
北 海 道

道 路 局



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

改築 七飯町～森町 北海道縦貫自動車道（七飯～大沼） 420

改築 士別市～名寄市 北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） 1,000

改築 本別町～釧路市 北海道横断自動車道（本別～釧路） 1,200

改築 足寄町～北見市 北海道横断自動車道（足寄～北見） 920

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） 200

改築 国道5号 共和町～余市町 倶知安余市道路（共和～余市） 2,795

改築 国道5号 札幌市 創成川通 940

改築 国道40号 音威子府村～中川町 音威子府バイパス 1,065

改築 国道40号 天塩町～幌延町 天塩防災 600

改築 国道44号 根室市 根室防雪 300

改築 国道227号 北斗市～厚沢部町 渡島中山防災 170

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

改築 国道229号 乙部町 乙部防災 60

改築 国道235号 日高町～新ひだか町 厚賀静内道路 300

改築 国道235号 新ひだか町 静内三石道路（静内～東静内） 210

改築 国道236号 大樹町～広尾町 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) 430

改築 国道236号 広尾町  大樹広尾道路（豊似～広尾） 30

改築 国道237号 中富良野町～富良野市 富良野北道路 70

改築 国道238号 湧別町～紋別市 紋別防雪 330

改築 国道238号 浜頓別町～稚内市 浜猿防災 160

改築 国道239号 苫前町 霧立防災 200

改築 国道278号 函館市 尾札部道路 500

改築 国道333号 遠軽町 生田原道路 500

改築 国道337号 長沼町～南幌町 長沼南幌道路 200



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

改築 国道337号 南幌町～江別市 中樹林道路 450

改築 国道452号 芦別市～旭川市 盤の沢道路 830

改築 国道453号 伊達市～壮瞥町 蟠渓道路 220



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

交通安全 国道5号 七飯町～小樽市 北海道5号交通安全対策 139

交通安全 国道12号
江別市、
奈井江町

北海道12号交通安全対策 45

交通安全 国道36号 札幌市～登別市 北海道36号交通安全対策 89

交通安全 国道37号 豊浦町、洞爺湖町 北海道37号交通安全対策 30

交通安全 国道38号
南富良野町～
浦幌町

北海道38号交通安全対策 19

交通安全 国道39号 北見市 北海道39号交通安全対策 4

交通安全 国道40号 剣淵町～中川町 北海道40号交通安全対策 7

交通安全 国道44号 浜中町、根室市 北海道44号交通安全対策 30

交通安全 国道227号 厚沢部町、江差町 北海道227号交通安全対策 37

交通安全 国道228号 知内町、上ノ国町 北海道228号交通安全対策 4

交通安全 国道229号 島牧村 北海道229号交通安全対策 5

交通安全 国道230号 札幌市～今金町 北海道230号交通安全対策 93

交通安全 国道231号 増毛町 北海道231号交通安全対策 21

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

交通安全 国道232号 天塩町～留萌市 北海道232号交通安全対策 69

交通安全 国道234号 安平町 北海道234号交通安全対策 4

交通安全 国道235号 むかわ町、新冠町 北海道235号交通安全対策 6

交通安全 国道236号
中札内村～
大樹町

北海道236号交通安全対策 41

交通安全 国道237号 占冠村、平取町 北海道237号交通安全対策 151

交通安全 国道238号
枝幸町、
浜頓別町

北海道238号交通安全対策 189

交通安全 国道241号
弟子屈町～
帯広市

北海道241号交通安全対策 25

交通安全 国道242号 遠軽町～幕別町 北海道242号交通安全対策 37

交通安全 国道243号 別海町、根室市 北海道243号交通安全対策 30

交通安全 国道244号 別海町 北海道244号交通安全対策 2

交通安全 国道272号 標津町 北海道272号交通安全対策 15

交通安全 国道274号 日高町 北海道274号交通安全対策 3

交通安全 国道275号
幌加内町、
浜頓別町

北海道275号交通安全対策 39

交通安全 国道278号 鹿部町、森町 北海道278号交通安全対策 14



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

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450号 遠軽町 北海道450号交通安全対策 3

交通安全 国道453号 壮瞥町 北海道453号交通安全対策 4



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

倶知安地区電線共同溝（倶知安町) 93

小樽花園電線共同溝（小樽市) 102

電線共同溝 国道12号 札幌市 北海道12号電線共同溝 180 白石中央電線共同溝 180

電線共同溝 国道38号 富良野市 北海道38号電線共同溝 108 富良野電線共同溝 108

電線共同溝 国道39号 北見市 北海道39号電線共同溝 264 北見大町電線共同溝 264

電線共同溝 国道229号 余市町 北海道229号電線共同溝 102 余市駅前電線共同溝 102

電線共同溝 国道279号 函館市 北海道279号電線共同溝 150 十字街電線共同溝 150

路線名 備考

電線共同溝 国道5号
倶知安町、
小樽市

北海道5号電線共同溝 195



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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 465

維持管理 国道12号 札幌市～旭川市 北海道12号維持管理 105

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 112

維持管理 国道38号 滝川市～釧路市 北海道38号維持管理 422

維持管理 国道39号 旭川市～網走市 北海道39号維持管理 895

維持管理 国道40号 旭川市～稚内市 北海道40号維持管理 115

維持管理 国道44号 釧路市～根室市 北海道44号維持管理 1,033

維持管理 国道227号 函館市～江差町 北海道227号維持管理 290

維持管理 国道228号 函館市～江差町 北海道228号維持管理 310

維持管理 国道229号 小樽市～江差町 北海道229号維持管理 572

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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230号 札幌市～せたな町 北海道230号維持管理 234

維持管理 国道231号 札幌市～留萌市 北海道231号維持管理 242

維持管理 国道232号 稚内市～留萌市 北海道232号維持管理 591

維持管理 国道233号 旭川市～留萌市 北海道233号維持管理 32

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 34

維持管理 国道235号 室蘭市～浦河町 北海道235号維持管理 548

維持管理 国道236号 帯広市～浦河町 北海道236号維持管理 49

維持管理 国道237号 旭川市～浦河町 北海道237号維持管理 42

維持管理 国道238号 網走市～稚内市 北海道238号維持管理 625

維持管理 国道239号 網走市～留萌市 北海道239号維持管理 414

維持管理 国道240号 釧路市～網走市 北海道240号維持管理 141

維持管理 国道241号 弟子屈町～帯広市 北海道241号維持管理 168



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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242号 網走市～帯広市 北海道242号維持管理 350

維持管理 国道243号 網走市～根室市 北海道243号維持管理 41

維持管理 国道244号 網走市～根室市 北海道244号維持管理 115

維持管理 国道272号 釧路市～標津町 北海道272号維持管理 38

維持管理 国道273号 帯広市～紋別市 北海道273号維持管理 238

維持管理 国道274号 札幌市～標茶町 北海道274号維持管理 406

維持管理 国道275号 札幌市～浜頓別町 北海道275号維持管理 290

維持管理 国道276号 江差町～苫小牧市 北海道276号維持管理 298

維持管理 国道277号 江差町～八雲町 北海道277号維持管理 31

維持管理 国道278号 函館市～森町 北海道278号維持管理 117

維持管理 国道279号 函館市 北海道279号維持管理 31

維持管理 国道333号 旭川市～北見市 北海道333号維持管理 37



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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334号 羅臼町～美幌町 北海道334号維持管理 42

維持管理 国道335号 羅臼町～標津町 北海道335号維持管理 32

維持管理 国道336号 浦河町～釧路市 北海道336号維持管理 180

維持管理 国道391号 釧路市～網走市 北海道391号維持管理 45

維持管理 国道392号 釧路市～本別町 北海道392号維持管理 54

維持管理 国道450号 旭川市～紋別市 北海道450号維持管理 180

維持管理 国道452号 夕張市～旭川市 北海道452号維持管理 49

維持管理 国道453号 札幌市～伊達市 北海道453号維持管理 170

維持管理 省エネルギー化 665



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

改築 士別市～名寄市 北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） 300

改築 足寄町～北見市 北海道横断自動車道（足寄～北見） 300

改築 国道5号 共和町～余市町 倶知安余市道路（共和～余市） 900

改築 国道12号 岩見沢市～美唄市 峰延道路 950

改築 国道38号 釧路市 釧路新道 400

改築 国道40号 音威子府村～中川町 音威子府バイパス 500

改築 国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢道路 200

改築 国道227号 北斗市～厚沢部町 渡島中山防災 400

改築 国道235号 日高町～新ひだか町 厚賀静内道路 300

改築 国道238号 湧別町～紋別市 紋別防雪 400

改築 国道238号 浜頓別町～稚内市 浜猿防災 200

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

改築 国道333号 遠軽町 生田原道路 200

改築 国道337号 南幌町～江別市 中樹林道路 250



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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

