


農林水産部 合計　２０件

　継続評価 計　１２件

ふるさと農道緊急整備事
業

北川尻地区 井川町小今戸 H16～ H19 5.5農道L=2,500m 継続

ふるさと農道緊急整備事
業

明光沢地区 大仙市土川 H16～ H19 5.5農道L=2,400m 継続

ふるさと農道緊急整備事
業

明永２期地区 横手市睦成 H16～ H19 7.7農道L=830m 継続

担い手育成基盤整備事業 種地区 能代市二ツ井町種 H10～ H19 14.0ほ場整備Ａ＝79.2ｈａ 継続

担い手育成基盤整備事業 富根地区 能代市二ツ井町富根 H10～ H20 90.1ほ場整備Ａ＝434.7ｈａ 継続

担い手育成基盤整備事業 井川東部地区 南秋田郡井川町黒坪 H10～ H19 26.3ほ場整備A=119.2ha 継続

担い手育成基盤整備事業 土崎小荒川地区
仙北郡美郷町土崎・
大仙市払田

H10～ H19 55.1ほ場整備A=320.3ha 継続

担い手育成基盤整備事業 銅屋地区 秋田市雄和相川 H16～ H21 27.1ほ場整備A=180.1ha 継続

担い手育成基盤整備事業 花館地区 大仙市花館 H16～ H21 5.3ほ場整備A=39.0ha 継続

担い手育成基盤整備事業 六郷西部地区 仙北郡美郷町六郷 H16～ H21 6.4ほ場整備A=50.7ha 継続

地すべり防止事業 狼沢地区 雄勝郡東成瀬村 H4～ H25 45.0隧道工L=756mほか 継続

水源流域広域保全事業 大松川地区 横手市 H16～ H22 6.7渓間工N=20基ほか 継続

　再評価 計　　８件

担い手育成基盤整備事業 中渡地区
山本郡八峰町峰浜目
名潟

H13～ H19 8.5ほ場整備Ａ＝40.7ｈａ 継続

担い手育成基盤整備事業 小種地区 大仙市協和小種 H13～ H19 54.1ほ場整備A=284.1ha 継続

担い手育成基盤整備事業 沼館地区 横手市雄物川町沼館 H13～ H19 53.4ほ場整備A=393.5ha 継続

ため池等整備事業 鉢山地区 横手市大森町猿田 H13～ H19 3.2ため池整備一式 継続

ため池等整備事業 岩倉又地区 男鹿市字脇本田谷沢 H13～ H19 3.5ため池整備一式 継続

地すべり防止事業 オソクマ沢地区 横手市 H13～ H22 12.2集水井N=12基ほか 継続

地域防災対策総合治山事
業

小国地区 にかほ市 H13～ H19 5.7谷止工N=25基ほか 継続

流域公益保全林整備事業 太郎ヶ台線
にかほ市小国字臼切
沢

H13～ H22 17.9林道L=11,000m 継続

建設交通部 合計　５６件

　継続評価 計　４７件

都市計画街路事業 川尻広面線 秋田市旭北寺町 H6～ H21 44.1道路改築L=344m 継続

都市計画街路事業 横山金足線 秋田市飯島 H10～ H22 71.5道路改築L=2,325m 継続

流域下水道事業 臨海処理区
秋田市外７市町村
（８市町村）

S51～ H321,391.0
終末処理場
240,000ｍ3／日ほか

継続

流域下水道事業 大曲処理区
大仙市、仙北市、美
郷町

S56～ H27320.0
終末処理場
46,400ｍ3／日ほか

継続

流域下水道事業 横手処理区 横手市 S57～ H27339.9
終末処理場
52,100ｍ3／日ほか

継続

流域下水道事業 大館処理区 大館市 S61～ H27227.0
終末処理場
42,900ｍ3／日ほか

継続

流域下水道事業 鹿角処理区 鹿角市、小坂町 S63～ H27177.0
終末処理場
23,200ｍ3／日ほか

継続

国道道路改築事業 国道１０１号
能代市通町（能代拡
幅）

H16～ H23 35.0道路改築L=840m 継続

国道道路改築事業 国道１０５号
由利本荘市大谷（岩
谷道路）

H13～ H19 23.0道路改築L=770m 継続

国道道路改築事業 国道１０８号
由利本荘市矢島（前
杉バイパス）

H16～ H23 43.0道路改築L=1,700m 継続
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国道道路改築事業 国道３９８号
湯沢市皆瀬（大湯道
路）

