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ご利用の手引き【官・民事業計画書の見方】
【掲載内容】
（１）本書は、秋田県内で展開する事業計画・構想を盛り込み、その概要や今後の発注

量、着工時期などの見通しをとりまとめたものです。
（２）まだ予算化されていない構想・検討段階のものも含め、必ずしも実際に各発注機

関の予算を伴うものとは限りません。
（３）事業内容についてはできるだけ具体的な内容を盛り込んでいますが、スペースの

都合上、一部省略している場合もあります。詳細については、「日刊秋田建設工業
新聞」掲載記事をご参照くださるか、当社編集部（TEL018－863－4112）まで直
接お問い合わせください。

（４）掲載内容は、当社独自の調査により制作した「２年１月現在」の内容となってい
ます。今後、事業内容の変更や予算動向による進展・延期がある場合はご了承く
ださい。

【本書構成】
（１）本書掲載事業は発注機関ごとに分類しています。発注機関の掲載順は ①国・関係

諸機関 ②県・本庁 ③県・８地域振興局（建設部・農林部）④県出先機関・外郭団
体 ⑤市町村 ⑥広域圏組合等 ⑦民間・団体等―とし、それぞれの中で機関名を50
音順にしています。

（２）事業名の掲載順は、各発注機関の中で50音順にしております。県地域振興局（建
設部）および各市町村では、「ガス」「下水道」「水道」「道路（橋梁含）」「林道」
の事業は別途分類して掲載しています。

（３）事業名については、必ずしも発注機関が公表している名称にとらわれず、わかり
やすさを重視した当社独自の文言に一部変更しています。

【表記上の記号等】
（１）事業名称に含まれる（仮）（旧）など、カッコ内の文言は五十音に反映していませ

ん。（仮）泉・外旭川新駅設置は「いずみ・そとあさひかわしんえきせっち」と読
みます。

（２）建築関係のＷは木造、Ｓは鉄骨造、ＲＣは鉄筋コンクリート造、ＳＲＣは鉄骨鉄
筋コンクリート造、ＣＢはコンクリートブロック造の各構造を、またＦは地上階、
Ｂは地下階を表しています。

（３）土木・管関係のＬは延長、Ｗは幅員、Ｈは高さを表しております。
（４）「概要」「今後の見通し」の項目で、工期が複数年に及ぶ一部の大型工事について

は、すでに発注済（施工中）の場合でもコンサル業者を記載している場合があり
ます。

（５）事業期間は、現時点における事業終了予定年度を表しております。予算動向によ
り事業終了年度が流動的なものについては、当初計画時または現時点での予定年
度を記載しております。

（６）既存施設の建設年次・供用開始年次等の表記で、年号がなく「〇年建設」などと
ある場合は「令和〇年」を表します。

（７）事業費の項で「全体約○円」とあるのは、事業期間内に要する総投資額（概算）
を記載しております。一部事業については、概算工事費のみを記載している場合
があります。

（８）施工地が未定の事業、発注機関管内や市町村の全域または不特定多数箇所に及ぶ
事業等については、施工地の項目を記載していない場合があります。

（９）事業概要が未確定な項目は、現況のみを記載している場合もあります。
（10）今後の見通しにおける表記で「○年度以降」は当該年度を、また「○年○月以降」

は当該月をそれぞれ含みます。
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1秋田労働局／最高裁判所／仙台国税局／東京航空局／東北森林管理局（本局）／秋田森林

秋田労働局
▷（旧）大曲労働基準監督署庁舎跡地売却
［概要］ 敷地727.45㎡
［施工地］ 大仙市大曲日の出町一丁目20の
12

［今後の見通し］ ２年度＝売却

最高裁判所
▷秋田地方・家庭裁判所既存庁舎解体
［概要］ 既存庁舎解体
◎現況…昭和43年建設ＲＣ５Ｆ・Ｂ１Ｆ
約7,421㎡

［コンサル］ コンストラクションインベス
トメントマネジャーズ（実施設計）

［事業期間］ ２年度まで
［施工地］ 秋田市山王七丁目１の１
［今後の見通し］ ２年度＝解体
▷秋田地方・家庭裁判所新築
［概要］ 新庁舎ＳＲＣ６Ｆ・Ｂ１Ｆ10,112㎡
［事業費］ 全体60億4,576万5,000円
［コンサル］◇東友エンジニアリング（敷地
調査）◇梓設計（実施設計）

［事業期間］ ５年度まで
［施工地］ 秋田市山王七丁目１の１
［今後の見通し］本体工事（２年12月以降公
告）

仙台国税局
▷秋田南税務署照明設備改修
［概要］ ＬＥＤ化
［事業費］ 全体1,487万4,000円
［コンサル］ ＹＯＵ建築設計事務所（設計）
［施工地］ 秋田市中通五丁目５の２
［今後の見通し］ ２年度＝改修
▷能代合同庁舎（能代税務署）自動制御機器
改修
［概要］ 自動制御機器改修
［事業費］ 全体199万3,000円
［施工地］ 能代市末広町４の20
［今後の見通し］ ２年度＝改修
▷能代合同庁舎（能代税務署）照明設備改修
［概要］ ＬＥＤ化
［事業費］ 全体2,130万6,000円
［コンサル］ ＹＯＵ建築設計事務所（設計）
［施工地］ 能代市末広町４の20
［今後の見通し］ ２年度＝改修
▷能代合同庁舎（能代税務署）非常用蓄電池
更新
［概要］ 非常用蓄電池更新
［事業費］ 全体204万1,000円

［施工地］ 能代市末広町４の20
［今後の見通し］ ２年度以降＝設備更新
▷本荘合同庁舎（本荘税務署）照明設備改修
［概要］ ＬＥＤ化
［事業費］ 全体2,395万円
［コンサル］ 草階建築創作所（設計）
［施工地］ 由利本荘市給人町17
［今後の見通し］ ２年度＝改修
▷本荘合同庁舎（本荘税務署）電話交換設備
更新
［概要］ 電話交換設備更新
［事業費］ 全体1,023万6,000円
［施工地］ 由利本荘市給人町17
［今後の見通し］ ２年度＝設備更新

東京航空局
▷秋田空港空調更新
［概要］ 空調更新
［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ２年度以降＝更新

東北森林管理局（本局）
▷手形第一公務員宿舎外壁塗装
［概要］ ◎現況…平成16年建設Ｗ３Ｆ
1,386㎡

［事業費］ 全体1,601万9,000円
［事業期間］ ２年度まで
［施工地］ 秋田市手形山崎92の13
［今後の見通し］ ２年度＝外壁塗装
▷手形第二公務員宿舎外壁塗装
［概要］ ◎現況…平成18年建設Ｗ３Ｆ
1,193.35㎡

