
 

 

 

平成２９年度北海道特定特別総合開発事業推進費

（第１回配分

 

 

 
 

北海道特定特別総合開発事業推進費は、北海道総合開発計画の推進のために充当される予算で

す。 

実施に当たっては、関係行政機関等との協議により、毎年度、北海道開発事業として重要と考

えられるテーマを設定し、その特定の分野に係る施策を推進するため、基幹となる公共事業に予

算を配分するものです。当初予算が決定された段階では予期し得なかった事象に柔軟に対応する

ため、弾力的な予算措置が可能な制度となっています。

 

北海道開発局関係事業分（第１回配分）につきましては以下のとおりです。なお、事業ごとの

内訳は別紙を参照願います。 

 

全体〔１１件〕

 

・河川整備事業［３件］

・道路整備事業［６件］

・港湾整備事業［２件］

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通本省において、平成２９年度の北海道特定特別総合開発事業推進費の実施計画が

されました。 

 

【問合せ先】  国土交通省 

  総括          

河川事業関係分     

道路事業関係分     

港湾事業関係分     

 

        

                

平成２

年度北海道特定特別総合開発事業推進費

回配分）の実施計画について

北海道特定特別総合開発事業推進費は、北海道総合開発計画の推進のために充当される予算で

実施に当たっては、関係行政機関等との協議により、毎年度、北海道開発事業として重要と考

えられるテーマを設定し、その特定の分野に係る施策を推進するため、基幹となる公共事業に予

算を配分するものです。当初予算が決定された段階では予期し得なかった事象に柔軟に対応する

ため、弾力的な予算措置が可能な制度となっています。 

北海道開発局関係事業分（第１回配分）につきましては以下のとおりです。なお、事業ごとの

全体〔１１件〕 ３，７４０．０百万円（国費） 

・河川整備事業［３件］   ４８０．０百万円 

・道路整備事業［６件］ ２，２１０．０百万円 

・港湾整備事業［２件］ １，０５０．０百万円 

平成２９年度の北海道特定特別総合開発事業推進費の実施計画が

 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311

          開発調整課 開発企画官   平野 誠治（内線

     河川計画課 課長補佐   武田  淳史（内線

     道路計画課 課長補佐   中島    燈（内線

     港湾計画課 課長補佐   古屋 武志（内線

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/

 

平成２９年６月２９日 

年度北海道特定特別総合開発事業推進費 

について 

北海道特定特別総合開発事業推進費は、北海道総合開発計画の推進のために充当される予算で

実施に当たっては、関係行政機関等との協議により、毎年度、北海道開発事業として重要と考

えられるテーマを設定し、その特定の分野に係る施策を推進するため、基幹となる公共事業に予

算を配分するものです。当初予算が決定された段階では予期し得なかった事象に柔軟に対応する

北海道開発局関係事業分（第１回配分）につきましては以下のとおりです。なお、事業ごとの

平成２９年度の北海道特定特別総合開発事業推進費の実施計画が発表

2311 

誠治（内線 5472） 

内線 5294） 

内線 5356） 

（内線 5614） 

http://www.hkd.mlit.go.jp/ 



　　　　(単位：千円)　

事業費 国　費

1,030,000 1,030,000

 1 天塩
てしお

川直轄河川改修事業(紋穂内
もんぽない

右岸地区)

築堤 V=64千m3、樋門 N=1基

 2 鵡川
むかわ

直轄河川改修事業（生田
いくた

地区）

河道掘削 V=35千m3、築堤 V=35千m3

 3 釧路
くしろ

川直轄河川改修事業(弟子屈
てしかが

地区)

河道掘削 V=1千m3、護岸　A=220m2

 4 一般国道40号　天塩
てしお

防災

道路土工 V=23千m3、軟弱地盤対策工 V=81千m3

 5 一般国道334号　真鯉道路
                                                  　まこい

法面工 A=2千m2

2,710,000 2,710,000

 6 一般国道275号　江別
えべつ

北
きた

道路

道路土工 V=30千m3

 7 函館・江差自動車道　一般国道228号　茂辺地木古内道路
      はこだて     えさし                                                                                もへじ         きこない

