
  

  

  

  

  

  

⻘森県国⼟強靱化地域計画  

（追補版）  

  

参考１ 現⾏計画策定後の主なる成果と取組状況  

（別紙）⻘森県国⼟強靱化地域計画に関連する主な事業  
  

  

  

  

令和４年３月 ⻘森県  



・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 市町村が実施する住宅等の耐震診断・耐震改修事業への補助 付表: 建住 3

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⽼朽化した県営住宅の建替 付表: 建住 1

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⽼朽化した県営住宅の建替 付表: 建住 2

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⽼朽化した県営住宅の建替 付表: 建住 3

・ 事業計画名等︓ (教育庁)

事業概要︓ 県⽴学校施設⼤規模改修事業、校舎等建築事業、⻑寿命化・重点改良事業

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 市町村への空き家に係る事業や制度の情報提供や技術的助⾔ 付表: 建住 2

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 陸上競技場新築1式

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 都市公園事業（⻑根公園） 屋内スケート場、駐⾞場、園路 7.0ha

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⼤湊居住誘導区域都市再生整備計画事業 公園、地域生活基盤施設、

 高次都市施設 A=88ha

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ３公園における公園施設の改修・更新⼀式 付表: 都市 4

むつ中心都市拠点地区都市再生整備計画

都市公園の⻑寿命化と災害に強い安全・安心・快適なまちづくり 事業計画の詳細

（別紙）⻘森県国⼟強靱化地域計画に関連する主な事業
令和4年3⽉31⽇現在

⻘森県における住宅・建築物の安全性の向上（第三期） 事業計画の詳細

新⻘森県総合運動公園陸上競技場整備事業

広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる防災拠点づくり（防災・安全）

事業計画の詳細

リスクシナリオ 1-1

リスクシナリオ 1-1、1-2、1-3、1-4

＜住宅の耐震化＞

＜公⽴学校施設の耐震化・劣化対策＞

＜空き家対策＞

＜都市公園における防災対策＞

＜住宅の耐震化＞

地域居住機能再生計画（⻘森市⼩柳地区） 事業計画の詳細

⻘森県地域住宅等整備計画（第三期） 事業計画の詳細

⻘森県における住宅・建築物の安全性の向上（第三期） 事業計画の詳細

⻘森県公⽴学校等施設整備計画

⻘森県地域住宅等整備計画（第三期）
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・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ ⽔産物供給基盤機能保全事業

 臨港道路の補修 東⻘地区ほか3地区 計10漁港

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 森林整備事業

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 森林整備事業

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 舗装補修事業 弘前柏線ほか65路線で計80.8km 付表: 道路 7

災害防除事業 国道338号ほか22路線で計73箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ バイパス事業 国道101号ほか26路線で計83.6km 付表: 道路 9

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ バイパス事業 国道394号で3.4km 付表: 道路 2

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 橋梁⻑寿命化修繕計画１式 付表: 道路 3

トンネル⻑寿命化修繕計画１式

道路附属物（門型標識）⻑寿命化計画１式

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⻘森県無電柱化推進計画１式 付表: 道路 4

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 斜⾯対策⼯ 国道101号ほか11路線で計10.2km 付表: 道路 5

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 交通安全対策事業 国道394号で0.3km 付表: 道路 6

(県土整備部)

付表: 道路 11

事業概要︓ 交通安全事業 三沢⼗和⽥線ほか40路線で計33.0km

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 通作条件整備事業

 市町村管理農道の整備 南部町地区ほか 計14地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 通作条件整備事業

 市町村管理農道の整備 下⽥⼦地区ほか 計３地区

農村整備事業（農道・集落道整備事業）

⻘森県無電柱化推進事業（補助） 事業計画の詳細

交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり 事業計画の詳細

農⼭漁村地域整備計画「⻘森〜豊かで持続可能な農業・農村の実現〜」

事業計画の詳細

（防災・安全）
・ 事業計画名等︓

通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり

土砂災害対策道路事業（補助） 事業計画の詳細

交通安全対策（地区内連携）事業（補助） 事業計画の詳細

＜市町村管理農道・林道の機能保全・⽼朽化対策＞

安全で安心な暮らしを守るあおもりの道づくり（防災・安全） 事業計画の詳細

⽔産基盤整備事業

林道事業

 森林環境保全整備計画の「林道の開設及び拡張に関する計画」に掲載され
ている6路線の林道の整備

農⼭漁村地域整備計画「緑豊かな⻘い森づくり計画」

高規格インターチェンジアクセス整備（補助） 事業計画の詳細

道路メンテナンス事業（補助） 事業計画の詳細

 農⼭漁村地域整備計画の「緑豊かな⻘い森づくり計画」に掲載されている2
路線の林道の整備

リスクシナリオ 1-1、2-1、2-2、2-4、2-6、4-1、4-2、4-4、5-1、5-4、7-4

＜緊急輸送道路の機能強化・⽼朽化対策＞、＜緊急輸送道路以外の道路の機能強化・⽼朽化対策＞
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・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ ⽔産流通基盤整備事業

 防波堤、岸壁の耐波浪、耐震・耐津波化 北⾦ヶ沢地区ほか2地区 計3漁港

⽔産生産基盤整備事業

 防波堤、岸壁の耐波浪、耐震・耐津波化 岩崎地区ほか4地区 計5漁港

漁港施設機能強化事業

 防波堤、岸壁の耐波浪、耐震・耐津波化 陸奥湾沿岸地区ほか8地区 計10漁港

⽔産物供給基盤機能保全事業

 漁港施設の⽼朽化対策 東⻘地区ほか3地区 計26漁港

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⻘森港の臨港交通施設（道路・橋梁）の改良 付表: 港湾 1

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⻘森港ほか施設改良等 付表: 港湾 2

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⻘森港ほか陸閘改良等 付表: 港湾 3

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⻘森港海浜・⽔質浄化施設の整備1箇所 付表: 港湾 4

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⼤間港防波堤改良 付表: 港湾 5

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⻘森港ほか防波堤改良等 付表: 港湾 6

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⻘森港ほか 施設改良等 付表: 港湾 7

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 海岸事業 20地区海岸 ⽼朽化対策 付表: 港湾 8

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 ⼩湊港ほか 施設改良等 付表: 港湾 9

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 仏ヶ浦港ほか 防波堤整備等 付表: 港湾 10

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 港湾事業 津軽港ほか 浚渫等 付表: 港湾 11

・ 事業計画名等︓ (警察本部)

事業概要︓ 警察本部庁舎耐震・⻑寿命化改修事業

三⼾警察署庁舎建築事業

警察施設⻑寿命化改修事業

 運転免許センター⻑期保全改修

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 無電柱化事業 3・5・1号沼館三⽇町線ほか2路線 付表: 都市 1

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 道路改築事業 3・3・8号⽩銀市川環状線1.3km 付表: 都市 2

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 道路改築事業 3・5・4号堤町通り浜⽥線ほか１路線計1.4km 付表: 都市 3

⻘森県の安全で快適な暮らしを⽀える港湾づくり（防災・安全）（港湾重点） 事業計画の詳細

事業計画の詳細

通学路の安全を確保する街路整備 事業計画の詳細

警察施設整備事業

インターチェンジや新幹線駅等へのアクセス性向上を図る街路整備

⻘森県の安全で快適な暮らしを⽀える港湾づくり（防災・安全）（海岸重点） 事業計画の詳細

陸奥湾ホタテの輸出促進による活⼒ある港づくり計画 事業計画の詳細

⼤間クロマグロによる魅⼒あふれる港づくり計画 事業計画の詳細

津軽地域の観光と産業を⽀える港づくり計画 事業計画の詳細

⻘森県無電柱化推進計画 事業計画の詳細

＜警察施設の耐震化・⽼朽化対策＞

＜幹線街路の整備＞

リスクシナリオ 1-1、2-3、3-1

リスクシナリオ 1-1、4-4

⻘森県の安全で快適な暮らしを⽀える港湾づくり（防災・安全） 事業計画の詳細

⽔産基盤整備事業

⻘森県改修（港湾施設改良費補助）事業 事業計画の詳細

⻘森県の安全で安心な暮らしを⽀える港湾づくり（地域活性化）（港湾重点） 事業計画の詳細

＜港湾・漁港施設の耐震化・⽼朽化対策＞

リスクシナリオ 1-1、2-1、4-1、4-4

⻘森県改修（港湾施設改良費統合補助）事業 事業計画の詳細

海岸メンテナンス事業 事業計画の詳細

⻘森県の安全で快適な暮らしを⽀える港湾づくり（地域活性化）（港湾重点） 事業計画の詳細
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・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 海岸保全施設整備事業

 護岸⼯の整備 ⼤間越地区 計１地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 海岸保全施設整備事業

 高潮対策 ⼀本木漁港海岸

 ⽼朽化対策 津軽沿岸地区ほか2地区 計41漁港海岸

 津波・高潮危機管理対策 ⻘森県沿岸地区 計9漁港海岸

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 侵食対策事業 烏沢海岸ほか2箇所 付表: 河川 3

⽼朽化対策緊急事業 ⽯崎海岸ほか11箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 海岸事業 32地区海岸 ⽼朽化対策 付表: 港湾 4

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 侵食対策事業 烏沢海岸ほか2箇所 付表: 河川 3

⽼朽化対策緊急事業 ⽯崎海岸ほか11箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 侵食対策事業 烏沢海岸ほか2箇所 付表: 河川 3

⽼朽化対策緊急事業 ⽯崎海岸ほか11箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 砂防事業 蔵館沢ほか28箇所 付表: 河川 4

地すべり対策事業 温湯区域

急傾斜地崩壊対策事業 川部区域ほか19箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 砂防事業 ⽩沢ほか6箇所 付表: 河川 5

急傾斜地崩壊対策事業 ⻑崎区域ほか4箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 広域河川改修事業 馬淵川ほか14箇所 付表: 河川 1

都市基盤改修事業 貴船川

流域治⽔対策河川改修事業 堤川

総合流域防災事業 天⽥内川ほか9箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⼤規模特定河川事業 ⾦木川ほか2箇所 付表: 河川 2

⼤規模更新河川事業 新⽥名部川

事業間連携河川事業 ⼗川

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 堰堤改良事業 下湯ダムほか3箇所 付表: 河川 6

特定洪⽔対策等推進事業【再掲】 事業計画の詳細

⻘森県における総合的な浸⽔被害対策の推進（防災・安全）緊急対策【再掲】 事業計画の詳細

⻘森県における総合的な浸⽔被害対策の推進（防災・安全）【再掲】 事業計画の詳細

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全） 事業計画の詳細

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点） 事業計画の詳細

⻘森県の安全で快適な暮らしを⽀える港湾づくり（防災・安全）（海岸重点） 事業計画の詳細

⻘森県における海岸整備の推進（防災・安全）【再掲】 事業計画の詳細

⻘森県における海岸整備の推進（防災・安全）【再掲】 事業計画の詳細

＜津波ハザードマップの作成＞

＜河川関連施設の耐震化・⽼朽化対策＞

リスクシナリオ 1-2、1-3

農⼭漁村地域整備計画「⻘森〜豊かで持続可能な農業・農村の実現〜」

＜津波防災施設の整備＞

農⼭漁村地域整備計画「安全で快適な漁港・漁村づくり」

⻘森県における海岸整備の推進（防災・安全） 事業計画の詳細

リスクシナリオ 1-2
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・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 治⼭事業

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 漁場保全の森づくり事業

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 広域河川改修事業 馬淵川ほか14箇所 付表: 河川 1

都市基盤改修事業 貴船川

流域治⽔対策河川改修事業 堤川

総合流域防災事業 天⽥内川ほか9箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ ⼤規模特定河川事業 ⾦木川ほか2箇所 付表: 河川 2

⼤規模更新河川事業 新⽥名部川

事業間連携河川事業 ⼗川

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 堰堤改良事業 下湯ダムほか3箇所 付表: 河川 6

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 農業用河川⼯作物応急対策事業

 農業用河川⼯作物の整備補強・撤去 津刈２期地区ほか 計２地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 農村災害対策整備事業

 農業用施設整備 ⻄津軽地区 計１地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 基幹⽔利施設管理事業

 取⽔ゲート・電気設備点検整備等 ⼩⽥川ダム地区ほか 計28地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 基幹施設管理体制整備事業

 推進活動・強化⽀援等 南津軽地区ほか 計5地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 基幹⽔利施設ストックマネジメント事業

 機能診断 ⻘森地区 計1地区

 用⽔路改修等 相坂平幹線用⽔路地区ほか 計６地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 農業⽔利施設保全合理化事業

 排⽔機場改修等 ⼩⽥川南部地区ほか 計5地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業

 管理橋改修等 廻堰２期地区ほか 計13地区

⻘森県基幹的農業⽔利施設の機能保全に関する実施⽅針

⻘森県基幹的農業⽔利施設の機能保全に関する実施⽅針

農業⽔路等⻑寿命化・防災減災計画

農村地域防災減災総合計画

基幹⽔利施設管理事業

基幹施設管理体制整備事業

⻘森県における総合的な浸⽔被害対策の推進（防災・安全）緊急対策 事業計画の詳細

農村地域防災減災総合計画

＜農業⽔利施設の防災対策・⽼朽化対策＞

⻘森県における総合的な浸⽔被害対策の推進（防災・安全） 事業計画の詳細

特定洪⽔対策等推進事業 事業計画の詳細

 農⼭漁村地域整備計画の「安全・安心な生活環境の確保と豊かな森林づく
り計画」に掲載されている４地区での治⼭事業の実施

＜河川改修等の治⽔対策＞

リスクシナリオ 1-3

全国森林計画及び森林整備保全事業計画

 地域森林計画の「保安林の整備及び治⼭事業に関する計画」に掲載されて
いる３７地区での治⼭事業の実施

農⼭漁村地域整備計画「安全・安心な生活環境の確保と豊かな森林づくり計画」

＜農山村地域における防災対策＞、＜津波防災施設の整備＞

リスクシナリオ 1-2､ 1-4、6-1、6-4

参考１別紙5



・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 侵食対策事業 烏沢海岸ほか2箇所 付表: 河川 3

⽼朽化対策緊急事業 ⽯崎海岸ほか11箇所

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 防災ダム事業

 防災ダムの機能強化 相馬ダム地区ほか 計５地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ ため池等整備事業

