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＝秋 田 市＝

旧大島商会移転先に倉庫や駐車場
９ 月 頃 の 入 札 目 指 す
秋田市観光振興課は、旧大島商会店舗の

移転（まちなか観光案内拠点整備工事）で、
今年度は建物の移築先となる旧魁跡地（大
町一丁目２、面積1,066.2㎡のうち311.4㎡）
で倉庫や駐車場を整備するため、９月頃の
入札を目指す。

旧大島商会店舗（大町六丁目５の７）は
国登録有形文化財で、明治34年に県内初の
百貨店として建築された。建物の敷地が県
の都市計画道路事業「川尻広面線（横町工
区）」の拡幅用地になったことで建物を撤
去する必要が生じたが、建物を市に寄贈し
保存・活用してもらいたいという所有者か
らの意向を受け、市が旧魁跡地（大町一丁
目２、面積1,066.2㎡のうち311.4㎡）へ移
築する。
市は、同市のまちなか観光を推進するた

め、移築する建物を観光案内所とすること

で、観光案内機能を強化し、魅力発信や市
内での滞在時間・消費の増加につなげたい
考え。
移築については、加藤建設・草階建築創
作所建設工事ＪＶに発注し推進しており、
このほど旧建物の解体を終えている。今年
度に発注する工事は、木造平屋建て、床面
積約13㎡規模で建設する倉庫の建築、電気
設備、機械設備のほか、約300㎡の外構整備
（駐車場）を盛り込むもの。公募型で公告
し、約５カ月の工期で整備する。

＝東北地方整備局成瀬ダム工事事務所＝

放流設備は７月以降の発注で準備
付替林道やトンネル舗装も実施
東北地方整備局成瀬ダム工事事務所は、
推進中の成瀬ダム建設事業に関し、今年度
は新規に放流設備工に着手するほか、本体
工や取水設備工、付替道路工などの継続実
施を予定しており、放流設備工（ダム用水
門設備製作据付：主ゲート１門、副ゲート
１門、導水管１条、操作制御設備、付帯設
備、工期約39カ月）については７月以降の
発注（本局発注）で準備を進めていく方針
だ。
また、５月以降に付替林道等改良工（工
事用道路工、法面工、工期約６カ月）や地
山対策地質調査、ダム管理設備設計、７月
以降に付替国道２号トンネル舗装（コンク
リート舗装工、排水構造物工、工期約８カ
月）やダム管理用制御処理設備等設計、10
月以降に場内整備工（工事用道路舗修、除
雪工、工期約５カ月）、年明け１月以降にダ
ム施設整備工（工事用道路舗修工、舗装工、

２面…（株）薬王堂／（仮称）三種森岳店
の新築・成田建設で推進

３面…湯沢市／湯沢西小統合関連の車庫
新設で実施設計開札へ
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地方共同法人日本下水道事業団

米内沢浄化Ｃの耐震等８月以降公告米内沢浄化Ｃの耐震等８月以降公告
北秋田市からの委託で今年度分工事

地方共同法人日本下水道事業団（ＪＳ）東日本本部は北秋田市からの委託を
受け、米内沢浄化センター（北秋田市米内沢字西川向65）で行う耐震補強・再構
築の２年度分工事を、早ければ８月にも公告するため準備を進める。北秋田市
では今後、工事費を補正予算で確保し、同事業団と工事内容を協議する予定だ。

全体計画は、管理施設、水処理施設、
汚泥処理施設、自家発電施設を対象に耐
震補強を実施するほか、管理施設や汚泥
処理施設、自家発電施設を対象に電気・
機械設備の更新（再構築）を行うもので、
工事費は再構築工事が全体の半分以上を
占める見通し。なお、同整備は今年度と
３年度の２カ年で実施される予定。米内
沢浄化センターの効率的事業計画策定お
よび詳細設計はオリジナル設計がまとめ
た。
米内沢浄化センターは平成９年に完成し

た鉄筋コンクリート造２階建ての施設。処

理方式はオキシデーションディッチ法で、
施設内には４池あり、１日最大処理汚水量
は1,740㎥となっている。

【耐震補強などが行われる米内沢浄化センター】
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工期約７カ月）などの発注を予定している。
同ダムは、堤高114.5ｍ、堤頂長755ｍ、

堤体積4,850,000㎥、湛水面積2.26ｋ㎡、総
貯水容量78,500,000㎥の台形ＣＧＳダム。
総事業費は約1,530億円で６年度の全体完
成を目指す。本体については、堤体打設（第
１期）を鹿島・前田・竹中土木特定建設工
事ＪＶ、原石山採取（第１期）を大成・佐
藤・岩田地崎特定建設工事ＪＶで、いずれ
も４年12月９日の工期で推進中。

＝北 秋 田 市＝

下水道鷹巣処理区・今月から発注
坊 沢・綴 子 の 管 渠 な ど
北秋田市上下水道課は、鷹巣処理区の整

備に関し、今月は坊沢地区の管渠工事、５
月には綴子地区の管渠工事、６月には綴子
地区のマンホールポンプ設置工事を発注す
る方針だ。
坊沢地区の管渠工事は、延長1,275.9ｍ

（φ150）を開削で行う。綴子地区の管渠工
事では、延長929.6ｍを開削（φ150）と推
進（φ150～250）で行うほか、添架管（φ
150、田中橋Ｌ約50ｍ）の工事も実施する。
綴子のマンホールポンプ設置工事は１基を
予定している。

＝東北地方整備局能代河川国道事務所＝

早期着工目指しウヌマ地域で設計
米代川の樋管ゲート無動力化
東北地方整備局能代河川国道事務所は、

米代川の４カ所に設置している樋管ゲート
の無動力化に向け、ウヌマ地域総研に設計
業務を委託、７月31日の期限でまとめる。
予算確保ができれば今年度内の工事発注も
視野に入れる。
ゲートの無動力化は、近年、作業員の高

齢化や急激な自然変化によるゲートの操作
遅れにより、機能を発揮できなくなる事態
が起きているため、無人・無動力で確実に
開閉できる高機能のゲートに更新するも
の。

＝大 潟 村＝

防災センター改築を７月以降に発注へ
既存施設解体は６月予定
大潟村住民生活課は、計画している防災

センターの改築に関し、既存の防災セン
ターのアスベスト調査を早期に委託し、順
調に進めば６月に解体工事、７月以降に新
築工事をそれぞれ発注する方針だ。
計画は、既存の防災センターが築後40年

以上を経て劣化が著しいことから建て替え
るもの。
新施設は軽量鉄骨造２階建て、延べ床面

積200㎡規模で、備蓄倉庫も盛り込む。設
計は草階建築創作所が実施した。
▷防災センター改築
[計画概要] 軽量Ｓ２Ｆ200㎡、現況…防
災センター：昭和54年建設Ｓ１Ｆ107㎡、
備蓄倉庫：Ｓ１Ｆ116㎡、４月以降＝ア
スベスト調査、６月以降＝既存施設解
体、７月以降＝新施設建設
[事業費] 4,920万1,000円（アスベスト

検査委託80万円、旧防災センター解体
682万円、防災センター改築3,729万円、
防災センター改築工事監理198万円）
[コンサル] 草階建築創作所（設計）
[施工地] 南秋田郡大潟村字中央２の８、
15地内

＝三 種 町＝

赤沼住宅屋根改修を７月以降に発注
設 計 は 来 月 下 旬 に 随 契
三種町建設課は、平成30年度から１棟ず

つ屋根改修を進めている町営赤沼住宅（浜
田字福沢）に関し、設計を来月下旬に随意
契約で委託し、工事は７月以降に発注する
方針だ。年度内の事業完了を目指す。
同住宅は、平成元年に建設された木造２

階建て３棟からなるもので、建設から30年
以上が経過しているため、経年劣化対策と
して屋根の葺き替えを進めている。当初予
算では、事業費475万2,000円（設計37万
4,000円、工事費437万8,000円）を確保して
いる。

