
別　　紙　（１）

出来高

（％）

【道路新設改良】

道路改良工事
（繰越分）

・百目木・南戸沢線（山辺沢第３工
区）道路改良工事

27,693 （株）齋藤建設 完了 百目木字山辺沢地内

・大町６号線道路改良工事 7,603 （有）松本土建 完了 大町地内

・臼石・広田線（第１工区）道路改良
工事

18,737 （有）野地建設 完了 吉倉字臼石山地内

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）西池・社前線道路改良工
事

38,987 （株）尾形土建 完了 杉田駄子内地内

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）南杉田・白沢線道路
改良工事

63,655 （株）菅野土建 90.0    長者宮地内外

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）　若宮・鉄扇町線道
路改良工事

41,860 （株）野地組 完了 成田町一丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）　郭内・表線道路改
良工事

35,915 （株）昭和土建工業 80.0    郭内二丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）　郭内・表線道路改
良関連工事

5,130 （株）昭和土建工業 80.0    郭内二丁目地内

・赤坂山・田尻線（２工区）道路改良
工事

14,596 （株）菅野土建 50.0    上川崎字七島地内

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）西池・社前線（第2工区）道
路改良工事

14,876 （有）川崎開発 40.0    杉田駄子内地内

道路改良工事 ・馬乗・夏刈線道路改良工事 22,029 （株）本多建設 70.0    太田字高畑地内

・越田・塔ノ木線道路改良工事 25,248 （有）アンサード 80.0    舘野一丁目地内

・百目木・南戸沢線（南日向工区）
道路改良工事

39,604 （株）本多建設 50.0    戸沢字南日向地内

・茂原線道路改良工事 31,187 （株）本多建設 50.0    百目木字向町地内外

・電源立地対策交付金　横森環状
線道路改良工事

20,901 （株）福島アスコン 50.0    岳温泉横森地内

・社会資本整備総合交付金事業
木ノ根坂・大谷地線道路改良工事

22,089 （株）佐藤組 70.0    栄町地内

・社会資本整備総合交付金事業
坦子内・幸町線道路改良工事

91,200 （有）松本土建 40.0    坦子内地内外

・社会資本整備総合交付金事業
小関・岳温泉線道路改良工事

18,658 （株）佐藤組 50.0    岳温泉大和地内

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）　郭内・表線道路改
良関連工事

5,821 弘栄建設工業（有） 10.0    郭内二丁目地内

・赤坂山・田尻線道路改良工事 42,021 （株）本多建設 10.0    油井字石ヶ崎山地内
外

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）西池・社前線道路改良工
事

35,366 （株）昭和土建工業 5.0      杉田駄子内地内

・熊野谷線道路改良工事 52,312 遠藤建設（有） 5.0      戸沢字大久美地内外

主な土木建設等事業の進捗状況（３０．１１．３０現在）

事　　　　　　業　　　　　　名
事業費

請 負 業 者 名 事 業 箇 所
（千円）