 ため池の補強・改修・点検等 ⼩杉沢１号地区ほか 計16地区

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査 岩木川圏域ほか3圏域 付表: 河川 4

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 岩木⼭・八甲⽥⼭・⼗和⽥ 火⼭噴火緊急減災対策事業 付表: 河川 4

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 砂防事業 蔵館沢ほか28箇所 付表: 河川 4

地すべり対策事業 温湯区域

急傾斜地崩壊対策事業 川部区域ほか19箇所

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 砂防事業 ⽩沢ほか6箇所 付表: 河川 5

急傾斜地崩壊対策事業 ⻑崎区域ほか4箇所

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 集落基盤整備事業

 農業⽔利施設の整備等 みさわ地区ほか 計１地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 中⼭間地域総合整備事業

 農業⽔利施設の整備等 七⼾地区ほか 計１地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 中⼭間地域農業農村総合整備事業

 農業⽔利施設の整備等 三⼾地区ほか 計5地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 治⼭事業

農⼭漁村地域整備計画「安全・安心な生活環境の確保と豊かな森林づくり計画」

 農⼭漁村地域整備計画の「安全・安心な生活環境の確保と豊かな森林づく
り計画」に掲載されている１２地区での治⼭事業の実施

農⼭漁村地域整備計画「⻘森〜豊かで持続可能な農業・農村の実現〜」

中⼭間地域農業農村総合整備事業

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）【再掲】 事業計画の詳細

＜農山村地域における防災対策＞

リスクシナリオ 1-4、6-1、6-4

農⼭漁村地域整備計画「⻘森〜豊かで持続可能な農業・農村の実現〜」

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全） 事業計画の詳細

＜岩木山の警戒避難体制の整備＞、＜八甲田山の警戒避難体制の整備＞、＜十和田の警戒避難体制の整備＞、＜火山の警戒体制の強化＞

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全） 事業計画の詳細

＜砂防関係施設の整備＞、＜砂防関係施設の⽼朽化対策＞

農村地域防災減災総合計画

＜⼟砂災害ハザードマップの作成・公表＞、＜避難勧告等発令及び⾃主避難のための情報提供＞

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）【再掲】 事業計画の詳細

リスクシナリオ 1-4

リスクシナリオ 1-4、6-1

⻘森県における海岸整備の推進（防災・安全）【再掲】

＜農業用ダム・ため池の防災対策＞

農村地域防災減災総合計画

事業計画の詳細

＜海岸保全施設の整備＞

リスクシナリオ 1-3、1-4、6-1

参考１別紙6



・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 雪寒事業 国道101号ほか43路線で計85箇所 付表: 道路 10

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 除雪事業︓国道101号ほか241路線 付表: 道路 8

除雪機械購⼊︓⼀式

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 市町村等が作成する被害防止計画に基づく取組への総合的⽀援

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 農業集落排⽔事業

 農業集落排⽔施設整備 ⼗和⽥市総合３期地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 農村整備事業（農業集落排⽔施設整備事業）

 農業集落排⽔施設整備 ⽔元２期地区ほか 計２地区

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 漁業集落環境整備事業

 漁業集落排⽔施設等の⽼朽化対策 岩崎地区ほか18地区

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 岩木川流域下⽔道事業 機械・電気設備更新等1式 付表: 都市 5

馬淵川流域下⽔道事業 機械・電気設備更新等1式

⼗和⽥湖特定環境保全公共下⽔道事業 機械・電気設備更新等1式

・ 事業計画名等︓ (警察本部)

事業概要︓ 信号機電源付加装置の整備

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 下北半島縦貫道路整備事業1式 付表: 道路 1

・ 事業計画名等︓ (環境生活部)

事業概要︓ 市町村が⾏う浄化槽設置整備事業に対する補助

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 堰堤改良事業 下湯ダムほか3箇所 付表: 河川 6

・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ ⼀般造林事業

 東⻘地域森林計画区ほか３計画区 森林整備⾯積3,171ha

＜合併処理浄化槽への転換の促進＞

＜ダム施設の⽼朽化対策＞

＜森林の計画的な保全管理＞

交通安全施設整備事業

地域高規格道路 下北半島縦貫道路整備

農⼭漁村地域整備計画「安全で快適な漁港・漁村づくり」

⻘森県の下⽔道における防災・安全対策の実現

リスクシナリオ 3-2

リスクシナリオ 4-4、7-4

＜信号機の全面停止等による重大交通事故の多発＞

＜基幹的道路交通ネットワークの形成＞

⻘森県における総合的な浸⽔被害対策の推進（防災・安全）緊急対策【再掲】 事業計画の詳細

事業計画の詳細

浄化槽整備費補助

リスクシナリオ 5-3

リスクシナリオ 6-1

森林整備事業

鳥獣被害防止総合対策事業

雪国あおもりの暮らしを⽀える道づくり（防災・安全） 事業計画の詳細

雪国あおもりの暮らしを⽀える道づくり 事業計画の詳細

＜防雪施設の整備＞

＜除排雪体制の強化＞

＜⾷料⽣産体制の強化＞

事業計画の詳細

＜農業集落排⽔施設等の耐震化・⽼朽対策＞

リスクシナリオ 2-1、4-5

リスクシナリオ 2-7、5-3

農⼭漁村地域整備計画「⻘森〜豊かで持続可能な農業・農村の実現〜」

農村整備事業

＜下⽔道施設の耐震化・⽼朽化対策＞

リスクシナリオ 1-5

参考１別紙7



・ 事業計画名等︓ (農林⽔産部)

事業概要︓ 森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦

 森林の多⾯的機能の発揮等に向けた⾥⼭林整備等8地区

・ 事業計画名等︓ (県土整備部)

事業概要︓ 応急仮設住宅の建設に係る関係団体との連携

木造応急仮設住宅の標準設計を作成

リスクシナリオ 6-4

＜森林整備事業等の森林所有者への普及啓発＞

森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦

⻘森県地域住宅等整備計画（第三期）

リスクシナリオ 7-3

＜応急仮設住宅の迅速な供給＞

参考１別紙8



道路 1 事業計画名等 H15 ～
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

地域高規格道路 むつ市 8.7 km 21,100 H15 ～
地域高規格道路 むつ市～横浜町 10.4 km 19,600 H28 ～
地域高規格道路 横浜町 7.0 km 13,732 H25 ～
地域高規格道路 むつ市 11.0 km 24,900 R4 ～

道路 2 事業計画名等 H21 ～
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

バイパス 東北町 3.4 km 5,121 H21 ～
高規格インターチェンジアクセス整備（補助） 七戸町 1.6 km 3,800 R4 ～

道路 3 事業計画名等 H29 ～ R8
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

1.0 式 H29 ～ R8
1.0 式 H29 ～ R5
1.0 式 R1 ～ R5

道路 4 事業計画名等 R1 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

1.0 式 R1 ～ R5

道路 5 事業計画名等 R2 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

むつ市 0.15 km 327 R2 ～ R4
風間浦村 0.30 km 332 R2 ～ R5
外ヶ浜町 0.10 km 136 R2 ～ R4
深浦町 0.06 km 70 R2 ～ R3
西目屋村 1.30 km 842 R2 ～ R2
風間浦村 1.10 km 721 R2 ～ R5
田子町 0.23 km 294 R2 ～ R4
十和田市 0.32 km 652 R2 ～ R6
新郷村 0.05 km 148 R2 ～ R4
深浦町 0.29 km 110 R2 ～ R6
黒石市 0.83 km 1031 R2 ～ R4
十和田市 5.52 km 894 R3 ～ R4

土砂災害対策道路事業（補助） 深浦町 0.09 km 170 R4 ～
土砂災害対策道路事業（補助） 深浦町 0.09 km 150 R4 ～
土砂災害対策道路事業（補助） 平川市 0.03 km 300 R4 ～
土砂災害対策道路事業（補助） 佐井村 0.23 km 236 R4 ～
土砂災害対策道路事業（補助） 佐井村 0.20 km 245 R4 ～
土砂災害対策道路事業（補助） 外ヶ浜町 0.07 km 60 R4 ～

道路 6 事業計画名等 H25 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

七戸町 0.33 km 440 H25 ～ R6
平川市 0.79 km 760 H26 ～ R5
弘前市 1.80 km 730 H24 ～ R7弘前鯵ヶ沢線（大森地区）

交通安全対策（地区内連携）事業（補助） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

西上川原地区（国道394号）
吹上金屋黒石線（町居地区）

国道102号（切明）
国道338号（牛滝）
国道338号（喜平治山国有林）
国道339号（三厩梨ノ木間）

詳細番号 事業計画の詳細

国道454号（戸来２）
十二湖公園線（松神山国有林）
国道102号（板留～葛川）
国道102号（奥瀬）
国道101号（大間越）
国道101号（北金ヶ沢）

国道339号（三厩藤嶋）
国道101号（深浦）
西目屋二ツ井線（湯ノ沢国有林）
国道279号（易国間３）
田子十和田湖線（菖蒲谷地）
国道454号（宇樽部１）

土砂災害対策道路事業（補助） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

むつ恐山公園大畑線（むつ市小目名）

国道279号（下風呂）

無電柱化事業（補助） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

青森県無電柱化推進計画

詳細番号 事業計画の詳細

路線・河川・施設名等 事業期間
橋梁長寿命化修繕計画
トンネル長寿命化修繕計画
道路附属物（門型標識）長寿命化計画

詳細番号 事業計画の詳細

国道394号(榎林バイパス)
後平青森線(後平バイパス)

詳細番号 事業計画の詳細
道路メンテナンス事業（補助） 計画の期間

詳細番号 事業計画の詳細
高規格インターチェンジアクセス整備（補助） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

路線・河川・施設名等 事業期間
国道279号（むつ南バイパス）
国道279号（横浜北バイパス）
国道279号（横浜南バイパス）
国道279号（奥内バイパス）

付表

「青森県国土強靱化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細
令和4年3月31日現在

詳細番号 事業計画の詳細
地域高規格道路　下北半島縦貫道路整備事業 計画の期間

付表1



道路 7 事業計画名等 R1 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

新設 風間浦村 0.9 km 1,278 R1 ～ R4
バイパス 鰺ヶ沢町 0.7 km 38 R1
バイパス 南部町 2.4 km 160 R3 ～ R4
現道拡幅 鰺ヶ沢町 1.9 km 387 R1 ～ R5
現道拡幅 むつ市 0.9 km 27 R1
現道拡幅 南部町 0.6 km 340 R1
現道拡幅 西目屋村 1.2 km 130 R1
現道拡幅 今別町 0.9 km 300 R1 ～ R4
現道拡幅 平内町～青森市 1.9 km 340 R1 ～ R4
現道拡幅 西目屋村 3.2 km R5
バイパス 弘前市 1.5 km R5
現道拡幅 平川市 1.2 km 160 R5 ～
現道拡幅 五所川原市 0.6 km 150 R1 ～ R5
現道拡幅 弘前市 1.0 km 30 R5
現道拡幅 西目屋村 0.1 km 35 R5
バイパス 新郷村 1.5 km 30 R5
現道拡幅 五所川原市 0.6 km 50 R5
現道拡幅 七戸町 0.5 km 110 R5
バイパス 東北町 6.0 km 10 R5 ～ R6
現道拡幅 六ヶ所村 10.0 km 10 R5 ～ R6
現道拡幅 大鰐町 1.5 km 80 R5
現道拡幅 青森市 0.7 km 70 R1
現道拡幅 青森市 1.4 km 40 R1
現道拡幅 十和田市 0.5 km 80 R4 ～ R5
点検・調査 十和田市 1.0 式 400 R1 ～ R5
電線共同溝 弘前市 0.3 km 300 R1 ～ R5
電線共同溝 平川市 0.4 km 270 R1 ～ R3
現道拡幅 南部町 0.8 km 50 R1
歩道整備 むつ市 0.8 km 500 R1 ～ R5
歩道整備 平内町 1.1 km 615 R1 ～ R5
歩道整備 十和田市 0.9 km 145 R1 ～ R4
視距改良 西目屋村 0.4 km 134 R1 ～ R5
視距改良 つがる市 0.2 km 100 R1 ～ R4
視距改良 むつ市 0.3 km 161 R1 ～ R4
歩道整備 つがる市 0.2 km 115 R1 ～ R3
視距改良 六ヶ所村 0.3 km 133 R1 ～ R4
交差点改良 青森市 0.7 km 85 R1 ～ R2
舗装補修 外ヶ浜町 4.5 km 500 R1 ～ R5
舗装補修 青森市 3.0 km 175 R1 ～ R3
舗装補修 十和田市 3.4 km 140 R1 ～ R2
舗装補修 佐井村 9.0 km 200 R1 ～ R3
舗装補修 弘前市 5.9 km 590 R1 ～ R4
舗装補修 東北町 1.7 km 160 R1 ～ R4
舗装補修 十和田市 1.9 km 162 R1 ～ R3
舗装補修 六戸町 1.4 km 140 R1 ～ R3
舗装補修 田子町 2.5 km 250 R1 ～ R5
舗装補修 田子町 2.3 km 500 R1 ～ R5
舗装補修 南部町 2.0 km 200 R1 ～ R5
舗装補修 三戸町 0.9 km 45 R1 ～ R2
舗装補修 五戸町 0.5 km 30 R1 ～ R2
舗装補修 八戸市 0.9 km 60 R1
舗装補修 南部町 0.6 km 90 R1 ～ R3
舗装補修 新郷村 0.3 km 20 R1