交通安全 国道5号 余市町 北海道5号交通安全対策 85 余市大川地区交差点改良（余市町） 85

交通安全 国道12号 滝川市 北海道12号交通安全対策 105 江部乙付加車線整備（滝川市） 105

交通安全 国道37号 室蘭市 北海道37号交通安全対策 130 中島町２丁目交差点改良（室蘭市） 130

交通安全 国道227号 厚沢部町 北海道227号交通安全対策 85 厚沢部鶉交差点改良（厚沢部町） 85

交通安全 国道229号 岩内町 北海道229号交通安全対策 85 岩内栄地区交差点改良（岩内町） 85

交通安全 国道232号 留萌市 北海道232号交通安全対策 80 留萌路肩改良（留萌市） 80

交通安全 国道238号 雄武町 北海道238号交通安全対策 85 雄武市街交差点改良（雄武町） 85

交通安全 国道275号 当別町 北海道275号交通安全対策 85 道道岩見沢石狩線交差点改良（当別町） 85

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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 266

維持管理 国道12号 札幌市～旭川市 北海道12号維持管理 319

維持管理 国道36号 札幌市～室蘭市 北海道36号維持管理 190

維持管理 国道37号 長万部町～室蘭市 北海道37号維持管理 77

維持管理 国道38号 滝川市～釧路市 北海道38号維持管理 77

維持管理 国道39号 旭川市～網走市 北海道39号維持管理 26

維持管理 国道40号 旭川市～稚内市 北海道40号維持管理 88

維持管理 国道227号 函館市～江差町 北海道227号維持管理 321

維持管理 国道228号 函館市～江差町 北海道228号維持管理 228

維持管理 国道229号 小樽市～江差町 北海道229号維持管理 384

維持管理 国道230号 札幌市～せたな町 北海道230号維持管理 55

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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 269

維持管理 国道232号 稚内市～留萌市 北海道232号維持管理 35

維持管理 国道233号 旭川市～留萌市 北海道233号維持管理 19

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 32

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 81

維持管理 国道237号 旭川市～浦河町 北海道237号維持管理 194

維持管理 国道238号 網走市～稚内市 北海道238号維持管理 25

維持管理 国道239号 網走市～留萌市 北海道239号維持管理 77

維持管理 国道241号 弟子屈町～帯広市 北海道241号維持管理 42

維持管理 国道242号 網走市～帯広市 北海道242号維持管理 20

維持管理 国道244号 網走市～根室市 北海道244号維持管理 280



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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273号 帯広市～紋別市 北海道273号維持管理 41

維持管理 国道274号 札幌市～標茶町 北海道274号維持管理 152

維持管理 国道275号 札幌市～浜頓別町 北海道275号維持管理 163

維持管理 国道276号 江差町～苫小牧市 北海道276号維持管理 14

維持管理 国道277号 江差町～八雲町 北海道277号維持管理 28

維持管理 国道278号 函館市～森町 北海道278号維持管理 52

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 12

維持管理 国道336号 浦河町～釧路市 北海道336号維持管理 52

維持管理 国道337号 千歳市～小樽市 北海道337号維持管理 1

維持管理 国道393号 小樽市～倶知安町 北海道393号維持管理 11

維持管理 国道450号 旭川市～紋別市 北海道450号維持管理 21



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４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452号 夕張市～旭川市 北海道452号維持管理 1

維持管理 国道453号 札幌市～伊達市 北海道453号維持管理 36



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４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) 礼文島線 礼文町 起登臼地区 180

土砂災害対策 (主) 士別滝の上線 士別市 登和里地区 90

土砂災害対策 (一)
岩部渡島福島停車
場線

福島町 塩釜地区 150

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４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 785 (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 800
(主)札幌環状線、(市)旭山公園米里線、(市)北3条線、(都)
環状通(第2工区)、(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)、(都)米里･行啓通



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４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

交通安全対策（通学路緊急対策） 北海道 北海道通学路緊急対策推進計画 770
更別小学校、札内南小学校、赤間小学校、中央小学
校、和光小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 札幌市 札幌市通学路緊急対策推進計画 60 南白石小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 帯広市 北海道帯広市通学路緊急対策推進計画 495 稲田小学校、広陽小学校、豊成小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 網走市 北海道網走市通学路緊急対策推進計画 140 南小学校、網走小学校



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４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 8,739 内訳は別紙参照