［事業費］ 全体1,105万8,000円
［事業期間］ ２年度まで
［施工地］ 秋田市手形山崎44の12
［今後の見通し］ ２年度＝外壁塗装

東北森林管理局秋田森林管理署
▷船岡森林事務所舗装
［概要］ 舗装
［事業費］ 全体299万6,000円
［施工地］ 大仙市協和船岡字大袋２
［今後の見通し］ ２年度＝舗装

【治山】
▷石明神沢治山
［概要］ 渓間工１基
［コンサル］ 都市整備（測量設計）
［施工地］ 仙北市田沢湖田沢字小和瀬沢国
有林3029林班

［今後の見通し］ ２年度以降＝渓間工１基
▷入角沢治山
［概要］ 渓間工２基

国国
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23能代河川／盛岡営繕

地区地質調査）◇柴田工事調査（用地調
査・物件再算定）◇中央復建コンサルタ
ンツ（今泉トンネル詳細設計）◇北光コ
ンサル（用地調査等）◇東北緑地環境保
全（環境調査）

［施工地］ 能代市二ツ井町小繋～北秋田市
今泉

［今後の見通し］ ２年度以降＝盛土、函渠、
トンネル、橋梁新設、ＩＣ新設、トンネ
ル防災設備、安全施設、舗装など

【河川】
▷森吉山ダム維持
［概要］ 除草28,200㎡、伐木除木18,000㎡、

除雪
［施工地］ 北秋田市根森田地内
［今後の見通し］ 維持修繕（3,000万円
～6,000万円、２年２月以降発注）

▷米代川・維持（大館地区）
［概要］ 除草、堤防養生、応急処理
［施工地］ 大館市内
［今後の見通し］ 維持修繕（6,000万円～１
億円、２年２月以降発注、４年３月まで）

▷米代川・維持（二ツ井地区）
［概要］ 除草、堤防養生、内水排除、応急処理
［施工地］ 能代市内
［今後の見通し］ 維持修繕（6,000万円～１
億円、２年２月以降発注、４年３月まで）

▷米代川･河川管理施設長寿命化･予防保全整備
［概要］既存施設長寿命化対策…水門、樋門･
樋管、堰、揚･排水機場など、予防保全管
理対策（土木、機械、電気など）

［コンサル］ パシフィックコンサルタンツ
（計画策定）

［施工地］ 能代市ほか（米代川管理区間）
［今後の見通し］ ２年度以降＝補修など
▷米代川堤防等整備
［概要］ 右岸Ｌ900ｍ、構造物（排水施設２
カ所）

［コンサル］ パシフィックコンサルタンツ
（詳細設計）

［施工地］ 大館市山館地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝堤防等整備
▷米代川堤防強化・小猿部川工区
［概要］ 右岸Ｌ約50ｍ
［コンサル］明治コンサルタント（堤防強化
設計）

［施工地］ 北秋田市脇神地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝堤防強化
▷米代川水系河川整備
［概要］ 河川改修・改良など
［コンサル］建設技術研究所（整備計画検討）
［施工地］ 能代市（米代川河口）～大館市

比内町（扇田橋）
［今後の見通し］ ２年度以降＝次期整備計
画策定

▷米代川・河川工作物関連応急対策
［概要］直轄管理区間Ｌ75,600ｍ…樋門・樋
管補修30カ所

［施工地］ 能代市ほか（米代川管理区間）
［今後の見通し］ ２年度以降＝補修
▷米代川・鷹巣地区河道掘削
［概要］ 河道掘削Ｌ4,600ｍほか
［コンサル］ ◇建設技術研究所（実施計画）
◇パシフィックコンサルタンツ（長坂地
区構造物設計）

［事業期間］ ２年度まで
［施工地］ 大館市長坂地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝長坂地区河
道掘削

▷米代川・鷹巣地区河道掘削（長坂地区上流）
［概要］ 河道掘削
［コンサル］ 北光コンサル（補償説明）
［施工地］ 大館市長坂地内ほか
［今後の見通し］２年度＝用地取得、３年度
以降＝河道掘削

▷米代川・堤防等補強ほか
［概要］ 右岸Ｌ約3,500ｍ
［コンサル］ パシフィックコンサルタンツ
（測量設計）

［施工地］ 北秋田市今泉～坊沢地内
［今後の見通し］ ２年度＝堤防等補強ほか
▷米代川･二ツ井左岸地区河道掘削
［概要］ 河道掘削Ｌ2,400ｍ、護岸Ｌ400ｍ、
［コンサル］ 建設技術研究所（河道掘削、護
岸設計）

［施工地］ 能代市二ツ井町仁鮒～小繋地内
［今後の見通し］２年度以降＝河道掘削、護
岸整備ほか

東北地方整備局盛岡営繕事務所
▷秋田第２地方合同庁舎エレベーター設備更新
［概要］ 更新１基
［事業費］ 全体5,434万円
［施工地］ 秋田市山王七丁目１の４
［今後の見通し］ ２年度以降＝更新
▷秋田第２地方合同庁舎外壁改修
［概要］ 外壁全面改修
◎現況…平成元年建設ＲＣ５Ｆ・Ｂ１Ｆ
4,409㎡

［事業費］ 全体１億2,198万8,000円
［コンサル］ ◇小野建築研究所（実施設計）
◇金丸建築事務所（建築積算）

［施工地］ 秋田市山王七丁目１の４
［今後の見通し］ ２年度以降＝改修

国



2 0 2 0 年 官・民事業計画書

32 西奥羽／平鹿平野

左岸幹線用水路、大豊沢常盤支線用水路、
常盤支線用水路、大豊沢支線用水路、大
豊沢右岸支線用水路、大豊沢右岸１号支
線用水路〉）◇ＮＴＣコンサルタンツ（用
水管理施設機能診断調査）◇畑地農業振
興会（畑作地域営農実態調査、畑作地域
営農構想検討）◇秋田県土地改良事業団
体連合会（水利状況調査）◇ジルコ（概
略現況水収支計算その他調査、概略整備
構想検討、経済効果算定）◇日本工営（長
寿命化計画策定）

［施工地］ 能代市、山本郡八峰町、山本郡
三種町、山本郡藤里町

［今後の見通し］ ２年度＝調査継続
▷八郎潟地区国営土地改良事業地区調査
［概要］ 用排水路、揚水機場（１カ所）など
更新（用排水路基本設計対象…幹線排水
路：中央幹線排水路、１号支線排水路Ｌ
7,500ｍ、幹線用水路：33路線Ｌ92,000
ｍ）、受益面積17,301ｈａ
◎現況…幹線用水路Ｌ94,700ｍ、幹線排
水路Ｌ22,600ｍ（中央幹線排水路Ｌ
15,700ｍ、１級幹線排水路Ｌ6,900ｍ）、
支線排水路Ｌ107,600ｍ、中央干拓堤防
Ｌ52,000ｍ、道路Ｌ68,000ｍ、防潮水門
１カ所、中央干拓排水機場２カ所、中央
干拓用水機場１カ所、周辺干拓堤防Ｌ
42,000ｍ、排水機場22カ所

