
※ No.1〜7については管理路線全域となるため
位置図はありません。 ※ No.31、32、44、195、196については管理路線

全域となるため位置図はありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県事業］
※市町村事業は、地域別位置図
のみに記載しています。
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Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道101号（鯵ヶ沢道路） 高規格幹線道路 全線完成(2018) 8,700

2 国道101号（柏浮田道路） 高規格幹線道路 事業継続 事業継続 38,000

3 国道45号（上北天間林道路） 高規格幹線道路 全線完成（2018） 26,900

4 国道45号（天間林道路） 高規格幹線道路 全線完成（2022） 34,000

5 国道45号（洋野階上道路） 高規格幹線道路 全線完成（2020） 110,500

6 国道101号（浪岡五所川原道路） 付加車線 全線完成（2020） 4,300

7 国道279号（むつ南バイパス） 地域高規格道路
部分供用（2019）

、事業継続
全線完成 21,100

8 国道279号（横浜北バイパス） 地域高規格道路 事業継続 全線完成 19,600

9 国道279号（横浜南バイパス） 地域高規格道路 事業継続 全線完成 13,732

10 （一）清水川滝沢野内線（三本木） 現道拡幅 全線完成(2021) 300

11 （一）後平馬屋尻線（滝沢） 現道拡幅 事業継続 全線完成 600

12 （一）畑中竹鼻線（小屋敷～二双子） バイパス 全線完成(2021) 250

13 （一）水喰上北町停車場線（甲地） バイパス 全線完成(2019) 1,760

14 （主）東北横浜線（戸鎖） バイパス 事業継続 全線完成 1,600

15 国道280号（蓬田～蟹田バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 8,980

16 （主）五所川原車力線（福浦～車力） バイパス 全線完成(2020) 12,059

17 （一）神原中里線（宮川） バイパス 全線完成(2020) 1,073

18 （一）再賀木造線（千年～善積） バイパス 事業継続 全線完成 3,282

19 （一）前坂藤崎線（白子） バイパス 全線完成(2018) 780

20 国道339号（今泉～太田バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 2,022

21 （主）青森五所川原線（飯詰） バイパス 事業継続 全線完成 1,284

22 （主）弘前柏線（中崎） バイパス 事業継続 全線完成 987

23 国道101号（追良瀬Ⅱ期バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 3,952

24 （一）常海橋銀線（福舘～女鹿沢） バイパス 事業継続 全線完成 3,800

25 国道338号（白糠バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 2,497

26 （主）五所川原岩木線（高増） バイパス 事業継続 全線完成 1,261

27 国道394号（榎林バイパス） バイパス 全線完成 5,121

28 国道338号（砂子又） バイパス 全線完成（2020） 240

29 国道338号（大湊Ⅱ期バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 2,497

30 （一）後平青森線（下志多） 現道拡幅 事業継続 全線完成 680

31 （一）後平馬屋尻線（五庵ノ下） 現道拡幅 全線完成（2021） 340

32 （一）常盤新山線（前田屋敷～畑中） バイパス 新規着手 事業継続 1,470

33 （一）稲盛千代町山田線（下相野） バイパス 新規着手 事業継続 1,100

34 （主）鰺ヶ沢蟹田線（牛潟） バイパス 新規着手 事業継続 3,800

35 （都）白銀市川環状線（尻内） バイパス 事業継続 全線完成 11,500

36 国道454号（豊崎町） バイパス 事業継続 全線完成 4,200

37 （主）八戸環状線（天久岱） バイパス 事業継続 全線完成 7,900

38 （村）古野・大川目線（易国間） 新設 全線完成（2020） 1,240

39 （一）相馬常盤野線（大秋） 現道拡幅 全線完成（2020） 600

40 （主）五所川原黒石線（梅田） 現道拡幅  部分供用（2022）、事業継続 全線完成 2,627

41 国道279号（二枚橋バイパス） バイパス 全線完成（2020） 6,250

42 （一）櫛引上名久井三戸線（埖渡） 現道拡幅 新規着手 全線完成 600

