
　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 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   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,青森市

計画の目標 人も車も快適で安全・安心に歩ける（走れる）道を確保するため、歩行空間の確保、道路の沿線環境の改善を図り、施設の計画的な予防保全等を実施して、県民の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）              39,302  Ａ              39,302  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 歩行空間が確保される延長を2.8km（14％）から11.8km（71％）まで向上させる。

バイパス整備や歩道新設等により道路の歩行空間が確保される率 14% 48% 71%

(歩行空間確保率)=(歩行空間確保延長/歩行空間確保整備計画全体延長)×100

   2 老朽化等により損傷した舗装路の要修繕箇所整備率を0％(H31)から100.0％(R5)へ向上させる。

老朽化等により損傷した舗装路の要修繕箇所整備率 0% 60% 100%

修繕をおこなった箇所　/　修繕を要する箇所　×　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： 0000367909



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 市町村

道

新設 (他)古野・大川目線易国

間4-A3

新設L=0.9km 風間浦村  ■  ■  ■         550 －

A01-002 道路 一般 青森県 直接 青森県 市町村

道

改築 (２)赤石渓流線一ツ森町4

-A4

バイパスL=0.7km 鰺ヶ沢町  ■          38 －

A01-003 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)名久井岳公園線法光

寺4-A66

バイパス　L=2.4km 南部町  ■  ■  ■  ■         160 －

H34

A01-004 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)松代町陸奥赤石(停)

線深谷町Ⅰ4-A71

現道拡幅　L=2.8km 鰺ヶ沢町  ■  ■  ■  ■  ■         450 －

R9

A01-005 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)むつ恐山公園大畑線

葉色沢4-A94

現道拡幅L=0.9km むつ市  ■          27 －

H31

A01-006 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)名川階上線剣吉踏切4

-A95

現道拡幅L=0.6km 南部町  ■         340 －

H31

1 案件番号： 0000367909



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

改築 (一)相馬常盤野線大秋4-A

97

現道拡幅L=1.2km 西目屋村  ■         130 －

R1

A01-008 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 (国)国道280号砂ヶ森拡幅

4-A100

現道拡幅L=0.9km 今別町  ■  ■  ■  ■         450 －

R4

A01-009 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)増田浅虫線増田～浅

虫4-A107

現道拡幅L=1.9km 平内町～青森市  ■  ■  ■  ■  ■         440 －

R10

A01-010 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)岩崎西目屋弘前線暗

門～大川4-A108

現道拡幅L=3.2km 西目屋村  ■           0 －

A01-011 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)弘前柏線大川4-A109 バイパスL=1.5km 弘前市  ■           0 －

A01-012 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)大鰐浪岡線吹上4-A11

0

現道拡幅L=1.2km 平川市  ■         160 －

2 案件番号： 0000367909



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

改築 (主)五所川原黒石線梅田4

-A112

現道拡幅L=0.6km 五所川原市  ■         150 －

R1

A01-014 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)前坂藤崎線中崎4-A11

6

現道拡幅L=1.0km 弘前市  ■          30 －

A01-015 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)相馬常盤野線大秋Ⅱ

期4-A117

現道拡幅L=0.1km 西目屋村  ■          35 －

A01-016 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)十和田三戸線小坂4-A

120

バイパスL=1.5km 新郷村  ■          30 －

A01-017 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 (国)国道339号脇元4-A124 現道拡幅L=0.6km 五所川原市  ■          50 －

A01-018 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)七戸十和田湖線見町4

-A132

現道拡幅L=0.5km 七戸町  ■         110 －

A01-019 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)八戸野辺地線内蛯沢4

-A136

バイパスL=6.0km 東北町  ■          10 －

3 案件番号： 0000367909



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 A01-020 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)泊陸奥横浜(停)線泊4

-A138

現道拡幅L=10.0km 六ヶ所村  ■          10 －

A01-021 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)碇ヶ関大鰐(停)線早

瀬野～島田4-A141

現道拡幅L=1.5km 大鰐町  ■          80 －

A01-022 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4-A142

現道拡幅L=0.7km 青森市  ■          70 －

R1

A01-023 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4-A

143

現道拡幅現道拡幅L=1.6km 青森市  ■          40 －

R1

A01-024 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 (国)国道102号法量4-A144 現道拡幅L=0.5km 十和田市  ■          80 －

A01-025 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 (国)国道102号奥瀬4-A145 点検・調査 十和田市  ■  ■  ■  ■  ■         400 －

R7

A01-026 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (主)弘前岳鯵ヶ沢線土手

町～元長町4-A252

電線共同溝L=0.3km 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

4 案件番号： 0000367909



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 A01-027 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

