
社会資本総合整備計画
5 雪国あおもりの暮らしを支える道づくり

平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 青森県、十和田市

・積雪時においても、道路空間が確保される延長を85%（H26）から88％（Ｈ30）まで向上させる。

（H26当初） （H28末） （H30末）

A　道路基幹事業
事業 地域 交付 直接 道路 全体事業費 費用
種別 種別 対象 間接 種別 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比

5-A151 道路 雪寒 青森県 直接 国道 除雪 （国） 国道101号ほか 除雪　L=976.5㎞ 青森市ほか 4,155

5-A152 道路 雪寒 青森県 直接 都道府県道 除雪 （主） 八戸階上線ほか 除雪　L=995.3㎞ 八戸市ほか 4,185

5-A153 道路 雪寒 青森県 直接 都道府県道 除雪 （一） 金木停車場線ほか 除雪　L=1014.9㎞ 五所川原市ほか 4,305

5-A161 道路 雪寒 青森県 直接 国道 除雪(機械) （国） 国道101号ほか 青森市ほか 1,140

5-A162 道路 雪寒 青森県 直接 都道府県道 除雪(機械) （主） 八戸階上線ほか 八戸市ほか 630

5-A163 道路 雪寒 青森県 直接 都道府県道 除雪(機械) （一） 金木停車場線ほか 五所川原市ほか 570

5-A991 道路 雪寒 十和田市 直接 市町村道 除雪 （１） 焼山線ほか371路線 除雪　L=506.3㎞ 十和田市 24

小計（道路事業） 15,009

除雪機械(ﾛｰﾀﾘ除雪車)購入　8台
除雪機械(除雪ﾄﾗｯｸ)購入　8台
除雪機械(除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ)購入　7台
除雪機械(除雪ﾄﾞｰｻﾞ)購入 6台
除雪機械(搭乗式小型除雪車)購入　10台
除雪機械(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式小形除雪機)購入　12台
除雪機械(凍結防止剤散布車)購入　11台

除雪機械(ﾛｰﾀﾘ除雪車)購入　5台
除雪機械(除雪ﾄﾗｯｸ)購入　5台
除雪機械(除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ)購入　3台
除雪機械(除雪ﾄﾞｰｻﾞ)購入 4台
除雪機械(搭乗式小型除雪車)購入　6台
除雪機械(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式小形除雪機)購入　9台
除雪機械(凍結防止剤散布車)購入　4台

除雪機械(ﾛｰﾀﾘ除雪車)購入　5台
除雪機械(除雪ﾄﾗｯｸ)購入　4台
除雪機械(除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ)購入　3台
除雪機械(除雪ﾄﾞｰｻﾞ)購入 3台
除雪機械(搭乗式小型除雪車)購入　3台
除雪機械(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式小形除雪機)購入　11台
除雪機械(凍結防止剤散布車)購入　5台

備考

0.0%

交付対象事業

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円 効果促進事業費の割合15,009百万円全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

Ａ 15,009百万円 Ｂ

流雪溝・防雪柵・雪崩対策などの施設整備によって積雪期も道路空間が確保される率
(雪道安全空間確保率)=(雪道安全空間確保延長/雪道安全空間確保整備計画全体延長)×100

84% 87% 88%

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標

冬期間において安全で円滑な道路交通と安全で快適な歩行者空間を確保するため、除雪と併せて防雪・消融雪施設等の整備を行うとともに老朽化した施設を更新し、安全・安心・快適な雪国あおもりの暮らしを支える道づくりをめざす。

平成31年3月19日

　　計画の成果目標（定量的指標）

（参考様式２）



社会資本総合整備計画
5 雪国あおもりの暮らしを支える道づくり

平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 青森県、十和田市

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標

冬期間において安全で円滑な道路交通と安全で快適な歩行者空間を確保するため、除雪と併せて防雪・消融雪施設等の整備を行うとともに老朽化した施設を更新し、安全・安心・快適な雪国あおもりの暮らしを支える道づくりをめざす。

