
直轄事業等（平成２２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 国営かんがい排水事業 道央用水(二期） 49,500 ダム1ヶ所（新設） 1.15 700

2 北海道 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

1.15 800

3 北海道 国営かんがい排水事業 安平川(二期） 1,700
頭首工1ヶ所
用水路3条L=11.7km

1.06 177

4 北海道 国営かんがい排水事業
札内川第二(二
期）

24,500 用水路68条L=297.7km 1.20 424

5 北海道
国営かんがい排水事業
（直轄明渠排水事業）

利別川左岸 7,800
排水機場3ヶ所
排水路5条L=4.0km

1.27 173

6 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

1.11 500

7 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

1.04 350             

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））

　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

8 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 1,300           

9 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

1.07 650             

10 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

1.19 300             

11 北海道 国営総合農地防災事業 富士見 6,600
排水路L=7.1km
農地保全工752ha

1.02 200             

12 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

1.07 600             

（注）　「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」については、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））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

13 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

抜海 7,118
防砂堤500m,-5.5m航路
9,700m2

1.77 240

14 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

青苗 4,270
防波堤150m、-5.0m耐震岸
壁120m

1.82 50

15 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

砂原 8,007
-3.0m岸壁365m、用地
16,500㎡

1.77 40

16 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

庶野 3,786
防波堤改良181m、船揚場
(改良)76.5m

1.89 300

17 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

歯舞 4,950
防波堤改良440m、-4.0m岸
壁改良1式

1.50 120

18 北海道
直轄特定漁港漁場整備
事業

ウトロ 18,149
-3.5m岸壁400m、用地
33,700m2

1.65 1,000

（注）　「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」については、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））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 北海道 幌加内町 中山間地域総合整備事業 幌加内南 2,100           1.21 120            

2 北海道 佐呂間町 中山間地域総合整備事業 さろま 2,415           2.10 100            

3 北海道 由仁町 かんがい排水事業費補助 三川 1,219           1.28 144            

4 北海道 深川市、妹背牛町 かんがい排水事業費補助 深川第２ 9,941           － 200            

5 北海道 名寄市
基幹水利施設ストックマネジ
メント事業

弥生 800             － 50              

6 北海道 芽室町 畑地帯総合整備事業 伏古第２ 2,139 1.08 110            

7 北海道 芽室町 畑地帯総合整備事業 伏古第４ 1,776           1.04 110            

8 北海道 幕別町、更別村 畑地帯総合整備事業 美川 897             1.14 45              

9 北海道 斜里町 畑地帯総合整備事業 斜里 2,666           1.07 150            

10 北海道 訓子府町 畑地帯総合整備事業 訓子府東部 2,404 2.13 20

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
費用対効果

(B/C)等
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　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

事業名 地区名 全体事業費
費用対効果

(B/C)等

11 北海道 訓子府町 畑地帯総合整備事業 訓子府南部 1,939           1.80 30              

12 北海道 北見市 畑地帯総合整備事業 留辺蘂温根湯 4,326           2.19 739            

13 北海道 遠軽町 畑地帯総合整備事業 生田原 747             1.48 50              

14 北海道 幕別町 畑地帯総合整備事業 古舞 1,011           － 50              

15 北海道 浦幌町 畑地帯総合整備事業 中浦幌 870             － 35              

16 北海道 富良野市 畑地帯総合整備事業 東郷北部 920             － 13              

17 北海道 北見市 畑地帯総合整備事業 北見南 2,170           2.57 70              

18 北海道 上士幌町 畑地帯総合整備事業 上音更 680             － 81              

19 北海道 更別村 畑地帯総合整備事業 更南 2,073           1.12 82              

20 北海道 弟子屈町 畑地帯総合整備事業 屈斜路湖畔 988             － 252            

21 北海道 更別村 畑地帯総合整備事業 勢雄 2,280           1.21 232            
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　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

