
横手市（横手地区） 横手市（増田地区）

事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

横手市上下水道部下水道整備課 横手市上下水道部下水道整備課
　〒019-1108 　〒019-1108
　　横手市山内土渕字二瀬8-4 　　横手市山内土渕字二瀬8-4

TEL 0182-35-2174 TEL 0182-35-2174

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

横手市（平鹿地区） 横手市（雄物川地区）
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

横手市上下水道部下水道整備課 横手市上下水道部下水道整備課
　〒019-1108 　〒019-1108
　　横手市山内土渕字二瀬8-4 　　横手市山内土渕字二瀬8-4

TEL 0182-35-2174 TEL 0182-35-2174

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

横手市（十文字地区） 横手市（山内地区）
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

横手市上下水道部下水道整備課 横手市上下水道部下水道整備課
　〒019-1108 　〒019-1108
　　横手市山内土渕字二瀬8-4 　　横手市山内土渕字二瀬8-4

TEL 0182-35-2174 TEL 0182-35-2174

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

連絡先

平成元年9月8日
平成10年4月1日

昭和58年9月14日
平成元年4月1日

　　冬の祭り「かまくら」と春の「横手城と桜」
　　をデザインした。

平成元年9月5日
平成5年10月1日

連絡先 連絡先

　　当地区出身の漫画家矢口高雄氏の作品
　　「釣りキチ三平」をデザインした。

連絡先

　　花「あやめ」、特産物「りんご」、あやめ咲
　　く「浅舞公園」をデザインした。

　　当地区の西側丘陵地を営巣地としている
　　「アオサギ」をデザインした。

連絡先 連絡先

平成元年9月6日
平成9年4月1日

平成元年10月13日 平成8年7月26日
平成8年4月1日 平成12年9月1日

　　地区を代表する果実「さくらんぼ」と越冬の
　　ため皆瀬川に飛来する「白鳥」をモチーフ。

　　花「ユキツバキ」、鳥「ヤマバト」、木「ベニ
　　ヤマザクラ」を図案化した。
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横手市（大雄地区） 大仙市（大曲地区）

事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

横手市上下水道部下水道整備課 大仙市建設部下水課
　〒019-1108 　〒014-0063
　　横手市山内土渕字二瀬8-4 　　大仙市大曲日の出町2-8-4

TEL 0182-35-2174 TEL 0187-66-4907
     　　　　　 

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

大仙市（西仙北地区） 大仙市（神岡地区）
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

大仙市建設部下水課 大仙市建設部下水課
　〒014-0063 　〒014-0063
　　大仙市大曲日の出町2-8-4 　　大仙市大曲日の出町2-8-4

TEL 0187-66-4907 TEL 0187-66-4907
     　　　　　      　　　　　 

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

大仙市（中仙地区） 大仙市（仙北地区）
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

大仙市建設部下水課 大仙市建設部下水課
　〒014-0063 　〒014-0063
　　大仙市大曲日の出町2-8-4 　　大仙市大曲日の出町2-8-4

TEL 0187-66-4907 TEL 0187-66-4907
     　　　　　      　　　　　 

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

連絡先

　　払田柵跡の外郭南門の復元型とあじさいを
　　史跡から出土する柵木で囲むデザイン。

　　梅の木と花「山百合」をデザインした。

　　当地区の八乙女公園の桜のほか、花「コス
　　モス」、木「ソメイヨシノ」をデザインした。

平成6年4月1日

　　当地区の豊かな純農村の様子を図案化。

平成4年10月16日
平成8年6月1日

昭和62年10月27日

平成10年4月1日

平成3年10月1日

連絡先

連絡先

平成5年12月17日

平成2年7月19日

連絡先

　　清らかで、心和む丸子川の夜空に咲き開
　　く「大曲の花火」をデザインした。

　　当地区が発祥の少年野球の風景と
　　「神宮寺嶽」「雄物川」をデザインしたもの

連絡先

連絡先

昭和57年3月29日

準備中

平成13年9月4日

昭和63年4月1日

未供用（工事中）
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大仙市（協和地区） 大仙市（南外地区）

事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

大仙市建設部下水課 大仙市建設部下水課
　〒014-0063 　〒014-0063
　　大仙市大曲日の出町2-8-4 　　大仙市大曲日の出町2-8-4

TEL 0187-66-4907 TEL 0187-66-4907
     　　　　　      　　　　　 

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

美郷町（六郷地区） 仙北市（角館地区）
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

美郷町建設課 仙北市建設部下水道課
　〒019-1234 　〒014-0592
　　美郷町飯詰字北中島35-1 　　仙北市西木町上荒井

TEL 0187-84-4910 　　字古堀田47
TEL 0187-43-2296

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

　

仙北市（田沢湖地区） 湯沢市（湯沢地区）
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

仙北市建設部下水道課 湯沢市建設部下水道課
　〒014-0592 　〒012-8501
　　仙北市西木町上荒井 　　湯沢市佐竹町1-1

　　字古堀田47 TEL 0183-73-2111
TEL 0187-43-2296 　　　　　　　　（代表）

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

　　県内唯一の能楽殿を図案化し、花「リンド
　　ウ」と木「おんこ」をあしらったもの。

平成17年5月27日
未供用（工事中）

連絡先

連絡先

　　イチョウと清水が図案。ユウちゃんは漫画
家
　　上田まさし氏「コボちゃん」の秋田の親戚。

　　国の重要無形文化財である当地区の祭典
　　「曳山」が図案。

準備中

昭和55年3月6日
昭和61年6月1日

連絡先

　　旧町の花（こまくさ）・鳥（いぬわし）・
　　木（ぶな）をデザインしたもの

平成3年11月12日 昭和62年11月9日
平成10年4月1日 平成6年4月15日

連絡先

連絡先

平成5年9月29日
平成8年3月31日

準備中

平成8年4月1日
平成3年7月17日

連絡先

　　花「ダリア」をデザインした。デザインは一
　　般公募し、入選した作品を参考としている。
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湯沢市（稲川地区） 湯沢市（雄勝地区）

事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

湯沢市建設部下水道課 湯沢市建設部下水道課
　〒012-8501 　〒012-8501
　　湯沢市佐竹町1-1 　　湯沢市佐竹町1-1

TEL 0183-73-2111 TEL 0183-73-2111
　　　　　　　　（代表） 　　　　　　　　（代表）

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

湯沢市（皆瀬地区） 羽後町
事業着手 事業着手
供用開始 供用開始

湯沢市建設部下水道課 羽後町建設課
　〒012-8501 　〒012-1131
　　湯沢市佐竹町1-1 　　羽後町西馬音内字中野177

TEL 0183-73-2111 TEL 0183-62-5641
　　　　　　　　（代表）

マンホール蓋（ふた）のデザイン マンホール蓋（ふた）のデザイン

準備中

平成8年11月5日
平成16年3月31日

連絡先

　　国の重要無形文化財である「西馬音内盆
　　踊り」と梅の木を図案化した。

未供用（工事中）

連絡先

平成15年4月11日

　　稲川地区の特産物を生み出す匠の技を
　　皆で支える姿を表している。

準備中

平成16年4月13日

準備中

平成11年1月27日

未供用（工事中）

平成14年10月1日

連絡先

連絡先

　　旧村の花（ききょう）・鳥（おしどり）・木（いたや
　　かえで）と県文化財の菅生橋をデザインしたもの
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