
(参考様式２)

6 地域内・間の交流・連携を支える道路交通ネットワークの機能向上・維持による産業・生活基盤の形成

平成31（令和元）年度　～　令和5年度　（5年間）

・ 地域内・隣接地域における主要拠点間の移動時間の総和を、17.87時間（H31・R1）から17.11時間（R5）まで短縮する。
・ 冬期道路ネットワークの確保のため、老朽化している大型除雪機械の更新等を行い、雪寒道路指定延長10kmあたりの除雪機械保有台数を、0.53台（H31・R1）から0.73台（R5）まで向上させる。

主要拠点間移動時間総和
(主要拠点間移動時間総和)=(Σ各市町村設定拠点間移動時間）

雪寒道路指定延長10ｋｍあたり除雪機械保有台数
（雪寒道路指定延長10ｋｍあたり除雪機械保有台数）＝（除雪機械保有台数/雪寒道路指定延長（ｋｍ）×10）

A 基幹事業

事業 地域 交付 直接 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H31・R1 R2 R3 R4 R5 策定状況

6-A1 道路 一般 青森市 直接 市町村道 新設 (1) 桑原29号線 桑原 バイパス L=0.5km 青森市 1,068 - -

6-A2 道路 一般 青森市 直接 市町村道 新設 (1) 油川新城線 油川 バイパス L=0.8km 青森市 613 - -

6-A3 道路 一般 青森市 直接 市町村道 改築 (他) 金浜小畑沢線 大別内 現道拡幅 L=2.5km 青森市 200 - -

6-A4 道路 雪寒 青森市 直接 市町村道 除雪 (1) 八甲通り線ほか507路線 除雪 L=399.2km 青森市 2,070 - - 414/年

6-A5 道路 雪寒 青森市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 八甲通り線ほか507路線 除雪機械購入 N=3台 青森市 78 - -

6-A31 道路 一般 弘前市 直接 市町村道 改築 (1) 蒔苗鳥井野線 高屋 バイパス L=1.13km 弘前市 601 - -

6-A32 道路 一般 弘前市 直接 市町村道 改築 (他) 国吉館後線 国吉 現道拡幅 L=0.57km 弘前市 36 - -

6-A33 道路 一般 弘前市 直接 市町村道 改築 (他) 堰根下線 現道拡幅 L=0.64km 弘前市 189 - -

6-A34 道路 一般 弘前市 直接 市町村道 改築 (1) 常盤野1号線 現道拡幅 L=0.26km 弘前市 45 - -

6-A35 道路 一般 弘前市 直接 市町村道 新設 (1) 住吉山道町線 道路新設 L=0.11km 弘前市 260 - -

6-A36 道路 一般 弘前市 直接 市町村道 新設 (1) 桔梗野2号線 バイパス L=0.41km 弘前市 100 - -

6-A61 道路 一般 八戸市 直接 市町村道 改築 (他) 十文字巻河原線 島守 現道拡幅 L=0.6km 八戸市 249 - -

6-A62 道路 一般 八戸市 直接 市町村道 改築 (他) 島守堤森線 島守 現道拡幅 L=1.9km 八戸市 170 - -

6-A63 道路 雪寒 八戸市 直接 市町村道 除雪 (1) 湊白銀鮫線ほか142路線 除雪 L=269.1km 八戸市 30 - - 6/年

6-A91 道路 雪寒 黒石市 直接 市町村道 除雪 (1) 新町中十川線ほか850路線 除雪 L=105.0㎞ 黒石市 150 - - 30/年

6-A92 道路 雪寒 黒石市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 新町中十川線ほか850路線 除雪機械購入 N=4台 黒石市 136 - -

6-A93 道路 一般 黒石市 直接 市町村道 改築 (他) 浅瀬石23号線 現道拡幅 L=0.4㎞ 黒石市 49 - -

6-A121 道路 雪寒五所川原市 直接 市町村道 除雪 (1) みどり町幹線ほか204路線 除雪 L=232.7km五所川原市 238 - - 48/年

6-A122 道路 雪寒五所川原市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 下平井町・姥萢線ほか204路線 除雪機械購入 N=7台五所川原市 293 - -

6-A123 道路 一般五所川原市 直接 市町村道 改築 (2) 榊森・広田線 広田 現道拡幅 L=0.3km五所川原市 100 - -

6-A151 道路 雪寒十和田市 直接 市町村道 除雪 (1) 焼山線ほか658路線 除雪 L=634.6km十和田市 144 - - 29/年

6-A152 道路 雪寒十和田市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 焼山線ほか658路線 除雪機械購入 N=6台十和田市 117 - -

