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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 七飯町～森町 北海道縦貫自動車道（七飯～大沼） 320

改築 士別市～名寄市 北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） 500

改築 本別町～釧路市 北海道横断自動車道（本別～釧路） 180

改築 足寄町～北見市 北海道横断自動車道（足寄～北見） 780

改築 国道5号 倶知安町～共和町 倶知安余市道路（倶知安～共和） 850

改築 国道5号 共和町～余市町 倶知安余市道路（共和～余市） 2,145

改築 国道5号 札幌市 創成川通 300

改築 国道38号 釧路市 釧路新道 435

改築 国道40号 音威子府村～中川町 音威子府バイパス 1,700

改築 国道40号 天塩町～幌延町 天塩防災 495

改築 国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢道路 550

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

改築 国道235号 日高町～新ひだか町 厚賀静内道路 1,110

改築 国道236号 大樹町～広尾町 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) 1,090

改築 国道236号 広尾町 野塚防災 95

改築 国道237号 中富良野町～富良野市 富良野北道路 525

改築 国道238号 湧別町～紋別市 紋別防雪 770

改築 国道238号 浜頓別町～稚内市 浜猿防災 235

改築 国道239号 苫前町 霧立防災 310

改築 国道278号 函館市 尾札部道路 830

改築 国道335号 標津町 標津防災 170

改築 国道337号 長沼町～南幌町 長沼南幌道路 1,220

改築 国道450号 遠軽町～湧別町 遠軽上湧別道路 420

改築 国道452号 芦別市～旭川市 盤の沢道路 550



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道5号
七飯町、蘭越町、
共和町

北海道5号交通安全対策 69

交通安全 国道12号
江別市、滝川市、
旭川市

北海道12号交通安全対策 135

交通安全 国道36号
千歳市、
苫小牧市、登別
市

北海道36号交通安全対策 12

交通安全 国道37号 豊浦町 北海道37号交通安全対策 9

交通安全 国道38号 新得町、清水町 北海道38号交通安全対策 66

交通安全 国道40号 士別市 北海道40号交通安全対策 3

交通安全 国道44号 根室市 北海道44号交通安全対策 60

交通安全 国道228号
木古内町、
福島町、松前町

北海道228号交通安全対策 72

交通安全 国道229号
泊村、共和町、
蘭越町、寿都町、
島牧村

北海道229号交通安全対策 159

交通安全 国道230号 喜茂別町 北海道230号交通安全対策 3

交通安全 国道231号 石狩市 北海道231号交通安全対策 30

備考路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費 備考路線名

交通安全 国道232号 天塩町 北海道232号交通安全対策 21

交通安全 国道234号 安平町 北海道234号交通安全対策 100

交通安全 国道235号 浦河町 北海道235号交通安全対策 3

交通安全 国道236号
帯広市、更別村、
浦河町

北海道236号交通安全対策 45

交通安全 国道237号
旭川市、
中富良野町、
占冠村

北海道237号交通安全対策 69

交通安全 国道239号 名寄市、士別市 北海道239号交通安全対策 12

交通安全 国道240号 釧路市 北海道240号交通安全対策 30

交通安全 国道241号 音更町 北海道241号交通安全対策 3

交通安全 国道243号 弟子屈町、別海町 北海道243号交通安全対策 6

交通安全 国道274号 鹿追町 北海道274号交通安全対策 3

交通安全 国道238号

網走市、紋別市、
枝幸町、
浜頓別町、
猿払村、稚内市

北海道238号交通安全対策 292



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費 備考路線名

交通安全 国道275号
浦臼町、
幌加内町、
中頓別町

北海道275号交通安全対策 9

交通安全 国道276号 共和町 北海道276号交通安全対策 6

交通安全 国道333号 遠軽町 北海道333号交通安全対策 3

交通安全 国道336号
様似町、
えりも町、
豊頃町

北海道336号交通安全対策 72

交通安全 国道391号 弟子屈町 北海道391号交通安全対策 3



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

白石中央電線共同溝（札幌市） 120

江別野幌町第二電線共同溝（江別市） 120

電線共同溝 国道38号 釧路市 北海道38号電線共同溝 201 釧路橋北地区電線共同溝 201

電線共同溝 国道39号 北見市 北海道39号電線共同溝 156 北見大通電線共同溝 156

電線共同溝 国道229号 余市町 北海道229号電線共同溝 201 余市駅前電線共同溝 201

電線共同溝 国道276号 苫小牧市 北海道276号電線共同溝 102 苫小牧新中野町電線共同溝 102

電線共同溝 国道279号 函館市 北海道279号電線共同溝 120 十字街電線共同溝 120

路線名 備考

電線共同溝 国道12号 札幌市、江別市 北海道12号電線共同溝 240



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道5号 函館市～札幌市 北海道5号維持管理 271

維持管理 国道12号 札幌市～旭川市 北海道12号維持管理 243

維持管理 国道36号 札幌市～室蘭市 北海道36号維持管理 73

維持管理 国道37号 長万部町～室蘭市 北海道37号維持管理 113

維持管理 国道38号 滝川市～釧路市 北海道38号維持管理 495

維持管理 国道39号 旭川市～網走市 北海道39号維持管理 599

維持管理 国道40号 旭川市～稚内市 北海道40号維持管理 151

維持管理 国道44号 釧路市～根室市 北海道44号維持管理 156

維持管理 国道227号 函館市～江差町 北海道227号維持管理 378

維持管理 国道228号 函館市～江差町 北海道228号維持管理 384

維持管理 国道229号 小樽市～江差町 北海道229号維持管理 235

維持管理 国道230号 札幌市～せたな町 北海道230号維持管理 74

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

維持管理 国道231号 札幌市～留萌市 北海道231号維持管理 44

維持管理 国道232号 稚内市～留萌市 北海道232号維持管理 704

維持管理 国道233号 旭川市～留萌市 北海道233号維持管理 28

維持管理 国道234号 岩見沢市～苫小牧市 北海道234号維持管理 24

維持管理 国道235号 室蘭市～浦河町 北海道235号維持管理 699

維持管理 国道236号 帯広市～浦河町 北海道236号維持管理 400

維持管理 国道237号 旭川市～浦河町 北海道237号維持管理 44

維持管理 国道238号 網走市～稚内市 北海道238号維持管理 791

維持管理 国道239号 網走市～留萌市 北海道239号維持管理 69

維持管理 国道240号 釧路市～網走市 北海道240号維持管理 72

維持管理 国道241号 弟子屈町～帯広市 北海道241号維持管理 165

維持管理 国道242号 網走市～帯広市 北海道242号維持管理 29

維持管理 国道243号 網走市～根室市 北海道243号維持管理 45



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

維持管理 国道244号 網走市～根室市 北海道244号維持管理 225

維持管理 国道272号 釧路市～標津町 北海道272号維持管理 20

維持管理 国道273号 帯広市～紋別市 北海道273号維持管理 44

維持管理 国道274号 札幌市～標茶町 北海道274号維持管理 144

維持管理 国道275号 札幌市～浜頓別町 北海道275号維持管理 54

維持管理 国道276号 江差町～苫小牧市 北海道276号維持管理 101

維持管理 国道277号 江差町～八雲町 北海道277号維持管理 20

維持管理 国道278号 函館市～森町 北海道278号維持管理 114

維持管理 国道279号 函館市 北海道279号維持管理 20

維持管理 国道333号 旭川市～北見市 北海道333号維持管理 28

維持管理 国道334号 羅臼町～美幌町 北海道334号維持管理 25

維持管理 国道335号 羅臼町～標津町 北海道335号維持管理 25

維持管理 国道336号 浦河町～釧路市 北海道336号維持管理 101



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

維持管理 国道337号 千歳市～小樽市 北海道337号維持管理 240

維持管理 国道391号 釧路市～網走市 北海道391号維持管理 155

維持管理 国道392号 釧路市～本別町 北海道392号維持管理 20

維持管理 国道393号 小樽市～倶知安町 北海道393号維持管理 29

維持管理 国道450号 旭川市～紋別市 北海道450号維持管理 150

維持管理 国道451号 留萌市～滝川市 北海道451号維持管理 75

維持管理 国道452号 夕張市～旭川市 北海道452号維持管理 23

維持管理 国道453号 札幌市～伊達市 北海道453号維持管理 122

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 440



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 士別市～名寄市 北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） 240

