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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 七飯町～森町 北海道縦貫自動車道（七飯～大沼） 4,100

改築 士別市～名寄市 北海道縦貫自動車道（士別剣淵～名寄） 2,100

改築 本別町～釧路市 北海道横断自動車道（本別～釧路） 7,140

改築 足寄町～北見市 北海道横断自動車道（足寄～北見） 1,800

改築 国道5号 倶知安町～共和町 倶知安余市道路（倶知安～共和） 1,800

改築 国道5号 共和町～余市町 倶知安余市道路（共和～余市） 11,225

改築 国道5号 札幌市 創成川通 700

改築 国道12号 岩見沢市～美唄市 峰延道路 1,340

改築 国道38号 帯広市 鎮橋架替 50

改築 国道38号 釧路市 釧路新道 1,320

改築 国道39号 当麻町～比布町 比布大橋架替 425

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道39号 北見市～美幌町 端野高野道路 2,770

改築 国道40号 音威子府村～中川町 音威子府バイパス 5,090

改築 国道40号 天塩町～幌延町 天塩防災 1,835

改築 国道44号 釧路町 雪裡橋架替 155

改築 国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢道路 2,750

改築 国道44号 根室市 根室防雪 1,180

改築 国道227号 北斗市～厚沢部町 渡島中山防災 2,910

改築 国道228号 北斗市～木古内町 茂辺地木古内道路 190

改築 国道229号 島牧村 島牧防災 600

改築 国道229号 せたな町 美谷防災 140

改築 国道229号 八雲町 冷水橋架替 200

改築 国道229号 乙部町 乙部防災 270



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道230号 札幌市 定山渓拡幅 2,100

改築 国道232号 小平町 小平防災 380

改築 国道232号 小平町 高砂橋架替 490

改築 国道235号 日高町～新ひだか町 厚賀静内道路 7,600

改築 国道235号 新ひだか町 静内三石道路（静内～東静内） 100

改築 国道236号 大樹町～広尾町 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) 1,170

改築 国道236号 広尾町  大樹広尾道路（豊似～広尾） 100

改築 国道236号 広尾町 野塚防災 130

改築 国道237号 中富良野町～富良野市 富良野北道路 1,760

改築 国道237号 占冠村 湯の沢橋架替 50

改築 国道238号 湧別町～紋別市 紋別防雪 1,995

改築 国道238号 枝幸町 幌別橋架替 255



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道238号 浜頓別町～稚内市 浜猿防災 785

改築 国道239号 苫前町 霧立防災 1,135

改築 国道272号 別海町 上春別防雪 300

改築 国道274号 日高町 清瀬防災 390

改築 国道275号 江別市 江別北道路 665

改築 国道278号 函館市 尾札部道路 1,350

改築 国道333号 遠軽町 生田原道路 1,500

改築 国道335号 標津町 標津防災 450

改築 国道337号 長沼町～南幌町 長沼南幌道路 2,600

改築 国道337号 南幌町～江別市 中樹林道路 2,705

改築 国道450号 遠軽町～湧別町 遠軽上湧別道路 730

改築 国道452号 三笠市 桂沢ダム関連 10



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道452号 芦別市～旭川市 盤の沢道路 2,740

改築 国道452号 旭川市～美瑛町 五稜道路 230

改築 国道453号 伊達市～壮瞥町 蟠渓道路 930



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

小沼中央帯整備（七飯町） 405

宿野辺付加車線整備（七飯町） 240

駒ヶ岳中央帯整備（森町） 35

余市大川地区交差点改良（余市町） 15

春香歩道整備（小樽市） 115

市道富丘通交差点改良（札幌市） 100

西宮の沢中央通交差点改良（札幌市） 85

路線名 備考

交通安全 国道5号
七飯町、森町、
余市町、小樽市、
札幌市

北海道5号交通安全対策 995



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

道道札幌環状線交差点改良（札幌市） 60

市道三井通交差点改良（美唄市） 100

奈井江9号線交差点改良（奈井江町） 85

江部乙付加車線整備（滝川市） 35

北滝の川事故対策（滝川市） 185

稲田付加車線整備（深川市） 35

春志内中央帯整備（旭川市） 35

台場交差点改良（旭川市） 110

北広島IC交差点改良（北広島市） 100

日の出町交差点改良（苫小牧市） 120

三光町交差点改良（苫小牧市） 120

交通安全 国道12号

札幌市、美唄市、
奈井江町、
滝川市、深川市、
旭川市

北海道12号交通安全対策 645

交通安全 国道36号
北広島市、
苫小牧市

北海道36号交通安全対策 340



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

礼文華中央帯整備（豊浦町） 35

中島町２丁目交差点改良（室蘭市） 35

太平路肩改良（南富良野町） 50

西18条南1丁目交差点改良（帯広市） 105

帯広西2条北1丁目交差点改良（帯広市） 15

交通安全 国道39号 北見市 北海道39号交通安全対策 90 石北事故対策 90

交通安全 国道40号 稚内市 北海道40号交通安全対策 115 朝日交差点改良 115

交通安全 国道44号 根室市 北海道44号交通安全対策 355 川口中央帯整備 355

交通安全 国道227号 厚沢部町 北海道227号交通安全対策 15 厚沢部鶉交差点改良 15

交通安全 国道229号 岩内町 北海道229号交通安全対策 15 岩内栄地区交差点改良 15

交通安全 国道37号
豊浦町、
室蘭市

北海道37号交通安全対策 70

交通安全 国道38号
南富良野町、
帯広市

北海道38号交通安全対策 170



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

石山交差点改良（札幌市） 400

喜茂別事故対策（喜茂別町） 155

留寿都交差点改良（留寿都村） 100

三ノ原中央帯整備（留寿都村） 230

神丘視距改良（今金町） 35

北里交差点改良（遠別町） 85

初山別交差点改良（初山別村） 100

北町交差点改良（羽幌町） 100

留萌路肩改良（留萌市） 100

交通安全 国道230号

札幌市、
喜茂別町、
留寿都村、
今金町

北海道230号交通安全対策 920

交通安全 国道232号
遠別町、
初山別村、
羽幌町、留萌市

北海道232号交通安全対策 385



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

道道恵庭栗山線交差点改良（栗山町） 135

道道朝日桜丘線交差点改良（栗山町） 15

安平歩道整備（安平町） 100

交通安全 国道235号 厚真町 北海道235号交通安全対策 130 上厚真交差点改良 130

新町歩道整備（中富良野町） 110

振内歩道整備（平取町） 130

平取歩道整備（平取町） 105

交通安全 国道234号 栗山町、安平町 北海道234号交通安全対策 250

交通安全 国道237号
中富良野町、
平取町

北海道237号交通安全対策 345



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

卯原内交差点改良（網走市） 135

雄武市街交差点改良（雄武町） 15

風烈布路肩改良（枝幸町） 130

浜頓別大通交差点改良（浜頓別町） 15

宗谷岬路肩改良（稚内市） 20

声問自転車通行帯整備（稚内市） 60

宇津路肩改良（興部町） 10

天北峠視距改良（西興部村） 50

下川二の橋視距改良（下川町） 125

交通安全 国道238号

網走市、雄武町、
枝幸町、
浜頓別町、
稚内市

北海道238号交通安全対策 375

交通安全 国道239号
興部町、
西興部村、
下川町

北海道239号交通安全対策 185



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

阿寒交通事故対策（釧路市） 70

阿寒付加車線整備（釧路市） 35

相生登坂車線整備（津別町） 50

豊幌路肩改良（美幌町） 20

音更大通6丁目交差点改良 200

音更大通事故対策 260

交通安全 国道242号 置戸町 北海道242号交通安全対策 300 北光視距改良 300

交通安全 国道244号 別海町 北海道244号交通安全対策 250 尾岱沼視距改良 250

北13条北郷通交差点改良（札幌市） 85

西の里交差点改良（北広島市） 130

東三川交差点改良（由仁町） 135

瓜幕路肩改良（鹿追町） 35

交通安全 国道240号
釧路市、津別町、
美幌町

北海道240号交通安全対策 175

交通安全 国道274号
札幌市、
北広島市、
由仁町、鹿追町

北海道274号交通安全対策 385

交通安全 国道241号 音更町 北海道241号交通安全対策 460



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

丘珠空港通交差点改良（札幌市） 135

道道岩見沢石狩線交差点改良（当別町） 15

月形交差点改良（月形町） 55

和交差点改良（北竜町） 85

下頓別北視距改良（浜頓別町） 340

国富路肩改良（共和町） 35

住吉町交差点改良（苫小牧市） 225

音羽町交差点改良（苫小牧市） 130

交通安全 国道277号 八雲町 北海道277号交通安全対策 35 鉛川視距改良 35

交通安全 国道333号 佐呂間町 北海道333号交通安全対策 210 栄路肩改良 210

交通安全 国道276号
共和町、
苫小牧市

北海道276号交通安全対策 390

交通安全 国道275号
札幌市、当別町、
月形町、北竜町、
浜頓別町

北海道275号交通安全対策 630



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

日の出事故対策（斜里町） 25

朱円路肩改良（斜里町） 35

美和路肩拡幅（小清水町） 185

神浦視距改良（小清水町） 265

千草路肩拡幅（大空町） 220

開陽視距改良（大空町） 300

交通安全 国道336号 浦河町 北海道336号交通安全対策 45 西幌別歩道整備 45

交通安全 国道337号 南幌町 北海道337号交通安全対策 95 南幌路肩改良 95

交通安全 国道391号 標茶町 北海道391号交通安全対策 35 塘路路肩改良 35

白糠路肩拡幅 320

鍛高視距改良 90

交通安全 国道334号
斜里町、
小清水町、
大空町

北海道334号交通安全対策 1,030

交通安全 国道392号 白糠町 北海道392号交通安全対策 410



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

福住桑園通交差点改良（札幌市） 85

幌美内事故対策（恵庭市） 70

交通安全 国道453号 札幌市、恵庭市 北海道453号交通安全対策 155



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

赤松街道電線共同溝（七飯町） 105

ニセコ電線共同溝（ニセコ町） 96

倶知安地区電線共同溝（倶知安町） 105

小樽花園電線共同溝（小樽市） 114

菊水電線共同溝（札幌市） 21

白石中央電線共同溝（札幌市） 129

白石本通第二電線共同溝（札幌市） 45

厚別中央電線共同溝（札幌市） 36

江別野幌町第二電線共同溝（江別市） 42

砂川電線共同溝（砂川市） 252

路線名 備考

北海道5号電線共同溝

北海道12号電線共同溝

420

525

国道5号

国道12号

電線共同溝

電線共同溝

七飯町、ニセコ
町、倶知安町、小
樽市

札幌市、江別市、
砂川市



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

富良野電線共同溝（富良野市） 45

釧路橋北地区電線共同溝（釧路市） 60

北見本町電線共同溝（北見市） 150

北見大通電線共同溝（北見市） 60

北見大町電線共同溝（北見市） 45

網走市街電線共同溝（網走市） 36

電線共同溝 国道40号 稚内市 北海道40号電線共同溝 147 稚内中央電線共同溝 147

電線共同溝 国道44号 釧路市 北海道44号電線共同溝 258 釧路末広町電線共同溝 258

電線共同溝 国道229号 余市町 北海道229号電線共同溝 39 余市駅前電線共同溝 39

電線共同溝 国道233号 深川市 北海道233号電線共同溝 141 深川電線共同溝 141

電線共同溝 国道276号 苫小牧市 北海道276号電線共同溝 36 苫小牧新中野町電線共同溝 36

電線共同溝 国道278号 函館市 北海道278号電線共同溝 99 函館駅前通電線共同溝 99

北海道38号電線共同溝 105

北海道39号電線共同溝国道39号

国道38号

291

電線共同溝

電線共同溝

富良野市、釧路
市

北見市、網走市



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

電線共同溝 国道279号 函館市 北海道279号電線共同溝 39 十字街電線共同溝 39



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 （町） 中央通 白老町 白老橋 330 代行事業

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 鷹栖東神楽線
旭川市、東神楽
町

旭川東神楽道路 1,400 旭川十勝道路

改築 （一） 山花鶴丘線 釧路市 山花工区 110

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 (主) 小樽定山渓線 小樽市 朝里川温泉地区 150

土砂災害対策 (主) 北見常呂線 北見市 日吉福山地区 40

土砂災害対策 (主) 礼文島線 礼文町 起登臼地区 350

土砂災害対策 (主) 士別滝の上線 士別市 登和里地区 45

土砂災害対策 (主) 網走公園線 網走市 二ッ岩地区 135

土砂災害対策 (一) 岩部渡島福島停車場線 福島町 塩釜地区 20

土砂災害対策 (一) 室蘭港線 室蘭市 海岸町地区 10

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 北海道 北海道無電柱化推進計画事業 245
(主)深川雨竜線〔深川市〕、(主)稚内天塩線〔稚内
市〕、(一)花浦内浦線〔八雲町〕

無電柱化推進計画事業 札幌市 札幌市無電柱化推進計画事業 1,140

(主)札幌環状線、(市)旭山公園米里線、(市)北3条線、
(都)環状通、(都)西7丁目通、(都)西7丁目通(第2工
区)、(都)南1条通(第2工区)、(都)福住･桑園通(中央区
側)、(都)福住･桑園通(第2工区)、(都)米里･行啓通、
(都)西5丁目･樽川通



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 旭川市 旭川市旭町・大町地区 旭川市 110

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 北海道 北海道通学路緊急対策推進計画 5,495

赤川小学校、海陽小学校、中央小学校、東小学校、
赤間小学校、糸魚小学校、和光小学校、当別小学
校、松城小学校、大中山小学校、八雲小学校、厚沢
部小学校、奥尻小学校、久遠小学校、東神楽小学
校、船泊小学校、幌延小学校、豊浦小学校、厚真中
央小学校、下士幌小学校、東士幌小学校、上士幌小
学校、更別小学校、札内南小学校、池田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 札幌市 札幌市通学路緊急対策推進計画 25

もみじの森小学校、琴似小学校、手稲鉄北小学校、
新琴似西小学校、新発寒小学校、西野小学校、大倉
山小学校、南白石小学校、発寒東小学校、北白石小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 函館市 北海道函館市通学路緊急対策推進計画 14 港小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 旭川市 北海道旭川市通学路緊急対策推進計画 180 忠和小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 釧路市 北海道釧路市通学路緊急対策推進計画 2 愛国小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 帯広市 北海道帯広市通学路緊急対策推進計画 259 栄小学校、広陽小学校、豊成小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 倶知安町 北海道倶知安町通学路緊急対策推進計画 225 西小学校、北陽小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 旭川市 2番道路踏切道 北海道 950

踏切道改良計画事業 七飯町 福山道道踏切道 北海道 5



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 JR札沼線 札幌市 篠路駅付近 300

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 北海道 橋梁長寿命化修繕計画 13,033 別紙参照

道路メンテナンス事業 北海道 トンネル長寿命化修繕計画 876 別紙参照

道路メンテナンス事業 北海道 道路附属物等長寿命化修繕計画 648 別紙参照

道路メンテナンス事業 札幌市 橋梁長寿命化修繕計画 2,010 別紙参照

道路メンテナンス事業 札幌市 トンネル長寿命化修繕計画 162 別紙参照

道路メンテナンス事業 札幌市 道路附属物等長寿命化修繕計画 548 別紙参照

道路メンテナンス事業 函館市 橋梁長寿命化修繕計画 264 別紙参照

道路メンテナンス事業 函館市 トンネル長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 小樽市 橋梁長寿命化修繕計画 123 別紙参照

道路メンテナンス事業 旭川市 橋梁長寿命化修繕計画 1,070 別紙参照

道路メンテナンス事業 旭川市 道路附属物等長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 室蘭市 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 釧路市 橋梁長寿命化修繕計画 111 別紙参照

道路メンテナンス事業 帯広市 橋梁長寿命化修繕計画 233 別紙参照

道路メンテナンス事業 北見市 橋梁長寿命化修繕計画 522 別紙参照

道路メンテナンス事業 夕張市 橋梁長寿命化修繕計画 180 別紙参照

道路メンテナンス事業 岩見沢市 橋梁長寿命化修繕計画 220 別紙参照

道路メンテナンス事業 網走市 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 留萌市 橋梁長寿命化修繕計画 66 別紙参照

道路メンテナンス事業 苫小牧市 橋梁長寿命化修繕計画 397 別紙参照

道路メンテナンス事業 稚内市 橋梁長寿命化修繕計画 85 別紙参照

道路メンテナンス事業 美唄市 橋梁長寿命化修繕計画 90 別紙参照

道路メンテナンス事業 芦別市 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 江別市 橋梁長寿命化修繕計画 128 別紙参照

道路メンテナンス事業 赤平市 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 紋別市 橋梁長寿命化修繕計画 59 別紙参照

道路メンテナンス事業 士別市 橋梁長寿命化修繕計画 66 別紙参照

道路メンテナンス事業 名寄市 橋梁長寿命化修繕計画 135 別紙参照

道路メンテナンス事業 三笠市 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 根室市 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 千歳市 橋梁長寿命化修繕計画 163 別紙参照

道路メンテナンス事業 滝川市 橋梁長寿命化修繕計画 83 別紙参照

道路メンテナンス事業 砂川市 橋梁長寿命化修繕計画 91 別紙参照

道路メンテナンス事業 歌志内市 橋梁長寿命化修繕計画 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 深川市 橋梁長寿命化修繕計画 159 別紙参照

道路メンテナンス事業 富良野市 橋梁長寿命化修繕計画 106 別紙参照

道路メンテナンス事業 登別市 橋梁長寿命化修繕計画 49 別紙参照

道路メンテナンス事業 登別市 トンネル長寿命化修繕計画 2 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 恵庭市 橋梁長寿命化修繕計画 246 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊達市 橋梁長寿命化修繕計画 47 別紙参照

道路メンテナンス事業 北広島市 橋梁長寿命化修繕計画 337 別紙参照

道路メンテナンス事業 石狩市 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 北斗市 橋梁長寿命化修繕計画 152 別紙参照

道路メンテナンス事業 当別町 橋梁長寿命化修繕計画 192 別紙参照

道路メンテナンス事業 新篠津村 橋梁長寿命化修繕計画 64 別紙参照

道路メンテナンス事業 松前町 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照

道路メンテナンス事業 福島町 橋梁長寿命化修繕計画 41 別紙参照

道路メンテナンス事業 知内町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 木古内町 橋梁長寿命化修繕計画 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 七飯町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿部町 橋梁長寿命化修繕計画 6 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 森町 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 八雲町 橋梁長寿命化修繕計画 112 別紙参照

道路メンテナンス事業 長万部町 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 江差町 橋梁長寿命化修繕計画 93 別紙参照

道路メンテナンス事業 上ノ国町 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 厚沢部町 橋梁長寿命化修繕計画 41 別紙参照

道路メンテナンス事業 乙部町 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 奥尻町 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 今金町 橋梁長寿命化修繕計画 151 別紙参照

道路メンテナンス事業 せたな町 橋梁長寿命化修繕計画 58 別紙参照

道路メンテナンス事業 島牧村 橋梁長寿命化修繕計画 129 別紙参照

道路メンテナンス事業 寿都町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 黒松内町 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 蘭越町 橋梁長寿命化修繕計画 110 別紙参照

道路メンテナンス事業 ニセコ町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 真狩村 橋梁長寿命化修繕計画 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 留寿都村 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 喜茂別町 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 京極町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 倶知安町 橋梁長寿命化修繕計画 65 別紙参照

道路メンテナンス事業 共和町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 岩内町 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 泊村 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 神恵内村 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 積丹町 橋梁長寿命化修繕計画 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 古平町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 仁木町 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 余市町 橋梁長寿命化修繕計画 79 別紙参照

道路メンテナンス事業 赤井川村 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 南幌町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈井江町 橋梁長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 上砂川町 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 由仁町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 長沼町 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 栗山町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 月形町 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 浦臼町 橋梁長寿命化修繕計画 101 別紙参照

道路メンテナンス事業 新十津川町 橋梁長寿命化修繕計画 45 別紙参照

道路メンテナンス事業 妹背牛町 橋梁長寿命化修繕計画 79 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 秩父別町 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 雨竜町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 北竜町 橋梁長寿命化修繕計画 87 別紙参照

道路メンテナンス事業 沼田町 橋梁長寿命化修繕計画 37 別紙参照

道路メンテナンス事業 鷹栖町 橋梁長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 東神楽町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 当麻町 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 比布町 橋梁長寿命化修繕計画 19 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛別町 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 愛別町 トンネル長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 上川町 橋梁長寿命化修繕計画 97 別紙参照

道路メンテナンス事業 上川町 道路附属物等長寿命化修繕計画 9 別紙参照

道路メンテナンス事業 東川町 橋梁長寿命化修繕計画 421 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 美瑛町 橋梁長寿命化修繕計画 97 別紙参照

道路メンテナンス事業 上富良野町 橋梁長寿命化修繕計画 58 別紙参照

道路メンテナンス事業 中富良野町 橋梁長寿命化修繕計画 51 別紙参照

道路メンテナンス事業 南富良野町 橋梁長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 占冠村 橋梁長寿命化修繕計画 19 別紙参照

道路メンテナンス事業 和寒町 橋梁長寿命化修繕計画 105 別紙参照

道路メンテナンス事業 剣淵町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 下川町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 美深町 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 音威子府村 橋梁長寿命化修繕計画 80 別紙参照

道路メンテナンス事業 中川町 橋梁長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 幌加内町 橋梁長寿命化修繕計画 74 別紙参照

道路メンテナンス事業 増毛町 橋梁長寿命化修繕計画 59 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 小平町 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 苫前町 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照

道路メンテナンス事業 羽幌町 橋梁長寿命化修繕計画 31 別紙参照

道路メンテナンス事業 初山別村 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 遠別町 橋梁長寿命化修繕計画 74 別紙参照

道路メンテナンス事業 天塩町 橋梁長寿命化修繕計画 130 別紙参照

道路メンテナンス事業 猿払村 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜頓別町 橋梁長寿命化修繕計画 94 別紙参照

道路メンテナンス事業 中頓別町 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 枝幸町 橋梁長寿命化修繕計画 61 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊富町 橋梁長寿命化修繕計画 61 別紙参照

道路メンテナンス事業 礼文町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 利尻町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 利尻富士町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 幌延町 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 美幌町 橋梁長寿命化修繕計画 97 別紙参照

道路メンテナンス事業 津別町 橋梁長寿命化修繕計画 81 別紙参照

道路メンテナンス事業 斜里町 橋梁長寿命化修繕計画 28 別紙参照

道路メンテナンス事業 清里町 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 小清水町 橋梁長寿命化修繕計画 65 別紙参照

