
（参考様式２）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
計画の名称 2 安全で安心して暮らせる地域・社会の形成 ２　計画の名称：安全で安心して暮らせる地域・社会の形成 重点配分対象の該当

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

・通年の道路交通の安全性向上

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値 備考

道路防災総点検要対策箇所（雪崩や地吹雪の恐れのある危険箇所）の解消数

安全で円滑な交通を確保する舗装補修実施延長

全体事業費 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 効果促進事業費の割合 2.1%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 補助率 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 主体 種別 （事業箇所） （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

2-A0201 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３９９号　板橋 堆雪幅確保　L=0.8km 福島市 400

2-A0202 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）４０１号　松坂 雪崩予防柵　L=0.4km 会津美里町 237

2-A0203 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３５２号　中山峠 無散水消雪　L=1.4km 南会津町 1268

2-A0204 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２５２号　七日町 無散水消雪　L=0.9km 会津若松市 240

2-A0205 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２５２号　田子倉２ 雪崩予防柵　L=0.1km 只見町 577

2-A0206 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）４００号　舟鼻トンネル ｽﾉｰｼｪﾙﾀ　L=0.3km 昭和村 400

2-A0207 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）４５９号　桜峠 消雪更新　L=0.2km 北塩原村 100

2-A0208 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２９４号　福良外 流雪溝　L=2.5km 郡山市 278

2-A0209 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）４０１号　水根沢 流雪溝　L=0.4km 南会津町 70

2-A0210 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３５２号　七入 雪崩防止柵　L=0.1km 檜枝岐村 70

2-A0211 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２５２号外　川口外 消雪更新　L=0.5km 金山町 200

2-A0212 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２８９号外　宮床外 流雪溝　L=0.2km 南会津町 80

2-A0213 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）岳温泉線　岳温泉 無散水消雪  L=0.3km 二本松市 60

2-A0214 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 消雪施設更新　L=2.1km 会津美里町 170

2-A0215 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２５２号　桧原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 路面凍結対策 三島町 50

2-A0216 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）１１５号　三郷 防雪柵　L=0.2km 猪苗代町 89

2-A0217 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３５２号　大桃 雪崩予防柵　L=0.1km 南会津町 70

2-A0218 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２９４号　原 消雪更新　L=0.6km 会津若松市 60

2-A0219 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 防雪柵　L=1.7km 会津若松市 290

2-A0220 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 防雪柵　L=0.5km 湯川村 100

2-A0221 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 雪崩予防柵　L=0.2km 南会津町外 300

2-A0222 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）２５２号　井戸尻 無散水消雪　L=0.5km 柳津町 270

2-A0223 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）４０１号　古町 流雪溝　L=1.0km 南会津町 80

2-A0224 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３５２号　松戸原 流雪溝　L=1.0km 南会津町 70

2-A0225 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３５２号　たのせ 雪崩予防柵　L=0.5km 南会津町 185

2-A0226 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）庭坂福島線　西町跨線橋 無散水消雪　L=0.1km 福島市 150

2-A0227 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）１１８号　鳳坂峠 無散水消雪　L=0.8km 天栄村 600

省略
工種

（一）会津若松会津高田線　本郷

（一）浜崎高野会津若松線　上高野

（一）浜崎高野会津若松線　浜崎

（一）小林館の川線　熊倉　外

全体事業費
（H26-H30）
（百万円）

費用便益比

平成30年11月14日

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

66,258 63,268 1,566 1,424 0

福島県、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、天栄村、鏡石町、石川町、玉川村、平田
村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、喜多方市、北塩原
村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津若松市、会津坂下町、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、檜枝
岐村、只見町、南相馬市、広野町、葛尾村、いわき市

　自然災害による人命や財産への被害や生活環境への影響を最小限にするため、冬期を含めた通年の道路交通の安全性を向上させる適切な管理により、人々が安全で安心な地域・社会の形成を推進する。

当初現況値
（H26年度末)

中間目標値
最終目標値
（H30年度末)

0km 300km

96箇所 103箇所



2-A0228 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）舟津福良線　福良外 流雪溝　L=1.5km 郡山市 220

2-A0229 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 防雪柵　L=1.6km 会津若松市 320

2-A0230 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 消雪施設更新　L=0.4km 喜多方市 100

2-A0231 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）１１４号　残茂庭 消雪施設施設　L=0.8km 福島市 568

2-A0232 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）３９９号　上川内 雪量観測装置　N=1.0式 川内町 34

2-A0233 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 無散水消雪　L=0.5km 西郷村 52

2-A0234 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （主）喜多方西会津線　松原 防雪柵　L=260m 西会津町 50

2-A0235 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （国）１１８号　羽鳥 無散水消雪施設 L=0.3km 天栄村 30

2-A0236 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （国）１１８号　門田町 無散水消雪施設 L=0.3km 会津若松市 445

2-A0237 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （国）３５２号　湯出ノ沢 雪崩防護施設 L=0.2km 檜枝岐村 250

2-A0238 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （国）３５２号　居平 雪崩防護施設 L=0.1km 檜枝岐村 40

2-A0239 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （国）２８９号　真船 拡幅工 L=0.5km 西郷村 150

