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◎「現場見える化」は下記をクリックしてください。
http://sousou.g-road.info/a/info1.php

◎下記一覧の緑色に着色した個所について、内容を更新しています。 H28.8月

市町村名 事業種別 路線・河川・海岸名 工区名 地名 工種 更新内容

1 新地町 河川 三滝川 大字埓木崎字磯山地内 築堤工

2 河川 砂子田川 谷地小屋地内 築堤工

3 河川 地蔵川 今泉地内 築堤工

4 海岸 木崎地区海岸 大字埓木崎字埓浜地内 堤防工、消波工

5 道路 国道113号 駒ヶ嶺拡幅 大字駒ヶ嶺地内 舗装工

6 道路 相馬亘理線 新地 大字埓木崎地内 改良工

7 道路 新地（停）釣師線 釣師 谷地小屋地内 改良工

8 防災緑地 埓浜防災緑地 大字埓木崎地内 防災緑地

9 漁港 釣師浜漁港 新地町谷地小屋地内 岸壁工

10 相馬市 河川 宇多川 岩子地内 築堤工

11 河川 日下石川 柏崎字北家野地内 築堤工

12 海岸 大浜地区海岸 磯部字大洲地内 堤防工、消波工

13 海岸 古磯部地区海岸 磯部字古磯部地内 堤防工、消波工

14 道路 国道115号 相馬BP 中野地内 改良・舗装工、橋梁工 写真を更新しました。

15 道路 原町海老相馬線 磯部 磯部地内 改良工

16 道路 原町海老相馬線 蒲庭 蒲庭地内 改良工

17 防災緑地 原釜尾浜防災緑地 原釜地内 防災緑地

18 港湾 相馬港 相馬市原釜地内、新地町今泉地内 岸壁工

19 漁港 松川浦漁港 鵜ノ尾岬地区相馬市尾浜地内 岸壁工

20 海岸（港湾）相馬港海岸 原釜 相馬市原釜地内 堤防工、消波工

21 南相馬市 河川 新田川 原町区下渋佐字後川地内 築堤工

22 河川 真野川 鹿島区右田地内 築堤工

23 海岸 南海老地区海岸 鹿島区南海老字蛭沼地内 堤防工、消波工

24 海岸 渋佐萱浜地区海岸 原町区下渋佐字大身地内 堤防工、消波工

25 道路 原町川俣線 八木沢 原町区大原地内 トンネル工 写真を更新しました。

26 道路 相馬浪江線 浮田 鹿島区浮田地内 改良工　舗装工

27 道路 原町海老相馬線 烏崎 鹿島区烏崎～南海老地内 改良工

28 道路 原町海老相馬線 沖田 原町区北泉字沖田地内 改良工

29 道路 北泉小高線 原町区下渋佐～雫地内 改良工

30 道路 幾世橋小高線 小高区浦尻字前田地内 舗装工

31 漁港 真野川漁港 鹿島区烏崎地内 岸壁工

32 浪江町 海岸 棚塩地区海岸 大字棚塩字砂田地内 堤防工、消波工 工事が全部着手しました。

33 道路 国道114号 浪江拡幅 大字権現堂地内 改良工

34 道路災害 国道114号 宮下跨線橋 大字権現堂字宮上地内 改良工

35 漁港 請戸漁港 大字請戸地内 岸壁工

36 双葉町 海岸 郡山中野地区海岸 大字中野字羽山前地内 堤防工、消波工 工事が着手しました。

37 海岸 双葉中浜地区海岸 大字中浜字南原地内 堤防工、消波工

38 大熊町 道路 国道288号 玉ノ湯 大字野上地内 舗装工　照明工

39 富岡町 道路 いわき浪江線 広表２号 大字上手岡地内 災害復旧

40 漁港 富岡漁港 大字仏浜地内 岸壁工

41 海岸 毛萱仏浜地区海岸 釜田 大字仏浜地内 堤防工、離岸堤工

42 河川 富岡川 大字仏浜地内 築堤工

43 楢葉町 道路 小塙上郡山線 井出 大字井出地内 改良工 写真を更新しました。

44 道路 いわき浪江線 大谷 大字大谷地内 改良工（楢葉SIC関連）

45 海岸 前原地区海岸 宿田 大字前原地内 堤防工、離岸堤工 写真を更新しました。

46 河川 木戸川 宿田～天神 大字前原地内 築堤工 写真を更新しました。

47 広野町 道路 広野小高線 北迫 大字下北迫地内 改良工

48 防災緑地 浅見川地区防災緑地 大字下浅見川地内 防災緑地

49 河川 北迫川 北釜 大字下北迫地内 築堤工 写真を更新しました。
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50 河川 浅見川 大字下浅見川地内 親水空間整備

51 飯舘村 道路 原町川俣線 芦原 芦原地内 改良工、舗装工

52 道路 原町川俣線 深谷 深谷地内 簡易パーキング

53 葛尾村 道路 国道399号 掛札拡幅 大字落合地内 改良工

54 道路 常葉野川線 遠ノ子 大字野川地内 改良工 舗装工

55 川内村 道路 小野富岡線 五枚沢１ 大字下川内地内 改良工

56 道路 富岡大越線 戸毛ノ森 大字上川内地内 改良工

57 河川 木戸川 大字上川内地内 築堤・護岸工

58 相馬市 河川 梅川 新田字梅川地内 護岸工

59 相馬市 海岸 蒲庭地区海岸 蒲庭字狩野地内 堤防工

60 南相馬市 海岸 北泉大磯地区海岸 原町区金沢字浦地内 堤防工

61 広野町 河川 折木川 大字折木地内 築堤工

62 新地町 道路 赤柴中島線 大字駒ヶ嶺地内 舗装工

63 飯舘村 道路 国道399号 大字飯樋地内 改良工　舗装工

64 楢葉町 海岸 井出地区海岸 大字井出地区外 堤防工

65 広野町 海岸 下北迫地区海岸 大字下北迫字東原地内 堤防工　消波工 写真を更新しました。

66 海岸 折木地区海岸 大字折木地内 堤防工

67 相馬市 道路 相馬亘理線 原釜・尾浜 大字原釜～尾浜地内 改良工、舗装工

68 楢葉町 海岸 波倉地区海岸 大字波倉地内 堤防工　護岸工

69 浪江町 道路 相馬浪江線 大字立野字春卯野地内 舗装工

70 南相馬市 海岸 小浜海岸 原町区小浜字西内地内 消波工

71 河川 太田川 原町区小浜字西内１号地内 堤防工

72 河川 鶴江川 原町区小浜字東谷地１号地内 堤防工

73 海岸 小沢海岸 原町区小浜字東谷地地内 堤防工

74 海岸 塚原海岸 小高区塚原字釜ノ上１号地内 堤防工 写真を更新しました。

75 河川 小高川 小高区村上字黄砂１号地内 堤防工 写真を更新しました。

76 海岸 村上海岸 小高区村上字仲川原地内 堤防工 写真を更新しました。

77 海岸 角部内海岸 小高区村上字前谷地地内 離岸堤工 写真を更新しました。

78 海岸 浦尻海岸 小高区浦尻地内 堤防工 写真を更新しました。

79 橋梁 北泉小高線 常磐橋 原町区小浜地内 橋梁工

80 河川 宮田川 小高区井田川字北新田地内 堤防工 写真を更新しました。

81 富岡町 河川 紅葉川 大字毛萱地内 築堤工

82 南相馬市 橋梁 広野小高線 ハツカラ橋 小高区村上地内 橋梁工
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