＝井 川 町＝

設計は草階建築創作所
ふるさと交流Ｃの冷暖房設備更新
井川町総務課は、計画する井川さくら駅

内のふるさと交流センター（浜井川字新堰）
の冷暖房設備更新設計を13日に入札し、草
階建築創作所が落札した。工事の発注時期
は今後、検討する方針で、今夏の稼働を目
指している。
計画は、同駅の開業時（平成７年）に整

備されたエアコン設備の老朽化が著しいこ
とから更新するもので、既存のエアコンは
集中管理型となっている。

設計は来月中旬の入札目指す
こどもセンターの屋根改修
井川町町民生活課は、計画する幼保連携

型認定こども園こどもセンター（小竹花道
端50）の屋根改修に関し、設計を５月連休
明けに入札するため準備を進めている。工

事は夏休み前の７月頃に発注したい考え。
同施設は、平成10年に建設された鉄骨一

部木造平屋建て、床面積1,803㎡の施設。
屋根が経年により劣化しており、雨漏りし
ている箇所もあるため、全面的に改修する。
当初予算では事業費4,190万円（設計・設計
監理320万円、工事3,870万円）を確保済み。

＝八 郎 潟 町＝

８月に屋根・外壁工事を発注
家 ノ 後 住 宅 の 改 修
八郎潟町建設課は、年次計画で推進して

いる町営住宅の改修に関し、今年度から家
ノ後住宅で実施する方針で、設計を６月に
随意契約で委託し、８月の工事発注を目指
す。同住宅の整備は、今後２から３カ年を
かけて順次行うもので、今年度は２戸の屋
根・外壁改修を実施する予定。
▷町営家ノ後住宅改修
[計画概要] 屋根・外壁改修、現況…昭和
62～63年建設Ｗ１Ｆ10戸、６月以降＝
設計、８月以降＝屋根・外壁改修２戸
[事業費] 1,121万 2,000円（設計42万
1,000円、工事1,079万1,000円、当初）
[施工地] 南秋田郡八郎潟町字家ノ後地内

＝秋 田 市＝

上下水道局別棟の改修等で方針検討
年度後半に詳細設計委託も
秋田市上下水道局は、同局川尻庁舎（川

尻みよし町14の８）にある既存の地下駐車
場や別棟、別館、車庫、外構などが老朽化
しているため、昨年度に委託しまとめた基
本計画（村田弘建築設計事務所）に基づき、
内部で今後の整備方針を検討する。今年度
は実施設計の委託費として2,000万円を予
算化しており、年度後半に委託される予定。
基本計画委託時の計画によると、公用車

駐車場や水道用資材庫などに使われている
地下駐車場（ＲＣ地下１Ｆ1,654.8㎡）を現
状利用し、上部にあるテニスコートは廃止
を前提に検討。食堂や職員ロッカー、メー
ター倉庫などになっている庁舎別棟（Ｓ２
Ｆ476.64㎡）は現状利用を前提に改修など
を検討する。

＝（株）北都銀行＝

鷹巣支店を北秋田市栄に移転
秋田土建の施工で８月中旬完成へ
株式会社北都銀行（伊藤新頭取）は、鷹

巣支店（北秋田市材木町９の28）の移転新
築を計画、秋田土建の施工で着工した。工
期は８月中旬で、９月７日の業務開始を予
定している。
新店舗は、北秋田市栄字前綱地内に鉄骨

造平屋一部２階建て、延べ床面積409.28㎡
で建設する。
鷹巣支店の移転新築に合わせ、合川支店

をブランチ・イン・ブランチ方式で新鷹巣
支店内に移転させ、両支店の業務を１つの
店舗で行う。
▷鷹巣支店移転新築
施 工 秋田土建

[工事概要] Ｓ１Ｆ一部２Ｆ409.28㎡
[コンサル] コスモス設計（設計）
[工期] ２年８月中旬（業務開始：２年９
月７日予定）
[施工地] 北秋田市栄字前綱地内

＝（株）薬 王 堂＝

成田建設の施工で推進
（仮称）三種森岳店の新築
株式会社薬王堂（岩手県紫波郡矢巾町大

字広宮沢３の426、西郷辰弘代表取締役）は、
（仮称）薬王堂三種森岳店（三種町森岳字岩
瀬218の１ほか）の新築を計画しており、成
田建設の施工で着工している。
同店舗は3,743.84㎡の敷地に鉄骨造平屋

建て、床面積1,115.24㎡規模で建設するも
ので、７月末の完成を予定している。設計
は樹設計工房が担当した。
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土木・建築・鉄筋工事一式高強度太物
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鉄筋ジャバラ
ユニット工法

委託業者の控室や組合事務所となってい
る庁舎北側別館（Ｗ２Ｆ333.09㎡）は継続
使用の可否を判断するほか、北側別館と同
様に使われている庁舎車庫（Ｓ１Ｆ
194.51㎡）は解体や建て替えを検討する。

＝秋 田 市＝

ダリア園の管理棟を建て替えへ
約 270㎡ 規 模 で 建 設
秋田市観光振興課は、雄和観光花き栽培

園（ダリア園、秋田市雄和妙法字糠塚１の
１）の管理棟を建て替えるため、建築工事
１件を公募型で８月にも入札する。同工事
には電気設備と機械設備も含まれる。
計画は、ダリア園に２棟ある管理棟が経

年により老朽化しているため、同敷地内で
建て替えるもの。今年度に建設する施設で
２棟分の機能を確保するため、もう１棟の
古い管理棟は３年度に解体する予定となっ
ている。

＝に か ほ 市＝

旧上郷小利活用で設計プロポ
工事は夏頃の発注目指す
にかほ市総合政策課は、旧上郷小学校（象
潟町小滝舞台64）の利活用に関し、「旧上郷
小学校利活用事業委託業務」としてプロ
ポーザル方式で公告した（詳細は発注情報
欄の入札公告参照）。業務は、同施設の校
舎１階部分と外構整備に向けた設計などを
まとめるもので、工事は夏頃にも発注でき
ればとしている。
計画は、平成30年３月に象潟小学校・上

浜小学校・上郷小学校が統合し、空き校舎
となった同施設の校舎を利活用するもの。
昨年度は利活用プロデュース委託事業をり
す（兵庫県）に委託し実施した。
今回のプロポーザルでは、◇書籍を配架

した飲食部門（ブック＆カフェ）の整備・
運営支援 ◇地域の産品を活用したビジネ
スモデルの支援 ◇子育てに関する居場所
づくりの支援 ◇ＳＮＳなどを活用した情
報発信・情報収集 ◇校舎１階改修のため
の設計・監理 ◇その他地域活性化に資す

る取り組み―のテーマについて提案。校舎
の改修などは夏頃の発注を予定しており、
工事費は2,000万円と見込んでいる。
なお、校舎２・３階部分の整備について

は、３年度以降に着手する見通し。

基本構想・計画策定をプロポで公告
若 者 支 援 住 宅 を 整 備
にかほ市総合政策課は、「若者支援住宅

整備」の基本構想・基本計画策定業務をプ
ロポーザル方式で公告している。応募書類
は来月８日まで受け付け、ヒアリングは同
月13日以降に実施する予定。履行期限は３
年３月15日で、見積限度額は909万円（税抜）
以内。
事業は、若い世代の定住促進などを目的

とした住宅や関連施設を整備するもので、
今回、委託する業務では、◇関連法令・上
位関連計画の整理 ◇導入機能・規模の検
討 ◇建築モデルプランの検討 ◇事業スケ
ジュール・概算事業費の検討 ◇財源・管理
運営形態の検討 ◇基本構想・基本計画の
まとめ―などを実施する。なお、今回のプ
ロポーザルについて、同市は「他の事例な
ども踏まえ、若い世代に響くような提案を
してほしい」と話している。

