
北 海 道

水管理・国土保全局



令和2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 15,320　

さっぽろし いしかりし えべつし びばいし たきかわし ふかがわし なんぽ

札幌市、石狩市、江別市、美唄市、滝川市、深川市、南幌
ろちょうながぬまちょう きたひろしまし えにわし くりやまちょう

町、長沼町、北広島市、恵庭市、栗山町

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 1,240　
あさひかわし びえい ちょう とうまちょう ひがしかぐらちょう

旭川市、美瑛町、当麻町、東神楽町

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 270　
らんこし ちょう

蘭越町

後志利別川 後志利別川 一般河川改修事業 215　
ちょう

せたな町

鵡川 鵡川 一般河川改修事業 815　
ちょう

むかわ町

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 395　
びらとり ちょう

平取町

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 3,998　
おびひろし いけだちょう めむろちょう おとふけちょう まくべつちょう しみずちょう うらほろちょう

帯広市、池田町、芽室町、音更町、幕別町、清水町、浦幌町

釧路川 釧路川 一般河川改修事業 430　
てしかがちょう

弟子屈町

網走川 網走川 一般河川改修事業 200　
おおぞらちょう

大空町

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 250　
きたみし

北見市

湧別川 湧別川 一般河川改修事業 115　
えんがるちょう

遠軽町

渚滑川 渚滑川 一般河川改修事業 135　
もんべつし

紋別市

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 873　
てしお ちょう ほろのべちょう

天塩町、幌延町

天塩川 天塩川上流 一般河川改修事業 1,243　
なよろし びふかちょう

名寄市、美深町

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 323　
るもいし

留萌市

石狩川 石狩川下流 河川維持修繕事業 3,073　
ふかがわし　　　　 かこう

深川市～河口

石狩川 石狩川上流 河川維持修繕事業 257　
かみかわちょう あさひかわし

上川町～旭川市

尻別川 尻別川 河川維持修繕事業 132　
らんこしちょう　　　かこう

蘭越町～河口

後志利別川 後志利別川 河川維持修繕事業 152　
いまかねちょう     かこう

今金町～河口

鵡川 鵡川 河川維持修繕事業 99　
ちょう かこう

むかわ町～河口



令和2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

沙流川 沙流川 河川維持修繕事業 20　
びらとりちょう かこう

平取町～河口

十勝川 十勝川 河川維持修繕事業 1,433　
しみずちょう　　　　かこう

清水町～河口

釧路川 釧路川 河川維持修繕事業 84　
てしかがちょう　　　　　  かこう

弟子屈町～河口

網走川 網走川 河川維持修繕事業 40　
つべつちょう         かこう

津別町～河口

常呂川 常呂川 河川維持修繕事業 34　
おけとちょう　　　　 かこう

置戸町～河口

湧別川 湧別川 河川維持修繕事業 80　
えんがるちょう かこう

遠軽町～河口

渚滑川 渚滑川 河川維持修繕事業 50　
もんべつし かこう

紋別市～河口

天塩川 天塩川下流 河川維持修繕事業 121　
ほろのべちょう かこう

幌延町～河口

天塩川 天塩川上流 河川維持修繕事業 337　
しべつし なかがわちょう

士別市～中川町

留萌川 留萌川 河川維持修繕事業 653　
るもい し かこう

留萌市～河口

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和２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 750　
あさひかわし

旭川市

石狩川 望月寒川 大規模特定河川事業 219　
さ っ ぽろ し

札幌市

石狩川 東八線川 大規模特定河川事業 120　
ふ ら の し

富良野市

釧路川 釧路川 大規模特定河川事業 90　
く し ろ し くしろちょう

釧路市、釧路町

十勝川 伏古別川 大規模特定河川事業 180　
おびひろし

帯広市

石狩川 月寒川 大規模特定河川事業 180　
さ っ ぽろ し

札幌市

常呂川 無加川 大規模特定河川事業 300　
き た み し

北見市



北海道

　令和２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 50

天塩川岩尾内ダム 40

後志利別川美利河ダム 70

沙流川二風谷ダム 150

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 おかばるしかわちゅうりゅう だい１ごうとこがためこう 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 オカバルシ川中流 第１号床固工 札幌市 南区 藤野 流木対策工 90
とよひらがわ とよひらがわ おかばるしかわかりゅう だい１ごうきかんとこがためこう さっぽろし みなみく ふじの

