
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度北海道開発事業費（帯広開発建設部実施分）について、別紙のとおりお知らせし

ます。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 

・治水事業・都市水環境整備事業 

治水課    課長 中島 康博  電話 0155-24-4105(内線 291)

・道路事業 

道路計画課  課長 瓜生 和幸  電話 0155-24-4106(内線 351)

・港湾整備事業・水産基盤整備事業 

築港対策官     大川 美弘  電話 0155-65-4600(内線 383)

・農業農村整備事業 

農業整備課  課長 根田 竜児  電話 0155-24-3191(内線 281) 

平成２９年３月３１日 

帯 広 開 発 建 設 部

 

平成２９年度北海道開発事業費 

（帯広開発建設部実施分）の概要について 

北海道開発局では、平成２９年度予算について、北海道総合開発計画（平成２８年３月２９日閣

議決定）に基づき、「世界の北海道」のキャッチフレーズの下、主要施策を推進するための社会資

本整備、国際競争力の強化等を重点事項として実施します。 

また、平成２８年８月に相次いで上陸・接近した台風により、北海道に甚大な被害が発生したこ

と等から、災害に強い北海道の実現を目指すとともに、我が国の経済成長を支える北海道の戦略的

産業の振興に資するストック効果の高い社会基盤の整備等を強力に推進します。 

帯広開発建設部においても、こうした考え方に沿って、施策・事業を進めてまいります。 



平成２９年度 

北海道開発事業費の概要 

平成２９年３月 

帯広開発建設部



平成２９年度  帯広開発建設部事業費総括表

（事業費） （単位：百万円）

注）１．農業農村整備及び水産基盤整備を除き、工事諸費は含まれていない。 

２．四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。

計

事 項 予 算 額 備 考

治

道

港 湾 整

水

路

備

 9,011 

12,702

148

46

3,565

755

26,228

都 市 水 環 境

農 業 農 村 整 備

水 産 基 盤 整 備

合



治水事業・都市水環境整備事業 

１ 治水事業の概要 

第 8 期北海道総合開発計画で位置づけられている「強靱で持続可能な国土の形成」の目

標の下、流域で暮らす人々の安全・安心を確保するとともに、農林水産業、観光等を担う

生産空間を支えるため、当部が所管する十勝川において次のような治水事業を推進します。 

（１）河川改修 

平成 28 年 8 月の台風災害を踏まえたハード・ソフトが一体となった「北海道緊急

治水対策プロジェクト」による再度災害防止を図るための河道掘削を緊急的・集中的

に実施します。掘削した土は堤防整備や被災した農地の早期復旧材、土壌改良材等に

用いるなど、関係機関と連携しつつ有効活用を図ります。 

また、危機管理型ハード対策（堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造

の工夫）として堤防天端のアスファルト舗装を行います。 



（２）河川維持修繕・ダム管理

堤防・樋門及び十勝ダム、札内川ダムなどの河川管理施設では、施設機能の維持や

施設機能の回復のため、巡視、点検、補修、流木処理等により、適切な施設の維持管

理を行います。 

伐採予定の立木については公募を行い、企業及び個人の方に伐採及び活用していた

だくことでコスト縮減及び有効利用を図ります。 

河川工事等で発生する伐採木についても、バイオマスエネルギー資源として自治体

と連携して利活用しています。 

堤防除草で集草した刈草については、刈草バンク等を活用して有効利用しています。 

また、平成２９年度も引き続き自治体のバイオガスプラントのエネルギー資源及び

堆肥化プラントの材料の一部として刈草を有効活用します。 

