
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年02月16日

計画の名称 北東北の世界遺産・縄文遺跡群・ジオパーク周遊ルートを軸とした広域観光活性化計画（重点③）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 青森県

計画の目標 北東北三県では、東北圏広域地方計画の広域連携プロジェクトである『9.「四季の魅力溢れる東北」を体験できる滞在交流型観光圏の創出プロジェクト』を推進するため、北東北三県の優れた地域資源である世界自然遺産白神山地やジオパーク

及び新たに世界文化遺産登録となった北海道・北東北の縄文遺跡群での誘客に資する取り組みを最大限活用し、北海道・北東北の縄文遺跡群では歴史的な景観等を保存・継承し、白神山地、ジオパークにおいては自然体験等多種多様な体験型観

光メニュー等を組み合わせた観光圏の形成を図る各種取り組みと合わせて、必要な基盤整備事業を実施することで、国内外観光客の効果的な誘客拡大と地域の活性化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              36,109  Ａ              36,109  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R1 R7

   1 【青森県・秋田県・岩手県　共通目標】拠点施設を有する市町村への観光入込客数を、約6.7%増加させる。

上記圏域における、計画期間最終年の観光入込客数（延べ人数）の三県合計値を、約6.7%増加させる。 40492千人 千人 43207千人

   2 【青森県　単独目標】青森県の拠点施設を有する市町村への観光入込客数（延べ人数）を約8.7%増加させる。

上記圏域における、計画期間最終年の観光入込客数（延べ人数）21,986千人（R1）から23,899千人（R7）に増加（1,913千人（8.7%）の増加） 21986千人 千人 23899千人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-001 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）280号　蓬田~蟹田

　32-A001

バイパス整備　L=6.8km 蓬田村・外ヶ浜

町

 ■  ■       9,000 1.4 －

A11-002 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （一）常海橋銀線　福館~

女鹿沢　32-A002

バイパス整備　L=5.06km 藤崎町・青森市  ■  ■  ■  ■  ■       3,960 1.5 －

A11-003 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）五所川原岩木線　

高増工区　32-A003

バイパス整備　L=2.78km 板柳町  ■  ■  ■  ■  ■       1,500 1.1 －

A11-004 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）103号　通天橋　32

-A004

バイパス整備　L＝0.46km 十和田市  ■  ■  ■  ■  ■         370 －

A11-005 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）岩崎西目屋村弘前

線　小割沢橋　32-A005

バイパス整備　L＝0.18km 西目屋村  ■  ■  ■         407 －

A11-006 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）101号　横磯　32-A

006

現道拡幅　L＝2km 深浦町  ■  ■  ■  ■  ■         650 －

1 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-007 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）103号ほか4路線　3

2-A007

道路情報提供装置N=11箇所 青森市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         225 －

A11-008 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）338号　大湊Ⅱ期　

32-A008

バイパス整備　L=3.67km むつ市  ■  ■  ■  ■       2,497 3.7 －

A11-009 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）国道338号　白糠　

32-A009

バイパス整備　L=6.68km 東通村  ■  ■  ■  ■  ■       8,500 1.2 －

A11-010 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）鯵ヶ沢蟹田線木造

館岡　32-A010

現道拡幅L=0.3km つがる市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

R7

A11-011 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）338号　宿野部　32

-A011

視距改良L=0.27km むつ市  ■  ■         180 －

A11-012 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）338号　奧戸　32-A

012

視距改良L=0.3km 大間町  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

2 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-013 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （一）清水川滝沢野内線

　三本木　32-A013

現道拡幅　L=0.7km 青森市  ■         300 －

A11-014 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （一）後平馬屋尻線　滝

沢　32-A014

現道拡幅　L=1.6km 青森市  ■  ■         500 －

A11-015 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）八戸野辺地線　32-

A015

中央分離帯（ワイヤロープ）

設置　L=9.7km

おいらせ町  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A11-016 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）八戸野辺地線　32-

A016

道路情報提供装置　N=6箇所 おいらせ町  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A11-017 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）川内佐井線　湯ノ

川越国有林　32-A017

雪崩予防柵設置　N=153基 むつ市  ■         180 －

A11-018 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）279号　木野部　32

-A018

高機能舗装　L=1.8km むつ市  ■         200 －

3 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-019 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）川内佐井線　湯ノ

川越国有林　32-A019

高機能舗装　L=3.0km 佐井村  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A11-020 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）339号　32-A020 舗装補修L=0.8km 五所川原市  ■          80 －

A11-021 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）鯵ヶ沢蟹田線　32-

A021

舗装補修L=2.6km つがる市  ■  ■         170 －

A11-022 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）394号　32-A022 舗装補修L=1.3km 東北町  ■         130 －