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 243 内訳は別紙参照

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 323 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 札幌市 橋梁長寿命化修繕計画 880 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 旭川市 橋梁長寿命化修繕計画 30 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 北見市 橋梁長寿命化修繕計画 67 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 岩見沢市 橋梁長寿命化修繕計画 126 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 網走市 橋梁長寿命化修繕計画 102 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 苫小牧市 橋梁長寿命化修繕計画 45 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４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 千歳市 橋梁長寿命化修繕計画 140 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐呂間町 橋梁長寿命化修繕計画 6 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 厚真町 橋梁長寿命化修繕計画 30 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 幕別町 橋梁長寿命化修繕計画 50 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４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 夕張市 道道札幌夕張線 錦秋橋 橋梁 修繕
北海道 夕張市 道道札幌夕張線 錦冬橋 橋梁 修繕
北海道 芦別市 道道旭川芦別線 空知川橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 道道岩見沢月形線 新赤川橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 道道岩見沢月形線 月形大橋 橋梁 修繕
北海道 当別町 道道当別浜益港線 砂金橋 橋梁 修繕
北海道 当別町 道道当別浜益港線 青山奥橋（車） 橋梁 修繕
北海道 北竜町 道道増毛稲田線 北龍橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 道道赤平奈井江線 奈井江跨線橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 道道赤平奈井江線 菫橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 道道赤平奈井江線 熊見橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 道道赤平奈井江線 新橋 橋梁 修繕
北海道 赤平市 道道赤平奈井江線 開礦橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 道道赤平奈井江線 白東橋 橋梁 修繕
北海道 砂川市 道道芦別砂川線 砂川跨線橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 道道美唄富良野線 有明跨線橋 橋梁 修繕
北海道 芦別市 道道上芦別停車場線 上芦別跨線橋 橋梁 修繕
北海道 砂川市 道道文珠砂川線 北光跨線橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 道道美唄達布岩見沢線 利根別橋 橋梁 修繕
北海道 沼田町 道道達布石狩沼田停車場線 宝沢橋 橋梁 修繕
北海道 砂川市 道道砂川歌志内線 石山跨線橋 橋梁 修繕
北海道 北広島市 道道栗山北広島線 百年橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 三笠市 道道三笠栗沢線 三笠山橋 橋梁 修繕
北海道 小樽市 道道小樽定山渓線 眺堤橋 橋梁 修繕
北海道 黒松内町 道道寿都黒松内線 熱郛橋 橋梁 修繕
北海道 倶知安町 道道倶知安ニセコ線 双観橋 橋梁 修繕
北海道 ニセコ町 道道岩内洞爺線 ニセコ望羊橋 橋梁 修繕
北海道 真狩村 道道豊浦京極線 宝積橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 真狩村 道道豊浦京極線 宝積橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 共和町 道道蕨岱国富停車場線 隈元橋 橋梁 修繕
北海道 余市町 道道余市港線 港橋 橋梁 修繕
北海道 岩内町 道道野束清住線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 古平町 道道古平神恵内線 六志内橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 道道江差木古内線 佐武橋 橋梁 修繕
北海道 八雲町 道道八雲北檜山線 第二号橋 橋梁 修繕
北海道 厚沢部町 道道八雲厚沢部線 鷲堀橋 橋梁 修繕
北海道 厚沢部町 道道八雲厚沢部線 安野呂橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 道道函館南茅部線 二股橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 道道函館南茅部線 松聖橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 道道函館上磯線 歓喜橋（上） 橋梁 修繕
北海道 函館市 道道赤川函館線 五稜郭跨線橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 道道石崎松前線 早川橋 橋梁 修繕
北海道 厚沢部町 道道城丘江差線 落合橋 橋梁 修繕
北海道 八雲町 道道花浦内浦線 端の巣別橋（車） 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 道道奥尻島線 蚊柱大橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 道道奥尻島線 勝澗橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 道道函館南茅部線 坂の下橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 道道千歳鵡川線 美沢跨線橋 橋梁 修繕
北海道 安平町 道道千歳鵡川線 早来跨線橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 道道千歳鵡川線 本郷橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 道道平取厚真線 厚真新橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 道道平取静内線 淳橋 橋梁 修繕
北海道 むかわ町 道道穂別鵡川線 炭住橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 道道平取門別線 平取橋（車） 橋梁 修繕
北海道 日高町 道道平取門別線 仁立内大橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 道道白老大滝線 イワナ沢橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 道道白老大滝線 思い出橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 道道白老大滝線 御料地橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 道道苫小牧東インター線 東インター大橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 道道室蘭インター線 陣屋新橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 道道樽前錦岡線 錦岡跨線橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 道道登別室蘭インター線 ときめき橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 道道登別室蘭インター線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 道道比宇厚賀停車場線 受乞橋（車） 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４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 新冠町 道道比宇厚賀停車場線 元神部橋（車） 橋梁 修繕
北海道 厚真町 道道豊川遠浅停車場線 豊川橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 道道登別港線 港橋 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 道道洞爺湖公園線 銀沼橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 道道上登別室蘭線 新登別大橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 道道静内浦河線 美野和新橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 道道静内浦河線 碧蘂橋 橋梁 修繕
北海道 浦河町 道道静内浦河線 富栄橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 道道新冠平取線 姉去橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 道道夕張厚真線 大黒橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 道道平取静内線 太陽橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（車） 橋梁 修繕
北海道 下川町 道道下川雄武線 放牧地橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 道道士別滝の上線 更生橋 橋梁 修繕
北海道 鷹栖町 道道旭川幌加内線 鷹栖橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道旭川幌加内線 江丹別橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道旭川環状線 ツインハープ橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道旭川環状線 北旭川跨線橋（上） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道旭川環状線 北旭川跨線橋（下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道旭川環状線 みつば橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 道道旭川環状線 旭永跨線橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 道道下川愛別線 茂尻橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 道道美深中川線 小車大橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 道道小平幌加内線 清月橋 橋梁 修繕
北海道 芦別市 道道美唄富良野線 尻岸馬内橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 道道板谷佐久停車場線 佐久橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 道道天塩中川停車場線 誉大橋 橋梁 修繕
北海道 南富良野町 道道金山幾寅停車場線 伊勢橋 橋梁 修繕
北海道 南富良野町 道道金山幾寅停車場線 村田橋（車） 橋梁 修繕
北海道 士別市 道道剣淵原野士別線 名越大橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 道道朱鞠内風連線 西多寄橋 橋梁 修繕
北海道 上川町 道道日東東雲線 菊水橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 道道板谷蕗ノ台線 ルヤンベナイ橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 道道板谷蕗ノ台線 滝見橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道稚内天塩線 天塩河口大橋 橋梁 修繕
北海道 天塩町 道道問寒別停車場下国府線 新国根府橋 橋梁 修繕
北海道 天塩町 道道問寒別停車場下国府線 新問寒別大橋 橋梁 修繕
北海道 留萌市 道道峠下沼田線 峠下橋 橋梁 修繕
北海道 遠別町 道道名寄遠別線 遠名橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 道道上遠別霧立線 相沢橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 道道霧立小平線 五色橋 橋梁 修繕
北海道 苫前町 道道霧立小平線 幌立橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 道道上羽幌羽幌停車場線 待恋橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 道道上羽幌羽幌停車場線 栄橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 道道平羽幌線 朝日二股橋 橋梁 修繕
北海道 遠別町 道道上遠別霧立線 一の沢橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 道道豊富浜頓別線 故山橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 道道美深中頓別線 寒月橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 道道美深中頓別線 第一号橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 道道美深中頓別線 歌登橋（車） 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道上問寒問寒別停車場線 ヌプカナイ橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道上問寒問寒別停車場線 藤本橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道上問寒幌延停車場線 下之橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道上問寒幌延停車場線 上之橋 橋梁 修繕
北海道 浜頓別町 道道浅芽野台地浜頓別線 拓新橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道豊富中頓別線 桂橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 道道豊富中頓別線 東延橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 道道北見津別線 報国橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 道道北見津別線 無加川橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 道道美深雄武線 鼎橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 道道美深雄武線 中雄武橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 道道美深雄武線 大黒橋 橋梁 修繕
北海道 置戸町 道道北見置戸線 愛の川橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 道道下川雄武線 上幌内橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 道道下川雄武線 中幌内橋 橋梁 修繕
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北海道 滝上町 道道士別滝の上線 岩見橋（車） 橋梁 修繕
北海道 滝上町 道道士別滝の上線 札久留橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 道道士別滝の上線 清水橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 道道士別滝の上線 千歳橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 道道士別滝の上線 藻瀬狩橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 道道知床公園線 カムイワッカ橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 道道知床公園線 ニゴリ橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 道道北見端野美幌線 鉄南跨線橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 道道遠軽雄武線 あかね橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 道道北見白糠線 鹿鳴橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 道道北見白糠線 寿橋 橋梁 修繕
北海道 湧別町 道道遠軽芭露線 第三号橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 道道丸瀬布上渚滑線 高砂橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 道道丸瀬布上渚滑線 成岩橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 道道丸瀬布上渚滑線 相生橋 橋梁 修繕
北海道 興部町 道道中藻興部興部線 秋里橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 道道中藻興部興部線 中藻橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 道道中藻興部興部線 三渡瀬橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 道道中藻興部興部線 柳橋 橋梁 修繕
北海道 湧別町 道道上社名淵上湧別線 上湧別橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 道道サロマ湖公園線 栄浦橋（車） 橋梁 修繕
北海道 遠軽町 道道湯里生田原停車場線 浦島内橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 道道仁倉端野線 豊実橋 橋梁 修繕
北海道 清里町 道道江南清里停車場線 江鳶橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 道道北見環状線 高栄橋 橋梁 修繕
北海道 興部町 道道紋別興部線 郡橋 橋梁 修繕
北海道 芽室町 道道東瓜幕芽室線 祥栄橋 橋梁 修繕
北海道 清水町 道道清水大樹線 中野橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道本別浦幌線 第五浦幌橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道本別浦幌線 常室橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道本別浦幌線 常室大橋（下） 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道本別浦幌線 浦幌跨線橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道本別浦幌線 常室大橋（上） 橋梁 修繕
北海道 音更町 道道帯広浦幌線 十勝新橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 道道帯広新得線 佐幌橋 橋梁 修繕
北海道 中札内村 道道静内中札内線 雪渓新橋 橋梁 修繕
北海道 中札内村 道道静内中札内線 見定橋 橋梁 修繕
北海道 陸別町 道道北見白糠線 相川橋 橋梁 修繕
北海道 音更町 道道熊牛音更線 万年橋 橋梁 修繕
北海道 足寄町 道道清水谷足寄線 喜登牛橋 橋梁 修繕
北海道 陸別町 道道斗満陸別停車場線 上斗満橋 橋梁 修繕
北海道 大樹町 道道幸徳大樹停車場線 尾田橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 道道忠別清水線 緑風橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道直別共栄線 興部川橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 道道瀬多来吉野線 八線橋 橋梁 修繕
北海道 標茶町 道道厚岸標茶線 第一中ノ橋 橋梁 修繕
北海道 厚岸町 道道厚岸標茶線 厚葉橋 橋梁 修繕
北海道 根室市 道道根室半島線 協力橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 道道屈斜路摩周湖畔線 湯園橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 道道屈斜路摩周湖畔線 眺湖橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 道道釧路鶴居弟子屈線 弟子屈跨線橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 道道知床公園羅臼線 建根別橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 道道知床公園羅臼線 刺類橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 道道釧路環状線 武佐の森大橋 橋梁 修繕
北海道 浜中町 道道別海厚岸線 藻散布橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 道道雄別釧路線 布伏内橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 道道雄別釧路線 第二号橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 道道本流音別停車場線 夕日橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 道道阿寒標茶線 阿寒川橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 道道徹別原野雄別停車場線 青葉橋 橋梁 修繕
北海道 中標津町 道道川北中標津線 上武佐橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 道道美唄富良野線 栄橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 道道三笠栗山線 上幌橋 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 八雲町 八雲厚沢部線 時の沢橋 橋梁 修繕
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北海道 白老町 白老大滝線 毛白老橋 橋梁 修繕
北海道 様似町 道道新富様似停車場線 松岡橋 橋梁 修繕
北海道 遠別町 道道名寄遠別線 赤雲橋 橋梁 修繕
北海道 遠別町 道道名寄遠別線 麗水橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 豊富浜頓別線 和橋 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 斜里町 富士川上線 坂下橋 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 新得町 忠別清水線 ペンケニコロベツ橋 橋梁 修繕
北海道 別海町 道道尾岱沼港春別停車場線 富岡橋 橋梁 修繕
北海道 中標津町 道道川北中標津線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 道道釧路鶴居弟子屈線 萬翠橋 橋梁 修繕
北海道 長沼町 道道恵庭栗山線 馬追橋 橋梁 更新
北海道 妹背牛町 道道増毛稲田線 妹背牛橋 橋梁 更新
北海道 利尻町 道道沓形仙法志鴛泊線 共通橋（歩） 橋梁 更新
北海道 利尻町 道道沓形仙法志鴛泊線 共通橋（車） 橋梁 更新
北海道 豊富町 道道稚咲内豊富停車場線 開運橋 橋梁 更新
北海道 浦幌町 道道本別浦幌線 暁橋 橋梁 更新
北海道 中札内村 道道上札内帯広線 上札内橋 橋梁 更新
北海道 芽室町 道道熊牛御影線 十勝橋 橋梁 更新
北海道 標茶町 道道塘路厚岸線 紅葉橋 橋梁 更新

