
直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 北海道
江別市、千歳市
ほか

国営かんがい排水事業 道央用水（三期） 56,700        
頭首工4ヶ所
揚水機場6ヶ所
用水路6条L=10.6km

1.15           374                 

2 北海道 美幌町、大空町 国営かんがい排水事業 美女 7,700         
排水機場1ヶ所
排水路4条L=10.9km

2.19           300                 

3 北海道
厚真町、むかわ
町

国営かんがい排水事業 勇払東部（二期） 20,500        
ダム1ヶ所（改修）
揚水機場1ヶ所
用水路12条L=63.1km

1.03           250                 

4 北海道 別海町 国営かんがい排水事業 別海西部 22,000        
取水井戸1ヶ所
用水路123条L=100.7km
排水路8条L=17.0km

1.14           730                 

5 北海道 別海町 国営かんがい排水事業 別海北部 42,000        
用水路513条L=467.8km
排水路13条L=21.7km

1.62           350                 

6 北海道
富良野市、中富
良野町

国営農地再編整備事
業

富良野盆地 32,000        
区画整理1,943ha
農地造成274ha

1.16           272                 

7 北海道 豊富町
国営総合農地防災事
業

サロベツ 24,600        
排水路L=42.4km
農地保全工4,244ha

1.07           400                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

北海道　直轄 - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

8 北海道 日高町 復旧治山事業 七沢越名無沢 25             山腹工0.11ha - 25                   事業着手

9 北海道 稚内市 復旧治山事業 真言寺裏山 69             山腹工0.70ha - 69                   事業着手

10 北海道 神恵内村 復旧治山事業 キナウシ 94             護岸工136m - 94                   事業着手

11 北海道
留萌市、増毛町
ほか

森林環境保全整備事
業

留萌（留萌南部
署）

1,731         
更新面積1,924ha、保育面積
10,915ha、路網整備開設延
長30.1km

8.86           10                   

12 北海道
稚内市、猿払村
ほか

森林環境保全整備事
業

宗谷（宗谷署） 7,784         
更新面積1,378ha、保育面積
37,769ha、路網整備開設延
長19.9km

9.80           114                 

13 北海道
札幌市、小樽市
ほか

森林環境保全整備事
業

石狩空知（石狩
署）

4,712         
更新面積217ha、保育面積
23,216ha、路網整備開設延
長104.0km

4.39           63                   

14 北海道
岩見沢市、夕張
市ほか

森林環境保全整備事
業

石狩空知（空知
署）

7,550         
更新面積350ha、保育面積
13,538ha、路網整備開設延
長118.9km

3.59           62                   

15 北海道
富良野市、上富
良野町ほか

森林環境保全整備事
業

上川南部（上川
南部署）

1,222         
更新面積70ha、保育面積
5,492ha、路網整備開設延長
23.3km

5.75           85                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

16 北海道 紋別市、滝上町
森林環境保全整備事
業

網走西部（西紋
別支署）

2,144         
更新面積199ha、保育面積
8,161ha、路網整備開設延長
71.2km

4.87           5                    
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

17 北海道
置戸町、北見市
ほか

森林環境保全整備事
業

網走東部（網走
中部署）

3,373         
更新面積166ha、保育面積
11,673ha、路網整備開設延
長81.3km

7.39           96                   

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

北海道　直轄 - 2



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

18 北海道
網走市、大空町
ほか

森林環境保全整備事
業

網走東部（網走
南部署）

3,823         
更新面積340ha、保育面積
15,570ha、路網整備開設延
長83.2km

8.02           171                 

19 北海道
帯広市、音更町
ほか

森林環境保全整備事
業

十勝(十勝西部
署）

2,177         
更新面積350ha、保育面積
8,899ha、路網整備開設延長
44.0km

5.68           10                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

20 北海道
上士幌町、士幌
町ほか

森林環境保全整備事
業

十勝(東大雪支
署）

1,887         
更新面積114ha、保育面積
11,652ha、路網整備開設延
長40.8km

6.42           26                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

