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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「令和３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・関連
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。国の森林管理署で
は「治山」
「林道」
「森林計画区（前期計画・後期計画）」、県地域振興局（建設部）
および各市町村では「下水道」「水道」「道路（橋梁含）」「林道」の事業を別途分
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）事業名称にある（仮）
（旧）のカッコ内の文言は五十音に反映していません。鹿角
小坂統合校（仮）整備は「かづのこさかとうごうこうせいび」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）本書中の年度記載（事業期間、今後の見通しなど）で、年号記載のないものは「令
和○年」を表します。
（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）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。
（７）コンサルの項は、すでに着工した工事に係る業務など、一部を掲載せず、適宜抜
粋しています。
（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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国
秋田労働局
▷大曲公共職業安定所角館出張所庁舎外壁改修
［概要］ 外壁張替、防水、塗装
［事 業 費］ 990万円（工事）
［コンサル］アルファプランウェーブ
（設計）
［施 工 地］ 仙北市角館町小館32−３
［今後の見通し］ ３年度＝外壁改修
▷大曲労働基準監督署旧庁舎跡地売却
［概要］ 敷地727.45㎡
［施 工 地］ 大仙市大曲日の出町１−20−12
［今後の見通し］ ４年度＝基礎杭撤去、売却

仙台国税局
▷秋田南税務署照明設備改修
［概要］ 照明設備改修
［事 業 費］ 全体1,487万4,000円
［コンサル］ ＹＯＵ建築設計事務所
［施 工 地］ 秋田市中通５−５−２
［今後の見通し］ ３年度＝照明設備改修
▷能代署青葉宿舎受水槽更新
［概要］ 受水槽更新
［事 業 費］ 3,741万8,000円
［施 工 地］ 能代市内
［今後の見通し］ ３年度＝受水槽更新
▷能代税務署建具更新
［概要］ ４階電気室鋼製建具更新
［事 業 費］ 118万8,000円
［施 工 地］ 能代市末広町４−20
［今後の見通し］ ３年度＝建具更新
▷本荘署水林宿舎外構改修
［概要］ 外構改修
［事 業 費］ 424万8,000円
［施 工 地］ 由利本荘市内
［今後の見通し］ ３年度＝外構改修
▷本荘税務署機器交換
［概要］ 中央監視盤各機器交換
［事 業 費］ 231万9,000円
［施 工 地］ 由利本荘市給人町17
［今後の見通し］ ３年度＝中央監視盤各機
器交換

東京航空局
▷秋田空港ＩＬＳ更新
［概要］ 老朽化に伴う秋田空港ＩＬＳ（平成
20年度製／91Ｅ型→91Ｆ型）更新および
秋田空港ＩＬＳ更新期間中の代替装置
（仮設ＬＯＣ）撤去
［コンサル］ 伸和総合設計（実施設計）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度以降＝更新

▷秋田空港運航援助支援業務機器撤去
［概要］ 運航援助支援業務機器撤去
［コンサル］ テレコムＣ＆Ｃ（実施設計）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度以降＝撤去
▷秋田空港ＡＰＩＤ局舎外壁・屋上防水改修
［概要］ ＡＰＩＤ局舎外壁・屋上防水改修
［事 業 費］ 1,400万円
［事業期間］ ４年度まで
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度＝実施設計、４年度＝
改修
▷秋田空港ＳＳＲ局舎外空調設備更新
［概要］ 対象…◇秋田空港ＳＳＲ局舎無線
機器室：空冷パッケージ形空調機２台、
空調装置動力制御盤１面 ◇秋田空港庁
舎ＵＰＳ室：空冷パッケージ形空調機２
台、空調装置動力制御盤１面
［コンサル］ 伸和総合設計（実施設計）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度以降＝更新
▷秋田空港ＳＳＲ更新
［概要］ 老朽化に伴うＳＳＲ装置（平成15年
度製／ＳＳＲ−2001型→ＳＳＲ−15Ｂ
型）および対空通信設備（平成20年度製
／ＴＵ−07型→ＴＵ−14Ａ型、ＴＶ−07
型→ＴＶ−14Ａ型、ＲＵ−07型→ＲＵ−
14Ａ型、ＲＶ−07型→ＲＶ−14Ａ型）
［コンサル］ 航空システムサービス（実施設
計）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度以降＝更新
▷秋田空港仮設ＬＯＣ設置
［概要］ 秋田空港ＩＬＳ更新期間中の代替
装置（仮設ＬＯＣ）設置
［コンサル］ 伸和総合設計（実施設計）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度＝設置
▷秋田空港仮設ＳＳＲ撤去
［概要］ レーダー更新工事期間中の代替装
置（仮設ＳＳＲ装置）撤去
［コンサル］ 航空システムサービス（実施設
計）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ３年度以降＝撤去
▷秋田空港庁舎空調更新
［概要］ 動力盤（一般系、気象系、換気）３
面、空調装置動力制御盤１面、空気清浄
装置１台、マルチ型空調機26台、パネル
ヒーター10台、空調用ポンプ（温水循環）
１台、送風機（ユニット型）７台、換気
扇（有圧）２台、換気扇（天井埋込）15
台、全熱交換器19台、放熱器（ファンコ
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▷惣瀬沢林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ2,200ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田市森吉
▷タタラ沢林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ800ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田市阿仁戸鳥内
▷橋場第２林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ1,000ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田郡上小阿仁村南沢
▷曲沢林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ2,500ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田郡上小阿仁村五反沢
【米代川森林計画区・後期計画】
計画期間（５〜９年度）に盛り込まれた箇所
▷一の又林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ2,200ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田郡上小阿仁村
▷大杉沢第２林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ1,300ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田市
▷大森沢第２林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ1,800ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田郡上小阿仁村
▷時戸沢林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ800ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田市
▷橋場林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ2,200ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田郡上小阿仁村
▷早瀬沢第２林道新設
［概要］ 林業専用道Ｌ3,300ｍ、Ｗ3.5ｍ
［施 工 地］ 北秋田市

東北地方環境事務所
▷十和田八幡平国立公園・生出地区園地再整備
［概要］ ◎残整備…小坂町の総合観光拠点
施設（道の駅登録予定）の来場者が休憩
で き る 広 場 整 備（検 討 対 象 面 積 約
4,000㎡）
［コンサル］ 環研（広場基本設計）
［施 工 地］ 鹿角郡小坂町十和田湖生出
［今後の見通し］ ４年度＝広場実施設計、５
年度＝広場整備
▷十和田八幡平国立公園・後生掛温泉大沼歩道
再整備
［概要］ 木道再整備Ｌ1,659ｍ、Ｗ1.5ｍ（上
り・下り）
［コンサル］ 環研（測量設計）
［施 工 地］ 鹿角市八幡平字大沼１
［今後の見通し］ ３年度＝木道再整備Ｌ約
800ｍ
▷十和田八幡平国立公園ほか・長寿命化対策
［概要］ 園地、木道、駐車場、標識など

◎対象地域…◇十和田八幡平国立公園：
生出地域（生出野営場1.02ｈａ、生出園
地1.58ｈａ）、後生掛地域（後生掛博物展
示施設0.2ｈａ、後生掛駐車場0.5ｈａ、
後生掛園地0.16ｈａ、後生掛野営場0.51
ｈａ）
、乳頭温泉郷（野営場0.6ｈａ、駐
車場0.27ｈａ、園地2.31ｈａ、休憩所0.1
ｈａ、給水施設0.1ｈａ）◇鳥獣保護区
等：森吉鳥獣保護区森吉山野生鳥獣セン
ター（17.66ｈａ）、大潟草原鳥獣保護区
（0.01ｈａ）
、白神山地世界遺産センター
藤里館（0.13ｈａ）
［コンサル］ 国際航業（計画策定）
［事業期間］ 11年度まで
［施 工 地］ 鹿角郡小坂町十和田湖生出ほか
地内
［今後の見通し］ ３年度以降＝計画に基づ
き整備
▷十和田八幡平国立公園・見返峠駐車場再整備
［概要］ 駐車場舗装、トイレ新築138㎡、サ
イン整備、交差点改良（左折レーン設置）
［事 業 費］ １億511万2,000円（トイレ）
［コンサル］ ◇北日本朝日航洋（測量設計）
◇ＵＤＳ（トイレ新築実施設計）
［施 工 地］ 仙北市田沢湖田沢字大深沢
［今後の見通し］ ３年度＝計画見直し、４年
度以降＝駐車場舗装（一部）、トイレ新築、
交差点改良（左折レーン設置）

国

東北地方整備局秋田河川国道事務所
▷秋田管内電気通信設備更新
［概要］ 河川テレメータ更新（秋田河川国道
事務所、管内水位観測所、管内雨量観測
所）、多重無線通信施設更新（秋田河川国
道事務所、本荘国道維持出張所）
［コンサル］ 建設技術研究所（設計）
［施 工 地］ 秋田市山王１−10−29（秋田河
川国道事務所）
、由利本荘市石脇字田尻
野18（本荘国道維持出張所）ほか
［今後の見通し］ ３年度以降＝更新
▷秋田南バイパス臨海大橋融雪設備・風力発電
設備更新
［概要］ 老朽化に伴う更新検討
［コンサル］復建技術コンサルタント（検討）
［施 工 地］ 秋田市新屋町
［今後の見通し］ ３年度以降＝劣化状況み
ながら整備時期検討
▷除雪ステーション建設・潟上
［概要］ Ｓ２Ｆ724.21㎡、外構
［コンサル］ アルファプランウェーブ（設
計・修正設計）
［施 工 地］ 潟上市飯田川飯塚字古開
［今後の見通し］ 建設（３年２月26日開札）

米代東部上小阿仁／東北地方環境／秋田河川
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東北地方整備局玉川ダム管理所
▷ダム管理橋耐震補強
［概要］ 耐震補強
◎現況…昭和63年架設Ｌ100ｍ、Ｗ8.2ｍ、
３径間単純ＰＣＴ桁橋
［コンサル］ ◇東邦技術（耐震診断）◇綜合
技術コンサルタント（詳細設計）
［施 工 地］ 仙北市田沢湖玉川字下水無
［今後の見通し］ ３年度以降＝耐震補強
▷ダム周辺地すべり対策
［概要］ 防止柵、法面など（工法検討中）
［コンサル］◇応用地質
（地すべり調査解析）
◇奥山ボーリング・応用地質設計ＪＶ（男
神地区上部地質調査・男神地区地質調査）
◇東邦技術（男神地区下部地質調査）
［施 工 地］ 仙北市田沢湖玉川
［今後の見通し］ 地すべり調査解析、男神地
区地質調査（３年２月以降発注）
▷庁舎等耐震化整備
［概要］ 壁補強など
◎現況…◇管理庁舎：昭和63年建設ＲＣ
２Ｆ（塔屋）1,897㎡ ◇情報連絡所：平成
元年建設ＲＣ２Ｆ340㎡
［コンサル］ 田辺構造設計（耐震診断）
［施 工 地］ 仙北市田沢湖玉川字下水無92
（管理庁舎）
、田沢湖生保内字浮世坂85−
５（情報連絡所）
［今後の見通し］ ３年度以降＝実施設計、耐
震補強
▷通信設備更新
［概要］ 多重無線施設、通信鉄塔など更新
［コンサル］ 電設コンサルタント（通信設備
設計）
［施 工 地］ 仙北市田沢湖玉川
［今後の見通し］ ３年度以降＝受変電設備
更新
▷雪崩防護柵整備
［概要］ 新設・延伸（吊柵）
［コンサル］ 東邦技術（設計）
［施 工 地］ 仙北市田沢湖玉川
［今後の見通し］ ３年度以降＝新設・延伸