道路メンテナンス事業 訓子府町 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 置戸町 橋梁長寿命化修繕計画 51 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐呂間町 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照

道路メンテナンス事業 遠軽町 橋梁長寿命化修繕計画 218 別紙参照

道路メンテナンス事業 湧別町 橋梁長寿命化修繕計画 62 別紙参照

道路メンテナンス事業 滝上町 橋梁長寿命化修繕計画 81 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 興部町 橋梁長寿命化修繕計画 58 別紙参照

道路メンテナンス事業 西興部村 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 雄武町 橋梁長寿命化修繕計画 64 別紙参照

道路メンテナンス事業 大空町 橋梁長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊浦町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 白老町 橋梁長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 洞爺湖町 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 安平町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 むかわ町 橋梁長寿命化修繕計画 160 別紙参照

道路メンテナンス事業 日高町 橋梁長寿命化修繕計画 125 別紙参照

道路メンテナンス事業 平取町 橋梁長寿命化修繕計画 93 別紙参照

道路メンテナンス事業 新冠町 橋梁長寿命化修繕計画 83 別紙参照

道路メンテナンス事業 浦河町 橋梁長寿命化修繕計画 33 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 様似町 橋梁長寿命化修繕計画 157 別紙参照

道路メンテナンス事業 えりも町 橋梁長寿命化修繕計画 31 別紙参照

道路メンテナンス事業 えりも町 道路附属物等長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 新ひだか町 橋梁長寿命化修繕計画 62 別紙参照

道路メンテナンス事業 音更町 橋梁長寿命化修繕計画 146 別紙参照

道路メンテナンス事業 士幌町 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 上士幌町 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿追町 橋梁長寿命化修繕計画 44 別紙参照

道路メンテナンス事業 新得町 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 新得町 道路附属物等長寿命化修繕計画 49 別紙参照

道路メンテナンス事業 清水町 橋梁長寿命化修繕計画 289 別紙参照

道路メンテナンス事業 芽室町 橋梁長寿命化修繕計画 75 別紙参照

道路メンテナンス事業 中札内村 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 更別村 橋梁長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 大樹町 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 広尾町 橋梁長寿命化修繕計画 74 別紙参照

道路メンテナンス事業 幕別町 橋梁長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 池田町 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊頃町 橋梁長寿命化修繕計画 103 別紙参照

道路メンテナンス事業 本別町 橋梁長寿命化修繕計画 95 別紙参照

道路メンテナンス事業 足寄町 橋梁長寿命化修繕計画 136 別紙参照

道路メンテナンス事業 陸別町 橋梁長寿命化修繕計画 79 別紙参照

道路メンテナンス事業 浦幌町 橋梁長寿命化修繕計画 89 別紙参照

道路メンテナンス事業 釧路町 橋梁長寿命化修繕計画 87 別紙参照

道路メンテナンス事業 厚岸町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 浜中町 橋梁長寿命化修繕計画 71 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 標茶町 橋梁長寿命化修繕計画 62 別紙参照

道路メンテナンス事業 弟子屈町 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照

道路メンテナンス事業 鶴居村 橋梁長寿命化修繕計画 49 別紙参照

道路メンテナンス事業 白糠町 橋梁長寿命化修繕計画 247 別紙参照

道路メンテナンス事業 別海町 橋梁長寿命化修繕計画 38 別紙参照

道路メンテナンス事業 中標津町 橋梁長寿命化修繕計画 124 別紙参照

道路メンテナンス事業 標津町 橋梁長寿命化修繕計画 18 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

北海道橋梁長寿命化修繕計画
北海道 下川町 ペンケ下川停車場線 ペンケ９号橋 橋梁 修繕
北海道 下川町 ペンケ下川停車場線 緑橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 阿寒標茶線 阿寒川橋 橋梁 修繕
北海道 愛別町 愛山渓上川線 愛山橋（車） 橋梁 修繕
北海道 上川町 愛山渓上川線 栄橋 橋梁 修繕
北海道 愛別町 愛山渓上川線 寿見江橋 橋梁 修繕
北海道 愛別町 愛別当麻旭川線 愛別橋 橋梁 修繕
北海道 愛別町 愛別当麻旭川線 六線跨線橋 橋梁 修繕
北海道 深川市 旭川芦別線 渓翠橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 みつば橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 旭永跨線橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 旭神橋（下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 旭神橋（上） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 秋月橋（下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 秋月橋（上） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 北旭川跨線橋（下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川環状線 北旭川跨線橋（上） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川多度志線 江丹別跨線橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川多度志線 両神橋（下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川多度志線 両神橋（上） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 旭川鷹栖インター線 チカップニ高架橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 旭名寄線 公園通跨線橋 橋梁 修繕
北海道 砂川市 芦別砂川線 砂川跨線橋 橋梁 修繕
北海道 芦別市 芦別美瑛線 落辺１号橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 伊文政和線 五間橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 宇津沢木線 本流橋 橋梁 修繕
北海道 和寒町 雨竜旭川線 千竜橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 雨竜旭川線 南８線橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 臼尻豊崎線 丈岩橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 臼尻豊崎線 清水橋 橋梁 修繕
北海道 小清水町 栄浜小清水線 平和橋（車） 橋梁 修繕
北海道 滝上町 遠軽雄武線 あかね橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 兄力沢橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 深歌橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 神威脇橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 力沢橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 音別浦幌線 第１２号橋 橋梁 修繕
北海道 池田町 下居辺高島停車場線 居辺大橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 下仁頃相内停車場線 的場橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 下川愛別線 登神橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 下川愛別線 東江橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 下川風連線 東九号橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 下川雄武線 上幌内橋 橋梁 修繕
北海道 雄武町 下川雄武線 中幌内橋 橋梁 修繕
北海道 下川町 下川雄武線 放牧地橋 橋梁 修繕
北海道 八雲町 花浦内浦線 端の巣別橋（車） 橋梁 修繕
北海道 森町 霞台森停車場線 岩見橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 蛾眉野原木線 ２号橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 蛾眉野原木線 ４号橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 蛾眉野原木線 ５号橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 滑若新冠停車場線 山高江橋 橋梁 修繕
北海道 泊村 茅沼鉱山泊線 玉川橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 貫気別振内線 池売橋（上） 橋梁 修繕
北海道 紋別市 丸瀬布上渚滑線 高砂橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 丸瀬布上渚滑線 成岩橋 橋梁 修繕
北海道 紋別市 丸瀬布上渚滑線 立牛橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 岩見沢月形線 岩見沢陸橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 岩見沢月形線 月形大橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 岩見沢月形線 新赤川橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 岩見沢三笠線 下桂橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 岩見沢三笠線 錦大橋 橋梁 修繕
北海道 新篠津村 岩見沢石狩線 北２号橋 橋梁 修繕
北海道 蘭越町 岩内洞爺線 ニセコ橋 橋梁 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 板橋 橋梁 修繕
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北海道 小平町 鬼鹿停車場線 鬼鹿橋 橋梁 修繕
北海道 本別町 居辺本別線 桂橋 橋梁 修繕
北海道 京極町 京極停車場線 西京極橋（車） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 近文停車場線 豊年橋 橋梁 修繕
北海道 今金町 金原今金線 金原橋 橋梁 修繕
北海道 南富良野町 金山幾寅停車場線 伊勢橋 橋梁 修繕
北海道 南富良野町 金山幾寅停車場線 村田橋（車） 橋梁 修繕
北海道 白老町 倶多楽湖公園線 第１椿の沢橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 釧路環状線 武佐の森大橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 釧路鶴居弟子屈線 旭跨線橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 釧路鶴居弟子屈線 弟子屈跨線橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 釧路鶴居弟子屈線 萬翠橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 屈斜路津別線 上都橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 屈斜路津別線 上里橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 屈斜路摩周湖畔線 眺湖橋 橋梁 修繕
北海道 弟子屈町 屈斜路摩周湖畔線 湯園橋 橋梁 修繕
北海道 利尻富士町 沓形仙法志鴛泊線 潮鳴橋 橋梁 修繕
北海道 利尻町 沓形仙法志鴛泊線 栞橋 橋梁 修繕
北海道 音更町 熊牛音更線 高谷橋 橋梁 修繕
北海道 音更町 熊牛音更線 万年橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 栗丘幌向停車場線 末広橋 橋梁 修繕
北海道 北広島市 栗山北広島線 百年橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 北広島市 栗山北広島線 百年橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 訓子府津別線 居武士橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 訓子府津別線 大谷橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 訓子府津別線 文月橋 橋梁 修繕
北海道 恵庭市 恵庭岳公園線 川端橋 橋梁 修繕
北海道 長沼町 恵庭栗山線 南６号橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 剣淵原野士別線 名越大橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 元村恵山線 四号沢橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 元村恵山線 六号橋 橋梁 修繕
北海道 厚岸町 厚岸昆布森線 片無去橋 橋梁 修繕
北海道 厚岸町 厚岸標茶線 厚葉橋 橋梁 修繕
北海道 標茶町 厚岸標茶線 第一中ノ橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 厚真浜厚真停車場線 上厚真大橋（車） 橋梁 修繕
北海道 大樹町 幸徳大樹停車場線 パンケ橋 橋梁 修繕
北海道 大樹町 幸徳大樹停車場線 ペンケ橋 橋梁 修繕
北海道 大樹町 幸徳大樹停車場線 尾田橋 橋梁 修繕
北海道 木古内町 江差木古内線 佐女川橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 江差木古内線 佐武橋 橋梁 修繕
北海道 木古内町 江差木古内線 小畑橋 橋梁 修繕
北海道 清里町 江南清里停車場線 江鳶橋 橋梁 修繕
北海道 江別市 江別恵庭線 上江別跨線橋（下） 橋梁 修繕
北海道 江別市 江別恵庭線 上江別跨線橋（上） 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 江別奈井江線 新赤川一号橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 江別奈井江線 中小屋橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 高見西舎線 清瀬橋 橋梁 修繕
北海道 今金町 今金北檜山線 稲穂橋（車） 橋梁 修繕
北海道 今金町 今金北檜山線 稲穂橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 根室市 根室半島線 サンコタン橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 根室市 根室半島線 協力橋 橋梁 修繕
北海道 釧路町 根室浜中釧路線 昆布森橋 橋梁 修繕
北海道 砂川市 砂川歌志内線 石山跨線橋 橋梁 修繕
北海道 夕張市 札幌夕張線 錦冬橋 橋梁 修繕
北海道 由仁町 札幌夕張線 由仁跨線橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 三笠栗山線 萱野橋 橋梁 修繕
北海道 三笠市 三笠栗沢線 三笠山橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 三岩日高線 岡春部橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 岩見橋（車） 橋梁 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 岩尾内大橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 桂橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 更生橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 札久留橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 清水橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 士別滝の上線 千歳橋 橋梁 修繕
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北海道 滝上町 士別滝の上線 藻瀬狩橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 枝幸音威子府線 誠香橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 神代橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 知利別橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 尺別尺別停車場線 二号橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 尺別尺別停車場線 緑橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 朱鞠内風連線 １条橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 朱鞠内風連線 瑞生橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 朱鞠内風連線 西多寄橋 橋梁 修繕
北海道 黒松内町 寿都黒松内線 第二跨線橋（車） 橋梁 修繕
北海道 美瑛町 十勝岳温泉美瑛線 白金橋 橋梁 修繕
北海道 網走市 小清水女満別線 浦士別四号橋 橋梁 修繕
北海道 網走市 小清水女満別線 山里４号橋 橋梁 修繕
北海道 小清水町 小清水女満別線 小清水橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 小清水町 小清水女満別線 美和橋 橋梁 修繕
北海道 小樽市 小樽環状線 最上橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 小平幌加内線 清月橋 橋梁 修繕
北海道 北斗市 上磯峠下線 中野跨線橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 上羽幌羽幌停車場線 栄橋 橋梁 修繕
北海道 羽幌町 上羽幌羽幌停車場線 待恋橋 橋梁 修繕
北海道 剣淵町 上士別ビバカルウシ線 刈分橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 上士別ビバカルウシ線 菊水橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 上士別和寒線 神塚橋 橋梁 修繕
北海道 士別市 上士別和寒線 班渓橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 上志文四条東線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 滝上町 上渚滑原野上渚滑線 大雄橋 橋梁 修繕
北海道 遠軽町 上武利丸瀬布線 湯乃沢橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 上幌内早来停車場線 松浦橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 上問寒問寒別停車場線 ヌプカナイ橋 橋梁 修繕
北海道 置戸町 常元中里線 新進橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 新開旭川線 神楽高架橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 新冠平取線 姉去橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 新冠平取線 東川１号橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 新冠平取線 東川２号橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 新冠平取線 東川３号橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 新冠平取線 二股橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 仁倉端野線 豊実橋 橋梁 修繕
北海道 仁木町 仁木赤井川線 下尾根内橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 正和門別停車場線 豊年橋 橋梁 修繕
北海道 芽室町 清水大樹線 十一線橋 橋梁 修繕
北海道 清水町 清水大樹線 中野橋 橋梁 修繕
北海道 大樹町 生花大樹線 八千代橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 西風連名寄線 曙橋（車） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 静川美沢線 植苗跨線橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内浦河線 美野和新橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内浦河線 碧蘂橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内浦河線 本桐橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内中札内線 炭山橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内中札内線 白石橋 橋梁 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 富良牛橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 静内中札内線 幌寒橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 石崎松前線 小砂子橋 橋梁 修繕
北海道 上ノ国町 石崎松前線 早川橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 赤川函館線 五稜郭跨線橋 橋梁 修繕
北海道 赤平市 赤平奈井江線 開礦橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 赤平奈井江線 奈井江跨線橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 赤平奈井江線 菫橋 橋梁 修繕
北海道 安平町 千歳鵡川線 早来跨線橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 千歳鵡川線 美沢跨線橋 橋梁 修繕
北海道 安平町 川端追分線 小安平橋 橋梁 修繕
北海道 中標津町 川北中標津線 上武佐橋 橋梁 修繕
北海道 音更町 帯広浦幌線 十勝新橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 帯広新得線 佐幌橋 橋梁 修繕
北海道 北広島市 大曲工業団地美しが丘線 美しが丘橋（下） 橋梁 修繕
北海道 北広島市 大曲工業団地美しが丘線 美しが丘橋（上） 橋梁 修繕
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北海道 七飯町 大沼公園鹿部線 月見橋 橋梁 修繕
北海道 七飯町 大沼公園線 新大沼跨線橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（車） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東神楽線 永山中央跨線橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 旭川市 鷹栖東鷹栖比布線 山田橋 橋梁 修繕
北海道 栗山町 滝下由仁停車場線 山科橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 達布小平町線 左岸橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 達布石狩沼田停車場線 清栄橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 樽前錦岡線 錦岡跨線橋 橋梁 修繕
北海道 今金町 丹羽今金線 住吉橋 橋梁 修繕
北海道 せたな町 丹羽今金線 東小目名橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 知床公園線 カムイワッカ橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 知床公園線 ニゴリ橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 建根別橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 朔北橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 刺類橋 橋梁 修繕
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 相泊橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 稚内天塩線 天塩河口大橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 稚内幌延線 熊沢橋 橋梁 修繕
北海道 稚内市 稚内幌延線 天興橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸温根湯線 学園橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸温根湯線 大曲橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸温根湯線 富里橋（車） 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 置戸訓子府北見線 実郷橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 置戸福野北見線 第２号橋 橋梁 修繕
北海道 上川町 中愛別上川線 越路橋 橋梁 修繕
北海道 室蘭市 中央東線 寿橋 橋梁 修繕
北海道 新篠津村 中原金沢線 ３６線橋 橋梁 修繕
北海道 別海町 中西別計根別線 七重橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 中藻興部興部線 三渡瀬橋 橋梁 修繕
北海道 興部町 中藻興部興部線 秋里橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 中藻興部興部線 中藻橋 橋梁 修繕
北海道 西興部村 中藻興部興部線 柳橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 ペンケニコロベツ橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 曙橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 清雲橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 大雪橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 第３号橋 橋梁 修繕
北海道 新得町 忠別清水線 緑風橋 橋梁 修繕
北海道 長沼町 長沼南幌線 ８号橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 直別共栄線 興部川橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 直別共栄線 第１号橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 直別共栄線 統太橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 津別陸別線 小峠橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 津別陸別線 第１１号橋 橋梁 修繕
北海道 津別町 津別陸別線 櫻橋 橋梁 修繕
北海道 安平町 追分停車場線 追分橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 天塩中川停車場線 誉大橋 橋梁 修繕
北海道 小樽市 天神南小樽停車場線 富岡跨線橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 登別港線 港橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 登別室蘭インター線 ときめき橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 登別室蘭インター線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 恵庭市 島松千歳線 漁川橋（車） 橋梁 修繕
北海道 恵庭市 島松千歳線 漁川橋（歩上） 橋梁 修繕
北海道 芽室町 東瓜幕芽室線 祥栄橋 橋梁 修繕
北海道 旭川市 東川東神楽旭川線 緑東大橋 橋梁 修繕
北海道 奈井江町 東奈井江奈井江停車場線 一笑橋 橋梁 修繕
北海道 遠軽町 湯里生田原停車場線 浦島内橋 橋梁 修繕
北海道 当別町 当別浜益港線 砂金橋 橋梁 修繕
北海道 当別町 当別浜益港線 青山奥橋（車） 橋梁 修繕
北海道 当麻町 当麻上川線 幡竜橋 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖公園線 銀沼橋 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 温泉橋 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 久保内大橋（下） 橋梁 修繕
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北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 久保内大橋（上） 橋梁 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 久保内大橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 函館市 椴法華港線 元村橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 錦大橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 勇払跨線橋 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 有珠川橋（上） 橋梁 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧東インター線 東インター大橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 苫前小平線 幸増橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 日吉端野線 川口橋 橋梁 修繕
北海道 黒松内町 白井川豊浦線 小川橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 白老大滝線 森野橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 白老大滝線 白老跨線橋 橋梁 修繕
北海道 白老町 白老大滝線 毛白老橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館恵山線 白妙橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館恵山線 野広橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館上磯線 新明和跨線橋（下） 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館上磯線 新明和跨線橋（上） 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館南茅部線 郭公橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館南茅部線 精進橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 函館南茅部線 二股橋 橋梁 修繕
北海道 八雲町 八雲厚沢部線 時の沢橋 橋梁 修繕
北海道 厚沢部町 八雲厚沢部線 鷲堀橋 橋梁 修繕
北海道 せたな町 八雲北檜山線 富里橋 橋梁 修繕
北海道 稚内市 抜海港線 潤内橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 板谷佐久停車場線 佐久橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 班渓美深停車場線 ２８号橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 班渓美深停車場線 オキキン橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 比宇厚賀停車場線 元神部橋（車） 橋梁 修繕
北海道 新冠町 比宇厚賀停車場線 受乞橋（車） 橋梁 修繕
北海道 新冠町 比宇厚賀停車場線 赤無橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 美唄達布岩見沢線 利根別橋 橋梁 修繕
北海道 芦別市 美唄富良野線 山吹橋 橋梁 修繕
北海道 富良野市 美唄富良野線 尻岸馬内橋 橋梁 修繕
北海道 美唄市 美唄富良野線 有明跨線橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 美深中川線 志文内橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 美深中川線 十間橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 美深中川線 小車大橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 美深中川線 中の沢橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 美深中頓別線 第一号橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 美深中頓別線 豊橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 美深名寄線 基線橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 美深名寄線 天智橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 美深名寄線 東雲１号橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 美深雄武線 三渓橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 美深雄武線 第２仁宇布橋 橋梁 修繕
北海道 幌延町 浜里下沼線 幸雄橋 橋梁 修繕
北海道 斜里町 富士川上線 坂下橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 富沢日高三石停車場線 種川橋 橋梁 修繕
北海道 新ひだか町 富沢日高三石停車場線 桝川橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 蕗の台朱鞠内停車場線 宇津内橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 蕗の台朱鞠内停車場線 朱鞠内橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 平取厚真線 厚真新橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 平取静内線 シブサ橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 平取静内線 御影橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 平取静内線 淳橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 平取静内線 里平橋 橋梁 修繕
北海道 新冠町 平取静内線 浪花橋 橋梁 修繕
北海道 日高町 平取門別線 正和橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 平取門別線 都橋 橋梁 修繕
北海道 平取町 平取門別線 峠橋 橋梁 修繕
北海道 函館市 米原古川線 橡の木橋 橋梁 修繕
北海道 厚岸町 別海厚岸線 あやめ跨線橋 橋梁 修繕
北海道 登別市 弁景幌別線 陰の沢橋 橋梁 修繕
北海道 むかわ町 穂別鵡川線 下沢橋 橋梁 修繕
北海道 むかわ町 穂別鵡川線 五月橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

