
別　　紙　（１）

出来高

（％）

【道路新設改良】

道路改良工事
（繰越分）

・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

34,761 （株）昭和土建工業 完了 郭内二丁目地内

・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

106,813 （株）尾形土建 90.0    成田町一丁目地内

・百目木・南戸沢線（岩下工区）道
路改良工事

29,821 弘栄建設工業（有） 完了 百目木字岩下地内
外

・熊野谷線土砂搬入工事 6,765 （有）松本土建 完了 戸沢字大久美地内
外

・北戸沢線道路改良工事 9,467 （有）鳳企画 50.0    戸沢字上大越地内

・大町６号線（第２工区）道路改良
工事

12,221 （有）川崎開発 80.0    大町地内

道路改良工事 ・社会資本整備総合交付金事業
駄子内・反田線道路改良工事

38,412 弘栄建設工業（有） 5.0      杉田駄子内地内外

・社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全）若宮・鉄扇町線道
路改良関連工事

18,370 （株）尾形土建 80.0    成田町一丁目地内

・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

21,780 （株）根本組建設 20.0    栄町地内

・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

20,936 （株）根本組建設 20.0    岳温泉大和地内外

・電源立地地域対策交付金事業
横森環状線道路改良工事

24,915 （株）根本組建設 20.0    岳温泉横森地内

・百目木・南戸沢線（岩下工区）道
路改良工事

28,171 （株）大地開発 10.0    百目木字岩下地内
外

・北戸沢線道路改良工事 60,500 （株）本多建設 10.0    戸沢字上大越地内
外

舗装新設工事
（繰越分）

・西・後田線外３路線舗装新設工
事

8,764 （有）齋藤組 完了 西新殿字後田地内
外

・熊野谷線舗装新設工事 21,118 （有）松本土建 70.0    戸沢字大久美地内
外

舗装新設工事 ・馬場平・遠藤ヶ滝線外３路線舗装
新設工事

5,687 （株）根本組建設 50.0    馬場平地内外

・桜町線外５路線舗装新設工事 6,710 （有）齋藤組 30.0    下川崎字桜町地内
外

業務委託
（繰越分）

・観音寺橋概略設計業務委託 484 （有）武藤測量事務
所

完了 五月町三丁目地内

業務委託 ・社会資本整備総合交付金事業
硯石・大玉線（１工区）物件調査
再算定業務委託

319 （株）第一測地補償 完了 硯石地内

・若宮・箕輪線物件調査業務委託 4,614 （株）東友東亜技術
コンサルタント

50.0    大壇地内

・若宮・箕輪線不動産鑑定業務委
託

547 （株）高橋不動産鑑
定事務所

完了 大壇地内

・百目木・南戸沢線（原工区）測量
設計業務委託

8,580 （株）大地開発 30.0    戸沢字原地内外

主な土木建設等事業の進捗状況（２．８．３１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）

【道路維持補修】

舗装補修工事 ・大稲場・小高内線舗装補修工事 4,774 （有）野地建設 完了 小高内地内

・硯石・大玉線舗装補修工事 4,478 （有）齋藤組 完了 原セ笠張地内

・陣場・柳原線舗装補修工事 2,530 （有）鳳企画 5.0      小沢字上台地内

・手倉石線舗装補修工事 2,604 （株）ＪＫＤ 5.0      百目木字川平地内

・若宮・楽内線舗装補修工事 3,673 （株）向方 10.0    太田字楽内地内

・防災・安全交付金事業　若宮・鉄
扇町線舗装補修工事

13,375 （株）根本組建設 5.0      伊佐沼町一丁目地
内

・防災・安全交付金事業　大稲場・
トロミ線舗装補修工事

11,471 （有）村松組 20.0    沖三丁目地内

・防災・安全交付金事業　鈴石中
央・戸ノ内線舗装補修工事

15,259 （有）村松組 20.0    平石町地内

側溝改修工事
（繰越分）

・榎戸・上竹線側溝改修工事 1,942 （株）三瓶工務店 30.0    上竹一丁目地内

・不動平橋・木ノ根坂線側溝改修
工事

5,302 （有）深谷産業 30.0    不動平地内

側溝改修工事 ・馬場平２号線側溝改修工事 3,135 （有）深谷産業 完了 馬場平地内