2-A0240 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 消雪施設 L=2.15km 会津坂下町 280

2-A0241 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）小栗山宮下線　宮下消雪 消雪施設 L=1.9km 三島町 210

2-A0242 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 消雪施設 L=0.7km 柳津町 36

2-A0243 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 消雪施設 L=0.5km 西会津町 200

2-A0244 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）上郷下野尻線　下野尻 消雪施設 L=1.3km 西会津町 258

2-A0245 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （主）柳津昭和線　小野川 防雪柵設置 L=0.5km 昭和村 200

2-A0246 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （主）猪苗代塩川線　磐梯 防雪柵設置 L=0.3km 磐梯町 95

2-A0247 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 無散水消雪施設 L=0.9km 喜多方市 1000

2-A0248 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）舟津福良線　新田 流雪溝 L=0.3km 郡山市 80

2-A0249 道路 一般 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 （国）４００号外　川口消雪 散水消雪更新　N=1式 金山町 195

2-A0250 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 （一）猪苗代停車場線　磐里 防雪柵工　L=0.1km 猪苗代町 25

2-A0251 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 消雪施設更新　N=１式 猪苗代町 30

2-A0252 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２９４号　赤津 流雪溝整備　L=1,460ｍ 郡山市 79      

2-A0253 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２５２号　水沼 融雪ネット更新　L=240ｍ 金山町 130     

2-A0254 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２５２号　柳津 消雪井戸更新　N=１式 柳津町 50      

2-A0255 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２９４号　四谷 消雪井戸更新　N=１式 会津若松市 50      

2-A0256 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２５２号　井戸尻消雪 消雪施設更新　L=450m 柳津町 50      

2-A0257 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.60 （一）新鶴停車場線　新屋敷 消雪施設更新　L=475m 会津美里町 50      

2-A0258 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２５２号ほか　細八消雪 消雪施設更新　N=１式 柳津町 30      

2-A0259 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）４０１号　永井野 消雪施設更新　L=150m 会津美里町 50      

2-A0260 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）１２１号　太田橋 消雪施設更新　L=60m 喜多方市 100     

2-A0261 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.60 （一）壺楊本町線　西舘 防雪柵工　L=4509ｍ 猪苗代町 60      

2-A0262 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２５２号　只見 消雪施設更新　L=1,400ｍ 只見町 50      

2-A0263 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２８９号　宮床 流雪溝整備　L=154ｍ 南会津町 40      

2-A0264 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）３５２号　穴原 雪崩予防柵　L=50ｍ 南会津町 40      

2-A0265 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２８９号　舘の川 消雪施設更新　L=420ｍ 只見町 50      

2-A0266 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.60 （一）大倉大橋浜野線　和泉田 消雪施設更新　L=740ｍ 南会津町 50      

2-A0267 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.60 （国）２５２号　滝沢消雪 流雪溝整備　L=1,475ｍ 金山町 50      

2-A0268 道路 一般 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 会津若松市 40

2-A0269 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 会津坂下町 20

2-A0270 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 猪苗代町 15

2-A0271 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 防雪柵工　L=0.6㎞ 湯川町 15

2-A0272 道路 一般 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 金山町 50

2-A0273 道路 一般 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 喜多方市 20

2-A0274 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 雪寒 0.60 防雪柵工　L=0.5km 猪苗代町 10

2-A0275 道路 一般 福島県 直接 国道 雪寒 0.60 雪崩予防柵　L=0.6km 只見町 52

消雪施設更新　N=1式

消雪施設更新　N=1式

消雪施設更新　N=1式

消雪施設更新　N=1式

雪崩防護施設　N=2式

（一）上野尻停車場線　上野尻ほか

（主）喜多方会津坂下線　三丁目

（一）猪苗代停車場線外　扇田外

（国）１２１号　弥平

（国）１１８号　中央

（主）喜多方会津坂下線　緑町ほか

（主）野老沢川停車場線　樋ノ口

（一）熊の目浜崎線　熊の目

（国）２５２号　滝沢消雪

（一）壺楊本町線　西舘

（国）２５２号　田子倉

（主）会津若松三島線　下荒井

（主）喜多方会津坂下線　前田上

（国）２８９号　安心坂トンネル

（主）会津坂下会津高田線　本町

（主）柳津昭和線ほか　黒沢ほか



2-A0401 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　川口工区 法面吹付工　L=160m 金山町 130     

2-A0402 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）小名浜四倉線　榎戸工区 法面吹付工　L=160m いわき市 80      

2-A0403 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 法面吹付工　L=70m いわき市 110     

2-A0404 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３９９号　角間下 法面防災対策　L=0.2km 福島市 125     

2-A0405 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 法面防災対策　L=0.1km 福島市 105     

2-A0406 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）羽鳥福良線　福良山 法面防災対策　L=0.7km 郡山市 246     

2-A0407 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）中野須賀川線　佐部沢 法面防災対策　L=0.7km 郡山市 190     

2-A0408 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）矢吹天栄線　隈戸 法面防災対策　L=0.5km 須賀川市 300     

2-A0409 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）会津若松三島線　黒沢 法面防災対策　L=0.1km 柳津町 55      

2-A0410 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）湯川大町線　湯川 法面防災対策　L=0.3km 会津若松市 235     

