
 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

 対象事業

別紙のとおり

農山漁村地域整備計画

青森～力強い農業と魅力あふれる農村の実現～

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、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、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、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27年度～令和元年度（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、「農業の競争力強化」と「農
村地域の防災・減災」、「農業・農村の多面的機能の発揮」を柱に施策を展開し、「力強い農業と魅力あふれる農村の実現」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令和元年度までに266ha増大させるとともに、1,042haの農
地集積に資する取り組みを進める｡

②農業用水の安定供給が可能となる農地面積を令和元年度までに  382ha確保する。

③防災・減災対策により被害が想定される面積を令和元年度までに 195ha減少させるとともに、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令和元年度までに20,832ha増大させるとともに、施設の適正な保全管理の
ための診断を実施する施設数を令和元年度までに37施設増加させる。

⑤農村の生活環境の改善が図られる集落数を令和元年度までに88集落増加させるとともに、4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令和元年度までに85施設増加させる。



（別紙）

備考

27 ～ 1.02

28 ～ 1.17

27 ～ 1 1.48

27 ～ 1 -

27 ～ 30 1.42

27 ～ 28 -

27 ～ 29 1.04

27 ～ 30 1.10

27 ～ 30 1.80

27 ～ 30 1.25

27 ～ 29 1.21

27 ～ 29 1.11

27 ～ 1 1.21

27 ～ 1 1.24

27 ～ 1 1.20

27 ～ 1 1.19

27 ～ 30 1.96

27 ～ 1 1.19

27 ～ 1 1.02

27 ～ 1 1.16

27 ～ 1 1.19

27 ～ 1 1.11

27 ～ 1 1.39

27 ～ 1 1.50

27 ～ 29 1.12

27 ～ 29 1.84

27 ～ 29 1.36

27 ～ 1 1.90

農地整備 経営体育成型 八幡 青森県 三沢市 区画整理工4.0ha 82,000

水利施設整備 畑地帯担い手支援型 野沢２期 青森県 青森市
農道10,310ｍ、営農用
水施設1式

586,000

農地整備 経営体育成型 小泉 青森県 南部町
区画整理工9.8ha、揚
水機場1箇所

324,456

農地整備 経営体育成型 土場川 青森県
東北町・七戸

町

区画整理工60.6ha、用
水路工15.5km、揚排
水機場5箇所

1,784,000

農地整備 経営体育成型 十三湖1期 青森県 中泊町 区画整理工74.3ha 1,265,524

農地整備 経営体育成型 上野 青森県 青森市 区画整理工6.2ha 109,000

農地整備 経営体育成型 幸畑 青森県 青森市 区画整理工6.0ha 184,435

農地整備 経営体育成型 諏訪沢 青森県 青森市
区画整理工6.5ha、幹
線用水路工1.9km

142,000

農地整備 経営体育成型 八ツ役 青森県 青森市 区画整理工5.4ha 99,000

農地整備 経営体育成型 磯松 青森県 五所川原市 区画整理工5.7ha 140,067

農山漁村地域整備計画の対象事業

農地整備 経営体育成型 黒崎 青森県 深浦町
区画整理工2.6ha、高
度化支援1式

73,000

農地整備 経営体育成型 阿部堰 青森県 五所川原市
用排水路工6.0km、暗
渠排水工8.3ha、高度
化支援1式

147,000

水利施設整備 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1,589ｍ

94,000

農地整備 経営体育成型 大平 青森県 外ヶ浜町
区画整理工9.1ha、高
度化支援1式

363,700

農地整備 経営体育成型 荒川中部 青森県 青森市 区画整理工4.4ha

36,765

農地整備 経営体育成型 福島徳下 青森県 藤崎町
区画整理工6.0ha、高
度化支援1式

20,000

水利施設整備 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 57,288

水利施設整備 畑地帯担い手支援型 屏風山（一期） 青森県 つがる市
暗渠排水44.5ha、幹線
用水路1式

152,946

114,090

効果促進 -
地引
（効果促進）

青森県 南部町
環境公共推進協議会
運営等

44,000

農地整備 経営体育成型 南沢 青森県 外ヶ浜町
区画整理工5.7ha、高
度化支援1式

162,266

農地整備 経営体育成型 高野 青森県 五所川原市
用排水路工24.3km、
高度化支援1式

98,351

農地整備 経営体育成型 福舘 青森県 藤崎町
用排水路工29.2km、
暗渠排水工4.2ha、高
度化支援1式

野木 青森県 青森市

（地区名）

高度化支援1式

（千円）

35,117

140
効果促進事業のため未
記入

農地整備 経営体育成型 北三沢 青森県 三沢市 区画整理工0.6ha 8,000

効果促進 -
原・飯豊
（効果促進）

青森県 田子町
環境公共推進協議会
運営等

70
効果促進事業のため未
記入

農地整備 経営体育成型 原・飯豊 青森県 田子町
区画整理4.6ha、高度
化支援1式

農地整備 経営体育成型 地引 青森県 南部町
