事

務

連

絡

平成２０年８月１２日
全国知事会事務総長

殿
国

土

交

通

省

貴会事務局から平成２０年７月９日に頂きました「国土交通省への資
料要求について」につきましては、７月１６日及び７月３１日にご回答
を差し上げたところですが、別添のとおり追加分を回答させていただき
ます。
今後とも、国土交通省といたしましては、地方分権改革の推進に取り
組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。

（注）
各地方整備局の本局の河川部、道路部及び用地部並びに河川国道事務所等における人
員数等については、７月１６日に回答したところですが、北海道開発局についてのデー
タを別添のとおり追加として回答いたします。

別添

機関名
（所在地）

管轄区域（概略）

内部組織

開発監理部

建設部

部長、次長等

職員数
（人）

業務内容

2

ー

用地課

22

開発監理部合計

24

部長、次長等

2

・直轄事業に係る土地等の買収、収用又は使用及びこれに伴う地上物件移転等に関する事務
・直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関する事務
・土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務

ー
・河川区域その他の区域の指定及び水利使用の許可その他の規制（河川区域等の指定、水利使用許可の審査及
び許可）
・河川台帳の調整及び保管
・廃川敷地等の管理（廃川敷地等の処分に係る事務）
・河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示
・管理主任技術者の資格の認定に関する事務
・道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関する事務（道道、道管理河川等の北海道への
引渡に係る台帳整備、告示等）
・公有水面の埋立及び干拓の免許の許可
・土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関する事務（行為制限の解除に関する許可）
・海岸保全区域の占用の許可その他の規制
・海岸保全区域台帳の調整及び保管
・道路の行政監督に関する事務
・直轄国道及び北海道の開発道路の整備及び保全（除雪を含む。）以外の管理に関すること
・河川整備基本方針、整備計画に関する事務（河川整備基本方針、整備計画の策定・変更、それに伴う調整等）
・直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関する事 務（河川改修事業、環境整備・保全、河川総合
開発事業、多 目的ダム建設事業、砂防事業、海岸事業等の全体計画、実施 計画の策定・変更、それに伴う調
整等）
・砂防指定地等の指定に関する調査及び調整に関する事務（指 定に関する調査・検討、それに伴う調整等）
・直轄河川事業等に係る調査に関する事務（河川改修事業、環 境整備・保全、河川総合開発事業、多目的ダム
建設事業、砂 防事業、海岸事業等のための調査の立案、実施の指導、調整 等）
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象に関す る調査及び研究に関する事務
・流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調 整その他当該施策の推進に関する事務（千歳川
流域等の大規 模な河川事業等に係る調査及び計画の立案、施策の調整等）
・海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち 海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成
に関する事務

建設行政課

19

河川計画課

17

河川工事課

12

・直轄河川事業等の実施に関する事務（河川工事、海岸工事、ダム建設工事等の実施の指導、設計基準及び技
術上の指導、設計資料の収集等）
・国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設 の災害復旧に関する事務（災害復旧工事の設
計審査並びに指 導及び監督、災害復旧事業の取りまとめ等）
・公共土木施設の災害復旧事業費の決定に関する事務

11

・指定区間外の一級河川における河川管理施設（多目的ダムを含む）の操作規則に関する事務（操作規則の技術
的審査、作成・変更、それに伴う調整等）
・国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に 関する通知及び一般に周知させるために必要な
措置に関する 事務（ダム放流警報、情報伝達等に係る指導、それに係る関 係機関調整等）
・ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関する事務（ダム 管理技術に係る調査、指導、管理のための計画
の立案、調整等）
・国土交通大臣の管理する河川の維持及び修繕に関する事務 （河川管理施設の維持、修繕工事等の実施の指
導、設計基準 及び技術上の指導、設計資料の収集等）
・河川の水利使用の許可、工作物の新築・改築等の許可、土地 の占用の許可等に関する技術的審査に関する事
務（河川法に 係る占用許可申請等の技術的審査等）
・洪水予報、水防警報その他水防に関する事務（水防警報、情 報伝達等に係る指導、水防活動の実施に係る支
援、関係機関 との連絡調整等）
・水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務

26

・直轄国道及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関する事務（社会資本整備重点計画
等）
・直轄国道及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関する事務（事業計画・管理、予算計画・管
理）
・道路調査に関する事務（交通量調査、幹線道路網調査等）
・道路整備計画に係る報告の受理に関する事務
・直轄道路及び北海道の開発道路に係る環境対策に関する事務

北海道開発局
（札幌市）

河川管理課

道路計画課
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総務事
務担当
課等

備

考

別添

機関名
（所在地）

管轄区域（概略）

内部組織

職員数
（人）

業務内容

道路建設課

12

・直轄国道及び北海道の開発道路の整備に関する事務（実施計画、実施設計の審査・指導、技術基準、施工管
理）

道路維持課

20

・直轄国道の保全に関する事務（維持修繕及び除雪の実施計画、道路防災の実施計画）
・直轄国道に係る交通安全対策に関する事務（交通安全施設等の実施計画）
・直轄国道に係る電線共同構の整備に関する事務（電線共同溝の実施計画）
・他の道路管理者が行う工事又は都市計画法等の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道に係る工事に関する
事務

建設部合計

119

※組織は、平成１９年７月１日現在。
※職員数は、原則として平成１９年７月１日時点現在の職員数である。
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総務事
務担当
課等

備

考

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
札幌開発建設部

所在地
（市町村）

札幌市

管轄区域（概略）
札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠
市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島
市、石狩市、石狩及び空知支庁管内

職員数
（人）

内部組織
部長、次長等

業務内容

6

総務課

総務事務
担当課等

備

○

行（二）２１人を含む

ー

38 ・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務
・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

経理課

26

契約課

21 ・入札及び契約関係事務

厚生課

11 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

○

○

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務
・事業に係る災害に関するとりまとめに関する事務

企画課

21

用地第１課

44 ・道路及び公園事業の実施に係る土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務

管理課

31 ・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

機械通信課

30 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

道路調査課

24 ・国の設置に係る都市公園の新設、改築及び維持の調査並びに計画に関する事務

道路建設課

18 ・国の設置に係る都市公園の災害復旧に関する事務

・道路及び公園事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事
務
・道路及び公園事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償
又は補償に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国の設置に係る都市公園の管理に関する事務
・国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶、機械類及び電気通信施設並びに情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務
・国の設置に係る都市公園の新設、改築及び維持の実施に関する事務
・国が直轄で行う飛行場に関する土木施設の整備及び災害復旧に関する事務
・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務

道路維持課

札幌道路事務所

札幌市

一般国道５号のうち、小樽市・札幌市界に存する星置橋（札幌市側）
から終点までの区間
一般国道１２号のうち、起点から札幌市・江別市界までの区間
一般国道３６号のうち、起点から札幌市・北広島界までの区間
一般国道２３０号のうち、起点から札幌市・喜茂別町界中山峠までの
区間
一般国道２３１号のうち、起点から石狩市に存する濃昼橋（増毛町側）
までの区間
一般国道２７４号のうち、起点から道道札幌夕張線との交点（長沼
町）までの区間

14 ・国が直轄で行う道路の電線共同溝の実施計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

4 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

道路交通管理官

9 関する事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する
・高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

10

管理課

10 関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

18 ・道路の改築に係る工事に関する事務（第２工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

10 関する事務

・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

・一般国道５号、３６号（駅前地下通路を除く。）、２３０号、３３７号及び４５３号における道路の改築に係る工事の実施に
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考

○

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）
町）までの区間
一般国道２７５号のうち、起点から月形町・浦臼町界に存する西野橋
（浦臼町側）までの区間
一般国道３３７号のうち、一般国道２７５号との交点（当別町）から一
般国道２３１号との交点（石狩市（札幌市側））までの区間及び一般国
道２３１号との交点（石狩市（小樽市側））から札幌市・小樽市界（小樽
市側）までの区間
一般国道４５３号のうち、一般国道３６号との交点（札幌市）から札幌
市南区常盤３５８番１までの区間