＝仙 北 市＝

伝建群防災で屋外消火栓４基など
６ 月 の 公 告 目 指 す
仙北市文化財課は、推進している伝統的

建造物群保存地区の防災施設整備に関し、
Ｄブロックの工事を６月に公告する方針
だ。工事には、屋外消火栓設置（４基）、エ
ンジンポンプ更新（１台）、給水管埋設（Ｌ
180ｍ）を盛り込んでおり、工事費は概算で
2,300から2,400万円を見込んでいる。
計画は、同市角館地内にある仙北市角館

伝統的建造物群保存地区を６ブロック（Ａ
～Ｆブロック）に分割し、各ブロックで貯
水槽や消防ポンプ、配管の新設・更新など
の防災施設を整備するもの。今年度の発注
分で事業完了となる見通し。

＝横 手 市＝

来月11日の開札で解体へ
旧大森中・大森武道館等の解体
横手市財産経営課は、旧大森中・大森武
道館等の解体に関し、来月11日の開札で解
体に着手する。工期は３年２月26日。
解体対象は、昭和44年頃に建設された校舎
や学校附属屋、旧寄宿舎、大森武道館、学校
給食センター、教材倉庫校舎、プール（付属
屋含）などで、体育館は社会体育施設として
使用されていることから解体には含まない。
▷旧大森中・大森武道館等解体
[計画概要] 校舎、学校附属屋、旧寄宿舎、
大森武道館、学校給食センター、教材倉
庫校舎、プール（付属屋含）、外構、備
品類・樹木類、アスベスト除去ほか、現
況…昭和44年頃建設：校舎ＲＣ３Ｆ
4,452.44㎡、学校附属屋Ｓ・Ｗ１Ｆ
468.06㎡、旧寄宿舎Ｓ１Ｆ一部２Ｆ
834.3㎡、大森武道館Ｓ１Ｆ472.96㎡、学
校給食センターＳ１Ｆ363.72㎡、教材倉
庫Ｓ１Ｆ461.05㎡、５月以降＝解体
[コンサル] ミツイ設計（解体設計）
[施工地] 横手市大森町字高口下水戸堤
地内

＝湯 沢 市＝

21日の開札で実施設計に着手
湯沢西小統合関連の車庫新設
湯沢市教育総務課は、小学校再編計画で
三関小学校、須川小学校、湯沢西小学校の
統合校となる湯沢西小学校関連整備の車庫
新設に関し、20日の開札で地質調査を進め
るほか、21日の開札で実施設計に着手する。
整備概要によると、マイクロバス３台を
収納するもので、床面積は135㎡前後とし、
構造等は設計の中で詰める。工事費は
2,827万円（税抜）を見込んでおり、11月下
旬の完成を目指している。
▷湯沢西小学校統合関連・車庫新設
[計画概要] 約135㎡：マイクロバス３台
ほか、敷地1,054㎡、８月以降＝建設
[事業費] 2,827万円（工事）
[完成] ２年11月下旬予定
[施工地] 湯沢市愛宕町三丁目７の７地内

NO.1

ＬＥＤ照明で簡単節電!!

ＬＥＤ投光器 製ＬＥＤ光源使用日本製ＬＥＤ光源使用

薄型デザインで様々な景観に調和

投光器・灯具のプランニングから施工までおまかせください!投光器・灯具のプランニングから施工までおまかせください!

・スポーツ施設（野球場・テニスコートなど）
・自動車学校・駐車場・道路・公園
・駅前ロータリー・ヨットハーバー
・港湾・漁港・工場・事務所 など

古河電池㈱
コイト電工㈱Ｒ

秋田県代理店

ＬＬＥＤ投光Ｄ投光器 ■幅広い用途への適応

ペイペイドームでも使用!!ペイペイドームでも使用!!ペイペイドームでも使用!!

TEL 018-845-3875

省エネ 軽　量 アレンジ
自在

安心設計
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発 注 情 報
※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

東日本高速道路（株）東北支社十和田管理事務所

▷簡易公募型プロポーザル・東北自動車
道・十和田管内鋼橋桁端部補修設計〈岩
手県八幡平市小柳田～青森県平川市碇ヶ
関地内〉
[業務概要] 東北自動車道安代ＩＣ～
碇ヶ関ＩＣ間の腐蝕した鋼橋桁端部の
補修設計を実施
[工期] 300日間
[参加要件] ①橋梁設計
[提出期限] 参加表明書24日16時、技術
提案書５月28日16時

米代東部森林管理署

▷一般競争・１～２号・第１回収穫調査委託
[工期] ３年１月29日
[参加要件] ①役務の提供等（調査・研
究）、東北
[閲覧・交付期限] 入札説明書等14日
[提出期限] 入札書15日９時～９時30分
（郵送：14日）
[開札] 15日９時30分

北秋田地域振興局

▷条件付一般競争・令和２年度清掃業務委
託・02－Ｊ155－Ｙ３（山瀬ダム）〈大館
市岩瀬字大川目元渡地内〉
[工期] ３年３月31日
[参加要件] ①庁舎維持管理業者（清
掃） ②秋田県内に本店
[提出期限] 申請書16日、入札書20日
10時
[開札] 20日10時

▷条件付一般競争・令和２年度清掃業務委
託・02－Ｊ154－Ｙ３（早口ダム）〈早口
ダム管理事務所・大館市早口字大割沢地
内、早口ダム遠隔監視所・大館市早口字
上野地内〉
[工期] ３年３月31日
[参加要件] ①庁舎維持管理業者（清
掃） ②秋田県内に本店

[提出期限] 申請書16日、入札書20日10
時15分
[開札] 20日10時15分

▷条件付一般競争・令和２年度廃棄物収集
運搬業務委託・02－Ｊ154－Ｙ４（早口ダ
ム）〈大館市早口字上野地内〉
[工期] ３年３月31日
[参加要件] ①庁舎維持管理業者（一般
廃棄物収集運搬） ②秋田県内に本店
[提出期限] 申請書16日、入札書20日10
時30分
[開札] 20日10時30分

▷条件付一般競争・令和２年度廃棄物収集
運搬業務委託・02－Ｊ153－Ｙ３（森吉ダ
ム）〈北秋田市森吉字砂子沢下岱地内〉
[工期] ３年３月31日
[参加要件] ①庁舎維持管理業者（一般
廃棄物収集運搬） ②秋田県内に本店
[提出期限] 申請書16日、入札書20日10
時45分
[開札] 20日10時45分

▷条件付一般競争・北秋田地域振興局大館
福祉環境部事業系一般廃棄物収集運搬業
務委託〈大館市十二所字平内新田237の
１地内〉
[工期] ３年３月31日
[参加要件] ①庁舎維持管理業者（一般
廃棄物収集運搬） ②秋田県内に本社ま
たは営業所
[提出期限] 申請書16日、入札書20日11時
[開札] 20日11時

仙台空港事務所

▷一般競争・令和２年度秋田空港・航空路
監視レーダー発電設備等保守業務（６月
～３月）（仙台）（秋田空港・航空路監視
レーダー事務所、男鹿ＯＲＳＲ局舎雄和
ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎、男鹿ＲＰＭ局舎）
[工期] ３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

[交付期限] 入札説明書17日
[提出期限] 申請書・資料20日14時、入札
書24日～５月14日16時
[開札] ５月15日10時

千 秋 学 園

▷条件付一般競争・千秋学園寮食堂空調設
備修繕（秋田県千秋学園）
[業務概要] 寮食堂の空調設備の修繕
[工期] ２年７月10日
[参加要件] ①給排水暖冷房衛生設備Ｂ
②秋田管内に本店
[提出期限] 申請書等20日、入札書等21
日９時30分
[開札] 21日９時30分

秋田市上下水道局

▷事後審査型条件付一般競争・委託第40
号・八橋・臨海処理区水質調査業務委託
〈八橋本町ほか〉
[工期] ３年３月19日
[参加要件] ①土木コンサル（計量証明
事業者、事業区分：濃度）②秋田市内に
本社または契約を締結することができ
る営業所等
[提出期限] 申請書21日16時
[開札] 22日10時