区画整理10.6ha、高度
化支援1式

247,996

農地整備 経営体育成型 大別内金浜 青森県 青森市 高度化支援1式 48,553

事業名

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容 の総事業費工期 費用対効果

（工種及び数量）

農地整備 経営体育成型



備考

（地区名） （千円）

事業名

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容 の総事業費工期 費用対効果

（工種及び数量）

27 ～ 29 -

27 ～ 29 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 29 -

27 ～ 30 -

27 ～ 30 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 29 1.45

27 ～ 1 -

27 ～ 1.22

27 ～ 1.03

27 ～ -

27 ～ 1 -

27 ～ 2.16

27 ～ 29 1.77

27 ～ 29 -

27 ～ 28 -

27 ～ 29 -

27 ～ 1.64

27 ～ -

27 ～ -

27 ～ -

27 ～ 28 1.41

27 ～ -

27 ～ 1 -

27 ～ -

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

南部町 青森県 南部町 路面改良1式 272,392
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

田茂代 青森県 新郷村 路面改良1式 11,830
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

若宮 青森県 中泊町 農道1,800ｍ 41,052

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

東部三沢 青森県 三沢市 路面改良1式 38,800
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

南郷 青森県 八戸市 路面改良1式 1,542
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

池ノ堂 青森県 五戸町 路面改良1式 13,960
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

鳥舌内 青森県 南部町 附帯工１式 3,990

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

五戸北部 青森県 五戸町 路面改良1式 24,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

小栗山 青森県 弘前市 路面改良1式 284,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

沖浦 青森県 黒石市 路面改良1式 93,600
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

内田 青森県 むつ市 農道175ｍ 26,340

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

相沢 青森県 青森市 路面改良1式 72,400
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

新郷 青森県 新郷村 路面改良1式 200,686
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

沖館 青森県 平川市 附帯工１式 10,274

農村整備
農道整備事業（一般農道整備
事業）

奥戸 青森県 大間町 農道40ｍ 6,000

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

第二南津軽 青森県 黒石市 路面改良1式 5,600
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

海岸保全施設整
備＿農地

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 510,538
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農村整備
農道整備事業（一般農道整備
事業）

内山 青森県 平川市 農道180ｍ 21,837

効果促進 -
鰺ヶ沢堰
(効果促進)

青森県 鰺ヶ沢町
環境公共推進協議会
運営等

40
効果促進事業のため未
記入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 大滝堰 青森県 大鰐町 魚道1箇所 112,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

247,986
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 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

88,944
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 上川原 青森県 三戸町

魚道2箇所

水利施設整備 地域用水環境整備事業 堅田 青森県 田子町 魚道1箇所 102,847
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地防災
農村災害対策整備事業（整備
事業）

西津軽 青森県 つがる市 水路工L=3,148.1m 297,020

魚道1箇所 99,076
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 留崎 青森県 三戸町 魚道1箇所