十和田三戸線(川守田ほか)
五戸下田停車場線(切谷内ほか)
櫛引上名久井三戸線(櫛引ほか)
櫛引上名久井三戸線(法師岡ほか)

戸来十和田線(金ヶ沢ほか)

水喰上北町停車場線(上野ほか)
三沢七戸線(大沢田～新舘)
柳町下田停車場線(上吉田ほか)
国道104号(夏坂ほか)
国道104号(白萩平ほか)
名川階上線(森越ほか)

青森浪岡線(大谷)
鰺ヶ沢蟹田線(蟹田小国ほか)
青森田代十和田線(駒込ほか)
国道102号(奥瀬～法量)
国道338号(原田～野平)
弘前柏線(種市ほか)

国道102号(野崎)
岩崎西目屋弘前線(暗門沢)
菰槌木造線(木造永田)
国道338号(宿野部)
国道101号(木造越水)
国道394号(中志)

国道102号(奥瀬)
弘前岳鰺ヶ沢線(土手町～元長町)

町居平賀停車場線(柏木町)
苫米地兎内線　(苫米地(2))
国道338号(田野沢)
夏泊公園線　(久慈ノ浜)

八戸野辺地線(内蛯沢)
泊陸奥横浜(停)線(泊)
碇ヶ関大鰐(停)線(早瀬野～島田)

清水川滝沢野内線(三本木)
後平馬屋尻線(滝沢)
国道102号(法量)

五所川原黒石線(梅田)
前坂藤崎線(中崎)
相馬常盤野線(大秋Ⅱ期)
十和田三戸線(小坂)
国道339号(脇元)
七戸十和田湖線(見町)

相馬常盤野線(大秋)
国道280号(砂ヶ森拡幅)
増田浅虫線(増田～浅虫)
岩崎西目屋弘前線(暗門～大川)
弘前柏線(大川)
大鰐浪岡線(吹上)

古野・大川目線(易国間)
赤石渓流線(一ツ森町)
名久井岳公園線(法光寺)
松代町陸奥赤石(停)線(深谷町Ⅰ)

むつ恐山公園大畑線(葉色沢)
名川階上線(剣吉踏切)

詳細番号 事業計画の詳細
安全で安心な暮らしを守るあおもりの道づくり（防災・安全） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

付表2



道路 7 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
舗装補修 三戸町 1.5 km 120 R1 ～ R5
舗装補修 むつ市 1.9 km 60 R1 ～ R3
舗装補修 青森市 1.0 km 500 R1 ～ R5
舗装補修 五戸町 1.2 km 120 R1 ～ R4
舗装補修 青森市 2.0 km 200 R1 ～ R5
舗装補修 五所川原市 2.0 km 300 R4 ～ R5
舗装補修 東北町 0.2 km 10 R1
舗装補修 三戸町 0.5 km 55 R2
舗装補修 黒石市 0.4 km 45 R1
舗装補修 弘前市 0.5 km 50 R1
舗装補修 六戸町 0.1 km 20 R1
舗装補修 黒石市 0.3 km 50 R1
舗装補修 六戸町 0.5 km 45 R1
舗装補修 平内町 0.5 km 40 R1
舗装補修 弘前市 0.5 km 50 R1
舗装補修 八戸市 0.3 km 45 R1 ～ R2
舗装補修 南部町 0.3 km 30 R1
舗装補修 南部町 0.3 km 30 R1
舗装補修 南部町 0.5 km 20 R1
舗装補修 南部町 0.3 km 35 R1
舗装補修 南部町 0.5 km 55 R1
舗装補修 南部町 0.5 km 40 R2
舗装補修 南部町 0.5 km 45 R2
舗装補修 南部町 0.3 km 35 R2
舗装補修 南部町 0.3 km 25 R2
舗装補修 八戸市 0.2 km 35 R2
舗装補修 南部町 0.3 km 30 R2
舗装補修 南部町 0.5 km 50 R2
舗装補修 十和田市 0.1 km 10 R1
舗装補修 七戸町 0.1 km 20 R1
舗装補修 板柳町 1.2 km 120 R1 ～ R3
舗装補修 八戸市 0.6 km 60 R1 ～ R2
舗装補修 階上町 1.4 km 140 R1 ～ R5
舗装補修 東北町 2.2 km 200 R1 ～ R5
舗装補修 おいらせ町 0.3 km 25 R1
舗装補修 東北町 1.0 km 100 R1 ～ R3
舗装補修 六戸町 0.2 km 25 R1
舗装補修 おいらせ町 0.7 km 120 R1 ～ R2
災害防除 十和田市 1,000.0 m 832 R1 ～ R5
災害防除 十和田市 200.0 m 1,512 R1 ～ R6
災害防除 平内町 2,357.0 m 1,113 R1 ～ R2
災害防除 西目屋村 1,300.0 m 842 R1 ～ R2
災害防除 黒石市ほか 830.0 m 990 R1 ～ R2
災害防除 田子町 230.0 m 289 R1 ～ R2
災害防除 中泊町 100.0 m 306 R1 ～ R4
災害防除 深浦町 365.0 m 482 R1 ～ R3
災害防除 十和田市 320.0 m 570 R1 ～ R2
災害防除 佐井村 240.0 m 1,000 R1 ～ R7
災害防除 つがる市 500.0 m 118 R1 ～ R4
災害防除 青森市 400.0 m 265 R1 ～ R3
災害防除 鰺ヶ沢町 345.0 m 354 R1 ～ R3
災害防除 外ヶ浜町 126.0 m 81 R1
災害防除 風間浦村 300.0 m 332 R1 ～ R2
災害防除 むつ市 280.0 m 293 R1 ～ R4国道338号(板家戸国有林)

国道338号(長後)
五所川原車力線(木造出野里)
酸ヶ湯高田線(野沢小牧野)
岩木山環状線(芦萢町)
国道280号(蟹田石浜)
国道279号(下風呂)

西目屋二ツ井線(湯ノ沢国有林)
国道102号(板留～葛川)
田子十和田湖線(菖蒲谷地)
国道339号(中小泊山)
岩崎西目屋弘前線(西岩崎山４)
国道454号(宇樽部１)

七戸上北町停車場線(新館～上北北)

折茂上北町停車場線(犬落瀬ほか)

三沢十和田線(鶉久保ほか)
国道102号(奥瀬２)
国道103号(奥瀬１)
夏泊公園線(東田沢～稲生)

八戸野辺地線(李沢道ノ下)
五所川原岩木線(五幾形ほか)
国道340号(大森ほか)
名川階上線(平内ほか)
国道394号(水喰～中村道ノ下)
市川下田停車場線(下境ほか)

赤石沖田面線(沖田面)
高瀬諏訪平停車場線(高瀬)
妙売市線(花生)
三戸南部線(勘吉)
三戸南部線(船場平)
国道103号(焼山)

櫛引上名久井三戸線(八幡)
櫛引上名久井三戸線(福田～森越)

櫛引上名久井三戸線(赤石)
南部田子線(門前)
三戸停車場線(大向)
剣吉停車場線(斗賀)

畑中竹鼻線(小屋敷)
三沢十和田線(犬落瀬)
夏泊公園線(小湊)
石川土手町線(富田町)
八戸百石線(長苗代三丁目)
軽米名川線(下名久井)

国道339号(磯松ほか)
水喰野辺地線(萠出)
国道104号(荒巻)
浪岡北中野黒石線(青山)
桔梗野富田線(桔梗野５丁目)
八戸野辺地線(内山)

事業期間
野々上斗内線(斗内ほか)
むつ恐山公園大畑線(薬研～明神平)

国道394号(駒込ほか)
橋向五戸線(石仏ほか)
青森環状野内線(野木ほか)

路線・河川・施設名等

付表3



道路 7 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
災害防除 田子町 200.0 m 476 R1 ～ R3
災害防除 新郷村 36.0 m 81 R1 ～ R1
災害防除 中泊町 185.0 m 139 R1 ～ R4
災害防除 中泊町 60.0 m 45 R1 ～ R2
災害防除 五所川原市 80.0 m 158 R1 ～ R6
災害防除 風間浦村 1,100.0 m 721 R1 ～ R2
災害防除 むつ市 40.0 m 234 R1 ～ R5
災害防除 平内町 46.0 m 80 R1 ～ R2
災害防除 野辺地町 260.0 m 300 R1 ～ R2
災害防除 むつ市 150.0 m 327 R1 ～ R2
災害防除 中泊町 225.0 m 120 R2 ～ R5
斜面対策 新郷村 50.0 m 158 R1 ～ R2
擁壁工 五所川原市 20.0 m 30 R1
落石対策 六ヶ所村 160.0 m 20 R1
斜面対策 佐井村 63.0 m 78 R1
斜面対策 西目屋村 114.0 m 152 R2 ～ R6
排水工 五所川原市 33.0 m 35 R1 ～ R4
排水工 つがる市 14.0 m 20 R1 ～ R2
斜面対策 六ヶ所村ほか 60.0 m 25 R2
排水施設対策（排水路） 三沢市 530.0 m 50 R1
排水施設対策（排水路） 六ヶ所村 75.0 m 32 R3
災害防除 深浦町 200.0 m 110 R1 ～ R2
災害防除 深浦町 60.0 m 70 R1 ～ R2
災害防除 鰺ヶ沢町 70.0 m 45 R1 ～ R2
災害防除 佐井村 548.0 m 422 R2 ～ R7
災害防除 むつ市 115.0 m 103 R1 ～ R4
災害防除 五所川原市 100.0 m 30 R1 ～ R4
道路土工構造物点検 青森市ほか 833.0 箇所 183 R1 ～ R7
道路土工構造物点検 青森市ほか 421.0 箇所 92 R1 ～ R7
道路附属物修繕 青森市ほか 60 R1 ～ R2
道路附属物修繕 黒石市ほか 46 R1 ～ R2
道路附属物修繕 新郷村ほか 59 R1 ～ R2
道路附属物修繕 中泊町ほか 67 R1 ～ R2
道路附属物修繕 鰺ヶ沢町ほか 24 R1
道路附属物修繕 十和田市ほか 80 R1 ～ R2
道路附属物修繕 むつ市ほか 80 R1 ～ R2
道路施設対策（CCTVカ
メラ停電対策工）

横浜町ほか 230 R1 ～ R2

道路施設対策（CCTVカ
メラ停電対策工）

青森市ほか 70 R1 ～ R2

アンダーパス部対策（排水
施設（ポンプ）停電対策工） 八戸市 50 R2

アンダーパス部対策（排水
施設（ポンプ）停電対策工） 八戸市 50 R2

標識改善 青森市ほか 30 R1
小規模附属物点検 青森市ほか 150 R1 ～ R3
青森停車場線ほか　路面性状調査 青森市ほか 59 R1
青森環状野内線ほか　路面下空洞調査 青森市ほか 89 R1
道路情報板停電対策工 青森市ほか 31.0 箇所 310 R2
道路情報板停電対策工 青森市ほか 79.0 箇所 790 R1
道路照明灯ＬＥＤ化 八戸市ほか 93 R3
道路照明灯ＬＥＤ化 八戸市ほか 55 R1
道路照明灯ＬＥＤ化 八戸市ほか 317 R1 ～ R2
道路照明灯ＬＥＤ化 十和田市ほか 178 R1 ～ R2

国道103号ほか(妙見ほか)
妙売市線ほか42路線
八戸百石線ほか19路線
八戸環状線ほか33路線
国道394号ほか9路線

橋向五戸線(轟木前)

国道103号ほか
国道103号ほか
青森停車場線ほか
青森環状野内線ほか
屏風山内真部線ほか(内真部ほか)

弘前岳鰺ヶ沢線ほか
国道103号ほか
国道279号ほか

国道279号ほか(奥内ほか)

青森田代十和田線ほか(田代平ほか)

八戸百石線(長苗代３丁目)

国道103号ほか(横内ほか)
青森田代十和田線ほか(南駒込山国有林ほか)

国道103号ほか
国道102号ほか
国道454号ほか
鰺ヶ沢蟹田線ほか

十二湖公園線(松神山国有林)
国道101号(深浦町)
岩崎西目屋弘前線(東赤石山)
国道338号(仏ヶ浦)
川内佐井線(田野沢山国有林ほか)

屏風山内真部線(喜良市山)

岩崎西目屋弘前線(川原平)
青森五所川原線(東嘉瀬山２)
高山稲荷神社線(牛潟町)
横浜六ヶ所線(尾駮ほか)
大町三沢線(日の出)
東北横浜線(戸鎖)

むつ恐山公園大畑線(小目名)
三厩小泊線(南小泊山国有林)
国道454号(戸来２)
屏風山内真部線(小田川山)
東北横浜線(室ノ久保)
国道338号(牛滝)

権現崎線(長坂)
青森五所川原線(東嘉瀬山)
国道279号(易国間３)
国道338号(板家戸２)
夏泊公園線(稲生)
国道279号(松ノ木平)

路線・河川・施設名等 事業期間
国道104号(石亀)
国道454号(戸来)
国道339号(南小泊山)

