
Ｈ１７北海道開発当初予算箇所別調書（道南版）
地政課
国道5 函館市 亀田拡幅 改築 2745

228 上磯 函館茂辺地 改築 800
228 上磯木古内 茂辺地木古内 改築 100
230 長万部 国縫 改築 60
278 函館市 空港道路 改築 50
278 函館市 尾札部 改築 450
278 鹿部 鹿部 改築 145
5 八雲 5号耐震補強 防震災 55

227 函館・大野 耐震補強 防震災 173
228 知内・松前 耐震補強 防震災 131
230 今金 国縫道路 改築 40
277 熊石 雲石道路 改築 750
229 北桧山・乙部 耐震補強 防震災 290

地方道　道道
函館南茅部・新川汲トンネル山中橋 函館市 改築地域連携 主 2000
元村恵山 函館市 改築地域連携 330
函館恵山 函館市 災害防除 主 110
函館南茅部 函館市 災害防除 主 80
函館南茅部 函館市 交安一般 主 360
函館恵山 函館市 交安一般 主 10
函館上磯 函館市 沿道開発 主 50
松前港線 松前町 改築地域連携 720
岩部渡島福島停車場 福島町 災害防除 40
渡島吉岡停車場 福島町 交安一般 80
大野大中山 大野町 改築地域連携 135
大野大中山 七飯町 改築地域連携 135
大沼公園鹿部 七飯町 交安一般 主 30
大沼公園鹿部 森町 改築地域連携 主 490
八雲厚沢部 八雲町 改築地域連携 主 360
小谷石渡島知内停車場 知内町 災害防除 300
小黒部鰔川 江差町 交安一般 30
江差木古内 上ノ国町 改築地域連携 主 190
江差木古内 上ノ国町 凍雪害防止 主 180
城丘江差 厚沢部町 凍雪害防止 220
乙部港 乙部町 凍雪害防止 610
北桧山大成 大成町 改築地域連携 170
北桧山大成・直轄地方道 大成町 改築地域連携 820
奥尻島 奥尻町 改築地域連携 主 170
奥尻島 奥尻町 災害防除 主 100
奥尻島 奥尻町 災害防除 主 150
奥尻島 奥尻町 防雪 主 130



北桧山大成・直轄地方道 北桧山町 改築地域連携 1030
北桧山大成・兜野橋 北桧山町 改築地域連携 300
八雲北桧山 北桧山町 交安一般 主 100
今金北桧山 今金町 防雪 50
旭台今金 今金町 防雪 20
丹羽今金 今金町 交安一般 70

地方道　市町村道
市道神山四稜郭 函館市 改築地域連携 13
市道志海苔瀬戸川ロードヒーティング 函館市 防雪 40
市道昭和１・19号 函館市 交安一般 60
町道朝日豊岡・伝治沢橋　及部川橋 松前町 改築地域連携 425
町道前浜湧元 知内町 交安一般 62
町道八軒通 大野町 改築地域連携 56
町道本郷市渡字界 大野町 特殊改良 19
町道駒ケ岳赤井川 森町 改築地域連携 240
町道国縫幹線 長万部町 改築地域連携 150
町道丹羽豊田 北桧山町 防雪 39
町道神丘５線 今金町 凍雪害防止 40
町道神丘６線 今金町 凍雪害防止 29

地方道路整備臨時交付金 函館知内上磯 八雲厚沢部乙部 2271
観光資源を活かした地域振興支援 木古内七飯 熊石奥尻今金

北桧山　道

街路事業
放射２号線 函館市 道 １改 270
本町大通外２ 八雲町 道 ２改 310
本通冨岡 函館市 道 ２改 200
出雲通 八雲町 道 踏切 50
本通中央通 函館市 市 １改 218
中道四稜郭通 函館市 市 ２改 200
赤川中央通 函館市 市 ２改 630
見晴公園通 函館市 市 ２改 176
昭和団地通 函館市 市 ２改 100

