
〇　道が実施する開発公共事業等に関する説明

No.1

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）

北海道津軽 水産環境整備事業 松前小島 松前町沖合 魚礁設置 24 ～ 33 1,224 魚礁 6,858.0空m3 170,000 魚礁 6,993.0空m3 164,615 進捗率(%)

海峡 　63,000空m3 　魚礁工 254個 （FP魚礁） 　魚礁工 259個 （FP魚礁） 92.9

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 原口藻場 松前町 防波堤設置 30 ～ 32 215 防波堤 75m 140,000 防波堤 90m 146,597 進捗率(%)

海峡 原口地先 　110m 　本体工 329個 （ｼｪｰｸﾌﾞﾛｯｸ） 　本体工 369個 （ｼｪｰｸﾌﾞﾛｯｸ） 81.8

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 福島沖 福島町沖合 魚礁設置 29 ～ 33 396 魚礁 6,426.0空m3 150,000 魚礁 6,642.0空m3 149,248 進捗率(%)

海峡 　17,500空m3 　魚礁工 238個 （FP魚礁） 　魚礁工 246個 （FP魚礁） 75.6

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 知内小谷石 知内町沖合 魚礁設置 24 ～ 33 1,027 魚礁 8,390.0空m3 190,000 魚礁 8,849.0空m3 195,212 漁場完成

海峡 　56,000空m3 　魚礁工 174個 （FP魚礁） 　魚礁工 191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）

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 知内涌元 知内町沖合 魚礁設置 24 ～ 33 1,329 魚礁 3,917.64空m3 100,000 魚礁 4,025.64空m3 100,045 進捗率(%)

海峡 　63,000空m3 　魚礁工 114個 （FP魚礁） 　魚礁工 118個 （FP魚礁） 92.1

4基 （ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ） 4基 （ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ）

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 木古内釜谷 木古内町 魚礁設置 24 ～ 32 1,034 魚礁 6,425.0空m3 170,000 魚礁 6,992.0空m3 169,576 漁場完成

海峡 沖合 　56,000空m3 　魚礁工 155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）

施工管理 1式 施工管理 1式

（ゼロ国）

北海道津軽 水産環境整備事業 渡島釜谷 木古内町 魚礁設置 26 ～ 33 1,170 魚礁 9,692.0空m3 230,000 魚礁 9,989.0空m3 229,738 進捗率(%)

海峡 沖合 　56,000空m3 　魚礁工 276個 （FP魚礁） 　魚礁工 287個 （FP魚礁） 86.1

4基 （ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ） 4基 （ｽﾘｰｽﾀｰﾘｰﾌ）

施工管理 1式 施工管理 1式

（茂辺地工区） （茂辺地工区）

北海道津軽 水産環境整備事業 北斗はまなす 北斗市沖合 着定基質設置 24 ～ 33 823 着定基質 0.79ha 70,000 着定基質 0.99ha 80,916 進捗率(%)

海峡 　11.4ha 　産卵礁工 153基 （円形セピア） 　産卵礁工 191基 （円形セピア） 69.7

施工管理 1式 施工管理 1式

（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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〇　道が実施する開発公共事業等に関する説明

No.2

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） 生物調査 1式 （千円） 生物調査 1式 （千円）

北海道津軽 水産環境整備事業 函館住吉 函館市沖合 魚礁設置 24 ～ 33 1,149 魚礁 4,104.0空m
3 120,000 魚礁 4,509.0空m

3 116,749 進捗率(%)

海峡 　56,000空m
3 　魚礁工 152個 （FP魚礁） 　魚礁工 167個 （FP魚礁） 87.1

施工管理 1式 施工管理 1式

（ゼロ国）

北海道津軽 水産環境整備事業 函館銭亀 函館市沖合 魚礁設置 24 ～ 33 1,280 魚礁 5,704.55空m
3 150,000 魚礁 5,936.10空m

3 149,948 進捗率(%)

海峡 　56,000空m
3 　魚礁工 271個 （円筒型魚礁） 　魚礁工 282個 （円筒型魚礁） 89.4

施工管理 1式 施工管理 1式

生物調査 1式 生物調査 1式

（穴澗工区） （穴澗工区）

北海道津軽 水産環境整備事業 根崎入舟 函館市 着定基質設置 24 ～ 33 539 着定基質 0.46ha 70,000 着定基質 0.47ha 73,161 漁場完成

海峡 根崎、青柳、 　6.85ha 　石材工 4,131m3 （大割石） 　石材工 4,266m3 （大割石）

穴澗地先 　囲いﾌﾞﾛｯｸ工 74個 （SGﾌﾞﾛｯｸ） 　囲いﾌﾞﾛｯｸ工 74個 （SGﾌﾞﾛｯｸ）

施工管理 1式 施工管理 1式

（新湊、古川工区） （新湊、古川工区）

北海道津軽 水産環境整備事業 函館汐泊 函館市 着定基質設置 29 ～ 33 162 着定基質 0.68ha 120,000 着定基質 0.72ha 121,726 漁場完成