［コンサル］◇サンスイコンサルタント（概
略整備構想検討、概略経済効果算定、概
略排水解析、水質保全対策検討、経済効
果算定、排水計画策定、用水計画策定、
水質とりまとめ、排水事業計画策定、幹
線用水路改修計画、概略設計、経済効果
補足策定、経済効果算定補足策定、水質
保全対策その他、経済効果策定補足調査
その他、施設整備計画その他、用水配水
計画検討、事業計画策定その他、水管理
施設設計その他、幹線排水路設計その他、
幹線用水路設計その他、水利用管理状況
実証調査）◇内外エンジニアリング（機
能保全計画策定、排水路予防保全基本計
画策定、支線排水路等機能診断調査、地
形図作成、方口排水機場基本設計、幹線
用水路路線測量、幹線用水路地質調査そ
の２）◇ジルコ（幹線用水路予防保全基
本計画策定、排水路予防保全基本計画策
定、小用水路・支線排水路・開水路機能
診断調査）◇若鈴コンサルタンツ（概略
整備構想策定、幹線用水路圧密沈下対策
等検討、幹線用水路構想設計、開水路軟
弱地盤対策工法試験観測・同観測評価）
◇地域環境資源センター（環境配慮調査、

環境配慮基本方針案作成、環境配慮計画
策定、環境配慮計画フォローアップ検討）
◇日本水土総合研究所（水質保全計画等
策定、用水配水状況調査その他、水質保
全計画検討）◇仙東技術（水管理状況調
査）◇水建技術（水管理状況調査、幹線
用水路他現場調査推進技術）◇キタイ設
計（幹線用水路地質調査その３）

［施工地］ 南秋田郡大潟村内
［今後の見通し］２年度＝全体実施設計、３
年度以降＝用排水路更新ほか

東北農政局平鹿平野農業水利事業所
▷横手西部農業水利事業・油川幹線排水路整備
［概要］油川幹線排水路Ｌ11,100ｍ（排水量
53.14㎥／秒）…下吉田地区・大雄地区の
一部Ｌ3,511ｍ、大雄地区Ｌ3,400ｍ、角
間川町地区・大雄地区Ｌ4,200ｍ、受益面
積2,033ｈａ、残整備…排水路改修Ｌ約
1,750ｍ

［コンサル］◇サンスイコンサルタント（路
線測量、樋脇地区補足設計）◇昭和技術
設計（桜森地区用地調査）◇藤森測量設
計（樋脇地区用地測量）◇ＮＴＣコンサ
ルタンツ（下吉田地区ほか実施設計、大
雄地区実施設計、角間川町地区ほか実施
設計、基本設計）◇大江設計（高津野地
区用地測量、付帯水路工ほか用地測量調
査、桑の木地区ほか積算参考資料作成）
◇三祐コンサルタンツ（東中島地区護岸
設計）◇新東洋技術コンサルタント（付
帯工基本設計、付帯水路工実施設計）◇
水建技術（東中島地区用地測量調査）◇
日本工営（桑の木地区補足設計）◇ジス
テック（東阿気地区用地測量調査、一ノ
関地区用地測量調査）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 横手市平鹿町下吉田、大雄、大
仙市角間川町

［今後の見通し］ 排水路改修Ｌ858ｍ（２年
２月以降発注）、２年度以降＝排水路改
修Ｌ892ｍ、油川桑ノ木・大宮川３号・大
宮川中嶋分水工上屋建築（各Ｓ一部Ｗ１
Ｆ15㎡）

▷横手西部農業水利事業・石持川幹線排水路
整備
［概要］ 排水路改修Ｌ6,900ｍ（沼館地区Ｌ
3,740ｍ、今宿地区Ｌ3,160ｍ、排水量
30.12㎥／秒）、受益面積1,295ｈａ、残整
備…排水路改修Ｌ約6,200ｍ

［コンサル］◇サンスイコンサルタント（基
本・実施設計、路線測量、水利検討、河
川合流工実施設計、排水路橋梁実施設計、

国
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39未来戦略課／女性活躍支援課／地域づくり推進課／観光戦略課／スポーツ振興課

あきた未来創造部あきた未来戦略課
▷鹿角地域振興局庁舎屋上防水
［概要］ 屋上防水
◎ 現 況 … 昭 和 40 年 建 設 Ｒ Ｃ ３ Ｆ
5,511.23㎡

［施工地］ 鹿角市花輪字六月田１地内
［今後の見通し］ ２年度＝設計、屋上防水

あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課
▷児童会館設備修繕
［概要］自動ドア装置更新、サスペンション
ライト位置管理機能追加、絞り緞帳更新、
劇場空調設備（チラーユニット）修繕、
児童会館パッケージエアコン更新、第一
展示室展示物更新、レクリエーション
ホール展示物更新、照明設部調光盤・ブ
レーカー更新、舞台幕等更新、舞台床張
替、プラネタリウム更新
◎現況…昭和55年建設ＲＣ４Ｆ・Ｂ１Ｆ
3,614㎡

［施工地］ 秋田市山王中島１の２
［今後の見通し］ ２年度以降＝設計、修繕

あきた未来創造部地域づくり推進課
▷秋田県ゆとり生活創造センター整備
［概要］暖房用パネルヒーター更新、大会議
室床塗装
◎現況…平成14年建設Ｗ１Ｆ3,521.6㎡

［施工地］ 秋田市上北手荒巻字堺切24の２
［今後の見通し］２年度＝暖房用パネルヒー
ター更新、大会議室床塗装

観光文化スポーツ部観光戦略課
▷秋田ふるさと村中央監視装置更新
［概要］ 中央監視装置更新
◎現況…平成５年建設ＲＣ２Ｆ・Ｂ１Ｆ
18,167.05㎡

［事業費］ 概算5,782万円（工事）
［コンサル］小柳建築設備設計事務所（設計）
［施工地］ 横手市赤坂字富ヶ沢62の46
［今後の見通し］ ２年度以降＝更新
▷大潟スポーツ宿泊センター（サンルーラル大
潟）改修
［概要］ ◇改修：ピット配管、空調設備（Ｆ
ＣＵ、ＡＨＵ）、排気ファン、昇降機、内
装、消防設備、宴会場壁面、厨房排水関
係、敷居、和室建具（襖）、内装 ◇更新：
空調設備（換気）、音響設備、畳 ◇交換：
客室エレベーターホール照明、自家発電
用蓄電池

