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※出典：平成27年度 国勢調査（総務省）

流域面積 5,090km2

幹川流路延長 約213km

流域市町村数 10市12町15村

流域市町村人口※ 約166万人

上流域の崩壊地（仙丈ヶ岳）

■天竜川は、幹川流路延長約213km、流域面積5,090km2

の我が国有数の大河川であり、また、上流域は、地形

が急峻なことに加え、地質が脆弱で大規模な崩壊地が

多いため、土砂生産が活発である。

■流域市町村には、約166万人（10市12町15村）の人々

が生活しており、この地域の産業・経済・社会・文化の

基盤を築いてきた。

天竜川の流域の概要

天竜川流域図

１．事業の概要
(１）流域の概要

美和ダム再開発
●

基準地点：天竜峡

遠州灘

美和ダム再開発
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＜美和ダム再開発のイメージ＞

(２）事業の目的及び計画内容

凡 例

洪水調節強化

貯水池堆砂対策

ストックヤード施設
（施工中）

堆砂掘削（200万m3）
（H17完成）

利水容量の一部振替
（R1完了）

貯砂ダム
（H17完成）

土砂バイパス
トンネル

（H17完成）

分派堰
（H17完成）

事業の目的

計画の内容
■ 洪水調節機能の強化

① 「堆砂掘削」
② 「利水容量の一部振替」

■ 貯水池堆砂対策（洪水調節機能の恒久的な保全）
① 「土砂バイパス施設」
② 「ストックヤード施設」

美和ダム

土砂バイパス施設

■ 既設美和ダムの洪水調節機能を強化し、河道の整備と併せて天竜川上流部の洪水氾濫から人々の
暮らしを守る。

■ 美和ダム貯水池への堆砂を抑制し、洪水調節機能の保全を図るとともに土砂移動の連続性を確保する。

〈再開発後の貯水池容量配分図〉

〈再開発前の貯水池容量配分図〉

利水容量280万m3を
洪水調節容量に

振替

死水容量 2,620千m3

堆砂容量 6,590千m3

発電容量 10,350千m3

(不特定かんがい 4,000千m3）

洪水貯留準備操作（予備放流）容量 3,020千m3

洪水貯留準備操作（予備放流）水位 EL 805.5m

洪水貯留準備水位 EL 808.0m
洪水調節容量 13,400千m3

平常時最高貯水位 EL 815.0m

平常時最高貯水位 EL 815.0m

洪水調節容量 16,200千m3

洪水貯留準備水位 EL 806.1m
洪水貯留準備操作（予備放流）容量 3,020千m3

洪水貯留準備操作（予備放流）水位 EL 803.4m

発電容量 7,550千m3

(不特定かんがい 4,000千m3）

死水容量 2,620千m3

堆砂容量 6,590千m3
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(３）事業の経緯

昭和34年 12月 美和ダム完成

昭和62年 4月 美和ダム再開発の実施計画調査に着手

平成元年 4月 三峰川総合開発事業（戸草ダムと美和ダム再開発）の建設に着手

平成2年 8月 戸草ダムの建設及び美和ダムの建設（再開発）に関する基本計画を告示

平成13年
2月 土砂バイパス施設（土砂ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ、分派堰、貯砂ダム）の整備及び堆砂掘削に着手

7月 工業用水※1、発電（戸草発電所）のダム使用権設定の取り下げ申請（長野県知事）

平成17年
5月 土砂バイパス施設（土砂ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ、分派堰、貯砂ダム）の完成、堆砂掘削の完了

6月 土砂バイパス施設（土砂ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ、分派堰、貯砂ダム）の試験運用開始

平成19年 12月 中部地方ダム等管理ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ委員会（土砂バイパス施設の排砂効果等の評価）

平成20年 7月 天竜川水系河川整備基本方針を策定

平成21年 7月 天竜川水系河川整備計画を策定

平成22年 4月 河川総合開発事業として美和ダム再開発を継続

平成25年 7月 「湖内堆砂対策施設検討委員会」を設立（～平成26年6月）

平成26年 3月 戸草ダムの建設及び美和ダムの建設(再開発）に関する基本計画の廃止を告示

平成27年 9月 ストックヤード施設の工事着手

平成28年 10月 「湖内堆砂対策施設モニタリング委員会」を設立

平成30年 9月 三峰川再開発事業（美和ダム再開発）に伴う基本合意（長野県企業局）

平成30年 12月 美和ダム管理費用の見直しに関する協定の締結（長野県企業局）

令和元年 5月 利水容量の一部振り替え

令和元年 6月 美和ダムの洪水調節方法の変更

令和2年 6月
天竜川水系流域委員会にて再評価、対応方針原案（事業継続）を了承
（事業費変更約５２３億円→約５４３億円） 3



リニア中央新幹線

美和ダム再開発

約272千人 約274千人 約265千人

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H17 H22 H27

（人） 浸水区域を含む市町村※1の人口

①地域開発の状況（流域周辺の主要交通網及び産業）

①地域開発の状況（人口）

■ 三峰川、天竜川上流の氾濫により浸水の恐れのある区域を含

む３市３町４村の人口は、ほぼ横ばいの傾向。

■ 天竜川上流域は、伊那市、駒ヶ根市、飯田市などの主要都市

を中心に、天竜川沿いに伊那谷とよばれる生活圏が形成され

ており、中央自動車道、国道１５３号、ＪＲ飯田線等主要な交通

が集中している。

■ 令和９年には、この地域にリニア中央新幹線が開業する予定

で、人口の増加や産業・観光の発展に期待が寄せられている。

２．評価の視点
１）事業の必要性に関する視点
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

※平成17年、平成22年、平成27年国勢調査
（飯田市、伊那市、駒ヶ根市、飯島町、松川町、高森町、宮田村、中川村、喬木村、豊丘村）

凡 例

東海道新幹線

鉄道 （ＪＲ）

鉄道 （私鉄）

高速道路

国道

県境

流域界

基準地点

大臣管理区間

ダム

三遠南信自動車道

人口の推移※

長野県駅（飯田市）
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②過去の主な災害実績（洪水）

■ 天竜川では、これまで幾度も洪水による被害を受けており、戦後最大流量を観測した昭和５８年９月
洪水においては、被害家屋６,５５５戸となる甚大な被害が発生した。

■ 近年では平成１８年７月洪水において、三峰川合流点より上流の諏訪湖周辺での浸水被害、箕輪町
での堤防決壊等、２,９３５戸の被害が発生した。

S58.9災害 飯田市松尾地区S36.6災害 飯田市川路地区 H18.7災害 堤防決壊（箕輪町松島地区）H18.7災害 諏訪市上諏訪地区

（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

天竜川上流部の主な水害

発生年月 気象要因 被 害 の 内 容

昭和３６年６月 梅雨前線豪雨 死者・行方不明者136名 、流失819戸 、全壊・半壊184戸 、床上浸水3,333戸 、床下浸水4,498戸 、浸水面積2,626ha

昭和４３年８月 台風１０号 死者・行方不明者7名 、全壊・流失28戸 、半壊・床上浸水183戸 、床下浸水679戸 、浸水面積392ha

昭和５７年７月 台風１０号 死者・行方不明者2名 、全壊・流失・半壊17戸 、床上浸水175戸 、床下浸水813戸 、浸水面積377ha

昭和５８年９月 台風１０号 死者・行方不明者6名 、全壊・流失・半壊60戸 、床上浸水2,312戸 、床下浸水4,183戸 、浸水面積1,978ha

平成１８年７月 梅雨前線豪雨 死者・行方不明者12名 、全壊・半壊12戸 、床上浸水1,116戸 、床下浸水1,807戸 、浸水面積661ha

注） 表中は、天竜川上流部（長野県内）の被害を示す。

・ 長野県の災害と気象 長野県 (昭和36年6月洪水については全県の値)
・ 水害統計 国土交通省河川局
・ 諏訪湖・天竜川河川激甚災害特別緊急事業等資料（天竜川上流河川事務所・長野県諏訪建設事務所）

（出典）
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①洪水調節機能の強化

■ 昭和５８年９月洪水と同規模の洪水（戦後最大規模相当）に対して、洪水調節機能の強化により、
天竜川本川（天竜峡地点）の最大流量を約７０m3/s減らすことにより、河川の水位を約０.２m下げる
ことができる。

（２）事業の投資効果

●基準地点天竜峡（139.0KP付近）では
流量減少 約70m3/s
水位低下量 約0.2m

350

355

360

365

370

375

380

標高（m）

372

373

374

375

376

377

美和ダム（再開発後）あり（河川整備計画※実施後） T.P.372.62m

美和ダムなし（河川整備計画※実施前） T.P.375.44m

美和ダム（再開発後）あり（河川整備計画※実施前） T.P.374.85m

美和ダム（既設）あり（河川整備計画※実施前） T.P.375.06m

約0.2m

※H21.7策定の河川整備計画に位置付けられた整備

②貯水池堆砂対策

■ 貯水池堆砂対策を実施することにより、美和ダムへの堆砂を抑制し、恒久的に洪水調節機能を
保全することができる。

美和ダム
(再開発後）

調節後流量
410m3/s

流入量
660m3/s

美和ダム再開発事業位置図

●基準地点

●ダム地点

●ダム地点では（ピーク時）
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（３）事業の進捗状況

■ 令和２年３月末までに、事業費約４９７億円を投資（進捗率約９５％：事業費ベース）。
■ 平成１７年に土砂バイパス施設（土砂バイパストンネル、分派堰、貯砂ダム）が完成するとともに、

堆砂掘削約２００万m3を完了している。

■ また令和元年５月には利水容量の一部振替が完了している。

■ 引き続き、ストックヤード施設の整備を実施する予定。

（令和2年3月末時点）

堆砂掘削

(約200万m
3
)

利水容量の一部振替
（発電容量280万ｍ3の買取）

土砂バイパス施設
（土砂バイパストンネル、

分派堰、貯砂ダム）

ストックヤード施設

貯水池堆砂対策

事業進捗率
(523億円）

洪水調節機能の強化

１００％ （平成１７年度完成）

１００％（令和元年５月完了）

９５％（約４９７億円）

７０％

１００％ （平成１７年度完成）

① 全体事業の進捗状況
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Sheet1



		洪水調節機能の強化		堆砂掘削
(約200万m3) タイ サ クッサク ヤク マン

				利水容量の一部振替
（発電容量280万ｍ3の買取） リスイ ヨウリョウ イチブフリカエ ハツデン ヨウリョウ マンミリ カイトリ

		貯水池堆砂対策		土砂バイパス施設
（土砂バイパストンネル、
分派堰、貯砂ダム） ドシャ シセツ ドシャ ブンパ セキ チョ サ

				ストックヤード施設 シセツ

		事業進捗率
(523億円） ジギョウ シンチョク リツ オク エン

				試験運用 シケン ウンヨウ







１００％　（平成１７年度完成）

１００％（令和元年５月完了）

９５％（約４９７億円）　

０％

７０％　

１００％　（平成１７年度完成）
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Sheet1



		洪水調節機能の強化		堆砂掘削
(約200万m3) タイ サ クッサク ヤク マン

				利水容量の一部振替
（発電容量280万ｍ3の買取） リスイ ヨウリョウ イチブフリカエ ハツデン ヨウリョウ マンミリ カイトリ

		貯水池堆砂対策		土砂バイパス施設
（土砂バイパストンネル、
分派堰、貯砂ダム） ドシャ シセツ ドシャ ブンパ セキ チョ サ

				ストックヤード施設 シセツ

		事業進捗率
(543億円） ジギョウ シンチョク リツ オク エン

				試験運用 シケン ウンヨウ







１００％　（平成１７年度完成）

１００％（令和元年５月完了）

９１％（約４９７億円）　

０％

５３％　

１００％　（平成１７年度完成）



Sheet2





Sheet3







■ 平成２７年から整備に着手しており、今年度はストックヤード本体を建設しているところ。

■ なお、ダム下流の環境に配慮した運用方法等について、「湖内堆砂対策施設モニタリング委員会」で
助言を得ながら検討を行っている。

② 貯水池堆砂対策（ストックヤード施設）

（３）事業の進捗状況

＜モニタリング委員会＞
＜ストックヤード施設完成予想図＞

運用計画

結果の分析

試験運用・
モニタリング調査

運用計画の
評価

＜検討の流れ＞

委員会開催状況

＜ストックヤード施工状況(令和元年7月撮影)＞

ストックヤードストックヤード

貯砂ダム
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天
竜
川

三
峰
川

諏訪湖

沢渡（さわんど）
水位観測所

美和ダム

位置図

【美和ダム概要】
河川名：天竜川水系三峰川
所在地：長野県伊那市

目的 ： 洪水調節、発電
かんがい

堤高 ： 69.1m
（ダム天端標高EL.817.6m）

堤頂長 ： 367.5 m

流域面積 ： 311.1km2

総貯水容量 ： 2,995万m3

洪水調節容量 ： 1,620万m3

土砂ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ ： L=4,308m

長野県南部

美和ダムの防災操作の状況
10/11 14時～ 10/13  0時
累計雨量326.4mm

貯水位 813.10ｍ

ダム操作が
無かった場合の水位

氾濫危険水位
H=1.60m避難判断水位
H=1.40m

氾濫注意水位 H=0.90m
水防団待機水位 H=0.50m

沢渡水位観測所(伊那市沢渡地先)

予備放流下限水位

(10月12日23時50分)

最大放流量約479m3/s

803.8

(10月12日19時30分)

最大流入量約887m3/s

常時満水位 EL.815.0m

実績水位 1.26m
10/12 23：00時点
水位低減効果量

約50cm

洪水貯留量
約1,480万m3

雨量観測所

水位観測所

河川水位低減効果

＜台風第19号の美和ダムにおける概要＞

■非常に強い台風第19号の影響により、10月11日の降り始めからの降水量は、美和ダム流域平均で約
326mmを記録しました。また、最大流入量約887m3/sは過去3番目に大きい流入量であり、10月12日21
時30分～13日1時00分までの間異常洪水時防災操作を実施しています。

■美和ダムでの防災操作の実施により、最大約1,480万m3の水を貯留し、ダム操作がなかった場合と比

較して、ダム下流の沢渡（さわんど）地点の水位は、約50cm低下したものと推定されます。

■今回の出水でも、土砂バイパストンネルの運用を行い、貯水池への土砂流入を抑制しています。
【数字はすべて速報値】

土砂バイパストンネル放流状況
（10月12日12:30）

美和ダム放流状況
（10月12日22:19）

ダムの放流状況

ダム湖の状況（貯水位EL.813.10m）
（10月13日6:00）

（４）事業費の増額
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流出ブロック
復旧

貯砂ダム断面図
被災前

被災後

美和ダムへの流入量が大きかった（既往3位）ことから、以下の施設被害が発生。
■施工中の貯砂ダムが洪水により被災（貯砂ダムを構成していたブロックの流出）。
■施工中のストックヤード施設が洪水により被災（ストックヤードの導水路の護岸が崩壊）。
■工事施工中のため被災箇所の応急復旧工事にて対応。

仮締切

導水路護岸崩壊

洗掘
越水

越水

下流仮締切

仮締切を越水した洪水が護岸背面
を洗掘したことにより護岸崩壊

被災前

仮設対象流量を越える洪水により
貯砂ダム下流側ブロックが流出

ブロック
流出

導水路護岸の被災

貯砂ダムの被災

（４）事業費の増額

復旧

被災なしブロック

未施工ブロック

被災後

貯砂ダム下流側
ブロックの流出

導水路護岸断面図

復旧

導水路護岸
復旧

10



（４）事業費の増額

分
派
堰

分派堰下流

分派堰上流

＜再度災害防止・落石被災＞
■左岸側法面のあらゆる箇所で落石が発生。
■送泥作業や通常管理時の人的被害の防止を図るため、落石防護柵等の対策を追加。

11

落石防護柵イメージ



＜総事業費の見通し＞
■ 令和2年度予算を含めると、事業費約５２２億円を執行予定（進捗率約99％：事業費ベース）
■ 令和3年度以降の予算は約１億円
■ 前回再評価（平成２９年度）以降、令和元年台風第19号により事業箇所が被災したこと、人件費・資

材価格が上昇したことなどにより、あらゆるコスト縮減を図っているものの、約２０億円増加せざるを
得ず、総事業費が約５４３億円（約３.８％の増額）となる見通しである。

（４）事業費の増額

変更要因
増減額
（億円）

１．出水による事業箇所の被災等とその対応 +12.3

a)出水による施設の被災対応 +0.6

b)再度災害防止 +10.3

c)出水に備えた対応 +1.4

２．現地詳細条件の確定とその対応 +2.3

d)地盤に軟弱な層が部分的に存在した
ことによる基礎構造の変更

+2.3

３．人件費、資材価格などの社会情勢の変化 +5.7

e)工事単価の見直し +5.7

４．コスト縮減 -0.4

f)コスト縮減 -0.4

事業費増減 +19.9

b)落石防止対策の追加

事業費の主な変更要因

労務単価等の上昇率（H27=100%)

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

135%

140%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

公共工事設計労務単価平均

設計技術者単価（主任技師）

治水デフレーター

e)公共工事単価の見直し

被災状況① 被災状況②

c)出水に備えた対応
出水対応の想定

（ストックヤード内の清掃、
流木処理、路面清掃等）
を2回/年から4回/年へ
変更

d)軟弱層の対応
設計段階で確認され

なかった軟弱層への対
応として地盤改良と基礎
の延伸を実施

被災後被災前

a)台風第19号による施設被害への対応
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２）事業の進捗の見込みの視点

