
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年03月11日

計画の名称 道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

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,中泊町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村,おいらせ町,大

間町,東通村,風間浦村,佐井村,三戸町,五戸町,南部町,階上町,新郷村

計画の目標 各種点検・計画（定期点検、橋梁長寿命化計画等）における対策必要箇所の対策実施率を向上させる。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              12,053  Ａ              12,053  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

（H26当初） （H30末）

   1 橋梁長寿命化修繕計画対応率の向上

橋梁長寿命化修繕計画対応率 1% % 70%

(橋梁長寿命化修繕計画対応率)=(対応橋梁数 / 要対応橋梁数)×100%

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 (1)　石森橋通り線ほか23

路線　(23-A11)

橋梁補修　　N=26橋 青森市  ■  ■  ■  ■  ■       1,499 策定済

A01-002

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 (1)　森林軌道廃線通り線

ほか287路線　(23-A21)

橋梁点検　　N=354橋 青森市  ■           8 －

A01-003

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 (1)　森林軌道廃線通り線

ほか287路線　(23-A21)

橋梁点検　　N=354橋 青森市  ■  ■  ■          68 －

A01-004

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 (1)　石森橋通り線ほか12

0路線　(23-A25)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

138橋

青森市  ■  ■  ■  ■         113 －

A01-006

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 (1)　駒越樋の口線ほか24

路線　(23-A42)

橋梁補修　　N=31橋 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■       1,126 策定済

A01-007

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 (1)　茂森町樋の口町線ほ

か164路線　(23-A44)

橋梁点検　　N=188橋 弘前市  ■  ■  ■  ■  ■         133 －

1 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-008

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 (他)　八幡宮線ほか9路線

　(23-A47)

橋梁点検　　N=10橋 弘前市  ■          20 －

A01-009

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 (他)　樋の口2号線ほか23

2路線　(23-A48)

橋梁点検　　N=306橋 弘前市  ■  ■  ■          57 －

A01-010

道路 一般 弘前市 直接 弘前市 市町村

道

修繕 (他)　駒越樋の口線ほか2

4路線　(23-A49)

橋梁補修　　N=4橋 弘前市  ■  ■          33 策定済

A01-011

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 (1)　下長１号線ほか23路

線　(23-A73)

橋梁補修　　N=24橋 八戸市  ■  ■  ■  ■  ■       1,052 策定済

A01-012

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 (1)　根城前田線ほか260

路線　(23-A75)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

331橋

八戸市  ■  ■  ■  ■         118 －

A01-013

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 (1)　根城前田線　根城大

橋　(23-A79)

橋梁補修　　L=524.9m 八戸市  ■  ■  ■         328 策定済

2 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-014

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 (1)　柳町根城線　柳橋　

(23-A80)

橋梁補修　　L=140m 八戸市  ■          82 策定済

A01-015

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (他)　 上十川4号線ほか1

路線　　(23-A91)

橋梁点検　　N=2橋 黒石市  ■           7 －

長谷沢橋、高館橋

A01-016

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (1) 　花巻福民線　　(23

-A92)

橋梁補修　　N=1橋 黒石市  ■          34 策定済

A01-017

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (1) 　温湯板留線　　(23

-A93)

橋梁補修　　N=1橋 黒石市  ■          49 策定済

A01-018

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (1) 　新町中十川線ほか8

1路線　　(23-A94)

橋梁点検　　N=82橋 黒石市  ■  ■          67 －

A01-019

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (他)　 南中野沖浦線ほか

18路線　　(23-A95)

橋梁補修　　N=1橋 黒石市  ■          77 策定済

落合大橋

3 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

修繕 (1) 　岩木町・飯詰線ほ

か27路線　　(23-A126)

橋梁補修　　N=33橋 五所川原市  ■  ■  ■  ■  ■         688 策定済

A01-022

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

修繕 (1) 　広田・梅田線ほか1

27路線　　(23-A135)