149,308
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

効果促進 -
五戸川
(効果促進)

青森県 五戸町
環境公共推進協議会
運営等

613
効果促進事業のため未
記入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 五戸川 青森県 五戸町

89,772
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

効果促進 -
追良瀬川
（効果促進）

青森県 深浦町
環境公共推進協議会
運営等

62
効果促進事業のため未
記入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 追良瀬川 青森県 深浦町 魚道1箇所



備考

（地区名） （千円）

事業名

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容 の総事業費工期 費用対効果

（工種及び数量）

27 ～ 1 -

27 ～ 29 -

27 ～ 1 1.01

27 ～ 28 -

27 ～ 1 -

27 ～ 29 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 1.47

27 ～ 1 1.43

27 ～ 1 1.40

27 ～ -

27 ～ 30 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

27 ～ 1 -

28 ～ 1 -

27 ～ 1 1.20

27 ～ 28 -

27 ～ -

27 ～ -

27 ～ -

28 ～ 29 -

28 ～ 29 -

28 ～ -

28 ～ 29 -農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

おいらせ町 おいらせ町 おいらせ町 最適整備構想策定1式 5,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

十和田市総合
1期

十和田市 十和田市 機能強化1式 113,000
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

十和田市総合
2期

十和田市 十和田市 調査計画１式 2,500
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

東北町 東北町 東北町 調査計画１式 2,500
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

百目木 横浜町 横浜町 機能強化1式 60,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

藤崎町 藤崎町 藤崎町 最適整備構想策定1式 5,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

六戸町 六戸町 六戸町 調査計画１式 2,500
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

水元2期 鶴田町 鶴田町 管水路1式ほか 554,500

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

杉ヶ沢 西目屋村 西目屋村 機能強化1式 53,000
H28年度以前に着手し
た地区であるため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

老部川 青森県 六ヶ所村 路面改良1式 110,046
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

木ノ間 青森県 新郷村 路面改良1式 74,243
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

五戸台地 青森県
五戸町・新郷

村
路面改良1式 455,582

土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

中野 青森県 鶴田町 路面改良1式 319,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

高杉・貝沢 青森県 弘前市 路面改良1式 52,400
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

六郷 青森県 黒石市 路面改良1式 137,222
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

下田子 青森県 田子町 農道500m 92,132

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

庄内第５ 青森県 六ヶ所村 農道1,013m 135,228

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

権現沢 青森県 六戸町 路面改良1式 113,500
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

上弥生 青森県 弘前市 農道1,030ｍ 136,538

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

東北第１ 青森県 東北町 路面改良1式 317,192
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

東北第２ 青森県 東北町 路面改良1式 300,200
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

階上 青森県 階上町 路面改良1式 275,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

馬門 青森県 野辺地町 路面改良1式 207,500
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

八戸南 青森県 八戸市 路面改良1式 584,186
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

丹内 青森県 三戸町 路面改良1式 90,026
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

外の沢 青森県 弘前市 農道1,637m 302,566

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

下湯口・原ヶ平 青森県 弘前市 路面改良1式 170,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

津軽北部 青森県 つがる市 路面改良1式 365,950
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

第２田子 青森県 田子町 路面改良1式 98,918
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入



備考

（地区名） （千円）

事業名

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容 の総事業費工期 費用対効果

（工種及び数量）

27 ～ 28 1.82

27 ～ 1 1.20

27 ～ 1 2.06

28 ～ -

27 ～ 1 1.19

27 ～ 30 1.61

27 ～ 1 1.75

27 ～ 1 -

27 ～ 1 1.40

27 ～ 1 2.19

27 ～ 1 1.49

27 ～ 1 1.37

27 ～ -

28 ～ 1 1.22

27 ～ -

28 ～ -

29 ～ 1 -

29 ～ 1 1.31

29 ～ 1 -

29 ～ 1 -

29 ～ 1 1.07

29 ～ 30 -

29 ～ 1 -

29 ～ 1 -

29 ～ 30 2.38

29 ～ 30 1.88

29 ～ 1 -

29 ～ 30 -

29 ～ 30 -

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

五所川原市 五所川原市 五所川原市 最適整備構想策定1式 10,200
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