43 国道279号（木野部） バイパス 新規着手 事業継続 10,600

44 （主）三沢七戸線（春日台～犬落瀬） バイパス 新規着手 事業継続 1,450

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道４号ほか 除雪 事業継続 事業継続

2 国道101号ほか11路線 除雪 事業継続 事業継続

3 （主）八戸階上線ほか46路線 除雪 事業継続 事業継続

4 （一）金木停車場線ほか183路線 除雪 事業継続 事業継続

5 国道101号ほか11路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

6 （主）八戸階上線ほか46路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

7 （一）金木停車場線ほか183路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

8 国道280号（瀬辺地～広瀬） 融雪溝設置 全線完成（2021）

9 国道102号（奥瀬） 防雪施設設置 全線完成（2021）

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道４号（青岩） 歩道整備 事業継続

2 国道４号（目時） 登坂車線整備 事業継続 事業継続

3 国道４号（下比良） 交差点改良 全線完成（2020）

4 国道４号（剣吉） 視距改良 事業継続 事業継続

5 国道４号（一本松） 登坂車線整備 全線完成（2020）

6 国道４号（井戸頭） 交差点改良 全線完成（2019）

7 国道４号（洞内） 付加車線整備 全線完成（2019）

8 国道７号（矢立） 登坂車線整備 事業継続 事業継続

9 国道７号（長峰） 歩道整備 全線完成（2018）

10 国道７号（榊） 交差点改良 事業継続 事業継続

11 国道７号（鶴ヶ坂） 付加車線整備 事業継続 事業継続

12 国道７号（安田） 交差点改良 事業継続

13 国道104号（高橋） 線形改良 事業継続

14 国道104号（岩ノ下） 交差点改良 全線完成（2018）

15 国道４号ほか橋梁補修 橋梁補修 事業継続 事業継続

16 国道45号ほか橋梁耐震補強 橋梁耐震補強 事業継続 事業継続

17 国道４号ほか舗装補修 舗装補修 事業継続 事業継続

18 国道４号ほか橋梁等点検 橋梁等点検 事業継続 事業継続

19 国道４号ほか施設点検補修 防災施設等点検 事業継続 事業継続

147 国道７号（浜田） 交差点改良 事業継続

148 国道45号（下田） 交差点改良 事業継続

190 国道７号（津賀野） 交差点改良 事業継続 事業継続

191 国道７号（杉沢） 交差点改良 事業継続

192 国道７号（戸山） 交差点改良 新規着手

193 国道７号（駒込） 交差点改良 事業継続 事業継続

194 国道104号（田面木） 交差点改良 新規着手

20 国道338号（田野沢） 歩道整備 全線完成（2022） 500

21 国道454号（金ヶ沢） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025） 725

22 （主）三沢十和田線（一本木沢） 自転車歩行者道整備 事業継続 全線完成（2025） 800

23 （一）上野十和田線（上野） 歩道整備 事業継続 全線完成（2024） 1,100

24 （一）石川土手町線（住吉町） 交差点改良 全線完成（2021） 680

25 （一）苫米地兎内線（苫米地(1)） 歩道整備 全線完成（2022）

26 （一）津軽新城停車場油川線（新城） 歩道整備 事業継続 全線完成（2023） 970

27 （一）吹上金屋黒石線（町居） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025） 700

28 （一）吹上金屋黒石線（長崎） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025）

31 補助国道（県管理全線） 橋梁点検 事業継続 事業継続

32 都道府県道（県管理全線） 橋梁点検 事業継続 事業継続

33 国道339号（新長富橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

34 （主）むつ尻屋崎線（赤坂橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

35 （一）米山菖蒲川線（保安橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

36 （一）馬門野辺地線（野辺地橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