橋梁点検　　N=191橋 五所川原市  ■  ■  ■  ■          81 －

A01-024

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

修繕 (他)　 長富１号線　　長

富橋　　(23-A137)

橋梁架替(長)　　 L=31.8m 五所川原市  ■  ■  ■  ■  ■         251 策定済

A01-025

道路 一般 五所川原

市

直接 五所川原市 市町村

道

修繕 (1) 　中崎幹線　　中崎

橋　　(23-A138)

橋梁架替(長) 　　L=22.5m 五所川原市  ■  ■  ■          43 策定済

A01-026

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 (2) 　相坂西五番町線　

　相坂平幹線２号橋　　(

23-A156)

橋梁架替(長) 　　L=2.7m 十和田市  ■  ■          19 策定済

A01-027

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 (1) 　桂月橋線ほか3路線

　　(23-A159)

橋梁補修　　N=4橋 十和田市  ■  ■          46 策定済

15m以上

4 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-028

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 (1) 　北野・八郷線ほか1

49路線　　(23-A160)

橋梁点検　　N=194橋 十和田市  ■  ■  ■          52 －

A01-029

道路 一般 十和田市 直接 十和田市 市町村

道

修繕 (2) 　法量線ほか4路線　

　(23-A161)

橋梁補修　　N=5橋 十和田市  ■  ■          25 策定済

15m未満

A01-030

道路 一般 三沢市 直接 三沢市 市町村

道

修繕 (他) 　122号線ほか2路線

　　(23-A181)

橋梁補修　　N=3橋 三沢市  ■  ■  ■          74 策定済

A01-031

道路 一般 三沢市 直接 三沢市 市町村

道

修繕 (1) 　三沢・百石2号線ほ

か28路線　　(23-A182)

橋梁点検　　N=34橋 三沢市  ■           8 －

A01-032

道路 一般 三沢市 直接 三沢市 市町村

道

修繕 (他) 　122号線ほか39路

線　　(23-A183)

橋梁点検　　N=46橋 三沢市  ■          12 －

A01-033

道路 一般 むつ市 直接 むつ市 市町村

道

修繕 (1) 　金谷・緑町線　　

大瀬橋　　(23-A216)

橋梁補修　　N=2橋 むつ市  ■  ■         169 策定済

大瀬橋、大瀬橋側道橋

5 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 むつ市 直接 むつ市 市町村

道

修繕 (他) 　大平・文京町線　

　荒川橋　　(23-A217)

橋梁架替(長) 　　L=26.0m むつ市  ■  ■  ■  ■  ■         347 策定済

荒川橋

A01-035

道路 一般 むつ市 直接 むつ市 市町村

道

修繕 (他) 　新町・大橋線ほか

4路線　　(23-A218)

橋梁架替(長) 　　N=5橋 むつ市  ■  ■          42 策定済

大橋、愛宕橋、第二大揚橋、第三大揚橋、石倉橋

A01-036

道路 一般 むつ市 直接 むつ市 市町村

道

修繕 (他) 　金谷1号線ほか98

路線　　(23-A222)

橋梁点検　　N=159橋 むつ市  ■  ■  ■  ■          49 －

A01-037

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 (1) 　小戸六幹線ほか7路

線　　(23-A241)

橋梁補修　　N=8橋 つがる市  ■  ■  ■  ■         131 策定済

A01-038

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 (他)　 富萢17号線ほか3

路線　　(23-A242)

橋梁補修　　N=4橋 つがる市  ■  ■          79 策定済

A01-039

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 (他) 　停車場松原線　　

(23-A243)

橋梁補修　　N=1橋 つがる市  ■  ■          28 策定済

6 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-040

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 (他)　 芦沼生田線ほか21

路線　　(23-A246)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

30橋

つがる市  ■          12 －

A01-041

道路 一般 つがる市 直接 つがる市 市町村

道

修繕 (1) 　停車場松原線ほか1

07路線　　(23-A247)