2-A0411 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４０１号　松坂 法面防災対策　L=1.5km 会津美里町 520     

2-A0412 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）東山温泉線　石山ほか 法面防災対策　L=0.1km 会津若松市 185     

2-A0413 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）下郷会津本郷線　氷玉 法面防災対策　L=0.1km 会津美里町 80      

2-A0414 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （一）４５９号　要害山 法面防災対策　L=0.2km 北塩原村 300     

2-A0415 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）米沢猪苗代線　白布 法面防災対策　L=1.5km 北塩原村 1,200   

2-A0416 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）猪苗代湖南線　桜井山 法面防災対策　L=0.9km 猪苗代町 350     

2-A0417 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 法面防災対策　L=0.1km 喜多方市 130     

2-A0418 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１２１号　豊成１ 法面防災対策　L=0.2km 下郷町 555     

2-A0419 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　数間沢 法面防災対策　L=0.4km 南会津町 200     

2-A0420 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　若郷 法面防災対策　L=0.2km 下郷町 235     

2-A0421 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　出登双六 法面防災対策　L=0.1km 南会津町 135     

2-A0422 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　小野岳 法面防災対策　L=0.2km 下郷町 560     

2-A0423 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）栗山館岩線　湯ノ花 法面防災対策　L=0.2km 南会津町 370     

2-A0424 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　田子倉ほか 法面防災対策　L=0.1km 只見町 124     

2-A0425 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　高屋敷 法面防災対策　L=0.1km 檜枝岐村 30      

2-A0426 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 法面防災対策　L=0.4km 福島市 95      

2-A0427 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３９９号　鳩峰峠 法面防災対策　L=0.6km 福島市 309     

2-A0428 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　羽鳥１ 法面防災対策　L=0.3km 天栄村 320     

2-A0429 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　羽鳥２ 法面防災対策　L=0.2km 天栄村 30      

2-A0430 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　羽鳥３ 法面防災対策　L=0.1km 天栄村 20      

2-A0431 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）湖南湊線　舟津 法面防災対策　L=0.2km 郡山市 72      

2-A0432 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４５９号　船引山 法面防災対策　L=0.1km 喜多方市 100     

2-A0433 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 法面防災対策　L=0.3km 西会津町 230     

2-A0434 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　芦ノ牧 法面防災対策　L=0.1km 会津若松市 70      

2-A0435 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）会津柳津停車場線　柳津 法面防災対策　L=0.1km 柳津町 10      

2-A0436 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）柳津昭和線　芋小屋 法面防災対策　L=0.8km 柳津町 376     

2-A0437 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）湯川大町線　湯川２ 法面防災対策　L=0.1km 会津若松市 20      

2-A0438 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）小栗山宮下線　沼沢 法面防災対策　L=0.2km 金山町 80      

2-A0439 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　大深沢ＳＳ 法面防災対策　L=0.1km 金山町 200     

2-A0440 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）会津高田上三寄線　穂馬 法面防災対策　L=0.1km 会津美里町 70      

2-A0441 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１２１号　豊成３号 法面防災対策　L=0.1km 下郷町 137     

2-A0442 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　界 法面防災対策　L=0.1km 南会津町 110     

2-A0443 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　燧ヶ岳２ 法面防災対策　L=0.1km 檜枝岐村 30      

2-A0444 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）高隝田島線　湯野上 法面防災対策　L=0.1km 下郷町 200     

2-A0445 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３４９号　五十沢 法面防災対策　L=0.1km 伊達市 10      

2-A0446 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）平松梁川線　白根 法面防災対策　L=0.1km 伊達市 4       

2-A0447 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）白岩国見線　小坂 法面防災対策　L=0.1km 国見町 14      

2-A0448 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１５号　金淵 法面防災対策　L=0.1km 伊達市 18      

（主）いわき上三坂小野線　下根岸工区

（主）福島吾妻裏磐梯線　先達山

（一）熱塩加納山都西会津線　東水無ほか

（一）福島微温湯線　会沢国有林

（一）新郷荻野停車場線　水上林



2-A0449 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）古殿須賀川線　丈田 法面防災対策　L=0.1km 石川町 20      

2-A0450 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）新郷荻野停車場線　滝ノ下 法面防災対策　L=0.1km 喜多方市 96      

2-A0451 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４５９号　大淵 法面防災対策　L=0.1km 北塩原村 47      

2-A0452 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 法面防災対策　L=0.3km 西会津町 29      

2-A0453 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１２１号　黒清水沢 法面防災対策　L=0.1km 喜多方市 19      

2-A0454 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）別舟渡線　束松 法面防災対策　L=0.1km 西会津町 20      

2-A0455 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）上郷下野尻線　新村 法面防災対策　L=0.1km 西会津町 10      

2-A0456 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４００号　四十苅 法面防災対策　L=0.1km 金山町 10      

2-A0457 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）柳津昭和線　琵琶首 法面防災対策　L=0.1km 柳津町 10      

2-A0458 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１２１号　姥林山 法面防災対策　L=0.2km 南会津町 63      

2-A0459 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　枝松 法面防災対策　L=0.1km 下郷町 13      

