


別紙

期中評価実施主体（北海道開発局）
事業主体 事　　業　　名 該当基準 実施方針案 総合評価

北海道開発局 羅臼地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　羅臼漁港は、イカ釣り漁業及びサケ定置網、刺網等の沿岸漁業の生
産・流通拠点、また災害時の緊急物資輸送拠点漁港としての重要な役
割を担っており、衛生管理の強化および災害に強い漁港づくりを推進
するための岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は54%であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められる
ことから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 三石地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　三石漁港は、イカ釣り漁業及びサケ定置網、磯根漁業等の沿岸漁業
の生産・流通拠点漁港としての重要な役割を担っており、外来漁船の
受入れ能力の向上及び衛生管理の強化に向けた防波堤や岸壁等の整備
が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は65%であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性及び経済性は高いと認められるこ
とから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 砂原地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　砂原漁港は、スケトウダラ刺網及びホタテ養殖等の沿岸・養殖漁業
の生産・流通拠点であると伴に、火山噴火に備えた地域の防災拠点漁
港としての重要な役割を担っており、漁港内の混雑解消や衛生管理の
強化、災害に強い漁港づくりを推進するための防波堤や岸壁等の整備
が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は69％であり、残る事業においても事業目
的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業に係る費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確
認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性及び経済性は高いと認められるこ
とから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 臼尻地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　臼尻漁港はイカ釣り漁業及び定置網、刺網、コンブ養殖等の沿岸・
養殖漁業の生産・流通拠点漁港としての重要な役割を担っており、荷
さばき作業における混雑解消や衛生管理の向上および水産物流通の円
滑化を図るための岸壁や道路等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は53％であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業に係わる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められる
ことから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 江良地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　江良漁港は、イカ釣り漁業及びマグロはえ縄等の沿岸漁業の生産流
通拠点漁港としての重要な役割を担っており、外来漁船の受け入れ能
力の向上および蓄養機能や衛生管理の強化に向けた防波堤や岸壁等の
整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は67％であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業に係る費用便益費は1.0を超えており、経済効果も確
認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められる
ことから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 久遠地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　久遠漁港は、イカ釣り漁業の流通拠点漁港としての重要な役割を
担っており、外来漁船の受け入れ能力の向上および衛生管理の強化に
向けた防波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は73％であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められる
ことから、事業を継続する必要がある。

水産基盤整備事業（直轄）の期中の評価
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事業主体 事　　業　　名 該当基準 実施方針案 総合評価

北海道開発局 寿都地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　寿都漁港は、ホッケ定置網等の沿岸漁業、ホタテ養殖業の生産流通
拠点漁港としての重要な役割を担っており、衛生管理や蓄養機能の強
化や陸揚げ作業の効率化のための静穏度向上に向けた防波堤や岸壁等
の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は72％であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められる
ことから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 美国地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　美国漁港は、イカ釣り漁業、刺網及び磯根漁業等の沿岸漁業の生産
拠点漁港としての重要な役割を担っており、外来漁船の受け入れ能力
の向上および衛生管理の強化に向けた防波堤や岸壁等の整備が急務と
なっている。
　現在までの事業の進捗率は58％であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められる
ことから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 庶野地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　庶野漁港は、サケ定置網、磯根漁業等の沿岸漁業の生産・流通拠
点、また、えりも岬周辺海域で操業、航行する漁船の避難拠点漁港と
しての重要な役割を担っており、漁港内の静穏度確保および衛生管理
の強化に向けた防波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は45%であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性及び経済性は高いと認められるこ
とから、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 落石地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　落石漁港は、サケ・マス流し網漁業、サンマ棒受網漁業及びサケ定
置網、タコかご、コンブ等の沿岸漁業の生産・流通拠点漁港としての
重要な役割を担っており、衛生管理や蓄養機能の強化に向けた岸壁等
の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は77%であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性、経済性は高いと認められること
から、事業を継続する必要がある。

北海道開発局 東浦地区
直轄特定漁港漁場整
備事業

１０年
継続

継続 　東浦漁港はホタテ底曳き漁業等の生産・流通拠点であると伴に、宗
谷海峡で操業・航行する漁船の避難拠点漁港としての重要な役割を
担っており、ホタテ生産拡大体制の確立や衛生管理、漁船避難が可能
となるよう港内静穏度の確保に向けた防波堤や岸壁等の整備が急務と
なっている。
　現在までの事業の進捗率は90％であり、残る事業においても、事業
目的達成のためには必要不可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も
確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高い認められるこ
とから、事業を継続する必要がある。
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期中評価実施主体（北海道開発局）

実施年月日
事業概要説明・

審議の別
審議された事業名 審議された事業への具申意見 備考

羅臼地区
直轄特定漁港漁場整備事業

三石地区
直轄特定漁港漁場整備事業

砂原地区
直轄特定漁港漁場整備事業

臼尻地区
直轄特定漁港漁場整備事業

江良地区
直轄特定漁港漁場整備事業

久遠地区
直轄特定漁港漁場整備事業

寿都地区
直轄特定漁港漁場整備事業

美国地区
直轄特定漁港漁場整備事業

庶野地区
直轄特定漁港漁場整備事業

落石地区
直轄特定漁港漁場整備事業

東浦地区
直轄特定漁港漁場整備事業

別紙

水産基盤整備事業に係る事業審議委員会の実施状況

別添のとおり審議H24.2.16
北海道開発局事業審議
委員会



（ ）

Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

主な魚種 サケ、スケトウダラ、ホッケ、イカ

漁業経営体数 134 経営体 利用漁業者数 785 人

地区の特徴

羅臼漁港は、北海道知床半島に位置し、北方四島水域を含む周辺漁場にお
いて、道内外のイカ釣り漁業及びサケ定置網、刺網等の沿岸漁業の生産・流
通拠点、また、災害時の水産物安定供給及び背後圏への緊急物資輸送拠点で
ある。

２．事業概要

事業目的

サケ、スケトウダラ、イカ等の生産・流通拠点として、生産から陸揚げ・
流通に至る総合的な衛生管理を図るための人工地盤等の整備、大規模災害に
備えて災害に強い漁港づくりを図るための岸壁等の整備を行う。

主要工事計画 -3.5m岸壁（耐震）250.0m、用地46,930㎡

総費用の変更の理由

羅臼漁港は、北方四島水域を含む周辺漁場の利用拠点として年間3万㌧超の生産量を誇る一
方、大規模災害に備えた防災対策の拠点としての要請に応えていく必要がある。このため、
生産から陸揚げ・流通に至る総合的な衛生管理を図るための低温清浄海水導入施設の整備、
耐震強化岸壁等の整備により費用が増加した。また、計画を見直し防波堤撤去の取り止めに
より費用が減少した。

費用便益費(B/C)

事業費 22,500百万円 事業期間 平成14年度～平成28年度

既投資事業費 12,136百万円 事業進捗率(%) 54%

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

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 ①関係市町村 羅臼町
ラウス

地区名 羅臼
ラウス

地区 事業主体 国（北海道開発局）

陸揚金額 8,010 百万円

１．地区概要

漁港名（種別）

登録漁船隻数 275 隻 利用漁船隻数 303 隻

羅臼漁港（第4種） 漁場名 －

陸揚量 36,476 トン

主な漁業種類 サケ定置網、刺網、イカ釣り

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

直前の評価 今回の評価

衛生管理対策導入による漁獲物の付加価値化及び耐震強化岸壁整備による生命・財産保
全・防御効果にかかる便益が増加した。

その他費用対効果分析に係る要因の変化

15,885,921 25,508,164

1.91 1.28

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

総便益（千円） 30,363,604 32,737,295

　計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23年度→平成28年度）した。
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Ⅲ　総合評価