改築 (一)町居平賀停車場線柏

木町4-A253

電線共同溝L=0.4km 平川市  ■  ■  ■         270 －

A01-028 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)苫米地兎内線苫米地(

2)4-A301

現道拡幅L=0.8km 南部町  ■          50 －

H31

A01-029 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道338号田野沢4-A3

09

歩道整備L=0.8km むつ市  ■  ■  ■  ■  ■         490 －

R5

A01-030 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)夏泊公園久慈ノ浜4-A

315

歩道整備L=1.1km 平内町  ■  ■  ■  ■  ■         615 －

R5

A01-031 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道102号野崎4-A333 歩道整備L=0.9km 十和田市  ■  ■  ■  ■         207 －

R4

A01-032 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)岩崎西目屋弘前線暗

門沢4-A341

視距改良L=0.4km 西目屋村  ■  ■  ■  ■  ■         334 －

R8完

A01-033 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (一)菰槌木造線木造永田4

-A342

視距改良L=0.2km つがる市  ■  ■  ■  ■         150 －

R6完

5 案件番号： 0000367909



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 A01-034 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道338号宿野部4-A3

43

視距改良L=0.3km むつ市  ■  ■  ■  ■         161 －

R4

A01-035 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道101号木造越水4-

A344

歩道整備L=0.2km つがる市  ■  ■  ■         155 －

R3

A01-036 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 (国)国道394号中志4-A345 視距改良L=0.3km 六ヶ所村  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

R6

A01-037 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)青森浪岡線大谷4-A34

6

交差点改良L=0.7km 青森市  ■  ■          85 －

R2

A01-038 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

国ほか4-A423

舗装補修L=4.5km 外ヶ浜町  ■  ■  ■         220 －

R3完

A01-039 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)青森田代十和田線駒

込ほか4-A426

舗装補修L=3.0km 青森市  ■  ■  ■         175 －

R3完

A01-040 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道102号奥瀬～法量

4-A454

舗装補修L=3.4km 十和田市  ■  ■  ■         140 －

R3完

6 案件番号： 0000367909



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 A01-041 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号原田～野平

4-A487

舗装補修L=9.0km 佐井村  ■  ■  ■         200 －

R3完

A01-042 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)弘前柏線種市ほか4-A

492

舗装補修L=5.9km 弘前市  ■  ■  ■  ■         370 －

R4完

A01-043 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)水喰上北町停車場線

上野ほか4-A501

舗装補修L=1.7km 東北町  ■  ■  ■  ■         160 －

H34

A01-044 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)三沢七戸線大沢田～

新舘4-A506

舗装補修L=1.9km 十和田市  ■  ■  ■         162 －

H33

A01-045 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)柳町下田停車場線上

吉田ほか4-A510

舗装補修L=1.4km 六戸町  ■  ■  ■         140 －

H33

A01-046 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道104号夏坂ほか4-

A514

舗装補修L=2.5km 田子町  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

H35

7 案件番号： 0000367909



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 A01-047 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道104号白萩平ほか

4-A515

舗装補修L=2.3km 田子町  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

H35

A01-048 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)名川階上線森越ほか4

-A519

舗装補修L=2.0km 南部町  ■  ■  ■  ■         160 －

R4完

A01-049 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)十和田三戸線川守田

ほか4-A521

舗装補修L=0.9km 三戸町  ■  ■          45 －

H32

A01-050 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)五戸下田停車場線切

谷内ほか4-A522

舗装補修L=0.5km 五戸町  ■  ■          30 －

H32

A01-051 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)櫛引上名久井三戸線

櫛引ほか4-A523

舗装補修L=0.9km 八戸市  ■          60 －

H31

A01-052 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)櫛引上名久井三戸線

法師岡ほか4-A524

舗装補修L=0.9km 南部町  ■  ■  ■          90 －

R3完

8 案件番号： 0000367909



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 A01-053 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)戸来十和田線金ヶ沢

ほか4-A525

舗装補修L=0.3km 新郷村  ■          20 －

H31

A01-054 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)野々上斗内線斗内ほ

か4-A526

舗装補修L=1.5km 三戸町  ■  ■  ■  ■  ■         120 －

H35

A01-055 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

薬研～明神平4-A531

舗装補修L=1.9km むつ市  ■  ■  ■          60 －

R3完

A01-056 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道394号駒込ほか4-

A532

舗装補修L=3.0km 青森市  ■  ■  ■         130 －

R3完

A01-057 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)橋向五戸線石仏ほか4

-A534

舗装補修L=1.2km 五戸町  ■  ■  ■  ■          85 －

R4完

A01-058 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)青森環状野内線野木

ほか4-A537

舗装補修L=2.0km 青森市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

H35

9 案件番号： 0000367909



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 A01-059 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号磯松ほか4-

A538

舗装補修L=2.0km 五所川原市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

H35

A01-060 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)水喰野辺地線萠出4-A

539

舗装補修L=0.2km 東北町  ■          10 －

A01-061 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道104号荒巻4-A540 舗装補修L=0.5km 三戸町  ■          55 －