21 北海道 日高町、平取町
森林環境保全整備事
業

日高（日高北部
署）

696            
更新面積31ha、保育面積
3,509ha、路網整備開設延長
28.1km

- 54                   

22 北海道
新冠町、新ひだか
町ほか

森林環境保全整備事
業

日高(日高南部
署）

3,241         
更新面積60ha、保育面積
9,595ha、路網整備開設延長
25.0km

4.83           72                   

23 北海道
室蘭市、登別市
ほか

森林環境保全整備事
業

後志胆振（後志
署）

1,386         
更新面積662ha、保育面積
5,815ha、路網整備開設延長
19.4km

5.50           70                   

24 北海道
函館市、北斗市
ほか

森林環境保全整備事
業

渡島檜山（檜山
署）

4,254         
更新面積584ha、保育面積
13,068ha、路網整備開設延
長45.3km

9.37           64                   

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

北海道　直轄 - 3



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

25 北海道 根室市
直轄特定漁港漁場整
備事業

落石 10,500        
-4.0m岸壁改良100m、防波
堤60m

1.35           500                 

26 北海道 羅臼町
直轄特定漁港漁場整
備事業

羅臼 22,500        
-3.5m耐震岸壁250m、-6.0m
岸壁150m

1.28           400                 

27 北海道 斜里町
直轄特定漁港漁場整
備事業

ウトロ 26,326        
-3.5m岸壁300m、用地
33,700m2

1.25           450                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

北海道　直轄 - 4



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 北海道
新篠津村、当
別町

農業競争力強化基盤整備
事業

新高倉北 1,800         1.47           115                    

2 北海道 岩見沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

新赤川南 1,517         1.39           225                    

3 北海道 南幌町
農業競争力強化基盤整備
事業

清幌 2,719         1.52           140                    

4 北海道 美唄市
農業競争力強化基盤整備
事業

大富第２ 2,319         1.26           260                    

5 北海道 別海町
農業競争力強化基盤整備
事業

美豊 930            - 110                    

6 北海道 天塩町
農業競争力強化基盤整備
事業

天塩夕映 810            - 50                      

7 北海道
士幌町、上士
幌町

農業競争力強化基盤整備
事業

新田 1,031         2.58           60                      

8 北海道 根室市
農業競争力強化基盤整備
事業

西根室 577            - 60                      

9 北海道 中標津町
農業競争力強化基盤整備
事業

計根別東西部 1,302         2.16           50                      

10 北海道 別海町
農業競争力強化基盤整備
事業

大成本別 1,675         1.26           20                      

11 北海道 別海町
農業競争力強化基盤整備
事業

中新第２ 635            - 90                      

12 北海道 猿払村
農業競争力強化基盤整備
事業

シネシンコ 453            - 50                      

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

北海道　補助 - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 北海道 足寄町
農業競争力強化基盤整備
事業

足寄 975            - 160                    

14 北海道 厚岸町
農業競争力強化基盤整備
事業

セタニウシ 220            - 40                      

15 北海道 大樹町
農業競争力強化基盤整備
事業

大樹第１ 656            - 50                      

16 北海道 別海町
農業競争力強化基盤整備
事業

西春別第２ 821            - 70                      

17 北海道 枝幸町
農業競争力強化基盤整備
事業

歌登２ 396            - 80                      

18 北海道 稚内市
農業競争力強化基盤整備
事業

稚内第２ 996            - 170                    

19 北海道 広尾町
農業競争力強化基盤整備
事業

広尾第１ 240            - 70                      

20 北海道 別海町
農業競争力強化基盤整備
事業

あさひ別海西 597            - 80                      

21 北海道 弟子屈町
農業競争力強化基盤整備
事業

弟子屈南部 900            - 40                      

22 北海道 幌延町
農業競争力強化基盤整備
事業

幌延西部 555            - 240                    

23 北海道 別海町
農業競争力強化基盤整備
事業

あさひ別海東 593            - 50                      

北海道　補助 - 2



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

24 北海道 標津町
農業競争力強化基盤整備
事業

標津南部 896            - 320                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

