
別　　紙　（２）

出来高

（％）

【道路新設改良】

道路改良工事
（事故繰越分）

・若宮・伏返線（1工区）道路
改良工事

32,920 （株）福島アスコン 20.0 戸沢字柏久保地内
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

41,688 （株）尾形土建 60.0 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

16,001 （株）菅澤建設 50.0 郭内二丁目地内

道路改良工事
（繰越分）

・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） 30.0     杉田駄子内地内

・百目木・南戸沢線（岩下工
区）道路改良工事

28,171 （株）大地開発 20.0     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 20.0     戸沢字上大越地内
外

・熊野谷線道路改良工事 16,758 （株）高野組 10.0     戸沢字大久美地内
外

・大町6号線（第2工区）道路
改良工事

9,709 （株）菅澤建設 70.0     大町地内

・岩崎・薬師線道路整備工事 4,950 （有）鳳企画 10.0     十神地内外

・若宮・伏返線（2工区）道路
改良工事

31,350 （有）野地建設 10.0     戸沢字美女木地内
外

・若宮・鉄扇町線河川護岸工
事

13,409 （株）尾形土建 60.0     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

45,628 （株）佐藤組 10.0     郭内二丁目地内

舗装新設工事
（繰越分）

・正部田6号線外5路線舗装
新設工事

11,550 （株）福島アスコン 80.0     上長折字正部田地
内外

業務委託
（繰越分）

・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 80.0     戸沢字原地内外

【道路維持補修】

舗装補修工事
（繰越分）

・防災・安全交付金事業　鈴
石中央・戸ノ内線舗装補修
工事

18,817 （有）丸中建設 5.0       昭和町地内

側溝改修工事
（繰越分）

・田沢線側溝改修工事 14,561 （株）菅澤建設 15.0     田沢字和田地内

・本町・市海道線外1路線側
溝改修工事

15,090 （株）ＪＫＤ 50.0     茶園一丁目地内外

橋梁補修工事委託 ・東北本線二本松・安達間上
竹跨線橋補修その他工事

40,128 東日本旅客鉄道（株） 5.0       榎戸一丁目地内外

・東北本線二本松・安達間上
竹こ線橋耐震補強工事

39,332 東日本旅客鉄道（株） 5.0       亀谷二丁目地内外

業務委託
（繰越分）

・道路メンテナンス事業　橋梁
長寿命化修繕計画更新業務
委託

9,825 （株）アーバン設計二
本松営業所

70.0     市内全域

主な土木建設等事業の進捗状況（３．５．３１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）

業務委託 ・こ線道路橋点検 26,198 東日本旅客鉄道（株） 5.0       渋川字栗木内地内
外

【市街地整備】

道路改良工事
（繰越分）

・安達駅西地区整備事業
安達駅・福岡線（１工区）道
路改良工事

107,250 （株）野地組 10.0     油井字福岡地内

・杉田駅周辺整備事業
杉田停車場線（２工区）道路
改良工事

85,180 （株）佐藤組 40.0     杉田町一丁目地内
外

・杉田駅周辺整備事業
長命１号線道路改良工事

17,159 （株）根本組建設 完了 長命地内

業務委託
（繰越分）

・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 80.0     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 60.0     市海道地内

・二本松駅南線外９路線下水
道管渠実施設計業務委託

12,100 （公財）福島県下水道
公社

40.0     市海道地内外

・二本松駅南線外９路線水道
管実施設計業務委託

3,432 （一財）ふくしま市町村
支援機構

30.0     市海道地内外

【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

50.0     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

30.0     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

20.0     郭内三丁目地内

・（仮称）二本松城文化観光
施設多目的広場等整備工事

30,289 （有）深谷産業 5.0       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

45.0     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

45.0     郭内三丁目地内

施設整備工事 ・（仮称）二本松城文化観光
施設外構電気設備工事

43,230 大槻電設工業（株） 5.0       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 市営住宅藤町団地外２除
却工事

5,643 遠藤建設（有） 完了 小浜字藤町地内外

【公共施設等解体整
備】
工事
（繰越分）

・旧建設技術学院解体工事 105,303 菅野建設（株）二本松
営業所

完了 安達ヶ原一丁目地
内外

【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
対策事業下境地区がけ崩れ
対策工事

62,150 （株）本多建設 10.0     木幡字下境地内
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出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

【岳温泉観光施設整備】

工事
（繰越分）

・（仮称）岳温泉交流広場休
憩棟新築工事

81,400 （有）鳳企画 80.0     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 80.0     岳温泉一丁目地内