内部組織

第１維持課

職員数
（人）

21

第２維持課

岩見沢道路事務所

千歳道路事務所

滝川道路事務所

深川道路事務所

岩見沢市

千歳市

滝川市

深川市

一般国道１２号のうち、札幌市・江別市界から奈井江町・砂川市界ま
での区間
一般国道２３４号のうち、起点から安平町・千歳市界までの区間
一般国道２７４号のうち、一般国道２３４号との交点（由仁町）から夕
張市・むかわ町界までの区間
一般国道３３７号のうち、南幌町・江別市界から一般国道１２号との交
点（江別市（南幌町側））までの区間及び一般国道１２号との交点（江
別市（当別町側））から一般国道２７５号との交点（江別市）までの区
間
一般国道４５２号のうち、一般国道２７４号との交点（夕張市）から三
笠市・芦別市界に存する三芦トンネル（芦別市側）までの区間
道道美唄富良野線のうち、美唄市１８４９番１空知森づくりセンター５２
林班５４小班から美唄市空知森林管理署４５林班い３小班までの区
間
一般国道３６号のうち、札幌市・北広島市界から千歳市・苫小牧市界
までの区間
一般国道２７４号のうち、道道札幌夕張線との交点（長沼町）から一
般国道２３４号との交点（由仁町）までの区間
一般国道２７６号のうち、千歳市美笛国有林石狩森林管理署６０６９
林班い小班から一般国道４５３号との交点（苫小牧市）までの区間
一般国道３３７号のうち、起点から一般国道２７４号との交点（長沼町
（千歳市側））までの区間及び一般国道２７４号との交点（長沼町（南
幌町側））から南幌町・江別市界までの区間
一般国道４５３号のうち、札幌市南区常盤３５８番１から一般国道２７６
号との交点（苫小牧市）までの区間
一般国道１２号のうち、奈井江町・砂川市界から滝川市・深川市界に
存する須麻馬内橋（深川市側）までの区間
一般国道３８号のうち、起点から富良野市字信濃沢３７０７番３１まで
の区間（富良野道路事務所の所掌に属するものを除く。）
一般国道２３１号のうち、石狩市に存する濃昼橋（増毛町側）から石狩
市・増毛町界までの区間
一般国道２７５号のうち、月形町・浦臼町界に存する西野橋（浦臼町
側）から新十津川町・雨竜町界に存する尾白利加橋（雨竜町側）まで
の区間
一般国道４５１号のうち、一般国道２３１号との交点（石狩市）から終
点（一般国道１２号との交点（滝川市））までの区間
一般国道４５２号のうち、三笠市・芦別市界に存する三芦トンネル（芦
別市側）から一般国道３８号との交点（芦別市（三笠市側））までの区
間及び一般国道３８号との交点（芦別市（旭川市側））から芦別市・旭
川市界までの区間
道道美唄富良野線のうち、美唄市空知森林管理署４５林班い３小班
から芦別市芦別空知森林管理署４３０７林班る小班までの区間
一般国道１２号のうち、滝川市・深川市界に存する須麻馬内橋（深川
市側）から深川市・旭川市界に存する内大部橋（旭川市側）までの区
間
一般国道２３３号のうち、一般国道１２号との交点（深川市）から北竜
町・留萌市界美葉牛峠までの区間及び深川市深川町字メム５１４７番
から留萌市大字留萌村字幌糠３９１６番２までの区間
一般国道２３９号のうち、士別市・幌加内町界士別峠から幌加内町・
苫前町界霧立峠までの区間
一般国道２７５号のうち、新十津川町・雨竜町界に存する尾白利加橋
（雨竜町側）から幌加内町・美深町界美深峠までの区間
道道名寄遠別線のうち、幌加内町・遠別町界から遠別町字正修国有
林留萌北部森林管理署遠別事業区１０６０林班ロ小班までの区間

庶務課

5

業務内容

備

考

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備（以下「維持等」という。）並びに災害復旧に係
る工事その他維持等に必要となる施設の整備に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・道路現況調査及び道路情報に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
・道路の電線共同溝の整備に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）

・一般国道２３１号、２７５号（一般国道３３７号との交点（江別市）から月形町・浦臼町界に存する西野橋（浦臼町側）ま
での区間に限る。）及び３３７号における道路の維持等及び災害復旧に係る工事その他維持等に必要となる施設の整
備に関する事務
・一般国道２３１号、２７５号（一般国道３３７号との交点（江別市）から月形町・浦臼町界に存する西野橋（浦臼町）まで
の区間に限る。）及び３３７号における道路現況調査及び道路情報に関する事務
・一般国道２３１号、２７５号（一般国道３３７号との交点（江別市）から月形町・浦臼町界に存する西野橋（浦臼町側）ま
での区間に限る。）及び３３７号における道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・一般国道２３１号、２７５号（一般国道３３７号との交点（江別市）から月形町・浦臼町界に存する西野橋（浦臼町側）ま
での区間に限る。）及び３３７号における道路の電線共同溝の整備に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

13 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

9 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第２工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

3 ・一般国道２７４号及び４５２号における道路の改築に係る工事の実施に関する事務

維持課

総務事務
担当課等

○

管理係３人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係３人を含む

○

管理係２人を含む

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

10 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

10 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

12 ・道路の改築に係る工事に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

維持課

庶務課

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
・道路の電線共同溝の整備に関する事務
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

13 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

8 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第２工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

5 ・一般国道２３１号、２７５号及び４５１号における道路の改築に係る工事の実施に関する事務

維持課

9 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

庶務課

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

10 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

工事課

5 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

9 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
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別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
計
石狩川開発建設部

所在地
（市町村）

内部組織

管轄区域（概略）

－

－

札幌市

石狩川水系の河川の管理に関する区域（旭川市、士別市、名寄市、
富良野市、上川支庁管内を除く。）

－

職員数
（人）

業務内容

総務事務
担当課等

－

－

501

部長、次長等

考

6

総務課

20 ・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

経理課

16 ・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

契約課

15 ・入札及び契約関係事務

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務

厚生課

9 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

企画課

17

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務

用地第１課

20

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

用地第２課

14 ・千歳川流域の事業の実施に係る土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務

・千歳川流域の事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う 地上物件の移転等に関する
事務
・千歳川流域の事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償
又は補償に関する事務
・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（昭和３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の引渡しに関する事務
・公共用水域の水質測定のうち、定期的なものに関する事務

管理課

21

機械通信課

17 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査及び計画に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査及び計画に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査及び計画に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象並びに土砂に関する調査に関する事務
・流水総合水管理に係る調査及び計画に関する事務
・国営かんがい排水事業道央用水地区のうち、夕張シューパロダムに関する事務

計画課

37

工務課

15 ・国が直轄で行うダム事業の実施に関する事務

維持管理課

備

・国が直轄で行う河川の改修の実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の実施に関する事務

16

・国の管理に係る河川の維持及び修繕の実施に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・洪水警報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめに関する事務

広報官

2 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務。

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ。

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務。
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○
○

○

行（二）７人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
札幌河川事務所

岩見沢河川事務所

江別河川事務所

千歳川河川事務所

所在地
（市町村）

札幌市

岩見沢市

江別市

千歳市

管轄区域（概略）
石狩川のうち、左岸は豊平川との合流点から、右岸は当別川との合
流点から、それぞれ河口までの区間
豊平川のうち、左岸は札幌市南区藻岩下２０４４番の３地先から、右
岸は同区真駒内１７番の８９地先から、それぞれ石狩川との合流点ま
での区間
厚別川のうち、左岸は札幌市厚別区厚別町川下７３５番の３地先か
ら、右岸は同町川下７３０番の１地先から、それぞれ豊平川との合流
点までの区間
茨戸川のうち、札幌市北区篠路町拓北１９３番地先から石狩川との合
流点までの区間
真勲別川のうち、左岸は石狩市生振２１５番地先から、右岸は同市花
畔２５４番地先から、それぞれ茨戸川との合流点までの区間
石狩放水路のうち、茨戸川からの分派点から河口までの区間
当別川のうち、左岸は石狩郡当別町字下川通１３３番の３地先から、
右岸は同字１３３番の１地先から、それぞれ石狩川との合流点までの
区間
伏籠川のうち、札幌市北区篠路町篠路１４２番の１地先に存する鉄道
橋から茨戸川との合流点までの区間
創成川のうち、札幌市北区屯田２条１丁目１２番地先に存する鉄道橋
から伏籠川との合流点までの区間
月寒川のうち、札幌市白石区米里２３４４番の１２地先に存する市道
東米里橋から豊平川との合流点までの区間
望月寒川のうち、左岸は札幌市白石区米里２３７６番の１地先に存す
る上流端を示す標柱から、右岸は同区米里２３４４番の１地先の上流
端を示す標柱から、それぞれ月寒川との合流点までの区間
篠路新川（モエレ沼を含む。）のうち、雁来新川からの分派点から雁
来新川との合流点までの区間
雁来新川のうち、左岸は札幌市東区東雁来町２４５番の１地先から、
右岸は同町３３７番の３地先から、それぞれ篠路新川との合流点まで
の区間
豊平川上流域（砂防）のうち、豊平川藻岩橋より上流に存する本支川
及び渓流
石狩川のうち、左岸は美唄市元村ヒシ沼樋門下流側から岩見沢市北
村字砂浜２４７番地先まで、右岸は札比内川との合流点（上流側）か
ら石狩郡新篠津村字中篠津４３番地先までの区間
幾春別川のうち、三笠市国有林空知森林管理署１７４林班から石狩
川との合流点までの区間
旧美唄川のうち、岩見沢市北村字中小屋６３番の７地先に存する道
道中小屋橋下流端から石狩川との合流点までの区間
第二幹川のうち、左岸は美唄市美唄３６６９番地先から、右岸は同市
美唄２２４７番の１地先から、それぞれ旧美唄川との合流点までの区
間
産化美唄川のうち、左岸は美唄市茶志内８９８番の６地先から、右岸
は同市茶志内８８９番の３地先から、それぞれ石狩川との合流点まで
の区間
須部都川のうち、左岸は樺戸郡月形町１０７２番の１地先から、右岸
は同町１０７３番の２地先から、それぞれ石狩川との合流点までの区
間
美唄川のうち、左岸は美唄市美唄３５１４番の１地先から、右岸は同
市茶志内２５８番地の７地先から、それぞれ石狩川との合流点までの
区間
石狩川のうち、左岸は岩見沢市北村字砂浜２４７番地先から豊平川と
の合流点まで、右岸は石狩郡新篠津村字中篠津４３番地先から当別
川との合流点までの区間
夕張川のうち、川端鉄道橋下流端から石狩川との合流点までの区間
千歳川のうち、左岸は江別市東野幌７４３番の２地先から、右岸は江
別市江別太７００番の５８地先から、それぞれ石狩川との合流点まで
の区間
篠津川のうち、左岸は江別市中島１８番地先から、右岸は同市篠津６
２４番の１４地先から、それぞれ石狩川との合流点までの区間
幌向川のうち、左岸は岩見沢市栗沢町字北斗１５７番地先から、右岸
は岩見沢市中幌向町３６９番地先から、それぞれ夕張川との合流点
までの区間