道路土工 V=144千m3

 8 一般国道278号　尾札部道路
　                                              　おさつべ

橋梁工L=120m(下部工)

 9 深川
ふかがわ

・留萌
るもい

自動車道　一般国道233号　幌糠
ほろぬか

留萌
るもい

道路

道路土工 V=6千m3

国土交通省 120,000 120,000

「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進

国土交通省 200,000 200,000

「生産空間の維持・発展」を支える社会資本整備の推進

国土交通省 80,000 80,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、総合的な治水対策を促進するとともに、地域にお
ける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省

平成２９年度　北海道特定特別総合開発事業推進費（第１回配分） 実施計画

テーマ 事　　業　　名 事業主体
配分額

テーマとの関係

200,000 200,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、総合的な治水対策を促進するとともに、地域にお
ける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、総合的な治水対策を促進するとともに、地域にお
ける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省 240,000 240,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

700,000 700,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

国土交通省 400,000 400,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、幹線道路の防災対策を促進するとともに、地域に
おける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省 150,000 150,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、幹線道路の防災対策を促進するとともに、地域に
おける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省 600,000 600,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

国土交通省

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

別 紙

道路土工 V=6千m3

10 函館港
はこだて

予防保全整備事業(函館港
はこだて

若松
わかまつ

地区)

岸壁（-10.0m）改良　上部工 L=230.0m

11 森
もり

港本港地区小型船だまり整備事業(森
もり
港 物揚場（西-2.5m）)

物揚場（西-2.5m）改良　L=180.0m

合　計 3,740,000 3,740,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、港湾機能を改善するとともに、基幹産業の付
加価値向上に向けた取り組みを進めることにより、生産空間の維持・発展を推進す
る。

国土交通省 360,000 360,000

国土交通省 690,000 690,000

で、生産空間の維持・発展を推進する。

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、港湾機能を改善することで、地域間の交流機
会が増加し、地域全体の観光等に経済効果をもたらすことにより、生産空間の維
持・発展を推進する。



平成２９年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第１回配分）位置図

てしお

1 天塩川直轄河川改修事業
もんぽない

（紋穂内右岸地区）
旭川開発建設部

てしお

4 一般国道40号 天塩防災
稚内開発建設部

えべつきた

6 一般国道275号 江別北道路
札幌開発建設部

ふかがわ るもい

9 深川・留萌自動車道
ほろぬかるもい

一般国道233号 幌糠留萌道路
留萌開発建設部

まこい

5 一般国道334号 真鯉道路
網走開発建設部

日本海

むかわ いくた

2 鵡川直轄河川改修事業（生田地区）
室蘭開発建設部

くしろ てしかが

3 釧路川直轄河川改修事業（弟子屈地区）
釧路開発建設部

はこだて えさし

7 函館・江差自動車道 一般国道228号
もへじ きこない

茂辺地木古内道路
函館開発建設部

おさつべ

8 一般国道278号 尾札部道路
函館開発建設部

はこだて

10 函館港予防保全整備事業
（函館港若松地区）

函館開発建設部

もり

11 森港本港地区小型船だまり
整備事業
（森港 物揚場（西-2.5m））

函館開発建設部

太平洋

凡例

：「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進

：「生産空間の維持・発展」を支える社会資本整備の推進



 
 
 
 

平成２９年６月２９日 
北 海 道 局 参 事 官 

 
 
 

平成 29 年度北海道特定特別総合開発事業推進費 

（第 1 回配分）の執行について 

 
 
 

北海道総合開発計画の効果的な推進を図るための経費である北海道特定

特別総合開発事業推進費について、事業毎の配分額及び実施内容が決定しま

したので、お知らせします。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

○問い合わせ先 
  国土交通省北海道局参事官付 大串、石川 
 

（代表）5253-8111（内線 52-206：大串） 
（内線 52-204：石川） 

（直通）5253-8771 
（FAX）5253-1672 

 

okuyama-m22aa
テキスト ボックス
【参考】本省記者発表資料



 