付表4



道路 7 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
道路照明灯ＬＥＤ化 十和田市ほか 50 R1
道路照明灯ＬＥＤ化 五所川原市ほか 55 R1
路肩改良ほか むつ市 3.4 km 93 R1 ～ R2
舗装補修 六戸町 1.2 km 120 R1 ～ R3
路肩改良 つがる市 0.2 km 60 R2 ～ R3
舗装補修 五戸町 0.9 km 70 R2
舗装補修 東北町 2.3 km 230 R2 ～ R4
舗装補修 つがる市 2.3 km 270 R2 ～ R5
舗装補修 東北町 1.1 km 100 R2 ～ R4
舗装補修 七戸町 2.7 km 270 R2 ～ R5
斜面対策 新郷村 20.0 m 42 R2 ～ R4
災害防除 平内町 1,700.0 m 300 R2 ～ R11
青森停車場線ほか　路面
性状調査

青森市ほか 140 R2 ～ R6

青森環状野内線ほか　路
面下空洞調査

青森市ほか 140 R2 ～ R6

道路照明灯ＬＥＤ化 五所川原市 30 R2
道路照明灯ＬＥＤ化 十和田市 45 R2
橋梁架替 五所川原市 400.0 m 630 R3 ～ R6以降

現道拡幅 青森市 1.7 km 1,200 R3 ～ R5以降

舗装補修 五戸町 0.5 km 50 R2 ～ R3
舗装補修 新郷村 0.5 km 50 R2 ～ R3
舗装補修 八戸市 0.3 km 30 R2 ～ R3
舗装補修 佐井村 0.9 km 90 R2 ～ R3
災害防除 中泊町 100.0 m 100 R3 ～ R5
災害防除 中泊町 150.0 m 60 R2 ～ R4
災害防除 深浦町 500.0 m 210 R3 ～ R6
災害防除 むつ市 80.0 m 130 R3 ～ R4
災害防除 外ヶ浜町 293.0 m 300 R3 ～ R9
災害防除 青森市 280.0 m 100 R3 ～ R8
災害防除 弘前市 90.0 m 40 R3 ～ R4
災害防除 平川市 31.0 m 30 R3 ～ R4
災害防除 八戸市 109.0 m 77 R3 ～ R3
災害防除 田子町 71.0 m 52 R3 ～ R3
災害防除 深浦町 90.0 m 170 R3 ～ R6
災害防除 風間浦村 80.0 m 100 R3 ～ R4
災害防除 佐井村 20.0 m 20 R3 ～ R3
災害防除 佐井村 80.0 m 41 R3 ～
災害防除 佐井村 100.0 m 180 R3 ～ R6
災害防除 中泊町 70.0 m 40 R2 ～ R3
災害防除 五所川原市 140.0 m 15 R2 ～ R3
災害防除 五所川原市 14.0 m 10 R2 ～ R3
災害防除 七戸町 65.0 m 90 R3 ～ R4
災害防除 佐井村 200.0 m 110 R2 ～ R4
災害防除 大間町 300.0 m 160 R3 ～ R6
災害防除 五所川原市 30.0 m 70 R3 ～ R3
道路附属物修繕 青森市ほか 150 R2 ～ R5
道路照明灯LED化 青森市ほか 900 R2 ～ R5
道路情報提供装置 青森市ほか 225 R3 ～ R5
視距改良 大間町 0.3 km 250 R3 ～ R5
舗装補修 つがる市 0.3 km 500 R1 ～ R5
舗装補修 つがる市 0.5 km 500 R1 ～ R5
舗装補修 十和田市 0.7 km 550 R1 ～ R5
舗装補修 東北町 0.5 km 500 R3 ～ R5
舗装補修 六ヶ所村 1.0 km 500 R3 ～ R5
舗装補修 佐井村 0.8 km 880 R1 ～ R5国道338号（原田ほか）

国道338号（奥戸）
鯵ヶ沢蟹田線（十三ほか）
鯵ヶ沢蟹田線（車力町ほか）
国道102号（奥瀬）
折茂上北町停車場線（上北南）
国道394号（倉内ほか）

国道338号（仏ヶ浦2）
国道338号（奥戸）
鯵ヶ沢蟹田線（十三）
国道103号ほか
国道103号ほか
国道103号ほか

国道338号（牛滝）
国道338号（喜平治山国有林）
国道339号（中小泊山）
青森五所川原線（飯詰）
屏風山内真部線（喜良市山２）
国道394号（七戸深山国有林）

国道102号(切明)
八戸環状線（白銀）
国道104号(相米)
国道101号（大間越）
国道279号（桑畑）
国道338号（矢越）

国道339号（中小泊山3）
岩崎西目屋弘前線（西岩崎山6）
川内佐井線（田野沢国有林2)
国道339(三厩藤嶋2)
屏風山内真部線（内真部)
岩崎西目屋弘前線（国吉）

五所川原浪岡線(下石川)
橋向五戸線切谷内ほか
国道454号（ニノ倉ほか)
八戸百石線（河原木ほか）
川内佐井線（佐井ほか）
国道339号（中小泊山2）

夏泊公園線(久慈ノ浜海岸)

青森停車場線ほか

青森環状野内線ほか

国道101号(緊急１次)
国道102号(緊急１次)
蒔田五所川原線(蒔田橋)

五戸六戸線(天満ほか)
国道394号(乙部ほか)
鯵ヶ沢蟹田線(車力町ほか)
折茂上北町停車場線(大浦ほか)
国道394号(寒水ほか)
戸来岳貝守線(戸来３)

事業期間
横浜六ヶ所線ほか
国道339号ほか
海老川新町線外(緑町外)
三沢七戸線(犬落瀬ほか)
鯵ヶ沢蟹田線(木造館岡)

路線・河川・施設名等

付表5



道路 7 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
災害防除 青森市 80.0 m 50 R2 ～ R4
災害防除 平内町 100.0 m 100 R4 ～ R6
災害防除 平内町 30.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 青森市 185.0 m 200 R4 ～ R7
災害防除 外ヶ浜町 135.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 青森市 60.0 m 40 R4 ～ R6
災害防除 平内町 45.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 平内町 180.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 今別町 12.0 m 30 R4 ～ R6
災害防除 外ヶ浜町 69.0 m 60 R4 ～ R5
災害防除 七戸町 140.0 m 90 R4 ～ R7
災害防除 佐井村 40.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 佐井村 50.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 佐井村 100.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 佐井村 45.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 佐井村 55.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 佐井村 50.0 m 100 R4 ～ R7
災害防除 南部町 20.0 m 40 R4 ～ R5
災害防除 八戸市 100.0 m 100 R4 ～ R6
災害防除 八戸市 50.0 m 100 R4 ～ R6
災害防除 南部町 30.0 m 50 R4 ～ R5
災害防除 今別町 50.0 m 50 R3 ～ R4
災害防除 中泊町 40.0 m 40 R4 ～ R6
災害防除 五所川原市 125.0 m 100 R4 ～ R10
災害防除 中泊町 40.0 m 50 R4 ～ R5

道路 8 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

除雪 青森市外 1.0 式 6,075 R3 ～ R7
除雪 八戸市外 1.0 式 6,184 R3 ～ R7
除雪 五所川原市外 1.0 式 6,225 R3 ～ R7
除雪機械購入 青森市外 1.0 式 1,400 R3 ～ R7
除雪機械購入 八戸市外 1.0 式 830 R3 ～ R7
除雪機械購入 五所川原市外 1.0 式 620 R3 ～ R7

道路 9 事業計画名等 H30 ～ R4
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

現道拡幅 青森市 0.6 km 25 H30
バイパス 東北町 2.2 km 480 H30 ～ R1
バイパス 六ヶ所村 2.2 km 750 H30 ～ R8
バイパス 蓬田村～外ヶ浜町 6.8 km 1,014 H30 ～ R4
バイパス 中泊町～つがる市 6.1 km 740 H30 ～ R1
バイパス 田舎館村 1.2 km 420 H30 ～ R9
バイパス 五戸町 0.7 km
バイパス 南部町 1.0 km 600 R1 ～ R5
現道拡幅 鰺ヶ沢町 0.3 km
バイパス 深浦町 4.5 km
バイパス つがる市 4.0 km 1,000 R1 ～ R10
バイパス 東北町 3.3 km
バイパス 横浜町 0.8 km
バイパス 六ヶ所村 1.0 km
バイパス 七戸町 0.6 km
バイパス 中泊町 1.2 km 340 H30 ～ R1
バイパス つがる市 4.5 km 700 H30 ～ R5

三沢七戸線(笊田)
神原中里線(宮川)
再賀木造線(千年～善積)

国道101号(赤石町)
国道101号(岩崎BP)
鰺ヶ沢蟹田線(牛潟)
国道394号(乙供)
横浜六ヶ所線(明神平)
横浜六ヶ所線(二又)

東北横浜線(戸鎖)
国道280号(蓬田～蟹田)
五所川原車力線(福浦～車力)
常盤新山線(前田屋敷～畑中)
橋向五戸線(石仏)
櫛引上名久井三戸線(埖渡)

交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

青森環状野内線(宮田)
水喰上北町(停)線(甲地)

金木（停）線外
国道101号外
八戸階上線外
金木（停）線外

詳細番号 事業計画の詳細

雪国あおもりの暮らしを支える道づくり 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

国道101号外
八戸階上線外

国道280号（奥平部砥石）
国道339号（北小泊山）
青森五所川原線（東嘉瀬山３）
権現崎線(長坂)

詳細番号 事業計画の詳細

国道338号（牛滝３）
国道338号（牛滝４）
櫛引上名久井三戸線（赤石）
軽米名川線（泉清水）
島守八戸線（是川）
苫米地兎内線（苫米地）

国道339号（三厩梨ノ木間）
後平青森線（北天間館国有林）
国道338号（福浦）
国道338号（福浦２）
国道338号（喜平治山国有林２）
国道338号（牛滝２）

国道103号(南荒川山）
国道280号（平舘石崎）
国道103号（荒川寒水沢）
清水川滝沢野内線（外童子）
清水川滝沢野内線（滝の沢）
国道280号（村元道添）

路線・河川・施設名等 事業期間
青森五所川原線（新城）
夏泊公園線（稲生）
夏泊公園線（稲生２）

付表6



道路 9 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
バイパス 藤崎町 0.9 km 300 H30 ～ R2
バイパス 1.9 km 1,110 H30 ～ R5
バイパス 五所川原市 1.8 km 500 H30 ～ R5
バイパス 黒石市 1.0 km 200 H30 ～ R2
バイパス 弘前市 1.2 km 1,000 H30 ～ R7
バイパス 深浦町 3.6 km 2,254 H30 ～ R7
バイパス 青森市 5.1 km 1,700 H30 ～ R5
バイパス 東通村 6.7 km 1,608 H30 ～ R8
バイパス 板柳町 2.8 km 650 H30 ～ R8
バイパス 新郷村 1.0 km 350 R1 ～ R2
バイパス 青森市 0.3 km 240 R1 ～ R2
バイパス つがる市 1.5 km 800 R1 ～ R7
無電柱化 八戸市 2.5 km 60 R1 ～ R6以降

バイパス むつ市 2.2 km 520 R2 ～ R16
バイパス 三沢市～六戸町 0.9 km 320 R2 ～ R10
現道拡幅 青森市 0.7 km 240 R2 ～ R3
現道拡幅 青森市 1.4 km 270 R2 ～ R5
バイパス むつ市 3.7 km 345 R2 ～ R6
現道拡幅 七戸町 1.5 km 680 R2 ～ R6
バイパス 五所川原市 2.0 km 850 R3 ～ R6

道路 10 事業計画名等 R1 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

融雪溝設置　 蓬田村 5.1 km 393 R1 ～ R3
堆雪幅確保　 鯵ヶ沢町 0.9 km 150 R1 ～ R5
融雪溝設置　 弘前市 3.6 km 70 R1 ～ R3
堆雪幅確保 十和田市 1.3 km 500 R1 ～ R4
堆雪幅設置 深浦町 2.0 km 140 R1 ～ R5
融雪溝設置 むつ市 2.4 km 175 R1 ～ R5
防雪柵 中泊町 0.4 km 70 R1
防雪施設設置 十和田市 5.5 km 830 R1 ～ R3
融雪溝設置 むつ市 1.0 km 180 R1 ～ R5
融雪溝設置 外ヶ浜町 1.6 km 203 R1 ～ R5
防雪柵 弘前市 1.2 km 120 R1 ～ R2
防雪柵 五所川原市 1.0 km 100 R1 ～ R5
防雪柵 つがる市 0.2 km 30 R1
融雪溝施設修繕 外ヶ浜町 2.0 箇所 80 R1 ～ R2
融雪溝設置 弘前市 2.0 km 170 R1 ～ R5
防雪柵 田舎館村 0.4 km 30 R1
融雪溝設置 藤崎町 2.1 km 225 R1 ～ R4
防雪柵 三沢市 1.8 km 270 R1 ～ R2
消雪施設修繕 今別町 10.0 箇所 140 R2 ～ R5
融雪施設設置 弘前市 0.6 km 400 R2 ～ R5
融雪施設修繕 五所川原市 1.0 箇所 110 R2 ～ R3
融雪施設修繕 鶴田町 1.0 箇所 130 R1 ～ R2
雪観測施設修繕 青森市ほか 50.0 箇所 90 R1 ～ R3
防雪柵 つがる市 0.1 km 120 R1 ～ R3
防雪柵 むつ市 80 R2 ～ R5
防雪柵 東通村 80 R2 ～ R5
融雪施設改修 五所川原市 1.0 箇所 300 R1 ～ R2
交通安全施設整備 青森市 50 R1
融雪施設設置 青森市 100 R1
凍結防止剤自動散布機 弘前市 8 R1
路面凍結防止対策 むつ市 50 R1
凍結抑制舗装 階上町 0.2 km 80 R1