A01-062 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)浪岡北中野黒石線青

山4-A541

舗装補修L=0.4km 黒石市  ■          45 －

A01-063 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)桔梗野富田線桔梗野5

丁目4-A542

舗装補修L=0.5km 弘前市  ■          50 －

A01-064 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸野辺地線内山4-A

543

舗装補修L=0.1km 六戸町  ■          20 －

A01-065 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)畑中竹鼻線小屋敷4-A

544

舗装補修L=0.3km 黒石市  ■          50 －

10 案件番号： 0000367909



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 A01-066 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)三沢十和田線犬落瀬4

-A545

舗装補修L=0.5km 六戸町  ■          45 －

A01-067 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)夏泊公園線小湊4-A54

6

舗装補修L=0.5km 平内町  ■          40 －

A01-068 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)石川土手町線富田町4

-A547

舗装補修L=0.5km 弘前市  ■          50 －

A01-069 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸百石線長苗代三

丁目4-A548

舗装補修L=0.3km 八戸市  ■  ■          45 －

A01-070 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)軽米名川線下名久井4

-A549

舗装補修L=0.3km 南部町  ■          30 －

A01-071 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)櫛引上名久井三戸線

八幡4-A550

舗装補修L=0.3km 南部町  ■          30 －

11 案件番号： 0000367909



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 A01-072 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)櫛引上名久井三戸線

福田～森越4-A551

舗装補修L=0.5km 南部町  ■          20 －

A01-073 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)櫛引上名久井三戸線

赤石4-A552

舗装補修L=0.3km 南部町  ■          35 －

A01-074 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)南部田子線門前4-A55

3

舗装補修L=0.5km 南部町  ■          55 －

A01-075 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)三戸停車場線大向4-A

554

舗装補修L=0.5km 南部町  ■          40 －

A01-076 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)剣吉停車場線斗賀4-A

555

舗装補修L=0.5km 南部町  ■          45 －

A01-077 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)赤石沖田面線沖田面4

-A556

舗装補修L=0.3km 南部町  ■          35 －

12 案件番号： 0000367909



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 A01-078 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)高瀬諏訪平停車場線

高瀬4-A557

舗装補修L=0.3km 南部町  ■          25 －

A01-079 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)妙売市線花生4-A558 舗装補修L=0.2km 八戸市  ■          35 －

A01-080 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)三戸南部線勘吉4-A55

9

舗装補修L=0.3km 南部町  ■          30 －

A01-081 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)三戸南部線船場平4-A

560

舗装補修L=0.5km 南部町  ■          50 －

A01-082 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道103号焼山4-A561 舗装補修L=0.1km 十和田市  ■          10 －

A01-083 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸野辺地線李沢道

ノ下4-A562

舗装補修L=0.1km 七戸町  ■          20 －

A01-084 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)五所川原岩木線五幾

形ほか4-A563

舗装補修L=1.2km 板柳町  ■  ■  ■         120 －

R3完

13 案件番号： 0000367909



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 国道 修繕 (国)国道340号大森ほか4-

A564

舗装補修L=0.6km 八戸市  ■  ■          60 －

R2

A01-086 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)名川階上線平内ほか4

-A565

舗装補修L=1.4km 階上町  ■  ■  ■  ■  ■         140 －

H35

A01-087 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道394号水喰～中村

道ノ下4-A566

舗装補修L=2.2km 東北町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

H35

A01-088 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)市川下田停車場線下

境ほか4-A567

舗装補修L=0.3km おいらせ町  ■          25 －

H31

A01-089 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)七戸上北町停車場線

新館～上北北4-A568

舗装補修L=1.0km 東北町  ■  ■  ■  ■         100 －

R4完

A01-090 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

犬落瀬ほか4-A569

舗装補修L=0.2km 六戸町  ■          25 －

H31

14 案件番号： 0000367909



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 都道府

県道

修繕 (主)三沢十和田線鶉久保

ほか4-A570

舗装補修L=0.7km おいらせ町  ■  ■         120 －

H32

A01-092 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国) 国道102号奥瀬２　4

-A571

災害防除L=1000m 十和田市  ■  ■  ■  ■  ■         130 －

R5

A01-093 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道103号奥瀬１　4-

A573

災害防除L=500m 十和田市  ■  ■  ■  ■  ■         432 －

R7

A01-094 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)夏泊公園線東田沢～

稲生　4-A580

災害防除L=2800m 平内町  ■  ■          90 －

R2

A01-095 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)西目屋二ツ井線湯ノ

沢国有林　4-A581

災害防除L=1300m 西目屋村  ■  ■  ■         300 －

R3

A01-096 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道102号板留～葛川

　4-A586

災害防除L=0.83km 黒石市ほか  ■         100 －

R1（R2から個別補助＿土砂災害対策道路事業）

15 案件番号： 0000367909



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 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)田子十和田湖線菖蒲

谷地　4-A588

災害防除L=0.23km 田子町  ■          11 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

A01-098 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号中小泊山　

4-A589

災害防除L=0.10km 中泊町  ■  ■  ■  ■         156 －

R4

A01-099 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)岩崎西目屋弘前線西

岩崎山４　4-A590

災害防除L=340m 深浦町  ■  ■  ■         187 －

R3

A01-100 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道454号宇樽部１　

4-A591

災害防除L=0.32km 十和田市  ■          82 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

