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平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度２２２２月補正予算案月補正予算案月補正予算案月補正予算案（（（（追加提案追加提案追加提案追加提案））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて

平成２６年２月２６日

都 市 計 画 課

１１１１．．．．補正予算補正予算補正予算補正予算（（（（追加提案追加提案追加提案追加提案））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて

国の補正予算を活用し、以下の項目に予算を計上する。

(1)街路事業

都市における円滑な交通の確保と防災機能を合わせ持った市街地の形成を図るた

め、幹線道路の整備を進める。

(2)公園事業

都市公園を健全に保ち、県民に安全で安心なやすらぎと潤いの場を提供するため、

長寿命化計画に従い施設改築と適切な更新を行う。

２２２２．．．．主主主主なななな事業事業事業事業のののの内訳内訳内訳内訳についてについてについてについて

(1)地方街路交付金事業 ７６０，１００千円

・街路の整備

事業箇所・・・久保田古館線（鹿角市） 外２箇所

○鹿角市 久保田古館線 ○秋田市 千秋広面線［手形］

(2)都市公園安全安心事業 ２５１，０００千円

・県立公園（中央公園・小泉潟公園・北欧の杜公園）の整備

○噴水広場改築［小泉潟公園］ ○フィールドアスレチック遊具更新［中央公園］

（（（（都都都都））））久保田古館線久保田古館線久保田古館線久保田古館線

L=194m w=16m

国道国道国道国道２８２２８２２８２２８２号号号号

鹿角花輪駅鹿角花輪駅鹿角花輪駅鹿角花輪駅

鹿角地域振興局鹿角地域振興局鹿角地域振興局鹿角地域振興局
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平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度２２２２月補正予算案月補正予算案月補正予算案月補正予算案（（（（追加提案追加提案追加提案追加提案））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて

平成２６年２月２６日

下 水 道 課

１１１１．．．．補正予算補正予算補正予算補正予算（（（（追加提案追加提案追加提案追加提案））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて

国の補正予算を活用し、「復興、防災・安全対策の加速」の重点分野である「地域

の老朽化対策・事前防災対策等の集中支援」等の観点から以下の事業の推進を図る。

○○○○下水道施設下水道施設下水道施設下水道施設のののの老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策

・長寿命化計画に基づき、計画的な改築・更新を推進する。

○○○○基幹的基幹的基幹的基幹的なななな社会資本社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備

・良好な水環境の確保を図るため、段階的な施設整備を推進する。

２２２２．．．．主主主主なななな事業事業事業事業のののの内訳内訳内訳内訳についてについてについてについて

■流域下水道建設費流域下水道建設費流域下水道建設費流域下水道建設費 ６２７６２７６２７６２７，，，，８００８００８００８００千円千円千円千円

処理区名 主な事業内容 所在地

臨海処理区 処理場 主ポンプ設備更新 秋田市 向浜

湖東幹線 管渠改築工事 潟上市 大久保

四ツ小屋ポンプ場 自家発電設備更新 秋田市 四ツ小屋

川尻ポンプ場 新設 三種町 川尻

３３３３．．．．主主主主なななな事業内容事業内容事業内容事業内容

○処理場［主ポンプ設備更新］ ○四ツ小屋ポンプ場［自家発電設備更新］
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平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度２２２２月補正予算案月補正予算案月補正予算案月補正予算案（（（（追加提案追加提案追加提案追加提案））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて 

 

平成２６年２月２６日 

道 路 課           

１．補正予算（追加提案）の概要について     

国の補正予算を活用し、国が重点分野としている以下の項目に予算を計上し、事業推

進を図る。 

○高速ＩＣ、空港等へのアクセス道路の整備（道路改良等） 

○事前防災・減災対策（防雪、地震対策等） 

法面対策、橋梁補修・補強、防雪対策（防雪柵、雪崩予防柵、消融雪施設等）等  

○通学路における交通安全対策（歩道拡幅等） 
 

２．主な事業の内訳について                    （単位：千円） 

事業名 事業費 事業内訳 事業箇所及び事業数 

道路維持費 2,126,000   

 地方道路交付金事業 

（補修） 

791,000 法面対策、橋梁

補修・補強等 

(主)能代五城目線 三種町 

森岳橋工区 外１５箇所 

地方道路交付金事業 

（交通安全） 

60,000 歩道拡幅等 (一)石川向能代線 能代市 

向能代工区 

地方道路交付金事業 

（雪寒） 

1,275,000 防雪柵、雪崩予

防柵、消融雪施

設等 

国道３９８号 湯沢市 

小安奥山国有林工区 

外１３箇所 

道路整備費 835,000   

 地方道路交付金事業 

（改築） 

791,000 道路改良等 (一)大館能代空港西線 北

秋田市 鷹巣西道路 外２

箇所 

国直轄道路事業負担金 44,000 交通安全施設等整備 国道 7 号、４６号 

 合 計 2,961,000   

 

３．主な事業内容について 

 