国道338号(高野川地区)
八戸大野線(田代)

国道338号(斗南岡)
むつ尻屋崎線(蒲野沢)
国道101号(湊地区)
国道280号(内真部～蓬田BP)
青森浪岡線(大谷地区)
国道102号(弘南大橋)

今別蟹田線(大川平Ⅱ)
弘前鰺ヶ沢線(百石町～元寺町)
国道339号(姥萢)
持子沢鶴田線(鶴翔)
屏風山内真部線ほか(内真部ほか)

弘前柏線(柏桑野木田)

菰槌木造線(木造林)
国道280号(平舘舟岡ほか)
弘前鰺ヶ沢線(鬼沢)
五所川原黒石線(東光寺)
浪岡藤崎線(矢沢)
国道338号(五川目)

富萢薄市線(田茂木)
国道102号(奥瀬)
国道338号(田野沢)
国道339号(四枚橋～藤島)
五所川原岩木線(高杉Ⅰ)
蒔田五所川原線(藻川)

国道280号(瀬辺地～広瀬)
弘前岳鯵ヶ沢線(中村町)
弘前鯵ヶ沢線(大森)
戸来十和田線(横倉)
国道101号(横磯)
国道338号(川内町桧川)

五所川原黒石線(梅田)

詳細番号 事業計画の詳細
雪国あおもりの暮らしを支える道づくり（防災・安全） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

国道279号(木野部)
三沢七戸線(春日台～犬落瀬)
清水川滝沢野内線(三本木)
後平馬屋尻線(滝沢)
国道338号(大湊Ⅱ期)
後平青森線(下志多)

国道338号(白糠)
五所川原岩木線(高増)
栃棚手倉橋線(釜坂)
青森東インター線(馬屋尻)
稲盛千代町山田線(下相野)
八戸環状線(天久岱)

国道339号(今泉～太田)
青森五所川原線(飯詰)
畑中竹鼻線(小屋敷～二双子)
弘前柏線(中崎)
国道101号(追良瀬Ⅱ期)
常海橋銀線(福舘～女鹿沢)

路線・河川・施設名等 事業期間
前坂藤崎線(白子)

付表7



道路 10 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
融雪施設改修 青森市 70 R1
融雪施設整備、凍結抑制舗装 青森市 100 R1
凍結防止剤散布装置設置 東北町 3 R1
堆雪・退避幅拡幅 六戸町 8 R1
路面凍結防止対策 むつ市 250 R1 ～ R4
融雪施設設置 黒石市 200 R3 ～ R5
融雪施設改修 つがる市 90 R3 ～ R5
融雪施設改修 青森市 50 R3 ～ R5
交通安全施設整備 青森市 50 R3 ～ R5
堆雪・退避幅拡幅 おいらせ町 50 R3 ～ R5
縦断改良 東北町 70 R3 ～ R5
防雪事業 鶴田町 10 R3 ～ R5
融雪施設改修 青森市 250 R3 ～ R5
融雪施設改修 青森市 600 R3 ～ R5
堆雪幅確保 田子町 100 R3 ～ R5
堆雪・退避幅拡幅 おいらせ町 15 R3 ～ R5
歩道拡幅 青森市 500 R3 ～ R5
路肩拡幅 青森市 250 R3 ～ R5
堆雪幅確保 南部町 60 R3 ～ R5
融雪施設改修 八戸市 260 R3 ～ R5
縦断改良 六戸町 85 R3 ～ R5
線形改良 むつ市 90 R3 ～ R5
堆雪幅確保 むつ市 70 R3 ～ R5
防雪柵 階上町 30 R3 ～ R5
防雪柵 階上町 50 R3 ～ R5
防雪柵 階上町 30 R3 ～ R5
道路改良 三戸町 60 R3 ～ R5
防雪施設整備 青森市 350 R1 ～ R2
凍結防止剤自動散布機 黒石市 4 R1
凍結防止剤自動散布機 弘前市 8 R1
路面凍結防止対策 東通村 1.8 km 50 R1
路面凍結防止対策 東通村 50 R2 ～ R5
凍結防止剤自動散布機 八戸市 1.0 基 16 R1
凍結抑制舗装 八戸市 0.3 km 40 R1
凍結抑制舗装 八戸市 50 R2 ～ R5
凍結抑制舗装 八戸市 70 R2 ～ R5
凍結防止剤自動散布機 八戸市 8 R2 ～ R5
凍結防止剤散布装置設置 十和田市 3 R1
路面凍結防止対策 むつ市 150 R2 ～ R5
路面凍結防止対策 むつ市 100 R2 ～ R5
路面凍結防止対策 むつ市 100 R2 ～ R5
防雪事業 五所川原市 20 R2 ～ R5
防雪事業 鶴田町 20 R2 ～ R5
防雪事業 板柳町 7 R2 ～ R5
防雪事業 五所川原市 10 R2 ～ R5
防雪事業 中泊町 18 R2 ～ R5
防雪事業 五所川原市 10 R2 ～ R5
凍結防止剤散布装置設置 青森市 260 R1 ～ R3
融雪施設設置 弘前市 0.2 km 90 R2 ～ R3
雪崩予防柵 佐井村 153.0 基 183 R1 ～ R3
防雪柵 七戸町 0.2 km 41 R3 ～ R4
防雪柵 青森市 0.3 km 48 R2 ～ R3
融雪施設改修 黒石市 1.0 箇所 200 R2 ～ R3
防雪柵 板柳町 0.4 km 145 R3 ～ R4
防雪柵 中泊町 0.1 km 50 R3 ～ R4
防雪柵 鶴田町 0.1 km 50 R3 ～ R4

七戸十和田湖線(向田)
酸ヶ湯高田線(野沢)
弘前田舎館黒石線(袋井町)
五所川原岩木線(石野)
国道339号（中里）
胡桃舘鶴田線（山道）

国道339号(姥萢地区)
富萢薄市線(高根地区)
蒔田五所川原線(金木町蒔田地区)

荒川青森停車場線(旭町)
弘前岳鰺ヶ沢線(土手町～元長町)

川内佐井線(田野沢国有林)

国道279号(女舘～椛山地区)
国道338号(城ヶ沢地区)
国道279号(近川地区)
五所川原黒石線(梅田地区)
七ツ館板柳線(境地区)
五所川原黒石線(柏木地区)

八戸大野線(十日市)
国道340号(是川)
国道340号(南郷島守)
国道340号(沢里)
八戸大野線(十日市)
国道102号(沢田地区)

南部田子線(袴田)
青森浪岡線(大谷地区(旧道))
国道102号(赤岩大橋)
弘前平賀線(豊田跨線橋)
むつ尻屋崎線(野牛地区)
国道338号(砂子又地区)

八戸三沢線(下吉田地区)
国道338号(宿野部)
国道279号(関根)
八戸大野線(金山沢地区)
八戸大野線(田代地区)
名川階上線(平内地区)

国道104号(原地区)
柳町下田停車場線(明土地区)
青森田代十和田線(中筒井地区)
青森田代十和田線(火箱沢地区)
櫛引上名久井三戸線(平地区)
八戸環状線(新井田地区)

常海橋銀線(浪岡樽沢地区)
八戸野辺地線(青葉五丁目地区)
国道394号(乙供地区)
国道339号(強巻地区)
青森浪岡線(スカイブリッジ)
青森浪岡線(王余魚沢地区)

八戸野辺地線(大浦地区)
八戸三沢線(犬落瀬地区)
国道279号(木野部地区)
吹上金屋黒石線(長崎工区)
五所川原車力線(車力町地区)
青森停車場線(新町地区)

路線・河川・施設名等 事業期間
国道280号(蟹田地区)
国道101号(大釈迦地区)

付表8



道路 10 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
防雪柵 青森市 0.2 km 70 R3 ～ R4
防雪柵 田子町 0.1 km 50 R2 ～ R4
融雪溝施設修繕 むつ市 1.0 箇所 35 R3
堆雪幅確保 十和田市 1.3 km 700 R3 ～ R6
防雪柵 弘前市 0.1 km 40 R4 ～ R5
融雪溝設置 鯵ヶ沢町 0.4 km 100 R4 ～ R7
防雪柵 七戸町 0.1 km 50 R4 ～ R7
融雪施設修繕 弘前市 1.0 箇所 210 R4 ～ R6
防雪柵 十和田市 0.6 km 100 R4 ～ R8
防雪柵 十和田市 0.3 km 70 R4 ～ R8
防雪柵 十和田市 0.9 km 150 R4 ～ R8
防雪柵 田舎館村 0.1 km 30 R4 ～ R5
防雪柵 弘前市 0.1 km 30 R4 ～ R5

道路 11 事業計画名等 H30 ～ R4
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

歩道整備 東北町 1.3 km 549 H30 ～ R6
歩道整備 弘前市 1.0 km 213 H30 ～ R4
歩道整備 弘前市 0.3 km 18 H30 ～ H30
歩道整備 五所川原市 0.9 km 6 H30 ～ H30
歩道整備 青森市 1.1 km 96 H30 ～ R4
歩道整備 弘前市 1.8 km 190 H30 ～ R6
歩道整備 平川市 1.9 km 150 H30 ～ R5
歩道整備 五所川原市 0.7 km 26 H30 ～ H31
歩道整備 弘前市 1.0 km 270 H30 ～ R6
歩道整備 板柳町 0.5 km 182 H30 ～ R3
歩道整備 三戸町 0.8 km 269 H30 ～ R4
歩道整備 新郷村 0.7 km 382 H30 ～ R4
歩道整備 田子町 1.1 km 210 H30 ～ R5
歩道整備 弘前市 0.9 km 245 H30 ～ R4
交差点改良 弘前市 0.1 km 74 H30 ～ R3
歩道整備 南部町 0.3 km 260 H30 ～ R4
交差点改良 青森市 0.4 km 107 H30 ～ R4
歩道整備 七戸町 0.4 km 380 H30 ～ R5
歩道整備 青森市 1.0 km 384 H30 ～ R5
現道拡幅 新郷村 0.2 km 102 H30 ～ H31
歩道整備 平川市 0.8 km 553 H30 ～ R5
歩道整備 東北町 0.5 km 293 H30 ～ R4
歩道整備 弘前市 0.9 km 308 H30 ～ R4
歩道整備 十和田市 0.9 km 201 H30 ～ R4
交差点改良 青森市 0.6 km 211 H30 ～ R4
歩道整備 つがる市 0.4 km 108 H30 ～ R4
歩道整備 弘前市 0.4 km 315 H30 ～ R4
交差点改良 十和田市 0.6 km 300 H30 ～ R4
歩道整備 青森市 0.2 km 330 H30 ～ R5
歩道整備 藤崎町 0.4 km 128 H30 ～ R3
自歩道整備 十和田市 1.6 km 682 H30 ～ R7
歩道整備 弘前市 0.4 km 260 H30 ～ R4
歩道整備 黒石市 0.4 km 219 H30 ～ R4
視距改良 弘前市 0.3 km 240 H30 ～ R5
歩道整備 野辺地町 0.3 km 110 H30 ～ R5
視距改良 青森市 0.4 km 175 H30 ～ R3
歩道整備 鶴田町 0.4 km 100 H30 ～ R4
歩道整備 八戸市 0.4 km 342 H30 ～ R4
交差点改良 八戸市 0.4 km 102 H30

野辺地野辺地停車場線(前田Ⅱ)
常海橋銀線(樽沢)
持子沢鶴田線(横萢（歩道）)
八戸階上線(鮫町（中道踏切）)
国道454号(尻内)

青森五所川原線(羽白)
前坂藤崎線(葛野)
三沢十和田線(一本木沢)
石川百田線(撫牛子)
吹上金屋黒石線(長崎)
弘前鰺ヶ沢線(十面沢)

石川百田線(百田Ⅱ)
中ノ渡十和田線(沢田)
久栗坂造道線(東造道二丁目)
十腰内陸奥森田停車場線(森田)
弘前環状線(撫牛子)
三沢十和田線(高清水)

大鰐浪岡線(浪岡)
国道394号(西上川原)
津軽新城停車場油川線(新城)
石無坂鹿田線(鹿田)
吹上金屋黒石線(町居)
八戸野辺地線(上笹橋)

櫛引上名久井三戸線(梅内)
国道454号(金ヶ沢)
田子十和田湖線(野々上～池振)
五所川原岩木線(宮舘)
石川土手町線(住吉町)
苫米地兎内線(苫米地(1))

清水川滝沢野内線(野内)
弘前鰺ヶ沢線(大森)
平賀門外線(館田)
国道339号(毘沙門)
弘前鰺ヶ沢線(鬼沢)
五所川原黒石線(大俵)

路線・河川・施設名等 事業期間
上野十和田線(上野)
弘前鰺ヶ沢線(高杉Ⅱ)
石川百田線(百田)
国道101号(浅井)

中ノ渡十和田線(吾郷)
畑中竹鼻線(堂野前）
鬼沢種市線(種市)

詳細番号 事業計画の詳細
通学路交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり（防災・安全） 計画の期間

弘前柏線（種市）
弘前岳鰺ヶ沢線（田中町～七ツ石町）

国道394号(榎林)
弘前停車場線(駅前3丁目)
中ノ渡十和田線(沢田)
中ノ渡十和田線(赤沼)