6-A181 道路 一般 三沢市 直接 市町村道 改築 (他) 谷地頭・金糞線 塩釜 現道拡幅 L=2.0㎞ 三沢市 232 - -

6-A211 道路 雪寒 むつ市 直接 市町村道 除雪 (1) 出戸・浜関根線ほか103路線 除雪 L=108.1km むつ市 210 - - 42/年

6-A212 道路 雪寒 むつ市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 出戸・浜関根線ほか103路線 除雪機械購入 N=5台 むつ市 159 - -

6-A241 道路 一般つがる市 直接 市町村道 改築 (1) 稲盛芦沼線 稲盛 現道拡幅 L=0.72㎞つがる市 54 - -

6-A242 道路 雪寒つがる市 直接 市町村道 除雪 (1) 林立花線ほか184路線 除雪 L=233.7㎞つがる市 325 - - 65/年

6-A243 道路 雪寒つがる市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 館岡平滝沼公園線ほか39路線 除雪機械購入 N=4台つがる市 154 - -

6-A271 道路 雪寒 平川市 直接 市町村道 除雪 (1) 荒田新屋線ほか91路線 除雪 L=111.4km 平川市 165 - - 33/年

6-A272 道路 一般 平川市 直接 市町村道 改築 (1) 町居広船線 町居 現道拡幅 L=0.4km 平川市 100 - -

6-A273 道路 雪寒 平川市 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 鯨森永野線 除雪機械購入 N=1台 平川市 20 - -

事業者
道路
種別

省略
工種

0.53台 - 0.73台
保有台数には耐用年数を超過しているものは含まない。

交付対象事業

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 13,818百万円Ａ 13,818百万円Ｂ 0百万円 Ｃ

番号
（事業箇所）

事業内容要素となる事業名
費用便益比市町村名

0百万円 Ｄ 0百万円 効果促進事業費の割合 0.0%

（H31・R1当初） （R5末）

17.87時間 - 17.11時間
各市町村４方向程度を設定

社会資本総合整備計画 令和2年3月13日

計画の名称 重点計画の該当

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の期間 交付対象
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、
鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、お
いらせ町、東通村、風間浦村、佐井村、田子町、南部町、階上町、新郷村

計画の目標

県内各地域が地域内・間の交流・連携を深められるよう、これを支える道路交通ネットワークの機能向上・維持を行い、地域の成長力強化・活性化につながる、産業・生活基盤の形成を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

-

事業実施期間（年度）
備考

全体事業費
（百万円）



6-A274 道路 一般 平川市 直接 市町村道 改築 (他) 新館野木和町居線 町居 現道拡幅 L=0.2km 平川市 50 - -

6-A301 道路 雪寒 平内町 直接 市町村道 除雪 (1) 小湊外童子線ほか250路線 除雪 L=103.3km 平内町 52 - - 13/年

6-A302 道路 雪寒 平内町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 小湊外童子線ほか3路線 除雪機械購入 N=4台 平内町 120 - -

6-A321 道路 雪寒 今別町 直接 市町村道 除雪 (1) 浜名中宇田1号線ほか130路線 除雪 L=18.1km 今別町 30 - - 6/年

6-A322 道路 雪寒 今別町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 大川平下町1号線ほか130路線 除雪機械購入 N=1台 今別町 35 - -

6-A323 道路 一般 今別町 直接 市町村道 改築 (他) 馬流1号線ほか1路線 清川 駐車場整備 A=8,850㎡ 今別町 105 - -

6-A324 道路 一般 今別町 直接 市町村道 新設 (他) 今別駅前1号線ほか1路線 中沢 道路新設 L=0.2km 今別町 57 - -

6-A325 道路 一般 今別町 直接 市町村道 改築 (他) 山の上線 今別 現道拡幅 L=0.25km 今別町 112 - -

6-A326 道路 一般 今別町 直接 市町村道 新設 (他) 中央団地1号線ほか8路線 西田 道路新設 L=0.5km 今別町 157 - -

6-A327 道路 一般 今別町 直接 都道府県道 施設整備 (主) 今別蟹田線 道の駅「いまべつ」非常用電源装置設置 N=1基 今別町 4 - -

6-A328 道路 雪寒 今別町 直接 市町村道 除雪(機械) (他) 馬流1号線 清川 除雪車両格納庫 N=2箇所 今別町 90 - -

6-A341 道路 雪寒 蓬田村 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 村道1－1－1号線ほか36路線 除雪機械購入 N=2台 蓬田村 60 - -

