
別記参考様式第１号

平成27年2月13日

計画の名称

計画策定主体

対象市町村

計画の期間

計画の目標

定量的指標

①対象事業

事業名

農地整備事業 経営体育成型 相内 青森県 五所川原市 高度化支援1式 H22 4,050

農地整備事業 経営体育成型 第２鬼楢 青森県 弘前市 高度化支援1式 H22 22,740

農地整備事業 経営体育成型 野木 青森県 青森市 区画整理6.9ha、高度化支援1式 H22 ～ H26 465,624

　効果促進事業 野木 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 88

農地整備事業 経営体育成型 南沢 青森県 外ヶ浜町 区画整理32haの実施計画策定1式 H23 4,600

農地整備事業 経営体育成型 大平 青森県 外ヶ浜町 区画整理52haの実施計画策定1式 H23 6,400

農地整備事業 経営体育成型 豊間内 青森県 五戸町 補完工1式、高度化支援1式 H22 ～ H25 67,179

農地整備事業 経営体育成型 大秋 青森県 西目屋村 暗渠排水7.0ha、高度化支援1式 H22 ～ H24 68,059

農地整備事業 経営体育成型 原・飯豊 青森県 田子町 区画整理38.6ha、高度化支援1式 H23 ～ H26 817,639

　効果促進事業 原・飯豊 青森県 田子町 環境公共推進協議会運営等 H23 ～ H26 277

農地整備事業 経営体育成型 地引 青森県 南部町 区画整理79.5ha、高度化支援1式 H23 ～ H26 1,356,930

　効果促進事業 地引 青森県 南部町 環境公共推進協議会運営等 H23 ～ H26 280

農地整備事業 経営体育成型 上小国 青森県 外ヶ浜町 補完工1式、高度化支援1式 H22 ～ H26 509,938

　効果促進事業 上小国 青森県 外ヶ浜町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 60

農地整備事業 経営体育成型 南沢 青森県 外ヶ浜町 区画整理32.1ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 589,462

　効果促進事業 南沢 青森県 外ヶ浜町 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 44

農地整備事業 経営体育成型 大平 青森県 外ヶ浜町 区画整理52.4ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 630,480

　効果促進事業 大平 青森県 外ヶ浜町 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 44

農地整備事業 経営体育成型 荒川中部 青森県 青森市 区画整理30ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 497,700

　効果促進事業 荒川中部 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 160

農地整備事業 経営体育成型 諏訪沢 青森県 青森市 区画整理30ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 492,450

　効果促進事業 諏訪沢 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 6

農地整備事業 経営体育成型 八ッ役 青森県 青森市 区画整理25ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 325,500

農山漁村地域整備計画

　青森～元気あふれる自主自立の農業・農村の創造～

　青森県

　青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、
鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ
所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

  平成22年度～平成26年度（5年間）とする。

  県の重要な政策と位置付けられている「攻めの農林水産業」の強力かつ着実な推進に資するため、「食料の安定供給の確保」と 「農
業・農村の多面的機能の発揮」を柱に施策を展開し、「元気あふれる自主自立の農業・農村の創造」を目指す。

①農地集積や排水改良等により効率的利用が可能となる農地面積を3,846ha(H22)から5,099ha（H26)に1,253ha増大させるとともに、223ha
の農地集積に資する取組みと11地区の実施計画策定を進める｡

②農業用水の安定供給が可能となる農地面積を1,053ha(H26)確保するとともに、2地区の実施計画策定を進める。

④農産物の効率的な運搬等が可能となる農地面積を3,221ha(H22)から34,990ha(H26)に31,769ha増大させるとともに、2地区の実施計画策定
を進める。

⑤農村の生活環境の改善が図られる集落数を101集落(H26)増加させるとともに、6地区の実施計画策定を進める。

⑥地域資源の適正な保全管理のための診断、又は対策が講じられる施設数を144施設(H26)増加させる。

③防災・減災対策により被害が想定される面積を2,587ha(H26)減少させる。

事業実施主体 関係市町村
計画期間内
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（地区名）
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　効果促進事業 八ッ役 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 6