東北地方整備局鳥海ダム工事事務所
▷市道百宅線ほか付替道路整備
［概要］ 現市道付替Ｌ約16,900ｍ（百宅線Ｌ
約5,400ｍ、下向線Ｌ約3,300ｍ、手代線
Ｌ約700ｍ、高野台線Ｌ約2,100ｍほか）
［コンサル］ ◇大日本コンサルタント（手代
線他、高野台線他道路予備設計）◇ウヌ
マ地域総研（下向線詳細設計）◇東邦技
術（４号トンネルほか地質調査、トンネ
ル他地質調査）◇セントラルコンサルタ

ント（百宅線詳細設計）◇オリエンタル
コンサルタンツ（百宅線４号橋詳細設計）
◇中央復建コンサルタンツ（１号トンネ
ル詳細設計）◇吉田測量設計（用地調査）
◇奥山ボーリング（百宅線橋梁地質調査）
［施 工 地］ 由利本荘市鳥海町百宅
［今後の見通し］ ３年度以降＝付替道路
整備
▷鳥海ダム建設（本体）
［概要］ 台形ＣＳＧダム…堤高81ｍ、最高水
位419.2ｍ、最低水位401.4ｍ、総貯水量
46,800,000㎥、有効貯水量39,000,000㎥
［事 業 費］ 全体約1,100億円
［コンサル］ ◇小松測量設計（流量観測・採
水）◇ダム技術センター（本体設計検討
評価）◇東建工営（技術資料作成）◇ドー
コン（施工設備詳細検討、百宅倉ノ下地
区地質調査、百宅川山花地区地質調査、
堤体材料試験）◇基礎地盤コンサルタン
ツ（子吉川周辺地質調査）
［事業期間］ 10年度まで
［施 工 地］ 由利本荘市鳥海町百宅
［今後の見通し］ 本体細部設計、地すべり観
測、植物等調査、動物等調査、光ケーブ
ル敷設（３年２月以降発注）

国

東北地方整備局成瀬ダム工事事務所
▷右岸上流管理用通路新設
［概要］ Ｌ約700ｍ（橋梁１橋含）、Ｗ５ｍ
［コンサル］ オリエンタルコンサルタンツ・
アサノ大成基礎エンジニアリング設計共
同体（通路予備・詳細設計、橋梁予備設
計、地質調査）
［施 工 地］ 雄勝郡東成瀬村椿川
［今後の見通し］ ５年度以降＝新設
▷管理庁舎建設
［概要］ ＲＣ２Ｆ約1,000㎡
［コンサル］ 日総建（実施設計）
［施 工 地］ 雄勝郡東成瀬村椿川字トクラ
［今後の見通し］ ５年度以降＝建設
▷管理用電気通信設備設置
［概要］ パラボラアンテナ、マイクロ波、照
明ほか
［コンサル］電設コンサルタンツ（詳細設計）
［施 工 地］ 雄勝郡東成瀬村椿川
［今後の見通し］ ５年度以降＝設置
▷国道342号付替（２次供用区間）
［概要］ 上流側Ｌ2,100ｍ、Ｗ7.5ｍ
◎区間内主要構造物…国道付替２号トン
ネルＬ約1,800ｍ、Ｗ７ｍ（車道６ｍ）、
２号橋（Ｌ155.5ｍ、Ｗ8.2ｍ〔車道３ｍ
×２、路肩0.5ｍ×２、地覆0.6ｍ×２〕
、
ＰＣ２径間連続Ｔラーメン箱桁橋、林道

玉川ダム／鳥海ダム／成瀬ダム
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付替（協議中）ほか
◎残整備…国道付替２号トンネル舗装、
林道付替
［コンサル］ ◇建設企画コンサルタント（ト
ンネル詳細設計）◇オリエンタルコンサ
ルタンツ（２号トンネル詳細設計）◇復
建技術コンサルタント
（２号橋詳細設計）
◇近代設計（２号橋細部設計）◇復建技
術コンサルタント（林道付替測量）◇近
代設計（林道付替予備詳細設計）
［施 工 地］ 雄勝郡東成瀬村椿川
［今後の見通し］ ２号トンネル舗装（３年３
月 以 降 発 注）
、３ 年 度 以 降 ＝ 林 道 付 替
ほか
▷ダム建設（本体）
［概要］ 台形ＣＳＧダム
◇堤体：堤頂長755ｍ、堤高114.5ｍ、堤
体積4,850,000㎥ ◇貯水池：総貯水容量
78,500,000㎥、 有 効 貯 水 容 量
75,000,000㎥◇地山対策（押さえ盛土な
ど）◇通信設備（ＣＣＴＶ、光ケーブル
経路、ネットワークシステム）
［事 業 費］ 全体約1,530億円
［コンサル］ ◇建設技術研究所（通信設備設
計）◇応用地質（右岸上流地山対策地質
調査、斜面対策実施設計、地すべり観測）
◇日本工営（本体設計、取水・放流設備
実施設計、本体細部設計、施工設備詳細
設計、実施施工計画検討、管理設備基本
計画検討、堤体細部構造検討、造成岩盤
外詳細設計、本体等修正設計、堤体補足
設計、地質検討）◇内外エンジニアリン
グ（閉塞ゲート設備設計）◇セントラル
コンサルタント（管理用道路詳細設計）
◇オリエンタルコンサルタンツ（国道付
替２号トンネル詳細設計）◇いであ（治
水計画）◇八千代エンジニヤリング（取
水塔ほか実施設計、取水放流設備詳細設
計、管理設備設計）◇電設コンサルタン
ツ
（管理用制御処理設備等設計）
◇ニュー
ジェック（グラウチング解析）
［事業期間］ ６年度まで
［施 工 地］ 雄勝郡東成瀬村椿川
［今後の見通し］ 工事用道路補修、堤体設計
等修正、管理設備等詳細設計ほか（３年
３月以降発注）
、３年度＝本体工継続（基
礎掘削、堤体打設ほか）
、各種調査

国

東北地方整備局能代河川国道事務所
▷除雪ステーション建設
［概要］ ステーション１カ所：高速道整備に
伴い機能・規模・建設地など検討、既存
ステーション増改築検討

20

成瀬ダム／能代河川

◎現況…◇矢立除雪ステーション（大館
市白沢字寺ノ沢）
：平成３年建設Ｓ１Ｆ
一部２Ｆ547㎡、収容除雪機械８台 ◇能
代除雪ステーション（能代市鶴形）
：平成
８年建設Ｓ１Ｆ一部２Ｆ911㎡、収容除
雪機械10台 ◇能代南防災ステーション
（能代市浅内）：平成20年建設Ｓ１Ｆ一部
２Ｆ569㎡、収容除雪機械３台
［コンサル］ パシフィックコンサルタンツ
（概略設計）
［今後の見通し］ ３年度以降＝機能、規模、
建設地など検討

【道路】
▷秋田自動車道・大館管内維持補修（３・４年
度）
［概要］ 舗装、除雪、道路附属物補修など
［施 工 地］ 北秋田市〜鹿角郡小坂町
［今後の見通し］ 維持補修（３年３月２日開
札）
▷今泉ＩＣ・仮〜蟹沢ＩＣ間（現道活用区間）
［概要］ Ｌ1,650ｍ
［施 工 地］ 北秋田市今泉〜坊沢
［今後の見通し］ ３年度以降＝早期事業着
手検討
▷大館管内区画線整備
［概要］ 区画線設置
［施 工 地］ 北秋田市〜大館市
［今後の見通し］ 区画線設置（概算3,000万
円、３年３月以降発注）
▷大館管内付属施設維持（７号）
［概要］ 補修ほか
◎対象施設…ボックスカルバート、横断
歩道橋、標識、道路情報板など
［コンサル］ いであ・柴田工事調査設計ＪＶ
（点検）
［施 工 地］ 北秋田市〜大館市
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に整備
▷大館地区交通安全対策
［概要］ 舗装、坊護柵（ワイヤーロープ式防
護柵）、標識設置、区画線設置
［施 工 地］ 大館市〜鹿角郡小坂町
［今後の見通し］交通安全対策（２〜３億円、
３年２月以降発注）
▷大曲鷹巣道路（大覚野峠区間）
［概要］ 大覚野Ｌ14.3ｋｍ…トンネルほか
［コンサル］ 川崎地質・奥山ボーリング設計
ＪＶ（大曲鷹巣道路地質調査）
［施 工 地］ 仙北市西木町上桧木内
［今後の見通し］ ３年度以降＝事業化検討
▷大曲歩道整備（７号）
［概 要］ 歩 道 拡 幅 Ｌ 1,500 ｍ、Ｗ 10ｍ →Ｗ
14.5ｍ（車道Ｗ3.25ｍ×２、歩道Ｗ2.5ｍ
×２）
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◎現況…Ｗ10ｍ（車道Ｗ3.25ｍ×２、歩
道Ｗ1.5ｍ〔有効Ｗ１ｍ〕×２
◎残整備…歩道舗装秋田側Ｌ約400ｍ（両
側）
［コンサル］ ◇パシフィックコンサルタン
ツ（道路詳細設計、平面交差点詳細設計）
◇西奥羽測量設計（歩道概略設計）
［施 工 地］ 山本郡三種町鵜川字東本田〜三
種町鵜川字帆出
［今後の見通し］ ３年度＝歩道舗装、４年度
以降＝残Ｌ400ｍ歩道拡幅など
▷北秋田地区交通安全対策
［概要］ 舗装、防護柵（ワイヤーロープ式防
護柵）
、標識、区画線設置
［施 工 地］ 北秋田市〜大館市
［今後の見通し］交通安全対策
（２〜３億円、
３年２月以降発注）
▷桂城地区電線共同溝（７号）
［概要］ 電設共同溝Ｌ600ｍ
［コンサル］ ウヌマ地域総研（設計）
［施 工 地］ 大館市桂城〜長木川南
［今後の見通し］ ３年度以降＝電線共同溝
▷白沢跨線橋架替（７号）
［概要］ 架替Ｌ68ｍ、Ｗ10.9ｍ（車道Ｗ6.5
ｍ、歩道Ｗ2.4ｍ）、すりつけ道路改良Ｌ
約600ｍ、既存橋撤去
◎現況…昭和41年架設Ｌ45ｍ、Ｗ８ｍ、
下部工：控え壁式橋台、ロッキング柱式
橋脚、上部工：単純鋼鈑桁（斜角30度）橋
［コンサル］ ◇復建技術コンサルタント（詳
細設計）◇日本工営（詳細設計）
［施 工 地］ 大館市白沢字白沢〜字寺の沢
［今後の見通し］白沢道路改良
（１〜２億円、
３年２月以降発注）
、３年度以降＝床版、
舗装、跨線橋前後道路改良、４年度以降
＝既存橋撤去
▷種梅入口交差点改良（二ツ井バイパス現道活
用区間）
［概要］ Ｌ約1,000ｍ（交差点立体化含む）
、
橋梁新設（種梅川）
、道路改良
［コンサル］ ◇セントラルコンサルタント
（道路予備設計）◇復建技術コンサルタ
ント（橋梁設計）◇東邦技術（地質調査）
◇ウヌマ地域総研（測量）◇都市整備（用
地調査等）
［施 工 地］ 能代市二ツ井町種（種梅入口交
差点）
［今後の見通し］ 道路詳細設計（３年２月24
日開札）
、３年度以降＝交差点立体交差
他、橋梁新設、道路改良
▷能代管内橋梁補修（７号）
［概要］ 補修・修繕ほか
◎対象橋梁７橋…◇寒川跨道橋（能代市