▲ 札内川ダム ▲ 十勝ダム 

（３）砂防・大規模土砂災害への対応 

土砂による災害を未然に防止することを目的とし、洪水時における土砂流出の抑

制・調節を図るために、戸蔦別川での砂防堰堤の整備を推進します。 

また、河道閉塞や火山噴火に起因する土石流等の大規模な土砂災害が急迫した場合

には、緊急調査を行い、土砂災害緊急情報を自治体に通知できるよう危機管理対応の

充実強化を図ります。 

戸蔦別川 

▲ 緊急調査（降灰量調査訓練） ▲ 戸蔦別川 2 号砂防堰堤（建設中） 



一部伐採・掘削 

２ 都市水環境整備事業の概要 

札内川特有の河川環境、景観を保全するため礫河原の再生に向けた取組を推進します。 

▲ 札内川の礫河原風景 

札内川における取組概要 

旧流路引き込み箇所 礫河原が少なくなった札内川 

旧流路引き込み状況の調査（河道、動植物など） 

流れの力で礫河原の更新サイクルを再生

礫河原が広がる 



小麦の輸送効率が向上し往復 

回数が２回から３回に増加 

（音更町⇔十勝港の往復可能回数）

陸別町小利別～訓子府 IC 
L=16.0km 

（平成 29 年度 開通予定） 

帯広・広尾自動車道 
忠類大樹 IC～豊似 IC（仮） 

L=15.1km 

北海道横断自動車道 
（十勝オホーツク自動車道） 

足寄～北見 

帯広・広尾自動車道の延伸により生産性向上 

帯広・広尾自動車道 

小麦の輸送効率が向上し往復 

回数が２回から３回に増加 

（音更町⇔十勝港の往復可能回数）

道 路 事 業  

＜基本方針＞ 
平成２８年３月に閣議決定された北海道総合開発計画においては、｢人が輝く地域社会の形成｣、｢世

界に目を向けた産業の振興｣及び｢強靱で持続可能な国土の形成｣を主要施策として推進することとし

ています。特に、北海道の強みである｢食｣や｢観光｣に関連する分野等における成長と競争力の強化、

地域社会に活力をもたらす生産空間・基礎圏域の保持・形成を図るための基盤整備を推進するととも

に、社会情勢の変化の中でも生産性の向上に資する事業を推進します。 

また、昨年８月の北海道を襲った大雨により、北海道開発局が管理する国道においても甚大な被害

が発生しました。国道２７４号日勝峠は今年秋頃の通行止め解除を目標に復旧工事を進めております

が、引き続き北海道の豊かな資源・特性を活かし、「社会のベース」の生産性向上にも資する防災・減

災対策や老朽化対策等による国土強靱化を推進し、安全安心に暮らせる社会基盤の確立を図ります。 

＜主要施策＞ 

１ 人が輝く地域社会の形成 

【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、世界に目を向けた産業の振興】 

（１）広域分散型の地域構造を支える交通ネットワークの形成

広域的な交流・連携の確保、生産地や観光地、空港・港湾等とのアクセス強化により、農林

水産業・観光産業など地域産業を支える高規格幹線道路等の整備を推進します。 



＜生産性向上が見られたストック効果① 道東道延伸（白糠 IC～阿寒 IC 間開通）＞ 

―北海道最大の肉用牛生産地への飼料輸送効率化― 

○肉用牛の生産において、北海道は国内最大の生産地であり、なかでも士幌町は北海道内第 1 位の

生産地域です。肉用牛の飼料となる原材料のトウモロコシ等は、釧路港から士幌町の飼料製造工

場へ輸送されています。 

○白糠 IC～阿寒 IC の開通により、釧路港から工場への輸送時間が短縮され、1 日当たり 2 往復の

運行が可能となり、更に燃料消費量が約１割削減となるなど、物流の効率化に寄与しています。 

＜生産性向上が見られたストック効果② 道東道延伸（白糠 IC～阿寒 IC 間開通）＞ 

―広域分散型の地域構造を中継輸送が支える― 日本の「食」を支える
道東産農水産物 

※1 法律により 1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度、1日の運転可能時間  

は 9時間以内に規定(日帰り往復運行は片道 4時間 30分以内)