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

舗装新設工事
（繰越分）

・前１号線外７路線舗装新設工事 15,876 （株）福島アスコン 90.0    下長折字前地内外

・木ノ根坂１号線外８路線舗装新設
工事

15,444 （株）福島アスコン 95.0    木ノ根坂地内外

・生活道路舗装事業　舘野二丁目
１号線外２路線舗装新設工事

2,970 弘栄建設工業（有） 完了 舘野二丁目地内外

舗装新設工事 ・羽山峠線外１路線舗装新設工事 15,210 （株）本多建設 完了 戸沢字萩塚山地内外

・下大谷地・淀久保線外２路線舗装
新設工事

3,765 （有）齋藤組 完了 渋川字下大谷地地内
外

・石倉・駒場線外３路線舗装新設工
事

7,560 （株）菅野土建 95.0    東新殿字駒場地内外

・舟山内１号線外３路線舗装新設工
事

7,230 （有）齋藤組 50.0    長折字舟山内地内外

・天狗塚２号線外４路線舗装新設工
事

11,136 （有）齋藤組 90.0    初森字天狗塚地内外

・木ノ根坂１号線外４路線舗装新設
工事

7,383 （株）福島アスコン 50.0    木ノ根坂地内外

・生活道路舗装事業　箕輪一丁目
地内外２路線舗装新設工事

2,181 （株）高野組 完了 箕輪一丁目地内外

・生活道路舗装事業　吉倉字下古
屋地内外１路線舗装新設工事

2,600 （有）松本土建 完了 吉倉字下古屋地内外

業務委託
（繰越分）

・臼石・広田線測量設計業務委託 9,946 （有）武藤測量事務
所

完了 吉倉字下古屋地内外

・熊野谷線測量設計業務委託 11,720 （有）武藤測量事務
所

完了 戸沢字大久美地内外

・百目木・南戸沢線（岩下工区）測
量設計業務委託

6,372 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 百目木字岩下地内外

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）　郭内・表線物件調
査業務委託

4,968 （株）都市技術 90.0    郭内二丁目地内

・大町６号線用地測量業務委託 2,512 （公社）福島県公共
嘱託登記土地家屋
調査士協会

50.0    大町地内

業務委託 ・臼石・広田線（第３工区）測量設計
業務委託

6,804 （有）武藤測量事務
所

50.0    吉倉字久保田地内外

・大町６号線（第２工区）測量設計業
務委託

6,426 （有）武藤測量事務
所

50.0    大町地内外

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）西池・社前線不動産鑑定
業務委託

173 （株）第一不動産鑑
定事務所

完了 杉田駄子内地内

・安達駅・源八坂線外概略設計業
務委託

810 （有）武藤測量事務
所

50.0    油井字一斗内地内外

・若宮・箕輪線用地測量業務委託 2,419 （株）東昇コンサルタ
ント

40.0    大壇地内

・百目木・南戸沢線（岩下工区）用
地測量業務委託

3,726 （株）東昇コンサルタ
ント

70.0    百目木字岩下地内

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）西池・社前線物件調査業
務委託

1,188 （株）オオバ 福島支
店

70.0    杉田駄子内地内

・臼石・広田線（2工区）不動産鑑定
業務委託

134 （有）新和不動産鑑
定

完了 吉倉字下古屋地内

造成工事 ・合戦場のしだれ桜周辺整備工事 20,730 （株）本多建設 10.0    西新殿字杢少内地内
外
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

