
北 海 道

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　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 30,035　

石狩市
い し か り し

、札幌市
さ っ ぽ ろ し

、江別
え べ つ

市
し

、岩見沢市
い わ み ざ わ し

、美唄市
び ば い し

、砂川市
す な が わ し

、

浦臼
うらうす

町
ちょう

、滝川市
た き か わ し

、深川市
ふ か が わ し

、北広島市
き た ひ ろ し ま し

、恵庭市
え に わ し

、千歳市
ち と せ し

、

新十津川
し ん と つ か わ

町
ちょう

、奈井江
な い え

町
ちょう

、南
みなみ

富良野
ふらの

町
ちょう

、南幌町
なんぽろちょう

、長沼町
ながぬまちょう

、

幌加内
ほ ろ か な い

町
ちょう

、月形
つきがた

町
ちょう

、妹背牛
も せ う し

町
ちょう

、三笠
み か さ

市
し

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 2,090　 旭川市
あさひかわし

、鷹栖町
たかすちょう

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 581　 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 347　 今金
いまかね

町
ちょう

鵡川 鵡川 一般河川改修事業 1,123　 むかわ町
ちょう

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 1,013　 日高町
ひだかちょう

、平取町
びらとりちょう

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 5,565　
豊頃町
とよころちょう

、幕別町
まくべつちょう

、音更町
おとふけちょう

、清水町
しみずちょう

、池田町
いけだちょう

、帯広市
お び ひ ろ し

、

浦幌町
うらほろちょう

、本別町
ほんべつちょう

釧路川 釧路川 一般河川改修事業 1,180　 弟子屈町
て し か が ち ょ う

網走川 網走川 一般河川改修事業 624　 大空町
おおぞらちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 1,080　 北見市
き た み し

湧別川 湧別川 一般河川改修事業 51　 遠軽町
えんがるちょう

渚滑川 渚滑川 一般河川改修事業 714　 紋別市
も ん べ つ し

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 756　 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 一般河川改修事業 1,744　 名寄
な よ ろ

市
し

、美深町
びふかちょう

、中川町
なかがわちょう

、音威子府
お と い ね っ ぷ

村
むら

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 945　 留萌市
る も い し



令和２年度当初予算　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 河川工作物関連応急対策事業 621　 江別市
え べ つ し

、砂川市
す な が わ し

、新十津川町
し ん と つ か わ ち ょ う

石狩川 石狩川上流 河川工作物関連応急対策事業 210　 旭川市
あさひかわし

十勝川 十勝川 河川工作物関連応急対策事業 262　 帯広市
お び ひ ろ し

、幕別町
まくべつちょう

網走川 網走川 河川工作物関連応急対策事業 330　 網走市
あ ば し り し

石狩川 総合水系環境整備事業 172　 砂川市
す な が わ し

、恵庭市
え に わ し

、南幌町
なんぽろちょう

沙流川 総合水系環境整備事業 53　 平取町
びらとりちょう

十勝川 総合水系環境整備事業 99　 帯広
おびひろ

市
し

、音更町
おとふけちょう

、中札内村
なかさつないむら

釧路川 総合水系環境整備事業 186　 標茶
しべちゃ

町
ちょう

、鶴居村
つ る い む ら

網走川 総合水系環境整備事業 48　 網走市
あ ば し り し

天塩川 総合水系環境整備事業 199　 士別市
し べ つ し

、天塩町
てしおちょう

、下川町
しもかわちょう



令和２年度当初予算　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 600　 旭川市
あさひかわし

十勝川 途別川 事業間連携河川事業 189　 幕別町
まくべつちょう

石狩川 望月寒川 大規模特定河川事業 1,800　 札幌市
さ っ ぽ ろ し

石狩川
ヌッカクシ富良野川

（分水路）
大規模特定河川事業 363　 中富良野町

なかふ らの ち ょ う

石狩川 東八線川 大規模特定河川事業 156　 富良野市
ふ ら の し

石狩川 月寒川 大規模特定河川事業 300　 札幌市
さ っ ぽ ろ し

十勝川 利別川 大規模特定河川事業 399　 足寄町
あしょろちょう

十勝川 伏古別川 大規模特定河川事業 204　 帯広市
おびひろし

十勝川 ピウカ川 大規模特定河川事業 81　 芽室町
めむろちょう

釧路川 釧路川 大規模特定河川事業 741　 釧路町
くしろちょう

常呂川 無加川 大規模特定河川事業 300　 北見市
き た み し

堀株川 堀株川 大規模特定河川事業 580　 共和町
きょうわちょう

中の川 中の川 大規模特定河川事業 220　 知内町
しりうちちょう

安平川 安平川 大規模特定河川事業 440　 安平町
あびらちょう

古丹別川 古丹別川 大規模特定河川事業 360　 苫前町
とままえちょう

斜里川 秋の川 大規模特定河川事業 420　 斜里町
しゃりちょう

クサンル川 クサンル川 大規模特定河川事業 380　 稚内市
わっかないし

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 600　 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