A11-023 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）394号　32-A023 舗装補修L=1.5km 東北町  ■         150 －

A11-024 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）102号　32-A024 舗装補修L=0.8km 十和田市  ■  ■         140 －

A11-025 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）394号　32-A025 舗装補修L=0.7km 七戸町  ■  ■         130 －

A11-026 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）338号　32-A026 舗装補修L=1.2km 佐井村  ■         120 －

4 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-027 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）むつ恐山公園大畑

線　32-A027

舗装補修L=0.6km むつ市  ■          90 －

A11-028 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）鯵ヶ沢蟹田線　32-

A028

舗装補修L=3.0km 外ヶ浜町  ■  ■         180 －

A11-029 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）394号　32-A029 舗装補修L=2.6km 青森市  ■  ■         160 －

A11-030 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）454号　32-A030 舗装補修L=1.3km 新郷村  ■  ■         250 －

A11-031 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）八戸百石線　32-A0

31

舗装補修L=1.05km 八戸市  ■  ■         150 －

A11-032 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）340号　32-A032 舗装補修L=1.0km 八戸市  ■  ■         100 －

A11-033 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）八戸三沢線　32-A0

33

舗装補修　L=1.6km 八戸市  ■  ■         100 －

5 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-034 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）279号　32-A034 舗装補修　L=1.25km むつ市  ■  ■         140 －

A11-035 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）101号　32-A035 舗装補修　L=1.2km 深浦町  ■         120 －

A11-036 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）103号　32-A036 舗装補修　L=3.2km 青森市  ■  ■         200 －

A11-037 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）石川土手町線　32-

A037

舗装補修　L=2.8km 弘前市  ■  ■         170 －

A11-038 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）大鰐浪岡線　32-A0

38

舗装補修　L=2.6km 黒石市  ■  ■         180 －

A11-039 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）岩崎西目屋弘前線

　弘前市紙漉沢　32-A039

舗装補修　L=0.7km 弘前市  ■  ■          50 －

A11-040 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）福山五所川原線　3

2-A040

舗装補修　L=1.0km 五所川原市  ■         100 －

6 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-041 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）岩崎西目屋弘前線

　深浦町一ツ森　32-A041

舗装補修　L=1.0km 深浦町  ■  ■         130 －

A11-042 提案 一般 青森県 間接 青森県道路

公社

都道府

県道

改築 （一）後平馬屋尻線　32-

A042

ETC設置　N=1式 青森市  ■  ■  ■         765 －

A11-043 道路 一般 青森県 間接 青森県道路

公社

都道府

県道

改築 （主）八戸野辺地線　32-

A043

ETC設置　N=1式 おいらせ町  ■  ■  ■  ■         465 －

A11-044 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）青森東インター線

　32-A044

視距改良　L=0.2km 青森市  ■  ■  ■         300 －

A11-045 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）岩崎西目屋弘前線

　32-A045

視距改良　L=0.4km 西目屋村  ■  ■  ■  ■         360 －

A11-046 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）394号　中志　32-A

046

視距改良　L=0.3km 六ヶ所村  ■  ■         200 －

7 案件番号： 0000370257



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-047 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）338号　田野沢　32

-A047

現道拡幅　L=0.8km むつ市  ■  ■         500 －

A11-048 道路 一般 青森県 直接 青森県＼ 国道 修繕 （国）103号ほか9路線　3

2-A048

道路標識修繕　N=250箇所 青森市ほか  ■  ■  ■  ■         250 －

A11-049 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国道）280号　六枚橋外

　32-A049

舗装修繕　L=0.5km 青森市  ■          50 －

A11-050 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）454号　豊崎町　32

-A050

舗装修繕　L=0.3km 八戸市  ■          30 －

A11-051 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）101号　森田町外　

32-A051

舗装修繕　L=0.3km つがる市  ■          20 －

A11-052 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）長平町森田線　32-

A052

舗装修繕　L=1.2km 鰺ヶ沢町  ■  ■  ■         150 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-053 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）394号　倉内外　32

-A053

舗装修繕　L=1.0km 六ヶ所村  ■         100 －

A11-054 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）338号　出戸外　32

-A054

舗装修繕　L=0.5km 六ヶ所村  ■          50 －

A11-055 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）赤川下北停車場線

　南赤川町外　32-A055

舗装修繕　L=0.9km むつ市  ■          90 －

A11-056 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）338号　小田野沢外

　32-A056

舗装修繕　L=0.7km 東通村  ■          70 －

 小計      36,109

合計      36,109
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03

配分額 (a)                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                       0

翌年度繰越額 (f)                       0

うち未契約繰越額(g)                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由
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