浅内）
：平成11年架設Ｌ45.4ｍ、Ｗ6.8ｍ、
ＰＣ橋 ◇ムサ岱跨道橋（能代市浅内）
：
平成13年架設Ｌ45.1ｍ、Ｗ5.5ｍ、ＰＣ橋
◇上ノ山跨道橋（能代市浅内）
：平成13年
架設Ｌ49ｍ、Ｗ6.8ｍ、ＰＣ橋 ◇駒形橋
（能代市二ツ井町飛根）：昭和30年架設Ｌ
18.6ｍ、Ｗ9.3ｍ、鋼橋 ◇綴子新橋側道
橋（北秋田市綴子）
：昭和54年架設Ｌ63ｍ、
Ｗ2.6ｍ、鋼橋 ◇大館南第二跨道橋（大
館市根下戸新町）
：平成11年架設Ｌ34.5
ｍ、Ｗ16.1ｍ、ＰＣ橋 ◇長木川橋（大館
市片山）
：平成８年架設Ｌ98.1ｍ、Ｗ11.4
ｍ、鋼橋
［コンサル］ 長大・ウヌマ地域総研設計ＪＶ
（補修設計）
［施 工 地］ 能代市、北秋田市、大館市
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に
整備
▷能代管内区画線整備（７号）
［概要］ 区画線設置
［施 工 地］ 能代市、北秋田市
［今後の見通し］ 区画線設置（3,000〜6,000
万円、３年２月以降発注）
▷能代管内構造物補修
［概要］ 橋梁補修、構造物補修
［コンサル］ パシフィックコンサルタンツ
（補修設計）
［施 工 地］ 山本郡三種町〜能代市二ツ井町
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に整
備
▷能代管内電気通信施設等更新
［概要］ 対象…放流警報施設（森吉山ダム関
連）、発動発電設備（能代国道維持出張所、
大館国道出張所）、トンネル照明施設（片
山トンネル、きみまち阪トンネル）
、トン
ネル防災施設（片山トンネル）
［コンサル］電設コンサルタンツ（詳細設計）
［施 工 地］ 能代市、北秋田市、大館市
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に更新
▷二ツ井今泉道路新設
［概要］ 小繋ＩＣ（仮称）〜今泉ＩＣ（仮称）
間Ｌ4,500ｍ、Ｗ13.5ｍ、ＩＣ２カ所新設
◎残整備…函渠工、改良、舗装、ＩＣ新
設（仮・小繋ＩＣ、仮・今泉ＩＣ）
、トン
ネル照明設備・防災設備（仮・小繋トン
ネル、仮・今泉第一トンネル、仮・今泉
第二トンネル）
［コンサル］ ◇セントラルコンサルタント
（二ツ井鷹巣道路詳細設計、二ツ井今泉
道路詳細設計、二ツ井鷹巣地区道路付属
物詳細設計）◇復建技術コンサルタント
（二ツ井今泉道路詳細設計）◇日本工営
（３トンネル防災施設詳細・修正設計）

能代河川

国
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◇基礎地盤コンサルタンツ（今泉・二ツ
井地区地質調査）◇建設技術研究所（二
ツ井鷹巣地区道路設計）
［事業期間］ ５年度まで
［施 工 地］ 能代市二ツ井町小繋〜北秋田市
今泉
［今後の見通し］３年度以降＝函渠工、改良、
ＩＣ２カ所新設、４年度以降＝舗装、３
トンネル照明・防災設備
▷二ツ井大橋補修補強
［概要］ 上・下部工補修補強
◎現況…平成７年架設Ｌ408.8ｍ
◎残整備…橋脚１基、上部工Ｗ12.12ｍ
（車道Ｗ8.75ｍ、片側歩道Ｗ2.5ｍ）、６径
間連続ＰＣポステン桁＋２径間連続ＰＣ
プレテンＴ桁
［施 工 地］ 能代市二ツ井町切石字大柳
［今後の見通し］ ３年度＝橋脚１基
▷二ツ井高架橋合流部改良（二ツ井バイパス現
道活用区間）
［概要］ 道路改良（高架橋合流部）
［施 工 地］ 能代市二ツ井町荷上場中島
［今後の見通し］ ３年度以降＝早期事業着
手検討
▷能代地区線形改良（二ツ井バイパス現道活用
区間）
［概要］ ◎残整備…切石高架橋架設（上部
工：５径間連続合成鈑桁橋）
［コンサル］ ◇復建技術コンサルタント（切
石高架橋詳細設計）◇日本工営（切石地
区道路詳細設計）◇オリエンタルコンサ
ルタンツ（切石地区構造物設計）
［施 工 地］ 能代市二ツ井町駒形〜二ツ井町
切石
［今後の見通し］ ３年度以降＝橋梁上部工
▷豊町地区電線共同溝
［概要］ 電線共同溝設置Ｌ200ｍ、交差点改
良１カ所
［コンサル］ ウヌマ地域総研（設計）
［施 工 地］ 大館市豊町
［今後の見通し］ 幸町地区電線共同溝設置
（３年２月１日開札）
、３年度以降＝電線
共同溝、交差点改良

国

【河川】
▷二ツ井水位観測所移設
［概要］ 現況…局舎・約25㎡（５ｍ×５ｍ）、
カメラ、設備機器など
［コンサル］ 福田水文センター（移設検討業
務）
［施 工 地］ 能代市二ツ井町
［今後の見通し］ ３年度以降＝移設先検討
▷米代川維持・能代地区、北秋田地区（３・４
年度）
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［概要］ 能代地区…除草、堤防養生、応急処
理、救急排水作業、北秋田地区…除草、
堤防養生、応急処理
［施 工 地］ 能代市、北秋田市
［今後の見通し］能代地区維持（１〜２億円、
３ 年 ３ 月 以 降 発 注）
、北 秋 田 地 区 維 持
（6,000万円〜１億円、３年３月以降発注）
▷米代川・大巻地区河道掘削
［概要］ 河道掘削
［コンサル］ ◇東北エンジニアリング（大巻
下悪土地区補償説明）◇柴田工事調査
（大
巻屋布地区補償説明）
［施 工 地］ 大館市長坂大巻下悪土〜大巻
屋布
［今後の見通し］ ３年度以降＝用地取得、河
道掘削
▷米代川下流樋門樋管ゲート無動力化
［概要］ 樋門樋管ゲート改修
［コンサル］ ウヌマ地域総研（下流部設計）
［施 工 地］ 米代川河口〜能代市二ツ井町
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に
改修
▷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］ 米代川河口〜大館市比内町（扇
田橋）
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順位改
修、改良
▷米代川中流樋門樋管ゲート無動力化
［概要］ 樋門樋管ゲート改修
［コンサル］ 東邦技術（中流部設計）
、ウヌ
マ地域総研（下流部設計）
［施 工 地］ 能代市二ツ井町〜大館市内
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に
改修
▷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
［今後の見通し］ ３年度以降＝堤防強化
▷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
［今後の見通し］ ３年度以降＝堤防等整備
▷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）
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［施 工 地］ 北秋田市今泉〜坊沢地内
［今後の見通し］ ３年度以降＝堤防等補強
ほか
▷米代川樋管ゲート無動力化
［概要］ ゲート４カ所改修
［コンサル］ ウヌマ地域総研（設計）
［施 工 地］ 米代川河口〜能代市二ツ井町
［今後の見通し］ ３年度以降＝優先順に改
修

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5,434万4,000円
［施 工 地］ 秋田市山王７−１−４
［今後の見通し］ ３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１億2,281万8,000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７−１−４
［今後の見通し］ ３年度以降＝改修
▷秋田第２地方合同庁舎自家発電設備更新
［概要］ 自家発電設備更新
［事 業 費］ 全体6,884万7,000円
［コンサル］ 秋田県建築設計事業協同組合
（実施設計）
［施 工 地］ 秋田市山王７−１−４
［今後の見通し］ ３年度以降＝更新
▷秋田第２地方合同庁舎受変電設備更新
［概要］ 受変電設備改修
［事 業 費］ 全体7,493万3,000円
［施 工 地］ 秋田市山王７−１−４
［今後の見通し］ ３年度以降＝更新
▷秋田第２地方合同庁舎建具改修
［概要］ 窓撤去・更新
［事 業 費］ 全体１億7,584万8,000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７−１−４
［今後の見通し］ ３年度以降＝改修
▷秋田地方法務局大館支局空調設備改修
［概要］ 熱源更新など
◎現況…平成12年建設ＲＣ３Ｆ1,977㎡
［事 業 費］ 全体１億373万5,000円
［コンサル］ 秋田県建築設計事業協同組合
（実施設計）
［事業期間］ ４年度まで
［施 工 地］ 大館市柄沢字狐台７−73
［今後の見通し］ ３年度以降＝改修