北海道

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 石狩川雨竜川ダム再生 360 371

多目的ダム建設事業 沙流川沙流川総合開発 7,643 7,890

石狩川幾春別川総合開発 12,722 13,039



北海道

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 250)

北海道開発事業費 250 

　治水ダム等建設事業費補助

( 250)

　　実施計画調査 250 

( 250)

佐幌ダム再生 250 

事項 備　　　　考ダム名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（北海道　１／５）
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 そううんきょうしょうがっこうのさわ そううんきょうしょうがっこうのさわゆうさち かみかわぐん かみかわちょう そううんきょう

旭川開発建設部 火山砂防 石狩川上流 石狩川 層雲峡小学校の沢 層雲峡小学校の沢遊砂地 上川郡 上川町 層雲峡 遊砂地工 320
いしかりがわじょうりゅう いしかりがわ しらかわ しらかわさぼうえんてい 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 白川砂防堰堤 上川郡 上川町 白川 砂防堰堤工 71
いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわとこがためこうぐん かみかわぐん びえいちょう しろがね

石狩川上流 美瑛川 美瑛川床固工群 上川郡 美瑛町 白金 床固工 185
いしかりがわじょうりゅう いしかりがわ くろだけさわがわ くろだけさわがわだいいちごうさぼうえんてい かみかわぐん かみかわちょう そううんきょう

石狩川上流 石狩川 黒岳沢川 黒岳沢川第1号砂防堰堤 上川郡 上川町 層雲峡 砂防堰堤工 27
いしかりがわじょうりゅう ちゅうべつがわ ちゅうべつがわとこがためこうぐん かみかわぐん ひがしかわちょう まつやまおんせん

石狩川上流 忠別川 忠別川床固工群 上川郡 東川町 松山温泉 床固工 159

合計 ５箇所 762

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（北海道　２／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

いしかりがわ とよひらがわ みすまいがわ みすまいがわさぼうえんてい さっぽろし みなみく みすまい

札幌開発建設部 砂防 石狩川 豊平川 簾舞川 簾舞川砂防堰堤 札幌市 南区 簾舞 砂防堰堤工 315
いしかりがわ 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ぐん さっぽろし みなみく ふじの

石狩川 豊平川 オカバルシ川 オカバルシ川床固工群 札幌市 南区 藤野 床固工 230
いしかりがわ とよひらがわ みなみのさわがわ みなみのさわがわさぼうえんてい さっぽろし みなみく みなみさわ

石狩川 豊平川 南の沢川 南の沢川砂防堰堤 札幌市 南区 南沢 砂防堰堤工 89

合計 ３箇所 634

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（北海道　３／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とかちがわ さつないがわ とったべつがわ とったべつがわさぼうえんていぐん おびひろし たくせいちょう

帯広開発建設部 砂防 十勝川 札内川 戸蔦別川 戸蔦別川砂防堰堤群 帯広市 拓成町 砂防堰堤工 575

合計 １箇所 575

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（北海道　４／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

たるまえさん おぼっぷがわ おぼっぷがわさぼうえんていぐん 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 覚生川砂防堰堤群 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 1,097

合計 １箇所 1,097

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（北海道　５／５）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あづまがわ ひだかほろないがわ ひだかほろないがわさぼうえんてい ゆうふつぐん あつまちょう ほろない

室蘭開発建設部 特定緊急砂防 厚真川 日高幌内川 日高幌内川砂防堰堤 勇払郡 厚真町 幌内 砂防堰堤工 804
あづまがわ ちけっぺがわ ちけっぺがわさぼうえんていぐん ゆうふつぐん あつまちょう ほろさと・さくらおか

厚真川 チケッペ川 チケッペ川砂防堰堤群 勇払郡 厚真町 幌里・桜丘 砂防堰堤工 1,115
あづまがわ とうわがわ とうわがわさぼうえんていぐん ゆうふつぐん あつまちょう とうわ

厚真川 東和川 東和川砂防堰堤群 勇払郡 厚真町 東和 砂防堰堤工 248

合計 ３箇所 2,167

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



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 とかちがわ ぱんけしんとくがわ 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

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 60

とかちがわ きゅうごうがわ 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 九号川 上川郡 新得町 新得 砂防堰堤工 84

