
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年02月04日

計画の名称 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   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 青森県

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。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,848  Ａ              11,848  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

（H31当初） （R3末） （R5末）

   1 積雪時においても、道路空間が確保される延長を87%（H31）から90％（Ｈ35）まで向上させる。

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 87% 89% 90%

(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

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・（青森県国土強靭化地域計画）に基づき実施される要素事業：A全て

1 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-001 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道280号瀬辺地～

広瀬19-A2

融雪溝設置L=5.1km 蓬田村  ■  ■  ■         393 －

R3完

A01-002 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）弘前岳鯵ヶ沢線中

村町19-A4 

堆雪幅確保　L=2.0㎞ 鯵ヶ沢町  ■  ■  ■  ■  ■         218 －

R5完

A01-003 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）弘前鯵ヶ沢線大森1

9-A5 

融雪溝設置　L=3.6㎞ 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         110 －

R5完

A01-004 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）戸来十和田線横倉1

9-A7 

堆雪幅確保　L=1.3㎞ 十和田市  ■  ■  ■  ■         235 －

R4完

A01-005 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道101号横磯19-A

9 

堆雪幅設置　L=2.0km 深浦町  ■  ■  ■  ■  ■         140 －

R5完

A01-006 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号川内町桧

川19-A12 

融雪溝設置　L=2.4㎞ むつ市  ■  ■  ■  ■  ■         175 －

R5完

1 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-007 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）富萢薄市線田茂木1

9-A26 

防雪柵　L=0.4km 中泊町  ■          70 －

R1完

A01-008 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道102号奥瀬19-A

37 

防雪施設設置　L=5.5km 十和田市  ■  ■  ■  ■         830 －

R4完

A01-009 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号田野沢19

-A41

融雪溝設置　L=1.0km むつ市  ■  ■  ■  ■  ■         180 －

R5完

A01-010 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道339号四枚橋～

藤島19-A42 

融雪溝設置　L=1.6km 外ヶ浜町  ■  ■  ■  ■  ■         291 －

R5完

A01-011 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原岩木線高

杉Ⅰ　19-A43 

防雪柵　L=1.2km 弘前市  ■  ■         120 －

R2完

A01-012 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）蒔田五所川原線藻

川19-A45 

防雪柵　L=1.0km 五所川原市  ■  ■  ■  ■  ■         171 －

R5完

2 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-013 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）菰槌木造線木造林1

9-A46

防雪柵　L=0.2km つがる市  ■          30 －

R1完

A01-014 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道280号平舘舟岡

ほか19-A49

融雪溝施設修繕　N=2箇所 外ヶ浜町  ■  ■          80 －

R2完

A01-015 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）弘前鰺ヶ沢線鬼沢1

9-A52 

融雪溝設置　L=2.0km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

R5完

A01-016 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原黒石線東

光寺19-A53 

防雪柵　L=0.4㎞ 田舎館村  ■          30 －

R1完

A01-017 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）浪岡藤崎線矢沢19-

A54 

融雪溝設置　L=2.1km 藤崎町  ■  ■  ■  ■         245 －

R4完

A01-018 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号五川目19

-A57 

防雪柵　L=1.8km 三沢市  ■  ■         270 －

R2完

3 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-019 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）今別蟹田線大川平

Ⅱ19-A65

消雪施設修繕　N=10箇所 今別町  ■  ■  ■  ■         155 －

R5完

A01-020 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）弘前鰺ヶ沢線百石

町～元寺町19-A66 

融雪施設設置　L=0.6km 弘前市  ■  ■  ■  ■         400 －

R5完

A01-021 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道339号姥萢19-A

69

融雪施設修繕　N=1箇所 五所川原市  ■  ■  ■  ■         110 －

R5完

A01-022 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）持子沢鶴田線鶴翔1

9-A70 

融雪施設修繕　N=1箇所 鶴田町  ■  ■         130 －

R2完

A01-023 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 (主)屏風山内真部線ほか

内真部ほか49箇所19-A73 

雪観測施設修繕　N=50箇所 青森市ほか  ■  ■  ■          90 －

R3完

A01-024 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）弘前柏線柏桑野木

田19-A75

防雪柵L=0.1km つがる市  ■  ■  ■  ■         129 －

R4完

4 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-025 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号斗南岡19

-A76

防雪柵 むつ市  ■  ■  ■          80 －

R5完

A01-026 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）むつ尻屋崎線蒲野

沢19-A77

防雪柵 東通村  ■  ■  ■          80 －

R5完

A01-027 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道101号湊地区19

-A78

融雪施設改修N=1箇所 五所川原市  ■  ■         300 －

R2完

A01-028 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道280号内真部～

蓬田BP19-A79

交通安全施設整備 青森市  ■          50 －

R1完

A01-029 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森浪岡線大谷地

区19-A80

融雪施設設置 青森市  ■         100 －

R1完

A01-030 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道102号弘南大橋

19-A81

凍結防止剤自動散布機 弘前市  ■           8 －

R1完

5 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-031 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号高野川地