農地整備事業 経営体育成型 白山 青森県 五所川原市 暗渠排水 40.0ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 125,670

農地整備事業 経営体育成型 阿部堰 青森県 五所川原市 暗渠排水 45.0ha、高度化支援1式 H24 ～ H26 368,220

農地整備事業 経営体育成型 大別内金浜 青森県 青森市 区画整理55.8ha、高度化支援1式 H22 ～ H26 683,812

　効果促進事業 大別内金浜 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 44

農地整備事業 経営体育成型 北三沢 青森県 三沢市 区画整理40.3ha、高度化支援1式 H22 ～ H26 1,090,109

農地整備事業 経営体育成型 福島徳下 青森県 藤崎町 区画整理49.9ha、高度化支援1式 H23 ～ H26 1,219,560

農地整備事業 経営体育成型 福舘 青森県 藤崎町 暗渠排水 116.2ha、高度化支援1式 H23 ～ H26 611,208

農地整備事業 経営体育成型 高野 青森県 五所川原市 用排水路12.1km、高度化支援1式 H23 ～ H26 321,630

農地整備事業 畑地帯担い手支援型 野沢２期 青森県 青森市 農道9,931ｍ、営農用水1式 H22 ～ H26 1,899,674

　効果促進事業 野沢２期 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 12

農地整備事業 畑地帯担い手支援型 広船 青森県 平川市 農道653.7ｍ、排水路1,270.5ｍ H22 ～ H25 124,539

　効果促進事業 広船 青森県 平川市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H25 108

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 淋代平揚水機場 青森県 三沢市 揚水機場1箇所ほか H24 ～ H26 148,050

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 天満下頭首工 青森県 五戸町 頭首工改修1箇所 H24 ～ H26 59,350