▷秋田船川税関支署空調機改修
［概要］ 空調機改修
［事 業 費］ 全体422万2,000円
［施 工 地］ 秋田市土崎港西１−７−35
［今後の見通し］ ３年度＝設計、改修
▷横手法務総合庁舎外壁・建具改修
［概要］ 外壁・建具改修
◎現況…昭和51年建設ＲＣ２Ｆ1,156㎡
［事 業 費］ 全体4,115万6,000円
［コンサル］ ＳＵＮ総合（実施設計）
［事業期間］ ３年度まで
［施 工 地］ 横手市本町２−９
［今後の見通し］ ３年度＝改修

国

東北地方整備局湯沢河川国道事務所
▷八幡平山系直轄火山砂防
［概要］ 直轄区域面積509ｋ㎡
◎残整備…◇水沢第２砂防堰堤（鋼製ス
リット、Ｈ13ｍ、Ｌ166ｍ、３年度以降完
成予定）◇水沢第３砂防堰堤（鋼製スリッ
ト、Ｈ14.5ｍ、Ｌ38.5ｍ、３年度以降完
成予定）◇生保内砂防堰堤改良（重力式、
Ｈ13.6ｍ、Ｌ55ｍ）◇北桧木内川第２砂
防堰堤（鋼製スリット、Ｈ14.5ｍ、Ｌ130
ｍ、５年度以降完成予定）◇片倉沢第２
砂防堰堤（鋼製スリット）◇片倉沢第３
砂防堰堤（鋼製スリット、Ｈ14.5ｍ、Ｌ
110ｍ）◇赤倉沢第１砂防堰堤（鋼製ス
リット、Ｈ12.5ｍ、Ｌ60ｍ）◇赤倉沢第
３砂防堰堤（鋼製スリット、Ｈ14.5ｍ、
Ｌ未定）◇赤倉沢第４砂防堰堤（鋼製ス
リット、Ｈ14.5ｍ、Ｌ未定）◇大和田沢
砂防堰堤（鋼製スリット）◇蟹沢第２砂
防堰堤（鋼製スリットＨ14.5ｍ、Ｌ60.5
ｍ）◇生保内第１砂防堰堤（鋼製スリッ
トＨ9.2ｍ、Ｌ55.8ｍ）◇水沢第１砂防堰
堤（鋼製スリット）◇蟹沢第３砂防堰堤
（鋼製スリット）◇先達川上流砂防堰提
（鋼製スリット）
［コンサル］ ◇建設技術研究所（赤倉沢第
１・北桧木内川第２砂防堰堤詳細設計）
◇日本工営（水沢第２砂防堰堤詳細設計、
先達川上流砂防堰堤予備設計、片倉沢第
３砂防堰堤予備設計）◇ニュージェック
（蟹沢第２・片倉沢第２砂防堰堤詳細設
計）◇パスコ（水沢第３砂防堰堤詳細設
計）◇東邦技術（水沢第３砂防堰堤用地
調査、北桧木内川第２砂防堰堤用地調査）
◇国際航業（生保内第１砂防堰堤詳細設
計）◇セントラルコンサルタント（水沢
第１砂防堰堤予備設計、蟹沢第３砂防堰
堤予備設計）◇エイト技術（赤倉沢砂防
堰堤用地調査）

能代河川／盛岡営繕／湯沢河川

23

2 0 2 1 年 官・民事業計画書

東北農政局旭川農業水利事業所
▷あいののダム改修
［概要］堤体改修、
耐震化ほか…堤体天端工、
防護柵、パラペット撤去、張石、天端部
掘削、張芝、ドレーン、下流腹付盛土、
排水工、現況地形線、浸透量観測施設、
排水管、取水塔ゲート設備取替ほか
◎現況…均一型フィルダム（堤高40.8ｍ、
堤長132.9ｍ、堤体積293,000㎥）
、総貯水
量3,570,000㎥、有効貯水量3,560,000㎥、
洪水吐（竪孔型13.02㎥／秒）
、取水施設
（独立型取水塔式2.01㎥／秒）
［事 業 費］ 約12億7,000万円（本体改修）
［コンサル］ ◇ＮＴＣコンサルタンツ（実施
設計その２・その３・その４、取水塔ゲー
ト設備調査設計、取水塔調査設計、附帯
施設調査設計）
、東北エンジニアリング
（土取場用地測量調査）
［事業期間］ ６年度まで
［施 工 地］ 横手市山内筏字浦谷地
［今後の見通し］ 設計技術協力業務（３月22
日開札）
、実施設計その５（３年３月11日
開札）
、本体改修４年３月発注（工期４年
４月〜７年３月）
▷旭川右岸幹線用水路改修
［概要］ 現場打ち水路補修（Ｂ1,700〜2,500
×Ｈ950〜1,650）
、大型フリューム更新
（Ｂ1,400〜2,300×Ｈ1,200〜1,500）ほか
◎残整備…幹線用水路改修Ｌ約300ｍ
◎現況…開渠Ｌ3,300ｍ（コンクリート
直壁型）
、落差工３カ所
［コンサル］ ◇水建技術（用地測量その３）
［事業期間］ ６年度まで
［施 工 地］ 横手市、仙北郡美郷町内
［今後の見通し］ ３年度以降＝用水路改修
▷旭川左岸幹線用水路改修
［概要］ 水路トンネル補修（φ1,200）
、水路
トンネル補強（φ2,080）
、管渠補強（φ
1,550、φ1,650）
、ボックスカルバート暗
渠 補 修・補 強（Ｂ 1,790〜2,500 × Ｈ
1,140〜1,650）
、現場打ち水路補修（Ｂ
1,700〜2,500 × Ｈ 950〜1,650）
、大 型 フ
リ ュ ー ム 更 新（Ｂ 1,400〜2,300 × Ｈ
1,200〜1,500）
、水門設備改築ほか
◎残整備…用水路改修Ｌ2,100ｍ、水門
設備改築ほか
◎現況…水路トンネルＬ9,800ｍ（開渠
Ｌ7,400ｍ、トンネルその他Ｌ2,400ｍ、
コンクリート直壁型）
：管水路、
トンネル、
コンクリート函渠、主要構造物：落差工
６カ所、サイホン２カ所、水路橋２カ所
［コンサル］ ◇サンスイコンサルタント（調

査設計その４）◇内外エンジニアリング
（調査設計その３）◇東日本エンジニア
リング（用地測量調査その３）◇ジステッ
ク（用地測量調査その４）
［事業期間］ ６年度まで
［施 工 地］ 横手市、大仙市、仙北郡美郷町
［今後の見通し］ ３年度以降＝用水路改修
ほか
▷大戸川注水路新設
［概要］ 管渠新設Ｌ800ｍ（φ1,000）
、水管
橋１カ所ほか
［コンサル］ サンスイコンサルタント（実施
設計）
［事業期間］ ６年度まで
［施 工 地］ 横手市塚堀
［今後の見通し］ ３年度＝住民協議ほか、４
年度以降＝新設
▷大戸川頭首工付替
［概要］ ◎残整備…ゲート設備製作据付、沈
砂池〔Ｌ20ｍ、Ｗ５ｍ、Ｈ1.5ｍ、上・下
水路〕、既存施設解体撤去
◎現況…フローティングタイプ全可動
堰、堤高1.4ｍ、堤長：可動部Ｌ29.3ｍ（洪
水吐Ｂ14.15ｍ×Ｈ1.4ｍ×２門＋Ｗ１
ｍ）
、取水位36.9ｍ（取水門Ｂ1.5ｍ×Ｈ
１ｍ×２門）、取水量1.41㎥／秒、沈砂池、
護岸工、魚道（Ｂ２ｍ×Ｌ44ｍ）
［コンサル］ ◇サンスイコンサルタント（実
施設計）◇大江設計（用地測量その１）
◇応用地質（角間川分水工地質調査）
［事業期間］ ４年度まで
［施 工 地］ 横手市塚堀字大島・水押
［今後の見通し］ ゲート設備製作据付（３年
７月以降発注）、３年度＝沈砂池新設（３
年８月以降発注）
、５年度以降＝既存施
設解体撤去
▷黒沢川頭首工改修
［概要］ 改修
◎現況…固定堰、堤高Ｈ2.3ｍ、堤長Ｌ
38.9ｍ、取水量３㎥／秒
［コンサル］ 東北エンジニアリング（実施設
計）
［事業期間］ ６年度まで
［施 工 地］ 横手市山内黒沢字越上
［今後の見通し］ ３年度＝ＪＲ協議、住民協
議、４年度以降＝改修
▷三の堰用水路改修
［概要］ Ｌ形水路更新（Ｂ1,700〜2,400×Ｈ
500〜1,600）ほか
◎現況…開渠Ｌ2,800ｍ、コンクリート
直壁型、落差工４カ所
［コンサル］◇内外エンジニアリング（測量）
◇藤森測量設計（地質調査）◇サンスイ

旭川
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▷理工学部２号館改修
［概要］ 全面改修
◎ 現 況 … 昭 和 36 年 建 設 Ｒ Ｃ ３ Ｆ 約
2,500㎡
［コンサル］ ◇綜企画設計（建築実施設計）
◇総合設備計画（設備実施設計）
［施 工 地］ 秋田市手形学園町１−１
［今後の見通し］ 改修（３年２月以降発注）

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
▷秋田障害者職業センター施設・設備等整備
［概要］ 給排水設備等：給排水・衛生設備等
撤去・改修、男女・多目的トイレ間仕切
り改修（壁、床、天井等）
◎現況…昭和55年建設・平成９・13年増
築ＲＣ一部Ｓ１Ｆ634.38㎡
［事 業 費］ 1,258万4,000円
［コンサル］ 恒谷汲川建築設計事務所（改修
設計）
［施 工 地］ 秋田市川尻若葉町４−48
［今後の見通し］ ３年度＝給排水設備改修
▷秋田職業能力開発促進センター改修
［概要］ 屋根・外壁改修
◎現況…◇１号棟：平成元年建設Ｓ１Ｆ
一部２Ｆ608.4㎡ ◇５号棟：平成２年建
設ＣＢ２Ｆ528.74㎡
［コンサル］ 秋田県建築設計事業協同組合
（現況調査）
［施 工 地］ 潟上市天王字上北野４−143
［今後の見通し］ ３年度＝実習棟１号棟・５
号棟屋根・外壁改修
▷秋田職業能力開発促進センター本館棟等建替
［概要］ 現況…◇本館棟（昭和43年建設ＲＣ
３Ｆ1,532.49㎡）◇実習棟２号棟（昭和
43年建設Ｓ中２Ｆ743.54㎡）◇３号棟（昭
和43年建設Ｓ中２Ｆ526.68㎡）◇４号棟
（昭和48年建設Ｓ中２Ｆ652.39㎡）◇渡
り廊下、食堂など
［コンサル］ ユーロフィン日本総研（アスベ
スト調査）
［施 工 地］ 潟上市天王字上北野４−143
［今後の見通し］ ３年度＝設計