◎現況…平成８年建設ＳＲＣ８Ｆ
6,706.3㎡

［施工地］ 南秋田郡大潟村字北１の３
［今後の見通し］ ２年度以降＝設計、改修

▷男鹿水族館自家発電機改修
［概要］ 自家発電機改修
◎現況…平成16年建設ＲＣ３Ｆ・Ｂ１Ｆ
8,968.75㎡

［事業費］ 概算２億2,340万円（工事）
［コンサル］ 花田設計事務所（基本設計）
［施工地］ 男鹿市戸賀浜字壺ヶ沢地内
［今後の見通し］２年度＝実施設計、３年度
＝自家発電機改修

▷田沢湖スキー場リフト改修
［概要］ かもしかクワッドリフト探索装置
オーバーホール、銀嶺クワッドリフト通
信ケーブル更新、黒森山リフト一部修繕
◎現況…平成９年建設Ｓ２Ｆ5,359.14㎡

［施工地］ 仙北市田沢湖生保内字下高野73
の２

［今後の見通し］ ２年度以降＝リフト改修
▷鳥海観光宿泊センター改修
［概要］◇更新…高圧気中開閉器、ろ過装置、
給油配管、中央監視設備、受変電設備変
圧等、空調設備（ＡＨＵ）、厨房空調設備、
電話設備、照明器具、衛生器具、衛生設
備 ◇改修：浄化槽、内装、外壁塗装、消
防設備、排気設備
◎現況…平成８年建設ＲＣ５Ｆ・Ｂ１Ｆ
7,861㎡

［施工地］ 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前
８の45

［今後の見通し］ ２年度＝設計、改修・更新

観光文化スポーツ部スポーツ振興課
▷新屋運動広場整備
［概要］ 監視塔及び物置撤去・新設、浄化槽
制御装置修繕、投光器修繕
◎現況…平成元年建設Ｓ２Ｆ259.5㎡

［コンサル］ 小林設計（設計）
［施工地］ 秋田市豊岩石田坂字館野地内
［今後の見通し］ ２年度＝監視塔及び物置
撤去・新設、浄化槽制御装置修繕、投光
器修繕

▷鹿角トレーニングセンター整備
［概要］ ジャンプ台滑走路改修
◎ 現 況 … 平 成 ７ 年 建 設 Ｒ Ｃ ４ Ｆ
6,827.86㎡

［事業費］ 概算２億7,736万4,000円（工事）
［コンサル］ アクセス（札幌市）（設計）
［施工地］ 鹿角市花輪字百合沢81の１
［今後の見通し］ ２年度＝ジャンプ台滑走
路改修

秋
田
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山本地域振興局建設部
▷河川改良・悪土川
［概要］ 築堤・護岸工Ｌ1,340ｍ（片側Ｌ670
ｍ×２）、排水樋管、排水路ほか

［事業費］ 概算10憶円
［コンサル］ ◇矢留測量設計（詳細設計）◇
共和技研（護岸詳細設計）◇東邦技術（排
水樋管詳細設計）◇基礎工学（地質調査）
◇さくら技研（工損事前調査）

［事業期間］ ３年度まで
［施工地］ 能代市大内田地内
［今後の見通し］ ２年度＝護岸工
▷河川改良・（広域基幹河川改修・床上浸水対策
特別緊急事業）三種川
［概要］ ◎広域基幹河川改修…上流部Ｌ
8,800ｍ
◎床上浸水（広域基幹河川改修区間内）
…◇山口～芹沢地区Ｌ5,510ｍ：河道拡
幅（掘削）、宮橋架替Ｌ40ｍ、Ｗ４ｍ（上
部工：鋼単純合成桁、下部工：逆Ｔ式橋
台２基、現場打抗基礎、前後取付道路Ｌ
136ｍ、芹沢橋架替Ｌ42.8ｍ、Ｗ４ｍ（上
部工：ＰＣ単純ポステン床版橋、下部工：
逆Ｔ式橋台２基、直接基礎）・前後取付道
路Ｌ96ｍ ◇達子・長面地区Ｌ1,030ｍ…
河道拡幅（掘削）Ｌ1,030ｍ、右岸築堤Ｌ
1,030ｍ

［事業費］ 全体約74億円（床上浸水対策32
億6,000万円）

［コンサル］◇建設技術研究所（上流部計画
策定）◇自然科学調査事務所（森岳字山
口12～下岩川芦沢地形・路線測量、用地
測量）◇興建エンジニアリング（下岩川
字芦沢～長面地形・路線測量、用地測量、
取水施設詳細設計）◇創研コンサルタン
ト（上流部護岸詳細設計、排水樋管詳細
設計、護岸修正Ｌ2,600ｍ、地質調査）◇
セントラルコンサルタント（芹沢橋、取
水施設詳細設計）◇復建技術コンサルタ
ント（宮橋詳細設計）◇奥山ボーリング
（地質調査）◇シーグ（地質調査）◇佐藤
測量設計（用地測量）◇国土測量設計（用
地測量）◇南部測量（用地測量）◇東亜
測量設計（用地測量）◇長谷川測量設計
（用地測量）◇高橋測量（用地測量）◇北
部測量設計（用地測量）◇石川技研コン
サルタント（用地測量）◇創和技術（取
水施設詳細設計、農業水利関係資料）◇
さくら技研（取水施設詳細設計、物件等
調査積算）◇鹿渡工業（地質調査）◇ウ
ヌマ地域総研（地質調査）◇東邦技術（排
水樋管詳細設計、物件等調査積算）◇ジ

オテックコンサルタンツ（取水施設詳細
設計）◇明治コンサルタント（取水施設
詳細設計）◇遠藤建築設計事務所（物件
等調査積算）◇上津野デイタム（廃川測
量）

［事業期間］ 16年度まで
［施工地］ 山本郡三種町森岳字山口～下岩
川長面地内

［今後の見通し］ ２年度＝芹沢～達子工区
ショートカット部護岸工、取水工、不動
田工区用地買収、調査、設計など

▷河川改良（総合流域防災）・檜山川
［概要］ 河道掘削、伐木など
［事業期間］ ２年度まで
［施工地］ 能代市扇田地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝河道掘削、
伐木

▷河川改良・東部承水路
［概要］対象区間…浚渫：久米岡新田地内Ｌ
200ｍ

［コンサル］佐藤測量設計（地形・路線測量）
［施工地］ 山本郡三種町久米岡新田地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝浚渫
▷河川改良・塙川
［概要］対象区間Ｌ6,600ｍ…築堤・掘削（５
工区程度分割）

［コンサル］◇建設技術研究所（河道改良計
画検討）◇東京建設コンサルタント（治
水対策検討）

［施工地］ 山本郡八峰町峰浜塙地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝河道改良計
画策定、築堤、護岸工ほか

