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東北地方整備局秋田河川国道事務所は､ 国
道７号象潟仁賀保道路整備に関し､ このほど
｢大竹地区事業損失 (事前) 調査等業務｣ を
ウヌマ地域総研に委託したことから､ 早けれ
ば年度内に同地区の改良工事を発注する方針
だ｡ ゼロ国債や繰越などの予算措置は現在検
討中で､ 改良規模は延長約500ｍを予定して
いる｡
象潟仁賀保道路は､ 起点部の (仮称) 象潟
ＩＣから (仮称) 金浦ＩＣを経て (仮称) 仁
賀保ＩＣに至り､ 仁賀保本荘道路と接続する
延長13.7ｋｍの路線｡ 来年度でにかほ市金浦

から (仮称) 仁賀保ＩＣタッチ部周辺までの
延長6,900ｍについて暫定供用を目指してい
る｡
今回､ 事前調査を行うのは､ 計画区間の中
間点付近の山形県寄りで､ にかほ市大竹字硫
黄谷地にある金浦温泉近く｡
同事務所では今後､ (仮称) 金浦ＩＣ整備

予定地周辺の金浦交差点舗装工事を年度末に
繰越で発注するほか､ 暫定供用区間の舗装工
事についても繰越で整備する｡�������������������� � � �� � � �� �
冷凍とろろ芋などの生産を行う株式会社東
北センバ (大館市比内町扇田字倉下３､ 上野

章代表取締役) は､ 大館市二井田の大館第二
工業団地に冷凍とろろ芋や冷凍和菓子､ 冷凍
野菜などの製造を行う大館工場 (仮称) の建
設を計画､ 現在は平和建設で造成工事を３月
末頃の工期で進めており､ 施工者についても
近く選定する見通しだ｡
計画は､ 主力製品である冷凍とろろ芋の受
注が拡大したことに加え､ グループ企業の事
業再編や新たな製品の開発・製造なども計画
していることから､ 新工場を建設するもの｡
建設地は､ 大館第二工業団地内の31,860.19
㎡の敷地で､ 新工場は鉄骨造平屋 (一部２階)
建て､ 延べ床面積5,770㎡規模で建設する｡
着工後は24年４月の操業を目指す方針｡△

大館工場 (仮称) 新築
造成施工 平和建設�計画概要�Ｓ１Ｆ (一部２Ｆ) 5,770㎡､
敷地31,860.19㎡�施工地�大館市二井田字前田野５番地５
(大館第二工業団地) 内�操業�24年４月予定�着工�23年度中����������������������� � ���� � � � � �
秋田地域振興局建設部 (所管：県道路課)
は､ 国道道路改築事業として五城目町で整備
する国道285号中津又工区に関し､ 現在進め
ている用地買収をまもなく終えることから､
トンネル坑口部の整備を年度内に発注する方
針だ｡
同工区は､ 現道の隘路区間を延長2,100ｍ

にわたり全幅9.5ｍに拡幅改良するとともに､

������� ����������������(購読料1年分75,600円(税込)前納制〈月額6,300円口座振替〉)(昭和41年６月17日第三種郵便物認可) (土・日曜祝日休刊)
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計画は､ フレスポ能代東側の国道７号沿い
に新店舗を建設するもの｡ 新店舗は鉄骨造平
屋建て､ 床面積2,911.08㎡ (店舗面積1,983.94
㎡､ 荷捌き施設106.6㎡､ 廃棄物保管施設等)
の規模で建設するほか､ 駐車場87台､ 駐輪場
24台分を整備する｡
現在は､ 農地転用や開発行為の手続きを進

めているほか､ 近く建築確認申請も提出する
見通し｡△

ヤマダ電機テックランド能代店新築�計画概要�Ｓ１Ｆ2,911.08㎡：店舗面積
1,983.94㎡､ 荷捌き施設106.6㎡､ 廃棄物
保管施設､ 駐車場87台､ 駐輪場24台等�施工地�能代市字中柳２の14地内�開店�24年７月29日 (予定)�������������������������������������������������������������

����



バイパスを整備するもの｡ バイパスルートに
は､ 主要構造物としてトンネル１基と橋梁３
橋 (１､ ２､ ３号橋) も計画している｡
同部では､ 来年度でトンネル掘削工に着手
する予定で､ 今後予算要望の準備を進めてい
く方針だ｡△

国道285号中津又工区 (国道道路改築)�計画概要�１次改良 (バイパス) Ｌ2,100
ｍ､ Ｗ9.5 (車道6.5) ｍ､ トンネルＬ295
ｍ､ 橋梁３橋 (１・２・３号橋)､ １月以
降＝トンネル坑口､ 24年度以降＝トンネ
ル掘削工�事業費�１億3,000万円 (全体約24億7,000
万円､ 当初)�詳細設計�東日設計コンサルタント (道
路)､ 建設技術研究所 (トンネル)､ 東邦
技術 (橋梁)�用地測量�奥山ボーリング�事業期間�27年度まで�施工地�南秋田郡五城目町富津内中津又
地内�発注�１月以降�� � �������������� � � � � � � � �
秋田市道路建設課は､ 同市下新城琵琶沼地
内で計画している市道中野笠岡線の改良に関
し､ 区間内にＪＲ施工分の笠岡踏切があるこ
とから､ 本日ＪＲ東日本と施工区分協議を行
う｡ 今後､ ＪＲ協議が順調に運び､ 施工箇所
の棲み分けができれば､ 協定締結を経てＪＲ
が設計に着手､ 早ければ来年度での改良着工
も見込まれる｡
計画は､ 県道41号秋田昭和線 (横山金足線)
と国道７号を結ぶ路線として､ 国道７号タッ
チ部の延長120ｍをメインに440ｍを整備する
もので､ 約9.5ｍの現道幅員を全幅12.25ｍに
拡幅する｡ 県が進めている主要地方道秋田天
王線道路整備と連続した形で整備することに
より､ 周辺の渋滞緩和や秋田港､ 産業拠点へ
のアクセス道路としても機能する｡△

市道中野笠岡線改良�計画概要�県道41号秋田昭和線 (横山金
足線) ～国道７号Ｌ440ｍ (国道７号タッ
チ部Ｌ120ｍ)､ Ｗ約9.5ｍ→Ｗ12.25ｍ､ 12
月以降＝ＪＲ協議､ 協定､ ＪＲ分設計�測量・設計�タカシーバルプラン�地質調査�千秋ボーリング�建物等調査積算�償研�施工地�秋田市下新城字琵琶沼地内�発注�24年度以降����������� � � � � � �
秋田市道路維持課は､ 同市広面の広面堤敷
谷内佐渡線に架かる佐渡橋について補強が必
要と判断されたため､ このほど詳細調査を行っ
た福山コンサルタントに随契で補修補強設計