豊平川 豊平川 オカバルシ川下流 第１号基幹床固工 札幌市 南区 藤野 流木対策工 90
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 220

合計 3 箇所 400

令和２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
事業費

（百万円）
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 いしかりがわ しらかわかりゅう しらかわ１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 230
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２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 220
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８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 370

合計 3 箇所 820

令和２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 とかちがわ とつ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 おびひろし たくせいちょう

帯広開発建設部 砂防 十勝川 十勝川 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 200
とかちがわ とかちがわ とつ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 おびひろし たくせいちょう

十勝川 十勝川 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 200
とかちがわ とかちがわ とったべつがわかりゅう とったべつがわ１ごうさぼうえんてい おびひろし たくせいちょう

十勝川 十勝川 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 110

合計 3 箇所 510

令和２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 おぼっぷかわ おぼっぷかわ おぼっぷかわ３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 500
たるまえさん くまのさわかわ くまのさわかわじょうりゅうさがん くまのさわかわ３ごうさがんえんてい とまこまいし にしきおか

樽前山 熊の沢川 熊の沢川上流左岸 熊の沢川３号左岸堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 480
たるまえさん くまのさわかわ くまのさわかわじょうりゅううがん くまのさわかわ３ごううがんえんてい とまこまいし にしきおか

樽前山 熊の沢川 熊の沢川上流右岸 熊の沢川３号右岸堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 520
たるまえさん こいといがわ こいといがわ こいといがわさぼうえんてい とまこまいし いとい

樽前山 小糸魚川 小糸魚川 小糸魚川砂防堰堤 苫小牧市 糸井 流木対策工 150

合計 4 箇所 1,650

令和２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 ひだかほろないかわ ひだかほろないかわ ひだかほろないかわさぼうえんてい 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 日高幌内川砂防堰堤 勇払郡 厚真町 幌内 渓流保全工 320

合計 1 箇所 320

令和２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 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 80
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 ひろうち さぼうえんていこう

十勝川 九号川 上川郡 新得町 広内 砂防堰堤工 60
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 270
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 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 320
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 308
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 20
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 34

小計 ７箇所 1,092

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 12
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 90
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 90
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 18
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

網走川 大曲の沢川 網走市 天都山 砂防堰堤工 112
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 320

令和２年度　第３次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　1/2）

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 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

砂防等事業 湧別川 支湧別川 紋別郡 遠軽町 白滝 遊砂地工 190
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 ウトロ 堰堤改良工 30

小計 ８箇所 862

１５箇所 1,954合計

令和２年度　第３次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　2/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



北海道開発局（北海道） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

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

700

北海道　計 700

令和2年度第3次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和2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 9,181　
札幌市
さっぽろし

、岩見沢市
いわみざわし

、恵庭市
えにわし

、江別市
えべつし

、北広島市
きたひろしまし

、滝川市
たきかわし

、

美唄市
びばいし

、南富良野町
みなみふらのちょう

、新篠津村
しんしのつむら

、長沼
ながぬま

町
ちょう

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 570　 旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 180　 蘭越町
らんこしちょう

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 160　 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　 幕別町
まくべつちょう

、清水町
しみずちょう

、音更町
おとふけちょう

釧路川 釧路川 一般河川改修事業 100　 標茶町
しべちゃちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 185　 北見市
きたみし

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 150　 天塩町
てしおちょう

天塩川 天塩川上流 一般河川改修事業 130　 美深町
びふかちょう

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 270　 留萌市
るもいし

石狩川 石狩川下流 河川工作物関連応急対策事業費 400　 深川市
ふかがわし　　　　 かこう

～河口

十勝川 十勝川 河川工作物関連応急対策事業費 100　 清水町
しみずちょう　　　　かこう

～河口

石狩川 総合水系環境整備事業 45　 砂川市
す な が わ し



北海道

　令和２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 629

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 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こう 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工 上川群 上川町 層雲峡 渓流保全工 110
いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわ びえいがわとこがためこうこうぐん 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 美瑛川床固工群 上川郡 美瑛町 白金 床固工 125

