
　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 国土強靭化の推進による災害に強い青森の道づくり（防災・安全）

計画の期間   令和０４年度 ～   令和０８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 青森県の国土強靭化地域計画に基づき、大規模な災害発生時に備え、地域の輸送等を支える道路や防災・減災に資する対策を実施することで、県民の命と暮らしを守る道づくりをめざす。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,558  Ａ               8,558  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

R4 R6 R8

   1 当該計画において実施するよう対策箇所の対策完了率を0.0%（0箇所）から95.8%（23箇所）まで向上させる。

当該計画において実施する要対策箇所の対策完了率 0% 95% 95%

（対策完了箇所数）/（要対策箇所数）×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 － 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： 0000367851



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 R04 R05 R06 R07 R08 （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 改築 （国）国道279号　木野部

　36-A001

バイパス　L=2.2km むつ市  ■  ■  ■  ■  ■         370 －

R16

A01-002 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 （国）国道280号　砂ヶ森

　36-A002

バイパス　L=0.9km 今別町  ■         110 －

A01-003 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （主）五所川原黒石線　

梅田　36-A003

バイパス　L=2.0km 五所川原市  ■  ■  ■       1,171 －

A01-004 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （一）櫛引上名久井三戸

線　埖渡　36-A004

現道拡幅　L=1.2km 南部町  ■  ■  ■         220 －

A01-005 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （一）後平青森線　下志

多　36-A005

現道拡幅　L=1.5km 七戸町  ■  ■  ■         295 －

A01-006 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 （一）蒔田五所川原線　

蒔田橋　36-A006

現道拡幅　L=0.4km 五所川原市  ■  ■         140 －

1 案件番号： 0000367851



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 R04 R05 R06 R07 R08 （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）戸来十和田線　横

倉　36-A007

堆雪幅確保　L=1.3km 十和田市  ■          30 －

A01-008 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 （国）338号　田野沢　36

-A008

歩道整備　L=0.8km むつ市  ■  ■  ■         380 －

A01-009 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （主）夏泊公園線　久慈

ノ浜　36-A009

歩道整備　L=1.1km 平内町  ■  ■  ■         770 －

A01-010 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）103号　奥瀬1　36-

A010

災害防除　L=0.2km 十和田市  ■  ■  ■         331 －

A01-011 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）102号　奥瀬2　36-

A011

災害防除　L=1.0km 十和田市  ■  ■  ■         300 －

A01-012 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）338号　長後　36-A

012

災害防除　L=0.2km 佐井村  ■  ■  ■         653 －

2 案件番号： 0000367851



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 R04 R05 R06 R07 R08 （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 国道 修繕 （国）103号ほか　36-A01

3

道路照明灯LED化 青森市ほか  ■  ■  ■         476 －

A01-014 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道102号　奥瀬外

　36-A014

舗装補修　L=5.5km 十和田市  ■  ■         285 －

R5完

A01-015 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道104号　白萩平

外　36-A015

舗装補修　L=5.0km 田子町  ■  ■         390 －

R5完

A01-016 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道338号　原田外

　36-A016

舗装補修　L=6.3km 佐井村  ■  ■         270 －

R5完

A01-017 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道394号　駒込外

　36-A017

舗装補修　L=5.0km 青森市  ■  ■         300 －

R5完

A01-018 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道394号　倉内外

　36-A018

舗装補修　L=5.0km 六ヶ所村  ■  ■         500 －

R5完

3 案件番号： 0000367851



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 R04 R05 R06 R07 R08 （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 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）鰺ヶ沢蟹田線　蟹

田小国外　36-A019

舗装補修　L=5.0km 外ヶ浜町  ■  ■         170 －

R5完

A01-020 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）鰺ヶ沢蟹田線　十

三外　36-A020

舗装補修　L=5.0km つがる市  ■  ■         347 －

R5完

A01-021 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）鰺ヶ沢蟹田線　車

力町外　36-A021

舗装補修　L=5.0km つがる市  ■  ■         400 －

R5完

A01-022 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）弘前柏線　種市外

　36-A022

舗装補修 L=5.9km 弘前市  ■  ■         200 －

R5完

A01-023 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）折茂上北町停車場

線　上北南外　36-A023

舗装補修　L=5.0km 東北町  ■  ■         450 －

R5完

 小計       8,558

合計       8,558

4 案件番号： 0000367851