▷河川改良・檜山川
［概要］ 対象護岸工Ｌ約3,000ｍ：掘削ほか
［コンサル］ 国際航業（概略設計Ｌ約3,000
ｍ）

［施工地］ 能代市檜山（檜山大橋上流）
地内

［今後の見通し］ ３年度以降＝着手時期検討
▷河川改良・藤琴川
［概要］ ◇自然防止債：護岸工、排水樋管な
ど ◇総合流域防災：河道掘削、伐木など

［コンサル］◇創研コンサルタント（詳細設
計）◇基礎工学（地質調査）

［施工地］ 山本郡藤里町藤琴地内
［今後の見通し］２年度＝排水樋門１基、河
道掘削、伐木

▷河川改良・三種川
［概要］ 護岸工Ｌ約2,300ｍ
［コンサル］ ◇建設技術研究所（河道調
査）◇佐藤測量設計（地形・路線測量）
◇オリエンタルコンサルタンツ（護岸
詳細設計Ｌ250ｍ）◇ジオテックコンサ

山
本
地
域
振
興
局



2 0 2 0 年 官・民事業計画書

153由利地域

由利地域振興局建設部
▷海岸侵食対策・親川地区（本荘海岸）
［概要］ 離岸堤新設Ｌ135ｍ２基
［コンサル］◇アジア航測（離岸堤詳細設計）
◇パシフィックコンサルタンツ（海岸保
全施設点検）◇国際航業（保全設計）◇
北陽技術コンサルタント（汀線測量）◇
小松測量設計（汀線測量）◇柴田工事調
査（汀線測量）

［施工地］ 由利本荘市親川字濁川地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝離岸堤新設
Ｌ135ｍ２基

▷海岸侵食対策・深沢地区（本荘海岸）
［概要］ 離岸提新設Ｌ100ｍ２基
［コンサル］◇アジア航測（離岸堤詳細設計）
◇パシフィックコンサルタンツ（海岸保
全施設点検）◇国際航業（保全設計）◇
北陽技術コンサルタント（汀線測量）◇
小松測量設計（汀線測量）

［施工地］ 由利本荘市芦川地内
［今後の見通し］離岸堤新設Ｌ60ｍ１基（２
年２月発注）、2年度以降＝離岸提新設Ｌ
100ｍ１基

▷海岸保全施設老朽化対策・芹田地区（仁賀保
海岸）
［概要］ 護岸補修Ｌ240ｍ：消波ブロック製
作・据付、直立護岸工

［コンサル］ ◇パシフィックコンサルタン
ツ（点検）◇多摩調査測量（地形測量）
◇オリエンタルコンサルタンツ（老朽化
対策設計）◇基礎工学（地質調査）

［事業期間］ ２年度まで
［施工地］ にかほ市芹田地内
［今後の見通し］ ２年度＝消波ブロック据
付、直立護岸工

▷海岸保全施設老朽化対策・深沢地区（本荘海岸）
［概要］ 護岸補修Ｌ180ｍ
［コンサル］ ◇パシフィックコンサルタン
ツ（点検）◇多摩調査測量（地形測量）
◇オリエンタルコンサルタンツ（老朽化
対策設計）◇奥山ボーリング（地質測量）

［施工地］ 由利本荘市芦川地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝護岸補修
▷海岸保全施設老朽化対策・松ヶ崎地区（本荘
海岸）
［概要］ 護岸補修Ｌ800ｍ
［コンサル］ 川崎地質（点検）
［施工地］ 由利本荘市松ヶ崎地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝護岸補修
▷河川改良・鮎川（自然防止債）
［概要］ ◇両側護岸Ｌ1,400ｍ（中畑地区～
平石橋上流）◇片側護岸Ｌ1,380ｍ（中畑

地区～平石橋上流までの各箇所）◇排水
樋門新設（右岸側上流）

［コンサル］ ◇日本工営（河川調査検討）◇
創研コンサルタント（樋門詳細設計）◇
伊藤ボーリング（地質調査）◇技苑コン
サル（護岸詳細設計）◇鈴木測量事務所
（地形測量）◇明治コンサルタント（護岸
詳細設計）◇ＦＪ（用地測量）

［施工地］ 由利本荘市町村中畑、堰口、東
鮎川地内

［今後の見通し］２年度＝護岸工、河道掘削、
用地測量

▷河川改良・石沢川
［概要］ 護岸工、河道掘削、構造物設置（樋
門・樋管など）◇蔵地区：市道橋石田坂
橋上流～市道橋鳥宮橋付近Ｌ940ｍ、左
岸側◇老方地区：松沢川合流～祝沢川合
流付近Ｌ960ｍ、両岸

［コンサル］◇建設技術研究所（河道計画策
定）◇西奥羽測量設計（地形・河川測量）
◇ＦＪ（地形・河川測量、用地測量）◇
創研コンサルタント（護岸詳細設計、蔵
地区樋門詳細設計）◇ウヌマ地域総研
（蔵地区樋門詳細設計）◇ジオテックコ
ンサルタンツ（地質調査）

［施工地］ 由利本荘市東由利蔵、老方地内
［今後の見通し］ ２年度＝築堤・護岸工、河
道掘削（蔵工区）、用地測量、樋管設計（老
方工区）

▷河川改良・芋川
［概要］ 本川Ｌ15,260ｍ…築堤116,000㎥、
掘削865,000㎥、護岸工100,000㎡、排水
樋管ほか、事業中区間：北福田橋～徳沢
橋間

［事業費］ 全体約490億円
［コンサル］◇北陽技術コンサルタント（河
川詳細設計、復元測量、地形・路線測量）
◇柴田工事調査（５号排水樋管詳細設計、
地質調査）◇矢留測量設計（６号排水樋
管詳細設計）◇日本工営（河川構造物取
水工予備・詳細設計）◇創研コンサルタ
ント（排水樋管詳細設計）◇伊藤地質調
査事務所（地質調査）◇創和技術（水路
断面検討）◇秋田総合建設センター（建
物等調査積算）◇アジア航測（子吉圏域
河川整備計画変更検討）◇シビル設計
（路線測量）◇オリエンタルコンサルタ
ンツ（芋川氾濫危険水位予備検討）◇共
和技研（護岸詳細設計）◇東京建設コン
サルタント（取水施設予備設計）◇多摩
調査測量（地形測量）◇シーグ（地質調
査）◇第一補償コンサルタント（建物等
再調査・再算定）◇国際航業（排水樋管
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秋田空港管理事務所
▷エプロン１番スポット係留設備更新
［概要］ 係留設備（タイダウンリング）更新
［コンサル］日本空港コンサルタンツ（設計）
［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ 更新（２年３月発注）
▷エプロン舗装補修
［概要］ 欠損部補修ほか（対象78,084㎡）
［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ２年度＝維持管理として
舗装補修継続