東日本高速道路（株）東北支社
▷秋田管内付加車線等整備
［概要］ ◇付加車線整備：秋田自動車道（秋
田南ＩＣ〜琴丘森岳ＩＣ）
・日本海東北
自動車道（岩城ＩＣ〜河辺ＪＣＴ）Ｌ
18,000 ｍ ◇ 雪 氷 作 業 用 反 転 路 整 備 Ｌ
16,000ｍ
［コンサル］ 建設技術研究所（概略設計）
［施 工 地］ 秋田市上北手古野
（秋田南ＩＣ）
〜山本郡三種町（琴丘森岳ＩＣ）
、由利本

荘市岩城（岩城ＩＣ）〜秋田市河辺松渕
（河辺ＪＣＴ）
［今後の見通し］ ３年度以降＝詳細設計、付
加車線整備、雪氷作業用反転路整備
▷秋田自動車道・秋田管内橋梁補修
［概要］ はく落防止対策約65,000㎡
［施 工 地］ 大仙市〜山本郡三種町
［今後の見通し］ 補修（３年２月以降発注）
▷秋田自動車道・秋田管内立入防止柵嵩上げ
［概要］ 立入防止柵嵩上げ約5,000ｍ
［施 工 地］ 大仙市〜能代市、由利本荘市〜
秋田市
［今後の見通し］ 立入防止柵嵩上げ（３年２
月以降発注）
▷秋田自動車道・秋田管理事務所増築・改修
［概要］ 増築：Ｓ２Ｆ2,160㎡規模、既存棟
改修：ＲＣ２Ｆ1,010㎡規模
［コンサル］ ユナイテッドリバティアーキ
テクツ（実施設計）
［施 工 地］ 秋田市上北手古野字大繋沢30
−２
［今後の見通し］ 増築・改修（３年２月以降
発注）
▷秋田自動車道・旭川橋ほか補修
［概要］ 旭川橋（平成９年架設Ｌ577ｍ、Ｗ
10.5ｍ）ほか５橋の補修
［施 工 地］ 大仙市協和中淀川（協和ＩＣ）
〜潟上市昭和大久保（昭和男鹿半島Ｉ
Ｃ）、秋田市河辺戸島（秋田空港ＩＣ）〜
河辺松渕（河辺ＪＣＴ）
［今後の見通し］ ３年度以降＝補修
▷秋田自動車道・大曲〜協和間法面対策
［概要］ 盛土法面対策
［コンサル］ ◇アサノ大成基礎エンジニア
リング（設計）◇明治コンサルタント（設
計）
［施 工 地］ 大仙市内小友（大曲ＩＣ）〜協
和中淀川（協和ＩＣ）
［今後の見通し］ ３年度以降＝盛土法面対策
▷秋田自動車道・小友大橋塗替塗装
［概要］ 塗替約20,000㎡
［施 工 地］ 秋田市内
［今後の見通し］ 塗替（３年２月以降発注）
▷秋田自動車道・山内ＰＡ〜横手ＩＣ間４車線化
［概要］ トンネルインバート設置工事に伴
う迂回路として４車線化（付加車線設置
Ｌ約7,700ｍ）、橋梁新設、トンネル新設
◎区間内構造物（既設）…◇横手トンネ
ルＬ681ｍ、土渕トンネルＬ774ｍ、大沢
トンネルＬ444ｍ、力石橋Ｌ54.6ｍ、横手
川橋Ｌ153ｍ、相野々橋Ｌ348.2ｍ、岩瀬
橋Ｌ145ｍ、土渕橋Ｌ158ｍ、中里橋Ｌ
27.5ｍ、新町橋Ｌ131ｍ、柳田橋Ｌ27.3ｍ

秋田大学／高齢・障害・求職者支援／東日本高速
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秋 田 県
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
［施 工 地］ 鹿角市花輪字六月田１
［今後の見通し］ ４年度以降＝設計、屋上防水

あきた未来創造部地域づくり推進課
▷総合保健センター施設整備
［概要］ 放送設備更新、高圧受電盤ほか機器
更新、直流電源蓄電池更新、空調自動制
御、大会議室照明ＬＥＤ化
［施 工 地］ 秋田市千秋久保田町６−６
［今後の見通し］ ３年度＝放送設備更新
▷遊学舎施設整備
［概要］ 暖房設備更新（バコティンヒータな
ど）
、大会議室床塗装、自動ドアモーター
交換、西側外壁塗装
［施 工 地］ 秋田市上北手荒巻字堺切24−２
［今後の見通し］ ４年度以降＝暖房設備更
新ほか

観光文化スポーツ部観光戦略課
▷男鹿水族館施設整備
［概要］ 自家用発電機改修
［コンサル］ 花田設計事務所（基本設計）
［施 工 地］ 男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢
［今後の見通し］ ３年度以降＝実施設計、自
家用発電機改修
▷田沢湖スキー場リフト改修
［概要］ 銀嶺クワッドリフト制動装置オー
バーホール、銀嶺第３リフト油圧緊張装
置オーバーホール、銀嶺第３リフト制動
装置オーバーホール
［施 工 地］ 仙北市田沢湖生保内字下高野73
−２
［今後の見通し］ ３年度以降＝リフト改修
▷鳥海観光宿泊センター改修
［概要］ 浄化槽改修、空調設備改修、電話設
備更新、空調設備配管類更新、受変電設
備変圧等更新、厨房排気フード等更新、
衛生設備ポンプ類更新、非常放送設備改
修、電灯分電盤更新、消防設備改修、貯
湯槽更新、動力分電盤更新、照明設備更
新、衛生器具更新、売店照明設備更新、
屋外排水設備改修、照明制御設備更新、
内装改修、外壁塗装、外灯更新
◎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
８−45

［今後の見通し］ ３年度＝浄化槽改修、電話
設備更新など
▷十和田ホテル施設整備
［概要］ 自動ドア装置交換、ガス強制気化装
置改修、空調設備（ＧＨＰ、ＡＨＵ）改
修、テレビ共聴設備改修、厨房天井改修、
内装改修
◎現況…平成10年建設ＲＣ３Ｆ・Ｂ１Ｆ
8,724.24㎡
［施 工 地］ 鹿角郡小坂町十和田湖字鉛山
［今後の見通し］ ３年度＝自動ドア装置交
換、ガス強制気化装置改修、空調設備（Ｇ
ＨＰ、ＡＨＵ）改修など

秋
田
県

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］ 監視塔改築（約42㎡：１Ｆ物置小屋、
２Ｆ監視塔）、物置小屋解体
◎現況…◇監視塔：Ｓ２Ｆ259.5㎡ ◇物
置小屋：Ｗ１Ｆ11.8㎡
［事 業 費］ 概算434万円
［コンサル］ 小林設計（監視塔改築・物置撤
去設計）
［施 工 地］ 秋田市豊岩石田坂字館野
［今後の見通し］ ４年度以降＝監視塔改築、
物置小屋解体
▷鹿角トレーニングセンター改修
［概要］ ◇管理棟増築・改修…１Ｆ：倉庫→
ジャンプ台女子選手控え室、倉庫・ポン
プ室新設（16.75㎡）、ジャンプスキー置
き場設置、女性用トイレ（温水洗浄暖房
便器１基）設置、２Ｆ：現管理室・湯沸
室→ジャンプ台男子選手控え室（11.25㎡
増築）、男性用トイレ（小便器１基、温水
洗浄・暖房便器１基）設置 ◇宿泊棟冷暖
房設備改修…熱源改修
◎現況…平成７年建設ＲＣ４Ｆ
6,827.86㎡
［事 業 費］ 概算１億2,916万5,000円
［コンサル］ アイ設計（設計）
［施 工 地］ 鹿角市花輪字百合沢81−１
［今後の見通し］３年度＝管理棟増築・改修、
４年度以降＝宿泊棟冷暖房設備改修
▷総合プール設備大規模改修
［概要］ ◎対象…砂式ろ過装置、ＰＨ調整剤
注入装置、殺菌剤注入装置、ジェットポ
ンプ、パイプラブロアー、集毛器
［コンサル］ 花田設計事務所（実施設計）
［事 業 費］ 概算7,168万4,000円
［施 工 地］ 秋田市新屋町字砂奴寄４−６
［今後の見通し］ ３年度＝設備大規模改修

未来戦略課／地域づくり推進課／観光戦略課／スポーツ振興課
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秋田地域振興局建設部
▷秋田高等学校ボイラー更新
［概要］ 管理棟機械室蒸気ボイラー２台更
新（Ａ重油→灯油）
、燃料変更に伴う地下
タンク（実容量7,800ℓ）中和清掃（灯油
用に変更）
、機械室真空式温水ヒーター
１台改造
［事 業 費］ 約2,670万7,000円
［コンサル］ エムシーエー建築設計（実施設
計）
［施 工 地］ 秋田市手形字中台１
［今後の見通し］ ３年度＝更新（３年５月中
旬〜11月上旬）
▷旭川ダム改造計画
［概要］ 旭川全体の治水対策として、河川改
修事業と比較し、ダム改造案（ダム再生
事業）の可能性を検討
◎現況…昭和48年建設、堤高51.5ｍ、堤
長380ｍ、コンクリート重力ダム（流域面
積34.4ｋ㎡、湛水面積0.35ｋ㎡、貯水池
容 量 5,200,000㎥、 有 効 貯 水 量
4,200,000㎥、洪水調節容量4,200,000㎥、
計画洪水流量220㎥／秒、
計画放水量60㎥
／秒、調節流量160㎥／秒
［コンサル］建設技術研究所
（治水対策検討）
［施 工 地］ 秋田市仁別字マンタラメ115−６
［今後の見通し］ ３年度＝検討
▷旭川ダム放流警報設備増設
［概要］ １局増設（無線設備、回線等）
［コンサル］エイト日本技術開発
（詳細設計）
［施 工 地］ 秋田市仁別字マンタラメほか
［今後の見通し］ ３年度以降＝用地決定、増設
▷旭川ダム放流設備更新
［概要］ ◎残整備…水密ゴム更新、ゲート開
閉委装置更新ほか
［コンサル］ クレアリア（詳細設計）
［施 工 地］ 秋田市仁別字マンタラメ115−６
［今後の見通し］ ３年度＝水密ゴム更新１
基、４年度以降＝ゲート開閉装置更新
ほか
▷岩見ダム長寿命化対策
［概要］ 塗装、分解整備、部分取替・更新、
設備更新：土木構造物、機械設備、電気
通信設備ほか
◎現況…昭和54年建設、堤高66.5ｍ、堤
長242ｍ、堤体積197,000㎥、重力式コン
クリートダム
［コンサル］ クレアリア（計画策定）
［施 工 地］ 秋田市河辺三内字財の神国有林
［今後の見通し］ ゲート塗装１基、機械設備
更新（３年２月以降発注）
、３年度＝ゲー
ト塗装１基、４年度以降＝艇庫改修
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秋田地域