北海道トンネル長寿命化修繕計画
北海道 芦別市 道道美唄富良野線 大滝トンネル トンネル 修繕
北海道 神恵内村 道道古平神恵内線 清川トンネル トンネル 修繕
北海道 白老町 道道白老大滝線 森野トンネル トンネル 修繕
北海道 壮瞥町 道道洞爺湖公園線 大有珠トンネル トンネル 修繕
北海道 中札内村 道道静内中札内線 いたやトンネル トンネル 修繕
北海道 中札内村 道道静内中札内線 かしわトンネル トンネル 修繕
北海道 北竜町 道道増毛稲田線 北竜トンネル トンネル 修繕
北海道 深川市 道道多度志一己線 多度志トンネル トンネル 修繕
北海道 仁木町 道道然別余市線 然別トンネル トンネル 修繕
北海道 積丹町 道道野塚婦美線 日司トンネル トンネル 修繕
北海道 積丹町 道道野塚婦美線 入舸トンネル トンネル 修繕
北海道 函館市 函館南茅部線 矢別トンネル 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 神恵内村 道道古平神恵内線 大雪崩覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 登別市 道道室蘭環状線 鷲別アンダーパス 道路附属物等 修繕
北海道 苫小牧市 道道上厚真苫小牧線 沼ノ端歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 紋別市 道道紋別丸瀬布線 南ヶ丘２丁目横断歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 小清水町 道道網走川湯線 藻琴山シェルター 道路附属物等 修繕
北海道 標茶町 道道釧路鶴居弟子屈線 オソベツ地先シェルター 道路附属物等 修繕

札幌市橋梁長寿命化修繕計画
札幌市 札幌市北区 市道雁来篠路連絡線 第二五ノ戸橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市北区 市道烈々布支線 烈々布橋(下） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市北区 市道大野地幹線 大野地１の橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市東区 市道三角街道西支線 さとらんど橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市南区 市道真駒内篠路線 藻岩橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市南区 市道十五島公園西連絡線 野々沢二号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市西区 市道八軒４丁目線 北新川橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市手稲区 市道富丘川歩道橋線 宮富橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市手稲区 市道星置１５８号線 新星観橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市手稲区 市道手稲本町歩道１号線 稲穂第二架道橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市手稲区 管理橋 花畔人道橋 橋梁 修繕

旭川市橋梁長寿命化修繕計画
旭川市 旭川市 市道緑橋通１号線 緑橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道永隆橋通線 永隆橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道豊岡１・２丁目間通１号線 光陽橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道風防林道路線 風防林橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道下２号道路２号線 愛宕橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道西神楽２・４線１０号道路線 神楽第２２号橋 橋梁 修繕

北見市橋梁長寿命化修繕計画
北見市 北見市 市道留辺蘂町シケレベツ沢線 朝日橋 橋梁 更新

岩見沢市橋梁長寿命化修繕計画
岩見沢市 岩見沢市 市道２条線 ２条橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道南町西２１丁目線 南町１丁目橋 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４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

岩見沢市 岩見沢市 市道北５線 中の橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道広域線 大豊橋 橋梁 修繕

網走市橋梁長寿命化修繕計画
網走市 網走市 市道北浜丸万川沿線 丸美中央橋 橋梁 修繕
網走市 網走市 市道稲富旭線 稲富旭線第2号橋 橋梁 更新

苫小牧市橋梁長寿命化修繕計画
苫小牧市 苫小牧市 市道大成大通 花園跨線橋（上） 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道大成大通 花園跨線橋（下） 橋梁 修繕

千歳市橋梁長寿命化修繕計画
千歳市 千歳市 市道南２５号道路 第３長都橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－０１南７号道路 真栄橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道東７線道路 第１市道橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道泉沢東大通 泉川橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－０１南１０号道路 真緑橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－０１南１１号道路 促進橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－１１南２号道路 上長都橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道歩行者道路 清水橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－１１南８号道路 上長都第４橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－０１東１１号道路 社橋 橋梁 修繕

佐呂間町橋梁長寿命化修繕計画
佐呂間町 佐呂間町 武士39号道路 松尾橋 橋梁 修繕

厚真町橋梁長寿命化修繕計画
厚真町 厚真町 町道軽舞豊丘線 官光橋 橋梁 更新

幕別町橋梁長寿命化修繕計画
幕別町 幕別町 町道南勢新和南線 南勢橋 橋梁 修繕
幕別町 幕別町 町道忠類北１１線 錦橋 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４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 道路附属物等長寿命化修繕計画 145 内訳は別紙（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 47 内訳は別紙（ゼロ国債）参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債） 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和４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

札幌市道路附属物等長寿命化修繕計画
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
札幌市 札幌市中央区 市道西15丁目線 二条横断歩道橋 道路附属物等 修繕

釧路町橋梁長寿命化修繕計画
釧路町 釧路町 町道川北通 川北橋 橋梁 修繕



北 海 道

水管理・国土保全局



令和４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

石狩川 石狩川下流 一般河川改修事業 7,697 ※
新篠津村
しんしのつむら

、美唄
びばい

市
し

、江別
えべつ

市
し

、南幌町
なんぽろちょう

、岩見沢市
いわみざわし

、長沼
ながぬま

町
ちょう

、北
きた

広島市
ひろしまし

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 870 ※ 旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 137 ※ 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 97 ※ せたな町
ちょう

鵡川 鵡川 一般河川改修事業 222 ※ むかわ町
ちょう

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 260 ※ 平取
びらとり

町
ちょう

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 1,566 ※ 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 211 ※ 弟子屈町
て し か が ち ょ う

、標茶町
しべちゃちょう

網走川 網走川 一般河川改修事業 78 ※ 大空町
おおぞらちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 228 ※ 北見
きたみ

市
し

湧別川 湧別川 一般河川改修事業 46 ※ 遠軽町
えんがるちょう

渚滑川 渚滑川 一般河川改修事業 50 ※ 紋別市
もんべつし

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 335 ※ 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 632 ※ 美深
び ふ か

町
ちょう

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 186 ※ 留萌
る も い

市
し

石狩川 石狩川下流 河川維持修繕事業 793 ※ 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 66 ※ 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 80 ※ 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 164 ※ 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 51 ※ 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 41 ※ 平取町
びらとりちょう

～河口
かこう

十勝川 十勝川 河川維持修繕事業 228 ※ 清水町
しみずちょう　　　　かこう

～河口

備　　　　　考



令和４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

釧路川 釧路川 河川維持修繕事業 33 ※ 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 87 ※ 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 134 ※ 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 8 ※ 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 5 ※ 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 62 ※ 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 59 ※ 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 33 ※ 留萌市
るもいし