合計 2 箇所 235

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（北海道　１／３）

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

とかちがわ とったべつがわ とったべつがわ とったべつがわさぼうえんてい 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 戸蔦別川砂防堰堤 帯広市 拓成町 砂防堰堤工 250

合計 1 箇所 250

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（北海道　２／３）

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

たるまえさん くまのさわかわ くまのさわかわ くまのさわかわ２ごうさぼうえんてい 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 熊の沢川 熊の沢川 熊の沢川２号砂防堰堤 苫小牧市 錦岡 砂防堰堤工 100

合計 1 箇所 100

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（北海道　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



防災・安全交付金（河川事業）

北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

利根別川広域河川改修事業 192,000
利根別川広域河川改修事業
(ポントネ川工区)

100,000

雨煙別川広域河川改修事業 120,000
由仁川広域河川改修事業 190,000
阿野呂川広域河川改修事業 160,000
富良野川広域河川改修事業 740,000
徳富川広域河川改修事業 238,000
入志別川広域河川改修事業 180,000
置杵牛川広域河川改修事業 194,000
ポン川広域河川改修事業 72,000
ポン川広域河川改修事業
(八千代川工区)

176,000

牛朱別川広域河川改修事業 336,000
比布川広域河川改修事業 262,000
剣淵川広域河川改修事業
(上流工区)

220,000

生田原川広域河川改修事業 128,000
小石川広域河川改修事業 180,000
無加川広域河川改修事業 90,000
小町川広域河川改修事業 48,000
網走川広域河川改修事業 54,000
美幌川広域河川改修事業 50,000
釧路川広域河川改修事業 40,000
利別川広域河川改修事業 700,000
利別川広域河川改修事業
(足寄川工区)

120,000

猿別川広域河川改修事業
(サッチャルベツ川工区)

90,000

旧途別川広域河川改修事業 36,000
帯広川広域河川改修事業 180,000
尻別川広域河川改修事業 200,000
尻別川広域河川改修事業
(ルベシベ川工区)

140,000

新川広域河川改修事業 132,000
頓別川広域河川改修事業 165,000
佐呂間別川広域河川改修事
業

77,000

佐呂間別川広域河川改修事
業(芭露川工区)

22,000

佐呂間別川広域河川改修事
業(仁倉川工区)

33,000

佐呂間別川広域河川改修事
業(小野の沢川工区)

55,000

斜里川広域河川改修事業 121,000
標津川広域河川改修事業 77,000
厚真川広域河川改修事業 66,000
安平川広域河川改修事業 33,000
知利別川広域河川改修事業 66,000
気門別川広域河川改修事業 66,000
汐泊川広域河川改修事業 33,000
松倉川広域河川改修事業 44,000
久根別川広域河川改修事業 44,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）



木古内川広域河川改修事業 44,000
厚沢部川広域河川改修事業 220,000
太櫓川広域河川改修事業 99,000
朱太川広域河川改修事業 22,000
堀株川広域河川改修事業
(上流工区)

55,000

余市川広域河川改修事業 99,000
柏木川流域治水対策事業
(島松川工区)

46,000

天塩川水系応急対策事業 23,600
石狩川水系(下流)応急対策
事業

26,000

尻別川水系応急対策事業 14,000
石狩川水系(上流)応急対策
事業

48,400

十勝川水系応急対策事業 18,000
石狩圏域総合流域防災事業
(真駒内川)

80,000

石狩圏域総合流域防災事業
(南九号川)

220,000

石狩圏域総合流域防災事業
(ヤリキレナイ川)

122,000

石狩圏域総合流域防災事業
(石山川)

40,000

石狩圏域総合流域防災事業
(ラウネ川)

72,000

石狩圏域総合流域防災事業
(雨紛川)

200,000

石狩圏域総合流域防災事業
(十五号川)