ストックヤード施設施工状況及び予定（令和2年5月撮影）

■引き続き、ストックヤード施設の整備を実施。
・令和2年度でストックヤード施設概成予定。
・試験運用を実施したうえで、ダム下流への環境負荷の軽減に配慮する運用計画を策定する。

事業工程
年度

2019
（R1)

2020
（R2)

2021
（R3)

2022
（R4)

2022
（R5)

工
事

ストックヤード

導水路

再度災害防止対策

試験運用

※上記工程は現時点での予定であり、今後の進捗により変更になる可能性がある

魚道ゲート

取水ゲート

既設貯砂ダム
（不透過化）

導水路

維持管理用坂路

ストックヤード

排砂ゲート

施工予定箇所： 分派堰

落石対策
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３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
(１）コスト縮減

■ 設計段階におけるコスト縮減（総減額 約0.4億円）
・ストックヤードに設置する観測機器について、モニタリング内容の検討を行い土圧計及び間隙水圧
計等の配置を見直し。

■ 学識者等の委員で構成する「中部地方整備局事業費等監理委員会三峰川総合開発事業部会」に
て、各年度の事業内容、コスト縮減等について意見をいただいている。

■ 引き続き、工法の工夫や新技術の積極的な採用等により、コスト縮減に努める。

(２）代替案立案等の可能性

■ 天竜川水系河川整備計画（平成21年7月）において、洪水を安全に流下させることが出来る対策案
として３案を比較し、天竜川の社会経済上の重要性、財政の制約、治水事業の早期かつ広範囲な
効果発現、並びに現在の技術レベルでの環境負荷の大小等を評価して、河道整備と合わせて既設
ダムの洪水調節機能の強化により水位低下を図る案を採用している。

■ 現時点においてもコスト面での優劣に変化はなく、総合的な評価結果には影響を与えない。

観測機器の基数の見直し
：土圧計・間隙水圧計
：カメラ
：量水標

●カメラ等を有効活用することで、以下のとおりコスト縮減
水位計 ：10基→量水標20基（カメラで水位把握）
土圧計 ：40基→24基（水位把握箇所の追加に伴う減）
間隙水圧計：40基→24基（ 〃 ）
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４）費用対効果分析

■ 事業の実施による総便益(B)は約９５６億円であり、事業全体に要する総費用(C)は約１,２１０億円。
これをもとに算出される費用便益比（B/C）は約０.８となる。（前回評価 B/C 約１.２）

■ 令和３年度以降の残事業費に対する総便益（B）は約１.２１億円であり、これに要する総費用（C）は
約１.０２億円。これをもとに算出される費用便益比（B/C）は約１.２となる。（前回評価 B/C約８.４）

費用対効果分析 感度分析

○評価基準年次：令和2年度（前回評価基準年：平成29年度）

○総便益(B)：便益(治水)については評価時点を現在価値化の基準点とし、治

水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象

期間にして年平均被害軽減期待額を割引率を用いて現在価値化し

たものの総和

残存価値：将来において施設が有している価値

○総費用(C)：･評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施
設の完成から50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費
を割引率を用いて現在価値化したものの総和

･建設費：美和ダム再開発完成に要する費用
(残事業は、R2年度以降）

※実施済の建設費は実績費用を計上

･維持管理費：美和ダム再開発の維持管理に要する費用

○割引率 ：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」により
4.0％とする。

今回評価
全体事業
（Ｂ／Ｃ）

残事業
（Ｂ／Ｃ）

残事業費
（+10%～-10%）

0.8～0.8 1.1～1.2

残工期
（+10%～-10%）

0.8～0.8 1.2～1.2

資産
（+10%～-10%）

0.9～0.7 1.2～1.2

全体事業 残事業 全体事業 残事業

1.2 8.4 0.8 1.2

総便益（B） 1,173億円 570億円 956億円 1.21億円

便益 1,157億円 568億円 937億円

一般資産被害 422億円 208億円 497億円

農作物被害 1億円 1億円 1億円

公共土木施設等被害 716億円 351億円 396億円

営業停止被害 9億円 4億円 22億円

応急対策費用 9億円 4億円 20億円

残存価値 16億円 2億円 19億円

総費用（C） 968億円 68億円 1,210億円 1.02億円

建設費 901億円 42億円 1,132億円

維持管理費 67億円 26億円 78億円

・基準年の変更
・資産評価額の更新
・治水経済調査マニュアル
（案）の改定

・基準年の変更
・事業計画の変更

項目
前回評価（平成29年度） 今回評価(令和2年度) 前回評価との

主な変更点

B/C
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※

平成17年版治水
経済マニュアル
を採用した場合
のB/C

1.1

※参考


条件と結果

						河道ダムの按分 カドウ アンブン

						基本ケース キホン		便益 ベンエキ

		入力 ニュウリョク						年平均被害軽減
期待額（百万円） ネンヘイキン ヒガイ ケイゲン キタイ ガク												年平均被害軽減
期待額（億円） ネンヘイキン ヒガイ ケイゲン キタイ ガク オク		総事業費（億円） ソウ ジギョウヒ

						美和再（維持分） ミワ サイ イジ ブン		2,371												23.71		0.00

						美和再（発電買取） ミワ サイ ハツデン カイトリ		1,822												18.22		0.00

						美和再（維持分+発電買取） ミワ サイ イジ ブン ハツデン カイトリ		4,193												41.93		0.00





		結果 ケッカ						∑B
現在価値化後
（百万円） ゲンザイ カチ カ ゴ		∑C
現在価値化後
（百万円）		B/C		B-C						∑B
現在価値化後（億円） ゲンザイ カチ カ ゴ		∑C
現在価値化後（億円）		B/C

						全体事業（基本ケース） ゼンタイ ジギョウ キホン		95,592		121,015		0.79		-25423.00						956		1,210		0.8

						残事業（基本ケース） ザン ジギョウ		95,444		120,890		0.79		-25446.00						954		1,209		0.8

















































便益発生

				美和ダム再開発事業による延命効果 ミワ サイカイハツ ジギョウ エンメイ コウカ



				１．美和ダム恒久堆砂対策と掘削による延命効果の考え方 ミワ コウキュウ タイサ タイサク クッサク エンメイ コウカ カンガ カタ

				堆砂掘削、バイパス施設完成後（平成17年度）、湖内堆砂対策施設完成後（平成28年度）の３段階に分け、それぞれの段階で恒久堆砂対策の効果が発生していると考える。 タイサ クッサク シセツ カンセイ ゴ ヘイセイ ネンド ミズウミ ウチ タイシャ タイサク シセツ カンセイ ゴ ヘイセイ ネンド ダンカイ ワ ダンカイ コウキュウ タイサ タイサク コウカ ハッセイ カンガ



				【便益発生の考え方】 ベンエキ ハッセイ カンガ カタ

				平成12年から対策未実施の場合に満砂となる時期までに美和ダムの便益は、治水容量に対し堆砂しなくなった効果として、次のように便益が発生する。 ヘイセイ ネン タイサク ミ ジッシ バアイ ジキ ミワ チスイ ヨウリョウ タイ タイサ コウカ ツギ ベンエキ ハッセイ

				①堆砂掘削の着手時からバイパス施設完成までは堆砂掘削の効果が累積 タイシャ クッサク チャクシュ ジ シセツ カンセイ

				②バイパス施設完成後から湖内堆砂対策施設完成まではパスパス施設の効果（毎年450千m3）が累積 マイネン セン

				　（この間、湖内堆砂対策施設未完成のため、堆砂掘削の効果が低減（毎年-80千m3）） カン コナイ タイシャ タイサク シセツ ミカンセイ タイシャ クッサク コウカ テイゲン マイネン セン

				③湖内堆砂対策施設完成後は恒久堆砂対策の効果が累積（毎年530千m3） タイサク コウカ マイネン セン

				④恒久堆砂対策未実施の場合に治水容量が満砂となる時期以降は100％で効果が発生 コウキュウ タイシャ タイサク ミジッシ バアイ チスイ ヨウリョウ ミツル スナ ジキ ハッセイ



				なお、治水容量のみを対象としているので不特容量分の便益の上積みは生じない。また、発電容量買取の便益は、事業完成後の平成28年から発生するものとする。 ハツデン ヨウリョウ カ ト ベンエキ ジギョウ カンセイゴ ヘイセイ ネン ハッセイ

				恒久堆砂対策の効果 コウキュウ タイサ タイサク コウカ																																								年平均被害軽減額　 ネンヘイキン ヒガイ ケイゲンガク				2,371		（維持分） イジブン				年平均被害軽減額　 ネンヘイキン ヒガイ ケイゲンガク				2,371		（維持分） イジブン

				年間平均流入土砂量 ネンカン ヘイキン リュウニュウ ドシャ リョウ						577		千m3/年 ネン																																堆砂掘削 タイサ クッサク										堆砂掘削 タイサ クッサク

				恒久堆砂堆砂施設完成による排出量 コウキュウ タイサ タイサ シセツ カンセイ ハイシュツリョウ						372		千m3/年 ネン								ダムゲート等からの流出量 トウ リュウシュツリョウ						150		千m3/年 ネン		堆砂容量				55		千m3/年 ネン								0										0

				バイパス施設完成による排出量 シセツ カンセイ ハイシュツリョウ						342		千m3/年 ネン		0.92						土砂バイパス ドシャ						236		千m3/年 ネン		貯砂ダム・分派堰 チョサ ブンパ セキ				106		千m3/年 ネン								堆砂対策施設効果 タイサ タイサク シセツ コウカ				内バイパス ウチ		内湖内堆砂 ウチ コナイタイサ				堆砂対策施設効果 タイサ タイサク シセツ コウカ				内バイパス ウチ		内湖内堆砂 ウチ コナイタイサ

																																												2,371				2180		191				2,371				2180		191

				美和ダム治水容量 ミワ チスイ ヨウリョウ						13,400		千m3 セン								堆砂掘削量 タイシャ クッサク リョウ						0		千m3 セン

				満砂までの期間 マン スナ キカン						24		年 ネン																																				450千m3 セン		80千m3 セン								450千m3 セン		80千m3 セン

																																																0.81		0.19								0.81		0.19

				年 ネン				効果 コウカ										美和ダム便益（百万円） ヒャクマン エン

								堆砂
掘削量
（千m3） タイシャ クッサク リョウ セン		施設
効果量
（バイパス）
（千m3） シセツ コウカ リョウ		施設
効果量
（湖内堆砂）
（千m3） シセツ コウカ リョウ コナイタイサ		効果量
累計
（千m3） コウカ リョウ		比率 ヒリツ		堆砂掘削 タイシャ クッサク		堆砂対策施設（バイパス施設） タイシャ タイサク シセツ シセツ		堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設） タイシャ タイサク シセツ コナイタイサ タイサク シセツ		発電買取 ハツデン カイトリ		合計 ゴウケイ

																		0		2,180		191		1,822		4,193

																		0		2,180		191		1,822		4,193																		堆砂対策施設（バイパス施設）		堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）		発電買取								QA資料用 シリョウ ヨウ

				S62		美和再事業着手																																				S62		0		0		0		0		0

				S63																																								0		0		0		0		0

				Ｈ1																																								0		0		0		0		0

				Ｈ2																																								0		0		0		0		0

				Ｈ3																																								0		0		0		0		0

				Ｈ4																																								0		0		0		0		0

				Ｈ5																																						Ｈ5		0		0		0		0		0

				Ｈ6																																								0		0		0		0		0

				Ｈ7																																								0		0		0		0		0

				Ｈ8																																								0		0		0		0		0

				Ｈ9																																								0		0		0		0		0

				Ｈ10																																						Ｈ10		0		0		0		0		0

				Ｈ11																																								0		0		0		0		0

				Ｈ12		堆砂掘削開始 タイシャ クッサク カイシ																																						0		0		0		0		0

				Ｈ13																																								0		0		0		0		0

				Ｈ14																																								0		0		0		0		0

				Ｈ15																																								0		0		0		0		0

				Ｈ16																																								0		0		0		0		0

				Ｈ17		バイパス施設完成 シセツ カンセイ				342				342		3%				58						58		0														Ｈ17		58		0		0		58		0

				Ｈ18						342				684		5%				116						116		1																116		0		0		116		0

				Ｈ19						342				1,026		8%				174						174		2																174		0		0		174		0

				Ｈ20						342				1,368		10%				232						232		3																232		0		0		232		0

				Ｈ21						342				1,710		13%				290						290		4																290		0		0		290		0

				Ｈ22						342				2,052		15%				348						348		5																348		0		0		348		0

				Ｈ23						342				2,394		18%				406						406		6																406		0		0		406		0

				Ｈ24						342				2,736		20%				464						464		7																464		0		0		464		0

				Ｈ25						342				3,078		23%				522						522		8														Ｈ25		522		0		0		522		0

				Ｈ26						342				3,420		26%				580						580		9																580		0		0		580		0

				Ｈ27						342				3,762		28%				639						639		10																639		0		0		639		0

				Ｈ28						342				4,104		31%				697						697		11																697		0		0		697		0

				Ｈ29						342				4,446		33%				755						755		12																755		0		0		755		0

				Ｈ30		減電補償契約 ゲンデン ホショウ ケイヤク				342				4,788		36%				813						813																Ｈ30		813		0		0		813		0

				R1						342				5,130		38%				871				1,822		2,693																		871		0		1,822		813		58

				R2						342				5,472		41%				929				1,822		2,751																		929		0		1,822		813		116

				R3						342				5,814		43%				987				1,822		2,809		13																987		0		1,822		813		174

				R4						342				6,156		46%				1,045				1,822		2,867		14																1,045		0		1,822		813		232

				R5		湖内堆砂対策施設完成				342				6,498		48%				1,103				1,822		2,925		15														Ｈ5		1,103		0		1,822		813		290

				R6						342		30		6,870		51%				1,161		10		1,822		2,993		16																1,161		10		1,822		813		348

				R7						342		30		7,242		54%				1,219		21		1,822		3,062		17																1,219		21		1,822		813		406

				R8						342		30		7,614		57%				1,277		31		1,822		3,130		18																1,277		31		1,822		813		464

				R9						342		30		7,986		60%				1,335		41		1,822		3,198		19																1,335		41		1,822		813		522

				R10						342		30		8,358		62%				1,393		51		1,822		3,266		20														Ｈ10		1,393		51		1,822		813		580

				R11						342		30		8,730		65%				1,451		62		1,822		3,335		21																1,451		62		1,822		813		638

				R12						342		30		9,102		68%				1,509		72		1,822		3,403																		1,509		72		1,822		813		696

				R13						342		30		9,474		71%				1,567		82		1,822		3,471																		1,567		82		1,822		813		754

				R14						342		30		9,846		73%				1,625		93		1,822		3,540																		1,625		93		1,822		813		812

				R15						342		30		10,218		76%				1,683		103		1,822		3,608																Ｈ15		1,683		103		1,822		813		870

				R16						342		30		10,590		79%				1,741		113		1,822		3,676																		1,741		113		1,822		813		928

				R17						342		30		10,962		82%				1,799		124		1,822		3,745																		1,799		124		1,822		813		986

				R18						342		30		11,334		85%				1,857		134		1,822		3,813																		1,857		134		1,822		813		1,044

				R19						342		30		11,706		87%				1,916		144		1,822		3,882																		1,916		144		1,822		813		1,103

				R20						342		30		12,078		90%				1,974		154		1,822		3,950																Ｈ20		1,974		154		1,822		813		1,161

				R21						342		30		12,450		93%				2,032		165		1,822		4,019																		2,032		165		1,822		813		1,219

				R22						342		30		12,822		96%				2,090		175		1,822		4,087																		2,090		175		1,822		813		1,277

				R23						342		30		13,194		98%				2,148		185		1,822		4,155																		2,148		185		1,822		813		1,335

				R24		恒久堆砂対策未実施の場合満砂				189		17		13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R25										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ25		2,180		191		1,822		813		1,367

				R26										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R27										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R28										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R29										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R30										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ30		2,180		191		1,822		813		1,367

				R31										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R32										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R33										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R34										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R35										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ35		2,180		191		1,822		813		1,367

				R36										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R37										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R38										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R39										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R40										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ40		2,180		191		1,822		813		1,367

				R41										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R42										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R43										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R44										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R45										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ45		2,180		191		1,822		813		1,367

				R46										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R47										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R48										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R49										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R50										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ50		2,180		191		1,822		813		1,367

				R51										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R52										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R53										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R54										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R55										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ55		2,180		191		1,822		813		1,367

										12,843		557		13,400		100%				110,566		7,872		100,210		218,648



堆砂掘削	S62	S63	Ｈ1	Ｈ2	Ｈ3	Ｈ4	Ｈ5	Ｈ6	Ｈ7	Ｈ8	Ｈ9	Ｈ10	Ｈ11	Ｈ12	Ｈ13	Ｈ14	Ｈ15	Ｈ16	Ｈ17	Ｈ18	Ｈ19	Ｈ20	Ｈ21	Ｈ22	Ｈ23	Ｈ24	Ｈ25	Ｈ26	Ｈ27	Ｈ28	Ｈ29	Ｈ30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	堆砂対策施設（バイパス施設）	S62	S63	Ｈ1	Ｈ2	Ｈ3	Ｈ4	Ｈ5	Ｈ6	Ｈ7	Ｈ8	Ｈ9	Ｈ10	Ｈ11	Ｈ12	Ｈ13	Ｈ14	Ｈ15	Ｈ16	Ｈ17	Ｈ18	Ｈ19	Ｈ20	Ｈ21	Ｈ22	Ｈ23	Ｈ24	Ｈ25	Ｈ26	Ｈ27	Ｈ28	Ｈ29	Ｈ30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	871	929	987	1045	1103	1161	1219	1277	1335	1393	1451	1509	1567	1625	1683	1741	1799	1857	1916	1974	2032	2090	2148	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）	S62	S63	Ｈ1	Ｈ2	Ｈ3	Ｈ4	Ｈ5	Ｈ6	Ｈ7	Ｈ8	Ｈ9	Ｈ10	Ｈ11	Ｈ12	Ｈ13	Ｈ14	Ｈ15	Ｈ16	Ｈ17	Ｈ18	Ｈ19	Ｈ20	Ｈ21	Ｈ22	Ｈ23	Ｈ24	Ｈ25	Ｈ26	Ｈ27	Ｈ28	Ｈ29	Ｈ30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	124	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	発電買取	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	年