37 （一）前坂藤崎線（藤崎橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

38 国道102号（奥瀬２） 災害防除 全線完成（2022）

39 国道103号（奥瀬１） 災害防除 全線完成（2021）

40 国道102号（板留～葛川） 災害防除 全線完成（2021）

41 国道338号（長後） 災害防除 事業継続 全線完成

42 （主）夏泊公園線（東田沢～稲生） 災害防除 全線完成（2020）

43 （一）西目屋二ツ井線（湯ノ沢国有林） 災害防除 全線完成（2021）

44 緊急輸送道路（県管理） 舗装点検 事業継続 事業継続

45 （一）泊陸奥横浜停車場線（重点「道の駅」よこはま） 駐車場・休憩施設等拡張 全線完成（2020）

46 （一）泊陸奥横浜停車場線（重点「道の駅」よこはま） 防災施設等整備 全線完成（2020）

47 （一）蔵舘大鰐線ほか（あじゃら高原トンネルほか） トンネル補修 新規着手 事業継続

49 （町）赤石渓流線（一ツ森町） バイパス 全線完成（2019）

50 （一）松代町陸奥赤石停車場線（深谷町Ⅰ） 現道拡幅 事業継続 全線完成 900

51 （主）むつ恐山公園大畑線（葉色沢） 現道拡幅 全線完成(2019) 982

52 （主）名川階上線（剣吉踏切） 現道拡幅 全線完成(2019) 1,947

54 国道280号（砂ヶ森） 現道拡幅 全線完成 1,320

55 （一）増田浅虫線（増田～浅虫） 現道拡幅 事業継続 全線完成 600

59 （都）西滝新城線（石江） 現道拡幅 全線完成(2020) 4,282

60 （都）堤町通り浜田線 現道拡幅 事業継続 全線完成 2,090

61 （都）紺屋町野田線 現道拡幅 事業継続 全線完成 4,575

62 （主）三沢十和田線（古間木橋） 橋梁架替 全線完成

63 国道338号 （高瀬川第二橋） 橋梁架替 全線完成

64 国道338号 （二川目） 現道拡幅 全線完成（2020） 1,380

149 （都）西滝新城線（新城１工区） 現道拡幅 新規着手 事業継続 2,050

150 （主）岩崎西目屋弘前線（西岩崎山４） 災害防除 全線完成（2021）

151 国道454号（宇樽部１） 災害防除 全線完成（2021）

152 国道279号（易国間３） 災害防除 事業継続 全線完成

153 国道103号ほか（蔦トンネルほか） トンネル補修 新規着手 事業継続

160 国道103号（通天橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

161 国道394号（西上川原） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025）

162 夏泊公園線（久慈ノ浜） 歩道整備 事業継続 全線完成（2023） 500

163 国道338号（三川目） 歩道整備 新規着手 全線完成（2026） 560

195 （一）荒川青森停車場線ほか橋梁補修 橋梁補修 事業継続 事業継続

196 国道394号ほか橋梁耐震補強 橋梁耐震補強 事業継続 事業継続

197 （一）三戸南部線（古牧橋） 橋梁架替 新規着手 全線完成

198 青森東インター線 歩道整備 新規着手 全線完成（2027） 500

199 五所川原浪岡線 歩道整備 新規着手 全線完成（2027） 1,200

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道104号　青森104号電線共同溝 電線地中化 事業継続 事業継続

31 国道45号　青森45号電線共同溝 電線地中化 事業継続 事業継続

2 （一）町居平賀停車場線 電線地中化 全線完成（2021） 673

3 （都）沼館三日町線 電線地中化 事業継続 全線完成 3,566

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道103号（奥入瀬（青橅山バイパス）） バイパス 事業継続 23,000

 国事業



※ No.11、36、57については管理路線全域となるため
位置図はありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県、市町村事業］

191

198

199

201

200

道路の整備に関するプログラム位置図（東⻘地域県⺠局）
※当プログラムの記載内容については、現時点での今後の実施の目標を示したものであり、
財政状況、事業の進捗状況等により、今後適宜見直していくこととしております。
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Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

