
青 森 県

水管理・国土保全局



令和２年度当初予算　河川事業（直轄・青森県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

馬淵川 馬淵川 一般河川改修事業 220　 八戸市
は ち の へ し

高瀬川 高瀬川 一般河川改修事業 64　

岩木川 岩木川 一般河川改修事業 1,359　 弘前市
ひ ろ さ き し

、つがる市、鶴田町
つ る た ま ち

、藤崎町
ふじさきまち

岩木川 岩木川 河川工作物関連応急対策事業 116　 中泊町
なかどまりまち

馬淵川 総合水系環境整備事業 17　 八戸市
は ち の へ し

高瀬川 総合水系環境整備事業 144　 三沢
み さ わ

市
し

、六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
むら

、東北町
とうほくまち

岩木川 総合水系環境整備事業 25　 弘前市
ひ ろ さ き し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和２年度当初予算　河川事業（補助・青森県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

岩木川 十川 事業間連携河川事業 254　 五所川原市
ご し ょ が わ ら し

高瀬川 高瀬川（七戸川） 大規模特定河川事業 320　 七戸町
しちのへまち

、東北町
とうほくまち

岩木川 十川 大規模特定河川事業 100　 五所川原市
ご し ょ が わ ら し

岩木川 金木川 大規模特定河川事業 250　 五所川原市
ご し ょ が わ ら し

田名部川 新田名部川 大規模更新河川事業 200　 むつ市
し



青森県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 915)

河川整備事業費 912 

　河川総合開発事業費補助

( 915)

　　建設工事 912 

( 915)

駒込ダム 912 

事項 備　　　　考ダム名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 いわきがわ おぐにさわ ひらかわし おぐに さぼうえんていこう

砂防等事業 岩木川 小国沢 平川市 小国 砂防堰堤工 67

いわきがわ めくらいしざわ あおもりし なみおかほその さぼうえんていこう

岩木川 目倉石沢 青森市 浪岡細野 砂防堰堤工 70

小計 2箇所 137

事業間連携 いわきがわ しももりあいさわ くろいしし おおかわら さぼうえんていこう

砂防等事業 岩木川 下森合沢 黒石市 大川原 砂防堰堤工 50

いわきがわ くらだてさわ みなみつがるぐん おおわにまち くらだて さぼうえんていこう

岩木川 蔵館沢 南津軽郡 大鰐町 蔵館 砂防堰堤工 40

いわきがわ しらさわ ひらかわし いかりがせきしらさわ さぼうえんていこう

岩木川 白沢 平川市 碇ヶ関白沢 砂防堰堤工 40
ごうさわがわ ごうさわがわ にしつがるぐん ふかうらまち やなぎだ さぼうえんていこう

郷沢川 郷沢川 西津軽郡 深浦町 柳田 砂防堰堤工 50

こゆのさわがわ こゆのさわがわ ひがしつがるぐん そとがはままち たいらだてふなおか さぼうえんていこう

小湯ノ沢川 小湯ノ沢川 東津軽郡 外ヶ浜町 平舘舟岡 砂防堰堤工 40

なかしらぬかさわ なかしらぬかさわ しもきたぐん ひがしどおりむら しらぬか さぼうえんていこう

中白糠沢 中白糠沢 下北郡 東通村 白糠 砂防堰堤工 50

小計 6箇所 270

8箇所 407

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（青森県　1/2）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 おくむらもと ひがしつがるぐん いまべつまち おくむらもと まちうけようへきこう

砂防等事業 奥村元 東津軽郡 今別町 奥村元 待受擁壁工 10

うちまるいっちょうめ はちのへし うちまるいっちょうめ のりわくこう

内丸一丁目 八戸市 内丸一丁目 法枠工 19

小計 2箇所 29

事業間連携 みなみうきたまち にしつがるぐん あじがさわまち みなみうきたまち まちうけようへきこう

砂防等事業 南浮田町 西津軽郡 鯵ケ沢町 南浮田町 待受擁壁工 38

小計 1箇所 38

3箇所 67
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（青森県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和２年度当初予算　下水道事業

都道府県名：青森県 （単位：千円）

蜆貝ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

青森市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

165,000 82,500

計 165,000 82,500

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和２年度予算　地方創生整備推進交付金 青森県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

七戸町 100,000 50,000

青森県　計 100,000 50,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



青森県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

下湯ダム堰堤改良事業 23,700

久吉ダム堰堤改良事業 25,300

49,000 0

1,075,000 693,000

1,124,000 693,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防
災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