北海道　補助 - 3



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

25 北海道 三笠市 復旧治山事業 幌内住吉地区 88             - 18                      

26 北海道 函館市 復旧治山事業 松本地先 232            - 43                      

27 北海道 福島町 復旧治山事業 岩部地区 384            - 67                      

28 北海道 様似町 復旧治山事業 覆道地先 98             - 27                      

29 北海道 函館市 復旧治山事業 瀬田来地区 128            - 35                      

30 北海道 積丹町 復旧治山事業 美国小学校裏 409            - 76                      

31 北海道 置戸町 復旧治山事業 置戸地区 307            - 54                      

32 北海道 礼文町 復旧治山事業 津軽地区 239            - 40                      事業着手

33 北海道
増毛町、留萌
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

留萌 3,402         5.61 68                      

34 北海道
和寒町、剣淵
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上川北部 3,983         4.54 79                      

35 北海道
猿払村、浜頓
別町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宗谷 4,630         6.56 92                      

36 北海道
積丹町、古平
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

石狩空知 5,731         5.26 114                    

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

 北海道　補助 - 4



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

37 北海道
旭川市、鷹栖
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上川南部 6,110         4.58 122                    

38 北海道
紋別市、遠軽
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

網走西部 6,641         5.21 132                    

39 北海道
網走市、北見
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

網走東部 7,484         4.40 149                    

40 北海道
白糠町、釧路
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

釧路根室 8,890         5.36 177                    

41 北海道
音更町、士幌
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

十勝 11,590        4.91 231                    

42 北海道
白老町、安平
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

胆振東部 4,550         5.57 91                      

43 北海道
平取町、日高
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

日高 5,367         6.51 107                    

44 北海道
島牧村、寿都
町ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

後志胆振 6,587         5.61 131                    

45 北海道
函館市、北斗
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

渡島桧山 8,688         5.06 173                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

 北海道　補助 - 5



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

46 北海道 別海町 水産流通基盤整備事業 尾岱沼 5,640         2.26           480                    

47 北海道 小平町 漁港施設機能強化事業 臼谷 600             - 52                      

48 北海道 知内町 漁港施設機能強化事業 小谷石 580             - 100                    

49 北海道 大樹町 漁港施設機能強化事業 大樹 990             - 250                    

50 北海道
礼文町、利尻
町ほか

水産環境整備事業 日本海宗谷 5,208         1.30           124                    

51 北海道
上ﾉ国町、奥
尻町ほか

水産環境整備事業 北海道南西部 9,953         1.77           418                    

52 北海道
森町、登別市
ほか

水産環境整備事業 噴火湾周辺 4,013         3.32           90                      

53 北海道
苫小牧市、日
高町ほか

水産環境整備事業 北海道太平洋西部 4,672         2.71           202                    

54 北海道 利尻富士町 水産生産基盤整備事業 利尻富士 1,950         1.59           50                      

55 北海道 猿払村 水産生産基盤整備事業 猿払 3,720         2.36           200                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実　　施

都道府県名・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 北海道　補助 - 6



交付金等（平成２６年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 北海道 農山漁村地域整備交付金 583                      