【道路維持補修】

道路照明整備工事 ・LED街路灯支柱設置工事 9,114 (株)アルファー電工 80.0    市内全域

・LED街路灯支柱設置工事(2工区） 4,093 (株)加藤木電設 30.0    市内全域

舗装補修工事
（繰越分）

・防災・安全交付金事業
若宮・伏返線舗装補修工事

20,872 （株）菅野土建 完了 戸沢字沖田地内外

・手倉石線舗装補修工事 2,830 （株）大地開発 完了 百目木字西ノ内地内

・叶ヶ作２号線舗装補修工事 1,598 (株)菅野土建 30.0    田沢字叶ヶ作地内

舗装補修工事 ・硯石・大玉線舗装補修工事 5,350 （株）尾形土建 完了 箕輪一丁目地内

・山田・毘沙門堂線外１路線舗装補
修工事

4,893 （株）福島アスコン 完了 原セ諏訪地内外

・松岡・若宮通り線舗装補修工事 21,405 （株）福島アスコン 90.0    松岡地内外

・金色・木藤次郎内線舗装補修工
事

18,242 （有）村松組 完了 金色久保地内外

・泉・若草山線舗装補修工事 3,821 （株）福島アスコン 50.0    岳温泉四丁目地内

・手倉石線舗装補修工事 3,014 （株）大地開発 完了 百目木字西ノ内地内

・和田・山口線舗装補修工事 2,975 （株）大地開発 完了 田沢字山口地内

・防災・安全交付金事業
あだたら林間学校線舗装補修工
事

10,082 （有）松本土建 30.0    大関地内

・防災・安全交付金事業
作田・北杉田線舗装補修工事

23,028 （有）川崎開発 30.0    高西地内外

・防災・安全交付金事業
舟形石山・宮戸線舗装補修工事

31,226 （有）川崎開発 20.0    関地内外

・防災・安全交付金事業
智恵子大橋幹線舗装補修工事

20,889 （有）齋藤組 20.0    下長折字荒井地内外

・防災・安全交付金事業
山越線舗装補修工事

18,007 （有）カワサキ 20.0    西勝田字堀米地内外

・防災・安全交付金事業
若宮・伏返線舗装補修工事

16,374 （株）野地組 10.0    太田字西田地内外

側溝改修工事
（繰越分）

・石橋・東北線側溝改修工事 6,746 （有）松本土建 完了 下川崎字東北地内

・下曲山・中沓掛線側溝改修工事 1,404 （有）鳳企画 10.0    田沢字下曲山地内

・まゆみ安達太良通り線舗装補修
工事（側溝改修関連）

11,531 （有）カワサキ 完了 本町二丁目地内

側溝改修工事 ・若宮・西谷線側溝改修工事 1,890 （有）二本松造園土
木

50.0    若宮一丁目地内

・馬場平２号線側溝改修工事 5,391 （有）川崎開発 完了 馬場平地内

・大稲場・三合内線側溝改修工事 3,619 （株）ＪＫＤ 完了 木ノ崎地内

・柏木田・新町線側溝改修工事 2,253 （株）ＪＰアクア 完了 西勝田字柏木田地内

・小初沢・原線側溝改修工事 3,937 （有）藤商エクステリ
ア

90.0    戸沢字根柄山地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

・石橋・東北線側溝改修工事 5,397 遠藤建設（有） 10.0    下川崎字東北地内

・隠里・高屋敷線側溝改修工事 2,535 （有）鳳企画 完了 竹柄地内

交通安全施設整備工事
（繰越分）

・作田・北杉田線区画線設置工事 1,327 （株）リンペイ 完了 社前地内外

交通安全施設整備工事 ・南杉田・白沢線区画線設置工事 2,629 福島ライン（有） 完了 長者宮地内

・山田・北杉田線外１路線区画線設
置工事

3,194 旭産業（株） 完了 大作地内外

・作田・北杉田線外１路線区画線設
置工事

2,139 大成産業（株） 90.0    舟石地内外

・風呂ノ入・屋戸線外２路線安全施
設整備工事

2,030 光和産業（株） 完了 茂原字屋戸地内外

・太郎田・正切線外４路線区画線設
置工事

2,624 （株）高野塗装店 完了 初森字十文字地内外

・田谷・深田線区画線設置工事 2,787 道路産業（有） 完了 太田字深田前地内外

・若宮・伏返線外1路線区画線設置
工事

1,922 福島ライン（有） 30.0    戸沢字竹之花地内外

橋梁補修工事
（繰越分）

・防災・安全交付金事業
上ノ内・油寺線（油寺橋）橋梁補修
工事

34,293 （株）菅野土建 完了 原セ上ノ内地内

・防災・安全交付金事業
赤木内・下川原田線(駒寄橋)橋梁
補修工事

29,795 （有）野地建設 完了 渋川字赤木内地内

・防災・安全交付金事業
木ノ根坂２号線(湯川橋）橋梁補修
工事

26,192 （株）大地開発 40.0    不動平地内外

橋梁補修工事 ・防災・安全交付金事業
岳温泉・志津線（志津橋）橋梁補
修工事

62,865 （株）大地開発 40.0    岳温泉一丁目地内外

業務委託
（繰越分）

・防災・安全交付金事業
橋梁定期点検業務委託

2,192 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 市内全域

業務委託 ・防災・安全交付金事業
舗装補修路盤添加剤配合設計業
務委託

5,972 ニチレキ（株）福島営
業所

完了 長坂国有林地内外

・防災・安全交付金事業
路面性状調査業務委託

4,104 （有）武藤測量事務
所

50.0    東和地域の一部

・根崎・野辺線測量設計業務委託 2,862 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 根崎一丁目地内外