橋梁点検　　N=135橋 つがる市  ■           4 －

A01-042

道路 一般 平川市 直接 平川市 市町村

道

修繕 (1) 　碇ヶ関古懸線ほか2

5路線　　(23-A297)

橋梁補修　　N=26橋 平川市  ■  ■  ■  ■  ■         431 策定済

A01-043

道路 一般 平川市 直接 平川市 市町村

道

修繕 (1) 　尾上小和森線ほか2

56路線　　(23-A298)

橋梁点検　　N=328橋 平川市  ■  ■  ■          51 －

A01-044

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (1) 　盛田線　　盛田橋

　　(23-A301)

橋梁補修　　L=83.8m 平内町  ■  ■          55 策定済

A01-045

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (1) 　小湊線　　大橋　

　(23-A302)

橋梁補修　　L=62.8m 平内町  ■  ■          46 策定済

7 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-046

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (1) 　小湊外童子線ほか1

0路線　　(23-A303)

橋梁点検　　N=12橋 平内町  ■           6 －

A01-047

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (1) 　小湊線ほか22路線

　　(23-A304)

橋梁点検　　N=34橋 平内町  ■          10 －

A01-048

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (1)　 平川東田沢線　　

第二野内畑橋　　(23-A30

5)

橋梁補修　　L=25m 平内町  ■          45 策定済

A01-049

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (他)　 東和東滝線　　雷

電側道橋　　(23-A306)

橋梁補修　　L=163m 平内町  ■           7 策定済

A01-050

道路 一般 今別町 直接 今別町 市町村

道

修繕 (1) 　逗子村元線ほか1路

線　　(23-A323)

橋梁補修　　N=2橋 今別町  ■  ■  ■         218 策定済

あすなろ橋、長川水源池橋

A01-051

道路 一般 今別町 直接 今別町 市町村

道

修繕 (1) 　逗子村元1号線ほか

20路線　　(23-A324)

橋梁点検　　N=37橋 今別町  ■          14 －

8 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-052

道路 一般 蓬田村 直接 蓬田村 市町村

道

修繕 (他) 　村道7-1-1号線ほ

か8路線　　(23-A341)

橋梁補修　　N=9橋 蓬田村  ■  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A01-053

道路 一般 蓬田村 直接 蓬田村 市町村

道

修繕 (1)　 村道6-2-1号線ほか

40路線　　(23-A344)

橋梁点検　　N=49橋 蓬田村  ■          11 －

A01-054

道路 一般 外ヶ浜町 直接 外ヶ浜町 市町村

道

修繕 (1) 　外黒山下小国線ほ

か5路線　　(23-A366)

橋梁補修　　N=6橋 外ヶ浜町  ■  ■  ■  ■         126 策定済

A01-055

道路 一般 外ヶ浜町 直接 外ヶ浜町 市町村

道

修繕 (1) 　外黒山下小国線ほ

か41路線　　(23-A367)

橋梁点検　　N=67橋 外ヶ浜町  ■  ■          19 －

A01-056

道路 一般 鰺ヶ沢町 直接 鰺ヶ沢町 市町村

道

修繕 (1) 　中村長平線ほか1路

線　　(23-A385)

橋梁補修　　N=2橋 鰺ヶ沢町  ■  ■  ■  ■  ■         182 策定済

間木橋、梨中橋

A01-057

道路 一般 鰺ヶ沢町 直接 鰺ヶ沢町 市町村

道

修繕 (1) 　北浮田南浮田線　

　(23-A386)

橋梁補修　　N=1橋 鰺ヶ沢町  ■           5 策定済

浮田橋

9 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-058

道路 一般 鰺ヶ沢町 直接 鰺ヶ沢町 市町村

道

修繕 (2)　 古川線ほか54路線

　　(23-A387)

橋梁点検　　N=85橋 鰺ヶ沢町  ■  ■          56 －

A01-059

道路 一般 鰺ヶ沢町 直接 鰺ヶ沢町 市町村

道

修繕 (他) 　赤石水源池線　　

(23-A388)