千歳川のうち、左岸は千歳市錦町１丁目１９番の１地先から江別市東
野幌７４３番の２地先まで、右岸は千歳市本町１丁目２６番の１地先
から空知郡南幌町６５８番の１地先までの区間
嶮淵川のうち、左岸は千歳市泉郷１４５番地先から、右岸は同市泉郷
５７６番地先に存する道道泉郷橋下流端から、それぞれ千歳川との
合流点までの区間
漁川のうち、恵庭市牧場２０４番の１地先に存する高速自動車国道橋
下流端から千歳川との合流点までの区間
旧夕張川のうち、左岸は夕張郡長沼町字馬追原野３１５９番の４地先
から、右岸は空知郡南幌町字幌向原野１３４２番の５地先から、それ
ぞれ千歳川との合流点までの区間

内部組織

庶務課

職員数
（人）

業務内容

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

10 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

総務事務
担当課等

備

考

○

管理係１人を含む

○

管理係２人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（第１工務課及び第２工務課の所掌に属するものを
除く。）

計画課

8 ・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務

第１工務課

6 ・河川の環境整備に係る工事（関連する河川の改修に係る工事を含む。）に関する事務

第２工務課

7 ・砂防設備に係る工事（災害復旧に係る工事を含む。）に関する事務（第１工務課の所掌に属するものを除く。）

庶務課

9 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

計画課

9 ・出水対策に関する事務

・出水対策に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務

・河川の改修のうち附帯工事及び補償工事の実施に関する事務
・設計審査に関する事務

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務（第１工務課の所掌に属するものを除く。）

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務

工務課

8 ・設計審査に関する事務

庶務課

7 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

調査課

4 ・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事の調査（用地調査を含む。）及び実施の調整に関する事務

計画課

4 ・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務

工務課

5 ・設計審査に関する事務

庶務課

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

・河川の改修に係る工事の計画に関する事務
・河川の維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（調査課及び工務課の所掌に属するものを除く。）
・出水対策に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務
・河川の改修に係る工事に関する事務（設計審査及び調査課並びに計画課の所掌に属するものを除く。）
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

11 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

調査課

計画課
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6

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事の調査（用地調査を含む。）並びに実施の調整に関する事務

7

・河川の改修に係る工事の計画に関する事務
・河川の維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（調査課及び第１工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・出水対策に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務

別添

都道
府県別

機関名

所在地

滝川河川事務所

滝川市

札幌市

豊平川ダム統合管理事務所

石狩川のうち、左岸は滝川市江部乙町６８０番の２地先から美唄市ヒ
シ沼樋門下流側まで、右岸は雨竜郡雨竜町字伏古４５番９地先に存
する江竜橋下流端から札比内川との合流点（上流側）までの区間
空知川のうち、左岸は芦別市滝里町国有林３９８林班地先から、右岸
は芦別市滝里町国有林３５４林班地先から、それぞれ石狩川との合
流点までの区間、及び左岸は空知郡南富良野町字幾寅６６９番の７
地先から同字５０９番地９地先まで、右岸は空知郡南富良野町字幾
寅７９５番の３２地先から同字２６８３番地１地先までの区間
奈井江川のうち、空知郡奈井江町字奈江原野２０３８番の１地先に存
する吾妻橋下流端から石狩川との合流点までの区間
徳富川のうち、樺戸郡新十津川町字上徳富７１６番の３地先に存する
鉄道橋下流端から石狩川との合流点までの区間
尾白利加川のうち、左岸は雨竜郡雨竜町字尾白利加１６番の６４地
先から、右岸は樺戸郡新十津川町字上徳富９６７番の３地先から、そ
れぞれ石狩川との合流点までの区間。

豊平峡ダム及び定山渓ダム

職員数
（人）

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

（出張所等）

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

・河川の改修のうち附帯工事及び補償工事の実施に関する事務

第１工務課

6 ・設計審査に関する事務

第２工務課

4 ・河川の改修に係る工事に関する事務（調査課、計画課及び第１工務課の所掌に属するものを除く。）

庶務課

9 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

計画課

5 ・出水対策に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

○

管理係１人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務

工務課

4 ・設計審査に関する事務

庶務課

5 ・ダム（ダム本体、貯水池及び附帯施設を含む。以下同じ。）及び当該ダムに係る河川の管理（改修、維持、修繕及び災

管理課

5 ・ダムの改良、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（機電課、豊平峡ダム管理支所及び定山渓ダム管理

機電課

2 する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（管理課及び機電課の所掌に属するものを除く。）

○

・ダム及び当該ダムに係る河川の管理（管理の調整を含む。以下同じ。）に関する事務のうち技術に関する事務
支所の所掌に属するものを除く。）

・ダムのうち機械類及び電気通信施設の管理に関する事務
・ダムのうち機械類及び電気通信施設の維持、修繕及び災害復旧に係る工事の調査及び計画並びに実施の調整に関
・前２号に掲げるもののほか、船舶及び機械類に関する事務

北空知河川事業所

妹背牛町

石狩川のうち、神納橋から江竜橋までの区間
雨竜川のうち、左岸は雨竜郡幌加内町字幌加内４４５０番の３地先か
ら、右岸は同字６４９０番の１地先から、それぞれ石狩川との合流点
までの区間
恵岱別川のうち、左岸は雨竜郡北雨竜町字和１１番の２３地先から、
右岸は同町字渭之津１３２番の２１地先の下流端から、それぞれ雨竜
川との合流点までの区間
大鳳川のうち、深川市深川町４９１２番地先の鉄道橋から雨竜川との
合流点までの区間

・ダムの操作（放流通知等を含む。）の実施に関する事務

豊平峡ダム管理支所

5 ・ダムの維持、修繕及び災害復旧に係る工事の実施に関する事務

定山渓ダム管理支所

5 ・ダムの維持、修繕及び災害復旧に係る工事の実施に関する事務

－

7 ・石狩川、雨竜川、恵岱別川及び大鳳川に係る改良工事、維持、修繕のその他管理

・ダムのうち機械類及び電気通信施設の維持、修繕及び災害復旧に係る工事の実施に関する事務
・ダムの操作（放流通知等を含む。）の実施に関する事務

・ダムのうち機械類及び電気通信施設の維持、修繕及び災害復旧に係る工事の実施に関する事務

・新桂沢ダム及び奔別ダムの建設工事並びに当該ダムに係る河川の管理（桂沢ダム管理所の所掌に属するものを除

三笠市

新桂沢ダム及び奔別ダム

－

22 く。）

夕張シューパロダム総合建設事業所

夕張市

夕張シューパロダム

－

32 ・夕張シューパロダムの建設工事及び当該ダムに係る河川の管理

滝里ダム管理所

芦別市

滝里ダム

－

8 ・滝里ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

桂沢ダム管理所

三笠市

桂沢ダム

－

8 ・桂沢ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

漁川ダム管理所

恵庭市

漁川ダム

－

8 ・漁川ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

南富良野町 金山ダム

－

8 ・金山ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

幾春別川ダム建設事業所

金山ダム管理所
計
函館開発建設部

－
函館市

－
函館市、北斗市、渡島及び桧山支庁管内

－

474

部長、次長等
総務課

－

－

6
・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

26 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務
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○

行（二）８人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）

職員数
（人）

内部組織

業務内容
・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務

経理課

19 ・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

契約課

16 ・入札及び契約関係事務

企画課

18 ・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務

総務事務
担当課等

備

考

○

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・営繕関係事務

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務

用地課

43 ・事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

今金河川事務所

今金町

後志利別川のうち、左岸は瀬棚郡今金町字美利河４１０地先から、右
岸は同字美利河４１－２１地先の標柱から、それぞれの河口までの
区間
美利河ダム

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防 雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

管理課

22

機械通信課

16 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務

・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術に関する事務
・洪水警報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダムの災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象並びに土砂に関する調査に関する事務
・国が直轄で行う行う道路の維持、修繕、除雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の電線共同溝の整備の実施計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

工務課

16

道路課

19 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

4 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

庶務課

6 以下同じ。）の管理（維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（河川課及び美利河ダム管理支所の所

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
・河川の管理（改修、修繕、維持及び災害復旧を除く。以下同じ。）及びダム（ダム本体、貯水池及び附帯施設を含む。
掌に属するものを除く。）
・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務

河川課

4 ・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務

美利河ダム管理支所

5 ・ダムの操作（放流通知等を含む。）の実施に関する事務

・出水対策に関する事務

・ダムの管理に関する事務のうち技術に関する事務
・ダムの維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務
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○

管理係１人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
函館道路事務所

所在地
（市町村）

北斗市

内部組織

管轄区域（概略）
一般国道５号のうち、起点から七飯町・森町界に存する宿野辺橋（七
飯町側）までの区間
一般国道２２７号のうち、起点から北斗市・厚沢部町界に存する中山
トンネル（北斗市側）までの区間
一般国道２２８号のうち、一般国道２２７号との交点（函館市）から木
古内町・知内町界に存する建有川橋（木古内町側）までの区間及び
函館市桔梗町４３４番地から木古内町字大平町までの区間
一般国道２７８号のうち、起点から鹿部町・森町界までの区間
一般国道２７９号のうち、起点から函館市末広町２２番の２８までの区
間
北海道縦貫自動車道函館名寄線のうち、七飯町峠下から森町赤井
川までの区間

庶務課

職員数
（人）

業務内容

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

12 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

6 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第２工事課及び第３工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