区19-A82

路面凍結防止対策 むつ市  ■          50 －

R1完

A01-032 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸大野線田代19-

A83

凍結抑制舗装=0.2km 階上町  ■          80 －

R1完

A01-033 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道280号蟹田地区

19-A84

融雪施設改修 青森市  ■          70 －

R1完

A01-034 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道101号大釈迦地

区19-A85

融雪施設整備、凍結抑制舗装 青森市  ■         100 －

R1完

A01-035 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸野辺地線大浦

地区19-A86

凍結防止剤散布装置設置 東北町  ■           3 －

R1完

A01-036 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸三沢線犬落瀬

地区19-A87

堆雪・退避幅拡幅 六戸町  ■           8 －

R1完

6 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-037 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道279号木野部地

区19-A88

路面凍結防止対策 むつ市  ■  ■  ■  ■         250 －

R4完

A01-038 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）吹上金屋黒石線長

崎工区19-A89

融雪施設設置 黒石市  ■  ■  ■         200 －

R5完

A01-039 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原車力線車

力町地区19-A90

融雪施設改修 つがる市  ■  ■  ■          90 －

R5完

A01-040 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森停車場線新町

地区19-A91

融雪施設改修 青森市  ■  ■  ■          50 －

R5完

A01-041 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）常海橋銀線浪岡樽

沢地区19-A92

交通安全施設整備 青森市  ■  ■  ■          50 －

R5完

A01-042 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸野辺地線青葉

五丁目地区19-A93

堆雪・退避幅拡幅 おいらせ町  ■  ■  ■          50 －

R5完

7 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-043 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道394号乙供地区

19-A94

縦断改良 東北町  ■  ■  ■          70 －

R5完

A01-044 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道339号強巻地区

19-A95

防雪事業 鶴田町  ■  ■  ■          10 －

R5完

A01-045 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森浪岡線スカイ

ブリッジ19-A96

融雪施設改修 青森市  ■  ■  ■         250 －

R5完

A01-046 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森浪岡線王余魚

沢地区19-A97

融雪施設改修 青森市  ■  ■  ■         600 －

R5完

A01-047 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道104号原地区19

-A98

堆雪幅確保 田子町  ■  ■  ■         100 －

R5完

A01-048 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）柳町下田停車場線

明土地区19-A99

堆雪・退避幅拡幅 おいらせ町  ■  ■  ■          15 －

R5完

8 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-049 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森田代十和田線

中筒井地区19-A100

歩道拡幅 青森市  ■  ■  ■         500 －

R5完

A01-050 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森田代十和田線

火箱沢地区19-A101

路肩拡幅 青森市  ■  ■  ■         250 －

R5完

A01-051 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）櫛引上名久井三戸

線平地区19-A102

堆雪幅確保 南部町  ■  ■  ■          60 －

R5完

A01-052 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸環状線新井田

地区19-A103

融雪施設改修 八戸市  ■  ■  ■         260 －

R5完

A01-053 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸三沢線下吉田

地区19-A104

縦断改良 六戸町  ■  ■  ■          85 －

R5完

A01-054 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号宿野部19

-A105

線形改良 むつ市  ■  ■  ■          90 －

R5完

9 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-055 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道279号関根19-A

106

堆雪幅確保 むつ市  ■  ■  ■          70 －

R5完

A01-056 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸大野線金山沢

地区19-A107

防雪柵 階上町  ■  ■  ■          30 －

R5完

A01-057 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸大野線田代地

区19-A108

防雪柵 階上町  ■  ■  ■          50 －

R5完

A01-058 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）名川階上線平内地

区19-A109

防雪柵 階上町  ■  ■  ■          30 －

R5完

A01-059 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）南部田子線袴田19-

A110

道路改良 三戸町  ■  ■  ■          60 －

R5完

A01-060 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）青森浪岡線大谷地

区（旧道）19-A112

防雪施設整備 青森市  ■  ■         350 －

R2完

10 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-061 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道102号赤岩大橋

19-A113

凍結防止剤自動散布機 黒石市  ■           4 －

R1完

A01-062 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）弘前平賀線豊田跨

線橋19-A114

凍結防止剤自動散布機 弘前市  ■           8 －

R1完

A01-063 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）むつ尻屋崎線野牛

地区19-A115

路面凍結防止対策 東通村  ■          50 －

R1完

A01-064 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号砂子又地

区19-A116

路面凍結防止対策 東通村  ■  ■  ■  ■          50 －

R5完

A01-065 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸大野線十日市1

9-A117

凍結防止剤自動散布機N=1基 八戸市  ■          16 －

R1完

A01-066 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道340号是川19-A

118

凍結抑制舗装L=0.3km 八戸市  ■          40 －

R1完

11 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-067 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道340号南郷島守

