
ものづくり愛知県の港湾における安全・安心な生活基盤の確保（重点）（防災・安全）

社会資本総合整備計画 事後評価調書

計画概要

◆計画期間
平成２７年度～平成３１年度（５年間）

◆計画の目標
洪水や高潮との闘いの歴史を継承し、地域と連携して平野部を中心としたハード対策や大規模災害に
備えた施設づくりを実施し、風水害に対して安全・安心な地域を形成する。

◆計画の成果目標（定量的指標）

指標①：津波・高潮災害により被害が想定される地域において、今後対策が必要な海岸堤防、水門・樋
門等の整備により23km2の防護面積を増加する。

指標②：海岸保全施設のライフサイクルコスト縮減を図るため、県内全域の海岸保全施設（堤防・護岸
等）について長寿命化計画を策定する。



評価内容

◆交付対象事業の進捗状況

交付対象事業 事業費※ 事業の実施状況 進捗率※

A 海岸事業 1,933百万円 三河港海岸、衣浦港海岸等の耐震化を実施。 30.7％

Ｂ 関連社会資本整備事業 0百万円 - -

C 効果促進事業 0百万円 - -

合 計 1,933百万円

※事業費は実績額
※進捗率（％）は各事業の計画に対する実施割合 【事業費ベース】

◆事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

・指標①：津波・高潮災害により被害が想定される地域において、今後対策が必要な海岸堤防、水門・樋
門等の整備により23km2の防護面積を増加する。

⇒ 衣浦港海岸冨貴武豊地区（別紙１）

・指標②：海岸保全施設のライフサイクルコスト縮減を図るため、県内全域の海岸保全施設（堤防・護岸
等）について長寿命化計画を策定する。

⇒ 長寿命化計画（別紙２）



Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①：津波・高潮災害により被害が想定される地域において、今後対策が必要な海岸堤防、水門・樋
門等の整備により23km2の防護面積を増加する。

最終目標値 23km2 目 標 値 と 実 績
値 に 差 が 出 た
要因

厳しい財政状況の中で予算確保ができなかったが、選択と集
中を行うことで整備を着実に進めている。

最終実績値 8.8km2

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）

・特になし

指標②：海岸保全施設のライフサイクルコスト縮減を図るため、県内全域の海岸保全施設（堤防・護岸
等）について長寿命化計画を策定する。

最終目標値 100％ 目 標 値 と 実 績
値 に 差 が 出 た
要因

差違なし。

最終実績値 100％



◆今後の方針

◆事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 策定主体にて評価を実施。

事後評価の実施時期
令和4年3月

公表の方法
WEBページ公開
（http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kowan/0000042594.html）

・洪水や高潮との闘いの歴史を継承し、大規模災害に備えた施設づくりを実施し、風水害に対して安全・
安心な地域を形成するため、R2年度から新たな計画を策定し、海岸整備を推進する。

・未完了の事業については、早期整備完了を目指す。



参考図面

位置図、実施箇所図を記載

【図面】（河川事業）

ものづくり愛知県における安全・安心な生活基盤の確保（防災・安全）
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛知県、豊田市、岡崎市、豊橋市、豊明市、津島市、弥富市、西尾市、一宮市、春日井市、小牧市、江南市、清須市、北名古屋市、扶桑町、大口町、あま市、みよし市、大治町、東浦町、安城市
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計画の期間 交付対象

矢作川圏域

庄内川・
木曽川圏域

豊川・
天竜川圏域

名古屋市事業主体
（別パッケージ）

A1-13 蟹江川地震・高潮対策
河川事業（地盤沈下）

福田川

蟹江川

日光川
A1-3 天白川広域河川改修事業

A1-4 神戸川広域河川改修事業

A1-15 安永川都市基盤河川改修事業(豊田市）

A1-26 日光川水閘門

大規模河川管理施設機能確保事業

A1-22 鹿乗川流域貯留浸透事業(岡崎市）

A1-21 伊賀川流域貯留浸透事業(岡崎市）

A1-1 音羽川広域河川改修事業

A1-20 柳生川流域治水対策河川事業

A1-23  柳生川流域流域貯留浸透(豊橋市）

天白川

安永川

長田川

高浜川

神戸川

広田川

柳生川

伊賀川

C1-1 防災ステーション整備

C1-2 みずから守るプログラム推進業務
C1-3 洪水ハザードマップ事業（愛知県、津島市、弥富市、清須市

江南市、あま市、豊田市、みよし市、日進市、一宮市、大治町、西尾市）

C1-4 防災ステーション整備（西尾市）

C1-5 特定構造物改築事業
C1-6 魚道整備
C1-7  洪水ハザードマップ（豊田市）
C1-8 水田貯留事業（小牧市）
C1-9 浸水警報装置整備（岡崎市）
C1-10不法係留船対策
C1-11 洪水ハザードマップ（東浦町）
C1-12 情報基盤（安城市）

