
社会資本総合整備計画（港湾事業） 事後評価書広島県の港湾施設における住民や観光客の利便性・安全性の向上(防災・安全）平成 22 年度 ～ 平成 26 年度・老朽化対策として港湾施設補修率を100％へ向上させる。・戦略的維持管理を推進するための重要施設調査率を64％から100％へ向上させる。・大規模地震対策施設計画により必要な緑地の整備率を33％から66％へ向上させる。・大規模地震対策施設計画により必要な臨港道路の整備率を66％から75％へ向上させる。・緊急輸送を担う地区への防災・減災対策として必要な外郭施設等の改良率を100％へ向上させる補修が完了した施設数が，広島県内の補修が必要な全施設数に占める割合を算出する。（補修率）＝（補修完了施設数）／（補修が必要な施設数）(%) 0% 42% 100%戦略的維持管理を推進するため，港湾施設（防波堤及び係留施設）を調査する。（調査率）＝（調査済箇所）／（全調査箇所）(%) 62% 79% 100%防災緑地の整備が完了した地区数が，広島県内の整備が必要な全施地区に占める割合を算出する。（整備率）＝（整備完了地区数）／（整備が必要な地区数）(%) 33% 33% 66%改良が完了した道路延長が，広島県内の改良が必要な道路延長に占める割合を算出する。（整備率）＝（整備完了延長）／（整備が必要な延長）(%) 66% 66% 75%改良が完了した施設数が，広島県内の改良が必要な全施設数に占める割合を算出する。（改良率）＝（改良完了施設数）／（改良が必要な施設数）(%) 0% 0% 100%5,199 5,199百万円 百万円 百万円 百万円○事後評価の実施体制，実施時期整備計画構成自治体・団体 平成２８年２月広島県，東広島市，江田島市 広島県ホームページＡ　基幹事業（海岸事業）番号 事業 地域 交付 直接 備考種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H261-A1-1 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 建設 5249721-A'1-2 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 -1-A1-72 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 建設 1,397 継続1-A1-73 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 30 継続1-A1-17 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 改良 291-A1-18 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 改良 - 継続1-A1-19 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 改良 7 継続1-A1-20 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 改良 401-A1-21 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 改良 151-A1-25 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 - 単費対応1-A1-26 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 41-A1-27 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 361-A1-28 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 41-A1-29 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 641-A1-30 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 3021-A1-31 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 5311-A1-32 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 - 継続1-A1-33 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 391-A1-35 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 1181-A1-36 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 - 単費対応1-A1-39 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 191-A1-40 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 191-A1-41 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 231-A1-43 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 561-A1-44 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 65 継続1-A1-45 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 - 単費対応1-A1-46 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 231-A1-47 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 - 単費対応1-A1-48 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 151-A1-80 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 改良 138 継続1-A1-85 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 121 継続1-A1-51 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 みなと振興 51-A1-52 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 みなと振興 51-A1-53 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 みなと振興 31-A1-54 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 みなと振興 41-A1-55 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 みなと振興 121-A1-56 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 みなと振興 21-A1-81 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 98 継続1-A1-82 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 改良 112 継続1-A1-94 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 641-A1-95 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 改良 4 継続1-A1-96 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 7 継続1-A1-97 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 改良 431-A1-98 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 改良 14 継続1-A1-99 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 改良 - 継続1-A1-100 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 改良 - 継続1-A1-101 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 改良 - 継続1-A1-102 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 改良 731-A1-114 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 - 継続

事業実施期間（年度） 全体事業費（百万円）防波堤（北）整備 延長L=150m 広島港・宇品地区L=200m
事後評価の実施体制 事後評価の実施体制事後評価の実施体制１．交付金対象事業の進捗状況１．交付金対象事業の進捗状況１．交付金対象事業の進捗状況１．交付金対象事業の進捗状況交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業 事業者 港湾種別 省略工種 要素となる事業名 事業内容（延長・面積・水深等）

0 0.0%Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）事　後　評　価全体事業費 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） Ａ
（H22当初) (H24末) （H26末)
効果促進事業費の割合

延長L=120m 広島港・宇品地区
Ｃ

　　広島県の港湾施設について，防波堤，臨港道路，浮桟橋等の港湾施設の整備，改良，修繕等を一体的に実施し，住民や観光客の利便性及び安全性の向上を図る。計画の成果目標（定量的指標）
定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値 備考

Ｂ
当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成28年2月12日計画の名称計画の期間 交付団体 　広島県，東広島市，江田島市計画の目標