羅臼漁港は、イカ釣り漁業及びサケ定置網、刺網等の沿岸漁業の生産・流通拠点、また災害時
の緊急物資輸送拠点漁港としての重要な役割を担っており、衛生管理の強化および災害に強い漁
港づくりを推進するための岸壁等の整備が急務となっている。

現在までの事業の進捗率は54%であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められることから、事業を継続する

必要がある。

６．事業コスト縮減等の可能性

小型漁船用航路の見直しに伴う防波堤撤去の取り止め等により約22億円の事業費縮減を
図っている。今後も工事発生材の有効活用、新技術・新工法の導入によるコスト縮減に努め
る。

７．代替案の実現可能性

平成19年度に羅臼町が主体となり海洋深層水分水施設の整備、羅臼漁業協同組合が主体と
なり荷捌所及び蓄養施設を整備し、衛生管理対策の強化や海洋深層水の有効利用を図ってい
る。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

３．事業の進捗状況

平成23年度までに、サケ定置網等の沿岸漁業の利用する人工地盤及び低温清浄海水導入施
設の整備を行い、進捗率は54%である。残事業として、大規模災害に備えた耐震強化岸壁等の
整備を平成28年度完了に向けて推進する。

羅臼漁業協同組合では、衛生管理や鮮度保持の向上を図るため、平成19年に人工地盤
１階に衛生管理型の荷捌所を整備しており、安全・安心な水産物の供給体制が確立して
いる。

　該当無し。

４．関連事業の進捗状況

羅臼町及び羅臼漁業協同組合では、防災対策の拠点としての耐震強化岸壁等の整備、イカ
釣り外来漁船増加による混雑化解消のための岸壁等の整備、衛生管理対策の強化に向けた整
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

当漁港のイカ釣り外来漁船の利用はイカの漁場形成により変動するため、平成14年以
降40～90隻程度で推移していたが、平成22年は106隻と増加している。

（２）その他社会情勢の変化

羅臼漁港地区人口は、平成14年（3,174人）から、平成21年（2,850人）までの7年間で324
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

　利用漁業者数は平成14年の703人から増加(平成21年785人)している。

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
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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

32,737,295

⑭その他

1.28

25,508,164

⑬漁港利用者の利便性向上効果

・低温清浄海水導入に伴う水産物のブランド化による経済効果
・外来漁船の利用による漁業外産業への経済波及効果
・耐震強化岸壁等の整備による地域の安全・安心の確保

11,806,213

478,043

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

③漁獲可能資源の維持・培養効果

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

生活環境の向上

地域産業の活性化

自然保全・文化の継承

評価項目

水産物の生産性向上

便益額（現在価値化)

⑩自然環境保全・修復効果

⑦漁業外産業への効果

⑧生命・財産保全・防御効果

⑨避難・救助・災害対策効果
非常時・緊急時の対処

⑥生活環境の改善効果

④漁獲物付加価値化の効果 19,709,321

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 羅臼
ラウス

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施設の耐用年数

その他

⑪景観改善効果

743,718

⑫地域文化保全・継承効果

3



（ ）

Ⅰ　基本事項

155 隻117 隻 利用漁船隻数

主な魚種 イカ、サケ、コンブ

88

陸揚量 3,734 トン

経営体 利用漁業者数 人

事業主体

１．地区概要

漁港名（種別） 三石漁港（第3種） 漁場名 －

登録漁船隻数

162漁業経営体数

直轄漁港整備事業

①期中評価実施の理由関係市町村 新
シン

ひだか町

陸揚金額 830 百万円

地区名 三石
ミツイシ

地区 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

主な漁業種類 イカ釣り、サケ定置網、採藻

地区の特徴
　三石漁港は、えりも岬西部海域を主漁場とする道内外のイカ釣り漁業及び
サケ定置網、磯根漁業等の沿岸漁業の生産・流通拠点漁港である。

２．事業概要

事業目的

　えりも岬周辺海域におけるイカの陸揚げ集約拠点として、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、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した衛生管理を推進するための岸壁等の

Ⅱ　点検項目

2.02 1.37

総費用の変更の理由

　三石漁港はイカを中心に道内外からの外来漁船の陸揚げ要請に適切に応えていくため、岸
壁等の整備に合わせ、港内静穏度確保のための防波堤の改良等、衛生管理対策施設の整備等
により費用が増加した。また、計画を見直し護岸等の整備の取止めにより費用が減少した。

費用便益比(B/C)

　衛生管理の導入による漁獲物付加価値化及び救難・救助・災害対策効果等の便益が増加し
た。

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

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年度→平成27年度）した。

直前の評価

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

4,982,714 8,694,350

平成14年度～平成27年度

-3.5ｍ岸壁(改良)166.0ｍ、島防波堤(改良)207.0ｍ、-3.5ｍ岸壁(埠頭)68.0
ｍ

総便益（千円） 10,060,153 11,885,372

今回の評価

7,888百万円 事業期間

既投資事業費 5,138百万円 事業進捗率(%) 65%

主要工事計画

整備を図る。

事業費
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　平成23年度までに、サケ定置網漁業等の沿岸漁業の利用する物揚場や防波堤等の整備を行
い、進捗率は65%である。残事業として、イカ釣り漁船対応の岸壁・防波堤等、衛生管理の導
入に向けた岸壁等の整備を平成27年度完了に向けて推進する。

３．事業の進捗状況

４．関連事業の進捗状況

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

　当漁港のイカ釣り外来漁船の利用は、平成14年の11隻から平成21年の48隻までで４倍
以上に増加しており、平成27年迄に70隻の利用が見込まれると推測する。

（２）その他社会情勢の変化

　三石漁港地区人口は、平成14年（1,856人）から、平成21年（1,664人）までの7年間で192
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

　利用漁業者数は平成14年の136人から増加(平成21年162人)している。

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

　ひだか漁業協働組合では、平成25年に製氷・貯氷施設の増強を図る予定であり、漁獲
物への衛生・鮮度管理への取組みが着実に進んでいる。

　ひだか漁業協働組合が平成17年度に海水殺菌装置及び平成23年度に外来漁船対応の漁港厚
生施設を設置したとともに、氷の供給量の増大を図る製氷・貯氷施設の整備を平成25年度に

Ⅲ　総合評価

６．事業コスト縮減等の可能性

　防波堤改良時に消波ブロックの流用を図ることにより約2億円の事業費縮減を行った。今後
も、工事発生材の有効活用、新技術・新工法の導入による事業コストの縮減に努める。

　該当無し。

　新ひだか町及びひだか漁業協働組合では水産業を核とした地域振興が重要として、漁港の
衛生管理対策、外来漁船受入れ強化に向けた整備を強く要望している。

７．代替案の実現可能性

生施設を設置したとともに、氷の供給量の増大を図る製氷 貯氷施設の整備を平成25年度に
予定している。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　三石漁港は、イカ釣り漁業及びサケ定置網、磯根漁業等の沿岸漁業の生産・流通拠点漁港とし
ての重要な役割を担っており、外来漁船の受入れ能力の向上及び衛生管理の強化に向けた防波堤
や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は65%であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性及び経済性は高いと認められることから、事業を継続する必
要がある。
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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 1,048,562