7 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第３工事課の所掌に属するものを除く。）

第３工事課

9 ・一般国道２２８号のうち函館江差自動車道における道路の改築に係る工事の実施に関する事務

維持課

総務事務
担当課等

備

考

○

管理係２人を含む

○

管理係２人を含む

○

管理係２人を含む

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

11 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

八雲道路事務所

江差道路事務所

八雲町

江差町

一般国道５号のうち、七飯町・森町界に存する宿野辺橋（七飯町側）
から長万部町・黒松内町界までの区間
一般国道３７号のうち、起点から長万部町・黒松内町界に存する静狩
トンネル（長万部町側）までの区間
一般国道２２９号のうち、島牧村・せたな町界に存する茂津多トンネル
（島牧村側）からせたな町・八雲町界までの区間
一般国道２３０号のうち、一般国道５号との交点（長万部町）から終点
までの区間
一般国道２７７号のうち、八雲町に存する雲石峠から終点までの区間
一般国道２７８号のうち、鹿部町・森町界から終点までの区間
道道北檜山大成線のうち、せたな町北檜山区新成国有林渡島森林
管理署５４０８林班ろ小班から同町大成区太田１２２番１地先までの区
間に係る新設工事
一般国道２２７号のうち、北斗市・厚沢部町界に存する中山トンネル
（北斗市側）から終点までの区間
一般国道２２８号のうち、木古内町・知内町界に存する建有川橋（木
古内町側）から終点までの区間
一般国道２２９号のうち、せたな町・八雲町界から終点までの区間
一般国道２７７号のうち、一般国道２２９号との交点（八雲町）から八
雲町に存する雲石峠までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

9 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

12 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

9 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

7 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

維持課

10 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

計
小樽開発建設部

－
小樽市

－
小樽市、後志支庁管内

－

329

部長、次長等
総務課

－

6
・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

○

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

○

29 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

経理課

19

契約課

16 ・入札及び契約関係事務

企画課

16 ・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・営繕関係事務

用地課

管理課

－

29

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

18

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

9 / 24

行（二）１２人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）

職員数
（人）

内部組織

小樽道路事務所

小樽市

備

考

16 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術に関する事務
・洪水警報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダムの災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象並びに土砂に関する調査に関する事務
・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の電線共同溝の整備の実施計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

工務課

17

道路課

19 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

3 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

庶務課

総務事務
担当課等

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務

機械通信課

一般国道５号のうち、共和町・仁木町界に存する稲穂トンネル（共和
町側）から小樽市・札幌市界に存する星置橋（札幌市側）までの区間
一般国道２２９号のうち、起点から積丹町・神恵内村界に存する積丹
トンネル（積丹町側）までの区間
一般国道３３７号のうち、札幌市・小樽市界（小樽市側）から３３７号終
点（５号交点）までの区間
一般国道３９３号のうち、一般国道５号との交点（小樽市）から赤井川
村・倶知安町界に在する樺立トンネル（赤井川村側）までの区間

業務内容

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

11 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

5 ・道路の改築に係る工事に関する事務（第２工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

4 係る工事の実施に関する事務

維持課

9 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

・一般国道５号（大江付加車線及び忍路法面に限る。）、一般国道２２９号及び一般国道３９３号における道路の改築に
・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

倶知安道路事務所

倶知安町

一般国道５号のうち、長万部町・黒松内町界から倶知安町・共和町界
倶知安峠までの区間
一般国道２３０号のうち、札幌市・喜茂別町界中山峠から留寿都村・
洞爺湖町界に存する貫気別橋（洞爺湖町側）までの区間
一般国道２７６号のうち、一般国道５号との交点（倶知安町）から一般
国道２３０号との交点（喜茂別町（京極町側））までの区間及び一般国
道２３０号との交点（喜茂別町（伊達市側））から喜茂別町・伊達市界
に存する広島橋（喜茂別町側）までの区間
一般国道３９３号のうち、赤井川村・倶知安町界に在する樺立トンネ
ル（赤井川村側）から一般国道２７６号との交点（倶知安町）までの区
間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

7 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

8 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

岩内道路事務所

岩内町

一般国道５号のうち、倶知安町・共和町界倶知安峠から共和町・仁木
町界に存する稲穂トンネル（共和町側）までの区間
一般国道２２９号のうち、積丹町・神恵内村界に存する積丹トンネル
（積丹町側）から島牧村・せたな町界に存する茂津多トンネル（島牧
村側）までの区間
一般国道２７６号のうち、一般国道２２９号との交点（岩内町）から一
般国道５号との交点（共和町）までの区間

庶務課
工事課
維持課

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

9 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

12 ・道路の改築に係る工事に関する事務
・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
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別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
蘭越河川事業所
計
旭川開発建設部

所在地
（市町村）

蘭越町
－
旭川市

尻別川のうち、左岸は磯谷郡蘭越町４０３番地先から、右岸は同町字
豊国１５５番地先から、それぞれ河口までの区間

－

－

－

旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川支庁管内

職員数
（人）

内部組織

管轄区域（概略）

業務内容

総務事務
担当課等

－

－

備

考

6 ・尻別川に係る改良工事、維持、修繕その他の管理
284

部長、次長等

6

総務課

27 ・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

経理課

22

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

契約課

18

・入札及び契約関係事務

厚生課

11 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

企画課

16

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務

用地課

34

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

管理課

25

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防 雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務
・公共用水域の水質測定のうち定期的なものに関する事務

機械通信課

22 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術的事項に関する事務
洪水情報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他水象並びに土砂に関する調査に関する事務

治水課

21

道路第１課

20 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

道路第２課

10 ・国が直轄で行う道路の電線共同溝の実施計画及び実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

3 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

11 / 24

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する

○
○

○

行（二）１２人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

旭川河川事務所

名寄河川事務所

所在地
（市町村）

旭川市

名寄市

管轄区域（概略）
石狩川のうち、左岸は上川郡上川町字菊水３３３番の４地先から旭川
市神居古潭１６６番地先（神納橋下流端）まで、右岸は上川郡上川町
字日東２０番の１地先から深川市納内町字納内３９５４番の３地先ま
での区間
忠別川のうち、左岸は上川郡東神楽町字志比内１８２番１地先から、
右岸は同郡東川町１０６７番２地先から、それぞれ石狩川との合流点
までの区間、及び旭川市東旭川共栄２５２番の１地先から同市東旭
川共栄２３６番の１地先までの区間
美瑛川のうち、左岸は上川郡美瑛町字美瑛原野７５１９番地先から、
右岸は同町字置杵牛原野７５１３番地先から、それぞれ忠別川との合
流点（旭川市字忠和）までの区間
辺別川のうち、左岸は上川郡美瑛町字下宇莫別７８４番の１地先か
ら、右岸は旭川市神楽町西神楽５１１番地先から、それぞれ美瑛川と
の合流点（旭川市神楽町西神楽１７号）までの区間
牛朱別川のうち、当麻川との合流点から石狩川との合流点までの区
間
永山新川のうち、牛朱別川からの分派点から石狩川との合流点まで
の区間
オサラッペ川のうち、左岸は上川郡鷹栖町字近文５７１番の１地先か
ら、右岸は同字５７０番の１地先から、それぞれ石狩川との合流点ま
での区間
石狩川上流域（砂防）のうち、支川エチャナンケップ川との合流点より
上流に存する本支川及び渓流
忠別川上流域（砂防）のうち、支川イカナン沢との合流点より上流に
存する本支川及び渓流
美瑛川上流域（砂防）のうち、支川オヤウンナイ川との合流点より上
流に存する本支川及び渓流
天塩川のうち、左岸は士別市朝日町登和里３７３９番３地先から、右
岸は同町登和里３９９６番６地先から、それぞれ中川町・天塩町界ま
での区間
名寄川のうち、上川郡下川町一の橋（シカリベツ川との合流点）から
天塩川との合流点（名寄市字日進）までの区間
風連別川のうち、名寄市風連町字東風連１２８２番の２地先に存する
鉄道橋下流端から天塩川との合流点までの区間
剣淵川のうち、左岸は士別市西士別町１２８７番の１地先から、右岸
は同市北町４１４番の１２地先から、それぞれ天塩川との合流点（士
別市４０線西５号）までの区間

内部組織

庶務課

職員数
（人）

業務内容

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

10 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

総務事務
担当課等

備

考

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係３人を含む

○

管理係２人を含む
行（二）１人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（第１工務課及び第２工務課の所掌に属するものを
除く。）

計画課

8 ・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務

第１工務課

5 ・河川の環境整備に係る工事（関連する河川の改修に係る工事を含む。）に関する事務（設計審査を除く。）

第２工務課

5 ・砂防設備に係る工事（災害復旧に係る工事を含む。）に関する事務（第１工務課の所掌に属するものを除く。）

庶務課

8 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

計画課

6 ・出水対策に関する事務

・出水対策に関する事務
・機械類及び電気通信施設に関する事務

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務（第２工務課の所掌に属するものを除く。）
・設計審査に関する事務

・支川のうち重要なものの改修に係る工事の実施に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・機械類及び電気通信施設に関する事務

工務課
旭川道路事務所

旭川市

一般国道１２号のうち、深川市・旭川市界に存する内大部橋（旭川市
側）から終点までの区間
一般国道３９号のうち、起点から上川町・北見市界石北峠までの区間
一般国道４０号のうち、起点から比布町・和寒町界塩狩峠までの区間
一般国道２３７号のうち、起点から美瑛町・上富良野町界美馬牛峠ま
での区間
一般国道２７３号のうち、上士幌町・上川町界に存する三国トンネル
（上川町側）から上川町・滝上町界に存する浮島トンネル（滝上町側）
までの区間
一般国道３３３号のうち、起点から上川町・遠軽町界北見峠までの区
間
一般国道４５０号のうち、比布町蘭留北８線２３５６番６から遠軽町白
滝１２９番１までの区間（上川町・遠軽町界北見峠から遠軽町白滝１２
９番１までの区間は、維持、修繕その他の管理に限る。）
一般国道４５２号のうち、芦別市・旭川市界から一般国道２３７号との
交点（旭川市）までの区間
道道富良野上川線のうち、美瑛町字宇莫別１１０３番５４から東川町
道有林上川南部管理区１０４林班４２小班までの区間