・防災・安全交付金事業
小麦内・錦町線(鬼針跨線橋)外3
橋耐震補強設計業務委託

24,516 JR東日本コンサルタ
ンツ（株）東北支店

40.0    平石三丁目地内外

・防災・安全交付金事業
加藤木３号線(柿の木平橋)橋梁補
修調査設計業務委託

4,159 （株）東昇コンサルタ
ント

30.0    上長折字加藤木地内

【市街地整備】

道路改良工事
（繰越分）

・杉田駅周辺整備事業
長命１号線（２工区）道路改良工事

61,942 （有）アンサード 90.0    長命地内

業務委託
（繰越分）

・ 安達駅西地区整備事業
安達駅・福岡線測量設計業務委
託

9,828 （株）東昇コンサルタ
ント

90.0    油井字古屋敷地内外

・安達駅周辺整備事業
都市再生整備計画（安達駅周辺
東地区）事後評価業務委託

2,841 （株）国際開発コンサ
ルタンツ福島事務所

完了 油井字下中ノ内地内
外
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

業務委託 ・杉田駅周辺整備事業
杉田停車場線修正設計業務委託

972 （有）武藤測量事務
所

50.0    杉田町二丁目地内

・杉田駅周辺整備事業
駅前広場及びトイレ新築実施設計
業務委託

3,218 （有）武藤測量事務
所

50.0    杉田町一丁目地内

・二本松駅南地区整備事業
二本松駅南地区測量・実施設計
業務委託

21,600 （株）アーバン設計二
本松営業所

40.0    市海道地内

・安達駅西地区整備事業
安達駅・福岡線用地測量業務委
託

8,316 （株）東昇コンサルタ
ント

10.0    油井字古屋敷地内外

【公園整備】

駐車場整備工事
（繰越分）

・安達支所東駐車場整備工事 24,386 （有）野地斫り建設工
業

完了 油井字砂田地内

施設補修工事
（繰越分）

・観音丘陵遊歩道南橋法面補修工
事

5,994 （有）村松組 完了 亀谷二丁目地内

施設補修工事 ・霞ヶ城県立自然公園洗心亭茅葺
屋根改修工事

16,924 ヤマニ建設（株） 10.0    郭内三丁目地内

・霞ヶ城県立自然公園ライトアップ
設備改修工事

9,688 （株）下山電工 10.0    郭内三丁目地内

施設整備工事 ・安達ヶ原ふるさと村公園整備事業
河川敷公園整備工事

50,296 （有）野地建設 10.0    安達ケ原四丁目地内

散策路整備工事 ・安達ヶ原ふるさと村公園整備事業
ふるさと散策路・眺めの広場整備
工事

19,749 （株）菅野土建 完了 安達ヶ原四丁目地内

業務委託
（繰越分）

・二本松城文化観光施設新築基本
設計業務委託

18,360 福島県建築設計協
同組合

完了 郭内三丁目地内

業務委託 ・二本松城文化観光施設新築地質
調査業務委託

4,327 日栄地質（株）福島
営業所

完了 郭内三丁目地内

【市営住宅整備】

工事 ・社会資本整備総合交付金事業
市営住宅茶園団地東1・2号棟新
築工事

38,340 （有）相田建設 40.0    茶園一丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
市営住宅茶園団地東3・4号棟外1
新築工事

77,220 （有）鳳企画 40.0    茶園一丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
市営住宅茶園団地東7・8号棟外1
新築工事

75,309 ヤマニ建設（株） 40.0    茶園一丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
市営住宅茶園団地集会所新築工
事

45,560 遠藤建設（有） 40.0    茶園一丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
市営住宅亀谷団地屋上防水・外
壁改修工事

21,060 （有）相田建設 50.0    茶園一丁目地内

【民間木造住宅耐震化促
進事業】

業務委託 ・木造住宅耐震診断者派遣事業業
務委託

1,422 （一社）福島県建築
士事務所協会

80.0    市内全域

【消防施設整備】

工事
（繰越分）

・坂ノ下消防屯所新築工事 27,621 遠藤建設（有） 完了 上川崎字京瀬地内

・新町消防屯所新築工事 24,567 （株）本多建設 完了 小浜字新町地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