美和ダムの便益（百万円）







堆砂掘削	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	発電買取	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	

便益（百万円）





堆砂掘削	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	堆砂対策施設（バイパス施設）	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	871	929	987	1045	1103	1161	1219	1277	1335	1393	1451	1509	1567	1625	1683	1741	1799	1857	1916	1974	2032	2090	2148	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	124	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	

便益（百万円）





S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	堆砂掘削	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	発電買取	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	638	696	754	812	870	928	986	1044	1103	1161	1219	1277	1335	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	Ｈ55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	124	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	

便益（百万円）







便益発生 (残事業)

				美和ダム再開発事業による延命効果 ミワ サイカイハツ ジギョウ エンメイ コウカ



				１．美和ダム恒久堆砂対策と掘削による延命効果の考え方 ミワ コウキュウ タイサ タイサク クッサク エンメイ コウカ カンガ カタ

				堆砂掘削、バイパス施設完成後（平成17年度）、湖内堆砂対策施設完成後（平成28年度）の３段階に分け、それぞれの段階で恒久堆砂対策の効果が発生していると考える。 タイサ クッサク シセツ カンセイ ゴ ヘイセイ ネンド ミズウミ ウチ タイシャ タイサク シセツ カンセイ ゴ ヘイセイ ネンド ダンカイ ワ ダンカイ コウキュウ タイサ タイサク コウカ ハッセイ カンガ



				【便益発生の考え方】 ベンエキ ハッセイ カンガ カタ

				平成12年から対策未実施の場合に満砂となる時期までに美和ダムの便益は、治水容量に対し堆砂しなくなった効果として、次のように便益が発生する。 ヘイセイ ネン タイサク ミ ジッシ バアイ ジキ ミワ チスイ ヨウリョウ タイ タイサ コウカ ツギ ベンエキ ハッセイ

				①堆砂掘削の着手時からバイパス施設完成までは堆砂掘削の効果が累積 タイシャ クッサク チャクシュ ジ シセツ カンセイ

				②バイパス施設完成後から湖内堆砂対策施設完成まではパスパス施設の効果（毎年450千m3）が累積 マイネン セン

				　（この間、湖内堆砂対策施設未完成のため、堆砂掘削の効果が低減（毎年-80千m3）） カン コナイ タイシャ タイサク シセツ ミカンセイ タイシャ クッサク コウカ テイゲン マイネン セン

				③湖内堆砂対策施設完成後は恒久堆砂対策の効果が累積（毎年530千m3） タイサク コウカ マイネン セン

				④恒久堆砂対策未実施の場合に治水容量が満砂となる時期以降は100％で効果が発生 コウキュウ タイシャ タイサク ミジッシ バアイ チスイ ヨウリョウ ミツル スナ ジキ ハッセイ



				なお、治水容量のみを対象としているので不特容量分の便益の上積みは生じない。また、発電容量買取の便益は、事業完成後の平成28年から発生するものとする。 ハツデン ヨウリョウ カ ト ベンエキ ジギョウ カンセイゴ ヘイセイ ネン ハッセイ

				恒久堆砂対策の効果 コウキュウ タイサ タイサク コウカ																																								年平均被害軽減額　 ネンヘイキン ヒガイ ケイゲンガク				2,371		（維持分） イジブン				年平均被害軽減額　 ネンヘイキン ヒガイ ケイゲンガク				2,371		（維持分） イジブン

				年間平均流入土砂量 ネンカン ヘイキン リュウニュウ ドシャ リョウ						577		千m3/年 ネン																																堆砂掘削 タイサ クッサク										堆砂掘削 タイサ クッサク

				恒久堆砂堆砂施設完成による排出量 コウキュウ タイサ タイサ シセツ カンセイ ハイシュツリョウ						372		千m3/年 ネン								ダムゲート等からの流出量 トウ リュウシュツリョウ						150		千m3/年 ネン		堆砂容量				55		千m3/年 ネン								0										0

				バイパス施設完成による排出量 シセツ カンセイ ハイシュツリョウ						342		千m3/年 ネン		0.92						土砂バイパス ドシャ						236		千m3/年 ネン		貯砂ダム・分派堰 チョサ ブンパ セキ				106		千m3/年 ネン								堆砂対策施設効果 タイサ タイサク シセツ コウカ				内バイパス ウチ		内湖内堆砂 ウチ コナイタイサ				堆砂対策施設効果 タイサ タイサク シセツ コウカ				内バイパス ウチ		内湖内堆砂 ウチ コナイタイサ

																																												2,371				2180		191				2,371				2180		191

				美和ダム治水容量 ミワ チスイ ヨウリョウ						13,400		千m3 セン								堆砂掘削量 タイシャ クッサク リョウ						0		千m3 セン

				満砂までの期間 マン スナ キカン						24		年 ネン																																				450千m3 セン		80千m3 セン								450千m3 セン		80千m3 セン

																																																0.81		0.19								0.81		0.19

				年 ネン				効果 コウカ										美和ダム便益（百万円） ヒャクマン エン

								堆砂
掘削量
（千m3） タイシャ クッサク リョウ セン		施設
効果量
（バイパス）
（千m3） シセツ コウカ リョウ		施設
効果量
（湖内堆砂）
（千m3） シセツ コウカ リョウ コナイタイサ		効果量
累計
（千m3） コウカ リョウ		比率 ヒリツ		堆砂掘削 タイシャ クッサク		堆砂対策施設（バイパス施設） タイシャ タイサク シセツ シセツ		堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設） タイシャ タイサク シセツ コナイタイサ タイサク シセツ		発電買取 ハツデン カイトリ		合計 ゴウケイ

																		0		2,180		191		1,822		4,193

																		0		2,180		191		1,822		4,193																		堆砂対策施設（バイパス施設）		堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）		発電買取								QA資料用 シリョウ ヨウ

				S62		美和再事業着手																																				S62		0		0		0		0		0

				S63																																								0		0		0		0		0

				Ｈ1																																								0		0		0		0		0

				Ｈ2																																								0		0		0		0		0

				Ｈ3																																								0		0		0		0		0

				Ｈ4																																								0		0		0		0		0

				Ｈ5																																						Ｈ5		0		0		0		0		0

				Ｈ6																																								0		0		0		0		0

				Ｈ7																																								0		0		0		0		0

				Ｈ8																																								0		0		0		0		0

				Ｈ9																																								0		0		0		0		0

				Ｈ10																																						Ｈ10		0		0		0		0		0

				Ｈ11																																								0		0		0		0		0

				Ｈ12		堆砂掘削開始 タイシャ クッサク カイシ																																						0		0		0		0		0

				Ｈ13																																								0		0		0		0		0

				Ｈ14																																								0		0		0		0		0

				Ｈ15																																								0		0		0		0		0

				Ｈ16																																								0		0		0		0		0

				Ｈ17		バイパス施設完成 シセツ カンセイ				342				342		3%				58						58		0														Ｈ17		58		0		0		58		0

				Ｈ18						342				684		5%				116						116		1																116		0		0		116		0

				Ｈ19						342				1,026		8%				174						174		2																174		0		0		174		0

				Ｈ20						342				1,368		10%				232						232		3																232		0		0		232		0

				Ｈ21						342				1,710		13%				290						290		4																290		0		0		290		0

				Ｈ22						342				2,052		15%				348						348		5																348		0		0		348		0

				Ｈ23						342				2,394		18%				406						406		6																406		0		0		406		0

				Ｈ24						342				2,736		20%				464						464		7																464		0		0		464		0

				Ｈ25						342				3,078		23%				522						522		8														Ｈ25		522		0		0		522		0

				Ｈ26						342				3,420		26%				580						580		9																580		0		0		580		0

				Ｈ27						342				3,762		28%				639						639		10																639		0		0		639		0

				Ｈ28						342				4,104		31%				697						697		11																697		0		0		697		0

				Ｈ29						342				4,446		33%				755						755		12																755		0		0		755		0

				Ｈ30		減電補償契約 ゲンデン ホショウ ケイヤク				342				4,788		36%				813						813																Ｈ30		813		0		0		813		0

				R1						342				5,130		38%				871				1,822		2,693																		871		0		1,822		813		58

				R2						342				5,472		41%				929				1,822		2,751																		929		0		1,822		813		116

				R3						342				5,814		43%				987		0		1,822		2,809		13																987		0		1,822		813		174

				R4						342				6,156		46%				1,045		0		1,822		2,867		14																1,045		0		1,822		813		232

				R5		湖内堆砂対策施設完成				342				6,498		48%				1,103		0		1,822		2,925		15														Ｈ5		1,103		0		1,822		813		290

				R6						342		30		6,870		51%				1,161		10		1,822		2,993		16																1,161		10		1,822		813		348

				R7						342		30		7,242		54%				1,219		21		1,822		3,062		17																1,219		21		1,822		813		406

				R8						342		30		7,614		57%				1,277		31		1,822		3,130		18																1,277		31		1,822		813		464

				R9						342		30		7,986		60%				1,335		41		1,822		3,198		19																1,335		41		1,822		813		522

				R10						342		30		8,358		62%				1,393		51		1,822		3,266		20														Ｈ10		1,393		51		1,822		813		580

				R11						342		30		8,730		65%				1,451		62		1,822		3,335		21																1,451		62		1,822		813		638

				R12						342		30		9,102		68%				1,509		72		1,822		3,403																		1,509		72		1,822		813		696

				R13						342		30		9,474		71%				1,567		82		1,822		3,471																		1,567		82		1,822		813		754

				R14						342		30		9,846		73%				1,625		93		1,822		3,540																		1,625		93		1,822		813		812

				R15						342		30		10,218		76%				1,683		103		1,822		3,608																Ｈ15		1,683		103		1,822		813		870

				R16						342		30		10,590		79%				1,741		113		1,822		3,676																		1,741		113		1,822		813		928

				R17						342		30		10,962		82%				1,799		123		1,822		3,744																		1,799		123		1,822		813		986

				R18						342		30		11,334		85%				1,857		134		1,822		3,813																		1,857		134		1,822		813		1,044

				R19						342		30		11,706		87%				1,916		144		1,822		3,882																		1,916		144		1,822		813		1,103

				R20						342		30		12,078		90%				1,974		154		1,822		3,950																Ｈ20		1,974		154		1,822		813		1,161

				R21						342		30		12,450		93%				2,032		165		1,822		4,019																		2,032		165		1,822		813		1,219

				R22						342		30		12,822		96%				2,090		175		1,822		4,087																		2,090		175		1,822		813		1,277

				R23						342		30		13,194		98%				2,148		185		1,822		4,155																		2,148		185		1,822		813		1,335

				R24		恒久堆砂対策未実施の場合満砂				189		17		13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R25										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ25		2,180		191		1,822		813		1,367

				R26										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R27										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R28										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R29										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R30										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ30		2,180		191		1,822		813		1,367

				R31										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R32										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R33										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R34										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R35										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ35		2,180		191		1,822		813		1,367

				R36										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R37										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R38										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R39										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R40										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ40		2,180		191		1,822		813		1,367

				R41										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R42										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R43										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R44										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R45										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ45		2,180		191		1,822		813		1,367

				R46										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R47										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R48										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R49										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R50										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																Ｈ50		2,180		191		1,822		813		1,367

				R51										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R52										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R53										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R54										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

				R55										13,400		100%				2,180		191		1,822		4,193																		2,180		191		1,822		813		1,367

										12,843		557		13,400		100%				110,566		7,871		100,210		218,647

										12,843		557								110,566		7,872		100,210



堆砂掘削	S62	S63	Ｈ1	Ｈ2	Ｈ3	Ｈ4	Ｈ5	Ｈ6	Ｈ7	Ｈ8	Ｈ9	Ｈ10	Ｈ11	Ｈ12	Ｈ13	Ｈ14	Ｈ15	Ｈ16	Ｈ17	Ｈ18	Ｈ19	Ｈ20	Ｈ21	Ｈ22	Ｈ23	Ｈ24	Ｈ25	Ｈ26	Ｈ27	Ｈ28	Ｈ29	Ｈ30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	堆砂対策施設（バイパス施設）	S62	S63	Ｈ1	Ｈ2	Ｈ3	Ｈ4	Ｈ5	Ｈ6	Ｈ7	Ｈ8	Ｈ9	Ｈ10	Ｈ11	Ｈ12	Ｈ13	Ｈ14	Ｈ15	Ｈ16	Ｈ17	Ｈ18	Ｈ19	Ｈ20	Ｈ21	Ｈ22	Ｈ23	Ｈ24	Ｈ25	Ｈ26	Ｈ27	Ｈ28	Ｈ29	Ｈ30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	871	929	987	1045	1103	1161	1219	1277	1335	1393	1451	1509	1567	1625	1683	1741	1799	1857	1916	1974	2032	2090	2148	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）	S62	S63	Ｈ1	Ｈ2	Ｈ3	Ｈ4	Ｈ5	Ｈ6	Ｈ7	Ｈ8	Ｈ9	Ｈ10	Ｈ11	Ｈ12	Ｈ1	3	Ｈ14	Ｈ15	Ｈ16	Ｈ17	Ｈ18	Ｈ19	Ｈ20	Ｈ21	Ｈ22	Ｈ23	Ｈ24	Ｈ25	Ｈ26	Ｈ27	Ｈ28	Ｈ29	Ｈ30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	123	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	発電買取	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	年



美和ダムの便益（百万円）







堆砂掘削	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	発電買取	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	

便益（百万円）





堆砂掘削	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	堆砂対策施設（バイパス施設）	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	871	929	987	1045	1103	1161	1219	1277	1335	1393	1451	1509	1567	1625	1683	1741	1799	1857	1916	1974	2032	2090	2148	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	123	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	

便益（百万円）





S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	堆砂掘削	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	発電買取	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	638	696	754	812	870	928	986	1044	1103	1161	1219	1277	1335	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	堆砂対策施設（湖内堆砂対策施設）	S62	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ17	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ5	Ｈ10	Ｈ15	Ｈ20	Ｈ25	Ｈ30	Ｈ35	Ｈ40	Ｈ45	Ｈ50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	123	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	

便益（百万円）







中止した場合の費用

		中止した場合の費用 チュウシ バアイ ヒヨウ

								R3		R4		R5		計 ケイ

				施設完成 シセツ カンセイ		導水路（洗掘対策） ドウスイロ センクツ タイサク		90						90

				落石防護対策 ラクセキ ボウゴ タイサク										0

				試験運用 シケン ウンヨウ		測量・分析 ソクリョウ ブンセキ		23		23		23		69

						環境調査 カンキョウ チョウサ		68		68		68		204

						浚渫（通常） シュンセツ ツウジョウ		64		64				128

						浚渫（不確実） シュンセツ フカクジツ				76		76		152

						電気・機械保守点検 デンキ キカイ ホシュ テンケン		28		28		28		84

				その他 タ		共通経費等 キョウツウ ケイヒ トウ		19		19		19		57		施設光熱費、借地料、共通経費（工事費、測設、船機）、器具等点検補修、事業車両費 シセツ コウネツヒ シャクチリョウ キョウツウ ケイヒ コウジヒ ソクセツ フネ キ キグナド テンケン ホシュウ ジギョウ シャリョウ ヒ

						工事監督支援 コウジ カントク シエン		20						20

				工事諸費 コウジ ショヒ		人件費 ジンケンヒ		66		59		46		171

						営繕・宿舎 エイゼン シュクシャ		8		8		8		24

				費用（計） ヒヨウ ケイ				386		345		268		999

						消費税除く ショウヒゼイ ノゾ		358		320		249		927

				費用（現在価値） ヒヨウ ゲンザイ カチ				344		296		221		861

				割引率 ワリビキリツ				0.9615384615		0.924556213		0.8889963587

						諸費以外（上記） ショヒ イガイ ジョウキ		312		278		214

						諸費以外（R3要求） ショヒ イガイ ヨウキュウ		559

						工事諸費（R3要求） コウジショヒ ヨウキュウ		119





様式５（全体）



		様式－５ ヨウシキ												費用対便益（全体事業）										水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

		年次 ネンジ		年度 ネンド				t		割引率 ワリビキリツ		デフレーター		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

														便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

														便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ								治水事業費指数 チスイ ジギョウ ヒ シスウ												便益 ベンエキ												費用 ヒヨウ														便益 ベンエキ														費用 ヒヨウ

										4%																														河川総合開発 カセン ソウゴウ カイハツ				アロケ率 リツ								便益 ベンエキ								残存価値 ザンゾン カチ				建設費 ケンセツ ヒ				維持管理費 イジ カンリヒ										既発現便益 キ ハツゲン ベンエキ				中止でも発生する便益 チュウシ ハッセイ ベンエキ				継続発生便益 ケイゾク ハッセイ ベンエキ		残存価値 ザンゾン カチ				既投資額 キ トウシガク		部分供用発生 ブブン キョウヨウ ハッセイ		継続追加費用 ケイゾク ツイカ ヒヨウ