○道東自動車道（白糠 IC～阿寒 IC）が平成２８年３月１２日に開通し釧路に到達しました。道東自

動車道の開通・延伸に伴い、帯広地域を中心とした中継拠点化が進行しています。 

○日本の「食」を支える道東産農水産物を中継輸送により道央へ運び、生産空間と市街地が広域に

分散した北海道における物流を支えています。 



■対策の流れ 

渋滞対策の基本方針策定 
現在 

今後 
Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａの実現による

Plan（計画） 確実な渋滞対策の実施 

主要渋滞箇所の対策立案 
主要渋滞箇所の交通状況 
（国道２４１号 音更町） 

Action（改善） 

円滑な渋滞対策の実施
主要渋滞箇所の見直し 

を実現 

Check（評価） 

帯広都市圏道路交通連携会議※の開催状況 モニタリング等による検証・評価 

（※帯広開発建設部、帯広運輸支局、帯広警察署、帯広建設管理部、 
帯広市、音更町、幕別町、大樹町） 

Do（実行） 

（２）渋滞対策の推進 

北海道渋滞対策協議会において特定された主要渋滞箇所（十勝管内全路線：１２箇所）の解

消に向けた検討・対策を実施します。 

（３）「生産空間」の生活を支える「道の駅」の活用・充実 

制度発足から２５年、「道の駅」は全国各地に広がっています（管内１４駅：第４６回登録時）。

当初は通過する道路利用者へのサービスが中心でしたが、現在は観光、産業、福祉、防災等、

地域資源の活用や地域の課題解決を図るための拠点、目的地にもなってきています。 

北海道の地方部に広域に分散している「生産空間」の維持・発展のため、地域公共交通の交

通結節点や、日常生活に必要なサービスを提供する場として活用する等、人流・物流の交通ネ

ットワークと日常生活機能を保持する取組を実施してまいります。 

■生産空間の維持・発展のために「道の駅」を活用した取組のイメージ 

～｢おいしい道の駅｣の取組～ 
地方部での生活を支える日常買い物の利便性

向上や産直品の販路拡大、｢道の駅｣間の物流 

ネットワーク構築について検討。 

｢道の駅｣間の輸送イメージ 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方創生の核となる特に

しています。 

ーニックカ

■｢道の駅｣の支援 

優れた取組を選定し、 道の駅ＳＰＯＴ（無料公衆無線ＬＡＮ）の整備や、

関 防災拠点としての機能強化等、｢道の駅｣の魅力・機

施

係
 
省庁と連携して重点的に応援する取組を実

能向上への支援を実施しています。 

（４）北海道の価値創造力の強化に向けた多様な人材の確保・対流の促進

地域の魅力・課題に精通した地元住民等と協働して、道路の機能・役割を最大限発揮させるこ

とを目指す「協働型道路マネジメント」を推進します。 

（５）世界水準の観光地の形成

旅行者の周遊を促進するため、北海道の雄大な景観の中での移動そのものも楽しむ「ドライブ

観光」や「サイクルツーリズム」を推進します。 

①  ドライブ観光を推進する「シーニックバイウェイ北海道」では、地域が主体となり、美しい
景観づくりなどに取り組み、魅力ある観光空間づくりを進めます。 

シ
      

フェの整備 植栽活動 清掃活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ■ナンバリング標識の例 ■北海道で表示される路線番号と路線シンボル 北 海道内の高速道路ナンバリング 

路線番号 

道央道等 札樽道等 道東道等 
（函館～稚内） （黒松内～札幌） （千歳恵庭～釧路東） 

旭川紋別道 
（釧路東～根室） 

函館江差道 

深川留萌道 

路線名 

北海道横断自動車道根室線 

帯広広尾道 

日高道 

十勝オホーツク道等 

② 安全で安心な外国人観光客のドライブ観光を推進するため、英語による道路情報提供や外国 
語パンフレットの作成・配布等ストレスフリーな環境整備を推進します。 

「国道 3８号路面凍結注意の英語表示」 「エゾ鹿衝突事故マップ」 「冬道ドライブの心構え」 

③ 北海道内の高速道路ネットワークで、路線名に併せて路線番号を用いて案内する「ナンバリ 

ング」を導入することで、訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案内を行い 

ます。（平成２９年３月１９日開通の旭川・紋別自動車道 丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC間に北海