16,000

石狩圏域総合流域防災事業
(望来川)

33,000

石狩圏域総合流域防災事業
(イブンベウシ川)

32,000

石狩圏域総合流域防災事業
(ペーパン川)

506,000

石狩圏域総合流域防災事業
(厚田川)

33,000

後志圏域総合流域防災事業
(ヌッチ川)

22,000

後志圏域総合流域防災事業
(畚部川)

33,000

後志圏域総合流域防災事業
(古平川)

66,000

渡島檜山圏域総合流域防災
事業(常盤川)

11,000

渡島檜山圏域総合流域防災
事業(真駒内川)

80,000

渡島檜山圏域総合流域防災
事業（ウグイ川）

26,000

渡島檜山圏域総合流域防災
事業(トンケ川)

80,000

胆振圏域総合流域防災事業
(ブウベツ川)

33,000

胆振圏域総合流域防災事業
(入鹿別川)

44,000

胆振圏域総合流域防災事業
(白老川)

88,000

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



胆振圏域総合流域防災事業
(ウヨロ川)

11,000

胆振圏域総合流域防災事業
(シャミチセ川)

11,000

日高圏域総合流域防災事業
(真沼津川)

77,000

十勝圏域総合流域防災事業
(サラベツ川)

20,000

十勝圏域総合流域防災事業
(美生川)

66,000

釧根圏域総合流域防災事業
(阿寒川)

11,000

北見圏域総合流域防災事業
(ポンニコロ川)

120,000

北見圏域総合流域防災事業
(ルクシニコロ川)

130,000

北見圏域総合流域防災事業
(ケトナイ川)

68,000

天北圏域総合流域防災事業
(豊栄川)

160,000

天北圏域総合流域防災事業
(クサンル川)

77,000

天北圏域総合流域防災事業
(雄信内川)

68,000

天北圏域総合流域防災事業
(二十三号川)

20,000

天北圏域総合流域防災事業
(忠烈布川)

18,000

天北圏域総合流域防災事業
(ペンケペオッペ川)

18,000

天北圏域総合流域防災事業
(北見幌別川)

66,000

留萌圏域総合流域防災事業
(タルマップ川)

20,000

有明ダム堰堤改良事業 117,000
矢別ダム堰堤改良事業 28,000
佐幌ダム堰堤改良事業 16,000
新中野ダム堰堤改良事業 32,000
愛別ダム堰堤改良事業 12,000
庶路ダム堰堤改良事業 15,000
石狩圏域総合流域防災事業
（栗山ダム）