庶務課

士別市

一般国道４０号のうち、比布町・和寒町界塩狩峠から中川町・天塩町
界に存する国根府橋（中川町側）までの区間
一般国道２３９号西興部村・下川町界天北峠から一般国道４０号との
交点（名寄市）までの区間及び一般国道４０号との交点（士別市）から
士別市・幌加内町界士別峠までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

12 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（第１維持課及び第２維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

9 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第２工事課及び第３工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

4 ・一般国道１２号のうち旭川新道区間における道路の改築に係る工事の実施に関する事務

第３工事課

5 ・一般国道４５０号における道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

第１維持課

9 ・道路現況調査及び道路情報に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）

第２維持課

士別道路事務所

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務

5 ・設計審査に関する事務

庶務課

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等設備（以下「維持等」という。）並びに災害復旧に係
る工事に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

6

・一般国道３９号（比布町・愛別町界に存する金富橋（愛別町側）から上川町・北見市界石北峠まで）、一般国道２７３
号、一般国道３３３号及び一般国道４５０号に係る道路の維持等及び災害復旧に係る道路の維持等及び災害復旧に係
る工事に関する事務
・一般国道３９号（比布町・愛別町界に存する金富橋（愛別町側）から上川町・北見市界石北峠まで）、一般国道２７３
号、一般国道３３３号及び一般国道４５０号に係る道路現況調査及び道路情報に関する事務
・一般国道３９号（比布町・愛別町界に存する金富橋（愛別町側）から上川町・北見市界石北峠まで）、一般国道２７３
号、一般国道３３３号及び一般国道４５０号に係る道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

10 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（第１維持課及び第２維持課の所掌に属するものを除く。）
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別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

一般国道２７５号のうち、幌加内町・美深町界美深峠から一般国道４
０号との交点（美深町）までの区間及び一般国道４０号との交点（音威
子府村）から音威子府村・中頓別町界までの区間
北海道縦貫自動車道函館名寄線のうち、剣淵町字剣淵５０６０番６か
ら名寄市字豊栄２５４番１２までの区間

工事課

富良野市

一般国道３８号のうち、芦別市・富良野市界に存する滝豊大橋（富良
野市側）から南富良野町・新得町界狩勝峠までの区間（芦別市・富良
野市界から富良野市字信濃沢３７０７番３１までの区間は、改築工事
に限る。）
一般国道２３７号のうち、美瑛町・上富良野町界美馬牛峠から一般国
道３８号との交点（富良野市（中富良野町側）までの区間及び一般国
道３８号との交点（富良野市（南富良野町側））から占冠村・日高町界
日高峠までの区間

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

12 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

8

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等設備（以下「維持等」という。）並びに災害復旧に係
る工事に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・道路現況調査及び道路情報に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務（第２維持課の所掌に属するものを除く。）
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

第２維持課

4

・一般国道４０号（名寄市・美深町界に存する恵深橋（名寄市側）から中川町・天塩町界に存する国根府橋（中川町側）
まで）及び一般国道２７５号に係る道路の維持等及び災害復旧に係る工事に関する事務
・一般国道４０号（名寄市・美深町界に存する恵深橋（名寄市側）から中川町・天塩町界に存する国根府橋（中川町側）
まで）及び一般国道２７５号に係る道路現況調査及び道路情報に関する事務
・一般国道４０号（名寄市・美深町界に存する恵深橋（名寄市側）から中川町・天塩町界に存する国根府橋（中川町側）
まで）及び一般国道２７５号に係る道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

庶務課

6 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

5 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

5 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

第１維持課

富良野道路事務所

職員数
（人）

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

○

管理係１人を含む

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等設備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

空知川のうち、左岸は空知郡南富良野町字幾寅７９５番地先から富
良野市字下富良野町２８７７番２地先まで、右岸は空知郡南富良野町
字幾寅７３３番地先から富良野市字島の下１７９９番２４地先までの区
間

－

サンルダム建設事業所 下川町

サンルダム

－

岩尾内ダム管理所

士別市

岩尾内ダム

－

8 ・岩尾内ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

大雪ダム管理所

上川町

大雪ダム

－

8 ・大雪ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

忠別ダム管理所

東川町

忠別ダム

－

8 ・忠別ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

富良野河川事業所

計
室蘭開発建設部

富良野市

－
室蘭市

－
室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振及び日高支庁管内

－
部長、次長等
総務課

北海道

4 ・空知川に係る改良工事、維持、修繕その他の管理
19 ・サンルダムの建設工事及び当該ダムに係る河川の管理

433

－

18 ・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務
・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

経理課

19

契約課

17 ・入札及び契約関係事務

厚生課

9 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務
・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務

企画課

18

用地課

32 ・事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
する事務

管理課

－

6

20
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・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設整備を除く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務
・国が行う海岸保全区域の管理に関する事務

○
○

○

行（二）５人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）

職員数
（人）

内部組織

苫小牧河川事務所

苫小牧市

総務事務
担当課等

備

考

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務

機械通信課

沙流川のうち、左岸は沙流郡平取町字二風谷２１番の１地先から、右
岸は同字１２６番の６地先から、それぞれ河口までの区間
鵡川のうち、左岸は勇払郡むかわ町穂別４６７番地先から、右岸は穂
別川との合流点（勇払郡むかわ町穂別１４２番地先）から、それぞれ
河口までの区間
苫小牧海岸及び白老海岸のうち、昭和６３年建設省告示第１４６５号
に記載する工事の区域
覚生川流域（砂防）のうち、平成７年建設省告示第５７７号第３及び平
成８年建設省告示第１４６３号に記載する土地
錦多峰川流域（砂防）のうち、平成１３年国土交通省告示第５０８号に
記載する土地

業務内容

19 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務

・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術的事項に関する事務
洪水情報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他水象並びに土砂に関する調査に関する事務
・国が直轄で行う海岸事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国の管理に係る海岸保全施設の災害復旧に関する事務

治水課

16

道路第１課

18 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務

道路第２課

9 ・国が直轄で行う道路の電線共同溝の実施計画及び実施に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

5 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

庶務課

8 の並びに農地の保全に係るものを除く。以下同じ。）の管理（海岸保全施設の新設及び改良並びに災害復旧を除く。以

・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）及び国が行う海岸保全区域（港湾内及び漁港内のも

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）
・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・国が直轄で行う海岸事業に係る工事（災害復旧に係る工事を含む。以下同じ。）に関する事務（工務課の所掌に属す
るものを除く。）
・河川及び国が行う海岸保全区域の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・砂防設備に係る工事（災害復旧に係る工事を含む。以下同じ。）に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・出水対策に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務

計画課

8

工務課

4 ・砂防設備に係る工事の実施に関する事務

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務
・国が直轄で行う海岸事業に係る工事の実施に関する事務
・設計審査に関する事務

苫小牧道路事務所

苫小牧市

一般国道３６号のうち、千歳市・苫小牧市界から苫小牧市・白老町界
までの区間
一般国道２３４号のうち、千歳市・安平町界から終点までの区間
一般国道２３５号のうち、起点から日高町・新冠町界までの区間及び
苫小牧市字沼ノ端９０３番１から日高町・新冠町界までの区間
一般国道２７６号のうち、一般国道４５３号との交点（苫小牧市）から
終点までの区間
道道北進平取線のうち、厚真町字幌内２９３番地からむかわ町穂別２
６２番９までの区間（日高道路事務所の所掌に属するものを除く。）

庶務課

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

11 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

8 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第２工事課及び第３工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

5 ・一般国道２３５号のうち日高自動車道における電気通信施設に関する事務

第３工事課

5 びに構造物に係るものに限る。）

・道路の新設及び改築に係る工事の実施に関する事務（第３工事課の所掌に属するものを除く。）
・一般国道２３５号のうち日高自動車道の改築に係る工事の実施に関する事務（厚真町、むかわ町及び日高町管内並
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別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

維持課

職員数
（人）

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

10 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

室蘭道路事務所

登別市

一般国道３６号のうち、苫小牧市・白老町界から終点までの区間
一般国道３７号のうち、一般国道４５３号との交点（伊達市）から終点
までの区間

庶務課
工事課
維持課

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

10 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係３人を含む

○

管理係１人を含む

7 ・道路の改築に係る工事に関する事務
・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

10 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

有珠復旧事務所

日高道路事務所

洞爺湖町

日高町

一般国道３７号のうち、長万部町・黒松内町界に存する静狩トンネル
（長万部町側）から一般国道４５３号との交点（伊達市）までの区間
一般国道２３０号のうち、留寿都村・洞爺湖町界に存する貫気別橋
（洞爺湖町側）から一般国道３７号との交点（豊浦町及び洞爺湖町）ま
での区間
一般国道２７６号のうち、喜茂別町・伊達市界に存する広島橋（喜茂
別町側）から千歳市美笛国有林石狩森林管理署６０６９林班い小班
までの区間
一般国道４５３号のうち、一般国道２７６号との交点（伊達市）から終
点までの区間

一般国道２３７号のうち、占冠村・日高町界日高峠から終点までの区
間
一般国道２７４号のうち、夕張市・むかわ町から日高町・清水町界に
存する日勝トンネル（日高町側）までの区間
道道北進平取線のうち。厚真町字幌内２９３番地からむかわ町穂別２
６２番９までの区間に係る新設工事

