


平成１９年第２回公共事業評価専門委員会審議箇所一覧 合計　３９件

農林水産部 小計　１０件

新規評価 計　２件

経営体育成基盤整備事業 皆別当 大仙市 H20 ～ H25 8.1
区画整理
Ａ＝４２ｈａ

選定

経営体育成基盤整備事業 南外中央 大仙市 H20 ～ H25 14.0
区画整理
Ａ＝８５ｈａ

選定

再評価 計　１０件

地すべり対策事業 桧ノ沢 由利本荘市 H14 ～ H21 4.4
地すべり防止工事
１式

継続

県営ため池等整備事業 大戸屋 由利本荘市 H14 ～ H20 3.0
ため池整備
１式

継続

地域水産物供給基盤整備
事業

岩館漁港 八峰町 H14 ～ H23 32.8 防波堤１式ほか 継続

地域水産物供給基盤整備
事業

畠漁港 男鹿市 H14 ～ H23 7.5 防波堤１式ほか 継続

地域水産物供給基盤整備
事業

金浦漁港 にかほ市 H14 ～ H23 46.0 防波堤１式ほか 継続

地域水産物供給基盤整備
事業

平沢漁港 にかほ市 H14 ～ H23 8.4 防波堤１式ほか 継続

広域漁港整備事業 椿（船川）漁港 男鹿市 H14 ～ H23 17.5 防波堤１式ほか 継続

流域育成林整備事業 蒲台線 由利本荘市 H14 ～ H21 7.7 森林管理道　L=4,920m 継続

建設交通部 小計　２９件

　新規評価 計　１件

秋田空港立体駐車場整備
事業

秋田空港 秋田市 H20 ～ H22 13.4
立体駐車場
１式

選定

　継続評価 計　２２件

広域公園事業 県立中央公園 秋田市 S52 ～ H24 209.1
都市公園施設整備
Ａ＝１３２．６ｈａ

継続

地方街路交付金事業 横町線 仙北市 H14 ～ H21 14.7 道路改築　L=170m 継続

国道道路改築事業 国道１０３号 大館市 Ｈ１１ ～ H31 70.0 道路改築　L=5,460m 継続

国道道路改築事業 国道１０７号 由利本荘市 Ｈ１１ ～ H27 110.0 道路改築　L=2,000m 継続

地方道路交付金事業 根瀬尾去沢線 鹿角市 H14 ～ H21 12.5 道路改築　L=860m 継続

地方道路交付金事業 鷹巣川井堂川線 北秋田市 H14 ～ H21 49.7 道路改築　L=900m 継続

地方道路交付金事業 男鹿琴丘線 男鹿市 H17 ～ H25 19.7 道路改築　L=4,696m 継続

地方道路交付金事業
耳取後三年停車
場線

横手市 H17 ～ H22 10.5 道路改築　L=700m 継続

地方道路交付金事業
秋田御所野雄和
線

秋田市 H17 ～ H25 29.0 道路改築　L=2,055m 継続

地方道路交付金事業
湯沢雄物川大曲
線

大仙市 H8 ～ H21 15.5 道路改築　L=1,820m 継続

地方道路交付金事業（雪
寒）

角館六郷線 大仙市 H17 ～ H21 6.0 道路改築　L=350m 継続

高速交通関連事業 琴丘上小阿仁線 三種町 H14 ～ H25 25.0 道路改築　L=4,595m 継続

広域基幹河川改修事業 淀川 大仙市 H2 ～ H32 88.0 河川改修　L=14,150m 継続

総合流域防災事業 福士川 鹿角市 H14 ～ H32 31.3 河川改修　L=1,258m 継続

海岸侵食対策事業 浅内海岸 能代市 Ｈ１１ ～ H24 14.0 人工リーフ　L=825m 継続

海岸環境整備事業 琴浜海岸 男鹿市 H8 ～ H25 16.0 人工リーフ　L=1,400m 継続

通常砂防事業 焼間沢 湯沢市 Ｈ１１ ～ H22 6.7 砂防堰堤　２基ほか 継続

県の
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別 表
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通常砂防事業 沼山沢川 横手市 H5 ～ H24 13.6 砂防堰堤　３基ほか 継続

火山砂防事業 鹿の沢 男鹿市 H14 ～ H20 5.7 砂防堰堤　２基 継続

重要港湾改修事業 秋田港 秋田市 H14 ～ H20 6.0 橋梁２橋 継続

重要港湾改修事業 船川港 男鹿市 H14 ～ H20 41.5 道路拡幅　L=3,231m 継続

公営住宅整備事業 県営南ヶ丘団地 秋田市 H17 ～ H21 27.2 公営住宅９１戸ほか 継続

　再評価 計　６件

地方街路交付金事業 横山金足線 秋田市 H10 ～ H22 71.5 道路改築　L=2,325m 継続

国道道路改築事業 国道１０８号 由利本荘市 H16 ～ H26 40.0 道路改築　L=2,450m 継続

広域河川改修事業 馬踏川 秋田市 H5 ～ H23 31.9 河川改修　L=1,570m 継続

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

継続

火山砂防事業 白雪川 にかほ市 H10 ～ H20 15.8 砂防堰堤１基ほか 継続

海岸侵食対策事業 本荘港 由利本荘市 H3 ～ H27 27.4 離岸堤　L=750m 継続