改築 足寄町～北見市 北海道横断自動車道（足寄～北見） 380

改築 国道5号 倶知安町～共和町 倶知安余市道路（倶知安～共和） 300

改築 国道5号 共和町～余市町 倶知安余市道路（共和～余市） 750

改築 国道40号 音威子府村～中川町 音威子府バイパス 590

改築 国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢道路 450

改築 国道44号 根室市 根室防雪 510

改築 国道227号 北斗市～厚沢部町 渡島中山防災 400

改築 国道230号 札幌市 定山渓拡幅 250

改築 国道235号 日高町～新ひだか町 厚賀静内道路 400

改築 国道238号 湧別町～紋別市 紋別防雪 320

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

改築 国道239号 苫前町 霧立防災 300

改築 国道333号 遠軽町 生田原道路 300

改築 国道337号 南幌町～江別市 中樹林道路 310

改築 国道452号 芦別市～旭川市 盤の沢道路 400



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道5号 札幌市 北海道5号交通安全対策 85 西宮の沢中央通交差点改良（札幌市） 85

交通安全 国道232号 遠別町 北海道232号交通安全対策 75 北里交差点改良（遠別町） 75

交通安全 国道238号 網走市 北海道238号交通安全対策 135 卯原内交差点改良（網走市） 135

音更大通6丁目交差点改良（音更町） 140

音更大通事故対策（音更町） 160

路線名 備考

交通安全 国道241号 音更町 北海道241号交通安全対策 300



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道5号 函館市～札幌市 北海道5号維持管理 183

維持管理 国道12号 札幌市～旭川市 北海道12号維持管理 220

維持管理 国道37号 長万部町～室蘭市 北海道37号維持管理 15

維持管理 国道38号 滝川市～釧路市 北海道38号維持管理 125

維持管理 国道39号 旭川市～網走市 北海道39号維持管理 187

維持管理 国道40号 旭川市～稚内市 北海道40号維持管理 59

維持管理 国道44号 釧路市～根室市 北海道44号維持管理 45

維持管理 国道227号 函館市～江差町 北海道227号維持管理 226

維持管理 国道228号 函館市～江差町 北海道228号維持管理 35

維持管理 国道229号 小樽市～江差町 北海道229号維持管理 857

維持管理 国道230号 札幌市～せたな町 北海道230号維持管理 625

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

維持管理 国道231号 札幌市～留萌市 北海道231号維持管理 17

維持管理 国道232号 稚内市～留萌市 北海道232号維持管理 45

維持管理 国道233号 旭川市～留萌市 北海道233号維持管理 17

維持管理 国道235号 室蘭市～浦河町 北海道235号維持管理 7

維持管理 国道236号 帯広市～浦河町 北海道236号維持管理 86

維持管理 国道237号 旭川市～浦河町 北海道237号維持管理 43

維持管理 国道238号 網走市～稚内市 北海道238号維持管理 24

維持管理 国道239号 網走市～留萌市 北海道239号維持管理 31

維持管理 国道240号 釧路市～網走市 北海道240号維持管理 19

維持管理 国道241号 弟子屈町～帯広市 北海道241号維持管理 58

維持管理 国道242号 網走市～帯広市 北海道242号維持管理 41

維持管理 国道243号 網走市～根室市 北海道243号維持管理 31



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

維持管理 国道244号 網走市～根室市 北海道244号維持管理 30

維持管理 国道272号 釧路市～標津町 北海道272号維持管理 46

維持管理 国道273号 帯広市～紋別市 北海道273号維持管理 42

維持管理 国道274号 札幌市～標茶町 北海道274号維持管理 325

維持管理 国道275号 札幌市～浜頓別町 北海道275号維持管理 34

維持管理 国道276号 江差町～苫小牧市 北海道276号維持管理 55

維持管理 国道277号 江差町～八雲町 北海道277号維持管理 36

維持管理 国道278号 函館市～森町 北海道278号維持管理 45

維持管理 国道279号 函館市 北海道279号維持管理 4

維持管理 国道333号 旭川市～北見市 北海道333号維持管理 9

維持管理 国道334号 羅臼町～美幌町 北海道334号維持管理 21

維持管理 国道335号 羅臼町～標津町 北海道335号維持管理 24



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

維持管理 国道336号 浦河町～釧路市 北海道336号維持管理 37

維持管理 国道337号 千歳市～小樽市 北海道337号維持管理 2

維持管理 国道391号 釧路市～網走市 北海道391号維持管理 13

維持管理 国道392号 釧路市～本別町 北海道392号維持管理 9

維持管理 国道393号 小樽市～倶知安町 北海道393号維持管理 20

維持管理 国道450号 旭川市～紋別市 北海道450号維持管理 16

維持管理 国道452号 夕張市～旭川市 北海道452号維持管理 4

維持管理 国道453号 札幌市～伊達市 北海道453号維持管理 3

維持管理 陸別町～北見市
北海道北海道横断自動車道黒松内北
見線維持管理

2

維持管理 本別町～釧路市
北海道北海道横断自動車道黒松内釧
路線維持管理

27



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 鷹栖東神楽線 旭川市、東神楽町
旭川東神楽道路
【旭川十勝道路】

800

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 (主) 士別滝の上線 士別市 登和里地区 250

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 北海道 北海道無電柱化推進計画事業 460 (主)深川雨竜線〔深川市〕、(主)稚内天塩線〔稚内市〕

無電柱化推進計画事業 札幌市 札幌市無電柱化推進計画事業 660
(市)旭山公園米里線、(市)北３条線、(主)札幌環状線、(都)西5丁目・
樽川通、(都)西7丁目通(第2工区)、(都)南1条通(第2工区)、(都)福
住・桑園通(第2工区)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 北海道 橋梁長寿命化修繕計画 5,715 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 北海道 トンネル長寿命化修繕計画 562 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 北海道 道路附属物等長寿命化修繕計画 663 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 札幌市 橋梁長寿命化修繕計画 775 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 旭川市 橋梁長寿命化修繕計画 46 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 網走市 橋梁長寿命化修繕計画 117 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 江別市 橋梁長寿命化修繕計画 70 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 恵庭市 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鷹栖町 橋梁長寿命化修繕計画 32 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 音更町 橋梁長寿命化修繕計画 38 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新得町 橋梁長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 幕別町 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