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型
相坂平

幹線用水路
青森県

十和田市、
六戸町 用水路3,550ｍ H24 ～ H26 137,052

農地整備事業 通作条件整備型 十和田第１ 青森県 十和田市 路面改良1式 H22 ～ H25 140,652

農地整備事業 通作条件整備型 三戸 青森県 三戸町 路面改良1式 H22 ～ H26 182,327

農地整備事業 通作条件整備型 内田 青森県 むつ市 農道2,240ｍ H22 ～ H26 266,589

農地整備事業 通作条件整備型 沖館 青森県 平川市 農道2,236ｍ H22 ～ H26 404,124

　効果促進事業 沖館 青森県 平川市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 12

農地整備事業 通作条件整備型 兼平･三本柳 青森県 弘前市 路面改良1式 H22 ～ H24 345,548

農地整備事業 通作条件整備型 蟹田 青森県 外ヶ浜町 路面改良1式 H22 ～ H26 132,261

　効果促進事業 蟹田 青森県 外ヶ浜町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 12

農地整備事業 通作条件整備型 第二南津軽 青森県 黒石市 路面改良1式 H23 ～ H26 226,800

　効果促進事業 第二南津軽 青森県 黒石市 環境公共推進協議会運営等 H23 ～ H26 497

農地整備事業 通作条件整備型 新郷 青森県 新郷村 路面改良1式 H23 ～ H26 298,200

農地整備事業 通作条件整備型 相沢 青森県 青森市 路面改良1式 H24 ～ H26 201,180

農地整備事業 通作条件整備型 小栗山 青森県 弘前市 路面改良1式 H24 ～ H26 893,387

　効果促進事業 小栗山 青森県 弘前市 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 9

農地整備事業 通作条件整備型 沖浦 青森県 黒石市 路面改良1式 H24 ～ H26 129,675

　効果促進事業 沖浦 青森県 黒石市 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 9

農地整備事業 通作条件整備型 鳥舌内 青森県 南部町 農道1,190m H24 ～ H26 161,285

農地整備事業 通作条件整備型 五戸北部 青森県 五戸町 路面改良1式 H24 ～ H26 152,576

農地整備事業 通作条件整備型 南郷 青森県 八戸市 路面改良1式 H24 ～ H26 127,426

農地整備事業 通作条件整備型 池ノ堂 青森県 五戸町 路面改良1式 H24 ～ H26 136,308

農地整備事業 通作条件整備型 若宮 青森県 中泊町 農道3,740m H24 ～ H26 197,757

農地整備事業 通作条件整備型 東部三沢 青森県 三沢市 路面改良1式 H24 ～ H26 327,600

農地整備事業 通作条件整備型 六戸第２ 青森県 六戸町 路面改良1式 H24 ～ H26 122,115

農地整備事業 通作条件整備型 南部町 青森県 南部町 路面改良1式 H24 ～ H26 183,645

農地整備事業 通作条件整備型 田茂代 青森県 新郷村 路面改良1式 H24 ～ H26 110,880
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農地整備事業 通作条件整備型 第２田子 青森県 田子町 路面改良1式 H24 ～ H26 142,800

