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平成１７年度第２回公共事業箇所評価について（答申） 

 

 

 

  平成１７年８月２５日付け建政－９３９の諮問案件について、次のとおり

答申します。 

 

  

 

 本委員会は、平成１７年度第２回公共事業箇所評価の対象となった別表記

載の公共事業６０件（継続評価４０件、再評価２０件）について調査審議し

た結果、全件を「継続」とする県の最終評価を可とします。  
  
 
 



農林水産部 合計　３２件

　継続評価 計　１６件

担い手育成基盤整備事業 金岡地区 山本町豊岡 H9 ～ H18 98.8 ほ場整備A=490.3ha 継続

担い手育成基盤整備事業 山内地区 五城目町山内 H9 ～ H18 16.4 ほ場整備A=103.8ha 継続

担い手育成基盤整備事業 黒川地区 横手市黒川 H9 ～ H18 44.5 ほ場整備A=332.4ha 継続

担い手育成基盤整備事業 福地地区
雄物川町西野
十文字町谷地新田

H9 ～ H18 53.3 ほ場整備A=405.9ha 継続

担い手育成基盤整備事業 舘合地区
雄物川町薄井
大雄村宮田

H9 ～ H18 48.8 ほ場整備A=405.5ha 継続

担い手育成基盤整備事業 田根森地区 大雄村田根森 H9 ～ H18 24.4 ほ場整備A=162.9ha 継続

担い手育成基盤整備事業 糸流川地区 琴丘町鹿渡 H15 ～ H20 8.5 ほ場整備A=44.2ha 継続

担い手育成基盤整備事業 大浦沼地区 大仙市神宮寺 H15 ～ H20 22.2 ほ場整備A=121.9ha 継続

担い手育成基盤整備事業 平鹿高野地区 平鹿町浅舞 H15 ～ H20 35.2 ほ場整備A=201.0ha 継続

担い手育成基盤整備事業 豊川２期地区 大仙市豊川 H15 ～ H19 6.0 排水路L=17.5kmほか 継続

地すべり対策事業 才の神地区 由利本荘市鳥海町 S63 ～ H19 6.1 集水井工５基ほか 継続

地すべり対策事業 鉢山地区 大森町猿田 H6 ～ H19 6.8 抑止杭工L=504mほか 継続

地すべり対策事業 沢内地区 由利本荘市東由利 H6 ～ H19 5.6 集水井工９基ほか 継続

地すべり対策事業 陣馬 北秋田市打当 H15 ～ H20 6.7 集水井工５基ほか 継続

地すべり対策事業 砥沢 由利本荘市上笹子 H9 ～ H25 19.0 隧道工900mほか 継続

流域循環資源林整備事業 前沢線 大仙市協和 H15 ～ H24 12.8 森林管理道L=8.54km 継続

　再評価 計　１６件

農免農道整備事業 鵜川南部地区 八竜町冨岡新田 H12 ～ H18 6.6 農道L=365m 継続

担い手育成基盤整備事業 苅橋堰地区 能代市常盤 H12 ～ H18 7.0 ほ場整備A=50.0ha 継続

担い手育成基盤整備事業 若美北部地区 男鹿市野石 H12 ～ H19 28.7 ほ場整備A=108.5ha 継続

担い手育成基盤整備事業 新波地区 秋田市雄和新波 H12 ～ H19 15.2 ほ場整備A=72.7ha 継続

担い手育成基盤整備事業 女米木地区 秋田市雄和女米木 H12 ～ H19 24.8 ほ場整備A=137.9ha 継続

担い手育成基盤整備事業 矢島地区 由利本荘市矢島 H12 ～ H18 19.2 ほ場整備A=88.5ha 継続

担い手育成基盤整備事業 白岩第一地区 角館町白岩広久内 H12 ～ H18 18.8 ほ場整備A=103.0ha 継続

担い手育成基盤整備事業 堀板地区 大仙市堀見内 H12 ～ H18 43.7 ほ場整備A=271.0ha 継続

担い手育成基盤整備事業 境町北部地区 横手市上境 H12 ～ H18 20.1 ほ場整備A=115.2ha 継続

担い手育成基盤整備事業 里見地区
雄物川町里見
平鹿町樽見内

H12 ～ H18 53.5 ほ場整備A=345.0ha 継続

かんがい排水事業 芝野地区 秋田市雄和芝野 H12 ～ H18 9.0 水路L=4.6km 継続

水土保安林整備事業 戸賀 男鹿市戸賀塩浜 H12 ～ H21 11.3 渓間工３基ほか 継続