北海道橋梁長寿命化修繕計画
北海道 下川町 ペンケ下川停車場線 ペンケ９号橋 橋梁 修繕
北海道 下川町 ペンケ下川停車場線 緑橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 阿寒標茶線 阿寒川橋 橋梁 修繕
北海道 愛別町 愛山渓上川線 寿見江橋 橋梁 修繕
北海道 愛別町 愛別当麻旭川線 愛別橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 旭永跨線橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 旭名寄線 公園通跨線橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 宇津沢木線 本流橋 橋梁 修繕
北海道 和寒町 雨竜旭川線 千竜橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 雨竜旭川線 南８線橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 遠軽雄武線 あかね橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 兄力沢橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 深歌橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 神威脇橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 力沢橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 米岡５号橋 橋梁 更新
北海道 池田町 下居辺高島停車場線 居辺大橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 下仁頃相内停車場線 的場橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 下川愛別線 登神橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 下川愛別線 東江橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 下川風連線 東九号橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 下川雄武線 中幌内橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 滑若新冠停車場線 山高江橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 貫気別振内線 池売橋（上） 橋梁 修繕
北海道 紋別市 丸瀬布上渚滑線 高砂橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 丸瀬布上渚滑線 成岩橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 丸瀬布上渚滑線 立牛橋 橋梁 修繕
北海道 遠軽町 丸瀬布上渚滑線 岩見橋 橋梁 更新
北海道 岩見沢市 岩見沢月形線 岩見沢陸橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 岩見沢月形線 月形大橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 岩見沢三笠線 下桂橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 岩見沢三笠線 錦大橋 橋梁 修繕
北海道 新篠津村 岩見沢石狩線 北２号橋 橋梁 修繕
北海道 蘭越町 岩内洞爺線 ニセコ橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 鬼鹿停車場線 鬼鹿橋 橋梁 修繕
北海道 本別町 居辺本別線 桂橋 橋梁 修繕
北海道 京極町 京極停車場線 西京極橋（車） 橋梁 修繕
北海道 えりも町 襟裳公園線 歌別橋 橋梁 更新
北海道 今金町 金原今金線 金原橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 倶多楽湖公園線 第１椿の沢橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 釧路環状線 武佐の森大橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 釧路鶴居弟子屈線 旭跨線橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 釧路鶴居弟子屈線 萬翠橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 屈斜路津別線 上都橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 屈斜路津別線 上里橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 屈斜路摩周湖畔線 眺湖橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 屈斜路摩周湖畔線 湯園橋 橋梁 修繕
北海道 利尻富士町 沓形仙法志鴛泊線 潮鳴橋 橋梁 修繕
北海道 利尻町 沓形仙法志鴛泊線 栞橋 橋梁 修繕
北海道 利尻町 沓形仙法志鴛泊線 共通橋（車） 橋梁 更新
北海道 利尻町 沓形仙法志鴛泊線 共通橋（歩） 橋梁 更新
北海道 音更町 熊牛音更線 高谷橋 橋梁 修繕
北海道 音更町 熊牛音更線 万年橋 橋梁 修繕
北海道 芽室町 熊牛御影線 十勝橋 橋梁 更新
北海道 北広島市 栗山北広島線 百年橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 訓子府津別線 居武士橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 訓子府津別線 大谷橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 訓子府津別線 文月橋 橋梁 修繕
北海道 長沼町 恵庭栗山線 南６号橋 橋梁 修繕
北海道 栗山町 恵庭栗山線 馬追橋 橋梁 更新
北海道 士別市 剣淵原野士別線 名越大橋 橋梁 修繕
北海道 厚岸町 厚岸昆布森線 片無去橋 橋梁 修繕
北海道 厚岸町 厚岸標茶線 厚葉橋 橋梁 修繕
北海道 標茶町 厚岸標茶線 第一中ノ橋 橋梁 修繕
北海道 江別市 江別恵庭線 上江別跨線橋（下） 橋梁 修繕
北海道 江別市 江別恵庭線 上江別跨線橋（上） 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

北海道 岩見沢市 江別奈井江線 新赤川一号橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 高見西舎線 清瀬橋 橋梁 修繕
北海道 根室市 根室半島線 サンコタン橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 根室市 根室半島線 協力橋 橋梁 修繕
北海道 釧路町 根室浜中釧路線 昆布森橋 橋梁 修繕
北海道 由仁町 札幌夕張線 由仁跨線橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 三笠栗山線 萱野橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 三笠栗沢線 三笠山橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 三岩日高線 岡春部橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 岩見橋（車） 橋梁 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 岩尾内大橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 更生橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 札久留橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 清水橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 千歳橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 藻瀬狩橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 神代橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 知利別橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 尺別尺別停車場線 二号橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 尺別尺別停車場線 緑橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 朱鞠内風連線 １条橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 朱鞠内風連線 瑞生橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 朱鞠内風連線 西多寄橋 橋梁 修繕
北海道 美瑛町 十勝岳温泉美瑛線 白金橋 橋梁 修繕
北海道 網走市 小清水女満別線 浦士別四号橋 橋梁 修繕
北海道 網走市 小清水女満別線 山里４号橋 橋梁 修繕
北海道 小清水町 小清水女満別線 小清水橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 小清水町 小清水女満別線 美和橋 橋梁 修繕
北海道 北斗市 上磯峠下線 中野跨線橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 上羽幌羽幌停車場線 栄橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 上羽幌羽幌停車場線 待恋橋 橋梁 修繕
北海道 中札内村 上札内帯広線 上札内橋 橋梁 更新
北海道 士別市 上士別ビバカルウシ線 菊水橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 上士別和寒線 神塚橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 上士別和寒線 班渓橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 上志文四条東線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 上渚滑原野上渚滑線 大雄橋 橋梁 修繕
北海道 置戸町 常元中里線 新進橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 新冠平取線 東川１号橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 仁倉端野線 豊実橋 橋梁 修繕
北海道 清水町 清水大樹線 中野橋 橋梁 修繕
北海道 大樹町 生花大樹線 八千代橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 西風連名寄線 曙橋（車） 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内浦河線 美野和新橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内浦河線 本桐橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内中札内線 炭山橋 橋梁 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 富良牛橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 石崎松前線 小砂子橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 石崎松前線 早川橋 橋梁 修繕
北海道 帯広市 川西芽室音更線 中島橋 橋梁 更新
北海道 安平町 川端追分線 小安平橋 橋梁 修繕
北海道 安平町 川端追分線 光起橋 橋梁 更新
北海道 中標津町 川北中標津線 上武佐橋 橋梁 修繕
北海道 音更町 帯広浦幌線 十勝新橋 橋梁 修繕
北海道 池田町 帯広浦幌線 昭栄橋 橋梁 更新
北海道 七飯町 大沼公園線 新大沼跨線橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（車） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 樽前錦岡線 錦岡跨線橋 橋梁 修繕
北海道 今金町 丹羽今金線 住吉橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 知床公園線 カムイワッカ橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 知床公園線 ニゴリ橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 建根別橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 朔北橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 刺類橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 相泊橋 橋梁 修繕
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北海道 豊富町 稚咲内豊富停車場線 開運橋 橋梁 更新
北海道 幌延町 稚内天塩線 天塩河口大橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 稚内幌延線 熊沢橋 橋梁 修繕
北海道 稚内市 稚内幌延線 天興橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸温根湯線 学園橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸温根湯線 大曲橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸温根湯線 富里橋（車） 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 置戸訓子府北見線 実郷橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸福野北見線 第２号橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 中央東線 寿橋 橋梁 修繕
北海道 新篠津村 中原金沢線 ３６線橋 橋梁 修繕
北海道 別海町 中西別計根別線 七重橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 中藻興部興部線 三渡瀬橋 橋梁 修繕
北海道 興部町 中藻興部興部線 秋里橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 中藻興部興部線 中藻橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 中藻興部興部線 柳橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 清雲橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 第３号橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 緑風橋 橋梁 修繕
北海道 長沼町 長沼南幌線 ８号橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 津別陸別線 小峠橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 津別陸別線 第１１号橋 橋梁 修繕
北海道 小樽市 天神南小樽停車場線 富岡跨線橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 登別室蘭インター線 ときめき橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 東川東神楽旭川線 緑東大橋 橋梁 修繕
北海道 遠軽町 湯里生田原停車場線 浦島内橋 橋梁 修繕
北海道 当別町 当別浜益港線 砂金橋 橋梁 修繕
北海道 当別町 当別浜益港線 青山奥橋（車） 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 温泉橋 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 久保内大橋（下） 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 久保内大橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 錦大橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 有珠川橋（上） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧東インター線 東インター大橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 日吉端野線 川口橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 白老大滝線 毛白老橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館南茅部線 郭公橋 橋梁 修繕
北海道 厚沢部町 八雲厚沢部線 鷲堀橋 橋梁 修繕
北海道 せたな町 八雲北檜山線 富里橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 板谷佐久停車場線 佐久橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 班渓美深停車場線 オキキン橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 美唄達布岩見沢線 利根別橋 橋梁 修繕
北海道 富良野市 美唄富良野線 尻岸馬内橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 美唄富良野線 有明跨線橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 美深中川線 志文内橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 美深中川線 十間橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 美深中川線 永代橋 橋梁 更新
北海道 枝幸町 美深中頓別線 第一号橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 美深中頓別線 豊橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 美深名寄線 基線橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 美深名寄線 東雲１号橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 富士川上線 坂下橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 富沢日高三石停車場線 種川橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 蕗の台朱鞠内停車場線 宇津内橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 蕗の台朱鞠内停車場線 朱鞠内橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 平取厚真線 厚真新橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 平取静内線 シブサ橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 平取静内線 里平橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 平取静内線 浪花橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 弁景幌別線 陰の沢橋 橋梁 修繕
北海道 むかわ町 穂別鵡川線 炭住橋 橋梁 修繕
北海道 豊浦町 豊浦ニセコ線 栄光橋 橋梁 修繕
北海道 真狩村 豊浦京極線 大井橋 橋梁 修繕
北海道 真狩村 豊浦京極線 宝積橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 天塩町 豊富遠別線 加藤橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 豊富浜頓別線 故山橋 橋梁 修繕
北海道 猿払村 豊富浜頓別線 十七線橋 橋梁 修繕
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北海道 北見市 北見環状線 高栄橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 北見端野美幌線 鉄南跨線橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 北見白糠線 訓子府大橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 北見白糠線 鹿鳴橋 橋梁 修繕
北海道 陸別町 北見白糠線 相川橋 橋梁 修繕
北海道 由仁町 北長沼由仁線 松山橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 幌糠小平停車場線 中野橋 橋梁 修繕
北海道 由仁町 幌内三川停車場線 西三川橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 瀬多来橋 橋梁 修繕
北海道 本別町 本別本別停車場線 夏川橋 橋梁 修繕
北海道 中標津町 俣落西五条線 中標津橋 橋梁 修繕
北海道 苫前町 霧立小平線 幌立橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 名寄遠別線 高師橋 橋梁 修繕
北海道 網走市 網走公園線 バイラギ橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 問寒別佐久停車場線 クンネシリ橋 橋梁 修繕
北海道 天塩町 問寒別停車場下国府線 新問寒別大橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 紋穂内停車場線 紋穂内橋 橋梁 修繕
北海道 岩内町 野束清住線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 雄別釧路線 布伏内橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 夕張岩見沢線 巴橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 夕張厚真線 大黒橋 橋梁 修繕
北海道 占冠村 夕張新得線 １０線橋 橋梁 修繕
北海道 礼文町 礼文島線 起登臼２号橋 橋梁 修繕
北海道 共和町 蕨岱国富停車場線 隈元橋 橋梁 修繕

