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Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

主な魚種 イカ、エビ、ホタテ

漁業経営体数 51 経営体 組合員数

主要工事計画

地区の特徴

苫前漁港は、北海道北西部に位置し、武蔵堆周辺海域を主漁場とする道内外
のイカ釣り漁業、エビ桁曳き網漁業及び沿岸・養殖漁業の生産拠点として、
また、全国の消費地へ出荷する水産物の陸揚げ港及び北海道内外へのホタテ
種苗の供給拠点として日本海北部有数の水産物流通拠点漁港である。

２．事業概要

事業目的
道内外からのイカ釣り漁船の受入れ能力の向上を図る岸壁等の整備、ホタテ
養殖の効率化を図るための岸壁等の整備を図る。

事業費 5,387百万円 事業期間

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

既投資事業費 3,233百万円 事業進捗率(%) 60.0%

総便益（千円） 7,519,000 11,146,426

地区名 苫前地区 事業主体 国（北海道開発局）

事業評価書（期中の評価）

都道府県名 北海道

事業名 直轄特定漁港漁場整備事業 直轄漁港整備事業

④期中評価実施の理由関係市町村 苫前町

陸揚金額 1,497 百万円

人

平成14年度～平成23年度

-3.5m岸壁294m、-3.0m岸壁(縦)180m、泊地3，600㎡ 

１．地区概要

漁港名（種別） 苫前漁港（第3種） 漁場名 －

登録漁船隻数

58

224 隻85 隻 利用漁船隻数

陸揚量 3,715 トン

主な漁業種類 イカ釣、エビ桁曳、ホタテ養殖

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

その他費用対効果分析に係る要因の変化

計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23→平成27年度) した。

直前の評価 今回の評価

総費用（千円）

便益算定項目について変更がある場合はその項目と変更の理由

4,749,000 7,034,868

1.58 1.58

総費用の変更の理由

苫前漁港は全国の消費地へ出荷する水産物の陸揚げ港及び北海道内外へのホタテ種苗の供給
拠点として生産から陸揚げ・流通に至る総合的な衛生管理の強化が求められている。このた
め、岸壁等の衛生管理施設の整備、ホタテ種苗の品質向上のための泊地整備等が新たに必要
となり費用が増加した。また、計画変更により、イカ釣り漁船対応施設の西外護岸（残事
業）、埋め立て（残事業）、道路改良等取り止めにより5.1億円の整備費用が減少した。

費用便益比(B/C)

総合的な衛生管理の導入による漁獲物の高付加価値化、環境改善によるホタテ種苗の生残率
向上等の便益が増加した。



Ⅲ　総合評価

　苫前漁港は、全国の消費地へ水産物を出荷する日本海北部有数の生産・流通拠点として重要な
役割を果たし、武蔵堆周辺海域を主漁場とするイカ釣り漁船の受入機能の向上を進めてきている
が、安全・安心な水産物を求める消費者ニーズに対応するため、漁港において取扱う水産物の衛
生管理の強化等を図ることが急務となっている。
　このため、平成22年度に北るもい漁協が整備した衛生管理型荷捌所と一体的に総合的な衛生管
理を図るための岸壁改良等の整備等を早急に図るために計画を見直すものであり、また、本事業
に係る費用便益比は1.0を超えている。
　このため、本事業の、必要性、効率性、有効性は高いことから、事業を見直した上で継続実施
する必要がある。
（見直し後の事業費及び事業期間）
事業費：6,711百万円
事業期間：平成14年度～平成27年度

７．代替案の実現可能性

北るもい漁協が事業主体となり、H15年にホタテ養殖作業共同利用施設、H20年に水産物鮮度
保持施設、H22年には衛生管理対応のための荷捌所改修などを行っている。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

（２）その他社会情勢の変化

苫前町の人口は、平成14年の4,403人から平成20年の3,804人までの6年間で約600人減少して
いる。

２．漁業情勢、社会経済情勢の変化

（１）漁業情勢及び漁港施設、漁場施設等の利用状況と将来見通し

計画策定後の漁業集落に関わる社会経済状況、自然状況の当初想定との相違と将来見通し

漁業従事者は平成14年の100人より減少（平成20年91人）しているが、北るもい漁協では
独自に漁業者育成事業を行う等、漁業の担い手育成・確保に取り組んでおり、近年、漁業
への新規参入者（平成21年2人、平成22年1人）が現れてきている。

漁業形態、流通形態について当初想定との相違と将来見通し

水産物の総合的な品質・衛生管理の導入に向けた取組みにより、安全・安心な水産物の消
費地への供給が進展する。

該当なし。

４．関連事業の進捗状況

苫前町は、漁業及び水産関連産業従事者が町内就業者の割合の1/4を占め町の基幹産業となっ
ており、漁港の機能向上を強く要請している。また、北るもい漁協では、総合的な衛生管理
を導入するため、平成22年に荷捌所を改修し、これと一体的に衛生管理を進めるための岸壁
等の改良、ホタテ種苗の品質向上のための泊地等の整備を強く望んでいる。