▷事後審査型条件付一般競争・委託第41
号・浄水場・配水場草刈業務委託（仁井
田浄水場ほか39施設）
[工期] ２年10月30日
[参加要件] ①造園ＡまたはＢ
[提出期限] 申請書21日16時
[開札] 22日10時10分

にかほ市総合政策課

▷プロポーザル・旧上郷小学校利活用事業
委託業務
[見積限度額] 2,380万円以内
[工期] ３年３月15日
[提出期限] 応募書類28日
[ヒアリング] 30日以降予定

＝国土交通省＝

「一人親方化」抑制へリーフレット
年金受給額に 1.8 倍 の 差
国土交通省は、建設現場に従事する一人

親方に現場での働き方を確認し、社員（労
働者）との年金保険の差を認識してもらう
リーフレットを作成した。リーフレットで
は仕事の内容から、一人親方に自身の働き
方を認識してもらうチェックリストを記
載。社員として厚生年金に加入した場合、
将来の年金受給額が国民年金の受給額を約
2,000万円上回るとの試算も示している。
本来は個人事業主として請負契約を結ぶ

一人親方が、実際には企業からの指示で現
場に従事していたり、日給制のように１日
当たりの単価で報酬を受け取るなど、偽装
請負を疑われる事例が以前からある。
リーフレットは20万部を作成し、全国建

設労働組合総連合を通じて一人親方に配布
した。一人親方に◇依頼に対する許諾 ◇
指揮監督 ◇拘束性 ◇代替性 ◇報酬の労務
対照性―の観点で自身の働き方を考えても
らうチェックリストを記載している。

具体的には、仕事先からの依頼を断る自
由がなかったり、仕事先から就業時間を決
められている場合は、社員（労働者）とし
ての働き方に該当。毎日の仕事量・配分、
進め方を判断する裁量が一人親方になく、
仕事先から具体的な指示を受けている場合
も社員に当たるなどとしてる。
さらに、社員として厚生年金に加入した

場合と一人親方として国民年金に加入する
場合の引退後の受給額を比較。国民年金に
加入すると、夫婦２人での月額の負担額は
32,820円（２年度から33,080円）。65歳か
ら平均寿命である81歳までの16年間受給す
ると、受給額は総額2,496万円になる。
一方、厚生年金の標準モデル（平均年収

480万円）では、月額の年金負担額は37,515
円と国民年金よりも負担は重いが、受給額
は4,432万円と国民年金の1.8倍になる。
時間外労働の上限規制や社会保険加入の

許可要件化などの規制強化に伴い、法規制
を逃れる目的での一人親方が増加すること
が懸念されている。国交省は、今夏に学識
経験者や建設業団体を交えた検討会を設置
し、今年度末までに一人親方化を抑制する
抜本的な対策をまとめるとしている。

＝防 衛 省＝

各種調査業務を公告
地 上 イ ー ジ ス 関 連 事 業
防衛省は、イージス・アショア（地上イー
ジス）の導入に関し、民間企業から専門的・
技術的事項についての支援を受けるため
「陸上配備型イージス・システム導入に必
要な調査等役務」を公告した。
業務では、自動警戒管制組織（ＪＡＤＧ

Ｅ）をはじめとする日本独自の弾道ミサイ
ル防衛（ＢＭＤ）や、防空システムとイー
ジス・アショアを連接するための各種調
査・検討、プロジェクト全体の管理を円滑
に行うための技術的支援などを行う。
同省は、同業務に関し、２年度予算で民

間の支援を受けるための費用を確保してい
るが、配備地が未確定なことから、特定の
配備地を前提とした経費は含まれていない
としている。
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玉川発電事務所

▷条件付一般競争・玉川発電事務所各発電
所クレーン点検整備工事・２－ＤＴ－41
〈田沢湖田沢地内〉
[工事概要] 天井クレーン点検整備４台、
天井クレーン性能検査対応４台、小和
瀬発電所ケーブルクレーン点検整備１
台、小和瀬発電所ケーブルクレーンロー
プハンガー交換一式、小和瀬発電所ケー
ブルクレーン二次側電源ケーブル交換
一式、小和瀬発電所ケーブルクレーン
接地線交換一式、田沢湖発電所巻上機
点検整備１台
[予定価格] 586万円
[工期] ２年７月31日
[参加要件] ①機械器具設置Ａ ②秋田県
内に主たる営業所
[提出期限] 申請書17日16時、入札書20
日～22日16時
[開札] 23日10時

仙北市契約検査室

▷条件付一般競争・教第１号・生保内小学
校冷房設備設置工事〈田沢湖生保内字武
蔵野地内〉
[工事概要] 普通教室８室、学習室１室、
音楽室１室（室内機11台、室外機11台、
電気室改修一式）
[予定価格] 1,400万9,000円
[工期] ２年８月31日
[参加要件] ①給排水暖冷房衛生設備Ｂ
②仙北市内に主たる営業所
[提出期限] 申請書21日13時、入札書22
日～23日13時
[開札] 23日13時10分

県警察本部会計課

▷条件付一般競争・大仙署美郷交番解体工
事・ＰＢ－１〈美郷町六郷字赤城46番地
４地内〉
[工事概要] 美郷交番旧庁舎の解体工事
…庁舎棟：ＲＣ２Ｆ368.6㎡、車庫棟：
Ｓ１Ｆ150㎡、ポンプ庫：Ｗ１Ｆ4.41㎡
[予定価格] 2,213万円
[工期] ２年８月7日
[参加要件] ①解体Ａ ②仙北管内に主た
る営業所
[提出期限] 申請書20日、入札書21日
～23日
[開札] 24日９時

▷条件付一般競争・五城目署昭和交番解体
工事・ＰＢ－２〈潟上市昭和大久保字堤
ノ上104番地地内〉
[工事概要] 昭和交番旧庁舎の解体工事
…庁舎棟：Ｗ１Ｆ152.37㎡、車庫棟：Ｗ
１Ｆ28.13㎡、物置棟：Ｗ１Ｆ6.62㎡
[予定価格] 505万円

[工期] ２年８月7日
[参加要件] ①解体Ａ ②秋田管内に主た
る営業所
[提出期限] 申請書20日、入札書21日
～23日
[開札] 24日９時30分

秋田森林管理署湯沢支署

▷一般競争・素材検知業務請負〈湯沢市秋ノ宮
字役内山国有林53林班へ１小林班外13地内〉
[工期] ２年11月12日
[参加要件] ①役務の提供等（その他）、
東北
[提出期限] 申請書・資料24日、入札書５
月19日10時（郵送：５月18日必着）
[開札] ５月19日10時

湯沢市財政課

▷条件付一般競争・湯沢西小学校スクール
バス車庫建築工事設計業務委託・ＦＫＳ
202042〈湯沢市愛宕町３丁目地内〉
[業務概要] 敷地面積1,054㎡、計画床面
積約135㎡、マイクロバス３台分（物置
スペース含む）
[工期] ２年７月15日
[参加要件] ①建築コンサル（建築一般）
②湯沢市内に営業所
[提出期限] 申請書15日11時
[開札] 21日９時20分

※（　）の日付は入札日・金額は税抜

入 札 結 果入 札 結 果
仙北地域振興局 （３月17日）

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備工事・07404－Ｋ10（六合地
区）〈大仙市大沢郷寺地内〉
落 札 １億330万円 斎 兵 組
[予定価格] １億498万円
[最低制限価格] 9,437万6,000円
[参加業者] 斎兵組 伊藤土木 協和土建
[工期] ２年11月30日

米代東部森林管理署上小阿仁支署

（10日）
▷一般競争・畑ノ沢第２治山工事〈北秋田
市羽根山字羽根山沢国有林217林班地内〉
落 札 2,350万円 津 谷 組
[工期] ２年９月30日

米代東部森林管理署上小阿仁支署

（９日）
▷一般競争・１号・収穫調査委託（上小阿
仁・合川・森吉・阿仁地区）
落 札 3,250万円 日本森林林業振興会
[参加業者] 日本森林林業振興会
[工期] ２年11月30日