		基準 キジュン		R		2		0		1.000		1.00																												2		112.1		1								土砂BT ドシャ		容量買取 ヨウリョウ カ ト		SY		チェック		R1まで		R2以降 イコウ		R2まで		R3以降 イコウ		土砂BT ドシャ		SY		チェック						土砂BT ドシャ		容量買取 ヨウリョウ カ ト		土砂BT ドシャ		容量買取 ヨウリョウ カ ト		SY		既発現 キ ハツゲン		今後発現 コンゴ ハツゲン		建設費 ケンセツヒ		土砂バイパス ドシャ		建設費 ケンセツヒ		SY維持 イジ

		整備期間（S62～R5年）		S		62		-33		3.648		1.27										105		485						105		485								62		88.2		1				S		62														485												S62		0		0						0						105

				S		63		-32		3.508		1.24										227		986						227		986								63		90.6		1				S		63														986												S63		0		0						0						227

				H		1		-31		3.373		1.18										479		1,906						479		1,906								1		95.2		1				H		1														1,906												H1		0		0						0						479

				H		2		-30		3.243		1.13										495		1,813						495		1,813								2		99.0		1				H		2														1,813												H2		0		0						0						495

				H		3		-29		3.119		1.10										536		1,840						536		1,840								3		101.6		1				H		3														1,840												H3		0		0						0						536

				H		4		-28		2.999		1.09										485		1,586						485		1,586								4		102.7		1				H		4														1,586												H4		0		0						0						485

				H		5		-27		2.883		1.09										558		1,753						558		1,753								5		102.8		1				H		5														1,753												H5		0		0						0						558

				H		6		-26		2.772		1.09										257		776						257		776								6		102.7		1				H		6														776												H6		0		0						0						257

				H		7		-25		2.666		1.09										866		2,517						866		2,517								7		102.7		1				H		7														2,517												H7		0		0						0						866

				H		8		-24		2.563		1.09										1,023		2,858						1,023		2,858								8		102.4		1				H		8														2,858												H8		0		0						0						1,023

				H		9		-23		2.465		1.09										1,530		4,111						1,530		4,111								9		103.1		1				H		9														4,111												H9		0		0						0						1,530

				H		10		-22		2.370		1.11										2,308		6,072						2,308		6,072								10		101.4		1				H		10														6,072												H10		0		0						0						2,308

				H		11		-21		2.279		1.12										4,138		10,562						4,138		10,562								11		100.1		1				H		11														10,562												H11		0		0						0						4,138

				H		12		-20		2.191		1.12										3,765		9,240						3,765		9,240								12		100.5		1				H		12														9,240												H12		0		0						0						3,765

				H		13		-19		2.107		1.14										3,912		9,397						3,912		9,397								13		98.1		1				H		13														9,397												H13		0		0						0						3,912

				H		14		-18		2.026		1.17										3,783		8,966						3,783		8,966								14		96.2		1				H		14														8,966												H14		0		0						0						3,783

				H		15		-17		1.948		1.17										6,046		13,779						6,046		13,779								15		95.9		1				H		15														13,779												H15		0		0						0						6,046

				H		16		-16		1.873		1.17										6,427		14,085						6,427		14,085								16		96.1		1				H		16														14,085												H16		0		0						0						6,427

				H		17		-15		1.801		1.16		58		104						1,831		3,825						1,831		3,825								17		96.5		1				H		17		104		0		0		0						3,825												H17		58		0						0						1,831

				H		18		-14		1.732		1.15		116		201						517		1,030						517		1,030								18		97.7		1				H		18		201		0		0		0						1,030												H18		116		0						0						517

				H		19		-13		1.665		1.13		174		290						547		1,029						547		1,029								19		98.9		1				H		19		290		0		0		0						1,029												H19		174		0						0						547

				H		20		-12		1.601		1.11		232		371						419		744						419		744								20		101.2		1				H		20		371		0		0		0						744												H20		232		0						0						419

				H		21		-11		1.539		1.15		290		446						379		671						379		671								21		97.9		1				H		21		446		0		0		0						671												H21		290		0						0						379

				H		22		-10		1.480		1.14		348		515						296		499						296		499								22		98.3		1				H		22		515		0		0		0						499												H22		348		0						0						296

				H		23		-9		1.423		1.12		406		578						587		935						587		935								23		100.0		1				H		23		578		0		0		0						935												H23		406		0						0						587

				H		24		-8		1.369		1.13		464		635						647		1,000						647		1,000								24		99.2		1				H		24		635		0		0		0						1,000												H24		464		0						0						647

				H		25		-7		1.316		1.11		522		687						391		571						391		571								25		101.3		1				H		25		687		0		0		0						571												H25		522		0						0						391

				H		26		-6		1.265		1.07		580		734						520		704						520		704								26		105.2		1				H		26		734		0		0		0						704												H26		580		0						0						520

				H		27		-5		1.217		1.06		639		777						533		687						533		687								27		105.5		1				H		27		777		0		0		0						687												H27		639		0						0						533

				H		28		-4		1.170		1.05		697		815						922		1,132						922		1,132								28		106.3		1				H		28		815		0		0		0						1,132												H28		697		0						0						922

				H		29		-3		1.125		1.03		755		849						1,002		1,161						1,002		1,161								29		108.5		1				H		29		849		0		0		0						1,161												H29		755		0						0						1,002

				H		30		-2		1.082		1.00		813		879						1,018		1,101						1,018		1,101								30		112.1		1				H		30		879		0		0		0						1,101												H30		813		0						0						1,018

				R		1		-1		1.040		1.00		2,693		2,801						1,190		1,238						1,190		1,238								1		112.1		1				R		1		906		1895		0		0						1,238												R1		871		1,822						0						1,190

				R		2		0		1.000		1.00		2,751		2,751						2,355		2,355						2,355		2,355								2		112.1		1				R		2		929		1822		0		0						2,355												R2		929		1,822						0						2,355

				R		3		1		0.962		1.00		2,809		2,701						635		611						635		611								3		112.1		1				R		3		949		1752		0		0								611										R3						987		1,822		0										635

				R		4		2		0.925		1.00		2,867		2,651						614		568						614		568								4		112.1		1				R		4		966		1685		0		0								568										R4						1,045		1,822		0										614

				R		5		3		0.889		1.00		2,925		2,600						646		574						646		574								5		112.1		1				R		5		981		1620		-1		0								574										R5						1,103		1,822		0										646

		施設完成後の評価期間（５０年）		R		6		4		0.855		1.00		2,993		2,558										411		351		411		351								6		112.1		1				R		6		992		1557		9		0										215		136		0				R6						1,161		1,822		10								251				160

				R		7		5		0.822		1.00		3,062		2,517										411		338		411		338								7		112.1		1				R		7		1002		1498		17		0										206		132		0				R7						1,219		1,822		21								251				160

				R		8		6		0.790		1.00		3,130		2,474										411		325		411		325								8		112.1		1				R		8		1009		1440		25		0										198		127		0				R8						1,277		1,822		31								251				160

				R		9		7		0.760		1.00		3,198		2,430										411		312		411		312								9		112.1		1				R		9		1014		1385		31		0										191		121		0				R9						1,335		1,822		41								251				160

				R		10		8		0.731		1.00		3,266		2,386										411		300		411		300								10		112.1		1				R		10		1018		1331		37		0										183		117		0				R10						1,393		1,822		51								251				160

				R		11		9		0.703		1.00		3,335		2,343										411		289		411		289								11		112.1		1				R		11		1019		1280		44		0										176		113		0				R11						1,451		1,822		62								251				160

				R		12		10		0.676		1.00		3,403		2,299										411		278		411		278								12		112.1		1				R		12		1019		1231		49		0										170		108		0				R12						1,509		1,822		72								251				160

				R		13		11		0.650		1.00		3,471		2,255										411		267		411		267								13		112.1		1				R		13		1018		1184		53		0										163		104		0				R13						1,567		1,822		82								251				160

				R		14		12		0.625		1.00		3,540		2,211										411		257		411		257								14		112.1		1				R		14		1015		1138		58		0										157		100		0				R14						1,625		1,822		93								251				160

				R		15		13		0.601		1.00		3,608		2,167										411		247		411		247								15		112.1		1				R		15		1011		1094		62		0										151		96		0				R15						1,683		1,822		103								251				160

				R		16		14		0.577		1.00		3,676		2,123										411		237		411		237								16		112.1		1				R		16		1005		1052		66		0										145		92		0				R16						1,741		1,822		113								251				160

				R		17		15		0.555		1.00		3,745		2,079										411		228		411		228								17		112.1		1				R		17		999		1012		68		0										139		89		0				R17						1,799		1,822		124								251				160

				R		18		16		0.534		1.00		3,813		2,036										411		219		411		219								18		112.1		1				R		18		991		973		72		0										134		85		0				R18						1,857		1,822		134								251				160

				R		19		17		0.513		1.00		3,882		1,993										411		211		411		211								19		112.1		1				R		19		984		935		74		0										129		82		0				R19						1,916		1,822		144								251				160

				R		20		18		0.494		1.00		3,950		1,950										411		203		411		203								20		112.1		1				R		20		974		899		77		0										124		79		0				R20						1,974		1,822		154								251				160

				R		21		19		0.475		1.00		4,019		1,908										411		195		411		195								21		112.1		1				R		21		964		865		79		0										119		76		0				R21						2,032		1,822		165								251				160

				R		22		20		0.456		1.00		4,087		1,865										411		188		411		188								22		112.1		1				R		22		954		832		79		0										115		73		0				R22						2,090		1,822		175								251				160

				R		23		21		0.439		1.00		4,155		1,823										411		180		411		180								23		112.1		1				R		23		943		800		80		0										110		70		0				R23						2,148		1,822		185								251				160

				R		24		22		0.422		1.00		4,193		1,769										411		173		411		173								24		112.1		1				R		24		920		769		80		0										106		67		0				R24						2,180		1,822		191								251				160

				R		25		23		0.406		1.00		4,193		1,701										411		167		411		167								25		112.1		1				R		25		884		739		78		0										102		65		0				R25						2,180		1,822		191								251				160

				R		26		24		0.390		1.00		4,193		1,636										411		160		411		160								26		112.1		1				R		26		850		711		75		0										98		62		0				R26						2,180		1,822		191								251				160

				R		27		25		0.375		1.00		4,193		1,573										411		154		411		154								27		112.1		1				R		27		818		683		72		0										94		60		0				R27						2,180		1,822		191								251				160

				R		28		26		0.361		1.00		4,193		1,512										411		148		411		148								28		112.1		1				R		28		786		657		69		0										91		57		0				R28						2,180		1,822		191								251				160

				R		29		27		0.347		1.00		4,193		1,454										411		143		411		143								29		112.1		1				R		29		756		632		66		0										87		56		0				R29						2,180		1,822		191								251				160

				R		30		28		0.333		1.00		4,193		1,398										411		137		411		137								30		112.1		1				R		30		727		608		63		0										84		53		0				R30						2,180		1,822		191								251				160

				R		31		29		0.321		1.00		4,193		1,344										411		132		411		132								31		112.1		1				R		31		699		584		61		0										80		52		0				R31						2,180		1,822		191								251				160

				R		32		30		0.308		1.00		4,193		1,293										411		127		411		127								32		112.1		1				R		32		672		562		59		0										77		50		0				R32						2,180		1,822		191								251				160

				R		33		31		0.296		1.00		4,193		1,243										411		122		411		122								33		112.1		1				R		33		646		540		57		0										74		48		0				R33						2,180		1,822		191								251				160

				R		34		32		0.285		1.00		4,193		1,195										411		117		411		117								34		112.1		1				R		34		621		519		55		0										72		45		0				R34						2,180		1,822		191								251				160

				R		35		33		0.274		1.00		4,193		1,149										411		113		411		113								35		112.1		1				R		35		598		499		52		0										69		44		0				R35						2,180		1,822		191								251				160

				R		36		34		0.264		1.00		4,193		1,105										411		108		411		108								36		112.1		1				R		36		575		480		50		0										66		42		0				R36						2,180		1,822		191								251				160

				R		37		35		0.253		1.00		4,193		1,063										411		104		411		104								37		112.1		1				R		37		552		462		49		0										64		40		0				R37						2,180		1,822		191								251				160

				R		38		36		0.244		1.00		4,193		1,022										411		100		411		100								38		112.1		1				R		38		531		444		47		0										61		39		0				R38						2,180		1,822		191								251				160

				R		39		37		0.234		1.00		4,193		982										411		96		411		96								39		112.1		1				R		39		511		427		44		0										59		37		0				R39						2,180		1,822		191								251				160

				R		40		38		0.225		1.00		4,193		945										411		93		411		93								40		112.1		1				R		40		491		410		44		0										57		36		0				R40						2,180		1,822		191								251				160

				R		41		39		0.217		1.00		4,193		908										411		89		411		89								41		112.1		1				R		41		472		395		41		0										54		35		0				R41						2,180		1,822		191								251				160

				R		42		40		0.208		1.00		4,193		873										411		86		411		86								42		112.1		1				R		42		454		380		39		0										52		34		0				R42						2,180		1,822		191								251				160

				R		43		41		0.200		1.00		4,193		840										411		82		411		82								43		112.1		1				R		43		437		365		38		0										50		32		0				R43						2,180		1,822		191								251				160

				R		44		42		0.193		1.00		4,193		807										411		79		411		79								44		112.1		1				R		44		420		351		36		0										48		31		0				R44						2,180		1,822		191								251				160

				R		45		43		0.185		1.00		4,193		776										411		76		411		76								45		112.1		1				R		45		404		337		35		0										46		30		0				R45						2,180		1,822		191								251				160

				R		46		44		0.178		1.00		4,193		747										411		73		411		73								46		112.1		1				R		46		388		324		35		0										45		28		0				R46						2,180		1,822		191								251				160

				R		47		45		0.171		1.00		4,193		718										411		70		411		70								47		112.1		1				R		47		373		312		33		0										43		27		0				R47						2,180		1,822		191								251				160

				R		48		46		0.165		1.00		4,193		690										411		68		411		68								48		112.1		1				R		48		359		300		31		0										41		27		0				R48						2,180		1,822		191								251				160

				R		49		47		0.158		1.00		4,193		664										411		65		411		65								49		112.1		1				R		49		345		288		31		0										40		25		0				R49						2,180		1,822		191								251				160

				R		50		48		0.152		1.00		4,193		638										411		63		411		63								50		112.1		1				R		50		332		277		29		0										38		25		0				R50						2,180		1,822		191								251				160

				R		51		49		0.146		1.00		4,193		614										411		60		411		60								51		112.1		1				R		51		319		267		28		0										37		23		0				R51						2,180		1,822		191								251				160

				R		52		50		0.141		1.00		4,193		590										411		58		411		58								52		112.1		1				R		52		307		256		27		0										35		23		0				R52						2,180		1,822		191								251				160

				R		53		51		0.135		1.00		4,193		567										411		56		411		56								53		112.1		1				R		53		295		247		25		0										34		22		0				R53						2,180		1,822		191								251				160

				R		54		52		0.130		1.00		4,193		545										411		53		411		53								54		112.1		1				R		54		284		237		24		0										33		20		0				R54						2,180		1,822		191								251				160

				R		55		53		0.125		1.00		4,193		525										411		51		411		51								55		112.1		1				R		55		273		228		24		0										31		20		0				R55						2,180		1,822		191								251				160

		合　　計 ゴウ ケイ												218,648		93,688		1,904		95,592		51,989		113,167		20,550		7,848		72,539		121,015		0.79		-25,423												R		56										1756		148														R56												1756		148

																																																				47642		43570		2476		0		0		0		111414		1753		4793		3055		0

																																																																																												50,094				1,895

				S		昭和 ショウワ																																								R2まで						9716		3717		0

				H		平成 ヘイセイ																																								R3から						37926		39853		2476

																																														チェック						0		0		0



土砂BT	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	871	929	容量買取	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822	1822	土砂BT	987	1045	1103	1161	1219	1277	1335	1393	1451	1509	1567	1625	1683	1741	1799	1857	1916	1974	2032	2090	2148	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	容量買取	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	SY	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	124	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	既発現	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	1756	今後発現	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	148	建設費	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	105	227	479	495	536	485	558	257	866	1023	1530	2308	4138	3765	3912	3783	6046	6427	1831	517	547	419	379	296	587	647	391	520	533	922	1002	1018	1190	2355	土砂バイパス	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	建設費	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	635	614	646	SY維持	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	









様式５（残事業）



		様式－５ ヨウシキ												費用対便益（残事業：パターン⑤-2） ザン										水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

		年次 ネンジ		年度 ネンド				t		割引率 ワリビキリツ		デフレーター		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

														便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

														便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ								治水事業費指数 チスイ ジギョウ ヒ シスウ												便益 ベンエキ												費用 ヒヨウ																便益 ベンエキ														費用 ヒヨウ

										4%																														河川総合開発 カセン ソウゴウ カイハツ				アロケ率 リツ								便益 ベンエキ								残存価値 ザンゾン カチ				建設費 ケンセツ ヒ				維持管理費 イジ カンリヒ												既発現便益 キ ハツゲン ベンエキ				中止でも発生する便益 チュウシ ハッセイ ベンエキ				継続発生便益 ケイゾク ハッセイ ベンエキ		残存価値 ザンゾン カチ				既投資額 キ トウシガク		部分供用発生 ブブン キョウヨウ ハッセイ		継続追加費用 ケイゾク ツイカ ヒヨウ

		基準 キジュン		R		2		0		1.000		1.00																												2		112.1		1								土砂BT ドシャ		容量買取 ヨウリョウ カ ト		SY		チェック		R1まで		R2以降 イコウ		R2まで		R3以降 イコウ		土砂BT ドシャ		SY		整備 セイビ		チェック						土砂BT ドシャ		容量買取 ヨウリョウ カ ト		土砂BT ドシャ		容量買取 ヨウリョウ カ ト		SY		既発現 キ ハツゲン		今後発現 コンゴ ハツゲン		建設費 ケンセツヒ		土砂バイパス ドシャ		建設費 ケンセツヒ		SY維持 イジ

