
直轄事業等（平成２２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 国営かんがい排水事業 篠津中央二期          49,500 頭首工１箇所 1.15 360

2 北海道 国営かんがい排水事業 樺戸（二期）          78,000

ダム２箇所
（新設１、改修１）
頭首工１箇所
排水機場１箇所

1.02 316

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

1.04 185

4 北海道 国営かんがい排水事業 ぴっぷ          15,000
頭首工１箇所
用水路５条L=26.4km

1.00 379              

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

1.03 87                

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

1.04 1,807

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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画
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直轄事業等（平成２２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）

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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

7 北海道 国営かんがい排水事業 はまなか          39,000
揚水機場２箇所
用水路265条L=254.7km
排水路46条L=47.4km

1.35 692              

8 北海道
国営かんがい排水事業
（直轄明渠排水事業）

岐阜            4,500
排水機場１箇所
排水路３条L=2.5km

1.04 466              

9 北海道
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

幌新            1,800 ダム１箇所（改修） 1.00 230              

10 北海道
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

祥栄            1,200 排水路２条L=2.9km 1.05 144              

11 北海道
国営かんがい排水事業
（国営造成土地改良施
設整備事業）

富丘            1,400 排水路河口施設１式 1.01 196              

12 北海道 国営農地再編整備事業 由仁 17,000         
区画整理1,095ha
農地造成5ha

1.02 120
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直轄事業等（平成２２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）

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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

13 北海道 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

1.11 440              

14 北海道 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

1.04 210              

15 北海道 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

1.16 438              

16 北海道 国営総合農地防災事業 下浦幌（一期） 15,000
排水路L=5.0km
道路工L=8.7km
農地保全工2,950ha

1.04 140              

17 北海道 国営総合農地防災事業 下浦幌（二期） 13,000
排水機場2ヶ所
排水路L=27.0km

1.04 200              

18 北海道 国営総合農地防災事業 稚内中部 5,200
排水路L=5.4km
農地保全工837ha

1.02 140              
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直轄事業等（平成２２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）

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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

19 北海道 国営総合農地防災事業 鶴居第２ 4,300
排水路L=9.2km
農地保全工554ha

1.05 120              

（注）

２．「当該補正予算の事業費」は、平成22年度の国庫債務負担行為限度額を示す。

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。
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直轄事業等（平成２２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）

20 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

美国 5,281
-3.0m岸壁改良125m,護岸改
良230m

1.33 250

21 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

余別 2,754
-2.5m物揚場改良74m、防波
堤改良230m

1.34 230

22 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

追直 12,342
-3.0m岸壁(養殖)1式,用地1
式

1.26 480

23 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

三石 7,888
防波堤140m、-3.5m岸壁
120m

1.41 320

24 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

落石 9,199
護岸130m、-4.0m岸壁改良1
式

1.68 200

25 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

羅臼 22,000
-3.5m岸壁537m、用地
46,930m2

1.71 130

（注）

２．「当該補正予算の事業費」は、平成22年度の国庫債務負担行為限度額を示す。

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。

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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画
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補助事業（平成２２年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 北海道 歌志内市 復旧治山事業 佐藤地先 82 － 56

2 北海道 夕張市 復旧治山事業 試験農園地先 320 － 72

3 北海道 神恵内村 復旧治山事業 川白公住地先 90 － 34

4 北海道 神恵内村 復旧治山事業
アワビセンター地
先

112 － 62

5 北海道 積丹町 復旧治山事業 小泊地区 261 － 78

6 北海道 むかわ町 復旧治山事業 旭岡三井の沢 127 － 38

7 北海道 平取町 復旧治山事業 岡田地先 181 － 50

8 北海道 平取町 復旧治山事業 義経公園地先 90 － 42

9 北海道 平取町 復旧治山事業 津川の沢 110 － 64

10 北海道 森町 復旧治山事業 駒ヶ岳地区 1,620 6.19 48

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

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
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

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

11 北海道 函館市 復旧治山事業 築上川 245 － 82

12 北海道 函館市 復旧治山事業 御崎地区 862 － 104

13 北海道 江差町 復旧治山事業 柏団地 161 － 31

14 北海道 せたな町 復旧治山事業 島歌小学校横 431 － 69

15 北海道 奥尻町 復旧治山事業 球浦地区 317 － 75

16 北海道 音威子府村 復旧治山事業 頓別坊川 127 － 66

17 北海道 留萌市 復旧治山事業 礼受地区 134 － 96

18 北海道 留萌市 復旧治山事業 三泊地区 385 － 78

19 北海道 礼文町 復旧治山事業 山本地先 485 － 114

20 北海道 浦幌町 復旧治山事業 クラブハウスの沢 119 － 57

21 北海道 羅臼町 復旧治山事業 礼文町地区 378 － 30
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

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

22 北海道 赤平市 復旧治山事業 内右の沢 99 － 45

23 北海道 新十津川町 復旧治山事業 278林班の沢 72 － 31

24 北海道 寿都町 復旧治山事業 種前地区 306 － 93

25 北海道 むかわ町 復旧治山事業 役場の沢 180 － 58

26 北海道 函館市 復旧治山事業 木直漁港地区 423 － 38

27 北海道 函館市 復旧治山事業 尾上地先 136 － 63

28 北海道 厚岸町 復旧治山事業 永田地先 164 － 70

29 北海道 厚真町
水源流域広域保全事
業

厚真川地区 348 － 80

30 北海道 美唄市 地すべり防止事業 滝の沢 341 － 64

（注）

２．「当該補正予算の事業費」は、平成22年度の国庫債務負担行為限度額を示す。

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。
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補助事業（平成２２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）

31 北海道 松前町
地域水産物供給基盤
整備事業

松前江良 2,159 1.43 130

32 北海道 神恵内村
地域水産物供給基盤
整備事業

神恵内 4,473 1.19 180

33 北海道 島牧村
地域水産物供給基盤
整備事業

島牧 5,458 1.69 150

34 北海道 浜中町
地域水産物供給基盤
整備事業

浜中散布 8,860 1.64 240

35 北海道 湧別町 広域漁港整備事業 湧別 7,131 1.21 320

36 北海道 広域漁場整備事業 十勝海域 6,300 1.97 182

37 北海道 広域漁場整備事業 石狩後志 4,322 4.07 48

38 北海道 広域漁場整備事業 檜山海域 10,358 1.58 52

（注）

２．「当該補正予算の事業費」は、平成22年度の国庫債務負担行為限度額を示す。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

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

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。
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