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

7 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

復旧工事課

6 ・一般国道２３０号（有珠山災害に伴う不通区間に限る。）の災害復旧に係る工事に関する事務

関する事務（防災対策課の所掌に属するものを除く。）
・道路の改築に係る工事に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務（復
旧工事課の所掌に属するものを除く。）
・有珠山周辺に係る道路の防災計画に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

防災対策課

6

庶務課

9 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

4 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

維持課

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

浦河道路事務所

浦河町

一般国道２３５号のうち、日高町・新冠町界から終点までの区間及び
日高町・新冠町から新ひだか町静内中野町までの区間
一般国道２３６号のうち、広尾町・浦河町界に存する野塚トンネル（広
尾町側）から終点までの区間
一般国道３３６号のうち、一般国道２３６号との交点（浦河町）からえり
も町・広尾町界に存する日勝橋（えりも町側）までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

7 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

維持課

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

沙流川ダム建設事業所 平取町

平取ダム

－

16 ・平取ダムの建設工事及び当該ダムに係る河川の管理

二風谷ダム管理所

二風谷ダム

－

11 ・二風谷ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

計
釧路開発建設部

平取町
－
釧路市

－
釧路市、根室市、釧路及び根室支庁管内

－
部長、次長等

391

－

－

6
・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

○

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務

○

総務課

30 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

経理課

20 ・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

契約課

17 ・入札及び契約関係事務

企画課

15 ・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・営繕関係事務

15 / 24

行（二）１１人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）

職員数
（人）

内部組織

34

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

管理課

17

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防 雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

機械通信課

15 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

用地課

釧路河川事務所

釧路道路事務所

釧路町

釧路市

釧路川のうち、左岸は川上郡弟子屈町字弟子屈原野１４６番３地先
から、右岸は同町字鐺別原野４３番西１９番１地先から、それぞれ新
釧路川への分派点までの区間
新釧路川のうち、釧路川からの分派点から河口までの区間
オソベツ川のうち、左岸は川上郡標茶町字オソツベツ７７８番地先か
ら、右岸は同字５７３番の１地先から、それぞれ釧路川との合流点ま
での区間
標津川のうち、左岸は標津郡中標津町字中標津入線北８２番地先か
ら、右岸は同字７５番地先から、それぞれ河口までの区間
一般国道３８号のうち、浦幌町・釧路市界に存する直別橋（釧路市
側）から終点までの区間
一般国道４４号のうち、起点から道道厚岸標茶線との交点（厚岸町）
までの区間
一般国道２４０号のうち、起点から一般国道２７４号との交点（釧路
市）までの区間
一般国道２７２号のうち、起点から道道厚岸標茶線との交点（標茶
町）までの区間
一般国道２７４号のうち、浦幌町・白糠町界に存する釧勝トンネル（白
糠町側）から釧路市市道仁々志別横断道路との交点（釧路市）まで

業務内容

備

考

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術的事項に関する事務
洪水情報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他水象並びに土砂に関する調査に関する事務

治水課

15

道路第１課

15 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務

道路第２課

9 ・国が直轄で行う道路の電線共同溝の実施計画及び実施に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

4 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

庶務課

7 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む
行（二）１人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・出水対策に関する事務
・船舶及び機械類並びに電気通信施設に関する事務

計画課

4

工務課

4 ・設計審査に関する事務

庶務課

総務事務
担当課等

・河川の改修に係る工事実施に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

11 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

7 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務（第２工事課及び第３工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

6 るものに限る（第３工事課の所掌に属するものを除く。）。）

・道路の新設及び改築に係る工事の実施に関する事務（一般国道３８号及び北海道横断自動車道黒松内釧路線に係
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別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

内部組織

管轄区域（概略）
糠 側）
釧路市市道仁
別横断道路
交点（釧路市）
の区間
一般国道３９１号のうち、一般国道４４号との交点（釧路町）から釧路
町・標茶町界までの区間
一般国道３９２号のうち、一般国道３８号との交点（白糠町）から一般
国道２７４号との交点（白糠町）までの区間
北海道横断自動車道黒松内釧路線のうち、浦幌町・釧路市界から釧
路市鶴野１番地までの区間（足寄道路事務所の所掌に属するものを
除く。）

職員数
（人）

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

・一般国道３８号（釧路外環状道路に係るものに限る。）、一般国道４４号及び一般国道３９１号並びに北海道横断自動

第３工事課

6 車道黒松内釧路線（浦幌町・釧路市界から阿寒インターチェンジまでの区間に限る。）の新設及び改築に係る工事の実

維持課

7 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

施に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

根室道路事務所

根室市

一般国道４４号のうち、道道厚岸標茶線との交点（厚岸町）から終点
までの区間
一般国道２４３号のうち、別海町別海西別川橋（厚床側）から終点ま
での区間
一般国道２４４号のうち、別海町床丹橋（本別海側）から一般国道２４
３号との交点（別海町）までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

3 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

6 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

○

管理係２人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む
行（二）１人を含む

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る維持管理等に関する事務

弟子屈道路事務所

中標津道路事務所

弟子屈町

中標津町

一般国道２４０号のうち、一般国道２７４号との交点（釧路市）から釧
路市・津別町界釧北峠までの区間
一般国道２４１号のうち、一般国道２４３号との交点（弟子屈町）から
一般国道２４０号との交点（釧路市（弟子屈町側））までの区間及び一
般国道２４０号との交点（釧路市（足寄町側））から釧路市・足寄町界
足寄峠までの区間
一般国道２４３号のうち、美幌町・弟子屈町界美幌峠から道道中標津
標茶線との交点（標茶町（中標津町側））までの区間
一般国道２７４号のうち、釧路市市道仁々志別横断道路との交点（釧
路市）から一般国道３９１号との交点（標茶町）までの区間
一般国道３９１号のうち、釧路町・標茶町界から一般国道２４３号との
交点（弟子屈町（標茶町側））までの区間及び一般国道２４３号との交
点（弟子屈町（美幌町側））から弟子屈町・小清水町界野上峠までの
区間
一般国道２４３号のうち、道道中標津線との交点（標茶町（中標津町
側））から別海町別海西別川橋（厚床町側）までの区間
一般国道２４４号のうち、斜里町・標津町界から別海町床丹橋（別海
町本別海側）までの区間
一般国道２７２号のうち、道道厚岸標茶線との交点（標茶町）から終
点までの区間
一般国道３３４号のうち、起点から羅臼町・斜里町界知床峠までの区
間
一般国道３３５号のうち、起点から終点までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

4 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

7 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

7 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

7 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

計
帯広開発建設部

－
帯広市

－
帯広市、十勝支庁管内

－
部長、次長等

316

－

6

総務課

16 ・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

経理課

19 ・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

契約課

17 ・入札及び契約関係事務

厚生課

－

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務

9 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

企画課

17

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務

用地課

38

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務
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○
○

○

行（二）３人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）

職員数
（人）

内部組織

幕別町

十勝川のうち、左岸は上川郡清水町字熊牛３８番の５地先から中川
郡池田町千代田東２６号７５０番地の１地先まで、右岸は上川郡新得
町字屈足東２線２５番地先から中川郡幕別町字相川南３線２２３番地
先までの区間
札内川のうち、ヌウナイ沢との合流点から十勝川との合流点までの
区間
戸蔦別川のうち、左岸は帯広市清川町東２線８２番地先から、右岸は
同市中島町東３線８４番の１地先から、それぞれ札内川との合流点ま
での区間
帯広川のうち、帯広市東２条南１丁目２番地先に存する一般国道鎮
橋下流端から十勝川との合流点までの区間
然別川のうち、河東郡音更町字下音更北５線５２番地先に存する道
道国見橋下流端から十勝川との合流点までの区間
音更川のうち、左岸は河東郡士幌町字士幌幹西３線１８７番地先か
ら、右岸は同町字上音更基線２０４番地先から、それぞれ十勝川との
合流点までの区間
士幌川のうち 河東郡音更町字下士幌北３線６０番地先に存する道

総務事務
担当課等

備

考

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

管理課

23

機械通信課

17 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務

15

・国が直轄で行う行う道路の維持、修繕、除雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の電線共同溝の整備の実施計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務
・国が直轄で行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務
・国が直轄で行う航路の整備、利用、保全及び管理に関する事務
・国が行う海洋の汚染の防除に関する事務
・国が直轄で行う漁港の修築、維持管理その他漁港に関する事務
・国が直轄で行う港湾及び漁港の災害復旧に関する事務

治水課

19

・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術的事項に関する事務
洪水情報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他水象並びに土砂に関する調査に関する事務

道路課

17 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

工務課

帯広河川事務所

業務内容

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

4 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

庶務課

8 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

計画課

9 ・出水対策に関する事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・機械類及び電気通信施設に関する事務
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○

管理係１人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地

士幌川のうち、河東郡音更町字下士幌北３線６０番地先に存する道
道旭橋下流端から十勝川との合流点までの区間
途別川のうち、中川郡幕別町字千住４０９番地先に存する根室本線
鉄道橋下流端から十勝川との合流点までの区間
札内川流域（砂防）のうち、支川ピョウタン沢との合流点より上流に存
する本支川及び渓流
戸蔦別川上流域（砂防）のうち、支川岩内川との合流点より上流に存
する本支川及び渓流