・神明森・山ノ入線外1路線側溝改
修工事

5,357 （株）大地開発 5.0      渋川字正房地内外

・浮内・野田１号線側溝改修工事 5,723 （株）大地開発 5.0      東新殿字野田地内

交通安全施設整備工事
（繰越分）

・南トロミ・昭和線区画線設置工事 1,905 （株）リンペイ 70.0    南トロミ地内外

交通安全施設整備工事 ・郭内・竹田線交通安全施設設置
工事

939 道路産業（有） 5.0      郭内一丁目地内

・安達駅・遠北線歩道設置工事 4,881 （株）佐藤組 10.0    油井字中條地内

橋梁補修工事
（繰越分）

・防災・安全交付金事業
太郎田・正切線（川前橋）橋梁補
修工事

34,590 遠藤建設（有） 80.0    杉沢字川前地内

橋梁補修工事 ・鬼針こ線橋耐震補強工事 18,522 東日本旅客鉄道
（株）

20.0    平石三丁目地内

業務委託 ・根崎・野辺線測量設計業務委託 8,800 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 根崎一丁目地内外

・田沢線道路擁壁補修設計業務委
託

4,730 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 田沢字叶ヶ作地内

・防災・安全交付金事業　中田橋
外１橋橋梁補修調査設計業務委
託

10,109 （株）東昇コンサルタ
ント

10.0    原セ日照田地内外

【市街地整備】

道路改良工事
（繰越分）

・二本松駅南地区整備事業
（仮称）茶園一丁目３号線道路改
良工事

11,326 （株）根本組建設 完了 茶園一丁目地内

・二本松駅南地区整備事業
（仮称）茶園一丁目３号線関連下
水道管渠敷設工事

5,390 （株）根本組建設 90.0    茶園一丁目地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

・二本松駅南地区整備事業
（仮称）茶園一丁目３号線関連配
水管敷設工事

2,013 （株）根本組建設 90.0    茶園一丁目地内

・杉田駅周辺整備事業
長命１号線（４工区）道路改良工
事

35,322 （株）菅澤建設 完了 長命地内

・杉田駅周辺整備事業
長命１号線道路標識設置工事

13,911 （株）菅野土建 完了 長命地内

・杉田駅周辺整備事業
杉田停車場線（１工区）道路改良
工事

35,529 （有）アンサード 80.0    杉田町一丁目地内
外

・杉田駅周辺整備事業
駅前広場整備工事

30,963 弘栄建設工業（有） 40.0    杉田町一丁目地内

・杉田駅周辺整備事業
杉田駅トイレ新築工事

32,978 ヤマニ建設（株） 60.0    杉田町一丁目地内

業務委託
（繰越分）

・ 二本松駅南地区整備事業
二本松駅南測量・実施設計業務
委託

29,259 （株）アーバン設計
二本松営業所

95.0    市海道地内

・ 二本松駅南地区整備事業
造成測量・設計業務委託

23,590 公益財団法人福島
県まちづくり区画整
理協会

95.0    市海道地内外

・ 二本松駅南地区整備事業
街区確定測量業務委託

20,210 公益社団法人福島
県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

95.0    市海道地内外

・ 二本松駅南地区整備事業
物件調査業務委託（その１）

2,093 （株）オオバ福島支
店

完了 市海道地内

・二本松駅南地区整備事業
造成予定地不動産鑑定業務委託
（その２）

1,003 （株）あさかエンジニ
アリング

完了 市海道地内外

業務委託 ・二本松駅南地区整備事業
土地評価業務委託

3,619 （株）都市技術 30.0    市海道地内

・二本松駅南地区整備事業
物件調査業務委託（その２）

16,489 （株）都市技術 30.0    市海道地内

【公園整備】

施設整備工事
（継続費）

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）二本松城文化観光施設
新築主体工事

700,700 菅野・ヤマニ特定建
設工事共同企業体

10.0    郭内三丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）二本松城文化観光施設
新築杭地業工事

75,570 東開クレテック（株） 70.0    郭内三丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）二本松城文化観光施設
新築電気設備工事