67,000

日高圏域総合流域防災事業
（浦河ダム）

141,000

日高圏域総合流域防災事業
（高見ダムほか）

11,000

- 計 10,222,000

10,222,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（砂防事業）

北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

真栄川通常砂防事業 北海道 75,000

旭１号の沢川通常砂防事業 北海道 134,000

太田の沢川通常砂防事業 北海道 44,000

大学の沢川通常砂防事業 北海道 13,000

パンケヌシ川総合流域防災事業
（砂防）

北海道 5,000

後志圏域総合流域防災事業（砂
防）

北海道 22,000

渡島檜山圏域総合流域防災事
業（砂防）

北海道 10,000

胆振圏域総合流域防災事業（砂
防）

北海道 34,000

日高圏域総合流域防災事業（砂
防）

北海道 25,000

網走圏域総合流域防災事業（砂
防）

北海道 12,000

石狩圏域外総合流域防災事業
（砂防）

北海道 34,000

石狩圏域総合流域防災事業（地
すべり）

北海道 47,500

- 計 455,500

茂生１の沢川通常砂防事業 北海道 11,000

札比内川通常砂防事業 北海道 80,000

モトマチ川通常砂防事業 北海道 5,000

オキリカップ支流川通常砂防事
業

北海道 29,500

蒜沢川通常砂防事業 北海道 13,000

藤城川通常砂防事業 北海道 15,000

水無沢川通常砂防事業 北海道 14,000

団地の沢川通常砂防事業 北海道 3,000

飛生川通常砂防事業 北海道 35,000

気門別川通常砂防事業 北海道 8,000

トマチャナイ川通常砂防事業 北海道 205,000

焼別右の川通常砂防事業 北海道 45,000

朝日六線川通常砂防事業 北海道 64,000

十六線川通常砂防事業 北海道 113,000

暑寒別川通常砂防事業 北海道 215,000

ユードロ沢川通常砂防事業 北海道 5,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）



古丹別川通常砂防事業 北海道 25,000

東浜沢川通常砂防事業 北海道 45,000

豊富三の沢川通常砂防事業 北海道 12,000

車止内川通常砂防事業 北海道 110,000

居辺川通常砂防事業 北海道 70,000

ペンケオタソイ川通常砂防事業 北海道 180,000

美生川通常砂防事業 北海道 10,000

小林川通常砂防事業 北海道 15,000

久山川通常砂防事業 北海道 25,000

厚内川通常砂防事業 北海道 78,000

刺牛１号川通常砂防事業 北海道 60,000

富良野川火山砂防事業（５号堰
堤）

北海道 41,800

富良野川火山砂防事業（４号透
過型堰堤）

北海道 132,000

ヌッカクシ富良野川（上流工区）
火山砂防事業

北海道 44,000

ピリカ富良野川火山砂防事業 北海道 95,700

森町工区火山砂防事業 北海道 154,000

砂原町工区火山砂防事業 北海道 291,500

オチウシナイ川火山砂防事業 北海道 115,500

リヤウシナイ川火山砂防事業 北海道 27,500

タネトンナイ川火山砂防事業 北海道 77,000

ポロニショ川火山砂防事業 北海道 71,500

持久無名川火山砂防事業 北海道 11,000

北海道駒ヶ岳火山噴火緊急減
災対策事業

北海道 90,000

有珠山火山噴火緊急減災対策
事業

北海道 30,000

樽前山火山噴火緊急減災対策
事業

北海道 95,000

十勝岳火山噴火緊急減災対策
事業

北海道 15,000

雌阿寒岳火山噴火緊急減災対
策事業

北海道 65,000

恵山火山噴火緊急減災対策事
業

北海道 9,000

倶多楽火山噴火緊急減災対策
事業

北海道 4,000

大雪山火山噴火緊急減災対策
事業

北海道 9,000

アトサヌプリ火山噴火緊急減災
対策事業

北海道 15,000

花磯川総合流域防災事業（砂
防）

北海道 47,000

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）



土砂・洪水氾濫対策事業 北海道 9,000

鈴川（２）地区地すべり対策事業 北海道 5,000

緑町地区地すべり対策事業 北海道 29,000

呼人（２）地区総合流域防災事
業（地すべり）

北海道 32,500

- 計 3,006,500

3,462,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異
なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

海岸町海岸高潮対策事業 北海道 165,000
峯浜町海岸高潮対策事業 北海道 165,000
霧多布海岸高潮対策事業 北海道 88,000
駒場海岸高潮対策事業 北海道 126,500
度杭崎海岸高潮対策事業 北海道 110,000
虎杖浜海岸侵食対策事業 北海道 176,000

