
○　道が実施する開発公共事業等に関する説明

整 理
番 号 漁場名 実施場所 事業内容 全体事業費 事業費 事業費

（百万円） （千円） （千円） 進捗率

水産環境整備事業 松前小島 松前町沖合 魚礁設置 H24 ～ H33 1,096 魚礁 9,639.0空m
3 185,000 魚礁 9,585.0空m

3 167,643 17%

　　56,000空m
3 　魚礁工 357個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 355個 （ＦＰ魚礁）

　施工管理 1式 　施工管理 1式

水産環境整備事業 松前大沢 松前町沖合 着定基質（産卵礁） H24 ～ H26 174 深浅測量 1式 10,000 深浅測量 1式 3,996

　　2.8ha 漁場設計 1式 漁場設計 1式

進捗率

水産環境整備事業 知内小谷石 知内町沖合 魚礁設置 H24 ～ H33 1,008 魚礁 6,986.0空m
3 120,000 魚礁 6,986.0空m

3 113,925 12%

　　56,000空m
3 　魚礁工 122個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 122個 （ＦＰ魚礁） .

4基 （スリースターリーフ） 4基 （スリースターリーフ）

進捗率

水産環境整備事業 知内涌元 知内町沖合 魚礁設置 H24 ～ H33 1,064 魚礁 6,995.64空m
3 130,000 魚礁 11,561.28空m

3 216,028 21%

　　56,000空m
3 　魚礁工 229個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 368個 （ＦＰ魚礁）

4基 （ピラミッド型魚礁） 8基 （ピラミッド型魚礁）

進捗率

水産環境整備事業 木古内釜谷 木古内町沖合 魚礁設置 H24 ～ H33 1,088 魚礁 6,992.0空m
3 130,000 魚礁 6,992.0空m

3 122,115 12%

　　56,000空m
3 　魚礁工 176個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 176個 （ＦＰ魚礁）

4基 （スリースターリーフ） 4基 （スリースターリーフ）

水産環境整備事業 北斗はまなす 北斗市沖合 着定基質（産卵礁） H24 ～ H28 678 漁場設計 1式 5,000 漁場設計 1式 1,942

     11.4ha

進捗率

水産環境整備事業 函館住吉 函館市沖合 魚礁設置 H24 ～ H33 1,096 魚礁 6,966.0空m
3 140,000 魚礁 10,449.0空m

3 199,500 19%

　　56,000空m
3 　魚礁工 258個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 387個 （ＦＰ魚礁）

進捗率

水産環境整備事業 函館銭亀 函館市沖合 魚礁設置 H24 ～ H33 1,168 魚礁 9,135.7空m
3 190,000 魚礁 9,135.7空m

3 177,030 16%

　　56,000空m
3 　魚礁工 434個 （円筒型魚礁） 　魚礁工 434個 （円筒型魚礁）

（注意） 予定の事業費は、５百万円単位で記載しています。　実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。
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整 理
番 号 漁場名 実施場所 事業目的 全体事業費 事業費 事業費

（百万円） （千円） （千円）

水産環境整備事業 根崎入舟 函館市沖合 着定基質（囲い礁） H24 ～ H30 439 漁場設計 1式 5,000 漁場設計 1式 1,630

　　3.8ha

水産環境整備事業 戸井西部 函館市沖合 着定基質（囲い礁） H24 ～ H28 468 深浅測量 1式 10,000 深浅測量 1式 4,981

      4.0ha 漁場設計 1式 漁場設計 1式

水産環境整備事業 恵山女那川 函館市沖合 着定基質（単体礁） H24 ～ H26 99 漁場設計 1式 5,000 漁場設計 1式 1,613

　　1.4ha

（浜町工区） （浜町工区）

広域漁港（一般） 東戸井 函館市浜町 着定基質設置 H15 ～ H24 574 着定基質 0.27ha 50,000 着定基質 0.27ha 41,895 漁場完成

地先 　　3.15ha 　石材工 2,430m
3 （大割石） 　石材工 2,430m

3 （大割石）

　囲いブロック工 144個 （ＳＧブロック） 　囲いブロック工 144個 （ＳＧブロック）

地域水産物（特定） 森砂原 森町沖合 魚礁設置 H22 ～ H24 248 魚礁 1,971.0空m
3 50,000 魚礁 1,971.0空m

3 35,910 漁場完成

　　14,000空m
3 　魚礁工 73個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 73個 （ＦＰ魚礁）