961,546

③漁獲可能資源の維持・培養効果

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

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 三石地区
ミツイシ

北海道

直轄特定漁港漁場整備事業
（直轄漁港整備事業）

50施設の耐用年数

生活環境の向上

4,020,710

652,834

便
益
の
評
価

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

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

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

非常時・緊急時の対処

1.37

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

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

・外来漁船の利用による漁業外産業への経済波及効果
・地産地消の推進による交流人口の増大効果

5,201,720

価
項
目
及
び
便
益
額

8,694,350

11,885,372
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（ ）

Ⅰ　基本事項

地区名 砂原
サ ワ ラ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

陸揚金額 2,355 百万円

１．地区概要

漁港名（種別）

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 ①関係市町村 森町
モリ

砂原漁港（第3種） 漁場名 －

人

陸揚量 20,604 トン

登録漁船隻数 214 隻 利用漁船隻数 194 隻

主な漁業種類 刺網、ホタテ養殖 主な魚種 スケトウダラ、ホタテ

漁業経営体数 150 経営体 漁港利用者数 470

地区の特徴
　砂原漁港は、北海道噴火湾におけるスケトウダラ刺網及びホタテ養殖等の
沿岸・養殖漁業の生産・流通拠点であるとともに、火山噴火に備えた地域の
防災拠点である。

２．事業概要

事業目的
　漁港内の混雑解消及び安全・安心な水産物に対する消費者ニーズに対応す
るための衛生管理を推進する岸壁の整備等、また、災害に強い漁港漁村づく
りの推進を図る航路等の整備を行う。

Ⅱ　点検項目

9,074,303

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

12,375,436

　岸壁や用地の整備によるホタテ陸揚げ作業の労働環境の改善効果等の便益が増加した。

1.50

総便益（千円）

総費用の変更の理由

　砂原漁港は火山噴火時の防災拠点として、緊急物資等を搬送できる機能を求められてい
る。当初、緊急物資輸送船の利用を予定していた岸壁の整備を既存岸壁の活用へ変更する必
要が生じたことから、防波堤の整備の追加等が必要となり費用が増加し、岸壁の整備の取り
止めにより費用が減少した。

費用便益費(B/C) 1.26

直前の評価 今回の評価

その他費用対効果分析に係る要因の変化

　事業完了年度（平成23年度→平成28年度）を変更した。

6,044,788 9,790,180
※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

りの推進を図る航路等の整備を行う。

主要工事計画 北外防波堤265.0m、-3.0ｍ岸壁（改良）365.0m、東防波堤135.0m

既投資事業費 5,788百万円 事業進捗率(%) 69%

事業費 8,387百万円 事業期間 平成14年度～平成28年度
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（２）その他社会情勢の変化

　砂原漁港の地区人口は、平成14年（3,061人）から平成21年（2,814人）まで、7年間で247
人の減少が見られる。

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

漁業形態、流通形態について当初想定との相違と将来見通し

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

　当漁港の利用漁船は年間200隻程度で安定的に推移している。岸壁整備に伴う、40隻程
度の道内外のイカ釣り外来船を新たに受け入れる見込みである。

３．事業の進捗状況

　平成23年度までに港内混雑の解消等を図る-3.0m岸壁等、衛生管理の向上等を図る-3.0m岸
壁の一部改良、港内静穏度の向上を図る防波堤等の整備を行い、進捗率は69％である。残事
業として、衛生管理の強化を図る-3.0m岸壁の改良、港口幅の確保を図る防波堤の撤去と旧港
口部分の防波堤設置等の整備を平成28年度の完了へ向け推進する。

利用漁業者数は平成14年の486人から平成21年の470人に減少している。

　本地区はスケトウダラ刺し網、ホタテ養殖を主体としており、ホタテガイの洗浄出荷
やカレイ類の活締め出荷の導入検討など、魚価向上に取り組んでいる。ハード・ソフト
両面から衛生管理・鮮度保持対策の強化の取組みが進展する。

４ 関連事業の進捗状況

Ⅲ　総合評価

　森町は、関連する水産加工業とあわせ、水産業が地域経済の要であることを踏まえると伴
に、地域防災の拠点となる漁港を重要な社会基盤として整備の推進を強く要請している。ま
た、砂原漁業協同組合は、港内混雑の緩和、道内外のイカ釣り外来船の新たな受け入れを進
めると伴に衛生管理対策強化のための施設の早期完成を強く要請している。

該当無し。

４．関連事業の進捗状況

　砂原漁港は、スケトウダラ刺網及びホタテ養殖等の沿岸・養殖漁業の生産・流通拠点であると
伴に、火山噴火に備えた地域の防災拠点漁港としての重要な役割を担っており、漁港内の混雑解
消や衛生管理の強化、災害に強い漁港づくりを推進するための防波堤や岸壁等の整備が急務と
なっている。
　現在までの事業の進捗率は69％であり、残る事業においても事業目的達成のためには必要不可
欠な事業である。
　また、本事業に係る費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性及び経済性は高いと認められることから、事業を継続する必
要がある。

６．事業コスト縮減等の可能性

　防波堤の整備において、消波ブロックの流用等を図ることにより約0.7億円、用地の埋め立
てに泊地等の浚渫土砂を流用することにより約0.2億円などの縮減を行っており、今後も工事
発生材の有効活用、新技術や新工法の導入等による事業コストの縮減に努める。

７．代替案の実現可能性

　平成13年度に砂原漁業協同組合が事業主体となり殺菌海水生成装置の設置とともに、平成
17年度にはスケトウダラ搬出用の容器を木製から合成樹脂製に転換するなど、衛生管理対策
の強化を図ると伴に、カレイ類の活締め出荷の導入等の魚価の安定化とあわせた砂原ブラン
ドの形成を図っている。また、平成24年度には冷凍・製氷施設の整備が予定されている。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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 1,950,788

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

⑥生活環境の改善効果

595,972

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 砂原
サ ワ ラ

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施設の耐用年数

9,431,784

391,156

便
益
の
評

①水産物生産コストの削減効果

②漁獲機会の増大効果

③漁獲可能資源の維持・培養効果

生活環境の向上

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

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

⑥ 環 改善効果

・新ふ頭整備による外来漁船の利用増大に伴う流通・加工産業への経済波及効果
・衛生管理対策による水産物のブランド化に伴う輸出増大効果
・駒ヶ岳噴火災害時の海上避難ルート及び緊急物資輸送手段の確保に伴う地域の安全・安心の
確保

5,736

評
価
項
目
及
び
便
益
額

1.26

環

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

⑨避難・救助・災害対策効果

9,790,180

非常時・緊急時の対処

⑩自然環境保全・修復効果

12,375,436

⑭その他
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（ ）

Ⅰ　基本事項

地区名 臼
ウス

尻
ジリ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

陸揚金額 百万円

１．地区概要

漁港名（種別） 臼尻漁港（第3種）

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 ①関係市町村 函館
ハコダテ

市

漁場名 －

陸揚量 9,997 トン

登録漁船隻数 219 隻 利用漁船隻数 283 隻

1,363

主な漁業種類 大型定置網、コンブ養殖 主な魚種 ｶﾀｸﾁｲﾜｼ、ｺﾝﾌﾞ、ｽｹﾄｳﾀﾞﾗ

漁業経営体数 126 経営体 利用漁業者数 345 人

地区の特徴
臼尻漁港は、北海道渡島半島東部に位置し、道内外のイカ釣り漁業及び定

置網、スケトウダラ刺網、コンブ養殖等の沿岸・養殖漁業の生産・流通拠点
漁港である。

２．事業概要

事業目的
イカ・スケトウダラ等の生産・流通拠点として、荷さばき作業における混

雑解消及び衛生管理の向上を図る岸壁等の改良 生産コストの低減を図る臨

Ⅱ　点検項目

2.23 1.65

臼尻漁港は全国の消費地へ出荷する水産物の生産流通拠点として、衛生管理対策の強化等
が求められている。人工地盤の面積増加等により費用が増加した。また、計画を見直し、岸
壁及び船揚場の改良を取り止めたことにより費用が減少した。