１．北海道特定特別総合開発事業推進費 
 
 北海道特定特別総合開発事業推進費は、北海道総合開発計画の推進のために充当され

る予算です。 
 北海道開発事業として重要であるテーマを、北海道をはじめとする関係行政機関等と

の協議により設定し、公共事業・非公共事業を問わず事業間の連携により、そのテーマ

に係る施策を推進できる場合において、基幹となる公共事業に予算を配分します。 
 当初予算が決定された段階では予期し得なかった事象に柔軟に対応するため、弾力的

な予算措置が可能な制度となっており、事業効果の早期発現、投資の効率化が進められ

ます。 
 
２．平成２９年度の実施概要（第１回配分） 
 
 今回は、以下の３テーマ、１９件の事業を推進します。 
 
 テーマ「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進 
    ・河川整備事業〔３件〕      ・道路整備事業〔２件〕 
       480.0 百万円（国費）        550.0 百万円（国費） 
    ・治山事業〔３件〕       
       138.5 百万円（国費）  
 テーマ「生産空間の維持・発展」を支える社会資本整備の推進 
    ・道路整備事業〔４件〕      ・港湾整備事業〔２件〕 
      1,660.0 百万円（国費）       1,050.0 百万円（国費） 

・農業農村整備事業〔４件〕 
    268.5 百万円（国費） 

 テーマ「北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成」 
を支える社会資本整備の推進 

    ・治山事業〔１件〕       
        39.0 百万円（国費）        
        
   ◇ 合  計〔１９件〕 
      4,186.0 百万円（国費） 



　　　　(単位：千円)　

事業費 国　費

1,307,000 1,168,500

 1 天塩川直轄河川改修事業(紋穂内右岸地区)

築堤 V=64千m3、樋門 N=1基

 2 鵡川直轄河川改修事業（生田地区）

河道掘削 V=35千m3、築堤 V=35千m3

 3 釧路川直轄河川改修事業(弟子屈地区)

河道掘削 V=1千m3、護岸　A=220m2

 4 一般国道40号　天塩防災

道路土工 V=23千m3、軟弱地盤対策工 V=81千m3

 5 一般国道334号　真鯉道路

法面工 A=2千m2

 6 復旧治山事業（坂東地先）

谷止工 N=3基　土留工 L=42.0m　水路工 L=120.0m

 7 復旧治山事業（旭町地区）

床固工 N=1基　流木捕捉工 N=1基

 8 復旧治山事業（元地地区）

水路工 L=25.0m　法枠工 A=2,350.0m2

3,212,000 2,978,500

 9 一般国道275号　江別北道路

道路土工 V=30千m3

10 函館・江差自動車道　一般国道228号　茂辺地木古内道路

道路土工 V=144千m3

11 一般国道278号　尾札部道路

橋梁工L=120m(下部工)

12 深川・留萌自動車道　一般国道233号　幌糠留萌道路

道路土工 V=6千m3

13 函館港予防保全整備事業
   (函館港若松地区)

岸壁（-10.0m）改良　上部工 L=230.0m

14 森港本港地区小型船だまり整備事業
   (森港 物揚場（西-2.5m）)

物揚場（西-2.5m）改良　L=180.0m

15 農地整備事業（経営体育成型）（左岸島松地区）

農業用排水施設 L=0.4km　暗渠排水 A=30.0ha

16 農地整備事業（経営体育成型）（新高倉北地区）

区画整理 附帯工1式

17 農地整備事業（経営体育成型）（拓新地区）

区画整理 附帯工1式

18 農地整備事業（経営体育成型）（新高倉地区）

区画整理 附帯工1式

70,910 39,000

19 復旧治山事業（北浜覆道地先）

伏工 A=470.0m2　根固工 V=120.0m3　水路工 L=30.0m

合　計 4,589,910 4,186,000

北海道 110,000 60,500

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、農地整備を促進するとともに、効率的な農業
を展開し地域振興作物の生産拡大を進めることで、生産空間の維持・発展を推進す
る。

77,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、農地整備を促進するとともに、効率的な農業
を展開し地域振興作物の生産拡大を進めることで、生産空間の維持・発展を推進す
る。

55,000

北海道 140,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、農地整備を促進するとともに、効率的な農業
を展開し地域振興作物の生産拡大を進めることで、生産空間の維持・発展を推進す
る。