工事
・三原町消防屯所新築工事 20,510 （株）三瓶工務店 40.0    三原町地内

・問屋消防屯所新築工事 25,488 遠藤建設(有) 50.0    木幡字古生地内

業務委託
（繰越分）

・三原町消防屯所外１新築設計業
務委託

1,556 （有）武藤健一設計
事務所

完了 三原町地内外

業務委託 ・漆原消防屯所外１新築設計業務
委託

1,670 （有）桂建築設計事
務所

30.0    油井字八軒町地内外

【庁舎整備】

業務委託 ・本庁舎外壁劣化調査業務委託 8,100 山北調査設計（株） 10.0    金色地内

【廃校舎等解体整備】

工事
（繰越分）

・旧下太田小学校解体工事 89,691 （有）丸中建設 完了 太田字堺田地内

【公共施設等解体整備】

業務委託 ・旧東和第二体育館解体設計業務
委託

1,157 （有）桂建築設計事
務所

完了 針道字堤崎地内

【住民センター整備】

業務委託 ・塩沢住民センター耐震改修基本
計画業務委託

2,718 （株）エスデー設計
研究所

60.0    塩沢町一丁目地内

・太田住民センター大ホール空調
設備改修設計業務委託

1,512 （株）エム設備設計
事務所

10.0    太田字堺田地内

【工業団地造成事業】

業務委託
（繰越分）

・長命工業団地実施設計等業務委
託

29,677 株式会社東昇コンサ
ルタント

完了 長命地内

【岳温泉観光施設整備】

業務委託
（繰越分）

・岳温泉観光交流施設整備基本・
実施設計業務委託

12,153 （株）ティ・アール建
築アトリエ

完了 岳温泉一丁目地内

【文教施設整備】

学校施設整備事業
（繰越分）

・小浜小学校給水管改修工事 12,493 （株）野地工業所 完了 小浜字藤町地内

・渋川小学校便所洋式化整備工事 17,954 （株）吉田設備 完了 渋川字神明森地内

・小浜中学校給水管改修工事 59,883 （株）吉田設備 完了 小浜字反町地内

・安達中学校便所洋式化整備工事 21,628 （株）吉田設備 完了 油井字田向地内

耐震補強事業
（繰越分）

・東和中学校渡り廊下耐震補強工
事

42,525 今江建設（株） 完了 針道字大町西地内

学校施設整備事業
（現年分）

・二本松第二中学校便所洋式化整
備実施設計業務委託

1,479 （株）松下設計 60.0 沖三丁目地内

・二本松第二中学校給水設備改修
工事

35,100 （株）吉田設備 5.0 沖三丁目地内

耐震補強事業
（現年分）

・石井小学校屋内運動場非構造部
材耐震化実施設計業務委託

2,246 （有）タック構造設計 60.0 小高内地内

・安達中学校屋内運動場非構造部
材耐震化実施設計業務委託

1,577 （株）エスデー設計
研究所

60.0 油井字田向地内

・小浜中学校屋内運動場非構造部
材耐震化実施設計業務委託

2,328 （株）エスデー設計
研究所

60.0 小浜字反町地内

・東和中学校屋内運動場非構造部
材耐震化工事監理業務委託

4,654 （株）エスデー設計
研究所

20.0 針道字大町西地内

・東和中学校屋内運動場非構造部
材耐震化工事

68,256 （株）野地組 20.0 針道字大町西地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

学校施設整備事業
（現年分）継続費

・学校施設長寿命化計画策定業務
委託（小・中学校２３校）

17,604 （株）長大 50.0 郭内一丁目地内外

【社会教育施設整備】

工事 ・安達文化ホール吊天井耐震化工
事

19,440 （株）野地組 90.0    油井字濡石地内

・カントリーパークとうわテニスコート
照明設備新設工事

44,280 大槻電設工業（株）
二本松営業所

55.0    針道字大町西地内

業務委託 ・安達文化ホール吊天井耐震化工
事監理業務委託

1,348 （有）タック構造設計 90.0    油井字濡石地内

・カントリーパークとうわテニスコート
照明設備新設工事監理業務委託

1,674 （有）八島企画設計 55.0    針道字大町西地内

【社会体育施設整備】

