
 

 

 

 

弘前圏域８市町村国土強靱化地域計画 
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令和3年3月現在

詳細番号

市民１ 事業計画名等 H7 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

施設維持管理 2 区画 H7 ～

詳細番号

市民２ 事業計画名等 H10 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

施設維持管理 1 区画 H10 ～

詳細番号

健康 1 事業計画名等 R2 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

老朽化した保育所等の 2 箇所 275,209 R2 ～ R3

建替等への補助

老朽化した保育所等の 2 箇所 298,695 R3 ～ R4

建替等への補助

老朽化した保育所等の 2 箇所 277,927 R4 ～ R5

建替等への補助

老朽化した保育所等の 2 箇所 277,927 R6 ～ R7

建替等への補助

老朽化した保育所等の 2 箇所 277,927 R7 ～ R8

建替等への補助

詳細番号

健康２ 事業計画名等 R2 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

建替工事 1 式 R4 ～ R7

詳細番号

農林１ 事業計画名等 R2 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

野菜・花き産地育成 2,404 S63 ～

事業

農作業省力化・効率化 25,106 R2 ～

対策事業

路線・河川・施設名等 事業期間

路線・河川・施設名等 事業期間

弘前市ひまわり荘

事業計画の詳細

野菜の生産力強化に係る事業 計画期間

市内の私立保育所等二か所

市内の私立保育所等二か所

事業計画の詳細

弘前市ひまわり荘建替工事 計画期間

市内の私立保育所等二か所

市内の私立保育所等二か所

市内の私立保育所等二か所

ECクリーンセンター瑞穂

事業計画の詳細

私立保育所等整備事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

弘前市埋立処分場第2次施設

事業計画の詳細

埋立処分場管理事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

事業計画の詳細

埋立処分場管理事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

農林２ 事業計画名等 R2 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

ひろさき農業新規参入 12,910 R2 ～

加速化事業

農業次世代人材投資 136,717 H24 ～

事業

ひろさき「農の魅力」 648 R1 ～

体験事業

新規就農意欲喚起等 4,072 R2 ～

支援事業※

※事業主体：ひろさき

　農業総合支援協議会

詳細番号

農林３ 事業計画名等 R2 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

農地中間管理事業 1 式 24,715 H26 ～

耕作放棄地再生促進 1 式 2,000 H29 ～

事業

詳細番号

建設１ 事業計画名等 H28 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

弘前市木造住宅 5 棟 735 R3 ～

耐震診断支援事業

弘前市木造住宅 1 棟 1,004 R3 ～

耐震改修促進事業

路線・河川・施設名等 事業期間

住宅・建築物安全ストック

形成事業

住宅・建築物安全ストック

形成事業

事業計画の詳細

弘前市耐震改修促進計画 計画期間

（青森県における住宅・建築物の安全性の向上

（第三期））

農地中間管理事業・耕作放棄地再生促進事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

事業計画の詳細

事業計画の詳細

ひろさき農業新規参入加速化事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

建設２ 事業計画名等 R3 ～ R7

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

弘前市耐震診断義務化 1 式 17,436 R3 ～

建築物耐震補強設計

支援事業（仮）

弘前市耐震診断義務化 1 式 R4 ～

建築物耐震改修工事

支援事業（仮）

詳細番号

建設３ 事業計画名等 R2 ～ R11

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

市営住宅等長寿命化事 17 団地 R2 ～ R11

業（公営住宅等ストッ

ク総合改善事業）

詳細番号

建設４ 事業計画名等 R2 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

街区割図等作成業務等 1 式 R2 ～

詳細番号

建設５ 事業計画名等 H28 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

弘前市ブロック塀等 5 件 600 R3 ～

耐震改修促進事業

（第三期））

路線・河川・施設名等 事業期間

住宅・建築物安全ストック

形成事業

弘前市被災建築物応急危険度

判定業務実施マニュアル

事業計画の詳細

弘前市耐震改修促進計画 計画期間

（青森県における住宅・建築物の安全性の向上

事業計画の詳細

弘前市被災建築物応急危険度判定業務 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

弘前市公営住宅等長寿命化計画 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

市営住宅等

（仮）

建築物耐震対策緊急促進事業

（仮）

事業計画の詳細

事業計画の詳細

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

建築物耐震対策緊急促進事業



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

建設６ 事業計画名等 R1 ～ R5

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

バイパス 1.1 ㎞ 601,000 R1 ～ R5

現道拡幅 0.6 ㎞ 189,000 R1 ～ R5

現道拡幅 0.1 ㎞ 63,000 R3 ～ R4

現道拡幅 0.3 ㎞ 45,000 R1 ～ R3