6 国道101号（浪岡五所川原道路） 付加車線 全線完成（2020） 4,300

10 （一）清水川滝沢野内線（三本木） 現道拡幅 全線完成(2021) 300

11 （一）後平馬屋尻線（滝沢） 現道拡幅 事業継続 全線完成 600

15 国道280号（蓬田～蟹田バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 8,980

24 （一）常海橋銀線（福舘～女鹿沢） バイパス 事業継続 全線完成 3,800

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

8 国道280号（瀬辺地～広瀬） 融雪溝設置 全線完成（2021）

11 八甲通り線ほか507路線 除雪 事業継続 事業継続

12 松森八重田線ほか57路線 融流雪溝設置 事業継続 事業継続

13 篠田沖館線ほか24路線 融流雪溝設置 事業継続 事業継続

14 北中野細野線ほか4路線 融流雪溝設置 事業継続 事業継続

35 東和東滝線 融流雪溝設置 事業継続

36 大川平下町1号線ほか130路線 除雪機械購入 購入完了（2020）

37 本町２号線ほか４路線 融流雪溝設置 部分完成（2020） 全線完成（2025）

57 八甲通り線ほか507路線 除雪機購入 購入完了（2022）

 県事業

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

11 国道７号（鶴ヶ坂） 付加車線整備 事業継続 事業継続

12 国道７号（安田） 交差点改良 事業継続

17 国道４号ほか舗装補修 舗装補修 事業継続 事業継続

18 国道４号ほか橋梁等点検 橋梁等点検 事業継続 事業継続

147 国道７号（浜田） 交差点改良 事業継続

191 国道７号（杉沢） 交差点改良 事業継続

192 国道７号（戸山） 交差点改良 新規着手

193 国道７号（駒込） 交差点改良 事業継続 事業継続

26 （一）津軽新城停車場油川線（新城） 歩道整備 事業継続 全線完成（2023） 970

42 （主）夏泊公園線（東田沢～稲生） 災害防除 全線完成（2020）

54 国道280号（砂ヶ森） 現道拡幅 全線完成 1,320

55 （一）増田浅虫線（増田～浅虫） 現道拡幅 事業継続 全線完成 600

59 （都）西滝新城線（石江） 現道拡幅 全線完成(2020) 4,282

60 （都）堤町通り浜田線 現道拡幅 事業継続 全線完成 2,090

149 （都）西滝新城線（新城１工区） 現道拡幅 新規着手 事業継続 2,050

162 夏泊公園線（久慈ノ浜） 歩道整備 事業継続 全線完成（2023） 500

198 青森東インター線 歩道整備 新規着手 全線完成（2027） 500

199 五所川原浪岡線 歩道整備 新規着手 全線完成（2027） 1,200

65 石江沖館2号線 路肩整備 全線完成（2020）

66 森林軌道廃線通り線 歩道整備 事業継続 事業継続

108 大川平上町1号線ほか18路線 舗装補修 事業継続 事業継続

110 外黒山下小国線ほか6路線 舗装補修 事業継続 事業継続

144 （都）青森駅自由通路 自由通路 部分完成(2020)、全線完成 8,322

145 （都）青森駅西口線 駅前広場 部分完成(2020)、全線完成 1,140

164 桜川3号線（福田橋） 橋梁補修 事業継続 全線完成

165 新城平岡8号線（平岡大橋） 橋梁補修 事業継続 全線完成

166 花園幸畑線（東大橋） 橋梁補修 事業継続 事業継続

167 原別平新田線（原別跨線道路橋） 橋梁補修 事業継続 全線完成

168 小湊浅所線（福島橋） 橋梁補修 事業継続

169 第一清水川線（清水川橋） 橋梁架替 事業継続

200 東和東滝線（雷電橋） 橋梁補修 新規着手

201 小豆沢線支線4号（小豆沢橋） 橋梁架替 新規着手

 国事業

 県事業

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

4 桑原29号線 道路新設 事業継続 事業継続

5 油川新城線 道路新設 事業継続 事業継続

6 金浜小畑沢線 現道拡幅 事業継続 事業継続

25 （都）内環状線（浜田） 道路新設 事業継続 事業継続 3,750

32 山の上線 踏切改良・現道拡幅 新規着手

33 中央団地1号線ほか8路線 道路新設 新規着手

 市町村事業



※ No.21〜23、34、39、42、51については管理路線
全域となるため位置図はありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県、市町村事業］