19-A119

凍結抑制舗装 八戸市  ■  ■  ■  ■          50 －

R5完

A01-068 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道340号糠塚19-A

120

凍結抑制舗装 八戸市  ■  ■  ■  ■          70 －

R5完

A01-069 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）八戸大野線十日市1

9-A121

凍結防止剤自動散布機 八戸市  ■  ■  ■  ■           8 －

R5完

A01-070 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道102号沢田地区

19-A122

凍結防止剤散布装置設置 十和田市  ■           3 －

R1完

A01-071 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道279号女舘～椛

山地区19-A123

路面凍結防止対策 むつ市  ■  ■  ■  ■         150 －

R5完

A01-072 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号城ケ沢地

区19-A124

路面凍結防止対策 むつ市  ■  ■  ■  ■         100 －

R5完

12 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-073 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道279号近川地区

19-A125 

路面凍結防止対策 むつ市  ■  ■  ■  ■         100 －

R5完

A01-074 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原黒石線梅

田地区19-A126

防雪事業 五所川原市  ■  ■  ■  ■          20 －

R5完

A01-075 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）七ツ館板柳線境地

区19-A127

防雪事業 鶴田町  ■  ■  ■  ■          20 －

R5完

A01-076 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原黒石線柏

木地区19-A128

防雪事業 板柳町  ■  ■  ■  ■           7 －

R5完

A01-077 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道339号姥萢地区

19-A129

防雪事業 五所川原市  ■  ■  ■  ■          10 －

R5完

A01-078 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）富萢薄市線高根地

区19-A130

防雪事業 中泊町  ■  ■  ■  ■          18 －

R5完

13 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-079 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）蒔田五所川原線金

木町蒔田地区19-A131

防雪事業 五所川原市  ■  ■  ■  ■          10 －

R5完

A01-080 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）荒川青森停車場線

旭町19-A132

凍結防止剤散布装置設置 青森市  ■  ■  ■         260 －

R3完

A01-081 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）弘前岳鯵ヶ沢線土

手町～元長町19-A133

融雪施設設置L=0.2km 弘前市  ■  ■          90 －

R3完

A01-082 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）川内佐井線湯ノ川

越国有林19-A135

雪崩予防柵N=173基 佐井村  ■  ■  ■  ■         225 －

R4完

A01-083 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）七戸十和田湖線向

田19-A136

防雪柵L=0.2km 七戸町  ■  ■          52 －

R4完

A01-084 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）酸ヶ湯高田線野沢1

9-A137

防雪柵L=0.3km 青森市  ■  ■  ■  ■          85 －

R5完

14 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-085 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）弘前田舎館黒石線

袋井町19-A138

融雪施設改修N=1箇所 黒石市  ■  ■         200 －

R3完

A01-086 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原岩木線　

石野　19-A139

防雪柵L＝0.4km 板柳町  ■  ■  ■  ■         118 －

R5完

A01-087 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道339号　中里　

19-A140

防雪柵L=0.1km 中泊町  ■  ■  ■  ■          55 －

R5完

A01-088 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）胡桃館鶴田線　山

道　19-A141

防雪柵L=0.1km 鶴田町  ■  ■  ■  ■          50 －

R5完

A01-089 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 (一)増田浅虫線　浅虫 19

-A142

防雪柵　L=0.2km 青森市  ■  ■  ■          70 －

R4完

A01-090 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 (一)道前浄法寺線　遠線 

19-A143

防雪柵　L=0.1km 田子町  ■  ■  ■          50 －

R4完

15 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-091 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道338号　宿野部

　19-A144

融雪溝施設修繕　N=1箇所 むつ市  ■          35 －

R3完

A01-092 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）　弘前柏線　種市

　19-A145

防雪柵L=0.15km 弘前市  ■  ■          40 －

A01-093 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）　戸来十和田線　

中渡?松屋敷　19-A146

堆雪幅　L=1.8km 十和田市  ■  ■         165 －

A01-094 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）　弘前岳鯵ヶ沢線

　田中町?七ツ石町　19-A

147

融雪溝設置　L=0.4km 鯵ヶ沢町  ■  ■          40 －

A01-095 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 国道 雪寒 （国）国道394号　野崎揚

地北　19-A148

防雪柵　L＝0.1km 七戸町  ■  ■          50 －

A01-096 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）中ノ渡十和田線　

沢田　19-A149

防雪柵　L=0.6km 十和田市  ■  ■          50 －

16 案件番号： 0000367866



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

道路事業 A01-097 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）弘前停車場線　駅

前3丁目　19-A150

融雪施設修繕　N=1箇所 弘前市  ■  ■          88 －

A01-098 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）中ノ渡十和田線　

吾郷　19-A151

防雪柵　L=0.9km 十和田市  ■  ■          60 －

A01-099 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （一）中ノ渡十和田線　

赤沼　19-A152

防雪柵　L=0.3km 十和田市  ■  ■          40 －

A01-100 道路 雪寒 青森県 直接 青森県 都道府

県道

雪寒 （主）五所川原車力線　

中里　19-A153

防雪柵 L=0.3km 十和田市  ■  ■          30 －

 小計      11,848

合計      11,848

17 案件番号： 0000367866



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02

配分額 (a)                   1,146                     732

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,146                     732

前年度からの繰越額 (d)                     817                     653

支払済額 (e)                   1,310                   1,189

翌年度繰越額 (f)                     653                     196

うち未契約繰越額(g)                     484                      69

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   24.65                    4.98

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000367866