街路部局地方道路整備臨時交付金
拠点都市函館と周辺都市連絡道路網 道・函館市 740
ニセコ周辺観光ルート形成 道・長万部等 45

住宅市街地総合整備
乙部市街地 乙部町 約１０
本町中央部 松前町 約２３



中歌姥神暦まち 江差町 24

下水道
公共下水道 函館市 市 856
公共下水道代行 函館市 市 352
震災対策下水道 函館市 市 152
機能高度化下水道 函館市 市 431
流域下水道 函館市 道 75
機能高度化下水道 函館市 道 1136
公共下水道 知内町 町 110
公共下水道代行 知内町 道 551
公共下水道 木古内町 町 50
公共下水道 上磯町 町 350
浸水対策下水道 上磯町 町 50
公共下水道 大野町 町 360
公共下水道 七飯町 町 140
機能高度化下水道 七飯町 町 42
公共下水道 森町 町 500
公共下水道 八雲町 町 659
公共下水道 江差町 町 200
公共下水道 上ノ国町 町 250
公共下水道 熊石町 町 160
公共下水道 大成町 町 92
公共下水道 瀬棚町 町 100
公共下水道 北桧山町 町 65
公共下水道 今金町 町 220

公園
統合補助金 函館市 市 304
統合補助金 上磯町 町 90
道立噴火湾パノラマパーク 八雲町 道 広域 809
統合補助金 八雲町 町 98
統合補助金 七飯町 町 395

水政課
久根別川 上磯七飯大野 補助 基幹 900
汐泊川 函館市 基幹 100
木古内川 木古内町 基幹 200
小田島川 函館市 都市基盤 69
常盤川 函館市 都市基盤 45
石川 函館市 都市基盤 480
矢別ダム 函館市 補助 堰堤改良 115
蒜沢川 七飯町 補助 通常砂防 50



野田追川 八雲町 通常砂防 50
冷水川 函館市 通常砂防 50
森町工区 森町 火山砂防 110
石倉川 森町 火山砂防 40
地蔵川 森町 火山砂防 120
テントウ沢川 砂原町 火山砂防 80
砂原町工区 砂原町 火山砂防 500
馬抛沢川 砂原町 火山砂防 40
白浜川 函館市 火山砂防 250
八幡川 函館市 火山砂防 140
北海道駒ケ岳 森町 火山噴火 200

総合流域防災 渡島・桧山 急傾斜３３４河 川砂防１３６４
戸井瀬田来３ 函館市 補助 急傾斜 120
松前朝日２ 松前町 急傾斜 70
南茅部大船１ 函館市 急傾斜 180
福島福島２ 福島町 急傾斜 90
南茅部尾札部１１ 函館市 急傾斜 40
森越海岸 知内町 侵食 80
大岩海岸 鹿部町 侵食 60
函館海岸 函館市 侵食 80
本町海岸 木古内町 侵食 120
紋兵衛海岸 砂原町 侵食 60
鹿部海岸 鹿部町 局部改良 81
日の浜海岸 函館市 局部改良 60
大沢海岸 松前町 局部改良 69

簡易水道等施設整備 七飯町 生活基盤 46
簡易水道等施設整備 七飯町軍川 未普及解消 44
簡易水道等施設整備 七飯町藤城 未普及解消 117
簡易水道等施設整備 八雲町 生活基盤 80
簡易水道等施設整備 八雲町 未普及解消 58
廃棄物循環型基盤施設整備 茅部衛生組合 リサイクルプラザ 603
排水処理施設等整備 函館松前知内

長万部八雲町 浄化槽設置整備 2

後志利別川 北桧山今金町 直轄 改修 950
厚沢部川 厚沢部江差町 補助 基幹 680
太櫓川 北桧山町 基幹 360
美利河ダム 今金町 直轄 管理 481
パンケオイチャヌンペ川 今金町 補助 通常砂防 90
太櫓越川 大成町 地すべり 28



簡易水道等施設整備 乙部町 生活基盤整備 56
簡易水道等施設整備 熊石町 生活基盤整備 33
簡易水道等施設整備 北桧山町 生活基盤整備 23
水道水源等施設整備 江差町 老朽管更新 14
排水処理施設等整備 奥尻今金