橋梁補修　　N=1橋 鰺ヶ沢町  ■  ■          17 策定済

土橋

A01-060

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

改築 (1) 　北金ヶ沢17号線　

　小童子橋　　(23-A407)

橋梁架替(長)　　 L=18.0m 深浦町  ■  ■         206 策定済

A01-061

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

修繕 (1) 　下浜松平線ほか30

路線　　(23-A413)

橋梁点検　　N=71橋 深浦町  ■           7 －

A01-062

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

修繕 (1)　 下浜松平線ほか30

路線　　(23-A413)

橋梁点検　　N=71橋 深浦町  ■          18 －

A01-063

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

修繕 (1)　 十二湖公園線ほか5

0路線　　(23-A415)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

70橋

深浦町  ■  ■          38 －

10 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-064

道路 一般 深浦町 直接 深浦町 市町村

道

修繕 (他)　 広戸６号線ほか55

路線　　(23-A418)

橋梁架替(改･老)　　 N=71橋 深浦町  ■  ■          96 策定済

A01-065

道路 一般 西目屋村 直接 西目屋村 市町村

道

修繕 (他) 　神田線　　神田橋

　　(23-A421)

橋梁架替(長)　　 L=6.1m 西目屋村  ■          17 策定済

神田橋

A01-066

道路 一般 西目屋村 直接 西目屋村 市町村

道

修繕 (他) 　大秋2号線ほか1路

線　　(23-A422)

橋梁補修　　N=2橋 西目屋村  ■  ■          33 策定済

大秋橋、第2大秋橋

A01-067

道路 一般 西目屋村 直接 西目屋村 市町村

道

修繕 (1) 高森線ほか16路線　

　(23-A423)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

23橋

西目屋村  ■          11 －

A01-069

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 (1) 　村井唐糸線ほか9路

線　　(23-A450)

橋梁補修（15m未満）　　 N=

10橋

藤崎町  ■  ■  ■  ■          69 策定済

A01-070

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 (1)　 福館水木線ほか12

路線　　(23-A451)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

13橋

藤崎町  ■           7 －

11 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-071

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 (1) 　福館水木線ほか51

路線　　(23-A452)

橋梁点検　　N=60橋 藤崎町  ■  ■          17 －

A01-072

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 (1)　 福館水木線ほか3路

線　　(23-A453)

橋梁補修（15m以上）　　 N=

4橋

藤崎町  ■  ■          42 策定済

A01-073

道路 一般 大鰐町 直接 大鰐町 市町村

道

修繕 (1) 　川辺篠塚線ほか6路

線　　(23-A465)

橋梁補修　　N=5橋 大鰐町  ■  ■  ■  ■         293 策定済

A01-074

道路 一般 大鰐町 直接 大鰐町 市町村

道

修繕 (1) 　鯖石森山線ほか70

路線　　(23-A466)

橋梁点検　　N=107橋 大鰐町  ■  ■  ■          39 －

A01-075

道路 一般 田舎館村 直接 田舎館村 市町村

道

修繕 (1)　 十二川原・堂野前

線　　東橋　　(23-A481)

橋梁補修　　L=180.4m 田舎館村  ■          21 策定済

A01-076

道路 一般 田舎館村 直接 田舎館村 市町村

道

修繕 (1) 　田舎舘尾上線ほか6

9路線　　(23-A484)

橋梁点検　　N=85橋 田舎館村  ■          13 －

12 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-077

道路 一般 板柳町 直接 板柳町 市町村

道

修繕 (2) 　五幾形本線ほか4路

線　　(23-A501)

橋梁補修　　N=5橋 板柳町  ■  ■          34 策定済

A01-078

道路 一般 板柳町 直接 板柳町 市町村

道

修繕 (1) 　石野大俵線ほか12

路線　　(23-A502)