黄金海岸侵食対策事業 北海道 220,000
標津海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

北海道 110,000

山越海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

北海道 253,000

押出海岸津波・高潮危機管
理対策緊急事業

北海道 90,000

野塚海岸津波・高潮危機管
理対策緊急事業

北海道 111,500

- 計 1,615,000

1,615,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

北海道における総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

札幌市　全域（汚泥処理）
処理場　地震対策

札幌市 812,350

札幌市　豊平川処理区　処
理場　地震対策

札幌市 173,250

札幌市　茨戸処理区　ポンプ
場　流域治水対策

札幌市 96,400

札幌市　伏古川処理区　処
理場　地震対策

札幌市 5,000

札幌市　創成川処理区　処
理場　地震対策

札幌市 2,500

札幌市　新川処理区　処理
場　地震対策

札幌市 2,500

札幌市　手稲処理区　処理
場　地震対策

札幌市 2,500

札幌市　全域（汚泥処理）
管渠等　地震対策

札幌市 83,900

札幌市　伏古川処理区　管
渠等　地震対策

札幌市 81,600

札幌市　創成川処理区　管
渠等　地震対策

札幌市 34,500

札幌市　茨戸処理区　ポンプ
場　地震対策

札幌市 20,500

- 計 1,315,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）



防災・安全交付金（下水道事業）

北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

小樽市　中央処理区　管渠
等　地震対策

小樽市 20,000

小樽市　中央処理区　処理
場　地震対策

小樽市 114,400

旭川市　西部処理区　管渠
等　地震対策

旭川市 54,000

旭川市　西部処理区　処理
場　地震対策

旭川市 1,407,900

旭川市　西部処理区　ポンプ
場　地震対策

旭川市 4,000

釧路市　大楽毛処理区　処
理場　地震対策

釧路市 145,300

釧路市　古川処理区　管渠
等　地震対策

釧路市 27,000

釧路市　古川処理区　ポンプ
場　地震対策

釧路市 124,500

釧路市　古川処理区　処理
場　地震対策

釧路市 261,800

帯広市　帯広川
処理区　処理場　地震対策

帯広市 132,000

北見市　北見処理区　管渠
等　地震対策

北見市 120,000

岩見沢市　岩見沢処理区
処理場　地震対策

岩見沢市 80,000

網走市　網走処理区　管渠
等　地震対策

網走市 68,000

網走市　網走処理区　処理
場　地震対策

網走市 33,000

留萌市　留萌処理区　処理
場　地震対策

留萌市 22,500

苫小牧市　高砂処理区　管
渠等　地震対策

苫小牧市 7,500

苫小牧市　西町処理区　管
渠等　地震対策

苫小牧市 13,000

滝川市　栄町処理分区　管
渠等　流域治水対策

滝川市 50,000

恵庭市　恵庭処理区　管渠
等　流域治水対策

恵庭市 22,000

- 計 2,706,900

北の大地を支える持続可能な下水道（防
災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

旭川市　石狩川左岸第3-3
排水区外　管渠等　流域治
水対策

旭川市 5,000

釧路市　星が浦第2排水区
管渠等　流域治水対策

釧路市 15,000

帯広市　十勝川
処理区　管渠等　流域治水
対策

帯広市 75,000

北見市　常呂川第２排水区
管渠等　流域治水対策

北見市 56,000

北見市　小石川第15排水区
管渠等　流域治水対策

北見市 15,500

北見市　訓子府川第２排水
区　管渠等　流域治水対策

北見市 4,500

北見市　小町川第５排水区
外　管渠等　地震対策

北見市 17,500

留萌市　南部排水区　管渠
等　流域治水対策

留萌市 13,000

苫小牧市　錦岡川第7排水
区　管渠等　流域治水対策

苫小牧市 11,500

苫小牧市　錦岡川第16排水
区　管渠等　流域治水対策

苫小牧市 4,500

苫小牧市　糸井第6-13排水
区　管渠等　流域治水対策

苫小牧市 6,500

稚内市　ウエンナイ川右岸
排水区　管渠等　流域治水
対策

稚内市 35,000

北広島市　ボールパーク排
水区　管渠等　流域治水対
策

北広島市 80,000

石狩市　花畔団地第３の１
管渠等　流域治水対策

石狩市 8,100

石狩市　花川南第２排水区
管渠等　流域治水対策

石狩市 11,000

遠軽町　北部第１排水区　管
渠等　流域治水対策

遠軽町 25,000

白老町　白老処理区　管渠
等　地震対策

白老町 10,000

- 計 393,100

4,415,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

北の大地を支える持続可能な下水道（防
災・安全）（重点）

合計



北海道 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 札幌市 150,000
- 計 150,000

下水道施設の整備 留萌市 30,000
下水道施設の整備 遠軽町 9,500

- 計 39,500
下水道施設の整備 登別市 1,500
下水道施設の整備 日高町 3,000

- 計 4,500
194,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　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）

札幌市下水道　社会資本総合整備計画
～次世代へつなぐ～

北の大地を支える持続可能な下水道（重
点）

北の大地を支える持続可能な下水道

合計


