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序  文 

 

 海岸事業においては、昭和 31 年に海岸法が制定されて以来、様々な事業制度に取り組み、海岸保

全施設等の整備を図ってきておりますが、平成 10 年度以降においては、客観的かつ厳格な事業の実

施を推進するため、「海岸事業の費用対効果分析手法（平成９年度版）」を新規採択時などに利用して

まいりました。 

 その後、平成 11 年度の海岸法改正において、従来まで「津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の

変動による災害からの防護」を法律の目的としていたものが、「海岸環境の整備と保全」及び「公衆

の海岸の適正な利用」についても法律の目的に追加され、「防護」、「環境」、「利用」の調和のとれた

海岸の形成への取り組みが求められるようになり、さらには、平成 13 年６月に、「行政機関が行う政

策の評価に関する法律」が施行され、公共事業の政策評価を一層厳格に行うことが求められるように

なりました。 

 最近では、東海地震をはじめとした大規模地震の切迫性が指摘され、津波対策が重要な課題となる

など、この間の社会情勢の変化を踏まえて、「防護」、｢環境｣、｢利用｣の全ての観点から、より正確な

評価手法の改善が求められるようになっております。 

 このことから、今回、これまでのマニュアルの分析手法を検証し、改善課題の抽出を行った上で、

新たな便益算定手法の研究、妥当性の検証を行い、社会情勢の変化に適合した評価手法の策定を行っ

たところであります。 

 なお、本書の作成にあたり、茨城大学の三村信男教授を座長とする海岸事業費用対効果分析手法研

究会を設置し、平成 15 年２月から６回にわたる同研究会において熱心にご審議いただきましたこと

について、ご尽力を賜りました三村座長をはじめ、関係各委員及び行政関係者の方々には心より感謝

申し上げる次第です。 

 

 

                平成 16 年６月 

  農林水産省農村振興局防災課長  武田真甲子 

  農林水産省水産庁防災漁村課長  影山 智将 

  国土交通省河川局海岸室長    細見 寛  

  国土交通省港湾局海岸・防災課長 須野原 豊 



○「海岸事業費用対効果分析手法研究会」の概要 

 

（１）研究会委員 

 

  座長 三村 信男 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター教授 

                    （都市システム工学科 兼担） 

  委員 上田 孝行 東京工業大学大学院社会理工学研究科助教授 

     太田 和博 専修大学商学部教授 

     片田 敏孝 群馬大学工学部建設工学科助教授 

     角野  隆 国土技術政策総合研究所港湾研究部港湾システム研究室長 

    （渡部 富博 (前)国土技術政策総合研究所港湾研究部港湾システム研究室長） 

     須田 有輔 独立行政法人水産大学校海洋生産管理学科助教授 

     丹治  肇 独立行政法人農業工学研究所水工部河海工水理研究室長 

     中嶋 康博 東京大学大学院農学生命科学研究科助教授 

     中山 哲嚴 独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所水理研究室長 

     福濱 方哉 国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室長 

    （鳥居 謙一 (前)国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室長） 

（委員は五十音順） 

 

 （２）研究会開催実績 

 

     第１回研究会 平成１５年 ２月 ６日 

     第２回研究会       ７月 ８日 

     第３回研究会       ９月 ８日 

     第４回研究会      １１月 ４日 

     第５回研究会 平成１６年 １月２６日 

     第６回研究会       ３月１２日 
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