工事 ・城山弓道場進入路舗装新設工事 962 (株)根本組建設 70.0    郭内四丁目地内

【農業用施設整備】

工事
（繰越分）

・農業用施設整備事業
（浜井場地区）排水路整備工事

5,058 （株）大地開発 完了 下川崎字埴石地内

・農業用施設整備事業
（松倉地区）排水路整備工事

3,096 （株）ＪＰアクア 完了 西新殿字松倉地内

工事 ・農業用施設整備事業
（北地区）排水路整備工事

2,322 （有）川崎開発 完了 木幡字北地内

・農業用施設整備事業
（五月町二丁目地区）排水路整備
工事

7,285 若駒起業（株） 20.0 五月町二丁目地内

業務委託 ・農業用施設整備事業（岩代・東和
地区）排水路測量設計業務委託

3,240 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 茂原字石田地内外

・農業用施設整備事業（二本松地
区）排水路測量設計業務委託

2,840 （有）武藤測量事務
所

完了 芹沢地内外

・油井堀用水路改修実施設計業務
委託

864 （有）武藤測量事務
所

90.0 中ノ目地内

・農道整備事業
（永田原セ２期地区）実施設計業
務委託

973 （有）武藤測量事務
所

準備中 永田四丁目地内外

【農道整備】

工事 ・農道整備事業（永田原セ２期地
区）農道改良工事

44,166 （株）尾形土建 90.0 永田四丁目地内

【防災行政無線整備】

業務委託 ・280MHz防災行政無線屋外拡声
子局設置工事監理業務委託

5,767 （一財）ふくしま市町
村支援機構

40.0    市内全域

工事 ・280MHz防災行政無線屋外拡声
子局設置工事

356,400 （株）エヌエイチケイ
アイテック東北支社

40.0    市内全域

【防災マップ作成】

業務委託 ・二本松市総合ハザードマップ作
成業務委託

6,307 国際航業(株) 福島
営業所

40.0    市内全域

【ため池放射性物質対
策】

業務委託 ・ため池等放射性物質対策事業
（第１回 実施設計）業務委託

20,304 福島県土地改良事
業団体連合会

90.0 杉田駄子内地内外
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

・ため池等放射性物質対策事業
（第２回 実施設計）業務委託

18,144 福島県土地改良事
業団体連合会

準備中 瀬ノ上地内外

・ため池等放射性物質対策事業
（第２回 詳細調査）業務委託

70,740 福島県土地改良事
業団体連合会

準備中 成田町二丁目地内外

【森林再生】

業務委託
（繰越分）

・里山再生モデル事業（観音丘陵
遊歩道周辺第１期）森林整備等業
務委託

44,280 （有）武田林産 90.0 郭内三丁目地内外

・里山再生モデル事業（観音丘陵
遊歩道周辺第1期）総合管理業務
委託

9,334 （公社）福島県森林・
林業・緑化協会

完了 郭内三丁目地内外

業務委託 ・ふくしま森林再生事業（笹森山地
区森林整備）実施計画作成業務
委託

1,433 （公社）福島県森林・
林業・緑化協会

完了 渋川字銅屋坂地内

・ふくしま森林再生事業
（茂原財産区第１期）森林整備等
業務委託

13,392 （有）武田林産 10.0 茂原字夏井地内外

・ふくしま森林再生事業
（茂原財産区第１期）総合管理業
務委託

6,210 （公社）福島県森林・
林業・緑化協会

10.0 茂原字夏井地内外

・ふくしま森林再生事業
（笹森山地区）森林整備等業務委
託

19,440 （有）武田林産 5.0 渋川字銅屋坂地内

・里山再生モデル事業(観音丘陵遊
歩道周辺第２期)森林整備等業務
委託

35,640 （有）武田林産 準備中 亀谷二丁目地内外

・里山再生モデル事業(観音丘陵遊
歩道周辺第２期)総合管理業務委
託

6,048 （公社）福島県森林・
林業・緑化協会

準備中 亀谷二丁目地内外

【災害復旧】

道路災害復旧工事
（繰越分）

・蓬田・神明石線道路災害復旧工
事

1,436 （株）ＪＫＤ 完了 蓬田地内

・太郎田・正切線道路災害復旧工
事

5,538 若駒起業（株） 完了 西新殿字松倉地内

・大久保・柏崎線道路災害復旧工
事