尾道糸崎港・松浜地区換算延長 L=0.9km（全計画Ｌ=1.6ｋｍ） 広島港・五日市地区緑地　整備 護岸L=364m(全計画A=1.9ha) 尾道糸崎港・松浜地区水深 D=-7.5m、延長 L=150m 広島港・出島地区水深 D=-4.5m、延長 L=8m 広島港・出島地区元宇品東防波堤　電気・被覆防食 延長 L=265m 広島港・元宇品地区延長 L=150m 広島港・元宇品地区延長 L=40m 広島港・元宇品地区水深 D=-2.0m、延長 L=120m 尾道糸崎港・尾道地区延長 L=320m 尾道糸崎港・山波地区水深 D=-5.5m、延長 L=466m 尾道糸崎港・新浜地区和田1号岸壁（-5.5m）　補修 延長 L=90m 尾道糸崎港・貝野地区新浜岸壁（-5.5ｍ）　防舷材取替和田2号岸壁（-4.5m）　補修 延長 L=180m 尾道糸崎港・貝野地区臨港道路南松永線　オーバーレイ 延長 L=2,000m 尾道糸崎港・機織地区沖浦東岸壁，沖浦西岸壁（-4.5ｍ）　補修 水深 D=-4.5m、延長 L=450m 福山港・沖浦地区臨港道路白茅線　オーバーレイ 延長 L=1516m 福山港・白茅地区岩船防波堤　上部工修繕 延長 L=90m 千年港・岩船地区鎌木2号物揚場，東浜物揚場，東浜物揚護岸（-2.0ｍ）　上部工修繕  水深 D=-2.0m、延長 L=152m 鹿川港・鎌木地区前浜船揚場　上部工修繕 延長 L=10m 鹿川港・鎌木地区西港物揚場２号（-2.0ｍ）　上部工修繕 川尻港・西港地区大長さん橋　塗装塗替え，鉄板・チェーン・　防舷材・マンホール取替え，舗装打換え 浮桟橋　N=2基 御手洗港・大長地区小長第1フェリー桟橋，小長第2フェリー桟橋　塗装塗替え，鉄板・チェーン・　防舷材取替え，舗装打換え 浮桟橋　N=2基 御手洗港・小長地区長崎2号浮さん橋，中央浮さん橋(旅客船)補修 浮桟橋　N=6基 土生港・土生地区宇和部浮さん橋　補修 浮桟橋　N=1基 土生港・土生地区田熊浮さん橋　補修 浮桟橋　N=1基 土生港・田熊地区金山浮さん橋　補修 浮桟橋　N=1基 土生港・金山地区小用浮さん橋　補修 浮桟橋　N=1基 土生港・小用地区本村浮さん橋　補修 浮桟橋　N=1基 土生港・三庄地区宇品第１桟橋　補修 延長 L=94m 広島港・宇品地区箕島岸壁（-5.5ｍ）補修 水深 D=-5.5m、延長 L=480m 福山港・箕島地区天満桟橋　塗装塗替え，鉄板取替え等 浮桟橋　N=1基 木江港・天満地区宇浜さん橋　塗装塗替え，鉄板取替え等 浮桟橋　N=1基 木江港・一貫目地区野賀浮桟橋　塗装塗替え，鉄板取替え等 浮桟橋　N=1基 木江港・野賀地区白水2号浮桟橋　鉄板取替え等 浮桟橋　N=1基 鮴崎港・白水地区生野島2号浮桟橋　塗装塗替え，鉄板取替え等 浮桟橋　N=1基 鮴崎港・生野島地区大西フェリー桟橋　塗装塗替え，鉄板取替え等 浮桟橋　N=1基 大西港・大西地区洲江防波堤　改良 延長 L=200m 生口港・洲江地区三角防波堤　改良 延長 L=120m 御手洗港・三角地区浮桟橋　補修 浮桟橋　N=1基 蒲刈港・見戸代地区昭南岸壁　補修 延長 L=370m 広島港・廿日市地区物揚場　補修 延長 L=109m 御手洗港・大長地区一文字防波堤　補修 延長 L=42m 安芸津港・三津地区安芸津防波堤　補修 延長 L=210m 安芸津港・三津地区安芸津浮桟橋　補修 浮桟橋　N=1基 安芸津港・三津地区中浜浮桟橋　補修 浮桟橋　N=1基 安芸津港・三津地区瀬戸田港・垂水

港湾・地区名

水深 D=-2.0m、延長 L=107m

風早浮桟橋　補修 浮桟橋　N=1基 安芸津港・風早地区岸壁　補修 延長 L=120m 安芸津港・木谷地区浮桟橋　N=1基

道路　整備臨港道路廿日市草津線　改良出島東2号岸壁（-4.5ｍ）　上部工修繕元宇品南防波堤　電気・被覆防食住吉浜物揚場（-2.0ｍ）　電気・被覆防食東尾道臨港道路　オーバーレイ元宇品中央防波堤　電気・被覆防食出島東1号岸壁（-7.5ｍ）　エプロン打換え

