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1秋田労働局／仙台国税局／東京航空局

秋田労働局
Ὂ大曲公共職業安定所角館出張所庁舎外壁改修
［概要］ カバー工法533㎡
［事業費］ 990万円
［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］ ４年度＝外壁改修
Ὂ大曲労働基準監督署（旧）庁舎跡地売却
［概要］ 基礎杭３本撤去、敷地729.33㎡
［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
Ὂ秋田南税務署照明設備改修
［概要］ 照明設備改修
［事業費］ 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５－５－２
［今後の見通し］ ４年度以降＝照明設備
改修

Ὂ大館税務署空調設備改修
［概要］ 空調設備改修
［事業費］ 7,678万9,000円
［施工地］ 大館市赤館町２－16
［今後の見通し］ ４年度以降＝空調設備
改修

Ὂ能代税務署空調設備改修
［概要］ 空調設備改修
［事業費］ 682万円
［施工地］ 能代市末広町４－20
［今後の見通し］ ４年度以降＝空調設備
改修

Ὂ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］ ４年度以降＝建具更新
Ὂ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］ ４年度以降＝中央監視盤
各機器交換

東京航空局
Ὂ秋田空港ＩＬＳ更新
［概要］ ＩＬＳ（平成20年度製）更新（91Ｅ
型→91Ｆ型）、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］ ４年度以降＝更新
Ὂ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］ 600万円
［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ４年度＝改修
Ὂ秋田空港ＳＳＲ局舎ほか空調設備更新
［概要］対象…◇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 ◇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］４年度＝空調設備更新（３
年度中発注）

Ὂ秋田空港ＳＳＲ更新
［概要］ＳＳＲ装置（平成15年度製)更新(Ｓ
ＳＲ－2001型→ＳＳＲ－15Ｂ型）および
対空通信設備（平成20年度製）更新（Ｔ
Ｕ－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］４年度＝更新（３年度中発
注）

Ὂ秋田空港仮設ＳＳＲ撤去
［概要］ＳＳＲ更新の代替装置（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］ ４年度以降＝ＳＳＲ更新
後撤去

Ὂ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
ンベクター、コイルユニット）41台、タ
ンク類３基、受水槽１基

［事業費］ 8,600万円
［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］４年度＝空調設備更新（３
年度中発注）

国
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東北地方整備局秋田河川国道事務所
Ὂ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］ ４年度以降＝劣化状況み
ながら整備時期検

Ὂ潟上除雪ステーション建設
［概要］ Ｓ２Ｆ724.21㎡、外構
◎残整備…建築（一部）、機械設備、電気
設備、外構

［事業費］ １～２億円
［コンサル］◇アルファプランウェーブ（設
計・修正設計）◇恒谷汲川建築設計事務
所（工事監理）

［施工地］ 潟上市飯田川飯塚字古開
［今後の見通し］ ４年度＝建築（一部）、機
械設備、電気設備、外構（３年度中発注）

Ὂ事務所空調改修
［概要］空気調和システム更新（中央空調方
式→個別空調方式）
◎現況…ＲＣ４Ｆ約4,212㎡

［コンサル］ 秋田県建築設計事業協同組合
（空調改修設計）

［施工地］ 秋田市山王１－10－29
［今後の見通し］ ４年度＝改修
Ὂ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］ ４年度以降＝更新
Ὂ道の駅岩城改修
［概要］ 駐車場上屋新築（Ｗ約35㎡）、屋根
付通路新築（Ｗ約10㎡）、防災用倉庫新築
（Ｗ約23㎡）

［コンサル］ ＳＵＮ総合（設計）
［施工地］ 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟
192－43

［今後の見通し］ ４年度以降＝改修
Ὂ道の駅象潟改修
［概要］ 駐車場上屋新築（Ｗ約35㎡）、防災
用倉庫新築（Ｗ約23㎡）、休憩施設改修

［コンサル］ ＳＵＮ総合（設計）
［施工地］ にかほ市象潟町字大塩越73－１
［今後の見通し］ ４年度以降＝改修

Ὂ道の駅にしめ改修
［概要］ 駐車場上屋新築（Ｗ約35㎡）、屋根
付通路新築（Ｗ約10㎡）、防災用倉庫新築
（Ｗ約23㎡）、休憩施設改修

［コンサル］ ＳＵＮ総合（設計）
［施工地］ 由利本荘市西目町沼田字新道下
1112－2

［今後の見通し］ ４年度以降＝改修
【道路】
Ὂ秋田国道維持補修（７号）
［概要］ 維持、除雪、補修など
［事業費］ ３億円～６億9,000万円
［施工地］ 由利本荘市岩城勝手～南秋田郡
八郎潟町真坂

［今後の見通し］４年度＝維持補修（３年度
中発注）

Ὂ秋田国道管内区画線整備（７号・13号）
［概要］ 区画線設置
［事業費］ 3,000～6,000万円
［施工地］ 由利本荘市岩城勝手～南秋田郡
八郎潟町真坂、大仙市協和上淀川～秋田
市川尻町字大川反

［今後の見通し］４年度＝区画線設置（３年
度中発注）

Ὂ秋田地区道路照明維持修繕（７号・13号）
［概要］ 管球取替、安定器取替、照明器具取
替、自動点滅器取替、照明灯点検、不点
灯調査、ロードヒーティング点検、光ケー
ブル改修

［事業費］ 約3,000万円
［施工地］ 秋田市下浜羽川～南秋田郡八郎
潟町真坂、大仙市協和上淀川～秋田市川
尻町字大川反

［今後の見通し］４年度＝設備取替・点検ほ
か（３年度中発注）

Ὂ秋田南地区舗装修繕（13号）
［概要］ 秋田市茨島交差点アスファルト舗
装（14,000㎡）

［事業費］ 8,000万円～１億2,000万円
［施工地］ 秋田市茨島
［今後の見通し］４年度＝舗装修繕（３年度
中発注）

Ὂ荒川線形改良（46号）
［概要］ ◎残整備…登坂車線Ｌ約800ｍ、
Ｗ8.5ｍ

［コンサル］ ウヌマ地域総研（測量設計、補
足設計）

［施工地］ 大仙市協和荒川
［今後の見通し］ ４年度＝登坂車線

Ὂ稲沢地区歩道整備（46号）
［概要］ 片側歩道設置Ｌ900ｍ、Ｗ2.5ｍ
［コンサル］ ◇東邦技術（詳細設計）◇柴田
工事調査（用地等調査、補償説明）

国

秋田河川 秋田河川
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53畜産振興課／農林政策課 秋田地域

秋田地域振興局建設部
Ὂ秋田地域振興局福祉環境部庁舎非常用発電機
更新
［概要］ 非常用発電機撤去・更新（出力15ｋ
ＶＡ）、機器固定アンカー新設

［事業費］ 約1,510万円
［コンサル］長谷川建築設備設計（実施設計）
［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 潟上市昭和乱橋字古開172－１
［今後の見通し］ ４年度＝更新
Ὂ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］ ５年度以降＝検討
Ὂ旭川ダム放流設備更新
［概要］◎残整備…ゲート開閉装置更新、排
水ポンプ更新１基、コンジットゲート補
修ほか

［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］ ４年度以降＝ゲート開閉
装置更新ほか

Ὂ新屋住宅１号棟屋根防水改修
［概要］◇屋根…改質アスファルト防水（塩
ビ系シート防水の上）→新規シート防水
（15年保証）◇パラペット…Ｌ型金物Ｋ
－10留め→新規アルミ笠木
◎現況…昭和62年建設ＲＣ４Ｆ426.83㎡