2-A0460 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）湯野上会津高田線　湯野上 法面防災対策　L=0.1km 下郷町 10      

2-A0461 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）原町川俣線　町 法面防災対策　L=0.1km 飯舘村 10      

2-A0462 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）原町海老相馬線　北海老 法面防災対策　L=0.1km 南相馬市 21      

2-A0463 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８８号　山田ほか 法面防災対策　L=0.1km 双葉町 15      

2-A0464 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）小野四倉線　竹ノ渡戸１ 法面防災対策　L=0.1km いわき市 5       

2-A0465 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）才鉢前山線　久子ノ内 法面防災対策　L=0.1km いわき市 21      

2-A0466 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）皿貝勿来停車場線　柿ノ沢 法面防災対策　L=0.1km いわき市 9       

2-A0467 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）才鉢前山線　中ノ沢 法面防災対策　L=0.9km いわき市 200     

2-A0468 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）いわき上三坂小野線　久保目法面防災対策　L=0.1km いわき市 136     

2-A0469 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）いわき上三坂小野線　曲藤１法面防災対策　L=0.1km いわき市 73      

2-A0470 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）いわき上三坂小野線　曲藤２法面防災対策　L=0.1km いわき市 36      

2-A0701 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）114号　立子山工区 舗装補修　L=3.5km 福島市 106

2-A0702 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）115号　石田工区 舗装補修　L=6.0km 伊達市 159

2-A0703 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）115号　若宮工区 舗装補修　L=3.9km 猪苗代町 25

2-A0704 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）115号　千代田工区 舗装補修　L=4.2km 猪苗代町 50

2-A0705 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）115号　中井塚工区 舗装補修　L=0.4km 相馬市 25

2-A0706 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）115号　滝平工区 舗装補修　L=0.4km 相馬市 25

2-A0707 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　朝日田工区 舗装補修　L=1.8km 須賀川市 20

2-A0708 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　野木沢工区 舗装補修　L=2.0km 石川町 44

2-A0709 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　簑輪工区 舗装補修　L=1.2km 浅川町 80

2-A0710 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　牧之内工区 舗装補修　L=6.0km 天栄村 420

2-A0711 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　田良尾工区 舗装補修　L=4.0km 天栄村 180

2-A0712 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　上台工区 舗装補修　L=1.6km 棚倉町 40

2-A0713 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号　飯寺工区 舗装補修　L=1.5km 会津若松市 175

2-A0714 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）121号　高倉TN工区 舗装補修　L=0.5km 喜多方市 55

2-A0715 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）121号　田島工区 舗装補修　L=0.6km 南会津町 26

2-A0716 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号　中川工区 舗装補修　L=1.5km 会津若松市 20

2-A0717 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号　早戸工区 舗装補修　L=1.3km 会津若松市 20

2-A0718 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号　水沼工区 舗装補修　L=0.6km 金山町 10

2-A0719 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号　蒲生工区 舗装補修　L=0.5km 只見町 30

2-A0720 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）288号　船引工区 舗装補修　L=1.6km 田村市 50

2-A0721 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）288号　岩井沢工区 舗装補修　L=1.7km 田村市 27

2-A0722 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　関辺上ノ原工区 舗装補修　L=1.7km 白河市 40

2-A0723 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　新白河工区 舗装補修　L=2.0km 白河市 140

2-A0724 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　金沢内工区 舗装補修　L=0.8km 棚倉町 20

2-A0725 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　関辺工区 舗装補修　L=4.4km 白河市 268

2-A0726 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　逆川工区 舗装補修　L=3.0km 棚倉町 94

（一）熱塩加納山都西会津線　奥川ほか



2-A0727 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　南倉沢工区 舗装補修　L=1.0km 下郷町 40

2-A0728 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　小林工区 舗装補修　L=1.0km 只見町 40

2-A0729 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号　大高工区 舗装補修　L=1.2km いわき市 85

2-A0730 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）294号　赤津工区 舗装補修　L=1.0km 郡山市 40

2-A0731 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）294号　唐沢工区 舗装補修　L=3.0km 郡山市 60

2-A0732 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）294号　共和工区 舗装補修　L=0.6km 会津若松市 20

2-A0733 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）349号　飯豊工区 舗装補修　L=1.0km 小野町 50

2-A0734 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）349号　下関河内工区 舗装補修　L=2.5km 矢祭町 40

2-A0735 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）349号　大垬工区 舗装補修　L=2.0km 矢祭町 180

2-A0736 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）399号　伏黒工区 舗装補修　L=3.0km 伊達市 40

2-A0737 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）399号　落合工区 舗装補修　L=0.5km 葛尾村 40

2-A0738 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）459号　木ノ崎工区 舗装補修　L=2.0km 二本松市 20

2-A0739 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）459号　桜峠工区 舗装補修　L=2.0km 北塩原村 50

2-A0740 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）原町川俣線　飯坂工区 舗装補修　L=1.2km 川俣町 25

2-A0741 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）飯坂保原線　鎌田工区 舗装補修　L=1.4km 福島市 50

2-A0742 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）福島飯坂線　森合工区 舗装補修　L=0.4km 福島市 20

2-A0743 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）小野郡山線　水門町工区 舗装補修　L=4.5km 郡山市 79