垂水桟橋　補修

防波堤（沖）整備



1-A1-115 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 - 単費対応1-A1-116 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 71-A1-117 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 - 単費対応1-A1-118 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 改良 841-A1-58 港湾 内地 広島県 直接 － 国際拠点 維持管理 71-A1-59 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 71-A1-60 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 21-A1-61 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-62 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 21-A1-63 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-64 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 21-A1-65 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-66 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-67 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 - 単費対応1-A1-68 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 - 単費対応1-A1-69 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 維持管理 31-A1-70 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 維持管理 31-A1-71 港湾 離島 広島県 直接 － 地方 維持管理 21-A1-76 港湾 内地 東広島市 直接 － 地方 維持管理 101-A1-103 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 維持管理 31-A1-104 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-105 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-106 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-107 港湾 内地 広島県 直接 － 地方 維持管理 11-A1-108 港湾 内地 江田島市 直接 － 地方 維持管理 41-A1-109 港湾 内地 江田島市 直接 － 地方 維持管理 61-A1-110 港湾 内地 江田島市 直接 － 地方 維持管理 51-A1-111 港湾 内地 江田島市 直接 － 地方 維持管理 51-A1-112 港湾 内地 江田島市 直接 － 地方 維持管理 51-A1-113 港湾 内地 江田島市 直接 － 地方 維持管理 4合計 5,199Ｂ　関連社会資本整備事業番号 事業 地域 交付 直接 備考種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 *,***合計 0番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考Ｃ　効果促進事業番号 事業 地域 交付 直接 備考種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H261-C1-5 計画調査 内地 広島県 直接 － 01-C1-6 計画調査 離島 広島県 直接 － 0合計 0番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考1-C1-51-C1-6その他関連する事業番号 事業 交付 備考種別 対象1-A'1-2 港湾 広島県 重要 建設 840184桟橋　整備 -1-A'1-3 港湾 広島県 重要 建設 桟橋　整備 6292294871-A'1-4 港湾 広島県 重要 建設 防波堤　整備 535353物揚場（-2.0ｍ）整備 53浮桟橋　整備 141泊地（-2.0ｍ）整備 48防波堤　撤去 531-A'1-5 港湾 広島県 地方 建設 6591-A'1-6 港湾 広島県 地方 建設 1301-A'1-7 港湾 広島県 国際拠点 建設 211-A'1-8 港湾 広島県 国際拠点 建設 -1-A'1-9 港湾 広島県 重要 建設 311-A'1-10 港湾 広島県 重要 建設 701-A'1-11 港湾 広島県 地方 建設 301-A'1-12 港湾 広島県 地方 建設 -1-A'1-13 港湾 広島県 地方 建設 1231-A'1-15 港湾 広島県 国際拠点 改良 271-A'1-16 港湾 広島県 国際拠点 改良 -1-A'1-22 港湾 広島県 重要 改良 171-A'1-23 港湾 広島県 重要 改良 731-A'1-24 港湾 広島県 重要 改良 -1-A'1-37 港湾 広島県 地方 改良 3301-A'1-38 港湾 広島県 地方 改良 1441-A'1-42 港湾 広島県 地方 改良 101-A'1-49 港湾 広島県 重要 みなと振興 31

福山港・原地区福山港・原地区

事業実施期間（年度） 全体事業費（百万円）港湾・地区名

福山港・一文字地区
全体事業費（百万円）

船揚場　整備 福山港・原地区
要素となる事業名（事業箇所） 市町村名

護岸（防波）整備 福山港・原地区

事業実施期間（年度） 全体事業費（百万円）港湾・地区名
事業者 省略工種 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業者 要素となる事業名 事業内容（延長、面積等） 市町村名

港湾種別 省略工種
泊地8件

防波堤　整備 福山港・一文字地区福山港・原地区尾道糸崎港・松浜地区福山港・一文字地区防波堤　整備
港湾施設調査港湾施設調査 木江港外

尾道糸崎港・松浜地区
港湾施設(1-A1-58～68)の調査と一体的に行うことにより，早期の修繕が可能となり，住民や観光客の安全を確保することができる。港湾施設(1-A1-69～71)の調査と一体的に行うことにより，早期の修繕が可能となり，住民や観光客の安全を確保することができる。

広島港外港湾施設の調査
浮桟橋　整備 尾道糸崎港・松浜地区

福山港・原地区
泊地（-1.5ｍ）整備

福山港・原地区物揚場（-2.0ｍ）整備 土生港・箱崎地区護岸（防波）整備 小用港・ウシイシ地区海浜（干潟）整備 広島港・五日市地区覆砂　整備 広島港・海田地区海浜（干潟）整備 尾道糸崎港・浦崎地区覆砂　整備 福山港・内港地区緑地　整備 横田港・坊地地区海浜（干潟）整備 横田港・坊地地区緑地　整備 大竹港・東栄地区三光橋　改良 広島港・宇品外貿地区浮桟橋　改良 広島港・御幸松地区臨港道路　改良 尾道糸崎港・貝野地区第2西尾崎物揚場（-2.0ｍ）　改良 尾道糸崎港・尾道地区泊地（-2.0ｍ）　改良 尾道糸崎港・機織地区浮桟橋　改良 鹿川港・寄濤地区大矢防波堤　改良 鹿川港・大矢地区臨港道路　改良 忠海港・忠海地区西御所臨港道路　舗装 尾道糸崎港・西御所地区