北海道 むかわ町 穂別鵡川線 紅葉橋 橋梁 修繕
北海道 むかわ町 穂別鵡川線 炭住橋 橋梁 修繕
北海道 豊浦町 豊浦ニセコ線 栄光橋 橋梁 修繕
北海道 蘭越町 豊浦ニセコ線 矢筈の沢橋 橋梁 修繕
北海道 真狩村 豊浦京極線 大井橋 橋梁 修繕
北海道 豊浦町 豊浦京極線 土場橋 橋梁 修繕
北海道 真狩村 豊浦京極線 宝積橋（歩下） 橋梁 修繕
北海道 豊頃町 豊頃糠内芽室線 保栄橋 橋梁 修繕
北海道 当麻町 豊田当麻線 更生橋 橋梁 修繕
北海道 天塩町 豊富遠別線 加藤橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 豊富浜頓別線 故山橋 橋梁 修繕
北海道 猿払村 豊富浜頓別線 十七線橋 橋梁 修繕
北海道 豊富町 豊富浜頓別線 和橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 北見環状線 高栄橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 北見端野美幌線 若松大橋 橋梁 修繕
北海道 北見市 北見端野美幌線 鉄南跨線橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 北見白糠線 訓子府大橋 橋梁 修繕
北海道 訓子府町 北見白糠線 鹿鳴橋 橋梁 修繕
北海道 陸別町 北見白糠線 相川橋 橋梁 修繕
北海道 美幌町 北見美幌線 昭野橋 橋梁 修繕
北海道 由仁町 北長沼由仁線 松山橋 橋梁 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 上浦橋 橋梁 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 新本陣橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 幌糠小平停車場線 中野橋 橋梁 修繕
北海道 由仁町 幌内三川停車場線 西三川橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 常室大橋（下） 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 瀬多来橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 川流布橋 橋梁 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 第五浦幌橋 橋梁 修繕
北海道 本別町 本別本別停車場線 夏川橋 橋梁 修繕
北海道 枝幸町 本幌別上毛登別線 第２本幌別橋 橋梁 修繕
北海道 帯広市 幕別帯広芽室線 札内清柳大橋（下） 橋梁 修繕
北海道 帯広市 幕別帯広芽室線 若葉の森橋（上） 橋梁 修繕
北海道 帯広市 幕別帯広芽室線 若葉の虹橋（下） 橋梁 修繕
北海道 中標津町 俣落西五条線 中標津橋 橋梁 修繕
北海道 小平町 霧立小平線 五色橋 橋梁 修繕
北海道 苫前町 霧立小平線 幌立橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 名寄遠別線 ヤマベ橋 橋梁 修繕
北海道 名寄市 名寄遠別線 高師橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 名寄遠別線 母子里橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 名寄遠別線 母樹橋 橋梁 修繕
北海道 幌加内町 名寄遠別線 里美橋 橋梁 修繕
北海道 網走市 網走公園線 バイラギ橋 橋梁 修繕
北海道 中川町 問寒別佐久停車場線 クンネシリ橋 橋梁 修繕
北海道 天塩町 問寒別停車場下国府線 新問寒別大橋 橋梁 修繕
北海道 美深町 紋穂内停車場線 紋穂内橋 橋梁 修繕
北海道 岩内町 野束清住線 中央橋 橋梁 修繕
北海道 池田町 勇足池田線 天幸橋 橋梁 修繕
北海道 稚内市 勇知上勇知線 浜勇知橋 橋梁 修繕
北海道 釧路市 雄別釧路線 布伏内橋 橋梁 修繕
北海道 岩見沢市 夕張岩見沢線 巴橋 橋梁 修繕
北海道 厚真町 夕張厚真線 大黒橋 橋梁 修繕
北海道 占冠村 夕張新得線 １０線橋 橋梁 修繕
北海道 余市町 余市赤井川線 黒川跨線橋 橋梁 修繕
北海道 鷹栖町 嵐山公園線 白河橋 橋梁 修繕
北海道 礼文町 礼文島線 起登臼２号橋 橋梁 修繕
北海道 共和町 蕨岱国富停車場線 隈元橋 橋梁 修繕
北海道 共和町 蕨岱国富停車場線 第二水松橋 橋梁 修繕
北海道 奥尻町 奥尻島線 米岡４号橋 橋梁 更新
北海道 奥尻町 奥尻島線 米岡５号橋 橋梁 更新
北海道 遠軽町 丸瀬布上渚滑線 岩見橋 橋梁 更新
北海道 えりも町 襟裳公園線 歌別橋 橋梁 更新
北海道 利尻町 沓形仙法志鴛泊線 共通橋（車） 橋梁 更新
北海道 利尻町 沓形仙法志鴛泊線 共通橋（歩） 橋梁 更新
北海道 芽室町 熊牛御影線 十勝橋 橋梁 更新
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北海道 栗山町 恵庭栗山線 馬追橋 橋梁 更新
北海道 松前町 松前港線 唐津内橋 橋梁 更新
北海道 中札内村 上札内帯広線 上札内橋 橋梁 更新
北海道 帯広市 川西芽室音更線 中島橋 橋梁 更新
北海道 安平町 川端追分線 光起橋 橋梁 更新
北海道 妹背牛町 増毛稲田線 妹背牛橋 橋梁 更新
北海道 池田町 帯広浦幌線 昭栄橋 橋梁 更新
北海道 羅臼町 知床公園羅臼線 羅臼橋 橋梁 更新
北海道 豊富町 稚咲内豊富停車場線 開運橋 橋梁 更新
北海道 標茶町 塘路厚岸線 紅葉橋 橋梁 更新
北海道 中川町 美深中川線 永代橋 橋梁 更新
北海道 浦幌町 本別浦幌線 暁橋 橋梁 更新
北海道 点検計画

北海道トンネル長寿命化修繕計画
北海道 士別市 下川愛別線 於鬼頭トンネル トンネル 修繕
北海道 神恵内村 古平神恵内線 神恵内トンネル トンネル 修繕
北海道 神恵内村 古平神恵内線 清川トンネル トンネル 修繕
北海道 夕張市 札幌夕張線 夕張トンネル トンネル 修繕
北海道 鹿追町 鹿追糠平線 湖畔トンネル トンネル 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 天神トンネル トンネル 修繕
北海道 小樽市 小樽定山渓線 朝里峠トンネル トンネル 修繕
北海道 伊達市 上長和萩原線 伊達トンネル トンネル 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 いたやトンネル トンネル 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 かしわトンネル トンネル 修繕
北海道 登別市 登別港線 蘭法華隧道 トンネル 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖公園線 大有珠トンネル トンネル 修繕
北海道 壮瞥町 洞爺湖登別線 オロフレトンネル トンネル 修繕
北海道 白老町 白老大滝線 森野トンネル トンネル 修繕
北海道 函館市 函館南茅部線 矢別トンネル トンネル 修繕
北海道 芦別市 美唄富良野線 富芦トンネル トンネル 修繕
北海道 むかわ町 北進平取線 オビラルカトンネル トンネル 修繕
北海道 厚真町 北進平取線 メルクンナイトンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 鵜泊隧道 トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 太田トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 鷹の巣トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 日昼部トンネル トンネル 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 帆越山トンネル トンネル 修繕
北海道 浦幌町 本別浦幌線 観音トンネル トンネル 修繕
北海道 名寄市 名寄遠別線 名母トンネル トンネル 修繕
北海道 占冠村 夕張新得線 赤岩トンネル トンネル 修繕

北海道道路附属物等長寿命化修繕計画
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 浦和覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 浦和覆道２ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 浦和覆道３ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 浦和覆道４ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 浦和覆道５ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 浦和覆道６ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 第二塩釜覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道２ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道３ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道４ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道５ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道６ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 滝の下覆道７ 道路附属物等 修繕
北海道 福島町 岩部渡島福島停車場線 板橋覆道 道路附属物等 修繕
北海道 えりも町 襟裳公園線 西東洋覆道 道路附属物等 修繕
北海道 南富良野町 金山幾寅停車場線 金山シェルター（第１） 道路附属物等 修繕
北海道 蘭越町 倶知安ﾆｾｺ線 五色覆道 道路附属物等 修繕
北海道 標茶町 釧路鶴居弟子屈線 オソベツ地先シェルター 道路附属物等 修繕
北海道 神恵内村 古平神恵内線 大雪崩覆道１ 道路附属物等 修繕
北海道 士別市 士別滝の上線 第二上紋覆道 道路附属物等 修繕
北海道 鹿追町 鹿追糠平線 東雲覆道 道路附属物等 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 知利別歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 室蘭市 室蘭環状線 東園歩道橋 道路附属物等 修繕
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北海道 登別市 室蘭環状線 鷲別アンダーパス 道路附属物等 修繕
北海道 室蘭市 室蘭港線 千歳横断歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 苫小牧市 上厚真苫小牧線 沼ノ端歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 ピラトミ覆道 道路附属物等 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 望堰覆道 道路附属物等 修繕
北海道 中札内村 静内中札内線 木魂覆道 道路附属物等 修繕
北海道 千歳市 千歳ｲﾝﾀｰ線 本町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 室蘭市 中央東線 汐見歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 登別市 洞爺湖登別線 オロフレ第１覆道２ 道路附属物等 修繕
北海道 登別市 洞爺湖登別線 オロフレ第５覆道 道路附属物等 修繕
北海道 苫小牧市 苫小牧環状線 山手歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 函館市 函館上磯線 美原歩道橋 道路附属物等 修繕
北海道 岩見沢市 美唄達布岩見沢線 西１０丁目立体交差 道路附属物等 修繕
北海道 新ひだか町 富沢日高三石停車場線 第二富沢覆道 道路附属物等 修繕
北海道 新ひだか町 富沢日高三石停車場線 富沢覆道 道路附属物等 修繕
北海道 むかわ町 穂別鵡川線 カルバート室蘭００２（ＣＢ３１１０７４－０１１０） 道路附属物等 修繕
北海道 せたな町 北檜山大成線 鵜泊覆道 道路附属物等 修繕
北海道 幕別町 幕別帯広芽室線 道路標識 道路附属物等 修繕
北海道 新得町 夕張新得線 オダッシュ通アンダーパス 道路附属物等 修繕
北海道 礼文町 礼文島線 起登臼覆道２ 道路附属物等 修繕
北海道 礼文町 礼文島線 駒谷崎覆道３－１ 道路附属物等 修繕
北海道 礼文町 礼文島線 駒谷崎覆道３－４ 道路附属物等 修繕

札幌市橋梁長寿命化修繕計画
札幌市 札幌市 市道１３号幹道線 川北橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道あいの里駅前緑道３号線 あいの里駅前緑道歩道橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道もみじ台西７丁目３号線 熊の沢西二号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道もみじ台南３号線 熊の沢南１号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道もみじ台南３丁目１号線 熊の沢南２号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道もみじ台南線 熊の沢南３号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市厚別区 市道もみじ台本通線 熊の沢川橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市中央区 市道旭ヶ丘中央線 旭中央橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道稲穂鉄北線 工業団地１号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道右股線 右股橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道下茨戸線 下茨戸橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道雁来篠路連絡線 大野地３の橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道駒岡真駒内連絡線 駒岡橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道月寒福住線 福住１号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道厚別東４条６丁目２号線 森林公園橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道硬石山線 南の沢５号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道札幌東部新道２号線 札幌南インター橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道三角街道東支線１号線 東雁来みのり橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道山子橋歩道線 山子橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道手稲山麓線 手稲橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道手稲東３丁目線 中の川４号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道十軒第３支線 十軒３の橋（車） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道十軒第３支線 十軒３の橋（歩） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道曙６号線 曙６号橋（車） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道新琴似４番線 新琴似橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道新御料橋通線 新御料橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道新川西前田連絡線 新川西前田連絡橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道真駒内篠路線 新精進橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道真駒内石山線 真駒内南橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道西岡１０１号線 西岡１０１号線橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道西岡１号支線 福住四号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道西岡５条１１丁目１１号線 西岡５９号線橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道西岡６４号線 西岡６４号線橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道石山西岡線 真駒内１号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道前田東４線 手稲栄橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道太平東９号線 太平東９号線橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道大野地第１中線 拓北４号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道大野地第４中線 篠路第一支線排水１号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道中の川歩道線 のぞみ公園橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道鉄北線 月寒鉄北橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道土功排水沿線 工業団地２号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道東雁来第２区画整理１０号線 東雁来めぐみ橋 橋梁 修繕
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札幌市 札幌市 市道東雁来連絡支線 新北白石橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道東発寒５号線 発寒跨線橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道藤野１号線 藤野２号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道屯田２番線 北二番橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道屯田３番線 安春北三番橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道屯田４番線 北四番橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道盤沢線 盤渓１号橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道百合が原区画整理３号線 太平橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道北郷２号線 北郷一条東橋（車） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道北郷２号線 北郷一条東橋（歩） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道北商団地１号線 北商橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 市道流通センター７丁目１号線 繁昌橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道札幌環状線 南１９条大橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道札幌恵庭自転車道線 高台橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道小樽定山渓線 湖水大橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道真駒内茨戸東雁来自転車道線 西陵リンリン橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市 道道真駒内御料札幌線 上三滝橋 橋梁 修繕
札幌市 札幌市清田区 道道大曲工業団地美しが丘線 美しが丘橋（下） 橋梁 修繕
札幌市 札幌市清田区 道道大曲工業団地美しが丘線 美しが丘橋（上） 橋梁 修繕
札幌市 点検計画

札幌市トンネル長寿命化修繕計画
札幌市 札幌市西区 市道小別沢線 小別沢トンネル トンネル 修繕
札幌市 札幌市南区 市道砥山豊平川沿線 八剣山トンネル トンネル 修繕
札幌市 札幌市南区 道道小樽定山渓線 烏帽子トンネル トンネル 修繕
札幌市 札幌市南区 道道小樽定山渓線 小天狗トンネル トンネル 修繕
札幌市 札幌市南区 道道小樽定山渓線 神威トンネル トンネル 修繕

札幌市道路附属物等長寿命化修繕計画
札幌市 札幌市厚別区 市道厚別東北郷線 もみじ台通アンダーパス 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市中央区 市道真駒内篠路線 創成トンネル（下） 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市中央区 市道真駒内篠路線 創成トンネル（上） 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市南区 市道真駒内石山線 石切山隧道 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市中央区 市道西15丁目線 伏見横断歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市西区 市道南19条宮の沢線 宮丘トンネル 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市南区 市道南の沢連絡線 南沢トンネル 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市白石区 市道白石神社通線 白石神社前横断歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市中央区 市道苗穂丘珠線 苗穂アンダーパス 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市西区 市道平福線 平福トンネル 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市北区 市道北大環状線 環状通エルムトンネル 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市厚別区 市道里塚･上野幌連絡線 上野幌アンダーパス 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市北区 道道花畔札幌線 篠路アンダーパス 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市西区 道道宮の沢北一条線 琴似歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市豊平区 道道札幌環状線 美園横断歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市南区 道道小樽定山渓線 高原覆道 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市南区 道道小樽定山渓線 白滝覆道 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市南区 道道小樽定山渓線 木挽覆道 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市清田区 道道真駒内御料札幌線 平岡横断歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市西区 道道西野真駒内清田線 手稲宮丘小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
札幌市 札幌市中央区 道道西野白石線 柏中学校前横断歩道橋 道路附属物等 修繕

函館市橋梁長寿命化修繕計画
函館市 函館市 市道亀田１号線 万年橋小学校跨線人道橋 橋梁 修繕
函館市 函館市 市道亀田本町２号線 五稜郭駅跨線人道橋 橋梁 修繕
函館市 函館市 市道港３－４号線 港１号橋 橋梁 修繕
函館市 函館市 市道高松古川線 豊倉橋 橋梁 修繕
函館市 函館市 市道西桔梗４３号線 西桔梗１号橋 橋梁 修繕
函館市 函館市 市道亀田７号線 第２万年橋跨線人道橋 橋梁 撤去
函館市 点検計画

函館市トンネル長寿命化修繕計画
函館市 函館市 市道浜町9号線 武井トンネル トンネル 修繕

小樽市橋梁長寿命化修繕計画
小樽市 小樽市 市道旭橋線 旭橋 橋梁 修繕
小樽市 小樽市 市道銭函山手線 銭函高架橋 橋梁 修繕
小樽市 小樽市 市道馬道線 上朝里橋 橋梁 修繕
小樽市 小樽市 市道二俣本通線 二俣橋 橋梁 更新
小樽市 点検計画

旭川市橋梁長寿命化修繕計画
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旭川市 旭川市 市道雨紛･上雨紛1号線 天竜橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道嵐山2号線 永見橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道上雨紛･神華1号線 神居第１１号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道１８号道路線 近文東鷹栖第９２号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道８条通５号線 中央第１１号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道旭西橋通線 旭西橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道雨紛新旭川通１号線 新成橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道雨紛新旭川通３号線 平成大橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道永山町１丁目４４号線 永山第８号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道花咲通線 花咲大橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道近文神居古潭自転車道路 江丹別第２２号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道功橋通線 功橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道寿橋道路線 寿橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道新開橋・西神楽南１５号道路線 神楽第１５号橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道神居古潭吊橋道路線 神居大橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道中央橋通線 中央橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道忠和４・５丁目道路線 栄光橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道東桜岡・日ノ出道路線 如月橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道米原道路６号線 弦月橋 橋梁 修繕
旭川市 旭川市 市道豊岡６条道路１号線 豊岡５号小俣橋 橋梁 修繕
旭川市 点検計画

旭川市道路附属物等長寿命化修繕計画
旭川市 旭川市 市道大正橋連絡道路線 啓明歩道橋 道路附属物等 修繕

室蘭市橋梁長寿命化修繕計画
室蘭市 点検計画

釧路市橋梁長寿命化修繕計画
釧路市 釧路市 市道鉄北幹線通２ 鳥取橋 橋梁 修繕

帯広市橋梁長寿命化修繕計画
帯広市 帯広市 市道以平５号・幸福２８号線 以平８号橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道岩内越路の沢線 紅葉橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道桜木１４号・大正１２号線 桜木橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道十勝川右岸西線 北２線橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道新町国道線 西１１条橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道西１９南３・１号線 広陽橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道太平・西９線線 新太平橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道大平・西７線・拓成線 ポロシリ大橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道中島・昭和線 大正橋（下） 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道南６線線 森の六線橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道南町・南９線西甲線 空港橋 橋梁 修繕
帯広市 帯広市 市道豊西・１７号線 豊洋橋 橋梁 修繕
帯広市 点検計画

北見市橋梁長寿命化修繕計画
北見市 北見市 市道ポンニコロ沢道路 さくら橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道学園通道路 学園橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道高栄通道路 高栄通跨線橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道西富町１１線道路 西富５線橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道南大通道路 小町川大橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道北上若松間道路 蘭国橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道留辺蘂町プトイサロマ沢線 武戸井橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道留辺蘂町瑞穂６３号線 金山橋 橋梁 修繕
北見市 北見市 市道留辺蘂町シケレベツ沢線 朝日橋 橋梁 更新
北見市 北見市 市道中ノ島公園道路 第２観月橋 橋梁 撤去
北見市 点検計画

夕張市橋梁長寿命化修繕計画
夕張市 夕張市 市道清水沢沼の沢線 清水沢橋 橋梁 更新
夕張市 点検計画

岩見沢市橋梁長寿命化修繕計画
岩見沢市 岩見沢市 市道２条線 ２条橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道栗沢１０線 １０線６号橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道栗沢１１線 １１線３号橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道種鶏場線 若鳥橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道春日志文町線 見晴し橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道西川町上幌向線 新川橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道赤川開拓中央線 囚人橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道南町西２１丁目線 南町１丁目橋 橋梁 修繕
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岩見沢市 岩見沢市 市道万字線 万字曙橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道利根別自然公園線 キジ橋 橋梁 修繕
岩見沢市 岩見沢市 市道２条線 新２条橋 橋梁 更新
岩見沢市 岩見沢市 市道栗丘２号線 栗丘幹線橋 橋梁 撤去
岩見沢市 点検計画

網走市橋梁長寿命化修繕計画
網走市 点検計画

留萌市橋梁長寿命化修繕計画
留萌市 留萌市 市道加藤の沢通り 真栄橋 橋梁 修繕
留萌市 留萌市 市道東幌糠４号通り 東幌橋 橋梁 修繕
留萌市 留萌市 市道美沢通り ポンルルモッペ２号橋 橋梁 修繕
留萌市 留萌市 市道礼受高台通り セタベツ橋 橋梁 修繕
留萌市 留萌市 市道礼受高台通り 礼受高台通り１号橋 橋梁 修繕
留萌市 点検計画

苫小牧市橋梁長寿命化修繕計画
苫小牧市 苫小牧市 市道錦岡南通 錦多峰橋 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道花園啓北２条線 啓北橋 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道錦多峰浄水場通 錦多峰１号橋 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道沼ノ端勇払線 拓勇橋 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道青葉２丁目自歩道 清豊歩道橋 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道大成大通 花園跨線橋（下） 橋梁 修繕
苫小牧市 苫小牧市 市道大成大通 花園跨線橋（上） 橋梁 修繕
苫小牧市 点検計画

稚内市橋梁長寿命化修繕計画
稚内市 稚内市 失胴増幌幹線 増幌七線橋 橋梁 修繕
稚内市 稚内市 市道樺岡草地幹線 若草大橋 橋梁 修繕
稚内市 点検計画

美唄市橋梁長寿命化修繕計画
美唄市 美唄市 市道沼の内西4号線 伊藤橋 橋梁 修繕
美唄市 美唄市 市道産化美唄線 憲徳橋 橋梁 更新
美唄市 美唄市 市道東5の3線 日東橋 橋梁 更新
美唄市 点検計画

芦別市橋梁長寿命化修繕計画
芦別市 芦別市 市道旭公園線 見返橋 橋梁 修繕
芦別市 芦別市 市道上芦別旭線 泰山橋 橋梁 修繕
芦別市 芦別市 市道上芦別西芦別線 啓南大橋 橋梁 修繕
芦別市 点検計画

江別市橋梁長寿命化修繕計画
江別市 江別市 市道７号幹線農道の２ ７号橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道江別太南３線道路の３ 渋川南３線橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道篠津２９線道路 蕨岱橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道篠津中島連絡道路 中島橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道早苗別道路 東野幌８号側道橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道大麻沢町２８号道路 大麻１６丁目跨線人道橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道美原３４線道路の２ ３４線１２号橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道美原３６線道路の１ ３６線橋 橋梁 修繕
江別市 江別市 市道兵村１１丁目通り １番通橋 橋梁 修繕

赤平市橋梁長寿命化修繕計画
赤平市 赤平市 市道左大谷沢線 左大谷沢１号橋 橋梁 修繕
赤平市 赤平市 市道左大谷沢線 左大谷沢３号橋 橋梁 修繕
赤平市 赤平市 市道左大谷沢線 左大谷沢４号橋 橋梁 修繕
赤平市 点検計画

紋別市橋梁長寿命化修繕計画
紋別市 紋別市 市道上古丹4号線 長生橋 橋梁 修繕
紋別市 紋別市 市道上古丹弥生線 緑光橋 橋梁 修繕
紋別市 紋別市 市道下立牛２線 立牛２線沢第３号橋 橋梁 修繕
紋別市 紋別市 市道上古丹４号線 中田橋 橋梁 修繕
紋別市 紋別市 市道南５号線 大山跨道橋 橋梁 修繕
紋別市 紋別市 市道南が丘第１２号線 大成橋 橋梁 修繕
紋別市 点検計画

士別市橋梁長寿命化修繕計画
士別市 士別市 市道川西上士別街道線 西雲橋 橋梁 修繕
士別市 士別市 市道仲奥線 薫風橋 橋梁 修繕
士別市 士別市 市道朝日天塩岳道路 清流橋 橋梁 修繕
士別市 点検計画
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名寄市橋梁長寿命化修繕計画
名寄市 名寄市 市道１８線 １８線橋 橋梁 修繕
名寄市 名寄市 市道共和線 共和橋 橋梁 修繕
名寄市 名寄市 市道大沢線 大沢橋 橋梁 修繕
名寄市 名寄市 市道智東開拓線 智東開拓２号橋 橋梁 修繕
名寄市 名寄市 市道風連跨線橋線 風連駅跨線橋 橋梁 修繕
名寄市 名寄市 市道弥生瑞穂線 八千代橋 橋梁 修繕
名寄市 点検計画