平成31年3月19日
（参考様式２）

Ｂ　関連事業
B1　道路関連事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円）

Ｃ　効果促進事業
C1　道路効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円）

0

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

番号

番号 事業 交付 費用 個別施設計画

種別 対象 便益比 策定状況

5-A'1 道路 青森県 （国） 国道280号　瀬戸子～奥内 青森市 162

5-A'2 道路 青森県 （国） 国道280号　瀬辺地～広瀬 蓬田村 530 H30完

5-A'3 道路 青森県 （国） 国道280号　阿弥陀川 蓬田村 110

5-A'4 道路 青森県 （主） 弘前岳鯵ヶ沢線　中村町 鯵ヶ沢町 198

5-A'5 道路 青森県 （主） 弘前鯵ヶ沢線　大森 弘前市 400

5-A'6 道路 青森県 （一） 川除木造線　木造川除 つがる市 102

5-A'7 道路 青森県 （一） 戸来十和田線　横倉 十和田市 300 H30完

5-A'8 道路 青森県 （一） 山田鯵ヶ沢線　森田町大館 つがる市 68

5-A'9 道路 青森県 （国） 国道101号　横磯 深浦町 380 H30完

5-A'10 道路 青森県 （国） 国道102号　板留 黒石市 213

5-A'11 道路 青森県 （国） 国道339号　六條間 外ヶ浜町 64

5-A'12 道路 青森県 （国） 国道338号　川内町桧川 むつ市 381

5-A'13 道路 青森県 （主） 弘前岳鯵ヶ沢線　浜町～赤石町 鰺ヶ沢町 144

5-A'14 道路 青森県 （国） 国道280号　山崎 今別町 150

5-A'15 道路 青森県 （国） 国道339号　中里　ほか 中泊町 235 H30完

5-A'16 道路 青森県 （主） 今別蟹田線　大川平　ほか 今別町 50

5-A'20 道路 青森県 （国） 国道101号　湊 五所川原市 6

5-A'21 道路 青森県 （国） 国道101号　寺町 五所川原市 165

5-A'24 道路 青森県 （主） 弘前鰺ヶ沢線　石渡～独弧 弘前市 80

5-A'26 道路 青森県 （一） 富萢薄市線　田茂木 中泊町 210

5-A'27 道路 青森県 （国） 国道279号　横浜ほか 横浜町 17

5-A'28 道路 青森県 （主） 大鰐浪岡線ほか　北美町ほか 黒石市 30

5-A'31 道路 青森県 （一） 下派立沼崎線　沼崎 つがる市 295 H31完

5-A'32 道路 青森県 （一） 木造停車場線ほか　木造有楽町 つがる市 18

備考

その他関連する事業

計画等の名称

要素となる事業名 市町村名 全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

備考

備考

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（面積等）

事業実施期間（年度）
番号 事業者

省略
要素となる事業名 事業内容 市町村名

工種
備考

工種
市町村名

事業実施期間（年度）
番号 事業者

省略
要素となる事業名 事業内容 備考
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5-A'33 道路 青森県 （一） 長後川内線ほか　むつ市川内ほか むつ市 55

5-A'34 道路 青森県 （国） 国道339号ほか　辻ほか 板柳町 32

5-A'35 道路 青森県 （一） 妙堂崎五所川原線ほか　蓮沼ほか 五所川原市 101

5-A'37 道路 青森県 （国） 国道102号　奥瀬 十和田市 380 H33完

5-A'38 道路 青森県 （国） 国道394号　大川原 黒石市 320 H30完

5-A'40 道路 青森県 （国） 国道339号　鎌谷町 五所川原市 10

5-A'41 道路 青森県 （国） 国道338号　田野沢 むつ市 140 H30完

5-A'42 道路 青森県 （国） 国道339号　四枚橋～藤島 外ヶ浜町 230

5-A'43 道路 青森県 （主） 五所川原岩木線　高杉Ⅰ 弘前市 130

5-A'44 道路 青森県 （一） 胡桃舘鶴田線　山道 鶴田町 20 H30完

5-A'45 道路 青森県 （一） 蒔田五所川原線　藻川 五所川原市 100 H32完

5-A'46 道路 青森県 （一） 菰槌木造線　木造林 つがる市 75

5-A'47 道路 青森県 （一） 津軽中里（停）線　中里 中泊町 25

5-A'48 道路 青森県 （主） 五所川原黒石線　高増 板柳町 50

5-A'49 道路 青森県 （国） 国道280号ほか　平舘舟岡ほか 外ヶ浜町 40

5-A'50 道路 青森県 （主） 青森田代十和田線　田代平 青森市 15

5-A'51 道路 青森県 （一） 五林平藤崎線　水沼 藤崎町 68

5-A'52 道路 青森県 （主） 弘前鰺ヶ沢線　鬼沢 弘前市 160 H33完

5-A'53 道路 青森県 （主） 五所川原黒石線　東光寺 田舎館村 47 H31完

5-A'54 道路 青森県 （一） 浪岡藤崎線　矢沢 藤崎町 140 H33完

5-A'55 道路 青森県 （主） 弘前岳鰺ヶ沢線　上白銀町 弘前市 70

5-A'56 道路 青森県 （主） 八戸環状線　田面木 八戸市 8

5-A'57 道路 青森県 （国） 国道338号　五川目 三沢市 168 H33完

5-A'58 道路 青森県 （国） 国道338号　出戸 六ヶ所村 55

5-A'59 道路 青森県 （国） 国道394号　大川原3ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞほか2箇所 黒石市 39

5-A'60 道路 青森県 （国） 国道104号　白萩平1ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰほか3箇所 田子町 76 H30完

5-A'61 道路 青森県 （国） 国道102号ほか 奥瀬1ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞほか4箇所 十和田市 55 H30完

5-A'62 道路 青森県 （主） 十和田市 45 H30完

5-A'63 道路 青森県 （主） むつ恐山公園大畑線　大滝覆道ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ むつ市 15

5-A'64 道路 青森県 （一） 馬門野辺地線　馬門 野辺地町 12

小計（道路事業） 6,989 －

青森田代十和田線　若狭第3ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞほか4箇所
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計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標
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平成31年3月19日
（参考様式２）

交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。
※　平成３０年度は、決算額が確定でき次第記載。

翌年度繰越額
（f）

0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0 0 0

未契約繰越＋不用率が10％を超えてい
る場合その理由

－

機械購入で除雪グ
レーダの製造仕様
が2人から1人乗り
に変更となり、除
雪作業の安全確保
に課題があるため
更新を断念し、事
業規模が縮小した
ため。

－ － －

不用額
（h = c+d-e-f）

0 456 0 0 0

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 35.1% 0.0% 0.0% 0.0%

前年度からの繰越額
（d）

16 0 0 0 0

支払済額
（e）

1,317 843 1,275 1,525 1,415

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 0 0

交付額
（c=a+b）

1,301 1,300 1,275 1,525 1,415

H26 H27 H28 H29 H30

配分額
（a）

1,301 1,300 1,275 1,525 1,415

0 0 0