省略工種

浮桟橋　N=2基 生口港・赤崎浮桟橋　N=1基 生口港・洲江浮桟橋　N=1基 生口港・宮原大浦浮桟橋　補修 浮桟橋　N=1基 蒲刈港・大浦広島港　長寿命化計画策定 係留施設5件，防波堤27件 広島港蒲刈港　長寿命化計画策定 係留施設40件，防波堤31件 蒲刈港釣士田港　長寿命化計画策定 係留施設42件，防波堤12件 釣士田港鹿川港　長寿命化計画策定 係留施設33件，防波堤8件 鹿川港御手洗港　長寿命化計画策定 係留施設8件，防波堤19件 御手洗港中田港　長寿命化計画策定 係留施設12件，防波堤10件 中田港川尻港　長寿命化計画策定 係留施設5件，防波堤6件 川尻港忠海港　長寿命化計画策定 防波堤9件 忠海港竹原港　長寿命化計画策定 係留施設2件，防波堤1件 竹原港小用港　長寿命化計画策定 係留施設1件 小用港木江港三高港　長寿命化計画策定 係留施設1件 三高港鮴崎港　長寿命化計画策定 係留施設30件，防波堤20件 鮴崎港安芸津港尾道糸崎港　長寿命化計画策定 係留施設4件，防波堤3件 尾道糸崎港大西港　長寿命化計画策定 係留施設10件，防波堤14件 大西港木江港　長寿命化計画策定 係留施設6件，防波堤4件
瀬戸田港土生港　長寿命化計画策定 係留施設1件 土生港生口港　長寿命化計画策定 係留施設2件，防波堤1件 生口港中浜港　長寿命化計画策定 係留施設1件 中浜港
大須港鷲部矢の浦港　長寿命化計画策定 係留施設4件，防波堤2件 鷲部矢の浦港鹿田港　長寿命化計画策定 係留施設1件，防波堤1件 鹿田港内海港　長寿命化計画策定 係留施設7件，防波堤2件 内海港津久茂港　長寿命化計画策定 係留施設4件，防波堤2件 津久茂港大柿港　長寿命化計画策定 係留施設11件，防波堤1件 大柿港大須港　長寿命化計画策定

赤崎浮桟橋　補修大高下浮桟橋　補修洲江２号浮桟橋　補修宮原浮桟橋　補修

港湾施設の調査 泊地20件

係留施設4件，防波堤1件瀬戸田港　長寿命化計画策定 係留施設1件安芸津港　長寿命化計画策定



1-A'1-50 港湾 広島県 地方 みなと振興 261-A'1-57 港湾 大崎上島町 地方 みなと振興 181-A'1-77 港湾 広島県 地方 建設 1201-A'1-78 港湾 広島県 重要 改良 2041-A'1-79 港湾 広島県 地方 改良 17401-A'1-83 港湾 広島県 国際拠点 改良 2341-A'1-84 港湾 広島県 地方 改良 1951-A'1-86 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 291-A'1-87 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 291-A'1-88 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 291-A'1-89 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 291-A'1-90 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 291-A'1-91 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 371-A'1-92 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 251-A'1-93 港湾 内地 広島県 直接 － 重要 建設 451-C'1-1 施設整備 大崎上島町 観光情報案内板の整備 51-C'1-2 施設整備 尾道市 観光情報提供施設の整備 21-C'1-3 施設整備 尾道市 21-C'1-4 施設整備 尾道市 451-C'1-7 施設整備 広島県 -1-C'1-8 施設整備 広島県 3321-C'1-9 施設整備 竹原市 51-C'1-10 施設整備 竹原市 61-C'1-11 施設整備 広島県 -1-C'1-12 施設整備 広島県 -1-C'1-13 施設整備 広島県 71-C'1-14 施設整備 竹原市 2101-C'1-15 施設整備 広島県 40合計 6,281番号 備考1-C'1-51-C'1-6 利便施設整備
旅客待合所連絡通路・歩道橋保安施設整備社会実験社会実験旅客待合所

情報案内板整備情報提供施設市道歩道高質化旅客待合所社会実験交流施設整備

　計画目標の達成に向けて，次期社会資本総合整備計画（H27.3.30策定）において，引き続き，港湾施設の整備，改良及び補修を推進していく。

100% 目標値と実績値に差が出た要因 目標を若干下回ったが，概ね計画通り。最終実績値 95%
3　特記事項（今後の方針等）3　特記事項（今後の方針等）3　特記事項（今後の方針等）3　特記事項（今後の方針等）