132,000 大槻・加藤木特定建
設工事共同企業体

10.0    郭内三丁目地内

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）二本松城文化観光施設
新築機械設備工事

147,400 野地・オオナミ特定
建設工事共同企業
体

10.0    郭内三丁目地内

業務委託
（継続費）

・社会資本整備総合交付金事業
（仮称）二本松城文化観光施設
新築工事監理業務委託

30,527 福島県建築設計協
同組合

10.0    郭内三丁目地内

・（仮称）二本松城文化観光施設
新築展示製作等業務委託

255,200 （株）トータルメディ
ア開発研究所

10.0    郭内三丁目地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

施設整備工事 ・安達ヶ原ふるさと村公園整備事
業
ドーム型トランポリン遊具上屋新
築工事

65,230 （有）鳳企画 90.0    安達ヶ原四丁目地
内

業務委託 ・霞ヶ城公園弓道場南側散策路整
備測量業務委託

2,145 （有）武藤測量 5.0      郭内四丁目地内

業務委託
（繰越分）

・郭内三丁目地内物件調査業務委
託

1,584 （株）ユーアール補
償技術研究所

完了 郭内三丁目地内

【市営住宅整備】

工事
（繰越分）

・社会資本整備総合交付金事業
市営住宅菅田団地外２除却工事

4,433 （有）スマイルホーム 完了 田沢字菅田地内外

業務委託 ・公営住宅等長寿命化計画見直し
業務委託

7,183 東日本総合計画
（株）

5.0      市内全域

【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
1,474 （一社）福島県建築

士事務所協会
20.0    市内全域

【庁舎整備】

工事
（繰越分）

・岩代支所庁舎空調設備改修工事 55,187 （株）吉田設備 完了 小浜字北月山地内

業務委託
（繰越分）

・岩代支所庁舎空調設備改修工事
監理業務委託

2,821 （株）エム設備設計
事務所

完了 小浜字北月山地内

【公共施設等解体整備】

工事
（繰越分）

・旧岩代学校給食センター解体工
事

17,600 （有）丸中建設 90.0    小浜字芳池地内

業務委託 ・旧建設技術学院解体設計業務委
託

5,229 （株）小島建築設計
事務所

70.0    安達ヶ原一丁目地
内

【地域防災施設整備】

業務委託
（繰越分）

・災害関連地域防災がけ崩れ対策
事業（下境地区）調査設計業務
委託

12,100 国土防災技術（株）
福島支店

70.0    木幡字下境地内

【工業団地造成事業】

業務委託
（繰越分）

・長命工業団地境界確定測量業務 10,771 公益社団法人福島
県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

95.0    長命地内

工事
（繰越分）

・長命工業団地造成関連工事 9,460 （有）丸中建設 20.0    長命地内外

【農業用施設整備】

工事
（繰越分）

・農地耕作条件改善事業油井堀
（中ノ目地区）用水路改修工事

21,224 （株）根本組建設 完了 中ノ目地内

・農業用施設整備事業（浜井場地
区）排水路整備工事

1,564 （株）向方 完了 下川崎字浜井場地
内

【農道整備】

工事 ・農道整備事業（永田原セ２期地
区）道路改良工事

77,000 （有）松本土建 10.0    原セ堰下地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

【ため池放射性物質対
策】
業務委託
（繰越分）

・ため池等放射性物質対策事業
（鳥沢外１池）対策工業務委託

42,862 （株）野地組 50.0    瀬ノ上地内外

・ため池等放射性物質対策事業
（上袋内外１池）対策工業務委託

97,027 （株）野地組 50.0    沖三丁目地内外

・ため池等放射性物質対策事業
（北向）対策工業務委託

50,130 （株）野地組 完了 安達ヶ原六丁目地
内

・ため池等放射性物質対策事業
（鳥沢外１池）発注者支援業務委
託

814 福島県土地改良事
業団体連合会

50.0    瀬ノ上地内外

・ため池等放射性物質対策事業
（上袋内外１池）発注者支援業務
委託

2,365 福島県土地改良事
業団体連合会

50.0    沖三丁目地内外

・ため池等放射性物質対策事業
（北向）発注者支援業務委託

935 福島県土地改良事
業団体連合会

完了 安達ヶ原六丁目地
内

業務委託 ・ため池等放射性物質対策事業発
注者支援業務委託

12,650 福島県土地改良事
業団体連合会

5.0      成田町二丁目地内
外

【森林再生】

森林再生事業
（繰越分）

・ふくしま森林再生事業（田沢財産
区）年度別実施計画作成等業務
委託

15,861 公益社団法人福島
県森林・林業・緑化
協会

完了 田沢字日山地内外

・ふくしま森林再生事業（茂原財産
区第１期２工区）森林整備等業務
委託

7,363 （有）武田林産 完了 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２工区）総合管理業務委
託

