
令　　和　　３　　年　　度　(２０２１年度)　　事　　業　　実　　施　　一　　覧

事業概要 事業期間 R３年度

親名称 子名称 事業目的
総事業費
（単位：億
円）

事業内容 事業着手 完了予定
当初額

（単位：百万
円）

当初実施予定内容 実績額 実績内容 増減理由

1 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 釧路環状線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.7 橋梁修繕、耐震補強 R2 R5 65 工事 65 工事 -

2 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 釧路環状線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.7 橋梁修繕、耐震補強 R2 R5 65 工事 65 工事 -

3 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 雄別釧路線 完成
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.4 橋梁修繕 R2 R3 31 工事 31 工事 -

4 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 本流音別停車場線 完成
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.6 橋梁修繕 R2 R3 42 工事 42 工事 -

5 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 尺別尺別停車場線 完成
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.7 橋梁修繕、耐震補強 R1 R3 20 工事 20 工事 -

6 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業
徹別原野雄別停車場
線

完成
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.6 橋梁修繕、耐震補強 R1 R3 75 工事 75 工事 -

7 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

阿寒標茶線 完成
災害に強い安全な道路交通環境を確保する（防
災系、緊急輸送道路系）

0.4 耐震補強 R2 R3 30 工事 30 工事 -

8 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 山花鶴丘線 新規 地域間連携の強化を図る（ネットワーク系） 7.9 道路新設整備 R3 R6 266 調査設計、用地買収等、工事 266
調査設計、用地買収等、工
事

-

9 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 釧路環状線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.7 橋梁修繕、耐震補強 R2 R5 46 調査設計、工事 48 調査設計、工事 D

10 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 釧路環状線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.7 橋梁修繕、耐震補強 R2 R5 46 調査設計、工事 45 調査設計、工事 D

11 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 補助事業 本流音別停車場線 完成
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.6 橋梁修繕 R2 R3 13 調査設計、工事 22 調査設計、工事 D

12 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業 社会資本整備交付金事業 釧路環状線 継続
安全・安心な歩行空間の確保（歩道整備系～バリ
フリ、通学路など）

0.4 歩道修繕 R2 R4 20 工事 20 工事 -

13 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市 道路事業
地方道路等整備（地特相
当）

釧路環状線 完成
安全・安心な歩行空間の確保（歩道整備系～バリ
フリ、通学路など）

0.2 歩道修繕 R3 R3 20 用地買収等、調査設計、工事 24
用地買収等、調査設計、工
事

D

14 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路市ほか 道路事業
地方道路等整備（地特相
当）

釧路鶴居弟子屈線 継続
安全・安心な道路交通環境を確保する（交安～交
差点改良など）

20 線形改良 H27 R9 20 調査設計 21 調査設計 D

15 道路課 釧路 事業課 釧路 釧路町 道路事業
地方道路等整備（地特相
当）

根室浜中釧路線 完成
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.2 法面修繕 R3 R3 20 調査設計 16 調査設計 D

16 道路課 釧路 事業課 釧路 白糠町 道路事業 社会資本整備交付金事業 上庶路庶路停車場線 新規
災害に強い安全な道路交通環境を確保する（防
災系、緊急輸送道路系）

6.5 法面修繕 R3 R5 30 調査設計 30 調査設計 C

17 道路課 釧路 事業課 釧路 厚岸町 道路事業 補助事業 厚岸昆布森線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.8 橋梁修繕 R2 R4 40 工事 40 工事 -

18 道路課 釧路 事業課 釧路 厚岸町 道路事業 補助事業 別海厚岸線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

3.5 橋梁修繕、耐震補強 R2 R5 185 調査設計、工事 183 調査設計、工事 C

19 道路課 釧路 事業課 釧路 厚岸町 道路事業 補助事業 厚岸昆布森線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.8 橋梁修繕 R2 R4 5 調査設計、工事 21 調査設計、工事 D

20 道路課 釧路 事業課 釧路 標茶町 道路事業 補助事業 塘路厚岸線 新規
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

3.7 橋梁架替 R3 R6 20 調査設計 20 調査設計 D

21 道路課 釧路 事業課 釧路 標茶町 道路事業 補助事業 釧路鶴居弟子屈線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

6.6 覆道修繕 R1 R4 40 調査設計、工事 40 調査設計、工事 D

22 道路課 釧路 事業課 釧路 標茶町 道路事業 社会資本整備交付金事業 厚岸標茶線 新規
災害に強い安全な道路交通環境を確保する（防
災系、緊急輸送道路系）

6.0 耐震補強 R3 R6 30 調査設計 29 調査設計 C

23 道路課 釧路 事業課 釧路 標茶町 道路事業 補助事業 釧路鶴居弟子屈線 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