7,331 （株）菅野土建 50.0    大久保一丁目地内

・杉内・外内打線道路災害復旧工
事

1,337 （有）松本土建 完了 橋本地内

・谷和子・浅川線道路災害復旧工
事

3,672 （株）ＪＰアクア 完了 谷和子地内

・西舟山・中洞線道路災害復旧工
事

6,532 （有）野地建設 完了 小沢字中洞地内

・滝・明堂線道路災害復旧工事 1,700 （株）ＪＫＤ 完了 西勝田字無行田地内

・梨木内・黒木内線道路災害復旧
工事

23,690 若駒起業（株） 90.0    木幡字黒木内地内

道路災害復旧工事 ・槻木住宅団地６号線道路災害復
旧工事

22,788 （有）丸中建設 40.0    新座地内

単独土木施設災害復旧
工事（繰越分）

・払川単独災害復旧工事 - （有）梅沢建設 取止め 宮沢地内

・時並・森岳線外２路線単独災害復
旧工事

2,128 ヤマニ建設（株） 完了 鈴石東町一丁目地内
外

・島ノ内・松浦線外２路線単独災害
復旧工事

1,512 （有）松本土建 完了 木ノ崎地内外
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

・東裏・舟形石線外１路線単独災害
復旧工事

1,447 （有）村松組 完了 東裏地内外

・岩崎・薬師線単独災害復旧工事 497 （有）梅沢建設 完了 隠里地内外

・陣場・田尻線外１路線単独災害復
旧工事

1,944 （有）野地建設 完了 上川崎字萱森地内外

・古塚田線外２路線単独災害復旧
工事

1,493 （株）本多建設 完了 長折字古塚田地内外

・沖田・馬船線単独災害復旧工事 302 （株）菅野土建 完了 西新殿字細田地内

・手倉石線外１路線単独災害復旧
工事

940 （有）アンサード 完了 百目木字岩下地内外

・和田・山口線単独災害復旧工事 562 （株）本多組 完了 田沢字山口地内

・太池田川単独災害復旧工事 475 （株）本多建設 完了 西勝田字柏木田地内

・田代川単独災害復旧工事 1,128 （株）本多組 70.0    田沢字法祈ヶ作地内

・笊森川単独災害復旧工事 767 （有）斎藤建設 90.0    田沢字上沓掛地内外

・米沢川単独災害復旧工事 1,039 （株）菅野土建 90.0    西新殿字米沢地内外

・関場・千保線外１路線単独災害復
旧工事

1,750 （株）野地組 30.0    木幡字田ノ入地内外

・立石川単独災害復旧工事 1,264 （株）野地組 30.0    針道字北作地内

業務委託
（繰越分）

・台風２１号（槻木住宅団地６号線）
災害復旧測量設計業務委託

18,170 国土防災技術（株）
福島支店

完了 新座地内

【仮置場設置】

業務委託
（繰越分）

・仮置き場設置業務委託 2,725,493 二本松市建設事業
協同組合

100.0 山田地内外

・仮置き場移送（第二期）業務委託 1,198,678 二本松市建設事業
協同組合

100.0   油井字やくし地内外

業務委託 ・仮置き場運営等積算業務委託 10,606 （一財）ふくしま市町
村支援機構

60.0 錦町一丁目地内外

・二本松地域仮置き場除草等業務
委託

17,279 ヤマニ・鳳・松本・カミ
ノ共同企業体

90.0 塩沢町一丁目地内外

・安達地域仮置き場除草等業務委
託

4,968 遠藤・３Ｓ共同企業
体

90.0 油井字北向地内外

・岩代地域仮置き場除草等業務委
託

13,284 西勝田除染関連共
同企業体

90.0 西勝田字鞍掛地内外

・東和地域仮置き場除草等業務委
託

13,284 齋藤・若駒共同企業
体

90.0 針道字荒井地内外

・二本松地域仮置き場運営業務委
託

76,356 二本松東共同企業
体

20.0 錦町一丁目地内外

・安達地域（１工区）仮置き場運営
業務委託

50,328 遠藤・３Ｓ共同企業
体

20.0 油井字やくし地内外

・安達地域（２工区）仮置き場運営
業務委託

39,096 あぶくま共同企業体 20.0 下川崎字東北地内外

・岩代地域仮置き場運営業務委託 81,000 西勝田除染関連共
同企業体

20.0 西勝田字堀米地内外

・東和地域仮置き場運営業務委託 62,640 高野・菅野共同企業