Ⅱ　定量的指標の達成状況 目標値と実績値に差が出た要因

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')) 6.0%2　事業の効果の発現状況，目標値の達成状況2　事業の効果の発現状況，目標値の達成状況2　事業の効果の発現状況，目標値の達成状況2　事業の効果の発現状況，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 　厳しい財政状況の中，必要な事業費が確保できず目標値を下回る結果となったが，優先順位に基づき計画的に港湾施設の整備，改良及び補修を進めることで，本計画の目標である住民や観光客の利便性及び安全性の向上に対し，一定の成果を上げることができた。また，戦略的な維持管理を推進するため，港湾施設の長寿命化計画を概ね策定した。最終目標値 100% 目標値と実績値に差が出た要因 目標達成に必要な事業費を確保できず，一部事業を次期計画にて継続実施することとしたため。最終実績値
Ｂ’

指標②重要施設調査率 最終目標値
Ｃ’ 653 百万円

72%指標①港湾施設補修率
Ａ’ 5,627 百万円

指標③緑地整備率 最終目標値 66% 目標達成に必要な事業費を確保できず，次期計画にて継続実施することとしたため。最終実績値 33%
指標⑤外郭施設改良率 最終目標値 100% 目標値と実績値に差が出た要因 目標達成に必要な事業費を確保できず，一部事業を次期計画にて継続実施することとしたため。最終実績値 50%指標④臨港道路整備率 最終目標値 75% 目標値と実績値に差が出た要因 目標を若干下回ったが，概ね計画通り。最終実績値 72%

港湾施設(1-A'1-58～68)の調査と一体的に行うことにより，早期の修繕が可能となり，住民や観光客の安全を確保することができる。港湾施設(1-A'1-69～71)の調査と一体的に行うことにより，早期の修繕が可能となり，住民や観光客の安全を確保することができる。一体的に実施することにより期待される効果

瀬戸田浮さん橋　改良 瀬戸田港・福田地区駐車場　舗装 鮴崎港・白水地区浮桟橋　整備 竹原港・北崎地区石井浜物揚場　改良 福山港・鞆地区浮桟橋　改良 生口港・赤崎地区赤崎防波堤　改良 生口港・赤崎地区五日市地区岸壁（-11ｍ,-12ｍ）改良 広島港・五日市地区浮桟橋　改良 厳島港・胡町地区浮桟橋　整備 尾道糸崎港・山波地区泊地　整備 尾道糸崎港・山波地区航路　整備 尾道糸崎港・山波地区防波堤　整備 尾道糸崎港・山波地区船揚場　整備 尾道糸崎港・山波地区防波堤　整備 蒲刈港・宮盛地区臨港道路　整備 竹原港・北崎地区防波堤　整備 千年港・岩船地区大崎上島町(鮴崎港･大西港･木江港)尾道市(尾道糸崎港・瀬戸田港)歩道の高質化 尾道市(尾道糸崎港)瀬戸田旅客待合所の整備 尾道市(瀬戸田港)岸壁利用効率化の実験 広島港・出島地区交流施設の整備 尾道糸崎港･西御所地区忠海港待合所の整備 竹原市（忠海港・忠海地区）連絡通路・歩道橋の整備 竹原市（忠海港・忠海地区）監視カメラの設置 広島港・出島地区岸壁利用効率化の実験 尾道糸崎港・貝野地区岸壁利用効率化の実験 尾道糸崎港・松浜地区竹原港旅客待合所の整備 竹原市（竹原港・北崎地区）利便施設の整備 福山港・一文字地区



（参考図面）活力創出基盤整備計画の名称 広島県の港湾施設における住民や観光客の利便性・安全性の向上(防災・安全）計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 広島県，東広島市，江田島市交付対象

1-A1-171-A1-171-A1-171-A1-17岸壁(-7.5m)岸壁(-7.5m)岸壁(-7.5m)岸壁(-7.5m)

1-A'1-371-A'1-371-A'1-371-A'1-37浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

位 置 図 （1/3）

1-A1-351-A1-351-A1-351-A1-35物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)
1-A'1-381-A'1-381-A'1-381-A'1-38

1-A1-361-A1-361-A1-361-A1-36船揚場船揚場船揚場船揚場
1-A1-391-A1-391-A1-391-A1-39物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m) 1-A1-411-A1-411-A1-411-A1-41浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

1-A1-401-A1-401-A1-401-A1-40浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋
1-A1-561-A1-561-A1-561-A1-56浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

1-A1-551-A1-551-A1-551-A1-55浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A'1-571-A'1-571-A'1-571-A'1-57駐車場駐車場駐車場駐車場