190

202

道路の整備に関するプログラム位置図（中南地域県⺠局）

※当プログラムの記載内容については、現時点での今後の実施の目標を示したものであり、
財政状況、事業の進捗状況等により、今後適宜見直していくこととしております。

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

12 （一）畑中竹鼻線（小屋敷～二双子） バイパス 全線完成(2021) 250

19 （一）前坂藤崎線（白子） バイパス 全線完成(2018) 780

22 （主）弘前柏線（中崎） バイパス 事業継続 全線完成 987

32 （一）常盤新山線（前田屋敷～畑中） バイパス 新規着手 事業継続 1,470

39 （一）相馬常盤野線（大秋） 現道拡幅 全線完成（2020） 600

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

17 馬屋町2号線ほか10路線 融雪溝設置 新規着手 事業継続

18 岳湯段瑞穂線ほか2路線 防雪施設設置 新規着手

21 十面沢笹舘線ほか338路線 除雪 事業継続 事業継続

22 撫牛子和徳町線ほか338路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

23 新町中十川線ほか850路線 除雪 事業継続 事業継続

24 ぐみの木浜町線ほか1路線 融雪溝設置 事業継続

34 荒田新屋線ほか91路線 除雪 事業継続 事業継続

39 藤崎東亀田線ほか103路線 除雪 事業継続 事業継続

40 矢沢岩崎線ほか20路線 融雪溝設置 事業継続 事業継続

41 福舘水木線ほか2路線 防雪施設設置 事業継続 事業継続

42 八幡館中通り線ほか67路線 除雪 事業継続 事業継続

43 三ツ目内川端線ほか4路線 流融雪溝設置 全線完成（2021）

50 富田樹木線ほか2路線 融雪施設整備 新規着手 事業継続

51 新町中十川線ほか850路線 除雪機械購入 新規着手 事業継続

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）
後期５年

（2023～2027）
総事業費
（百万円）

8 国道７号（矢立） 登坂車線整備 事業継続 事業継続

9 国道７号（長峰） 歩道整備 全線完成（2018）

10 国道７号（榊） 交差点改良 事業継続 事業継続

190 国道７号（津賀野） 交差点改良 事業継続 事業継続

24 （一）石川土手町線（住吉町） 交差点改良 全線完成（2021） 680

27 （一）吹上金屋黒石線（町居） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025） 700

28 （一）吹上金屋黒石線（長崎） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025）

37 （一）前坂藤崎線（藤崎橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

40 国道102号（板留～葛川） 災害防除 全線完成（2021）

43 （一）西目屋二ツ井線（湯ノ沢国有林） 災害防除 全線完成（2021）

47 （一）蔵舘大鰐線ほか（あじゃら高原トンネルほか） トンネル補修 新規着手 事業継続

61 （都）紺屋町野田線 現道拡幅 事業継続 全線完成 4,575

69 清野袋岩賀線 歩道整備 全線完成（2019）

70 城東14号線ほか35路線 路肩改良 事業継続 事業継続

71 向外瀬岩賀線ほか15路線 舗装補修 事業継続 事業継続

84 黒石高田線ほか3路線 路肩改良 事業継続 事業継続

85 高賀野金屋線ほか1路線 舗装補修 事業継続 事業継続

116 常盤福島線ほか6路線 舗装補修 事業継続 事業継続

118 前田屋敷境森線ほか12路線 舗装補修 事業継続 事業継続

170 （仮称）折笠5号線 道路新設 事業継続

171 亀甲向外瀬1号線 歩道整備 新規着手 事業継続

172 吉川線（吉川橋） 橋梁補修 全線完成（2021）

173 南中野沖浦線（落合大橋） 橋梁補修 事業継続

174 大鰐高野新田線（花岡橋） 橋梁補修 事業継続

202 小比内外崎線ほか8路線 構造物補修 新規着手

 市町村事業

 県事業

 国事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）
後期５年

（2023～2027）
総事業費
（百万円）

2 （一）町居平賀停車場線 電線地中化 全線完成（2021） 673

7 蒔苗鳥井野線 道路新設 事業継続 事業継続

8 国吉館後線 現道拡幅 全線完成（2020）

9 住吉山道町線 道路新設 全線完成（2021）

10 堰根下線 現道拡幅 新規着手 事業継続

11 亀甲若党町線ほか3路線 電線地中化 全線完成（2020）

16 浅瀬石23号線 現道拡幅 部分完成（2020）

17 前町野添線 電線地中化 部分完成（2020） 事業継続

20 町居広船線 現道拡幅 新規着手 全線完成（2023）

26 （都）黒石環状線 現道拡幅 部分完成 全線完成 1,223

29 （都）山道町樋の口町線 現道拡幅 事業完成 2,000

県事業

 市町村事業



Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

5 国道45号（洋野階上道路） 高規格幹線道路 全線完成（2020） 110,500

35 （都）白銀市川環状線（尻内） バイパス 事業継続 全線完成 11,500

36 国道454号（豊崎町） バイパス 事業継続 全線完成 4,200

37 （主）八戸環状線（天久岱） バイパス 事業継続 全線完成 7,900

42 （一）櫛引上名久井三戸線（埖渡） 現道拡幅 新規着手 全線完成 600

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

49 茨島下・蒼前線ほか24路線 除雪 事業継続 事業継続

52 中里・田中線ほか31路線 除雪機械購入 事業継続

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道104号　青森104号電線共同溝 電線地中化 事業継続 事業継続

31 国道45号　青森45号電線共同溝 電線地中化 事業継続 事業継続

3 （都）沼館三日町線 電線地中化 事業継続 全線完成 3,566

12 砂篭・十文字線 現道拡幅 事業継続 事業継続

13 島守・堤森線 現道拡幅 事業継続 事業継続

14 番町線 電線地中化 事業継続 全線完成（2024）

15 停車場上線ほか1路線 電線地中化 事業継続 全線完成（2023）

23 (仮)統合庁舎アクセス道路 道路新設 新規着手 事業継続

24 茨島・野沢線 現道拡幅 全線完成(2020)