7,467 公益社団法人福島
県森林・林業・緑化
協会

完了 茂原字夏井地内外

森林再生事業 ・ふくしま森林再生事業（茂原財産
区第２期）森林整備等業務委託

19,690 （有）武田林産 10.0    茂原字川口地内

・ふくしま森林再生事業（茂原財産
区第２期）総合管理業務委託

9,570 公益社団法人福島
県森林・林業・緑化
協会

10.0    茂原字川口地内

【岳温泉観光施設整備】

工事 ・（仮称）岳温泉交流広場休憩棟
新築工事

81,400 （有）鳳企画 5.0      岳温泉一丁目地内

・（仮称）岳温泉交流広場屋外整
備工事

51,700 （有）鳳企画 5.0      岳温泉一丁目地内

業務委託 ・（仮称）岳温泉交流広場整備等
工事監理業務委託

2,393 （株）ティー・アール
建築アトリエ

5.0      岳温泉一丁目地内

【消防施設整備】

工事 ・安達駅前消防屯所新築工事 23,170 （株）三瓶工務店 5.0      油井字中條地内

・茂原消防屯所新築工事 24,629 ヤマニ建設（株） 5.0      茂原字福内地内
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（千円）

【学校施設整備】

工事 ・油井小学校校舎増築工事 257,950 国分木材工業（株） 10.0    油井字台地内

業務委託 ・油井小学校校舎増築工事監理業
務委託

6,127 （株）山口設計 10.0    油井字台地内

・二本松南小学校校舎長寿命化設
計業務委託

14,164 （株）共立建築設計
事務所

5.0      亀谷二丁目地内

【文教施設整備】

学校施設整備事業
（繰越分）

・石井小学校南側法面崩落修繕 4,528 （株）野地組 完了 小高内地内

学校施設整備事業
（現年分）

・岳下小学校便所洋式化整備工事 11,550 （株）野地工業所 30.0 大壇地内

・川崎小学校便所洋式化整備工事 16,610 （株）吉田設備 20.0 上川崎字上種田地
内

・小浜小学校便所洋式化整備工事 17,600 （株）吉田設備 10.0 小浜字藤町地内

・小浜中学校便所洋式化整備工事 25,630 （株）吉田設備 10.0 小浜字反町地内

安達地方特別支援学校宅
地造成事業（現年分）

・安達地方特別支援学校敷地造成
測量設計等業務委託

23,799 （有）佐藤測量設計
事務所

30.0 安達ヶ原一丁目地
内外

【社会体育施設整備】

業務委託
（繰越分）

・杉内多目的運動広場（サッカー
施設整備）基本設計及び地質調
査業務

13,361 セントラルコンサルタ
ント（株）東北支社
福島営業所

完了 西勝田字杉内地内

【仮置場運営・移送】

業務委託
（繰越分）

・二本松地域仮置き場運営業務委
託

144,807 (有)アンサード 90.0 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

38,405 (株)佐藤組 完了 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

256,244 (株)佐藤組 90.0 下川崎字東北地内
外

・岩代地域仮置き場運営業務委託 128,320 (株)本多建設 90.0 西勝田字堀米地内
外

・東和地域仮置き場運営業務委託 79,200 (有)齋藤組 90.0 戸沢字小初沢地内
外

・二本松地域（仮置き場１工区）移
送業務委託

71,143 (有)野地斫り建設工
業

95.0 錦町一丁目地内外

・二本松地域（仮置き場２工区）移
送業務委託

102,027 (有)松本土建 95.0 上蓬田地内外

・二本松地域（仮置き場３工区）移
送業務委託

141,401 (株)根本組建設 完了 高越松ヶ作地内外

・二本松地域（現地保管１工区）移
送業務委託

106,193 (有)野地建設 95.0 関地内外

・二本松地域（現地保管２工区）移
送業務委託

171,166 (株)佐藤組 95.0 平石高田四丁目地
内外

・安達地域（１工区）移送業務委託 189,661 (株)野地組 完了 油井字前原地内外

・安達地域（２工区）移送業務委託 98,474 (有)野地建設 完了 上川崎字赤坂地内
外
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・岩代地域（１工区）移送業務委託 90,634 (有)川崎開発 完了 成田字北ノ内地内
外

