
平成 17 年度補正予算箇所別調書(渡島･桧山) 
 
農林水産課 
農業農村整備事業(直轄) 

(単位：千円) 
支庁名 事業名 地区名 市町村名 平成 17年度一次補

正(ｾﾞﾛ国債) 

檜山 

 

国営かんがい排水 利別川（二期） 

 

今金町、せたな町 160,000 

 

 
 
農地海岸事業（補助） 
                                             (単位：千円) 
支庁名 事業名 地区名 市町村名 平成 17 年度一次補正(ｾﾞﾛ国債) 

渡島 一般農道 砂原中央 2 期 森町 15,000 

渡島 防災ﾀﾞﾑ事業 南部坂 北斗市 60,000 

 

治山事業 
平成 17 年度補正予算（ｾﾞﾛ国債） 
民有林治山事業実施予定箇所 
管轄支庁 市町村名 事業名 箇所名 新継 工事費(百万円) 

渡島支庁 函館市 復旧治山 古武井地区 継続 101 

渡島支庁 函館市 復旧治山 西谷地先 継続 46 

渡島支庁 福島町 予防治山 浦和地区 継続 36 

渡島支庁 福島町 予防治山 日向地区 継続 71 

檜山支庁 奥尻町 復旧治山 赤川地区 継続 54 

檜山支庁 乙部町 復旧治山 豊浜地区 継続 63 

 



 
森林整備事業 
平成 17 年度補正予算(ｾﾞﾛ国債) 
森林環境保全整備事業(民有林林道事業分) 
 
支庁名 市町村名 事業名 路線名 新継 事業費(百万円) 

檜山 今金町 流域循環資源林整備事

業 

光台鈴岡 継続 40 

 
 
水産基盤整備事業(ｾﾞﾛ国債) 
平成 17 年度補正予算割当調書 

ｾﾞﾛ国債 支庁名 事業名 事業地区名 漁港名 種別 漁場名 事業主体（）内、所在市町村 

事業費 

檜山 地域水産物供給基盤整備事業 上ノ国 小砂子 １  北海道（上ノ国町） 200,000 

檜山 広域漁場整備事業 檜山海域   北檜山鵜泊 

･瀬棚地先 

･瀬棚沖 

北海道 258,000 

渡島 直轄特定漁港漁場整備事業 大島 大島 4  開発局（松前町） 400,000 

渡島 地域水産物供給基盤整備事業 函館 函館湯川 1  北海道(函館市) 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



港湾整備事業 
平成 17 年度  補正予算(ｾﾞﾛ国債) 

(事業費、単位：百万円) 
種別 箇所 平成 16 年度補正予算(ｾﾞﾛ国債) 
港湾 森港 154 
港湾 椴法華港 111 
港湾 瀬棚港 320 

 
水政課所管事業 現年補正 

事業区分 事業 
区分 事業名 

河川名 事業費(百万円) 関係市町村 

河川 直轄 改修 後志利別川 107 今金町 
 
ｾﾞﾛ国債 

事業区分 事業 
区分 事業名 

河川名 事業費(百万円) 関係市町村 

河川 補助 基幹 久根別川 60 七飯町 
砂防 補助 火山砂防 白浜川 200 函館市 

砂防 補助 火山砂防 ﾃﾝﾄｳ沢川 110 森町 
急傾斜 補助 急傾斜 南茅部大船 72 函館市 
河川 直轄 改修 後志利別川 300 せたな町 

河川 補助 基幹 太櫓川 60 せたな町 
 
 
 
 
 



 
地政課  
平成 17 年度補正予算 実施計画箇所別表(単年度) 
一般国道 

                 単位：百万円(事業費) 
支庁名 路線名 市町村名 事業名 工種 単年度 
渡島 5 長万部町 5 号耐震補強 防震災 20 
渡島 227 大野町 227 号耐震補強 防震災 70 
檜山 227 厚沢部町 227 号耐震補強 防震災 40 
檜山 229 せたな町 229 号耐震補強 防震災 10 
 
（ｾﾞﾛ国債） 
一般国道 

                 単位：百万円(事業費) 
支庁名 路線名 市町村名 事業名 工種 ｾﾞﾛ国債 

渡島 228 北斗市 函館茂辺地道路 改築 2,185 

 
平成 17 年度補正予算 実施計画箇所別表(ｾﾞﾛ国債) 
地方道(道道) 

                  単位：百万円(事業費) 
支庁名 種別 路線名 市町村名 工種 ｾﾞﾛ国債 

渡島 主要道道 函館南茅部線 函館市 交安一般 200 

檜山 主要道道 奥尻島線 奥尻町 防災 280 

檜山 一般道道 北檜山大成線 せたな町 道路改築 120 

 
 
 
 



（ｾﾞﾛ国債） 
地方道(市町村道) 

         単位：百万円(事業費) 
支庁名 種別 路線名 市町村名 工種 ｾﾞﾛ国債 

渡島 町道 朝日豊岡線 松前町 道路改築 60 

 
 
公共下水道 
（ｾﾞﾛ国債）  

単位：百万円(事業費) 
支庁 箇所名 ｾﾞﾛ国債 摘要 
渡島 森町 100 (工事) 
檜山 江差町 50 (工事) 
檜山 今金町 60 (工事) 
 
 
特定環境保全公共下水道 
（ｾﾞﾛ国債）  

単位：百万円(事業費) 
支庁 箇所名 ｾﾞﾛ国債 摘要 
檜山 上ノ国町 100 (工事) 
 
都市公園 
(ｾﾞﾛ国債) 

                             単位：百万円(事業費) 
支庁名 都市名 公園名 事業主体 工種 ｾﾞﾛ国債 
渡島 八雲町 道立噴火湾ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸ 道 広域 80 
 