道路新設 0.2 ㎞ 658,000 R1 ～ R3

事業計画名等 R1 ～ R5

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

道路付属物点検 1,446 ㎞ 29,000 R1 ～ R5

道路構造物点検 2 箇所 2,000 R2 ～ R3

道路構造物点検 15 施設 4,000 R2 ～ R3

歩道整備 1.2 ㎞ 75,000 R4 ～ R5

歩道整備 0.4 ㎞ 80,000 R2 ～ R4

城東14号線ほか35路線 路肩整備 5.0 ㎞ 400,000 R1 ～ R5

向外瀬岩賀線ほか20路線 舗装補修 9.6 ㎞ 500,000 R1 ～ R5

事業計画名等 H30 ～ R4

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

歩道設置 0.8 ㎞ 115,000 R2 ～ R4

歩道設置 6.2 ㎞ 63,000 H30 ～ R3

歩道設置 0.1 ㎞ 36,000 H30 ～ R3

路肩改良 0.3 ㎞ 31,000 R1 ～ R3

路肩改良 0.2 ㎞ 15,000 R2 ～ R3

路側帯カラー化 0.5 ㎞ 3,000 R2 ～ R3

道路新設 0.3 ㎞ 113,000 H30 ～ R3

事業計画名等 H29 ～ R10

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

1 式 R1 ～ R10

1 式 H29 ～ R8

道路メンテナンス事業（補助） 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

橋梁長寿命化修繕計画

門型標識個別施設計画

岩木小５号線

小沢原ケ平線

小沢大開１号線

袋町線

門外原ケ平線

(仮称)折笠５号線

計画期間

通学路等の生活空間における交通安全対策を推進

する整備（防災・安全）

路線・河川・施設名等 事業期間

亀甲向外瀬１号線

駅前町取上線ほか3138路線

弘前駅地下道線ほか1路線

小栗山下湯口線ほか17路線

城東１号線

向外瀬岩賀線

社会資本総合整備計画

社会資本総合整備計画 計画期間

命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安

心・安全な生活空間の確保（防災・安全）

路線・河川・施設名等 事業期間

事業期間

蒔苗鳥井野線

堰根下線

向外瀬岩賀線

常盤野１号線

住吉山道町線

社会資本総合整備計画 計画期間

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・生活基盤形成

路線・河川・施設名等

事業計画の詳細



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

建設７ 事業計画名等 H30 ～ R4

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

空き家・空き地利活用 15 件 6,000 R3 ～

事業費補助金事業

老朽空き家等除却促進 5 件 2,500 R3 ～

事業費補助金事業

町会老朽空き家等除却 1 件 580 R3 ～

事業費交付金事業

安全措置業務 16 件 3,000 R3 ～

詳細番号

建設８ 事業計画名等 R2 ～ R6

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

排水路改良 70 m 5,000 R2

排水路改良 40 m 9,000 R2

排水路改良 116 m 15,500 R2 ～ R3

排水路改良 370 m 35,000 R2 ～ R6

排水路改良 40 m 3,000 R6

排水路改良 50 m 5,500 R3

排水路改良 80 m 4,000 R3 ～ R4

排水路改良 80 m 8,000 R4 ～ R5

排水路改良 80 m 2,000 R4 ～ R5

排水路改良 80 m 8,000 R5 ～ R6

詳細番号

建設９ 事業計画名等 R2 ～ R6

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

管理計画作成 1 式 15,000 R2

内部補修 250 m 10,000 R3

護岸補修 20 m 10,000 R3 ～ R4

河床改修 90 m 15,000 R3 ～ R5

河床改修・護岸補修 70 m 20,000 R3 ～ R5

河床改修・護岸補修 150 m 35,000 R3 ～ R5

内部補修 500 m 10,000 R6

河床改修 30 m 5,000 R6

護岸補修 100 m 15,000 R6

準用河川前川

普通河川三岳川

準用河川洞喰川

準用河川冷田川

準用河川刈間川

路線・河川・施設名等 事業期間

河川施設維持管理計画

準用河川長四郎川

準用河川腰巻川

準用河川大沢川

城東五丁目地区

外崎四丁目地区

春日町地区

取上地区

事業計画の詳細

弘前市河川施設維持管理計画 計画期間

湯口地区

中野四丁目地区

吉野町地区

千年・狼森地区

野田一丁目地区

悪戸地区

空き家・空き地対策推進事業

事業計画の詳細

排水路改良事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

空き家・空き地対策推進事業

空き家・空き地対策推進事業

(空き家再生等推進事業）

空き家・空き地対策推進事業

(空き家再生等推進事業）

事業計画の詳細

弘前市空き家等対策計画 計画期間

（青森県地域住宅等整備計画（第三期））

路線・河川・施設名等 事業期間



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

建設10 事業計画名等 R2 ～ R4

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

1 式 36,000 R2 ～ R4

詳細番号

建設11 事業計画名等 R1 ～ R5

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

除雪 371.3 km 1,125,000 R1 ～ R5

除雪機械購入 10 台 117,000 R1 ～ R5

詳細番号

建設12 事業計画名等 R1 ～ R5

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

消流雪溝設置 1.5 km 326,000 R1 ～ R5

防雪柵設置 0.96 km 126,000 R1 ～ R5

融雪施設整備 3 箇所 173,000 R1 ～ R5

小比内外崎線ほか8路線 道路構造物補修 9 箇所 148,000 R3 ～ R4

堆雪場整備 1 箇所 90,000 R4 ～ R5