▷滑走路アスファルト舗装補修・改良
［概要］ 舗装補修Ｌ2,620ｍ、滑走路灯火
改良

［コンサル］◇日本空港コンサルタンツ（現
況調査、設計）◇創研コンサルタント（測
量）

［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ２年度＝舗装補修Ｌ約
520ｍ

▷滑走路両端安全区域（ＲＥＳＥ）整備
［概要］ 着陸帯両端に安全区域設置…面積
21,600㎡

［コンサル］ パシフィックコンサルタンツ
（調査検討）

［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ２年度＝設計
▷航空灯火施設設備更新
［概要］ 灯火ケーブル、ゴムトランスほか
［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ２年度＝更新
▷航空灯火用灯柱整備
［概要］ 補修・更新
◎対象…28側進入灯柱３基（270ｍセン
ターバレット、300ｍクロスバー、330ｍ
センターバレット）、10側進入灯柱５基
（300ｍクロスバー、360ｍセンターバー、
420ｍセンターバー、№１進入灯台、№２
進入灯台）、エプロン灯柱５基（№１～
№５）、飛行場灯台（空港駐車場）

［コンサル］東日設計コンサルタント（劣化
診断・補修設計）

［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度＝補修・更新
▷進入灯橋梁整備
［概要］下部工表面補修、点検用はしご交換、
耐震補強など
◎現況…昭和56年架設Ｌ495.4ｍ、基礎
工：直接基礎、下部工：逆Ｔ式橋台３基、
鋼管トレッスル橋脚６基、上部工：３径
間連続トラス×２＋２径間連続トラス

［コンサル］◇復建技術コンサルタント（耐

震調査設計）◇オリエンタルコンサルタ
ンツ（調査設計）

［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度＝下部工表面補修

▷灯火電力監視制御装置更新
［概要］灯火電力監視制御装置更新（電源局
舎）

［コンサル］日本空港コンサルタンツ（基本
設計、実施設計）

［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ２年度＝製造、３年度＝
更新

▷標識・区画線設置
［概要］ 標識（滑走路、誘導路、エプロン）、
区画線（道路、駐車場）

［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］２年度＝標識・区画線設置

秋田港湾事務所
▷秋田マリーナ桟橋整備
［概要］ 更新または天板改修
◎残整備…Ｃ桟橋Ｌ170ｍ

［施工地］ 秋田市飯島地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝Ｃ桟橋
▷秋田マリーナ浚渫
［概要］ 泊地－３ｍ（３ｈａ）グラブ浚渫
［施工地］ 秋田市飯島地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝浚渫
▷飯島地区防災緑地整備（耐震強化岸壁直背後
地）
［概要］ 植栽5.3ｈａ
［施工地］ 秋田市飯島地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝整備方針
検討

▷飯島地区－５ｍ岸壁施設整備
［概要］ 本港地区北埠頭Ｂ岸壁防舷材移設、
本港地区高圧受電設備改修、照明設備新設

［コンサル］日本港湾コンサルタント（詳細
設計）

［施工地］ 秋田市飯島地内
［今後の見通し］ ２年度以降＝整備
▷岸壁等長寿命化
［概要］ 岸壁補修ほか
◎残整備…◇外港地区：旧南防波堤Ｌ
900ｍ ◇向浜地区：－7.5ｍ１号岸壁Ｌ
130ｍ、－7.5ｍ２号岸壁Ｌ130ｍ、向浜橋
Ｌ12ｍ◇内港地区：内港波除（１）Ｌ40
ｍ、寺内埠頭岸壁Ｌ195ｍ ◇本港地区：
波除堤Ｌ100ｍ、北埠頭Ａ岸壁Ｌ122ｍ、
北埠頭Ｂ岸壁Ｌ155ｍ、下浜－４ｍ物揚
場Ｌ133ｍほか

［コンサル］ ◇オリエンタルコンサルタン
ツ（計画策定）◇大東設計コンサルタン
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▷漂流物対策施設整備
［概要］ 支柱・ワイヤーロープ設置Ｌ1,410
ｍ（Ｌ640ｍ、Ｌ770ｍ）

［コンサル］ ◇パシフィックコンサルタン
ツ（実施設計Ｌ640ｍ）◇伊藤ボーリング
（地質調査Ｌ640ｍ）◇創和技術（地形・
路線測量）◇ニュージェック（基本設計
Ｌ770ｍ）◇加賀伊ボーリング（地質調査
Ｌ770ｍ）

［施工地］ 男鹿市船川港船川地内
［今後の見通し］ ２年度＝支柱・ワイヤー
ロープ設置（Ｌ410ｍ）

▷本港地区15,000ｔ岸壁補修
［概要］ 本体コンクリート欠損部補修
◎現況…昭和49年建設Ｌ185ｍ、重力式

［コンサル］ 国際興業（長寿命化計画策定、
補修詳細設計）

［施工地］ 男鹿市船川港船川字芦沢地内
［今後の見通し］ ２年度＝海上部補修
▷本港地区第２船入場防波堤補修
［概要］ 部分補修
◎現況…昭和５年築造（間知石積防波堤）
Ｌ80ｍ、Ｌ30ｍ

［コンサル］ ◇三井共同建設コンサルタン
ト（設計）

［施工地］ 男鹿市船川港船川地内
［今後の見通し］２年度＝防波堤補修（Ｌ30
ｍ）

▷本港地区津波避難タワー等新築
［概要］ 津波避難タワー２基（Ｈ約15ｍ、収
容人員約60人、本港地区）、築山１カ所（敷
地11,770㎡、収容人員約60人、金山地区）

［事業費］ 約１億2,115万4,000円（１基、
工事、税込）

［コンサル］ ◇安部修一設計事務所（１基・
タワー基本設計）◇基礎工学（地質調査）
◇創和技術（地形・路線測量）

［施工地］ 男鹿市船川港本港地区（①船川
港船川字外ケ沢・船川港湾事務所付近、
②船川港船川字芦沢・秋田県漁業協同組
合船川総括支所付近）、金川地区（既存盛
土箇所）