農地整備事業 通作条件整備型 津軽北部 青森県 つがる市 路面改良1式 H24 ～ H26 294,000

農地整備事業 通作条件整備型 布引 青森県 中泊町 路面改良1式 H24 ～ H26 105,000

農地整備事業 通作条件整備型 深南 青森県 三沢市 路面改良1式 H24 ～ H26 89,250

農地整備事業 通作条件整備型 外の沢 青森県 弘前市 路面改良1式 H26 31,500

農地整備事業 通作条件整備型 下湯口・原ケ平 青森県 弘前市 路面改良1式 H26 157,500

農地整備事業 通作条件整備型 八戸南 青森県 八戸市 路面改良1式 H26 76,650

農地整備事業 通作条件整備型 丹内 青森県 三戸町 路面改良1式 H26 49,415

農地整備事業 通作条件整備型 階上 青森県 階上町 路面改良1式 H26 31,500

農地整備事業 通作条件整備型 馬門 青森県 野辺地町 路面改良1式 H26 33,285

農地整備事業 通作条件整備型 東北第１ 青森県 東北町 路面改良1式 H26 95,655

農地整備事業 通作条件整備型 東北第２ 青森県 東北町 路面改良1式 H26 153,300

農地整備事業 通作条件整備型 権現沢 青森県 六戸町 路面改良1式 H26 48,930

広域農業用水適正管理対
策事業

相坂川左岸 青森県
十和田市、

六戸町
旧取水施設撤去1式 H22 ～ H26 37,692

地域用水環境整備事業 大畑 青森県 むつ市 魚道1箇所 H22 ～ H25 87,744

　効果促進事業 大畑 青森県 むつ市
環境公共推進協議会運営、及び生
態系調査等

H22 ～ H25 2,500

地域用水環境整備事業 追良瀬川 青森県 深浦町 魚道2箇所 H22 ～ H26 131,935

　効果促進事業 追良瀬川 青森県 深浦町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 138

地域用水環境整備事業 川守田 青森県 三戸町 魚道1箇所 H22 ～ H24 33,031

地域用水環境整備事業 五戸川 青森県 五戸町 魚道6箇所 H22 ～ H26 627,446

　効果促進事業 五戸川 青森県 五戸町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 462

地域用水環境整備事業 留崎 青森県 三戸町 魚道1箇所 H26 10,500

地域用水環境整備事業 上川原 青森県 三戸町 魚道1箇所 H26 26,317

地域用水環境整備事業 鰺ヶ沢堰 青森県 鰺ヶ沢町 魚道1箇所 H26 15,750

　効果促進事業 鰺ヶ沢堰 青森県 鰺ヶ沢町 環境公共推進協議会運営等 H26 6

地域用水環境整備事業 三本木 青森県
十和田市、三沢市、七
戸町、六戸町、おいら

せ町、東北町
小水力発電施設1式 H24 ～ H26 315,000

農業集落排水事業 深持 十和田市 十和田市 機能強化1式 H22 19,787

農業集落排水事業 十和田市 十和田市 十和田市 最適整備構想策定1式 H22 ～ H23 21,003

農業集落排水事業 平川市 平川市 平川市 最適整備構想策定1式 H22 ～ H24 19,075

農業集落排水事業 つがる市 つがる市 つがる市 最適整備構想策定1式 H22 ～ H23 27,744

農業集落排水事業 中市浦田・石沢 五戸町 五戸町 機能強化1式 H24 ～ H26 66,527

農業集落排水事業 藤崎町 藤崎町 藤崎町 最適整備構想策定1式 H24 ～ H26 14,000

農業集落排水事業 五戸町 五戸町 五戸町 最適整備構想策定1式 H24 ～ H26 13,000

農業集落排水事業 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 最適整備構想策定1式 H24 ～ H26 14,000

農業集落排水事業 東北町 東北町 東北町 最適整備構想策定1式 H24 ～ H26 10,554

農業集落排水事業 再賀 つがる市 つがる市 機能強化1式 H26 41,963

農業集落排水事業 十和田市総合第１ 十和田市 十和田市 機能診断1式 H26 2,500

農業集落排水事業 百目木 横浜町 横浜町 機能診断1式 H26 2,500

集落基盤整備事業 上北 青森県 東北町 農道2,838mほか H22 ～ H26 453,500

　効果促進事業 上北 青森県 東北町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 40

集落基盤整備事業 三戸 青森県 三戸町 農道1,585mほか H22 ～ H25 575,448
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集落基盤整備事業 六戸 青森県 六戸町 用排水路1,000mほか H23 ～ H26 686,700

