
青 森 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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

岩木川 岩木川 一般河川改修事業 2,840　
ご し ょ が わ ら し し つるたまち ふじさきまち

五所川原市、つがる市、鶴田町、藤崎町

馬淵川 馬淵川 河川維持修繕事業 68　
はちのへし か こ う

八戸市～河口

岩木川 岩木川 河川維持修繕事業 396　
ひろさき し か こ う

弘前市～河口

高瀬川 高瀬川 河川維持修繕事業 24　
とうほくまち か こ う

東北町～河口

（※）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年度補正予算　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 大規模特定河川事業 100　
ご し ょ が わ ら し

五所川原市

田名部川 新田名部川 大規模更新河川事業 150　
し

むつ市



青森県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 岩木川浅瀬石川ダム 13

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



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 めくらいしさわ あおもりし ほその さぼうえんていこう

砂防等事業 岩木川 目倉石沢 青森市 細野 砂防堰堤工 85

小計 1箇所 85

事業間連携 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

砂防等事業 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 さぼうえんていこう

岩木川 白沢 平川市 碇ヶ関 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 5

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

岩木川 下森合沢 黒石市 大川原 砂防堰堤工 5

小計 4箇所 90

5箇所 175合計

令和２年度　第３次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（青森県　1/1）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　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

岩木川 岩木川 一般河川改修事業 150　
ごしょがわら し

五所川原市

高瀬川 総合水系環境整備事業 40　
とうほくまち

東北町

（※）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。



防災・安全交付金（河川事業）

青森県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

青森・むつ圏域総合流域防
災事業（天田内川）（5か年加
速化対策）

15,000

青森・むつ圏域総合流域防
災事業（新城川外）（5か年加
速化対策）

85,000

青森・むつ圏域総合流域防
災事業（情報基盤）（5か年加
速化対策）

50,000

岩木川圏域総合流域防災事
業（後長根川外）（5か年加速
化対策）

575,000

平川広域河川改修事業（５
か年加速化対策）

40,000

岩木川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）（5か年加速化
対策）

15,000

馬淵川圏域総合流域防災事
業（浅水川外）（5か年加速化
対策）

70,000

十川広域河川改修事業（5か
年加速化対策）

115,000

高瀬川圏域総合流域防災事
業（奥入瀬川外）（５か年加
速化対策）

80,000

浅水川広域河川改修事業（5
か年加速化対策）

25,000

中村川広域河川改修事業
（５か年加速化対策）

15,000

高瀬川圏域総合流域防災事
業（明神川）（５か年加速化
対策）

25,000

戸鎖川施設機能向上事業（5
か年加速化対策）

41,000

高瀬川放水路施設機能向上
事業（5か年加速化対策）

26,000

明神川施設機能向上事業（5
か年加速化対策）

26,000

青森・むつ圏域総合流域防
災事業（奥戸川）（5か年加速
化対策）

25,000

田名部川施設機能向上事業
（5か年加速化対策）

100,000

馬淵川圏域総合流域防災事
業（情報基盤）（5か年加速化
対策）

20,500

- 計 1,348,500
下湯ダム堰堤改良事業 90,106
久吉ダム堰堤改良事業 69,978
青森県ダム再生計画の作成 72,916

- 計 233,000

1,581,500

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

青森県における総合的な浸水被害対策の
推進（防災・安全）

青森県

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

青森県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

青森県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

泉山沢通常砂防事業 青森県 10,000
館前沢通常砂防事業 青森県 10,000
大荒川火山砂防事業 青森県 11,000
内山沢火山砂防事業 青森県 27,500
岩木川圏域総流防事業（緊
急改築・石切沢外）

青森県 50,000

岩木川圏域総流防事業（緊
急改築・砂山沢外）

青森県 65,000

青森・むつ圏域総流防（緊急
改築・ねずみ沢外）

青森県 17,500

青森・むつ圏域総流防（緊急
改築・新湯川外）

青森県 42,500

高瀬川圏域総流防事業（緊
急改築・オモ沢外）

青森県 10,000

馬淵川圏域総流防事業（緊
急改築・関沢外）

青森県 25,000

岩木川圏域総流防事業（緊
急改築・ゾベコ沢外）

青森県 20,000

岩木川圏域総流防事業（緊
急改築・村市区域）

青森県 25,000

青森・むつ圏域総流防事業
（急傾斜・九艘泊区域）

青森県 9,000

岩木川圏域総流防事業（緊
急改築・長寿命化計画）

青森県 10,000

青森・むつ圏域総流防事業
（緊急改築・長寿命化計画）

青森県 20,000

高瀬川圏域総流防事業（緊
急改築・長寿命化計画）

青森県 30,000

馬淵川圏域総流防事業（緊
急改築・長寿命化計画）

青森県 30,000

- 計 412,500
小国沢通常砂防事業 青森県 10,000
貴船沢通常砂防事業 青森県 15,000
枯木平沢通常砂防事業 青森県 10,000
トモエ沢通常砂防事業 青森県 10,000
東湖北沢火山砂防事業 青森県 5,500
中村沢火山砂防事業 青森県 16,500
中宇樽部沢火山砂防事業 青森県 5,500
岩木川圏域総流防事業（砂
防・中碇ヶ関沢外）