（注）「当該補正予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該補正予算の
配分額（国費）

北海道　交付金 - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 北海道
江別市、千歳市
ほか

国営かんがい排水事業 道央用水（三期） 56,700        
頭首工4ヶ所
揚水機場6ヶ所
用水路6条L=10.6km

1.15           500                 

2 北海道
江別市、北広島
市

国営かんがい排水事業 江別南 5,000         
排水機場2ヶ所
排水路2条L=5.2km

1.04           180                 

3 北海道 旭川市、当麻町 国営かんがい排水事業 当麻永山用水 4,800         
頭首工1ヶ所（改修）
用水路2条L=5.0km

1.54           300                 

4 北海道
月形町、浦臼町、
新十津川町、雨
竜町

国営かんがい排水事業 樺戸（二期） 78,000        
ダム2ヶ所（新設1、改修1）
頭首工1ヶ所
排水機場1ヶ所

1.02           350                 

5 北海道
音更町、鹿追町、
清水町、芽室町

国営かんがい排水事業 美蔓 33,000        
貯水池1ヶ所
用水路8条L=60.9km
排水路4条L=17.9km

1.04           450                 

6 北海道
厚真町、むかわ
町

国営かんがい排水事業 勇払東部（二期） 20,500        
ダム1ヶ所（改修）
揚水機場1ヶ所
用水路12条L=63.1km

1.03           300                 

7 北海道 別海町 国営かんがい排水事業 別海南部 24,000        
用水路118条L=117.8km
排水路29条L=34.9km

1.44           750                 

8 北海道 別海町 国営かんがい排水事業 別海西部 22,000        
取水井戸1ヶ所
用水路123条L=100.7km
排水路8条L=17.0km

1.14           200                 

9 北海道 別海町 国営かんがい排水事業 別海北部 42,000        
用水路513条L=467.8km
排水路13条L=21.7km

1.62           250                 

10 北海道 根室市 国営かんがい排水事業 根室 11,000        
用水路86条L=105.3km
排水路6条L=2.6km

1.68           310                 

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

北海道　直轄（ゼロ国） - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

11 北海道 真狩村
国営農地再編整備事
業

真狩 9,000         
区画整理1,023ha
農地造成5ha

1.11           120                 

12 北海道 妹背牛町
国営農地再編整備事
業

妹背牛 17,000        
区画整理997ha
農地造成5ha

1.04           1,030               

13 北海道
富良野市、中富
良野町

国営農地再編整備事
業

富良野盆地 32,000        
区画整理1,943ha
農地造成274ha

1.16           2,330               

14 北海道 士別市
国営農地再編整備事
業

上士別 15,500        
区画整理801ha
農地造成24ha

1.07           1,280               

15 北海道 長沼町
国営農地再編整備事
業

南長沼 26,500        
区画整理1,545ha
農地造成5ha

1.42           1,600               

16 北海道 美唄市
国営農地再編整備事
業

美唄茶志内 19,600        
区画整理1,372ha
農地造成6ha

1.28           1,160               

17 北海道 浜頓別町
国営農地再編整備事
業

東宗谷 6,200         
区画整理1,422ha
農地造成5ha

1.29           360                 

18 北海道 今金町、せたな町
国営緊急農地再編整
備事業

今金南 18,000        区画整理1,185ha 1.33           800                 

19 北海道 鷹栖町
国営緊急農地再編整
備事業

北野 13,000        区画整理691ha 1.27           970                 

20 北海道 美唄市
国営緊急農地再編整
備事業

美唄 28,500        区画整理1,682ha 1.20           703                 

北海道　直轄（ゼロ国） - 2



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

21 北海道 雨竜町
国営緊急農地再編整
備事業

雨竜暑寒 15,000        区画整理801ha 1.24           460                 

22 北海道 ニセコ町
国営緊急農地再編整
備事業

ニセコ 17,500        区画整理1,490ha 1.21           300                 

23 北海道 豊富町
国営総合農地防災事
業

サロベツ 24,600        
排水路L=42.4km
農地保全工4,244ha

1.07           360                 

24 北海道
富良野市、上富
良野町、中富良
野町

国営総合農地防災事
業

空知川 10,000        頭首工1ヶ所 1.01           250                 

25 北海道 猿払村
国営総合農地防災事
業

ポロ沼 6,600         
排水路L=18.4km
農地保全工1,006ha

1.24           370                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