6-A361 道路 雪寒外ヶ浜町 直接 市町村道 除雪 (1) 外黒山下小国線ほか71路線 除雪 L=54.5km外ヶ浜町 45 - - 9/年

6-A362 道路 雪寒外ヶ浜町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 外黒山下小国線ほか71路線 除雪機械購入 N=1台外ヶ浜町 42 - -

6-A381 道路 雪寒鰺ヶ沢町 直接 市町村道 除雪 (1) 小夜ヶ丘線ほか46路線 除雪 L=84.2km鰺ヶ沢町 60 - - 12/年

6-A382 道路 一般鰺ヶ沢町 直接 市町村道 新設 (他) 第一中学校線ほか1路線 道路新設 L=0.3km鰺ヶ沢町 80 - -

6-A383 道路 一般鰺ヶ沢町 直接 市町村道 新設 (1) 舞戸南浮田線 道路新設 L=0.4km鰺ヶ沢町 240 - -

6-A384 道路 一般鰺ヶ沢町 直接 市町村道 改築 (1) 舞戸中村線 現道拡幅 L=0.7km鰺ヶ沢町 100 - -

6-A385 道路 雪寒鰺ヶ沢町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 小夜ヶ丘線ほか46路線 除雪機械購入 N=3台鰺ヶ沢町 60 - -

6-A401 道路 雪寒 深浦町 直接 市町村道 除雪 (1) 長慶平1号線ほか30路線 除雪 L=59.5km 深浦町 45 - - 9/年

6-A402 道路 雪寒 深浦町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 舮作10号線ほか30路線 除雪機械購入 N=7台 深浦町 177 - -

6-A421 道路 雪寒西目屋村 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 田代1号線ほか96路線 除雪機械購入 N=1台西目屋村 25 - -

6-A441 道路 雪寒 藤崎町 直接 市町村道 除雪 (1) 藤崎東亀田線ほか103路線 除雪 L=72.0km 藤崎町 150 - - 30/年

6-A442 道路 雪寒 藤崎町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 藤崎東亀田線ほか103路線 除雪機械購入 N=1台 藤崎町 40 - -

6-A461 道路 雪寒 大鰐町 直接 市町村道 除雪 (1) 八幡館中通線ほか67路線 除雪 L=48.4km 大鰐町 105 - - 21/年

6-A462 道路 雪寒 大鰐町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 三ツ目内篠塚線ほか17路線 除雪機械購入 N=2台 大鰐町 64 - -

6-A481 道路 雪寒田舎館村 直接 市町村道 除雪 (1) 高樋線ほか79路線 除雪 L=52.9km田舎館村 55 - - 11/年

6-A501 道路 雪寒 板柳町 直接 市町村道 除雪 (1) 掛落林石野線ほか261路線 除雪 L=88.4km 板柳町 105 - - 21/年

6-A502 道路 雪寒 板柳町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 玉川木賊西線ほか60路線 除雪機械購入 N=1台 板柳町 24 - -

6-A521 道路 雪寒 鶴田町 直接 市町村道 除雪 (1) 瀬良沢10号線ほか177路線 除雪 L=103.9㎞ 鶴田町 60 - - 12/年

6-A522 道路 雪寒 鶴田町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 亀田強巻線ほか50路線 除雪機械購入 N=2台 鶴田町 72 - -

6-A561 道路 雪寒野辺地町 直接 市町村道 除雪(機械) (2) 石神裏・上川原線ほか4路線 除雪機械購入 N=2台野辺地町 50 - -

6-A562 道路 雪寒野辺地町 直接 市町村道 除雪 (1) 淋代線ほか332路線 除雪 L=94.8km野辺地町 150 - - 30/年

6-A581 道路 一般 七戸町 直接 市町村道 改築 (2) 宇道坂・五十貫田線 見町 現道拡幅 L=1.1km 七戸町 230 - -

6-A582 道路 雪寒 七戸町 直接 市町村道 除雪 (1) 城ノ後・野続線ほか112路線 除雪 L=202.2km 七戸町 150 - - 30/年

6-A583 道路 雪寒 七戸町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 城ノ後・野続線ほか112路線 除雪機械購入 N=4台 七戸町 121 - -

6-A601 道路 一般 六戸町 直接 市町村道 改築 (他) 第2大曲線 現道拡幅 L=0.5㎞ 六戸町 112 - -

6-A621 道路 一般 横浜町 直接 市町村道 改築 (他) 三保野14号線 三保野 現道拡幅 L=0.2km 横浜町 38 - -

6-A641 道路 雪寒 東北町 直接 市町村道 除雪 (1) 豊畑・柵線ほか568路線 除雪 L=277.8km 東北町 280 - - 56/年

6-A642 道路 雪寒 東北町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 町道163号線ほか568路線 除雪機械購入 N=1台 東北町 25 - -