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり7,727,330

総費用の変更の理由

7,506,664

費用便益費(B/C)

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

　衛生管理の強化による漁獲物の付加価値化の便益が増加した。

総便益（千円）

直前の評価 今回の評価

その他費用対効果分析に係る要因の変化

臨港道路の交通量推計について 新の交通センサスデータ（H17）に基づき見直した。ま
た、事業完了年度を変更（平成23年度→平成28年度）した。

3,368,217 4,690,435

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

事業目的 雑解消及び衛生管理の向上を図る岸壁等の改良、生産コストの低減を図る臨
港道路の整備等を行う。

主要工事計画 臨港道路1,069.0m、用地（人工地盤）3,870㎡、-3.5ｍ岸壁（改良）98.0m

既投資事業費 2,296百万円 事業進捗率(%) 53%

事業費 4,352百万円 事業期間 平成14年度～平成28年度
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平成18年度に完成した製氷・貯氷施設（海水氷）とあわせ、荷さばき所の床面改良等
による衛生管理対策の取り組みが推進されている。

（２）その他社会情勢の変化

臼尻漁港の地区人口は平成14年（1,497人）から平成21年（1,232人）までの7年間で265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

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

利用漁業者数は平成14年の418人から平成21年345人に減少している。

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

　当漁港の利用漁船は年間300隻程度で安定的に推移している。

平成23年度までに荷さばき作業や衛生管理の向上等を図る人工地盤、-3.5m岸壁等の整備を
行い、進捗率は事業費ベースで53％である。残事業として、臨港道路の整備を平成28年度の
完了へ向け推進する。

４．関連事業の進捗状況

３．事業の進捗状況

南かやべ漁業協同組合が事業主体となり、平成18年度に製氷・貯氷施設（海水氷）の整備
策 臨 道路

Ⅲ　総合評価

該当無し。

函館市は、水産業が地域の基幹産業であることを踏まえ、重要な社会基盤である漁港の整
備推進を強く要請している。また、南かやべ漁業協同組合は、衛生管理対策の強化のための
施設整備に続き、衛生管理された水産物を迅速に消費者に届けるための臨港道路の整備推進
を強く要請している。

臼尻漁港はイカ釣り漁業及び定置網、刺網、コンブ養殖等の沿岸・養殖漁業の生産・流通拠点
漁港としての重要な役割を担っており、荷さばき作業における混雑解消や衛生管理の向上および
水産物流通の円滑化を図るための岸壁や道路等の整備が急務となっている。

現在までの事業の進捗率は53％であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業に係わる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。

以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められることから、事業を継続する
必要がある。

６．事業コスト縮減等の可能性

岸壁及び船揚場の改良を一部で取り止めることで約2億円の事業費縮減を行った。また、岸
壁の改良においてコスト縮減を図る工法を採用し、約0.2億円の縮減などをしており、今後も
工事発生材の有効活用、新技術・新工法の導入等による事業コストの縮減に努める。

７．代替案の実現可能性

しており、漁港における衛生管理対策の強化を図っている。また、臨港道路については、津
波等の災害時における地区住民の避難路として地域防災計画への位置付けが予定されてい
る。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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

553,285

1,417,400

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

⑥生活環境の改善効果

1,312,796

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 臼尻
ウスジリ

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施設の耐用年数

4,443,849

便
益
の
評

①水産物生産コストの削減効果

②漁獲機会の増大効果

③漁獲可能資源の維持・培養効果

生活環境の向上

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

,

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

⑥ 環 改善効果

・陸上輸送時間の短縮に伴う本州方面の新たな市場開拓による経済効果
・コンブ養殖の技術継承の場の確保

評
価
項
目
及
び
便
益
額

1.65

環

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

⑨避難・救助・災害対策効果

4,690,435

非常時・緊急時の対処

⑩自然環境保全・修復効果

7,727,330

⑭その他

12



（ ）

Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

既投資事業費 3,008百万円 事業進捗率(%) 57%

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

3,160,747

総便益（千円） 5,135,380

費用便益比(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

その他費用対効果分析に係る要因の変化

8,353,597

1.431.62

　計画の見直しにより事業完了年度を変更（平成23年度→平成27年度）した。

直前の評価

　衛生管理施設の追加に伴う漁獲物の付加価値化の効果及び静穏度対策の強化に伴う外来漁
船の避難、災害対策効果に係る便益が増加した。

総費用（千円）

今回の評価

総費用の変更の理由

　江良漁港は、近年の大型の低気圧による越波により、係留漁船等が多くの被害を受けたこ
とから外郭施設の配置を見直し、港内静穏度の向上のために防波堤の改良、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対策施設が必要となり、費用が増加し
た。

5,832,214

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 ①関係市町村 松前町
マツマエ

１．地区概要

－漁港名（種別） 江良漁港（第3種） 漁場名

トン陸揚量 409

地区名 江良地区
  エ    ラ

事業主体 国（北海道開発局）

主な魚種

利用漁業者数

イカ、ホッケ、マグロ

人

登録漁船隻数 186 隻 利用漁船隻数

90漁業経営体数 78 経営体

　江良漁港は、北海道日本海側南部に位置し、周辺海域で操業する道内外のイカ
釣り漁業及びマグロはえ縄等の沿岸漁業の生産流通拠点漁港である。

主要工事計画

２．事業概要

事業目的

　道内外からのイカ釣り漁船の受け入れ能力の向上を図る防波堤等の整備、水産
物の安定的な出荷を可能とするため一時的に蓄養するための岸壁等の整備、ま
た、陸揚げされたスルメイカ等の鮮度保持・衛生管理対策のための岸壁の整備を図
る。

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

西護岸 220.0m、-3.5m岸壁(蓄養) 89.0m、-4.0m岸壁 44.0m

事業費 5,283百万円 事業期間 平成14年度～平成27年度

主な漁業種類 イカ釣り、刺網、はえ縄

257

陸揚金額 134 百万円

隻
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事業評価書（期中の評価）

Ⅲ　総合評価

３．事業の進捗状況

　平成23年度までに漁船の安全利用を図る防波堤等の整備を行い、進捗率は67％である。残
事業としては、水産物の安定供給を図るための蓄養施設、水産物の衛生管理対策等の整備を
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

　平成16年度に松前さくら漁業協同組合が事業主体となり荷捌所を新設している。また、主
要魚種のスルメイカの漁獲量の年変動が大きいことから、漁業収入の安定化を図るため、ナ
マコの種苗放流事業にも取り組んでいる。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　松前町、松前さくら漁業協同組合は、安定して消費者へ水産物を提供できる体制づくりの
ための蓄養施設、衛生管理対策、また、スルメイカ漁業の外来漁船が避難利用をする際、安
全に係留が図られるよう港内静穏度の向上に向けた整備を強く要望している。

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

　当漁港のイカ釣りなどの外来漁船を含むの利用漁船隻数の将来見通しは、274隻と直近
5ヵ年の平均である272隻と同程度で推移しており、今後も同程度の利用が見込まれる。

　江良漁港の地区人口は、平成14年（1,742人）から、平成21年（1,407人）までの7年間で
335人減少している。

　江良漁港は、イカ釣り漁業及びマグロはえ縄等の沿岸漁業の生産流通拠点漁港としての重要な
役割を担っており、外来漁船の受け入れ能力の向上および蓄養機能や衛生管理の強化に向けた防
波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は57％であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業に係る費用便益費は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められることから、事業を継続する
必要がある。