を委託した｡ 佐渡橋は橋長9.07ｍ､幅員7.3ｍ
(車道6.6ｍ)のＲＣＴ桁＋ＰＣプレテン床版橋｡△
佐渡橋整備�計画概要�現況…Ｌ9.07ｍ､ Ｗ7.3ｍ (車
道6.6ｍ)､ＲＣＴ桁＋ＰＣプレテン床版橋�補修補強設計�福山コンサルタント�施工地�秋田広面地内�着工�24年度以降����������������������������������������������
由利本荘市が合併前から検討を進めている
旧国立療養所秋田病院跡地の利活用について
６日の市議会定例会で一般質問があり､ 長谷
部誠市長は立案時の３ゾーニング計画のうち､
防災拠点施設ゾーンについては当初計画して
いた宿泊施設ではなく､ 防災コミュニティセ
ンターを核とする案や､ 民間福祉施設ゾーン
については福祉施設に限らず､ その他の施設
も受け入れるフリーゾーンとする案など､ プ
ロジェクトチームで検討したたたき台を示し
た｡ スポーツ施設ゾーンについては当初計画
通り総合体育館を核とする方針｡
計画は､ 合併前の旧本荘市で立案｡ 当初の
案では ｢総合体育館を核とするスポーツ施設
ゾーン｣ ｢緑地と宿泊施設を備えた防災拠点
施設ゾーン｣ ｢高齢者が対象の民間福祉施設
ゾーン｣ に３分割する ｢３ゾーニング計画｣
を検討していた｡
市では昨年から庁内にプロジェクトチーム
を設置｡ ３ゾーニング計画を基本としつつ､
核となる施設の新たな方針が今回示されたも
の｡ 市総合政策課では､ 今回示した内容につ
いてあくまでたたき台レベルとしており､ 来
年度は地元住民や体育協会､ 防災組織など事
業に関連し得る諸機関を中心に検討委員会を
立ち上げ､ 詳細なプランを検討する方針｡ 議
会のコンセンサスや検討委での検討が順調に
運べば､ 新年度当初予算案に基本計画策定費
を計上することも視野に入れている｡
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雄勝地域振興局建設部 (所管：県道路課)
は､ 稲庭関口線京政地内のバイパス築造に関
し､ 用地測量については柴田工事調査に委託
し来年３月30日までの履行期限で進めている｡
同整備は､ 湯沢市三梨町字京政から宮田間
の現道幅員が４ｍから５ｍと狭くカーブも多
いことから､ 安全で円滑な交通確保を目指し
立案されたもので､ 今回の業務では､ 用地幅
杭設置800ｍや用地測量42,000㎡､ 用地境界
仮杭設置5,800㎡などを予定している｡
同部では､ 今後､ 年度内でまとめる道路修
正設計や用地測量等に基づき来年度の早期着
工へと準備を進めていく方針である｡
△稲庭関口線京政地内バイパス整備�計画概要�バイパス築造Ｌ867.47ｍ､ Ｗ
８ｍ (5.5ｍ)､ 24年度＝整備着手�道路詳細設計�ジオテックコンサルタン
ツ､ 共和技研 (修正設計)�測量�柴田工事調査 (路線､ 用地)�施工地�湯沢市三梨町字京政～宮田地内�着工�24年度以降����������������� �� � � � ����������
雄勝地域振興局建設部 (所管：県河川砂防
課) は､ 県単河川改良事業 (自然防止債) と
して策定する３河川の河道計画策定業務に関
し､ このほど20日の開札で公告した｡
同河道計画は､ 松沢川(河道計画検討Ｌ0.5

ｋｍ､ 現地調査､ 流下能力評価完了済み)､
白子川 (現地踏査Ｌ10ｋｍ､ 流下能力評価Ｌ
10ｋｍ､ 河道計画検討Ｌ0.5ｋｍ)､ 姉倉沢川
(現地踏査Ｌ４ｋｍ､ 流下能力評価Ｌ４ｋｍ､
河道計画検討Ｌ0.5ｋｍ) の流下能力を検証
し､ 治水安全度の維持向上を目的に策定する
もの｡

�������������������� ���������� (昭和41年６月17日第三種郵便物認可)

◇能代港湾事務所・能代港灰捨場管理工事・公
有水面埋立免許願書及び産業廃棄物処理施設
設置許可申請書作成業務委託
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県議会９月定例会12月議会における６日の
一般質問で､ 佐竹敬久知事は新エネルギー産
業関連やＬＥＤ化の地場産業化､ 建設工事に
おける総合評価落札方式などについて答弁し
た｡
新エネ関連産業については､ 国の固定価格
買取制度が来年７月から始まることで､ 発電
事業がさらに活発化するとし､ 県内でも風力
発電事業について海岸部の県有地を中心に民
間事業の導入を図りたいとしたほか､ 大規模
風力発電については蓄電池システムの利用も
視野に入れるとした｡
また､ 発電事業の施設整備については経済
効果も高いことから､ 県内業者を対象とした
研修などを開催しノウハウのレベルアップを
図るとした｡ 大規模太陽光発電 (メガソーラー)
の導入についても触れ､ 導入促進調査の結果
を年内に県ホームページで公表するとした｡
ＬＥＤの地場産業化については､ ６月にＬ
ＥＤ機器研究会を立ち上げており､ 今後も県

内企業がＬＥＤ事業に参入できるよう､ 取り
組みを促進したいとした｡
ＬＥＤ関連などで一般質問に立った小原正
晃議員 (民主) は､ 東日本大震災を踏まえた
自動起動型信号機電源付加装置の増設や信号
機のＬＥＤ化における方針についても質問｡
答弁に立った石田高久県警察本部長は､ 自動
起動型電源付加装置が秋田市を中心に42基し
か設置されておらず､ 今後は停電時の信号機
能維持に向け､ 秋田市のみならず､ 県内の主
要幹線道路交差点で計画的に設置する方針を
示した｡
また､ 信号機のＬＥＤ化については､ 全国
に比べ整備が遅れている状況から､ 老朽化し
た信号機ごとＬＥＤタイプに更新する手法を
検討しているとした｡
午後に質問に立った佐藤雄孝議員 (自民)
からは建設工事における総合評価落札方式に
ついて質問があり､ 地元建設業の地域貢献度
は近年ますます評価されるべきで､ 現行制度
にも地域貢献度の評価項目はあるが､ 十分で
はなく､ 特別加算も含めた評価項目の充実が
課題だとした｡
これに対し知事は､ 建設業の地域貢献が多
種多様にわたっていることを踏まえ､ 今後は
適切と判断されるものについては新たに評価
項目に加えたいとした｡��������������������������������������������������������������
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同部では､ 今年度で策定する河道計画に基
づき整備内容等を検討し､ 早期整備着手を目
指せればとしている｡△