藤里町商工観光課 （６日）

▷随契・藤里町営スキー場ロマンスリフト
油圧緊張装置整備および折り返し滑車軸
受交換工事〈藤琴字板清水地内〉
決 定450万円 東 京 索 道
[工期] ２年12月11日

井川町産業課 （13日）

▷令和２年度中継ポンプ施設保守管理業務
委託

落 札 455万円 北 勢 工 業
[指名] 北勢工業 能登谷工務所 羽後設備
山二施設工業 三光テクノ
[工期] ３年３月31日

▷令和２年度日本国花苑広場管理業務委託
落 札 1,250万円 森 田 緑 化
[指名] 森田緑化 佐々木造園土木 むつみ造
園土木 アルファグリーン 寒風
[工期] ３年３月31日

県立図書館・県公文書館 （３月17日）

▷随契・秋田県立図書館清掃業務
決 定 895万7,000円

秋田県母子寡婦福祉連合会
[工期] ３年３月31日

由利地域振興局 （３月18日）

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備工事・07304－Ｋ10（畑地区）
〈にかほ市畑地内〉
落 札 3,684万円 齋 藤 建 設
[予定価格] 3,685万円
[最低制限価格] 3,282万2,000円
[参加業者] 齋藤建設
[工期] ３年１月29日

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備工事・07304－Ｋ08（畑地区）
〈にかほ市畑地内〉
落 札 4,450万円 あ べ 建 設
[予定価格] 4,492万円
[最低制限価格] 4,007万9,000円
[参加業者] あべ建設 三共
[工期] ３年１月29日

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備工事・07304－Ｋ13（畑地区）
〈にかほ市畑地内〉
落 札 4,440万円 三 共
[予定価格] 4,444万円
[最低制限価格] 3,949万1,000円
[参加業者] 前 同
[工期] ３年１月29日

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備工事・09201－Ｋ01（松ヶ崎
地区）〈由利本荘市松ヶ崎地内〉
落 札 4,640万円 大 沼 組
[予定価格] 4,674万円
[最低制限価格] 4,171万5,000円
[参加業者] 大沼組 三浦組（正光） 木内組
土建 森建設工業 吉田工務店
[工期] ３年１月29日

▷条件付一般競争・令和元年度（ゼロ債務
負担）水産物供給基盤機能保全工事・
42031－Ｋ21（金浦漁港）〈にかほ市金浦
地内〉
落 札 4,010万円 長 田 建 設
[予定価格] 4,049万円
[最低制限価格] 3,636万4,000円
[参加業者] 長田建設 沢木組
[工期] ２年９月30日

▷条件付一般競争・令和元年度（ゼロ債
務負担）水産物供給基盤機能保全工
事・41931－Ｋ21（平沢漁港）〈にかほ
市平沢地内〉
落 札 1,670万円 長 田 建 設
[予定価格] 1,687万円
[最低制限価格] 1,499万9,000円

【本社機構（一部）移転】

株式会社藤興業
（代表取締役 佐藤 勝）

新住所／〒015－0221 由利本荘市東由利舘合字
五海保２
TEL 0184－69－3855 FAX0184－69－3858

【人事】

（取締役専務 佐藤 良）
※３月１日より新体制
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県 内 豪 雨 関 連

[参加業者] 前 同
[工期] ２年９月30日

▷条件付一般競争・令和元年度地方道路交
付金工事（交通安全）・01－ＦＩ86－20（国
道108号）〈由利本荘市薬師堂地内〉
落 札 2,291万円 工 藤 組
[予定価格] 2,296万円
[最低制限価格] 2,032万3,000円
[参加業者] 工藤組 香楽園 松永工務店 佐
藤建設工業 佐藤土建 齋藤組 菊吉建設
[工期] ２年９月30日

▷条件付一般競争・令和元年度（ゼロ県債）
県単砂防工事（急傾斜地）・01－Ｌ537－
10（南金浦地区）〈にかほ市金浦字南金浦
地内〉
落 札 1,829万7,000円 伊藤特殊工事
[予定価格] 2,071万円
[最低制限価格] 1,829万7,000円
[参加業者] 白川建設 秋田芝生 黒沢建設
伊藤組造園 三浦土木 伊藤特殊工事 伊藤建
設 高庄特殊建設 宮原組 渡部機工
[工期] ２年８月31日

▷条件付一般競争・令和元年度道路災害復
旧工事・01－0004－10（楢渕横渡線）〈由
利本荘市東由利宿字三階滝地内〉
落 札 475万7,000円

スマイルネットワーク
[予定価格] 542万円
[最低制限価格] 475万7,000円
[参加業者] 真坂組丸悦工業 アカリ建設 ス
マイルネットワーク 小助川工務店 小松建
設 赤石組 長谷山建設 大庭建設 羽田
丸宇建設
[工期] ２年７月31日

▷条件付一般競争・令和元年度県単道路補
修工事（雪寒）・01－Ｇ524－10（羽後本
荘停車場線）〈由利本荘市花畑町地内〉
落 札 1,165万円 三 共 施 設
[予定価格] 1,173万円
[最低制限価格] 1,113万5,000円
[参加業者] 三共施設 加藤施設工業 本荘設
備工業 公企業パイプ・メンテナンスイシヤマ
[工期] ２年10月30日

▷条件付一般競争・令和元年度県単道路補
修工事（側溝整備）・01－Ｇ605－30（国
道105号）〈由利本荘市新田字壱ノ台地内〉
落 札 568万円 鈴木土木工業
[予定価格] 571万円
[最低制限価格] 501万5,000円
[参加業者] 鈴木土木工業 松永工務店 長谷
部工務店 佐藤建設工業 佐藤土建 齋藤組
菊吉建設
[工期] ２年８月21日

▷条件付一般競争・令和元年度地方道路交
付金工事（災害防除）・01－ＦＩ65－30（国
道108号）〈由利本荘市鳥海町上笹子字峠
ノ沢〔松ノ木トンネル〕地内〉
落 札 1,725万円 本荘電気工業
[予定価格] 1,948万円
[最低制限価格] 1,719万8,000円
[参加業者] 本荘電気工業 加島電気工事 秋
田電機建設 時田電機工業 仁賀保電機工業
千秋テクノエンジニアリング
[工期] ２年12月23日

▷条件付一般競争・令和元年度ため池等整
備（ため池）工事・03402－Ｋ02（枯木第

一地区）〈由利本荘市鳥海町上川内地内〉
落 札 1,630万円 伊藤地質調査事務所
[予定価格] 1,665万円
[最低制限価格] 1,471万1,000円
[参加業者] 伊藤地質調査事務所 奥山ボーリ
ング
[工期] ２年10月16日

▷条件付一般競争・令和元年度地方道路交
付金工事（橋梁舗修）・01－ＦＩ55－60（国
道108号）〈由利本荘市鳥海町伏見〔伏見
橋〕地内〉
落 札 4,200万円 山 科 建 設
[予定価格] 4,258万円
[最低制限価格] 3,733万8,000円
[参加業者] 山科建設 矢島建設 小坂工業
[工期] ２年７月17日

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備業務委託・09201－Ｙ07
（松ヶ崎地区）〈由利本荘市松ヶ崎地内〉
落 札 89万円 三 栄 測 量
[予定価格] 94万円
[最低制限価格] 76万7,000円
[参加業者] 三栄測量 ＦＪ 鈴木測量事務所
村上測量事務所 西奥羽測量設計 藤和測量設
計 多摩調査測量 サン測量設計事務所 シビ
ル設計
[工期] ２年６月30日

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備業務委託・07304－Ｙ07（畑
地区）〈にかほ市畑地内〉
落 札 156万円 サン測量設計事務所
[予定価格] 168万円
[最低制限価格] 137万1,000円
[参加業者] 前 同
[工期] ２年６月30日