厚沢部各町 浄化槽設置整備 1

港政課
函館港 本港道路、万代中央埠頭岸壁 大町護岸 2375
奥尻港 離岸堤　 防潮堤 80

函館空港 ターミナル地域 の整備等 1487
奥尻空港 滑走路延長 548

農林水産課
利別川２期 北桧山今金町 直轄 国営灌漑排水 2700
大野平野 函館大野七飯

上磯各町 直轄 全体実施設計 80
補助事業
かん排一般型 大野町 渡島中央 120
地域水田農業支援緊急整備 大野町 渡島大野 40
経営体育成基盤整備 大野町 中央開発 約20
経営体育成基盤整備 大野町 東開発 40
畑総(担い手支援型:営農用水) 長万部町 南長万部 180
畑総(担い手支援型:営農用水) 七飯町 軍川 100
畑総(担い手支援型:営農用水) 長万部町 北長万部 20
都道府県営草地整備事業 大野町 木地挽 10
畜産担い手育成総合整備 八雲町、北桧山町 道南中部 約214
広域農道 知内、木古内町、上磯町 南渡島 約32
広域農道 知内、木古内町、上磯町 南渡島２期 500
一般農道 砂原町 砂原中央２期 19
地域用水環境整備 大野町 開発三角 約18
地域用水環境整備 長万部町 ｵﾀﾓｲ 約21
中山間地域総合整備 松前、福島町 渡島西南 37
農免農道 函館市 上豊原２期 10
農免農道 森町 三岱石倉２期 20
防災ﾀﾞﾑ事業 森町 濁川 約96
防災ﾀﾞﾑ事業 上磯町 南部坂 約555
ため池等整備事業 知内町 第一重内 1
ため池等整備事業 八雲町 下の湯 約11
河川応急 八雲町 蕨野 1
農地保全整備(石礫除去) 七飯町 大中山 約9
国営造営施設管理体制整備促進 上磯町、大野町 上磯町 約3



国営造営施設管理体制整備促進 知内町 知内 約5
国営造営施設管理体制整備促進 函館市、上磯町、大野町、七飯渡島平野 約17
基幹水利施設管理 上磯町、大野町 上磯 約12
基幹水利施設管理 砂原町、森町 駒ケ岳 約12
基幹水利施設管理 知内町 知内 約11
海岸保全施設整備 知内町 知内 150
海岸保全施設整備 砂原町 砂原中央２期 120
地域水田農業支援緊急整備 今金町 今金 200
経営体育成基盤整備 今金町 田代第2 80
経営体育成基盤整備 北桧山町 大矢谷 320
経営体育成基盤整備 北桧山町 武沢 420
経営体育成基盤整備 今金町 八白 131
畑総(担い手支援型:営農用水) 厚沢部町 鶉 400
畑総(担い手支援型:営農用水) 今金町 日進 130
一般農道 北桧山町 左股 19
一般農道 厚沢部町 帰来別2期 18
一般農道 熊石町 熊石 51
中山間地域総合整備 厚沢部町 厚沢部 約236
中山間地域総合整備 北桧山町 桧山北 540
中山間地域総合整備 上ノ国町 天の川 206
中山間地域総合整備 江差町、乙部町 北前船の里 約127
中山間地域総合整備 瀬棚町 東大里 15
農免農道 北桧山町 日向坂 45
ため池等整備事業(一般:用排水施設) 今金町 鈴金 41
ため池等整備事業(一般:用排水施設) 厚沢部町 中館 30
ため池等整備事業(一般:用排水施設) 今金町 田代第2 36
国営造営施設管理体制整備促進 江差町 江差 約14
国営造営施設管理体制整備促進 上ノ国町 上ノ国 約4
国営造営施設管理体制整備促進 北桧山町、今金町 今金 約9
国営造営施設管理体制整備促進 厚沢部町 厚沢部 約4
国営造営施設管理体制整備促進 今金町 利別川 約9
基幹水利施設管理 瀬棚町、北桧山町、今金町 真駒内 約26
基幹水利施設管理 江差町、厚沢部町 鶉 約17
海岸保全施設整備(侵食対策) 瀬棚町 南川 150