路線・河川・施設名等 事業期間
増田浅虫線（浅虫）
道前浄法寺線（遠線）
国道338号（宿野部）
戸来十和田線(中渡～松屋敷）

付表9



道路 11 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
歩道整備 おいらせ町 0.5 km 160 H30 ～ R4
歩道整備 むつ市 0.1 km 67 H30 ～ H31
歩道整備 つがる市 0.4 km 140 H30 ～ R3
歩道整備 平川市 0.2 km 260 H30 ～ R4
歩道整備 青森市 0.1 km 368 H30 ～ R5
歩道整備 三沢市 0.3 km 70 R1
歩道整備 十和田市 0.3 km 98 R1 ～ R4
歩道補修ほか 弘前市外 0.7 km 6 R1
交差点改良 弘前市 0.1 km 170 R2 ～ R3
歩道整備 平川市 0.5 km 67 R2 ～ R6
歩道整備 階上町 1.0 km 80 R2 ～ R6
視距改良 南部町 0.3 km 50 R2
歩道整備 五所川原市 0.2 km 56 R2 ～ R5
視距改良 六戸町 0.3 km 118 R2 ～ R4
現道拡幅 三沢市 0.8 km 100 R2 ～ R8
歩道整備 むつ市 0.8 km 24 R2
歩道整備 八戸市 0.1 km 20 R2 ～ R3
視距改良 青森市 0.3 km 300 R4 ～ R6
歩道整備 青森市 1.7 km 1,200 R4 ～ R10
歩道整備 新郷村 0.2 km 100 R4 ～ R6
歩道整備 南部町 0.3 km 200 R4 ～ R8
歩道整備 むつ市 0.2 km 100 R4 ～ R5

青森東インター線（馬屋尻）
浪岡五所川原線（下石川～吉野田）

十和田三戸線（風呂前）
櫛引上名久井三戸線（広場）
むつ尻屋崎線（上川町）

櫛引上名久井三戸線(平)
松木姥萢線(稲実)
八戸三沢線(米沢)
国道338号(三川目)
海老川新町線(緑町)
妙売市線（吹上）

三沢十和田線(本町)
三沢十和田線(三本木)
弘前鯵ヶ沢線外(元寺町外)
石川土手町線(富田３丁目)
弘前平賀線(本町)
名川階上線(茨島)

事業期間
八戸野辺地線(浜道)
国道279号(近川)
国道101号(柏稲盛)
金屋尾上線(南田中)
国道280号(沖館橋側道橋)

路線・河川・施設名等

付表10



河川 1 事業計画名等 R2 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

広域河川改修 弘前市、平川市 1.5 km 950 R2 ～ R6
広域河川改修 五所川原市 0.7 km 984 R2 ～ R6
広域河川改修 五所川原市 0.8 km 800 R2 ～ R5
広域河川改修 七戸町 0.2 km 180 R2 ～ R6
広域河川改修 五戸町 0.8 km 700 R2 ～ R6
広域河川改修 三戸町・南部町 2.0 km 1,700 R2 ～ R5
広域河川改修 鯵ケ沢町 0.4 km 900 R2 ～ R6
都市基盤河川改修 青森市 0.4 km 387 R2 ～ R6
広域河川改修（5か年加速化対策） 弘前市ほか 1.0 式 80 R2 ～ R6
広域河川改修（5か年加速化対策） 五所川原市ほか 1.0 式 230 R2 ～ R6
広域河川改修（5か年加速化対策） 五戸町ほか 1.0 式 50 R2 ～ R6
広域河川改修（5か年加速化対策） 鰺ヶ沢町 1.0 式 30 R2 ～ R6
施設機能向上（5か年加速化対策） むつ市 1.0 式 200 R2
施設機能向上（5か年加速化対策） 六ケ所村 1.0 式 82 R2
施設機能向上（5か年加速化対策） 三沢市 1.0 式 52 R2
施設機能向上（5か年加速化対策） おいらせ町 1.0 式 52 R2
総合流域防災(情報基盤) 五所川原市ほか 1.0 式 40 R2 ～ R6
総合流域防災 青森市 1.6 km 350 R2 ～ R6
総合流域防災 大間町 1.6 km 402 R2 ～ R6
総合流域防災(情報基盤) 青森市ほか 1.0 式 230 R2 ～ R6
総合流域防災 おいらせ町 2.4 km 364 R2 ～ R6
総合流域防災(情報基盤) おいらせ町ほか 1.0 式 30 R2 ～ R6
総合流域防災(情報基盤) 八戸市ほか 1.0 式 50 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） 青森市 1.0 式 30 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） おいらせ町 1.0 式 50 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） 大間町 1.0 式 50 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） 弘前市ほか 1.0 式 1,150 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） 青森市ほか 1.0 式 170 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） おいらせ町ほか 1.0 式 160 R2 ～ R6
総合流域防災（5か年加速化対策） 五戸町ほか 1.0 式 140 R2 ～ R6
総合流域防災（情報基盤）（5か年加速化対策） 弘前市ほか 1.0 式 30 R2
総合流域防災（情報基盤）（5か年加速化対策） 青森市ほか 1.0 式 100 R2
総合流域防災（情報基盤）（5か年加速化対策） 八戸市ほか 1.0 式 41 R2

つがる市 1.0 式 8 R3

馬淵川圏域
洪水ハザードマップ策定

岩木川圏域（後長根川外）
青森・むつ圏域（新城川外）
高瀬川圏域（奥入瀬川外）
馬淵川圏域（浅水川外）
岩木川圏域
青森・むつ圏域

高瀬川圏域(明神川)
高瀬川圏域
馬淵川圏域
青森・むつ圏（天田内川）
高瀬川圏域（明神川）
青森・むつ圏域（奥戸川）

高瀬川放水路
明神川
岩木川圏域
青森・むつ圏域(天田内川)
青森・むつ圏域(奥戸川)
青森・むつ圏域

平川
十川
浅水川
中村川
田名部川
戸鎖川

旧十川
七戸川
浅水川
馬淵川
中村川
貴船川

青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

平川
十川

詳細番号 事業計画の詳細

付表11



河川 2 事業計画名等 ～
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

大規模特定河川 五所川原市 1.0 km 1,000 R1 ～ R4
大規模特定河川 七戸町 1.4 km 2,240 R2 ～ R11
大規模特定河川 五所川原市 1.5 km 500 R2 ～ R6
大規模更新河川 むつ市 1.0 式 1,000 R2 ～ R7
建設 青森市 1.0 基 45,000 S57 ～ R13
事業間連携砂防等 大鰐町 1.0 基 279 H24 ～ R3
大規模特定砂防等 平川市 3.0 基 531 H26 ～ R5
事業間連携砂防等 平川市 1.0 基 320 H27 ～ R4
事業間連携砂防等 外ヶ浜町 2.0 基 665 H24 ～ R8
事業間連携砂防等 東通村 1.0 基 283 H26 ～ R3
大規模特定砂防等 青森市 3.0 基 894 H22 ～ R6
事業間連携砂防等 鰺ヶ沢町 1,485.0 m 850 H26 ～ R5
大規模更新砂防等 八戸市 210.0 m 400 R1 ～ R9
大規模更新砂防等 今別町 294.0 m 220 R2 ～ R6
大規模更新砂防等 弘前市 1.0 式 200 R3 ～ R7
大規模更新砂防等 むつ市 1.0 式 385 R3 ～ R7
大規模更新砂防等 十和田市 1.0 式 210 R3 ～ R7
大規模更新砂防等 田子町 1.0 式 210 R3 ～ R7

河川 3 事業計画名等 R2 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

侵食対策 むつ市 650.0 m 1,590 R2 ～ R6
老朽化対策緊急 外ヶ浜町 192.0 m 240 R2 ～ R5
老朽化対策緊急 東通村 240.0 m 568 R2 ～ R6
老朽化対策緊急 野辺地町 130.0 m 230 R2 ～ R6
老朽化対策緊急 平内町 223.0 m 130 R3 ～ R6
老朽化対策緊急 外ヶ浜町 1.0 式 20 R6
老朽化対策緊急 鰺ヶ沢町 330.0 m 130 R3 ～ R6
老朽化対策緊急 六ヶ所村 1.0 基 90 R5
老朽化対策緊急 おいらせ町 1.0 基 90 R6
老朽化対策緊急 大間町 200.0 m 60 R5 ～ R6
老朽化対策緊急 むつ市 385.0 m 60 R4 ～ R6
老朽化対策緊急 平内町 1.0 式 20 R6
老朽化対策緊急 おいらせ町ほか 1.0 式 240 R2 ～ R6
津波・高潮危機管理対策緊急 おいらせ町 700.0 m 320 R2 ～ R6
侵食対策（緊急対策） むつ市 50.0 m 500 R2
津波ハザードマップ作成 階上町 1.0 式 7 R3
津波ハザードマップ作成 八戸市 1.0 式 35 R3
津波ハザードマップ作成 おいらせ町 1.0 式 6 R3 ～ R4
津波ハザードマップ作成 三沢市 1.0 式 19 R3
津波ハザードマップ作成 むつ市 1.0 式 8 R3
津波ハザードマップ作成 佐井村 1.0 式 3 R3

ハザードマップ作成
ハザードマップ作成
ハザードマップ作成
ハザードマップ作成
ハザードマップ作成

川内海岸
平内海岸
青森県沿岸海岸
百石海岸
烏沢海岸
ハザードマップ作成

馬屋尻海岸
算用師海岸
大和田川原地海岸
泊海岸
百石海岸
大間海岸

路線・河川・施設名等 事業期間
烏沢海岸
石崎海岸
稲崎・入口海岸
木明海岸

オモ沢外
関沢外

詳細番号 事業計画の詳細
青森県における海岸整備の推進（防災・安全） 計画の期間

目倉石沢
南浮田町区域
内丸一丁目区域
奥村元区域
後長根川
小松野川外

駒込ダム
蔵館沢
小国沢
白沢
小湯ノ沢川
中白糠沢

路線・河川・施設名等 事業期間
金木川
七戸川
十川
新田名部川

詳細番号 事業計画の詳細
特定洪水対策等推進事業 計画の期間
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河川 4 事業計画名等 R1 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

通常砂防 大鰐町 1.0 基 180 R1 ～ R3
通常砂防 平川市 1.0 基 170 R1 ～ R5
通常砂防 西目屋村 1.0 基 150 R1 ～ R5
通常砂防 弘前市 1.0 基 140 R1 ～ R5
通常砂防 弘前市 1.0 基 210 R1 ～ R5
通常砂防 西目屋村 1.0 基 280 R1 ～ R5
通常砂防 八戸市 1.0 基 200 R1 ～ R5
通常砂防 三戸町 1.0 基 170 R1 ～ R5
通常砂防 南部町 1.0 基 210 R1 ～ R5
通常砂防 八戸市 1.0 基 230 R1 ～ R5
通常砂防 平内町 1.0 基 270 R1 ～ R5
通常砂防 今別町 1.0 基 160 R1 ～ R5
通常砂防 弘前市 1.0 基 210 R1 ～ R5
通常砂防 深浦町 1.0 基 170 R1 ～ R2
通常砂防 外ヶ浜町 2.0 基 140 R1 ～ R3
通常砂防 風間浦村 3.0 基 190 R1 ～ R4
通常砂防 東通村 1.0 基 100 R1 ～ R2
通常砂防 むつ市 2.0 基 220 R1 ～ R5
通常砂防 中泊町 2.0 基 210 R1 ～ R5
通常砂防 むつ市 1.0 基 260 R1 ～ R5
通常砂防 深浦町 3.0 基 230 R1 ～ R5
通常砂防 外ヶ浜町 3.0 基 200 R1 ～ R5
通常砂防 中泊町 2.0 基 150 R2 ～ R5
火山砂防 弘前市 2.0 基 10 R1 ～ R3
火山砂防 青森市 2.0 基 360 R1 ～ R5
火山砂防 十和田市 2.0 基 220 R1 ～ R5
火山砂防 十和田市 1.0 基 240 R1 ～ R5
火山砂防 十和田市 1.0 基 266 R1 ～ R5
火山砂防 むつ市 2.0 基 230 R1 ～ R5
火山噴火緊急減災対策 青森市　外 1.0 式 570 R1 ～ R5
通常砂防 大鰐町 1.0 基 130 R3 ～ R5

地すべり対策 弘前市 3.0 基 130 R2 ～ R5

急傾斜地崩壊対策 青森市 607.0 m 770 R1 ～ R5
急傾斜地崩壊対策 大鰐町 442.0 m 330 R1 ～ R4
急傾斜地崩壊対策 平川市 140.0 m 128 R1 ～ R3
急傾斜地崩壊対策 三戸町 245.0 m 360 R1 ～ R4
急傾斜地崩壊対策 鰺ヶ沢町 1,485.0 m 200 R1 ～ R5
急傾斜地崩壊対策 風間浦村 290.0 m 500 R1 ～ R5
急傾斜地崩壊対策 佐井村 170.0 m 260 R2 ～ R5

総合流域防災 鰺ヶ沢町 1.0 基 60 R1
総合流域防災 弘前市 480.0 m 270 R1 ～ R5
総合流域防災 鰺ヶ沢町 247.0 m 200 R1 ～ R5
総合流域防災 深浦町 160.0 m 117 R2 ～ R5
総合流域防災 外ヶ浜町 1.0 基 410 R1 ～ R5
総合流域防災 青森市 132.0 m 60 R1 ～ R2
総合流域防災 青森市 220.0 m 90 R3 ～ R5
総合流域防災 東通村 170.0 m 165 R1 ～ R5
総合流域防災 むつ市 200.0 m 135 R3 ～ R5
総合流域防災 おいらせ町 220.0 m 100 R1 ～ R5
総合流域防災 五戸町 130.0 m 75 R1 ～ R3
総合流域防災 田子町 447.0 m 355 R1 ～ R5
総合流域防災 田子町 167.0 m 140 R1 ～ R5

