
北海道　直轄等 - 1

直轄事業等（平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 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 80

2 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

1.04 160               

3 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

1.05 300               

4 北海道 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 1,000            

5 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

1.04 250               

6 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

1.16 250               

7 北海道 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

1.07 250               

8 北海道 国営農地再編整備事業 中鹿追 13,000
区画整理2,071ha
農地造成6ha

1.19 250               

経済危機対応
・地域活性化
予備費に係る

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

費用対効果
(B/C)等

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



北海道　直轄等 - 2

直轄事業等（平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）
経済危機対応
・地域活性化
予備費に係る

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

費用対効果
(B/C)等

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

9 北海道 国営かんがい排水事業 大野平野 18,000
頭首工3ヶ所
用水路38条L=42.3km

1.07 550

10 北海道 国営かんがい排水事業 上音更 3,900 排水路1条L=6.5km 1.06 520

11 北海道 国営かんがい排水事業 北海（一期） 13,500            
頭首工1ヶ所
用水路1条L=11.1km

1.20 1,660

12 北海道 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

1.44 600

13 北海道 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

1.14 150

14 北海道
国営かんがい排水事業
（直轄明渠排水事業）

なかがわ 4,900
排水機場1ヶ所
排水路1条L=7.9km

1.04 40

15 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）

清里 2,700 排水路1条L=8.1km 1.46 400

16 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）

北見 2,400 排水路2条L=6.7km 1.09 80

（注）　「全体事業費」及び「事業費」については、単位未満を四捨五入している。



北海道　補助 - 1

補助事業（平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 北海道 むかわ町 地すべり対策事業 第２稲里中央 680 - 200

2 北海道 旭川市 かんがい排水事業費補助 丸長 295 1.24 44

（注） 「全体事業費」及び「事業費」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 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

経済危機対応
・地域活性化
予備費に係る

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



北海道　補助 - 2

補助事業（平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費）

　林野公共事業 （単位：百万円）

3 北海道 三笠市 復旧治山事業 大里 142            － 18

4 北海道 神恵内村 復旧治山事業 赤石地区 431            － 38

5 北海道 江差町 復旧治山事業 柏団地 181            － 20

6 北海道 上士幌町 復旧治山事業 佐藤の沢 347            － 40

7 北海道 浦幌町 復旧治山事業 炭山 148            － 30

8 北海道 羅臼町 復旧治山事業 北浜地区２ 465            － 25

9 北海道 羅臼町 防災林造成事業 ざいもく岩 155            － 26

(注）「全体事業費」及び「事業費」については、単位未満を四捨五入している。

経済危機対応
・地域活性化
予備費に係る

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 事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

実施
都道府県名
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