［事業費］ 約1,469万円
［コンサル］アルファプランウェーブ（設計）
［施工地］ 秋田市新屋栗田町21－１
［今後の見通し］ ４年度＝改修
Ὂ新屋住宅２号棟屋根改修
［概要］◇屋根…改質アスファルト防水（塩
ビ系シート防水の上）→新規シート防水
（15年保証）◇パラペット…Ｌ型金物Ｋ
－10留め→新規アルミ笠木
◎ 現 況 … 昭 和 62 年 建 設 Ｒ Ｃ ４ Ｆ
426.83㎡、［事業費］ 約1,469万円

［コンサル］アルファプランウェーブ（設計）
［施工地］ 秋田市新屋栗田町21－２
［今後の見通し］ ４年度＝改修

Ὂ新屋住宅10号棟外壁・屋根防水改修
［概要］◇屋根…改質アスファルト防水（塩
ビ系シート防水の上）→新規シート防水
（15年保証）◇外壁…単層吹付けタイル
→新規複層弾性タイル（シリコーン系等）
◇雁木（天井）・バルコニー（軒裏）…単
層吹付けタイル→新規複層弾性タイル
（シリコーン系等）◇パラペット…Ｌ型
金物Ｋ－10留め→新規アルミ笠木
◎ 現 況 … 昭 和 63 年 建 設 Ｒ Ｃ ４ Ｆ
2,042.95㎡

［事業費］ 約5,600万円
［コンサル］ 間建築設計事務所（設計）
［施工地］ 秋田市新屋栗田町31－10
［今後の見通し］ ４年度＝改修
Ὂ岩見ダム長寿命化対策
［概要］ゲート塗装、ゲート改良、艇庫改修、
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］ ４年度＝ゲート塗装、艇庫
改修詳細設計、５年度以降＝艇庫改修ほか

Ὂ岩見ダム放流設備整備
［概要］放流警報設備移設・増設（下田警報局
～土渕警報局、野崎警報局～柳町警報局）

［コンサル］エイト日本技術開発（詳細設計）
［施工地］ 秋田市河辺三内ほか
［今後の見通し］ ４年度以降＝移設・増設
Ὂ男鹿海岸防災対策
［概要］ 脇本・船越地区海岸越波対策（擁壁
工）Ｌ490ｍ

［コンサル］◇国際航業（海岸保全施設詳細
設計）◇船木測量設計事務所（路線測量）

［事業期間］ ７年度まで
［施工地］ 男鹿市脇本
［今後の見通し］ ４年度＝Ｌ120ｍ、５年度
＝Ｌ120ｍ、６年度＝Ｌ120ｍ、７年度＝
Ｌ130ｍ

Ὂ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］ ４年度以降＝改修
Ὂ男鹿水族館冷温水発生機更新
［概要］ ◎残整備…２号吸収冷温水発生機
更新

秋
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89鹿角地域 北秋田地域

北秋田地域振興局建設部
Ὂ大野岱ポンプ場設備更新
［概要］ 揚水機、電動機、電動仕切弁・逆止
弁、主配管

［コンサル］ 矢留測量設計（実施設計）
［施工地］ 北秋田市米内沢字根小屋
［今後の見通し］ ４年度＝設備更新
Ὂ河川改良・阿仁川（大岱工区）
［概要］ ◎残整備…護岸工Ｌ約400ｍ、排水
樋管

［事業費］ 全体約17億4,000万円
［コンサル］◇奥山ボーリング（集排水ボー
リング・地質調査・法面工詳細設計）
◇創研コンサルタント（護岸詳細設計）

［事業期間］ ５年度まで
［施工地］ 北秋田市阿仁小渕字大袋
［今後の見通し］ ４年度以降＝護岸工Ｌ約
400ｍ、排水樋管

Ὂ河川改良・小阿仁川（大林工区）
［概要］ Ｌ1,050ｍ…築堤、河道掘削
［コンサル］エイト日本技術開発（詳細設計）
［施工地］ 北秋田郡上小阿仁村大林（菊桜
岱橋～大林橋上流）

［今後の見通し］４年度以降＝用地測量、用
地補償、築堤、河道掘削ほか

Ὂ河川改良・小阿仁川（三木田工区）
［概要］ ◎残整備…築堤・護岸工Ｌ約1,300
ｍ、排水樋管８基、支川処理ほか

［コンサル］◇明治コンサルタント（標準樋
管設計）◇北陽技術コンサルタント（築
堤護岸詳細設計）◇共和技研（築堤護岸
測量）◇東邦技術（排水樋管詳細設計）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 北秋田市三木田
［今後の見通し］４年度以降＝築堤・護岸工、
排水樋管ほか

Ὂ河川改良・小阿仁川（鎌沢工区）
［概要］ Ｌ約3,600ｍ：築堤、排水管渠、樋
管、取付道路、水利施設ほか

［コンサル］◇建設技術研究所（河川改修設
計）◇エイト日本技術開発（詳細設計）

［施工地］ 北秋田市鎌沢（日景橋～杉山田
橋）

［今後の見通し］４年度以降＝用地測量、用
地補償、築堤、河道掘削ほか

Ὂ河川改良・小森川（小坪沢工区）
［概要］ 護岸工Ｌ210ｍ
［コンサル］◇興建エンジニアリング（詳細
設計）◇北一（路線測量）

［施工地］ 大館市比内町小坪沢
［今後の見通し］４年度以降＝用地測量、用
地補償、護岸工

Ὂ河川改良・犀川
［概要］ ◎残整備…河道掘削Ｌ420ｍ、護岸
Ｌ420ｍ

［コンサル］ ◇創和技術（詳細設計）◇復建
技術コンサルタント（扇田橋詳細設計）
◇セントラルコンサルタント（護岸詳細
設計）

［施工地］ 大館市比内町扇田
［今後の見通し］ ４年度以降＝河道掘削Ｌ
420ｍ、護岸工Ｌ420ｍ

Ὂ河川改良（自然防止債）・米代川
［概要］ 護岸工Ｌ4,000ｍ、河道掘削ほか
［コンサル］ ◇北部測量設計（測量）◇奥羽
測量設計事務所（測量）◇創研コンサル
タント（護岸詳細設計）◇セントラルコ
ンサルタント（護岸予備設計）◇国際航
業（航空レーザー測量）

［施工地］ 大館市比内町扇田字中山川原
（扇田大橋下流～曲田橋）

［今後の見通し］ ４年度以降＝用地測量ほか
Ὂ河川改良・長木川（観音堂・沼館・宮袋）
［概要］ Ｌ4,200ｍ…河道掘削、築堤Ｌ5,200
ｍ、護岸工（ＪＲ部含）、排水樋管ほか
◎残整備…沼館工区護岸工Ｌ約750ｍ（Ｊ
Ｒ部含）、宮袋工区護岸工Ｌ約2,100ｍ（両
側）

［事業費］ 全体約11億8,000万円
［コンサル］ ◇さくら技研（護岸修正設計）
◇千秋ボーリング（地質調査）◇東邦技
術（標準樋管設計）◇測地コンサルタン
ト（用地測量）◇水建技術（用地測量）
◇南部測量（地形・路線測量）◇北一（地
形・路線測量）◇ウヌマ地域総研（排水
樋管詳細設計、護岸修正設計）