馬淵川圏域（急傾斜・塚ノ上区域）

馬淵川圏域（急傾斜・道地区域）

青森・むつ圏域（急傾斜・浦島区域）

青森・むつ圏域（急傾斜・浦島区域）

青森・むつ圏域（急傾斜・白糠４号区域）

青森・むつ圏域（急傾斜・桧川区域）

高瀬川圏域（急傾斜・瓢２号区域）

馬淵川圏域（急傾斜・幸神区域）

大佐井川目１号区域

岩木川圏域（砂防・中村沢）
岩木川圏域（急傾斜・山田２号区域）

岩木川圏域（急傾斜・北浮田町区域）

岩木川圏域（急傾斜・岡崎２号区域）

青森・むつ圏域（地すべり・石浜３号区域）

川部区域
虹貝新田区域
山下３号区域
鬢田区域
南浮田町区域
甲平ノ下区域

中村沢
中宇樽部沢
北畑沢
岩木山・八甲田山・十和田
貴船沢

富田区域

トモエ沢
六條間沢
嗽沢
後長根沢２号
目倉石沢
東湖北沢

小湯ノ沢川
蛇浦川
中白糠沢
地蔵堂沢
白倉沢
脇野沢

蒼前沢
平沢
内童子渡沢外
勇沢
枯木平沢
郷沢川

藤川
北久渡寺南沢
北羽黒沢
中大秋沢
上七崎沢
菖蒲沢外

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

蔵館沢
小国沢

詳細番号 事業計画の詳細

付表13



河川 4 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
総合流域防災 八戸市 83.0 m 87 R3 ～ R5
総合流域防災 平川市外 5.0 基 580 R1 ～ R2
総合流域防災 今別町外 5.0 基 380 R1 ～ R2
総合流域防災 六ヶ所村外 5.0 基 200 R1 ～ R2
総合流域防災 三戸町外 5.0 基 200 R1 ～ R2
総合流域防災 岩木川圏域 1.0 式 75 R1 ～ R2
総合流域防災 青森・むつ圏域 1.0 式 150 R1 ～ R5
総合流域防災 青森・むつ圏域 1.0 式 120 R2
総合流域防災 岩木川圏域 1.0 式 20 R2 ～ R3
総合流域防災 青森・むつ圏域 1.0 式 10 R2
総合流域防災 岩木川圏域 340.0 箇所 315 R2 ～ R5
総合流域防災 青森・むつ圏域 619.0 箇所 397 R2 ～ R5
総合流域防災 高瀬川圏域 408.0 箇所 213 R2 ～ R5
総合流域防災 馬淵川圏域 538.0 箇所 260 R2 ～ R5

岩木川圏域 1.0 式 80 R1 ～ R2
青森・むつ圏域 1.0 式 63 R1 ～ R2
高瀬川圏域 1.0 式 31 R1 ～ R2
馬淵川圏域 1.0 式 58 R1 ～ R2
八戸市 1.0 式 2 R2
鰺ヶ沢町 1.0 式 2 R2

河川 5 事業計画名等 R1 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

通常砂防 平川市 1.0 基 300 R1 ～ R5
通常砂防 三戸町 2.0 基 330 R1 ～ R4
通常砂防 深浦町 1.0 基 65 R1
通常砂防 八戸市 1.0 基 450 R1 ～ R5
火山砂防 黒石市 1.0 基 70 R1 ～ R2
火山砂防 五戸町 1.0 基 110 R1 ～ R4
火山砂防 むつ市 1.0 基 360 R1 ～ R5

総合流域防災 大鰐町 1.0 基 25 R1
総合流域防災 鰺ヶ沢町 2.0 基 150 R1 ～ R2
総合流域防災 弘前市外 7.0 基 330 R1 ～ R4
総合流域防災 中泊町外 5.0 基 90 R1 ～ R4
総合流域防災 西目屋村 52.0 本 100 R2 ～ R4
総合流域防災 黒石市 34.0 m 80 R3 ～ R4
総合流域防災 今別町 3.0 基 70 R1 ～ R2
総合流域防災 むつ市 140.0 m 150 R1 ～ R2
総合流域防災 むつ市 143.0 m 200 R1 ～ R5
総合流域防災 今別町 293.9 m 160 R2 ～ R5
総合流域防災 青森市外 5.0 基 172 R1 ～ R4
総合流域防災 風間浦村外 3.0 基 165 R1 ～ R2
総合流域防災 八戸市 82.0 m 160 R1 ～ R5
総合流域防災 大鰐町外 5.0 基 40 R5 ～
総合流域防災 田子町外 7.0 基 290 R1 ～ R5
総合流域防災 十和田市外 3.0 基 125 R1 ～ R5
総合流域防災 岩木川圏域 1.0 式 30 R1 ～ R3
総合流域防災 青森・むつ圏域 1.0 式 40 R1 ～ R3
総合流域防災 高瀬川圏域 1.0 式 30 R1 ～ R3
総合流域防災 馬淵川圏域 1.0 式 30 R1 ～ R3

青森・むつ圏域（緊急改築・長寿命化計画）

高瀬川圏域（緊急改築・長寿命化計画）

馬淵川圏域（緊急改築・長寿命化計画）

青森・むつ圏域（緊急改築・新湯川外）

馬淵川圏域（急傾斜・内丸一丁目区域）

岩木川圏域（緊急改築・ゾベコ沢外）

馬淵川圏域（緊急改築・関沢外）
高瀬川圏域（緊急改築・オモ沢外）
岩木川圏域（緊急改築・長寿命化計画）

岩木川圏域（急傾斜・長崎区域）
青森・むつ圏域（砂防・中大川平沢）

青森・むつ圏域（急傾斜・九艘泊区域）

青森・むつ圏域（急傾斜・釣屋浜１号区域）

青森・むつ圏域（急傾斜・奥村元区域）

青森・むつ圏域（緊急改築・ねずみ沢外）

大荒川

岩木川圏域（砂防・南大鰐沢）
岩木川圏域（砂防・北南中村沢）
岩木川圏域（緊急改築・石切沢外）

岩木川圏域（緊急改築・砂山沢外）

岩木川圏域（地すべり・村市区域）

白沢
泉山沢
大山下沢
館前沢
下森合沢
内山沢

詳細番号 事業計画の詳細
総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

土砂災害警戒区域等現地標識設置

土砂災害警戒区域等現地標識設置

土砂災害警戒区域等現地標識設置

土砂災害警戒区域等現地標識設置

土砂災害ハザードマップ作成
火山砂防ハザードマップ作成

岩木川圏域（情報基盤）
青森・むつ圏域（情報基盤）
岩木川圏域（基礎調査）
青森・むつ圏域（基礎調査）
高瀬川圏域（基礎調査）
馬淵川圏域（基礎調査）

青森・むつ圏域（砂防・北大川平沢外）

高瀬川圏域（砂防・中六ヶ所沢外）

馬淵川圏域（砂防・第1寺牛沢外）

岩木川圏域（情報基盤）
青森・むつ圏域（情報基盤）
青森・むつ圏域（情報基盤）

路線・河川・施設名等 事業期間
馬淵川圏域（急傾斜・八太郎区域）

岩木川圏域（砂防・中碇ヶ関沢外）

付表14



河川 6 事業計画名等 R2 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

堰堤改良 青森市 1.0 式 1,290 R2 ～ R6
堰堤改良 平川市 1.0 式 1,242 R2 ～ R6
堰堤改良 五所川原市 1.0 式 150 R5 ～ R6
堰堤改良 八戸市 1.0 式 50 R6
ダム流入量予測ｼｽﾃﾑ運用の高度化

青森市ほ
か

1.0 式 272 R2 ～ R4
効果促進事業 青森市、平川市 1.0 式 40 R2

都市 1 事業計画名等 H30 ～
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

無電柱化 八戸市 0.7 km 4,100 H30 ～
無電柱化 青森市 0.6 km 2,050 R2 ～
無電柱化 八戸市 1.1 km 7,000 R1 ～

都市 2 事業計画名等 R1 ～ R4
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

街路整備 八戸市 1.3 km 3,500 R1 ～

都市 3 事業計画名等 R1 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

街路整備 青森市 0.5 km 639 R1 ～
街路整備 弘前市 0.9 km 3,014 R1 ～

都市 4 事業計画名等 H31 ～ R５
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

公園施設長寿命化対策支援 青森市 1.0 式 400 H31 ～ R５
公園施設長寿命化対策支援（5か年老朽） 青森市 1.0 式 400 R2 ～ R５

都市 5 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

汚水ポンプ設備改築 弘前市 1.0 設備 11 R3
コンポスト設備 弘前市 1.0 設備 1,900 R6 ～ R7
受変電設備改築外 弘前市 27.0 設備 778 R3 ～ R5
監視制御設備改築 弘前市 5.0 設備 527 R3 ～ R4
空調・換気設備改築 弘前市 1.0 設備 26 R3
汚泥脱水設備改築外 弘前市 5.0 設備 500 R4 ～ R6
脱臭設備改築外 弘前市 5.0 設備 200 R4 ～ R6
脱臭設備改築外 弘前市 5.0 設備 200 R4 ～ R6
付帯設備改築 弘前市 2.0 設備 312 R6
自家発電設備改築外 田舎館村 8.0 設備 104 R3 ～ R4
自家発電設備改築外 平川市 9.0 設備 110 R3 ～ R4
自家発電設備改築 弘前市 6.0 設備 77 R5
自家発電設備改築 青森市 6.0 設備 100 R4 ～ R6
自家発電設備改築外 田舎館村 9.0 設備 79 R3 ～ R7
自家発電設備改築外 平川市 12.0 設備 25 R3 ～ R5
計測設備改築外 大鰐町 10.0 設備 104 R3 ～ R7
管渠改築 弘前市外 2,400.0 m 840 R4 ～ R7
マンホール改築 弘前市外 144.0 箇所 72 R4 ～ R7
調査・設計等（改築対策等） 弘前市外 1.0 式 466 R3 ～ R7
調査・設計等（耐水化計画策定等） 弘前市外 1.0 式 80 R3 ～ R6

岩木川流域下水道（平賀第２ポンプ場）

岩木川流域下水道（大鰐ポンプ場）

岩木川流域下水道（管路施設（管渠））

岩木川流域下水道（管路施設（マンホール））

岩木川流域下水道
岩木川流域下水道

岩木川流域下水道（岩木川浄化センター汚泥処理施設）

岩木川流域下水道（田舎館ポンプ場）

岩木川流域下水道（平賀ポンプ場）

岩木川流域下水道（弘前ポンプ場）

岩木川流域下水道（浪岡ポンプ場）

岩木川流域下水道（田舎館第２ポンプ場）

岩木川流域下水道（岩木川浄化センター電気計装設備（高率））

岩木川流域下水道（岩木川浄化センター電気計装設備（低率））

岩木川流域下水道（岩木川浄化センター管理棟）

岩木川流域下水道(岩木川浄化センター汚泥処理施設)

岩木川流域下水道(岩木川浄化センター汚泥処理施設)

岩木川流域下水道(岩木川浄化センター水処理処理施設)

青森県の下水道における防災・安全対策の実現 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

岩木川流域下水道（岩木川浄化センターポンプ設備）

岩木川流域下水道（岩木川浄化センター汚泥処理設備）

路線・河川・施設名等 事業期間
新青森県総合運動公園ほか
新青森県総合運動公園ほか

詳細番号 事業計画の詳細

３・５・４号堤町通り浜田線（奥野）
３・４・２０号紺屋町野田線

詳細番号 事業計画の詳細
都市公園の長寿命化と災害に強い安全・安心・快適なまちづくり 計画の期間

３・３・８号白銀市川環状線（尻内）

詳細番号 事業計画の詳細
通学路の安全を確保する街路整備（防災・安全） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

３・３・８号白銀市川環状線

詳細番号 事業計画の詳細
インターチェンジや新幹線駅等へのアクセス性向上を図る街路整備 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

青森県無電柱化推進計画 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

３・５・１号沼館三日町線
３・４・２号西滝新城線

飯詰ダム
世増ダム
青森県ダム再生計画の作成
ダム下流河川における浸水想定図の作成

詳細番号 事業計画の詳細

青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全）緊急対策 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

下湯ダム
久吉ダム

詳細番号 事業計画の詳細
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都市 5 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
最初沈澱池設備改築外 八戸市 31.0 設備 391 R4 ～ R6
受変電設備改築外 八戸市 39.0 設備 723 R3 ～ R6
空調・換気設備改築外 八戸市 12.0 設備 169 R3 ～ R4
受変電設備改築外 おいらせ町 24.0 設備 394 R4 ～ R5
計測設備改築 おいらせ町 2.0 設備 3 R3
管渠改築 八戸市外 1,240.0 m 435 R3 ～ R6
マンホール改築 八戸市外 302.0 箇所 244 R5 ～ R7
調査・設計等（改築対策等） 八戸市外 1.0 式 190 R3 ～ R7
調査・設計等（耐水化計画策定等） 八戸市外 1.0 式 40 R3 ～ R6

汚泥脱水設備改築 十和田市 4.0 設備 200 R3 ～ R4

計測設備改築 十和田市 36.0 設備 160 R5 ～ R7

負荷設備改築外 十和田市 4.0 設備 30 R6 ～ R7
負荷設備改築外 十和田市 4.0 設備 60 R6 ～ R7
調査・設計等（改築対策等） 十和田市 1.0 式 68 R3 ～ R7