A01-101 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号長後　4-A5

95

災害防除L=2830m 佐井村  ■  ■  ■  ■  ■         758 －

R5

A01-102 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)五所川原車力線木造

出野里　4-A597

災害防除L=0.50km つがる市  ■  ■  ■  ■          71 －

R4

16 案件番号： 0000367909



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 A01-103 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)酸ヶ湯高田線野沢小

牧野　4-A603

災害防除L=400m 青森市  ■  ■  ■         212 －

R3

A01-104 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)岩木山環状線芦萢町

　4-A605

災害防除L=0.34km 鯵ヶ沢町  ■  ■  ■  ■  ■         296 －

R6

A01-105 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道280号蟹田石浜　

4-A606

災害防除L=130m 外ヶ浜町  ■          10 －

R1

A01-106 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道279号下風呂　4-

A609

災害防除L=0.30km 風間浦村  ■          18 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

A01-107 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号板家戸国有

林　4-A610

災害防除L=0.28km むつ市  ■  ■  ■  ■         232 －

R4

A01-108 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道104号石亀　4-A6

13

災害防除L=250m 田子町  ■  ■  ■         300 －

R3

17 案件番号： 0000367909



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 A01-109 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道454号戸来　4-A6

14

災害防除L=33m 新郷村  ■          70 －

R1

A01-110 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号南小泊山　

4-A615

災害防除L=0.18km 中泊町  ■  ■  ■  ■         121 －

R4

A01-111 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)権現崎線長坂　4-A61

6

災害防除L=60m 中泊町  ■  ■          35 －

R2

A01-112 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)青森五所川原線東嘉

瀬山　4-A617

災害防除L=0.08km 五所川原市  ■  ■  ■  ■         144 －

R4

A01-113 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道279号易国間３　

4-A618

災害防除L=1.10km 風間浦村  ■          15 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

A01-114 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号板家戸２　

4-A619

災害防除L=0.04km むつ市  ■  ■  ■  ■  ■         162 －

R5

18 案件番号： 0000367909



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 A01-115 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)夏泊公園線稲生　4-A

620

災害防除L=50m 平内町  ■  ■          70 －

R2

A01-116 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道279号松ノ木平　

4-A621

災害防除L=410m 野辺地町  ■  ■  ■         230 －

R3

A01-117 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

小目名　4-A622

災害防除L=0.14km むつ市  ■          28 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

A01-118 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)三厩小泊線南小泊山

国有林　4-A623

災害防除L=0.22km 中泊町  ■  ■  ■  ■         120 －

R5

A01-119 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道454号戸来２　4-

A624

斜面対策L=50m 新郷村  ■  ■  ■         100 －

R3

A01-120 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)屏風山内間部線小田

川山　4-A625

擁壁工L=30m 五所川原市  ■          30 －

R1

19 案件番号： 0000367909



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 A01-121 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)東北横浜線室ノ久保

　4-A626

落石対策L=200m 六ケ所村  ■          20 －

R1

A01-122 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号牛滝　4-A6

27

斜面対策L=60m 佐井村  ■          70 －

R1

A01-123 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)岩崎西目屋弘前線川

原平　4-A628

災害防除L=0.11km 西目屋村  ■  ■  ■  ■         272 －

R5

A01-124 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)青森五所川原線東嘉

瀬山２　4-A629

災害防除L=0.03km 五所川原市  ■  ■  ■          42 －

R4

A01-125 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)高山稲荷神社線牛潟

町　4-A630

排水工L=10m つがる市  ■          20 －

R1

A01-126 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)横浜六ヶ所線尾駮ほ

か　4-A631

斜面対策L=90m 六ヶ所村ほか  ■  ■          45 －

R3

20 案件番号： 0000367909



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 A01-127 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)大町三沢線日の出　4

-A632

排水施設対策（排水路）L=40

m

三沢市  ■          40 －

R1

A01-128 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)東北横浜線戸鎖　4-A

633

排水施設対策（排水路）L=75

m

六ヶ所村  ■          32 －

R3

A01-129 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 点検 （国）国道103号ほか横内

ほか4-A640

道路土工構造物点検N=856箇

所

青森市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

A01-130 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

点検 （主）青森田代十和田線

ほか南駒込山国有林ほか4

-A641

道路土工構造物点検N=348箇

所

青森市ほか  ■  ■  ■  ■  ■          70 －

A01-131 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道103号ほか4-A701 道路付属物修繕 青森市ほか  ■  ■          60 －

A01-132 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道102号ほか4-A702 道路付属物修繕 黒石市ほか  ■  ■          46 －

A01-133 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道454号ほか4-A703 道路付属物修繕 新郷村ほか  ■  ■          59 －

21 案件番号： 0000367909



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 A01-134 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)鯵ヶ沢蟹田線ほか4-A