［事業期間］ 10年度まで
［施工地］ 大館市観音堂・沼館・宮袋
［今後の見通し］４年度以降＝用地補償、河
道掘削、沼館工区護岸工Ｌ約750ｍ、宮袋
工区護岸工Ｌ約2,100ｍ

Ὂ河川改良・長木川支川下内川
［概要］ Ｌ3,100ｍ…築堤Ｌ3,100ｍ、護岸工
約40,000㎡（ＪＲ部含）、河道掘削、床固、
排水樋管、頭首工（ステンレス製起伏式
ゲート２門、Ｗ23.8ｍ／門）農道付替ほか

［事業費］ 全体約24億5,000万円
［コンサル］◇建設技術研究所（河川調査設
計）◇北陽技術コンサルタント（排水樋
管詳細設計）◇東邦技術（排水樋管詳細
設計）◇ウヌマ地域総研（排水樋管詳細
設計）◇柴田工事調査（排水樋管詳細設
計）◇創研コンサルタント（排水樋管詳
細設計、護岸工詳細設計）◇自然科学調
査事務所（地質調査）◇高橋測量（路線
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仙北地域振興局建設部
Ὂ秋田ふるさと村施設外壁改修
［概要］ 外壁改修
◎現況…平成５年建設ＲＣ２Ｆ・Ｂ１Ｆ
18,167.05㎡

［コンサル］ミツイ設計（外壁赤外線等調査）
［施工地］ 横手市赤坂字富ヶ沢62－46
［今後の見通し］ ４年度以降＝外壁改修
Ὂ秋田ふるさと村料理館屋根改修
［概要］ 約990㎡…カバー工法、一部葺替
［事業費］ 約1,521万円
［コンサル］ ミツイ設計（実施設計）
［施工地］ 横手市赤坂字富ヶ沢62－46
［今後の見通し］ ４年度＝屋根改修
Ὂ秋の宮山荘外壁改修
［概要］ 外壁改修
◎現況…平成17年全面改修ＲＣ３Ｆ
4,936㎡

［コンサル］ミツイ設計（外壁赤外線等調査）
［施工地］ 湯沢市秋ノ宮字殿上１－１
［今後の見通し］ ４年度以降＝外壁改修
Ὂ河川改良・入見内川
［概要］狭窄部改修（川下田川最下流部～月
見堂橋）Ｌ2,800ｍ…先行区間：Ｌ1,200
ｍ（鬼壁～月見堂橋）
◎残整備…Ｌ約270.5ｍ、次期整備区間：
Ｌ1,300ｍ（川下田川合流地点～鬼壁）

［コンサル］ 創研コンサルタント（築堤・護
岸詳細設計）

［施工地］ 仙北市角館町西長野字月見堂
［今後の見通し］ ４年度＝築堤・護岸工
Ὂ河川改良・院内川
［概要］ 護岸工Ｌ1,700ｍ（Ｌ850ｍ×２）、
取水施設整備
◎残整備…護岸工Ｌ1,050ｍ（Ｌ525ｍ×
２）、取水施設整備

［コンサル］◇創研コンサルタント（詳細設
計）◇創和技術（取水施設詳細設計）

［施工地］ 仙北市田沢湖岡崎
［今後の見通し］４年度以降＝築堤・護岸工、
取水施設整備

Ὂ河川改良・大沢川
［概要］石持工区Ｌ311ｍ…河道掘削、築堤・
護岸工、排水樋管、市道橋稲荷下橋架替：
Ｌ34.7ｍ、Ｗ７ｍ（車道Ｗ6.5ｍ）、単純
ＰＣバルブＴ桁橋、旧橋撤去
◎現況…市道橋稲荷下橋：Ｌ17.6ｍ、Ｗ
７ｍ（車道Ｗ6.5ｍ）、単純ＰＣ床版橋

［コンサル］◇創研コンサルタント（稲荷下
橋設計、排水樋管設計、稲荷下橋旧橋撤
去設計）◇国際航業（排水樋管設計）◇
東邦技術（排水樋管設計）◇柴田工事調

査（排水樋管設計）◇タカシーバルプラ
ン（築堤詳細設計）

［施工地］ 大仙市大沢郷宿字石持
［今後の見通し］ ４年度以降＝稲荷下橋架
替、築堤・護岸工

Ὂ河川改良・川口川
［概要］ 河床低下区間両岸Ｌ105ｍ：床固改
修２基、帯工改修４基、河床整正、護岸
工ほか

［コンサル］ジオテックコンサルタンツ（詳
細設計）

［施工地］ 大仙市太田町三本扇
［今後の見通し］ ４年度＝床固工改修など

Ὂ河川改良・斉内川（流域治水対策）
［概要］ 掘削、築堤・護岸工Ｌ2,700ｍほか、
ＪＲ橋（斉内川橋）架替：新橋Ｌ71.1ｍ、
Ｗ6.65ｍ、単線用開床式ＰＲＣ単純ラン
ガー桁橋（ＪＲ発注済～４年度）
◎残整備…堤防嵩上げ、頭首工施設整備、
ＪＲ橋下流側築堤・護岸Ｌ200ｍ（両岸：
Ｌ100ｍ×２）、上流側築堤Ｌ1,400ｍ（左
岸Ｌ約1,000ｍ、右岸約400ｍ）

［コンサル］◇錦コンサルタント（用地測量）
◇さくら技研（築堤・護岸詳細設計）

［施工地］ 大仙市長野字一ノ坪
［今後の見通し］ ４年度以降＝堤防嵩上げ、
頭首工施設整備、５年度以降＝ＪＲ橋下
流側築堤・護岸工Ｌ200ｍ、上流側築堤Ｌ
1,400ｍ

Ὂ河川改良・刺市川
［概要］ 築堤・護岸工Ｌ2,000ｍ、（先行区間
Ｌ1,050ｍ）、頭首工改修、樋管・樋門整備

［コンサル］◇大日本コンサルタント（築堤
詳細設計Ｌ1,050ｍ）◇創研コンサルタ
ント（取水樋管詳細設計）◇さくら技研
（地質調査）

［施工地］ 仙北市田沢湖卒田字上真崎野
［今後の見通し］４年度以降＝取水樋管・頭
首工改修、築堤・護岸工

Ὂ河川改良・玉川（流域治水対策）
［概要］ 全体Ｌ9,700ｍ、築堤、河道掘削…
◇事業中区間Ｌ2,400ｍ（左岸）、うち先
行区間Ｌ1,300ｍ（大威徳橋上流～斉藤
川接続部）

［コンサル］ 柴田工事調査（詳細設計）
［施工地］ 仙北市角館町薗田
［今後の見通し］４年度以降＝築堤・護岸工、
河道掘削工

Ὂ河川改良・土買川（総合流域防災）
［概要］ 堤防嵩上・築堤・護岸工Ｌ3,700ｍ
◎残整備…堤防嵩上・築堤・護岸工Ｌ987
ｍ、高野橋架替（Ｌ約100ｍ）、排水樋管
２基、取水施設２基
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平鹿地域振興局建設部
Ὂ大松川ダム長寿命化対策
［概要］取水施設（取水ゲート、制水ゲート、
緊急放流ゲート）補修、エレベーター更
新、ダム管理用制御設備（ダムコン）更
新ほか