　効果促進事業 六戸 青森県 六戸町 環境公共推進協議会運営等 H23 ～ H26 40

中山間地域総合整備事業 東北 青森県 東北町 農道2,300mほか H22 ～ H26 363,300

中山間地域総合整備事業 十和田西部 青森県 十和田市 農道3,018mほか H22 ～ H26 760,413

　効果促進事業 十和田西部 青森県 十和田市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 592

中山間地域総合整備事業 階上 青森県 階上町 用排水路3,397mほか H22 ～ H26 660,450

　効果促進事業 階上 青森県 階上町 環境公共推進協議会運営等 H24 ～ H26 120

中山間地域総合整備事業 南部町 青森県 南部町 農道5,489mほか H22 ～ H26 1,558,875

中山間地域総合整備事業 下北北部 青森県
大間町、風間浦

村、佐井村 農道5,420mほか H24 ～ H26 221,025

　効果促進事業 下北北部 青森県
大間町、風間浦

村、佐井村 附帯工１式 H24 ～ H26 12,700

中山間地域総合整備事業 三戸南西 青森県 三戸町
農道、農用排ほかの実施計画策定1
式

H25 8,000

中山間地域総合整備事業 七戸 青森県 七戸町
農道、農用排ほかの実施計画策定1
式

H25 8,000

中山間地域総合整備事業 三戸 青森県 三戸町 農道、農用排ほかの実施設計1式 H26 105,000

中山間地域総合整備事業 七戸 青森県 七戸町 農道、農用排ほかの実施設計1式 H26 105,000

中山間地域総合整備事業 新郷二期 青森県 新郷村
農道、農用排ほかの実施計画策定1
式

H26 8,000

中山間地域総合整備事業 北東北 青森県 東北町
農道、農用排ほかの実施計画策定1
式

H26 10,000

集落基盤整備事業 三沢 青森県 三沢市
農道、農用排ほかの実施計画策定1
式

H25 8,000

集落基盤整備事業 みさわ 青森県 三沢市 農道、農用排ほかの実施設計1式 H26 105,000

農道整備事業 豊栄平 青森県 横浜町 農道付帯工1式 H22 2,313

農道整備事業 田ノ沢 青森県 東北町 農道1,915ｍ H22 ～ H24 118,574

　効果促進事業 田ノ沢 青森県 東北町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H24 9

農道整備事業 十和田 青森県 十和田市 路面改良1式 H22 ～ H26 361,563

農道整備事業 東部おいらせ 青森県 おいらせ町 路面改良1式 H22 ～ H26 743,314

農道整備事業 六戸第１ 青森県 六戸町 路面改良1式 H22 ～ H24 61,934

農道整備事業 根岸平 青森県 八戸市 路面改良1式 H22 ～ H25 199,333

農道整備事業 五戸 青森県 五戸町 路面改良1式 H22 ～ H26 510,871

農道整備事業 田子 青森県 田子町 路面改良1式 H22 ～ H23 8,129

農道整備事業 野牛 青森県 東通村 法面保護工1式 H22 ～ H23 9,796

農道整備事業 奥戸 青森県 大間町 農道2,254ｍ H22 ～ H26 264,916

農道整備事業 下福原 青森県 つがる市 農道付帯工1式 H22 1,570

農道整備事業 長前二期 青森県 弘前市 農道1,818ｍ H22 ～ H24 81,669

農道整備事業 新岡 青森県 弘前市 農道2,343ｍ H22 ～ H25 285,558

農道整備事業 鳴瀬 青森県 弘前市
路面改良1式
橋梁補修1橋

H22 ～ H23 65,657

農道整備事業 駒木沢 青森県 大鰐町 農道2,460ｍ H22 ～ H25 307,980

　効果促進事業 駒木沢 青森県 大鰐町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H25 12

農道整備事業 内山 青森県 平川市 農道3,350ｍ H22 ～ H26 436,379

　効果促進事業 内山 青森県 平川市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H26 59

農道整備事業 南津軽 青森県 藤崎町 路面改良1式 H22 27,086

農道整備事業 五林 青森県 藤崎町 路面改良1式 H22 37,746

農道整備事業 田茂木 青森県 平内町 法面保護工1式 H22 1,570

農道整備事業 高根 青森県 蓬田村 農道1,840ｍ H22 ～ H25 97,347
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事業名
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の事業内容
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農道整備事業 明神 青森県 平内町 農道1,294ｍ H22 ～ H25 105,568

農地防災事業 水質保全対策事業 堤川１期 青森県 青森市 水質保全施設1式 H22 ～ H26 82,871

農地防災事業 防災ダム事業 五戸川３期 青森県
五戸町、
新郷村

管理設備1式 H22 2,138

農地防災事業 ため池等整備事業 後山 青森県 弘前市 堤体工1箇所 H22 ～ H23 69,854

　効果促進事業 後山 青森県 弘前市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H23 5

農地防災事業 ため池等整備事業 吹原小堤 青森県 つがる市 堤体工1箇所 H22 ～ H23 50,481

農地防災事業 ため池等整備事業 出来島大堤 青森県 つがる市 浚渫工1式 H22 ～ H24 138,630

　効果促進事業 出来島大堤 青森県 つがる市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H24 98

農地防災事業 ため池等整備事業 山城 青森県 青森市 堤体工1箇所 H22 ～ H24 63,278

　効果促進事業 山城 青森県 青森市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H24 24

農地防災事業 用排水施設等整備事業 高根 青森県 中泊町 排水機場1箇所 H22 ～ H25 763,242

農地防災事業 湛水防除事業 仏沼 青森県 三沢市 排水機場1箇所 H22 ～ H24 284,163

　効果促進事業 仏沼 青森県 三沢市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H24 308

農地防災事業
農業用河川工作物等
応急対策事業

飯詰第一 青森県 五所川原市 頭首工1箇所 H22 ～ H24 155,205

　効果促進事業 飯詰第一 青森県 五所川原市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H24 134