とかちがわ ぺけれべつがわ 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 230
とかちがわ めむろがわ かみかわぐん しみずちょう はおび さぼうえんていこう

十勝川 芽室川 上川郡 清水町 羽帯 砂防堰堤工 402
とかちがわ ぞうりんさわがわ かみかわぐん しみずちょう はおび さぼうえんていこう

十勝川 造林沢川 上川郡 清水町 羽帯 砂防堰堤工 44

さるがわ ぱんけぬしがわ 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 10

さんないがわ さんないがわ 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

珊内川 珊内川 古宇郡 神恵内村 珊内 堰堤改良工 130

７箇所 960

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　1/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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 あばしりがわ おおまがりのさわがわ あばしりし てんとざん さぼうえんていこう

砂防等事業 網走川 大曲の沢川 網走市 天都山 砂防堰堤工 42

くるまとまないがわ みぎのさわがわ 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 26

おさるがわ じんじゃがわ 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 20
しりうちがわ やまくりがわ かみいそぐん しりうちちょう もとまち けいりゅうほぜんこう

知内川 山栗川 上磯郡 知内町 元町 渓流保全工 56
またせがわ げきがわ かみいそぐん しりうちちょう もとまち けいりゅうほぜんこう

股瀬川 外記川 上磯郡 知内町 元町 渓流保全工 66

いしかりがわ もじりもとまちさわがわ あかびらし もじりもとまちみなみ さぼうえんていこう

石狩川 茂尻元町沢川 赤平市 茂尻元町南 砂防堰堤工 108

とんないがわ とんないがわ れぶんぐん れぶんちょう いりふね さぼうえんていこう

トンナイ川 トンナイ川 礼文郡 礼文町 入舟 砂防堰堤工 14

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

山越駅裏沢 山越駅裏沢 二海郡 八雲町 山越 砂防堰堤工 20
むかわ さぬしのさわがわ ゆうふつぐん むかわちょう ほべついなさと さぼうえんていこう

鵡川 佐主の沢川 勇払郡 むかわ町 穂別稲里 砂防堰堤工 20

てしおがわ ひがしにごうのさわがわ なかがわぐん びふかちょう しきしま さぼうえんていこう

天塩川 東二号の沢川 中川郡 美深町 敷島 砂防堰堤工 36

いしかりがわ ふらのがわ 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 300

ゆうべつがわ しゆうべつがわ 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 60

ぺれけがわ ぺれけがわ しゃりぐん しゃりちょう うとろ えんていかいりょうこう

ペレケ川 ペレケ川 斜里郡 斜里町 宇途呂 堰堤改良工 300

１３箇所 1,068

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　2/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 とよさとだいさん あかびらし にしとよさと しゅうすいせいこう

砂防等事業 豊里第三 赤平市 西豊里 集水井工 50

あしべつほんちょう あしべつし ほんちょう しゅうすいせいこう

芦別本町 芦別市 本町 集水井工 46

２箇所 96合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　3/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 みなみかやべかっくみ はこだてし かっくみちょう どどめさくこう

砂防等事業 南茅部川汲 函館市 川汲町 土留柵工 127

あっさぶほんちょう１ ひやまぐん あっさぶちょう ほんちょう のりわくこう

厚沢部本町1 檜山郡 厚沢部町 本町 法枠工 114

るもいみなみまち４ちょうめ２ るもいし みなみまち どどめさくこう

留萌南町4丁目2 留萌市 南町 土留柵工 93

３箇所 334
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　4/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 きもんべつがわ もんべつがわ だてし ひがしせきないちょう さぼうえんていこう

砂防事業 気門別川 紋別川 伊達市 東関内町 砂防堰堤工 300

１箇所 300

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和２年度　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（北海道　5/5）

合計



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 白老
しらおい

町
ちょう

475

北海道　計 475

令和２年度　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 備考事業費



令和２年度予算　地方創生整備推進交付金 北海道

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

足寄町 131,500 65,750

北海道　計 131,500 65,750
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

15,036,000 7,639,000

301,000

15,337,000 7,639,000

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[一般計画]
北海道における総合的な治水対策の推進（防災・安全）

[一般計画]
札幌市内における総合的な浸水対策の推進(防災・安全)