▷条件付一般競争・令和元年度農地集積加
速化基盤整備業務委託・07304－Ｙ08（畑
地区）〈にかほ市畑地内〉
落 札 172万円 さくら技研
[予定価格] 192万円
[最低制限価格] 154万7,000円
[参加業者] さくら技研 ユタカ設計 ソルコ
ン 遠藤建築設計事務所 秋田総合建設セン
ター 償研 新興技術 創和技術 興建エンジ
ニアリング 佐藤測量設計 共和技研 東邦技
術 北陽技術コンサルタント 都市整備 シン
コウ補償 ウヌマ地域総研 眞宮技術 西奥羽
測量設計 矢留測量設計 第一補償コンサルタ
ント 石川技研コンサルタント 水建技術 柴
田工事調査
[工期] ２年６月30日

▷条件付一般競争・令和元年度地すべり対
策業務委託・03120－Ｙ02（下吹地区）〈由
利本荘市東由利宿地内〉
落 札 465万円 奥山ボーリング
[予定価格] 520万円
[最低制限価格] 427万3,000円
[参加業者] 奥山ボーリング さくら技研
[工期] ３年２月12日

▷条件付一般競争・令和元年度地すべり対
策業務委託・02226－Ｙ02（沢内地区）〈由
利本荘市東由利宿地内〉
落 札 447万円 ダイヤコンサルタント
[予定価格] 544万円
[最低制限価格] 446万4,000円
[参加業者] ダイヤコンサルタント さくら
技研

[工期] ３年２月12日

▷条件付一般競争・令和元年度地すべり対
策業務委託・08105－Ｙ02（朴ノ木沢地区）
〈由利本荘市東由利田代地内〉
落 札 297万円 国土防災技術
[予定価格] 362万円
[最低制限価格] 295万1,000円
[参加業者] 国土防災技術 さくら技研
[工期] ３年２月12日

▷条件付一般競争・令和元年度水産環境
整備業務・33531－Ｙ01（秋田県〔小砂
川漁場〕）〈にかほ市象潟町小砂川地
内〉
落 札 284万円

漁港漁場漁村総合研究所
[予定価格] 346万円
[最低制限価格] 282万9,000円
[参加業者] 国際航業 漁港漁場漁村総合研究
所 三井共同建設コンサルタント
[工期] ２年10月30日

▷条件付一般競争・令和元年度水産環境整
備業務・33531－Ｙ02（秋田県〔南部海域〕）
〈にかほ市平沢ほか地内〉
落 札 1,481万6,000円

エイト日本技術開発
[予定価格] 1,787万円
[最低制限価格] 1,481万6,000円
[参加業者] 国際航業 八千代エンジニヤリン
グ 日建技術コンサルタント 三井共同建設コ
ンサルタント エイト日本技術開発 三洋テク
ノマリン 日本工営 アジア航測 センク２１
[工期] ２年11月30日

▷条件付一般競争・令和元年度農村環境保
全調査計画業務委託・20804－Ｙ01（秋田
５地区）〈由利本荘市東由利宿地内〉
落 札 2,459万8,000円 日 本 工 営
[予定価格] 3,028万円
[最低制限価格] 2,459万8,000円
[参加業者] 奥山ボーリング ダイヤコンサル
タント 日本工営 中央開発 川崎地質
[工期] ２年12月18日

▷条件付一般競争・令和元年度ため池緊急
対策業務委託・41401－Ｙ01（秋田〔２〕
地区）〈由利本荘市、にかほ市〉
落 札 3,600万円

秋田県土地改良事業団体連合会
[予定価格] 4,005万円
[最低制限価格] 3,218万3,000円
[参加業者] 秋田県土地改良事業団体連合会
ウヌマ地域総研 三光技術コンサルタント 矢
留測量設計 創和技術 サン測量設計事務所
興建エンジニアリング さくら技研 眞宮技術
いとう設計 小松測量設計 藤和測量設計 自
然科学調査事務所 小川測量設計 北陽技術コ
ンサルタント 東邦技術 都市整備 北部測量
設計 興和技術コンサルタント 石川技研コン
サルタント 水建技術 柴田工事調査 西奥羽
測量設計 秋田総合建設センター
[工期] ２年12月22日

▷条件付一般競争・令和元年度ため池等整
備（ため池）業務委託・03402－Ｙ03（枯
木第一地区）〈由利本荘市鳥海町上川内
地内〉
落 札 64万円 ソ ル コ ン
[予定価格] 72万円
[最低制限価格] 58万円
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[参加業者] ソルコン 償研 ユタカ設計 測
地環境コンサルタント 佐藤測量設計 秋田総
合建設センター さくら技研 東邦技術 新興
技術 創和技術 ウヌマ地域総研 西奥羽測量
設計 シンコウ補償 矢留測量設計 第一補償
コンサルタント 水建技術 眞宮技術 都市整
備 遠藤建築設計事務所 石川技研コンサルタン
ト 北陽技術コンサルタント 柴田工事調査 興
建エンジニアリング 共和技研 技苑コンサル
[工期] ２年５月29日

▷条件付一般競争・令和元年度ため池等整
備（ため池）業務委託・02205－Ｙ01（大
内地区）〈由利本荘市深沢地内〉
落 札 145万円 興建エンジニアリング
[予定価格] 162万円
[最低制限価格] 131万6,000円
[参加業者] 興建エンジニアリング サン測量
設計事務所 北部測量設計 小松測量設計 創
和技術 秋田総合建設センター いとう設計
三光技術コンサルタント 水建技術 さくら技
研 北陽技術コンサルタント ウヌマ地域総研
藤和測量設計 眞宮技術 小川測量設計 西奥
羽測量設計 矢留測量設計 石川技研コンサル
タント 都市整備 柴田工事調査 興和技術コ
ンサルタント 東邦技術
[工期] ２年５月29日

▷条件付一般競争・令和元年度農地防災調
査計画業務委託・13001－Ｙ03（長谷地２
号地区）〈にかほ市馬場字冬師山地内〉
落 札 112万円 いとう設計
[予定価格] 125万円
[最低制限価格] 100万6,000円
[参加業者] 前 同
[工期] ３年３月19日

▷条件付一般競争・地方道路交付金工事（交
通安全）・01－ＦＩ86－10（国道108号）
〈由利本荘市薬師堂地内〉
落 札 1,700万円 佐 藤 土 建
[予定価格] 1,704万円
[最低制限価格] 1,504万9,000円
[参加業者] 佐藤土建 香楽園 松永工務店

佐藤建設工業 工藤組 齋藤組 菊吉建設
[工期] ２年９月30日

由利本荘市契約検査課 （10日）

▷条件付一般競争・矢島建第12号・道路区
画線設置工事（矢島地域）
落 札 293万円 山田塗料店
[予定価格] 312万円
[最低制限価格] 266万5,000円
[参加業者] 山田塗料店 アタペック 三建塗
装 黒澤塗装工業 秋田デイックライト 平野
塗装工業 ナカセン 秋田ライン興業 秋田中
央ライン 北秋ライン工業 フジペン 三亀産
業 大進塗装工業 大館桂工業
[工期] ２年６月30日

由利本荘市契約検査課 （６日）

▷条件付一般競争・建管維第15号・道路区
画線設置工事（第２工区）〈内黒瀬字新町
地内ほか〉
落 札 276万円 山田塗料店
[予定価格] 294万円
[最低制限価格] 251万5,000円
[参加業者] 山田塗料店 アタペック ナカセ
ン 三建塗装 秋田中央ライン 平野塗装工業
フジペン 三亀産業 秋田ライン興業 北秋ラ
イン工業 秋田デイックライト 大進塗装工業
黒澤塗装工業 大館桂工業
[工期] ２年６月30日

秋田森林管理署 （８日）

▷一般競争・１号物件・第１回秋田地区収
穫調査委託〈秋田市上新城小又字小又沢
国有林54ち林小班外地内〉
落 札 3,020万円 日本森林林業振興会
[工期] ２年12月16日