○法面対策 

(一)杉沢上小阿仁線 上小阿仁村萩形工区 

 
○橋梁補修 

(主)能代五城目線 三種町森岳橋工区 

桁桁桁桁再塗装再塗装再塗装再塗装 

橋梁補修橋梁補修橋梁補修橋梁補修 災害防除災害防除災害防除災害防除 

落石崩壊落石崩壊落石崩壊落石崩壊エリアエリアエリアエリア 

吹付法枠吹付法枠吹付法枠吹付法枠 

落橋防止装置設置落橋防止装置設置落橋防止装置設置落橋防止装置設置 
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○トンネル照明灯更新 

 国道１０５号 北秋田市茶屋庫トンネル工区 

 
○防雪柵設置 

国道１０８号 由利本荘市森子工区 

 

 

 

 

○雪崩予防柵設置 

 国道３９８号 湯沢市小安奥山国有林工区 

 
○歩道融雪施設更新 

(主)秋田停車場線 秋田市旭北工区 

 

 

 

 

○道路改良 

(一)大館能代空港西線 北秋田市鷹巣西道路 

 

○道路改良 

国道１０３号 鹿角市葛原バイパス 

 

照明灯更新照明灯更新照明灯更新照明灯更新 

災害防除災害防除災害防除災害防除 

雪雪雪雪    寒寒寒寒 

防雪柵設置防雪柵設置防雪柵設置防雪柵設置 

雪雪雪雪    寒寒寒寒 

雪崩発生雪崩発生雪崩発生雪崩発生 

雪雪雪雪    寒寒寒寒 

改改改改    築築築築 改改改改    築築築築 
至至至至    大館市大館市大館市大館市 

至至至至    鹿角市鹿角市鹿角市鹿角市 

視界不良視界不良視界不良視界不良    

雪崩予防柵設置雪崩予防柵設置雪崩予防柵設置雪崩予防柵設置 
融雪施設更新融雪施設更新融雪施設更新融雪施設更新 

至至至至    二二二二ツツツツ井井井井    

至至至至    空港空港空港空港    

伊勢堂岱遺跡伊勢堂岱遺跡伊勢堂岱遺跡伊勢堂岱遺跡    
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平成２５年度２月補正予算案（追加提案）の概要について 

                          平成２６年２月２６日 

                          河 川 砂 防 課 

１．補正予算（追加提案）の概要について 

 国の補正予算を活用し、県土の保全と防災力強化の観点から以下の項目に予算を計上

する。 

 （１）河川・海岸施設の整備 

   ○防災・減災対策のさらなる推進を図るため、計画的な施設整備の早期実施 

 （２）河川管理施設の維持・点検と砂防施設の老朽化対策の推進 

   ○老朽化した施設の機能回復を図るため、施設改築の実施 

  

２．主な事業の内訳について   

事業名 事業費（千円） 事業内容 

広域河川改修事業 752,700  支川桂川の河道掘削（芋川）等 

国直轄河川事業負担金 332,128  米代川、雄物川、子吉川 

総合流域防災事業 327,400  地すべり対策施設改築（真木地区）等 

海岸浸食対策事業 20,000  離岸堤（岩城二古海岸） 

公共堰堤改良事業 198,974  集水井工（砂子沢ダム） 

合計  1,631,202   

 

３．主な事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域河川改修事業 芋川（由利本荘市） 

支川桂川の河道掘削 

総合流域防災事業 真木地区 

（大仙市）地すべり対策施設改築 

 

 

集水集水集水集水ボーリングボーリングボーリングボーリング閉塞閉塞閉塞閉塞 

地地地地すべりすべりすべりすべり断面図断面図断面図断面図 

集水井 

すべり面

排水ボーリング 

集水ボーリング

対策後地下水位

対策前地下水位

 

集水井内部集水井内部集水井内部集水井内部 
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平成２５年度２月補正予算案（追加提案）の概要について 

 

                          平成２６年２月２６日 

                          港  湾  空  港  課 

 

１．補正予算（追加提案）の概要について 

 国の補正予算を活用し、港内静穏度向上を図るための防波堤改良及び、既存港湾施

設の長寿命化対策等を実施する。 

  

２．主な事業の内訳について   

（単位：千円） 

事業名 事業費 港名 事業概要 

重要港湾改修事業 58,275 船川港 防波堤改良 

統合補助改修事業 226,800 秋田港、本荘港 岸壁、臨港道路 

 

３．主な事業内容 
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平成２５年度２月補正予算案（追加提案）の概要について 

 

平成２６年２月２６日 

建 築 住 宅 課 

 

１ 補正予算（追加提案）の概要について 

   国の補正予算を活用し、老朽化が進む県営住宅の安全性を確保しながら耐久性を向

上させ、併せて居住性の向上や高齢化対応を図るため、以下の項目に予算を計上する。 

  ○秋田県営住宅長寿命化計画に基づく県営住宅の改善 

 

２ 主な事業の内訳について                    （単位：千円）  

事業名 事業費 事業内容 

県営住宅ストック総合改善事業 243,722 県営手形山２号住宅全面改善、他３件 

 

３ 主な事業内容 

○県営手形山２号住宅全面改善 

  平成２１年度から年次計画により全面改善を行っており、建物の外部改修（屋上

防水、外壁）、各住戸の内部改修（床段差解消、断熱改修）、設備改修(給水方式の

変更、給湯設備の設置)等を実施するものである。 

改善前外部                改善前内部 

 

内部 

               

 

 

 

 

 

改善後外部                改善後内部 

               