1-C1-11-C1-11-C1-11-C1-1情報案内板整備情報案内板整備情報案内板整備情報案内板整備

1-A1-581-A1-581-A1-581-A1-58広島港長寿命化策定広島港長寿命化策定広島港長寿命化策定広島港長寿命化策定

1-A1-591-A1-591-A1-591-A1-59蒲刈港長寿命化策定蒲刈港長寿命化策定蒲刈港長寿命化策定蒲刈港長寿命化策定
1-A1-601-A1-601-A1-601-A1-60釣士田港長寿命化策定釣士田港長寿命化策定釣士田港長寿命化策定釣士田港長寿命化策定

1-A1-611-A1-611-A1-611-A1-61
1-A1-621-A1-621-A1-621-A1-62御手洗港長寿命化策定御手洗港長寿命化策定御手洗港長寿命化策定御手洗港長寿命化策定1-A1-631-A1-631-A1-631-A1-63中田港長寿命化策定中田港長寿命化策定中田港長寿命化策定中田港長寿命化策定

1-A1-641-A1-641-A1-641-A1-64川尻港長寿命化策定川尻港長寿命化策定川尻港長寿命化策定川尻港長寿命化策定1-A1-671-A1-671-A1-671-A1-67小用港長寿命化策定小用港長寿命化策定小用港長寿命化策定小用港長寿命化策定1-A1-681-A1-681-A1-681-A1-68三高港長寿命化策定三高港長寿命化策定三高港長寿命化策定三高港長寿命化策定
1-A1-691-A1-691-A1-691-A1-69鮴崎港長寿命化策定鮴崎港長寿命化策定鮴崎港長寿命化策定鮴崎港長寿命化策定

1-A1-701-A1-701-A1-701-A1-70大西港長寿命化策定大西港長寿命化策定大西港長寿命化策定大西港長寿命化策定

1-A1-711-A1-711-A1-711-A1-71木江港長寿命化策定木江港長寿命化策定木江港長寿命化策定木江港長寿命化策定
1-A'1-131-A'1-131-A'1-131-A'1-13

1-A1-541-A1-541-A1-541-A1-54浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A'1-81-A'1-81-A'1-81-A'1-8覆砂覆砂覆砂覆砂 1-C1-61-C1-61-C1-61-C1-6港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査
1-C1-51-C1-51-C1-51-C1-5港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査1-A1-11-A1-11-A1-11-A1-1防波堤(沖)防波堤(北)防波堤(沖)防波堤(北)防波堤(沖)防波堤(北)防波堤(沖)防波堤(北)

1-A1-191-A1-191-A1-191-A1-19東防波堤東防波堤東防波堤東防波堤1-A'1-151-A'1-151-A'1-151-A'1-15橋梁橋梁橋梁橋梁1-A1-181-A1-181-A1-181-A1-18岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)1-A'1-71-A'1-71-A'1-71-A'1-7海浜(干潟)海浜(干潟)海浜(干潟)海浜(干潟)
1-A'1-161-A'1-161-A'1-161-A'1-16浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

1-A1-201-A1-201-A1-201-A1-20中央防波堤中央防波堤中央防波堤中央防波堤1-A1-211-A1-211-A1-211-A1-21南防波堤南防波堤南防波堤南防波堤1-C'1-71-C'1-71-C'1-71-C'1-7社会実験社会実験社会実験社会実験 1-A'1-61-A'1-61-A'1-61-A'1-6護岸（防波）護岸（防波）護岸（防波）護岸（防波） 1-A1-531-A1-531-A1-531-A1-53浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A1-511-A1-511-A1-511-A1-51浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

1-A1-521-A1-521-A1-521-A1-52浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-C'1-111-C'1-111-C'1-111-C'1-11保安施設整備保安施設整備保安施設整備保安施設整備
1-A1-721-A1-721-A1-721-A1-72臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路

1-A1-761-A1-761-A1-761-A1-76安芸津港長寿命化策定安芸津港長寿命化策定安芸津港長寿命化策定安芸津港長寿命化策定
1-A1-801-A1-801-A1-801-A1-80桟橋桟橋桟橋桟橋

1-A'1-831-A'1-831-A'1-831-A'1-83岸壁(-11m,-12m)岸壁(-11m,-12m)岸壁(-11m,-12m)岸壁(-11m,-12m)1-A'1-841-A'1-841-A'1-841-A'1-84浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋 1-A'1-911-A'1-911-A'1-911-A'1-91防波堤防波堤防波堤防波堤
1-A1-941-A1-941-A1-941-A1-94

1-A1-951-A1-951-A1-951-A1-95岸壁岸壁岸壁岸壁

1-A1-961-A1-961-A1-961-A1-96物揚場物揚場物揚場物揚場

1-A1-971-A1-971-A1-971-A1-97防波堤防波堤防波堤防波堤1-A1-981-A1-981-A1-981-A1-98防波堤防波堤防波堤防波堤1-A1-991-A1-991-A1-991-A1-99浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A1-1001-A1-1001-A1-1001-A1-100浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A1-1011-A1-1011-A1-1011-A1-101浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A1-1021-A1-1021-A1-1021-A1-102岸壁岸壁岸壁岸壁