道で初めてのナンバリング標識を設置） 

④ 世界有数のサイクリング環境を構築し、サイクルツーリズムを推進するため、多様な関係者 

と連携しながら、安全で快適な自転車走行環境を創出するとともに、利用実態調査やルート診 

断を通じて国内外のサイクリスト受入環境の整備・改善及び情報の発信を行います。 

帯広開発建設部では、平成２７年度に「十勝サイクルツーリズム研究会」を設立し、関係者

が連携して推進しています。 

勉強会 モデルルート試走 



情報登録料 
▲民間施設等 

▲観光施設等 

▲案内標識 

■道路除雪・防雪施設の設置状況 ■防災連絡協議会 

除雪作業 
■リエゾン派遣 

運搬排雪 雪崩予防柵 

■道路協力団体と連携した無線標識による情報発信 

施設の案内情報を 
発信 

利用データ 無線標識の設置 

情報登録 道路協力団体 

活動支援 BIG データ 道路占用許可 
データ共有 【道路環境改善】

道路管理者 

※利用データは無線標識による取得データ 

防雪柵 

⑤ 外国人旅行者の急増、個人旅行化に対応するとともに、レンタカーを利用するドライブ観 

光を推進するため、多言語による道路情報提供など安心・安全なドライブ環境を創出すると 

ともに良好な景観形成に取り組みます。 

２ 強靱で持続可能な国土の形成 

【強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成】

（１）冬期交通の安全確保と暴風雪災害時におけるきめ細かな地域支援 

安全で円滑な冬期道路交通の確保を図るため、気象状況や交通状況等を踏まえて、適切なタ

イミングで除排雪作業を実施します。また、関係機関で組織する道路防災連絡協議会で相互の

連携強化を図るとともに、自治体支援のため除雪機械の貸付やリエゾン注）の派遣による災害関

連情報の共有等の支援体制構築について継続的に実施します。 

（注：重大な災害の発生または発生のおそれがある場合に情報収集等を目的として自治体へ派遣する職員） 



■定期点検及び点検結果を踏まえた措置等の着実な推進 
○「道路メンテナンス会議」を活用し、点検修繕等が計画的に実施されるよう必要な支

援を行うとともに、地域単位での点検業務の一括発注を推進 
○「事後保全」から「予防保全」への転換により、長期的な修繕コストを抑制

■技術支援等の取組 
○地方公共団体職員等向けの研修及び点検の質の向上策を実施

地方公共団体職員向け研修状況 橋梁の点検状況 覆道の点検状況 

斜面崩落防止対策 橋脚の耐震補強 

災害時の迅速な支援活動を支える 国道 274 号日勝峠（８合目付近） 
高規格幹線道路の整備 工事用道路設置状況

（２）道路施設の老朽化対策

点検結果に基づいた措置を計画的に実施することによりメンテナンスサイクルを推進す

るとともに、長寿命化を目指し適正な修繕を実施する地方自治体に対して技術支援等を実施

します。 

（３） 道路の防災・震災対策 

大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、緊急輸送道路の強化や代替性

確保のための高規格幹線道路の整備を推進します。 

また、平成 28 年の相次ぐ台風により被災した道路の災害復旧を推進し、国道 274 号日

勝峠については、平成 29 年秋頃を目標に通行止め解除を目指します。 



  