～河口
かこう

石狩川 石狩川下流 河川工作物関連応急対策事業 1,001 ※

札幌市
さっぽろし

、美唄市
びばいし

、赤平市
あかびらし

、深川市
ふかがわし

、

富良野市
ふらのし

、恵庭市
えにわし

、長沼町
ながぬまちょう

、浦臼町
うらうすちょう

、

妹背牛町
もせうしちょう

、雨竜町
うりゅうちょう

、沼田町
ぬまたちょう

石狩川 石狩川上流 河川工作物関連応急対策事業 132 ※ 旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 河川工作物関連応急対策事業 20 ※ 蘭越町
らんこしちょう

後志利別川 後志利別川 河川工作物関連応急対策事業 42 ※ 今金町
いまかねちょう

鵡川 鵡川 河川工作物関連応急対策事業 81 ※ むかわ町
ちょう

十勝川 十勝川 河川工作物関連応急対策事業 805 ※ 帯広市
おびひろし

、音更町
おとふけちょう

、池田町
いけだちょう

、豊頃町
とよころちょう

釧路川 釧路川 河川工作物関連応急対策事業 30 ※ 標茶町
しべちゃちょう

、弟子屈町
てしかがちょう

網走川 網走川 河川工作物関連応急対策事業 45 ※ 美幌町
びほろちょう

常呂川 常呂川 河川工作物関連応急対策事業 58 ※ 北見市
きたみし

湧別川 湧別川 河川工作物関連応急対策事業 8 ※ 遠軽町
えんがるちょう

天塩川 天塩川下流 河川工作物関連応急対策事業 140 ※ 天塩町
てしおちょう

、幌延町
ほろのべちょう

天塩川 天塩川上流 河川工作物関連応急対策事業 111 ※ 士別市
しべつし

、名寄市
なよろし

、美深町
びふかちょう

留萌川 留萌川 河川工作物関連応急対策事業 190 ※ 留萌市
るもいし

石狩川 総合水系環境整備事業 56 砂川市
す な が わ し

、恵庭市
え に わ し



令和４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

十勝川 総合水系環境整備事業 63 帯広市
おびひ ろし

、幕別町
まくべつちょう

・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（※）

備　　　　　考



令和４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 月寒川 大規模特定河川事業 210　 札幌市
さ っ ぽ ろ し

石狩川 利根別川 大規模特定河川事業 210　 岩見沢市
い わ み ざ わ し

石狩川 富良野川 大規模特定河川事業 321　 中富良野町
なかふ らの ち ょ う

石狩川 倉沼川 大規模特定河川事業 276　 旭川市
あさひかわし

十勝川 伏古別川 大規模特定河川事業 270　 帯広市
おびひろし

十勝川 ピウカ川 大規模特定河川事業 117　 芽室町
めむろちょう

釧路川 釧路川 大規模特定河川事業 90　 釧路市
く し ろ し

、釧路
く し ろ

町
ちょう

釧路川 別保川 大規模特定河川事業 120　 釧路市
く し ろ し

、釧路
く し ろ

町
ちょう

佐呂間別川 芭露川 大規模特定河川事業 220　 湧別町
ゆうべつちょう

斜里川 斜里川 大規模特定河川事業 230　 斜里町
しゃりちょう

安平川 安平川 大規模特定河川事業 90　 安平町
あびらちょう

安平川 安平川（下流） 大規模特定河川事業 440　 苫小牧市
と ま こ ま い し

チマイベツ川 チマイベツ川 大規模特定河川事業 20　 室蘭市
むろらんし

、伊達市
だ て し

松倉川 湯の川 大規模特定河川事業 410　 函館市
はこだてし

松倉川 湯の沢川 大規模特定河川事業 100　 函館市
はこだてし

堀株川 堀株川 大規模特定河川事業 120　 共和町
きょうわちょう

古丹別川 古丹別川 大規模特定河川事業 290　 苫前町
とままえちょう

天塩川 剣淵川 大規模特定河川事業 210　 和寒
わっさむ

町
　ちょう

厚沢部川 厚沢部川 大規模特定河川事業 800　 厚沢部
あ っ さ ぶ

町
ちょう

厚真川 厚真川 大規模特定河川事業 460　 厚真町
あつまちょう

ホンベツ川　外 ホンベツ川　外 河川メンテナンス事業 793　 ※個別事業については別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　河川メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

新
しん

ひだか町
ちょう

静内川 静内川 古川排水機場

北斗市
ほ く と し

大野川 大野川 大野川外救急内水対策施設

余市
よ い ち

町
ちょう

余市川 余市川 山田川小規模排水機場

余市
よ い ち

町
ちょう

余市川 余市川 黒川排水機場

余市
よ い ち

町
ちょう

余市川 余市川 余市橋樋門小規模排水機場

島牧
しままき

村
むら

床丹川 床丹川 床丹川防潮水門

せたな町
まち

上古丹川 上古丹川 上古丹川防潮水門

島牧
しままき

村
むら

ホンベツ川 ホンベツ川 ホンベツ川防潮水門

島牧
しままき

村
むら

歌島川 歌島川 歌島川防潮水門

奥尻
おくしり

町
ちょう

赤石川 赤石川 赤石川防潮水門

北海道

特定構造物更新事業



令和４年度補正予算　河川メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

岩見沢市
い わ み ざ わ し

、

美
び

唄
ばい

市
し

、滝川市
たきかわし

、

月形町
つきがたちょう

石狩川 加茂川　外 加茂川右岸十線樋門　等

喜茂別
き も べ つ

町
ちょう

、

京極町
きょうごくちょう

、

倶知安町
くっちゃんちょう

尻別川 尻別川　外 黒川地先排水樋管　等

中頓別
なかとんべつ

町
ちょう

、

浜頓別町
はまとんべつちょう

頓別川 頓別川　外 八号の沢樋門　等

枝幸町
えさしちょう

北見幌別川 北見幌別川　外 長屋地先樋管　等

新冠町
にいかっぷちょう

新冠川 新冠川　外 川越樋門　等

厚真
あ つ ま

町
ちょう

、

むかわ町
ちょう

入鹿別川 入鹿別川　外 山下排水樋門　等

黒松内町
くろまつないちょう

、

寿都町
すっつちょう

朱太川 朱太川　外 森本地先排水樋門　等

応急対策事業

北海道



北海道

　令和４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 石狩川金山ダム 16

石狩川桂沢ダム 75

石狩川漁川ダム 3

後志利別川美利河ダム 20

沙流川二風谷ダム 150

十勝川札内川ダム 52

石狩川滝里ダム 10

・上記は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



令和４年度補正予算　ダムメンテナンス事業（補助・北海道）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業
初山別村、様似町、函館市、美唄市、新得町、小平町、上ノ
国町、白糠町、浦河町

1,544 ※個別施設については、別紙参照

・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４年度補正予算　ダムメンテナンス事業（補助・北海道）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

初山別村 茂築別川 茂築別川 有明ダム

様似町 様似川 様似川 様似ダム

函館市 汐泊川 汐泊川 矢別ダム

美唄市 石狩川 美唄川 美唄ダム

新得町 十勝川 佐幌川 佐幌ダム

函館市 亀田川 亀田川 新中野ダム

小平町 小平蘂川 小平蘂川 小平ダム

上ノ国町 天野川 目名川 上ノ国ダム

白糠町 庶路川 庶路川 庶路ダム

浦河町 向別川 向別川 浦河ダム

北海道



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

みすまいがわ ごりょうえんてい

札幌開発建設部 砂防 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 124

合計 1 箇所 124
・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４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　１／４）

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

びえいがわ びえいがわだい６ごうえんてい

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６号堰堤 上川郡 美瑛町 白金 床固工 331

合計 1 箇所 331
・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

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　２／４）
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 箇所名



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とったべつがわじょうりゅうさがん とったべつがわ４ごうさぼうさがんえんてい

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 113
とったべつがわじょうりゅううがん とったべつがわ４ごうさぼううがんえんてい

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 113

合計 2 箇所 226
・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４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　３／４）

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

くまのさわがわかりゅう くまのさわがわ１ごうさぼうえんてい

室蘭開発建設部 火山砂防 樽前山 熊の沢川 熊の沢川下流 熊の沢川1号砂防堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 274
うすがわ うすがわさぼうえんてい

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 90

合計 2 箇所 364
・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４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（北海道　４／４）