業務委託
（繰越分）

・（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・アール建築
アトリエ

80.0     岳温泉一丁目地内

【住民センター整備】

工事
（繰越分）

・社会資本整備総合交付金事
業 塩沢住民センター耐震改
修工事

25,515 （株）三瓶工務店 90.0     塩沢町一丁目地内

業務委託
（繰越分）

・社会資本整備総合交付金事
業 塩沢住民センター耐震改
修工事監理業務委託

1,963 （株）エスデー設計研
究所

90.0     塩沢町一丁目地内

【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

12,045 （株）根本組建設 90.0 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

2,361 (株)向方 完了 下川崎字植石地内

・農業用施設整備事業（柳田
堀）排水路整備工事

4,059 え
ん
遠藤建設（有） 30.0 油井字古屋敷地内

外

・農業用施設整備事業（至去
地区）排水路整備工事

2,805 (株)向方 完了 針道字至去地内

【農道整備】

工事
（繰越分）

・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 90.0 原セ堰下地内

【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）森林整備等業務委
託

37,582 （有）武田林産 完了 田沢字日山地内外

・ふくしま森林再生事業（石平
財産区）年度別実施計画作
成等業務委託

23,040 （公社）福島県森林・
林業・緑化協会

完了 戸沢字石平山地内
外

【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

70.0 成田町二丁目地内
外

・ため池等放射性物質対策事
業（山之田外6池）対策工業
務委託

53,169 (有)野地建設 90.0 木幡字山之田地内
外

・ため池等放射性物質対策事
業（上宮ノ平外5池）対策工
業務委託

76,264 (有)野地建設 90.0 針道字上宮ノ平地
内外

・ため池等放射性物質対策事
業（東福田内外１池）対策工
業務委託

19,480 (有)野地建設 90.0 戸沢字東福田内外

・ため池等放射性物質対策事
業（池端外3池）対策工業務
委託

66,969 （株）野地組 70.0 平石高田二丁目地
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）

・ため池等放射性物質対策事
業（方入内外2池）対策工業
務委託

57,549 （株）野地組 90.0 沖一丁目地内外

・ため池等放射性物質対策事
業（米沢新沼外１池）対策工
業務委託

57,679 (有)川崎開発 80.0 米沢字沼頭地内外

・ため池等放射性物質対策事
業（大屋戸外2池）対策工業
務委託

47,039 (有)野地建設 50.0 成田字中井地内外

・ため池等放射性物質対策事
業（池の入）対策工業務委託

64,561 （株）野地組 20.0 中町地内

・ため池等放射性物質対策事
業（塚田）対策工業務委託

3,802 (有)村松組 90.0 舘野一丁目地内

・ため池等放射性物質対策事
業（塩ノ田（2）外3池）対策工
業務委託

61,486 （株）野地組 20.0 上川崎字塩ノ田地
内外

【文教施設整備】

業務委託
（繰越分）

・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

80.0     亀谷二丁目地内

・安達地方特別支援学校敷地
造成測量設計等業務委託

25,146 （株）佐藤測量設計 60.0     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）実施設計業
務委託