6-A661 道路 雪寒六ヶ所村 直接 市町村道 除雪(機械) (他) 泊中央線ほか194路線 除雪機械購入 N=2台六ヶ所村 48 - -

6-A681 道路 雪寒おいらせ町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 浜通線ほか66路線 除雪機械購入 N=2台おいらせ町 32 - -

6-A721 道路 一般 東通村 直接 市町村道 改築 (2) 下田屋石蕨平線 田屋 現道拡幅 L=3.4㎞ 東通村 373 - -

6-A722 道路 雪寒 東通村 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 石持砂子又線ほか50路線 除雪機械購入 N=2台 東通村 90 - -

6-A723 道路 一般 東通村 直接 市町村道 改築 (2) 下田屋目名線 田屋 現道拡幅 L=1.5㎞ 東通村 20 - -

6-A724 道路 一般 東通村 直接 市町村道 改築 (2) 石蕨平線 田屋 現道拡幅 L=1.4㎞ 東通村 20 - -

6-A725 道路 雪寒 東通村 直接 市町村道 除雪 (1) 石持砂子又線ほか50路線 除雪 L=92.4㎞ 東通村 60 - - 20/年

6-A741 道路 雪寒風間浦村 直接 市町村道 除雪 (1) 下風呂学校線ほか30路線 除雪 L=14.1km風間浦村 15 - - 3/年

6-A761 道路 雪寒 佐井村 直接 市町村道 除雪 (1) 川磯線ほか24路線 除雪 L=26.1km 佐井村 30 - - 6/年

6-A762 道路 雪寒 佐井村 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 川磯線ほか24路線 除雪機械購入 N=2台 佐井村 31 - -

6-A821 道路 雪寒 田子町 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 七日市新井田線ほか39路線 除雪機械購入 N=1台 田子町 50 - -

6-A822 道路 一般 田子町 直接 市町村道 新設 (1) 下田子七日市線 道路新設 L=1.0km 田子町 60 - -

6-A841 道路 雪寒 南部町 直接 市町村道 除雪 (1) 麦沢・八戸線ほか79路線 除雪 L=111.4km 南部町 45 - - 9/年

6-A842 道路 一般 南部町 直接 市町村道 新設 (他) (仮)統合庁舎ｱｸｾｽ道路 下名久井 道路新設 L=0.8km 南部町 210 - -

6-A843 道路 一般 南部町 直接 市町村道 改築 (1) 虎渡・広場線 下名久井 現道拡幅 L=1.0km 南部町 300 - -

6-A844 道路 一般 南部町 直接 市町村道 新設 (他) 下タ町・長尾下線 上名久井 道路新設 L=0.4km 南部町 95 - -



6-A861 道路 一般 階上町 直接 市町村道 改築 (他) 茨島・野沢線 野沢 現道拡幅 L=0.9km 階上町 140 - -

6-A862 道路 雪寒 階上町 直接 市町村道 除雪 (1) 茨島下・蒼前線ほか24路線 除雪 L=70.9km 階上町 150 - - 30/年

6-A881 道路 雪寒 新郷村 直接 市町村道 除雪(機械) (1) 中里・田中線ほか31路線 除雪機械購入 N=3台 新郷村 101 - -

6-A882 道路 雪寒 新郷村 直接 市町村道 除雪 (1) 中里・田中線ほか31路線 除雪 L=79.1㎞ 新郷村 16 16/年

合計 13,818 - -

Ｂ　関連社会資本整備事業(該当なし)

事業 地域 交付 直接 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H31・R1 R2 R3 R4 R5 策定状況

0

C 効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H31・R1 R2 R3 R4 R5（百万円）

0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H31・R1 R2 R3 R4 R5（百万円）

0

工種

合計

番号 事業者 要素となる事業名

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容 事業実施期間（年度）

（面積等）

番号 事業者
省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

備考

備考

合計

合計

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円） 費用便益比 備考

（延長・面積等）



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成３１（令和元）年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えて
いる場合その理由

用地交渉に不
測の日数を要
したため。

不用額
（h = c+d-e-f）

0

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

21.23%

翌年度繰越額
（f）

320

うち未契約繰越額
（g）

276

前年度からの繰越額
（d）

168 320

支払済額
（e）

980

計画別流用
増△減額
（b）

0 0

交付額
（c=a+b）

1,132 1,118

H31・R1 R2 R3 R4 R5

配分額
（a）

1,133 1,118