704

道路付属物修繕 中泊町ほか  ■  ■          67 －

A01-135 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)弘前岳鯵ヶ沢線ほか4

-A705

道路付属物修繕 鯵ヶ沢町ほか  ■          24 －

A01-136 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道103号ほか4-A706 道路付属物修繕 十和田市ほか  ■  ■          80 －

A01-137 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道279号ほか4-A707 道路付属物修繕 むつ市ほか  ■  ■          80 －

A01-138 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道279号ほか奥内ほ

か4-A760

道路施設対策(CCTVカメラ停

電対策工)

横浜町ほか  ■  ■         230 －

A01-139 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)青森田代十和田線ほ

か田代平ほか4-A761

道路施設対策(CCTVカメラ停

電対策工)

青森市ほか  ■  ■          70 －

A01-140 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸百石線長苗代3丁

目4-A762

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 －

H32

22 案件番号： 0000367909



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 A01-141 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)橋向五戸線轟木前4-A

763

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 －

H32

A01-142 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道103号ほか4-A801 標識改善 青森市ほか  ■          30 －

A01-143 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道103号ほか4-A708 小規模付属物点検 青森市ほか  ■  ■  ■         150 －

A01-144 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

計画調

査

(主)青森停車場線ほか4-A

901

青森停車場線ほか路面性状調

査

青森市ほか  ■          59 －

H31

A01-145 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

計画調

査

(主)青森環状野内線ほか4

-A902

青森環状野内線ほか路面下空

洞調査

青森市ほか  ■          89 －

H31

A01-146 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)屏風山内真部線ほか

内真部ほか4-A937

道路情報板停電対策工N=31箇

所

青森市ほか  ■         310 －

A01-147 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)103号ほか妙見ほか4-

A948

道路情報板停電対策工N=79箇

所

青森市ほか  ■         790 －

23 案件番号： 0000367909



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 A01-148 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)妙売市線ほか42路線4

-A978

道路照明灯LED化 八戸市ほか  ■          93 －

A01-149 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸百石線ほか19路

線4-A982

道路照明灯LED化 八戸市ほか  ■  ■          55 －

A01-150 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸環状線ほか33路

線4-A1008

道路照明灯LED化 八戸市ほか  ■  ■         317 －

A01-151 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)394号ほか9路線4-A10

32

道路照明灯LED化 十和田市ほか  ■  ■         178 －

A01-152 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕  (一)十二湖公園線松神山

国有林　4-A634 

災害防除　L=0.28km 深浦町  ■          10 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

A01-153 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕  (国)101号深浦町　4-A63

5 

災害防除　L=0.05km 深浦町  ■          10 －

R1（R2から個別補助_土砂災害対策道路事業）

24 案件番号： 0000367909



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 A01-154 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕  (主)岩崎西目屋弘前線東

赤石山　4-A636

災害防除　L=70m 鰺ヶ沢町  ■  ■          45 －

R2

A01-155 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕  (国)338号仏ヶ浦　4-A63

7 

災害防除L=0.54km 佐井村  ■  ■  ■  ■  ■         368 －

R7

A01-156 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕  (主)川内佐井線田野沢山

国有林ほか　4-A638 

災害防除　L=0.11km むつ市  ■  ■  ■  ■         103 －

R4

A01-157 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕  (主)屏風山内真部線喜良

市山　4-A639 

災害防除　L=0.10km 五所川原市  ■  ■  ■  ■          25 －

R4

A01-158 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕  (一)横浜六ヶ所線ほか　

4-A1033 

道路照明灯LED化 十和田市ほか  ■          50 －

A01-159 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕  (国)339号ほか　4-A1035

 

道路照明灯LED化 五所川原市ほか  ■          55 －

25 案件番号： 0000367909



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 A01-160 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安  (一)海老川新町線外緑町

外4-A347 

路肩改良ほかL=3.4km むつ市  ■  ■          93 －

R2

A01-161 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕  (主)三沢七戸線犬落瀬ほ

か4-A535 

舗装補修L=1.2km 六戸町  ■  ■  ■         120 －

R3完

A01-162 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 (主)鯵ヶ沢蟹田線木造館

岡4-A348

路肩改良L=0.2km つがる市  ■  ■          60 －

R3

A01-163 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)五戸六戸線天満ほか4

-A502

舗装補修L=0.9km 五戸町  ■          70 －

R2

A01-164 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道394号乙部ほか4-

A503

舗装補修L=2.3km 東北町  ■  ■  ■  ■         230 －

R4

A01-165 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)鯵ヶ沢蟹田線車力町

ほか4-A504

舗装補修L=2.3km つがる市  ■  ■  ■  ■         270 －

R5

26 案件番号： 0000367909



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 A01-166 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

大浦ほか4-507

舗装補修L=1.8km 東北町  ■  ■  ■  ■         180 －

R5完

A01-167 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 国道394号寒水ほか4-A508 舗装補修L=2.7km 七戸町  ■  ■  ■  ■         200 －