効果促進事業

西田川

A1-16 矢作古川
流域治水対策河川事業(広田川)

庄内川・木曽川圏域
総合流域防災事業
A1-33 日長川
A1-34 信濃川
A1-35 大田川
A1-36 境川（堤防質的強化）
A1-37 逢妻川（堤防質的強化）

豊川・天竜川圏域
総合流域防災事業
A1-38 御津川
A1-39 西田川

A1-40 総合流域防災事業 情報基盤

A1-24 新川流域貯留浸透事業
（一宮市、春日井市、小牧市、江南市、清須市、北名
古屋市、扶桑町、大口町）

A1-25 境川流域貯留浸透事業（豊田市・豊明市）

矢崎川

御津川

大田川

信濃川

郷瀬川

A1-5 郷瀬川広域河川改修事業

砂川

乙川 A1-8 乙川流域治水対策河川改修事業

A1-7 砂川流域治水対策河川改修事業

鹿乗川

音羽川

新郷瀬川

A1-6 新郷瀬川広域河川改修事業

二の沢川

A1-11  高浜川地震・高潮対策

河川事業（津波高潮対策）

A1-2 西古瀬川広域河川改修事業

A1-12 矢崎川地震・高潮対策
河川事業（津波高潮対策）

A1-14 福田川川地震・高潮対策
河川事業（地盤沈下）

鴨田川

特定構造物改築事業
A1-27 長寿命化計画
A1-28 日光川・西中野排水機場 延命化
A1-29 蟹江川排水機場 延命化
A1-30 鴨田川排水機場 延命化
A1-31 中江川排水機場 延命化
A1-32 水場川排水機場 延命化
A1-57 青木川放水路 延命化
A1-59 筏川（第1、第2）排水機場 延命化
A1-60 鍋田川（上流・下流）排水機場 延命化
A1-65 西條小切戸川排水機場 延命化
A1-66 流れ川(第1,第2)排水機場 延命化
A1-67 水干川排水機場 延命化
A1-68 発杭川排水機場 延命化
A1-69 五ヶ村川樋門 延命化
A1-70 高浜川水門 延命化
A1-71 新川水門 延命化
A1-72 御津川樋門 延命化
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A1-19 長田川
流域治水対策河川事業