［今後の見通し］ ２年度以降＝タワー基本
設計（漁協船川統括支署付近）

▷本港地区7,000ｔ岸壁補修
［概要］ 上部工損傷部補修
◎現況…昭和41年建設Ｌ145ｍ、重力式

［コンサル］ 国際興業（長寿命化計画策定、
補修詳細設計）

［施工地］ 男鹿市船川港船川字芦沢地内
［今後の見通し］ ２年度＝海上部補修
▷本港地区船揚場改良
［概要］ 船揚場一部改良

［コンサル］◇基礎地盤コンサルタンツ（改
良基本・実施設計）◇水建技術（地形測
量）◇ジオテックコンサルタンツ（地質
調査）

［施工地］ 男鹿市船川港船川外ヶ沢（本港
地区）地内

［今後の見通し］ ２年度＝船揚場改良

（公社）秋田県農業公社
▷秋田県種苗センター種苗部修繕ほか
［概要］ 屋根・水回り修繕
◎現況…２年建設Ｗ１Ｆ2,487.42㎡

［施工地］ 南秋田郡大潟村字東一丁目１
［今後の見通し］２年度以降＝屋根・水回り
修繕

▷秋田県種苗センターほ場整備
［概要］ほ場整備約28ｈａ…暗渠排水（本暗
渠、補助暗渠）

［施工地］ 南秋田郡大潟村字東一丁目１
［今後の見通し］ ２年度＝暗渠排水１～２
ｈａ

▷羽後２期地区草地畜産基盤整備
［概要］ 草地造成2.5ｈａ（羽後町）、草地整
備改良14ｈａ（羽後町13ｈａ、湯沢市内
１ｈａ）、乳用牛舎４棟、肉用牛舎４棟、
堆肥舎５棟、施設用地造成1.16ｈａ
◎対象…酪農家４戸、肉用牛農家１戸、
羽後町

［事業費］ 全体８億3,483万円
［コンサル］ ◇近建築設計事務所（実施設
計・地質調査〈湯沢市福俵地内・摂津牧
場〉：繁殖育成牛舎２棟、堆肥舎１棟）◇
小川測量設計（草地・施設用地造成等測
量設計）◇矢留測量設計（設計監理、２
年度分実施設計）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 湯沢市内、雄勝郡羽後町内
［今後の見通し］ ２年度以降＝草地造成１
ｈａ、草地整備改良８ｈａ、施設用地造
成0.5ｈａ、肉用牛舎４棟、堆肥舎２棟、
摂津牧場（湯沢市福俵地内）…繁殖育成
牛舎２棟（Ｗ１Ｆ788.4㎡：新築670.68㎡、
増築117.72㎡）、堆肥舎１棟（Ｗ１Ｆ
227㎡）

▷鹿角東部２期地区草地畜産基盤整備（川島牧
野）
［概要］草地造成２ｈａ、草地整備改良28ｈ
ａ、道路（草地等管理用）Ｌ500ｍ、雑用
水施設Ｌ2,000ｍ、看視舎１棟（約30㎡）、
放牧馴致施設（パドック）２カ所
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あきた未来創造部あきた未来戦略課
◎雄勝地域振興局庁舎〈湯沢市千石町二
丁目１の10〉（昭和41年建設ＲＣ３Ｆ
5,382.86㎡）◇３年度：冷温水発生機更
新（6,500万円）
◎北秋田地域振興局大館地区総合庁舎
〈大館市片山町三丁目14の５〉（昭和60年
建設Ｗ１Ｆ800.73㎡）◇３年度：暖房設
備更新（500万円）、冷房設備更新（500万
円）、給排水管など更新（500万円）、照明
器具など更新（100万円）
◎北秋田地域振興局庁舎〈北秋田市鷹巣
字東中岱76の１〉（昭和46年建設ＲＣ３
Ｆ5,288.51㎡)◇３年度：冷温水発生機
更新（6,500万円）
◎仙北地域振興局庁舎〈大仙市大曲上栄
町13の 62〉（昭和42年建設ＲＣ３Ｆ
6,556.27㎡）◇３年度：冷温水発生機
更新

あきた未来創造部地域づくり推進課
◎秋田県ゆとり生活創造センター〈秋田
市上北手荒巻字堺切24の２〉（平成14年
建設Ｗ１Ｆ3,521.6㎡）◇３年度：研修室
１、２、３床塗など修繕 ◇４年度：自動
ドアモニター交換など修繕（262万円）◇
５年度以降：外壁塗装（262万円）◇７年
度：ふれあい広場枕木など修繕（262万円）

観光文化スポーツ部観光戦略課
◎秋田ふるさと村〈横手市赤坂字富ヶ沢
62の46〉（平成５年建設ＲＣ２Ｆ・Ｂ１Ｆ
18,167.05㎡）◇３年度：郷土料理館屋根
改修（1,263万6,000円）、高圧遮断機更新
（501万7,000円）、直流電源装置改修（252
万4,000円）◇４年度：ドーム劇場舞台設
備改修（3,000万円）◇５年度：給水ポン
プユニット更新（2,777万2,000円）、ドー
ム劇場舞台設備改修（3,000万円）、手作
り体験工房空調設備更新（1,918万2,000
円）、自動ドア装置改修（804万7,000円）
◇６年度：ドーム劇場舞台設備改修
（3,000万円）、浄化槽改修（891万2,000
円）、屋外排水路など改修（557万円）、消
防設備更新（115万5,000円）◇７年度：

ドーム劇場舞台設備改修（6,460万円）、
ＬＰＧ消費プラント設備更新（375万
3,000円）、舗装改修（303万9,000円）
◎男鹿水族館〈男鹿市戸賀浜字壺ヶ沢〉
（平 成 16 年 建 設 Ｒ Ｃ ３ Ｆ・Ｂ １ Ｆ
8,968.75㎡）◇３年度：防潮扉改修（874
万2,000円）、中央監視装置更新（5,734万
9,000円）、冷温水発生機更新（１億1,209
万9,000円）◇４年度：外壁改修（538万
6,000円）、大水槽ろ過器改修（997万
5,000円）、発電機改修（785万2,000円）、
高圧継電器改修（349万6,000円）、電気設
備改修（786万8,000円）◇５年度：継電
器改修（394万8,000円）、変換器改修（265
万8,000円）、大水槽改修（2,610万2,000
円）、低圧ブロワ更新（674万5,000円）◇
６年度：直流電源装置改修（1,208万
7,000円）、消火器更新（1,021万5,000円）、
圧力式ろ過器改修（１億3,345万7,000円）
◇７年度：空調設備改修（249万4,000円）、
ガスヒートポンプ改修（280万7,000円）、
控室空調設備更新（117万4,000円）、梱包
室空調設備更新（177万円）、飼育系循環
ポンプ更新（１億995万6,000円）、屋根改
修（675万7,000円）
◎新玉川地区リゾート整備基盤施設〈仙
北市田沢湖玉川字柳沢地内〉（平成10年
建設ＲＣ１Ｆ1,086.15㎡）◇７年度：屋
根改修（多目的屋内広場）（2,229万円）
◎十和田観光宿泊センター（十和田ホテ
ル）〈鹿角郡小坂町十和田湖字鉛山〉（平
成10年建設ＲＣ３Ｆ・Ｂ１Ｆ8,724.24㎡）
◇３年度：空調機器（ＡＨＵ）改修（230
万8,000円）◇４年度：厨房天井改修（279
万1,000円）◇５年度：宴会場畳張替（170
万5,000円）◇６年度：エレベーター制御
盤交換（972万円）◇７年度：内装改修
（5,501万6,000円）