		整備期間（S62～R2年）		S		62		-33		3.648		1.27										105		485						105		485								62		88.2		1				S		62														485														S62		0		0						0						105

				S		63		-32		3.508		1.24										227		986						227		986								63		90.6		1				S		63														986														S63		0		0						0						227

				H		1		-31		3.373		1.18										479		1,906						479		1,906								1		95.2		1				H		1														1,906														H1		0		0						0						479

				H		2		-30		3.243		1.13										495		1,813						495		1,813								2		99		1				H		2														1,813														H2		0		0						0						495

				H		3		-29		3.119		1.10										536		1,840						536		1,840								3		101.6		1				H		3														1,840														H3		0		0						0						536

				H		4		-28		2.999		1.09										485		1,586						485		1,586								4		102.7		1				H		4														1,586														H4		0		0						0						485

				H		5		-27		2.883		1.09										558		1,753						558		1,753								5		102.8		1				H		5														1,753														H5		0		0						0						558

				H		6		-26		2.772		1.09										257		776						257		776								6		102.7		1				H		6														776														H6		0		0						0						257

				H		7		-25		2.666		1.09										866		2,517						866		2,517								7		102.7		1				H		7														2,517														H7		0		0						0						866

				H		8		-24		2.563		1.09										1,023		2,858						1,023		2,858								8		102.4		1				H		8														2,858														H8		0		0						0						1,023

				H		9		-23		2.465		1.09										1,530		4,111						1,530		4,111								9		103.1		1				H		9														4,111														H9		0		0						0						1,530

				H		10		-22		2.370		1.11										2,308		6,072						2,308		6,072								10		101.4		1				H		10														6,072														H10		0		0						0						2,308

				H		11		-21		2.279		1.12										4,138		10,562						4,138		10,562								11		100.1		1				H		11														10,562														H11		0		0						0						4,138

				H		12		-20		2.191		1.12										3,765		9,240						3,765		9,240								12		100.5		1				H		12														9,240														H12		0		0						0						3,765

				H		13		-19		2.107		1.14										3,912		9,397						3,912		9,397								13		98.1		1				H		13														9,397														H13		0		0						0						3,912

				H		14		-18		2.026		1.17										3,783		8,966						3,783		8,966								14		96.2		1				H		14														8,966														H14		0		0						0						3,783

				H		15		-17		1.948		1.17										6,046		13,779						6,046		13,779								15		95.9		1				H		15														13,779														H15		0		0						0						6,046

				H		16		-16		1.873		1.17										6,427		14,085						6,427		14,085								16		96.1		1				H		16														14,085														H16		0		0						0						6,427

				H		17		-15		1.801		1.16		58		104						1,831		3,825						1,831		3,825								17		96.5		1				H		17		104		0		0		0						3,825														H17		58		0						0						1,831

				H		18		-14		1.732		1.15		116		201						517		1,030						517		1,030								18		97.7		1				H		18		201		0		0		0						1,030														H18		116		0						0						517

				H		19		-13		1.665		1.13		174		290						547		1,029						547		1,029								19		98.9		1				H		19		290		0		0		0						1,029														H19		174		0						0						547

				H		20		-12		1.601		1.11		232		371						419		744						419		744								20		101.2		1				H		20		371		0		0		0						744														H20		232		0						0						419

				H		21		-11		1.539		1.15		290		446						379		671						379		671								21		97.9		1				H		21		446		0		0		0						671														H21		290		0						0						379

				H		22		-10		1.480		1.14		348		515						296		499						296		499								22		98.3		1				H		22		515		0		0		0						499														H22		348		0						0						296

				H		23		-9		1.423		1.12		406		578						587		935						587		935								23		100		1				H		23		578		0		0		0						935														H23		406		0						0						587

				H		24		-8		1.369		1.13		464		635						647		1,000						647		1,000								24		99.2		1				H		24		635		0		0		0						1,000														H24		464		0						0						647

				H		25		-7		1.316		1.11		522		687						391		571						391		571								25		101.3		1				H		25		687		0		0		0						571														H25		522		0						0						391

				H		26		-6		1.265		1.07		580		734						520		704						520		704								26		105.2		1				H		26		734		0		0		0						704														H26		580		0						0						520

				H		27		-5		1.217		1.06		639		777						533		687						533		687								27		105.5		1				H		27		777		0		0		0						687														H27		639		0						0						533

				H		28		-4		1.170		1.05		697		815						922		1,132						922		1,132								28		106.3		1				H		28		815		0		0		0						1,132														H28		697		0						0						922

				H		29		-3		1.125		1.03		755		849						1,002		1,161						1,002		1,161								29		108.5		1				H		29		849		0		0		0						1,161														H29		755		0						0						1,002

				H		30		-2		1.082		1.00		813		879						1,018		1,101						1,018		1,101								30		112.1		1				H		30		879		0		0		0						1,101														H30		813		0						0						1,018

				R		1		-1		1.040		1.00		2,693		2,801						1,190		1,238						1,190		1,238								1		112.1		1				R		1		906		1895		0		0						1,238														R1		871		1,822						0						1,190

				R		2		0		1.000		1.00		2,751		2,751						2,355		2,355						2,355		2,355								2		112.1		1				R		2		929		1822		0		0						2,355														R2		929		1,822						0						2,355

		施設完成後の評価期間（５０年）		R		3		1		0.962		1.00		2,809		2,701										634		610		634		610								3		112.1		1				R		3		949		1752		0		0										241		25		344		0				R3						987		1,822		0								251		358		25

				R		4		2		0.925		1.00		2,867		2,651										596		551		596		551								4		112.1		1				R		4		966		1685		0		0										232		23		296		0				R4						1,045		1,822		0								251		320		25

				R		5		3		0.889		1.00		2,925		2,600										525		467		525		467								5		112.1		1				R		5		981		1620		-1		0										223		23		221		0				R5						1,103		1,822		0								251		249		25

				R		6		4		0.855		1.00		2,993		2,558										411		351		411		351								6		112.1		1				R		6		992		1557		9		0										215		136				0				R6						1,161		1,822		10								251				160

				R		7		5		0.822		1.00		3,062		2,517										411		338		411		338								7		112.1		1				R		7		1002		1498		17		0										206		132				0				R7						1,219		1,822		21								251				160

				R		8		6		0.790		1.00		3,130		2,474										411		325		411		325								8		112.1		1				R		8		1009		1440		25		0										198		127				0				R8						1,277		1,822		31								251				160

				R		9		7		0.760		1.00		3,198		2,430										411		312		411		312								9		112.1		1				R		9		1014		1385		31		0										191		121				0				R9						1,335		1,822		41								251				160

				R		10		8		0.731		1.00		3,266		2,386										411		300		411		300								10		112.1		1				R		10		1018		1331		37		0										183		117				0				R10						1,393		1,822		51								251				160

				R		11		9		0.703		1.00		3,335		2,343										411		289		411		289								11		112.1		1				R		11		1019		1280		44		0										176		113				0				R11						1,451		1,822		62								251				160

				R		12		10		0.676		1.00		3,403		2,299										411		278		411		278								12		112.1		1				R		12		1019		1231		49		0										170		108				0				R12						1,509		1,822		72								251				160

				R		13		11		0.650		1.00		3,471		2,255										411		267		411		267								13		112.1		1				R		13		1018		1184		53		0										163		104				0				R13						1,567		1,822		82								251				160

				R		14		12		0.625		1.00		3,540		2,211										411		257		411		257								14		112.1		1				R		14		1015		1138		58		0										157		100				0				R14						1,625		1,822		93								251				160

				R		15		13		0.601		1.00		3,608		2,167										411		247		411		247								15		112.1		1				R		15		1011		1094		62		0										151		96				0				R15						1,683		1,822		103								251				160

				R		16		14		0.577		1.00		3,676		2,123										411		237		411		237								16		112.1		1				R		16		1005		1052		66		0										145		92				0				R16						1,741		1,822		113								251				160

				R		17		15		0.555		1.00		3,744		2,079										411		228		411		228								17		112.1		1				R		17		999		1012		68		0										139		89				0				R17						1,799		1,822		123								251				160

				R		18		16		0.534		1.00		3,813		2,036										411		219		411		219								18		112.1		1				R		18		991		973		72		0										134		85				0				R18						1,857		1,822		134								251				160

				R		19		17		0.513		1.00		3,882		1,993										411		211		411		211								19		112.1		1				R		19		984		935		74		0										129		82				0				R19						1,916		1,822		144								251				160

				R		20		18		0.494		1.00		3,950		1,950										411		203		411		203								20		112.1		1				R		20		974		899		77		0										124		79				0				R20						1,974		1,822		154								251				160

				R		21		19		0.475		1.00		4,019		1,908										411		195		411		195								21		112.1		1				R		21		964		865		79		0										119		76				0				R21						2,032		1,822		165								251				160

				R		22		20		0.456		1.00		4,087		1,865										411		188		411		188								22		112.1		1				R		22		954		832		79		0										115		73				0				R22						2,090		1,822		175								251				160

				R		23		21		0.439		1.00		4,155		1,823										411		180		411		180								23		112.1		1				R		23		943		800		80		0										110		70				0				R23						2,148		1,822		185								251				160

				R		24		22		0.422		1.00		4,193		1,769										411		173		411		173								24		112.1		1				R		24		920		769		80		0										106		67				0				R24						2,180		1,822		191								251				160

				R		25		23		0.406		1.00		4,193		1,701										411		167		411		167								25		112.1		1				R		25		884		739		78		0										102		65				0				R25						2,180		1,822		191								251				160

				R		26		24		0.390		1.00		4,193		1,636										411		160		411		160								26		112.1		1				R		26		850		711		75		0										98		62				0				R26						2,180		1,822		191								251				160

				R		27		25		0.375		1.00		4,193		1,573										411		154		411		154								27		112.1		1				R		27		818		683		72		0										94		60				0				R27						2,180		1,822		191								251				160

				R		28		26		0.361		1.00		4,193		1,512										411		148		411		148								28		112.1		1				R		28		786		657		69		0										91		57				0				R28						2,180		1,822		191								251				160

				R		29		27		0.347		1.00		4,193		1,454										411		143		411		143								29		112.1		1				R		29		756		632		66		0										87		56				0				R29						2,180		1,822		191								251				160

				R		30		28		0.333		1.00		4,193		1,398										411		137		411		137								30		112.1		1				R		30		727		608		63		0										84		53				0				R30						2,180		1,822		191								251				160

				R		31		29		0.321		1.00		4,193		1,344										411		132		411		132								31		112.1		1				R		31		699		584		61		0										80		52				0				R31						2,180		1,822		191								251				160

				R		32		30		0.308		1.00		4,193		1,293										411		127		411		127								32		112.1		1				R		32		672		562		59		0										77		50				0				R32						2,180		1,822		191								251				160

				R		33		31		0.296		1.00		4,193		1,243										411		122		411		122								33		112.1		1				R		33		646		540		57		0										74		48				0				R33						2,180		1,822		191								251				160

				R		34		32		0.285		1.00		4,193		1,195										411		117		411		117								34		112.1		1				R		34		621		519		55		0										72		45				0				R34						2,180		1,822		191								251				160

				R		35		33		0.274		1.00		4,193		1,149										411		113		411		113								35		112.1		1				R		35		598		499		52		0										69		44				0				R35						2,180		1,822		191								251				160

				R		36		34		0.264		1.00		4,193		1,105										411		108		411		108								36		112.1		1				R		36		575		480		50		0										66		42				0				R36						2,180		1,822		191								251				160

				R		37		35		0.253		1.00		4,193		1,063										411		104		411		104								37		112.1		1				R		37		552		462		49		0										64		40				0				R37						2,180		1,822		191								251				160

				R		38		36		0.244		1.00		4,193		1,022										411		100		411		100								38		112.1		1				R		38		531		444		47		0										61		39				0				R38						2,180		1,822		191								251				160

				R		39		37		0.234		1.00		4,193		982										411		96		411		96								39		112.1		1				R		39		511		427		44		0										59		37				0				R39						2,180		1,822		191								251				160

				R		40		38		0.225		1.00		4,193		945										411		93		411		93								40		112.1		1				R		40		491		410		44		0										57		36				0				R40						2,180		1,822		191								251				160

				R		41		39		0.217		1.00		4,193		908										411		89		411		89								41		112.1		1				R		41		472		395		41		0										54		35				0				R41						2,180		1,822		191								251				160

				R		42		40		0.208		1.00		4,193		873										411		86		411		86								42		112.1		1				R		42		454		380		39		0										52		34				0				R42						2,180		1,822		191								251				160

				R		43		41		0.200		1.00		4,193		840										411		82		411		82								43		112.1		1				R		43		437		365		38		0										50		32				0				R43						2,180		1,822		191								251				160

				R		44		42		0.193		1.00		4,193		807										411		79		411		79								44		112.1		1				R		44		420		351		36		0										48		31				0				R44						2,180		1,822		191								251				160

				R		45		43		0.185		1.00		4,193		776										411		76		411		76								45		112.1		1				R		45		404		337		35		0										46		30				0				R45						2,180		1,822		191								251				160

				R		46		44		0.178		1.00		4,193		747										411		73		411		73								46		112.1		1				R		46		388		324		35		0										45		28				0				R46						2,180		1,822		191								251				160

				R		47		45		0.171		1.00		4,193		718										411		70		411		70								47		112.1		1				R		47		373		312		33		0										43		27				0				R47						2,180		1,822		191								251				160

				R		48		46		0.165		1.00		4,193		690										411		68		411		68								48		112.1		1				R		48		359		300		31		0										41		27				0				R48						2,180		1,822		191								251				160

				R		49		47		0.158		1.00		4,193		664										411		65		411		65								49		112.1		1				R		49		345		288		31		0										40		25				0				R49						2,180		1,822		191								251				160

				R		50		48		0.152		1.00		4,193		638										411		63		411		63								50		112.1		1				R		50		332		277		29		0										38		25				0				R50						2,180		1,822		191								251				160

				R		51		49		0.146		1.00		4,193		614										411		60		411		60								51		112.1		1				R		51		319		267		28		0										37		23				0				R51						2,180		1,822		191								251				160

				R		52		50		0.141		1.00		4,193		590										411		58		411		58								52		112.1		1				R		52		307		256		27		0										35		23				0				R52						2,180		1,822		191								251				160

				R		53		51		0.135		1.00		4,193		567										411		56		411		56								53		112.1		1				R		53		295		247		25		0										34		22				0				R53						2,180		1,822		191								251				160

				R		54		52		0.130		1.00		4,193		545										411		53		411		53								54		112.1		1				R		54		284		237		24		0										33		20				0				R54						2,180		1,822		191								251				160

				R		55		53		0.125		1.00		4,193		525										411		51		411		51								55		112.1		1				R		55		273		228		24		0										31		20				0				R55						2,180		1,822		191								251				160

		合　　計 ゴウ ケイ												218,647		93,688		1,756		95,444		50,094		111,414		22,305		9,476		72,399		120,890		1.18		23												R		56										1756																		R56												1756		0



												残事業B/C＝ ザン ジギョウ				継続した場合の便益－中止した場合の便益 ケイゾク バアイ ベンエキ チュウシ バアイ ベンエキ										＝		95,592		－		95,444						148														47642		43570		2476		0		0		0		111414		0		5489		3126		861		0																				50,094				927

																継続した場合の費用－中止した場合の費用 ケイゾク バアイ ヒヨウ チュウシ バアイ ヒヨウ												121,015		－		120,890						125

				S		昭和 ショウワ																																														9716		3717		0												5489

				H		平成 ヘイセイ																																														37926		39853		2476

																																																				0		0		0

																																																				47642		43570		2476

																																																						0



土砂BT	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	639	697	755	813	871	929	容量買取	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822	1822	土砂BT	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	987	1045	1103	1161	1219	1277	1335	1393	1451	1509	1567	1625	1683	1741	1799	1857	1916	1974	2032	2090	2148	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	容量買取	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	SY	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	123	134	144	154	165	175	185	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	既発現	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	1756	今後発現	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	0	建設費	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	105	227	479	495	536	485	558	257	866	1023	1530	2308	4138	3765	3912	3783	6046	6427	1831	517	547	419	379	296	587	647	391	520	533	922	1002	1018	1190	2355	土砂バイパス	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	建設費	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R2	8	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	358	320	249	SY維持	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	25	25	25	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	









様式５（全体）残事業費+10



		様式－５ ヨウシキ												費用対便益（全体事業：残事業費+10%） ジギョウヒ										水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

		年次 ネンジ		年度 ネンド				t		割引率 ワリビキリツ		デフレーター		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

														便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

														便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ								治水事業費指数 チスイ ジギョウ ヒ シスウ

										4%																														河川総合開発 カセン ソウゴウ カイハツ				アロケ率 リツ

		基準 キジュン		R		2		0		1.000		1.00																												2		112.1		0.994

		整備期間（S62～R5年）		S		62		-33		3.648		1.27										105		482						105		482								62		88.2		0.994