・岩代地域（２工区）移送業務委託 122,305 (株)菅野土建 完了 上太田字絵面地内
外

・岩代地域（３工区）移送業務委託 120,782 斎藤・菅澤共同企業
体

完了 田沢字神田地内外

・東和地域（１工区）移送業務委託 212,135 (株)斎藤建設 完了 木幡字西和代地内
外

・東和地域（２工区）移送業務委託 111,991 (株)斎藤建設 完了 戸沢字大仙石地内
外

業務委託 ・仮置き場運営等積算業務委託 12,958 （一財）ふくしま市町
村支援機構

60.0 錦町一丁目地内外

【土木施設災害復旧】

道路災害復旧工事
（繰越分）

・谷和子３号線道路災害復旧工事 18,150 （有）松本土建 95.0    谷和子地内

・反町・つつじ山線道路災害復旧
工事

6,567 （株）本多建設 完了 西勝田字つつじ山
地内

・下太池田・杉内線道路災害復旧
工事

2,772 （株）向方 90.0    西勝田字下太池田
地内

・日向線道路災害復旧工事 1,980 （有）佐藤建設 90.0    長折字四本松地内

・古塚田1号線道路災害復旧工事 9,020 （株）本多組 10.0    長折字古塚田地内

・郭内二丁目６号線道路災害復旧
工事

29,700 （有）松本土建 60.0    郭内二丁目地内

・岩ヶ峰・三合内線道路災害復旧
工事

4,785 （有）深谷産業 40.0    安達ヶ原五丁目地
内

・北向・丑子内線道路災害復旧工
事

6,655 （株）カミノグリーンマ
ネジメント

10.0    丑子内地内

・杉内・外内打線道路災害復旧工
事

5,060 ヤマニ建設（株） 10.0    橋本地内

・矢ノ戸・川口線（１工区）道路災害
復旧工事

1,949 （有）齋藤組 完了 長下地内

・矢ノ戸・川口線（３・４工区）道路災
害復旧工事

10,273 （有）松本土建 50.0    島寺地内外

・北ノ内・鈴石町線道路災害復旧
工事

4,271 （株）向方 50.0    鈴石東町二丁目地
内

・日向・下舘線道路災害復旧工事 1,846 （株）本多組 完了 長折字日向地内

・堰場線道路災害復旧工事 3,047 （有）松本土建 80.0    小浜字新町地内

・鈴木内・戸ノ内線道路災害復旧
工事

6,416 （株）菅野土建 95.0    西勝田字永法内地
内

・夏刈線道路災害復旧工事 12,100 （有）野地建設 60.0    上太田字高畑地内

・搦手・菖蒲ヶ入線道路災害復旧
工事

15,180 菅野建築（株） 20.0    百目木字菖蒲ヶ入
地内

・向坂・永畑線道路災害復旧工事 18,108 （株）本多建設 完了 田沢字永畑地内

・茂原線道路災害復旧工事 4,730 菅野建築（株） 50.0    田沢字神田地内
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・海老内線道路災害復旧工事 9,900 遠藤建設（有） 20.0    田沢字桜平地内外