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 ぱんけしんとくがわ

砂防等事業 十勝川 パンケ新得川 上川郡 新得町 新得 砂防堰堤工 100

ぺけれべつがわ

十勝川 ペケレベツ川 上川郡 清水町 清水 床固工 386
めむろがわ

十勝川 芽室川 上川郡 清水町 羽帯 砂防堰堤工 284

おりべがわ

十勝川 居辺川 河東郡 上士幌町 居辺東 床固工 150

ぺんけおたそいがわ

十勝川 ペンケオタソイ川 上川郡 新得町 広内 床固工 333
ぱんけぬしがわ

沙流川 パンケヌシ川 沙流郡 日高町 千栄 流木捕捉工 100

さんないがわ

珊内川 珊内川 古宇郡 神恵内村 珊内 堰堤改良工 40
ふらのがわかりゅうえんていぐん

石狩川 富良野川（下流堰堤群） 空知郡 上富良野町 上富良野 砂防堰堤工 140
おきりかっぷしりゅうがわ

石狩川 オキリカップ支流川 深川市 音江町豊泉 渓流保全工 60

しょかんべつかわ

暑寒別川 暑寒別川 増毛郡 増毛町 暑寒沢 床固工 380

もりまちこうく

北海道駒ヶ岳 森町工区 茅部郡 森町 尾白内 砂防堰堤工 340

さわらちょうこうく

北海道駒ヶ岳 砂原町工区 茅部郡 森町 砂原３丁目 砂防堰堤工 790

小計 12箇所 3,103

・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４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　1/7）

所在地事業区分 水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 みぎのさわがわ

砂防等事業 車止内川 右の沢川 網走市 錦町 砂防堰堤工 90

やまくりがわ

知内川 山栗川 上磯郡 知内町 元町 渓流保全工 75

とんないがわ

トンナイ川 トンナイ川 礼文郡 礼文町 入舟 砂防堰堤工 5

ふらのがわにごうえんてい

石狩川 富良野川（２号堰堤） 空知郡 上富良野町 上富良野 砂防堰堤工 560

しゆうべつがわかりゅうこうく

湧別川 支湧別川（下流工区） 紋別郡 遠軽町 白滝 遊砂地工 160

小計 5箇所 890

17箇所 3,993
・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
合計

令和４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　2/7）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス ぱんけぬしがわ

事業 沙流川 パンケヌシ川　外 沙流郡外 日高町外 千栄 老朽化対策 3,148

1箇所 3,148
・急傾斜の事業費は補助基本額である
・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

合計

令和４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　3/7）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



施設名 構造物種別 事業種別

うたしないほんちょう

北海道 歌志内市 歌志内本町　外 横ボーリング工 横ボーリング工 改築
おんねあべあきのさわ

釧路市 オンネアベアキの沢　外 オンネアベアキの沢砂防堰堤　等 砂防堰堤 改築　等
いくしゅんべつ

三笠市 幾春別 横ボーリング工 横ボーリング工 改築
おこばちがわ

小樽市 於古発川　外 於古発川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
やそすけ

石狩市 安瀬 横ボーリング工 横ボーリング工 改築
さくらぎ（２）

赤平市 桜木（２） 横ボーリング工 横ボーリング工 改築
びふえこうぐちのさわがわ

千歳市 美笛坑口の沢川　外 美笛坑口の沢川１号ダム　等 砂防堰堤工 改築　等
とったべつがわ

帯広市 戸蔦別川 戸蔦別川堰堤 砂防堰堤工 改築
ちららうすないがわ

稚内市 チララウスナイ川 チララウスナイ川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ちとせがわ

登別市 千歳川 千歳川３号ダム　等 砂防堰堤工 改築
ひがしびばいがわ

美唄市 東美唄川　外 東美唄川１号ダム　等 砂防堰堤工　等 改築
じゅうよんせんがわ

富良野市 14線川　外 １４線川１号ダム　等 砂防堰堤工 改築
くるまとまないがわ

網走市 車止内川 車止内川１号砂防ダム 砂防堰堤工 改築
つきみのさわ

阿寒町 月見の沢 月見の沢砂防堰堤工 砂防堰堤工 改築
じぞうがわ

浦臼町 地蔵川　外 晩生内川４号ダム　等 砂防堰堤工 改築
ぱんけしゆうべつがわ

遠軽町 パンケ支湧別川 パンケ支湧別川１号ダム 砂防堰堤工 改築

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　4/7）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



施設名 構造物種別 事業種別

ほとけさわいちごうがわ

北海道 奥尻町 仏沢１号川　外 仏沢１号川砂防ダム　等 砂防堰堤工　等 修繕
はったりがわ

共和町 発足川 発足川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ちぽまない

釧路町 知方学　外 水路工　等 水路工　等 改築
ふたみさわ

栗沢町 二見沢 二見沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
いなくらいしがわ

古平町 稲倉石川　外 稲倉石川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築
ぴりかうた

厚岸町 ピリカウタ 横ボーリング工 横ボーリング工 改築
にしひろおがわ

広尾町 西広尾川 西広尾川１号ダム 砂防堰堤工 修繕
ぽんいくしなべつ

斜里町 ポンイクシナベツ川　外 ポンイクシナベツ川砂防ダム 砂防堰堤工 改築
およべがわ

松前町 及部川 及部川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
かみのさわがわ

上ノ国町 上の沢川 上の沢川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕
めむろがわ

清水町 芽室川 芽室川１号ダム　等 砂防堰堤工 改築
ひだりのさわ

西興部村 左の沢　外 左の沢１号ダム　等 砂防堰堤工 改築
どぼくがわ

赤井川村 土木川　外 土木川砂防ダム　等 砂防堰堤工 改築　等
じゅうさんせんさわ

占冠村 １３線沢　外 １３線沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
しらみずがわ

壮瞥町 白水川　外 白水川１号ダム　等 砂防堰堤工 改築
はしべつがわ

増毛町 箸別川　外 箸別川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　5/7）



施設名 構造物種別 事業種別

あまのさわがわ

北海道 大樹町 天の沢川　外 天の沢川砂防堰堤　他 砂防堰堤工 修繕
こたにいし

知内町 小谷石 集水井工 横ボーリング工 改築
いずみ

洞爺湖町 泉　外 横ボーリング工　等 横ボーリング工　等 改築
ぱんけぬしがわ

日高町 パンケヌシ川　外 パンケヌシ川2号ダム　等 砂防堰堤工 改築
くっしょなさわ

白糠町 クッショナ沢 クッショナイ沢１号ダム　等 砂防堰堤工 改築
のだおいがわ

八雲町 野田追川 野田追川砂防ダム 砂防堰堤工 改築
ぞうきっぷかおまないがわ

標津町 ゾウキップカオマナイ川 ゾウキップカオマナイ川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
よしおかがわ

福島町 吉岡川 吉岡川１号砂防ダム 砂防堰堤工 改築
ぬきべつがわ

平取町 貫気別川 貫気別川２号ダム 砂防堰堤工 改築
うりやがわ

木古内町 瓜谷川　外 瓜谷川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 修繕
しぶのつないがわ

湧別町 シブノツナイ川 シブノツナイ５号砂防ダム 砂防堰堤工 修繕
ひがしのさわがわ

余市町 東の沢川 東の沢川１号ダム 砂防堰堤工 修繕
おさんないがわ

蘭越町 オサンナイ川　外 オサンナイ川３号ダム　等 砂防堰堤工　等 改築
もとち

礼文町 元地 横ボーリング工 横ボーリング工 改築
まるやまがわ

札幌市 円山川 円山川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
ぬっかくしふらのがわ

上富良野町 ヌッカクシ富良野川 ３号ダム　等 砂防堰堤工 改築

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　6/7）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



施設名 構造物種別 事業種別

みやもとのさわ

北海道 新ひだか町 宮本の沢 布辻川２号砂防ダム　等 砂防堰堤工 改築
ちゅうべつがわ

東川町 忠別川 忠別川清流堰堤 砂防堰堤工 改築
しまみがわ

音威子府村 島見川 島見川堰堤 砂防堰堤工 改築
たかはしのさわ

豊浦町 高橋の沢 高橋の沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ゆうやんべつがわ

鹿追町 ユーヤンベツ川 ユーヤンベツ川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
おんねしるくたうしないがわ

北見市 ｵﾝﾈｼﾙｸﾀｳｼﾅｲ川 ｵﾝﾈｼﾙｸﾀｳｼﾅｲ川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕

長寿命化計画の策定、変更

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　7/7）



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

14

北海道　計 14

・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４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）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



北海道 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 標津海岸、山越海岸　等 標津
し べ つ

町
ちょう

、八雲
や く も

町
ちょう

　等
と う

600 ※個別内容については、別紙参照

北海道　計 600

・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４年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和４年度補正予算　海岸メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村名 海岸名 内容 備　　　　　考