［コンサル］ ◇クレアリア（取水設備・昇降
設備詳細設計）◇日本工営（ダム管理用
制御設備詳細設計）

［施工地］ 横手市山内大松川字木戸口
［今後の見通し］４年度＝取水設備補修、エ
レベーター更新、ダム管理用制御設備（ダ
ムコン）更新

Ὂ河川改良・大納川（菅生田）
［概要］ 護岸工・根固工Ｌ1,200ｍ（Ｌ600ｍ
×２）

［事業費］ 全体約１億5,000万円
［コンサル］北陽技術コンサルタント（詳細
設計）

［事業期間］ ５年度まで
［施工地］ 横手市大森町菅生田
［今後の見通し］ ４年度＝護岸工・根固工
Ὂ河川改良（広域基幹河川改修）・横手川
［概要］ 全体Ｌ6,120ｍ、築堤Ｌ10,390ｍ、
護岸工58,000㎡、排水樋管（◇幸町１号
排水樋管：計画排水量7.1㎥／秒、場所打
ＲＣ構造Ｌ17.03ｍ、フラップゲート、剛
支持直接基礎 ◇排水樋管：計画排水量
4.2㎥／秒、場所打ＲＣ構造Ｌ13.25ｍ、
フラップゲート、剛支持直接基礎〈基礎
改良〉）、昇降路整備
◎整備優先区間…市道橋碇橋付近左岸Ｌ
800ｍ（護岸など：碇橋上流Ｌ700ｍ＋碇
橋下流Ｌ100ｍ）

［事業費］ 全体約217億円
［コンサル］ ◇ウヌマ地域総研（排水樋管・
樋門詳細設計、河道補修予備設計）◇建
設技術研究所（河道計画策定）◇測地環
境コンサルタント（土地現況調査、用地
測量、地形測量）◇シンコウ補償（建物
調査積算）◇東邦技術（河道計画策定）
◇加賀伊ボーリング（地質調査）◇建設
環境研究所（護岸詳細設計）

［事業期間］ 10年度まで
［施工地］ 横手市朝倉町、幸町ほか
［今後の見通し］ ４年度以降＝護岸工ほか
Ὂ急傾斜地崩落対策・愛宕地区
［概要］ 法面10,200㎡（落石防護網工ほか）
［コンサル］ ◇ジオテックコンサルタンツ
（法面工設計）

［施工地］ 横手市前郷、羽黒町ほか
［今後の見通し］ ４年度以降＝落石防護網工

Ὂ砂防（緊自債）・明永町
［概要］ Ｌ15ｍ（法面対策工）
［事業費］ 全体約2,000万円
［コンサル］◇さくら技研（詳細設計）◇シー
ド（地形測量）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 横手市明永町
［今後の見通し］ ４年度＝法面対策工Ｌ15ｍ
Ὂ砂防（通常）・上内町１
［概要］ ◎残整備…山腹保全工
［コンサル］◇ジオテックコンサルタンツ（法
面修正設計）◇奥山ボーリング（地質調査）
◇シーグ（地質調査）◇秋田総合建設セン
ター（施工計画・仮設計画詳細設計）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 横手市睦成字城内
［今後の見通し］ ４年度以降＝山腹工
Ὂ砂防（通常）・堂ヶ沢川
［概要］ ◎残整備…付帯設備改修（側壁、垂
直壁、水叩きなど）

［事業費］ 全体約１億5,000万円
［コンサル］◇奥山ボーリング（本堤改築設
計）◇セントラルコンサルタント（付帯
設備改修設計）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 横手市平鹿町醍醐字明沢
［今後の見通し］ ４年度＝付帯設備改修
Ὂ砂防（通常）・沼山沢川桑木沢１号
［概要］ 砂防堰堤新設１基（Ｌ29ｍ、Ｈ10.5
ｍ）、水叩工、渓流保全工、床固ほか

［コンサル］◇明治コンサルタント（本堰堤
詳細設計）◇秋田総合建設センター（副
堰堤詳細設計）◇奥山ボーリング（地質
調査）◇創瑛測量設計（用地測量）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 横手市大沢字桑木沢
［今後の見通し］ ４年度以降＝砂防堰堤新設
Ὂ砂防（通常）・沼山沢川桑木沢２号
［概要］ 砂防堰堤１基新設（Ｌ62ｍ、Ｈ11.5
ｍ）、本堰堤、水叩工、側壁護岸工、渓流
保全工ほか

［コンサル］◇柴田工事調査（堰堤詳細設計）
◇石川技研コンサルタント（用地等調査、
立木調査）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 横手市大沢字桑木沢
［今後の見通し］ ４年度以降＝砂防堰堤新設3
Ὂ砂防（通常）・前田沢
［概要］ ◎残整備…渓流保全工Ｌ約110ｍ、
山腹工410㎡
◎保全対象…人家27戸、耕地2.1ｈａ、県
道Ｌ600ｍ、市道Ｌ200ｍ、公民館１棟、
寺社１棟
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由利地域振興局建設部
Ὂ海岸侵食対策・親川地区（本荘海岸）
［概要］ ◎残整備…離岸堤新設Ｌ182ｍ
［事業費］ 全体約５億7,000万円
［コンサル］ アジア航測（離岸堤詳細設計）
［事業期間］ ８年度まで
［施工地］ 由利本荘市親川字濁川
［今後の見通し］ ４年度＝消波ブロック製
作、離岸堤新設Ｌ約80ｍ（３年度中発注）

Ὂ河川改良・鮎川（自然防止債）
［概要］ ◎残整備…護岸工Ｌ約200ｍ
［事業費］ 全体約７億円
［コンサル］◇創研コンサルタント（樋門詳
細設計）◇技苑コンサル（護岸詳細設計）
◇明治コンサルタント（護岸詳細設計）

［事業期間］ ７年度まで
［施工地］ 由利本荘市町村字中畑
［今後の見通し］ ４年度以降＝護岸工Ｌ約
200ｍ

Ὂ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）◇蔵工区：市道橋石田坂
橋上流～市道橋鳥宮橋付近Ｌ940ｍ、左
岸側 ◇老方工区：松沢川合流～祝沢川
合流付近Ｌ960ｍ、両岸

［事業費］ 全体約９億円
［コンサル］◇創研コンサルタント（護岸詳
細設計）◇遠藤建築設計事務所（老方工
区作物等調査・算定）

［施工地］ 由利本荘市東由利蔵、老方
［今後の見通し］ ４年度＝護岸工Ｌ約130ｍ
（蔵工区）、用地買収（老方工区）

Ὂ河川改良・石沢川排水樋門
［概要］函体補修、ゲート改修（スライドゲー
ト→オートゲート）
◎現況…上野１号：Ｌ24.2ｍ、断面Ｈ
1.85ｍ×Ｂ２ｍ、スライドゲート形式）

［コンサル］ 日本工営（設計）
［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 由利本荘市上野字蛇田
［今後の見通し］ ４年度＝補修・改修
Ὂ河川改良・芋川
［概要］ 築堤・河道掘削・護岸工…◇徳沢工
区Ｌ2,960ｍ ◇加賀沢工区Ｌ3,690ｍ
◎残整備…◇徳沢工区：築堤Ｌ約150ｍ
（徳沢橋周辺）、河道掘削Ｌ2,960ｍ ◇加
賀沢工区：築堤・河道掘削・護岸工Ｌ
3,690ｍ

［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）◇日本工営（徳沢工区河川
構造物取水工予備設計）◇創研コンサル

タント（排水樋管詳細修正設計）◇小松
測量設計（加賀沢工区用地測量）◇北陽
技術コンサルタント（加賀沢工区用地測
量）◇ＦＪ（加賀沢工区基準点・地形・
路線測量）◇多摩調査測量（加賀沢工区
基準点・地形・路線測量）◇さくら技研
（残土処理地設計）◇セントラルコンサ
ルタント（徳沢工区河道計画検討、加賀
沢工区河道詳細設計）