▷一般競争・２号物件・第１回角館地区収
穫調査委託〈仙北市角館町山谷川崎字雫
田山国有林1006と６林小班外地内〉
落 札 2,790万円 日本森林林業振興会
[工期] ２年12月16日

▷一般競争・３号物件・第１回大曲地区収

穫調査委託〈大仙市協和船岡字小黒川国
有林2007は林小班外地内〉
落 札 2,370万円 森林サポート２１
[工期] ２年12月16日

▷一般競争・４号物件・第１回生保内地区
収穫調査委託〈仙北市田沢湖田沢字小和
瀬沢国有林3033い林小班外地内〉
落 札 2,460万円 日本森林林業振興会
[工期] ２年12月16日

美郷町総務課 （８日）

▷金沢コミュニティセンター居室改修工事
（仙南地区）〈美郷町金沢字味噌森10地内〉
落 札 311万円 小 貫 建 設
[予定価格] 321万円
[指名] 小貫建設 高階建設 田澤工務店 細
井技研工業 シーモワオカダデザイン
[工期] ２年６月19日

課、事務所名 掲載日 工 事 名 落札金額 落札者

東北地方整備局 6日 日本海沿岸東北自動車道・市の沢川橋

上部工工事〈にかほ市象潟町〉

40,680 安部日鋼工業

東北地方整備局

能代河川国道事務所

12日 能代管内情報設備工事〈能代市鰄渕〉 9,500 日本無線

18日 造坂地区函渠工工事〈北秋田市今泉〉 22,960 秋田土建

長走地区橋梁補修工事〈大館市長走〉 9,660 白川建設

能代管内救急排水ポンプ設備修繕工事

〈能代市能代町〉

16,520 荏原製作所

造坂地区道路改良工事〈北秋田市今泉〉 11,495 秋田土建

今泉地区函渠工工事〈北秋田市今泉〉 23,000 花岡土建

24日 米代川大巻地区河道掘削工事〈大館市

大巻〉

17,500 秋田土建

浅内地区防雪柵工事〈能代市浅内〉 13,650 田中建設

大館地区橋梁塗装工事〈大館市川口〉 6,250 ナカセン

からむし岱地区道路改良工事〈北秋田

市脇神〉

12,350 花岡土建

三種地区防雪柵外工事〈三種町川尻～

能代市芝童森〉

14,450 鈴木土建

東北地方整備局

秋田河川国道事務所

18日 本荘管内舗装修繕工事〈由利本荘市芦

川〉

9,600 村岡建設工業

26日 子吉川土谷下流地区河道掘削工事〈由

利本荘市二十六木〉

14,295 加藤建設（正

己）

課、事務所名 掲載日 工 事 名 落札金額 落札者

東北地方整備局

秋田河川国道事務所

27日 雄物川下流小山地区河道掘削工事〈秋

田市豊岩〉

13,350 沢木組

小滝地区道路改良工事〈にかほ市象潟

町〉

19,550 菅与組

30日 館森地区道路改良工事〈にかほ市象潟

町〉

19,580 沢木組

山ノ神地区道路改良工事〈にかほ市象

潟町〉

14,955 山勇建設工業

雄物川下流左手子地区築堤・河道掘削

工事〈秋田市雄和〉

25,255 秋田振興建設

31日 子吉川曲沢地区外堤防強化工事〈由利

本荘市黒沢〉

22,220 菅与組

雄物川下流新波地区築堤・河道掘削工

事〈秋田市雄和〉

24,819 宮原組

東北地方整備局

湯沢河川国道事務所

5日 雄物川上流平鹿地区河川維持工事〈横

手市大森町〉

6,570 吉田建設

5日 板橋地区橋梁下部工工事〈湯沢市横堀〉 17,920 伊藤建設工業

11日 雄物川上流大仙地区河道掘削等工事〈大

仙市強首〉

9,700 秋田振興建設

12日 八幡平山系片倉沢第1砂防堰堤外工事

〈仙北市田沢湖〉

15,900 佐藤建設

八幡平山系水沢砂防堰堤工事〈仙北市

田沢湖〉

23,000 万六建設

雄物川上流大曲地区河川維持工事〈大

仙市神宮寺〉

5,590 髙吉建設

雄物川上流湯沢地区河川維持工事〈羽

後町新町～湯沢市小野〉

6,510 高修興業

※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）。

月刊 ダイジェスト 月３

＝（一社）セメント協会＝

本県は前年比6.2％の減
セメントの需給実績（２月）
一般社団法人セメント協会がまとめた２
月のセメント需給実績によると、当月の国
内販売高は3,321,842ｔで前年比2.4％の減
となり、５カ月連続で前年を下回った。
本県における２月の販売高は、鉄道、電
力、港湾・空港で取り扱いがなく、セメン
ト製品が3,516ｔ、生コンクリートが
13,401ｔ、道路橋梁が179ｔ、土木が2,000
ｔ、建築は官公需で取り扱いがなく、民需
が187ｔ、自家用がマイナス390ｔ、合計
19,349ｔで対前年比6.2％の減となった。
東北他県での販売高を見ると、最も多い
宮城が82,727ｔ（前年比0.8％増）、次いで
福島が76,549ｔ（同17.1％減）、岩手が
51,749ｔ（同30.4％減）、山形が28,668ｔ（同
27.1％増）、青森が17,758ｔ（同15.7％減）
となった。
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課、事務所名 掲載日 工 事 名 落札金額 落札者