・高井線道路災害復旧工事 30,470 （有）丸中建設 5.0      田沢字下沓掛地内
外

・鳥井戸・谷地田線道路災害復旧
工事

54,162 （有）野地建設 5.0      田沢字谷地田地内
外

・吉田線道路災害復旧工事 7,546 （株）大地開発 30.0    杉沢字吉田地内

・一本木・戸ノ内線道路災害復旧
工事

7,590 （株）菅野土建 20.0    杉沢字鳥井戸地内
外

・砂屋登１号線道路災害復旧工事 11,495 （有）村松組 20.0    太田字砂屋登地内

・楽内・杉ノ内線道路災害復旧工
事

9,460 弘栄建設工業（有） 30.0    太田字楽内地内

・川口・高野線道路災害復旧工事 10,145 （株）福島アスコン 10.0    太田字広畑地内

・上越・上ノ内線道路災害復旧工
事

5,014 若駒起業（株） 10.0    針道字競石地内

・若宮・伏返線道路災害復旧工事 3,849 （有）齋藤組 10.0    戸沢字美女木地内

道路災害復旧工事 ・日石線道路災害復旧工事 3,465 菅野建築（株） 20.0    戸沢字石田地内

・川口・新船線道路災害復旧工事 41,800 弘栄建設工業（有） 10.0    太田字岩前地内外

・太郎田・正切線道路災害復旧工
事

6,655 （有）川崎開発 30.0    西新殿字松倉地内

・加藤木３号線道路災害復旧工事 17,050 弘栄建設工業（有） 5.0      上長折字加藤木地
内

・仲ノ作８号線道路災害復旧工事 63,140 （株）本多建設 5.0      上長折字仲ノ作地
内

河川災害復旧工事 ・平石田川河川災害復旧工事 60,315 （株）菅野土建 5.0      東新殿字山落地内
外

・太池田川河川災害復旧工事 22,220 （株）本多組 5.0      西勝田字柏木田地
内

単独土木施設災害復旧
工事
（繰越分）

・神明石・柏木田線外１路線単独
災害復旧工事

2,582 （株）本多組 完了 西勝田字上太池田
地内外

・道久内線単独災害復旧工事 1,375 （株）本多建設 完了 長折字船山内地内
外

・田中３号線外１路線単独災害復
旧工事

1,562 （株）菅野土建 完了 西勝田字田中地内
外

・鈴木内・正部田線単独災害復旧
工事

1,069 （有）功栄興産 完了 上長折字山田地内

業務委託
（繰越分）

・浅川・鈴石神社線災害復旧調査
設計業務委託

18,590 国土防災技術（株）
福島支店

90.0    岡ノ内地内

・北ノ内・鈴石町線外災害復旧実
施設計業務委託

1,980 （株）福都測量 完了 鈴石東町二丁目地
内外

・一本木・戸ノ内線外災害復旧実
施設計業務委託

1,925 （株）エースコンサル
タント二本松営業所

完了 杉沢字鳥井戸地内
外

・砂屋登１号線外災害復旧実施設
計業務委託

1,980 （有）流域測量設計
事務所

完了 太田字砂屋登地内
外

・川口・高野線外災害復旧実施設
計業務委託

1,980 （有）中西測量設計
二本松営業所

完了 太田字広畑地内外
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・普通河川太池田川外災害復旧実
施設計業務委託