三笠市橋梁長寿命化修繕計画
三笠市 三笠市 市道７０号の沢線 ７０号沢橋 橋梁 修繕
三笠市 点検計画

根室市橋梁長寿命化修繕計画
根室市 根室市 市道サンコタン西１号線 豊里橋 橋梁 修繕
根室市 根室市 市道別当賀フレシマ線 フレシマ橋 橋梁 修繕

千歳市橋梁長寿命化修繕計画
千歳市 千歳市 市道０９－０１東１１号道路 社橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－０１東７号道路 清流橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－０１南７号道路 真栄橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道０９－１２南１５号道路 清雲橋 橋梁 修繕
千歳市 千歳市 市道南２５号道路 第３長都橋 橋梁 修繕
千歳市 点検計画

滝川市橋梁長寿命化修繕計画
滝川市 滝川市 市道江部乙町東１２０６号線 熊穴川第６号橋 橋梁 修繕
滝川市 滝川市 市道東１５丁目通り線 東藤橋 橋梁 修繕
滝川市 滝川市 市道東３線 第４江部乙橋 橋梁 修繕
滝川市 滝川市 市道南西３線 江栄橋 橋梁 修繕
滝川市 点検計画

砂川市橋梁長寿命化修繕計画
砂川市 砂川市 市道東１線 東豊沼橋 橋梁 修繕
砂川市 砂川市 市道南4号線 南4号橋 橋梁 修繕
砂川市 点検計画

歌志内市橋梁長寿命化修繕計画
歌志内市 歌志内市 市道共栄の沢線 共栄橋 橋梁 修繕
歌志内市 点検計画

深川市橋梁長寿命化修繕計画
深川市 深川市 市道ヌップ開拓支線 第１号橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道ヌップ開拓支線 第２号橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道一已６丁目線 柳川橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道沖１７号線 伊夜日子橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道音１０号線 音１０号橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道音４３号線 音江橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道音６号線 広里橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道公園通線 日の出橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道山８線 大鳳山８線橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道多度志上幌内線 第６屈狩橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道鷹泊三合沢線 三合沢線橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道内２０号線 神社沢橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道納内４丁目線 ４丁目第１北幹線橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道納内４丁目線 第２吉野橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道納内５丁目線 中央幹線橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道納内６丁目線 納内６丁目中央幹線橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道北一条線 第６吉野橋 橋梁 修繕
深川市 深川市 市道幌成ウッカ線 竜山橋 橋梁 修繕
深川市 点検計画

富良野市橋梁長寿命化修繕計画
富良野市 富良野市 市道山部西２号 村雨橋 橋梁 修繕
富良野市 富良野市 市道北２号線 北２号橋 橋梁 修繕
富良野市 富良野市 市道たちばな西線 槻巳橋 橋梁 更新
富良野市 富良野市 市道布札別富丘線 布札別橋 橋梁 更新
富良野市 点検計画

登別市橋梁長寿命化修繕計画
登別市 登別市 市道小平岸路線 小平岸橋（車） 橋梁 修繕
登別市 登別市 市道登別温泉中央通り 五色橋 橋梁 修繕
登別市 登別市 市道鷲別旧墓地路線 第三上鷲別橋 橋梁 修繕
登別市 点検計画
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登別市トンネル長寿命化修繕計画
登別市 登別市 市道登別港町通り線 フンベ山トンネル トンネル 修繕

恵庭市橋梁長寿命化修繕計画
恵庭市 恵庭市 市道南１５号線 南１５漁川橋 橋梁 修繕
恵庭市 恵庭市 市道南１６号島松線 南１６西３排水橋 橋梁 修繕
恵庭市 恵庭市 市道柏木戸磯通 有福橋 橋梁 修繕
恵庭市 点検計画

伊達市橋梁長寿命化修繕計画
伊達市 伊達市 市道黄金通り線 気仙４号橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道館永線 館永橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道松ヶ枝通り線 堺橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道杉並通り線 関内２号橋 橋梁 修繕
伊達市 伊達市 市道清住本線 清住橋 橋梁 修繕
伊達市 点検計画

北広島市橋梁長寿命化修繕計画
北広島市 北広島市 市道あゆみ通線 あゆみ橋 橋梁 修繕
北広島市 北広島市 市道西裏線 裏の澤橋 橋梁 修繕
北広島市 北広島市 市道中央通線 中央陸橋（下） 橋梁 修繕
北広島市 北広島市 市道中央通線 中央陸橋（上） 橋梁 修繕
北広島市 北広島市 市道南１２号線 南１２号橋 橋梁 修繕
北広島市 北広島市 市道北広島幹線緑道 泉陸橋 橋梁 修繕
北広島市 北広島市 市道北進通線 北進橋 橋梁 修繕
北広島市 点検計画

石狩市橋梁長寿命化修繕計画
石狩市 石狩市 市道ニュータウン１番通 無名橋１５ 橋梁 修繕
石狩市 石狩市 市道加賀の沢線 加賀の沢橋 橋梁 修繕
石狩市 石狩市 市道古潭川沿線 古潭二號橋 橋梁 修繕
石狩市 点検計画

北斗市橋梁長寿命化修繕計画
北斗市 北斗市 千代田一本木字界線 第６新川橋 橋梁 修繕
北斗市 北斗市 市道稲里第１３号線 第４稲里橋 橋梁 修繕
北斗市 北斗市 市道向野第４号線 小川橋 橋梁 修繕
北斗市 北斗市 市道当別２３号線 大当別歩道橋（歩） 橋梁 修繕
北斗市 北斗市 市道当別２７号線 萩立橋 橋梁 修繕
北斗市 北斗市 市道萩野第４号線 萩野橋 橋梁 修繕
北斗市 北斗市 市道矢不来１号線 矢不来台場跨道橋 橋梁 修繕

当別町橋梁長寿命化修繕計画
当別町 当別町 町道中央十九線 １９線橋 橋梁 修繕
当別町 点検計画

新篠津村橋梁長寿命化修繕計画
新篠津村 新篠津村 村道北４号線 篠津運河北４号橋 橋梁 修繕

松前町橋梁長寿命化修繕計画
松前町 松前町 町道公園連絡線 観桜橋 橋梁 修繕
松前町 松前町 町道公園連絡線 新唐津内沢橋 橋梁 修繕
松前町 松前町 町道白神線 富元橋 橋梁 更新

福島町橋梁長寿命化修繕計画
福島町 福島町 町道三岳団地５号線 熊野橋 橋梁 修繕
福島町 福島町 町道三岳桧倉線 折加内橋 橋梁 修繕
福島町 福島町 町道清水橋線 清水橋 橋梁 修繕
福島町 点検計画

知内町橋梁長寿命化修繕計画
知内町 知内町 町道前浜涌元線 股瀬第2号橋 橋梁 修繕
知内町 知内町 町道重内上雷線 向上雷橋 橋梁 修繕
知内町 知内町 町道元町中の川線 サンナス橋 橋梁 更新

木古内町橋梁長寿命化修繕計画
木古内町 点検計画

七飯町橋梁長寿命化修繕計画
七飯町 七飯町 町道大沼１２号線 軍川３号橋 橋梁 修繕
七飯町 七飯町 町道藤城３号線 藤城こ線橋 橋梁 修繕

鹿部町橋梁長寿命化修繕計画
鹿部町 点検計画

森町橋梁長寿命化修繕計画
森町 点検計画

八雲町橋梁長寿命化修繕計画
八雲町 八雲町 町道湯の沢線 音名川１号橋 橋梁 修繕
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八雲町 八雲町 町道関内原野線 １号橋（関内橋） 橋梁 修繕
八雲町 八雲町 町道関内原野線 はしごの沢橋 橋梁 修繕
八雲町 八雲町 町道上八雲幹線 上八雲１号橋 橋梁 修繕
八雲町 八雲町 町道川向３号線 川向橋 橋梁 修繕
八雲町 八雲町 町道泊川冷水線 冷水橋 橋梁 修繕
八雲町 八雲町 町道浜松３号線 浜松橋 橋梁 修繕
八雲町 八雲町 町道浜松７号線 向弓こ道橋 橋梁 修繕
八雲町 点検計画

長万部町橋梁長寿命化修繕計画
長万部町 長万部町 町道上長万部線 カマツオナイ橋 橋梁 修繕
長万部町 長万部町 町道静狩九号線 第９号農道橋 橋梁 修繕

江差町橋梁長寿命化修繕計画
江差町 江差町 町道陣屋椴川線 第３椴川橋 橋梁 更新
江差町 点検計画

上ノ国町橋梁長寿命化修繕計画
上ノ国町 上ノ国町 町道岡ノ沢線 岡ノ沢橋 橋梁 修繕
上ノ国町 上ノ国町 町道早川線 早川４号橋 橋梁 修繕
上ノ国町 上ノ国町 町道早川線 葉月橋 橋梁 修繕
上ノ国町 上ノ国町 町道寅ノ沢川沿線 二階沢橋 橋梁 修繕
上ノ国町 点検計画

厚沢部町橋梁長寿命化修繕計画
厚沢部町 厚沢部町 町道館鶉町線 西鶉橋 橋梁 修繕
厚沢部町 厚沢部町 町道鶉町共和線 共和橋 橋梁 修繕

乙部町橋梁長寿命化修繕計画
乙部町 乙部町 町道元和１号線 元和４号橋 橋梁 修繕

奥尻町橋梁長寿命化修繕計画
奥尻町 奥尻町 町道宮津海岸線 宮津橋 橋梁 修繕
奥尻町 点検計画

今金町橋梁長寿命化修繕計画
今金町 今金町 町道田代通線 田代橋 橋梁 修繕
今金町 点検計画

せたな町橋梁長寿命化修繕計画
せたな町 せたな町 町道山形線 若生橋 橋梁 修繕
せたな町 点検計画

島牧村橋梁長寿命化修繕計画
島牧村 島牧村 村道冷水通線 冷水橋 橋梁 更新

寿都町橋梁長寿命化修繕計画
寿都町 点検計画

黒松内町橋梁長寿命化修繕計画
黒松内町 黒松内町 町道東栄静狩線 東栄橋 橋梁 修繕
黒松内町 点検計画

蘭越町橋梁長寿命化修繕計画
蘭越町 蘭越町 町道大谷中三重の川左岸線 旧国道大谷橋 橋梁 修繕
蘭越町 蘭越町 町道名駒市街三和線 宝橋 橋梁 修繕
蘭越町 点検計画

ニセコ町橋梁長寿命化修繕計画
ニセコ町 ニセコ町 町道温泉藻岩連絡線 モイワ橋 橋梁 修繕
ニセコ町 ニセコ町 町道黒川旧国道 第１号橋 橋梁 修繕
ニセコ町 ニセコ町 町道三号線 林橋 橋梁 修繕
ニセコ町 ニセコ町 町道真狩川沿線 小川橋 橋梁 修繕
ニセコ町 点検計画

真狩村橋梁長寿命化修繕計画
真狩村 真狩村 村道富里落合新道線 １５号橋 橋梁 修繕
真狩村 点検計画

留寿都村橋梁長寿命化修繕計画
留寿都村 点検計画

喜茂別町橋梁長寿命化修繕計画
喜茂別町 喜茂別町 町道伏見中里線 知来別橋 橋梁 修繕
喜茂別町 点検計画

京極町橋梁長寿命化修繕計画
京極町 京極町 町道松川線 伊藤橋 橋梁 修繕
京極町 京極町 町道椴川２号線 井上橋 橋梁 修繕

倶知安町橋梁長寿命化修繕計画
倶知安町 倶知安町 町道西３号扶桑八幡線 八雲橋 橋梁 修繕
倶知安町 倶知安町 町道東３号豊岡線 東３号橋 橋梁 修繕
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倶知安町 倶知安町 町道北３条通 倶登山橋 橋梁 修繕
倶知安町 倶知安町 町道北９線高見線 北９線１号橋 橋梁 修繕
倶知安町 倶知安町 町道北９線高見線 北９線２号橋 橋梁 修繕
倶知安町 倶知安町 町道羊蹄大橋線 羊蹄大橋 橋梁 修繕

共和町橋梁長寿命化修繕計画
共和町 点検計画

岩内町橋梁長寿命化修繕計画
岩内町 点検計画

泊村橋梁長寿命化修繕計画
泊村 点検計画

神恵内村橋梁長寿命化修繕計画
神恵内村 点検計画

積丹町橋梁長寿命化修繕計画
積丹町 積丹町 町道栄町２号線 新美国橋 橋梁 修繕
積丹町 積丹町 町道野塚２号線 新栄橋 橋梁 修繕

古平町橋梁長寿命化修繕計画
古平町 古平町 町道歌棄稲荷沢線 稲荷橋 橋梁 修繕
古平町 古平町 町道中学校通線 冷水橋 橋梁 修繕
古平町 点検計画

仁木町橋梁長寿命化修繕計画
仁木町 仁木町 町道光明寺線 光明寺橋 橋梁 修繕
仁木町 仁木町 町道大江北線 稲穂橋 橋梁 修繕
仁木町 仁木町 町道大然別線 然橋 橋梁 修繕
仁木町 点検計画

余市町橋梁長寿命化修繕計画
余市町 余市町 町道黒川中通り線 万歳橋 橋梁 修繕
余市町 余市町 町道大川町南２線 旭橋 橋梁 修繕
余市町 点検計画

赤井川村橋梁長寿命化修繕計画
赤井川村 赤井川村 村道富田線 富田橋 橋梁 修繕
赤井川村 点検計画

南幌町橋梁長寿命化修繕計画
南幌町 南幌町 町道南１２線 第3西13号橋 橋梁 修繕
南幌町 南幌町 町道南１８線 鶴沼橋 橋梁 修繕
南幌町 点検計画

奈井江町橋梁長寿命化修繕計画
奈井江町 点検計画

上砂川町橋梁長寿命化修繕計画
上砂川町 上砂川町 町道緑ヶ丘支線 緑橋 橋梁 修繕

由仁町橋梁長寿命化修繕計画
由仁町 由仁町 町道八間線 山形５号橋 橋梁 修繕
由仁町 点検計画

長沼町橋梁長寿命化修繕計画
長沼町 長沼町 町道西４線 豊盛橋 橋梁 修繕
長沼町 長沼町 町道基線 基線南９号橋 橋梁 更新
長沼町 点検計画

栗山町橋梁長寿命化修繕計画
栗山町 栗山町 町道中央通り 中央橋 橋梁 修繕
栗山町 栗山町 町道南通り 南通り橋 橋梁 修繕
栗山町 点検計画

月形町橋梁長寿命化修繕計画
月形町 月形町 町道昭栄新栄線 北１７号橋 橋梁 修繕
月形町 月形町 町道新田線 １９号橋 橋梁 修繕
月形町 点検計画

浦臼町橋梁長寿命化修繕計画
浦臼町 浦臼町 町道中央線 浦臼内川橋 橋梁 修繕
浦臼町 浦臼町 町道中央線 千代久橋 橋梁 修繕
浦臼町 点検計画

新十津川町橋梁長寿命化修繕計画
新十津川町 新十津川町 町道恵水線 恵水橋 橋梁 修繕
新十津川町 点検計画

妹背牛町橋梁長寿命化修繕計画
妹背牛町 妹背牛町 町道小藤３線 小谷橋 橋梁 更新
妹背牛町 点検計画

秩父別町橋梁長寿命化修繕計画
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秩父別町 秩父別町 町道３丁目路線 ３０１号橋 橋梁 修繕
秩父別町 秩父別町 町道東山路線 ３号橋 橋梁 修繕
秩父別町 点検計画

雨竜町橋梁長寿命化修繕計画
雨竜町 雨竜町 町道専福寺脇線 宮下橋 橋梁 修繕
雨竜町 雨竜町 町道東１号線 洲本橋 橋梁 修繕
雨竜町 点検計画

北竜町橋梁長寿命化修繕計画
北竜町 北竜町 町道美葉牛４線 沼ノ沢川第二号橋 橋梁 修繕
北竜町 北竜町 町道美葉牛幹線 モリ川橋 橋梁 修繕
北竜町 北竜町 町道碧水口美葉牛線 碧水橋 橋梁 修繕
北竜町 北竜町 町道西川岩村線 みるか橋 橋梁 更新
北竜町 点検計画

沼田町橋梁長寿命化修繕計画
沼田町 沼田町 町道東予中央線 東栄橋 橋梁 修繕
沼田町 点検計画

鷹栖町橋梁長寿命化修繕計画
鷹栖町 鷹栖町 町道１６号 稔橋 橋梁 修繕
鷹栖町 鷹栖町 町道１６線 秋津橋 橋梁 修繕

東神楽町橋梁長寿命化修繕計画
東神楽町 点検計画

当麻町橋梁長寿命化修繕計画
当麻町 当麻町 町道２条道路の１線 ４号橋 橋梁 修繕
当麻町 当麻町 町道３番町道路 神水川橋 橋梁 修繕
当麻町 当麻町 町道石渡道路 石渡２号橋 橋梁 修繕
当麻町 点検計画

比布町橋梁長寿命化修繕計画
比布町 比布町 町道鉄道併行道路（乙線） 鉄道併行２号橋 橋梁 修繕
比布町 比布町 町道北４線道路 北４線跨道橋 橋梁 修繕
比布町 比布町 町道北嶺山道路（乙線） 北１線跨道橋 橋梁 修繕
比布町 点検計画

愛別町橋梁長寿命化修繕計画
愛別町 愛別町 町道協和パンケ道路 昭和橋 橋梁 修繕
愛別町 愛別町 町道中央１８線道路 愛山橋 橋梁 修繕
愛別町 愛別町 町道徳星開農１号道路 大黒橋 橋梁 修繕
愛別町 愛別町 町道伏古８線沢道路 岩音橋 橋梁 修繕
愛別町 点検計画

愛別町トンネル長寿命化修繕計画
愛別町 愛別町 町道本町当麻線 小春トンネル トンネル 修繕

上川町橋梁長寿命化修繕計画
上川町 上川町 町道越路中島線 金竜橋 橋梁 修繕
上川町 上川町 町道菊水９線 菊水９線１号橋 橋梁 修繕
上川町 上川町 町道高原温泉道路 エイコ橋 橋梁 修繕
上川町 上川町 町道清川陸万２号線 山見橋 橋梁 修繕
上川町 上川町 町道清川陸万２号線 双雲別橋 橋梁 修繕
上川町 点検計画

上川町道路附属物等長寿命化修繕計画
上川町 上川町 町道層雲峡流星銀河双瀑線 層雲峡覆道 道路附属物等 修繕

東川町橋梁長寿命化修繕計画
東川町 東川町 町道北６線道路 万年橋 橋梁 修繕
東川町 東川町 町道上岐登牛道路 萬二橋 橋梁 更新
東川町 東川町 町道勇駒別道路 勇駒別橋 橋梁 更新
東川町 点検計画

美瑛町橋梁長寿命化修繕計画
美瑛町 美瑛町 町道花園大町線 憩橋 橋梁 修繕
美瑛町 美瑛町 町道新区画藤野協成線 二号橋 橋梁 修繕
美瑛町 美瑛町 町道第２号幹線 四季の橋 橋梁 修繕
美瑛町 美瑛町 町道南沢林道線 双股橋 橋梁 修繕
美瑛町 美瑛町 町道白金美瑛線 協英橋 橋梁 修繕
美瑛町 美瑛町 町道美沢川向線 美聖橋 橋梁 修繕
美瑛町 点検計画

上富良野町橋梁長寿命化修繕計画
上富良野町 上富良野町 町道北２６号道路 北２６号橋 橋梁 修繕
上富良野町 上富良野町 町道北２７号西道路 若草橋分離橋車道 橋梁 修繕
上富良野町 上富良野町 町道北２７号西道路 北２７号橋分離橋車道 橋梁 修繕
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上富良野町 点検計画
中富良野町橋梁長寿命化修繕計画

中富良野町 中富良野町 町道渋毛牛日進線 鹿討橋 橋梁 修繕
中富良野町 中富良野町 町道北７号線 富良野川７号橋 橋梁 修繕
中富良野町 中富良野町 町道北８号線 ベベルイ８号橋 橋梁 修繕
中富良野町 点検計画

南富良野町橋梁長寿命化修繕計画
南富良野町 南富良野町 町道串内１号線 串内橋 橋梁 修繕
南富良野町 南富良野町 町道金山８号線 十梨別橋 橋梁 修繕
南富良野町 南富良野町 町道北落合第４号線 紅葉橋 橋梁 修繕
南富良野町 南富良野町 町道落合川向線 北落合橋 橋梁 修繕
南富良野町 南富良野町 町道落合川合牧場線 霞橋 橋梁 修繕
南富良野町 点検計画

占冠村橋梁長寿命化修繕計画
占冠村 点検計画

和寒町橋梁長寿命化修繕計画
和寒町 和寒町 町道１２線道路 栄代橋 橋梁 修繕
和寒町 和寒町 町道１２線道路 青雲橋 橋梁 修繕
和寒町 和寒町 町道８号道路 菊匂橋（道路橋） 橋梁 修繕
和寒町 点検計画

剣淵町橋梁長寿命化修繕計画
剣淵町 剣淵町 町道１線 公徳橋 橋梁 修繕
剣淵町 剣淵町 町道松井線 １線橋 橋梁 修繕

下川町橋梁長寿命化修繕計画
下川町 下川町 町道サンル御車線 御車橋 橋梁 修繕
下川町 下川町 町道上パンケ幹線 上パンケ橋 橋梁 修繕
下川町 点検計画

美深町橋梁長寿命化修繕計画
美深町 美深町 町道オテレコッペ右の沢道路 宝橋 橋梁 修繕
美深町 美深町 町道清水２５線道路 豊清橋 橋梁 修繕
美深町 美深町 町道清水クトンベツ道路 黒岩橋 橋梁 修繕
美深町 美深町 町道清水クトンベツ道路 常美橋 橋梁 修繕
美深町 美深町 町道清水東４号道路 清水橋 橋梁 修繕
美深町 美深町 町道東５号道路 豊昭橋 橋梁 修繕
美深町 点検計画

音威子府村橋梁長寿命化修繕計画
音威子府村 音威子府村 村道中島公園線 中島橋 橋梁 修繕
音威子府村 音威子府村 村道西岡土屋線 滝の上橋 橋梁 更新
音威子府村 点検計画