農地防災事業
農業用河川工作物等
応急対策事業

古渕堰 青森県 十和田市 頭首工1箇所 H22 ～ H24 143,191

農地防災事業
農業用河川工作物等
応急対策事業

相野山 青森県 深浦町 頭首工1箇所 H22 ～ H24 146,686

農地防災事業
農業用河川工作物等
応急対策事業

川守田 青森県 三戸町 頭首工1箇所 H22 ～ H24 70,351

農地防災事業 農村災害対策事業 西津軽 青森県 つがる市 H26 136,500

海岸保全施設整備事業 侵食対策 松神 青森県 深浦町 離岸堤1式 H22 ～ H23 321,810

海岸保全施設整備事業 侵食対策 大戸瀬 青森県 深浦町 護岸工1式 H22 ～ H24 231,103

海岸保全施設整備事業 海岸堤防等老朽化対策 奥戸 青森県 大間町 老朽化対策工1式 H23 ～ H25 201,368

海岸保全施設整備事業 海岸堤防等老朽化対策 大間越 青森県 深浦町 老朽化対策工1式 H24 ～ H26 554,259

海岸環境整備事業 十二湖 青森県 深浦町 突堤工1式ほか H22 ～ H26 497,683

33,532,125

※　総事業費は事務費込み

②関連事業

農村地域防災減災事業 用排水施設等整備事業 野崎 青森県 七戸町 排水路620ｍ H22 ～ H25 262,027

　効果促進事業 野崎 青森県 七戸町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H25 125

農村地域防災減災事業 用排水施設等整備事業 新法師 青森県 弘前市 用排水路1,017ｍ H23 ～ H26 94,289

　効果促進事業 新法師 青森県 弘前市 環境公共推進協議会運営等 H23 ～ H26 3

農村地域防災減災事業 用排水施設等整備事業 田山堰 青森県 黒石市 用排水路763ｍ H23 ～ H25 102,269

　効果促進事業 田山堰 青森県 黒石市 環境公共推進協議会運営等 H23 ～ H25 6

農村地域防災減災事業 用排水施設等整備事業 川内 青森県 むつ市 用排水路478ｍ H24 ～ H26 98,700

農村地域防災減災事業 用排水施設等整備事業 桝形堰 青森県 深浦町 用水路22ｍほか H24 ～ H25 38,850

農村地域防災減災事業
農業用河川工作物等
応急対策事業

津刈１期 青森県 平川市 河川復旧工1式 H23 ～ H26 257,961

農村地域防災減災事業
農業用河川工作物等
応急対策事業

赤川 青森県 平内町 頭首工撤去1箇所、取水水路71ｍ H24 ～ H26 58,800

農業水利施設保全合理化
事業

水利用再編促進事業
（機能保全計画策定事業）

青森 青森県 県全域 機能保全計画1式 H22 ～ H26 175,910

戸別所得補償実施円滑化
基盤整備事業

水利施設整備事業
（基幹水利施設整備型）

二本柳 青森県 五所川原市 排水路2,187.2ｍ H22 ～ H24 622,216

震災対策農業水利施設整
備事業

耐震化整備事業
(震災対策農業用施設整備工事)

七崎 青森県
八戸市、
五戸町

用排水路700ｍ H22 ～ H26 239,400

小  計
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　効果促進事業 七崎 青森県
八戸市、
五戸町