観光文化スポーツ部スポーツ振興課
◎新屋運動広場〈秋田市豊岩石田坂字館
野〉（平成元年建設Ｓ２Ｆ259.5㎡）◇４
年度：空調設備改修（203万円）
◎大館地区多目的ドーム〈大館市上代野
字稲荷台１の１〉（平成９年建設ＲＣ一
部Ｗ２Ｆ23,515.39㎡）◇３年度：膜屋根
点検用フック交換修繕（1,231万2,000円）
◇４年度：電波障害設備撤去（1,200万円）
◎スケート場〈秋田市新屋町字砂奴寄２
の２〉（昭和46年建設Ｓ１Ｆ14,179.9㎡）
◇３年度：床コンクリート修繕（１億
7,770万4,000円）◇４年度：ゴムフロア
張替（167万4,000円）◇７年度：サッシ
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公共施設等総合管理計画
（個別施設計画～７年度）

※「あきた公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設ご
との計画は、各施設を所有する課所ごとにまとめていま
す。整備計画が具体化・予算化すれば、工事・業務の発注
機関に所管を移して発注されることがあります。
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▷秋田駅西北地区土地区画整理
［概要］ 施行面積5.8ｈａ：都市計画道路４
路線（Ｌ1,159ｍ）、公園整備１カ所（0.17
ｈａ）、区画道路９路線（Ｌ576ｍ）
◎都市計画道路残整備…◇千秋山崎線Ｌ
475ｍ（駅西Ｌ142ｍ、駅東Ｌ283ｍ、ＪＲ
横断部Ｌ50ｍ〈Ｌ54.7ｍ〉）

［事業費］ 全体149億円（うち千秋山崎線
工事90億3,000万円）

［コンサル］ ◇オオバ（全体計画）◇創研コ
ンサルタント（千秋山崎線地質調査・道
路詳細設計）◇エイト日本技術開発（千
秋山崎線道路予備修正設計）◇川崎地質
（千秋山崎線土質調査）◇ＪＲ東日本東
北工事事務所（千秋山崎線トンネル部概
略設計・詳細設計）◇遠藤設計事務所（千
秋山崎線道路融雪設備詳細設計）◇測地
コンサルタント（画地点設置測量）◇償
研（千秋山崎線建物事前調査）

［事業期間］ 10年度まで
［施工地］ 千秋久保田町、千秋城下町、中
通七丁目の一部、手形字山崎、ほか地内

［今後の見通し］ ２年度以降＝千秋山崎線
ＪＲ横断部（ＪＲ施工、～８年度）、４年
度以降＝アプローチ部（市施工、～９年
度）

▷秋田駅東口駅前広場融雪設備改修
［概要］ 主要動線上の劣化部分修繕
［施工地］ 東通仲町457
［今後の見通し］ ２年度＝融雪設備改修
▷秋田駅東第三地区土地区画整理
［概要］ 施行面積45.5ｈａ：都市計画道路９
路線（Ｌ3,463ｍ）、公園７カ所（1.4ｈａ）、
区画道路98路線（Ｌ10,378ｍ）
◎都市計画道路残整備…◇山崎広面線
（Ｌ496ｍ、Ｗ16ｍ〈歩道両側Ｗ3.5ｍ
含〉）◇二ツ屋山崎線（拡幅Ｌ605ｍ、
Ｗ16ｍ〈車道Ｗ９ｍ、歩道Ｗ3.5ｍ×
２〉）◇駅東２号線（拡幅Ｌ589ｍ、Ｗ
６ｍ→Ｗ８ｍ）◇秋田駅東１号線（Ｌ
351ｍ、Ｗ12ｍ）

［事業費］ 全体483億円
［コンサル］ ◇オオバ（全体計画）◇創研コ
ンサルタント（千秋山崎線道路詳細設計）
◇エイト日本技術開発（千秋山崎線道路
予備修正設計）◇ＪＲ東日本東北工事事
務所（千秋山崎線トンネル部概略設計）
◇矢留測量設計（二ツ屋山崎線・山崎広

面線道路詳細設計）◇創和技術（既設電
線共同溝管路防護設計・修正設計）◇償
研（千秋山崎線築造に伴う建物事前調査）
◎移転物件修正（手形字西谷地）…◇石
川技研コンサルタント ◇都市整備 ◇ウ
ヌマ地域総研 ◇ユタカ設計 ◇第一補償
コンサルタント ◇興建エンジニアリン
グ ◇シンコウ補償 ◇眞宮技術 ◇水建技
術◇ソルコン
◎移転物件調査（手形字西谷地）…◇償
研 ◇ウヌマ地域総研 ◇創和技術 ◇さく
ら技研 ◇興建エンジニアリング ◇都市
整備 ◇水建技術
◎移転物件修正・調査（手形字西谷地）
…◇ソルコン
◎移転物件調査（手形字中谷地）…◇都
市整備
◎移転物件調査（手形字十七流）…◇石
川技研コンサルタント ◇眞宮技術 ◇創
和技術 ◇シンコウ補償 ◇第一補償コン
サルタント ◇水建技術 ◇興建エンジ
ニアリング ◇ソルコン ◇ウヌマ地域総
研 ◇償研 ◇さくら技研 ◇都市整備
◎移転物件調査（手形字西谷地・中谷地）
…◇ウヌマ地域総研
◎移転物件調査（手形字蛇野）…◇ユタ
カ設計
◎移転物件調査（手形字西谷地および中
谷地）…◇ウヌマ地域総研
◎画地点設置測量（手形字西谷地）…
◇船木測量設計事務所
◎画地点設置測量（手形字十七流）…
◇創和技術 ◇矢留測量設計
◎画地点設置測量（手形字十七流ほか）
…◇緑設計

［事業期間］ 12年度まで
［施工地］ 手形字西谷地、手形字中谷地、
手形字山崎、手形字蛇野、手形字十七流
ほか

［今後の見通し］２年度＝東側建物補償、建
物移転、区画道路築造

▷秋田拠点センターＡＬＶＥ天井耐震化整備
［概要］２階多目的ホール天井（478㎡）、４・
５階自然科学学習館天井（５階部分
368㎡）、主要構造…柱：ＳＲＣ、梁：Ｓ

［事業費］ 1,430万円（工事）
［コンサル］アルファプランウェーブ（基本
計画・実施設計）

［事業期間］ ３年度まで
［施工地］ 東通仲町４の１
［今後の見通し］２年度＝天井耐震化（３年
２月～５月予定）
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