6.6 覆道修繕 R1 R4 107 工事 107 工事 -

24 道路課 釧路 事業課 釧路 鶴居村 道路事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

釧路鶴居弟子屈線 完成
災害に強い安全な道路交通環境を確保する（防
災系、緊急輸送道路系）

1.5 耐震補強 R2 R3 140 工事 140 工事 -

25 道路課 釧路 事業課 釧路 鶴居村 道路事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

阿寒標茶線 完成
災害に強い安全な道路交通環境を確保する（防
災系、緊急輸送道路系）

0.4 耐震補強 R2 R3 35 工事 35 工事 -

26 道路課 釧路 事業課 釧路 鶴居村 道路事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

阿寒公園鶴居線 完成
安全・安心な道路交通環境を確保する（交安～交
差点改良など）

5.2 路肩拡幅 H28 R3 55 工事 55 工事 -

27 道路課 釧路 事業課 釧路 鶴居村 道路事業 補助事業 阿寒標茶線 新規
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

0.6 橋梁修繕 R3 R3 55 調査設計、工事 38 調査設計、工事 D

28 道路課 釧路 事業課 釧路 鶴居村 道路事業 社会資本整備交付金事業 阿寒公園鶴居線 完成
安全・安心な道路交通環境を確保する（交安～交
差点改良など）

5.2 路肩拡幅 H28 R3 85 調査設計、工事 99 調査設計、工事 D

29 道路課 釧路 事業課 釧路 浜中町 道路事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

別海厚岸線 完成
災害に強い安全な道路交通環境を確保する（防
災系、緊急輸送道路系）

2.0 耐震補強 R2 R3 190 工事 190 工事 -

30 道路課 釧路 事業課 釧路 浜中町 道路事業 社会資本整備交付金事業 琵琶瀬茶内停車場線 継続
安全・安心な道路交通環境を確保する（交安～交
差点改良など）

4.5 路肩拡幅 R1 R5 92 調査設計、用地買収等、工事 80
調査設計、用地買収等、工
事

B

31 道路課 釧路 事業課 釧路 浜中町ほか 道路事業 補助事業 別海厚岸線ほか 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.3 橋梁点検 R2 R4 25 調査設計 25 調査設計 -

32 道路課 釧路 事業課 釧路 浜中町ほか 道路事業 補助事業 別海厚岸線ほか 継続
施設の計画的な補修修繕等により長寿命化を図
る

1.3 橋梁点検 R2 R4 35 調査設計 39 調査設計 D

事業区分 事業名

路線・河川名・箇所名等

区分№ 担当課 建管 出張所 振興局名 市町村名
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事業概要 事業期間 R３年度

親名称 子名称 事業目的
総事業費
（単位：億
円）

事業内容 事業着手 完了予定
当初額

（単位：百万
円）

当初実施予定内容 実績額 実績内容 増減理由
事業区分 事業名

路線・河川名・箇所名等

区分№ 担当課 建管 出張所 振興局名 市町村名

33 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業 (R2補正)補助事業 釧路川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 60 河川改修 R1 R10 90 工事、調査設計 90 工事、調査設計 -

34 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業 補助事業 釧路川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 60 河川改修 R1 R10 534 工事、調査設計、用地買収等 534
工事、調査設計、用地買収
等

-

35 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業 補助事業 別保川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 33 河川改修 R3 R8 522 工事、調査設計 522 工事、調査設計 -

36 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業 社会資本整備交付金事業 春採川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 32 河川改修 H10 R5 144 工事、調査設計 134 工事、調査設計 D

37 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業 社会資本整備交付金事業 春採川 春採川防潮水門 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.9 長寿命化対策 H28 R38 26 工事、調査設計 43 工事、調査設計 D

38 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

阿寒川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 22 河川改修 H22 R6 40 工事、調査設計 40 工事、調査設計 -

39 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 河川事業 社会資本整備交付金事業 阿寒川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 22 河川改修 H22 R6 26 工事、調査設計、用地買収等 22
工事、調査設計、用地買収
等

D

40 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路町 河川事業 社会資本整備交付金事業 釧路川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 1.6 河川改修（効果促進） H29 R4 22 工事 22 工事 -

