


平成２３年度　青森県における事業計画（H２３年２月）（河川局関係）

工事関係費 負担額
（注）

河川事業 1,550.4 465.1

河川改修費 1,091.7 247.5

一般河川改修 1,091.7 247.5

馬淵川
直轄管理区間　L=10km（馬淵川築
堤・護岸他）

62 450.9 102.2 根城地区：築堤L=250m、用地補償A=0.4ha
根城地区：築堤、樋管（平成２３年度完成予定）
樋門設計等

3.0～4.5

高瀬川
直轄管理区間　L=40.1km（高瀬川築
堤・湖岸堤・護岸他）

97 129.6 29.4 田ノ沢地区：築堤L=50m、樋門N=1基、用地補償A=0.4ha
田ノ沢地区：築堤（平成２４年度完成予定）
堤防点検等

1.2～1.3

　 岩木川
直轄管理区間　L=80.6km（岩木川築
堤・護岸他）

2,050 511.2 115.9
板柳地区：築堤L=100m、河道掘削V=6千m3
上中畑地区：築堤L=300m、河道掘削V=21千m3、用地補償
A=1.8ha

板柳地区：築堤、用地補償（平成２６年度完成予定）
上中畑地区：築堤、用地補償（平成２８年度以降完成予定）
鶴田左岸地区：用地補償（平成２８年度以降完成予定）
築堤設計等

1.1～12

河川工作物関連応急対策事業費 43.1 9.8

高瀬川
直轄管理区間 Ｌ＝40.1㎞
樋門・樋管等 ５箇所

2 43.1 9.8 平沼第１排水樋門動力化 空洞化対策 １箇所(Ｈ２３年度完成予定) 0.38～0.43

消流雪用水導水事業費 163.6 81.8

岩木川
鶴田地区（取水施設１箇所、導水
路、管理施設）

12 163.6 81.8 導水路L=330m、管理施設外構1式 電気設備、管理施設（平成２３年度完成予定） 1.6～1.8

総合水系環境整備事業費 252.0 126.0

高瀬川水系 小川原湖水環境整備　１式 42 140.0 70.0 水質浄化対策1式、設計検討1式 水質浄化対策1式、設計検討1式（平成28年度以降完成予定） －～3.1

岩木川水系
岩木川魚がすみやすい川づくり　１
式

28 106.0 53.0 魚道改良1箇所 調査検討1式（平成25年度完成予定） －～0.18

馬淵川水系
馬淵川魚がすみやすい川づくり　１
式

7.5 6.0 3.0 調査検討1式 調査検討1式（平成26年度完成予定） －～0.11

ダム事業 8,930.3 1,678.9

多目的ダム建設事業費 8,774.3 1,649.6  

岩木川津軽ダム
津軽ダム（Ｈ＝97ｍ・Ｌ＝342ｍ）・県
道岩崎西目屋弘前線付け替え　他

1,620 8,774.3 1,649.6
本体工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設72,500m3等)、木戸ヶ沢貯水池保全施設
関連工事、用地補償、付替県道（一般部490m、橋梁1橋）、地質
調査、本体設計等

本体工事、付替道路工事、水理水文調査、環境調査等 148 平成28年度以降完成予定

電気事業者等工事費負担金還付金 156.0 29.3   

岩木川津軽ダム 還付金 8.9649 156.0 29.3 電気事業者等工事費負担金還付金 電気事業者等工事費負担金還付金 1.6

10,480.7 2,144.0    

（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。   

「工事関係費」、「Ｈ２３年度事業進捗見込み」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

備考Ｈ２３年度事業内容
Ｈ２３年度事業
進捗見込み

（億円）

合　　　　計

対象科目
Ｈ２２年度当初（百万円）

Ｈ２２年度事業内容全体事業規模
全体事業費

（億円）



平成２３年度　青森県における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

負担基本額 負担額

L=8.6km 435 1,046 197

・調査推進：用地調査(笹原
ささはら

地区 1.0ha)、橋梁詳細設計(田面木
たものき

橋

延長43m 他1橋)