調査・設計等（効率的
な事業実施のための
計画検討等）

弘前市外 1.0 式 53 R3 ～ R6

港湾 1 事業計画名等 R2 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

青森ベイブリッジ改良 青森市 1.0 式 465 R2 ～ R6
フェリー大橋・柳川橋・臨港道路2号線改良 青森市 1.0 式 423 R2 ～ R6
埠頭大橋・交差点・臨港道路1号線改良 青森市 1.0 式 498 R2 ～ R6
埠頭大橋・支承補修 青森市 1.0 式 270 R4 ～ R5
埠頭大橋・支承補修 青森市 1.0 式 330 R4 ～ R5

港湾 2 事業計画名等 R4 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

係留施設改良 青森市 291 R6
物揚場改良 青森市 18 R6
臨港道路改良 青森市 181 R4 ～ R6
岸壁改良 六ヶ所村 18 R6
係留施設改良 大間町 100 R6
物揚場改良 東通村 23 R5
石油桟橋改良 八戸市 270 R4 ～ R6
係留施設（本体）改良 八戸市 120 R4 ～ R5
下北ふ頭1号岸壁改良 むつ市 120 R4
白銀北沼線改良 八戸市 102 R4 ～ R5

港湾 3 事業計画名等 R4 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

陸閘改良 むつ市 6.0 箇所 50 R4
陸閘改良 青森市 2.0 箇所 22 R4
堤防改良 八戸市 258.0 m 20 R4 ～ R5
護岸改良 むつ市 314.0 m 244 R4 ～ R5
陸閘改良 むつ市 4.0 施設 112 R4 ～ R5
護岸改良 むつ市 907.0 m 32 R4 ～ R5
堤防改良 むつ市 282.0 m 67 R4 ～ R5

八戸港海岸・八太郎地区
川内港海岸･川内Ａ地区
大湊港海岸・大湊地区
大湊港海岸・大湊地区
大湊港海岸・田名部地区

事業計画の詳細

詳細番号 事業計画の詳細
青森県改修（港湾施設改良費統合補助）事業 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間
青森港・本港地区外
青森港・本港地区

青森港・沖館地区
青森港・沖舘地区
青森港・沖舘地区

青森港・本港地区外
むつ小川原港・新納屋地区
大間港・根田内地区外

海岸メンテナンス事業 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

大間港海岸・大間C地区
青森港海岸・野内地区

尻屋岬港・第一ふ頭地区
八戸港・河原木地区
八戸港・八太郎地区外
大湊港・下北ふ頭地区
八戸港・八太郎地区外

詳細番号

青森県改修（港湾施設改良費補助）事業 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

青森港・本港地区
青森港・沖館地区

十和田湖特定環境保全公共下
水道（十和田湖浄化センター電
気計装設備（高率））

十和田湖特定環境保全公共下水道（休屋第１ポンプ場）

十和田湖特定環境保全公共下水道（休屋第２ポンプ場）

十和田湖特定環境保全公共下水道

岩木川流域下水道

詳細番号 事業計画の詳細

馬淵川流域下水道（下田第４ポンプ場）

馬淵川流域下水道（管路施設（管渠））

馬淵川流域下水道（管路施設（マンホール））

馬淵川流域下水道
馬淵川流域下水道

十和田湖特定環境保全公共下
水道（十和田湖浄化センター汚
泥処理設備）

路線・河川・施設名等 事業期間
馬淵川流域下水道（馬淵川浄化センター水処理設備）

馬淵川流域下水道（馬淵川浄化センター電気計装設備（高率））

馬淵川流域下水道（馬淵川浄化センター管理棟）

馬淵川流域下水道（百石ポンプ場）
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港湾 4 事業計画名等 R2 ～ R3
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

海浜・水質浄化施設の整備 青森市 1.0 式 128 R2 ～ R3
附帯施設の整備（海浜～の効果促進事業） 青森市 1.0 式 40 R2 ～ R3

港湾 5 事業計画名等 R4 ～ R5
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

根田内1号岸壁・西防波堤改良 大間町 5.0 基 132 R4 ～ R5

港湾 6 事業計画名等 R2 ～ R6
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

沖館西船溜防波堤改良 青森市 56.0 m 60 R3 ～ R4
堤埠頭防波堤改良 青森市 90.0 m 60 R3 ～ R4
内-Ⅱ防波堤改良 六ヶ所村 147.0 m 83 R3 ～ R5
東防波堤改良 六ヶ所村 1.0 式 150 R3 ～ R5
馬門離岸堤改良 野辺地町 500.0 m 619 R2 ～ R5
耐震性能照査 県内9地区海岸 61 R2 ～ R6
耐震性能照査 野辺地町 1.0 式 29 R3 ～ R4
耐震性能照査 平内町 1.0 式 32 R3 ～ R5
耐震性能照査 平内町 1.0 式 32 R3 ～ R5
耐震性能照査 平内町 1.0 式 50 R3 ～ R5
耐震性能照査 八戸市 1.0 式 11 R3 ～ R5
耐震性能照査 青森市 1.0 式 103 R3 ～ R5
耐震性能照査 青森市 1.0 式 89 R3 ～ R5
耐震性能照査 青森市 1.0 式 179 R3 ～ R5
耐震性能照査 青森市 1.0 式 72 R3 ～ R5
高潮情報基盤整備 青森市・蓬田村 1.0 式 90 R4 ～ R5
耐震性能照査 深浦町 1.0 式 15 R4 ～ R5
耐震性能照査 深浦町 1.0 式 15 R4 ～ R5
耐震性能照査 深浦町 1.0 式 22 R4 ～ R5
水域改良 八戸市 54,500.0 ｍ3 438 R4 ～ R6
南航路・航路泊地浚渫 六ヶ所村 1.0 式 300 R4 ～ R6

港湾 7 事業計画名等 R2 ～ R3
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

新田橋改良 青森市 85.0 m 90 R2 ～ R3
石油桟橋改良 八戸市 5.0 基 30 R3
係留施設（本体）改良 八戸市 146.0 m 90 R3
下北ふ頭1号岸壁改良 むつ市 110.0 m 12 R3
白銀北沼線改良 八戸市 3,400.0 m 237 R2 ～ R3
南航路・航路泊地浚渫 六ヶ所村 1.0 式 102 R3

港湾 8 事業計画名等 R1 ～ R3
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

護岸等改良 大間町 8.0 施設 42 R1 ～ R3
堤防等改良 むつ市 6.0 施設 143 R1 ～ R3
陸閘改良 青森市 2.0 施設 1 R2 ～ R3
陸閘改良 青森市 2.0 施設 29 R2 ～ R3
護岸改良 むつ市 2.0 施設 32 R2 ～ R3

計画の期間

詳細番号 事業計画の詳細

むつ小川原港・外港地区
むつ小川原港・外港地区
野辺地港海岸・馬門地区
県内9地区海岸
野辺地港海岸・野辺地地区
小湊港海岸・浅所地区

青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（防災・安全） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

青森港・沖舘地区
青森港・本港地区

事業期間

詳細番号 事業計画の詳細
青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（防災・安全）（海岸重点） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

大間港・根田内地区外

八戸港・河原木地区外

詳細番号 事業計画の詳細
青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（防災・安全）（港湾重点）

青森港海岸・原別地区
青森港海岸・野内地区
川内港海岸･川内Ａ地区

川内港海岸・ 川内Ｂ地区
大間港海岸・大間C地区

八戸港・河原木地区
八戸港・八太郎地区外
大湊港・下北ふ頭地区
八戸港・八太郎地区外
むつ小川原港・鷹架地区外

むつ小川原港・鷹架地区外

路線・河川・施設名等
青森港・油川地区

青森港海岸・野内地区
青森港
深浦港海岸・深浦C地区
深浦港海岸・深浦D地区
深浦港海岸・深浦E地区

小湊港海岸・東滝地区
小湊港海岸・浜子地区
八戸港海岸・鮫町地区
青森港海岸・油川地区
青森港海岸・原別地区
青森港海岸・造道地区

路線・河川・施設名等 事業期間
青森港・本港地区
青森港・本港地区

詳細番号 事業計画の詳細

青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）（港湾重点） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

詳細番号 事業計画の詳細
青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）（港湾重点） 計画の期間
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港湾 9 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

船揚場改良、離岸堤移設 平内町 300 R3 ～ R5
係留施設改良 野辺地町 1.0 式 273 R3 ～ R5
臨港道路改良 野辺地町 1.0 式 18 R3
係留施設改良 むつ市 1.0 式 300 R4 ～ R7

港湾 10 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

防波堤整備 佐井村 28.0 m 690 R3 ～ R７
係留施設改良 佐井村 1.0 式 120 R4 ～ R７
波除堤整備 大間町 40.0 m 120 R3 ～ R5
物揚場改良 大間町 254.0 m 30 R5 ～ R７
臨港道路改良 大間町 540.0 m 120 R5 ～ R７

港湾 11 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

航路泊地浚渫 鰺ヶ沢町 430,000.0 m3 1,893 R3 ～ R7
臨港道路改良 鰺ヶ沢町 220.0 m 57 R3
橋梁改良 鰺ヶ沢町 1.0 式 102 R3 ～ R4

計画の期間
事業期間

野辺地港・野辺地地区

津軽港・鳴沢地区
津軽港・鳴沢地区

大間港・根田内地区
大間港・大間地区
大間港・根田内地区

詳細番号 事業計画の詳細
大間クロマグロによる魅力あふれる港づくり計画

路線・河川・施設名等
小湊港・間木地区
野辺地港・馬門地区、野辺地地区

大湊港・船溜地区

津軽地域の観光と産業を支える港づくり計画 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

津軽港・鳴沢地区

計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

仏ヶ浦港・長後地区
仏ヶ浦港・長後地区

詳細番号 事業計画の詳細

詳細番号 事業計画の詳細
陸奥湾ホタテの輸出促進による活力ある港づくり計画
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建住 1 事業計画名等 H25 ～ R3
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

県営住宅小柳団地4号
棟建築事業費本年度
支出額

青森市 1.0 式 597,979 R1 ～ R3

県営住宅建設事業（交
付金（小柳分））

青森市 1.0 式 13,425 R3

建住 2 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

県営住宅建設事業（交付金） 青森市 1.0 式 109 R3
県営住宅建設事業（交付金） 八戸市 1.0 式 65 R3
県営住宅建設事業（交付金） 五所川原市 1.0 式 32 R3

建住 3 事業計画名等 R3 ～ R7
事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費

県営住宅建設事業（交付金） 青森市 1.0 式 106 R3
県営住宅建設事業（交付金） むつ市 1.0 式 67 R3
木造住宅耐震診断 青森市 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 弘前市 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 八戸市 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震診断 黒石市 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 五所川原市 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 十和田市 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 三沢市 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震診断 むつ市 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 つがる市 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 平川市 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 平内町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 今別町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 外ヶ浜町 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 深浦町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 田舎館村 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 板柳町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 中泊町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 野辺地町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 横浜町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 東北町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 六カ所村 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震診断 佐井村 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 三戸町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 田子町 1.0 式 0.4 R3
木造住宅耐震診断 階上町 1.0 式 0.1 R3
木造住宅耐震診断 新郷村 1.0 式 0.2 R3
木造住宅耐震改修 青森市 1.0 式 0.6 R3
木造住宅耐震改修 弘前市 1.0 式 0.3 R3

住宅・建築物安全ストック形成事業(青森市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(弘前市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(六カ所村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(佐井村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(三戸町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(田子町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(階上町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(新郷村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(田舎館村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(板柳町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(中泊町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(野辺地町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(横浜町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(東北町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(つがる市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(平川市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(平内町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(今別町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(外ヶ浜町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(深浦町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(八戸市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(黒石市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(五所川原市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(十和田市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(三沢市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(むつ市)

路線・河川・施設名等 事業期間
戸山団地
昭和団地
住宅・建築物安全ストック形成事業(青森市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(弘前市)

浜館団地
河原木団地
広田団地

詳細番号 事業計画の詳細
青森県における住宅・建築物の安全性の向上（第三期） 計画の期間

詳細番号 事業計画の詳細
青森県地域住宅等整備計画（第三期） 計画の期間

路線・河川・施設名等 事業期間

地域居住機能再生計画（青森市小柳地区） 計画の期間
路線・河川・施設名等 事業期間

小柳団地4号棟

小柳団地4号棟

詳細番号 事業計画の詳細
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建住 3 事業名・事業概要等 市町村名等 数量 単位 事業費
木造住宅耐震改修 八戸市 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 三沢市 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 むつ市 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 平川市 1.0 式 1.3 R3
木造住宅耐震改修 東北町 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 六ヶ所村 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 三戸町 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 階上町 1.0 式 0.3 R3
木造住宅耐震改修 新郷村 1.0 式 0.3 R3
ブロック塀等耐震改修 青森市 1.0 式 0.2 R3
ブロック塀等耐震改修 弘前市 1.0 式 0.2 R3
ブロック塀等耐震改修 八戸市 1.0 式 0.2 R3
ブロック塀等耐震改修 平川市 1.0 式 0.2 R3
ブロック塀等耐震改修 野辺地町 1.0 式 0.1 R3
ブロック塀等耐震改修 六カ所村 1.0 式 0.2 R3
ブロック塀等耐震改修 三戸町 1.0 式 0.2 R3

住宅・建築物安全ストック形成事業(六カ所村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(三戸町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(新郷村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(青森市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(弘前市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(八戸市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(平川市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(野辺地町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(むつ市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(平川市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(東北町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(六ヶ所村)

住宅・建築物安全ストック形成事業(三戸町)

住宅・建築物安全ストック形成事業(階上町)

路線・河川・施設名等 事業期間
住宅・建築物安全ストック形成事業(八戸市)

住宅・建築物安全ストック形成事業(三沢市)
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