漁港施設等の利用状況について当初想定との相違と将来見通し

武蔵堆周辺海域を主漁場とするイカ釣り外来漁船の苫前漁港の利用希望の増大により、当
初計画(平成23年推計119隻)から平成27年迄に152隻の利用が見込まれると推計する(平成
20年136隻)。また、ホタテの種苗生産において泊地の整備により品質向上が見込まれる。

イカ釣り漁船対応施設の西外護岸建設において、工法の見直しにより3.2億円の事業費縮減を
行った。今後も、浚渫土砂の有効活用、新技術・新工法等の導入によるコストの縮減に努
め、整備を実施する。

３．事業の進捗状況

平成21年度までに、ホタテ種苗の養殖作業及びイカ釣り漁船対応の岸壁等の整備を行い、進
捗率は48％である。残事業として、総合的な衛生管理の導入に向けた岸壁等、ホタテ種苗の
品質向上のための泊地等の整備を平成27年度完了に向けて推進する。

６．事業コスト縮減等の可能性



１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

計（総便益額）　　　　　　Ｂ 千円

総費用額（現在価値化）　　Ｃ 千円

費用便益比　　　　　　　　Ｂ／Ｃ

３　事業効果のうち貨幣化が困難な効果

7,034,868

11,146,426

・外来漁船寄港等の漁業外産業への経済波及効果
・衛生管理に伴う苫前産水産物のブランド化による経済効果
・漁港と都市との交流拠点づくりによる観光振興の促進
・三陸地方等のホタテ生産地への波及効果

3,481,029

3,217,973

499,360

便
益
の
評
価
項
目
及
び
便
益
額

①水産物生産コストの削減効果

②漁獲機会の増大効果

⑥生活環境の改善効果

1.58

生活環境の向上

地域産業の活性化

自然保全・文化の継承

⑦漁業外産業への効果

⑧生命・財産保全・防御効果

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 苫前地区北海道

直轄特定漁港漁場整備事業 50施設の耐用年数

1,326,425

③漁獲可能資源の維持・培養効果

その他

⑪景観改善効果

⑫地域文化保全・継承効果

⑬漁港利用者の利便性向上効果

漁業就労環境の向上 ⑤漁業就労環境の労働環境改善効果

非常時・緊急時の対処

⑭その他

⑨避難・救助・災害対策効果

⑩自然環境保全・修復効果

評価項目

水産物の生産性向上

便益額（現在価値化)

④漁獲物付加価値化の効果 2,621,639
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Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

総費用の変更の理由

平成22年2月に、漁船の避難機能の連携を図るため、旧歯舞漁港、旧温根元漁港及び旧珸瑤瑁
漁港の3漁港を合併し、新たに歯舞漁港として指定されたことを受けて各地区の連携による避
難機能の効果的な発揮に向けて、計画内容を見直すものである。具体的に、珸瑤瑁地区の避
難機能向上のための護岸等の改良追加により6.4億円が増加、温根元地区において当初予定し
ていた防波堤整備の取止め等により23.1億円が減少、歯舞地区の-4.0m岸壁の耐震性能の向上
により整備費用3.6億円が増加した。

9,318,438

総便益（千円） 14,863,196

費用便益費(B/C)

便益算定項目について変更がある場合はその項目と変更の理由

※直前の評価は歯舞地区と温根元地区
を合算している

9,401,597

その他費用対効果分析に係る要因の変化

15,392,027

1.65
※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

1.58

計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23→平成27年度) した。

直前の評価

避難効果の算定手法の見直しに伴い便益が減少した。衛生管理型漁港施設の便益算定が可能
となったことに伴い便益が増加した。珸瑤瑁地区の避難機能向上に伴い便益が増加した。

総費用（千円）

今回の評価

地区の特徴

事業評価書（期中の評価）

都道府県名 北海道

事業名 直轄特定漁港漁場整備事業 直轄漁港整備事業

期中評価実施の理由 ④関係市町村 根室市

１．地区概要

－漁港名（種別） 歯舞漁港（第４種） 漁場名

トン陸揚量 13,318

地区名 歯舞地区 事業主体 国（北海道開発局）

主な魚種 タラ、サケ、コンブ

人

登録漁船隻数 763 隻 利用漁船隻数

450漁業経営体数 374 経営体

歯舞漁港は、北海道根室半島の先端に位置し、北方四島及びロシア水域を含む太
平洋北西部漁場におけるサケ･マス流し網漁業、サンマ棒受網漁業等や貝殻島コン
ブ漁業等の沿岸漁業の生産・流通拠点として、北方四島水域への最前線及び漁船
海難事故が頻繁する操業海域における漁船の避難拠点漁港である。

主要工事計画

事業目的
周辺海域の避難拠点として役割を果たすため、漁船の安全な避難等の向上を図る
防波堤等の整備、安全・安心な水産物を求める消費者ニーズに対応するため、衛
生管理を推進させるための岸壁等の整備を図る。

