
 

 

 

 

弘前圏域８市町村国土強靱化地域計画 

主な事業（付表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

板柳町 

 

 



令和3年2月1日現在

詳細番号

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

詳細番号

地域整 事業計画名等 Ｒ3 ～ Ｒ7

備課２ 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

詳細番号

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

詳細番号

地域整 事業計画名等 Ｒ2 ～

備課４ 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

詳細番号

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

詳細番号

（防災・安全）

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

岡本玉川環状線ほか19路線 流融雪溝設置 3.6 ㎞ 180,000 Ｒ1 ～ Ｒ4

掛落林石野線 歩道設置 320 ｍ 55,000 Ｒ1 ～ Ｒ3

事業計画名等 Ｒ1 ～

事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

橋梁長寿命化修繕計画 1 式 ― Ｒ1 ～

「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（板柳町）

板柳町耐震改修促進計画

事業計画の詳細

地域整

備課１
事業計画名等 計画期間 H27 ～

（青森県における住宅・建築物の安全性の向上（第二期））

事業計画の詳細

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（仮） 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間

事業期間

住宅・建築物安全ストック形成

事業

板柳町木造住宅耐震診

断支援事業
11 棟 1,617 Ｒ2 ～

路線・河川・施設名等

Ｒ4 ～

建築物耐震対策緊急促進事業

（仮）

板柳町耐震診断義務化

建築物耐震改修工事支

援事業（仮）

1 式 ― Ｒ5 ～

建築物耐震対策緊急促進事業

（仮）

板柳町耐震診断義務化

建築物耐震補強設計支

援事業（仮）

1 式 ―

事業計画の詳細

地域整

備課３
事業計画名等

板柳町公営住宅等長寿命化計画
計画期間 Ｒ2 ～ Ｒ11

（青森県地域住宅等整備計画（第二期）

事業計画の詳細

板柳町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

路線・河川・施設名等 事業期間

町営住宅等

町営住宅等長寿命化事

業（公営住宅等ストッ

ク総合改善事業）

8 団地 300,800 Ｒ2 ～

Ｒ2 ～

事業計画の詳細

地域整

備課５
事業計画名等

板柳町耐震改修促進計画
計画期間 H27 ～

（青森県における住宅・建築物の安全性の向上（第二期））

板柳町被災建築物応急危険度判

定業務実施マニュアル
街区割図等作成業務等 1 式 ―

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

板柳町ブロック塀等耐

震改修促進事業
1 式 ― Ｒ4 ～

路線・河川・施設名等 事業期間

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

事業計画の詳細

建設６ 事業計画名等

社会資本総合整備計画

計画期間 Ｈ30 ～ Ｒ4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



令和3年2月1日現在

詳細番号

教委学 事業計画名等 R３ ～ R9

務課 1 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

大規模改修工事 1 施設 181,639 R7 ～ R9

大規模改修工事 1 施設 177,326 R5 ～ R7

大規模改修工事 1 施設 225,448 R３ ～ R5

板柳北小学校

板柳南小学校

小阿弥小学校

「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（板柳町）

事業計画の詳細

小学校大規模改修等事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間



令和3年2月1日現在

詳細番号

上下水 事業計画名等 R３ ～ R7

道課１ 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

耐震管更新 11.9 ｋｍ 342,356 R３ ～ R7

～

～

重要給水施設配水管更新工事

「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（板柳町）

事業計画の詳細

重要給水施設配水管整備事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間



令和3年2月1日現在

詳細番号

企画財 事業計画名等 R2 ～

政課１ 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

路線バスの運行の維 3系統 4,550 R2 ～

持・確保に係る支援

弘南バス（株）

「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（板柳町）

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



令和3年2月1日現在

詳細番号

町民生 事業計画名等 H6 ～

活課１ 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

施設維持管理 H6 ～

詳細番号

町民生 事業計画名等 H5 ～

活課２ 事業名・事業概要等 数量 単位 事業費

施設維持管理 H5 ～長野冬季不燃ごみ集積所

板柳町一般廃棄物最終処分場

路線・河川・施設名等

事業計画の詳細

最終処分場等管理事業 計画期間

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（板柳町）

事業計画の詳細

最終処分場等管理事業 計画期間

路線・河川・施設名等 事業期間