R5完

A01-168 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号三厩藤嶋　

4-A642

法面対策L=80m 外ヶ浜町  ■  ■  ■         120 －

R4

A01-169 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)戸来岳貝守線戸来３

　4-A643

災害防除　L=0.02km 新郷村  ■  ■  ■          27 －

R4

A01-170 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)夏泊公園線久慈ノ浜

海岸　4-A644

災害防除　L=1.70km 平内町  ■  ■  ■  ■          75 －

R11

A01-171 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

計画調

査

（主）青森停車場線ほか4

-A903

青森停車場線ほか路面性状調

査

青森市ほか  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-172 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

計画調

査

（主）青森環状野内線ほ

か4-A904

青森環状野内線ほか路面下空

洞調査

青森市ほか  ■  ■  ■  ■         160 －

27 案件番号： 0000367909



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 A01-173 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)101号　4-A1017 道路施設対策（道路照明灯LE

D化対策工）

五所川原市  ■          30 －

A01-174 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)102号　4-A1018 道路施設対策（道路照明灯LE

D化対策工）

十和田市  ■          45 －

A01-175 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　4-A146

現道拡幅L=0.4km 五所川原市  ■  ■         498 －

A01-176 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （主）五所川原浪岡線下

石川4-A349

現道拡幅L=1.7km 青森市  ■  ■  ■       1,200 －

R10完

A01-177 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)橋向五戸線切谷内ほ

か4-A645

舗装補修L=2.5km 五戸町  ■  ■  ■  ■         250 －

R5完

A01-178 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道454号ニノ倉ほ

か4ｰA646

舗装補修L=0.5km 新郷村  ■  ■          50 －

28 案件番号： 0000367909



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 A01-179 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸百石線河原木ほ

か4ｰA647

舗装補修L=2.0km 八戸市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

R5完

A01-180 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）川内佐井線佐井ほ

か4-A648

舗装補修L=0.9km 佐井村  ■  ■          90 －

A01-181 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号 中小泊山2

　4-A649

災害防除　L=0.10km 中泊町  ■  ■  ■  ■         100 －

R5

A01-182 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号中小泊山3 

4-A650

災害防除　L=0.15km 中泊町  ■  ■  ■          67 －

R4

A01-183 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)岩崎西目屋弘前線西

岩崎山6 4-A651

災害防除　L=0.50km 深浦町  ■  ■  ■  ■         170 －

R6

A01-184 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　田野沢

山国有林2 4-A652

災害防除　L=0.08km むつ市  ■  ■  ■         170 －

R4

29 案件番号： 0000367909



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 A01-185 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号三厩藤島2 

4-A653

災害防除　L=0.29km 外ヶ浜町  ■  ■  ■  ■          68 －

R9

A01-186 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)屏風山内真部線　内

真部　4-A654

災害防除　L=0.28km 青森市  ■  ■  ■  ■          47 －

R8

A01-187 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　

国吉　4ｰA655

災害防除　L=0.10km 弘前市  ■  ■  ■  ■          63 －

R5

A01-188 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道102号　切明　4ｰ

A656

災害防除　L=30m 平川市  ■  ■  ■  ■         140 －

R5完予定

A01-189 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)八戸環状線　白銀　4

-A657

災害防除　L=110m 八戸市  ■  ■          77 －

R3

A01-190 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道104号　相米　4-

A658

災害防除　L=70m 田子町  ■  ■          52 －

R3

30 案件番号： 0000367909



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 A01-191 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道101号　大間越　

4-A659

災害防除　L=0.09km 深浦町  ■  ■          10 －

R3（R4から補助事業）

A01-192 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道279号　桑畑　4-

A660

災害防除　L=0.08km 風間浦村  ■  ■  ■         100 －

R4

A01-193 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号　矢越 4-A

661

災害防除L=20m 佐井村  ■  ■          20 －

R3

A01-194 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号　牛滝 4-A

662

災害防除　L=0.23km 佐井村  ■  ■          21 －

R3（R4から補助事業_土砂災害対策道路事業）

A01-195 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道338号　喜平治山

国有林 4-A663

災害防除　L=0.19km 佐井村  ■  ■          15 －

R3（R4から補助事業_土砂災害対策道路事業）

A01-196 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道339号　中小泊

山 4-A664

災害防除L=100m 中泊町  ■  ■          40 －

R3

31 案件番号： 0000367909



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 A01-197 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）青森五所川原線　

飯詰 4-A665

災害防除L=50m 五所川原市  ■  ■          15 －

R3

A01-198 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）屏風山内真部線　

喜良市山2 4-A666

災害防除L=100m 五所川原市  ■  ■          10 －

R3

A01-199 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道394号　七戸深

山国有林 4-A667

災害防除　L=0.06km 七戸町  ■  ■  ■         157 －

R6

A01-200 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道338号　仏ヶ浦

2 4-A668

災害防除　L=0.20km 佐井村  ■  ■  ■          60 －

R4

A01-201 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道338号　奥戸　

4-A669

災害防除L=170m 大間町  ■  ■  ■          80 －

R4完

A01-202 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　十

三　4-A670

災害防除L＝30m 五所川原市  ■  ■          70 －

R3

32 案件番号： 0000367909



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 A01-203 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道103号ほか4-A1