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

（２）その他社会情勢の変化

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

 利用漁業者数は、平成14年の118人から減少（平成21年 90人）している。

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

　隣接漁港での水揚げを江良漁港に集約化することにより、陸揚げ作業における衛生管理
対策を一元化し、安心・安全な水産物の供給体制の確立を図ることとしている。

６．事業コスト縮減等の可能性

　西外防波堤の配置を見直し、港内の西防波堤等を嵩上げすることで代替し、事業費6億円の
縮減を図った。今後も工事発生材の有効活用、新技術・新工法の導入による事業コストの縮
減に努める。

７．代替案の実現可能性

該当無し。
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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）　　　　 3,008百万円 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 江良
　エ　ラ

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

・外来船の利用による漁業外産業への経済波及効果
・陸揚げ拠点港としての集約化による流通業の新規参入、販路拡大効果

⑨避難・救助・災害対策効果

1.43

8,353,597

5,832,214

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

①水産物生産コストの削減効果

⑦漁業外産業への効果

937,979

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

1,077,166

1,244,282

4,853,900

240,270
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（ ）

Ⅰ　基本事項

　久遠漁港は、北海道日本海側南部に位置し、周辺海域で操業する道内外からの
イカ釣り漁業の北海道日本海有数の陸揚げ拠点であり、札幌圏や全国の消費地へ
出荷される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け入れ能力の向上を図る防波堤等の整備、陸揚
げされたスルメイカ等の鮮度保持・衛生管理対策のための岸壁の整備を図る。

主な漁業種類 イカ釣り、刺網

122

陸揚金額 332 百万円

隻

利用漁業者数

イカ、マス

人

登録漁船隻数 32 隻 利用漁船隻数

228漁業経営体数 12 経営体

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 ①関係市町村 せたな町

１．地区概要

－漁港名（種別） 久遠漁港（第3種） 漁場名

トン陸揚量 1,012

地区名 久遠
ク ド ウ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

主な魚種

Ⅱ　点検項目

主要工事計画

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

島防波堤 128.0m、-4.0m岸壁 170.0m

事業費 7,235百万円 事業期間 平成14年度～平成27年度

その他費用対効果分析に係る要因の変化

10,875,513

1.271.73

　計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23年度→平成27年度）した。

直前の評価

　港内静穏度の向上に伴う外来漁船の避難、災害対策効果に係る便益が増加した。

総費用（千円）

今回の評価

総費用の変更の理由

　久遠漁港は、北海道日本海 大のスルメイカの陸揚げ漁港であり、イカ釣り外来漁船から
安全・確実な利用が可能な環境整備が求められている。このため、冬季風浪による越波を軽
減する北防波堤の嵩上げ改良、衛生管理対策を行う-4.0m岸壁の改良が必要となり、費用が増
加した。また、島防波堤整備を一部取り止めることにより費用が減少した。

8,555,082

総便益（千円） 6,694,240

費用便益比(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

既投資事業費 5,303百万円 事業進捗率(%) 73%

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

3,868,156
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事業評価書（期中の評価）

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

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

　利用漁業者は、平成14年の354人から減少（平成21年 228人）している。

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

　平成7年のひやま漁業協同組合の合併以降、流通の効率化を進めており、今後、周辺漁
港からの水産物陸揚げの一部を久遠漁港に集約することにより、流通の効率化を図ること
としている。

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

　当漁港のイカ釣りなどの外来漁船を含む利用漁船隻数の将来見通しは、156隻であり、
直近5ヵ年の平均では、149隻と同程度で推移している。周辺海域で漁場が形成された平成
18年の利用漁船隻数は179隻であることから、今後も同程度の利用が図られるものと見込
まれる。

　久遠漁港の地区人口は、平成14年（644人）から、平成21年（502人）までの7年間で142人
減少している。

３．事業の進捗状況

　平成23年度までに港内静穏度向上のための島防波堤、イカの衛生管理対策を行うための岸
壁等の整備を進めており、進捗率は73％である。残事業としては、静穏度向上のための北防
波堤等の整備を平成27年度完了に向けて推進する。

Ⅲ　総合評価

６．事業コスト縮減等の可能性

　現在までに島防波堤の配置を見直すことにより事業費7億円の縮減を図った。今後も工事発
生材の有効活用、新技術・新工法の導入による事業コストの縮減に努める。

７．代替案の実現可能性

　該当無し。

　久遠漁港は、イカ釣り漁業の流通拠点漁港としての重要な役割を担っており、外来漁船の受け
入れ能力の向上および衛生管理の強化に向けた防波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は73％であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められることから、事業を継続する
必要がある。

　平成16年度にひやま漁業協同組合が事業主体となり、荷捌所を新設し衛生管理対策の取り
組みを推進している。また、漁業収入の安定化を図るため、ナマコの中間育成事業に取り組
んでいる。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　せたな町及びひやま漁業協同組合は、安定的な漁獲量が確保できるイカ漁業は重要な漁業
であり、外来漁船の誘致を図る上で安全に係留が図られるための静穏度の確保、価格を維持
するための衛生管理対策の整備を強く要望。
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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

1,308,908

2,757,383

5,770,404

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

1,038,818

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

・外来船の利用による漁業外産業への経済波及効果
・藻場の造成による二酸化炭素の吸着効果

⑨避難・救助・災害対策効果

1.27

10,875,513

8,555,082

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

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 久遠
ク ド ウ

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
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（ ）

Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

　寿都漁港は、北海道日本海中部の寿都湾に位置し、ホッケ定置網等の沿岸漁
業、ホタテ養殖業の生産拠点及び周辺漁港から水産物が集約され、全国の消費地
へ出荷される日本海有数の水産物流通拠点漁港である。

主要工事計画

事業目的
日本海のホッケ等の陸揚げ集約拠点漁港として衛生管理対策のための岸壁等の

整備、集約された水産物の一時的に蓄養する施設の整備、また、静穏度の向上に
よる陸揚げ作業の効率化のための防波堤等の整備を図る。

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

-3.5m岸壁（南） 160.0m、北外防波堤 140.0m、蓄養水面 4,650㎡

事業費 8,092百万円 事業期間 平成14年度～平成28年度

主な漁業種類 定置網、ホタテ養殖、イカ釣り

114

陸揚金額 565 百万円

隻

利用漁業者数

ホッケ、イカ、ホタテ

人

登録漁船隻数 90 隻 利用漁船隻数

358漁業経営体数 59 経営体

地区の特徴

主な魚種

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 ①関係市町村 寿都
ス ッ ツ

町

１．地区概要

－漁港名（種別） 寿都漁港（第3種） 漁場名

トン陸揚量 5,430

地区名 寿都
ス ッ ツ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

その他費用対効果分析に係る要因の変化

11,235,408

1.202.02

　計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23年度→平成28年度）する。

直前の評価

　衛生管理施設の追加に伴う漁獲物の付加価値化の効果及び作業環境改善に係る便益が増加
した。

総費用（千円）

今回の評価

総費用の変更の理由

　寿都漁港は、日本海 大のホッケの陸揚げ拠点漁港であることから、周辺漁港を含めて取
り扱いを集約し、流通拠点としての機能を強化することが求められている。このため、衛生
管理対策や養殖作業用地の整備等を追加することにより費用が増加した。