北海道　直轄（ゼロ国） - 3



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

26 北海道 札幌市 復旧治山事業 定山渓地区 211            山腹工0.60ｈa - 136                 

27 北海道 平取町 復旧治山事業 水源5の沢 194            渓間工8基 - 71                   

28 北海道 利尻富士町 復旧治山事業 ヤムナイ沢 278            渓間工12基 - 59                   

29 北海道 上川町 復旧治山事業 黒岳沢 300            渓間工10基 - 50                   

30 北海道 上士幌町 復旧治山事業 幌加地区 68             渓間工4基 - 40                   

31 北海道 登別市 復旧治山事業 登別温泉地区 300            山腹工0.37ha - 61                   

32 北海道 北斗市 復旧治山事業 上河汲沢 180            山腹工0.50ha - 61                   

33 北海道 美瑛町
地域防災対策総合治
山事業

十勝岳 1,970         
導流堤5基、嵩上工3基、森
林整備39ha

1.79           62                   

34 北海道 森町・鹿部町
地域防災対策総合治
山事業

駒ヶ岳 8,506         渓間工361基、山腹工3.17ha 3.70           93                   

35 北海道 紋別市 防災林造成事業 紋別海岸 400            
根固工1,500m、山腹工
2.00ha

- 90                   

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

北海道　直轄（ゼロ国） - 4



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

36 北海道 えりも町 防災林造成事業 えりも 650            森林整備85ha - 30                   

37 北海道 余市町 水源地域整備事業 豊丘地区 260            渓間工5基、山腹工0.26㏊ - 41                   

38 北海道
札幌市、小樽市
ほか

森林環境保全整備事
業

石狩空知（石狩
署）

4,712         
更新面積217ha、保育面積
23,216ha、路網整備開設延
長104.0km

4.39           20                   

39 北海道
岩見沢市、夕張
市ほか

森林環境保全整備事
業

石狩空知（空知
署）

7,550         
更新面積350ha、保育面積
13,538ha、路網整備開設延
長118.9km

3.59           24                   

40 北海道
旭川市、愛別町
ほか

森林環境保全整備事
業

上川南部（上川
中部署）

2,196         
更新面積310ha、保育面積
8,451ha、路網整備開設延長
61.0km

5.99           44                   

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

北海道　直轄（ゼロ国） - 5



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

41 北海道 稚内市
直轄特定漁港漁場整
備事業

抜海 7,159         
防砂堤497m、-5.5m航路
62,700m2

1.41           550                 

42 北海道 礼文町
直轄特定漁港漁場整
備事業

礼文西 4,039         
防波堤改良357m、-3.5m岸
壁改良58m

1.75           290                 

43 北海道 積丹町
直轄特定漁港漁場整
備事業

美国 6,027         
-3.0m岸壁改良125m、護岸
改良230m

1.44           400                 

44 北海道 寿都町
直轄特定漁港漁場整
備事業

寿都 8,092         
-3.5m岸壁改良160m、防波
堤140m

1.20           230                 

45 北海道 松前町
直轄特定漁港漁場整
備事業

江良 5,283         
-3.5m岸壁（蓄養）89m、防波
護岸120m

1.43           260                 

46 北海道 松前町
直轄特定漁港漁場整
備事業

大島 6,614         
防波堤190m、-3.5m岸壁
105m

1.32           350                 

47 北海道 室蘭市
直轄特定漁港漁場整
備事業

追直 15,810        
防波堤150m、-5.0m岸壁改
良1式

1.23           300                 

48 北海道 厚岸町
直轄特定漁港漁場整
備事業

厚岸 11,300        
-5.5m岸壁改良429m、用地
（人工地盤）2,000m2

1.53           90                   

49 北海道 斜里町
直轄特定漁港漁場整
備事業

ウトロ 26,326        
-3.5m岸壁300m、用地
33,700m2

1.25           1,370               

50 北海道
北見市・湧別町・
佐呂間町

直轄特定漁港漁場整
備事業

サロマ湖 16,063        
防波堤542m、航路護岸
606m

1.12           770                 
事業計画の変更による全
体事業費の増、費用対効
果（B/C）等の改訂

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

北海道　直轄（ゼロ国） - 6



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

51 北海道
古平町、厚岸町
ほか

直轄特定漁港漁場整
備事業

北海道第3種及び
第4種漁港

7,570         
古平漁港係留施設1式、厚
岸漁港係留施設1式

3.59           190                 
事業計画の変更による全
体事業費の増、費用対効
果（B/C）等の改訂

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

北海道　直轄（ゼロ国） - 7



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 北海道 当別町
農業競争力強化基盤整備
事業

中小屋西 964            - 20                      