・用地買収推進：田面木～是川地区
これかわ

 2.1ha

・工事推進：改良工事（長根地区
ながね

 延長1.5km）、トンネル工事（是

川トンネル 延長1.0km）

<・調査推進：道路・構造物補足設計>

<・用地買収推進：是川
これかわ

～十日市
とおかいち

地区 1.0ha>

・工事推進：トンネル工事(是川トンネル 延長1.5km)、橋梁工事(田
たも

面木
のき

橋上部工 延長43m 他1橋)、<改良工事(是川～十日市地区

延長 1.5km)、橋梁工事(田面木橋下部工 延長43m 他1橋)>

12～29億円程度

用地進捗率：約94％
事業進捗率：約67％
H25 八戸市大字根城～八戸是川ＩＣ
延長4.8km 暫定2車線供用予定（2/4）

L=8.7km 306 749 141

・調査推進：交差点設計

・用地買収推進：大渡
おおわたり

～道仏
どうぶつ

地区 0.5ha

・工事推進：改良・舗装工事（蒼
そう

前
ぜん

～道仏地区 延長2.8km）

・調査推進：道路・構造物補足設計

・用地買収推進：大渡～道仏
おおわたり　　どうぶつ

地区 0.5ha

・工事推進：改良・舗装工事(蒼前
そうぜん

～道仏地区 延長2.5km)

供用必要額
7～9億円程度

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約74％
H24 種差海岸階上岳IC～三戸郡階上
町大字道仏
延長5.3km 暫定2車線供用予定（2/4）

L=3.7km 55 368 69

・調査推進：用地調査(外馬屋
そとまや

前田
まえだ

～新沢
あらさわ

地区 4.0ha)、橋梁予備

設計(鳴沢
なるさわ

跨線橋 延長110m 他1橋)、道路詳細設計(南浮田
みなみうきた

地区

延長2.0km)

・用地買収着手：北浮田
きたうきた

地区 4.5ha

<・調査推進：交差点詳細設計、軟弱地盤解析>

<・用地買収推進：早田
はやた

、金沢
かなざわ

街道
かいどう

ノ沢
さわ

、鳴戸
なると

地区 8.0ha>

<・工事着手：改良工事(南
みなみ

浮田
　　うきた

地区 延長0.8km)>

- ～5億円程度

用地進捗率：0％
事業進捗率：約16％
H27 つがる市木造越水～鰺ヶ沢大字
舞戸町
延長3.7km 完成2車線供用予定（2/2）

L=7.7km 245 4,400 997

・調査推進：道路詳細設計(犬落瀬
いぬおとせ

地区 延長2.0km)

・用地買収推進：中津川
なかつがわ

地区 0.5ha

・工事推進：改良工事（六戸
ろくのへ

～大浦
おおうら

地区 延長7.7km）、橋梁工事

（柳沢
やなぎさわ

橋上部工 延長26m 他3橋）

・調査推進：道路・構造物補足設計

・用地買収推進：柳沢
やなぎさわ

地区 0.4ha

・工事推進：改良・舗装工事(犬
いぬおとせ

落瀬～大浦
おおうら

地区 延長7.7km)、橋

梁工事(大沢
おおさわ

橋上部工 延長97m 他2橋)

供用必要額
35～39億円程度

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約75％
H24 上北郡六戸町大字犬落瀬～東北
町大字大浦
延長7.7km 暫定2車線供用予定（2/4）

L=7.8km 229 560 127

・調査推進：用地調査(道ノ下
みちのした

～附田向
つくたむかい

地区 91.0ha)、橋梁予備設

計(砂土路
さどろ

川橋 延長85m 他2橋)、道路詳細設計(新山
にいやま

～境
さかい

ノ沢
さわ

地

区 延長2.3km)

・用地買収推進：大浦
おおうら

地区 6.0ha、大沢田
おおさわだ

地区 1.0ha

<・調査推進：道路詳細設計(大浦
おおうら

～附田向
つくたむかい

地区 延長2.3km)、橋

梁詳細設計(砂土路
さどろ

川橋 延長85m 他2橋)>

<・用地買収推進：山ノ外
やまのそと

、中久根
なかくね

、外久根
そとくね

、下モ平
しもたい

地区 20ha>

<・工事着手：改良工事(中久根
なかくね

地区 延長1.5km)>

- ～13億円程度

用地進捗率：0％
事業進捗率：約3％
H28以降 東北町大字大浦～七戸町字
附田向
延長7.8km 暫定2車線供用予定（2/4）

L=5.7km 94 500 113
・調査推進：整備効果検討

・工事推進：改良・舗装工事（北野
きたの

～荒
あら

熊
くま

内
ない

地区 延長2.8km）
－ - H22年度完了

L=4.2km 170 323 73

・調査推進：整備効果検討

・用地買収推進：中野
なかの

地区 0.2ha

・工事推進：改良・舗装工事（中野地区 延長2.9km）

・調査推進：整備効果検討

・用地買収推進：中野
なかの

地区 0.02ha

・工事推進：改良・舗装工事(土屋
つちや

地区 0.5km)