中川町橋梁長寿命化修繕計画
中川町 中川町 町道トヨビラ線 トヨビラ橋 橋梁 修繕
中川町 中川町 町道中川北大線 北大１号橋 橋梁 修繕
中川町 点検計画

幌加内町橋梁長寿命化修繕計画
幌加内町 幌加内町 町道添牛内二十一線 はんざわ橋 橋梁 修繕
幌加内町 幌加内町 町道東四線 新成生二号橋 橋梁 修繕
幌加内町 幌加内町 町道母子里北二号線 松本橋 橋梁 修繕
幌加内町 点検計画

増毛町橋梁長寿命化修繕計画
増毛町 増毛町 町道古茶内道路線 本小樽間内橋 橋梁 修繕
増毛町 増毛町 町道山の神１号線 ポン暑寒橋 橋梁 修繕
増毛町 増毛町 町道朱文別道路線 早苗橋 橋梁 修繕
増毛町 点検計画

小平町橋梁長寿命化修繕計画
小平町 小平町 町道沖内左岸線 沖内橋 橋梁 修繕
小平町 小平町 町道港町一号線 港橋 橋梁 修繕
小平町 小平町 町道豊岡線 枝沢橋 橋梁 修繕
小平町 点検計画

苫前町橋梁長寿命化修繕計画
苫前町 苫前町 町道三渓川南線 佐武橋 橋梁 修繕
苫前町 苫前町 町道三渓滝下線 清泉橋 橋梁 修繕
苫前町 苫前町 町道小川１号線 小川橋 橋梁 修繕
苫前町 苫前町 町道南香川上平線 宮島橋 橋梁 修繕
苫前町 点検計画

羽幌町橋梁長寿命化修繕計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

羽幌町 羽幌町 町道羽幌原野２線甲 望潮橋 橋梁 修繕
羽幌町 羽幌町 町道二股ダム連絡線 熊見橋 橋梁 修繕
羽幌町 点検計画

初山別村橋梁長寿命化修繕計画
初山別村 初山別村 村道共成明里間線 大高橋 橋梁 修繕
初山別村 初山別村 村道明里二股２号線 中峰橋 橋梁 修繕
初山別村 点検計画

遠別町橋梁長寿命化修繕計画
遠別町 遠別町 町道２４号線 新川橋 橋梁 修繕
遠別町 遠別町 町道歌越原野甲線 基線２号橋 橋梁 修繕
遠別町 遠別町 町道清川原野甲線 清水橋 橋梁 修繕
遠別町 遠別町 町道富士見旭線 緑豊橋 橋梁 修繕
遠別町 点検計画

天塩町橋梁長寿命化修繕計画
天塩町 天塩町 町道円山線 栄農橋 橋梁 修繕
天塩町 天塩町 町道更岸３線 拓地橋 橋梁 修繕
天塩町 天塩町 町道東１条通線 六志内橋 橋梁 修繕
天塩町 天塩町 町道雄信内２２号橋 ２２号橋 橋梁 修繕
天塩町 天塩町 町道更岸５線 １４号橋 橋梁 更新
天塩町 点検計画

猿払村橋梁長寿命化修繕計画
猿払村 猿払村 村道狩別線 黒百合橋 橋梁 修繕
猿払村 点検計画

浜頓別町橋梁長寿命化修繕計画
浜頓別町 浜頓別町 町道宇津内原野線 照陽橋 橋梁 修繕
浜頓別町 浜頓別町 町道下頓別宇曽丹線 黄金橋 橋梁 修繕
浜頓別町 浜頓別町 町道戸出１号線 第２戸出橋 橋梁 修繕
浜頓別町 点検計画

中頓別町橋梁長寿命化修繕計画
中頓別町 中頓別町 町道川向敏音知線 郡橋 橋梁 修繕
中頓別町 中頓別町 町道兵安中の川線 清水橋 橋梁 修繕
中頓別町 点検計画

枝幸町橋梁長寿命化修繕計画
枝幸町 枝幸町 町道大曲幹線 渓流橋 橋梁 修繕
枝幸町 枝幸町 町道貯木場線 歌登大橋（車） 橋梁 修繕
枝幸町 枝幸町 町道風烈布５号線 渓清橋 橋梁 修繕
枝幸町 点検計画

豊富町橋梁長寿命化修繕計画
豊富町 豊富町 町道落合農道線 瑞穂橋 橋梁 修繕
豊富町 豊富町 町道東豊富線 伊藤橋 橋梁 更新
豊富町 点検計画

礼文町橋梁長寿命化修繕計画
礼文町 点検計画

利尻町橋梁長寿命化修繕計画
利尻町 点検計画

利尻富士町橋梁長寿命化修繕計画
利尻富士町 点検計画

幌延町橋梁長寿命化修繕計画
幌延町 幌延町 町道５条線 五条橋 橋梁 修繕
幌延町 幌延町 町道下沼６号線 白扇橋 橋梁 修繕
幌延町 幌延町 町道下沼草原線 開原橋 橋梁 修繕
幌延町 幌延町 町道開進６号線 新川橋 橋梁 修繕
幌延町 幌延町 町道中問寒糠南線 留目橋 橋梁 修繕
幌延町 点検計画

美幌町橋梁長寿命化修繕計画
美幌町 美幌町 町道第１２０号道路 稲美旭橋 橋梁 修繕
美幌町 美幌町 町道第３０号道路 稲美橋 橋梁 修繕
美幌町 点検計画

津別町橋梁長寿命化修繕計画
津別町 津別町 町道１０３号線 緑栄橋 橋梁 修繕
津別町 津別町 町道２０２号線 湧泉橋 橋梁 修繕
津別町 津別町 町道２５１号線 美開橋 橋梁 修繕
津別町 津別町 町道２５９号線 永盛橋 橋梁 修繕
津別町 津別町 町道３０１号線 みとせ橋 橋梁 修繕
津別町 津別町 町道３５０号線 永代橋 橋梁 修繕
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津別町 点検計画
斜里町橋梁長寿命化修繕計画

斜里町 斜里町 町道以久科富士道路 以久科橋 橋梁 修繕
斜里町 点検計画

清里町橋梁長寿命化修繕計画
清里町 清里町 町道１２号道路 １２号橋 橋梁 修繕
清里町 清里町 町道２１号道路 江鳶橋 橋梁 修繕
清里町 清里町 町道２１号道路 山女橋 橋梁 修繕
清里町 清里町 町道２１号道路 南出橋 橋梁 修繕
清里町 清里町 町道４線道路 上斜里橋 橋梁 修繕
清里町 清里町 町道７号道路 西５線橋 橋梁 修繕
清里町 清里町 町道江南３線道路 ３線橋 橋梁 修繕
清里町 点検計画

小清水町橋梁長寿命化修繕計画
小清水町 小清水町 町道下水処理場道路 美和橋（営林署歩道橋） 橋梁 修繕
小清水町 小清水町 町道南１号基幹道路 南１号橋 橋梁 修繕
小清水町 点検計画

訓子府町橋梁長寿命化修繕計画
訓子府町 訓子府町 町道西１７号線 西１７号橋 橋梁 修繕
訓子府町 訓子府町 町道西２１号線 稲穂橋 橋梁 修繕
訓子府町 訓子府町 町道西３１号線 中央橋 橋梁 修繕
訓子府町 点検計画

置戸町橋梁長寿命化修繕計画
置戸町 置戸町 町道勝山常元線 日の出橋 橋梁 修繕
置戸町 点検計画

佐呂間町橋梁長寿命化修繕計画
佐呂間町 佐呂間町 武士39号道路 松尾橋 橋梁 修繕
佐呂間町 佐呂間町 町道大成９線 啓生牧野橋 橋梁 修繕
佐呂間町 点検計画

遠軽町橋梁長寿命化修繕計画
遠軽町 遠軽町 町道豊里若松間道路 清川大橋 橋梁 修繕
遠軽町 遠軽町 町道瀬戸瀬湯の里間道路 瀬戸瀬跨道橋 橋梁 修繕
遠軽町 遠軽町 町道テレビ中継所線 見晴台跨道橋 橋梁 修繕
遠軽町 遠軽町 町道清川４２号道路 第２号橋 橋梁 修繕
遠軽町 遠軽町 町道生田原八重線 泰野橋 橋梁 修繕
遠軽町 遠軽町 町道生田原八重線 豊岡橋 橋梁 修繕
遠軽町 遠軽町 町道南丸川向第１号線 南丸跨道橋 橋梁 修繕
遠軽町 点検計画

湧別町橋梁長寿命化修繕計画
湧別町 湧別町 町道支流の沢道路 熊の子橋 橋梁 修繕
湧別町 湧別町 町道東３号線道路 ３号橋 橋梁 修繕
湧別町 湧別町 町道東６号線道路 東６号橋 橋梁 修繕
湧別町 湧別町 町道東芭露若佐間道路 佐々木橋 橋梁 修繕
湧別町 点検計画

滝上町橋梁長寿命化修繕計画
滝上町 滝上町 町道オシラネップ川向線 第四号橋 橋梁 修繕
滝上町 滝上町 町道サクルー南線 幸南橋 橋梁 修繕
滝上町 滝上町 町道一区二区線 拾線橋 橋梁 修繕
滝上町 滝上町 町道大正滝下線 大滝橋 橋梁 修繕
滝上町 点検計画

興部町橋梁長寿命化修繕計画
興部町 興部町 町道東中央道路 興栄橋 橋梁 修繕
興部町 興部町 町道豊畑２号道路 豊畑２号橋 橋梁 更新
興部町 点検計画

西興部村橋梁長寿命化修繕計画
西興部村 西興部村 村道いこいの森公園線 いこいの森公園橋 橋梁 修繕
西興部村 西興部村 村道奥興部２４線道路 森合橋 橋梁 修繕
西興部村 西興部村 村道西興部忍路子線 紅葉橋 橋梁 修繕

雄武町橋梁長寿命化修繕計画
雄武町 雄武町 町道共栄線 豊年橋 橋梁 修繕
雄武町 雄武町 町道東浜線 大川橋 橋梁 修繕
雄武町 点検計画

大空町橋梁長寿命化修繕計画
大空町 大空町 町道広栄１６８号線 広栄２号橋 橋梁 修繕
大空町 大空町 町道豊里中央線 豊郷橋 橋梁 修繕
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大空町 大空町 町道末広東洋１６６号線 広栄橋 橋梁 修繕
大空町 点検計画

豊浦町橋梁長寿命化修繕計画
豊浦町 豊浦町 町道大和下田線 下田橋 橋梁 修繕
豊浦町 点検計画

白老町橋梁長寿命化修繕計画
白老町 白老町 二股線 二股２号橋 橋梁 修繕
白老町 点検計画

洞爺湖町橋梁長寿命化修繕計画
洞爺湖町 洞爺湖町 町道湖畔通り線 夕月橋 橋梁 修繕
洞爺湖町 洞爺湖町 町道洞爺湖温泉大通り線 湯元橋 橋梁 修繕
洞爺湖町 点検計画

安平町橋梁長寿命化修繕計画
安平町 点検計画

むかわ町橋梁長寿命化修繕計画
むかわ町 むかわ町 町道旭岡２線 旭岡１号橋 橋梁 修繕
むかわ町 むかわ町 町道稲里西線 中穂別橋 橋梁 撤去
むかわ町 点検計画

日高町橋梁長寿命化修繕計画
日高町 日高町 町道市内６号線 新川５号橋 橋梁 修繕
日高町 日高町 町道ペンケウシャップ川沿線 ペンケ５号橋 橋梁 修繕
日高町 日高町 町道岩内川向線 黄金橋 橋梁 修繕
日高町 日高町 町道豊郷３号線 川越橋 橋梁 修繕
日高町 点検計画

平取町橋梁長寿命化修繕計画
平取町 平取町 町道豊糠岩内線 岩内橋 橋梁 修繕
平取町 平取町 町道小平亜別線 亜別４号橋 橋梁 修繕
平取町 平取町 町道小平亜別線 亜別５号橋 橋梁 修繕
平取町 平取町 町道総主別旭線 総主別１号橋 橋梁 修繕
平取町 平取町 町道総主別旭線 総主別２号橋 橋梁 修繕
平取町 平取町 町道総主別旭線 総主別３号橋 橋梁 修繕
平取町 平取町 町道二風谷ファミリーランド線 公園橋 橋梁 修繕
平取町 点検計画

新冠町橋梁長寿命化修繕計画
新冠町 新冠町 町道節婦市街地線 節婦小橋（車） 橋梁 修繕
新冠町 新冠町 町道大節婦線 中野橋 橋梁 修繕
新冠町 新冠町 町道東泊津新冠線 東泊津１号橋 橋梁 修繕
新冠町 新冠町 町道里平新和線 営林橋 橋梁 修繕
新冠町 新冠町 町道美宇若園線 豊年橋 橋梁 更新
新冠町 点検計画

浦河町橋梁長寿命化修繕計画
浦河町 浦河町 町道絵笛瑞穂線 昭栄橋 橋梁 修繕
浦河町 浦河町 町道杵臼オロマップ線 オロマップ小橋 橋梁 修繕
浦河町 浦河町 町道浜荻伏西１号線 浜荻伏橋 橋梁 修繕
浦河町 浦河町 町道野深ナイ沢線 上野深橋 橋梁 修繕
浦河町 点検計画

様似町橋梁長寿命化修繕計画
様似町 様似町 町道錦栄線 錦橋 橋梁 修繕
様似町 様似町 町道大泉線 おぴら橋 橋梁 修繕
様似町 点検計画

えりも町橋梁長寿命化修繕計画
えりも町 えりも町 町道下笛舞海岸線 下笛舞１号橋 橋梁 修繕
えりも町 点検計画

えりも町道路附属物等長寿命化修繕計画
えりも町 えりも町 町道咲梅1号線 咲梅覆道 道路附属物等 修繕

新ひだか町橋梁長寿命化修繕計画
新ひだか町 新ひだか町 町道川上清瀬線 通学橋 橋梁 修繕
新ひだか町 新ひだか町 町道美野和大沢線 美野和１２号橋 橋梁 修繕
新ひだか町 新ひだか町 町道豊畑入船線 入船橋 橋梁 修繕
新ひだか町 点検計画

音更町橋梁長寿命化修繕計画
音更町 音更町 町道駒場東音更幹線 駒場橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道東音更７号 開拓橋 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道南西中音更東２号 友進橋（２０４） 橋梁 修繕
音更町 音更町 町道南西中音更東７号 界南橋 橋梁 修繕
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音更町 点検計画
士幌町橋梁長寿命化修繕計画

士幌町 士幌町 町道士幌２３号西線 佐倉１号橋 橋梁 修繕
士幌町 士幌町 町道士幌東１１線 新盛２号橋 橋梁 修繕
士幌町 士幌町 町道士幌東５線 西佐倉橋 橋梁 修繕
士幌町 士幌町 町道川西３９号線 日進橋 橋梁 修繕
士幌町 点検計画

上士幌町橋梁長寿命化修繕計画
上士幌町 上士幌町 町道居辺５０号 清進６号橋 橋梁 修繕
上士幌町 上士幌町 町道居辺原野線 若葉５号橋 橋梁 修繕
上士幌町 上士幌町 町道居辺東１４線 清進５号橋 橋梁 修繕
上士幌町 上士幌町 町道大規模草地循環線 牧場橋 橋梁 修繕
上士幌町 点検計画

鹿追町橋梁長寿命化修繕計画
鹿追町 鹿追町 町道下鹿追美蔓線 クテクウシ橋 橋梁 撤去
鹿追町 点検計画

新得町橋梁長寿命化修繕計画
新得町 新得町 ニペソツ線 豊樹橋 橋梁 修繕
新得町 新得町 町道佐幌基線 協和橋 橋梁 修繕
新得町 新得町 町道新得西３線 パンケシントク橋 橋梁 修繕
新得町 点検計画

新得町道路附属物等長寿命化修繕計画
新得町 新得町 町道南2丁目 南２丁目ガード 道路附属物等 修繕

清水町橋梁長寿命化修繕計画
清水町 清水町 町道旭山南１４線道路 里宮橋 橋梁 修繕
清水町 清水町 町道西十勝道路 共栄橋 橋梁 修繕
清水町 点検計画

芽室町橋梁長寿命化修繕計画
芽室町 芽室町 町道河北西十九号線 芽室大橋 橋梁 修繕
芽室町 芽室町 町道東雄馬別線 雄馬別橋 橋梁 修繕
芽室町 芽室町 町道美蔓北明線 寺尾橋 橋梁 修繕
芽室町 点検計画

中札内村橋梁長寿命化修繕計画
中札内村 中札内村 元更別2号道路 元更別2号橋 橋梁 修繕
中札内村 点検計画

更別村橋梁長寿命化修繕計画
更別村 点検計画

大樹町橋梁長寿命化修繕計画
大樹町 大樹町 町道中島線 中島新橋 橋梁 修繕
大樹町 点検計画

広尾町橋梁長寿命化修繕計画
広尾町 点検計画

幕別町橋梁長寿命化修繕計画
幕別町 幕別町 町道茂発谷線 茂発谷橋 橋梁 修繕
幕別町 点検計画

池田町橋梁長寿命化修繕計画
池田町 池田町 町道十日川沿線 松岡橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道西２条６丁目仲通 寿橋 橋梁 修繕
池田町 点検計画

豊頃町橋梁長寿命化修繕計画
豊頃町 豊頃町 町道二宮第二幹線 記念橋 橋梁 修繕
豊頃町 点検計画

本別町橋梁長寿命化修繕計画
本別町 本別町 町道フラツナイ奥仙美里間道路 仙林橋 橋梁 修繕
本別町 本別町 町道愛のかけ橋通り 愛のかけ橋 橋梁 修繕
本別町 本別町 町道押帯池田間道路 帯栄橋 橋梁 修繕
本別町 本別町 町道共栄緑町線通り 坂下橋 橋梁 修繕
本別町 本別町 町道美蘭別活込横断道路 紅葉橋 橋梁 修繕
本別町 本別町 町道モップ沢道路 水道橋 橋梁 更新
本別町 点検計画

足寄町橋梁長寿命化修繕計画
足寄町 足寄町 町道旭丘喜登牛線 糠南大橋 橋梁 修繕
足寄町 足寄町 町道稲牛拓進線 ポン沢橋 橋梁 修繕
足寄町 足寄町 町道稲牛拓進線 一の沢橋 橋梁 修繕
足寄町 足寄町 町道稲牛拓進線 秋田橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

足寄町 足寄町 町道足寄白糠２号線 つつじ橋 橋梁 修繕
足寄町 点検計画

陸別町橋梁長寿命化修繕計画
陸別町 陸別町 町道下陸別連絡線 下陸別橋 橋梁 修繕
陸別町 陸別町 町道薫別伏古丹連絡線 桂庵橋 橋梁 修繕
陸別町 陸別町 町道東１条２丁目通り 通学橋 橋梁 修繕
陸別町 点検計画

浦幌町橋梁長寿命化修繕計画
浦幌町 浦幌町 町道円山川向線 柳橋 橋梁 修繕
浦幌町 浦幌町 町道円山線 錦橋 橋梁 修繕
浦幌町 浦幌町 町道貴老路神社線 貴老路大橋 橋梁 修繕
浦幌町 浦幌町 町道常豊線 常豊大橋 橋梁 修繕
浦幌町 浦幌町 町道帯富線 立花橋 橋梁 修繕
浦幌町 浦幌町 町道北３号通 北３号橋 橋梁 修繕
浦幌町 浦幌町 町道養老街道 宇津内橋 橋梁 修繕
浦幌町 点検計画

釧路町橋梁長寿命化修繕計画
釧路町 釧路町 町道天寧１号線 河野橋 橋梁 修繕
釧路町 釧路町 町道別保双河辺線 鶯橋 橋梁 修繕
釧路町 点検計画

厚岸町橋梁長寿命化修繕計画
厚岸町 厚岸町 町道松葉町通り 湾月橋 橋梁 修繕
厚岸町 点検計画

浜中町橋梁長寿命化修繕計画
浜中町 浜中町 町道姉別第３・１号道路 去来橋 橋梁 修繕
浜中町 浜中町 町道北８号道路 狭霧橋 橋梁 修繕
浜中町 点検計画

標茶町橋梁長寿命化修繕計画
標茶町 標茶町 町道御卒別原野線 厚生橋 橋梁 修繕
標茶町 標茶町 町道多和京大線 多和橋 橋梁 修繕
標茶町 点検計画

弟子屈町橋梁長寿命化修繕計画
弟子屈町 弟子屈町 町道下仁多南弟子屈線 下仁多橋 橋梁 修繕
弟子屈町 弟子屈町 町道川湯敷島緑線 緑２号橋 橋梁 修繕
弟子屈町 点検計画

鶴居村橋梁長寿命化修繕計画
鶴居村 鶴居村 村道中雪裡下雪裡線 本流橋 橋梁 修繕
鶴居村 鶴居村 村道中幌呂西１号線 ６号支線道路橋 橋梁 修繕
鶴居村 点検計画

白糠町橋梁長寿命化修繕計画
白糠町 白糠町 町道駒越大平線 恋隠橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道庶路幹線２ 里の橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道上庶路本流線 久遠橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道上川西右線 協和橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道中央幹線 駒越大橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道南大曲１号線 千国橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道馬主来大秋線 界橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道馬主来大秋線 古瀬跨線橋 橋梁 修繕
白糠町 白糠町 町道縫別川沿線 開栄橋 橋梁 修繕
白糠町 点検計画

別海町橋梁長寿命化修繕計画
別海町 別海町 町道根室中部３５号幹線 北春橋 橋梁 修繕
別海町 別海町 町道上風連香川線 第1香川橋 橋梁 修繕
別海町 別海町 町道西春別南９号線 新富橋 橋梁 修繕
別海町 別海町 町道中西別高丘線 高丘橋 橋梁 修繕
別海町 点検計画

中標津町橋梁長寿命化修繕計画
中標津町 中標津町 町道３９線道路 荒川１号橋 橋梁 修繕
中標津町 中標津町 町道３９線道路 荒川２号橋 橋梁 修繕
中標津町 中標津町 町道４１線道路 広栄橋 橋梁 修繕
中標津町 中標津町 町道東１９条通り 東橋 橋梁 修繕
中標津町 中標津町 町道東開陽２２線道路 青雲橋 橋梁 修繕
中標津町 点検計画

標津町橋梁長寿命化修繕計画
標津町 標津町 町道川北東２号 東橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
北海道

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

標津町 標津町 町道標津川沿１号線 川沿１号橋 橋梁 修繕
標津町 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　 　 管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：北海道 単位：百万円