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

604,000

604,000 0

[一般計画]　北海道における良好な河川環境の保全・復元及び創出

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

太田の沢川通常砂防事業 45,000

真栄川通常砂防事業 82,000 82,000

稲積１の沢川通常砂防事業 5,000

旭１号の沢川通常砂防事業 74,000

平和寺の沢川通常砂防事業 13,000

大林川通常砂防事業 3,500

パンケヌシ川緊急改築事業 8,000

戸蔦別川緊急改築事業 2,000

（渡島檜山）緊急改築事業 28,500

（日高）緊急改築事業 26,500

（胆振）緊急改築事業 51,000

（網走）緊急改築事業 15,000

（後志）緊急改築事業 100,000

大学の沢川通常砂防事業 18,000

長寿命化計画策定 10,000

真谷地緊急改築事業 18,500

南部緊急改築事業 6,000

石狩圏域緊急改築事業 35,000

釧根圏域緊急改築事業 7,500

小樽入船４丁目（４）緊急改築
事業

41,850

小樽高島３丁目その１緊急改
築事業

22,500

小樽豊川・梅ヶ枝（７）緊急改
築事業

13,500

北檜山太櫓緊急改築事業 61,750

室蘭港南町緊急改築事業 24,700

浦河昌平町（１）緊急改築事業 21,850

釧路大川町1緊急改築事業 475

釧路材木町１緊急改築事業 43,700

釧路柏木町緊急改築事業 23,750

釧路桂恋２緊急改築事業 9,000

後志圏域緊急改築事業 14,400

渡島檜山圏域緊急改築事業 52,125

日高圏域緊急改築事業 12,350

十勝圏域緊急改築事業 9,500

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費

[重点計画]
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



根釧圏域緊急改築事業 43,600

943,550 82,000

4,023,450 1,874,000

4,967,000 1,956,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　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）

小計

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



SP作成イメージ

北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,614,000 341,000

1,614,000 341,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

[一般計画]　北海道における総合的な浸水対策の推進（防災・安全）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

函館市 217,400 0

旭川市 227,400 0

室蘭市 42,800 0

釧路市 14,000 0

帯広市 139,600 0

北見市 126,500 0

岩見沢市 49,400 36,000

留萌市 149,000 0

苫小牧市 27,000 0

稚内市 71,300 11,308

美唄市 11,500 0

赤平市 38,600 14,700

名寄市 41,400 0

根室市 2,300 0

千歳市 18,500 0

砂川市 32,000 0

深川市 5,000 0

登別市 4,100 0

伊達市 31,600 0

北広島市 225,700 0

石狩市 15,200 1,320

木古内町 5,400 0

八雲町 2,900 0

今金町 9,500 0

せたな町 13,500 8,100

倶知安町 37,000 0

岩内町 16,500 11,972

栗山町 30,700 0

東神楽町 5,000 0

上富良野町 17,500 0

羽幌町 9,900 0

遠別町 16,200 0

[重点計画]
北の大地を支える持続可能な下水道（防災・安全）（重点）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

計画名 事業実施主体

想定国費

美幌町 46,100 0

遠軽町 32,100 0

興部町 1,800 0

雄武町 3,000 2,000

新ひだか町 3,600 0

音更町 44,000 0

釧路町 45,900 0

弟子屈町 40,500 0

計 1,871,400 85,400

[一般計画]　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

5,074,300 49,200

[一般計画]
札幌市下水道　社会資本総合整備計画　～次世代へつなぐ～（防災・安全）

札幌市 3,160,600 23,000

[重点計画]
札幌市下水道　社会資本総合整備計画　～次世代へつなぐ～（防災・安全）
（重点計画）

札幌市 313,700 97,400

10,420,000 255,000

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

北見市 183,600 0

留萌市 100,000 0

美唄市 12,100 0

恵庭市 377,300 0

伊達市 105,500 0

北斗市 127,600 0

木古内町 52,500 0

七飯町 2,300 0

森町 16,900 0

八雲町 7,000 0

江差町 31,500 0

乙部町 13,000 0

奥尻町 6,800 0

せたな町 11,000 0

倶知安町 7,000 0

岩内町 86,300 0

余市町 30,100 0

当麻町 1,900 0

上富良野町 7,200 0

豊富町 1,900 0

遠軽町 24,900 0

湧別町 9,000 0

雄武町 218,900 0

日高町 17,500 0

浦河町 321,300 0

新ひだか町 10,000 0

大樹町 1,700 0

枝幸町 3,100 0

足寄町 31,200 0

釧路町 4,000 0

厚岸町 15,100 0

弟子屈町 3,500 0

白糠町 37,200 0

岩見沢市 16,500 0

計画名 事業実施主体

想定国費

[重点計画]　北の大地を支える持続可能な下水道（重点）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]



北海道 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

計画名 事業実施主体

想定国費

根室市 33,500 0

長万部町 15,000 0

白老町 4,500 0

計 1,948,400 0

[一般計画]　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

4,654,500 0

[一般計画]　札幌市下水道　社会資本総合整備計画　～次世代へつなぐ～ 札幌市 153,100 0

6,756,000 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計