青森県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



青森県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

35,000

35,000 0

[一般計画]　青森県における良好な河川環境の創出

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



青森県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

泉山沢通常砂防事業 20,000 20,000

館前沢通常砂防事業 15,000 15,000

内山沢火山砂防事業 22,000 22,000

大荒川火山砂防事業 82,500 82,500

北南中村沢総合流域防災事業 35,000 35,000

（石切沢外）緊急改築事業 50,000 40,000

（砂山沢外）緊急改築事業 15,000

（岩木川圏域）長寿命化計画策定 2,500

中大川平沢総合流域防災事業 20,000 20,000

（ねずみ沢外）緊急改築事業 20,000 20,000

（新湯川外）緊急改築事業 12,500 12,500

（青森・むつ圏域）長寿命化計画策定 2,500

（高瀬川圏域）長寿命化計画策定 5,000

（オモ沢外）緊急改築事業 12,500

（馬淵川圏域）長寿命化計画策定 5,000

（関沢外）緊急改築事業 17,500

釣屋浜１号区域総合流域防災事業 13,500 13,500

九艘泊区域総合流域防災事業 22,500 22,500

373,000 303,000

933,250 338,000

17,000

1,323,250 641,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

[重点計画]
総合的な土砂災害対策の推進（重点）

青森県

小計

[一般計画]　土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進（防災・安全）

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



SP作成イメージ

青森県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

530,000 250,000

530,000 250,000

[一般計画]　青森県における海岸整備の推進（防災・安全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



青森県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　青森県の下水道における防災・安全対策の実現 青森県 770,400 20,000

[重点計画]　青森市の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画） 青森市 98,500 0

[一般計画]　青森市の下水道における防災・安全対策の実現 青森市 358,300 0

[一般計画]　弘前市の下水道における防災・安全対策の実現 弘前市 99,500 0

[重点計画]　八戸市の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画） 八戸市 183,250 26,040

[一般計画]　八戸市の下水道における防災・安全対策の実現 八戸市 256,150 0

[一般計画]　黒石市の下水道における防災・安全対策の実現 黒石市 4,000 0

[一般計画]　五所川原市の下水道における防災・安全対策の実現 五所川原市 36,200 0

[一般計画]　十和田市の下水道における防災・安全対策の実現 十和田市 177,600 33,152

[一般計画]　三沢市の下水道における防災・安全対策の実現 三沢市 85,000 0

[一般計画]　むつ市の下水道における防災・安全対策の実現 むつ市 11,000 0

[一般計画]　平内町の下水道における防災・安全対策の実現 平内町 5,500 0

[一般計画]　外ヶ浜町の下水道における防災・安全対策の実現 外ヶ浜町 11,550 0

[一般計画]　深浦町の下水道における防災・安全対策の実現 深浦町 6,500 0

[重点計画]　藤崎町の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画） 藤崎町 100,000 0

[一般計画]　七戸町の下水道における防災・安全対策の実現 七戸町 22,700 0

[一般計画]　東北町の下水道における防災・安全対策の実現 東北町 9,000 0

[一般計画]　六ヶ所村の下水道における防災・安全対策の実現 六ヶ所村 5,000 0

[一般計画]　大間町の下水道における防災・安全対策の実現 大間町 4,500 0

[一般計画]　東通村の下水道における防災・安全対策の実現 東通村 9,000 0

[一般計画]　三戸町の下水道における防災・安全対策の実現 三戸町 5,390 0

[一般計画]　南部町の下水道における防災・安全対策の実現 南部町 2,500 0

[一般計画]　新郷村の下水道における防災・安全対策の実現 新郷村 5,150 0

2,266,690 79,192

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



青森県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[重点計画]　青森市における循環のみちの実現（重点計画） 青森市 90,000 0

[一般計画]　弘前市における循環のみちの実現 弘前市 25,000 0

[重点計画]　八戸市における循環のみちの実現（重点計画） 八戸市 1,694,400 0

[重点計画]　黒石市における循環の道の実現（重点計画） 黒石市 15,000 0

[重点計画]　五所川原市における循環のみちの実現（重点計画） 五所川原市 29,800 0

[重点計画]　十和田市における循環のみちの実現(重点計画） 十和田市 70,500 0

[重点計画]　三沢市における循環のみちの実現（重点計画） 三沢市 100,000 0

[重点計画]　むつ市における循環のみちの実現(重点計画) むつ市 179,300 0

[重点計画]　つがる市における循環のみちの実現（重点計画） つがる市 89,100 0

[重点計画]　平内町における循環のみちの実現(重点計画) 平内町 90,000 0

[重点計画]　外ヶ浜町における循環のみちの実現（重点計画） 外ヶ浜町 10,000 0

[重点計画]　鰺ヶ沢町における循環のみちの実現（重点計画） 鰺ヶ沢町 80,000 0

[重点計画]　板柳町における循環のみちの実現（重点計画） 板柳町 189,000 0

[重点計画]　六戸町における循環のみちの実現（重点計画） 六戸町 145,000 0

[重点計画]　東北町における循環のみちの実現（重点計画） 東北町 60,000 0

[重点計画]　大間町における循環のみちの実現（重点計画） 大間町 25,000 0

[重点計画]　南部町における循環のみちの実現（重点計画） 南部町 59,300 0

[重点計画]　階上町における循環のみちの実現（重点計画） 階上町 65,000 0

3,016,400 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費