2 北海道 美唄市
農業競争力強化基盤整備
事業

中美唄 3,261         1.60           42                      

3 北海道
当別町、月形
町

農業競争力強化基盤整備
事業

中小屋東 756            - 45                      

4 北海道 雨竜町
農業競争力強化基盤整備
事業

本牧 1,350         1.49           105                    

5 北海道
新十津川町、
雨竜町

農業競争力強化基盤整備
事業

新北部 2,947         2.98           100                    

6 北海道 名寄市
農業競争力強化基盤整備
事業

名寄東 4,715         1.07           50                      

7 北海道 厚真町
農業競争力強化基盤整備
事業

東和 2,263         1.16           240                    

8 北海道 滝川市
農業競争力強化基盤整備
事業

江部乙北 1,508         1.32           290                    

9 北海道 沼田町
農業競争力強化基盤整備
事業

沼東 2,345         1.70           110                    

10 北海道 沼田町
農業競争力強化基盤整備
事業

沼中 2,502         1.56           139                    

11 北海道
沼田町、北竜
町

農業競争力強化基盤整備
事業

沼西 3,325         1.43           100                    

12 北海道 当別町
農業競争力強化基盤整備
事業

金沢 1,245         1.28           80                      

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

北海道　補助（ゼロ国） - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 北海道 滝川市
農業競争力強化基盤整備
事業

江部乙北西 2,914         1.42           170                    

14 北海道 岩見沢市
農業競争力強化基盤整備
事業

新赤川西 1,108         1.33           61                      

15 北海道 芦別市
農業競争力強化基盤整備
事業

野花南 1,024         1.23           75                      

16 北海道 長沼町
農業競争力強化基盤整備
事業

西長沼西 1,503         1.33           120                    

17 北海道 雨竜町
農業競争力強化基盤整備
事業

渭の津 1,028         1.75           72                      

18 北海道 当麻町
農業競争力強化基盤整備
事業

当麻東 883            - 38                      

19 北海道 上富良野町
農業競争力強化基盤整備
事業

東中中央 2,526         1.28           20                      

20 北海道 上富良野町
農業競争力強化基盤整備
事業

東中南 1,726         1.57           120                    

21 北海道 幌加内町
農業競争力強化基盤整備
事業

幌加内中部 1,027         1.21           55                      

22 北海道 幌加内町
農業競争力強化基盤整備
事業

幌加内東部 837            - 47                      

23 北海道 南幌町
農業競争力強化基盤整備
事業

鶴沼 1,039         1.24           81                      

24 北海道 長沼町
農業競争力強化基盤整備
事業

繁殖 1,311         1.30           84                      
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補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

25 北海道 由仁町
農業競争力強化基盤整備
事業

西三川 2,280         1.20           47                      

26 北海道 中札内村
農業競争力強化基盤整備
事業

札内川左岸 1,451         1.68           150                    

27 北海道 北見市
農業競争力強化基盤整備
事業

常呂岐阜 2,030         2.28           125                    

28 北海道 網走市
農業競争力強化基盤整備
事業

網走南部西 1,840         3.14           75                      

29 北海道 大空町
農業競争力強化基盤整備
事業

女満別東部高台 1,422         2.94           100                    

30 北海道 音更町
農業競争力強化基盤整備
事業

音更西高台 1,124         1.72           75                      

31 北海道 北見市
農業競争力強化基盤整備
事業

端野上左岸 385            - 100                    

32 北海道 訓子府町
農業競争力強化基盤整備
事業

訓子府北西 1,191         3.61           75                      

33 北海道 音更町
農業競争力強化基盤整備
事業

音更東高台 664            - 75                      

34 北海道 鹿追町
農業競争力強化基盤整備
事業

北鹿追 702            - 50                      

35 北海道 池田町
農業競争力強化基盤整備
事業

池田北部西 574            - 100                    

36 北海道 深川市
農業競争力強化基盤整備
事業

南たどし 2,672         1.18           120                    
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補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