中泊町 中泊町 中泊町 最適整備構想策定1式 3,300
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

東北町 東北町 東北町 電気設備１式 111,000

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

青森市 青森市 青森市 最適整備構想策定1式 22,860
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 西越田中 青森県 新郷村 魚道1箇所 33,284
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

六戸 六戸町 六戸町 電気設備１式 63,000

水利施設整備 地域用水環境整備事業 奈良寛ため池 弘前市 弘前市 小水力発電 1施設 11,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 地域用水環境整備事業 舞手 青森県 田子町 魚道1箇所 109,648
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

田名部 青森県 むつ市 路面改良1式 105,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

水利施設整備 基幹水利施設保全型 神明川原 青森県 八戸市 用水路工 L=377m 64,200

農地整備
通作条件整備（一般農道一般
型）

地蔵平 青森県 五戸町 農道 L=600ｍ 161,980

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

五所川原第二 青森県 中泊町 路面改良1式 223,900
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備 農業基盤整備促進事業（定率） 荒屋平２期 青森県 七戸町 用水路工170m 7,500
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

瀬辺地 青森県 蓬田村 路面改良1式 163,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

白神２期 青森県 西目屋村 農用排1,075mほか 489,812

農地整備 農業基盤整備促進事業（定率） 南池ノ平 青森県 十和田市 用水路工1,749.5m 43,000
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

北東北 青森県 東北町 農道5,839mほか 926,700

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（実施計画策定型）

白神２期 青森県 西目屋村 実施計画策定1式 8,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

七戸 青森県 七戸町 農用排5,303mほか 983,700

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

ふるさと新郷 青森県 新郷村 農用排910mほか 1,206,800

効果促進 -
下北北部
（効果促進）

青森県
大間町・風間
浦村・佐井村

附帯工１式 15,813
効果促進事業のため未
記入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

三戸 青森県 三戸町 農道855mほか 1,078,000

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

十和田西部 青森県 十和田市 農道637mほか 468,850

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（広域連携型事
業））

下北北部 青森県
大間町・風間
浦村・佐井村

農道1,300mほか 713,817

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（実施計画策定型）

弘前中央 青森県 弘前市 実施計画策定1式 10,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

南部町 青森県 南部町 農道4,222mほか 661,000

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（集落基盤再編型）

六戸 青森県 六戸町 農道755mほか 301,100

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（集落基盤再編型）

みさわ 青森県 三沢市 農道5,527mほか 497,000

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（集落基盤再編型）

上北 青森県 東北町 農用排481.6mほか 55,000



備考

（地区名） （千円）

事業名

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容 の総事業費工期 費用対効果

（工種及び数量）

29 ～ 30 -

29 ～ -

29 ～ -

29 ～ 1 1.22

29 ～ -

29 ～ -

29 ～ -

30 ～ -

30 ～ -

30 ～ -

30 ～ 1 -

30 ～ 1 -

30 ～ 1 -

30 ～ 1 1.54

30 ～ 1 1.37

30 ～ 1 1.33

30 ～ 1 -

30 ～ 1 -

30 ～ 1 -

30 ～ -

30 ～ -

30 ～ -

30 ～ -

30 ～ 1 -

30 ～ -

30 ～ -

30 ～ 1 -

30 ～ -

29 ～ 1 1.21農地整備 経営体育成型 粒ヶ谷地 青森県 五戸町 区画整理工18.0ha 376,000

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

風間浦村 風間浦村 風間浦村 農道橋点検診断1式 3,016
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿農地

海岸堤防等老朽化対策 青森2期 青森県
深浦町・大間

町
長寿命化計画策定1式 32,690

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

中泊町 中泊町 中泊町 農道橋点検診断1式 5,400
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