池田河川事務所

帯広道路事務所

池田町

幕別町

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

十勝川のうち、左岸は中川郡池田町千代田東２６号７５０番地の１地
先から、右岸は同郡幕別町字相川南３線２２３番地先から、それぞれ
大津河口までの区間
浦幌十勝川のうち、左岸は十勝郡浦幌町字愛牛９番地先から、右岸
は同町字下浦幌３４７番地先から、それぞれ河口までの区間
浦幌川のうち、左岸は十勝郡浦幌町字生剛１３６番地先から、右岸は
同字６番地から、それぞれ浦幌十勝川との合流点までの区間
下頃辺川のうち、左岸は十勝郡浦幌町字稲穂３６２の１地先から、右
岸は同字３７２番地先から、それぞれ浦幌十勝川との合流点までの
区間
浦幌十勝導水路のうち、十勝川からの分派点から下頃辺川との合流
点までの区間
牛首別川のうち、左岸は中川郡豊頃町豊頃字牛首別４５番の６地先
から、右岸は同町豊頃字牛首別４６番の３地先から、それぞれ十勝
川との合流点までの区間
利別川のうち、左岸は中川郡本別町本別１００番１地先から、右岸は
同町本別１１番の２地先から、それぞれ十勝川との合流点までの区
間
十弗川のうち、左岸は中川郡池田町字東台５４番地先から、右岸は
同字５５番地先から、それぞれ利別川との合流点までの区間
猿別川のうち、中川郡幕別町字猿別１２９番地先に存する根室本線
鉄道橋下流端から十勝川との合流点までの区間
一般国道３８号のうち、南富良野町・新得町界狩勝峠から浦幌町・釧
路市界に存する直別橋（釧路市側）までの区間
一般国道２３６号のうち、起点から中札内村・更別村界までの区間及
び川西郡芽室町北明から中札内村・更別村までの区間
一般国道２４１号のうち、一般国道２７３号との交点（上士幌町）から
終点までの区間
一般国道２４２号のうち、池田町字利別南町８７番地１から一般国道３
８号との交点（幕別町）までの区間（改築工事に限る。）
一般国道２７４号のうち、日高町・清水町界に存する日勝トンネル（日
高町側）から一般国道２４１号との交点（士幌町）までの区間

職員数
（人）

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務

工務課

6 ・砂防設備に係る工事（災害復旧に係る工事を含む。）に関する事務

庶務課

8 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

計画課

6 ・出水対策に関する事務

・設計審査に関する事務。

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

○

管理係１人を含む

○

管理係２人を含む

○

管理係２人を含む

○

管理係１人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務（工務課の所掌に属するものを除く。）
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・機械類及び電気通信施設に関する事務

工務課

庶務課

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務

5 ・設計審査に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

11 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

第１工事課

5 ・道路の改築に係る工事に関する事務（第２工事課及び第３工事課の所掌に属するものを除く。）

第２工事課

5 に属するものを除く。）

第３工事課

5 る。）

維持課

・一般国道２３６号のうち帯広広尾自動車道及び一般国道２４２号の改築に係る工事に関する事務（第３工事課の所掌
・一般国道２３６号のうち帯広広尾自動車道の改築に係る工事の実施に関する事務（川西中札内道路に係るものに限
・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

10 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

広尾道路事務所

広尾町

一般国道２３６号のうち、中札内村・更別村界から広尾町・浦幌町界
に存する野塚トンネル（広尾町側）までの区間及び中札内村・更別村
界から大樹町字大樹までの区間
一般国道３３６号のうち、えりも町・広尾町界に存する日勝橋（えりも
町側）から一般国道２３６号との交点（広尾町（浦河町側））までの区
間及び一般国道２３６号との交点（広尾町（大樹町側））から一般国道
３８号との交点（浦幌町）及び道道直別共栄線との交点（浦幌町）まで
の区間（浦幌町町道十勝太線との交点（浦幌町）から道道直別共栄
線との交点（浦幌町）までの区間は、改築工事に限る。）

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

4 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

足寄道路事務所

十勝ダム管理所

足寄町

新得町

一般国道２４１号のうち、釧路市・足寄町界足寄峠から一般国道２７３
号との交点（上士幌町）までの区間
一般国道２４２号のうち、置戸町・陸別町界池北峠から一般国道３８
号との交点（幕別町）までの区間（帯広道路事務所の所掌に属するも
のを除く。）
一般国道２７３号のうち、一般国道２４１号との交点（上士幌町）から
上士幌町・上川町界に存する三国トンネル（上川町側）までの区間
一般国道２７４号のうち、一般国道２４２号との交点（本別町）から浦
幌町・白糠町界に存する釧勝トンネル（白糠町側）までの区間
北海道横断自動車道黒松内釧路線のうち、本別町共栄４９番５から
釧路市音別町４番地までの区間（浦幌町・釧路市界から釧路市音別
町４番地までの区間は新設工事に限る。）
北海道横断自動車道黒松内端野線のうち、本別町西仙美里１８９番
６から陸別町・訓子府町界までの区間

十勝ダム

庶務課
工事課

維持課

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

10 ・道路の改築に係る工事に関する事務
・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

－

8 ・十勝ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理
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別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
札内川ダム管理所
計
網走開発建設部

所在地

中札内村
－
網走市

職員数
（人）

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

－

札内川ダム
－
北見市、網走市、紋別市、網走支庁管内

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

8 ・札内川ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

－

366

部長、次長等

－

－

6

総務課

25 ・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

経理課

19

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

契約課

16

・入札及び契約関係事務

厚生課

9 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

企画課

11

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務

用地課

31

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

管理課

18

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防 雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

機械通信課

19 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術的事項に関する事務
洪水情報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他水象並びに土砂に関する調査に関する事務

治水課

12

道路第１課

17 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務

道路第２課

9 ・国が直轄で行う道路の電線共同溝の実施計画及び実施に関する事務

広報官

3 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

防災対策官

3 ・災害対策用機械の運用に関する事務

工事検査官

2 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめ

・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務
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・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する

○
○

○

行（二）１２人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）
北見河川事務所

北見道路事務所

網走道路事務所

所在地

北見市

北見市

網走市

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

常呂川のうち、左岸は常呂郡置戸町字中里５２番の２地先から、右岸
は同町字拓殖１０６番の２地先から、それぞれ河口までの区間。
無加川のうち、左岸は北見市東相内町９番の６地先から、右岸は同
市豊地８３７番の２地先から、それぞれ常呂川との合流点までの区間
網走川のうち、左岸は網走郡津別町字最上８１番の１地先から、右岸
は同町字達美２６９番地先から、それぞれ河口までの区間
美幌川のうち、左岸は網走郡美幌町字稲美２６６番の２地先から、右
岸は同町字報徳１１番の３地先から、それぞれ網走川との合流点ま
での区間

一般国道３９号のうち、上川町・北見市界石北峠から網走郡美幌町
三橋町２丁目１８番地２までの区間
一般国道２４０号のうち、釧路市・津別町界釧北峠から終点までの区
間
一般国道２４２号のうち、遠軽町・北見市界金華峠から置戸町・陸別
町界池北峠までの区間
一般国道２４３号のうち、起点から美幌町・弟子屈町界美幌峠までの
区間
一般国道３３３号のうち、佐呂間町字大成５８０番１から終点までの区
間
北海道横断自動車道黒松内端野線のうち、陸別町・訓子府町界から
北見市北上２２３番地までの区間
一般国道３９号のうち、網走郡美幌町三橋町２丁目１８番地２から終
点までの区間
一般国道２３８号のうち、終点から北見市・佐呂間町界までの区間
一般国道２４４号のうち、起点から斜里町・標津町界根北峠までの区
間
一般国道３３４号のうち、羅臼町・斜里町界知床峠から終点までの区
間
一般国道３９１号のうち、弟子屈町・小清水町界野上峠から一般国道
２４４号よの交点（小清水町）までの区間

庶務課

職員数
（人）

業務内容
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
復旧を除く。以下同じ。）に関する事務

7 ・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害

6

工務課

4 ・河川の環境整備に係る工事に関する事務（計画課の所掌に属するものを除く。）

庶務課

9 ・道路の管理（改築、維持、修繕、災害復

維持課

備

考

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

○

管理係１人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務
・河川の環境整備に係る工事（関連する河川の改修に係る工事を含む。以下同じ。）の設計審査に関する事務
・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・出水対策に関する事務
・船舶、機械類及び電気通信施設に関する事務

計画課

工事課

総務事務
担当課等

・河川の改修に係る工事の実施に関する事務

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
旧、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除く。以下同じ。）
に関する事務（技術に関するものを除く。）

12 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務
・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事 に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

8 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利 厚生に関する事務
防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）
に関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。 ）

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、

工事課

8 ・道路の改築に係る工事に関する事務

維持課

6 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

遠軽道路事務所

遠軽町

一般国道２３８号のうち、北見市・佐呂間町界から湧別町・紋別市界
に存するシブノツナイ橋（紋別市側）までの区間
一般国道２４２号のうち、起点から遠軽町・北見市界金華峠までの区
間
一般国道３３３号のうち、上川町・遠軽町界北見峠から佐呂間町字大
成５８０番１までの区間
一般国道４５０号のうち、上川町・遠軽町界北見峠から遠軽町東町ま
での区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

7 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）

工事課

8 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

維持課

6 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

に関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

興部道路事務所

興部町

一般国道２３８号のうち、湧別町・紋別市界に存するシブノツナイ橋
（紋別市側）から雄武町・枝幸町界までの区間
一般国道２３９号のうち、起点から西興部村・下川町界天北峠までの
区間
一般国道２７３号のうち、上川町・滝上町界に存する浮島トンネル（滝
上町側）から終点までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利 厚生に関する事務
防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）
に関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