9,389,009

既投資事業費 5,812百万円 事業進捗率(%) 72%

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

4,859,816

総便益（千円） 9,797,520

費用便益比(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
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事業評価書（期中の評価）

Ⅲ　総合評価

　該当無し。

　寿都漁港は、ホッケ定置網等の沿岸漁業、ホタテ養殖業の生産流通拠点漁港としての重要な役
割を担っており、衛生管理や蓄養機能の強化や陸揚げ作業の効率化のための静穏度向上に向けた
防波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は72％であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められることから、事業を継続する
必要がある。

７．代替案の実現可能性

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

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

　利用漁業者数は、平成14年の297人から増加（平成21年 358人）している。

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

　蓄養施設の配置を見直し、中突堤等の整備を取り止め、事業費2億円の縮減を図った。今後
も工事発生材の有効活用、新技術・新工法の導入による事業コストの縮減に努める。

　寿都漁港地区人口は、平成14年（2,573人）から、平成21年（2,144人）までの7年間で430
人減少している。

３．事業の進捗状況

　平成23年度までに港内静穏度の向上を図るための北防波堤の整備、水産物の衛生管理対策
のための-3.5m岸壁の整備を行い、進捗率は72％である。残事業としては、荒天時に安定的に
水産物を出荷するための蓄養施設、衛生管理対策のうち未了の-3.0m岸壁等の整備を平成28年
度完了に向けて推進する。

４．関連事業の進捗状況

　平成15年に寿都漁業協同組合が主体となり、荷捌所を新設し衛生管理対策を進めており、
また、水産資源の回復のため、水産生物の生息場となる藻場の回復のための磯焼け対策に取
り組んでいる。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　寿都町、寿都漁業協同組合は、町内に多くの水産加工場があり、原料となる水産物の安全
性の確保のための衛生管理対策、安定供給を図るための一時的な水産物の蓄養施設の整備の
推進を強く要望。

　安定的な漁業所得を確保するため、ホタテ養殖漁業の拡大が進んでいる。

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

当漁港の利用漁船隻数は、当初の想定隻数（181隻）に対して、直近5ヵ年の平均で144
隻と少ないが、周辺海域でイカ漁場が形成された平成17年は、179隻であったことから、
今後も同程度の利用は図られるものと推測する。想定漁獲量（4,637t）に対しても既に
1,000t程度上回る状況にあり、衛生管理対策、一時的な蓄養施設の整備により、漁獲物の
付加価値化等による金額の上昇も見込まれる。

６．事業コスト縮減等の可能性
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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

2,594,789

7,296,058

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

1,344,561

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

・藻場の造成による二酸化炭素の吸着効果
・陸揚げ拠点港としての集約化による流通業の新規参入、販路拡大効果

⑨避難・救助・災害対策効果

1.20

11,235,408

9,389,009

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

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 寿都
ス ッ ツ

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
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（ ）

Ⅰ　基本事項

陸揚金額 344 百万円

隻

利用漁業者数

イカ、カレイ

人

登録漁船隻数 135 隻

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 ①関係市町村 積丹
シャコタン

町

利用漁船隻数

140漁業経営体数 52 経営体

地区の特徴
美国漁港は、北海道日本海中部に位置し、周辺海域で操業する道内外のイカ釣

り漁業、刺し網及び磯根漁業等の沿岸漁業の生産拠点漁港である。

２．事業概要

事業目的
道内外のイカ釣り漁船の受け入れ能力の向上を図る防波堤等の整備、イカ等の

鮮度保持・衛生管理対策のための岸壁の整備を図る。

162

地区名 美国
ビ ク ニ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

主な魚種

１．地区概要

－漁港名（種別） 美国漁港（第3種） 漁場名

トン陸揚量 948

主な漁業種類 イカ釣り、刺網

Ⅱ　点検項目

その他費用対効果分析に係る要因の変化

9,381,333

1.441.64

　計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23年度→平成28年度）した。

主要工事計画 北防波堤（改良）273.0m、-3.0m岸壁（改良）125.0m

事業費 6,027百万円 事業期間

直前の評価

静穏度対策を強化したことに伴い、生命・財産保全・防御効果、避難・救助・災害対策効
果に係る便益が増加した。

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

平成14年度～平成28年度

既投資事業費 3,522百万円 事業進捗率(%) 58%

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり総便益（千円） 6,724,782

費用便益比(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

4,090,103総費用（千円）

今回の評価

総費用の変更の理由

美国漁港は、イカ釣り漁業等の生産拠点であることから、港内静穏度を確保し、漁業活動
等の安全を確保する施設整備が求められている。このため、護岸、防波堤の改良が必要とな
り費用が増加した。また、計画の見直しにより一部の用地、岸壁の整備を取り止めることに
より、費用が減額した。

6,514,099
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事業評価書（期中の評価）

２．漁業情勢、社会経済情勢の変化

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

　平成16年の東しゃこたん漁業協同組合合併以降、流通の効率化を進めており、今後、周
辺の漁港との機能分担を行い、流通の効率化を図ることとしている。

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

　当漁港のイカ釣りなどの外来漁船を含む利用漁船隻数の将来見通しは、直近5ヵ年の平
均の168隻としており、今後も同程度の利用が見込まれる。

平成23年度までに流通の効率化を図るための道路、また、平成16年の大型低気圧による漁
船等の被害のため北護岸の改良を行い、進捗率は58％である。残事業としては、引き続き漁
船利用の安全性向上を図る北防波堤、衛生管理対策のための-3.0m岸壁の改良を平成28年度完
了に向けて推進する。

（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

美国漁港地区人口は、平成14年（1,848人）から、平成21年（1,542人）までの7年間で306
人減少している。

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

　利用漁業者数は、平成14年の130人から増加（平成21年 140人）している。

３．事業の進捗状況

Ⅲ　総合評価

　美国漁港は、イカ釣り漁業、刺網及び磯根漁業等の沿岸漁業の生産拠点漁港としての重要な役
割を担っており、外来漁船の受け入れ能力の向上および衛生管理の強化に向けた防波堤や岸壁等
の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は58％であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高いと認められることから、事業を継続する
必要がある。

６．事業コスト縮減等の可能性

該当無し。

積丹町、東しゃこたん漁業協同組合は、積丹町において漁業は重要な産業であり、そのた
め、波及効果の大きいイカ釣り漁船の誘致のため荒天時の安全性の向上、また、漁港の衛生
管理対策の整備を強く要望。

周辺漁港との機能分担により、一部用地や岸壁の整備を取り止め約11億円の事業費縮減を
行っている。今後も工事発生材の有効活用、新技術・新工法の導入による事業コストの縮減
に努める。

４．関連事業の進捗状況

平成20年度積丹町・東しゃこたん漁業協同組合が主体となり、荷捌所の改良により衛生管
理対策に取り組んでいる。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

了 向けて推進する。
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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

757,375

4,881,897

1,285,671

187,213

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

2,269,177

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

・外来船の利用による漁業外産業への経済波及効果
・陸揚げ拠点港としての集約化による流通業の新規参入、販路拡大効果

⑨避難・救助・災害対策効果

1.44

9,381,333

6,514,099

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

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 美国
ビ ク ニ

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
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（ ）

Ⅰ　基本事項

主な漁業種類 サケ定置網、採藻、かご

地区の特徴
　庶野漁港は、えりも岬東部海域を主漁場とするサケ定置網、磯根漁業等の
沿岸漁業の生産・流通拠点、また、えりも岬周辺海域で操業、航行する漁船
の避難拠点漁港である。