詳細番号

建設13 事業計画名等 H28 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

応急仮設住宅の供与等 194 戸 H28 ～

詳細番号

都整1 事業計画名等 R2 ～ R4

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

保存修理及び耐震対策 1 式 232,880 R2 ～ R4

工事

弘前城三の丸追手門 保存修理及び耐震対策 1 式 R2 ～ R4

工事

路線・河川・施設名等 事業期間

弘前城二の丸南門

路線・河川・施設名等 事業期間

応急仮設住宅

事業計画の詳細

弘前城二の丸南門及び三の丸追手門保存修理事業 計画期間

馬屋町2号線ほか10路線

岳湯段瑞穂線ほか2路線

富田樹木線ほか2路線

新規雪置き場整備

事業計画の詳細

青森県応急仮設住宅建設マニュアル 計画期間

社会資本総合整備計画 計画期間

命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安

心・安全な生活空間の確保（防災・安全）

路線・河川・施設名等 事業期間

形成

路線・河川・施設名等 事業期間

十面沢笹舘線ほか338路線

撫牛子和徳町線ほか338路線

事業計画の詳細

三岳川雨水貯留池融雪施設

事業計画の詳細

社会資本総合整備計画 計画期間

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

社会資本総合整備計画 計画期間

命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安

心・安全な生活空間の確保（防災・安全）

路線・河川・施設名等 事業期間

事業計画の詳細



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

都整２ 事業計画名等 H25 ～ R12

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

街路整備、駅前広場等 0.22 ㎞ 2,000 H25 ～ R4

街路整備 0.21 ㎞ 1,382 R3 ～ R12

詳細番号

都整３ 事業計画名 H19 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

弘南鉄道弘南線・大鰐 1 式 100,948 H19 ～

線の維持・活性化に係

る支援

詳細番号

都整４ 事業計画名 H7 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

路線バス等の運行の維 1 式 255,196 H7 ～

持・確保に係る支援

詳細番号

水道 1 事業計画名等 R3 ～ R7

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

耐震管更新 13.0 km 830 R3 ～ R7

耐震管更新 25.9 km 1,552 R3 ～ R7

（水道管路緊急改善事業）

樋の口浄水場等建設事 1 式 502 R3 ～ R7

業

水道施設老朽化対策事 1 式 257 R3 ～ R7

業

樋の口浄水場等建設事 1 式 365 R3 ～ R7

業

水道施設再編推進事業

水道水源開発等施設整備

運営基盤の強化推進

路線・河川・施設名等 事業期間

重要給水施設配水管整備事業

老朽管更新事業

基幹水道構造物の耐震化事業

路線・河川・施設名等 事業期間

弘南バス㈱

事業計画の詳細

弘前市における水道施設の強靭化推進及び水道事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

弘南鉄道㈱

事業計画の詳細

地域公共交通確保維持事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

3･4･6号山道町樋の口町線

3･4･20号紺屋町野田線

事業計画の詳細

弘南鉄道維持活性化事業 計画期間

事業計画の詳細

弘前広域都市計画道路整備事業 計画期間



令和3年3月現在

「弘前圏域８市町村国土強靭化地域計画に関連する主な事業」に係る事業計画の詳細（弘前市）

詳細番号

水道２ 事業計画名等 R3 ～ R7

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

機械・電気設備改築 1 式 1,100 R3 ～ R7

管渠更生ほか 3,350 ｍ 745 R3 ～ R7

マンホールポンプ改築 35 箇所 184 R3 ～ R7

ストックマネジメント 1 式 278 R3 ～ R7

計画策定等

詳細番号

教委１ 事業計画名等 R2 ～ R7

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

石川小・中学校整備事 1 施設 3,573,693 R2 ～ R7

業

石川小・中学校整備事 1 施設

業

詳細番号

教委２ 事業計画名等 R3 ～ R7

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

大規模改造事業（空調） 8 台 31,225 R3 ～ R3

大規模改造事業（空調） 8 台 25,529 R3 ～ R3

大規模改造事業（空調） 8 台 31,225 R4 ～ R4

大規模改造事業（空調） 8 台 37,332 R5 ～ R5

大規模改造事業（空調） 8 台 30,860 R5 ～ R5

大規模改造事業（空調） 8 台 20,187 R6 ～ R6

大規模改造事業（空調） 8 台 19,576 R7 ～ R7

詳細番号

教委３ 事業計画名等 R2 ～ R5

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

伝統的建造物群保存地 1 件 10,566 R2 ～ R5

区保存計画及び防災計

画見直し事業

仲町伝統的建造物群保存

地区

東目屋小学校

事業計画の詳細

伝統的建造物群保存地区保存計画及び防災計画 計画期間

見直し事業

路線・河川・施設名等 事業期間

東小学校

西小学校

青柳小学校

朝陽小学校

常盤野小・中学校

三省小学校

石川小学校

事業計画の詳細

小・中学校屋内運動場暖房機器更新事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

石川中学校

事業計画の詳細

石川小・中学校整備事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

路線・河川・施設名等 事業期間

弘前市下水処理場

弘前処理分区（管渠）

弘前・岩木処理分区、百沢処理区

調査・設計等

事業計画の詳細

弘前市の下水道における防災・安全対策の実現 計画期間