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

【歯舞地区】南防波堤（改良）440m，-4.0m岸壁(改良)322m，【温根元地区】
東護岸140m

既投資事業費 4,427百万円

事業費 9,210百万円 事業期間 平成14年度～平成23年度

事業進捗率(%) 48.1%

主な漁業種類 流し網、採藻、棒受け網

524

陸揚金額 5,051 百万円

隻

組合員数



事業評価書（期中の評価）

Ⅲ　総合評価

漁業形態、流通形態について当初想定との相違と将来見通し

歯舞漁協管内の全ての漁港で陸揚げされた漁獲物が歯舞地区の歯舞水産物地方卸売市場へ
集荷、入札、出荷され（平成20年の陸上搬入量6,509トン）、流通拠点としての役割を果
たしていくなど、当初想定と変更はない。

漁港施設等の利用状況について当初想定との相違と将来見通し

計画の見直しにより、波向きに応じて、歯舞地区、温根元地区及び珸瑤瑁地区を使い分け
る避難連携が可能となる。

平成21年度までに、歯舞地区及び温根元地区において、漁船の避難や衛生管理に向けた整備
を行い、事業進捗率は約50%である。残事業として、歯舞地区の衛生管理施設及び珸瑤瑁地区
の護岸等の整備を平成27年度完了に向けて推進する。

４．関連事業の進捗状況

特になし。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

２．漁業情勢、社会経済情勢の変化

（１）漁業情勢及び漁港施設、漁場施設等の利用状況と将来見通し

（２）その他社会情勢の変化

歯舞漁港における地区人口は、平成14年（2,068人）から、平成20年（1,894人）までの6年間
で174人減少しているが、漁業従業者数は増加している。

計画策定後の漁業集落に関わる社会経済状況、自然状況の当初想定との相違と将来見通し

歯舞漁港における漁協組合員数に関して、地元による雇用創出に向けた取組みを行ってお
り、平成14年（434人）から、平成20年（450人）までの6年間で16人増加(平成21年3人、
平成22年3人)しており、微増で推移している。

３．事業の進捗状況

　歯舞漁港は、根室半島の先端に位置し、太平洋北西部漁場に臨む漁船の避難拠点、沖合・沿岸
漁業の生産・流通拠点漁港としての役割を果たしていくことが必要である。
　このため、漁船の避難や水産物の安全・安心に対する消費者ニーズに対応するための衛生管理
に向けた整備を行っている。さらに、歯舞地区・温根元地区・珸瑤瑁地区における漁船の避難機
能の連携に向けた効率的な整備を図るため計画を見直すものであり、また、本事業に係る費用便
益比は1.0を超えている。
　このため、本事業の、必要性、効率性、有効性は高いことから、事業を見直した上で継続実施
する必要がある。
（見直し後の事業費及び事業期間）
事業費：8,340百万円
事業期間：平成14年度～平成27年度

６．事業コスト縮減等の可能性

７．代替案の実現可能性

該当なし。

根室市は、漁業及び水産加工業等の関連産業が基幹産業であり、観光業との連携や水産物ブ
ランド化等の取組みによる地域振興を展開しており、その基盤となる漁港機能の向上を強く
要請している。歯舞漁協は、衛生管理の強化を積極的に推進しその実現に必要な施設の整
備、避難機能の向上を強く望んでいる。

計画の見直しにより、避難連携による効率的な施設整備が可能となり、約17億円のコストが
縮減された。計画の見直し後においても、新技術・新工法等の導入によるコスト縮減に努
め、整備を実施する。



１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

計（総便益額）　　　　　　Ｂ 千円

総費用額（現在価値化）　　Ｃ 千円

費用便益比　　　　　　　　Ｂ／Ｃ

３　事業効果のうち貨幣化が困難な効果

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 歯舞地区北海道

直轄特定漁港漁場整備事業
（直轄漁港整備事業）

50年施設の耐用年数

評価項目 便益額（現在価値化)

③漁獲可能資源の維持・培養効果

・北方四島水域への最前線における漁船基地としての貢献
・漁港合併による漁船の避難機能向上
・衛生管理に伴う歯舞産水産物のブランド化による経済効果
・衛生管理に伴う水産物の高付加価値化による国際競争力の向上効果
・漁業外産業への経済波及効果

⑨避難・救助・災害対策効果

1.65

15,392,027

9,318,438

非常時・緊急時の対処

その他
⑬漁港利用者の利便性向上効果

⑭その他

⑩自然環境保全・修復効果

便
益
の
評
価
項
目
及
び
便
益
額

①水産物生産コストの削減効果

⑦漁業外産業への効果

572,583

⑥生活環境の改善効果

②漁獲機会の増大効果
水産物の生産性向上

自然保全・文化の継承 ⑪景観改善効果

⑫地域文化保全・継承効果

漁業就労環境の向上 ⑤漁業就労環境の労働環境改善効果

⑧生命・財産保全・防御効果

生活環境の向上

④漁獲物付加価値化の効果

地域産業の活性化

9,207,511

5,611,933




