2-A0744 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.6km 西郷村 60

2-A0745 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.6km 会津若松市 36

2-A0746 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.8km 会津若松市 30

2-A0747 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.4km 南会津町 23

2-A0748 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）原町川俣線　大原工区 舗装補修　L=0.7km 南相馬市 50

2-A0749 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）浪江三春線　野川工区 舗装補修　L=1.5km 葛尾村 120

2-A0750 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.4km いわき市 30

2-A0751 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.2km いわき市 80

2-A0752 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）小名浜四倉線 舗装補修　L=1.0km いわき市 30

2-A0753 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）旅人勿来線　林崎工区 舗装補修　L=0.9km いわき市 30

2-A0754 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修  L=3.0km 福島市 300

2-A0755 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号  梁森 舗装補修  L=2.0km 白河市 300

2-A0756 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）矢祭山八槻線  植田 舗装補修  L=1.2km 塙町 90

2-A0757 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号  下山本 舗装補修  L=1.5km 棚倉町 200

2-A0758 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）118号  亀賀 舗装補修  L=0.7km 会津若松市 43

2-A0759 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）294号  原 舗装補修  L=0.6km 会津若松市 62

2-A0760 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号  本名 舗装補修  L=1.0km 金山町 60

2-A0761 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修  L=0.3km 会津若松市 19

2-A0762 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）400号  小栗山 舗装補修  L=0.7km 金山町 34

2-A0763 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）401号  松坂 舗装補修  L=0.8km 会津美里町 51

2-A0764 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号  柳津 舗装補修  L=0.8km 柳津町 60

2-A0765 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修  L=0.9km 会津坂下町 56

2-A0766 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号  坂本 舗装補修  L=1.0km 会津坂下町 60

2-A0767 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）401号  喰丸 舗装補修  L=1.5km 昭和村 100

2-A0768 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）柳津昭和線  小野川 舗装補修  L=0.5km 柳津町 38

2-A0769 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 舗装補修  L=4.0km 喜多方市 350

2-A0770 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）121号  日中TN 舗装補修  L=0.2km 喜多方市 160

2-A0771 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）115号  木地小屋 舗装補修  L=6.0km 猪苗代町 150

2-A0772 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）121号  宮津 舗装補修  L=1.2km 喜多方市 200

2-A0773 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）459号  井戸窪山 舗装補修  L=0.9km 北塩原村 43

2-A0774 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）会津坂下塩川線  山王 舗装補修  L=0.5km 喜多方市 56

（主）会津若松裏磐梯線　花春工区

（主）会津坂下河東線　南高野工区

（一）大倉大橋浜野線　浜野工区

（主）いわき浪江線　下神谷工区

（主）いわき上三坂小野線　関場工区

（主）福島吾妻裏磐梯線 スカイライン

（主）北山会津若松線  町北町

（主）会津坂下山都線  鐘撞堂

（国）121号会津縦貫北道路  縦貫北

（一）白坂停小田倉線　大平工区



2-A0775 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）猪苗代塩川線  磐根 舗装補修  L=2.5km 猪苗代町 74

2-A0776 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）猪苗代塩川線  金橋 舗装補修  L=1.0km 喜多方市 50

2-A0777 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）252号  寄岩 舗装補修  L=1.0km 只見町 51

2-A0778 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号  東 舗装補修  L=0.3km 南会津町 34

2-A0779 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号  静川 舗装補修  L=1.0km 南会津町 99

2-A0780 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）352号  森戸 舗装補修  L=0.7km 南会津町 43

2-A0781 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）289号  福井 舗装補修  L=0.4km 只見町 31

2-A0782 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）小塙上郡山線  町 舗装補修  L=0.7km 楢葉町 65

2-A0783 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）磯部日下石線  磯部 舗装補修  L=0.9km 相馬市 56

2-A0784 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）121号  豊成 舗装補修  L=1.4km 下郷町 125

2-A0785 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 計画・調査 0.50 土湯温泉線外 定期点検（法面） 福島市　外 400     

2-A0786 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 点検 0.50 （国）399号ほか　飯坂町ほか 定期点検（舗装） 福島市　外 250     

2-A0787 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 計画・調査 0.5 福島飯坂線外 定期点検（付属物） 福島市　外 350     

2-A0788 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　甲子温泉 舗装補修　L=4.2km 西郷村 390

2-A0789 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=0.8km 会津若松市 100

2-A0790 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　小谷 舗装補修　L=0.7km 会津若松市 60

2-A0791 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）会津若松裏磐梯線　桧町 舗装補修　L=0.45km 会津若松市 40

2-A0792 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）会津坂下河東線　南高野 舗装補修　L=0.4km 会津若松市 40

2-A0793 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　水沼 舗装補修　L=1.0km 金山町 54

2-A0794 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.0km 会津若松市 180

2-A0795 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４００号　小栗山 舗装補修　L=0.7km 金山町 36

2-A0796 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４５９号　桜峠 舗装補修　L=1.6km 北塩原村 200

2-A0797 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）猪苗代塩川線　金橋 舗装補修　L=1.4km 喜多方市 50

2-A0798 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）猪苗代塩川線　磐根 舗装補修　L=2.5km 猪苗代町 85