［事業期間］ 13年度まで
［施工地］ 由利本荘市北福田～松本
［今後の見通し］４年度＝徳沢工区築堤・河
道掘削、加賀沢工区用地測量、５年度以
降＝加賀沢工区用地補償、徳沢工区築
堤・河道掘削

Ὂ河川改良・芋川排水樋門
［概要］函体補修、ゲート改修（スライドゲー
ト→オートゲート）
◎現況…松本１号：Ｌ10.9ｍ、断面Ｈ２
ｍ×Ｂ２ｍ、スライドゲート形式

［コンサル］ 日本工営（設計）
［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 由利本荘市松本
［今後の見通し］ ４年度＝補修・改修
Ὂ砂防（火山）・東鮎川沢２・３地区
［概要］ 砂防堰堤２基…◇東鮎川沢２：Ｌ38
ｍ・Ｈ８ｍ◇東鮎川沢３：Ｌ55ｍ・Ｈ13ｍ

［事業費］ 全体約４億5,000万円
［コンサル］◇小松測量設計（２地区地形測
量）◇柴田工事調査（２地区砂防堰堤詳
細設計、２地区工作物等調査・算定）◇
村上測量事務所（２地区基準点・路線測
量、２地区用地測量）◇石川技研コンサ
ルタント（工損事前調査）◇藤和測量設
計（３地区地形測量、３地区基準点・路
線測量）◇明治コンサルタント（３地区
砂防堰堤詳細設計）◇基礎工学（３地区
地質調査）◇佐藤測量設計（３地区工損
事前調査）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 由利本荘市東鮎川
［今後の見通し］４年度＝砂防堰堤（２地区）
Ὂ砂防（急傾斜地）・岩谷麓地区
［概要］ 調査斜面Ｌ約700ｍ
［コンサル］ 日本工営（調査・計画立案）
［施工地］ 由利本荘市岩谷麓
［今後の見通し］ ４年度以降＝基準点・地
形・路線測量

Ὂ砂防（急傾斜地）・久保田地区
［概要］ 対策検討Ｌ200ｍ
［コンサル］ ◇奥山ボーリング（調査・計画
立案）◇シビル設計（基準点・地形・路
線測量）

由
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Ὂ秋田駅西北地区土地区画整理
［概要］ ◎残整備…都市計画道路千秋山崎
線：Ｌ475ｍ（◇アンダー接続部：駅西Ｌ
142ｍ、駅東Ｌ283ｍ ◇ＪＲ横断部Ｌ50
ｍ〈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］◇創研コンサルタント（千秋山
崎線道路詳細設計、千秋山崎線道路詳細
設計修正）◇遠藤設計事務所（千秋山崎
線道路融雪設備詳細設計）

［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

［今後の見通し］ 千秋山崎線ＪＲ横断部継
続（ＪＲ施工、～８年度）、５年度以降＝
千秋山崎線ＪＲアンダー接続部（市施工）

Ὂ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：
Ｌ264ｍ、Ｗ16ｍ（歩道両側Ｗ3.5ｍ含）
◇二ツ屋山崎線：拡幅Ｌ184ｍ、Ｗ16ｍ（車
道Ｗ９ｍ、歩道Ｗ3.5ｍ×２）◇駅東２号
線：拡幅Ｌ74ｍ、Ｗ６ｍ→Ｗ８ｍ ◇秋田
駅東１号線：Ｌ351ｍ、Ｗ12ｍ

［事業費］ 全体483億円
［コンサル］◇創研コンサルタント（千秋山
崎線道路詳細設計）◇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）
◎移転物件調査（手形字西谷地）…◇シ
ンコウ補償 ◇償研 ◇ソルコン ◇測地コ
ンサルタント ◇石川技研コンサルタン
ト ◇水建技術
◎移転物件修正（手形字西谷地）…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 ◇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 ◇さくら技
研 ◇眞宮技術 ◇都市整備
◎移転物件調査（手形字十七流・西谷地）
◇都市整備 ◇水建技術 ◇興建エンジニ
アリング ◇ウヌマ地域総研
◎移転物件調査（手形字十七流・西谷地・
蛇野）…矢留測量設計
◎画地点設置測量（手形字西谷地ほか）
…小川測量設計

◎画地点設置測量（手形字十七流ほか）
…◇国土測量設計 ◇創和技術

［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］ ４年度＝都市計画道路山
崎広面線新設Ｌ264ｍ、都市計画道路二
ツ屋山崎線拡幅Ｌ184ｍ、都市計画道路
駅東２号線拡幅Ｌ74ｍ、区画道路築造（手
形字十七流、手形字西谷地）、建物移転
補償

Ὂ秋田公立美術大学附属高等学院外壁改修
［概要］ ◎対象…実習棟南棟
［施工地］ 新屋大川町12－３
［今後の見通し］ ４年度以降＝外壁改修
Ὂ秋田商業高等学校・劣化対策
［概要］ 劣化度調査実施検討
◎現況…◇校舎：ＲＣ３Ｆ9,128㎡ ◇屋
内運動場：Ｓ１Ｆ1,500㎡ ◇格技場：Ｒ
Ｃ１Ｆ1,302㎡ ◇トレーニングルーム：
Ｓ２Ｆ816㎡ ◇野球屋内運動場：Ｓ１Ｆ
1,102㎡ ◇セミナーハウス：Ｓ２Ｆ507㎡

［施工地］ 新屋勝平台１－１
［今後の見通し］ ５年度以降＝実施方針
検討

Ὂ秋田西中学校送油設備改修
［概要］ ＦＦストーブ用灯油設備改修
［事業費］ ４年度約3,500万円
［施工地］ 新屋大川町19－75
［今後の見通し］ ４年度＝改修
Ὂ秋田東中学校・グラウンド改修
［概要］ 暗渠改良、表層改良、フェンス改修
◎現況…グラウンド8,245㎡

［事業費］ ４年度約１億500万円
［施工地］ 手形休下町10－51
［今後の見通し］ ４年度＝改修
Ὂ秋田南中学校改築
［概要］ 現在地改築
◎現況…◇管理棟：昭和52年建設ＲＣ４
Ｆ1,352㎡ ◇教室棟：昭和53年度建設Ｒ
Ｃ４Ｆ2,525㎡ ◇体育館：１Ｆ特別教室
棟（昭和52年建設ＲＣ916㎡）、２Ｆ体育
館（昭和52年建設Ｓ1,357㎡）

［施工地］ 南通宮田15－１
［今後の見通し］６年度＝設計、７年度＝改
築（～８年度）

Ὂ旭川小学校大規模改造・内部改修
［概要］ ◇大規模改造（普通教室棟、管理室
棟）：外壁改修、屋上防水改修、内装改修
（天井・床張替など）、機械設備・電気設
備、配管・配線改修 ◇内部改修（特別・
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Ὂ合川北小学校（旧）校舎解体
［概要］◎現況…校舎：昭和46年建設ＲＣ３
Ｆ1,730㎡（＋Ｗ95㎡）、体育館：昭和52
年建設Ｓ１Ｆ626㎡、プール：930㎡ほか