28 八戸駅西地区 道路新設 事業継続 事業継続 24,000

30 虎渡・広場線 道路かさ上げ 事業継続 事業継続

35 (仮)上名久井・高瀬地区バイパス道路 道路新設 新規着手 事業継続

 市町村事業

 国事業

 県事業

※ No.77については管理路線全域となるため
位置図はありません。

※ No.49、52については管理路線全域となるため
位置図はありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県、市町村事業］

197

35

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道４号（青岩） 歩道整備 事業継続

2 国道４号（目時） 登坂車線整備 事業継続 事業継続

3 国道４号（下比良） 交差点改良 全線完成（2020）

4 国道４号（剣吉） 視距改良 事業継続 事業継続

13 国道104号（高橋） 線形改良 事業継続

14 国道104号（岩ノ下） 交差点改良 全線完成（2018）

15 国道４号ほか橋梁補修 橋梁補修 事業継続 事業継続

16 国道45号ほか橋梁耐震補強 橋梁耐震補強 事業継続 事業継続

194 国道104号（田面木） 交差点改良 新規着手

21 国道454号（金ヶ沢） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025） 725

25 （一）苫米地兎内線（苫米地(1)） 歩道整備 全線完成（2022）

52 （主）名川階上線（剣吉踏切） 現道拡幅 全線完成(2019) 1,947

197 （一）三戸南部線（古牧橋） 橋梁架替 新規着手 全線完成

75 前田小田線ほか6路線 舗装補修 事業継続 事業継続

76 石堂河原木１号線ほか25路線 舗装補修 事業継続 事業継続

77 日東通線ほか3,488路線 道路構造物点検 事業継続 事業継続

78 新井田白銀線 歩道整備 事業継続 全線完成（2025） 260

83 八戸駅正法寺線 踏切改良 事業継続 全線完成（2025）

137 北本村・南古舘線 歩道設置 事業継続

138 五日市・助川線 舗装補修 事業継続 事業継続

141 耳ケ吠・茨島下線ほか14路線 舗装補修 事業継続 事業継続

142 大蛇踏切・追越浜線 歩道整備 全線完成（2020）

143 大渡・石鉢線 歩道整備 事業継続 全線完成

146 沼館小田線（新大橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成（2025）

175 清水頭滝ノ又線ほか11路線 舗装補修 新規着手（2020) 事業継続

176 根城前田線（根城大橋） 橋梁補修 事業継続 事業継続

177 高橋・麦沢線（高橋跨線橋） 橋梁補修 事業継続

178 苫米地・福田線（福地橋） 橋梁補修 事業継続

179 沼館下長線（石堂第2歩道橋） 横断歩道橋補修 全線完成（2021）

 国事業

 県事業

 市町村事業

194



Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）
後期５年

（2023～2027）
総事業費
（百万円）

25 みどり町幹線ほか204路線 除雪 事業継続 事業継続

26 下平井町・姥萢線ほか204路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

31 林立花線ほか184路線 除雪 事業継続 事業継続

32 丸山蓮花田線 防雪施設設置 事業継続 全線完成（2024）

38 長平中央線ほか1路線 防雪施設設置 事業継続 事業継続

44 掛落林石野線ほか261路線 除雪 事業継続 事業継続

45 岡本玉川環状線ほか19路線 融雪溝設置 事業継続 事業継続

53 館岡平滝沼公園線ほか39路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

54 舮作10号線ほか30路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

 市町村事業

※ No.25、26、31、44、53、54については管理路線全域と
なるため位置図はありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県、市町村事業］
道路の整備に関するプログラム位置図（⻄北地域県⺠局）