体

20.0 戸沢字小初沢地内外

・二本松地域（仮置き場）移送業務
委託

237,600 尾形・ヤマキチ共同
企業体

20.0 伊佐沼町二丁目地内
外
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

・二本松地域（現地保管）移送業務
委託

328,860 ヤマニ・鳳・松本・カミ
ノ共同企業体

20.0 北トロミ地内外

・安達地域（１工区）移送業務委託 457,920 丸中・福島アスコン・
カワサキ共同企業体

20.0 智恵子の森三丁目地
内外

・安達地域（２工区）移送業務委託 210,600 野地・野地斫り・川崎
開発共同企業体

20.0 上川崎字槻木地内外

・岩代地域移送業務委託 488,160 Ｈ・Ａ・Ｋ共同企業体 20.0 成田字北ノ内地内外

・東和地域移送業務委託 387,720 斎藤・東和電気・キ
マル共同企業体

20.0    戸沢字六角地内外

【水道事業】

上水道第六次拡張事業
（安達）

・上水道第六次拡張事業 (上川崎
地区）舗装復旧工事

57,340 （株）斎藤建設 30.0    上川崎字永作地内外

施設改良事業（二本松）
（繰越分）

・原セ日照田地内水管橋（上部工）
設置工事

110,786 （有）丸中建設 完了 原セ日照田地内

・市道松岡・若宮通り線外配水管布
設替工事

53,136 （株）野地工業所 完了 松岡地内外

・二本松市水道事業通信計装装置
整備工事発注支援業務

4,644 （株）日水コン福島事
務所

80.0    上水道区域内

施設改良事業（二本松） ・水道施設改良事業測量業務 3,240 （株）大地開発 完了 若宮一丁目地内外

・市道愛宕下線外舗装復旧工事 8,155 （株）菅野土建 10.0    根崎一丁目地内外

・市道松岡・若宮通り線外配水管布
設替工事

31,320 （株）吉田設備 10.0    若宮一丁目地内

・国道459号配水管布設替工事 21,600 （株）野地工業所 5.0      永田一丁目地内

・二本松市水道事業通信計装装置
整備工事

372,524 (株)明電舎東北支店 5.0      高平地内外

施設改良事業（安達）
（繰越分）

・石綿セメント管更新事業（安達地
区）舗装復旧工事

24,970 （株）菅野土建 完了 油井字梨子木前地内
外

施設改良事業（安達） ・石綿セメント管更新事業（安達地
区）配水管布設替工事

53,978 （株）野地工業所 50.0    油井字持東林前地内
外

・石綿セメント管更新事業(安達地
区)舗装復旧工事

12,597 （有）丸中建設 5.0      油井字長谷堂地内外

・水道（拡張・施設改良事業等）実
施設計業務

3,326 （一財）ふくしま市町
村支援機構

40.0    吉倉字上延命地内外

【簡易水道事業】

水道未普及地域解消事
業　（東和簡水）

・水道未普及地域解消事業（東和
地区第１工区）配水管布設工事

54,702 （株）吉田設備 60.0    戸沢字黒少内地内外

・水道未普及地域解消事業（東和
地区第2工区）配水管布設工事

49,032 オオナミ（株） 40.0    戸沢字天王地内外

・水道未普及地域解消事業（東和
地区第３工区）配水管布設工事

16,848 （株）野地工業所 20.0    戸沢字油内地内外

・市道針道・北戸沢線外舗装復旧
工事

50,426 （株）菅野土建 5.0      戸沢字月夜畑地内外
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

・水道未普及地域解消事業（東和
地区）実施設計業務

4,806 （一財）ふくしま市町
村支援機構

完了 戸沢字黒少内地内外

・水道未普及地域解消事業(東和
地区）測量業務

7,128 (株)東昇コンサルタ
ント

30.0    太田字白髭地内外

【下水道事業】

管渠布設工事
（流関・二本松）

・ 管渠布設工事（市単1号） 46,288 （株）本多組 50.0    冠木地内外
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