緑豊かな自然を生かした観光と資源を活用するための交通ネットワークの整備計画 乙部町 40

「文化×にぎわい」による循環型産業育成事業 東川町 187

　小　計 227

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



北 海 道

水管理・国土保全局



令和４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 21,069　

江別
え べつ

市
し

、新篠津村
しんしのつむら

、美唄
びばい

市
し

、新十津川
し ん と つ か わ

町
ちょう

、札幌
さっぽろ

市
し

、

岩見沢
いわみざわ

市
し

、南富良野
みなみふらの

町
ちょう

、長沼町
ながぬまちょう

、南幌町
なんぽろちょう

、北広島
きたひろしま

市
し

、

恵庭
え にわ

市
し

、千歳
ち と せ

市
し

石狩川 石狩川上流 一般河川改修事業 2,333　 旭川市
あさひかわし

尻別川 尻別川 一般河川改修事業 405　 蘭越
らんこし

町
ちょう

後志利別川 後志利別川 一般河川改修事業 296　 せたな町
ちょう

、今金町
いまかねちょう

鵡川 鵡川 一般河川改修事業 339　 むかわ町
ちょう

沙流川 沙流川 一般河川改修事業 764　 平取町
びらとりちょう

十勝川 十勝川 一般河川改修事業 4,405　
帯広
おびひろ

市
し

、豊頃町
とよころちょう

、浦幌町
うらほろちょう

、幕別町
まくべつちょう

、池田町
いけだちょう

、本別町
ほんべつちょう

、

音更町
おとふけちょう

、中
なか

札
さつ

内
ない

村
むら

釧路川 釧路川 一般河川改修事業 626　 標茶町
しべちゃちょう

、弟子
て し

屈町
かがちょう

網走川 網走川 一般河川改修事業 460　 大空町
おおぞらちょう

常呂川 常呂川 一般河川改修事業 1,046　 北見
き た み

市
し

湧別川 湧別川 一般河川改修事業 240　 遠軽町
えんがるちょう

渚滑川 渚滑川 一般河川改修事業 300　 紋別
もんべつ

市
し

天塩川 天塩川下流 一般河川改修事業 709　 天塩
て し お

町
ちょう

天塩川 天塩川上流 一般河川改修事業 1,435　 音威子府
お と い ね っ ぷ

村
むら

、美深
びふか

町
ちょう

、名寄
な よ ろ

市
し

、下川町
しもかわちょう

留萌川 留萌川 一般河川改修事業 497　 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 988　 札幌市
さ っ ぽ ろ し

白石区
し ろ い し く

、滝川市
たきかわし

、深川市
ふかがわし

、月形町
つきがたちょう

十勝川 十勝川 河川工作物関連応急対策事業 447　 豊頃町
とよころちょう

、浦幌町
うらほろちょう

天塩川 天塩川上流 河川工作物関連応急対策事業 10　 名寄市
な よ ろ し



令和４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 総合水系環境整備事業 206　 南幌町
なんぽろちょう

、砂川市
すながわし

、恵庭市
えにわし

沙流川 総合水系環境整備事業 77　 平取町
びらとりちょう

十勝川 総合水系環境整備事業 32　 帯広市
おびひろし

、幕別町
まくべつちょう

釧路川 総合水系環境整備事業 230　 標茶町
しべちゃちょう

、鶴居村
つるいむら

網走川 総合水系環境整備事業 47　 網走市
あばしりし

天塩川 総合水系環境整備事業 193　 名寄市
なよろし

、天塩町
てしおちょう

、下川町
しもかわちょう



令和４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

天塩川 剣淵川 大規模特定河川事業 405　 和寒町
わっさむちょう

石狩川 月寒川 大規模特定河川事業 510　 札幌市
さ っ ぽ ろ し

石狩川 利根別川 大規模特定河川事業 969　 岩見沢市
い わ み ざ わ し

石狩川 富良野川 大規模特定河川事業 510　 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 327　 富良野市
ふ ら の し

石狩川 ポントネ川 大規模特定河川事業 456　 岩見沢市
い わ み ざ わ し

石狩川 倉沼川 大規模特定河川事業 600　 旭川市
あさひかわし

、東川町
ひがしかわちょう

十勝川 利別川 大規模特定河川事業 42　 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 699　 帯広市
おびひろし

十勝川 ピウカ川 大規模特定河川事業 291　 芽室町
めむろちょう

釧路川 釧路川 大規模特定河川事業 414　 釧路市
く し ろ し

、釧路
く し ろ

町
ちょう

釧路川 別保川 大規模特定河川事業 270　 釧路市
く し ろ し

、釧路
く し ろ

町
ちょう

常呂川 無加川 大規模特定河川事業 360　 北見市
き た み し

佐呂間別川 芭露川 大規模特定河川事業 320　 湧別町
ゆうべつちょう

斜里川 斜里川 大規模特定河川事業 500　 斜里町
しゃりちょう

斜里川 秋の川 大規模特定河川事業 160　 斜里町
しゃりちょう

厚真川 厚真川 大規模特定河川事業 500　 厚真町
あつまちょう

安平川 安平川 大規模特定河川事業 100　 安平町
あびらちょう

安平川 安平川（下流） 大規模特定河川事業 820　 苫小牧市
と ま こ ま い し

チマイベツ川 チマイベツ川 大規模特定河川事業 40　 室蘭市
むろらんし

、伊達市
だ て し



令和４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

松倉川 湯の川 大規模特定河川事業 200　 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

厚沢部川 厚沢部川 大規模特定河川事業 880　 厚沢部町
あっさぶちょう

中の川 中の川 大規模特定河川事業 480　 知内町
しりうちちょう

堀株川 堀株川 大規模特定河川事業 600　 共和町
きょうわちょう

古丹別川 古丹別川 大規模特定河川事業 260　 苫前町
とままえちょう

石狩川　外 早苗別川　外 河川メンテナンス事業 1,443　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

江別市
え べ つ し

石狩川 早苗別川 早苗別川分流堰

秩父別町
ちっぷべつちょう

石狩川 境川 秩父別境川排水機場

稚内市
わっかないし

声問川 声問川 大沼水門

新
しん

ひだか町
ちょう

静内川 静内川 古川排水機場

苫小牧市
と ま こ ま い し

安平川 勇払川 ウトナイ堰

北斗市
ほ く と し

大野川 大野川 大野川外救急内水対策施設

余市
よ い ち

町
ちょう

余市川 余市川 旧登川排水機場

余市
よ い ち

町
ちょう

余市川 余市川 山田川小規模排水機場

余市
よ い ち

町
ちょう

余市川 余市川 余市橋樋門小規模排水機場

札幌市
さ っ ぽ ろ し

新川 中の川 ワラビ川排水機場

札幌市
さ っ ぽ ろ し

新川 中の川 旧中の川排水機場

札幌市
さ っ ぽ ろ し

新川 中の川 富丘川排水機場

札幌市
さ っ ぽ ろ し

新川 中の川 西宮の沢川排水機場

島牧
しままき

村
むら

床丹川 床丹川 床丹川防潮水門

特定構造物更新事業

北海道



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

島牧
しままき

村
むら

ホンベツ川 ホンベツ川 ホンベツ川防潮水門

島牧
しままき

村
むら

歌島川 歌島川 歌島川防潮水門
北海道



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

名
な

寄
よろ

市
し

、美
び

深
ふか

町
ちょう

、

音威子府村
おといねっぷむら

天塩川 有利里川　外 有利里川第２排水樋門　等

岩見沢市
い わ み ざ わ し

、

美
び

唄
ばい

市
し

、滝川市
たきかわし

、

長沼町
ながぬまちょう

、北竜町
ほくりゅうちょう

石狩川（下流） 厚別川　外 水野排水樋管　等

旭川市
あさひかわし

、

富良野市
ふ ら の し

、

当麻町
とうまちょう

、美瑛町
びえいちょう

、

上富良野町
かみふらのち ょ う

、

中富良野町
なかふ らの ち ょ う

石狩川（上流） ウッペツ川　外 近文排水樋管　等

ニセコ町
ちょう

、

京極町
きょうごくちょう

、

倶知安町
くっちゃんちょう

尻別川 尻別川　外 黒川地先排水樋管　等

網走市
あばし り し

、美帆
び ほ ろ

町
ちょう

、

大空町
おおぞらちょう

網走川 女満別川　外 田上樋門　等

北見市
き た み し

常呂川 訓子府川　外 美濃島樋門　等

応急対策事業

北海道



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

浜頓別町
はまとんべつちょう

頓別川 頓別川　外 八号の沢樋門　等

枝幸町
えさしちょう

北見幌別川 北見幌別川　外 桧垣団地一号樋門　等

佐呂間町
さ ろ ま ち ょ う

佐呂間別川 佐呂間別川　外 ２９号線地先樋管　等

新冠町
にいかっぷちょう

新冠川 新冠川　外 川越樋門　等

むかわ町
ちょう

入鹿別川 入鹿別川　外 一色排水樋門　等

白老町
しらおいちょう

白老川 ウヨロ川　外 鉄道橋上流ひ門　等

黒松内町
くろまつないちょう

朱太川 朱太川　外 厚谷千咲排水樋管　等

共和町
きょうわちょう

堀株川 堀株川　外 よろい橋一号樋門　等

苫前町
とままえちょう

古丹別川 古丹別川　外 堀樋門　等

北海道



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 940 1,019

多目的ダム建設事業 石狩川幾春別川総合開発 12,241 12,479

堰堤改良事業 石狩川豊平峡ダム 320 346



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。

( 765)

北海道開発事業費 765 

　治水ダム等建設事業費補助

( 460)

　　建設工事 460 

( 460)

佐幌ダム再生 460 

( 305)

　　実施計画調査 305 

( 305)

ペーパン川治水ダム 305 

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・北海道）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業
初山別村、様似町、函館市、美唄市、新ひだか町、新得町、
愛別町、小平町、小樽市、上ノ国町、白糠町、当別町、栗山
町、浦河町

422 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・北海道）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

初山別村 茂築別川 茂築別川 有明ダム

様似町 様似川 様似川 様似ダム

函館市 汐泊川 汐泊川 矢別ダム

美唄市 石狩川 美唄川 美唄ダム

新ひだか町 静内川 静内川 高見ダム

新得町 十勝川 佐幌川 佐幌ダム

函館市 亀田川 亀田川 新中野ダム

愛別町 石狩川 狩布川 愛別ダム

小平町 小平蘂川 小平蘂川 小平ダム

小樽市 朝里川 朝里川 朝里ダム

上ノ国町 天野川 目名川 上ノ国ダム

白糠町 庶路川 庶路川 庶路ダム

当別町 石狩川 当別川 当別ダム

栗山町 石狩川 ポンウエンベツ川 栗山ダム

浦河町 向別川 向別川 浦河ダム

北海道



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とよひらがわ とよひらがわ おかばるしがわじょうりゅう おかばるしがわにごうだむ 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 オカバルシ川上流 オカバルシ川２号ダム 札幌市 南区 藤野 砂防堰堤工 11
とよひらがわ 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 さっぽろし みなみく ふじの

豊平川 豊平川 オカバルシ川 オカバルシ川床固工 札幌市 南区 藤野 床固工 22
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 237

合計 3 箇所 270

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 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 150
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 しらかわいちごうえんてい 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 白川下流 白川１号堰堤 上川郡 上川町 白川 砂防堰堤工 200
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 しらかわにごうえんてい 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 121
いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわ びえいがわだいにごうえんてい 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２号堰堤 上川郡　 美瑛町 白金 砂防堰堤工 202
いしかりがわじょうりゅう びえいがわ びえいがわ びえいがわだいはちごうえんてい 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 43

合計 5 箇所 716

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 とったべつがわ とったべつがわじょうりゅうさがん とったべつがわよん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 戸蔦別川 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 244
とかちがわ とったべつがわ とったべつがわじょうりゅううがん とったべつがわよん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 戸蔦別川 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 244

合計 2 箇所 488

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 くまのさわがわ くまのさわがわじょうりゅうさがん くまのさわがわさんごうさがんえんてい 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 394
たるまえさん くまのさわがわ くまのさわがわじょうりゅううがん くまのさわがわさん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 394

合計 2 箇所 788

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 あづまかわ 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 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 1,458
あづまかわ あづまかわ ちけっぺがわ ちけっぺがわさぼうえんてい ゆうふつぐん あつまちょう ほろさと

厚真川 厚真川 チケッペ川 チケッペ川砂防堰堤 勇払郡 厚真町 幌里 砂防堰堤工 189
あづまかわ あづまかわ とうわがわ とうわがわさぼうえんてい ゆうふつぐん あつまちょう とうわ

厚真川 厚真川 東和川 東和川砂防堰堤 勇払郡 厚真町 東和 砂防堰堤工 83

合計 3 箇所 1,730

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 110

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 とこがためこう

十勝川 九号川 上川郡 新得町 広内 床固工 137

とかちがわ ぺけれべつがわ かみかわぐん しんとくちょう しみず ゆうさちこう

十勝川 ペケレベツ川 上川郡 新得町 清水 遊砂地工 84
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 226

とかちがわ おりべがわ かとうぐん かみしほろちょう おりべひがし とこがためこう

十勝川 居辺川 河東郡 上士幌町 居辺東 床固工 40
とかちがわ ぺんけおたそいがわ かみかわぐん しんとくちょう ひろうち えんていかいりょうこう

十勝川 ペンケオタソイ川 上川郡 新得町 広内 堰堤改良工 40

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 70
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 108
いしかりがわ ふらのがわかりゅうえんていぐん 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（下流堰堤群） 空知郡 上富良野町 上富良野 砂防堰堤工 20
いしかりがわ おきりかっぷしりゅうがわ ふかがわし おとえちょうとよいずみ けいりゅうほぜんこう

石狩川 オキリカップ支流川 深川市 音江町豊泉 渓流保全工 110

しょかんべつかわ しょかんべつかわ ましけぐん ましけちょう しょかんさわ けいりゅうほぜんこう

暑寒別川 暑寒別川 増毛郡 増毛町 暑寒沢 渓流保全工 139

ほっかいどうこまがだけ もりまちこうく かやべぐん もりまち おしろないちょう でいりゅうちょうせいち

北海道駒ヶ岳 森町工区 茅部郡 森町 尾白内町 泥流調整地 40

ほっかいどうこまがだけ さわらちょうこうく かやべぐん もりまち でいりゅうちょうせいち

北海道駒ヶ岳 砂原町工区 茅部郡 森町 泥流調整地 60

13箇所 1,184

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　1/8）

所在地事業区分 水系名 渓流名

小計



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 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

砂防等事業 車止内川 右の沢川 網走市 錦町 砂防堰堤工 61

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 25

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 81
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 93
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 17

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 127

いしかりがわ ふらのがわにごうえんてい 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（２号堰堤） 空知郡 上富良野町 上富良野 砂防堰堤工 450

ゆうべつがわ しゆうべつがわかりゅうこうく 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（下流工区） 紋別郡 遠軽町 白滝 遊砂地工 120

8箇所 974

21箇所 2,158合計

小計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　2/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 98

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 37

2箇所 135

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　3/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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 らくせきたいさくこう

砂防等事業 南茅部川汲 函館市 川汲町 落石対策工 99

あっさぶほんちょういち ひやまぐん あっさぶちょう ほんちょう のりめんこう

厚沢部本町1 檜山郡 厚沢部町 本町 法面工 77.9

るもいみなみまちよんちょうめに るもいし みなみまち らくせきたいさくこう

留萌南町4丁目2 留萌市 南町 落石対策工 169.1

3箇所 346
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　4/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス しずないひがししずないいち　ほか ひだかぐん　ほか しんひだかちょう　ほか ひがししずない　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 静内東静内１　外 日高郡　外 新ひだか町　外 東静内　外 老朽化対策 1,458

１箇所 1,458
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（北海道　5/8）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

あかいがわむら どぼくがわ どぼくがわさぼうえんてい

北海道 赤井川村 土木川 土木川砂防堰堤　 砂防堰堤工 改築　
あかびらし さくらぎ（２） さくらぎ（２）ちくじすべりぼうししせつ

赤平市 桜木（２） 桜木（２）地区地すべり防止施設 横ボーリング工 改築　
あっけしちょう あっけしまつばちょう・ぽんとちょう　ほか あっけしまつばちょう・ぽんとちょうきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

厚岸町 厚岸松葉町・奔渡町　外 厚岸松葉町・奔渡町急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築　
あばしりし くるまとまないがわ くるまとまないがわいちごうさぼうえんてい

網走市 車止内川 車止内川１号砂防堰堤 砂防堰堤工 改築　
あぶたちょう こうすがわ こうすがわいちごうだむ

虻田町 小有珠川 小有珠川1号ダム 砂防堰堤工 改築
いしかりし やそすけ やそすけちくじすべりぼうししせつ

石狩市 安瀬 安瀬地区地すべり防止施設 横ボーリング工 改築
うたしないし かもい　ほか かもいちくじすべりぼうししせつ　とう

歌志内市 神威　外 神威地区地すべり防止施設　等 横ボーリング工 改築
うらうすちょう にのさわがわ おそきないがわにごうだむ

浦臼町 二の沢川 晩生内川2号ダム 砂防堰堤工 改築
えさしちょう えさしうばがみ えさしうばがみきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

江差町 江差姥神 江差姥神急傾斜地崩壊防止施設 法面工 改築
えんがるちょう ぱんけしゆうべつがわ ぱんけしゆうべつがわいちごうだむ

遠軽町 パンケ支湧別川 パンケ支湧別川１号ダム 砂防堰堤工 改築
おたるし おこばちがわ　ほか おこばちがわさぼうえんてい　とう

小樽市 於古発川　外 於古発川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
おとべちょう おとべはないそ（２） おとべはないそ（２）きゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

乙部町 乙部花磯（２） 乙部花磯（２）急傾斜地崩壊防止施設 落石対策工 改築
おびひろし とったべつがわ とったべつがわさぼうえんてい

帯広市 戸蔦別川 戸蔦別川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
かみのくにちょう かみのくにきのこいち　ほか かみのくにきのこいちきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

上ノ国町 上ノ国木ノ子１　外 上ノ国木ノ子１急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工 改築
きょうわちょう のつかがわ　ほか のつかがわいちごうだむ　とう

共和町 野束川　外 野束川１号ダム　等 砂防堰堤工 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　6/8）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

くしろし くしろざいもくちょういち　ほか くしろざいもくちょういちきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

北海道 釧路市 釧路材木町１　外 釧路材木町１急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築　

くしろちょう くしろおしゃまっぷに　ほか くしろおしゃまっぷにきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

釧路町 釧路町老者舞２　外 釧路町老者舞２急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築　

くりさわちょう ふたみさわ ふたみさわさぼうえんてい

栗沢町 二見沢 二見沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築　
さっぽろし さっぽろじょうざんけいおんせんさんちょうめに さっぽろじょうざんけいおんせんさんちょうめにきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

札幌市 札幌定山渓温泉東３丁目２ 札幌定山渓温泉東３丁目２急傾斜地崩壊防止施設 落石対策工 改築　
しべつちょう そうきっぷかおまないがわ そうきっぷかおまないがわさぼうえんてい

標津町 ソウキップカオマナイ川 ソウキップカオマナイ川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しみずちょう めむろがわ めむろがわさぼうえんてい

清水町 芽室川 芽室川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しむかっぷむら じゅうさんせんさわ じゅうさんせんさわさぼうえんてい

占冠村 １３線沢 １３線沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しゃりちょう ぽんいくしなべつがわ ぽんいくしなべつがわさぼうえんてい

斜里町 ポンイクシナベツ川 ポンイクシナベツ川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しらぬかちょう くしょないさわ くしょないさわさぼうえんてい

白糠町 クショナイ沢 クショナイ沢砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しりうちちょう しりうちこたにいし（２）　ほか しりうちこたにいし（２）きゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

知内町 知内小谷石（２）　外 知内小谷石（２）　急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築
しんひだかちょう しずないひがししずないいち しずないひがししずないいちきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

新ひだか町 静内東静内１ 静内東静内１急傾斜地崩壊防止施設 落石対策工 改築
とうやこちょう そうべつがわ　ほか そうべつがわさんごうえんてい　とう

洞爺湖町 ソウベツ川　外 壮瞥川3号堰堤　等 砂防堰堤工 改築
にしおこっぺむら さっこつがわ ひだりのさわいちごうだむ

西興部村 札滑川 左の沢1号ダム 砂防堰堤工 改築
のぼりべつし ちとせがわ ちとせがわさんごうだむ

登別市 千歳川 千歳川3号ダム 砂防堰堤工 改築
はこだてし はこだてしんみなと１ー（１）　ほか はこだてしんみなと１ー（１）きゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

函館市 函館新湊１－（１）　外 函館新湊１－（１）急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　7/8）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

ひだかちょう ぬきべつがわ　ほか ぬきべつがわさんごうだむ　とう

北海道 日高町 貫気別川　外 貫気別川3号ダム　等 砂防堰堤工 改築　

びばいし ひがしびばいがわ　ほか ひがしびばいがわいちごうだむ　とう

美唄市 東美唄川　外 東美唄川1号ダム　等 砂防堰堤工 改築　

ひろおちょう ひろおいりふねちょう ひろおいりふねちょうきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

広尾町 広尾入船町 広尾入船町急傾斜地崩壊防止施設 落石対策工 改築　
ふくしまちょう よしおかがわ よしおかがわさぼうえんてい

福島町 吉岡川 吉岡川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築　
ふらのし じゅうようせんがわ じゅうようせんがわいちごうだむ

富良野市 十四線川 十四線川1号ダム 砂防堰堤工 改築
ふるびらちょう いなくらいしがわ いなくらいしがわさぼうえんてい

古平町 稲倉石川 稲倉石川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ましけちょう いわおいがわ いわおいがわさぼうえんてい

増毛町 岩老川 岩老川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
まつまえちょう まつまえさつまえいち まつまえさつまえいちきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

松前町 松前札前１ 松前札前１急傾斜地崩壊防止施設 落石対策工 改築
むろらんし むろらんにしこうじ・さわまち　ほか むろらんにしこうじ・さわまちきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

室蘭市 室蘭西小路・沢町　外 室蘭西小路・沢町急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築
やくもちょう くまいしうんせき（２）　ほか くまいしうんせき（２）きゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

八雲町 熊石雲石（２）　外 熊石雲石（２）急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築
ゆうばりし もみじやま　ほか もみじやまじすべりぼうししせつ　とう

夕張市 紅葉山　外 紅葉山地すべり防止施設　等 横ボーリング工 改築
らんこしちょう おさんないがわ　ほか おさんないがわさんごうだむ　とう

蘭越町 オサンナイ川　外 オサンナイ川３号ダム　等 砂防堰堤工 改築
わっかないし わっかないひがしうらに　ほか わっかないひがしうらにきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

稚内市 稚内東浦２　外 稚内東浦２急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工 改築
そうべつちょう よそみがわ　ほか よそみがわさぼうえんてい