境川水系境川総合治水対策特定河
川事業
A1-49 境川（全国防災）
A1-50 逢妻川（区間区分 全国防災）

A1-51 猿渡川（区間区分 全国防災）

A1-52 逢妻男川
A1-53 五ヶ村川

上地新川

A1-54 上地新川総合流域防災事業（岡崎市）

A1-17 日光川流域治水対策河川事業

A1-56 日光川流域貯留浸透事業（一宮市）

A1-55 千間堀川
総合流域防災事業（一宮市）

千間堀川

庄内川水系新川総合治水対策特定河
川事業
A1-41 新川（全国防災）

A1-42 五条川（区間区分 全国防災）

A1-43 中江川
A1-44 青木川
A1-45 青木川放水路
A1-46 合瀬川
A1-47 水場川
A1-48 大山川

： 防災・安全交付金

： 社会資本整備総合交付金
復興基本方針関連(全国防災）

蜆川

A1-58 蜆川地震・高潮対策
河川事業（津波高潮対策）

A1-10 二の沢川広域河川改修事業

A1-9 鹿乗川流域治水対策河川事業

原川

A1-61 原川流域治水対策河川事業

A1-18 福田川流域治水対策河川事業

A1-62
伊勢湾地区地震・高潮対策河川事業（地震対策）

番号 級種 河川名 施設名称
① （二） 大田川 大田川樋門
② （二） 信濃川 信濃川樋門   
③ （二） 矢田川 矢田川水門
④ （二） 石川 石川浅水川樋門    
⑤ （二） 神戸川 神戸川樋門          
⑥ （二） 須賀川 須賀川樋門
⑦ （二） 豆搗川 豆搗川樋門
⑧ （二） 明徳寺川 明徳寺川樋門
⑨ （二） 五ヶ村川 五ヶ村川水門
⑩ （二） 下り松川 下り松川水門          
⑪ （二） 前川 前川水門     
⑫ （二） 新川 新川水門          
⑬ （二） 発杭川 発杭川水門
⑭ （二） 長田川 沢渡川合流樋門       
⑮ （二） 蜆川 伏見屋樋門           
⑯ （二） 高浜川 高浜川水門 
⑰ （二） 内張川 内張川樋門       
⑱ （二） 御津川 御津川樋門         
⑲ （二） 天白川 天白川樋門          
⑳ （二） 安藤川 安藤川水門      
㉑ （二） 池尻川 池尻川水門       

番号 級種 河川名 施設名称
① （二） 蟹江川 蟹江川排水機場        
② （二） 筏川 筏川第１排水機場        

③ （二） 筏川 筏川第２排水機場
④ （二） 流れ川 流れ川第１排水機場 
⑤ （二） 流れ川 流れ川第２排水機場 
⑥ （二） 水干川 水干川排水機場
⑦ （一） 鴨田川 鴨田川排水機場
⑧ （二） 発杭川 発杭川排水機場       
⑨ （二） 日光川 日光川排水機場      
⑩ （一） 水場川 水場川排水機場
⑪ （一） 鍋田川 鍋田川排水機場   
⑫ （一） 中江川 中江川排水機場
⑬ （一） 青木川放水路 青木川放水路排水機場
⑭ （二） 日光川放水路 西中野排水機場
⑮ （二） 西條小切戸川 西條小切戸川排水機場

B1-1 一般県道平和蟹江線・一般県道
蟹江梅之郷線

堰堤改良事業
A1-63 雨山ダム 長寿命化・ダム施設改良
A1-64 木瀬ダム 長寿命化・ダム施設改良

八
田
川

A1-73 八田川広域河川改修事業

更新する



【基幹事業】
■事 業 名
海岸高潮対策事業（衣浦港海岸冨貴武豊地区）
■工事概要
当海岸は、衣浦港沿岸部に位置しており、武豊火力発電所をはじめ、北側に工業地帯が隣接する箇所であり、防護区域内には
一般家屋が連担している箇所である。堤防施設が液状化層の上に立地しているため、地震時には液状化に伴う円弧滑りが起
こり、堤防の決壊が想定される。また、地震被害に伴う堤防の沈下により、堤防高が想定津波高を下回ることが予測され、
広範囲の浸水が危惧されることから、堤防の補強をする。
■事業箇所
知多郡美浜町大字布土地内
■事業主体
愛知県
■事業効果
堤防の耐震化により、当該地域に想定される津波高さ以上の堤防高を確保することができ、津波の背後地への浸水を防ぐことができる。

事業効果の発現状況事例 別紙1

施工前

施工後

施工中 位置図



【基幹事業】
■事 業 名
港湾海岸堤防等老朽化対策緊急事業（管内全域）
■事業概要
県内全域の海岸保全施設において長寿命化計画を策定する。
■事業箇所
県内全域
■事業主体
愛知県
■事業効果
海岸保全施設のライフサイクルコスト縮減を図る。

事業効果の発現状況事例 別紙2

位置図

 

 

 

 

海岸保全施設長寿命化計画 

～堤防・護岸・胸壁編～ 

三河湾伊勢湾沿岸 三河湾海岸 豊橋地区 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 

愛知県 三河港務所 

（港湾局所管） 

 

管内図番号 え
海岸名 三河港海岸 地区名 老津地区 スパン№ 22 建設年度

調査者氏名 皿井　剛典 調査者所属

計画天端高（余裕高を含む施工天端高）：DL＝0.00m
機能上必要な天端高（余裕量を見込まない天端高）：DL＝0.00ｍ

全体平面図

断面図
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川崎地質株式会社 調査を実施する全範囲

調査箇所

裏法側写真

表法側写真

天端写真

裏法尻の保護(舗装)：なし

始点側写真

川表

天端

川裏

調査対象箇所
スパンNo.22

計画策定状況