北海道 標津町 標津海岸 護岸

北海道 八雲町 山越海岸 護岸

北海道

稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町、
雄武町、興部町、紋別市、湧別町、北
見市、網走市、小清水町、斜里町、羅
臼町、標津町、別海町、根室市、浜中
町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠
町、浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾
町、えりも町、様似町、浦河町、新ひ
だか町、新冠町、日高町、むかわ町、
苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、
伊達市、洞爺湖町、豊浦町、長万部
町、八雲町、森町、鹿部町、函館市、
北斗市、木古内町、知内町、福島町、
上ノ国町、江差町、乙部町、せたな
町、奥尻町、島牧村、寿都町、岩内
町、泊村、共和町、神恵内村、積丹
町、古平町、余市町、小樽市、石狩
市、増毛町、留萌市、小平町、苫前
町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩
町、利尻富士町、利尻町、礼文町

北海道沿岸 長寿命化計画



令和４年度第2次補正予算　下水道事業

都道府県名：北海道 （単位：千円）

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費
1 2 3 4 5

平岸地区大規模雨水処理施設整備事
業

札幌市
浸水対策下水道事業（大規模雨水処理
施設整備事業）

46,000 23,000

1 1 1
1 計 46,000 23,000
1 1 1

・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４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 6,416 石狩市
いしかりし

、美唄市
びばいし

、江別市
えべつし

、南富良野町
みなみふらのちょう

、恵庭
えにわ

市
し

、岩見沢市
いわみざわし

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 730 旭川市
あさひかわし

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 240 平取
びらとり

町
ちょう

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 1,640 池田町
いけだちょう

、帯広
おびひろ

市
し

、音更町
おとふけちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 400 北見市
きたみし

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 310 天塩
て し お

町
ちょう

石狩川 石狩川下流 河川維持修繕 268 深川市
ふかがわし

～河口
かこう

釧路川 総合水系環境整備事業 70 標茶町
しべちゃちょう



北海道

　令和４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 535

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



北　海　道

都市局



※市町村名は令和4年11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 300 うち５か年加速化対策　300百万円

令和４年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



一般会計　（組織）国土交通本省　 北海道

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

1,940,400 186,200 2,126,600

夕張市 夕張市 継続 若菜地区 1/2 970,200 93,100 1,063,300 ５か年加速化対策分

216,800 30,400 247,200

東神楽町 東神楽町 継続 東神楽町中央市街地地区 1/2 108,400 15,200 123,600

2,157,200 216,600 2,373,800

合計 1,078,600 108,300 1,186,900

内示額について、下段を国費とする。

令和４年度　補正予算配分



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 785 (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 800
(主)札幌環状線、(市)旭山公園米里線、(市)北3条線、(都)
環状通(第2工区)、(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)、(都)米里･行啓通

※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４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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

交通安全対策（通学路緊急対策） 北海道 北海道通学路緊急対策推進計画 770
更別小学校、札内南小学校、赤間小学校、中央小学
校、和光小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 札幌市 札幌市通学路緊急対策推進計画 60 南白石小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 帯広市 北海道帯広市通学路緊急対策推進計画 495 稲田小学校、広陽小学校、豊成小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 網走市 北海道網走市通学路緊急対策推進計画 140 南小学校、網走小学校



北 海 道

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度 第２号補正）

（単位：千円）

都道府県 北海道
地区名 事業名 事業費 備考

日新団地地区 地域居住機能再生推進事業 477,986
477,986合計



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 120 120
北海道 直 轄 120 120
北海道
北海道 苫 小 牧 苫 小 牧 港 小 計 741 1,710 2,451
北海道 管 理 組 合 直 轄 741 1,710 2,451
北海道
北海道重 要 港 湾 函 館 函 館 市 小 計 150 720 870
北海道 直 轄 150 720 870
北海道
北海道 小 樽 小 樽 市 小 計 450 450
北海道 直 轄 450 450
北海道
北海道 釧 路 釧 路 市 小 計 1,412 1,400 2,812
北海道 直 轄 1,412 1,400 2,812
北海道
北海道 留 萌 留 萌 市 小 計 40 40
北海道 直 轄 40 40
北海道
北海道 稚 内 稚 内 市 小 計 30 30
北海道 直 轄 30 30
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 99 600 699
北海道 管 理 組 合 直 轄 99 600 699
北海道
北海道 紋 別 紋 別 市 小 計 285 285
北海道 直 轄 285 285
北海道
北海道 網 走 網 走 市 小 計 330 330
北海道 直 轄 330 330
北海道
北海道地 方 港 湾 枝 幸 枝 幸 町 小 計 35 35
北海道 直 轄 35 35
北海道
北海道 江 差 江 差 町 小 計 102 102
北海道 直 轄 102 102
北海道
北海道 瀬 棚 せ た な 町 小 計 50 50
北海道 直 轄 50 50
北海道
北海道 天 塩 天 塩 町 小 計 50 50
北海道 直 轄 50 50
北海道

3,684 4,715 8,399

令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

事業区分
事　　業　　費

摘　　要

北 海 道

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

合　　　　計



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

老 朽 化 対 策 苫 小 牧 苫 小 牧 港 小 計 60 60

管 理 組 合 補 助 60 60

60 60

北 海 道

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令 和 ４ 年 度 第 ２ 次 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分
事　　業　　費

合　　　　計



令和４年度　補正予算（第２次）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）

羽 田 540 照明施設整備

秋 田 441 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

山 形 58 無線施設整備

青 森 461 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 244 滑走路改良

福 島 360 滑走路改良

富 山 159 滑走路改良

美 保 569 エプロン改良

（北海道）

新 千 歳 1,500 誘導路新設、耐震対策

帯 広 118 誘導路改良

利 尻 80 滑走路端安全区域整備

奥 尻 110 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

区　　　　分

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港



- 4 - 
 

Ⅴ．令和４年度鉄道局関係二次補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

幹線鉄道等活性

化事業費補助 

 

 

 

白山市地域公共交通協議会 

 

日本貨物鉄道（株）(新南陽駅) 

 

           計 

 

1,218 

 

37 

 

1,255 

 

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） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

関西高速鉄道（株）（新線建設） 

 

計 

  

  1,933 

12 

  1,708 

      663 

699 

127 

271 

3,754 

 

9,166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東海旅客鉄道（株）(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道（株）(厚狭駅) 

西日本旅客鉄道（株）(安芸矢口駅) 

 

計 

 

369       

51 

39 

 

459 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

鹿島臨海鉄道（株）（大洗鹿島線） 

岳南電車（株）（岳南線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

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、筑豊線、長崎線、大村線） 

平成筑豊鉄道（株）（田川線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

（耐震対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線） 

京王電鉄（株）（相模原線） 

東葉高速鉄道（株）（東葉高速線） 

相模鉄道（株）（いずみ野線） 

東京モノレール（株）（羽田空港線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、瀬戸線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（京都線、南大阪線、大阪線、名古屋線

、難波線） 

南海電気鉄道（株）（南海本線） 

 

 

        180 

        86 

        80 

        25 

        4 

        15 

         55 

        20 

539 

50 

51 

 

      1,104 

 

 

100 

        152 

       19 

       67 

300 

       823 

1,209 

        

110 
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阪神電気鉄道（株）（本線、阪神なんば線） 

水島臨海鉄道（株）（水島本線、港東線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

西武鉄道（株）（西武秩父線） 

名古屋鉄道（株）（常滑線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線、名古屋線） 

京阪電気鉄道（株）（京阪本線） 

阪神電気鉄道（株）（本線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策） 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株） 

会津鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

弘南鉄道（株） 

山形鉄道（株） 

由利高原鉄道（株） 

福島交通（株） 

しなの鉄道（株） 

富山地方鉄道（株） 

あいの風とやま鉄道（株） 

えちごトキめき鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

万葉線（株） 

上田電鉄（株） 

鹿島臨海鉄道（株） 

真岡鐵道（株） 

野岩鉄道（株） 

ひたちなか海浜鉄道（株） 

江ノ島電鉄（株） 

銚子電気鉄道（株） 

伊豆箱根鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

三岐鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

豊橋鉄道（株） 

福井鉄道（株） 

遠州鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

413 

        45 

456 

 

     3,693 

 

 

300 

        99 

       402 

       8 

30 

193 

            

      1,032 

 

      