壮瞥町 四十三川　外 四十三川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（北海道　8/8）



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

477

北海道　計 477

令和４年度当初　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

備考事　業　名 海岸名 市町村名 事業費



北海道 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 標津海岸、山越海岸、豊浜海岸　等 標津
し べ つ

町
ちょう

、八雲
や く も

町
ちょう

、北見
き た み

市
し

　等
と う

180 ※個別内容については、別紙参照

北海道　計 180

令和４年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和４年度当初予算　海岸メンテナンス事業（補助・北海道）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村 海岸 施設 備　　　　　考

北海道 標津町 標津海岸メンテナンス事業 護岸

北海道 八雲町 山越海岸メンテナンス事業 護岸

北海道 北見市 豊浜海岸メンテナンス事業 実施設計

北海道

稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町、
雄武町、興部町、紋別市、湧別町、北
見市、網走市、小清水町、斜里町、羅
臼町、標津町、別海町、根室市、浜中
町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠
町、浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾
町、えりも町、様似町、浦河町、新ひ
だか町、新冠町、日高町、むかわ町、
苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、
伊達市、洞爺湖町、豊浦町、長万部
町、八雲町、森町、鹿部町、函館市、
北斗市、木古内町、知内町、福島町、
上ノ国町、江差町、乙部町、せたな
町、奥尻町、島牧村、寿都町、岩内
町、泊村、共和町、神恵内村、積丹
町、古平町、余市町、小樽市、石狩
市、増毛町、留萌市、小平町、苫前
町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩
町、利尻富士町、利尻町、礼文町

北海道沿岸海岸メンテナンス事業 長寿命化計画



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：北海道 （単位：千円）

平岸地区大規模雨水処理施設整備事
業

札幌市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

386,200 193,100

豊平川水再生プラザほか大規模雨水
処理施設整備事業

札幌市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

213,000 106,500

中の島地区大規模雨水処理施設整備
事業

札幌市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

20,800 10,400

計 620,000 310,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



北　海　道

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　北海道

（単位：百万円）

維持管理 滝野すずらん丘陵公園 札幌市 1,076

維持管理 国立民族共生公園 白老郡白老町 202

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



北海道

（項）北海道開発事業費（目）都市公園事業費補助（目細）都市公園事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 119,000 119,000

0 59,500 59,500

0 381,000 381,000

0 190,500 190,500

0 500,000 500,000

0 250,000 250,000

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

合　　計

令和４年度当初予算　社会課題対応型都市公園機能向上促進事業

都市名 事業主体
新規
継続

事業名 補助率
内示額

備   考

室蘭市 室蘭市 新規
室蘭市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

1/2

札幌市 札幌市 新規
札幌市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

1/2



一般会計　（組織）国土交通本省　 北海道

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

43,000

函館市 函館市 新規 函館駅前・大門地区 1/2 21,500

1,940,400

夕張市 夕張市 継続 若菜地区 1/2 970,200

1/2, 1,337,474

名寄市 名寄市 新規 中心生活交流拠点地区 4.5/10 635,300

218,400

登別市 登別市 新規 登別東地区 1/2 109,200

304,800

古平町 古平町 継続 古平町中心拠点再生地区 1/2 152,400

216,800

東神楽町 東神楽町 継続 東神楽町中央市街地地区 1/2 108,400

1,149,800

芽室町 芽室町 継続 芽室都市地区 1/2 574,900

5,210,674

合計 2,571,900

内示額について、下段を国費とする。

令和４年度　当初予算配分



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 札幌市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

72,800

札幌市 札幌市 継続 大通駅周辺地区 36,400

72,800

合計 36,400

内示額について、下段を国費とする。

1/2



北海道

（項）都市再生・地域再生整備事業費（目）都市再生推進事業費補助（目細）都市再生推進事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 54,000 54,000

0 27,000 27,000

0 54,000 54,000

0 27,000 27,000

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

合　　計

令和４年度当初予算　グリーンインフラ活用型都市構築支援事業

都市名 事業主体
新規
継続

箇所名 補助率
内示額

備   考

北広島市 民間事業者 継続 ボールパーク地区 1/2



一般会計　（組織）国土交通本省　 北海道

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

19,920

室蘭市 室蘭市 新規 室蘭市全域 1/2 9,960 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

41,500

更別村 更別村 新規 更別村全域 1/2 20,750 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

61,420

合計 30,710

内示額について、下段を国費とする。

令和4年度　当初予算配分



令和4年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 北海道
　（項）北海道開発事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助

（単位：千円）

調査 継続
都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

15,900
長万部町 町 新規 長万部地区 1/3 5,300

15,900
合計 5,300

下段は国費である。



令和４年度

街路交通調査 北海道
（単位：千円）

（ 3,000 ）
1,000

（ 25,800 ）
8,600

計 （ 28,800 ）
9,600

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は北海道開発事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

帯広圏 道 新 1/3
帯広圏総合都市交通
体系調査

国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

函館圏 道 継 1/3
函館圏総合都市交通
体系調査

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度

街路交通調査 札幌市
（単位：千円）

（ 21,300 ）
7,100

計 （ 21,300 ）
7,100

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は北海道開発事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

札幌市管内 市 継 1/3
札幌市総合都市交通
体系調査

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率 国庫補助額 摘要



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 JR札沼線 札幌市 篠路駅付近 300

備考



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 旭川市 2番道路踏切道 北海道 950

踏切道改良計画事業 七飯町 福山道道踏切道 北海道 5



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 北海道 北海道無電柱化推進計画事業 245
(主)深川雨竜線〔深川市〕、(主)稚内天塩線〔稚内
市〕、(一)花浦内浦線〔八雲町〕

無電柱化推進計画事業 札幌市 札幌市無電柱化推進計画事業 1,140

(主)札幌環状線、(市)旭山公園米里線、(市)北3条線、
(都)環状通、(都)西7丁目通、(都)西7丁目通(第2工
区)、(都)南1条通(第2工区)、(都)福住･桑園通(中央区
側)、(都)福住･桑園通(第2工区)、(都)米里･行啓通、
(都)西5丁目･樽川通



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:北海道 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 北海道 北海道通学路緊急対策推進計画 5,495

赤川小学校、海陽小学校、中央小学校、東小学校、
赤間小学校、糸魚小学校、和光小学校、当別小学
校、松城小学校、大中山小学校、八雲小学校、厚沢
部小学校、奥尻小学校、久遠小学校、東神楽小学
校、船泊小学校、幌延小学校、豊浦小学校、厚真中
央小学校、下士幌小学校、東士幌小学校、上士幌小
学校、更別小学校、札内南小学校、池田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 札幌市 札幌市通学路緊急対策推進計画 25

もみじの森小学校、琴似小学校、手稲鉄北小学校、
新琴似西小学校、新発寒小学校、西野小学校、大倉
山小学校、南白石小学校、発寒東小学校、北白石小
学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 函館市 北海道函館市通学路緊急対策推進計画 14 港小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 旭川市 北海道旭川市通学路緊急対策推進計画 180 忠和小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 釧路市 北海道釧路市通学路緊急対策推進計画 2 愛国小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 帯広市 北海道帯広市通学路緊急対策推進計画 259 栄小学校、広陽小学校、豊成小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 倶知安町 北海道倶知安町通学路緊急対策推進計画 225 西小学校、北陽小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:北海道

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）赤川函館線 函館市 北海道

（主）室蘭環状線 室蘭市 北海道

（一）開発茶志内線 美唄市 北海道

（一）月形峰延線 美唄市 北海道

（都）旭通 美唄市 北海道

（主）赤平奈井江線 赤平市 北海道

（主）士別滝の上線 士別市 北海道

（都）基線通 恵庭市 北海道

（主）当別浜益港線 当別町 北海道

（一）松前港線 松前町 北海道

（一）大野大中山線 七飯町 北海道

（都）出雲通 八雲町 北海道

（一）乙部厚沢部線 厚沢部町 北海道

（主）奥尻島線　奥尻 奥尻町 北海道

（主）奥尻島線　谷地 奥尻町 北海道

（一）北檜山大成線 せたな町 北海道

（一）東川東神楽旭川線 東神楽町 北海道

（主）礼文島線 礼文町 北海道

（主）稚内幌延線 幌延町 北海道

（一）美和豊浦停車場線 豊浦町 北海道

（主）平取厚真線 厚真町 北海道

（主）音更池田線 音更町 北海道

（主）帯広浦幌線　下士幌北2線 音更町 北海道

（主）帯広浦幌線　桜田橋・北進橋 音更町 北海道

（一）上音更上士幌線 上士幌町 北海道

（一）更南更別停車場線 更別村 北海道

（主）幕別帯広芽室線 幕別町 北海道

（主）帯広浦幌線　池田大橋 池田町 北海道

（主）札幌環状線 札幌市 札幌市

（主）石狩手稲線 札幌市 札幌市

（市）もみじ台南１号線 札幌市 札幌市

（市）稲積１２１号線、（市）稲積南４号線、（市）稲積５１号線、（市）稲積南１号線 札幌市 札幌市

（市）新琴似15丁目北線 札幌市 札幌市

（市）西野宅造１１２号線、（市）昭和１号線 札幌市 札幌市

（市）川添線 札幌市 札幌市

（市）南郷線 札幌市 札幌市

（市）北郷７条３丁目線 札幌市 札幌市

（市）北発寒第４号線 札幌市 札幌市

北海道函館市通学路緊急対策推進計画 （市）昭和4-11号線 函館市 函館市

北海道旭川市通学路緊急対策推進計画 （市）忠和6条道路線 旭川市 旭川市

北海道釧路市通学路緊急対策推進計画 （市）愛国北園通1 釧路市 釧路市

（市）西17北2・2号線 帯広市 帯広市

（市）大和通線 帯広市 帯広市

（都）１８条通 帯広市 帯広市

（都）青柳通 帯広市 帯広市

（町）西3丁目南通 倶知安町 倶知安町

（都）北７条通 倶知安町 倶知安町

北海道通学路緊急対策推進計画

札幌市通学路緊急対策推進計画

北海道帯広市通学路緊急対策推進計画

北海道倶知安町通学路緊急対策推進計画



北 海 道

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 北海道
地区名 事業名 事業費 備考

日新団地地区 地域居住機能再生推進事業 2,442,730
高栄団地地区 地域居住機能再生推進事業 953,831
蘭東・白鳥台地区 地域居住機能再生推進事業 1,397,731
札幌中央地区 地域居住機能再生推進事業 2,103,907
小樽地区 地域居住機能再生推進事業 201,770
岩内地区 地域居住機能再生推進事業 54,180
夕張地区 地域居住機能再生推進事業 167,340
岩見沢地区 地域居住機能再生推進事業 493,179
芦別地区 地域居住機能再生推進事業 838,801
三笠地区 地域居住機能再生推進事業 154,615
旭川地区 地域居住機能再生推進事業 896,658
稚内地区 地域居住機能再生推進事業 128,304
紋別地区 地域居住機能再生推進事業 345,730
新ひだか地区 地域居住機能再生推進事業 15,240
釧路地区 地域居住機能再生推進事業 1,109,858

11,303,874合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 北海道
地区名 事業名 事業費 備考

札幌市 空き家対策総合支援事業 8,500
函館市 空き家対策総合支援事業 10,000
小樽市 空き家対策総合支援事業 3,000
旭川市 空き家対策総合支援事業 1,922
室蘭市 空き家対策総合支援事業 4,500
北見市 空き家対策総合支援事業 2,400
岩見沢市 空き家対策総合支援事業 5,000
網走市 空き家対策総合支援事業 42,172
稚内市 空き家対策総合支援事業 1,000
美唄市 空き家対策総合支援事業 30,800
江別市 空き家対策総合支援事業 1,500
紋別市 空き家対策総合支援事業 24,840
名寄市 空き家対策総合支援事業 800
三笠市 空き家対策総合支援事業 20,000
砂川市 空き家対策総合支援事業 193,956
当別町 空き家対策総合支援事業 2,000
福島町 空き家対策総合支援事業 12,000



知内町 空き家対策総合支援事業 37,662
鹿部町 空き家対策総合支援事業 5,450
森町 空き家対策総合支援事業 10,400
八雲町 空き家対策総合支援事業 11,000
上ノ国町 空き家対策総合支援事業 10,000
今金町 空き家対策総合支援事業 3,000
せたな町 空き家対策総合支援事業 5,000
黒松内町 空き家対策総合支援事業 19,646
余市町 空き家対策総合支援事業 18,420
長沼町 空き家対策総合支援事業 1,800
栗山町 空き家対策総合支援事業 3,242
新十津川町 空き家対策総合支援事業 300
妹背牛町 空き家対策総合支援事業 7,728
秩父別町 空き家対策総合支援事業 16,480
比布町 空き家対策総合支援事業 2,000
東川町 空き家対策総合支援事業 9,600
中富良野町 空き家対策総合支援事業 26,480
下川町 空き家対策総合支援事業 27,000
美幌町 空き家対策総合支援事業 26,584
訓子府町 空き家対策総合支援事業 5,146
湧別町 空き家対策総合支援事業 69,788
滝上町 空き家対策総合支援事業 12,496
西興部村 空き家対策総合支援事業 6,000



厚真町 空き家対策総合支援事業 3,120
むかわ町 空き家対策総合支援事業 13,000
様似町 空き家対策総合支援事業 19,048
士幌町 空き家対策総合支援事業 3,366
広尾町 空き家対策総合支援事業 2,500
池田町 空き家対策総合支援事業 10,000
本別町 空き家対策総合支援事業 3,000
足寄町 空き家対策総合支援事業 2,500
厚岸町 空き家対策総合支援事業 389,604

1,145,750合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 北海道
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 2,043,609
2,043,609合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 北海道
地区名 事業名 事業費 備考

北８西１地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 8,322,729
１・７地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 886,657

9,209,386合計



脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 北海道
地区名 事業名 事業費 備考

脱炭素社会型公的賃貸住宅改修モデル事業 30,000
30,000合計



（その１） 港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

北海道
北海道
北海道国 際 拠 点 港 湾 室 蘭 室 蘭 市 小 計 690
北海道 直 轄 562
北海道 補 助 128
北海道
北海道 苫 小 牧 苫 小 牧 港 小 計 2,675
北海道 管 理 組 合 直 轄 2,663
北海道 補 助 12
北海道
北海道重 要 港 湾 函 館 函 館 市 小 計 1,425
北海道 直 轄 1,393
北海道 補 助 32
北海道
北海道 小 樽 小 樽 市 小 計 551
北海道 直 轄 452
北海道 補 助 99
北海道
北海道 釧 路 釧 路 市 小 計 2,622
北海道 直 轄 2,622
北海道
北海道 留 萌 留 萌 市 小 計 210
北海道 直 轄 210
北海道
北海道 稚 内 稚 内 市 小 計 310
北海道 直 轄 310
北海道
北海道 十 勝 広 尾 町 小 計 156
北海道 直 轄 156
北海道
北海道 石 狩 湾 新 石 狩 湾 新 港 小 計 1,734
北海道 管 理 組 合 直 轄 1,734
北海道
北海道 紋 別 紋 別 市 小 計 510
北海道 直 轄 510
北海道
北海道 網 走 網 走 市 小 計 394
北海道 直 轄 394
北海道
北海道 根 室 根 室 市 小 計 456
北海道 直 轄 456
北海道
北海道地 方 港 湾 宗 谷 稚 内 市 小 計 103
北海道 直 轄 103
北海道
北海道 枝 幸 枝 幸 町 小 計 474
北海道 直 轄 474
北海道

北 海 道

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名 港湾管理者
令和4年度事業費

摘　　要



（その２） 港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

北海道
北海道
北海道地 方 港 湾 霧 多 布 浜 中 町 小 計 74
北海道 直 轄 74
北海道
北海道 え り も え り も 町 小 計 65
北海道 直 轄 65
北海道
北海道 浦 河 浦 河 町 小 計 205
北海道 直 轄 205
北海道
北海道 白 老 白 老 町 小 計 126
北海道 直 轄 126
北海道
北海道 森 森 町 小 計 67
北海道 直 轄 67
北海道
北海道 椴 法 華 函 館 市 小 計 62
北海道 直 轄 62
北海道
北海道 江 差 江 差 町 小 計 36
北海道 直 轄 36
北海道
北海道 奥 尻 奥 尻 町 小 計 142
北海道 直 轄 142
北海道
北海道 瀬 棚 せ た な 町 小 計 90
北海道 直 轄 90
北海道
北海道 岩 内 岩 内 町 小 計 123
北海道 直 轄 123
北海道
北海道 増 毛 増 毛 町 小 計 130
北海道 直 轄 130
北海道
北海道 羽 幌 羽 幌 町 小 計 180
北海道 直 轄 180
北海道
北海道 天 塩 天 塩 町 小 計 610
北海道 直 轄 610
北海道
北海道 鴛 泊 利 尻 富 士 町 小 計 202
北海道 直 轄 202
北海道
北海道 沓 形 利 尻 町 小 計 231
北海道 直 轄 231
北海道
北海道 香 深 礼 文 町 小 計 254
北海道 直 轄 254
北海道

北 海 道

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名 港湾管理者
令和4年度事業費

摘　　要



（その３） 港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

北海道
北海道
北海道統 合 補 助 統 合 補 助 苫 小 牧 港 小 計 30
北海道 管 理 組 合 補 助 30
北海道
北海道

統合補助(函
館 市 )

函 館 市 小 計 51
北海道 補 助 51
北海道
北海道

統合補助(釧
路 市 )

釧 路 市 小 計 42
北海道 補 助 42
北海道
北海道

統合補助(網
走 市 )

網 走 市 小 計 84
北海道 補 助 84
北海道

15,114

港　　名 港湾管理者
令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

北 海 道

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 苫 小 牧 苫 小 牧 港 小 計 110

管 理 組 合 補 助 110

稚 内 稚 内 市 小 計 20

補 助 20

紋 別 紋 別 市 小 計 50

補 助 50

180

北 海 道

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令和4年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

合　　　　計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等

4 / 4 
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



令和４年度予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 2,195 1.329

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

22 724 2.488

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

16 461 1.138

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

16 1,770 2.805

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

29 759 2.040

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

27 2,586 1.268

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

53 1,860 2.934

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

53 2,343 1.532

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

17 596 1.669

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

11 618 2.888

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

16 2,390 0.623

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

12 771 0.543

合　　　　　　　　計 271　※ 17,075 1.276

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。
※管区間等の重複事業箇所２箇所減算。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

松前港船舶交通安全基盤整備事業(北海道) 1
恵山岬船舶交通安全基盤整備事業 1
葛登支岬船舶交通安全基盤整備事業 1
蛯谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
札刈漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
弁慶岬船舶交通安全基盤整備事業 1
襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1
室蘭港船舶交通安全基盤整備事業 1
十勝大津船舶交通安全基盤整備事業 1
釧路港船舶交通安全基盤整備事業 1
焼尻島船舶交通安全基盤整備事業 1
増毛港船舶交通安全基盤整備事業 1
鴛泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1
石埼船舶交通安全基盤整備事業 1
能取岬船舶交通安全基盤整備事業 1
紋別船舶交通安全基盤整備事業 1
登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
落石岬船舶交通安全基盤整備事業 1
納沙布岬船舶交通安全基盤整備事業 1
苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 22
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1
高野埼船舶交通安全基盤整備事業 1
大間港船舶交通安全基盤整備事業 1
三厩漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八木港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
長渡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
気仙沼港船舶交通安全基盤整備事業 1
入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
小良ケ浜船舶交通安全基盤整備事業 1
塩屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1
勝浦船舶交通安全基盤整備事業 1
大原漁港船舶交通安全基盤整備事業(千葉県) 1
浜行川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
太東漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1
川奈埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊豆岬船舶交通安全基盤整備事業 1
稲取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
第二海堡船舶交通安全基盤整備事業 1
三崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
福江港船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
栄生漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
角石船舶交通安全基盤整備事業 1
錦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
甫母漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦中ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
桃取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥羽港船舶交通安全基盤整備事業 1
的矢港船舶交通安全基盤整備事業 1
退治埼八十島船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
一色港沖船舶交通安全基盤整備事業 1
東ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
錦波カブリ船舶交通安全基盤整備事業 1
長島イ島船舶交通安全基盤整備事業 1
尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1
宿田曾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
住吉ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
カツオビラシ船舶交通安全基盤整備事業 1
吉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
丸山出シ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 29
五 大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

佐野漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
下荘漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
育波漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
湊港船舶交通安全基盤整備事業 1
津名港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
坊勢漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
雑賀埼船舶交通安全基盤整備事業 1
足摺岬船舶交通安全基盤整備事業 1
奈半利港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤岡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
室戸岬漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐喜浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1
洲本沖船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
垂水漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
播磨灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
堺漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
文里港船舶交通安全基盤整備事業 1
田辺灘島船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 27
六 広島港船舶交通安全基盤整備事業 1

六島船舶交通安全基盤整備事業 1
高島漁港船舶交通安全基盤整備事業(岡山県) 1
柱島港船舶交通安全基盤整備事業 1
久賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
大多府島船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島漁港船舶交通安全基盤整備事業(広島県) 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
山口港船舶交通安全基盤整備事業 1
地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
高松港船舶交通安全基盤整備事業 1
庵治白石礁船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
松山港船舶交通安全基盤整備事業 1
汐出磯船舶交通安全基盤整備事業 1
油トリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
今治港船舶交通安全基盤整備事業 1
ウズ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
鹿川港船舶交通安全基盤整備事業 1
大畠航路船舶交通安全基盤整備事業 1
広島湾船舶交通安全基盤整備事業 1
大砠船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
小アジワ島船舶交通安全基盤整備事業 1
備後灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
ワンワン瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
馬立ノ鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
城出シ磯船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
宇多津港船舶交通安全基盤整備事業 1
詫間港船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
薑鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
オーソノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島甲埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄港船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄東港船舶交通安全基盤整備事業 1
百尋磯船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横枕礁船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東予港船舶交通安全基盤整備事業 1
坂手港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
七 佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑後川沖船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
角島港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑前相ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
志賀島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
戸ヶ里漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
両開漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
呼子港船舶交通安全基盤整備事業 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
崎瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
平戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
田助漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
前津吉漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小田助瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
上県船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1
亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小祝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関港船舶交通安全基盤整備事業 1
津久見港船舶交通安全基盤整備事業 1
保戸島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大分港船舶交通安全基盤整備事業 1
深川湾船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
長門水島船舶交通安全基盤整備事業 1
海士ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
一ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
オノマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
地ノ島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
博多港船舶交通安全基盤整備事業 1
日比水道北曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
姫島曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
ワリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
樺島水道楫懸船舶交通安全基盤整備事業 1
金剛曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
柱瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
五島神浦出シ東船舶交通安全基盤整備事業 1
干切瀬沖船舶交通安全基盤整備事業 1
片島水道中ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
臼ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ六ツ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
安岐埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
長瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
入津船舶交通安全基盤整備事業 1
備前碆船舶交通安全基盤整備事業 1
豊後大瀬船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
網代漁港船舶交通安全基盤整備事業(鳥取県) 1
出雲日御碕船舶交通安全基盤整備事業 1
麦山鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
大社漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
西郷港姫島船舶交通安全基盤整備事業 1
泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宇竜漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
温泉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖俎岩船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
中海大グリ船舶交通安全基盤整備事業 1
中海丸グリ船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 17
九 粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1
佐渡大埼船舶交通安全基盤整備事業 1
姫津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
椎泊漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1
禄剛埼船舶交通安全基盤整備事業 1
鵜浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
金沢港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11