２．事業概要

　えりも岬周辺海域で操業、航行する漁船の避難拠点として、港内静穏度の

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 えりも町

陸揚金額 1,975 百万円

地区名 庶野
ショヤ

地区 事業主体

１．地区概要

漁港名（種別） 庶野漁港（第4種） 漁場名 －

登録漁船隻数

335漁業経営体数 188

陸揚量 5,305 トン

経営体 利用漁業者数 人

172 隻181 隻 利用漁船隻数

主な魚種 サケ、コンブ、ツブ

Ⅱ　点検項目

主要工事計画

事業目的

　えりも岬周辺海域で操業、航行する漁船の避難拠点として、港内静穏度の
確保を図る防波堤等の整備、サケ定置網漁業等の生産・流通拠点として生産
から陸揚げ・流通に至る総合的な衛生管理の強化を図る岸壁等の整備等を行
う。

事業費 5,781百万円 事業期間

既投資事業費 2,574百万円 事業進捗率(%) 45%

総便益（千円） 6,334,303 8,685,519

今回の評価

6,025,846

平成14年度～平成28年度

西護岸(改良)340.0ｍ、用地(人工地盤)4,200㎡、-3.5ｍ岸壁(改良)177.0ｍ

直前の評価

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

3,352,863

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年度→平成28年度）した。

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

　救難・救助・災害対策効果及び衛生管理施設の追加に伴う漁獲物付加価値化等の便益が増
加した。

1.89 1.44

総費用の変更の理由

　庶野漁港は、国民の水産物に対する安全・安心への高まりを踏まえ、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、人工地盤等の衛生管理施設
の整備等が新たに必要となり費用が増加した。また、計画を見直し蓄養施設の取止めにより
費用が減少した。

費用便益比(B/C)
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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

　漁業者による漁船施設（殺菌海水、フローアイス等）の導入やえりも漁業協同組合によ
る衛生管理に対応した荷捌所の新設が計画されており、漁獲物の衛生・鮮度管理への取組
みが着実に進んでいる。

　水産物品質向上のために、平成18年以降から漁業者による漁船施設（殺菌海水、フローア

（２）その他社会情勢の変化

　庶野漁港地区人口は、平成14年の844人から、平成21年の750人までの7年間で94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

　利用漁業者数は平成14年の314人から増加（平成21年335人）している。

３．事業の進捗状況

４．関連事業の進捗状況

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

　地元利用漁船隻数は、平成14年の148隻から周辺海岸を利用していた漁船が漁港整備の
推進により新たに漁港利用可能となり、平成28年には160隻と見込まれる。

平成23年度までに、避難機能の確保を図る防波堤の改良及び泊地の整備を行い、進捗率は
45%である。残事業として、港内静穏度対策の強化を図るべく残る防波堤の改良及び衛生管理
の強化に向けた人工地盤等の整備を平成28年度完了に向けて推進する。

Ⅲ　総合評価

　庶野漁港は、サケ定置網、磯根漁業等の沿岸漁業の生産・流通拠点、また、えりも岬周辺海域
で操業、航行する漁船の避難拠点漁港としての重要な役割を担っており、漁港内の静穏度確保お
よび衛生管理の強化に向けた防波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は45%であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性及び経済性は高いと認められることから、事業を継続する必
要がある。

７．代替案の実現可能性

　水産物品質向上のために、平成18年以降から漁業者による漁船施設（殺菌海水、フロ ア
イス等）が導入されている他、えりも漁業協同組合では平成26年までに衛生管理に対応した
荷捌所新設を計画している。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　該当無し。

　えりも町及びえりも漁業協同組合では水産業を核とした地域振興が重要として、漁港での
衛生管理対策に加え、漁業作業用地の不足を解消及び津波からの一時避難場所としても活用
する人工地盤等の整備を強く要望。

６．事業コスト縮減等の可能性

　計画の見直しにより、蓄養施設整備を取止め約17億円の事業費縮減を行った。今後も工事
発生材の有効活用、新技術・新工法の導入による事業コストの縮減に努める。
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1,996,586

便
益
の
評

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生活環境の向上

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 庶野
ショヤ

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施設の耐用年数

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

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 2,723,792

③漁獲可能資源の維持・培養効果

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

6,025,846

8,685,519

・ 人工地盤を活用した津波来襲時の一時避難場所の確保

3,965,141

評
価
項
目
及
び
便
益
額

⑥ 環 改善効果

1.44

環

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

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

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

非常時・緊急時の対処
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（ ）

Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

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

総便益（千円） 15,471,958 16,423,656

総費用の変更の理由

落石漁港は、根室海域におけるサケ・タコ・コンブ等の流通拠点として、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。このため衛生管理対策施設の整
備により費用が増加した。また、計画を見直し防波堤の整備を一部取り止め、費用が減少し
た。

費用便益費(B/C)

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

直前の評価 今回の評価

落石漁港における漁獲量増加に伴い衛生管理強化による水産物の付加価値化の効果にかか
る便益が増加した。

その他費用対効果分析に係る要因の変化

6,772,480 12,186,579

2.28 1.35

　計画の見直しにより、事業完了年度を変更（平成23年度→平成28年度）した。

地区名 落石
オチイシ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

陸揚金額 3,055 百万円

１．地区概要

漁港名（種別）

登録漁船隻数 178 隻 利用漁船隻数 198 隻

落石漁港（第3種） 漁場名 －

陸揚量 9,251 トン

主な漁業種類 流し網、定置網、採藻、タコかご

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 ①関係市町村 根室市
ネムロ

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

事業費 10,500百万円 事業期間 平成14年度～平成28年度

既投資事業費 8,094百万円 事業進捗率(%)

主な魚種 サケ、タコ、コンブ

漁業経営体数 114 経営体 利用漁業者数 203 人

77%

地区の特徴
落石漁港は、北海道根室半島に位置し、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、サンマ棒受網漁業及びサケ
定置網、タコかご、コンブ等の沿岸漁業の生産・流通拠点漁港である。

２．事業概要

事業目的

サケ、タコ、コンブ等の生産・流通拠点としての役割を果たすため、生産
から陸揚げ・流通に至る総合的な衛生管理を図るための岸壁等の整備、安定
した出荷を可能とするため、港内水域を活用した蓄養機能の充実を図るため
の防波堤等の整備を行う。

主要工事計画
【落石地区】-4.0m岸壁（改良）100.0ｍ、-2.5m物揚場590.0ｍ、【浜松地
区】南防波堤60.0ｍ
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Ⅲ　総合評価

該当無し。

４．関連事業の進捗状況

根室市及び落石漁業協同組合では、衛生管理対策関連施設の整備、浜松地区の蓄養機能を
十分に発揮させるための施設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

出荷調整のための一時蓄養を同漁港の浜松地区を活用し整備することで、安定した出
荷が見込まれる。

（２）その他社会情勢の変化

落石漁港地区人口は、平成14年（741人）から、平成21年（674人）までの7年間で67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

利用漁業者数は平成14年以降、200人から300人程度の範囲で推移している。また漁業
者育成のための取組みを継続的に実施しており、毎年新規参入者は1～2名確保されてい
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

落石漁港は、サケ・マス流し網漁業、サンマ棒受網漁業及びサケ定置網、タコかご、コンブ等
の沿岸漁業の生産・流通拠点漁港としての重要な役割を担っており、衛生管理や蓄養機能の強化
に向けた岸壁等の整備が急務となっている。

現在までの事業の進捗率は77%であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
以上の結果より、本事業の必要性、経済性は高いと認められることから、事業を継続する必要