橋梁点検　　N=13橋 板柳町  ■           5 －

A01-079

道路 一般 中泊町 直接 中泊町 市町村

道

修繕 (他) 　町道391号線　　

今泉橋　　(23-A546)

橋梁補修　　L=53.7m 中泊町  ■  ■  ■         110 策定済

A01-080

道路 一般 中泊町 直接 中泊町 市町村

道

修繕 (1) 　小泊小学校線ほか2

路線　　みちのく橋ほか

　　(23-A547)

橋梁補修　　N=3橋 中泊町  ■  ■  ■          45 策定済

A01-081

道路 一般 中泊町 直接 中泊町 市町村

道

修繕 (1) 　町道1号線ほか58路

線　　(23-A548)

橋梁点検　　N=85橋 中泊町  ■  ■  ■          42 －

A01-082

道路 一般 野辺地町 直接 野辺地町 市町村

道

修繕 (1) 　獅子沢線ほか10路

線　　(23-A566)

橋梁補修　　N=4橋 野辺地町  ■  ■  ■  ■          62 策定済

13 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-084

道路 一般 野辺地町 直接 野辺地町 市町村

道

修繕 (1) 　観音林脇線ほか22

路線　　(23-A568)

橋梁点検　　N=29橋 野辺地町  ■  ■           4 －

A01-085

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (2) 　宇道坂・五十貫田

線　　作田橋　　(23-A58

2)

橋梁補修　　L=34m 七戸町  ■           6 策定済

A01-086

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (2) 　牧場・倉岡・銀南

木線　　倉岡橋　　(23-A

583)

橋梁補修　　L=18m 七戸町  ■  ■          34 策定済

A01-087

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (2) 　宇道坂・五十貫田

線　　和田下橋　　(23-A

584)

橋梁補修　　L=50m 七戸町  ■  ■          67 策定済

A01-088

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (2) 　高屋敷・西野・八

栗平線　　西野橋　　(23

-A585)

橋梁補修　　L=63m 七戸町  ■  ■          59 策定済

14 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-089

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (2) 　天間舘・野崎線　

　小川橋　　(23-A586)

橋梁補修　　L=40m 七戸町  ■  ■          36 策定済

A01-090

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (他) 　向原子・原子線　

　原子橋　　(23-A588)

橋梁補修　　L=65m 七戸町  ■           8 策定済

A01-091

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (他) 　向原子・原子線　

　原子橋　　(23-A588)

橋梁補修　　L=65m 七戸町  ■          32 策定済

A01-093

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕  (1)　 金沢・白石線ほか

50路線　　(23-A605)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

64橋

七戸町  ■  ■          44 －

A01-094

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (1) 　三保野1号線　　新

開橋　　(23-A621)

橋梁補修　　L=24.9m 横浜町  ■           9 策定済

A01-095

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (2) 　松栄線　　松栄橋

　　(23-A622)

橋梁補修　　L=14.4m 横浜町  ■          17 策定済

15 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-096

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (2) 　松栄線　　松栄橋

　　(23-A622)

橋梁補修　　L=14.4m 横浜町  ■  ■          26 策定済

A01-097

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (他)　 松守線ほか2路線

　　(23-A623)

橋梁補修　　N=3橋 横浜町  ■  ■           8 策定済

A01-098

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (1) 　向平明神平線　　

神幸橋　　(23-A624)

橋梁補修　　L=8.1m 横浜町  ■  ■          32 策定済

A01-099

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (他) 　桧木5号線　　桧

木橋　　(23-A625)

橋梁補修　　L=14.4m 横浜町  ■  ■          37 策定済

A01-100

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (1) 　鶏沢有畑線　　稲

荷橋　　(23-A626)

橋梁架替（長）　　L=18.6m 横浜町  ■  ■  ■         108 策定済

A01-101

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (他) 　有畑1号線ほか1路

線　　(23-A628)

橋梁補修　　N=2橋 横浜町  ■           3 策定済

16 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-102

道路 一般 横浜町 直接 横浜町 市町村

道

修繕 (1) 　三保野1号線ほか　

　(23-A631)