事業名 地区名 全体事業費
費用対効果

(B/C)等

22 北海道 清里町 畑地帯総合整備事業 きよさと 748             - 49              

23 北海道 士幌町 畑地帯総合整備事業 下居辺 595             - 30              

24 北海道 新篠津村 経営体育成基盤整備事業 西原 2,113           1.31 120            

25 北海道 富良野市 経営体育成基盤整備事業 大沼南 1,078           1.41 100            

26 北海道
深川市
秩父別町

経営体育成基盤整備事業 深川北南 3,026           1.53 224            

27 北海道 南幌町 経営体育成基盤整備事業 青葉 1,153           1.16 117            

28 北海道 岩見沢市 経営体育成基盤整備事業 大願東 1,575           1.34 112            

29 北海道 秩父別町 経営体育成基盤整備事業 日の出 1,785           1.10 138            

30 北海道 月形町 経営体育成基盤整備事業 昭栄 1,030           1.05 80              

31 北海道 長沼町 経営体育成基盤整備事業 長都遠軽 1,512           1.34 185            

32 北海道 新篠津村 経営体育成基盤整備事業 新高倉北 1,645           1.41 83              
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　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

事業名 地区名 全体事業費
費用対効果

(B/C)等

33 北海道 新篠津村 経営体育成基盤整備事業 中原 2,089           1.38 60              

34 北海道 岩見沢市 経営体育成基盤整備事業 由良 778             － 80              

35 北海道 深川市 経営体育成基盤整備事業 多度志北 1,666           1.07 220            

36 北海道 長沼町 経営体育成基盤整備事業 新双誠 2,020           1.48 148            

37 北海道 岩見沢市 経営体育成基盤整備事業 西川中 1,615           1.11 80              

38 北海道 新篠津村 経営体育成基盤整備事業 拓新 1,611           1.42 80              

39 北海道 雨竜町 経営体育成基盤整備事業 追分 1,212           1.63 53              

40 北海道 富良野市 経営体育成基盤整備事業 大沼中央 663             － 83              

41 北海道 新篠津村 経営体育成基盤整備事業 達布中央 2,294           1.59 100            

42 北海道 共和町 経営体育成基盤整備事業 共和中央 1,015           1.30 34              

43 北海道 新十津川町 経営体育成基盤整備事業 花月第２ 1,863           1.32 25              
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　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

事業名 地区名 全体事業費
費用対効果

(B/C)等

44 北海道 奈井江町 経営体育成基盤整備事業 奈井江瑞穂 1,002           1.64 40              

45 北海道 中標津町 草地畜産基盤整備事業 計根別北 618             1.59 40              

46 北海道 稚内市 草地畜産基盤整備事業 稚内 1,248           1.22 60              

47 北海道 枝幸町 草地畜産基盤整備事業 枝幸 979             － 110            

48 北海道 別海町 草地畜産基盤整備事業 計根別南 434 － 30

49 北海道 別海町 草地畜産基盤整備事業 上春別南 562             － 25              

50 北海道 大空町 草地畜産基盤整備事業 東藻琴山麓 395             － 35              

51 北海道 別海町 草地畜産基盤整備事業 上春別北 405             － 30              

52 北海道 別海町 草地畜産基盤整備事業 光進 424             － 30              

53 北海道 七飯町 草地畜産基盤整備事業 城岱 622             － 42              

54 北海道 紋別市、湧別町 草地畜産基盤整備事業 はまなす第１ 2,028           1.18 126            
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　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

事業名 地区名 全体事業費
費用対効果

(B/C)等

55 北海道 枝幸町 草地畜産基盤整備事業 ヤマウス 1,208           1.03 210            

56 北海道
紋別市、滝上町、
西興部村

草地畜産基盤整備事業 はまなす第２ 1,201 1.18 84

57 北海道 上士幌町 草地畜産基盤整備事業 上士幌西 1,367           1.12 180            

58 北海道
北見市、訓子府
町、置戸町、陸別
町

草地畜産基盤整備事業 きたみらい 1,836           1.12 300            

59 北海道 上士幌町 草地畜産基盤整備事業 上士幌東 705             － 142            

60 北海道 八雲町 草地畜産基盤整備事業 八雲東部 250             － 20              

61 北海道 幕別町 草地畜産基盤整備事業 幕別 710             － 212            

62 北海道 湧別町 草地畜産基盤整備事業 湧別 931             － 506            

63 北海道 中頓別町 草地畜産基盤整備事業 天北南部 317             － 330            

64 北海道 広尾町 草地畜産基盤整備事業 広尾 1,095           － 432            

65 北海道 稚内市 草地畜産基盤整備事業 沼川北部 1,123           1.06 244            
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　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