2-A0799 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４５９号　剣ヶ峯 舗装補修　L=2.2km 北塩原村 75

2-A0800 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）喜多方西会津線　舘ノ原 舗装補修　L=1.2km 喜多方市 120

2-A0801 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　針生 舗装補修　L=0.55km 南会津町 44

2-A0802 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　小林 舗装補修　L=1.0km 只見町 40

2-A0803 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　蒲生 舗装補修　L=0.5km 只見町 36

2-A0804 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　東 舗装補修　L=0.67km 南会津町 36

2-A0805 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　穴原 舗装補修　L=0.4km 南会津町 27

2-A0806 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　大桃 舗装補修　L=0.5km 南会津町 36

2-A0807 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　下見通 舗装補修　L=0.4km 檜枝岐村 36

2-A0808 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　楢戸 舗装補修　L=0.45km 只見町 50

2-A0809 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）相馬浪江線　信田沢 舗装補修　L=1.0km 南相馬市 90

2-A0810 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）富岡大越線　中央 舗装補修　L=1.0km 富岡町 80

2-A0811 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２９４号　外 道路表示板修繕 300

2-A0812 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１５号　郷野目 地下歩道修繕 福島市 140

2-A0813 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１８号　矢祭 道路情報板更新 矢祭町 25

2-A0814 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 トンネル表示板更新 200

2-A0815 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 トンネル表示板更新 昭和村 90

2-A0816 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１２１号外　湊外 道路表示板修繕 60

2-A0817 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）安積長沼線外　西館外 道路表示板修繕 100

2-A0818 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）矢吹小野線　西山外 気象観測装置更新 50

2-A0819 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１２１号　糸沢 舗装補修　L=1.1km 南会津町 55

2-A0820 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）４００号　高野 舗装補修　L=0.4km 南会津町 20

2-A0821 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）相馬浪江線　深野 舗装補修　L=1.2km 南相馬市 50

2-A0822 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）白岩久ノ浜線　道下 舗装補修　L=1.0km いわき市 80

（一）浜崎高野会津若松線　桜町

（一）浜崎高野会津若松線　町北町

会津若松市　外

（国）４０１号　松坂トンネル群 会津美里町

（国）４０１号　喰丸トンネル

湯川村　外

須賀川市　外

平田村　外



2-A0823 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）いわき浪江線　八ッ入 舗装補修　L=0.5km いわき市 80

2-A0824 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （一）甲塚古墳線　新田目 舗装補修　L=0.5km いわき市 40

2-A0825 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）いわき石川線　別所_外 舗装補修　L=1.2km いわき市 60

2-A0826 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 舗装補修　L=1.0km いわき市 32

2-A0827 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１５号　土湯温泉町 舗装補修　L=1.4km 福島市 60

2-A0828 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）棚倉矢吹線　二子塚 中島村 15

2-A0829 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　東 南会津町 15

2-A0830 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 郡山市 10

2-A0831 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 いわき市 10

2-A0832 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２９４号　大里 天栄村 20

2-A0833 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２９４号　増見 白河市 20

2-A0834 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）１１５号　三郷 猪苗代町 10

2-A0835 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２９４号　御代 郡山市 34

2-A0836 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）郡山大越線　久保田 郡山市 15

2-A0837 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 須賀川市 15

2-A0838 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 矢吹町 20

2-A0839 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 南相馬市 10

2-A0840 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　桑原 三島町 15

2-A0841 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 （主）猪苗代塩川線　長田 猪苗代町 20

2-A0842 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 泉崎村 20

2-A0843 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号　持寄 柳津町 24

2-A0844 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 会津若松市 23

2-A0845 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２８９号　宮床 南会津町 24

2-A0846 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３５２号　恥風 南会津町 10

2-A0847 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 郡山市 20

2-A0848 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 白河市 20

2-A0849 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 郡山市 10

2-A0850 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 本宮市 20

2-A0851 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 郡山市 13

2-A901 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリ購入　N=2台 猪苗代町　外 90

2-A903 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=7台 201

2-A904 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 小型除雪車購入　N=3台 喜多方市　外 27

2-A905 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 凍結防止剤散布車購入　N=3台 南会津町　外 90

2-A906 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリ購入　N=2台 三島町　外 64

2-A907 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪トラック購入　N=2台 郡山市 30

2-A908 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪グレーダ購入　N=2台 喜多方市　外 36

2-A909 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=14台 280

2-A910 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 小型除雪車等購入　N=9台 猪苗代町　外 72

2-A911 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 64

2-A912 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリ購入　N=3台 南会津町　外 114

2-A913 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪トラック購入　N=1台 猪苗代町 32

2-A914 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪グレーダ購入　N=4台 57

2-A915 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=6台 171

2-A916 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 小型除雪車購入　N=8台 下郷町　外 18

2-A917 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 凍結防止剤散布車購入　N=3台 玉川村　外 51