条件付一般競争・平成23年度県単河川改良
事業 (自然防止債) ・河道計画策定業務委
託・Ｋ452－Ｙ1 (松沢川他) 〈湯沢市千石
町三丁目他地内〉
◎総合評価落札方式�業務概要�現況流下能力の検討一式､ 河
道計画一式�予定価格�506万6,000円�工期�24年3月26日�参加要件�①土木コンサル (河川､ 砂防
及び海岸・海洋) ②県内に主たる営業所
又は営業所�提出期限�申請書13日正午､入札書13日13
時～16日�開札�20日10時�����������������������������������������
平鹿地域振興局建設部 (所管：県道路課)
は､ 横手市雄物川町沼館地内の主要地方道横
手東由利線の沼館橋に関し､ 補修補強設計に
ついてはセントラルコンサルタントで来年３
月30日までの履行期限で進めている｡
同橋は､ 昭和48年架設の橋長452.54ｍ､ 幅

員8.7ｍの橋梁で､ 上部工がＰＣ単純箱桁橋
(合成)､ １径間鋼製ランガー橋､ ６径間連続
箱桁橋 (合成)､ 下部工が逆Ｔ式橋台２基､
壁式橋脚７基からなり､ 経年劣化等で損傷が
進み､ 橋梁全体の耐荷性能向上や耐震向上を
目指すもの｡
同部では､ 今年度で設計等をまとめ来年度
で国との協議を進めることから､ 整備につい
ては25年度以降の早期着手が見込まれる｡△

主要地方道横手東由利線沼館橋補修補強�計画概要�耐震補強､ 補修等､ 現況…昭
和48年架設Ｌ452.54ｍ､ Ｗ8.7ｍ (6.5ｍ､
歩道1.5ｍ)､ 上部工：ＰＣ単純箱桁橋
(合成)､ １径間鋼製ランガー橋､ ６径間
連続箱桁橋 (合成)､ 下部工：逆Ｔ式橋台
２基､ 壁式橋脚７基､ 基礎工：杭基礎､

ケーソン基礎､ 24年度＝国との協議ほか�補修補強設計�セントラルコンサルタント�施工地�横手市雄物川町沼館地内�着工�25年度以降�� � �������������� � � � � �
大館市は､ 同市本庁舎の耐震化整備に関し
て､ これまで本庁舎耐震工事の拡充､ 現在地
での新築､ 旧正札ビルへの機能移転の３案で
検討を進めていたが､ 耐震工事の拡充では今
後長期間の使用を考えた場合強度基準を満た
さないとして､ 新築か旧正札ビルへ移転の２
案に絞って検討を進める方針を12月定例会で
示した｡
このうち､ 新築する場合は庁舎建設のみで
40億円のほか､ 設備等でさらに数十億円を要
する見込みで､ 新築する場合は建設基金の積
立などが必要としている｡ また､ 旧正札ビル
へ移転する場合も､各種設備の一新や大規模
改造が必要なほか､駐車場の確保も課題となる｡△

市本庁舎整備�計画概要�新築 (現在地)､ 旧正札ビルへ
機能移転の２案で検討､ 現況…西側庁舎：
ＲＣ３ＦＰＨ１Ｆ一部Ｓ2,350.59㎡､ 東側
庁舎：昭和51年Ｓ３Ｆ1,901.11㎡�耐震診断�アトリエ建築設計室 (西側庁

舎)､ 恒谷汲川建築設計事務所 (東側庁舎)�施工地�大館市字中城20(現在地)ほか地内�着工�24年度以降���������������������������������������
マックスバリュ東北株式会社 (秋田市土崎
港北一丁目６番25号､ 宮地邦明代表取締役社
長) は､ 秋田市泉北一丁目地内で計画してい
る (仮称) マックスバリュ泉店の新築に関し､
現在､ 平面プランの詰めを行っており､ 施工
者選定については１月以降となる見通しだ｡
秋田市に受理された大規模小売店舗立地法に
基づく届け出では来年６月27日の開店として
いたが､ 今後のスケジュールにより流動的｡
建設地は､ 日本通運株式会社秋田支店裏手
の同社倉庫解体跡地｡ 概要によると､ 店舗面
積は2,000㎡､ バックヤードが830㎡で､ 他に
廃棄物保管施設や荷捌き施設､ 駐車場､ 駐輪
場などを整備する｡△

(仮称) マックスバリュ泉店新築�計画概要�店舗2,000㎡､バックヤード830
㎡､廃棄物保管施設21.6㎡､荷捌き施設125
㎡､ 一般駐車場113台､ 身体障害者用駐車
場２台､ 駐輪場65台�施工地�秋田市泉北一丁目11地内�開店�24年６月27日予定�発注�１月以降������������������������������ � � � � �
東北地方整備局秋田河川国道事務所は､ 秋
田南地区橋梁補修工事として国道13号の秋田
市河辺に架かる和田大橋の補修を計画､ 早け
れば今月中にも公告する｡ 概算工事規模は１
から２億円｡
整備では､ 橋脚巻立て (ポリマーセメント
モルタル) や落橋防止装置､ 変位制限装置､
橋面防水工､ デッキプレート床版補修を約11
カ月の工期で行う｡△

和田大橋補修�計画概要�橋脚巻立て (ポリマーセメン
トモルタル) ２基､ 落橋防止装置12組､
変位制限装置18カ所､ 橋面防水工600㎡､
デッキプレート床版補修45㎡�事業費�概算１～２億円�施工地�秋田市河辺和田地内�発注�12月以降

������� ������� ����������������(昭和41年６月17日第三種郵便物認可) ������������������������������������������
経済産業省資源エネルギー庁は､ 第三次補
正予算で建築物節電改修支援事業費補助金
150億円を確保､ 既築建築物の節電改修を行
う者に対して補助金を交付する｡ 今月下旬に
も公募を開始する見通しだ｡
同事業は､ 電力需給対策の一環として民生
部門の節電推進を狙いとし､ 補助対象施設は､

ホテル､ 病院､ 老人ホーム､ 物販店舗､ 事務
所､ 学校､ 飲食店などの民生用建築物｡ 空調､
換気､ 照明､ 給湯､ 断熱などの工事に対し､
設備導入費用を補助する｡ 設備単体の導入の
場合でも､ ｢建築物全体の半分以上を更新す
る｣ かつ ｢10％以上の節電効果がある｣ との
条件を満たせば補助対象となる｡
補助率は､ 中小企業が工事費の２分の１､
その他が３分の１と有利な設定で､ 改修総額
300万円以上の工事が対象｡ 具体的な改修工
事例としては､ 空調では高効率空調､ 照明で
はＬＥＤなどの高効率照明設備や照度センサー､
給湯では高効率ヒートポンプや高効率ボイラ､
コージェネレーションシステムなどの高効率
熱源､ 断熱では複層窓や高性能ガラスなどの
設置が想定される｡

◆◆◆◆◆◆� � � � � �
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������������
一般社団法人秋田県建造物解体業協会 (田
村典美会長) は５日､ 秋田県復興支援サポー
ト事業の第１陣出発式を大仙市刈和野の斎兵
組で行い､ 県南支部会員や県建設管理課の土
田元建設業班班長が参加した｡
同協会は､ 県の復興支援建設産業サポート
事業に参加しており､ 宮城県解体業組合から
の依頼を受け､ 今回は第１陣として斎兵組
(大仙市刈和野字一里塚東108､ 齋藤兵左エ門
代表取締役) から20名が仙台市宮城野区､ 若
林区に出発した｡
出発式では田村会長があいさつに立ち ｢震
災から９カ月が経ったが､ 今回初めて支援に
協力することとなった第１陣には､ 安全な作
業で信頼を得ていただき､ 今後､ 第２・第３
陣と続けて支援にあたりたい｣ と述べた｡ ま
た､ 斎兵組の齋藤社長は ｢被災地の業界との