				S		63		-32		3.508		1.24										227		979						227		979								63		90.6		0.994

				H		1		-31		3.373		1.18										479		1,896						479		1,896								1		95.2		0.994

				H		2		-30		3.243		1.13										495		1,803						495		1,803								2		99		0.994

				H		3		-29		3.119		1.10										536		1,828						536		1,828								3		101.6		0.994

				H		4		-28		2.999		1.09										485		1,577						485		1,577								4		102.7		0.994

				H		5		-27		2.883		1.09										558		1,742						558		1,742								5		102.8		0.994

				H		6		-26		2.772		1.09										257		771						257		771								6		102.7		0.994

				H		7		-25		2.666		1.09										866		2,501						866		2,501								7		102.7		0.994

				H		8		-24		2.563		1.09										1,023		2,840						1,023		2,840								8		102.4		0.994

				H		9		-23		2.465		1.09										1,530		4,086						1,530		4,086								9		103.1		0.994

				H		10		-22		2.370		1.11										2,308		6,036						2,308		6,036								10		101.4		0.994

				H		11		-21		2.279		1.12										4,138		10,498						4,138		10,498								11		100.1		0.994

				H		12		-20		2.191		1.12										3,765		9,185						3,765		9,185								12		100.5		0.994

				H		13		-19		2.107		1.14										3,912		9,340						3,912		9,340								13		98.1		0.994

				H		14		-18		2.026		1.17										3,783		8,912						3,783		8,912								14		96.2		0.994

				H		15		-17		1.948		1.17										6,046		13,698						6,046		13,698								15		95.9		0.994

				H		16		-16		1.873		1.17										6,427		14,001						6,427		14,001								16		96.1		0.994

				H		17		-15		1.801		1.16		58		104						1,831		3,802						1,831		3,802								17		96.5		0.994

				H		18		-14		1.732		1.15		116		201						517		1,023						517		1,023								18		97.7		0.994

				H		19		-13		1.665		1.13		174		290						547		1,022						547		1,022								19		98.9		0.994

				H		20		-12		1.601		1.11		232		371						419		740						419		740								20		101.2		0.994

				H		21		-11		1.539		1.15		290		446						379		667						379		667								21		97.9		0.994

				H		22		-10		1.480		1.14		348		515						296		496						296		496								22		98.3		0.994

				H		23		-9		1.423		1.12		406		578						587		929						587		929								23		100		0.994

				H		24		-8		1.369		1.13		464		635						647		995						647		995								24		99.2		0.994

				H		25		-7		1.316		1.11		522		687						391		567						391		567								25		101.3		0.994

				H		26		-6		1.265		1.07		580		734						520		700						520		700								26		105.2		0.994

				H		27		-5		1.217		1.06		639		777						533		684						533		684								27		105.5		0.994

				H		28		-4		1.170		1.05		697		815						922		1,125						922		1,125								28		106.3		0.994

				H		29		-3		1.125		1.03		755		849						1,002		1,154						1,002		1,154								29		108.5		0.994

				H		30		-2		1.082		1.00		813		879						1,018		1,095						1,018		1,095								30		112.1		0.994

				R		1		-1		1.040		1.00		2,693		2,801						1,178		1,218						1,178		1,218								1		112.1		0.994

				R		2		0		1.000		1.00		2,751		2,751						2,355		2,341						2,355		2,341								2		112.1		0.994

				R		3		1		0.962		1.00		2,809		2,701						715		684						715		684								3		112.1		0.994

				R		4		2		0.925		1.00		2,867		2,651						714		656						714		656								4		112.1		0.994

				R		5		3		0.889		1.00		2,925		2,600						703		621						703		621								5		112.1		0.994

		施設完成後の評価期間（５０年）		R		6		4		0.855		1.00		2,993		2,558										394		337		394		337								6		112.1		0.994

				R		7		5		0.822		1.00		3,062		2,517										394		324		394		324								7		112.1		0.994

				R		8		6		0.790		1.00		3,130		2,474										394		311		394		311								8		112.1		0.994

				R		9		7		0.760		1.00		3,198		2,430										394		299		394		299								9		112.1		0.994

				R		10		8		0.731		1.00		3,266		2,386										394		288		394		288								10		112.1		0.994

				R		11		9		0.703		1.00		3,335		2,343										394		277		394		277								11		112.1		0.994

				R		12		10		0.676		1.00		3,403		2,299										394		266		394		266								12		112.1		0.994

				R		13		11		0.650		1.00		3,471		2,255										394		256		394		256								13		112.1		0.994

				R		14		12		0.625		1.00		3,540		2,211										394		246		394		246								14		112.1		0.994

				R		15		13		0.601		1.00		3,608		2,167										394		237		394		237								15		112.1		0.994

				R		16		14		0.577		1.00		3,676		2,123										394		228		394		228								16		112.1		0.994

				R		17		15		0.555		1.00		3,745		2,079										394		219		394		219								17		112.1		0.994

				R		18		16		0.534		1.00		3,813		2,036										394		210		394		210								18		112.1		0.994

				R		19		17		0.513		1.00		3,882		1,993										394		202		394		202								19		112.1		0.994

				R		20		18		0.494		1.00		3,950		1,950										394		194		394		194								20		112.1		0.994

				R		21		19		0.475		1.00		4,019		1,908										394		187		394		187								21		112.1		0.994

				R		22		20		0.456		1.00		4,087		1,865										394		180		394		180								22		112.1		0.994

				R		23		21		0.439		1.00		4,155		1,823										394		173		394		173								23		112.1		0.994

				R		24		22		0.422		1.00		4,193		1,769										394		166		394		166								24		112.1		0.994

				R		25		23		0.406		1.00		4,193		1,701										394		160		394		160								25		112.1		0.994

				R		26		24		0.390		1.00		4,193		1,636										394		154		394		154								26		112.1		0.994

				R		27		25		0.375		1.00		4,193		1,573										394		148		394		148								27		112.1		0.994

				R		28		26		0.361		1.00		4,193		1,512										394		142		394		142								28		112.1		0.994

				R		29		27		0.347		1.00		4,193		1,454										394		137		394		137								29		112.1		0.994

				R		30		28		0.333		1.00		4,193		1,398										394		131		394		131								30		112.1		0.994

				R		31		29		0.321		1.00		4,193		1,344										394		126		394		126								31		112.1		0.994

				R		32		30		0.308		1.00		4,193		1,293										394		121		394		121								32		112.1		0.994

				R		33		31		0.296		1.00		4,193		1,243										394		117		394		117								33		112.1		0.994

				R		34		32		0.285		1.00		4,193		1,195										394		112		394		112								34		112.1		0.994

				R		35		33		0.274		1.00		4,193		1,149										394		108		394		108								35		112.1		0.994

				R		36		34		0.264		1.00		4,193		1,105										394		104		394		104								36		112.1		0.994

				R		37		35		0.253		1.00		4,193		1,063										394		100		394		100								37		112.1		0.994

				R		38		36		0.244		1.00		4,193		1,022										394		96		394		96								38		112.1		0.994

				R		39		37		0.234		1.00		4,193		982										394		92		394		92								39		112.1		0.994

				R		40		38		0.225		1.00		4,193		945										394		89		394		89								40		112.1		0.994

				R		41		39		0.217		1.00		4,193		908										394		85		394		85								41		112.1		0.994

				R		42		40		0.208		1.00		4,193		873										394		82		394		82								42		112.1		0.994

				R		43		41		0.200		1.00		4,193		840										394		79		394		79								43		112.1		0.994

				R		44		42		0.193		1.00		4,193		807										394		76		394		76								44		112.1		0.994

				R		45		43		0.185		1.00		4,193		776										394		73		394		73								45		112.1		0.994

				R		46		44		0.178		1.00		4,193		747										394		70		394		70								46		112.1		0.994

				R		47		45		0.171		1.00		4,193		718										394		67		394		67								47		112.1		0.994

				R		48		46		0.165		1.00		4,193		690										394		65		394		65								48		112.1		0.994

				R		49		47		0.158		1.00		4,193		664										394		62		394		62								49		112.1		0.994

				R		50		48		0.152		1.00		4,193		638										394		60		394		60								50		112.1		0.994

				R		51		49		0.146		1.00		4,193		614										394		58		394		58								51		112.1		0.994

				R		52		50		0.141		1.00		4,193		590										394		55		394		55								52		112.1		0.994

				R		53		51		0.135		1.00		4,193		567										394		53		394		53								53		112.1		0.994

				R		54		52		0.130		1.00		4,193		545										394		51		394		51								54		112.1		0.994

				R		55		53		0.125		1.00		4,193		525										394		49		394		49								55		112.1		0.994

		合　　計 ゴウ ケイ												218,648		93,688		1,527		95,215		52,214		112,694		19,700		7,522		71,914		120,216		0.79		-25,001



				S		昭和 ショウワ

				H		平成 ヘイセイ

				





様式５（全体）残事業費-10



		様式－５ ヨウシキ												費用対便益（全体事業：残事業費-10%） ジギョウヒ										水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

		年次 ネンジ		年度 ネンド				t		割引率 ワリビキリツ		デフレーター		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

														便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

														便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ								治水事業費指数 チスイ ジギョウ ヒ シスウ

										4%																														河川総合開発 カセン ソウゴウ カイハツ				アロケ率 リツ

		基準 キジュン		R		2		0		1.000		1.00																												2		112.1		0.994

		整備期間（S62～R5年）		S		62		-33		3.648		1.27										105		482						105		482								62		88.2		0.994

				S		63		-32		3.508		1.24										227		979						227		979								63		90.6		0.994

				H		1		-31		3.373		1.18										479		1,896						479		1,896								1		95.2		0.994

				H		2		-30		3.243		1.13										495		1,803						495		1,803								2		99		0.994

				H		3		-29		3.119		1.10										536		1,828						536		1,828								3		101.6		0.994

				H		4		-28		2.999		1.09										485		1,577						485		1,577								4		102.7		0.994

				H		5		-27		2.883		1.09										558		1,742						558		1,742								5		102.8		0.994

				H		6		-26		2.772		1.09										257		771						257		771								6		102.7		0.994

				H		7		-25		2.666		1.09										866		2,501						866		2,501								7		102.7		0.994

				H		8		-24		2.563		1.09										1,023		2,840						1,023		2,840								8		102.4		0.994

				H		9		-23		2.465		1.09										1,530		4,086						1,530		4,086								9		103.1		0.994

				H		10		-22		2.370		1.11										2,308		6,036						2,308		6,036								10		101.4		0.994

				H		11		-21		2.279		1.12										4,138		10,498						4,138		10,498								11		100.1		0.994

				H		12		-20		2.191		1.12										3,765		9,185						3,765		9,185								12		100.5		0.994

				H		13		-19		2.107		1.14										3,912		9,340						3,912		9,340								13		98.1		0.994

				H		14		-18		2.026		1.17										3,783		8,912						3,783		8,912								14		96.2		0.994

				H		15		-17		1.948		1.17										6,046		13,698						6,046		13,698								15		95.9		0.994

				H		16		-16		1.873		1.17										6,427		14,001						6,427		14,001								16		96.1		0.994

				H		17		-15		1.801		1.16		58		104						1,831		3,802						1,831		3,802								17		96.5		0.994

				H		18		-14		1.732		1.15		116		201						517		1,023						517		1,023								18		97.7		0.994

				H		19		-13		1.665		1.13		174		290						547		1,022						547		1,022								19		98.9		0.994

				H		20		-12		1.601		1.11		232		371						419		740						419		740								20		101.2		0.994

				H		21		-11		1.539		1.15		290		446						379		667						379		667								21		97.9		0.994

				H		22		-10		1.480		1.14		348		515						296		496						296		496								22		98.3		0.994

				H		23		-9		1.423		1.12		406		578						587		929						587		929								23		100		0.994

				H		24		-8		1.369		1.13		464		635						647		995						647		995								24		99.2		0.994

				H		25		-7		1.316		1.11		522		687						391		567						391		567								25		101.3		0.994

				H		26		-6		1.265		1.07		580		734						520		700						520		700								26		105.2		0.994

				H		27		-5		1.217		1.06		639		777						533		684						533		684								27		105.5		0.994

				H		28		-4		1.170		1.05		697		815						922		1,125						922		1,125								28		106.3		0.994

				H		29		-3		1.125		1.03		755		849						1,002		1,154						1,002		1,154								29		108.5		0.994

				H		30		-2		1.082		1.00		813		879						1,018		1,095						1,018		1,095								30		112.1		0.994

				R		1		-1		1.040		1.00		2,693		2,801						1,178		1,218						1,178		1,218								1		112.1		0.994

				R		2		0		1.000		1.00		2,751		2,751						2,355		2,341						2,355		2,341								2		112.1		0.994

				R		3		1		0.962		1.00		2,809		2,701						585		559						585		559								3		112.1		0.994

				R		4		2		0.925		1.00		2,867		2,651						584		536						584		536								4		112.1		0.994

				R		5		3		0.889		1.00		2,925		2,600						575		509						575		509								5		112.1		0.994

		施設完成後の評価期間（５０年）		R		6		4		0.855		1.00		2,993		2,558										394		337		394		337								6		112.1		0.994

				R		7		5		0.822		1.00		3,062		2,517										394		324		394		324								7		112.1		0.994

				R		8		6		0.790		1.00		3,130		2,474										394		311		394		311								8		112.1		0.994

				R		9		7		0.760		1.00		3,198		2,430										394		299		394		299								9		112.1		0.994

				R		10		8		0.731		1.00		3,266		2,386										394		288		394		288								10		112.1		0.994

				R		11		9		0.703		1.00		3,335		2,343										394		277		394		277								11		112.1		0.994

				R		12		10		0.676		1.00		3,403		2,299										394		266		394		266								12		112.1		0.994

				R		13		11		0.650		1.00		3,471		2,255										394		256		394		256								13		112.1		0.994

				R		14		12		0.625		1.00		3,540		2,211										394		246		394		246								14		112.1		0.994

				R		15		13		0.601		1.00		3,608		2,167										394		237		394		237								15		112.1		0.994

				R		16		14		0.577		1.00		3,676		2,123										394		228		394		228								16		112.1		0.994

				R		17		15		0.555		1.00		3,745		2,079										394		219		394		219								17		112.1		0.994

				R		18		16		0.534		1.00		3,813		2,036										394		210		394		210								18		112.1		0.994

				R		19		17		0.513		1.00		3,882		1,993										394		202		394		202								19		112.1		0.994

				R		20		18		0.494		1.00		3,950		1,950										394		194		394		194								20		112.1		0.994

				R		21		19		0.475		1.00		4,019		1,908										394		187		394		187								21		112.1		0.994

				R		22		20		0.456		1.00		4,087		1,865										394		180		394		180								22		112.1		0.994

				R		23		21		0.439		1.00		4,155		1,823										394		173		394		173								23		112.1		0.994

				R		24		22		0.422		1.00		4,193		1,769										394		166		394		166								24		112.1		0.994

				R		25		23		0.406		1.00		4,193		1,701										394		160		394		160								25		112.1		0.994

				R		26		24		0.390		1.00		4,193		1,636										394		154		394		154								26		112.1		0.994

				R		27		25		0.375		1.00		4,193		1,573										394		148		394		148								27		112.1		0.994

				R		28		26		0.361		1.00		4,193		1,512										394		142		394		142								28		112.1		0.994

				R		29		27		0.347		1.00		4,193		1,454										394		137		394		137								29		112.1		0.994

				R		30		28		0.333		1.00		4,193		1,398										394		131		394		131								30		112.1		0.994

				R		31		29		0.321		1.00		4,193		1,344										394		126		394		126								31		112.1		0.994

				R		32		30		0.308		1.00		4,193		1,293										394		121		394		121								32		112.1		0.994

				R		33		31		0.296		1.00		4,193		1,243										394		117		394		117								33		112.1		0.994

				R		34		32		0.285		1.00		4,193		1,195										394		112		394		112								34		112.1		0.994

				R		35		33		0.274		1.00		4,193		1,149										394		108		394		108								35		112.1		0.994

				R		36		34		0.264		1.00		4,193		1,105										394		104		394		104								36		112.1		0.994

				R		37		35		0.253		1.00		4,193		1,063										394		100		394		100								37		112.1		0.994

				R		38		36		0.244		1.00		4,193		1,022										394		96		394		96								38		112.1		0.994

				R		39		37		0.234		1.00		4,193		982										394		92		394		92								39		112.1		0.994

				R		40		38		0.225		1.00		4,193		945										394		89		394		89								40		112.1		0.994

				R		41		39		0.217		1.00		4,193		908										394		85		394		85								41		112.1		0.994

				R		42		40		0.208		1.00		4,193		873										394		82		394		82								42		112.1		0.994

				R		43		41		0.200		1.00		4,193		840										394		79		394		79								43		112.1		0.994

				R		44		42		0.193		1.00		4,193		807										394		76		394		76								44		112.1		0.994

				R		45		43		0.185		1.00		4,193		776										394		73		394		73								45		112.1		0.994

				R		46		44		0.178		1.00		4,193		747										394		70		394		70								46		112.1		0.994

				R		47		45		0.171		1.00		4,193		718										394		67		394		67								47		112.1		0.994

				R		48		46		0.165		1.00		4,193		690										394		65		394		65								48		112.1		0.994

				R		49		47		0.158		1.00		4,193		664										394		62		394		62								49		112.1		0.994

				R		50		48		0.152		1.00		4,193		638										394		60		394		60								50		112.1		0.994

				R		51		49		0.146		1.00		4,193		614										394		58		394		58								51		112.1		0.994

				R		52		50		0.141		1.00		4,193		590										394		55		394		55								52		112.1		0.994

				R		53		51		0.135		1.00		4,193		567										394		53		394		53								53		112.1		0.994

				R		54		52		0.130		1.00		4,193		545										394		51		394		51								54		112.1		0.994

				R		55		53		0.125		1.00		4,193		525										394		49		394		49								55		112.1		0.994

		合　　計 ゴウ ケイ												218,648		93,688		1,497		95,185		51,826		112,337		19,700		7,522		71,526		119,859		0.79		-24,674