2-A918 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリ購入　N=3台 南会津町　外 81

2-A919 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪グレーダ購入　N=2台 45

2-A920 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=13台 242

（一）荒井郡山線　堀ノ内

（一）窪田江栗線　沼ノ内

（一）玉川田村線　塩田

（一）須賀川矢吹線　陣ヶ岡

舗装補修　L=1.5㎞

舗装補修　L=0.3㎞

舗装補修　L=1.1㎞

舗装補修　L=1.1㎞

舗装補修　L=5.8㎞

舗装補修　L=3.0㎞

舗装補修　L=1.0㎞

舗装補修　L=2.2㎞

舗装補修　L=1.0㎞

舗装補修　L=4.0㎞

舗装補修　L=1.0㎞

（一）皿貝勿来停車場線　赤仁田

会津若松市　外

会津若松市　外

凍結防止剤散布車購入　N=4台 会津若松市　外

会津坂下町　外

三島町　外

会津若松市　外

三島町　外

（主）矢吹天栄線　下新城

（一）須賀川二本松線　日和田

（主）本宮土湯温泉線 小関 舗装補修　L=1.0㎞

（主）猪苗代湖南線　舟津 舗装補修　L=1.8㎞

舗装補修　L=0.2㎞

舗装補修　L=0.5㎞

舗装補修　L=0.3㎞

舗装補修　L=0.3㎞

舗装補修　L=4.0㎞

舗装補修　L=3.8㎞

舗装補修　L=1.7㎞

（一）下渋佐南新田線　上渋佐

（一）母畑白河線　関和久

（主）会津坂下会津本郷線　中荒井

（主）須賀川三春線　手代木

舗装補修　L=1.3㎞

舗装補修　L=0.4㎞

舗装補修　L=0.6㎞

舗装補修　L=2.0㎞



2-A921 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 小型除雪車購入　N=2台 8

2-A922 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 凍結防止剤散布車購入　N=2台 南会津町 36

2-A923 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪トラック購入　N=1台 福島市 23

2-A924 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリ購入　N=3台 83

2-A925 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪トラック購入　N=1台 喜多方市 31

2-A926 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=7台 155

2-A927 道路 雪寒 福島県 直接 国道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 小型除雪車購入　N=4台 15

2-A928 道路 雪寒 福島県 直接 都道府県道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 凍結防止剤散布車購入　N=2台 32

2-A930 道路 雪寒 福島県 直接 県道 雪寒 2/3 除雪ステーション 除雪ステーション 240

2-A931 道路 雪寒 福島県 直接 国道 雪寒 2/3 除雪ステーション 除雪ステーション 90

2-A0932 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）３９９号　上小川ほか 道路情報板更新　N=3基 いわき市　外 60

2-A0933 道路 一般 福島県 直接 国道 修繕 0.5 （国）２５２号ほか　只見ほか 道路情報板更新　N=5基 只見町　外 120

2-A0934 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 道路情報板更新　N=1基 下郷町 30

2-A0935 道路 一般 福島県 直接 都道府県道 修繕 0.55 道路案内標識修繕　N=20基 平田村　外 100

2-A1001 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 212

2-A1051 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 84

2-A1052 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 592

2-A1053 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 智恵子大橋幹線　上川崎工区 72

2-A1054 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 競石・十郎内線　戸沢工区 37

2-A1055 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 まゆみ安達太良通り線外３路線　本町工区 97

2-A1351 道路 一般 大玉村 直接 大玉村 市町村道 修繕 0.55 (他)大山松沢線 大山工区 大玉村 77

2-A2051 道路 一般 須賀川市 直接 須賀川市 市町村道 修繕 0.55 市道Ⅰ-１号線外 379

2-A2052 道路 一般 須賀川市 直接 須賀川市 市町村道 修繕 0.55 市道Ⅰ-16号線外 道路照明施設修繕　N=168基 須賀川市 250

2-A2301 道路 一般 玉川村 直接 玉川村 市町村道 修繕 0.55 30

2-A2302 道路 一般 玉川村 直接 玉川村 市町村道 修繕 0.55 17

2-A2351 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 (１)鴇子後川線　切田工区 舗装補修 L=1.25km 41.2

2-A2352 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 (２)江名篭酒州線　江名籠工区 舗装補修 L=0.45km 23.9