北海道トンネル長寿命化修繕計画
北海道 士別市 下川愛別線 於鬼頭トンネル トンネル 修繕
北海道 神恵内村 古平神恵内線 清川トンネル トンネル 修繕
北海道 鹿追町 鹿追糠平線 湖畔トンネル トンネル 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 天神トンネル トンネル 修繕
北海道 伊達市 上長和萩原線 伊達トンネル トンネル 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 いたやトンネル トンネル 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 かしわトンネル トンネル 修繕
北海道 登別市 登別港線 蘭法華隧道 トンネル 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖公園線 大有珠トンネル トンネル 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 オロフレトンネル トンネル 修繕
北海道 白老町 白老大滝線 森野トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 太田トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 鷹の巣トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 日昼部トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 帆越山トンネル トンネル 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 観音トンネル トンネル 修繕
北海道 名寄市 名寄遠別線 名母トンネル トンネル 修繕
北海道 占冠村 夕張新得線 赤岩トンネル トンネル 修繕

北海道道路附属物等長寿命化修繕計画
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道２ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道３ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道４ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道５ 道路附属物等 修繕
北海道 えりも町 襟裳公園線 西東洋覆道 道路附属物等 修繕
北海道 蘭越町 倶知安ﾆｾｺ線 五色覆道 道路附属物等 修繕
北海道 標茶町 釧路鶴居弟子屈線 オソベツ地先シェルター 道路附属物等 修繕
北海道 神恵内村 古平神恵内線 大雪崩覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 第二上紋覆道 道路附属物等 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 知利別歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 東園歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 登別市 室蘭環状線 鷲別アンダーパス 道路附属物等 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 望堰覆道 道路附属物等 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 木魂覆道 道路附属物等 修繕
北海道 登別市 洞爺湖登別線 オロフレ第１覆道２ 道路附属物等 修繕
北海道 登別市 洞爺湖登別線 オロフレ第５覆道 道路附属物等 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 山手歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 岩見沢市 美唄達布岩見沢線 西１０丁目立体交差 道路附属物等 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 鵜泊覆道 道路附属物等 修繕
北海道 小清水町 網走川湯線 藻琴山シェルター 道路附属物等 修繕
北海道 礼文町 礼文島線 起登臼覆道２ 道路附属物等 修繕

札幌市橋梁長寿命化修繕計画
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札幌市 札幌市 市道雁来篠路連絡線 上篠路西橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道雁来篠路連絡線 第二五ノ戸橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道曙６号線 曙６号人道橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道信濃中学校通北線 開栄橋（下） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道西２丁目線 豊水橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道北１３条線 北１３条橋（車） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道北野通線 北野橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道札幌環状線 環状北大橋（上） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道札幌夕張線 一条大橋（下） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道札幌夕張線 一条大橋（上） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道小樽定山渓線 定山渓大橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道西野白石線 寒月橋（５０） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道西野白石線 共進橋 橋梁 修繕

旭川市橋梁長寿命化修繕計画
旭川市 旭川市 市道７条通３号線 豊岡橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道雨紛新旭川通１号線 神楽橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道錦町１１丁目２号線 第５号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道錦町緑町１１・１９丁目道路線 南１号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道近文神居古潭自転車道路 江丹別第１７号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道上雨粉・神華道路 神栄橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道神居７条・富沢道路線 富沢高架橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道豊岡８条２・３丁目間１号線 豊友橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道末広高台通線 末広橋 橋梁 修繕

網走市橋梁長寿命化修繕計画
網走市 網走市 市道稲富旭線 第２号橋 橋梁 更新
網走市 網走市 市道潮見東網走線 網走豊郷線第３号橋 橋梁 修繕
網走市 網走市 市道鱒浦漁港線 第１号橋 橋梁 修繕

江別市橋梁長寿命化修繕計画
江別市 江別市 市道７号幹線農道の２ ７号橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道篠津２９線道路 蕨岱橋 橋梁 修繕

恵庭市橋梁長寿命化修繕計画
恵庭市 恵庭市 市道孝子堂線 柏木沢跨道橋 橋梁 修繕
恵庭市 恵庭市 市道川沿線 恵庭跨線橋 橋梁 修繕

鷹栖町橋梁長寿命化修繕計画
鷹栖町 鷹栖町 町道１４線 八千穂橋 橋梁 修繕
鷹栖町 鷹栖町 町道新２０号 常盤橋 橋梁 修繕

音更町橋梁長寿命化修繕計画
音更町 音更町 町道下音更然別北８線 豊年橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道西中音更北１０線 第４号橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道中音更２３号 共進橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道南西中音更東７号 更上橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道豊田１０号 桜月橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道豊田１１号 伊吹橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道万年東士狩幹線 士狩橋 橋梁 修繕

新得町橋梁長寿命化修繕計画
新得町 新得町 藤越線 藤越上橋 橋梁 更新

幕別町橋梁長寿命化修繕計画
幕別町 幕別町 町道茂発谷線 茂発谷橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 札幌市 札幌市無電柱化推進計画事業 787
(市)旭山公園米里線、(市)北３条線、(主)札幌環状
線、(都)西7丁目通、(都)福住・桑園通(中央区側)



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 旭川市 旭川市旭町・大町地区 旭川市 50
旭町2条4丁目・大町2条4
丁目間1号線



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 札幌市 橋梁長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照

道路メンテナンス事業 札幌市 道路附属物等長寿命化修繕計画 201 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照

道路メンテナンス事業 旭川市 橋梁長寿命化修繕計画 70 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照

道路メンテナンス事業 釧路町 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

札幌市橋梁長寿命化修繕計画
札幌市 札幌市 市道もみじ台本通線 熊の沢川橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道旭ヶ丘中央線 旭中央橋 橋梁 修繕

札幌市道路附属物等長寿命化修繕計画
札幌市 札幌市清田区 道道真駒内御料札幌線 平岡横断歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市中央区 道道西野白石線 柏中学校前横断歩道橋 道路附属物等 修繕

旭川市橋梁長寿命化修繕計画
旭川市 旭川市 市道功橋通線 功橋 橋梁 修繕

釧路町橋梁長寿命化修繕計画
釧路町 釧路町 町道天寧１号線 河野橋 橋梁 修繕



北 海 道

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・北海道）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

石狩川 石狩川下流 一般河川改修事業 8,247　
江別市
え べ つ し

、北広島
きたひろしま

市
し

、千歳
ち と せ

市
し

、岩見沢
いわみ ざわ

市
し

、新篠津
し ん し の つ

村
むら

、長沼町
ながぬまちょう

、

南幌町
なんぽろちょう

、美唄
び ば い

市
し

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 756　 旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 146　 蘭越
らんこし