環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H23 4

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

清川下流 今別町 今別町 用排水路686ｍ H24 ～ H25 36,756

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

蓬田 蓬田村 蓬田村 用排水路927ｍ H24 ～ H25 72,490

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

大川平下流 今別町 今別町 用排水路630ｍ H24 ～ H26 28,588

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金

中別所第２ 弘前市 弘前市 農道560ｍ H24 ～ H26 67,386

地域自主戦略交付金 農山漁村活性化対策整備事業 荒川中部
青森県土地改良
事業団体連合会 青森市 農用地等集団化1式 H24 2,052

地域自主戦略交付金 農山漁村活性化対策整備事業 八ツ役
青森県土地改良
事業団体連合会 青森市 農用地等集団化1式 H24 1,563

地域自主戦略交付金 農山漁村活性化対策整備事業 諏訪沢
青森県土地改良
事業団体連合会 青森市 農用地等集団化1式 H24 2,345

地域自主戦略交付金 農山漁村活性化対策整備事業 黒崎
青森県土地改良
事業団体連合会 深浦町 農用地等集団化1式 H24 805

農地整備事業 畑地帯担い手支援型 野沢 青森県 青森市 農道1,481ｍ H22 ～ H23 118,190

水利施設整備事業 排水対策特別型 土場川 青森県
七戸町、
東北町

排水路699.4ｍ H22 ～ H23 41,415

水利施設整備事業 基幹水利施設整備型 指久保 青森県
十和田市、八戸市、六
戸町、おいらせ町、五

戸町
ダム1箇所、用水路850ｍ H22 ～ H23 1,412,239

水利施設整備事業 基幹水利施設整備型 大放水 青森県
板柳町
鶴田町

排水路4,957.6ｍ H22 ～ H26 664,687

　効果促進事業 大放水 青森県
板柳町
鶴田町

環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H23 37

水利施設整備事業 基幹水利施設保全型 小田川基幹第３ 青森県
五所川原市、

中泊町
排水機場1箇所ほか H22 ～ H23 332,371

農地整備事業 経営体育成型 荒川中部 青森県 青森市 区画整理60haの実施計画策定1式 H24 6,400

農地整備事業 経営体育成型 諏訪沢 青森県 青森市 区画整理60haの実施計画策定1式 H24 7,300

農地整備事業 経営体育成型 八ツ役 青森県 青森市 区画整理40haの実施計画策定1式 H24 4,900

農地整備事業 経営体育成型 白山 青森県 五所川原市 暗渠排水67haの実施計画策定1式 H24 3,000

農地整備事業 経営体育成型 黒崎 青森県 深浦町 区画整理26haの実施計画策定1式 H24 4,100

農地整備事業 経営体育成型 中別所第２
青森県土地改良
事業団体連合会 弘前市 農道600ｍの実施計画策定 H23 2,500

農地整備事業 経営体育成型 大川平下流
青森県土地改良
事業団体連合会 今別町 用排水路1,000ｍの実施計画策定 H23 7,900

農地整備事業 経営体育成型 清川上流
青森県土地改良
事業団体連合会 今別町 用排水路300ｍの実施計画策定 H24 3,300

農地整備事業 経営体育成型 平沼
青森県土地改良
事業団体連合会 六ヶ所村 農道1,400ｍの実施計画策定 H24 2,400

地域用水環境整備事業 奥入瀬川 青森県 十和田市 魚道3箇所 H22 ～ H24 144,957

地域用水環境整備事業 安兵衛 青森県 今別町 魚道1箇所 H22 ～ H23 24,819

　効果促進事業 安兵衛 青森県 今別町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H23 18

地域用水環境整備事業 浅瀬石川第１ 青森県 黒石市 魚道2箇所 H22 ～ H24 142,090

　効果促進事業 浅瀬石川第１ 青森県 黒石市 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H24 3

地域用水環境整備事業 南沢 青森県 外ヶ浜町 魚道1箇所 H22 ～ H23 39,798

　効果促進事業 南沢 青森県 外ヶ浜町 環境公共推進協議会運営等 H22 ～ H23 12

農業集落排水事業 常盤 藤崎町 藤崎町 機能強化1式 H23 ～ H24 56,838

農業集落排水事業 三沢西部 三沢市 三沢市 機能強化1式 H23 29,272

農業集落排水事業 杉ヶ沢 西目屋村 西目屋村 機能診断1式 H24 2,000

農業集落排水事業 中市浦田・石沢 五戸町 五戸町 機能診断1式 H24 3,000

集落基盤整備事業 三沢 青森県 三沢市 排水路160m H22 ～ H23 26,250

中山間地域総合整備事業 下北北部 青森県
大間町、風間浦

村、佐井村
区画整理30haほかの実施計画策定1
式

H24 8,000

農村地域防災減災事業 ため池等整備事業 杭止堰 青森県 弘前市 用水路32ｍ H22 ～ H25 63,692

5,314,033

38,846,158

※　総事業費は事務費込み

合  計

小  計
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