がある。

６．事業コスト縮減等の可能性

工事発生材の有効活用により約0.5億円の縮減を行っている。今後も新技術・新工法の導入
等による事業コストの縮減に努める。

７．代替案の実現可能性

落石漁業協同組合が事業主体となり、平成20年に魚箱倉庫及び燃油タンク施設の整備を
行っており、引き続き製氷冷凍施設の改修を予定している。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

３．事業の進捗状況

平成23年度までに、越波対策等の防波堤改良、衛生管理対策施設の整備を行い、進捗率は
77%である。残事業として、岸壁の改良、浜松地区における蓄養機能の強化のための整備を平
成28年度完了に向けて推進する。

落石漁業協同組合では独自に衛生管理講習会の開催や衛生管理マニュアルの作成等を
行っており、漁業者の衛生管理に対する意識向上が図られ、漁獲物への衛生・鮮度管理
への取組みが着実に進んでいる。
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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

その他

⑪景観改善効果

869,321

⑫地域文化保全・継承効果

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 落石
オチイシ

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施設の耐用年数

評価項目

水産物の生産性向上

便益額（現在価値化)

⑩自然環境保全・修復効果

⑦漁業外産業への効果

⑧生命・財産保全・防御効果

⑨避難・救助・災害対策効果
非常時・緊急時の対処

⑥生活環境の改善効果

④漁獲物付加価値化の効果 5,122,082

・多層係留の解消による津波避難の円滑化効果
・地産地消の推進及び漁業体験学習の場の確保

9,498,683

933,570

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

③漁獲可能資源の維持・培養効果

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

生活環境の向上

地域産業の活性化

自然保全・文化の継承

16,423,656

⑭その他

1.35

12,186,579

⑬漁港利用者の利便性向上効果
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（ ）

Ⅰ　基本事項

地区の特徴
　東浦漁港は、オホーツク海北部海域のホタテ底曳き漁業等の生産・流通拠
点であるとともに、宗谷海峡で操業、航行する漁船の避難拠点である。

２．事業概要

事業目的
　ホタテの生産拡大体制の確立及び衛生管理の向上を図る岸壁等の整備、荒
天時にも安全な漁船避難が可能となるよう港内静穏度を確保する防波堤等の
整備を図る。

主な漁業種類 小型底引き、サケ定置網 主な魚種 ホタテ、サケ、タコ

漁業経営体数 19 経営体 利用漁業者数 79

登録漁船隻数 42 隻 利用漁船隻数 57 隻

東浦漁港（第4種） 漁場名 －

人

陸揚量 13,100 トン

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 ①関係市町村 稚内
ワッカナイ

市

地区名 東浦
ヒガシウラ

地区 事業主体 国（北海道開発局）

陸揚金額 1,140 百万円

１．地区概要

漁港名（種別）

Ⅱ　点検項目

既投資事業費 4,488百万円 事業進捗率(%) 90%

※別紙「費用対効果分析集計表」のと
おり

事業費 5,008百万円 事業期間 平成14年度～平成27年度

8,953,146

整備を図る。

主要工事計画 島防波堤59.7m、-3.0ｍ岸壁（改良）120.0m、道路（改良）876.6m

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

直前の評価 今回の評価

その他費用対効果分析に係る要因の変化

　事業完了年度（平成23年度→平成27年度）を変更した。

2,757,704 6,145,880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

　岸壁の整備による漁獲量増大効果、衛生管理対策施設の追加による漁獲物の付加価値化効
果等の便益が増加した。また、小型漁船用係留施設の取り止めによる作業効率向上の効果を
削除した。

総便益（千円） 4,852,542

1.76 1.46

　東浦漁港はホタテ地撒き漁業の拠点として漁船を大型化し増産を図ると伴に衛生管理の強
化が求められている。このため、大型漁船が陸揚げできる岸壁の静穏度や衛生管理の向上を
図る岸壁の改良等により費用が増額となった。また、小型漁船用の係留施設の取り止めによ
り費用が減少した。

費用便益費(B/C)

総費用の変更の理由
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３．事業の進捗状況

　平成23年度までにホタテ陸揚げの効率化等を図る-3.5m岸壁関連施設、衛生管理の向上等を
図る-3.0m岸壁の改良等の整備を行い、進捗率は90％である。残事業として、港内静穏度の向
上を図る防波堤の整備等を平成27年度の完了へ向け推進する。

（２）その他社会情勢の変化

　東浦漁港の地区人口は93人（H14港勢調査）から68人（H21港勢調査）まで、7年間で25人の
減少が見られる。

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

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

　当漁港の利用漁船は年間60隻程度で安定的に推移している。ホタテ漁船については平
成18年度に在籍する全船が大型化を完了した。現在はホタテ以外の漁船の内、老朽化が
進行した漁船から随時、新造船への切り替えも進められている。

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

利用漁業者数は平成14年の62人から平成21年の79人に増加している。

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

　本地区はホタテ底曳き漁業を主体としており、漁船の大型化による漁獲効率向上とあ
わせ、ホタテ種苗の地撒き量を増加させることにより、増産体制の構築に取り組んでき
た。漁船の大型化に対応した岸壁の供用開始により、増産体制構築の推進が図られる。

Ⅲ　総合評価

　東浦漁港はホタテ底曳き漁業等の生産・流通拠点であると伴に、宗谷海峡で操業・航行する漁
船の避難拠点漁港としての重要な役割を担っており、ホタテ生産拡大体制の確立や衛生管理、漁
船避難が可能となるよう港内静穏度の確保に向けた防波堤や岸壁等の整備が急務となっている。
　現在までの事業の進捗率は90％であり、残る事業においても、事業目的達成のためには必要不
可欠な事業である。
　また、本事業にかかる費用便益比は1.0を超えており、経済効果も確認されている。
　以上の結果より、本事業の必要性および経済性は高い認められることから、事業を継続する必
要がある。

６．事業コスト縮減等の可能性

　効率的な漁港利用の見直しにより、小型船用の係留施設の整備を取り止めることで約6億円
の事業費縮減を図った。また、防波堤の改良整備において、流用ブロックを消波工に活用す
ることで約0.7億円の工事費の縮減などを行っており、今後も工事発生材の有効活用、新技
術・新工法の導入等による事業コストの縮減に努める。

７．代替案の実現可能性

　平成17年度に宗谷漁業協同組合が事業主体となり、輸送車両の大型化に対応したトラック
スケールの整備を行っており、ホタテの増産体制の構築とあわせ、効率的な陸上輸送体制の
強化を図っている。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　稚内市は、関連する水産加工業とあわせ、水産業が地域経済の要であることを踏まえ、重
要な社会基盤である漁港の整備推進を強く要請している。また、宗谷漁業協同組合は、衛生
管理対策強化のための施設整備に続き、荒天時にも漁船が安全に避難利用可能となるような
港内静穏度を確保する整備を強く要請している。

該当無し。

４．関連事業の進捗状況
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円生活環境の向上

2,115,339

1,989,364

便
益
の
評

①水産物生産コストの削減効果

②漁獲機会の増大効果

③漁獲可能資源の維持・培養効果

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 東浦
ヒガシウラ

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施設の耐用年数

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

⑥生活環境の改善効果

125,723

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 416,332

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

⑩自然環境保全・修復効果

8,953,146

⑭その他

1.46

環

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

⑨避難・救助・災害対策効果

6,145,880

非常時・緊急時の対処

・道路の老朽化対策による騒音振動の低減効果
・水産加工原料の増産確保による経済波及効果
・ホタテ生産量の増大に伴う地産地消の拡大効果

4,306,388

評
価
項
目
及
び
便
益
額

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

⑥ 環 改善効果
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