橋梁点検　　N=18橋 横浜町  ■           7 －

A01-103

道路 一般 東北町 直接 東北町 市町村

道

修繕 (2)　 乙供・天間林線ほ

か8路線　　(23-A640)

橋梁補修　　N=8橋 東北町  ■  ■          41 策定済

A01-104

道路 一般 六ヶ所村 直接 六ヶ所村 市町村

道

修繕 (2) 　泊中央線ほか5路線

　　(23-A661)

橋梁補修　　N=6橋 六ヶ所村  ■  ■  ■  ■         262 策定済

明神橋、馬門川橋、千歳平橋、七ツ山橋、雲雀橋、まちみち橋

A01-105

道路 一般 六ヶ所村 直接 六ヶ所村 市町村

道

修繕 (2) 　八森・六原線　　(

23-A662)

橋梁補修　　N=1橋 六ヶ所村  ■  ■          53 策定済

湯ノ沢橋

A01-106

道路 一般 おいらせ

町

直接 おいらせ町 市町村

道

修繕 (1) 　百小通学路線ほか3

3路線　　(23-A685)

橋梁点検　　N=44橋 おいらせ町  ■  ■  ■          12 －

A01-107

道路 一般 大間町 直接 大間町 市町村

道

改築 (他) 　大間細間垂水線　

　大間橋　　(23-A701)

橋梁架替(長) 　　L=15m 大間町  ■          84 策定済

17 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-108

道路 一般 大間町 直接 大間町 市町村

道

修繕 (1) 　奥戸材木線ほか9路

線　　(23-A702)

橋梁補修　　N=10橋 大間町  ■  ■  ■  ■          98 策定済

A01-109

道路 一般 東通村 直接 東通村 市町村

道

修繕 (1)　 石持砂子又線ほか3

3路線　　(23-A726)

橋梁点検　　N=49橋 東通村  ■          19 －

A01-110

道路 一般 東通村 直接 東通村 市町村

道

修繕 (1)　 小田野沢線　　小

田野沢7号　　(23-A727)

橋梁補修　　N=1橋 東通村  ■  ■          17 策定済

A01-111

道路 一般 東通村 直接 東通村 市町村

道

修繕 (他) 　砂子又学校線2号

　　上の橋　　(23-A728)

　

橋梁補修 　　N=1橋 東通村  ■  ■          16 策定済

A01-112

道路 一般 風間浦村 直接 風間浦村 市町村

道

修繕 (他)　 老人ホーム線他2

路線　　(23-A740)

橋梁点検　　N=4橋 風間浦村  ■           2 －

A01-113

道路 一般 佐井村 直接 佐井村 市町村

道

修繕 (1)　 福浦川目線ほか4路

線　　(23-A761)

橋梁補修　　N=10橋 佐井村  ■  ■  ■          45 策定済

18 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-114

道路 一般 佐井村 直接 佐井村 市町村

道

修繕 (1) 　川磯線ほか5路線　

　(23-A762)

橋梁補修　　N=7橋 佐井村  ■          10 策定済

A01-115

道路 一般 佐井村 直接 佐井村 市町村

道

修繕 (1) 　川磯線ほか5路線　

　(23-A762)

橋梁補修　　N=7橋 佐井村  ■          11 策定済

A01-116

道路 一般 佐井村 直接 佐井村 市町村

道

修繕 (1) 　古佐井焼山線ほか7

路線　　(23-A763)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

17橋

佐井村  ■          11 －

A01-117

道路 一般 三戸町 直接 三戸町 市町村

道

修繕 (2)　 舘遠藤小中島線ほ

か3路線　　(23-A781)

橋梁補修　　N=4橋 三戸町  ■  ■  ■  ■         139 策定済

遠小橋、武士沢橋、袴田橋、下田橋

A01-118

道路 一般 三戸町 直接 三戸町 市町村

道

修繕 (2) 　杉ノ平泉線ほか17

路線　　(23-A784)