1-A1-821-A1-821-A1-821-A1-82防波堤防波堤防波堤防波堤1-A1-1181-A1-1181-A1-1181-A1-118浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋



（参考図面）活力創出基盤整備計画の名称 広島県の港湾施設における住民や観光客の利便性・安全性の向上(防災・安全）計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 広島県，東広島市，江田島市交付対象
1-A'1-91-A'1-91-A'1-91-A'1-9海浜(干潟)海浜(干潟)海浜(干潟)海浜(干潟) 1-A1-321-A1-321-A1-321-A1-32臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路1-A1-331-A1-331-A1-331-A1-33防波堤防波堤防波堤防波堤1-A'1-111-A'1-111-A'1-111-A'1-11緑地緑地緑地緑地1-A'1-121-A'1-121-A'1-121-A'1-12海浜(干潟)海浜(干潟)海浜(干潟)海浜(干潟)

1-A'1-101-A'1-101-A'1-101-A'1-10覆砂覆砂覆砂覆砂
位 置 図 （2/3）

1-A1-461-A1-461-A1-461-A1-46浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋 1-A1-481-A1-481-A1-481-A1-48浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A1-471-A1-471-A1-471-A1-47浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A1-451-A1-451-A1-451-A1-45浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A'1-51-A'1-51-A'1-51-A'1-5物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m) 1-A1-441-A1-441-A1-441-A1-44浮桟橋(小型船)浮桟橋(小型船)浮桟橋(小型船)浮桟橋(小型船)1-A1-431-A1-431-A1-431-A1-43浮桟橋(旅客船)浮桟橋(旅客船)浮桟橋(旅客船)浮桟橋(旅客船)

1-C1-31-C1-31-C1-31-C1-3市道歩道高質化市道歩道高質化市道歩道高質化市道歩道高質化1-C1-21-C1-21-C1-21-C1-2情報提供施設情報提供施設情報提供施設情報提供施設1-C1-41-C1-41-C1-41-C1-4旅客待合所旅客待合所旅客待合所旅客待合所
1-A1-651-A1-651-A1-651-A1-65忠海港長寿命化策定忠海港長寿命化策定忠海港長寿命化策定忠海港長寿命化策定

1-A1-661-A1-661-A1-661-A1-66竹原港長寿命化策定竹原港長寿命化策定竹原港長寿命化策定竹原港長寿命化策定
1-C'1-81-C'1-81-C'1-81-C'1-8交流施設整備交流施設整備交流施設整備交流施設整備1-A'1-421-A'1-421-A'1-421-A'1-42臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路1-C1-91-C1-91-C1-91-C1-9旅客待合所旅客待合所旅客待合所旅客待合所1-C1-101-C1-101-C1-101-C1-10連絡通路・歩道橋連絡通路・歩道橋連絡通路・歩道橋連絡通路・歩道橋

1-C1-51-C1-51-C1-51-C1-5港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査1-C1-51-C1-51-C1-51-C1-5港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査港湾施設調査 1-A1-251-A1-251-A1-251-A1-25物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)1-A1-271-A1-271-A1-271-A1-27岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m) 1-A1-261-A1-261-A1-261-A1-26臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路1-A'1-231-A'1-231-A'1-231-A'1-23物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)
1-A'1-491-A'1-491-A'1-491-A'1-49道路道路道路道路1-C1-21-C1-21-C1-21-C1-2情報提供施情報提供施情報提供施情報提供施

1-A'1-41-A'1-41-A'1-41-A'1-4防波堤防波堤防波堤防波堤護岸（防波）護岸（防波）護岸（防波）護岸（防波）船揚場船揚場船揚場船揚場物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)物揚場(-2.0m)浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋泊地(-2.0m)泊地(-2.0m)泊地(-2.0m)泊地(-2.0m)防波堤撤去防波堤撤去防波堤撤去防波堤撤去

1-A1-311-A1-311-A1-311-A1-31岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m) 1-A'1-31-A'1-31-A'1-31-A'1-3泊地(-1.5m)泊地(-1.5m)泊地(-1.5m)泊地(-1.5m)防波堤防波堤防波堤防波堤桟橋桟橋桟橋桟橋

1-A'1-501-A'1-501-A'1-501-A'1-50浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋
1-A'1-221-A'1-221-A'1-221-A'1-22道路道路道路道路1-A1-281-A1-281-A1-281-A1-28岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)1-A1-291-A1-291-A1-291-A1-29岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m)岸壁(-4.5m) 1-A'1-241-A'1-241-A'1-241-A'1-24泊地(-2.0m)泊地(-2.0m)泊地(-2.0m)泊地(-2.0m)1-A1-301-A1-301-A1-301-A1-30臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路1-A1-731-A1-731-A1-731-A1-73緑地緑地緑地緑地
1-C'1-121-C'1-121-C'1-121-C'1-12社会実験社会実験社会実験社会実験