庶務課

6 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、

工事課

4 ・道路の改築に関する事務

維持課

4 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る維持管理等に関する事務

網走西部河川事業所
鹿ノ子ダム管理所
計
留萌開発建設部

上湧別町
置戸町

湧別川のうち、左岸は紋別郡遠軽町清川５７５番地先から、右岸は同
町野上１５３番地先からそれぞれ河口までの区間
渚滑川のうち、左岸は紋別市上渚滑町奥東１４１番地先から、右岸は
同町下立牛６１番地先からそれぞれ河口までの区間

－

5 ・湧別川及び渚滑川に係る改良工事、維持、修繕その他の管理

鹿ノ子ダム

－

8 ・鹿ノ子ダムの維持及び管理並びに当該ダムに係る河川の管理

－
留萌市

－
留萌市、留萌支庁管内

－
部長、次長等
総務課
経理課

320

－

－

6
・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

○

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

○

22 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務
15
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行（二）６人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地
（市町村）

管轄区域（概略）

職員数
（人）

内部組織
契約課

留萌開発事務所

留萌市

留萌川のうち、留萌市大字留萌村字峠下２００６番地先に存する留萌
第１号標柱から河口までの区間
一般国道２３１号のうち、石狩市・増毛町界から終点までの区間
一般国道２３２号のうち、苫前町・小平町界に存する境橋（小平町側）
から終点までの区間
一般国道２３３号のうち、北竜町・留萌市界から終点までの区間及び
北竜町・留萌市界から留萌市大字留萌村東雲町までの区間

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

12 ・入札及び契約関係事務

企画課

13

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめに関する事務

用地課

18

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

管理課

11

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

機械通信課

16 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務
・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務
・国が行う河川整備計画の作成に関する事務
・国が直轄で行う河川の改修、維持及び修繕に係る調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行うダム事業の調査、計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う砂防事業の調査、計画及び実施に関する事務
・砂防法第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務
・国が行う河川の管理に係る技術的事項に関する事務
洪水情報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・国の管理に係る河川及びダム並びに砂防設備の災害復旧に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他水象並びに土砂に関する調査に関する事務

治水課

13

道路第１課

13 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務

・国が直轄で行う道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務

道路第２課

7 ・国が直轄で行う道路の電線共同溝の実施計画及び実施に関する事務

広報官

2 ・広報、渉外に関する事務

施工管理対策官

3 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

工事検査官

1 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

特定道路事業対策官

1 事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）

・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務
・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務

・シーニックバイウェイなど国が直轄で行う道路事業のうち、特に重要なものに係る企画及び立案並びに調整に関する
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
・河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。以下同じ。）に関する事務（河川課の所掌に属するものを除く。）
に関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）
・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務

河川課

5 ・河川の管理に関する事務のうち技術に関する事務

第一道路課

5 ・道路の改築に係る工事に関する事務（第２道路課の所掌に属するものを除く。）

第二道路課

5 ・道路の改築に係る工事の実施に関する事務

・出水対策に関する事務
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○

管理係１人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

所在地

内部組織

管轄区域（概略）

（市町村）

維持課

職員数
（人）

業務内容

総務事務
担当課等

備

考

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務

6 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

羽幌道路事務所

羽幌町

一般国道４０号のうち、中川町・天塩町に存する国根府橋（中川町
側）から幌延町・豊富町界までの区間
一般国道２３２号のうち、一般国道４０号との交点（天塩町）から苫前
町・小平町界に存する境橋（小平町側）までの区間
一般国道２３９号のうち、幌加内町・苫前町界霧立峠から一般国道２
３２号との交点（苫前町）までの区間
道道名寄遠別線のうち、遠別町字正修国有林留萌北部森林管理署
１０６０林班ロ小班から同字正修国有林留萌北部森林管理署１０７５
林班二小班までの区間

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務

庶務課

7 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

6 ・道路の新設及び改築に係る工事に関する事務

維持課

6 ・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務

関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

○

管理係１人を含む

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備並びに災害復旧に係る工事に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

幌延河川事業所

幌延町

天塩川のうち、天塩町・中川町界から河口までの区間
雄信内川のうち、七線沢との合流点から天塩川との合流点までの区
間
問寒別川のうち、天塩郡幌延町字上問寒６３７番地先の農道橋下流
端から天塩川との合流点までの区間

留萌ダム建設事業所

留萌市

留萌ダム

計

－

稚内開発建設部

稚内市

－
稚内市、宗谷支庁管内

－

－
－
部長、次長等
総務課

8 ・天塩川、雄信内川及び問寒別川に係る改良工事、維持、修繕その他の管理

24 ・留萌ダムの建設工事及び当該ダムに係る河川の管理
233

－

6
・人事、労務、文書、情報の公開、個人情報の保護に関する事務

○

・経費及び収入の予算、決算、会計に関する事務
・国有財産の管理及び処分、物品の管理に関する事務

○

21 ・職員の健康管理、安全管理、福利厚生、共済組合及び職員の災害補償等に関する事務

経理課

15

契約課

12 ・入札及び契約関係事務

企画課

12

・事業の計画及び実施のための総合的な調査、調整及び資料の収集
・環境の保全に関する事務の連絡調整
・直轄工事の技術及び管理の改善、直轄工事に係る設計単価、歩掛、仕様その他積算基準に関する事務
・営繕関係事務
・事業に係る災害に関する事務のとりまとめに関する事務

用地課

15

・事業の実施に係る土地等の収用、買収、寄附又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関する事務
・土地等の収用、買収、使用等に伴う損失補償に関する事務
事業に係る土地又は建物の借入れ、公共物の管理、工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関
する事務

8

・国が行う河川の管理（改修、維持、修繕及び災害復旧を除く。）
・砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関す
る事務のうち、行為の制限に関する事務
・砂防設備の直轄工事の施行に係る告示及び砂防設備の既成工事の引渡に関する事務
・国が行う道路の管理（新設、改築、維持、修繕、災害復旧、除雪、防 雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備を除
く。）
・国が行う港湾及び漁港の施設の管理及び引渡し並びに開発保全航路の管理
・国が直轄で行う土地改良事業の開始手続、土地改良財産の管理及び処分に関する事務

管理課

機械通信課

－

・事業に係る船舶及び機械類並びに電気通信施設の整備及び運用に関する事務

13 ・直轄工事の機械施工方式に関する調査及び改善に関する事務

・直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類並びに電気通信施設、情報システムの整備及び管理に関する事務

・洪水警報、水防警報、出水対策その他水防に関する事務
・気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象並びに土砂に関する調査に関する事務
・国が直轄で行う行う道路の維持、修繕、除雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備の実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の電線共同溝の整備の実施計画及び実施に関する事務
・国が直轄で行う道路の災害復旧に関する事務

工務課

8

道路課

9 ・国が直轄で行う道路の新設及び改築の実施に関する事務

広報官

2 ・広報、渉外に関する事務

・国が直轄で行う道路事業の調査及び計画に関する事務
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行（二）６人を含む

別添

都道
府県別

機関名
（出張所等）

稚内開発事務所

浜頓別道路事務所

所在地
（市町村）

稚内市

浜頓別町

内部組織

管轄区域（概略）

指定河川声問川のうち、左岸は稚内市大字声問村字上声問２７９９
番地先から、右岸は字流谷川との合流点から、それぞれ河口までの
区間
一般国道４０号のうち、幌延町・豊富町界から終点までの区間
一般国道２３８号のうち、猿払村富士見橋（浜頓別町側）から終点ま
での区間

一般国道２３８号のうち、雄武町・枝幸町界から猿払村富士見橋（浜
頓別町側）までの区間
一般国道２７５号音威子府村・中頓別町界から終点までの区間

－

－

北海道内 合計

業務内容

2 ・直轄工事における技術の活用及び品質確保に関する事務

工事検査官

1 ・工事検査に係る重要な事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

庶務課

8 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

河川課

3 ・出水対策に関する事務

道路課

9 ・道路の改築に関する事務

備

考

・直轄工事に係る事故の原因を究明するための調査及び工事の安全対策に関する事務
・直轄工事に関する検査の実施及び取りまとめ

・競争参加資格に係る技術的な審査、工事検査結果の評価に関する事務。
・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

○

管理係１人を含む

○

管理係２人を含む

・河川の改修、維持、修繕及び災害復旧に係る工事に関する事務

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止及び交通安全施設等整備（以下「維持等」という。）並びに災害復旧に係
る工事に関する事務
・道路の維持等（交通安全施設等整備を除く。）及び災害復旧に係る作業に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る設計、積算、維持管理等並びに機械施工方法に係る調査に関する事務

維持課

6

庶務課

7 ・道路の管理（改築、維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害防止、交通安全施設等整備及び災害復旧を除く。以下同じ。）に

工事課

4 ・道路の改築に関する事務

－

総務事務
担当課等

・直轄工事の適正な施工の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務

施工管理対策官

維持課

計

職員数
（人）

・庶務、文書、人事、会計及び職員の福利厚生に関する事務
関する事務（維持課の所掌に属するものを除く。）

5

・道路の維持、修繕、除雪、防雪、凍雪害 防止及び交通安全施設等整備（以下「維持等」という。）並びに災害復旧に
係る工事 に関する事務
・道路の維持等（交通安全施設等整備を除く。）及び災害復旧に係る作業に関する事務
・道路現況調査及び道路情報に関する事務
・道路の管理に関する事務のうち技術に関する事務
・機械類及び電気通信施設に係る維持管理等に関する調査に関する事務

166

－

3,813

－

※組織は、平成１９年７月１日現在。
※職員数は、原則として平成１９年７月１日時点現在の職員数である。
※開発建設部の組織のうち、総務課、経理課及び厚生課のような共通課については、道路及び河川の整備・管理等の事務に携わる職員数のみを抽出することが困難であるため、全職員数を計上している。
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