▷男鹿海岸坊災対策
［概要］ 脇本・船越地区海岸越波対策（擁壁
工）Ｌ約400ｍ
［コンサル］船木測量設計事務所（路線測量）
［施 工 地］ 男鹿市脇本
［今後の見通し］ ３年度＝詳細設計
▷男鹿海洋高等学校プール棟機械設備改修
［概要］ボイラー１台更新、受水槽１基更新、
プール加熱系統プレート式熱交換器更新
［事 業 費］ 約3,952万円
［コンサル］ 山下建築設備設計事務所（実施
設計）
［施 工 地］ 男鹿市船川港南平沢字大畑台42
［今後の見通し］ ３年度＝改修（３年10月上
旬〜４年３月上旬）
▷男鹿水族館冷温水発生機更新
［概要］ １号・２号吸収冷温水発生機更新
◎現況…冷房最大能力：729ｋＷ、暖房最
大能力：651ｋＷ、冷水温度：入口12℃、
出口７℃、温水温度：入口55.5℃、出口
60℃、流量：125.4㎥／ｈ、燃料種別：灯
油、高温再生器伝熱面積：23.2㎡
［事 業 費］ 約7,150万円
［コンサル］ エムシーエー建築設計（実施設
計）
［事業期間］ ４年度まで
［施 工 地］ 男鹿市戸賀塩字壺ケ沢
［今後の見通し］ ３年度＝１号更新（３年６
月上旬〜11月上旬）
、４年度＝２号更新
（４年６月上旬〜11月上旬）
▷男潟揚水機場建屋新築
［概要］ Ｓ１Ｆ80㎡、設備（電灯、コンセン
ト、分電盤、換気設備）
［事 業 費］ 約3,630万円
［コンサル］ アルファプランウェーブ（実施
設計）
［施 工 地］ 秋田市金足小泉高田
［今後の見通し］ ３年度＝新築（８月下旬
〜12月上旬）
▷御野場第２住宅・屋根改修
［概要］ 屋根：長期防水保証（15年）シート
防水
◎対象…14・15・19・20・24号棟（昭和
56〜58年建設ＲＣ４Ｆ）21・22号棟（昭
和56〜58年建設ＲＣ３Ｆ）
［事 業 費］ 約2,452万円（14号棟）、約2,452
万円（15号棟）、約1,546万円（19号棟）
、
約2,452万円（20号棟）、約1,471万円（21
号棟）、約2,276万5,000円（22号棟）
、約
2,452万円（24号棟）
［コンサル］ 間建築設計事務所（14・15・19・
21・22号棟実施設計・監理）
［施 工 地］ 秋田市御野場七丁目
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［今後の見通し］３年度以降＝14号棟、15号棟、
19号棟、20号棟、21号棟、22号棟、24号棟
▷河川改良・旭川（総合流域防災）
［概要］ 伐木、河道掘削
［施 工 地］ 秋田市旭川新藤田
［今後の見通し］ ３年度＝伐木、河道掘削
▷河川改良・旭川（濁川工区）
（流域治水対策河
川事業）
［概要］ 護岸工Ｌ約350ｍ、排水樋管ほか
［コンサル］ ◇国際航業（河川設計、護岸詳
細修正設計）◇測地コンサルタント（修
正設計）
［施 工 地］ 秋田市濁川
［今後の見通し］ ３年度以降＝用地買収
▷河川改良・新波川
［概要］ Ｌ2,935ｍ（うち床上浸水対策特別
緊 急 事 業 Ｌ 約 2,500 ｍ）
、河 道 掘 削
321,000㎥、 盛 土 20,000㎥、 護 岸 工
17,800㎡、橋梁架替 ◇不動橋…Ｌ35ｍ、
Ｗ4.4ｍ、下部工：逆Ｔ式橋台２基、杭基
礎、上部工：鋼単純パネルブリッジ橋 ◇
新 不 動橋…Ｌ35.5ｍ、Ｗ10ｍ（車 道 Ｗ
7.75ｍ）
、下部工：逆Ｔ式橋台２基、杭基
礎、上部工：鋼単純合成床版橋 ◇山田１
号橋…Ｌ20.5ｍ、Ｗ５ｍ、下部工：逆Ｔ
式橋台２基、杭基礎、上部工：ＰＣ単純
プレテンＴ桁橋 ◇白山橋：Ｌ52.3ｍ、Ｗ
8.5ｍ（車道Ｗ６ｍ）
、基礎工：杭基礎、下
部工：Ａ１・Ａ２橋台〈逆Ｔ式〉
、上部工：
鋼単純非合成箱桁橋）
、排水樋管工32基、
梵天野揚水機場更新１機
［事 業 費］ 全体約39億円（工事32億5,200
万円、用地補償３億4,800万円、その他３
億円、うち床上対策約30億円）
［コンサル］ ◇セントラルコンサルタント
（山田１号橋詳細設計、治水効果検証、内
水処理検討）
◇興建エンジニアリング（家
屋標高調査、最上流部用地測量）◇国土
測量設計（最上流部用地測量）◇復建技
術コンサルタント（不動橋詳細設計）◇
ピーシー技研（新不動橋詳細設計）◇鹿
渡工業（地質調査）◇創研コンサルタン
ト（河川詳細設計、白山橋詳細設計）◇
明治コンサルタント（河川詳細設計）◇
タカシーバルプラン
（揚水機場詳細設計）
◇柴田工事調査（工損事前調査）◇建設
技術研究所（排水樋管予備・詳細設計）
［事業期間］ ６年度まで（床上浸水対策４年
度まで）
［施 工 地］ 秋田市雄和新波
［今後の見通し］ 河道掘削（３年２月発注）
３年度＝白山橋Ａ１橋台、
白山橋上部工、
河道掘削

▷河川改良・岩見川（総合流域防災）
［概要］ 伐木・河道掘削
［事業期間］ ５年度まで
［施 工 地］ 秋田市河辺三内
［今後の見通し］ ３年度＝伐木・河道掘削
▷河川改良・草生津川（流域治水対策河川事業）
［概要］ Ｌ5,000ｍ、河道掘削、築堤・護岸工
（親水護岸など整備）、橋梁架替橋16橋
（道
路橋、鉄道橋、水路橋）、排水樋管78基、
高水敷整備（親水護岸・散策路ほか）、事
業中区間…Ｌ600ｍ（矢板護岸工：外旭川
新橋〜草生津川小橋）
［事 業 費］ 全体約157億8,000万円
［コンサル］ ◇創研コンサルタント（鳥谷場
橋詳細設計）◇タカシーバルプラン（護
岸詳細設計）◇矢留測量設計（護岸詳細
設計）◇第一補償コンサルタント（建物
等調査再積算）◇ジオテックコンサルタ
ンツ（護岸詳細設計）
［事業期間］ ８年度まで
［施 工 地］ 秋田市寺内・外旭川・将軍野・
上新城ほか
［今後の見通し］ ３年度＝矢板工Ｌ50ｍ、４
年度以降＝河道掘削
▷河川改良・新城川（総合流域防災）
［概要］ Ｌ5,500ｍ（伐木、河道掘削ほか）
［施 工 地］ 秋田市飯島字天ノ袋ほか
［今後の見通し］ ３年度＝伐木、河道掘削
▷河川改良・新城川中流（上流区間）
（流域治水
対策河川事業）
［概要］ 河道掘削、築堤・護岸工Ｌ2,340ｍ、
排水樋管９基（10〜18号）、橋梁架替４橋
（市道岩城橋、市道槻ノ木橋、市道高橋・
低橋統合、農道橋）
［事 業 費］ 全体約106億9,000万円（下流側
整備済区間含）
［コンサル］ ◇東邦技術（河道修正設計、河
川詳細設計、サイフォン設計、護岸詳細
設計）◇セントラルコンサルタント（２
号農道橋詳細設計）◇復建技術コンサル
タント（新高橋詳細設計）◇矢留測量設
計（揚水機場詳細設計）◇ウヌマ地域総
研（取水施設設計・旧川処理計画、樋管
詳細設計）◇クレアリア（10号排水樋管
詳細設計）◇ＮＴＣコンサルタンツ（11
号排水樋管詳細設計）◇石川技研コンサ
ルタント（旧川測量、用地測量）◇共和
技研（河川詳細修正設計）◇ジオテック
コンサルタンツ（10号排水樋管詳細修正
設計）◇秋田ボーリング（地質調査）◇
都市整備（建物等調査算定）
［事業期間］ 20年度まで

秋田地域
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▷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］ ３年度＝暗渠排水1.2ｈａ
▷羽後２期地区草地畜産基盤整備
［概要］ 草地造成2.1ｈａ（羽後町）
、草地整
備改良14ｈａ（羽後町13ｈａ、湯沢市内
１ｈａ）
、乳用・肉用牛舎７棟、堆肥舎４
棟、施設用地造成1.35ｈａ
◎対象…酪農家４戸、肉用牛農家１戸、
羽後町
［事 業 費］ 全体６億3,384万4,000円
［コンサル］ ◇ひかり建築設計（家畜保護施
設等建築設計）◇小川測量設計（施設用
地造成等測量設計）
［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］ ３年度＝草地造成・草地整
備改良1.5ｈａ、施設用地造成1.5ｈａ、
肉用牛舎１棟、堆肥舎１棟ほか、４年度
＝草地造成・草地整備改良2.9ｈａ、肉用
牛舎２棟ほか
▷鹿角東部２期地区草地畜産基盤整備（川島牧野）
［概要］ ◎残整備…草地整備改良12.7ｈａ、
道路（草地等管理用）Ｌ500ｍ、看視舎１
棟（約30㎡）
◎現況…牧場177ｈａ（放牧地59ｈａ、野
草放牧地118ｈａ、肉用牛117頭）
［コンサル］ 矢留測量設計（測量・設計）
［施 工 地］ 鹿角市十和田大湯字川島66ほか
［今 後 の 見 通 し］ ３ 年 度 ＝ 草 地 整 備 改 良
12.7ｈａ、道路草地等管理用Ｌ500ｍ、看
視舎１棟（約30㎡）ほか
▷三種地区草地畜産基盤整備
［概要］ 草地整備改良等30ｈａ、隔障物Ｌ
1,000ｍ
◎現況…大沢放牧場：放牧地42ｈａ（肉
用牛47頭）
［事 業 費］ 全体１億25万円
［コンサル］ 秋田県農業公社（実施計画）、
小川測量設計（農地造成測量設計）
［事業期間］ ５年度まで
［施 工 地］ 山本郡三種町上淀川字大沢
［今後の見通し］ ３年度以降＝草地整備改
良ほか