治山事業

保安林改良 松前町 松前町字白神 2
保安林改良 松前町 松前町字高野 9
保安林改良 松前町 松前町字茂草 15
保育 松前町 松前町字白神他 3
保育 松前町 松前町字茂草他 11
予防治山 福島町 ｾﾞﾛ国 福島町字日向井 31



予防治山 福島町 福島町字浦和 68
保安林改良 福島町 福島町字吉野 2
保育 福島町 福島町字吉野他 4
保育 福島町 福島町字檜倉 8
復旧治山 知内町 知内町字小谷石 130
保育 知内町 知内町字元町他 6
保安林改良 木古内町 木古内町字亀川 8
保育 木古内町 木古内町字瓜谷他 1
保安林改良 上磯町 上磯町字水無 10
保育 上磯町 上磯町字三好他 5
保安林改良 七飯町 七飯町字西大沼 8
保育 七飯町 七飯町字西大沼他 3
復旧治山 鹿部町 ｾﾞﾛ国 鹿部町字大岩(盛田地先) 38
復旧治山 鹿部町 ｾﾞﾛ国 鹿部町字大岩(柳沢右) 60
保安林改良 鹿部町 鹿部町字鹿部 5
保育 鹿部町 鹿部町字鹿部 2
保安林改良 砂原町 砂原町字紋兵エ砂原 2
保育 砂原町 砂原町字紋兵エ砂原他 9
地域防災対策相互治山 砂原町 駒ケ岳地区 117
復旧治山 森町 森町字濁川 80
保安林改良 森町 森町字尾白内 7
保育 森町 森町字尾白内他 9
復旧治山 八雲町 ｾﾞﾛ国 八雲町鉛川 69
保安林改良 八雲町 八雲町蕨野 6
保育 八雲町 八雲町富咲他 25
保安林改良 長万部町 長万部町字朝日浜 8
保安林改良 長万部町 長万部町字静狩 4
保育 長万部町 長万部町字朝日浜他 5
復旧治山 函館市 函館市古武井町 92
復旧治山 函館市 函館市日和山町 57
復旧治山 函館市 ｾﾞﾛ国 函館市木直町 56
復旧治山 函館市 函館市川汲町 130
復旧治山 函館市 函館市木直町 67
予防治山 函館市 函館市尾札部町 28
予防治山 函館市 函館市双見町 118
予防治山 函館市 函館市木直町 29
保安林改良 函館市 函館市日和山町 9
保安林改良 函館市 函館市臼尻町 39
保安林改良 函館市 函館市蛾眉野町 6
保安林改良 函館市 函館市亀田大森町 4
保育 函館市 函館市蛾眉野町他 11
保育 函館市 函館市三森町他 10
保育 函館市 函館市臼尻町 15



地域防災対策相互治山 函館市 函館市汐首町 199
地域防災対策相互治山 函館市 函館市木直町 215
予防治山 江差町 江差町字新栄町 17
保育 江差町 江差町字柳崎町他 9
予防治山 上ノ国町 上ノ国町字早川 48
保安林改良 上ノ国町 上ノ国町字早川 6
保安林改良 上ノ国町 上ノ国町字早川 13
保育 上ノ国町 上ノ国町字早川他 5
水源流域広域保全 上ノ国町 上ノ国町字宮越 72
水源流域地域保全 上ノ国町 上ノ国町字木ノ子 106
復旧治山 乙部町 乙部町字花磯 74
保育 乙部町 乙部町字元町他 4
予防治山 熊石町 熊石町字関内 25
保育 大成町 大成長字宮野他 2
復旧治山 奥尻町 ｾﾞﾛ国 奥尻町字赤石 68
復旧治山 奥尻町 奥尻町字赤石 125
復旧治山 奥尻町 奥尻町字球浦 90
予防治山 奥尻町 奥尻町字赤石 22
保育 奥尻町 奥尻町字稲穂他 1
復旧治山 瀬棚町 瀬棚町字西大里 56
保育 瀬棚町 瀬棚町字南川他 22
復旧治山 北桧山町 北桧山町字太櫓 86
保育 今金町 今金町字住吉他 3