1-C1-131-C1-131-C1-131-C1-13社会実験社会実験社会実験社会実験
1-C1-141-C1-141-C1-141-C1-14旅客待合所旅客待合所旅客待合所旅客待合所1-A'1-771-A'1-771-A'1-771-A'1-77浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

1-C'1-151-C'1-151-C'1-151-C'1-15利便施設利便施設利便施設利便施設

1-A'1-781-A'1-781-A'1-781-A'1-78物揚場物揚場物揚場物揚場1-A'1-791-A'1-791-A'1-791-A'1-79防波堤防波堤防波堤防波堤浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

1-A1-811-A1-811-A1-811-A1-81防波堤防波堤防波堤防波堤

1-A1-851-A1-851-A1-851-A1-85岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)岸壁(-5.5m)1-A'1-21-A'1-21-A'1-21-A'1-2防波堤防波堤防波堤防波堤浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋桟橋桟橋桟橋桟橋1-A1-21-A1-21-A1-21-A1-2道路道路道路道路1-A'1-921-A'1-921-A'1-921-A'1-92臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路
1-A1-1031-A1-1031-A1-1031-A1-103尾道糸崎港長寿命化策定尾道糸崎港長寿命化策定尾道糸崎港長寿命化策定尾道糸崎港長寿命化策定

1-A1-1041-A1-1041-A1-1041-A1-104生口港長寿命化策定生口港長寿命化策定生口港長寿命化策定生口港長寿命化策定
1-A1-1051-A1-1051-A1-1051-A1-105中浜港長寿命化策定中浜港長寿命化策定中浜港長寿命化策定中浜港長寿命化策定

1-A1-1061-A1-1061-A1-1061-A1-106瀬戸田港長寿命化策定瀬戸田港長寿命化策定瀬戸田港長寿命化策定瀬戸田港長寿命化策定
1-A1-1071-A1-1071-A1-1071-A1-107土生港長寿命化策定土生港長寿命化策定土生港長寿命化策定土生港長寿命化策定

1-A1-1151-A1-1151-A1-1151-A1-115浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋（旅客船）（旅客船）（旅客船）（旅客船）浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋（小型船）（小型船）（小型船）（小型船）

1-A1-1161-A1-1161-A1-1161-A1-116浮桟橋（旅客船）浮桟橋（旅客船）浮桟橋（旅客船）浮桟橋（旅客船）
1-A1-1141-A1-1141-A1-1141-A1-114浮桟橋（小型船）浮桟橋（小型船）浮桟橋（小型船）浮桟橋（小型船）1-A1-1171-A1-1171-A1-1171-A1-117浮桟橋（小型浮桟橋（小型浮桟橋（小型浮桟橋（小型

1-A'1-861-A'1-861-A'1-861-A'1-86浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋1-A'1-871-A'1-871-A'1-871-A'1-87泊地泊地泊地泊地1-A'1-881-A'1-881-A'1-881-A'1-88航路航路航路航路1-A'1-891-A'1-891-A'1-891-A'1-89防波堤防波堤防波堤防波堤1-A'1-901-A'1-901-A'1-901-A'1-90船揚場船揚場船揚場船揚場
1-A'1-931-A'1-931-A'1-931-A'1-93防波堤防波堤防波堤防波堤



（参考図面）活力創出基盤整備計画の名称 広島県の港湾施設における住民や観光客の利便性・安全性の向上(防災・安全）計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 広島県，東広島市，江田島市交付対象
位 置 図 （3/3）

1-A1-1081-A1-1081-A1-1081-A1-108鹿田港長寿命化策定鹿田港長寿命化策定鹿田港長寿命化策定鹿田港長寿命化策定 1-A1-1091-A1-1091-A1-1091-A1-109内海港長寿命化策定内海港長寿命化策定内海港長寿命化策定内海港長寿命化策定
1-A1-1101-A1-1101-A1-1101-A1-110大須港長寿命化大須港長寿命化大須港長寿命化大須港長寿命化

1-A1-1111-A1-1111-A1-1111-A1-111鷲部矢の浦港長寿命化策定鷲部矢の浦港長寿命化策定鷲部矢の浦港長寿命化策定鷲部矢の浦港長寿命化策定1-A1-1121-A1-1121-A1-1121-A1-112津久茂港長寿命化策定津久茂港長寿命化策定津久茂港長寿命化策定津久茂港長寿命化策定
1-A1-1131-A1-1131-A1-1131-A1-113大柿港長寿命化策定大柿港長寿命化策定大柿港長寿命化策定大柿港長寿命化策定