町
ちょう

後志利別川 後志利別川 一般河川改修事業 112　 せたな町
ちょう

、今金
いまかね

町
ちょう

鵡川 鵡川 一般河川改修事業 228　 むかわ町
ちょう

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 253　 平取町
びらとりちょう

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 1,859　 池田町
いけだちょう

、芽室
め む ろ

町
ちょう

釧路川 釧路川 一般河川改修事業 224　 弟子屈
て し か が

町
ちょう

網走川 網走川 一般河川改修事業 140　 大空町
おおぞらちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 235　 北見市
き た み し

湧別川 湧別川 一般河川改修事業 61　 遠軽町
えんがるちょう

渚滑川 渚滑川 一般河川改修事業 73　 紋別市
も ん べ つ し

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 367　 幌延
ほろのべ

町
ちょう

天塩川 天塩川上流 一般河川改修事業 572　 音威子府
お と い ね っ ぷ

村
むら

、美深
び ふ か

町
ちょう

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 187　 留萌市
る も い し

石狩川 石狩川下流 河川維持修繕事業 2,634　 深川市
ふかがわし　　　　 かこう

～河口

石狩川 石狩川上流 河川維持修繕事業 211　 上川町
かみかわちょう

～旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 河川維持修繕事業 117　 蘭越町
らんこしちょう　　　かこう

～河口

後志利別川 後志利別川 河川維持修繕事業 101　 今金町
いまかねちょう     かこう

～河口

鵡川 鵡川 河川維持修繕事業 24　 むかわ町
ちょう

～河口
かこう

沙流川 沙流川 河川維持修繕事業 25　 平取町
びらとりちょう

～河口
かこう



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・北海道）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

十勝川 十勝川 河川維持修繕事業 1,456　 清水町
しみずちょう　　　　かこう

～河口

釧路川 釧路川 河川維持修繕事業 85　 弟子屈町
てしかがちょう　　　　　  かこう

～河口

網走川 網走川 河川維持修繕事業 39　 津別町
つべつちょう         かこう

～河口

常呂川 常呂川 河川維持修繕事業 27　 置戸町
おけとちょう　　　　 かこう

～河口

湧別川 湧別川 河川維持修繕事業 50　 遠軽町
えんがるちょう

～河口
かこう

渚滑川 渚滑川 河川維持修繕事業 29　 紋別市
もんべつし

～河口
かこう

天塩川 天塩川下流 河川維持修繕事業 146　 幌延
ほろのべ

町
ちょう

～河口
かこう

天塩川 天塩川上流 河川維持修繕事業 187　 士別市
しべつし

～中
なか

川
がわ

町
ちょう

留萌川 留萌川 河川維持修繕事業 572　 留萌市
るもいし

～河口
かこう

石狩川 総合水系環境整備事業 84　 砂川市
す な が わ し

、恵庭市
え に わ し

十勝川 総合水系環境整備事業 81　 帯広市
お び ひ ろ し

、幕別町
まくべつちょう

天塩川 総合水系環境整備事業 135　 名寄市
な よ ろ し

、下川町
しもかわちょう



令和３年度補正予算　河川事業（補助・北海道）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

石狩川 ペーパン川 河川災害復旧等関連緊急事業 105　 旭川市
あさひかわし

十勝川 ピウカ川 大規模特定河川事業 270　 芽室町
めむろちょう

釧路川 別保川 大規模特定河川事業 261　 釧路市
く し ろ し

、釧路
く し ろ

町
ちょう

常呂川 無加川 大規模特定河川事業 240　 北見市
き た み し

松倉川 湯の川 大規模特定河川事業 240　 函館市
は こ だ て し

古丹別川 古丹別川 大規模特定河川事業 280　 苫前町
とままえちょう



北海道

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 石狩川桂沢ダム 47

石狩川金山ダム 25

天塩川岩尾内ダム 31

石狩川豊平峡ダム 40

十勝川十勝ダム 53

後志利別川美利河ダム 67

沙流川二風谷ダム 5

石狩川滝里ダム 30

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とよひらがわ とよひらがわ おかばるしがわ おかばるしがわとこがためこう さっぽろし みなみく ふじの

札幌開発建設部 砂防 豊平川 豊平川 オカバルシ川 オカバルシ川床固工 札幌市 南区 藤野 床固工 181
とよひらがわ とよひらがわ みすまいがわ ごりょうえんてい さっぽろし みなみく みすまい

豊平川 豊平川 簾舞川 御料堰堤 札幌市 南区 簾舞 砂防堰堤工 271
とよひらがわ とよひらがわ みなみのさわがわ みなみのさわがわにごうけいりゅうえんてい さっぽろし みなみく みなみさわ

豊平川 豊平川 南の沢川 南の沢川２号渓流堰堤 札幌市 南区 南沢 砂防堰堤工 220

合計 3 箇所 672

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　１／５）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いしかりがわじょうりゅう いしかりがわ しらかわかりゅう しらかわいちごうえんてい かみかわぐん かみかわちょう しらかわ

旭川開発建設部 火山砂防 石狩川上流 石狩川 白川下流 白川１号堰堤 上川郡 上川町 白川 砂防堰堤工 140
いしかりがわじょうりゅう いしかりがわ しらかわじょうりゅう しらかわにごうえんてい かみかわぐん かみかわちょう しらかわ

石狩川上流 石狩川 白川上流 白川２号堰堤 上川郡 上川町 白川 砂防堰堤工 150
いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわ びえいがわだいはちごうえんてい かみかわぐん　 びえいちょう しろがね

石狩川上流 美瑛川 美瑛川 美瑛川第８号堰堤 上川郡　 美瑛町 白金 床固工 420
いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわ びえいがわだいにごうえんてい かみかわぐん　 びえいちょう しろがね

石狩川上流 美瑛川 美瑛川 美瑛川第２号堰堤 上川郡　 美瑛町 白金 砂防堰堤工 170

合計 4 箇所 880

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　２／５）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とかちがわ とったべつがわ とったべつがわじょうりゅうさがん とったべつがわよんごうさぼうさがんえんてい おびひろし たくせいちょう

帯広開発建設部 砂防 十勝川 戸蔦別川 戸蔦別川上流左岸 戸蔦別川４号砂防左岸堰堤 帯広市 拓成町 砂防堰堤工 92
とかちがわ とったべつがわ とったべつがわじょうりゅううがん とったべつがわよんごうさぼううがんえんてい おびひろし たくせいちょう

十勝川 戸蔦別川 戸蔦別川上流右岸 戸蔦別川４号砂防右岸堰堤 帯広市 拓成町 砂防堰堤工 108
とかちがわ とったべつがわ とったべつがわかりゅう とったべつがわいちごうさぼうえんてい おびひろし たくせいちょう

十勝川 戸蔦別川 戸蔦別川下流 戸蔦別川１号砂防堰堤 帯広市 拓成町 砂防堰堤工 200

合計 3 箇所 400

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　３／５）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

たるまえさん おぼっぷがわ おぼっぷがわ おぼっぷがわさんごうえんてい とまこまいし にしきおか

室蘭開発建設部 火山砂防 樽前山 覚生川 覚生川 覚生川３号堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 430
たるまえさん くまのさわがわ くまのさわがわちゅうりゅう くまのさわがわにごうえんてい とまこまいし にしきおか

樽前山 熊の沢川 熊の沢川中流 熊の沢川２号堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 120
たるまえさん くまのさわがわ くまのさわがわかりゅう くまのさわがわいちごうえんてい とまこまいし にしきおか

樽前山 熊の沢川 熊の沢川下流 熊の沢川１号堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 764
たるまえさん うすがわ うすがわ うすがわさぼうえんてい とまこまいし いとい

樽前山 有珠川 有珠川 有珠川砂防堰堤 苫小牧市 糸井 流木対策工 534

合計 4 箇所 1,848

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　４／５）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あづまかわ あづまかわ ちけっぺがわ ちけっぺがわさぼうえんてい ゆうふつぐん あつまちょう ほろさと

室蘭開発建設部 特定緊急砂防 厚真川 厚真川 チケッペ川 チケッペ川砂防堰堤 勇払郡 厚真町 幌里 砂防堰堤工 180
あづまかわ あづまかわ とうわがわ とうわがわさぼうえんてい ゆうふつぐん あつまちょう とうわ