［コンサル］ Ｍ’ｓ設計室（解体設計）
［施工地］ 木戸石字屋布岱35
［今後の見通し］５年度以降＝解体、跡地利
活用案検討

Ὂ合川高等学校（旧）校舎解体
［概要］◎現況…◇管理・教室棟：昭和39年・
47年建設ＲＣ３Ｆ2,772㎡ ◇特別教室
棟：昭和39年建設ＲＣ３Ｆ1,586㎡ ◇福
祉棟：平成３年建設ＲＣ２Ｆ582㎡ ◇第
１体育館：昭和41年建設Ｓ２Ｆ1,157㎡
◇第２体育館：昭和55年建設Ｓ１Ｆ679㎡
◇武道（格技）場：昭和49年建設Ｓ１Ｆ
434㎡ ◇セミナーハウス：昭和52年建設
Ｓ２Ｆ738㎡ ◇音楽室：昭和55年建設Ｓ
１Ｆ138㎡ ◇渡り廊下など：昭和50年建
設Ｓ１Ｆ107㎡

［コンサル］ 間建築設計事務所（解体設計）
［施工地］ 下杉字中島54－２
［今後の見通し］ ５年度以降＝着工時期検討
Ὂ合川庁舎耐震化整備
［概要］ 耐震補強
◎ 現 況 … 昭 和 52 年 建 設 Ｒ Ｃ ３ Ｆ
2,702.29㎡

［コンサル］奈良田建築設計事務所（耐震診
断）

［施工地］ 新田目字大野82－２
［今後の見通し］ ５年度以降＝着工時期
検討

Ὂ合川南小学校（旧）校舎解体
［概要］◎現況…校舎：昭和49年建設ＲＣ３
Ｆ1,797㎡（＋Ｓ13㎡、Ｗ99㎡）

［施工地］ 三木田字谷内１－１
［今後の見通し］ ５年度以降＝解体時期検討
Ὂ阿仁高齢者相互援助ホーム解体
［概要］◎現況…昭和30年建設・同50年増改
築Ｓ２Ｆ855.75㎡

［コンサル］ Ｍ’ｓ設計室（解体設計）
［施工地］ 阿仁水無字畑町東裏90
［今後の見通し］ ４年度＝解体
Ὂ阿仁地区義務教育学校（仮）施設整備
［概要］ 義務教育校整備（阿仁合小・大阿仁
小・阿仁中）：阿仁合小学校改修
◎現況…◇阿仁合小学校（阿仁水無字上
岱13―２）校舎：昭和51年建設ＲＣ２Ｆ
2,683㎡、体育館：昭和52年建設Ｓ１Ｆ
680㎡ ◇大阿仁小学校（阿仁比立内字様
ノ向１）校舎：平成６年建設ＲＣ２Ｆ

2,042㎡、体育館：Ｓ２Ｆ1,100㎡ ◇阿仁
中学校（阿仁水無字畑町東裏194）校舎：
昭和45年建設ＲＣ３Ｆ2,166㎡、昭和51
年増築ＲＣ２Ｆ88㎡、体育館：平成22年
建設Ｓ１Ｆ1,134㎡

［事業費］ 1,379万1,000円（４年度、設計
委託1,159万1,000円、分析調査220万円）

［施工地］ 阿仁水無字上岱13―２
［今後の見通し］４年度＝改修実施設計、５
年度＝改修

Ὂ上新町団地屋根・外壁改修
［概要］Ｗ２Ｆ５棟（10戸）屋根・外壁葺替、
付属工（仮設、補修、移設）
◎現況…平成元年建設Ｗ２Ｆ３棟（６戸、
３ＬＤＫ）454.8㎡、平成６年建設Ｗ２Ｆ
２棟（４戸、３ＬＤＫ）319.2㎡、屋根：
カラー鋼板、外壁：防火サイデング

［コンサル］ 武石工務店（改修設計）
［施工地］ 阿仁水無字上新町東裏４－６、
14、17－１

［今後の見通し］ ４年度以降＝改修
Ὂ子育てサポートハウス「わんぱぁく」移転新築
［概要］ Ｗ１Ｆ約299㎡（敷地1,247㎡）…遊
戯室（ホール）、病後室、相談室、授乳室、
事務室、子供用トイレ、多目的トイレ
など
◎現況…昭和41年代建設Ｓ１Ｆ約250㎡

［事業費］ １億447万8,000円（４年度）
［コンサル］ 永井トシノリ一級建築設計事
務所（実施設計）

［施工地］ 宮前町５
［今後の見通し］ ４年度＝移転新築
Ὂ市営住宅建替
［概要］住戸タイプ・配置・事業手法など検討
◎対象…◇鳥屋岱団地52…２棟10戸（昭
和52年建設、ＣＢ１Ｆ）◇鳥屋岱団地
53…10棟10戸（昭和53年建設、Ｗ１Ｆ）
◇明田団地54…９棟９戸（昭和54年建設、
Ｗ１Ｆ）◇明田団地55…10棟10戸（昭和
55年建設、Ｗ１Ｆ）◇林岱団地56…10棟
10戸（昭和56年建設、Ｗ１Ｆ）◇林岱団
地57…８棟８戸（昭和57年建設、Ｗ１Ｆ）
◇林岱団地57（障害者用）…１棟２戸（昭
和57年建設、ＣＢ１Ｆ）◇長野岱団地
53…10棟10戸（昭和53年建設、Ｗ１Ｆ）

［コンサル］ ◇アイ設計（基本計画）◇村岡
建築事務所（基本設計、実施設計）

［今後の見通し］ ４年度以降＝時期整備団
地検討

Ὂ消火栓設置
［概要］ 更新４基
［施工地］ 市内
［今後の見通し］ ４年度＝３～４基更新

北
秋
田
市

北秋田市

北秋田市

小 坂 町

五城目町

仙 北 市

大 仙 市

にかほ市

能 代 市

八郎潟町

八 峰 町

東成瀬村

藤 里 町

美 郷 町

三 種 町

湯 沢 市

由利本荘市

横 手 市

広域圏組合等

北秋田市



2 0 2 2 年 官・民事業計画書

200 201大仙市 大仙市

Ὂ池田氏庭園整備
［概要］ 庭園保存保持42,114.8㎡
◎残整備…庭園保存修復（日本庭園約２
ｈａ〔本家庭園、分家庭園〕）、内蔵３棟
（横蔵、中蔵、西蔵）修復

［コンサル］◇環境事業計画研究所（庭園基
本設計、本家庭園実施設計〈４年度施工
分〉）◇佐藤測量事務所（分家庭園地形測
量）

［事業期間］ 15年度まで
［施工地］ 高梨字大嶋１ほか
［今後の見通し］ ４年度＝本家庭園保存修
復（園路付近ほか）、本家庭園実施設計（５
年度施工分）、５年度＝本家庭園保存修
復、６年度＝分家庭園保存修復、７年度
以降＝内蔵修復

Ὂ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
◎対象処分場残整備…北楢岡、南外、上
野台、太田、神宮寺

［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）◇秋田県分析化学セン
ター（南外・北楢岡・神宮寺・大曲処分
場水質調査）

［施工地］ 北楢岡字向掘野７（北楢岡）ほか
［今後の見通し］ ４年度＝北楢岡処分場実
施設計、５年度以降＝北楢岡処分場閉鎖
整備、６年度以降＝北楢岡処分場廃止確
認モニタリング調査

Ὂ太田文化プラザ改修
［概要］ ◎残整備…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㎡

［施工地］ 太田町太田字新田田尻３－４
［今後の見通し］ ４年度以降＝内部改修
Ὂ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］４年度以降＝実施設計、耐
震改修