供用必要額
1～3億円程度

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約96％
H23 東津軽郡平内町大字中野～大字
土屋
延長2.9km 暫定2車線供用予定（2/4）

L=4.6km 30 740 168

・調査推進：整備効果検討

・工事推進：改良・舗装工事（平川～堀越
ほりこし

地区 延長3.9km）、橋梁

工事（弘前大橋上部工 延長215m 他1橋）

・調査推進：整備効果検討

・用地買収推進：堀越
ほりこし

地区 0.02ha

・工事推進：改良・舗装工事(堀越地区 延長 1.0km)、橋梁工事

（弘前
ひろさき

大橋上部工 延長215m 他1橋）

供用必要額
4～6億円程度

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約82％
H23 弘前市大字石川～大字堀越
延長4.6km 完成4車線供用予定（4/4）

L=10.2km 170 100 23

・調査推進：整備効果検討

・用地買収推進：堀越
ほりこし

～門外
かどけ

地区 0.2ha

・工事推進：改良・舗装工事（堀越～門外地区 延長1.3km）

－ - H22年度完了

L=12.6km 260 - - －（休止） － 休止（４車線拡幅）

L=4.3km 42 416 94
・調査推進：整備効果検討

・工事推進：改良・舗装工事（戸門
とかど

～新城
しんじょう

地区 延長1.9km）

・調査推進：整備効果検討

・工事推進：改良・舗装工事（戸門
とかど

～新城
しんじょう

地区 延長1.2km）

供用必要額
2～4億円程度

用地進捗率：100％
事業進捗率：約66％
H23 青森市大字戸門～大字新城
延長2.8km 完成4車線供用予定（4/4）

Ｈ２３年度事業進捗見込み 備考

国道45号 八戸南環状道路

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容

国道45号 八戸南道路

箇所名等 事業規模

国道101号 鰺ヶ沢道路

国道45号 上北道路

国道45号 上北天間林道路

国道4号 七戸バイパス

国道4号 土屋バイパス

国道7号 石川バイパス

国道7号 弘前バイパス

国道7号 浪岡バイパス

国道7号 青森西バイパス（Ⅱ期）



平成２３年度　青森県における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

負担基本額 負担額

Ｈ２３年度事業進捗見込み 備考
全体事業費

（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容箇所名等 事業規模

L=3.8km 138 1,800 408

・調査推進：軟弱地盤解析

・用地買収推進：稲村
いなむら

～鶴泊
つるどまり

地区 0.2ha

・工事推進：橋梁工事（柳川
やながわ

橋下部工 延長98m 他2橋）、改良工

事（小曲
こまがり

地区 延長3.3km）

<・調査推進：道路・構造物補足設計>

<・用地買収推進：枝村
えだむら

地区 0.06ha>

・工事推進：改良工事(枝村
えだむら

地区 延長0.2km)、橋梁工事（柳川
やながわ

橋

上・下部工 延長98m 他2橋）、<改良工事(枝村地区 延長0.3km)>

20～24億円程度

用地進捗率：約98％
事業進捗率：約56％
H26 五所川原市大字太刀打～つがる
市柏稲盛岡本
延長3.8km 完成2車線供用予定（2/2）

11,002 2,410   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

（注）Ｈ２３年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２２年１２月末時点。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２２年度補正時投入時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。 

合　　　　計

国道101号 五所川原西バイパス



平成２３年度　青森県における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）

負担基本額 負担額

L=1.4km 7.1 126 42
・調査設計
・用地買収

・用地買収
・工事

・用地進捗率約47%
・事業進捗率約25%
・H24年度完成予定

L=0.6km 1.5 33 11 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約65%
・H23年度完成予定

１箇所 2.0 36 12 ・工事 － ・H22年度完成

L=1.2km 2.2 72 24 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約69%
・H23年度完成予定

１箇所 1.5 60 20 ・工事 － ・H22年度完成

１箇所 2.8 54 18 ・工事 － ・H22年度完成

L=1.0km 4.2 117 39 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約68%
・H23年度完成予定

１箇所 2.1 54 18
・用地買収
・工事

・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約60%
・H23年度完成予定

L=2.3km 4.9 192 64 ・工事 － ・H22年度完成

L=0.6km 3.7 30 10 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約93%
・H23年度完成予定