H1～ H20129.0道路改築L=6,120m 継続

国道道路改築事業 国道１０８号 湯沢市秋の宮畑 H10～ H19 31.8道路改築L=6,100m 継続

国道特殊改良事業 国道３４２号 東成瀬村岩井川 H13～ H21 18.0道路改築L=3,280m 継続

地方道路交付金事業 大曲大森羽後線 大仙市大曲橋 H16～ H27 83.0道路改築L=1,334m 継続

地方道路交付金事業 横手大森大内線 横手市塚堀 H16～ H23 9.5道路改築L=1,560m 継続

地方道路交付金事業 湯沢栗駒公園線 湯沢市黒滝橋 H16～ H22 9.6道路改築L=640m 継続

生活圏３０分形成道路整
備事業

（主）鷹巣川井
堂川線

北秋田市芹沢 H13～ H19 12.0道路改築L=1,070m 継続

ふるさとづくり推進事業
（主）本荘岩城
線

由利本荘市亀田 H9～ H19 21.2道路改築L=1,600m 継続

地方特定道路整備事業
（一）仙ノ台桧山
線

能代市桧山 H14～ H21 8.3道路改築L=2,544m 継続

地方特定道路整備事業
（主）仁賀保矢
島館合線

由利本荘市花立 H9～ H19 9.7道路改築L=1,025m 継続

ほ場整備関連調整事業
（主）秋田雄和
本荘線

秋田市女米木 H12～ H21 13.6道路改築L=3,500m 継続

交通安全施設等整備事業 国道１０７号 横手市樽見内 H13～ H19 7.9道路改築L=560m 継続

地方道路交付金事業（交
通安全）

（主）角館六郷
線

美郷町小荒川 H16～ H20 7.0道路改築L=1,337m 継続

地方道路交付金事業（雪
寒）

（一）稲庭関口
線

湯沢市下川原 H16～ H19 5.1道路改築L=978m 継続

雪寒道路整備事業 国道１０８号 湯沢市造石 H16～ H21 6.4道路改築L=1,000m 継続

総合流域防災事業 梵字川 秋田市和田 S48～ H20 16.0河川改修L=1,550m 継続

総合流域防災事業 出川 仙北郡美郷町 S41～ H21 54.4河川改修L=8,360m 継続

総合流域防災事業 引欠川 大館市比内町 S37～ H21 37.8河川改修L=11,971m 継続

総合流域防災事業 土買川 大仙市土川 S56～ H27 35.3河川改修L=3,700m 継続

総合流域防災事業 竹生川 能代市比八田 S58～ H25 48.8河川改修L=5,420m 継続

総合流域防災事業 大沢川 にかほ市平沢 S60～ H26 40.9河川改修L=3,932m 継続

総合流域防災事業 西根沢 大仙市大曲上成沢 H16～ H21 6.0砂防えん堤N=3基ほか 継続

広域河川改修事業 旭川 秋田市旭南 S35～ H25169.0河川改修L=8,012m 継続

広域河川改修事業 太平川 秋田市楢山 S35～ H31114.4河川改修L=7,400m 継続

広域河川改修事業 草生津川 秋田市外旭川 S56～ H23157.9河川改修L=5,000m 継続

広域河川改修事業 横手川 横手市本郷 S44～ H30217.0河川改修L=6,120m 継続

広域河川改修事業 玉川 仙北市角館町 S48～ H30137.2河川改修L=9,700m 継続

広域河川改修事業 桧木内川 仙北市西木町 S58～ H30 78.5河川改修L=4,100m 継続

広域河川改修事業 田沢湖 仙北市田沢湖 H13～ H23 40.3河川改修L=5,350m 継続

広域河川改修事業 芋川 由利本荘市大内 H1～ H35490.0河川改修L=15,260m 継続

環境にやさしく災害に強い
川づくり事業

赤石川 にかほ市長岡 H10～ H20 8.2河川改修L=732m 継続

大内ダム建設事業 畑川 由利本荘市小栗山 H3～ H19 58.0
重力式コンクリートダム
１式

継続

通常砂防事業 赤沢川 鹿角市尾去沢 H10～ H22 11.0渓流保全工L=911.9m 継続

通常砂防事業 藤倉沢 湯沢市藤倉 H10～ H19 7.4床固工N=1基ほか 継続

火山砂防事業 白雪川
由利本荘市象潟町大
森

H10～ H19 15.8砂防えん堤N=１基ほか 継続

地すべり対策事業 谷地地区 東成瀬村谷地 S46～ H20 50.0集水井工N=30基ほか 継続

地すべり対策事業 加茂青砂地区 男鹿市戸賀加茂青砂 H1～ H19 10.4集水井工N=8基ほか 継続
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都市計画街路事業 秋田中央道路
秋田市旭北錦町－手
形

H9～ H19686.0道路改築L=2,550m 継続

地方道路交付金事業
（主）男鹿半島
線

男鹿市戸賀 H9～ H20 51.6道路改築L=2,660m 継続

広域河川改修事業 三種川 三種町森岳 S56～ H23 87.2河川改修L=5,300m 継続

海岸侵食対策事業 本荘海岸 由利本荘市松ヶ崎 H4～ H23 20.6人工リーフL=1,050m 継続

海岸侵食対策事業 岩城海岸 由利本荘市岩城 H2～ H20 22.5人工リーフL=900mほか 継続

海岸侵食対策事業 象潟海岸 にかほ市象潟 S61～ H21 19.6人工リーフL=950mほか 継続

砂子沢ダム建設事業 砂子沢ダム 小坂町小坂 S60～ H22215.0
重力式コンクリートダム
１式

継続

火山砂防事業 御返事川 湯沢市御返事 H9～ H20 13.5砂防堰堤N=1基ほか 継続

急傾斜地崩壊対策事業 蒲田 由利本荘市蒲田 H4～ H21 11.7擁壁工L=642mほか 継続