横浜町 横浜町 横浜町 農道橋点検診断1式 3,931
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町 農道橋点検診断1式 3,888
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

西海岸・深浦 深浦町 深浦町 農道橋点検診断1式 16,710
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

五所川原市 五所川原市 五所川原市 農道橋点検診断1式 5,832
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

つがる市 つがる市 つがる市 農道橋点検診断1式 12,852
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

青森市 青森市 青森市 農道橋点検診断1式 5,400
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

平内 平内町 平内町 農道橋点検診断1式 6,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（基幹農道保全
対策型）

竜ヶ平 青森県 弘前市 路面改良1式 153,436
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

沖浦第２ 青森県 黒石市 路面改良1式 75,576
土地改良法に基づかな
い事業実施のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

五戸東(1期) 青森県 五戸町 農用排674mほか 342,000

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（中山間総合（一般型事業））

アグリタプコピ
ア(1期)

青森県 田子町 農用排171mほか 219,000

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

新郷村 新郷村 新郷村 最適整備構想策定1式 3,460
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

十和田市総合
2期

十和田市 十和田市 機能強化1式 114,000

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

弘前市 弘前市 弘前市 最適整備構想策定1式 21,255
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

八戸市 八戸市 八戸市 最適整備構想策定1式 13,800
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

桑野木田 つがる市 つがる市 調査計画　1式 600
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

十和田市総合
3期

十和田市 十和田市 調査計画　1式 3,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

海岸保全施設整
備＿農地

海岸堤防等老朽化対策 青森 青森県
風間浦村・む
つ市・横浜町・

深浦町
長寿命化計画策定1式 47,380

調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

平川 平川市 平川市 調査計画　1式 2,376
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（実施計画策定型）

五戸 青森県 五戸町 実施計画策定1式 7,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（実施計画策定型）

田子 青森県 田子町 実施計画策定1式 7,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

桑野木田 つがる市 つがる市 調査計画　1式 4,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農村集落基盤再編・整備事業
（集落基盤再編型）

弘前中央 青森県 弘前市 農用排1,992mほか 417,876

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

六ヶ所村 六ヶ所村 六ヶ所村 最適整備構想策定1式 9,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

平川 平川市 平川市 調査計画　1式 3,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入



備考

（地区名） （千円）

事業名

事業型 事業実施主体 関係市町村

計画期間内 計画期間内

事業箇所名 の事業内容 の総事業費工期 費用対効果

（工種及び数量）

1 ～ 1.35

1 ～ 1.09

1 ～ -

1 ～ 2 -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

1 ～ -

～

～

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

十和田市総合
3期

十和田市 十和田市 調査計画　1式 2,400
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（整備又は
改築のための調査及び計画の
策定）

おいらせ町北
部

おいらせ町 おいらせ町 調査計画　1式 1,804
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

南部町 南部町 南部町 農道橋点検診断1式 2,145
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

南部町 南部町 南部町 最適整備構想策定1式 6,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

横浜町 横浜町 横浜町 最適整備構想策定1式 1,400
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

田舎館村 田舎館村 田舎館村 最適整備構想策定1式 2,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

七戸町 七戸町 七戸町 最適整備構想策定1式 4,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農地整備
通作条件整備（一般農道保全
対策型）

むつ市 むつ市 むつ市 農道橋点検診断1式 1,100
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

平川市総合1
期

平川市 平川市 機能強化1式 31,000

農村整備
農業集落排水事業（農業集落
排水施設等の整備又は改築）

桑野木田 つがる市 つがる市 機能強化1式 50,686

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

三沢市 三沢市 三沢市 最適整備構想策定1式 2,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

黒石市 黒石市 黒石市 最適整備構想策定1式 2,000
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

農村整備
農業集落排水事業（機能診断
調査及び最適整備構想の策
定）

西目屋村 西目屋村 西目屋村 最適整備構想策定1式 8,560
調査及び計画策定等の
ソフト整備のため未記
入

合計
   （全体事業費）

24,960,739
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