（大）秋田県立大学
▷秋田キャンパス外壁改修
［概要］ ◎残整備…管理棟（北、東、西面）
［施 工 地］ 秋田市下新城中野字街道端西
241−438
［今後の見通し］ ４年度以降＝設計、外壁改修

▷（仮）大潟キャンパス次世代農工連携拠点セ
ンター整備
［概要］ ビッグデータ・ロボット等先端技術
の農業活用（スマート農業）に係る研究、
人材育成、技術開発拠点整備…研究・管
理棟、スマート温室、スマート畜舎、ネッ
トワーク環境整備、敷地190ｈａ（教育研
究センター）
［事 業 費］ 最大15億円（人材育成等ソフト
事業含む）
［施 工 地］ 南秋田郡大潟村字大潟６−５
［今後の見通し］ ３年度＝設計、４年度＝研
究・管理棟、スマート温室、スマート畜
舎、ネットワーク環境整備
▷本荘キャンパス外壁改修
［概要］ ◎対象…体育・課外活動施設棟、学
部棟Ⅱ、大学院棟
［施 工 地］ 由利本荘市土谷字海老ノ口84
−４
［今後の見通し］ ４年度以降＝学部棟Ⅱ

公立大学法人秋田公立美術大学
▷共通工房整備
［概要］ 各専攻で管理している工作機等を
集約する工房を設置：改修、バリアフリー
化など
［コンサル］ 間建築設計事務所（調査）
［施 工 地］ 秋田市新屋大川12−３
［今後の見通し］ ３年度以降＝設計

公
社
・
大
学
な
ど

（大）国際教養大学
▷管理棟・講義棟ほか建築物長期修繕計画
［概要］ ◎対象…◇管理棟（Ａ棟）：昭和52
年 建 設 Ｒ Ｃ ４ Ｆ 3,885㎡ ◇ 講 義 棟（Ｂ
棟）
：平成２年建設ＲＣ３Ｆ1,952㎡ ◇平
成 ２ 年 建 設 講 義 棟（Ｃ 棟）
：Ｒ Ｃ ３ Ｆ
1,708㎡ ◇講義・研究棟（Ｄ棟）
：平成20
年建設Ｗ一部ＲＣ２Ｆ2,676 ㎡ ◇昭和
55年建設ファカルティ棟（Ｅ棟）
：平成
４年建設ＲＣ１Ｆ672㎡ ◇学生会館（Ｆ
棟）：ＲＣ２Ｆ1,973㎡ ◇図書館棟（Ｌ
棟）：平 成 20 年 建 設 Ｗ 一 部 Ｒ Ｃ ２ Ｆ
3,984㎡ ◇サークル棟：昭和53年建設Ｓ
１Ｆ323㎡ ◇車庫：昭和53年建設Ｓ１Ｆ
219㎡
［コンサル］ 小野建築研究所（劣化診断・長
期修繕計画作成）
［施 工 地］ 秋田市雄和椿川字奥椿岱
［今後の見通し］ ３年度以降＝個別施設計
画に基づき整備
▷管理棟・講義棟ほか設備長期修繕計画
［概要］ 機械設備・電気設備修繕・更新ほか
◎対象…◇Ａ棟（管理棟、昭和52年建設

公社・大学など
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◎現況…昭和44年架設Ｌ48.1ｍ、Ｗ5.3
ｍ、鋼橋
［コンサル］ ウヌマ地域総研（補修設計）
［施 工 地］ 角館町山谷川崎字川崎
［今後の見通し］ ３年度＝支承補修、沓座拡幅
▷若神子線・安久戸橋整備
［概要］ 補修補強：舗装、伸縮装置、防護柵
（高欄）
、地覆、排水装置、支承、下部工、
上部工
◎現況…昭和45年架設Ｌ24.4ｍ、Ｗ3.8
ｍ、鋼橋
［施 工 地］ 角館町川原
［今後の見通し］ ３年度以降＝補修設計
〈都市計画道路〉
▷田町荒屋敷線・内川橋整備
［概要］ 補修
◎現況…昭和52年架設Ｌ155.5ｍ、Ｗ8.6
ｍ（車道Ｗ5.5ｍ＋歩道Ｗ1.5ｍ）
、コンク
リート床版Ｉ桁ＰＣ橋
［コンサル］ 富士技研センター（予備設計）
［施 工 地］ 角館町西野川原〜小館
［今後の見通し］ ３年度以降＝詳細設計
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大 仙 市
▷池田氏庭園整備（本家）
［概要］ 庭園保存保持42,114.8㎡
◎残整備…庭園、内蔵３棟
［事業期間］ 15年度まで
［施 工 地］ 高梨字大嶋
［今後の見通し］ ３年度以降＝庭園修復、４
年度以降＝内蔵３棟修復
▷一般廃棄物最終処分場閉鎖整備
［概要］ 造成（切土・盛土）、ガス管新設、雨
水側溝新設ほか
◎残整備…５処分場（北楢岡、神宮寺、
上野台、南外、太田）、北楢岡を先行整備
し跡地を駐車場として活用
［事 業 費］ 全体約５億円
［コンサル］ ◇エイト日本技術開発（北楢岡
処分場計画策定）◇Ｔａｋａｍｉｔｕ
（北
楢岡処分場測量）
［施 工 地］ 北楢岡字北堀野（北楢岡）ほか
［今後の見通し］ ３年度以降＝北楢岡処分
場閉鎖
▷太田文化プラザ改修
［概要］ 空調設備改修、施設内部改修（トイ
レ、エレベーター、風除室設置、外部ス
ロープ、生活実習室）
◎ 現 況 … 昭 和 54 年 建 設 Ｒ Ｃ ２ Ｆ
1,814.69㎡
［コンサル］ 山下建築設備設計事務所（空調
設備実施設計）
［施 工 地］ 太田町太田字新田田尻３−４
［今後の見通し］ ３年度＝空調設備改修、ト
イレ洋式化ほか
▷刈和野大綱展示場建替
［概要］ 展示場建替
［コンサル］ 館設計（実施設計）
［施 工 地］ 刈和野字愛宕下
［今後の見通し］ ３年度＝建替
▷神岡福祉センター耐震化整備
［概要］ 耐震改修
◎ 現 況 … 昭 和 51 年 建 設 Ｒ Ｃ ２ Ｆ
1,222.13㎡
［コンサル］ コア設計・都市設計ＪＶ（耐震
診断）
［施 工 地］ 神宮寺字蓮沼16−３
［今後の見通し］ ３年度以降＝耐震改修
▷川のまち歴史交流館整備
［概要］ 角間川旧家群活用（内蔵改修、トイ
レ・案内所新設、駐車場、一部母屋解体、
庭、外構、屋根葺替など）
◎残整備…旧北島家
［施 工 地］ 角間川町
［今後の見通し］ ３年度＝旧北島家修理
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横 手 市
▷浅舞小学校大規模改修
［概要］ 校舎棟・体育館棟内外部改修
◎現況…校舎棟：平成２年建設ＲＣ３Ｆ
一部４Ｆ6,296㎡、体育館棟：平成２年建
設Ｓ１Ｆ1,285㎡・Ｓ１Ｆ200㎡・ＲＣ１
Ｆ12㎡
［コンサル］大嶋建築設計事務所
（実施設計）
［施 工 地］ 平鹿町浅舞字八幡小路18
［今後の見通し］ ３年度以降＝内外部改修
▷植田保育所（旧）バス車庫解体
［概要］ ◎現況…平成５年建設Ｗ１Ｆ一部
２Ｆ52㎡
［コンサル］ Ｋ＆Ｍ建設築設計事務所（実施
設計）
［施 工 地］ 十文字町植田字大清水
［今後の見通し］ ３年度＝解体
▷大鳥井山遺跡ビジターセンター建設
［概要］ 施設規模検討（文化財保存管理、展
示国宝展示ほか）
［施 工 地］ 大鳥町、新坂町（大鳥公園）
［今後の見通し］ ６年度以降＝金沢発掘調
査後の検討
▷大鳥公園プール等解体
［概要］ ◎現況…昭和55年建設：◇プール管
理棟ＲＣ１Ｆ336㎡ ◇器具庫・公衆トイ
レＣＢ１Ｆ251.28㎡ ◇50ｍプール850㎡
◇こども用プール378㎡ ◇観覧席414㎡
◇プール廻り（平板ブロック・Ｕ字溝）
2,536㎡、芝生張り4,514㎡
［事 業 費］ 全体約3,850万6,000円
［コンサル］ Ｋ＆Ｍ建設築設計事務所（実施
設計）
［施 工 地］ 新坂町132−１
［今後の見通し］ ３年度以降＝解体、芝生張り
▷大森庁舎・大森就業改善センター耐震補強
［概要］ 耐震補強
◎現況…昭和51年建設ＲＣ４Ｆ3,037.9㎡
［コンサル］ 近建築設計事務所（耐震診断）
［施 工 地］ 大森町字大中島268
［今後の見通し］ ３年度＝整備方針検討
▷大森病院空調設備更新
［概要］空調設備更新
（水熱源ユニット更新）
［施 工 地］ 大森町字菅生田245−205
［今後の見通し］ ３年度＝空調設備更新
▷雄物川地域局（旧）解体
［概要］ 第一庁舎、第二庁舎解体
◎現況…昭和35年建設ＲＣ３Ｆ1,018㎡
［施 工 地］ 雄物川町今宿字鳴田
［今後の見通し］ ３年度＝実施設計、４年度
以降＝解体