26,917 株式会社オオバ　福
島支店

60.0     西勝田字杉内地内

工事
（繰越分）

・（仮称）杉内多目的運動広
場（サッカー施設整備）造成
工事

74,800 （株）菅野土建 10.0     西勝田字杉内地内
外

【社会教育施設整備】

業務委託
（継続費）

・安達公民館大規模改造・耐
震改修工事監理業務委託

5,720 （有）サンミックス・シス
テム堀井勝典研究所

90.0     油井字濡石地内

工事
（継続費）

・安達公民館大規模改造・耐
震改修主体工事

80,080 （株）野地組 90.0     油井字濡石地内

・安達公民館大規模改造・耐
震改修電気設備工事

19,514 下山電工（株） 90.0     油井字濡石地内

・安達公民館大規模改造・耐
震改修機械設備工事

35,200 （株）吉田設備 80.0     油井字濡石地内

【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

95,590 (株)菅野土建 70.0 錦町一丁目地内外

・安達地域仮置き場運営業務
委託

30,965 (有)佐藤建設 70.0 油井字やくし地内
外

・岩代地域仮置き場運営業務
委託

93,308 (株)本多建設 70.0 西勝田字堀米地内
外

・東和地域仮置き場運営業務
委託

48,574 弘栄建設工業(有) 70.0 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

149,951 (有)松本土建 80.0 江口地内外

・二本松地域（仮置き場２工
区）移送業務委託

106,251 (有)松本土建 80.0 松林地内外

・二本松地域（仮置き場３工
区）移送業務委託

101,483 (有)川崎開発 80.0 古家地内外

－16－



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（仮置き場４工
区）移送業務委託

67,038 根本・深谷共同企業
体

80.0 不動平地内外

・二本松地域（現地保管１工
区）移送業務委託

133,304 (有)野地建設 80.0 岡ノ内地内外

・二本松地域（現地保管２工
区）移送業務委託

134,101 (有)野地建設 80.0 八万舘地内外

・岩代地域（仮置き場１工区）
移送業務委託

88,703 (有)鳳企画 80.0 長折字古塚田地内
外

・岩代地域（仮置き場２工区）
移送業務委託

85,991 (株)本多組 80.0 杉沢字二元木地内
外

・岩代地域（仮置き場３工区）
移送業務委託

46,824 (有)アンサード 80.0 西新殿字細田地内
外

・岩代地域（仮置き場４工区）
移送業務委託

78,272 (有)アンサード 80.0 田沢字神田地内外

・岩代地域（仮置き場５工区）
移送業務委託

71,746 (株)本多建設 80.0 田沢字中曲山地内
外

・岩代地域（現地保管１工区）
移送業務委託

129,972 (株)本多建設 80.0 百目木字町地内外

・東和地域（１工区）移送業務
委託

129,759 (有)鳳企画 80.0 木幡字仲之内地内
外

・東和地域（２工区）移送業務
委託

42,900 (株)ＪＫＤ 80.0 木幡字下井地内外

・除去土壌移送等積算業務委
託

3,058 （一財）ふくしま市町村
支援機構

完了 錦町一丁目地内外

業務委託 ・仮置き場運営等積算業務委
託

12,859 （一財）ふくしま市町村
支援機構

5.0 錦町一丁目地内外

【災害復旧】

道路災害復旧工事
（事故繰越分）

・高井線道路災害復旧工事 30,470 （有）丸中建設 50.0     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 40.0     田沢字谷地田地内
外

・日山1号線道路災害復旧工
事

7,095 （有）相田建設 80.0     田沢字日山地内

・百目木・南戸沢線（3工区）
道路災害復旧工事

17,710 若駒起業（株） 30.0     戸沢字大はた地内
外

・越田・鍛冶山線外2路線道
路災害復旧工事

17,820 若駒起業（株） 20.0     木幡字小鍛冶山地
内外

・中北1号線道路災害復旧工
事

12,100 （有）野地斫り建設工
業

30.0     下川崎字天王山地
内

道路災害復旧工事
（繰越分）

・川口・新船線道路災害復旧
工事

41,800 弘栄建設工業（有） 70.0     太田字岩前地内外

・加藤木3号線道路災害復旧
工事

17,050 弘栄建設工業（有） 30.0     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 40.0     上長折字仲ノ作地
内

・向寺坂・夏刈線道路災害復
旧工事

3,410 （株）菅野土建 20.0     太田字下旗返地内

・百目木・南戸沢線（1・2工
区）道路災害復旧工事

50,600 （有）アンサード 60.0     百目木字仲ノ内地
内外

・日向・下舘線道路災害復旧
工事

4,011 （株）向方 20.0     長折字日向地内

・浅川・鈴石神社線道路災害
復旧工事

36,736 （株）根本組建設 20.0     堀越地内

－17－



出来高

（％）
事　　　　　　業　　　　　　名

事業費
請 負 業 者 名 事 業 箇 所

（千円）

河川災害復旧工事
（繰越分）

・平石田川河川災害復旧工事 60,315 （株）菅野土建 80.0     東新殿字山落地内
外

・太池田川河川災害復旧工事 21,507 （株）本多組 完了 西勝田字柏木田地
内

・茂原川河川災害復旧工事 41,360 （株）本多建設 50.0     茂原字石田地内

・米沢川河川災害復旧工事 89,029 （株）昭和土建工業 40.0     西新殿字永作地内
外

・立石川河川災害復旧工事 31,350 （株）菅野土建 60.0     針道字富沢地内外

・笊森川河川災害復旧工事 149,820 （有）松本土建 5.0       田沢字永畑地内外

・米沢川（4工区）河川災害復
旧工事

22,858 （株）尾形土建 10.0     上太田字向広瀬地
内

・田代川（1・2工区）河川災害
復旧工事

72,160 （株）菅澤建設 20.0     田沢字法祈ヶ作地
内

・日山川河川災害復旧工事 28,050 （株）菅澤建設 5.0       田沢字北向地内

・名目津川河川災害復旧工事 13,090 （株）菅澤建設 5.0       百目木字名目津地
内

橋梁災害復旧工事
（繰越分）

・夏刈線（佛台橋）橋梁災害
復旧工事

213,964 遠藤建設（有） 5.0       上太田字仏台地内
外

・竹柄線（竹柄橋）橋梁災害
復旧工事

51,150 （有）村松組 10.0     戸沢字杢少内地内

【林業施設補助災害復
旧事業】
工事
（繰越分）

・林業施設災害（存ぎょう線4
号箇所）復旧工事

60,500 (有)野地斫り建設工業 90.0 上長折字川前地内

・林業施設災害（桜畑木幡山
線1号箇所外）復旧工事

17,875 若駒起業(株) 50.0 木幡字治家地内外

【水道事業】

上水道第七次拡張事
業（二本松・安達）

・上水道第七次拡張事業変更
認可業務

14,300 （株）三水コンサルタン
ト郡山事業所

10.0 上水道区域外

施設改良事業（二本
松）（繰越分）

・市道駄子内・反田線配水管
布設工事

26,400 （株）野地工業所 70.0     杉田駄子内地内

・国道459号（沼ヶ作工区）配
水管布設替工事

14,300 （株）野地工業所 40.0     沼ヶ作地内

・県道二本松安達線外配水管
布設替工事

11,418 （有）鳳企画 30.0     根崎一丁目地内

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

26,070 （株）野地工業所 70.0 油井字八軒町地内
外
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