※当プログラムの記載内容については、現時点での今後の実施の目標を示したものであり、
財政状況、事業の進捗状況等により、今後適宜見直していくこととしております。

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）
後期５年

（2023～2027）
総事業費
（百万円）

1 国道101号（鯵ヶ沢道路） 高規格幹線道路 全線完成(2018) 8,700

2 国道101号（柏浮田道路） 高規格幹線道路 事業継続 事業継続 38,000

16 （主）五所川原車力線（福浦～車力） バイパス 全線完成(2020) 12,059

17 （一）神原中里線（宮川） バイパス 全線完成(2020) 1,073

18 （一）再賀木造線（千年～善積） バイパス 事業継続 全線完成 3,282

20 国道339号（今泉～太田バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 2,022

21 （主）青森五所川原線（飯詰） バイパス 事業継続 全線完成 1,284

23 国道101号（追良瀬Ⅱ期バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 3,952

26 （主）五所川原岩木線（高増） バイパス 事業継続 全線完成 1,261

33 （一）稲盛千代町山田線（下相野） バイパス 新規着手 事業継続 1,100

34 （主）鰺ヶ沢蟹田線（牛潟） バイパス 新規着手 事業継続 3,800

40 （主）五所川原黒石線（梅田） 現道拡幅  部分供用（2022）、事業継続 全線完成 2,627

 国事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）
後期５年

（2023～2027）
総事業費
（百万円）

33 国道339号（新長富橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

35 （一）米山菖蒲川線（保安橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

49 （町）赤石渓流線（一ツ森町） バイパス 全線完成（2019）

50 （一）松代町陸奥赤石停車場線（深谷町Ⅰ） 現道拡幅 事業継続 全線完成 900

150 （主）岩崎西目屋弘前線（西岩崎山４） 災害防除 全線完成（2021）

87 鎌谷町・米田線ほか204路線 舗装補修 事業継続 事業継続

100 上古川稲盛線ほか6路線 舗装補修 事業継続 事業継続

102 稲盛芦沼線 踏切改良 全線完成（2021）

112 赤石渓流線ほか3路線 舗装補修 事業継続 事業継続

113 十二湖公園線 線形改良 全線完成（2019）

120 折戸下前線 道路構造物補修 事業継続 全線完成（2023）

180 曙森本線 交差点及び歩道改良 新規着手

181 東野1号線ほか4路線 災害防除 事業継続 事業継続

182 長富１号線（長富橋） 橋梁架替 事業継続

183 富萢17号線（入間橋） 橋梁補修 新規着手

 県事業

 市町村事業



Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

9 国道102号（奥瀬） 防雪施設設置 全線完成（2021）

28 焼山線ほか658路線 除雪 事業継続 事業継続

46 淋代線ほか322路線 除雪 事業継続 事業継続

47 城ノ後・野続線ほか112路線 除雪 事業継続 事業継続

48 豊畑・柵線ほか568路線 除雪 事業継続 事業継続

55 城ノ後・野続線ほか112路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

 県事業

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

19 谷地頭・金糞線 現道拡幅 事業継続

21 宇道坂・五十貫田線 現道拡幅 全線完成（2022）

34 第2大曲線 現道拡幅 新規着手

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

1 国道103号（奥入瀬（青橅山バイパス）） バイパス 事業継続 23,000

 国事業

※ No.28、46〜48、55については管理路線全域となるため
位置図はありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県、市町村事業］