流域公益保全林整備事業 北水沢山線 峰浜村水沢 H7 ～ H19 7.1 森林管理道L=4.3km 継続

流域循環資源林整備事業 森山猿田沢線 五城目町兎品沢 H7 ～ H19 13.0 森林管理道L=9.2km 継続

フォレストコミュニティ総合
整備事業

山新線 大館市山館 H12 ～ H19 10.7 森林基幹道L=8.74km 継続

フォレストコミュニティ総合
整備事業

峰浜線 峰浜村石川 H12 ～ H27 36.2 森林基幹道L=19.7km 継続
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建設交通部 合計　２８件

　継続評価 計　２４件

都市計画街路事業 新屋土崎線 秋田市山王 H15 ～ H19 42.6 道路改築　L=980m 継続

都市計画街路事業 秋田駅東中央線 秋田市手形 H15 ～ H19 28.6 道路改築　L=605m 継続

国道道路改築事業 国道２８５号 北秋田市滝ノ沢 H15 ～ H22 65.0 道路改築　L=5,420m 継続

国道特殊改良一種事業 国道１０５号 由利本荘市横岩 H15 ～ H18 5.5 道路改築　L=960m 継続

地方道路交付金事業 比内田代線 大館市板沢 H15 ～ H20 8.6 道路改築　L=1,750m 継続

地方道路交付金事業 比内森吉線 北秋田市鷲ノ瀬 H15 ～ H19 13.2 道路改築　L=2,455m 継続

地方道路交付金事業 常磐峰浜線 峰浜村石川 H15 ～ H20 8.0 道路改築　L=980m 継続

地方道路交付金事業 払戸箱井線 男鹿市角間崎 H15 ～ H18 6.9 道路改築　L=1,860m 継続

地方道路交付金事業 大曲田沢湖線 角館町広久内 H15 ～ H18 8.7 道路改築　L=527m 継続

地方道路交付金事業
湯沢雄物川大曲
線

十文字町木下 H15 ～ H18 7.5 道路改築　L=1,580m 継続

地方道路交付金事業 稲庭高松線 湯沢市藤倉 H15 ～ H18 19.5 道路改築　L=1,000m 継続

地方特定道路整備事業 富根能代線 能代市真壁地 H15 ～ H22 6.9 道路改築　L=2,243m 継続

地方特定道路整備事業 秋田天王線 秋田市下新城 H15 ～ H20 15.0 道路改築　L=751m 継続

地方特定道路整備事業 角館長野線 大仙市長野 H15 ～ H19 5.6 道路改築　L=663m 継続

地方特定道路整備事業 熊堂六郷線 美郷町下菻沢 H15 ～ H19 6.6 道路改築　L=1,237m 継続

広域基幹河川改修事業 三種川 八竜町～山本町 S56 ～ H23 87.2 河川改修　L=5,300m 継続

広域基幹河川改修事業 八田川 秋田市太平八田 H15 ～ H19 7.7 河川改修　L=780m 継続

県単河川改修事業 頭無川 横手市前郷 H12 ～ H20 11.0 河川改修　L=694m 継続

通常砂防事業 沢内川 鹿角市八幡平沢内 H12 ～ H18 7.9 砂防えん堤１基 継続

通常砂防事業 浦山川 大館市浦山 H12 ～ H19 12.0 砂防えん堤４基他 継続

火山砂防事業 御返事川 湯沢市御返事 H9 ～ H18 12.3 砂防えん堤１基他 継続

地すべり対策事業 阿仁川 北秋田市下前田 H15 ～ H19 5.3 集水井工12基他 継続

地すべり対策事業 浦支内川 北秋田市ヒドナ H9 ～ H18 12.1 集水井工15基他 継続

海岸侵食対策事業 本荘港 本荘港水林地区 H3 ～ H22 27.5 離岸堤５基 継続

　再評価 計　　４件

都市計画街路事業 千秋広面線 秋田市手形 H8 ～ H22 40.0 道路改築　L=540m 継続

国道道路改築事業 国道２８５号 北秋田市米内沢 H3 ～ H18 55.4 道路改築　L=3,550m 継続

広域基幹河川改修事業 新城川 秋田市飯島～下新城 H3 ～ H30 46.2 河川改修　L=4,700m 継続

海岸環境整備事業 琴浜海岸 男鹿市宮沢 H8 ～ H25 16.0 人工リーフ　L=681m 継続