37 北海道 深川市
農業競争力強化基盤整備
事業

北たどし 2,259         1.18           30                      

38 北海道 蘭越町
農業競争力強化基盤整備
事業

大谷 1,743         1.94           170                    

39 北海道 共和町
農業競争力強化基盤整備
事業

中の川 979            - 60                      

40 北海道 士別市
農業競争力強化基盤整備
事業

北ひびき 717            - 300                    

41 北海道 知内町 農村地域防災減災事業 重内第２ 920            - 60                      

42 北海道 富良野市 農村地域防災減災事業 山部中央第２ 332            - 30                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。
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補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

43 北海道 函館市 復旧治山事業 原木地区 627            - 147                    

44 北海道 せたな町 復旧治山事業 花歌地区 275            - 59                      

45 北海道 積丹町 復旧治山事業 西河地区 90             - 68                      

46 北海道 小樽市 復旧治山事業 手宮地区 472            - 120                    

47 北海道 夕張市 復旧治山事業 滝ノ上地区 450            - 71                      

48 北海道 むかわ町 復旧治山事業 道道酒巻の沢 166            - 50                      

49 北海道 新冠町 復旧治山事業 ポキャップ沢 353            - 68                      

50 北海道 浦幌町 復旧治山事業 円山地区 145            - 74                      

51 北海道 広尾町 復旧治山事業 フンベ団地 260            - 69                      

52 北海道 羅臼町 復旧治山事業 礼文町地区 462            - 180                    

53 北海道 歌志内市 復旧治山事業 ２１３林班の沢 116            - 40                      

54 北海道 増毛町 復旧治山事業 阿分トンネル地先 70             - 58                      

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

55 北海道 美深町 復旧治山事業 仁宇布・辺渓地区 263            - 30                      

56 北海道 浦幌町 復旧治山事業 北村の沢 197            - 40                      

57 北海道 釧路市 復旧治山事業 坂本の沢 83             - 40                      

58 北海道 寿都町 復旧治山事業 有戸漁港地区 155            - 48                      

59 北海道 知内町 復旧治山事業 中の沢地区 190            - 153                    

60 北海道 天塩町 復旧治山事業 赤塚の沢 74             - 37                      

61 北海道 平取町 復旧治山事業 水口の沢 110            - 54                      

62 北海道 釧路町 復旧治山事業 昆布森地区 165            - 140                    

63 北海道 むかわ町 復旧治山事業 ヒグラシの沢 120            - 54                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。
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補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

64 北海道 斜里町 水産流通基盤整備事業 斜里 6,215         2.15           70                      

65 北海道 興部町 水産流通基盤整備事業 興部 2,950         2.07           344                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実　　施

都道府県名・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等
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（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-1 北海道 国営かんがい排水事業 道央用水（三期）
江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、夕張市、岩見沢市、南幌町、由仁町、長沼
町、栗山町、安平町

直-11 北海道 森林環境保全整備事業 留萌（留萌南部署） 留萌市、増毛町、小平町、苫前町

直-12 北海道 森林環境保全整備事業 宗谷（宗谷署）
稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、利尻町、利尻富士町、礼文町、豊富町、
枝幸町

直-13 北海道 森林環境保全整備事業 石狩空知（石狩署）
札幌市、小樽市、江別市、恵庭市、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津
村、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村

直-14 北海道 森林環境保全整備事業 石狩空知（空知署）
岩見沢市、夕張市、美唄市、三笠市、赤平市、芦別市、月形町、由仁町、長沼
町、栗山町、南幌町

直-15 北海道 森林環境保全整備事業
上川南部（上川南部
署）

富良野市、上富良野町、南富良野町、占冠村

直-17 北海道 森林環境保全整備事業
網走東部（網走中部
署）

置戸町、北見市、佐呂間町

直-18 北海道 森林環境保全整備事業
網走東部（網走南部
署）

網走市、大空町、美幌町、斜里町、清里町、小清水町、津別町

直-19 北海道 森林環境保全整備事業 十勝(十勝西部署） 帯広市、音更町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町