8,140 （株）東昇コンサルタ
ント

完了 西勝田字柏木田地
内外

・普通河川米沢川外災害復旧実施
設計業務委託

3,465 フタバコンサルタント
(株)二本松営業所

完了 西勝田字永作地内
外

・普通河川平石田川災害復旧実施
設計業務委託

1,980 (株）大地開発 完了 東新殿字山落地内
外

・普通河川茂原川外災害復旧実施
設計業務委託

3,575 （有）武藤測量事務
所

完了 茂原字石田地内外

・普通河川笊森川外災害復旧実施
設計業務委託

5,555 （株）郡山測量設計
社県北支店

完了 田沢字永畑地内外

・普通河川田代川外災害復旧実施
設計業務委託

4,235 昭和技術設計（株）
二本松事務所

完了 田沢字法祈ヶ作地
内外

・準用河川立石川外災害復旧実施
設計業務委託

2,002 （株）アーバン設計
二本松営業所

完了 針道字富沢地内外

・川石田橋外災害復旧ボーリング
調査業務委託

7,530 （株）福島地下開発 90.0    上太田字広瀬地内

・十文字橋外災害復旧ボーリング
調査業務委託

6,732 （株）福島地下開発 完了 上長折字加藤木地
内外

・夏刈線（佛台橋）災害復旧実施
設計業務委託

16,830 （株）郡山測量設計
社　県北支店

30.0    上太田字仏台地内

・加藤木３号線（柿の木平橋）災害
復旧実施設計業務委託

21,010 （株）中央技術コン
サルタンツ　福島支
店

30.0    上長折字加藤木地
内

・広瀬・仲絵面線（川石田橋）災害
復旧実施設計業務委託

15,290 （株）アーバン設計
二本松営業所

10.0    上長折字広瀬地内

・法祈ヶ作・日山線（法祈ヶ作山
橋）災害復旧実施設計業務委託

7,568 （株）アーバン設計
二本松営業所

10.0    田沢字法祈ヶ作地
内

・竹柄線（竹柄橋）災害復旧実施
設計業務委託

11,440 昭和技術設計（株）
二本松事務所

30.0    戸沢字高野地内

【都市施設災害復旧】

工事
（繰越分）

・岩代多目的運動広場災害復旧工
事

35,970 （有）村松組 60.0    西勝田字杉内地内

・城山総合グラウンド法面災害復
旧工事

4,856 （有）梅沢建設 完了 郭内四丁目地内

【農業用施設災害復旧】

工事
（繰越分）

・農業用施設災害（伊佐沼町一丁
目地区）水路復旧工事

3,881 （有）藤商エクステリ
ア

完了 伊佐沼町一丁目地
内

・農業用施設災害（安達揚水機
場）復旧工事

17,496 （株）酉島製作所 完了 上川崎字大壇地内

・農業用施設災害（日黒地区）水
路復旧工事

18,645 弘栄建設工業（有） 40.0    吉倉字日黒地内

【林業用施設災害復旧】

工事 ・林道施設災害（日山線）復旧工
事

6,138 （有）藤商エクステリ
ア

10.0    田沢字川口地内

・林道施設災害（存ぎょう線１号箇
所外）復旧工事

8,569 （有）深谷産業 10.0    長折字四本松地内

・林道施設災害（存ぎょう線４号箇
所）復旧工事

60,500 （有）野地斫り建設
工業

10.0    上長折字川前地内

・林道施設災害（存ぎょう線５号箇
所外）復旧工事

11,330 （有）アンサード 10.0    上太田字絵面地内
外
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【水道事業】

上水道第六次拡張事業
（二本松）

・熊の穴第２水源導水管布設工事 30,800 （株）野地工業所 10.0 永田字長坂国有林
地内

施設改良事業（二本松）
（繰越分）

・市道若宮・鉄扇町線送配水管布
設替工事

19,302 （株）吉田設備 60.0    成田町一丁目地内

・市道若宮・桜谷線外配水管布設
替工事

24,552 （株）野地工業所 完了 若宮一丁目地内外

・市道長命1号線配水管布設工事 14,938 オオナミ（株） 完了 長命地内

・国道４５９号（永田工区）配水管布
設替工事

11,484 （株）野地工業所 30.0    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

80.0    高平地内外

施設改良事業（二本松） ・市道若宮・桜谷線外舗装復旧工
事

7,348 （株）大地開発 50.0    若宮一丁目地内外

・市道杉田停車場線配水管布設工
事

8,030 （有）鳳企画 80.0    杉田町一丁目地内

上水道未普及地域解消
事業（安達）

・市道上延命・延命前線舗装復旧
工事

3,542 （株）大地開発 90.0    吉倉字上延命地内
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）配水管布設替工事

39,600 （株）野地工業所 40.0 渋川字脇久保地内
外

【簡易水道事業】

災害関連事業
（岩代簡水）
（繰越分）

・岩代第２水源電気計装設備災害
応急本工事

18,700 クシダ工業（株） 90.0 上長折字向舘地内

・岩代第４水源電気計装設備災害
応急本工事

7,480 クシダ工業（株） 完了 上長折字加藤木地
内

・岩代第３配水池系樋ノ口圧力調
整弁災害応急本工事

5,940 クシダ工業（株） 完了 西勝田字樋ノ口地
内

災害関連事業
（東和簡水）
（繰越分）

・東和第９配水池系配水管災害復
旧応急本工事

4,092 （株）野地工業所 完了 太田字藤ノ切地内

・東和島山管末監視装置災害復旧
応急本工事

5,500 クシダ工業（株） 完了 太田字寺沢地内
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