森林環境整備事業(民有林林道事業)

水道保全 松前町 勝軍山 55
資源循環 森町 清滝 30
水道保全 八雲町 黒岩 48
水道保全 八雲町 栄浜 33
水道保全 乙部町 栄野 42
資源循環 乙部町 千岱野 45
水道保全 瀬棚町 大里 30
資源循環 今金町 ｾﾞﾛ国 光台鈴岡 40
資源循環 今金町 新御影 47

森林居住環境整備事業

ﾌｫﾚｽﾄｺﾐｭﾆﾃｨｰ総合整備 知内町 木古内、知内 43
ﾌｫﾚｽﾄｺﾐｭﾆﾃｨｰ総合整備 長万部町 新規 長万部、八雲 53
ﾌｫﾚｽﾄｺﾐｭﾆﾃｨｰ総合整備 乙部町 乙部、熊石 235

水産基盤整備事業 国費分



直轄特定漁港漁場整備 久遠3 特定 370
直轄特定漁港漁場整備 熊石3 特定 240
直轄特定漁港漁場整備 青苗3 特定 600
地域水産物供給基盤整備 太田1、上浦1 特定 399
地域水産物供給基盤整備 中歌1 瀬棚 約154
地域水産物供給基盤整備 鵜泊1 175
地域水産物供給基盤整備 長磯1 147
地域水産物供給基盤整備 小砂子1 上ノ国 約121
地域水産物供給基盤整備 稲穂 新青苗 約146
広域漁港整備 乙部2 約33
広域漁場整備 桧山海域 特定 566
漁業集落環境整備 豊浜2 約253
直轄特定漁港漁場整備 江良3 特定 420
直轄特定漁港漁場整備 大島4 特定 550
直轄特定漁港漁場整備 福島3 特定 490
直轄特定漁港漁場整備 函館3 特定 304
直轄特定漁港漁場整備 臼尻3 特定 220
直轄特定漁港漁場整備 砂原3 特定 400
地域水産物供給基盤整備 湧元1、中の川1特定 約495
地域水産物供給基盤整備 日浦1 特定 224
地域水産物供給基盤整備 木直1 特定 252
地域水産物供給基盤整備 大舟1 特定 約435
地域水産物供給基盤整備 沼尻1、掛澗1 特定 沼尻 約317
地域水産物供給基盤整備 鷲ﾉ木1、石倉1 特定 約306
地域水産物供給基盤整備 落部1 特定 441
地域水産物供給基盤整備 山越1 特定 300
地域水産物供給基盤整備 国縫1、静狩1、大特定 約304
地域水産物供給基盤整備 原口1 81
地域水産物供給基盤整備 清部1 約171
地域水産物供給基盤整備 茂草1 255
地域水産物供給基盤整備 茂辺地1 112
地域水産物供給基盤整備 函館湯川1 渡島函館 532
地域水産物供給基盤整備 志海苔1 105
地域水産物供給基盤整備 小安1 新戸井 130
地域水産物供給基盤整備 汐首1 戸井汐首 約218
広域漁港整備 鹿部2 特定 約229
広域漁港整備 八雲2 特定 約170
広域漁港整備 吉岡2 約95
広域漁港整備 戸井2 東戸井 228
広域漁港整備 大澗2 約185
広域漁港整備 本別2 約94



知内、渡島知内、
木古内、渡島木古内
函館西部、函館

広域漁港整備 特定 恵山、新恵山、椴法華、砂原 181
広域漁港整備 特定 松前、渡島原口、松前江良 122
漁場環境保全創造 南茅部 31
漁場集落環境整備 茂辺地1 約31
漁港関連道整備 落部1 6

漁港海岸事業

上浦 大成町 高潮 約28
石崎 上ノ国町 局改 4
小谷石 知内町 高潮 55
静浦 松前町 高潮 33
尾札部 南茅部町 侵食 66
福島 福島町 環境 83

約371広域漁港整備 特定
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