厚真川 厚真川 東和川 東和川砂防堰堤 勇払郡 厚真町 東和 砂防堰堤工 70

合計 2 箇所 250

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　５／５）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 さんないかわ さんないかわ ふるうぐん かもえないむら さんない えんていかいりょうこう

砂防等事業 珊内川 珊内川 古宇郡 神恵内村 珊内 堰堤改良工 10
さるかわ ぱんけぬしかわ さるぐん ひだかちょう ちさか さぼうえんていこう

沙流川 パンケヌシ川 沙流郡 日高町 千栄 砂防堰堤工 150
とかちかわ おりべかわ かとうぐん かみしほろちょう おりべひがし とこがためこう

十勝川 居辺川 河東郡 上士幌町 居辺東 床固工 260
とかちかわ ぺんけおたそいかわ かみかわぐん しんとくちょう ひろうち とこがためこう

十勝川 ペンケオタソイ川 上川郡 新得町 広内 床固工 440
とかちかわ ぱんけしんとくかわ かみかわぐん しんとくちょう しんとく さぼうえんていこう

十勝川 パンケ新得川 上川郡 新得町 新得 砂防堰堤工 160
とかちかわ ぺけれべつかわ かみかわぐん しみずちょう しみず ゆうさちこう

十勝川 ペケレベツ川 上川郡 清水町 清水 遊砂地工 416
とかちかわ めむろかわ かみかわぐん しみずちょう はおび りゅうぼくほそくこう

十勝川 芽室川 上川郡 清水町 羽帯 流木捕捉工 174
いしかりかわ ふらのかわ そらちぐん かみふらのちょう かみふらの さぼうえんていこう

石狩川 富良野川 空知郡 上富良野町 上富良野 砂防堰堤工 140

小計 ８箇所 1,750

事業間連携 やまこしえきうらさわ やまこしえきうらさわ ふたみぐん やくもちょう やまこし さぼうえんていこう

砂防等事業 山越駅裏沢 山越駅裏沢 二海郡 八雲町 山越 砂防堰堤工 54
おさるかわ じんじゃかわ だてし おおたきくほんちょう さぼうえんていこう

長流川 神社川 伊達市 大滝区本町 砂防堰堤工 30
くるまとまないかわ みぎのさわかわ あばしりし にしきまち さぼうえんていこう

車止内川 右の沢川 網走市 錦町 砂防堰堤工 119
いしかりかわ ふらのかわ そらちぐん かみふらのちょう かみふらの えんていかいりょうこう

石狩川 富良野川 空知郡 上富良野町 上富良野 堰堤改良工 400
ゆうべつかわ しゆうべつかわ もんべつぐん えんがるちょう しらたき ゆうさちこう

湧別川 支湧別川 紋別郡 遠軽町 白滝 遊砂地工 230

５箇所 833

１３箇所 2,583合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　1/1）

小計

事業区分 所在地水系名 渓流名



北海道開発局（北海道） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 胆振海岸 苫小牧市
と ま こ ま い し

、白老
しらおい

町
ちょう

344

北海道　計 344

令和３年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

備考事　業　名 海岸名 市町村名 事業費



令和3年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・北海道）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

石狩川 石狩川下流 一般河川改修事業 7,041　
札幌
さっぽろ

市
し

、江別
え べ つ

市
し

、恵庭
え に わ

市
し

、岩見沢
いわみ ざわ

市
し

、新篠津
し ん し の つ

村
むら

、長沼
ながぬま

町
ちょう

、

美唄
び ば い

市
し

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 420　 旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 150　 蘭越町
らんこしちょう

後志利別川 後志利別川 一般河川改修事業 170　 せたな町
ちょう

、今金
いまかね

町
ちょう

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 150　 平取町
びらとりちょう

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 1,040　 池田町
いけだちょう

、音更
おとふけ

町
ちょう

釧路川 釧路川 一般河川改修事業 80　 標茶
しべちゃ

町
ちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 185　 北見
き た み

市
し

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 240　 天塩
て し お

町
ちょう

天塩川 天塩川上流 一般河川改修事業 304　 名寄
な よ ろ

市
し

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 180　 留萌
る も い

市
し

石狩川 石狩川下流 河川維持修繕費 50　 深川市
ふかがわし　　　　 かこう

～河口

十勝川 十勝川 河川維持修繕費 250　 清水町
しみずちょう　　　　かこう

～河口

釧路川 総合水系環境整備事業 53　 標茶
しべちゃ

町
ちょう



北海道

　令和３年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

多目的ダム建設事業 石狩川幾春別川総合開発 1,211

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわ びえいがわだいにごうえんてい かみかわぐん びえいちょう しろがね

旭川開発建設部 火山砂防 石狩川上流 美瑛川 美瑛川 美瑛川第２号堰堤 上川郡 美瑛町 白金 砂防堰堤工 120

合計 1 箇所 120

箇所名

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（北海道　１／１）
事業費

（百万円）
工　種事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 備　考



北　海　道

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　北海道

（単位：百万円）

維持管理 滝野すずらん丘陵公園 札幌市 476 うち５か年加速化対策　175百万円

維持管理 国立民族共生公園 白老郡白老町 15

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 北海道 北海道無電柱化推進計画事業 460 (主)深川雨竜線〔深川市〕、(主)稚内天塩線〔稚内市〕

無電柱化推進計画事業 札幌市 札幌市無電柱化推進計画事業 660
(市)旭山公園米里線、(市)北３条線、(主)札幌環状線、(都)西
5丁目・樽川通、(都)西7丁目通(第2工区)、(都)南1条通(第2工
区)、(都)福住・桑園通(第2工区)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県（政令市）名:札幌市 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 札幌市 札幌市無電柱化推進計画事業 560 (都)西7丁目通、(都)福住・桑園通(中央区側)