橋梁点検　N=21橋 三戸町  ■           6 －

A01-119

道路 一般 三戸町 直接 三戸町 市町村

道

修繕 (1) 　住谷平玉ノ木線ほ

か19路線　　(23-A787)

橋梁点検　　N=37橋 三戸町  ■  ■          15 －

19 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-120

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (1) 　石仏蛯川線　　蛯

川橋　　(23-A806)

橋梁補修　　L=33m 五戸町  ■          29 策定済

A01-121

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (他) 　中市9号線　　中

市橋　　(23-A807)

橋梁補修　　L=24m 五戸町  ■          26 策定済

A01-122

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (2) 　新町二本柳線　　

二本柳橋　　(23-A808)

橋梁補修　　L=38m 五戸町  ■  ■  ■         115 策定済

A01-123

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (2) 　大森佐野線　　佐

野橋　　(23-A809)

橋梁補修　　L=48m 五戸町  ■  ■          55 策定済

A01-124

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (1)　 石仏蛯川線ほか65

路線　　(23-A810)

橋梁点検　　N=79橋 五戸町  ■  ■          23 －

A01-125

道路 一般 田子町 直接 田子町 市町村

道

修繕 (1) 　原衣更線ほか36路

線　　(23-A820)

橋梁点検　　N=36橋 田子町  ■          37 －

20 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 (他) 　荒町・剣吉小学校

線ほか1路線　　(23-A848

)

橋梁補修　　N=2橋 南部町  ■  ■  ■  ■         156 策定済

苫米地駅跨線橋、荒町陸橋

A01-128

道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 (1) 　苫米地・福田線ほ

か7路線　　(23-A853)

橋梁補修　　N=11橋 南部町  ■           5 策定済

A01-129

道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 (1) 　苫米地・片岸線ほ

か30路線　　(23-A855)

橋梁点検　　N=41橋 南部町  ■          15 －

A01-130

道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 (1) 　高橋・麦沢線ほか3

4路線　　(23-A858)

橋梁点検　　N=38橋 南部町  ■  ■          24 －

A01-131

道路 一般 階上町 直接 階上町 市町村

道

改築 (1)　 耳ケ吠・寺下線　

　寺下橋　　(23-A862)　

橋梁架替(長)　　 L=3.3m 階上町  ■          32 策定済

A01-132

道路 一般 階上町 直接 階上町 市町村

道

改築 (1) 　登切・伴蔵線　　

清水下1号橋　　(23-A863

)

橋梁補修　　L=2.5m 階上町  ■  ■          48 策定済

21 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-133

道路 一般 階上町 直接 階上町 市町村

道

修繕 (1) 　耳ヶ吠・追越線ほ

か天2当路平線　　跨道橋

ほか2橋　　(23-A864)

橋梁点検　　N=3橋 階上町  ■           7 策定済

A01-134

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 (1) 　中里・田中線ほか2

路線　　(23-A881)

橋梁補修　　N=3橋 新郷村  ■          29 策定済

中里橋、北篠谷地橋、二ノ倉橋

A01-135

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 (1) 　中里・田中線ほか4

路線　　(23-A882)

橋梁補修　　N=5橋 新郷村  ■          15 策定済

A01-136

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 (1) 　中里・田中線ほか2

7路線　　(23-A884)

橋梁点検　　N=29橋 新郷村  ■          10 策定済

A01-137

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 (1) 　中里・田中線ほか2

路線　　(23-A885)

橋梁補修　　N=3橋 新郷村  ■  ■  ■          33 策定済

A01-138

道路 一般 新郷村 直接 新郷村 市町村

道

修繕 (他) 　川代・北向線ほか

4路線　　(23-A886)

橋梁補修　　N=5橋 新郷村  ■  ■          26 策定済

22 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-139

道路 一般 青森市 直接 青森市 市町村

道

修繕 (他)　旭町大通り線ほか2

路線　　(23-A27)