     86 

95 

317 

183 

190 

26 

26 

75 

52 

259 

310 

42 

161 

182 

88 

123 

198 

24 

100 

153 

22 

76 

124 

70 

61 

25 

104 

240 

289 

225 

236 

342 

327 

270 

212 

147 

80 
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神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

阪堺電気軌道（株） 

甲賀市 

叡山電鉄（株） 

和歌山電鐵（株） 

京福電気鉄道（株） 

水間鉄道（株） 

智頭急行（株） 

一畑電車（株） 

井原鉄道（株） 

広島電鉄（株） 

錦川鉄道（株） 

岡山電気軌道（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株）  

島原鉄道（株） 

筑豊電気鉄道（株）  

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

(ホームドア) 

東京臨海高速鉄道（株）（新木場駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（中島駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（港北駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（荒子川公園駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（稲永駅） 

京王電鉄（株）（笹塚駅） 

 

小計 

 

計 

 

390 

307 

31 

88 

36 

60 

140 

28 

113 

153 

89 

127 

68 

44 

357 

347 

201 

38 

67 

25 

110 

307 

 

8,667 

 

   

60 

198 

201 

201 

201 

600 

 

1,461 

 

15,957 

（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４年度第２次補正予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

（単位：百万円）

防災・減災、国土強靱化のための５
か年加速化対策

海上保安庁 0 1,125 0

第一管区海上保安本部 18 407 328

第二管区海上保安本部 17 745 333

第三管区海上保安本部 19 399 236

第四管区海上保安本部 8 348 280

第五管区海上保安本部 12 370 208

第六管区海上保安本部 10 276 37

第七管区海上保安本部 21 1,197 919

第八管区海上保安本部 9 66 11

第九管区海上保安本部 12 125 55

第十管区海上保安本部 16 1,620 290

第十一管区海上保安本部 7 160 109

合　　　　　　　　　計 149 6,839 2,806

※維持管理費については、事業箇所に計上していない。

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。

区　　　　分 事業箇所数 船舶交通安全基盤整備事業

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区第五管区

第十管区



管区 事業箇所名 事業箇所数

一 チキウ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

栄浜埼船舶交通安全基盤整備事業 1

金田ノ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

元地船舶交通安全基盤整備事業 1

江差港船舶交通安全基盤整備事業 1

山臼漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1

小樽港船舶交通安全基盤整備事業 1

松前小島船舶交通安全基盤整備事業 1

神威岬船舶交通安全基盤整備事業 1

青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

積丹岬船舶交通安全基盤整備事業 1

天売島船舶交通安全基盤整備事業 1

登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

椴法華港船舶交通安全基盤整備事業 1

苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

日和山船舶交通安全基盤整備事業 1

白神岬船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 18

二 陸奥大島船舶交通安全基盤整備事業 1

酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1

秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1

尻屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

青森港船舶交通安全基盤整備事業 1

仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1

鼠ケ関船舶交通安全基盤整備事業 1

大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1

八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

八戸尾埼日出岩船舶交通安全基盤整備事業 1

飛島船舶交通安全基盤整備事業 1

北浦漁港船舶交通安全基盤整備事業(秋田県) 1

本荘港船舶交通安全基盤整備事業 1

龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1

魹ケ埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 17

三 伊豆大島船舶交通安全基盤整備事業 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1

浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

京浜港船舶交通安全基盤整備事業 1

金谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

犬吠埼船舶交通安全基盤整備事業 1

御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

洲埼船舶交通安全基盤整備事業 1

神子元島船舶交通安全基盤整備事業 1

神津島船舶交通安全基盤整備事業 1

石廊埼船舶交通安全基盤整備事業 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1

田子の浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

富崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1

門脇埼船舶交通安全基盤整備事業 1

野島埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 19

四 伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

佐久島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

三河港船舶交通安全基盤整備事業 1

松ケ崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1

尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1

名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

猟師漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 8

五 カンタマ南船舶交通安全基盤整備事業 1

高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

阪南港船舶交通安全基盤整備事業 1

室津港船舶交通安全基盤整備事業(兵庫県) 1

神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

潮岬船舶交通安全基盤整備事業 1

尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

友ヶ島船舶交通安全基盤整備事業 1

和田ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 12

六 安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1

海老漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

高松港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

周防野島船舶交通安全基盤整備事業 1

小市島船舶交通安全基盤整備事業 1

地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1

東予港船舶交通安全基盤整備事業 1

備讃瀬戸東航路船舶交通安全基盤整備事業 1

備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 10

七 阿須湾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

関埼船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1

亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

三井楽長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

三池港船舶交通安全基盤整備事業(福岡県) 1

若宮船舶交通安全基盤整備事業 1

勝本港船舶交通安全基盤整備事業 1

神埼船舶交通安全基盤整備事業 1

須佐漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

水ノ子島船舶交通安全基盤整備事業 1

仙崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

大島漁港船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1

大分港船舶交通安全基盤整備事業 1

長崎漁港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1

鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1

東浦漁港船舶交通安全基盤整備事業(大分県) 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1

比田勝港船舶交通安全基盤整備事業 1

別府港船舶交通安全基盤整備事業(大分県) 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

妙見埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 22

八 久美浜港船舶交通安全基盤整備事業 1

経ケ岬船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1

西郷岬船舶交通安全基盤整備事業 1

石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

美保関船舶交通安全基盤整備事業 1

舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1

　小計 8

九 阿賀野川口船舶交通安全基盤整備事業 1

粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

一里島船舶交通安全基盤整備事業 1

猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

新潟港船舶交通安全基盤整備事業 1

大野船舶交通安全基盤整備事業 1

沢崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鳥ケ首岬船舶交通安全基盤整備事業 1

伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1

舳倉島船舶交通安全基盤整備事業 1

鰀目漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 12

十 トンビ埼船舶交通安全基盤整備事業 1

鞍埼水島船舶交通安全基盤整備事業 1

伊延港船舶交通安全基盤整備事業 1

一湊船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数

屋久島船舶交通安全基盤整備事業 1

戸崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

国頭岬船舶交通安全基盤整備事業 1

細島船舶交通安全基盤整備事業 1

鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1

種子島船舶交通安全基盤整備事業 1

水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1

赤木名港船舶交通安全基盤整備事業 1

釣掛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1

島間埼船舶交通安全基盤整備事業 1

内海港船舶交通安全基盤整備事業(宮崎県) 1

小計 16

十一 伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1

伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1

嘉比島船舶交通安全基盤整備事業 1

久米島船舶交通安全基盤整備事業 1

西埼船舶交通安全基盤整備事業 1

池間島船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

小計 7

149合計





令和４年度第２次補正予算　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 稚内地方合同庁舎 北海道　稚内市 274 受変電設備改修等

函館開発建設部 北海道　函館市 120 屋根改修

北見地方合同庁舎 北海道　北見市 117 屋根改修

合　　計 511



令和４年度補正予算（第２次）　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,月形町,安平町

57,600

57,600

※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４年度補正予算（第２次）　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

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,函館市,滝
川市,乙部町,せたな町,仁木町,鷹栖町,東川町,
和寒町,初山別村,猿払村,清里町,雄武町,むかわ
町,浦河町,えりも町,上士幌町,幕別町

3,067,058

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,福島町,黒松内
町,神恵内村,長沼町,栗山町,秩父別町,幌加内
町,利尻富士町,むかわ町,新得町,知内町,小平町

2,135,450

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,北見市,当別町,
豊頃町,釧路町

4,378,000

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,釧路町 2,778,000

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）（重
点）

北海道 38,000

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,七飯町,新十津川町,
剣淵町,枝幸町,砂川市

771,000



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

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,北海道,三笠市,
上川町,津別町,池田町,厚岸町,白老町

376,000

北海道における総合的な浸水対策
の推進（防災・安全）（重点）

北海道 408,000

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

11,500

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 56,000

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 1,146,000

15,165,008

※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４年度補正予算（第２次）　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,月形町,安平町

24,609

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 71,000

稚内港における快適な港湾利用の
ための効率性・安全性の向上

稚内市 15,000

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 28,985

栗山町中心市街地地区都市再生整
備計画

栗山町 1,500

新十津川町中心市街地地区都市再
生整備計画

新十津川町 1,700

幾寅道の駅周辺地区都市再生整備
計画

南富良野町 7,100

安全で利便性が高く快適な港湾環
境の形成（重点計画）

苫小牧港管理組合 15,000

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 104,000



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

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 42,000

310,894

※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