				S		昭和 ショウワ

				H		平成 ヘイセイ

				





様式５（残事業）残事業費+10



		様式－５ ヨウシキ												費用対便益（残事業：残事業費+10%） ザン ジギョウヒ										水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

		年次 ネンジ		年度 ネンド				t		割引率 ワリビキリツ		デフレーター		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

														便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

														便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ								治水事業費指数 チスイ ジギョウ ヒ シスウ

										4%																														河川総合開発 カセン ソウゴウ カイハツ				アロケ率 リツ

		基準 キジュン		R		2		0		1.000		1.00																												2		112.1		0.994

		整備期間（S62～R5年）		S		62		-33		3.648		1.27																		0		0								62		88.2		0.994

				S		63		-32		3.508		1.24																		0		0								63		90.6		0.994

				H		1		-31		3.373		1.18																		0		0								1		95.2		0.994

				H		2		-30		3.243		1.13																		0		0								2		99		0.994

				H		3		-29		3.119		1.10																		0		0								3		101.6		0.994

				H		4		-28		2.999		1.09																		0		0								4		102.7		0.994

				H		5		-27		2.883		1.09																		0		0								5		102.8		0.994

				H		6		-26		2.772		1.09																		0		0								6		102.7		0.994

				H		7		-25		2.666		1.09																		0		0								7		102.7		0.994

				H		8		-24		2.563		1.09																		0		0								8		102.4		0.994

				H		9		-23		2.465		1.09																		0		0								9		103.1		0.994

				H		10		-22		2.370		1.11																		0		0								10		101.4		0.994

				H		11		-21		2.279		1.12																		0		0								11		100.1		0.994

				H		12		-20		2.191		1.12																		0		0								12		100.5		0.994

				H		13		-19		2.107		1.14																		0		0								13		98.1		0.994

				H		14		-18		2.026		1.17																		0		0								14		96.2		0.994

				H		15		-17		1.948		1.17																		0		0								15		95.9		0.994

				H		16		-16		1.873		1.17																		0		0								16		96.1		0.994

				H		17		-15		1.801		1.16																		0		0								17		96.5		0.994

				H		18		-14		1.732		1.15																		0		0								18		97.7		0.994

				H		19		-13		1.665		1.13																		0		0								19		98.9		0.994

				H		20		-12		1.601		1.11																		0		0								20		101.2		0.994

				H		21		-11		1.539		1.15																		0		0								21		97.9		0.994

				H		22		-10		1.480		1.14																		0		0								22		98.3		0.994

				H		23		-9		1.423		1.12																		0		0								23		100		0.994

				H		24		-8		1.369		1.13																		0		0								24		99.2		0.994

				H		25		-7		1.316		1.11																		0		0								25		101.3		0.994

				H		26		-6		1.265		1.07																		0		0								26		105.2		0.994

				H		27		-5		1.217		1.06																		0		0								27		105.5		0.994

				H		28		-4		1.170		1.05																		0		0								28		106.3		0.994

				H		29		-3		1.125		1.03																		0		0								29		108.5		0.994

				H		30		-2		1.082		1.00																		0		0								30		112.1		0.994

				R		1		-1		1.040		1.00																		0		0								1		112.1		0.994

				R		2		0		1.000		1.00																		0		0								2		112.1		0.994

				R		3		1		0.962		1.00		0		0						715		684						715		684								3		112.1		0.994

				R		4		2		0.925		1.00		0		0						714		656						714		656								4		112.1		0.994

				R		5		3		0.889		1.00		0		0						703		621						703		621								5		112.1		0.994

		施設完成後の評価期間（５０年）		R		6		4		0.855		1.00		10		9										153		131		153		131								6		112.1		0.994

				R		7		5		0.822		1.00		21		17										153		126		153		126								7		112.1		0.994

				R		8		6		0.790		1.00		31		24										153		121		153		121								8		112.1		0.994

				R		9		7		0.760		1.00		41		31										153		116		153		116								9		112.1		0.994

				R		10		8		0.731		1.00		51		37										153		112		153		112								10		112.1		0.994

				R		11		9		0.703		1.00		62		44										153		107		153		107								11		112.1		0.994

				R		12		10		0.676		1.00		72		49										153		103		153		103								12		112.1		0.994

				R		13		11		0.650		1.00		82		53										153		99		153		99								13		112.1		0.994

				R		14		12		0.625		1.00		93		58										153		96		153		96								14		112.1		0.994

				R		15		13		0.601		1.00		103		62										153		92		153		92								15		112.1		0.994

				R		16		14		0.577		1.00		113		65										153		88		153		88								16		112.1		0.994

				R		17		15		0.555		1.00		124		69										153		85		153		85								17		112.1		0.994

				R		18		16		0.534		1.00		134		72										153		82		153		82								18		112.1		0.994

				R		19		17		0.513		1.00		144		74										153		79		153		79								19		112.1		0.994

				R		20		18		0.494		1.00		154		76										153		76		153		76								20		112.1		0.994

				R		21		19		0.475		1.00		165		78										153		73		153		73								21		112.1		0.994

				R		22		20		0.456		1.00		175		80										153		70		153		70								22		112.1		0.994

				R		23		21		0.439		1.00		185		81										153		67		153		67								23		112.1		0.994

				R		24		22		0.422		1.00		191		81										153		65		153		65								24		112.1		0.994

				R		25		23		0.406		1.00		191		77										153		62		153		62								25		112.1		0.994

				R		26		24		0.390		1.00		191		75										153		60		153		60								26		112.1		0.994

				R		27		25		0.375		1.00		191		72										153		57		153		57								27		112.1		0.994

				R		28		26		0.361		1.00		191		69										153		55		153		55								28		112.1		0.994

				R		29		27		0.347		1.00		191		66										153		53		153		53								29		112.1		0.994

				R		30		28		0.333		1.00		191		64										153		51		153		51								30		112.1		0.994

				R		31		29		0.321		1.00		191		61										153		49		153		49								31		112.1		0.994

				R		32		30		0.308		1.00		191		59										153		47		153		47								32		112.1		0.994

				R		33		31		0.296		1.00		191		57										153		45		153		45								33		112.1		0.994

				R		34		32		0.285		1.00		191		54										153		44		153		44								34		112.1		0.994

				R		35		33		0.274		1.00		191		52										153		42		153		42								35		112.1		0.994

				R		36		34		0.264		1.00		191		50										153		40		153		40								36		112.1		0.994

				R		37		35		0.253		1.00		191		48										153		39		153		39								37		112.1		0.994

				R		38		36		0.244		1.00		191		47										153		37		153		37								38		112.1		0.994

				R		39		37		0.234		1.00		191		45										153		36		153		36								39		112.1		0.994

				R		40		38		0.225		1.00		191		43										153		34		153		34								40		112.1		0.994

				R		41		39		0.217		1.00		191		41										153		33		153		33								41		112.1		0.994

				R		42		40		0.208		1.00		191		40										153		32		153		32								42		112.1		0.994

				R		43		41		0.200		1.00		191		38										153		31		153		31								43		112.1		0.994

				R		44		42		0.193		1.00		191		37										153		29		153		29								44		112.1		0.994

				R		45		43		0.185		1.00		191		35										153		28		153		28								45		112.1		0.994

				R		46		44		0.178		1.00		191		34										153		27		153		27								46		112.1		0.994

				R		47		45		0.171		1.00		191		33										153		26		153		26								47		112.1		0.994

				R		48		46		0.165		1.00		191		31										153		25		153		25								48		112.1		0.994

				R		49		47		0.158		1.00		191		30										153		24		153		24								49		112.1		0.994

				R		50		48		0.152		1.00		191		29										153		23		153		23								50		112.1		0.994

				R		51		49		0.146		1.00		191		28										153		22		153		22								51		112.1		0.994

				R		52		50		0.141		1.00		191		27										153		22		153		22								52		112.1		0.994

				R		53		51		0.135		1.00		191		26										153		21		153		21								53		112.1		0.994

				R		54		52		0.130		1.00		191		25										153		20		153		20								54		112.1		0.994

				R		55		53		0.125		1.00		191		24										153		19		153		19								55		112.1		0.994

		合　　計 ゴウ ケイ												7,872		2,477		164		2,641		2,132		1,961		7,650		2,921		9,782		4,882		0.54		-2,241



				S		昭和 ショウワ

				H		平成 ヘイセイ

				





様式５（残事業）残事業費-10



		様式－５ ヨウシキ												費用対便益（残事業：残事業費-10%） ザン ジギョウヒ										水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

		年次 ネンジ		年度 ネンド				t		割引率 ワリビキリツ		デフレーター		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

														便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

														便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ								治水事業費指数 チスイ ジギョウ ヒ シスウ

										4%																														河川総合開発 カセン ソウゴウ カイハツ				アロケ率 リツ

		基準 キジュン		R		2		0		1.000		1.00																												2		112.1		0.994

		整備期間（S62～R5年）		S		62		-33		3.648		1.27																		0		0								62		88.2		0.994

				S		63		-32		3.508		1.24																		0		0								63		90.6		0.994

				H		1		-31		3.373		1.18																		0		0								1		95.2		0.994

				H		2		-30		3.243		1.13																		0		0								2		99		0.994

				H		3		-29		3.119		1.10																		0		0								3		101.6		0.994

				H		4		-28		2.999		1.09																		0		0								4		102.7		0.994

				H		5		-27		2.883		1.09																		0		0								5		102.8		0.994

				H		6		-26		2.772		1.09																		0		0								6		102.7		0.994

				H		7		-25		2.666		1.09																		0		0								7		102.7		0.994

				H		8		-24		2.563		1.09																		0		0								8		102.4		0.994

				H		9		-23		2.465		1.09																		0		0								9		103.1		0.994

				H		10		-22		2.370		1.11																		0		0								10		101.4		0.994

				H		11		-21		2.279		1.12																		0		0								11		100.1		0.994

				H		12		-20		2.191		1.12																		0		0								12		100.5		0.994

				H		13		-19		2.107		1.14																		0		0								13		98.1		0.994

				H		14		-18		2.026		1.17																		0		0								14		96.2		0.994

				H		15		-17		1.948		1.17																		0		0								15		95.9		0.994

				H		16		-16		1.873		1.17																		0		0								16		96.1		0.994

				H		17		-15		1.801		1.16																		0		0								17		96.5		0.994

				H		18		-14		1.732		1.15																		0		0								18		97.7		0.994

				H		19		-13		1.665		1.13																		0		0								19		98.9		0.994

				H		20		-12		1.601		1.11																		0		0								20		101.2		0.994

				H		21		-11		1.539		1.15																		0		0								21		97.9		0.994

				H		22		-10		1.480		1.14																		0		0								22		98.3		0.994

				H		23		-9		1.423		1.12																		0		0								23		100		0.994

				H		24		-8		1.369		1.13																		0		0								24		99.2		0.994

				H		25		-7		1.316		1.11																		0		0								25		101.3		0.994

				H		26		-6		1.265		1.07																		0		0								26		105.2		0.994

				H		27		-5		1.217		1.06																		0		0								27		105.5		0.994

				H		28		-4		1.170		1.05																		0		0								28		106.3		0.994

				H		29		-3		1.125		1.03																		0		0								29		108.5		0.994

				H		30		-2		1.082		1.00																		0		0								30		112.1		0.994

				R		1		-1		1.040		1.00																		0		0								1		112.1		0.994

				R		2		0		1.000		1.00																		0		0								2		112.1		0.994

				R		3		1		0.962		1.00		0		0						585		559						585		559								3		112.1		0.994

				R		4		2		0.925		1.00		0		0						584		536						584		536								4		112.1		0.994

				R		5		3		0.889		1.00		0		0						575		509						575		509								5		112.1		0.994

		施設完成後の評価期間（５０年）		R		6		4		0.855		1.00		10		9										153		131		153		131								6		112.1		0.994

				R		7		5		0.822		1.00		21		17										153		126		153		126								7		112.1		0.994

				R		8		6		0.790		1.00		31		24										153		121		153		121								8		112.1		0.994

				R		9		7		0.760		1.00		41		31										153		116		153		116								9		112.1		0.994

				R		10		8		0.731		1.00		51		37										153		112		153		112								10		112.1		0.994

				R		11		9		0.703		1.00		62		44										153		107		153		107								11		112.1		0.994

				R		12		10		0.676		1.00		72		49										153		103		153		103								12		112.1		0.994

				R		13		11		0.650		1.00		82		53										153		99		153		99								13		112.1		0.994

				R		14		12		0.625		1.00		93		58										153		96		153		96								14		112.1		0.994

				R		15		13		0.601		1.00		103		62										153		92		153		92								15		112.1		0.994

				R		16		14		0.577		1.00		113		65										153		88		153		88								16		112.1		0.994

				R		17		15		0.555		1.00		124		69										153		85		153		85								17		112.1		0.994

				R		18		16		0.534		1.00		134		72										153		82		153		82								18		112.1		0.994

				R		19		17		0.513		1.00		144		74										153		79		153		79								19		112.1		0.994

				R		20		18		0.494		1.00		154		76										153		76		153		76								20		112.1		0.994

				R		21		19		0.475		1.00		165		78										153		73		153		73								21		112.1		0.994

				R		22		20		0.456		1.00		175		80										153		70		153		70								22		112.1		0.994

				R		23		21		0.439		1.00		185		81										153		67		153		67								23		112.1		0.994

				R		24		22		0.422		1.00		191		81										153		65		153		65								24		112.1		0.994

				R		25		23		0.406		1.00		191		77										153		62		153		62								25		112.1		0.994

				R		26		24		0.390		1.00		191		75										153		60		153		60								26		112.1		0.994

				R		27		25		0.375		1.00		191		72										153		57		153		57								27		112.1		0.994

				R		28		26		0.361		1.00		191		69										153		55		153		55								28		112.1		0.994

				R		29		27		0.347		1.00		191		66										153		53		153		53								29		112.1		0.994

				R		30		28		0.333		1.00		191		64										153		51		153		51								30		112.1		0.994

				R		31		29		0.321		1.00		191		61										153		49		153		49								31		112.1		0.994

				R		32		30		0.308		1.00		191		59										153		47		153		47								32		112.1		0.994

				R		33		31		0.296		1.00		191		57										153		45		153		45								33		112.1		0.994

				R		34		32		0.285		1.00		191		54										153		44		153		44								34		112.1		0.994

				R		35		33		0.274		1.00		191		52										153		42		153		42								35		112.1		0.994

				R		36		34		0.264		1.00		191		50										153		40		153		40								36		112.1		0.994

				R		37		35		0.253		1.00		191		48										153		39		153		39								37		112.1		0.994

				R		38		36		0.244		1.00		191		47										153		37		153		37								38		112.1		0.994

				R		39		37		0.234		1.00		191		45										153		36		153		36								39		112.1		0.994

				R		40		38		0.225		1.00		191		43										153		34		153		34								40		112.1		0.994

				R		41		39		0.217		1.00		191		41										153		33		153		33								41		112.1		0.994

				R		42		40		0.208		1.00		191		40										153		32		153		32								42		112.1		0.994

				R		43		41		0.200		1.00		191		38										153		31		153		31								43		112.1		0.994

				R		44		42		0.193		1.00		191		37										153		29		153		29								44		112.1		0.994

				R		45		43		0.185		1.00		191		35										153		28		153		28								45		112.1		0.994

				R		46		44		0.178		1.00		191		34										153		27		153		27								46		112.1		0.994

				R		47		45		0.171		1.00		191		33										153		26		153		26								47		112.1		0.994

				R		48		46		0.165		1.00		191		31										153		25		153		25								48		112.1		0.994

				R		49		47		0.158		1.00		191		30										153		24		153		24								49		112.1		0.994

				R		50		48		0.152		1.00		191		29										153		23		153		23								50		112.1		0.994

				R		51		49		0.146		1.00		191		28										153		22		153		22								51		112.1		0.994

				R		52		50		0.141		1.00		191		27										153		22		153		22								52		112.1		0.994

				R		53		51		0.135		1.00		191		26										153		21		153		21								53		112.1		0.994

				R		54		52		0.130		1.00		191		25										153		20		153		20								54		112.1		0.994

				R		55		53		0.125		1.00		191		24										153		19		153		19								55		112.1		0.994

		合　　計 ゴウ ケイ												7,872		2,477		135		2,612		1,744		1,604		7,650		2,921		9,394		4,525		0.58		-1,913



				S		昭和 ショウワ

				H		平成 ヘイセイ

				





比較（資料用）



				項目 コウモク						前回評価（平成29年度） ゼンカイヒョウカ ヘイセイ ネンド				今回評価(令和2年度) コンカイ ヒョウカ レイワ ネンド				前回評価との
主な変更点 ゼンカイヒョウカ オモ ヘンコウテン				丸め調整 マル チョウセイ

										全体事業 ゼンタイ ジギョウ		残事業 ザン ジギョウ		全体事業 ゼンタイ ジギョウ		残事業 ザン ジギョウ												様式5より ヨウシキ		（百万円） ヒャク マン エン				様式4より ヨウシキ

				B/C						1.21		8.38		0.79		0.79						全体事業 ゼンタイ ジギョウ		残事業 ザン ジギョウ				全体事業 ゼンタイ ジギョウ		残事業 ザン ジギョウ				比率 ヒリツ

				総便益（B） ソウ ベンエキ						1,173億円		570億円		956億円		954億円		・治水経済マニュアルの改訂
・評価基準年の変更
・資産データの更新 チスイ ケイザイ カイテイ ヒョウカ キジュン ネン ヘンコウ シサン コウシン				955.92		954.44				95,592		95,444