事業名 地区名 全体事業費
費用対効果

(B/C)等

66 北海道 大樹町 草地畜産基盤整備事業 大樹 1,037 1.17 140

67 北海道 陸別町 草地畜産基盤整備事業 陸別 1,574           1.29 200            

（注） 「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））

　林野公共事業 （単位：百万円）

68 北海道 月形町 復旧治山事業 豊ケ丘地先 160 － 45

69 北海道 石狩市 復旧治山事業 斉藤地先 76 － 49

70 北海道 寿都町 復旧治山事業 杉谷地先 90 － 50

71 北海道 岩内町 復旧治山事業 東山地区 80 － 60

72 北海道 むかわ町 復旧治山事業 学校の沢 193 － 88

73 北海道 平取町 復旧治山事業 仲山の沢 94 － 26

74 北海道 函館市 復旧治山事業 山根地先 254 － 36

75 北海道 名寄市 復旧治山事業 桜庭の沢 85 － 54

76 北海道 遠別町 復旧治山事業 キビタナイ川 216 － 66

77 北海道 礼文町 復旧治山事業 山本地先 485 － 96

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

78 北海道 白糠町 復旧治山事業 鳥居の沢 168 － 64

79 北海道 豊浦町 復旧治山事業 礼文華地区 90 － 43

80 北海道 むかわ町 復旧治山事業 下の沢地区 149 － 37

81 北海道 函館市 復旧治山事業 汐谷地先 137 － 38

82 北海道 松前町 復旧治山事業 願掛地区 71 － 71

83 北海道 音威子府村 復旧治山事業 駐車場地先 125 － 58

84 北海道 津別町 復旧治山事業 木樋地区 114 － 61

85 北海道 厚岸町 復旧治山事業 松葉地区 112 － 50

86 北海道 歌志内市 防災林造成事業 自動車学校地先 20 － 20

87 北海道 森町 防災林造成事業 駒ヶ岳地区 140 － 16

88 北海道 様似町
水源流域広域保全事
業

新富地区 256 － 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

89 北海道 帯広市
水源流域地域保全事
業

岩内地区 183 － 40

90 北海道 白糠町
水源流域地域保全事
業

茶路地区 222 － 48

91 北海道 蘭越町
水源流域地域保全事
業

立川地区 217 － 48

92 北海道 石狩市
水源の里保全緊急整
備事業

小谷地区 185 － 64

93 北海道 石狩市 保安林整備事業 聚富第２地区 11 － 11

94 北海道 江別市 保安林整備事業 美原第２地区 10 － 12

95 北海道 恵庭市 保安林整備事業 北島地区 10 － 10

96 北海道 森町 保安林整備事業 砂崎地区 10 － 5

97 北海道 天塩町 保安林整備事業 サラキシ地区 22 － 10

98 北海道 稚内市 保安林整備事業 抜海 36 － 17

99 北海道 ニセコ町 保安林整備事業 桂台地区 46 － 15
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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

100 北海道 豊浦町 保安林整備事業 礼文華地区 12 － 12

101 北海道 当麻町 保安林整備事業 開明 55 － 15

102 北海道 今金町 育成林整備事業 光台鈴岡線 290 － 48

103 北海道 初山別村 育成林整備事業 天塩六線沢線 250 － 86

104 北海道 足寄町 育成林整備事業 作太郎山線 338 － 20

105 北海道 標茶町 育成林整備事業 シラルトロ線 194 － 40

（注） 「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））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

106 北海道 浦幌町
地域水産物供給基盤
整備事業

浦幌豊頃 2,894 1.28 210

107 北海道 松前町
地域水産物供給基盤
整備事業

白神 900 1.23 200

108 北海道 登別市
地域水産物供給基盤
整備事業

登別 2,020 2.86 340

109 北海道 湧別町 広域漁港整備事業 湧別 7,131 1.21 220

110 北海道 広域漁場整備事業 利礼海域 5,987 3.73 260

111 北海道 広域漁場整備事業 石狩後志 4,322 4.07 120

112 北海道 広域漁場整備事業 十勝海域 6,300 1.97 130

（注）

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

「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。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費
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交付金等（平成２２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 6,837

2 北海道 森林環境保全整備事業(造林関係分) 1,005

（注） 「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 配分額（国費）
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