L=0.6km 3.0 120 40
・用地買収
・工事

－ ・H22年度完成

１箇所 13.1 180 60 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約87%
・H23年度完成予定

L=0.6km 1.7 69 23 ・工事 － ・H22年度完成

１箇所 1.7 36 12 ・工事 － ・H22年度完成

L=1.3km 4.9 192 64
・調査設計
・用地買収
・工事

・用地買収
・工事

・用地進捗率0%
・事業進捗率約71%
・H23年度完成予定

１箇所 6.9 84 28 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約82%
・H23年度完成予定

L=1.2km 9.8 108 36 ・工事 － ・H22年度完成

L=2.5km 11.1 96 32 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約93%
・H23年度完成予定

１箇所 9.8 45 15 ・調査設計 ・用地買収
・用地進捗率0%
・事業進捗率約10%
・H25年度完成予定

L=0.7km 4.8 51 17 ・工事 ・工事
・用地進捗率100%
・事業進捗率約87%
・H23年度完成予定

1,755 585   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容

国道4号

道ノ上交差点改良

相内歩道

国道45号 追立窪交差点改良

国道4号

国道4号

清水川歩道

愛宕交差点改良

備考

国道4号 梅内登坂車線

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

１３～１７億円程度

箇所名等 事業規模

国道4号 長坂下交差点改良

国道4号 橋本歩道

城東地下横断歩道

国道7号

Ｈ２３年度事業進捗見込み

国道4号 扇田歩道

鯖石歩道国道7号

国道4号 上新井田交差点改良

国道4号

国道7号 蔵館歩道

合　　　　計

国道104号 斗賀歩道

国道45号

八幡歩道

国道104号 苫米地交差点改良

国道104号 田面木歩道

国道104号

長島歩道

国道7号

売市交差点改良

新敷歩道

国道104号



平成２３年度　青森県における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）

負担基本額 負担額

－ － 104 52
道路照明､防護柵､道路標識､区画線､視線誘導標､情報収集機
器（ITV）

道路照明､道路標識､区画線

－ － 194 97
道路照明､防護柵､道路標識､区画線､視線誘導標､情報提供機
器（道の駅情報化､情報提供板）

道路照明､区画線､情報提供機器（情報提供板）､情報収集機器
（ITV）

－ － 86 43 道路照明､道路標識､区画線､情報収集機器（ITV） 道路照明､防護柵､区画線

－ － 6 3 区画線 区画線､視線誘導標

－ － 12 6 道路照明､区画線 道路照明､区画線

402 201   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

合　　　　計

Ｈ２２年度事業内容箇所名等 事業規模

－

国道45号 －

国道101号 －

国道104号

Ｈ２３年度事業進捗見込み 備考

国道4号 －

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

３～４億円程度

国道7号 －

Ｈ２３年度予定事業内容



平成２３年度　青森県における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

無電柱化推進事業費（電線共同溝）

負担基本額 負担額

L=0.9km 4 200 84 支障移転補償、本体工事推進 － 継続事業無し 平成22年度：L=0.9km供用予定

200 84   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

箇所名等 事業規模 Ｈ２３年度事業進捗見込み 備考

国道7号 高間地区電線共同溝

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容



【港湾整備事業】
（単位：百万円）

平成22年度 平成23年度予定 平成23年度

負担基本額 負担金 事業内容 事業内容 事業進捗見込

青森港沖館地区・油川地区防波
堤整備事業

393 928 336
沖館地区：防波堤(東)、
油川地区：防波堤(第一北)

沖館地区：防波堤(東)、
油川地区：防波堤(第一北)

9 ～ 16億円程度 H27年度完成予定

青森港沖館地区防波堤改良事業 15 231 84 防波堤(西)(改良) 防波堤(西)(改良) 1 ～ 2億円程度 H25年度完成予定

八戸港八太郎地区・外港地区防
波堤整備事業

920 351 127
外港地区：防波堤(中央)、
防波堤(第二中央)

外港地区：防波堤(中央)、
防波堤(第二中央)

4 ～ 7億円程度 H28年度以降完成予定

八戸港八太郎地区・河原木地区
航路埋没対策事業

395 1,308 473 航路泊地、泊地(-14m)
航路泊地、航路(-14m)、
航路・泊地(-14m)

15 ～ 27億円程度 H28年度以降完成予定

1,723 2,817 1,020   

※H２３年度実施内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。

合　　　　計

青森港

八戸港

平成22年度当初

備考

平成２３年度予算 　青森県における事業計画　（港湾関係）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）
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