絆を深め､ 秋田県の業界のために信頼を得て
きたい｣ とした｡
最後に､ 小野雅敏県南支部長 (小野建設)
の三本手締めで作業員の安全を祈願した｡
復興支援建設産業サポート事業は､ 県内建
設産業関連団体が ｢建設産業サポーター｣ を
雇用し､ サポーターが被災地の企業・団体を
訪問して県内建設業者が提供できる労働力・
資機材等の情報を提供するとともに､ 被災地
でのニーズを把握し県内建設産業に提供する
ことにより､ 県内建設産業が迅速な復興に貢
献できる環境を整えることを目的とするもの
で､ 現在､ 県内12団体・11名が参加している｡

�������������



���������△

一般競争・入札番号第1号・秋田地区除雪
作業請負1 (除雪機械チャーター) (仁別林
道外) 〈秋田市仁別務沢国有林地内〉�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間等：80時間､ 除雪距離Ｌ9.2ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時△

一般競争・入札番号第2号・秋田地区除雪
作業請負2 (除雪機械チャーター) (中の沢
林道外) 〈秋田市仁別字務沢国有林地内〉�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間等：40時間､ 除雪距離Ｌ3ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時△

一般競争・入札番号第3号・岩見地区除雪
作業請負(除雪機械チャーター) (田沢林道
外)〈秋田市河辺岩見字岩見山国有林地内〉�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間等：60時間､ 除雪距離Ｌ6.8ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時△

一般競争・入札番号第4号・仙北地区除雪
作業請負1 (除雪機械チャーター) (大羅迦
内林道外) 〈仙北市角館町山谷川崎字山谷
沢国有林地内〉�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間：40時間､ 除雪距離Ｌ2.9ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時△

一般競争・入札番号第5号・仙北地区除雪
作業請負2 (除雪機械チャーター) (小波内
林道外) 〈仙北市西木町桧木内字小波内沢
国有林地内〉�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間等：60時間､ 除雪距離Ｌ5.9ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時△

一般競争・入札番号第6号・大仙地区除雪
作業請負(除雪機械チャーター) (遅沢林道
外)〈大仙市協和船岡字大川前国有林地内〉

�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間等：40時間､ 除雪距離Ｌ2.3ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時△

一般競争・入札番号第7号・美郷地区除雪
作業請負(除雪機械チャーター)(大屋黒沢
林道外)〈美郷町六郷東根字潟尻国有林地内〉�概要� 使用機種等：トラクターショベル
(ホイール1.2�) 1台 (排出ガス対策型)､
予定時間等：40時間､ 除雪距離Ｌ1.3ｋｍ�工期� 24年2月29日�参加要件� ①役務の提供等､ 東北 ②秋
田県内に本・支店・営業所�提出期限� 入札書20日13時30分～14時
(郵送：19日)�開札� 20日14時��������������������△

一般競争・手術室空調機フィルター交換業
務 (秋田労災病院)�工期� 24年1月31日�参加要件� ①役務の提供等 (建物管理等
各種保守管理)�提出期限� 入札書15日15時�開札� 16日11時������������△

一般競争・秋田大学本部管理棟他機械警備
業務 (秋田大学 [秋田市手形地区､ 保戸野
地区､ 大潟村])�工期� 29年3月31日�参加要件� ①役務の提供等Ａ・Ｂ・Ｃ・
Ｄのいずれか､ 東北�提出期限� 参加資格確認書16日15時�開札� 22日10時���������△

条件付一般競争・平成23年度旧公舎護岸補
修工事・23－ＤＯ－77 (柴平発電所) 〈鹿
角市花輪字太平地内〉
※入札取り止め����������△

条件付一般競争・交通信号機移設工事・Ｓ－
59〈秋田市山王四丁目1の3先地内外2カ所〉�工事概要� 交通信号機移設工事�工期� 24年1月27日�参加要件� ①電気Ａ ②秋田県内に主た
る営業所または過去5年以内に､ 本工事と
同種工事を秋田県内において元請けとし
て完成させた実績のある営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～14日�開札� 15日9時30分���������△

条件付一般競争・玉川発電事務所屋外変電
所 (活線) 冠雪除去委託・23－ＤＴ－Ｍ10
〈仙北市田沢湖田沢地内〉�業務概要� 小和瀬発電所：屋外変電所
(活線) 冠雪除去2回､ 鎧畑発電所：屋外
変電所 (活線) 冠雪除去1回�工期� 24年3月9日�参加要件� ①電気 ②秋田県内に営業所�提出期限� 申請書13日､ 入札書14日～16
日16時�開札� 19日10時���������△

条件付一般競争・能代港灰捨場管理工事・
公有水面埋立免許願書及び産業廃棄物処理
施設設置許可申請書作成業務委託・23－Ｚ
101－Ｙ5〈能代市能代港外港地区〉�業務概要� 公有水面埋立免許願書作成一
式､ 産業廃棄物処理施設設置許可申請書
作成一式�予定価格� 891万5,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①土木コンサル (港湾及び空
港) ②東北管内に営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～14日�開札� 15日10時

���������△

条件付一般競争・平成23年度県単一般治山
事業・第ＲＣ2126Ａ031号工事 (喜左エ門
沢出口) 〈能代市二ツ井町種字喜左エ門沢
出口地内〉�工事概要� 水路工Ｌ189.1ｍ…既設ダム
～№1間：Ｕ型側溝 (キャッチドレン600
×600) Ｌ62.1ｍ､ №1～下流：Ｕ型側溝
(キャッチドレン600×600) Ｌ127ｍ�予定価格� 463万1,000円�工期� 24年3月30日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②山本管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～15日�開札� 19日10時△
条件付一般競争・平成23年度県単一般治山
事業・第ＲＣ2126Ａ041号工事 (下中沢)
〈能代市中沢字下中沢地内〉�工事概要� 山腹工0.05ｈａ…蛇篭工Ｌ120
ｍ (人力法切､ 残土処理28�含む) ：防
護柵工 (耐雪型落石防護柵工) Ｌ33.5ｍ�予定価格� 292万1,000円�工期� 24年3月30日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②山本管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～15日�開札� 19日10時△

条件付一般競争・平成23年度県単一般治山
事業・第ＲＣ2126Ａ051号工事 (雨降場)
〈八峰町八森字雨降場地内〉�工事概要� Ｓ44既設堰堤工背面土砂掘削
運搬：人力掘削､ ベルトコンベア運搬､
ダンプトラック積込運搬処理80��工期� 24年1月31日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②山本管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～15日�開札� 19日10時���������△

