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平成２８年度北海道特定特別総合開発事業推進費 

（第２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

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

など、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２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〔５件〕 ５６０．０百万円 （事業費） ５６０．０百万円（国費） 

 

 

 

 

 

 

国土交通本省において、平成２８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

されました。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

  総括          開発調整課 開発企画官  平野 誠治（内線 5472） 

河川事業関係分     河川計画課 課長補佐   桝井 正将（内線 5294） 

道路事業関係分     道路計画課 課長補佐   瀬戸 祐介（内線 5355） 



　　　　(単位：千円)　

事業費 国　費

430,000 430,000

 1 鵡川直轄河川改修事業（春日地区）

河道掘削 V=16.8千m3、伐開 A=38.5千㎡

 2 十勝川直轄河川改修事業(宝来地区)

高水護岸 A=600㎡

 3 石狩川直轄河川改修事業(豊平川右岸中の島地区)

護岸　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ A=500㎡　根固めﾌﾞﾛｯｸ N=90個

 4 一般国道38号・44号　釧路外環状道路

橋梁工L=248m（橋脚1基）

130,000 130,000

 5 一般国道44号　根室道路

道路土工 V=1.4万m3、法面工 A=0.3万㎡

合　計 560,000 560,000

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 70,000 70,000
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

事　　業　　名テーマ

「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進

国土交通省 60,000 60,000

国土交通省 40,000 40,000

配分額
事業主体

国土交通省 130,000 130,000

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、
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、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。

平成２８年度　北海道特定特別総合開発事業推進費（第２回配分） 総括表

テーマとの関係

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、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、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 260,000 260,000



平成２８年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第２回配分）位置図

日本海

いしかり

3 石狩川直轄河川改修事業
とよ ひら がわ う がん なかのしま

（豊平川右岸中の島地区）

太平洋

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

1 鵡川直轄河川改修事業
かすが

（春日地区）

と かち

2 十勝川直轄河川改修事業
ほう らい

（宝来地区）

くし ろ そと かんじょう

4 一般国道38号・44号 釧路外環状道路

ね むろ

5 一般国道44号 根室道路



 
 
 
 

平成２８年１０月１７日 
北 海 道 局 参 事 官 

 
 
 

平成 28 年度北海道特定特別総合開発事業推進費 

（第 2 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） 
（直通）5253-8771 
（FAX）5253-1672 

 

mikami-t82ad
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。 
 なお、平成２８年度は７月に第１回目の配分を行っており、１６件(国費：3,812.4 百

万円)の事業を推進しています。 
 
２．平成２８年度の実施概要（第２回配分） 
 
 今回は、以下の２テーマ、５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〔１件〕 
      170 百万円（国費）          260 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 
    ・道路整備事業〔１件〕 
      130 百万円（国費） 
        
   ◇ 合  計〔５件〕 
      560 百万円（国費） 



　　　　(単位：千円)　

事業費 国　費

430,000 430,000

 1 鵡川直轄河川改修事業（春日地区）

河道掘削 V=16.8千m3、伐開 A=38.5千㎡

 2 十勝川直轄河川改修事業(宝来地区)

高水護岸 A=600㎡

 3 石狩川直轄河川改修事業(豊平川右岸中の島地区)

護岸　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ A=500㎡　根固めﾌﾞﾛｯｸ N=90個

 4 一般国道38号・44号　釧路外環状道路

橋梁工L=248m（橋脚1基）

130,000 130,000

 5 一般国道44号　根室道路

道路土工 V=1.4万m3、法面工 A=0.3万㎡

合　計 560,000 560,000

平成２８年度　北海道特定特別総合開発事業推進費（第２回配分） 実施計画

テーマとの関係

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、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、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 260,000 260,000

国土交通省 130,000 130,000

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、
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、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

事　　業　　名テーマ

「国土強靱化」を支える社会資本整備の推進

国土交通省 60,000 60,000

国土交通省 40,000 40,000

配分額
事業主体

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 70,000 70,000
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。



平成２８年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第２回配分）位置図

日本海

太平洋

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

1 鵡川直轄河川改修事業
かすが

（春日地区）

と かち

2 十勝川直轄河川改修事業
ほう らい

（宝来地区）

いしかり

3 石狩川直轄河川改修事業
とよ ひら がわ う がん なかのしま

（豊平川右岸中の島地区）

くし ろ そと かんじょう

4 一般国道38号・44号 釧路外環状道路

ね むろ

5 一般国道44号 根室道路