青森県 90,000

青森・むつ圏域総流防事業
（砂防・北大川平沢外）

青森県 92,500

高瀬川圏域総流防事業（砂
防・中六ケ所沢外）

青森県 12,500

馬淵川圏域総流防事業（砂
防・第1寺牛沢外）

青森県 17,500

火山噴火緊急減災対策事業 青森県 165,000
富田区域地すべり対策事業 青森県 15,000
青森・むつ圏域総流防事業
（地すべり・石浜3号区域）

青森県 45,000

川部区域急傾斜地崩壊対策
事業

青森県 47,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）重点



虹貝新田区域急傾斜地崩壊
対策事業

青森県 14,250

砂防情報管理システム改良
（情報基盤）

青森県 60,000

下前地すべり自動監視シス
テム改良（情報基盤）

青森県 5,000

磯山地すべり自動監視シス
テム改良（情報基盤）

青森県 5,000

岩木川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

青森県 97,200

青森・むつ圏域総合流域防
災事業（基礎調査）

青森県 119,300

高瀬川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

青森県 64,700

馬淵川圏域総合流域防災事
業（基礎調査）

青森県 70,800

岩木川圏域総流防事業（効
果促進）

青森県 22,300

青森・むつ圏域総流防事業
（効果促進）

青森県 19,300

高瀬川圏域総流防事業（効
果促進）

青森県 11,600

馬淵川圏域総流防事業（効
果促進）

青森県 16,800

- 計 1,063,750

1,476,250

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安
全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

青森県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

烏沢海岸侵食対策事業 青森県 150,000
百石海岸津波・高潮危機管
理対策緊急事業

青森県 10,000

稲崎・入口海岸老朽化対策
緊急事業

青森県 60,500

木明海岸老朽化対策緊急事
業

青森県 40,000

- 計 260,500

260,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

青森県における海岸整備の推進（防災・
安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

青森県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

馬淵川流域　馬淵川処理区
ポンプ場　地震対策

青森県 5,000

馬淵川流域　馬淵川処理区
管渠等　地震対策

青森県 4,500

馬淵川流域　馬淵川処理区
処理場　地震対策

青森県 4,000

- 計 13,500
青森市　八重田処理区　ポ
ンプ場　地震対策

青森市 3,600

青森市　八重田処理区　ポ
ンプ場　老朽化対策

青森市 8,750

青森市　八重田処理区　管
渠等　老朽化対策

青森市 25,150

青森市　八重田処理区　処
理場　地震対策

青森市 71,500

- 計 109,000
青森市　勝田排水区　ポンプ
場　老朽化対策

青森市 35,000

- 計 35,000
弘前市　弘前処理分区　管
渠等　地震対策

弘前市 17,000

- 計 17,000
八戸市　東部処理区　ポンプ
場　地震対策

八戸市 3,000

八戸市　東部処理区　処理
場　地震対策

八戸市 75,000

- 計 78,000
八戸市　新井田川左岸第二
排水区　ポンプ場　老朽化対
策

八戸市 65,000

- 計 65,000
三沢市　三沢処理区　管渠
等　地震対策

三沢市 3,000

三沢市　三沢処理区　処理
場　地震対策

三沢市 17,000

- 計 20,000
外ヶ浜町　平舘処理区　処理
場　地震対策

外ヶ浜町 935

- 計 935
七戸町　七戸処理区　処理
場　地震対策

七戸町 9,000

- 計 9,000
六ヶ所村　北部処理区　処理
場　地震対策

六ヶ所村 6,000

- 計 6,000

353,435

八戸市の下水道における防災・安全対策
の実現

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

青森県の下水道における防災・安全対策
の実現

青森市の下水道における防災・安全対策
の実現

青森市の下水道における防災・安全対策
の実現（重点計画）

弘前市の下水道における防災・安全対策
の実現

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

八戸市の下水道における防災・安全対策
の実現（重点計画）

三沢市の下水道における防災・安全対策
の実現

外ヶ浜町の下水道における防災・安全対
策の実現

七戸町の下水道における防災・安全対策
の実現

六ヶ所村の下水道における防災・安全対
策の実現

合計



青森県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 東北町 4,500
- 計 4,500

4,500

令和２年度第三次補正予算　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）

東北町における循環のみちの実現（重点
計画）

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