東北地方整備局

湯沢河川国道事務所

17日 雄物川上流湯沢地区補修工事〈湯沢市

柳田〉

17,050 横手建設

19日 八幡平山系赤倉沢第2砂防堰堤外工事

〈仙北市田沢湖〉

17,000 万六建設

23日 雄物川上流横手地区補修工事〈横手市

十文字町〉

6,000 伊藤建設工業

24日 雄物川上流大森地区災害復旧工事〈横

手市大雄〉

22,300 佐藤建設（清

次）

25日 雄物川上流睦合地区災害復旧工事〈横

手市十文字町〉

17,670 伊藤建設工業

31日 大沢田道路改良工事〈湯沢市小野〉 11,710 高修興業

小白岩地区道路改良工事〈湯沢市下院

内〉

21,166 高修興業

湯沢地区構造物補修工事〈湯沢市下院

内〉

23,190 高嶋組

横手地区構造物補修工事〈横手市横手

町〉

24,000 伊藤建設工業

東北地方整備局

玉川ダム管理所

13日 玉川ダム貯水池周辺維持工事〈仙北市

田沢湖〉

5,600 門脇組

東北農政局 23日 旭川農業水利事業・大戸川頭首工建設

その他工事〈横手市塚堀〉

55,000 山和建設

秋田森林管理署 25日 大水端沢林道（林業専用道）新設工事〈仙

北市西木町〉

5,400 山脇組

東北防衛局 17日 空自秋田（元）宿舎新設建築工事〈秋田

市内〉

89,400 淺沼組

県公営企業課 27日 令和元年度成瀬発電所水車発電機等新

設工事・31－ＤＫ－52〈東成瀬村椿川〉

177,600 富士電機

県建設政策課 18日 令和元年度河川災害復旧助成工事・01

－ＫＪ11－10（楢岡川）〈大仙市南外字

揚土〔揚土橋〕地内〉

30,180 ピーエス三

菱・東日本コ

ンクリート特

定建設工事Ｊ

Ｖ

24日 令和元年度河川災害復旧助成工事・01

－ＫＪ11－Ｋ1（楢岡川）〈大仙市南外〉

26,050 宮原組

能代港湾事務所 26日 令和元年度能代港第2灰捨護岸建設工

事・01－Ｚ102－30（能代港）〈能代市能

代港〉

7,300 三熊興業

船川港湾事務所 31日 令和元年度（繰越）統合補助改修工事・

01－ＰＣ12－30（男鹿市船川港）

9,940 沢木組

令和元年度（繰越）統合補助改修工事・

01－ＰＣ12－40（男鹿市船川港）

8,750 加藤組

秋田港湾事務所 31日 令和元年度（繰越）向浜ふ頭用地造成工

事・01－Ｚ401－40（秋田港向浜地区）

〈秋田市向浜〉

10,550 三和興業

令和元年度（繰越）向浜ふ頭用地造成工

事・01－Ｚ401－50（秋田港向浜地区）

〈秋田市向浜地内〉

10,550 沢木組

令和元年度（繰越）統合補助改修工事・

01－ＰＣ11－10（秋田港大浜地区ほか）

〈秋田市土崎港〉

8,136 藤田建設

鹿角地域振興局 30日 令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路交

付金工事（交通安全）・01－ＦＩ95－Ｋ1

（国道103号）〈鹿角市十和田〉

7,080 柳沢建設

北秋田地域振興局 4日 令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改

築補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ3（大館能

代空港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市坊

沢〉

14,140 秋田土建・佐

藤吉特定建設

工事ＪＶ

令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改

築補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ4（大館能

代空港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市坊

沢〉

15,004 佐藤庫・伊藤

羽州特定建設

工事ＪＶ

10日 令和元年度地方道路交付金工事（災害

防除）・01－ＦＩ62－50（福館阿仁前田

線）〈北秋田市阿仁〉

8,190 奥羽電気設備

令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改

築補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ2（大館能

代空港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市坊

沢〉

6,300 秋田土建

17日 令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改

築補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ5（大館能

代空港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市坊

沢〉

15,700 佐藤庫・花岡

特定建設工事

ＪＶ

令和元年度（ゼロ県債）県単砂防工事（自

然防止債・砂防）・01－Ｌ220－Ｋ1（椛

沢沢）〈大館市餌釣〉

5,370 オオタベ

令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改築

補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ1（大館能代空

港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市脇神〉

6,000 丸栄建設

令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改

築補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ8（大館能

代空港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市脇

神〉

15,795 白川・佐藤特

定建設工事Ｊ

Ｖ

令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路交

付金工事（災害防除）・01－ＦＩ62－Ｋ1

（国道105号）〈北秋田市阿仁〉

7,720 秋田土建

26日 令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改築

補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ7（大館能代空

港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市脇神〉

8,650 秋田土建

課、事務所名 掲載日 工 事 名 落札金額 落札者

北秋田地域振興局 26日 令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路改

築補助工事・01－ＨＦ27－Ｋ6（大館能

代空港西線〔鷹巣西道路〕）〈北秋田市坊

沢〉

8,600 丸栄建設

山本地域振興局 30日 令和元年度地方道路交付金工事（改

築）・01－ＨＦ35－20（西目屋二ツ井線）

〈能代市二ツ井町〉

6,060 コンノ土木

令和元年度河川改修工事・01－ＫＹ24

－90（三種川）〈三種町下岩川〉

9,538 白川建設

秋田地域振興局 4日 令和元年度道路災害関連工事・01－Ｋ

Ｄ10－10（国道101号）〈男鹿市脇本〉

12,300 寒風

令和元年度道路災害関連工事・01－Ｋ

Ｄ10－40（国道101号）〈男鹿市脇本〉

9,235 岡精組

令和元年度道路災害関連工事・01－Ｋ

Ｄ10－20（国道101号）〈男鹿市脇本〉

11,820 三和興業

令和元年度道路災害関連工事・01－Ｋ

Ｄ10－30（国道101号）〈男鹿市脇本〉

11,860 沢木組

17日 令和元年度（繰越）大規模特定河川工

事・01－ＫＧ20－20（太平川）〈秋田市

楢山〉

12,030 加藤建設（正

己）

31日 令和元年度（繰越）秋田湾・雄物川流域

下水道工事（臨海）・01－ＹＡ11－24（秋

田臨海処理センター）〈秋田市向浜〉

10,800 能代電設工業

由利地域振興局 10日 令和元年度河川災害復旧工事・01－

0005－10（笹子川左岸）〈由利本荘市鳥

海町〉

8,900 山科建設

27日 令和元年度（ゼロ債務負担）海岸防災対

策工事（侵食対策）・01－ＭＢ32－Ｋ1（本

荘海岸〔深沢地区〕）〈由利本荘市親川〉

6,760 長田建設

仙北地域振興局 17日 令和元年度河川災害復旧助成工事・01

－ＫＪ11－Ｋ2（楢岡川）〈大仙市南外〉

12,750 大和建設

令和元年度河川災害復旧助成工事・01

－ＫＪ11－Ｋ3（楢岡川）〈大仙市南外〉

17,650 秋田振興建設

雄勝地域振興局 23日 令和元年度（ゼロ県債）道路総合防災対

策工事・01－Ｇ918－Ｋ1（国道342号）

〈東成瀬村椿川〉

5,540 皆瀬土木

令和元年度地方道路交付金工事（災害

防除）・01－ＦＩ68－70（仁郷大湯線）

〈東成瀬村椿川〉

6,429 渡部機工・伊

藤組造園特定

建設工事ＪＶ

30日 令和元年度（ゼロ債務負担）地方道路交

付金工事（改築）・01－ＨＦ15－Ｋ1（国

道108号）〈湯沢市秋ノ宮〉

12,880 サードニクス

建設

令和元年度農地中間管理機構関連ほ場

整備工事・00202－Ｋ05（関口地区）〈湯

沢市関口〉

8,679 山品工業

令和元年度農地中間管理機構関連ほ場

整備工事・00202－Ｋ04（関口地区）〈湯

沢市関口〉

8,540 山一建設

令和元年度地すべり防止工事・ＲＨ

1112Ａ131（狼沢地区）〈東成瀬村椿川〉

10,500 奥山・秋田特

定建設工事Ｊ

Ｖ

令和元年度地方道路交付金工事（雪

寒）・01－ＦＩ08－31（鴻屋梺線）〈羽後

町田代〉

8,895 佐々木組

令和元年度地方道路交付金工事（交通

安全）・01－ＦＩ85－30（大曲大森羽後

線）〈羽後町足田〉

7,250 佐藤建設

令和元年度地方道路交付金工事（交通

安全）・01－ＦＩ85－20（大曲大森羽後

線）〈羽後町字西新成地内〉

7,045 柴田組

令和元年度地方道路交付金工事（雪

寒）・01－ＦＩ08－41（羽後向田館合線）

〈羽後町軽井沢〉

8,835 和賀組

鹿角市契約検査室 24日 教ス工－3・花輪スキー場人工降雪機改

修工事〈鹿角市花輪〉

31,650 日本ケーブル

能代市契約検査課 13日 竹生ポンプ場建設工事（建築工事）〈能

代市竹生〉

5,378 大森建設

由利本荘市

契約検査課

17日 建管道第4号・市道工業団地1号線道路

改良工事（第2工区）〈由利本荘市万願寺〉

11,250 村岡・山勇特

定建設工事Ｊ

Ｖ

大内建第11号・一級市道軽井沢・羽広・

南外線道路災害復旧工事〈由利本荘市

羽広〉

5,600 鳥海リース

仙北市契約検査室 25日 財第2号・仙北市役所田沢湖庁舎改修工

事〈仙北市田沢湖〉

15,850 寺沢工務店

企画第5号・仙北市新角館庁舎公用車車

庫棟建設工事〈仙北市角館町〉

18,265 瀧神巧業

東日本高速道路（株）

東北支社

26日 東北自動車道・坂梨トンネル受配電自

家発電設備更新工事〈鹿角市〉

52,950 東芝インフラ

システムズ

東日本高速道路（株）

東北支社秋田管理事務所

26日 秋田自動車道・秋田管内立入防止柵改

良工事〈秋田市、五城目町〉

7,800 東北工商

（学）聖園学園 6日 聖園学園短期大学体育館増築・体育館・

校舎棟改修〈秋田市保戸野〉

－ 大林組

（株）アルビス 12日 （仮称）イエローハット秋田新国道店

新築〈秋田市八橋〉

－ 大和ハウス工

業

阿桜園 30日 阿桜園屋根外壁改修工事〈横手市赤坂〉 6,080 大和組