北海道 70,910 39,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「北方領土隣接地域の安定振興」に向けて、
崩壊山腹の復旧を促進するとともに、地域における災害への備えを進めることで、
北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成を推進する。

北海道 100,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、ほ場の排水改善を促進するとともに、効率的
な農業を展開し地域振興作物の生産拡大を進めることで、生産空間の維持・発展を
推進する。

北海道 152,000 76,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、港湾機能を改善するとともに、基幹産業の付
加価値向上に向けた取り組みを進めることにより、生産空間の維持・発展を推進す
る。

国土交通省 360,000

49,000 24,500

北海道 128,000

360,000

国土交通省 690,000 690,000

国土交通省 120,000 120,000

「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進

国土交通省 200,000 200,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、総合的な治水対策を促進するとともに、地域にお
ける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省

平成２９年度　北海道特定特別総合開発事業推進費（第１回配分） 実施計画

テーマ 事　　業　　名 事業主体
配分額

テーマとの関係

「生産空間の維持・発展」を支える社会資本整備の推進

200,000 200,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、総合的な治水対策を促進するとともに、地域にお
ける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省 80,000 80,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、総合的な治水対策を促進するとともに、地域にお
ける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、荒廃渓流の復旧を促進するとともに、地域におけ
る災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、荒廃渓流の復旧を促進するとともに、地域におけ
る災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

北海道 100,000 50,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、崩壊山腹の復旧を促進するとともに、地域におけ
る災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

64,000

北海道

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

国土交通省 240,000 240,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

700,000 700,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、港湾機能を改善することで、地域間の交流機
会が増加し、地域全体の観光等に経済効果をもたらすことにより、生産空間の維
持・発展を推進する。

「北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成」を
    支える社会資本整備の推進

国土交通省 400,000 400,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、幹線道路の防災対策を促進するとともに、地域に
おける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省 150,000 150,000
北海道総合開発計画に位置づけられた「強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な
社会基盤整備の形成」に向けて、幹線道路の防災対策を促進するとともに、地域に
おける災害への備えを進めることで、国土強靱化を推進する。

国土交通省 600,000 600,000

北海道総合開発計画に位置づけられた「北海道型地域構造の保持・形成に向けた定
住・交流環境の維持増進」に向けて、高規格幹線道路網等の交通ネットワークの強
化を促進するとともに、基幹産業の付加価値向上に向けた取り組みを進めること
で、生産空間の維持・発展を推進する。

国土交通省



平成２９年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第１回配分）位置図

凡例

：「生産空間の維持・発展」を支える社会資本整備の推進

：「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進

：「北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成」を支える社会資本整備の推進

むかわ いくた

2 鵡川直轄河川改修事業（生田地区）

くしろ てしかが

3 釧路川直轄河川改修事業（弟子屈地区）

てしお

1 天塩川直轄河川改修事業
もんぽない

（紋穂内右岸地区）

てしお

4 一般国道40号 天塩防災

えべつきた

9 一般国道275号 江別北道路

はこだて えさし

10 函館・江差自動車道 一般国道228号
もへじ きこない

茂辺地木古内道路

おさつべ

11 一般国道278号 尾札部道路

ふかがわ るもい

12 深川・留萌自動車道
ほろぬかるもい

一般国道233号 幌糠留萌道路

まこい

5 一般国道334号 真鯉道路

はこだて

13 函館港予防保全整備事業
（函館港若松地区）

もり

14 森港本港地区小型船だまり
整備事業
（森港 物揚場（西-2.5m））

日本海

太平洋

16 農地整備事業(経営体育成型)
しんたかくらきた

(新高倉北地区)

きたはまふくどう

19 復旧治山事業(北浜覆道地先)

ばんどう

6 復旧治山事業(坂東地先)

あさひまち

7 復旧治山事業(旭町地区)

もとち

8 復旧治山事業(元地地区)

15 農地整備事業(経営体育成型)
さがんしままつ

(左岸島松地区)

17 農地整備事業(経営体育成型)
たくしん

(拓新地区)

18 農地整備事業(経営体育成型)
しんたかくら

(新高倉地区)