海峡 銭亀、新湊、 　1.0ha 　石材工 6,151m3 （大割石） 　石材工 6,475m3 （大割石）

古川地先 　囲いﾌﾞﾛｯｸ工 460個 （六脚ﾌﾞﾛｯｸ） 　囲いﾌﾞﾛｯｸ工 460個 （六脚ﾌﾞﾛｯｸ）

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 小安東部 函館市 着定基質設置 29 ～ 31 163 着定基質 0.20ha 70,000 着定基質 0.20ha 56,144 漁場完成

海峡 小安地先 　1.0ha 　単体礁工 47基 （ｱﾙｶﾞｰﾘｰﾌ） 　単体礁工 47基 （ｱﾙｶﾞｰﾘｰﾌ）

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 恵山尻岸内 函館市 着定基質（単体礁） 31 ～ 33 292 深浅測量 1式 10,000 深浅測量 1式 5,404 進捗率(%)

海峡 大澗、豊浦 　1.25ha 漁場設計 1式 漁場設計 1式 0

地先

深浅測量 1式 深浅測量 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 恵山古武井 函館市 着定基質設置 31 ～ 33 131 漁場設計 1式 80,000 漁場設計 1式 70,079 進捗率(%)

海峡 古武井地先 　1.0ha 着定基質 0.38ha 着定基質 0.38ha 38.0

　石材工 3,402m3 （大割石） 　石材工 3,402m3 （大割石）

　囲いﾌﾞﾛｯｸ工 164個 （ｻｲ頭ｼｪｰｸﾌﾞﾛｯｸ） 　囲いﾌﾞﾛｯｸ工 164個 （ｻｲ頭ｼｪｰｸﾌﾞﾛｯｸ）

施工管理 1式 施工管理 1式

北海道津軽 水産環境整備事業 銚子岬 函館市沖合 着定基質設置 29 ～ 33 281 着定基質 1.32ha 40,000 着定基質 1.41ha 41,228 進捗率(%)

海峡 　9.6ha 　産卵礁工 132基 （ｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ型） 　産卵礁工 141基 （ｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ型） 29.4

施工管理 1式 施工管理 1式

（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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〇　道が実施する開発公共事業等に関する説明

No.3

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） 深浅測量 1式 （千円） 深浅測量 1式 （千円）

噴火湾周辺 水産環境整備事業 南茅部 函館市 着定基質設置 31 ～ 33 190 漁場設計 1式 80,000 漁場設計 1式 72,127 進捗率(%)

南茅部地先 　0.65ha （木直、尾札部工区） （木直、尾札部工区） 35.4

着定基質 0.23ha 着定基質 0.23ha

　単体礁工 50基 （ｱﾙｶﾞｰﾘｰﾌ） 　単体礁工 50基 （ｱﾙｶﾞｰﾘｰﾌ）

噴火湾周辺 水産環境整備事業 鹿部 鹿部町 着定基質（囲い礁） 29 ～ 33 90 生物調査 1式 10,000 生物調査 1式 5,944 漁場完成済

宮浜地先 　0.5ha

噴火湾周辺 水産環境整備事業 出来澗 鹿部町 着定基質設置 30 ～ 32 107 着定基質 0.52ha 80,000 着定基質 0.52ha 67,538 漁場完成済

出来澗地先 　0.54ha 　単体礁工 120基 （FP1.5G） 　単体礁工 120基 （FP1.5G）

施工管理 1式 施工管理 1式

生物調査 1式 生物調査 1式

噴火湾周辺 水産環境整備事業 森沼尻 森町沖合 魚礁設置 26 ～ 33 1,393 魚礁 5,683.5空m3 160,000 魚礁 6,272.90空m3 169,367 進捗率(%)

　56,000空m3 　魚礁工 270個 （円筒型魚礁） 　魚礁工 298個 （円筒型魚礁） 57.5

施工管理 1式 施工管理 1式

噴火湾周辺 水産環境整備事業 渡島石倉 森町 着定基質設置 30 ～ 33 190 着定基質 0.56ha 80,000 着定基質 0.57ha 81,202 進捗率(%)

石倉地先 　1.2ha 　産卵礁工 277基 （ｱﾙｶﾞﾍﾞｰｽⅠ） 　産卵礁工 280基 （ｱﾙｶﾞﾍﾞｰｽⅠ） 47.5

噴火湾周辺 水産環境整備事業 山越落部 八雲町 着定基質（単体礁） 31 ～ 33 250 深浅測量 1式 10,000 深浅測量 1式 7,220 進捗率(%)

山越、落部 　2.0ha 漁場設計 1式 漁場設計 1式 0

地先

（山越工区） （山越工区）

噴火湾周辺 水産環境整備事業 八雲南部 八雲町 着定基質設置 29 ～ 33 354 深浅測量 1式 70,000 深浅測量 1式 67,327 進捗率(%)

東野、山越 漁場設計 1式 漁場設計 1式 46.0

地先 　2.0ha （東野工区） （東野工区）

着定基質 0.39ha 着定基質 0.48ha

　単体礁工 100基 （FP1.5G） 　単体礁工 112基 （FP1.5G）

施工管理 1式 施工管理 1式

（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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