41 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 標茶町
鶴居村

河川事業 社会資本整備交付金事業 久著呂川 継続 良好な河川環境の保全・復元及び創出 37 環境整備 H15 R10 210 工事、調査設計 207 工事、調査設計 D

42 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 標津町ほか 砂防事業 社会資本整備交付金事業 緊急改築（釧根） 新規 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 3.5 砂防堰堤 R3 R6 150 調査設計 150 調査設計 -

43 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 白糠町 砂防事業 社会資本整備交付金事業 刺牛1号川 完成 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 8.1 砂防堰堤 H25 R3 30 工事、調査設計 29 工事、調査設計 D

44 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 白糠町 砂防事業 (R2補正)社会資本整備交付
金事業

刺牛1号川 完成 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 8.1 砂防堰堤 H25 R3 120 工事、調査設計 120 工事、調査設計 -

45 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 弟子屈町 砂防事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

アトサヌプリ 継続 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 5.0 監視観測装置 H29 R8 30 調査設計 30 調査設計 -

46 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市
（阿寒）

砂防事業 社会資本整備交付金事業 雌阿寒岳 継続 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 21 監視観測装置 H5 R5 20 工事、調査設計 20 工事、調査設計 -

47 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市
（阿寒）

砂防事業 (R2補正)社会資本整備交付
金事業

雌阿寒岳 継続 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 21 監視観測装置 H5 R5 100 工事、調査設計 100 工事、調査設計 -

48 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 釧路南大通1 完成 災害に強いまちづくりの推進（急傾斜対策） 4.7 急傾斜地崩壊対策 H25 R3 71 工事、調査設計 75 工事、調査設計 D

49 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 釧路材木町1 継続 災害に強いまちづくりの推進（急傾斜対策） 6.1 急傾斜地崩壊対策 H27 R5 137 工事、調査設計 136 工事、調査設計 D

50 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 釧路柏木町 完成 災害に強いまちづくりの推進（急傾斜対策） 4.0 急傾斜地崩壊対策 H27 R3 50 工事、調査設計 56 工事、調査設計 D

51 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 釧路桂恋2 完成 災害に強いまちづくりの推進（急傾斜対策） 4.1 急傾斜地崩壊対策 H27 R3 102 工事、調査設計 105 工事、調査設計 D

52 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路町 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 釧路町老者舞 継続 災害に強いまちづくりの推進（急傾斜対策） 7.0 急傾斜地崩壊対策 H25 R5 46 工事、調査設計 46 工事、調査設計 -

53 河川砂防課 釧路 事業課 釧路 釧路市ほか 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 緊急改築（釧根圏域） 継続 災害に強いまちづくりの推進（急傾斜対策） 7.0 急傾斜地崩壊対策 R2 R4 105 調査設計 106 工事、調査設計 D

54 維持管理防災課 釧路 事業課 釧路 白糠町 ダム事業
(R2補正)社会資本整備交付
金事業

庶路ダム 継続 河川管理施設の長寿命化 20 長寿命化対策 R1 R29 39 工事、調査設計 39 工事、調査設計 -

55 都市環境課 釧路 事業課 釧路 釧路市 街路事業 地方道路等整備（地特相
当）

愛国北園通 継続
道内各地域の活力向上、国際競争力強化に資す
る道路ネットワークの機能向上・交通環境形成を
図る

3.2 橋梁整備 H26 R14 30 調査設計 38 調査設計 D

56 都市環境課 釧路 事業課 釧路 弟子屈町 街路事業 社会資本整備交付金事業 鐺別通 完成 子供の移動経路等の生活空間における交通安
全対策を確保する。

11 現道拡幅 H27 R3 20 調査設計、工事、用地買収等 30
調査設計、工事、用地買収
等

D

増減理由の区分 

区分 主な増減理由                                        

 

Ａ 

 

・埋蔵文化財の委託料精算によるもの                                                         

・概数発注による概数確定によるもの                                                         

・補償契約額と精算額の差金によるもの                                                       

 

Ｂ 

 

・関係機関との有償所管換において、予定していた額と契約額との差額によるもの                 

・支障物件移設補償において、予定していた額と補償金額との差額によるもの                     

・買収地評価額と買収金額との差額によるもの                                                 

Ｃ ・入札の結果によるもの                                                                     

Ｄ
 

 

・事業計画の変更によるもの                                                                 

・設計変更によるもの                                                                       

Ｅ
 

 

・用地交渉など地元との調整において、地権者等との折り合いがつかなかったことによるもの      

・土地収用法裁決など関係機関との協議等の遅延によるもの                                    
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