037

道路附属物修繕 青森市ほか  ■  ■  ■  ■         150 －

R7完

A01-204 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道103号ほか4-A1

038

道路照明灯LED化 青森市ほか  ■  ■         424 －

A01-205 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道103号ほか4-A1

036

道路情報提供装置 青森市ほか  ■  ■  ■         225 －

R7完

A01-206 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 交安 （国）338号奥戸4-A380 視距改良L=0.3km 大間町  ■  ■  ■         250 －

R7完

A01-207 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

交安 （一）再賀木造線蓮川4-A

350

視距改良 つがる市  ■  ■  ■          70 －

A01-208 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)弘前岳鯵ヶ沢線　葛

原ほか 4-A850

舗装補修　L=0.6km 弘前市  ■  ■  ■         180 －

R5完

A01-209 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　市川

町ほか 4-A851

舗装補修L=1km 八戸市  ■  ■  ■         100 －

R5完

33 案件番号： 0000367909



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 A01-210 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道454号　戸来ほか

 4-A852

舗装補修L=3.8km 新郷村  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

R5完

A01-211 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)苫米地兎内線　切谷

内外 4-A853

舗装補修L=1.0km 五戸町  ■  ■  ■         120 －

R5完

A01-212 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　尻内町

外 4-A854

舗装補修L=0.3km 八戸市  ■  ■  ■  ■         100 －

R5完

A01-213 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (一)野々上斗内線　斗内

外 4-A855

舗装補修L=1.0km 三戸町  ■  ■  ■         100 －

R5完

A01-214 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道340号　市野沢外

 4-A856

舗装補修L=1.6km 八戸市  ■  ■  ■  ■         160 －

R5完

A01-215 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)国道339号　小泊外 4

-A857

舗装補修L=2.0km 中泊町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

R5完

34 案件番号： 0000367909



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 A01-216 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)東北横浜線　尾駮外 

4-A858

舗装補修L=1.0km 六ヶ所村  ■  ■  ■         360 －

R5完

A01-217 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）立崎洞内線 立崎外

4-A859

舗装補修L=0.8km 十和田市  ■  ■  ■          80 －

R5完

A01-218 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）水喰上北町停車場

線 滝沢平外4-A860

舗装補修L=1.8km 東北町  ■  ■  ■         180 －

R5完

A01-219 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）天ケ森三沢線 三沢

外4-A861

舗装補修L=1.0km 三沢市  ■  ■  ■         300 －

R5完

A01-220 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 

むつ市赤川4-A862

舗装補修L=3.0km むつ市  ■  ■  ■  ■         300 －

R5完

A01-221 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）黒石藤崎線 川部外

4-A863

舗装補修L=1.0km 田舎館村  ■  ■  ■         100 －

R5完

35 案件番号： 0000367909



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 A01-222 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）戸来十和田線 鹿田

外4-A864

舗装補修L=1.0km 新郷村  ■  ■  ■         100 －

R5完

A01-223 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道104号 夏坂外4

-A865

舗装補修L=1.0km 田子町  ■  ■  ■         100 －

R5完

A01-224 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道454号 長苗代

外4-A866

舗装補修L=1.6km 八戸市  ■  ■  ■         160 －

R5完

A01-225 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道340号 是川外4

-A867

舗装補修L=0.8km 八戸市  ■  ■  ■          80 －

R5完

A01-226 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道339号 磯松外4

-A868

舗装補修L=1.6km 五所川原市  ■  ■  ■         160 －

R5完

A01-227 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 水

野尾外4-A869

舗装補修L=1.0km 五所川原市  ■  ■  ■         100 －

36 案件番号： 0000367909



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 A01-228 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）水喰上北町停車場

線 上野外4-A870

舗装補修L=3.0km 東北町  ■  ■  ■         300 －

R5完

A01-229 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）三沢十和田線 鶉久

保外4-A871

舗装補修L=1.6km おいらせ町  ■  ■  ■         160 －

A01-230 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道394号 外蛯沢

外4-A872

舗装補修L=0.9km 東北町  ■  ■  ■          90 －

R5完

A01-231 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）青森環状野内線 野

木外4-A873

舗装補修L=3.5km 青森市  ■  ■  ■         350 －

R5完

A01-232 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）屏風山内真部線 喜

良市外4-A874

舗装補修L=2.1km 五所川原市  ■  ■  ■         150 －

R5完

A01-233 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 蟹田

小国外4-A875

舗装補修L=1.1km 今別町  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

37 案件番号： 0000367909



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 A01-234 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　十