（その１） 港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

北海道

北海道

北海道国際拠点港湾 室 蘭 室 蘭 市 小 計 200 200

北海道 直 轄 200 200

北海道

北海道 苫 小 牧 苫 小 牧 港 小 計 180 1,381 1,561

北海道 管 理 組 合 直 轄 180 1,381 1,561

北海道

北海道重 要 港 湾 函 館 函 館 市 小 計 510 240 750

北海道 直 轄 510 240 750

北海道

北海道 小 樽 小 樽 市 小 計 268 268

北海道 直 轄 268 268

北海道

北海道 釧 路 釧 路 市 小 計 1,520 1,640 3,160

北海道 直 轄 1,520 1,640 3,160

北海道

北海道 留 萌 留 萌 市 小 計 40 180 220

北海道 直 轄 40 180 220

北海道

北海道 稚 内 稚 内 市 小 計 30 130 160

北海道 直 轄 30 130 160

北海道

北海道 十 勝 広 尾 町 小 計 75 75

北海道 直 轄 75 75

北海道

北海道 石 狩 湾 新 石 狩 湾 新 港 小 計 240 882 1,122

北海道 管 理 組 合 直 轄 240 882 1,122

北海道

北海道 紋 別 紋 別 市 小 計 390 390
北海道 直 轄 390 390
北海道

北海道 網 走 網 走 市 小 計 330 220 550

北海道 直 轄 330 220 550

北海道

北海道地 方 港 湾 宗 谷 稚 内 市 小 計 69 69

北海道 直 轄 69 69

北海道

北海道 枝 幸 枝 幸 町 小 計 40 40

北海道 直 轄 40 40

北海道

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

北 海 道

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者



（その２） 港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

北海道

北海道

北海道地 方 港 湾 霧 多 布 浜 中 町 小 計 60 60

北海道 直 轄 60 60

北海道

北海道 え り も え り も 町 小 計 42 42

北海道 直 轄 42 42

北海道

北海道 浦 河 浦 河 町 小 計 160 160

北海道 直 轄 160 160

北海道

北海道 白 老 白 老 町 小 計 86 86

北海道 直 轄 86 86

北海道

北海道 森 森 町 小 計 24 24

北海道 直 轄 24 24

北海道

北海道 椴 法 華 函 館 市 小 計 45 45

北海道 直 轄 45 45

北海道

北海道 江 差 江 差 町 小 計 177 177

北海道 直 轄 177 177

北海道

北海道 奥 尻 奥 尻 町 小 計 98 98

北海道 直 轄 98 98

北海道

北海道 瀬 棚 せ た な 町 小 計 50 60 110

北海道 直 轄 50 60 110

北海道

北海道 岩 内 岩 内 町 小 計 85 85

北海道 直 轄 85 85

北海道

北海道 増 毛 増 毛 町 小 計 30 30

北海道 直 轄 30 30

北海道

北海道 羽 幌 羽 幌 町 小 計 132 132

北海道 直 轄 132 132

北海道

北海道 天 塩 天 塩 町 小 計 50 380 430

北海道 直 轄 50 380 430

北海道

北海道 鴛 泊 利 尻 富 士 町 小 計 158 158

北海道 直 轄 158 158

北海道

北海道 沓 形 利 尻 町 小 計 150 150

北海道 直 轄 150 150

北海道

北海道 香 深 礼 文 町 小 計 180 180

北海道 直 轄 180 180

北海道

3,556 6,976 10,532

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

合　　　　計

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

北 海 道



令和３年度　補正予算配分箇所表（空港整備）

「国庫債務負担行為（ゼロ国債）」

［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 59 無線施設整備

羽 田 59 無線施設整備

新 潟 266 滑走路端安全区域整備

福 岡 59 無線施設整備

熊 本 59 無線施設整備

宮 崎 59 無線施設整備

鹿 児 島 59 無線施設整備

成 田 59 無線施設整備

中 部 59 無線施設整備

関 西 59 無線施設整備

伊 丹 59 無線施設整備

秋 田 321 滑走路改良

青 森 411 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 314 滑走路改良

福 島 660 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

富 山 208 滑走路改良

佐 賀 509 滑走路改良、エプロン改良等

（北海道）

新 千 歳 1,371 誘導路新設、耐震対策、無線施設整備

稚 内 35 浸水対策

釧 路 320 照明施設整備

函 館 65 浸水対策

帯 広 150 誘導路改良

女 満 別 82 庁舎改修

（沖縄）

那 覇 60 無線施設整備

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港



- 4 - 
 

Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

 

(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 





令和３年度補正予算　官庁営繕部箇所別調書

北海道 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

官庁営繕費 稚内港湾合同庁舎 北海道　稚内市 24 津波対策

稚内地方合同庁舎 北海道　稚内市 219 受変電設備改修

小樽開発建設部 北海道　小樽市 44 外壁改修、屋根改修

旭川地方合同庁舎 北海道　旭川市 57 屋根改修

合　　計 345

※各箇所の計数は単位未満四捨五入のため、合計において合致しない。



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

道内各地域の活力向上、国際競
争力強化に資する道路ネット
ワークの機能向上・交通環境形
成

北海道,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石
狩市,新篠津村,夕張市,岩見沢市,美唄市,芦
別市,三笠市,砂川市,歌志内市,深川市,南幌
町,上砂川町,由仁町,栗山町,浦臼町,妹背牛
町,雨竜町,北竜町,小樽市,赤井川村,古平
町,積丹町,共和町,倶知安町,京極町,喜茂別
町,留寿都村,ニセコ町,寿都町,島牧村,函館
市,北斗市,七飯町,森町,八雲町,長万部町,
江差町,上ノ国町,乙部町,せたな町,奥尻町,
今金町,室蘭市,登別市,壮瞥町,洞爺湖町,豊
浦町,厚真町,むかわ町,日高町,平取町,新冠
町,新ひだか町,浦河町,旭川市,名寄市,富良
野市,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,東川
町,美瑛町,中富良野町,下川町,中川町,幌加
内町,留萌市,増毛町,苫前町,羽幌町,初山別
村,遠別町,天塩町,稚内市,浜頓別町,中頓別
町,幌延町,北見市,網走市,紋別市,大空町,
美幌町,津別町,斜里町,訓子府町,置戸町,湧
別町,興部町,雄武町,帯広市,芽室町,鹿追
町,音更町,本別町,浦幌町,釧路市,釧路町,
厚岸町,標茶町,弟子屈町,白糠町,根室市,別
海町,中標津町,標津町,士別市,伊達市,滝川
市,長沼町,新十津川町,岩内町,厚沢部町,豊
富町,新得町,幕別町,豊頃町,余市町,滝上
町,西興部村,白老町,黒松内町

62,812 

62,812 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

防災・安全を支える道路ネット
ワーク強化

旭川市,北見市,北斗市,稚内市,当別町,遠軽
町,釧路市,北海道,江別市,千歳市,恵庭市,
北広島市,石狩市,新篠津村,夕張市,岩見沢
市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市,
砂川市,歌志内市,深川市,南幌町,上砂川町,
奈井江町,月形町,浦臼町,新十津川町,妹背
牛町,雨竜町,北竜町,沼田町,小樽市,余市
町,古平町,積丹町,岩内町,共和町,倶知安
町,京極町,喜茂別町,留寿都村,真狩村,ニセ
コ町,蘭越町,寿都町,島牧村,函館市,木古内
町,七飯町,森町,八雲町,長万部町,上ノ国
町,乙部町,せたな町,奥尻町,今金町,室蘭
市,苫小牧市,登別市,伊達市,壮瞥町,洞爺湖
町,豊浦町,白老町,安平町,厚真町,日高町,
平取町,新ひだか町,浦河町,名寄市,富良野
市,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別
町,上川町,東川町,美瑛町,中富良野町,和寒
町,下川町,美深町,留萌市,増毛町,苫前町,
羽幌町,初山別村,遠別町,天塩町,猿払村,浜
頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利
尻町,幌延町,網走市,紋別市,大空町,美幌
町,津別町,斜里町,清里町,小清水町,訓子府
町,置戸町,佐呂間町,湧別町,滝上町,興部
町,西興部村,雄武町,帯広市,清水町,士幌
町,上士幌町,音更町,幕別町,本別町,足寄
町,豊頃町,浦幌町,大樹町,釧路町,厚岸町,
標茶町,弟子屈町,白糠町,根室市,別海町,中
標津町,標津町

4,268,962 

国土強靱化地域計画に基づく道
路の防災・減災対策推進

北海道,名寄市,岩内町,共和町,北広島市,寿
都町,江差町,壮瞥町,利尻町,北見市,大空
町,登別市,伊達市,中頓別町,清水町,奥尻町

2,763,463 

北海道における総合的な治水対
策の推進（防災・安全）

北海道,函館市,名寄市,伊達市,上ノ国町,厚
沢部町,乙部町,黒松内町,鷹栖町,和寒町,剣
淵町,幌加内町,新冠町,浦河町,陸別町,江別
市,江差町,壮瞥町,白老町,安平町,池田町

7,279,000 

北海道地域における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）

北海道,江別市,広尾町,厚真町,北見市 2,799,250 

北海道地域における総合的な土
砂災害対策の推進（防災・安
全）（重点）

北海道 622,750 



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

北の大地を支える持続可能な下
水道（防災・安全）

北海道,函館市,小樽市,旭川市,室蘭市,釧路
市,帯広市,北見市,夕張市,岩見沢市,網走
市,留萌市,苫小牧市,稚内市,江別市,紋別
市,士別市,千歳市,滝川市,深川市,恵庭市,
北広島市,石狩市,新ひだか町,音更町,新得
町

1,876,100 

北の大地を支える持続可能な下
水道（防災・安全）（重点）

函館市,旭川市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見
市,岩見沢市,網走市,留萌市,苫小牧市,稚内
市,美唄市,赤平市,名寄市,根室市,千歳市,
滝川市,砂川市,歌志内市,深川市,登別市,恵
庭市,伊達市,北広島市,石狩市,木古内町,八
雲町,今金町,せたな町,倶知安町,岩内町,余
市町,栗山町,新十津川町,東神楽町,上富良
野町,羽幌町,遠別町,美幌町,遠軽町,興部
町,雄武町,新ひだか町,音更町,足寄町,釧路
町,標茶町,弟子屈町,別海町,中標津町,小樽
市,江別市,富良野市,当別町,黒松内町,標津
町,愛別町,剣淵町,様似町,白老町

177,900 

北海道における総合的な浸水対
策の推進（防災・安全）

北海道 968,000 

都市公園等の整備による安全で
快適な都市環境の形成（防災・
安全）（重点）

旭川市,函館市,帯広市,夕張市,岩見沢市,網
走市,留萌市,紋別市,滝川市,富良野市,登別
市,恵庭市,石狩市,当別町,余市町,音更町,
本別町,足寄町,弟子屈町,中標津町,伊達市