道路構造物点検　　N=6基 青森市  ■           6 －

A01-140

道路 一般 八戸市 直接 八戸市 市町村

道

修繕 (1)　湊トンネル通線　　

湊トンネル　　(23-A81)

トンネル点検　　N=1箇所 八戸市  ■           6 －

A01-141

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (他)　南中野沖浦線　　(

23-A96)

トンネル点検　　N=1箇所 黒石市  ■           2 －

A01-142

道路 一般 黒石市 直接 黒石市 市町村

道

修繕 (他)　南中野沖浦線　　(

23-A97)

道路構造物点検　　N=1箇所 黒石市  ■           2 －

A01-143

道路 一般 平内町 直接 平内町 市町村

道

修繕 (1)　小湊外童子線ほか1

路線　　(23-A310)

橋梁補修　　N=2橋 平内町  ■  ■         117 策定済

A01-144

道路 一般 今別町 直接 今別町 市町村

道

修繕 (1)　浜名中宇田1号線ほ

か29路線　　(23-A325)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

37橋

今別町  ■           5 －

23 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-145

道路 一般 鰺ヶ沢町 直接 鰺ヶ沢町 市町村

道

修繕 (1)　北浮田南浮田線　　

(23-A386)

橋梁補修　　N=1橋 鰺ヶ沢町  ■          17 策定済

浮田橋

A01-147

道路 一般 藤崎町 直接 藤崎町 市町村

道

修繕 (1)　村井唐糸線ほか12路

線　　(23-A454)

道路施設点検　定期点検　　

N=1式

藤崎町  ■           4 －

A01-148

道路 一般 中泊町 直接 中泊町 市町村

道

修繕 (他)　町道404号線ほか1

路線　　(23-A549)

大型カルバート補修　　L=0.

197km

中泊町  ■           4 策定済

A01-149

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (1)　金沢・白石線ほか50

路線　　(23-A605)

橋梁長寿命化計画策定　　N=

64橋

七戸町  ■          28 －

A01-150

道路 一般 七戸町 直接 七戸町 市町村

道

修繕 (他)　作田防災ダム線　

作田隧道トンネル　　(23

-A606)

トンネル点検　　N=1箇所 七戸町  ■           4 －

A01-152

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (2)　川原町線ほか3路線

　　(23-A811)

橋梁補修　　N=4橋 五戸町  ■          22 策定済

24 案件番号：  0000167873



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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

A01-153

道路 一般 五戸町 直接 五戸町 市町村

道

修繕 (他)　南手倉橋線　　(23

-A812)

橋梁補修　　N=1橋 五戸町  ■          11 策定済

A01-154

道路 一般 田子町 直接 田子町 市町村

道

修繕 (1)　下田子七日市線ほか

3路線　向山橋ほか4橋　

　(23-A821)

橋梁補修　　N=5橋 田子町  ■          75 策定済

A01-155

道路 一般 南部町 直接 南部町 市町村

道

修繕 (1)　苫米地・福田線ほか

7路線　　(23-A853)

橋梁補修　　N=11橋 南部町  ■  ■          52 策定済

 小計      12,053

合計      12,053

25 案件番号：  0000167873



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施
事後評価の実施体制

0000167873案件番号：

令和２年３月

交付対象各市町村のホームページにて公表

石森橋通り線ほか23路線（青森市）をはじめとする橋梁補修事業により、橋梁等大型構造物の補修が図られ、道路施設の長寿命
化に寄与した。

森林軌道廃線通り線ほか287路線（青森市）をはじめとする橋梁点検事業により、橋梁等大型構造物の点検が図られ、道路施設
の状態把握に寄与した。

継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

橋梁長寿命化修繕計画対応率

最　終
目標値

70%
精査の結果、PCBの検出や新たな損傷箇所の確認などにより、当初の計画より事業費が大きく膨らみ、計画通りに補修が進まなかったため。

最　終
30%

実績値

1 案件番号：0000167873