▷雄物川図書館維持修繕
［概要］ 屋根改修
◎現況…平成４年建設ＲＣ２Ｆ1,300.5㎡
［施 工 地］ 雄物川町今宿字鳴田133
［今後の見通し］ ３年度＝屋根改修
▷後三年合戦遺跡保存・公園整備
［概要］ 史跡化：後三年合戦（沼館城跡・沼
の柵史跡公園）、大鳥井柵跡（遺跡保存）
、
金沢公園、平安の風わたる公園、陣館城
跡地史跡（指定済）
［事業期間］ ６年度まで（金沢柵発掘調査）
［施 工 地］ 雄物川町沼館、大鳥町、金沢中
野ほか
［今後の見通し］ ３年度以降＝金沢柵発掘
調査（陣館城跡地史跡）
▷三枚橋地区土地区画整理
［概要］ ◎施行対象22.9ｈａ、建物調査、移
転補償、区画整理、街路築造など
◎残整備…換地処分
［事業期間］ ４年度まで
［施 工 地］ 前郷字三枚橋
［今後の見通し］ ３年度以降＝換地処分
▷市民会館移転新築
［概要］ 移転新築
◎現況…昭和43年建設Ｓ一部ＲＣ３Ｆ・
Ｂ１Ｆ3,182.025㎡、観客席928席（南町
13−１）
［今後の見通し］ ３年度以降＝基本計画、基
本・実施設計、7年度までに建替
▷十文字地域局旧庁舎解体
［概要］ 解体
◎現況…昭和34年建設・52年増築ＲＣ２
Ｆ2,039㎡
［コンサル］ 近建築設計事務所（実施設計）
［施 工 地］ 十文字町字海道下
［今後の見通し］ ３年度＝解体
▷十文字地域幸福会館解体
［概要］ 解体
◎現況…昭和53年建設ＲＣ３Ｆ1,568㎡
［コンサル］ 近建築設計事務所（実施設計）
［施 工 地］ 十文字町字海道下14−１
［今後の見通し］ ３年度＝解体
▷十文字地域小学校統合に伴う旧校舎跡地利活
用（植田小学校）
［概 要］ ◎ 現 況 … 敷 地 23,828㎡（校 舎
12,850㎡、グラウンド他10,978㎡、校舎：
平成３年建設ＲＣ２Ｆ2,467㎡、体育館：
平成３年建設Ｓ１Ｆ875㎡）
［施 工 地］ 十文字町植田字忍の沢14−４
［今後の見通し］ ３年度＝利活用事業者等
公募

横手市

横
手
市
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民間・団体等
（公社）秋田犬保存会
▷秋田犬会館改修
［概要］ 改修：１Ｆ事務室→博物室、２Ｆ会
議室→事務室、３Ｆ博物室→会議室、コ
ミュニティ機能
◎現況…昭和53年建設ＲＣ３Ｆ636㎡
［コンサル］ 設計チームおおだて協同組合
（耐震診断）
［施 工 地］ 大館市字三ノ丸13−１
［今後の見通し］ ３年度以降＝改修に向け
検討

秋田県北部洋上風力（同）
▷秋田県北部洋上風力発電事業
［概要］ 最大出力448,000ｋＷ（8,000ｋＷ・
56基）…着床式（基礎構造：モノパイル
式またはジャケット式）
［施 工 地］ 能代市浅内沖、山本郡三種町八
竜沖、男鹿市若美沖
［今後の見通し］ ３年度＝事業者選定を目
指す

秋田市南カントリーエレベーター利用組合
▷秋田市南カントリーエレベーター建設
［概要］ 水稲（乾籾）
・大豆処理施設：建屋、
軽量設備、乾燥設備、乾籾貯蔵設備、籾
摺設備、選別整備ほか
［事 業 費］ 13億6,499万円
［施 工 地］ 秋 田 市 四 ツ 小 屋 字 東 泉 寺 142
ほか
［今後の見通し］ ３年度＝造成、建設

民
間
・
団
体
等

（福）秋田聖友会
▷横手マリア園改築
［概要］ 改築
◎現況…平成元年建設Ｗ２Ｆ435㎡（横
手市寿町７−25）
［施 工 地］ 横手市
［今後の見通し］ ３年度以降＝横手市の新
たな施設整備計画に基づき整備

（株）秋田フードセンター
▷由利本荘市上大野物販店舗建設
［概 要］ ナ イ ス 本 荘 東 店 敷 地 に １ 棟 建 設
（3,341.6㎡）
［コンサル］ 樹設計工房（設計）
［施 工 地］ 由利本荘市上大野ほか
［今後の見通し］ ３年度＝テナント調整
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（福）旭保育園
▷旭保育園改築
［概要］ 改築
◎現況…昭和50年建設ＲＣ１Ｆ391㎡、
平成19年建設Ｗ１Ｆ176㎡
［施 工 地］ 横手市猪岡字沼下145−２
［今後の見通し］ ３年度以降＝横手市の新
たな施設整備計画に基づき整備

（福）アソカ福祉会
▷アソカ保育園改築
［概要］ 改築
◎現況…昭和45年建設Ｓ１Ｆ658㎡（横
手市城西町４−８）
［施 工 地］ 横手市
［今後の見通し］ ３年度以降＝横手市の新
たな施設整備計画に基づき整備

イオンタウン（株）
▷秋田北（仮）／産・官・学・民協働のまちづ
くり構想計画
［概要］ ◎対象エリア約345,000㎡
◎北側エリア「ウェルネス・タウン」…
◇ウェルネスゾーン：ＰＥＴ−ＣＴ検診
センター、温浴施設、ウェルネスジム、
介護研修棟、研修生宿舎、ウォーキング
＆ランニングステーション ◇グルメ＆
アグリゾーン（オーガニック農業体験、
地産地消で最高のグルメ堪能）
：アグリ
ファーム（屋内栽培）、スイーツファクト
リー・カフェ、著名シェフによるシェフ
ズレストランドーム、農業・食に関する
多彩なイベントを催すグルメテラス ◇
ＣＣＲＣゾーン（国内最大の本格ＣＣＲ
Ｃ）
：サービス付住宅、学生居住施設、保
育所・子育て支援施設、ホビーカルチャー
施設、インドアスポーツ施設、グラウン
ド・体操広場、テニスコート、コンビニ
エンスストア、秋田犬犬舎
◎南側エリア「観光・エンターテイメン
ト・タウン」…◇秋田の味・観光・文化
体験ゾーン：秋田文化・観光館、竿燈・
なまはげ・かまくら常設・参加体験、秋
田体験ファクトリー（６次産業、菓子作
り、秋田杉木工ほか体験、秋田グルメコー
ト、きりたんぽ・いぶりがっこ・稲庭う
どんづくり体験、秋田名店グルメスト
リート、秋田物産館、大イベント広場、
大画面スクリーン、朝市、ジャンボウサ
ギ園、ツアー関係者休憩所）◇エンター
テイメントセンター・ゾーン：テーマ型
アミューズメント（子供の仕事体験な
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（福）金沢保育園
▷金沢保育園大規模修繕
［概要］ 大規模修繕
◎現況…平成６年建設ＲＣ１Ｆ597㎡
［施 工 地］ 横手市金沢中野字青葉田18
［今後の見通し］ ３年度以降＝横手市の新
たな施設整備計画に基づき整備

（株）関電エネルギーソリューション・丸紅（株）
▷秋田港発電所（仮）建設
［概要］ 石炭火力発電所・出力1,300,000
ｋＷ（650,000ｋＷ×２基）…ボイラー
（超々臨界圧再燃式貫流型）隣接にター
ビン建屋建設（蒸気タービン〈再熱復水
型、容量約650,000ｋＷ〉、高・低圧給水
ヒータ、復水器、発電機〈三相交流同期
発電機〉
、煙突〈Ｈ150ｍ、２筒身集合型〉
など配置）
：取水・放水設備、基礎・建築、
機器据付、敷地46ｈａ
［施 工 地］ 秋田市飯島字古道下川端（県工
業団地・秋田湾産業新拠点Ａ−ＢＩＺ）
［今後の見通し］ ３年度以降＝着工時期等
検討

九電みらいエナジー（株）・ＲＷＥ Ｒｅｎｅｗａｂｌｅｓ Ｊａｐａｎ（同）
▷由利本荘市沖ウィンドファーム事業（仮）
［概 要］ 最 大 出 力 840,000 ｋ Ｗ（定 格 出 力
9,500ｋＷ級最大88基、または12,000ｋ
Ｗ級最大70基）
［施 工 地］ 由利本荘市沖
［今後の見通し］ ３年度以降＝事業者選定
を目指す

民
間
・
団
体
等

（株）共立メンテナンス
▷角館町温泉宿泊施設建設
［概要］ ◎当初計画…敷地6,654.46㎡、ホテ
ル（３Ｆ約4,200㎡、客室約60室）、浴室
棟（Ｗ１Ｆ約300㎡、渡り廊下で接続、機
械室）
、看板ほか
［施 工 地］ 仙北市角館町岩瀬北野71−１
（国道46号古城橋付近）ほか
［今後の見通し］ ３年度以降＝計画内容
精査

グリーンフィル小坂（株）
▷一般廃棄物・産業廃棄物管理型最終処分場拡張
［概要］ 既存最終処分場9.14ｈａ（埋め立て
容量2,700,000㎥→ 4,100,000㎥に拡張）
［施 工 地］ 鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢96
−29
［今後の見通し］ ３年度以降＝住民説明会、
事業計画策定など
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ＪＡあきた白神
▷あきた白神農業協同組合移転新築
［概要］ Ｓ２Ｆ1,959㎡以内
［コンサル］ＪＡ全農とうほく設計センター
（実施設計）
［施 工 地］ 能代市字一本木
［今後の見通し］ 移転新築（３年３月以降発
注）

ＪＲ東日本エネルギー開発（株）
▷由利大内ウィンドファーム風力発電事業
［概要］ 最大出力42,000ｋＷ：4,000ｋＷ（ブ
レード３枚、ローター直径120ｍ、ハブＨ
95ｍ）11基
［施 工 地］ 由利本荘市新沢・岩城上蛇田
ほか
［今後の見通し］ ５年度以降＝建設

（福）新光会
▷北保育園移転新築
［概 要］ ◎ 現 況 … 昭 和 53 年 建 設 Ｓ １ Ｆ 約
400㎡（定員45名）（秋田市下新城中野字
街道端西79）
［施 工 地］ 秋田市下新城（県立大学秋田
キャンパス近隣）
［今後の見通し］ ４年度以降＝補助金申請、
建設

住友商事（株）
▷能代・三種・男鹿沖洋上風力発電事業
［概要］ 最大出力475〜540ＭＷ（9.5〜12Ｍ
Ｗ最大50基、モノパイル式またはジャ
ケット式で検討、ブレード枚数３枚、
ロー
ター直径174〜220ｍ、ハブＨ110〜150ｍ）
［施 工 地］ 能代市、山本郡三種町、男鹿
市沖
［今後の見通し］ ３年度＝事業者選定を目
指す

大和ハウス工業（株）
▷ホテルハワイラグーン解体跡地施設建設
［概要］ ホテルハワイラグーン解体跡地（約
5,200㎡）に施設建設（マンションなど検
討中）
［今後の見通し］ ３年度以降＝施設建設

（株）タカラレーベン東北
▷秋田市千秋久保田町マンション建設
［概要］ 秋田オーパ裏手（民間駐車場跡）に
建設
［施 工 地］ 秋田市千秋久保田町
［今後の見通し］ ３年度＝建設