Ὂ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、一部主屋解体、

庭、外構、屋根葺替など）
◎残整備…北島家（旧）屋根改修、荒川
家（旧）外構（主屋跡地舗装）

［施工地］ 角間川町西中上町
［今後の見通し］ ４年度＝旧北島家屋根改
修（２期）、旧荒川家外構（２期）、５年度
以降＝旧北島家屋根改修（３期）

Ὂ史跡「払田柵跡」環境整備
［概要］ 再整備…外柵南門、南大路東建物、
外郭南門・石塁、外郭西門、政庁東方建
物群

［コンサル］歴史環境計画研究所（外郭南門
ほか再整備計画策定・設計）

［施工地］ 払田字仲谷地ほか
［今後の見通し］ ４年度＝外柵南門再整備
２期工事（屋根葺替、扉新調、全体塗装
ほか）、南大路東建物調査診断・再整備実
施設計、５年度＝南大路建物再整備

Ὂ水産ふ化場移転改築
［概要］移転改築または現地改築（長寿命化）
◎現況…建屋：昭和55年建設Ｗ１Ｆ
194.4㎡、水槽448㎡（10ｍ×1.6ｍ×28
列）、井戸４基

［コンサル］自然科学調査事務所（移転改築
等可能性調査）

［施工地］ 花館字上大戸下川原74－38
［今後の見通し］ ４年度以降＝基本方針等
検討

Ὂ仙北健康広場テニスコート増設・人工芝化
［計画概要］ 増設（３面→４面）・人工芝化、
ナイター設備新設
◎現況…クレイコート３面

［コンサル］ ◇大日本コンサルタント（基
本・実施設計）◇協立測量（地形測量）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 堀見内字元田茂木
［今後の見通し］ ４年度＝増設・人工芝化、
ナイター設備新設（３年度中発注）

Ὂ仙北公民館イベントホール照明ＬＥＤ化
［概要］ 80台（水銀灯、ハロゲン灯ほか）Ｌ
ＥＤ化

［コンサル］山下建築設備設計事務所（実施
設計）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 堀見内字元田茂木７－１
［今後の見通し］ ４年度＝ＬＥＤ化

Ὂ多目的人工芝グラウンド整備
［概要］サッカー場２面設置、管理棟新築（Ｗ
１Ｆ299.7㎡）、電気設備（ナイター照明
など）、機械設備（給排水など）、敷地約
25,000㎡

［コンサル］◇大日本コンサルタント（実施
設計）◇長岐建築設計事務所（管理棟実
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［コンサル］ ◇創和技術（路線測量・用地測
量・現地測量・検討設計・詳細設計、修
正設計）◇共和技研（用地測量）

［施工地］ 字機織轌ノ目～鰄渕字古川反
［今後の見通し］５年度＝用地取得、６年度
以降＝歩道拡幅

Ὂ二ツ井停車場線・薄井橋整備
［概要］ 上部工補修補強、下部工補修
◎現況…昭和25年架設Ｌ6.5ｍ、Ｗ6.3ｍ、
下部工：重力式橋台、上部工：ＲＣＴ橋

［コンサル］東日設計コンサルタント（設計）
［施工地］ 二ツ井町下野川端
［今後の見通し］ ４年度＝補修補強
Ὂ朴瀬落合線・拡幅改良
［概要］Ｌ750ｍ、Ｗ４ｍ未満（片側側溝）→
Ｗ約６ｍ（両側側溝）

［コンサル］ 東亜測量設計（測量設計）
［施工地］ 落合字中大野
［今後の見通し］ ４年度以降＝拡幅改良
Ὂ町後旭沢線・改良
［概要］◎残整備…側溝改良（蓋なし→蓋付）
Ｌ45ｍ

［コンサル］ 北部測量設計（測量設計）
［施工地］ 字鶴形
［今後の見通し］ ４年度＝Ｌ45ｍ
【林道】
Ὂ梅内沢線・災害復旧
［概要］ 法面復旧Ｌ20ｍ
［コンサル］ 共和技研（測量設計）
［施工地］ 二ツ井町梅内
［今後の見通し］ ４年度＝復旧
Ὂ大台線・災害復旧
［概要］ 法面復旧Ｌ10ｍ
［コンサル］ 共和技研（測量設計）
［施工地］ 母体字大台
［今後の見通し］ ４年度＝復旧
Ὂ北米代線・災害復旧
［概要］ 法面復旧Ｌ30ｍ
［コンサル］ 共和技研（測量設計）
［施工地］ 二ツ井町梅内字船打沢
［今後の見通し］ ４年度＝復旧
Ὂ小滝線・舗装
［概要］ Ｌ920ｍ、Ｗ3.5ｍ
［コンサル］ 共和技研（測量設計）
［施工地］ 二ツ井町梅内字小滝
［今後の見通し］ ５年度以降＝舗装
Ὂ多郎兵エ沢線・補修
［概要］ ◎残整備…Ｌ約277ｍ、Ｗ3.5ｍ
［コンサル］ 共和技研（測量設計）
［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 二ツ井町駒形字多郎兵エ沢
［今後の見通し］ ４年度＝Ｌ約277ｍ

Ὂ常盤線・局部改良
［概要］◎残整備…Ｌ約1,600ｍ（改良舗装）、
滝の沢橋架替Ｌ16ｍ・Ｗ5.2ｍ（車道Ｗ４
ｍ）
◎現況…滝の沢橋：昭和41年架設Ｌ14ｍ、
Ｗ４ｍ（車道Ｗ３ｍ）、鋼橋

［事業費］ 約２億円
［コンサル］ ◇共和技研（林道測量設計）◇
柴田工事調査（滝の沢橋測量調査設計、
橋台・護岸詳細設計、地質調査）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 常盤
［今後の見通し］ ４年度以降＝滝の沢橋架
替（仮設道路整備Ｌ23ｍ、仮橋設置Ｌ14ｍ、
Ｗ４ｍ〈車道Ｗ３ｍ〉、架替）、改良舗装

Ὂ米代線・災害復旧
［概要］ 法面復旧Ｌ20ｍ
［コンサル］ 共和技研（測量設計）
［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 常盤字毘沙門
［今後の見通し］ ４年度＝復旧

Ὂ家ノ後団地１号線・防護柵更新
［概要］ ◎残整備…Ｌ184ｍ
［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 字家ノ後
［今後の見通し］ ４年度以降＝Ｌ184ｍ
Ὂ小・中学校校舎施設長寿命化対策
［概要］ 校舎棟・体育館・武道場屋根・外壁
改修
◎現況…校舎棟：平成８～９年建設ＲＣ
３Ｆ3,634㎡、体育館：平成10～11年建設
ＲＣ１Ｆ801㎡、武道場：平成13年建設Ｓ
１Ｆ732㎡

［コンサル］渡辺佐文建築設計事務所（老朽
化調査・実施設計）

［事業期間］ ４年度まで
［施工地］ 夜叉袋字大嶋田107
［今後の見通し］ ４年度＝屋根・外壁改修
Ὂ新庁舎建設に伴う庁舎（旧）解体ほか
［概要］解体（庁舎〈旧〉、八郎潟土地改良区
事務所〈旧〉）、解体跡地駐車場整備（64
台規模）、連絡通路新設（新庁舎・農村環
境改善センター接続）、外構
◎現況…庁舎〈旧〉：昭和45年建設Ｒ
Ｃ４Ｆ3,172㎡、八郎潟土地改良区事
務 所〈旧〉：昭 和 45 年 建 設 Ｗ １ Ｆ
78.95㎡