						便益 ベンエキ				1,157億円		568億円		937億円		937億円						936.88		936.88				93,688		93,688

								一般資産被害 イッパン シサン ヒガイ		422億円		208億円		497億円		497億円						496.82		496.82				49,682		49,682				0.5302922309

								農作物被害 ノウサクモツ ヒガイ		1億円		1億円		1億円		1.11億円						1.11		1.11				111		111				0.0011879306

								公共土木施設等被害 コウキョウ ドボク シセツ ナド ヒガイ		716億円		351億円		396億円		396億円						396.43		396.43				39,643		39,643				0.4231408886

								営業停止被害 エイギョウ テイシ ヒガイ		9億円		4億円		22億円		22億円						22.04		22.04				2,204		2,204				0.0235210264

								応急対策費用 オウキュウ タイサク ヒヨウ		9億円		4億円		20億円		20億円						20.48		20.48				2,048		2,048				0.0218579235

						残存価値 ザンゾン カチ				16億円		2億円		19億円		18億円						19.04		17.56				1,904		1,756

				総費用（C） ソウヒヨウ						968億円		68億円		1,210億円		1,209億円		・評価基準年の変更
・事業計画の変更 ヒョウカ キジュン ネン ヘンコウ ジギョウ ケイカク ヘンコウ				1210.15		1208.9				121,015		120,890

						建設費 ケンセツヒ				901億円		42億円		1,132億円		1,114億円						1131.67		1114.14				113,167		111,414

						維持管理費 イジ カンリヒ				67億円		26億円		78億円		95億円						78.48		94.76				7,848		9,476

																				合計チェック ゴウケイ		0		0

																						0		0

																						0		0



				項目 コウモク						前回評価（平成29年度） ゼンカイヒョウカ ヘイセイ ネンド				今回評価(令和2年度) コンカイ ヒョウカ レイワ ネンド				前回評価との
主な変更点 ゼンカイヒョウカ オモ ヘンコウテン

										全体事業 ゼンタイ ジギョウ		残事業 ザン ジギョウ		全体事業 ゼンタイ ジギョウ		残事業 ザン ジギョウ

				B/C						1.2		8.4		0.8		1.2

				総便益（B） ソウ ベンエキ						1,173億円		570億円		956億円		1.21億円		・基準年の変更
・資産評価額の更新
・治水経済調査マニュアル（案）の改定
 キジュン ドシ ヘンコウ シサン ヒョウカガク コウシン チスイ ケイザイ チョウサ アン カイテイ

						便益 ベンエキ				1,157億円		568億円		937億円

								一般資産被害 イッパン シサン ヒガイ		422億円		208億円		497億円

								農作物被害 ノウサクモツ ヒガイ		1億円		1億円		1億円

								公共土木施設等被害 コウキョウ ドボク シセツ ナド ヒガイ		716億円		351億円		396億円

								営業停止被害 エイギョウ テイシ ヒガイ		9億円		4億円		22億円

								応急対策費用 オウキュウ タイサク ヒヨウ		9億円		4億円		20億円

						残存価値 ザンゾン カチ				16億円		2億円		19億円

				総費用（C） ソウヒヨウ						968億円		68億円		1,210億円		1.02億円		・基準年の変更
・事業計画の変更 キジュン ドシ ヘンコウ ジギョウ ケイカク ヘンコウ

						建設費 ケンセツヒ				901億円		42億円		1,132億円

						維持管理費 イジ カンリヒ				67億円		26億円		78億円





比較



																		水系名：天竜川水系 テンリュウガワ				河川名：天竜川上流 テンリュウガワ ジョウリュウ								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン

				対象 タイショウ		時点 ジテン		便　益（Ｂ） ビン エキ								費　用（Ｃ） ヒ ヨウ												費用便益比
Ｂ／Ｃ ヒヨウ ベンエキ ヒ		純現在価値
Ｂ－Ｃ ジュン ゲンザイ カチ

								便益 ベンエキ				残存価値
② ザンゾン カチ		計
①＋② ケイ		建設費③ ケンセツヒ				維持管理費④ イジ カンリ ヒ				計③＋④ ケイ

								便益 ベンエキ		現在価値
① ゲンザイ カチ						費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ		費用 ヒヨウ		現在価値 ゲンザイ カチ



				全体事業 ゼンタイ ジギョウ		H29評価① ヒョウカ		303,702		115,699		1,583		117,282		50,267		90,086		19,700		6,687		69,967		96,773		1.21		20,509

						R2評価(R1基準年)② ヒョウカ キジュン ネン		218,648		93,688		1,904		95,592		51,989		113,167		20,550		7,848		72,539		121,015		0.79		-25,423

						増減率(②-①)/① ゾウゲン リツ		-28.0%		-19.0%		+20.3%		-18.5%		+3.4%		+25.6%		+4.3%		+17.4%		+3.7%		+25.1%

				残事業 ザン ジギョウ		H29評価④ ヒョウカ		150,163		56,869		157		57,026		4,752		4,210		7,650		2,596		12,402		6,806		8.38		50,220

						R2評価(R2基準年)⑤ ヒョウカ キジュン ネン		218,647		93,688		1,756		95,444		50,094		111,414		22,305		9,476		72,399		120,890		0.79		-25,446

						増減率(⑤-④)/④ ゾウゲン リツ		+45.6%		+64.7%		+1018.5%		+67.4%		+954.2%		+2546.4%		+191.6%		+265.0%		+483.8%		+1676.2%

















































































































































































ボツ便益発生 (残事業)































				恒久堆砂対策の効果 コウキュウ タイサ タイサク コウカ

				年間平均流入土砂量 ネンカン ヘイキン リュウニュウ ドシャ リョウ						577		千m3/年 ネン

				恒久堆砂堆砂施設完成による排出量 コウキュウ タイサ タイサ シセツ カンセイ ハイシュツリョウ						372		千m3/年 ネン						ダムゲート等からの流出量 トウ リュウシュツリョウ						150		千m3/年 ネン		堆砂容量				55		千m3/年 ネン

				バイパス施設完成による排出量 シセツ カンセイ ハイシュツリョウ						342		千m3/年 ネン						土砂バイパス ドシャ						236		千m3/年 ネン		貯砂ダム・分派堰 チョサ ブンパ セキ				106		千m3/年 ネン



				美和ダム治水容量 ミワ チスイ ヨウリョウ						13,400		千m3 セン						湖内堆砂対策の効果に対する容量 ミズウミ ウチ タイシャ タイサク コウカ タイ ヨウリョウ						557		千m3 セン

				満砂までの期間 マン スナ キカン						24		年 ネン

				年 ネン				効果 コウカ								美和ダム便益（百万円） ヒャクマン エン

								堆砂
掘削量
（千m3） タイシャ クッサク リョウ セン		施設
効果量
（湖内堆砂）
（千m3） シセツ コウカ リョウ コ ナイ タイサ セン		効果量
累計
（千m3） コウカ リョウ		比率 ヒリツ		堆砂掘削 タイシャ クッサク		堆砂対策施設（湖内堆砂対策） タイシャ タイサク シセツ コナイタイサ タイサク		発電買取 ハツデン カイトリ		合計 ゴウケイ



																		191		0		191

				S62		美和再事業着手

				S63

				Ｈ1

				Ｈ2

				Ｈ3

				Ｈ4

				Ｈ5

				Ｈ6

				Ｈ7

				Ｈ8

				Ｈ9

				Ｈ10

				Ｈ11

				Ｈ12		堆砂掘削開始 タイシャ クッサク カイシ

				Ｈ13

				Ｈ14

				Ｈ15

				Ｈ16

				Ｈ17		バイパス施設完成 シセツ カンセイ																		0

				Ｈ18																				1

				Ｈ19																				2

				Ｈ20																				3

				Ｈ21																				4

				Ｈ22																				5

				Ｈ23																				6

				Ｈ24																				7

				Ｈ25																				8

				Ｈ26																				9

				Ｈ27																				10

				Ｈ28																				11

				Ｈ29																				12

				Ｈ30		減電補償契約 ゲンデン ホショウ ケイヤク																		13

				R1																0		0		14

				R2																0		0		15

				R3																0		0		16

				R4																0		0		17

				R5		湖内堆砂対策施設完成														0		0		18

				R6						30		30		5%				10		0		10		19

				R7						30		60		11%				21		0		21		20

				R8						30		90		16%				31		0		31		21

				R9						30		120		22%				41		0		41

				R10						30		150		27%				51		0		51

				R11						30		180		32%				62		0		62

				R12						30		210		38%				72		0		72

				R13						30		240		43%				82		0		82

				R14						30		270		48%				93		0		93

				R15						30		300		54%				103		0		103

				R16						30		330		59%				113		0		113

				R17						30		360		65%				124		0		124

				R18						30		390		70%				134		0		134

				R19						30		420		75%				144		0		144

				R20						30		450		81%				154		0		154

				R21						30		480		86%				165		0		165

				R22						30		510		92%				175		0		175

				R23						30		540		97%				185		0		185

				R24		恒久堆砂対策未実施の場合満砂				17		557		100%				191		0		191

				R25								557		100%				191		0		191

				R26								557		100%				191		0		191

				R27								557		100%				191		0		191

				R28								557		100%				191		0		191

				R29								557		100%				191		0		191

				R30								557		100%				191		0		191

				R31								557		100%				191		0		191

				R32								557		100%				191		0		191

				R33								557		100%				191		0		191

				R34								557		100%				191		0		191

				R35								557		100%				191		0		191

				R36								557		100%				191		0		191

				R37								557		100%				191		0		191

				R38								557		100%				191		0		191

				R39								557		100%				191		0		191

				R40								557		100%				191		0		191

				R41								557		100%				191		0		191

				R42								557		100%				191		0		191

				R43								557		100%				191		0		191

				R44								557		100%				191		0		191

				R45								557		100%				191		0		191

				R46								557		100%				191		0		191

				R47								557		100%				191		0		191

				R48								557		100%				191		0		191

				R49								557		100%				191		0		191

				R50								557		100%				191		0		191

				R51								557		100%				191		0		191

				R52								557		100%				191		0		191

				R53								557		100%				191		0		191

				R54								557		100%				191		0		191

				R55								557		100%				191		0		191

										557		557		100%				7,872		0		7,872
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美和ダムの便益（百万円）









C(新美和内訳Ｈ21_500億円)



				美和（再）事業費

																																						（単位：千円） タンイ センエン												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

																新事業 シンジギョウ				平成２１年度まで ヘイセイ ネンド				H22精算				H23精算				平成２３年度まで ヘイセイ ネンド				平成２４年度以降 ヘイセイ ネン ド イコウ				新事業 シンジギョウ				平成２４年度まで ヘイセイ ネンド				平成２４年度以降 ヘイセイ ネン ド イコウ				平成２５年度以降 ヘイセイ ネン ド イコウ

Nagoya134: H24事業費727百万円を
引き、内訳の比率はまま



				項		細目		工種		種別		細別				数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額		数量		金額

				建設費														45,347,794				38,513,515				148,548				439,985				39,102,048				6,245,746				45,348				39,102				6,246				5,625

						工事費												27,694,718				24,694,718				21,800				187,875				24,904,393				2,790,325				27,695				24,904				2,790				2,513

								ダム費										25,016,192				22,016,192												22,016,192				3,000,000				25,016				22,016				3,000				2,702

										治水容量の回復（堆砂掘削） チスイ ヨウリョウ カイフク								7,435,998				7,435,998												7,435,998								7,436				7,436				0				0

										恒久堆砂対策 タイサ タイサク								16,994,027				13,994,027												13,994,027				3,000,000				16,994				13,994				3,000				2,702

												土砂バイパス施設 ドシャ シセツ						13,994,027				13,994,027												13,994,027								13,994				13,994				0				0

														ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ				8,468,927				8,468,927												8,468,927								8,469				8,469				0				0

														分派堰				4,185,250				4,185,250												4,185,250								4,185				4,185				0				0

														ﾄﾝﾈﾙ呑口				289,850				289,850												289,850								290				290				0				0

														ﾄﾝﾈﾙ吐口				400,000				400,000												400,000								400				400				0				0

														ゲート				650,000				650,000												650,000								650				650				0				0

												湖内堆砂対策 コナイ タイサ タイサク						3,000,000																				3,000,000				3,000				0				3,000				2,702

														船舶関連 センパク カンレン				1,730,000																				1,730,000				1,730				0				1,730				1,558

														ゲート関連 カンレン				230,000																				230,000				230				0				230				207

														上流部輸送 ジョウリュウブ ユソウ				240,000																				240,000				240				0				240				216

														土木関連 ドボク カンレン				300,000																				300,000				300				0				300				270

														係留施設 ケイリュウ シセツ				350,000																				350,000				350				0				350				315

														流木対策施設 リュウボク タイサク シセツ				150,000																				150,000				150				0				150				135

										堤体工								314,167				314,167												314,167								314				314				0				0

												その他						314,167				314,167												314,167								314				314				0				0

										雑工								272,000				272,000												272,000								272				272				0				0

												周辺整備						272,000				272,000												272,000								272				272				0				0

								管理設備費										452,475				452,475				21,750				187,812				662,037				(209,562)				452				662				(210)				(189)

										制御設備								452,475				452,475												452,475								452				452				0				0

								仮設備費										2,226,051				2,226,051				50				63				2,226,164				(113)				2,226				2,226				(0)				0

										土捨場処理								1,613,715				1,613,715												1,613,715								1,614				1,614				0				0

										工事用道路								612,336				612,336												612,336								612				612				0				0

												W=5.0						612,336				612,336												612,336								612				612				0				0

								工事用動力費										0				0																				0				0				0				0

						測量及び試験費												9,897,000				8,193,062				106,638				211,493				8,511,193				1,385,807				9,897				8,511				1,386				1,248

						用地費及び補償費												6,658,076				4,658,076												4,658,076				2,000,000				6,658				4,658				2,000				2,000

								用地費及び補償費										2,722,030				722,030												722,030				2,000,000				2,722				722				2,000				2,000

										用地費及び補償費								722,030				722,030												722,030								722				722				0				0

										治水容量の確保（発電容量買取） チスイ ヨウリョウ カクホ ハツデン ヨウリョウ カ ト								2,000,000																				2,000,000				2,000				0				2,000				2,000

								補償工事費										3,929,120				3,929,120												3,929,120								3,929				3,929				0				0

										付替道路								3,929,120				3,929,120												3,929,120								3,929				3,929				0				0

												町道						3,929,120				3,929,120												3,929,120								3,929				3,929				0				0

								生活再建対策費										6,926				6,926												6,926								7				7				0				0

						船舶及び機械器具費												659,000				629,238				10,000				28,038				667,276				(8,276)				659				667				(8)				(7)

						事業車両費 ジギョウ シャリョウ ヒ												54,000				5,722				3,580				2,958				12,260				41,740				54				12				42				38

						営繕費												196,000				172,739				3,030				6,128				181,897				14,103				196				182				14				13

						宿舎費												189,000				159,960				3,500				3,493				166,953				22,047				189				167				22				20

				工事諸費														4,652,206				3,182,540				219,877				183,971				3,586,388				1,065,818				4,652				3,586				1,066				960

				計														50,000,000				41,696,055				368,425				623,956				42,688,436				7,311,564				50,000				42,688				7,312				6,585

																						H24不足分 フソクブン																(874,436)								H24不足分 フソクブン				(874)				(1,601)

																						H24事業費 ジギョウヒ																1,125,564								H24事業費 ジギョウヒ				1,126				399

























４）費用対効果分析

＜事業継続の判断＞
■当該事業の今後については ①増額せずにR2年度で事業を中止する ②増額して継続し、R5年度まで

に事業を完成する のいずれかである。
■増額した場合（②）に残事業の投資効率性が確保されていることから、増額の上、継続することが妥当。

①増額せずにR2事業を
打ち切り

②増額してR5までに事
業を完成させる

残事業における
便益

発現しない 発現する

残事業における
費用

‐
（打ち切り）

増額必要

残事業における
費用便益比

基準値未満
（1.0未満）

基準値以上
(1.0以上）

総合評価 × ◎

＜参考＞
＜事業の継続もしくは中止をする際の

判断基準＞
■ 「公共事業評価の費用便益分析に関

する技術指針（共通編）」において、
残事業B/C が基準値以上、全体事
業B/Cが基準値未満の場合は、「基
本的に継続とするが、事業内容の見
直し等を行う」こととされている。

公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）より
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事業の継続について異存ありません。引き続きコストの縮減の配慮に努められますようお願いし
ます。
また、長期的な治水に関する目標達成に向けた検討も併せて進められますようお願いいたします。

長野県への意見聴取結果は下記のとおり。

３．県への意見聴取結果

４．対応方針（原案）

■ 全体事業に対する費用対効果は確保されていないが、天竜川上流域の洪水氾濫防御及び美和

ダムの機能の保全・洪水調節を目的とした本事業の必要性、重要性に変化はなく、残事業に対す
る費用対効果は確保されていることから、事業継続することが妥当である。
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５．令和２年度 第2回 天竜川水系流域委員会における審議
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三峰川総合開発事業（美和ダム再開発）の事業再評価について「令和２年度 第２回 天竜川水系
流域委員会」において審議いただき、事業継続とする対応方針（原案）を了承されました。委員からい
ただいた主なご意見は、以下のとおりです。

○対応方針（原案）を了承する。

○下流への土砂排砂に伴う、下流ダムへの影響や環境への影響について、調査、検討を進められ
たい。

主なご意見

【開催日】 令和2年6月29日（月）

【開催場所】 web会議により開催

【開催内容】 ○三峰川総合開発事業

（美和ダム再開発）再評価

○天竜川ダム再編事業再評価