204

203

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

5 国道４号（一本松） 登坂車線整備 全線完成（2020）

6 国道４号（井戸頭） 交差点改良 全線完成（2019）

7 国道４号（洞内） 付加車線整備 全線完成（2019）

19 国道４号ほか施設点検補修 防災施設等点検 事業継続 事業継続

148 国道45号（下田） 交差点改良 事業継続

22 （主）三沢十和田線（一本木沢） 自転車歩行者道整備 事業継続 全線完成（2025） 800

23 （一）上野十和田線（上野） 歩道整備 事業継続 全線完成（2024） 1,100

36 （一）馬門野辺地線（野辺地橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

38 国道102号（奥瀬２） 災害防除 全線完成（2022）

39 国道103号（奥瀬１） 災害防除 全線完成（2021）

45 （一）泊陸奥横浜停車場線（重点「道の駅」よこはま） 駐車場・休憩施設等拡張 全線完成（2020）

46 （一）泊陸奥横浜停車場線（重点「道の駅」よこはま） 防災施設等整備 全線完成（2020）

62 （主）三沢十和田線（古間木橋） 橋梁架替 全線完成

63 国道338号 （高瀬川第二橋） 橋梁架替 全線完成

64 国道338号 （二川目） 現道拡幅 全線完成（2020） 1,380

151 国道454号（宇樽部１） 災害防除 全線完成（2021）

153 国道103号ほか（蔦トンネルほか） トンネル補修 新規着手 事業継続

160 国道103号（通天橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

161 国道394号（西上川原） 歩道整備 事業継続 全線完成（2025）

163 国道338号（三川目） 歩道整備 事業継続 全線完成（2026） 560

92 大和六日町線 歩道整備 全線完成（2022）

93 和島平山線 舗装補修 事業継続 事業継続

121 鳥井平松ノ木線ほか4路線 舗装補修 事業継続 事業継続

125 宇道坂・五十貫田線ほか14路線 舗装補修 事業継続 事業継続

127 柳沢・金矢線ほか６路線 舗装補修 事業継続 事業継続

128 新町旭町線 踏切改良 全線完成（2019）

130 甲地・鶴ケ崎線ほか17路線 舗装補修 事業継続 事業継続

131 下前田2号線ほか4路線 舗装補修 事業継続 事業継続

184 猿倉線（猿倉橋） 橋梁架替 新規着手 事業継続 135

185 新町鶏ヶ唄線（鶏ヶ唄橋） 橋梁補修 事業継続

186 町道520号線（南平跨線橋） 橋梁補修 事業継続

203 相坂西五番町線 歩道改修 新規着手 事業継続 304

204 天間舘・小又１号線（小又橋） 橋梁補修 事業継続 事業継続

 市町村事業

 県事業

 国事業

道路の整備に関するプログラム位置図（上北地域県⺠局）

※当プログラムの記載内容については、現時点での今後の実施の目標を示したものであり、
財政状況、事業の進捗状況等により、今後適宜見直していくこととしております。

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

3 国道45号（上北天間林道路） 高規格幹線道路 全線完成（2018） 26,900

4 国道45号（天間林道路） 高規格幹線道路 全線完成（2022） 34,000

8 国道279号（横浜北バイパス） 地域高規格道路 事業継続 全線完成 19,600

9 国道279号（横浜南バイパス） 地域高規格道路 事業継続 全線完成 13,732

13 （一）水喰上北町停車場線（甲地） バイパス 全線完成(2019) 1,760

14 （主）東北横浜線（戸鎖） バイパス 事業継続 全線完成 1,600

27 国道394号（榎林バイパス） バイパス 全線完成 5,121

30 （一）後平青森線（下志多） 現道拡幅 事業継続 全線完成 680

31 （一）後平馬屋尻線（五庵ノ下） 現道拡幅 全線完成（2021） 340

44 （主）三沢七戸線（春日台～犬落瀬） バイパス 新規着手 事業継続 1,450

 国事業

 県事業



Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

29 出戸・浜関根線ほか103路線 除雪 事業継続 事業継続

30 浜通線 融流雪溝設置 事業継続

56 出戸・浜関根線ほか103路線 除雪機械購入 事業継続 事業継続

 市町村事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

20 国道338号（田野沢） 歩道整備 全線完成（2022） 500

34 （主）むつ尻屋崎線（赤坂橋） 橋梁架替 事業継続 全線完成

41 国道338号（長後） 災害防除 事業継続 全線完成

51 （主）むつ恐山公園大畑線（葉色沢） 現道拡幅 全線完成(2019) 982

152 国道279号（易国間３） 災害防除 事業継続 全線完成

97 下北停車場線ほか1路線 舗装補修 事業継続 事業継続

187 大間下手１号線ほか8路線 舗装補修 新規着手 事業継続

188 新町大橋線（大橋） 橋梁架替 事業継続

189 牛滝橋（開港橋（下流側）） 橋梁補修 事業継続

 市町村事業

 県事業

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

22 下田屋石蕨平線 現道拡幅 事業継続 全線完成（2023）

27 （都）横迎町中央２号線 道路新設 全線完成 1,434

 市町村事業

※ No.29、56については管理路線全域となるため位置図は
ありません。

［令和３年３月末時点］

［国、県、市町村事業］
道路の整備に関するプログラム位置図（下北地域県⺠局）

※当プログラムの記載内容については、現時点での今後の実施の目標を示したものであり、
財政状況、事業の進捗状況等により、今後適宜見直していくこととしております。

Ｎｏ 路　　線　　名 事業概要
前期５年

（2018～2022）

後期５年

（2023～2027）

総事業費

（百万円）

7 国道279号（むつ南バイパス） 地域高規格道路
部分供用（2019）

、事業継続
全線完成 21,100

25 国道338号（白糠バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 2,497

28 国道338号（砂子又） バイパス 全線完成（2020） 240

29 国道338号（大湊Ⅱ期バイパス） バイパス 事業継続 全線完成 2,497

38 （村）古野・大川目線（易国間） 新設 全線完成（2020） 1,240

41 国道279号（二枚橋バイパス） バイパス 全線完成（2020） 6,250

43 国道279号（木野部） バイパス 新規着手 事業継続 10,600

 県事業