条件付一般競争・平成22年度県単砂防事業
(急傾斜地) ・用地確定測量業務委託・22－
Ｌ480－Ｙ2 (狐森地区) 〈秋田市豊岩小山
字狐森地内〉�業務概要� 用地確定測量240㎡�予定価格� 61万8,000円�工期� 24年2月29日�参加要件� ①測量 (測量一般) ②秋田管
内に主たる営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～14日�開札� 15日9時30分△

条件付一般競争・平成23年度県単庁舎公舎
維持修繕工事・23－Ａ514－10(アワビ種苗
生産施設)〈にかほ市象潟町入湖ノ澗地内〉�工事概要� 照明器具交換 (飼育棟8台､
管理棟23台)�工期� 24年3月22日�参加要件� ①電気Ｂ ②由利管内に主た
る営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～14日�開札� 15日10時30分△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・23－0004－10 (太平川) 〈秋田市太
平山谷字地主地内〉�工事概要� 復旧Ｌ19ｍ､ 護岸工 (コンク
リートブロック積) 61㎡�予定価格� 282万5,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②秋田市に主
たる営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書12日～14日�開札� 16日9時30分���������△

条件付一般競争・平成23年度県単道路改築
事業・裁決申請図書作成等業務委託・Ｉ106－
ＹＥ (3・4・9横町線および3・4・2大町通
線) 〈仙北市角館町横町地内〉�業務概要� 裁決申請図書作成1件､ 明渡
裁決申立図書作成1件､ 附帯工作物 (住宅
敷地Ａ) 調査・算定1件�予定価格� 110万9,000円�工期� 24年1月25日

�������������������� ����������� � � �
※工事・業務名の次の◎は入札方式を表す｡ ｢再資源
化｣ は､ 再資源化等の実施が義務付けられた工事｡
※参加要件の①は資格・等級､ ②は所在地 (本・支店､
主たる営業所､ 合併特例要領に基づく営業所など)､
③はその他 (実績など) ※金額は税抜

(昭和41年６月17日第三種郵便物認可)

◇本紙掲載以外の入札情報につきましては､ 当社
ＷＥＢサイトの速報ページも併用ください｡
http://www.akks.co.jp

◇次号エリア特集／仙北・平鹿・雄勝地域版
※随時お問い合わせに応じます
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�参加要件� ①補償コンサル (物件および
補償関連) ②秋田県内に主たる営業所�提出期限� 申請書9日16時､ 入札書12日
～14日11時�開札� 14日13時���������△

条件付一般競争・ ｢道の駅さんない｣ 休憩
所受水槽清掃業務委託〈横手市山内土渕字
小目倉沢 ｢道の駅さんない｣ 地内〉�委託概要� 受水槽の清掃・点検および水
質検査�工期� 24年1月31日�参加要件� ①庁舎維持管理業者 (飲料水
貯水槽清掃) ②秋田県内に本社�提出期限� 申請書12日､ 入札書13日11時�開札� 13日11時���������△

条件付一般競争・県単河川等環境維持修繕
事業 (砂防修繕) ・砂防情報システム修繕
業務委託・Ｌ870－Ｙ1 (八乙女雨量局)
〈湯沢市高松地内〉�業務概要� 空中線設備修繕一式�工期� 24年3月23日�参加要件� ①電気通信Ａ ②秋田県内に
営業所�提出期限� 申請書8日正午､ 入札書8日13
時～13日15時�開札� 14日10時△

条件付一般競争・平成23年度県単一般治山
事業・ＲＨ2126Ａ110 (柵内沢山) 〈湯沢
市字柵内沢山地内〉�工事概要� 落石防護柵工：落石防護柵撤
去Ｌ30.2ｍ､ 落石防護柵設置Ｌ30.2ｍ�予定価格� 252万1,000円�工期� 24年3月9日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②雄勝管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書8日正午､ 入札書8日13
時～12日�開札� 14日10時△

条件付一般競争・農地地すべり対策調査計
画・第90231号業務委託 (除野地区) 〈羽
後町軽井沢地内〉�業務概要� 地下水排除工 (機能回復調査)
一式：ボーリング孔洗浄Ｌ1,070ｍ (22孔)､
資料整理とりまとめ一式�工期� 24年2月28日�参加要件� ①さく井Ａ ②雄勝・仙北・
平鹿管内のいずれかに主たる営業所�提出期限� 申請書8日正午､ 入札書8日13
時～13日15時�開札� 14日10時����������△

条件付一般競争・川原町他下水路修繕〈字
大館他地内〉�予定価格� 77万8,000円�工期� 24年1月31日�参加要件� ①土木一式Ｃ�提出期限� 申込書8日�開札� 9日9時����������△

応募型・第2－125号・都市公園等遊具保守
点検業務委託 (市内街区公園等75カ所)�工期� 24年3月23日�参加要件� ①遊具保守点検�提出期限� 申込書12日�開札� 20日14時△

応募型・消火栓更新工事 (その2) 〈万町
地内外〉�予定価格� 389万円�参加要件� ①水道施設Ａ ②市内業者�提出期限� 申込書9日�開札� 16日△

応募型・東能代第一幹線工事 (23Ａ－12)
〈字仁井田白山地内〉�予定価格� 4,394万8,000円�参加要件� ①一般土木Ａ ②市内業者�提出期限� 申込書13日�開札� 20日

△

応募型・中坪地区排水対策工事〈二ツ井町
字下野地内〉�予定価格� 702万2,000円�参加要件� ①一般土木Ｂ ②二ツ井地域�提出期限� 申込書13日�開札� 20日��������△

要件付一般競争・他工第39号・勝平地区コ
ミュニティセンターおよび勝平児童センター
(仮称) 電気設備工事〈新屋松美ガ丘東
町1443番地31ほか1筆地内〉�予定価格� 4,297万円�工期� 24年9月28日�参加要件� ①電気Ａ�提出期限� 参加申込書20日15時､ 入札書
20日�開札� 21日9時30分△

要件付一般競争・他工第40号・勝平地区コ
ミュニティセンターおよび勝平児童センター
(仮称) 機械設備工事〈新屋松美ガ丘東町
1443番地31ほか1筆地内〉�予定価格� 4,315万円�工期� 24年9月28日�参加要件� ①管Ａ､ 上水道指定店資格､
下水道指定店資格�提出期限� 参加申込書20日15時､ 入札書
20日�開札� 21日9時30分�������������△

公募・秋田市立保戸野小学校ほか14校保健
室エアコン設置修繕〈保戸野すわ町9番60
号ほか地内〉�工期� 24年3月23日�参加要件� ①電気�提出期限� 申込書14日�開札� 20日9時30分△

公募・秋田市立土崎小学校ほか14校保健室
エアコン設置修繕〈土崎港中央三丁目1番78
号ほか地内〉�工期� 24年3月23日�参加要件� ①電気�提出期限� 申込書14日�開札� 20日9時30分△