管区 事業箇所名 事業箇所数
十 三角港船舶交通安全基盤整備事業 1

宮田漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
貝場漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
佐多岬船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業（鹿児島県出水市） 1
竜郷港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深港船舶交通安全基盤整備事業 1
水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1
熊本港船舶交通安全基盤整備事業 1
田浦七ッ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
八代港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
古仁屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
十一 那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

粟国島船舶交通安全基盤整備事業 1
伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1
久米島船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1
津堅島船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
合　　　　計 271※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算





令和４年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

北海道 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 札幌第４地方合同庁舎 札幌市　中央区 0 新営事業

小樽開発建設部 小樽市 108 外壁改修、屋根改修

函館地方合同庁舎 函館市 157 受変電設備改修、自動火災報知設備改修

合　　計 265



北 海 道

不動産・建設経済局



北海道

事業費

26.000

13.000

59.200

35.800

北海道 134.000計

足寄町

事業名 事業主体

北見市

上士幌町

（単位：百万円）

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

幕別町

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助

備考



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

北海道における住宅・建築物の
耐震化等の推進（第3期）

北海道,札幌市,江別市,千歳市,恵庭市,北広
島市,石狩市,当別町,函館市,木古内町,北斗
市,知内町,七飯町,森町,渡島西部広域事務
組合 ,小樽市,寿都町,ニセコ町,倶知安町,
岩内町,夕張市,岩見沢市,美唄市,芦別市,三
笠市,砂川市,深川市,長沼町,栗山町,浦臼
町,新十津川町,沼田町,旭川市,名寄市,富良
野市,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,上富
良野町,和寒町,稚内市,猿払村,豊富町,網走
市,北見市,美幌町,滝上町,斜里町,大空町,
室蘭市,登別市,厚真町,安平町,様似町,苫小
牧市,帯広市,音更町,上士幌町,鹿追町,清水
町,芽室町,中札内村,大樹町,広尾町,池田
町,釧路市,釧路町,厚岸町,浜中町,標茶町,
弟子屈町,別海町,中標津町,標津町

28,014 

北の大地を支える持続可能な下
水道（重点）

函館市,帯広市,北見市,留萌市,美唄市,深川
市,恵庭市,伊達市,北斗市,木古内町,七飯
町,森町,八雲町,江差町,乙部町,奥尻町,せ
たな町,ニセコ町,倶知安町,岩内町,余市町,
当麻町,上富良野町,枝幸町,豊富町,遠軽町,
湧別町,雄武町,安平町,日高町,浦河町,新ひ
だか町,大樹町,幕別町,本別町,足寄町,釧路
町,厚岸町,弟子屈町,白糠町,岩見沢市,当別
町,北海道,苫小牧市,根室市,長万部町,白老
町

1,705,800 

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,江別市,網走市

5,618,200 



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

都市公園等の整備による安全で
快適な都市環境の形成

北海道,旭川市,帯広市,苫小牧市,稚内市,北
広島市,鷹栖町,釧路市,江別市,滝上町,小樽
市,恵庭市,伊達市,室蘭市

890,889 

北海道（第５期）地域住宅計画

北海道,恵庭市,江別市,小樽市,旭川市,富良
野市,室蘭市,釧路市,札幌市,帯広市,網走
市,北見市,岩見沢市,登別市,様似町,苫小牧
市,稚内市,芦別市,赤平市,由仁町,紋別市,
士別市,名寄市,根室市,千歳市,砂川市,深川
市,鷹栖町,比布町,日高町,京極町,七飯町,
伊達市,北広島市,北斗市,ニセコ町,八雲町,
江差町,乙部町,奥尻町,今金町,寿都町,黒松
内町,蘭越町,倶知安町,積丹町,岩内町,奈井
江町,栗山町,長沼町,浦臼町,雨竜町,沼田
町,苫前町,東神楽町,当麻町,上川町,愛別
町,剣淵町,東川町,中富良野町,和寒町,下川
町,枝幸町,小平町,豊富町,羽幌町,初山別
村,天塩町,中頓別町,津別町,斜里町,訓子府
町,遠軽町,大空町,豊浦町,白老町,厚真町,
洞爺湖町,新得町,新冠町,浦河町,足寄町,新
ひだか町,音更町,幕別町,更別村,陸別町,標
茶町,釧路町,浜中町,白糠町,松前町

2,574,087 

北海道における良好な河川環境
の保全・復元及び創出

北海道 604,000 

道内各地域の活力向上、国際競
争力強化に資する道路ネット
ワークの機能向上・交通環境形
成

北海道,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石
狩市,新篠津村,夕張市,岩見沢市,美唄市,芦
別市,三笠市,砂川市,歌志内市,深川市,南幌
町,上砂川町,由仁町,栗山町,浦臼町,妹背牛
町,雨竜町,北竜町,小樽市,赤井川村,古平
町,積丹町,共和町,倶知安町,京極町,喜茂別
町,留寿都村,ニセコ町,寿都町,島牧村,函館
市,北斗市,七飯町,森町,八雲町,長万部町,
江差町,上ノ国町,乙部町,せたな町,奥尻町,
今金町,室蘭市,登別市,壮瞥町,洞爺湖町,豊
浦町,厚真町,むかわ町,日高町,平取町,新冠
町,新ひだか町,浦河町,旭川市,名寄市,富良
野市,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,東川
町,美瑛町,中富良野町,下川町,中川町,幌加
内町,留萌市,増毛町,苫前町,羽幌町,初山別
村,遠別町,天塩町,稚内市,浜頓別町,中頓別
町,幌延町,北見市,網走市,紋別市,大空町,
美幌町,津別町,斜里町,訓子府町,置戸町,湧
別町,興部町,雄武町,帯広市,芽室町,鹿追
町,音更町,本別町,浦幌町,釧路市,釧路町,
厚岸町,標茶町,弟子屈町,白糠町,根室市,別
海町,中標津町,標津町,士別市,伊達市,滝川
市,長沼町,新十津川町,岩内町,厚沢部町,豊
富町,新得町,幕別町,豊頃町,余市町,滝上
町,西興部村,白老町,黒松内町,月形町

4,690,799 



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

世界へつながる”さっぽろ”の
新たな顔づくり

札幌市 9,000 

札幌市におけるみどりの創出と
保全・活用

札幌市 890,000 

快適な市民生活と北海道経済の
発展を支える道路交通ネット
ワークの構築（第２期）

札幌市 615,989 

道都札幌にふさわしい活気に満
ちあふれた魅力ある都心の実現
（第2期）

札幌市 2,962,050 

函館駅前・大門地区の活性化 函館市 124,700 

函館市,松前町,利尻富士町,豊浦町,北海道,
札幌市,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,美唄市,芦別市,江別
市,赤平市,紋別市,士別市,名寄市,三笠市,
根室市,千歳市,滝川市,砂川市,歌志内市,深
川市,富良野市,登別市,恵庭市,伊達市,北広
島市,石狩市,北斗市,当別町,新篠津村,知内
町,木古内町,七飯町,鹿部町,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,島牧村,寿都町,黒松内町,蘭越
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,積丹
町,古平町,余市町,赤井川村,南幌町,奈井江
町,上砂川町,由仁町,長沼町,栗山町,浦臼
町,新十津川町,妹背牛町,雨竜町,北竜町,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,音威子府村,中川町,幌加内
町,増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,初山別
村,遠別町,天塩町,猿払村,浜頓別町,中頓別
町,枝幸町,豊富町,礼文町,利尻町,美幌町,
津別町,斜里町,清里町,訓子府町,置戸町,佐
呂間町,遠軽町,湧別町,滝上町,西興部村,雄
武町,大空町,壮瞥町,厚真町,洞爺湖町,安平
町,むかわ町,日高町,平取町,新冠町,浦河
町,様似町,えりも町,新ひだか町,音更町,士
幌町,上士幌町,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,鶴
居村,白糠町,別海町,中標津町,標津町,羅臼
町,福島町,森町,月形町,秩父別町,興部町,
鹿追町

北海道地域住宅計画（第６期） 11,132,972 



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

函館港における安全でにぎわい
のある港づくり（第２期）

函館市 15,000 

湯の川地区都市再生整備計画 函館市 135,500 

北海道における住宅セーフティ
ネットの構築と住環境の向上
（第３期）

江別市,函館市,北見市,帯広市 880,927 

小樽港第３号ふ頭及び周辺にお
ける賑わいと活力ある港湾空間
の形成

小樽市 105,400 

旭川市中心市街地における都市
機能や交通結節機能の充実

旭川市 50,000 

室蘭港における快適な港湾利用
のための効率性・安全性の向上

室蘭市 62,000 

釧路港における安全で利便性の
高い物流ネットワークの形成

釧路市 8,200 

北見市中心市街地の活性化 北見市 245,949 

船場公園周辺地区都市再生整備
計画

留萌市 12,900 

留萌港港湾施設補修事業 留萌市 12,000 

苫小牧駅周辺南地区都市再生整
備計画

苫小牧市 10,000 

稚内港における快適な港湾利用
のための効率性・安全性の向上

稚内市 83,700 

紋別港における港湾利用の効率
性・安全性の向上

紋別市 18,700 



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

公園機能の再編・集約による持
続可能な魅力ある都市公園の構
築

滝川市 93,850 

富良野文教地区都市再生整備計
画

富良野市 11,800 

連鎖する市街地整備によるまち
なか回遊の促進

富良野市 7,000 

島松駅周辺地区都市再生整備計
画

恵庭市 5,700 

ストック効果を高めるアクセス
道路の整備による活力ある地域
の形成

北広島市 116,010 

新駅設置に伴うストック効果を
高めるアクセス道路の整備

当別町 74,852 

栗山町中心市街地地区都市再生
整備計画

栗山町 21,400 

新十津川町中心市街地地区都市
再生整備計画

新十津川町 35,600 

幾寅道の駅周辺地区都市再生整
備計画

南富良野町 52,800 

枝幸港における安全で利便性の
高い港湾環境の形成

枝幸町 15,000 

遠軽地区都市再生整備計画 遠軽町 39,500 

安全で利便性が高く快適な港湾
環境の形成（重点計画）

苫小牧港管理組合 6,000 



（北海道）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

苫小牧港における安全で利便性
が高く快適な港湾環境の形成

苫小牧港管理組合 87,000 

34,053,288 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

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,七飯町,新十津川町,剣淵町,枝幸町

5,150,305 

北海道地域住宅計画（防災・安
全）（第２期）

北海道,札幌市,恵庭市,北斗市,松前町,知内
町,木古内町,七飯町,鹿部町,森町,八雲町,
江差町,上ノ国町,奥尻町,せたな町,小樽市,
島牧村,黒松内町,京極町,共和町,岩内町,積
丹町,神恵内村,仁木町,余市町,岩見沢市,美
唄市,砂川市,歌志内市,深川市,上砂川町,長
沼町,月形町,新十津川町,秩父別町,雨竜町,
北竜町,沼田町,士別市,名寄市,富良野市,比
布町,愛別町,東川町,上富良野町,中富良野
町,剣淵町,下川町,美深町,中川町,留萌市,
増毛町,苫前町,遠別町,天塩町,猿払村,浜頓
別町,中頓別町,枝幸町,礼文町,利尻町,北見
市,斜里町,訓子府町,置戸町,滝上町,西興部
村,大空町,登別市,豊浦町,壮瞥町,白老町,
安平町,日高町,浦河町,様似町,えりも町,新
ひだか町,帯広市,音更町,上士幌町,鹿追町,
新得町,中札内村,大樹町,豊頃町,本別町,足
寄町,釧路市,厚岸町,鶴居村,根室市,寿都
町,妹背牛町,洞爺湖町

1,252,576 

都市公園等の整備による安全で
快適な都市環境の形成（防災・
安全）（重点）

旭川市,函館市,帯広市,夕張市,岩見沢市,網
走市,留萌市,紋別市,滝川市,富良野市,登別
市,恵庭市,石狩市,当別町,余市町,音更町,
本別町,足寄町,弟子屈町,中標津町,伊達市,
羽幌町

555,663 

都市公園等の整備による安全で
快適な都市環境の形成（防災・
安全）

北海道,函館市,小樽市,旭川市,北見市,岩見
沢市,美唄市,赤平市,三笠市,根室市,砂川
市,伊達市,北斗市,倶知安町,岩内町,南幌
町,長沼町,栗山町,東神楽町,上川町,美瑛
町,羽幌町,美幌町,雄武町,白老町,厚真町,
幕別町,白糠町,中標津町,浦河町,釧路市,稚
内市,江別市,紋別市,滝上町,大空町,安平
町,むかわ町,釧路町

1,312,296 



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

北海道における住宅・建築物の
耐震化等の推進（第3期）（防
災・安全）

北海道,札幌市,江別市,千歳市,恵庭市,北広
島市,石狩市,当別町,函館市,北斗市,知内
町,七飯町,渡島西部広域事務組合 ,森町,小
樽市,寿都町,ニセコ町,倶知安町,岩見沢市,
美唄市,芦別市,三笠市,砂川市,深川市,長沼
町,栗山町,新十津川町,沼田町,旭川市,名寄
市,富良野市,東神楽町,当麻町,比布町,愛別
町,上富良野町,和寒町,稚内市,猿払村,豊富
町,北見市,美幌町,斜里町,滝上町,室蘭市,
苫小牧市,登別市,厚真町,安平町,帯広市,音
更町,上士幌町,鹿追町,清水町,中札内村,芽
室町,大樹町,広尾町,池田町,釧路市,釧路
町,厚岸町,浜中町,標茶町,別海町,中標津
町,標津町,弟子屈町,幌加内町,初山別村,北
留萌消防組合,利尻町,大空町,浦河町,えり
も町

208,483 

北海道における総合的な浸水対
策の推進（防災・安全）（重
点）

北海道 1,097,000 

北海道地域住宅計画（防災・安
全）

北海道,札幌市,北斗市,松前町,知内町,七飯
町,鹿部町,森町,江差町,上ノ国町,せたな
町,小樽市,寿都町,黒松内町,ニセコ町,留寿
都村,京極町,共和町,岩内町,泊村,神恵内
村,積丹町,余市町,赤井川村,夕張市,岩見沢
市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市,
砂川市,歌志内市,奈井江町,上砂川町,長沼
町,月形町,新十津川町,妹背牛町,秩父別町,
雨竜町,北竜町,沼田町,名寄市,富良野市,比
布町,東川町,中富良野町,和寒町,剣淵町,下
川町,美深町,中川町,留萌市,苫前町,遠別
町,天塩町,稚内市,猿払村,中頓別町,浜頓別
町,枝幸町,礼文町,利尻町,北見市,網走市,
紋別市,斜里町,清里町,訓子府町,置戸町,佐
呂間町,滝上町,西興部村,大空町,苫小牧市,
登別市,伊達市,壮瞥町,白老町,洞爺湖町,安
平町,日高町,新冠町,浦河町,様似町,えりも
町,新ひだか町,帯広市,音更町,上士幌町,鹿
追町,新得町,更別村,大樹町,池田町,豊頃
町,本別町,足寄町,陸別町,標茶町,鶴居村,
白糠町,根室市,標津町,恵庭市

467,941 

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 45,000 

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,函館市,名寄市,伊達市,上ノ国町,厚
沢部町,乙部町,黒松内町,鷹栖町,和寒町,剣
淵町,幌加内町,新冠町,浦河町,陸別町,江別
市,江差町,壮瞥町,白老町,安平町,池田町,
北見市,当別町,豊頃町,釧路町

6,545,000 

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）

北海道,江別市,広尾町,厚真町,北見市,釧路
町

2,232,000 



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

防災・安全を支える道路ネット
ワーク強化

旭川市,北見市,北斗市,稚内市,当別町,遠軽
町,釧路市,北海道,江別市,千歳市,恵庭市,
北広島市,石狩市,新篠津村,夕張市,岩見沢
市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,滝川市,
砂川市,歌志内市,深川市,南幌町,上砂川町,
奈井江町,月形町,浦臼町,新十津川町,妹背
牛町,雨竜町,北竜町,沼田町,小樽市,余市
町,古平町,積丹町,岩内町,共和町,倶知安
町,京極町,喜茂別町,留寿都村,真狩村,ニセ
コ町,蘭越町,寿都町,島牧村,函館市,木古内
町,七飯町,森町,八雲町,長万部町,上ノ国
町,乙部町,せたな町,奥尻町,今金町,室蘭
市,苫小牧市,登別市,伊達市,壮瞥町,洞爺湖
町,豊浦町,白老町,安平町,厚真町,日高町,
平取町,新ひだか町,浦河町,名寄市,富良野
市,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,中富良野町,和寒
町,下川町,美深町,留萌市,増毛町,苫前町,
羽幌町,初山別村,遠別町,天塩町,猿払村,浜
頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利
尻町,幌延町,網走市,紋別市,大空町,美幌
町,津別町,斜里町,清里町,小清水町,訓子府
町,置戸町,佐呂間町,湧別町,滝上町,興部
町,西興部村,雄武町,帯広市,清水町,士幌
町,上士幌町,音更町,幕別町,本別町,足寄
町,豊頃町,浦幌町,大樹町,釧路町,厚岸町,
標茶町,弟子屈町,白糠町,根室市,別海町,中
標津町,標津町,福島町,黒松内町,神恵内村,
長沼町,栗山町,秩父別町,幌加内町,利尻富
士町,むかわ町,新得町

10,036,221 

国土強靱化地域計画に基づく道
路の防災・減災対策推進

北海道,名寄市,岩内町,共和町,北広島市,寿
都町,江差町,壮瞥町,利尻町,北見市,大空
町,登別市,伊達市,中頓別町,清水町,奥尻
町,函館市,滝川市,乙部町,せたな町,仁木
町,鷹栖町,東川町,和寒町,初山別村,猿払
村,清里町,雄武町,むかわ町,浦河町,えりも
町,上士幌町,幕別町

5,547,160 

子供の移動経路等の生活空間に
おける交通安全対策推進

北海道,江別市,倶知安町,函館市,旭川市,富
良野市,東川町,網走市,清里町,帯広市,釧路
町,厚岸町,仁木町,利尻町

606,541 

北海道における復興に向けた宅
地耐震化の推進（防災・安全）

北広島市,厚真町,安平町 193,800 

北海道大規模盛土造成地の変動
予測調査（防災・安全）

函館市,小樽市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見
市,夕張市,網走市,留萌市,稚内市,江別市,
紋別市,千歳市,砂川市,登別市,北広島市,当
別町,江差町,倶知安町,余市町,赤井川村,白
老町,洞爺湖町,安平町,浦河町,釧路町,厚岸
町,中標津町

6,750 



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

北の大地を支える持続可能な下
水道（防災・安全）（重点）

函館市,旭川市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見
市,岩見沢市,網走市,留萌市,苫小牧市,稚内
市,美唄市,赤平市,名寄市,根室市,千歳市,
滝川市,砂川市,歌志内市,深川市,登別市,恵
庭市,伊達市,北広島市,石狩市,木古内町,八
雲町,今金町,せたな町,倶知安町,岩内町,余
市町,栗山町,新十津川町,東神楽町,上富良
野町,羽幌町,遠別町,美幌町,遠軽町,興部
町,雄武町,新ひだか町,音更町,足寄町,釧路
町,標茶町,弟子屈町,別海町,中標津町,小樽
市,江別市,富良野市,当別町,黒松内町,標津
町,愛別町,剣淵町,様似町,北海道,三笠市,
上川町,津別町,池田町,厚岸町,白老町

2,116,400 

札幌市内における総合的な浸水
対策の推進(防災・安全)

札幌市 301,000 

札幌市のみどりにおける安全・
安心

札幌市 240,000 

札幌市における復興に向けた宅
地耐震化の推進（防災・安全）

札幌市 23,750 

人に優しいまちを実現する道路
空間の安全・安心（第２期）

札幌市 2,691,456 

札幌市下水道事業　社会資本総
合整備計画２０２５（防災・安
全）

札幌市 2,734,795 

札幌市下水道事業　社会資本総
合整備計画２０２５（防災・安
全）（重点配分）

札幌市 280,500 

札幌市強靭化計画に基づく災害
時の地域輸送を支える道路整備
や防災・減災対策の推進

札幌市 33,000 

函館港における国土強靭化に向
けた港湾機能強化として実施す
る港湾施設の整備（防災・安
全）（重点計画）

函館市 14,100 

函館港における港湾利用の効率
性・安全性の向上（防災・安
全）

函館市 34,000 

小樽港における安全・安心な港
湾環境の形成（防災・安全）

小樽市 18,200 



（北海道）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

防災子ども・高齢者等安全まち
づくり計画

旭川市 92,300 

釧路港における安全で利便性の
高い港湾環境の形成（防災・安
全）

釧路市 13,300 

稚内港における安全で利便性の
高い港湾環境の形成（防災・安
全）

稚内市 8,500 

根室市災害に強いまちづくり 根室市 23,700 

自転車通行空間整備事業 石狩市 1,300 

奥尻港海岸における高潮対策事
業（防災・安全）

奥尻町 17,000 

北海道胆振東部地震からの厚真
町復興まちづくり

厚真町 87,500 

十勝港における安全で利便性の
高い港湾環境の形成（防災・安
全）

広尾町 9,600 

安全で安心な使いやすいみなと
と海岸づくり（防災・安全）
（重点計画）

苫小牧港管理組合 23,000 

苫小牧港における安全で安心な
使いやすいみなとと海岸づくり
（防災・安全）

苫小牧港管理組合 100,500 

石狩湾新港における港湾利用の
効率性・安全性の向上（防災・
安全）

石狩湾新港管理組合 40,800 

44,161,437 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