直-20 北海道 森林環境保全整備事業 十勝(東大雪支署） 上士幌町、士幌町、鹿追町、新得町

直-22 北海道 森林環境保全整備事業 日高(日高南部署） 新冠町、新ひだか町、浦河町、えりも町

直-23 北海道 森林環境保全整備事業 後志胆振（後志署）
岩内町、共和町、泊村、神恵内村、倶知安町、喜茂別町、京極町、留寿都村、寿
都町、黒松内町、島牧村、室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

直-24 北海道 森林環境保全整備事業 渡島檜山（檜山署）
乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町、奥尻町、函館市、福島町、木古内町、知
内町、北斗市

補-33 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

留萌 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、幌延町

補-34 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上川北部 和寒町、剣淵町、士別市、名寄市、下川町、美深町、音威子府村、中川町

補-35 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宗谷
猿払村、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、
稚内市

補-36 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

石狩空知

積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、小樽市、千歳市、恵庭市、北広島
市、江別市、札幌市、当別町、石狩市、新篠津村、夕張市、栗山町、由仁町、長
沼町、南幌町、岩見沢市、三笠市、美唄市、奈井江町、新十津川町、月形町、浦
臼町、砂川市、赤平市、滝川市、芦別市、歌志内市、上砂川町、深川市、妹背牛
町、秩父別町、沼田町、北竜町、雨竜町、幌加内町

補-37 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

上川南部
旭川市、鷹栖町、比布町、東神楽町、美瑛町、東川町、当麻町、愛別町、上川
町、上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町、占冠村

補-38 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

網走西部 紋別市、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町

補-39 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

網走東部
網走市、北見市、斜里町、清里町、小清水町、大空町、美幌町、津別町、訓子府
町、置戸町、佐呂間町

補-40 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

釧路根室
白糠町、釧路市、釧路町、鶴居村、標茶町、弟子屈町、厚岸町、浜中町、根室
市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

補-41 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

十勝
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、帯広市

補-42 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

胆振東部 白老町、安平町、厚真町、むかわ町、苫小牧市
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（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

補-43 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

日高 平取町、日高町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町

補-44 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

後志胆振
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、神恵内村、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥
町、伊達市、登別市、室蘭市

補-45 北海道
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

渡島檜山
函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、
八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、
今金町

補-50 北海道 水産環境整備事業 日本海宗谷 礼文町、利尻町、利尻富士町、豊富町

補-51 北海道 水産環境整備事業 北海道南西部
神恵内村、泊村、岩内町、蘭越町、寿都町、島牧村、せたな町、八雲町、乙部
町、江差町、上ノ国町、奥尻町

補-52 北海道 水産環境整備事業 噴火湾周辺
函館市（南茅部支所管内）、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、豊浦町、洞爺湖
町、伊達市、室蘭市、登別市、白老町

補-53 北海道 水産環境整備事業 北海道太平洋西部
苫小牧市、厚真町、むかわ町、日高町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、
えりも町

直(ゼロ国)-1 北海道 国営かんがい排水事業 道央用水（三期）
江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、夕張市、岩見沢市、南幌町、由仁町、長沼
町、栗山町、安平町

直（ゼロ国）-38 北海道 森林環境保全整備事業 石狩空知（石狩署）
札幌市、小樽市、江別市、恵庭市、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津
村、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村

直（ゼロ国）-39 北海道 森林環境保全整備事業 石狩空知（空知署）
岩見沢市、夕張市、美唄市、三笠市、赤平市、芦別市、月形町、由仁町、長沼
町、栗山町、南幌町

直（ゼロ国）-40 北海道 森林環境保全整備事業
上川南部（上川中部
署）

旭川市、愛別町、比布町、鷹栖町、東川町、美瑛町、上川町
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（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

直(ゼロ国)-51 北海道
直轄特定漁港漁場整備事
業

北海道第3種及び第4
種漁港

稚内市、礼文町、利尻町、遠別町、苫前町、増毛町、古平町、積丹町、寿都町、
せたな町、八雲町、奥尻町、松前町、福島町、函館市、森町、室蘭市、登別市、
白老町、新ひだか町、様似町、えりも町、豊頃町、厚岸町、根室市、羅臼町、斜
里町、網走市、北見市、湧別町、佐呂間町、雄武町

北海道　参考 - 4