進捗率

農山漁村整備 渡島砂原 森町字砂原 着定基質設置 H23 ～ H27 350 着定基質 0.54ha 60,000 着定基質 0.53ha 61,163 40%

交付金 地先 　　2.46ha 　産卵礁工 265個 （アルガベースⅠ） 　産卵礁工 262個 （アルガベースⅠ）

進捗率

農山漁村整備 八雲 八雲町字山越 着定基質設置 H23 ～ H25 126 着定基質 0.5ha 50,000 着定基質 0.60ha 56,774 60%

交付金 地先 　　1.0ha 　石材工 4,460m
3 （大割石） 　石材工 5,320m

3 （大割石）

　囲いブロック工 132個 （ＳＧブロック） 　囲いブロック工 164個 （ＳＧブロック）

（注意） 予定の事業費は、５百万円単位で記載しています。　実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。
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○　道が実施する開発公共事業等に関する説明

（平成２４年度補正）

整 理
番 号 漁場名 実施場所 事業内容 全体事業費 事業費 事業費

（百万円） （千円） （千円） 進捗率

水産環境整備事業 松前小島 松前町沖合 魚礁設置 H24 ～ H31 1,096 魚礁 8,235空m
3 155,000 魚礁 8,235空m

3 149,846 32%

　　56,000空m
3 　魚礁工 305個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 305個 （ＦＰ魚礁）

　施工管理 1式 　施工管理 1式

進捗率

水産環境整備事業 松前大沢 松前町沖合 着定基質（産卵礁） H24 ～ H26 174 産卵礁 1.32ha 85,000 産卵礁 1.44ha 84,179 51%

　　2.8ha 　産卵礁工 250基 （円形セピア） 　産卵礁工 273基 （円形セピア）

　施工管理 1式 　施工管理 1式

進捗率

水産環境整備事業 知内小谷石 知内町沖合 魚礁設置 H24 ～ H31 1,008 魚礁 6,986.0空m
3 120,000 魚礁 6,986.0空m

3 115,637 25%

　　56,000空m
3 　魚礁工 122個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 122個 （ＦＰ魚礁）

4基 （スリースターリーフ） 4基 （スリースターリーフ）

進捗率

水産環境整備事業 知内涌元 知内町沖合 魚礁設置 H24 ～ H31 1,064 魚礁 4,808.7空m
3 95,000 魚礁 4,943.64空m

3 93,660 29%

　　56,000空m
3 　魚礁工 148個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 153個 （ＦＰ魚礁）

4基 （ピラミッド型魚礁） 4基 （ピラミッド型魚礁）

進捗率

水産環境整備事業 木古内釜谷 木古内町沖合 魚礁設置 H24 ～ H31 1,088 魚礁 6,992空m
3 140,000 魚礁 6,992空m

3 134,348 25%

　　56,000空m
3 　魚礁工 176個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 176個 （ＦＰ魚礁）

4基 （スリースターリーフ） 4基 （スリースターリーフ）

生物調査 1式 生物調査 1式

進捗率

水産環境整備事業 函館住吉 函館市沖合 魚礁設置 H24 ～ H31 1,096 魚礁 3,483空m
3 75,000 魚礁 3,483空m

3 68,492 29%

　　56,000空m
3 　魚礁工 129個 （ＦＰ魚礁） 　魚礁工 129個 （ＦＰ魚礁）

進捗率

水産環境整備事業 函館銭亀 函館市沖合 魚礁設置 H24 ～ H31 1,168 魚礁 4,841.5空m
3 100,000 魚礁 5,557.2空m

3 111,615 26%

　　56,000空m
3 　魚礁工 230個 （円筒型魚礁） 　魚礁工 264個 （円筒型魚礁）

進捗率

水産環境整備事業 根崎入舟 函館市沖合 着定基質（囲い礁） H24 ～ H30 439 囲い礁 0.72ha 50,000 囲い礁 0.72ha 47,880 19%

　　3.8ha 石材工 4,320ｍ
３ （中割石） 石材工 4,320ｍ

３ （中割石）

（注意） 予定の事業費は、５百万円単位で記載しています。　実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。
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整 理
番 号 漁場名 実施場所 事業目的 全体事業費 事業費 事業費

（百万円） （千円） （千円） 進捗率

水産環境整備事業 恵山女那川 函館市沖合 着定基質（単体礁） H24 ～ H26 99 単体礁 0.7ha 50,000 単体礁 0.78ha 45,959 56%

　　1.4ha 　増殖礁工 202個 （SSKウニ礁） 　増殖礁工 218個 （SSKウニ礁）

（注意） 予定の事業費は、５百万円単位で記載しています。　実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。

№２

事業名
全体事業計画 Ｈ２５年度 予定 Ｈ２５年度 実績

事業期間 事業内容 事業内容
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