公募・秋田市立牛島小学校ほか15校保健室
エアコン設置修繕〈牛島東六丁目6番1号ほ
か地内〉�工期� 24年3月23日�参加要件� ①電気�提出期限� 申込書14日�開札� 20日9時30分△

公募・秋田市立日新小学校ほか15校保健室
エアコン設置修繕〈新屋栗田町24番1号ほ
か地内〉�工期� 24年3月23日�参加要件� ①電気�提出期限� 申込書14日�開札� 20日9時30分����������△

事後審査型条件付一般競争・第103号・テ

レビ共同受信設備撤去業務委託〈楢山登町
地内〉�工期� 24年3月16日�参加要件� ①電気通信Ａ ②秋田市内に
本社�提出期限� 申請書13日16時�開札� 14日10時△

事後審査型条件付一般競争・第36号・手形
山送水管伸縮継手補強修繕〈横森二丁目地内〉�工期� 24年3月23日�参加要件� ①水道施設�提出期限� 申請書13日16時�開札� 14日10時20分△

事後審査型条件付一般競争・第37号・牛島
汚水中継ポンプ場電源切替開閉器交換修繕
〈牛島南一丁目5番11号地内〉�工期� 24年2月15日�参加要件� ①電気Ａ ②秋田市内に本社�提出期限� 申請書13日16時�開札� 14日10時40分△

事後審査型条件付一般競争・第38号・直流
電源装置蓄電池交換修繕 (豊岩浄水場内)
〈豊岩豊巻字上野164地内〉�工期� 24年3月16日�参加要件� ①電気Ａ ②秋田市内に本社�提出期限� 申請書13日16時�開札� 14日11時������������△

条件付一般競争・水道第28号・田尻地内下
水道工事に伴う配水管布設替工事 (第2工
区) 〈石脇字田尻地内〉�工事概要� φ100－ＨＰＰＥ・Ｌ394ｍ､
φ75－ＨＰＰＥ・Ｌ53ｍ､ φ50－ＨＰＰ
Ｅ・Ｌ16ｍ�予定価格� 1,852万円�工期� 24年3月26日�参加要件� ①水道施設Ａまたは給排水暖
冷房衛生設備Ａ ②市内に主たる営業所ま
たはその他の営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書13日～15日�開札� 16日9時△

条件付一般競争・水道第29号・国道105号
飛鳥大橋可とう管修繕工事〈川口字飛鳥下
地内〉�工事概要� φ300－ＤＩＰ (ＮＳ)Ｌ19.1
ｍ､ φ300－伸縮可とう管2カ所他�予定価格� 722万9,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①水道施設Ａまたは給排水暖
冷房衛生設備Ａ ②市内に主たる営業所ま
たはその他の営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書13日～15日�開札� 16日9時����������△

条件付一般競争・矢島建第30号・23災第227
号・河川災害復旧工事〈矢島町川辺字大館
下地内〉�工事概要� 復旧Ｌ107ｍ (左岸Ｌ56ｍ､
右岸Ｌ64ｍ)､ 護岸工：コンクリートブロッ
ク積378㎡､ 法覆工：張芝63㎡

������� ������� ����������������(昭和41年６月17日第三種郵便物認可) � � �
小坂町の12月補正予算案は､ 一般会計総額
5,600万3,000円を追加し､ 補正後の累計を41
億516万6,000円とするもの｡ 会期は14日から
21日まで｡
主なものは次の通り (抜粋)｡△

カーブミラー新設費 18万9,000円△

福祉保健総合センター修繕費 94万2,000円△

七滝保育所保育室エアコン交換・移設費
24万円△

体験農園取水口整備等費 101万9,000円△

施設整備費補助(産業振興)費 2,000万円

△

鉱山事務所電話設備更新費 134万4,000円△

新町山崎線外流雪溝設置事業費
207万7,000円△

堤沢川構造物撤去費 15万2,000円△

河川浚渫工事(余路米川・沢川)費 85万円△

小型動力ポンプ修繕費 26万9,000円△

メール配信システム整備費 １万5,000円△

小坂小学校修繕費(職員室照明器具７台)
16万6,000円△

七滝小学校修繕費(暖房機調節計)
14万9,000円△

七滝公民館修繕費(エアコン) 16万8,000円△
交流センターダルマ石油ストーブ費 (５台)

９万9,000円△

アリーナ床鳴り改修費 140万6,000円�����������△

設計委託費 827万4,000円

� � � �
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������



�予定価格� 1,874万8,000円�工期� 24年3月30日�参加要件� ①一般土木Ａ ②市内に主た
る営業所�提出期限� 申請書9日､ 入札書13日～15日�開札� 16日9時���������△

条件付一般競争・平成22年度 (繰越) 地方
特定道路整備事業・道路詳細・交差点詳細
設計等業務委託・22－Ｉ307－Ｙ1 (富根能
代線) 〈能代市真壁地地内〉
※入札中止 (後日再公告)���������△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0014－10 (子吉川左岸) 〈由利本荘
市鳥海町上川内地内〉�工事概要� 復旧 (左岸) Ｌ74.4ｍ､ 護岸
工 (コンクリートブロック張) 744㎡､ 法
覆工 (張芝) 30㎡､ 根固工 (平型ブロッ
ク2ｔ) 147個�予定価格� 3,099万2,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ａ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0016－10 (白雪川右岸) 〈にかほ市
田抓三ノ宮地内〉�工事概要� 復旧 (右岸) Ｌ54.3ｍ､ 護岸
工 (コンクリートブロック張) 533㎡､ 法
覆工 (張芝) 120㎡�予定価格� 1,803万円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ａ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0159－10 (小関川右岸) 〈由利本荘
市中俣中俣2号地内〉�工事概要� 復旧 (右岸) Ｌ20.4ｍ､ 護岸
工 (コンクリートブロック積) 47㎡�予定価格� 697万3,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0162－10 (小友川左右岸) 〈由利本
荘市田ノ沢地内〉�工事概要� 復旧Ｌ139.6ｍ (左岸Ｌ52.1ｍ､
右岸Ｌ87.5ｍ)､ 護岸工 (コンクリートブ
ロック積) 605㎡�予定価格� 2,754万9,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ａ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0166－10 (石沢川左岸) 〈由利本荘
市東由利老方老方地内〉�工事概要� 復旧 (左岸) Ｌ73.5ｍ､ 護岸
工 (コンクリートブロック積) 123㎡､ 護
岸工 (コンクリートブロック張) 366㎡､
法覆工 (張芝) 30㎡�予定価格� 1,774万8,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ａ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0167－10 (石沢川右岸) 〈由利本荘
市東由利老方石田地内〉�工事概要� 復旧 (右岸) Ｌ39ｍ､ 護岸工
(コンクリートブロック積) 160㎡�予定価格� 810万円�工期� 24年3月29日

�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0174－10 (鮎川左岸) 〈由利本荘市
東鮎川蒲田地内〉�工事概要� 復旧 (左岸) Ｌ31.5ｍ､ 護岸
工 (コンクリートブロック積) 60㎡､ 護
岸工 (平張コンクリートブロック) 144㎡�予定価格� 821万3,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0175－10 (鮎川右岸) 〈由利本荘市
西沢二タ子1号地内〉�工事概要� 復旧 (右岸) Ｌ51ｍ､ 護岸工
(コンクリートブロック張) 394㎡､ 法覆
工 (張芝) 30㎡�予定価格� 1,339万4,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ａ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0182－10 (鶯川左岸) 〈由利本荘市
鳥海町下川内2号地内〉�工事概要� 復旧 (左岸) Ｌ40ｍ､ 護岸工
(コンクリートブロック積) 172㎡､ 法覆
工 (張芝) 20㎡�予定価格� 903万4,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0197－10 (蛇川左右岸) 〈由利本荘
市岩城上蛇田上蛇田2号地内〉�工事概要� 復旧Ｌ38ｍ (左岸Ｌ11ｍ､ 右
岸Ｌ27ｍ)､ 護岸工 (コンクリートブロッ
ク積) 140㎡､ 法覆工 (張芝) 20㎡�予定価格� 803万6,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0201－10 (君ヶ野川左右岸) 〈由利
本荘市岩城道川前田表地内〉�工事概要� 復旧Ｌ27.8ｍ (左岸Ｌ25.8ｍ､
右岸Ｌ18.3ｍ)､ 護岸工 (コンクリートブ
ロック積) 185㎡�予定価格� 904万1,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0203－10 (君ヶ野川左岸) 〈由利本
荘市岩城君ヶ野館ノ腰地内〉�工事概要� 復旧 (左岸) Ｌ18ｍ､ 護岸工

(コンクリートブロック積) 91㎡､ 法覆工
(張芝) 30㎡�予定価格� 499万2,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0204－10 (君ヶ野川右岸) 〈由利本
荘市岩城君ヶ野竹屋地内〉�工事概要� 復旧 (右岸) Ｌ23.8ｍ､ 護岸
工 (コンクリートブロック積) 99㎡､ 法
覆工 (張芝) 60㎡�予定価格� 526万8,000円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度河川災害復旧
工事・0205－10 (二古川左右岸) 〈由利本
荘市岩城二古地内〉�工事概要� 復旧Ｌ33ｍ (左岸Ｌ19ｍ､ 右
岸Ｌ14ｍ)､ 護岸工 (コンクリートブロッ
ク積) 109㎡､ 法覆工 (張芝) 30㎡�予定価格� 787万円�工期� 24年3月29日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－33 (田沢川他)
〈由利本荘市矢島町元町他地内〉�工事概要� 田沢川工区：Ｌ715ｍ､ 州ざ
らい140�､ 伐木3,000㎡､ 沢内川工区：
Ｌ750ｍ､ 州ざらい520�､ 転石腹付け780�､ 伐木2,200㎡�予定価格� 722万9,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－34 (石沢川)
〈由利本荘市東由利老方字飛鳥田他地内〉�工事概要� Ｌ1,200ｍ､ 掘削12,800�､ 築
堤盛土12,900�､ 伐木11,300㎡�予定価格� 1,867万9,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－35 (松沢川他)
〈由利本荘市東由利舘合字山崎他地内〉�工事概要� 松沢川工区：Ｌ360ｍ､ 河道
掘削840�､ 盛土工70�､ 伐木2,000㎡､
新沢川工区：Ｌ180ｍ､ 河道掘削740�､
伐木900㎡�予定価格� 702万5,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時
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社会福祉法人北杜 (秋田市下新城中野字

街道端西11の１､ 中泉松之助理事長) は､
秋田市下新城中野にある障がい者支援施設

｢ほくと｣ でスプリンクラー整備を計画､ ６
日に入札を行い､ 4,940万円 (税抜) で佐藤
設備工業が落札した｡ 工期は３月上旬まで｡△

障がい者支援施設ほくとスプリンクラー
整備 (設置工事) 〈秋田市下新城中野字街
道端西11の１地内〉� � 4,940万円 佐藤設備工業�指名�佐藤設備工業 あたご 羽後設備
カミオ 清三屋施設工業 クボノメ工業
三和施設 総合施設 北勢工業 山岡工
業 渡部工業�工期�24年３月上旬

�������
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△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－36 (西目川)
〈由利本荘市西目町出戸地内〉�工事概要� Ｌ2,600ｍ､ 州ざらい2,600�､
伐木17,700㎡�予定価格� 1,586万5,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－37 (久保田川他)
〈由利本荘市久保田他地内〉�工事概要� 久保田川工区：Ｌ952ｍ､ 河
道掘削1,000�､ 伐木1,800㎡､ 大砂川工区：
Ｌ620ｍ､ 河道掘削810�､ 伐木1,800㎡�予定価格� 662万円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－38 (勝手川他)
〈由利本荘市岩城勝手字中島他地内〉�工事概要� 勝手川：Ｌ700ｍ､ 河道掘
削1,100�､ 伐木1,700㎡､ 二古川：Ｌ600
ｍ､ 河道掘削3,300��予定価格� 1,255万5,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－39 (芋川他)
〈由利本荘市長坂他地内〉�工事概要� 芋川工区：Ｌ1,500ｍ､ 伐木
39,300㎡､ 赤田川工区：Ｌ236ｍ､ 河道掘
削400�､ 伐木800㎡�予定価格� 1,788万3,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｂ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－40 (代内川他)
〈由利本荘市代内他地内〉�工事概要� 代内川工区：Ｌ662ｍ､ 河道
掘削1,500�､ 伐木3,400㎡､ 滝川工区：Ｌ
300ｍ､ 河道掘削750�､ 伐木2,500㎡�予定価格� 826万3,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－42 (黒川他)

〈由利本荘市岩城下黒川字森下他地内〉�工事概要� 黒川：Ｌ672ｍ､伐木5,600㎡､
福俣川：Ｌ250ｍ､河道掘削1,200�､伐木
工1,600㎡､衣川：Ｌ100ｍ､掘削・盛土370��予定価格� 1,053万7,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単河川等環
境維持修繕工事・Ｋ621－43 (赤石川他)
〈にかほ市金浦字前川他地内〉�工事概要� 赤石川：Ｌ1,050ｍ､ 河道掘
削950�､ 伐木60㎡､ 奈曽川：Ｌ720ｍ､
伐木10,200㎡､ 天拝川：Ｌ50ｍ､ 転石腹
付工70��予定価格� 1,335万4,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①一般土木Ｃ ②由利管内に
主たる営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日9時△

条件付一般競争・平成23年度県単一般治山
事業・ＲＥ2126Ａ011 (大栗沢地区) 〈由
利本荘市鳥海町栗沢字大栗沢地内〉�工事概要� 山腹工一式：現場吹付枠工164
㎡､ 補強土工 (鉄筋挿入工) 39本�予定価格� 1,367万2,000円�工期� 24年3月23日�参加要件� ①法面Ａ②秋田県内に営業所�提出期限� 申請書15日､ 入札書16日～20日�開札� 26日10時������������������

(11月30日)△

一般競争・雄物川上流越前堰旧樋管撤去工
事〈横手市十文字町佐賀会字中川原地内〉� � 2,320万円 西 田 建 設�参加業者� 小田原建設 黒川佐々木建設 西
田建設�工期� 24年3月15日���������� (6日)△

応募型・能代第一中学校舗装工事〈盤若町
8の11地内〉� � 31万円 西 村 土 建�予定価格� 31万9,000円�指名� 塚本商会 西村土建 コンノ土木 伊
藤組 高武建設△

応募型・能代第二中学校舗装工事〈字豊祥
岱1の46地内〉� � 95万円 西 村 土 建�予定価格� 97万2,000円�指名� 前 同△

応募型・上町・向ヶ丘・芝童森・大瀬住宅
給水設備非常電源回路切替工事 (上町住宅
地内､ 向ヶ丘住宅地内､ 芝童森住宅地内､

大瀬住宅地内)� � 37万9,000円 幸 坂 電 設�予定価格� 38万7,000円�指名� 鈴木電明舎 幸坂電設 共栄電気工事
品田電気工事 赤塚電気工事 中嶋電気通信△

応募型・浄化槽設置工事 (23－31号7人槽
標準仕様) 〈二ツ井町飛根字羽立新田地内〉� � 75万円 成金金物店�予定価格� 78万9,000円�指名� 五十嵐商店 田中設備工業 佐藤燃料
水道工事店 成金金物店 二ツ井水道△

応募型・浄化槽設置工事 (23－32号7人槽
標準仕様) 〈二ツ井町字比井野地内〉� � 74万9,000円 五十嵐商店�予定価格� 78万9,000円�指名� 前 同△

応募型・浄化槽設置工事 (23－33号5人槽
標準仕様) 〈二ツ井町小繋字麻生道端地内〉� � 59万7,000円 二ツ井水道�予定価格� 63万円�指名� 前 同△

応募型・浄化槽設置工事 (23－34号5人槽
標準仕様) 〈二ツ井町小繋字家後地内〉� � 60万円 五十嵐商店�予定価格� 63万円�指名� 前 同�������� (2日)△

若美公民館トイレ改修工事� � 182万9,000円 まるふく建設�予定価格� 204万円�最低制限価格� 182万9,000円�指名� 天野管工事店 まるふく建設 板橋組
(栄) 加藤建設 秋田造船鉄工 板橋組(広光)
マカベ施設工業△

若美農業者トレーニングセンタートイレ改
修工事� � 143万円 加 藤 建 設�予定価格� 159万円�最低制限価格� 142万9,000円�指名� 前 同�������� (11月28日)△

北浦湯本字隠台地内地すべり復旧工事� � 202万円 協 進 興 業�予定価格� 209万円�最低制限価格� 186万2,000円�指名� エピック開発 菅原海事工業 寒風緑
化 男鹿萬年 木元土建 相重商会 澤木工務
店 協進興業 渋谷建設△

北浦相川字小屋ヶ沢地内地すべり復旧工事� � 146万3,000円 秋山造園土木�予定価格� 151万円�最低制限価格� 135万6,000円�指名� 村井工務店 橋本工務店 小坂設備
グリーンサポート男鹿 吉�土木 薄田土建
高橋産業 秋山造園土木 伊藤建設�������� (5日見積)△

随契・建委託第29号・佐渡橋橋梁補修補強
設計業務委託� � 300万円 福山コンサルタント�予定価格� 312万1,000円�指名� 福山コンサルタント

������� ������� ����������������

※( )の日付は入札日・金額は税抜
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�� �� �� �� �� �� �� ���������� ※本紙掲載結果のうち5,000万円以上を対象として
１万円桁未満切り捨てで紹介｡ ただし､ 民間は
例外も含む｡ 単位：万円 (金額は税抜表示)｡
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三種町が計画する琴丘総合支所と琴丘公民
館の建て替えに関し､ 三種町琴丘総合支所・
公民館建設検討委員会が新庁舎建設地や盛り
込む機能について検討した意見書を同町に提
出した｡ 今後､ 意見書を踏まえて検討を進め､
年度内の補正予算案に基本設計費の計上を目
指す｡
計画は､ 支所 (ＲＣ３Ｆ1,710.95㎡) が昭

和46年､ 公民館 (ＲＣ２Ｆ1,133.4㎡) が昭和
50年の建設で､ いずれの施設も老朽化が著し
いほか､ 今年実施した耐震調査で耐震基準を
満たしていないとされ立案されたもの｡
来年度当初案には､ 実施設計費を計上し､
建設工事についても､ 来年度中の予算確保､
同年度の着工を目指す｡△

琴丘総合支所・公民館建替�計画概要�整備案検討中､ 既存施設現況…
琴丘総合支所：昭和46年建設､ ＲＣ３Ｆ
1,710.95㎡､ 琴丘公民館：昭和50年建設､
ＲＣ２Ｆ1,133.4㎡､ 23年度＝検討委員会
(整備案検討)､ 基本設計､ 24年度＝実施
設計､ 着工

�耐震調査�松橋設計�施工地�山本郡三種町鹿渡29の３ (総合
支所)､ 鹿渡東小瀬川51 (公民館) 地内�着工�24年度� � ������������ � � � � � �
能代市総合政策課が秋田自動車道東能代Ｉ
Ｃ付近で計画する道の駅の整備に関して齊藤
滋宣市長は､ 12月定例会で年度内に市と民間
による検討会を設置し検討を進める方針を示
した｡
同計画は､ 昨年10月に能代商工会議所から
道の駅整備の提案を受けたもの｡ 建設候補地
選定や調査を行う前に設置後の運営主体を決
定する必要があるため､ 関係各課と能代商工
会議所で検討を進め､ 運営主体決定後に候補
地選定等の調査に入る方針｡
同課によると､ 建設地については､ 国道７

号とＩＣ出口付近の交差点で国道７号に接す
る約100ｍの区間が準工業地域であるため､
農地指定解除などの手続きが不要なことから
候補地のひとつとしている｡ また､ イオンが
進出するとなった場合は､ 同敷地内への設置
も選択肢の一つとしているが､ 進出の有無に
係わらず構想を進める方針を９月定例会で示
している｡� � � ������������ � � � � �
五城目町生涯学習課は､ 同町上樋口字堂社
地内の雀館公園において樹木伐採や街灯改修
を計画､ 12月補正予算案に事業費154万3,000
円を計上した｡ 今後は､ 樹木伐採については
予算化後早期に､ 街灯改修については時期を
見ながら年度内で発注する方針だ｡
整備は､ 公園内の枯れた樹木の枝払いを行
うほか､ 公園駐車場の街灯４基を改修するも
の｡△

雀館公園整備�計画概要�樹木伐採､ 街灯改修４基�事業費�154万3,000円 (12月補正案)�施工地�南秋田郡五城目町上樋口字堂社
地内�発注�12月以降
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