112,000 

北海道大規模盛土造成地の変動
予測調査（防災・安全）

函館市,小樽市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見
市,夕張市,網走市,留萌市,稚内市,江別市,
紋別市,千歳市,砂川市,登別市,北広島市,当
別町,江差町,倶知安町,余市町,赤井川村,白
老町,洞爺湖町,安平町,浦河町,釧路町,厚岸
町,中標津町

105,132 

函館港における港湾利用の効率
性・安全性の向上（防災・安
全）

函館市 17,000 

函館港における国土強靭化に向
けた港湾機能強化として実施す
る港湾施設の整備（防災・安
全）（重点計画）

函館市 12,000 



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

網走港における安全で利便性の
高い港湾環境の形成（防災・安
全）

網走市 20,000 

稚内港海岸における、老朽化対
策の推進（防災・安全）

稚内市 11,000 

安全で安心な使いやすいみなと
と海岸づくり（防災・安全）

苫小牧港管理組合 22,000 

人に優しいまちを実現する道路
空間の安全・安心（第２期）

札幌市 249,600 

札幌市下水道事業　社会資本総
合整備計画２０２５（防災・安
全）

札幌市 396,000 

札幌市大規模盛土造成地の変動
予測調査

札幌市 67,500 

21,767,657 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

道内各地域の活力向上、国際競
争力強化に資する道路ネット
ワークの機能向上・交通環境形
成

北海道,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石
狩市,新篠津村,夕張市,岩見沢市,美唄市,芦
別市,三笠市,砂川市,歌志内市,深川市,南幌
町,上砂川町,由仁町,栗山町,浦臼町,妹背牛
町,雨竜町,北竜町,小樽市,赤井川村,古平
町,積丹町,共和町,倶知安町,京極町,喜茂別
町,留寿都村,ニセコ町,寿都町,島牧村,函館
市,北斗市,七飯町,森町,八雲町,長万部町,
江差町,上ノ国町,乙部町,せたな町,奥尻町,
今金町,室蘭市,登別市,壮瞥町,洞爺湖町,豊
浦町,厚真町,むかわ町,日高町,平取町,新冠
町,新ひだか町,浦河町,旭川市,名寄市,富良
野市,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,東川
町,美瑛町,中富良野町,下川町,中川町,幌加
内町,留萌市,増毛町,苫前町,羽幌町,初山別
村,遠別町,天塩町,稚内市,浜頓別町,中頓別
町,幌延町,北見市,網走市,紋別市,大空町,
美幌町,津別町,斜里町,訓子府町,置戸町,湧
別町,興部町,雄武町,帯広市,芽室町,鹿追
町,音更町,本別町,浦幌町,釧路市,釧路町,
厚岸町,標茶町,弟子屈町,白糠町,根室市,別
海町,中標津町,標津町,士別市,伊達市,滝川
市,長沼町,新十津川町,岩内町,厚沢部町,豊
富町,新得町,幕別町,豊頃町,余市町,滝上
町,西興部村,白老町,黒松内町

1,908,150 

北の大地を支える持続可能な下
水道（重点）

函館市,帯広市,北見市,留萌市,美唄市,深川
市,恵庭市,伊達市,北斗市,木古内町,七飯
町,森町,八雲町,江差町,乙部町,奥尻町,せ
たな町,ニセコ町,倶知安町,岩内町,余市町,
当麻町,上富良野町,枝幸町,豊富町,遠軽町,
湧別町,雄武町,安平町,日高町,浦河町,新ひ
だか町,大樹町,幕別町,本別町,足寄町,釧路
町,厚岸町,弟子屈町,白糠町,岩見沢市,当別
町,根室市,長万部町,白老町

116,100 



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

北の大地を支える持続可能な下
水道

旭川市,北見市,苫小牧市,稚内市,美唄市,芦
別市,赤平市,紋別市,名寄市,三笠市,根室
市,千歳市,砂川市,歌志内市,富良野市,登別
市,恵庭市,伊達市,北広島市,北斗市,当別
町,知内町,木古内町,七飯町,森町,八雲町,
長万部町,江差町,上ノ国町,乙部町,奥尻町,
今金町,せたな町,寿都町,黒松内町,ニセコ
町,真狩村,留寿都村,喜茂別町,京極町,倶知
安町,共和町,岩内町,泊村,古平町,余市町,
赤井川村,南幌町,上砂川町,長沼町,栗山町,
浦臼町,新十津川町,沼田町,鷹栖町,東神楽
町,当麻町,比布町,愛別町,上川町,東川町,
美瑛町,上富良野町,中富良野町,南富良野
町,占冠村,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,
増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,遠別町,天塩
町,浜頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文
町,利尻町,利尻富士町,幌延町,美幌町,津別
町,斜里町,置戸町,佐呂間町,遠軽町,湧別
町,滝上町,興部町,西興部村,雄武町,大空
町,豊浦町,白老町,厚真町,洞爺湖町,安平
町,むかわ町,日高町,新冠町,浦河町,様似
町,新ひだか町,音更町,士幌町,上士幌町,鹿
追町,新得町,清水町,芽室町,中札内村,更別
村,大樹町,広尾町,幕別町,池田町,豊頃町,
本別町,足寄町,陸別町,浦幌町,釧路町,厚岸
町,浜中町,標茶町,弟子屈町,白糠町,別海
町,中標津町,標津町,江別市

15,900 

北海道における良好な河川環境
の保全・復元及び創出

北海道 47,000 

都市公園等の整備による安全で
快適な都市環境の形成

北海道,旭川市,帯広市,苫小牧市,稚内市,北
広島市,鷹栖町,釧路市,江別市,滝上町,小樽
市,恵庭市,伊達市

20,000 

大規模都市公園のスポーツ機能
再編・集約によるにぎわい創出

室蘭市 330,000 

ストック効果を高めるアクセス
道路の整備による活力ある地域
の形成

北広島市 164,000 

快適な市民生活と北海道経済の
発展を支える道路交通ネット
ワークの構築（第２期）

札幌市 334,600 

札幌市下水道事業　社会資本総
合整備計画２０２５

札幌市 145,000 

道都札幌にふさわしい活気に満
ちあふれた魅力ある都心の実現
（第2期）

札幌市 50,000 

3,130,750 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

子供の移動経路等の生活空間に
おける交通安全対策推進

北海道,江別市,倶知安町,函館市,旭川市,富
良野市,東川町,網走市,清里町,帯広市,釧路
町,厚岸町

803,820 

防災・安全を支える道路ネット
ワーク強化

旭川市,北見市,北斗市,稚内市,当別町,遠軽
町,釧路市,北海道,江別市,千歳市,恵庭市,
北広島市,石狩市,新篠津村,夕張市,岩見沢
市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市,
砂川市,歌志内市,深川市,南幌町,上砂川町,
奈井江町,月形町,浦臼町,新十津川町,妹背
牛町,雨竜町,北竜町,沼田町,小樽市,余市
町,古平町,積丹町,岩内町,共和町,倶知安
町,京極町,喜茂別町,留寿都村,真狩村,ニセ
コ町,蘭越町,寿都町,島牧村,函館市,木古内
町,七飯町,森町,八雲町,長万部町,上ノ国
町,乙部町,せたな町,奥尻町,今金町,室蘭
市,苫小牧市,登別市,伊達市,壮瞥町,洞爺湖
町,豊浦町,白老町,安平町,厚真町,日高町,
平取町,新ひだか町,浦河町,名寄市,富良野
市,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別
町,上川町,東川町,美瑛町,中富良野町,和寒
町,下川町,美深町,留萌市,増毛町,苫前町,
羽幌町,初山別村,遠別町,天塩町,猿払村,浜
頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利
尻町,幌延町,網走市,紋別市,大空町,美幌
町,津別町,斜里町,清里町,小清水町,訓子府
町,置戸町,佐呂間町,湧別町,滝上町,興部
町,西興部村,雄武町,帯広市,清水町,士幌
町,上士幌町,音更町,幕別町,本別町,足寄
町,豊頃町,浦幌町,大樹町,釧路町,厚岸町,
標茶町,弟子屈町,白糠町,根室市,別海町,中
標津町,標津町

149,415 

人に優しいまちを実現する道路
空間の安全・安心（第２期）

札幌市 300,000 

1,253,235 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