急

型
型

バ

■事故原因に即した効果の高い対策を立案・実施 
対策前 

ブレーキ多発箇所

急ブレーキ多発箇所を特定 現地で事故原因等を確認 
潜在的事故危険箇所の抽出 対策工を立案 
【ビッグデータの活用】 

■自動車専用道路の逆走防止対策 

高輝度矢印板 
高輝度矢印板 

大 矢印路面表示 
大 矢印路面表示 

誘導線 
ラ ーポール 

【インターチェンジ本線合流部の対策例】 

■ビッグデータを活用した生活道路対策 

【対策箇所図の作成】 【合同点検の実施】 

対策後イメージ 対策前 

【通学路とヒヤリマップの重ね合わせイメージ】 【通学路における対策例】 

対策後 

【現地合同点検状況】 

【自動車専用道路出入口部の対策例】 

■通学路合同点検に基づき対策を立案・実施 

【右折車両と直進車両を分離する右折車線設置の例】 

（４）交通安全対策の推進

① 生活道路・通学路の安全対策 

ビッグデータを活用した生活道路対策の実施により、通過交通の排除や車両速度の抑制を

図り、歩行者自転車中心の空間へ転換します。 

また、通学路緊急合同点検に基づく歩道整備や防護柵の設置等を引き続き実施するととも

に、継続的な合同点検や効果把握等の計画的な取組を推進します。 

② 効果的・効率的な事故対策の推進 

事故データ、地域の声やビッグデータを活用した分析により、事故の危険性が高い区間等

を抽出して重点的な対策を実施する事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）を推進し

ます。また、近年増加傾向にある自動車専用道路の逆走防止対策を推進します。 

【平成２９年度 完 成 予 定】国道２７４号 美蔓西２１線視距改良 

【平成２９年度 新規事業化】国道 ３８ 号 新得基線路肩改良 

国道 ３８ 号 道道忠別清水線交差点改良



                     

■現状の課題 

歩行等の支障となる電柱 電柱の倒壊による道路閉塞* 景観の阻害 
＊国土交通省 道路局 HP 

■整備イメージ 
整備前 

写真 国道２４１号 音更町 

整備後 

（５）無電柱化の推進 

道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点か

ら、地域住民や電線管理者等と連携し、無電柱化を推進します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾整備事業 

＜港湾整備事業の概要＞ 

十勝港において、飼料原料を運搬する大型貨物船等の出入港時の安全航行に資するた

め、航路浚渫の整備を進めます。 

▲大型貨物船の入港状況          ▲飼料原料運搬船の接岸状況



農業農村整備事業

＜国土強靱化対策＞

○ 国営かんがい排水事業
（上士幌北地区、士幌西部地区、富秋士幌川下流地区、芽室川西（一期）地区、
川合地区、札内川地区）

農業水利施設の計画的な保全・更新により、農業の生産力の確保を図ります。

整備中の川合排水機場（川合地区） 整備中の明渠排水路（士幌西部地区）

＜農業競争力強化対策＞

○ 国営農地再編整備事業（中鹿追地区）
地域農業の振興のため、ほ場の大区画化、暗渠排水等の農地整備や担い手へ
の農地集積により、生産コストの低減や農業の高付加価値化を図ります。

現況 整備後

※ 現況で、排水路・道路・林帯等で分断されている農地を区画整理工事により大区画に整形



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産基盤整備事業 

＜水産基盤整備事業の概要＞ 

十勝管内で唯一の第４種漁港である大津漁港は、十勝海域におけるサケ定置網、小型

底引き網等の沿岸漁業の生産・流通拠点として、また、重要港湾である十勝港と釧路港

のほぼ中間に位置することから、周辺海域を航行・操業する漁船の避難拠点として重要

な役割を担っています。 

このことを踏まえ、平成２９年度は、「災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設

の防災・減災対策」を重点的に推進します。 

１ 大津地区 

津波被害の軽減に資する船揚場、用地などの整備を推進します。

２ 北海道第３種及び第４種漁港地区 

大津漁港の長寿命化を図るための護岸の補修を行います。 

▲東日本大震災 大津漁港被災状況        ▲船揚場、用地などの整備状況 

平成２９年度 水産基盤整備事業の概要 

事業区分 地区名 事業の概要 

特定漁港 

漁場整備 

事業 

大津地区 

（第４種大津漁港） 

係留施設：船揚場 

漁港施設用地：用地、用地（改良） 

水域施設：航路護岸 

北海道第３種及び 

第４種漁港地区 

【大津漁港】 

外郭施設：南護岸（補修） 