［コンサル］◇渡辺佐文建築設計事務所（解
体実施設計）◇東北緑化環境保全（アス
ベスト分析調査）
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大曲仙北広域市町村圏組合
Ὂ中央し尿処理センター建替
［概要］ 現在地建替：136ｋℓ／日（農業集
落排水施設汚泥11ｋℓ／日含）…水処理
方式：前脱水＋希釈＋下水道放流方式、
資源化設備：助燃剤化方式
◎現況…昭和60年稼働ＲＣ・Ｓ２Ｆ・Ｂ
１Ｆ3,800㎡、処理能力182ｋℓ／日

［コンサル］◇エイト日本技術開発（事業者
選定支援、基本計画策定・ＰＦＩ導入可
能性調査）◇自然科学調査事務所（環境
アセスメント）

［今後の見通し］４年度以降＝建替（ＤＢО
方式）、７年度以降＝現施設解体

Ὂ南部斎場建替
［概要］現在地建替：約860㎡（火葬炉２基）、
道路付替Ｌ約35ｍ
◎ 現 況 … 昭 和 58 年 建 設 Ｒ Ｃ １ Ｆ
342.26㎡、火葬炉２基

［事業費］ 全体約７億7,674万円
［コンサル］ ◇山下設計・館設計ＪＶ（基本
設計）◇興和技術コンサルタント（用地
測量）◇秋田総合建設センター（道路付
替設計）◇新興技術（支障物件移転補償
調査）

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 仙北郡美郷町六郷字小安門１－１
［今後の見通し］４年度＝実施設計、仮設待
合棟建設、既存待合部分解体、道路付替、
５年度以降＝火葬棟新築、既存火葬部分
解体、待合部分建設

Ὂ北部斎場大規模改修
［概要］ 大規模改修
◎ 現 況 … 昭 和 59 年 建 設 Ｒ Ｃ １ Ｆ
484.24㎡、火葬炉２基

［施工地］ 仙北市角館町鳥木沢133
［今後の見通し］ ６年度以降＝大規模改修

男鹿地区消防一部事務組合
Ὂ消防広域化
［概要］ 管轄エリア広域化
◎対象…◇男鹿地区消防一部事務組合：
消防本部、本署、北分署、東分署、天王
分署、天王南分署、若美分署、大潟分署
◇湖東地区行政一部事務組合：消防本部、
本署、八郎潟分署、昭和分署

［コンサル］消防防災科学センター（常備消
防力適正配置調査）

［施工地］ 男鹿市、潟上市、井川町、八郎
潟町、大潟村（管轄エリア）

［今後の見通し］ ４年度以降＝調査結果を
基に広域化の方向性を検討

鹿角広域行政組合
Ὂ消防活動拠点施設整備
［概要］ 長牛消防活動拠点施設建替
［施工地］ 鹿角市八幡平
［今後の見通し］ ４年度＝長牛活動拠点施
設建替

Ὂ消防水利整備
［概要］ 消火栓２基設置
［施工地］ 管内
［今後の見通し］ ４年度＝消火栓２基設置

本荘由利広域市町村圏組合
Ὂ広域行政センター照明器具設備更新
［概要］ ＬＥＤ化
◎残整備…◇学習ホール（３Ｆ）：ロング
蛍光灯100Ｗ→120Ｗ（２灯式）24台、非
常照明器具４台、誘導灯２台 ◇第５会
議室（４Ｆ）：40Ｗ・台数未定 ◇第１会
議室（２Ｆ）：40Ｗ・台数未定 ◇管理室
（２Ｆ）：20Ｗ・台数未定

［事業期間］ ６年度まで
［施工地］ 由利本荘市尾崎17
［今後の見通し］４年度＝学習ホール、５年
度以降＝第１会議室、第５会議室、管理
者室

湯沢雄勝広域市町村圏組合
Ὂし尿処理施設（清掃センター）整備
［概要］ 維持修繕
◎現況…処理能力160ｋℓ（し尿125ｋℓ、
浄化槽汚泥35ｋℓ）

［施工地］ 湯沢市関口字前川35－１
［今後の見通し］ ４年度＝維持修繕

Ὂ消防署羽後分署庁舎耐震化整備
［概要］ 耐震・老朽化対策
◎現況…昭和47年建設ＲＣ１Ｆ530.65㎡

［コンサル］武田一級建築設計事務所（耐震
診断）

［施工地］ 雄勝郡羽後町西馬音内堀回字元
城下112－５

［今後の見通し］ ４年度以降＝実施時期な
ど検討

Ὂ消防署皆瀬分署庁舎耐震化整備
［概要］ 耐震・老朽化対策
◎現況…昭和47年建設ＲＣ２Ｆ308.4㎡

［コンサル］武田一級建築設計事務所（耐震
診断）

［施工地］ 湯沢市皆瀬字沢梨台55－１
［今後の見通し］ ４年度以降＝実施時期な
ど検討
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（公社）秋田犬保存会
Ὂ秋田犬会館改修
［概要］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］ ４年度以降＝改修に向け
検討

秋田空港ターミナルビル（株）
Ὂ個人待合室「ロイヤルスカイ」移設
［概要］ レストラン跡地（約315㎡）に移
設、総座席数70～75席程度、ワークス
ペース、電源供給用コンセント（全座
席）、防音個室ブース（２～４人）、電
話ブース、ドリンクサーバー、コーヒー
マシン、アルコール飲料自販機、手洗
い場、専用トイレ（自動水栓、感知式
自動水石鹸）ほか

［コンサル］日本空港コンサルタンツ（設計）
［施工地］ 秋田市雄和椿川山籠49
［今後の見通し］ ４年度＝移設
Ὂ冷温水二次ポンプ更新
［概要］ ◎残整備…２基
［施工地］ 秋田市雄和椿川字山籠49
［今後の見通し］ ４年度＝２基

（福）秋田聖友会
Ὂ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］ ６年度以降＝改築

秋田中央海域洋上風力発電（同）
Ὂ秋田中央海域洋上風力発電事業（仮）
［概要］ 総出力 400,000 ｋ Ｗ（着床式、
27～42基、9,525～15,000ｋＷ／基）、
変電施設、送電線（海底ケーブル→変
電施設→東北電力ネットワーク電力系
連携）

［施工地］ 男鹿市沖合・潟上市沖合・秋田
市沖合

［今後の見通し］ ４年度以降＝事業実施目
指す

秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド
Ὂ秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖洋上風力
発電事業
［概要］ 総出力478,800ｋＷ（12,600ｋＷ×
38基、ＧＥ製）

［運転開始］ 10年12月
［施工地］ 能代市、山本郡三種町、男鹿
市沖

［今後の見通し］ ４年度以降＝整備促進区
域の選定事業者として事業推進

（株）秋田フードセンター
Ὂ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］ ４年度以降＝テナント調整

秋田由利本荘オフショアウィンド
Ὂ秋田県由利本荘市沖（北側・南側）洋上風力
発電事業
［概要］ 総出力819,000ｋＷ（12,600ｋＷ×
65基、ＧＥ製）

［運転開始］ 12年12月
［施工地］ 由利本荘市沖
［今後の見通し］ ４年度以降＝整備促進区
域の選定事業者として事業推進

（福）旭保育園
Ὂ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］ ４年度以降＝改築

（福）アソカ福祉会
Ὂ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］ ４年度以降＝改築

イオンタウン（株）
Ὂ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、
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