三外 4-A876

舗装補修　L=0.3km つがる市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

R5完

A01-235 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 (国)  国道394号　倉内外

　4A-877

舗装補修　L=1.0km 六ヶ所村  ■  ■  ■         500 －

R5完

A01-236 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 (主)青森五所川原線　東

嘉瀬山3　4-A671

災害防除　L=0.12km 五所川原市  ■  ■  ■          37 －

R10

A01-237 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4

-A147

バイパスL=1.96km 五所川原市~板

柳町

 ■  ■  ■         850 －

R3補正のみ

A01-238 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 (国)国道101号追良瀬II期

4-A148

バイパスL=1.0km 深浦町  ■  ■  ■  ■       2,254 －

R3補正のみ

A01-239 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4-A149

バイパスL=3.6km 南部町  ■  ■  ■  ■         600 －

R3補正のみ

38 案件番号： 0000367909



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 A01-240 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4-1

50

現道拡幅L=1.5km 七戸町  ■  ■  ■         262 －

R3補正のみ

A01-241 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 改築 (国)国道279号木野部4-A1

51

バイパスL=2.20km むつ市  ■  ■  ■         520 1.15 －

R3補正のみ

A01-242 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 国道279号　新出戸橋　4-

A152

橋梁補強　N=1橋 むつ市  ■  ■         110 策定済

A01-243 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道279号　中野沢

外　4-A878

舗装補修　L=1.6km むつ市  ■  ■         100 －

R5完

A01-244 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）五所川原岩木線　

前田野目外　4-A879

舗装補修　L=1.6km 五所川原市  ■  ■  ■         120 －

R5完

A01-245 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）青森浪岡線ほか 4-

A1039

道路情報提供装置（監視カメ

ラ）

青森市ほか  ■  ■         150 －

39 案件番号： 0000367909



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 A01-246 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道101号ほか 4-A

1040

道路情報提供装置（監視カメ

ラ）

五所川原市ほか  ■  ■         250 －

A01-247 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道280号　奥平部

砥石　4-A672

災害防除　L=0.05km 今別町  ■  ■          47 －

R4

A01-248 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道280号　村本道

添　4-A673

災害防除　L=0.01km 今別町  ■  ■          20 －

R6

A01-249 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道280号　平舘石

崎　4-A674

災害防除　L=0.13km 外ヶ浜町  ■  ■          20 －

R7

A01-250 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道338号　福浦　

4-A675

災害防除　L=0.09km 佐井村  ■  ■          29 －

R7

A01-251 道路 一般 青森県 直接 青森県 国道 修繕 （国）国道339号　北小泊

山　4-A676

災害防除　L=0.04km 中泊町  ■          60 －

R4

40 案件番号： 0000367909



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 A01-252 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）夏泊公園線　稲生

　4-A677

災害防除　L=0.10km 平内町  ■  ■          20 －

R6

A01-253 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）夏泊公園線　稲生2

   4-A678

災害防除　L=0.03km 平内町  ■  ■          20 －

R7

A01-254 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）青森五所川原線　

新城　4-A679

災害防除　L=0.08km 青森市  ■          46 －

R4

A01-255 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （主）軽米名川線　泉清

水　4-A680

災害防除　L=0.10km 八戸市  ■  ■          55 －

R6

A01-256 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）権現崎線　長坂　4

-A681

災害防除　L=0.04km 中泊町  ■  ■          50 －

R5

A01-257 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）清水川滝沢野内線

　外童子　4-A682

災害防除　L=0.04km 平内町  ■  ■          20 －

R7

41 案件番号： 0000367909



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 A01-258 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）清水川滝沢野内線

　滝の沢　4-A683

災害防除　L=0.18km 平内町  ■  ■          20 －

R7

A01-259 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）櫛引上名久井三戸

線　赤石　4-A684

災害防除　L=0.02km 南部町  ■  ■          40 －

R5

A01-260 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）島守八戸線　是川

　4-A685

災害防除　L=0.05km 八戸市  ■  ■          55 －

R6

A01-261 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）苫米地兎内線　苫

米地　4-A686

災害防除　L=0.03km 南部町  ■  ■          55 －

R5

A01-262 道路 一般 青森県 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）後平青森線　北天

間館国有林　4-A687

災害防除　L=0.14km 七戸町  ■  ■          90 －

R7

A01-263 道路 一般 青森市 直接 青森県 都道府

県道

修繕 （一）西目屋二ツ井線　

湯ノ沢国有林　4-A688

災害防除　L=1.30km 西目屋村  ■  ■          85 －

R5

 小計      39,302

42 案件番号： 0000367909



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

合計      39,302

43 案件番号： 0000367909



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02

配分額 (a)                   2,898                   3,618

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

交付額 (c=a+b)                   2,898                   3,618

前年度からの繰越額 (d)                   1,361                   1,372

支払済額 (e)                   2,887                   2,257

翌年度繰越額 (f)                   1,372                   2,733

うち未契約繰越額(g)                     889                   1,798

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   20.87                   36.03

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

5か年加速化補正予算のた

め。

1 案件番号： 0000367909