2-A2353 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 (２)橋本手倉線 46.7

2-A2354 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 140.0

2-A2355 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 60.0

2-A2501 道路 一般 三春町 直接 三春町 市町村道 修繕 0.55 395

2-A3001 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 92

2-A3002 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 16

2-A3003 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 21

2-A3004 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 41

2-A3051 道路 一般 西郷村 直接 西郷村 市町村道 修繕 0.55 40

2-A3201 道路 一般 矢吹町 直接 矢吹町 市町村道 修繕 0.55 18

2-A3251 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 流下手沢線　塚原工区 18

2-A3252 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 岡田湯沢線　岡田工区 64

2-A3253 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 八槻中山本線　八槻工区 20

2-A3254 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 寺山双ノ平線　寺山工区 43

2-A3255 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 大岩平曲屋線　大梅工区 12

2-A3256 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 岡田西河内線　岡田工区 106

2-A3257 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 磐城棚倉近津線　新町工区 48

2-A3258 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 磐城棚倉近津線　流工区 45

2-A3401 道路 一般 鮫川村 直接 鮫川村 市町村道 修繕 0.55 （２）鮫川中学校線ほか 舗装補修　L=1.32km 鮫川村 113

2-A4051 道路 雪寒 北塩原村 直接 北塩原村 市町村道 雪寒 0.60 99

2-A4052 道路 一般 北塩原村 直接 北塩原村 市町村道 修繕 0.55 24

(他)佐倉下・荒井線外６路線 舗装修繕　L=5.039km 福島市

(２)あだたら林間学校線 舗装補修 L=2.15km 二本松市

舗装補修 L=16.7km 二本松市

舗装補修 L=2.65㎞ 二本松市

(１)若宮・伏返線ほか

喜多方市　外

猪苗代町　外

会津若松市　外

喜多方市　外

南会津町　外

郡山市　外

会津若松市　外

（一）下郷会津本郷線　栄富

（主）矢吹小野線　西山ほか

二本松市

側溝補修 L=0.85㎞

舗装補修 L=1.02㎞

(１)村道Ⅰ-8号線 吉工区 舗装補修 L=1.00km 玉川村

舗装補修 L=1.10㎞

二本松市

舗装補修　L=11.8km　 須賀川市

玉川村

平田村

平田村

舗装補修　L=1.6km 平田村

(他)1075号線　武名坂工区 舗装補修　L=2.8km 平田村

(１)村道Ⅰ-2号線 中工区 舗装補修 L=0.55km

(他)1314号線　蓬来内工区 舗装補修　L=1.2km 平田村

(１)四反田富沢線ほか 舗装補修 L=5.00km 三春町

(１)犬神線外 金山犬神工区　 舗装補修 L=5.00km 白河市

(１)関辺本沼線　関辺川前工区 舗装補修　L=1.0km　 白河市

(他)菖蒲沢線外　菖蒲沢工区 側溝修繕　L=0.35km　 白河市

(他)昭和町羽鳥線外　昭和町工区 側溝修繕　L=0.52km　 白河市

(１)米高助線 米工区 舗装補修 L=0.80km 西郷村

舗装補修　L=0.9km 矢吹町

舗装補修　L=0.58km 棚倉町

舗装補修　L=1.00km 棚倉町

中畑14号線外

(１)蛇平小野川線 桧原工区 雪崩防護柵 L=0.27km 北塩原村

(１)北山・大塩線　 下六郎屋敷工区 側溝整備 L=0.47km 北塩原村

舗装補修　L=0.62km　 棚倉町

舗装補修　L=1.21km 棚倉町

舗装補修　L=0.51km 棚倉町

舗装補修　L=1.96km　 棚倉町

舗装補修　L=0.60km　 棚倉町

舗装補修　L=0.90km　 棚倉町



2-A4101 道路 一般 西会津町 直接 西会津町 市町村道 修繕 0.55 26

2-A4201 道路 一般 猪苗代町 直接 猪苗代町 市町村道 修繕 0.55 土町葉山線 土町工区 85

2-A4202 道路 雪寒 猪苗代町 直接 猪苗代町 市町村道 雪寒 0.60 300

2-A5001 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 30

2-A5002 道路 雪寒 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 雪寒 0.60 380

2-A5003 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 (1)幹Ⅰ-20号線　神指町工区 舗装補修 L=3.5km 会津若松市 75

2-A5004 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 幹Ⅱ-15号線外4路線 舗装補修　L=11.52km　 会津若松市 90

2-A5005 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 災害防除 0.55 幹Ⅱ-16号線　小塩工区 落石防護柵　L=0.07km 会津若松市 26

2-A5051 道路 一般 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 修繕 0.55 40

2-A5052 道路 一般 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 修繕 0.55 30

2-A5053 道路 一般 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 修繕 0.55 舗装補修 L=2.00㎞ 会津坂下町 80

2-A5054 道路 一般 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 修繕 0.55 700

2-A5201 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道12024号線 60

2-A5202 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道21004号線 38

2-A5251 道路 一般 三島町 直接 三島町 市町村道 災害防除 0.55 （１）名入・大石田線工区 法面保護　Ｌ＝110.0m 三島町 54

2-A5252 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 雪寒 0.60 （他）建堀・東橋線工区 三島町 138

2-A6001 道路 雪寒 南会津町 直接 南会津町 市町村道 雪寒 0.60 90

2-A6002 道路 一般 南会津町 直接 南会津町 市町村道 修繕 0.55 (１)後原・寺前線　田島工区 側溝整備 L=0.52km 南会津町 57

2-A6003 道路 一般 南会津町 直接 南会津町 市町村道 修繕 0.55 (１)和泉田２号線 和泉田工区 舗装,消雪管補修L=0.55km 南会津町 45

2-A6051 道路 一般 下郷町 直接 下郷町 市町村道 修繕 0.55 110

2-A6052 道路 雪寒 下郷町 直接 下郷町 市町村道 除雪(機械) 2/3 280

2-A6151 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 雪寒 0.60 60

2-A6152 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 雪寒 0.60 (他)入叶津線　叶津工区 只見町 5

2-A6153 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 雪寒 0.60 (他)白沢７号線 只見町 7

2-A6154 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 雪寒 0.60 (他)原８号線　原工区 只見町 5

2-A7551 道路 一般 葛尾村 直接 葛尾村 市町村道 修繕 0.55 150

2-A7552 道路 一般 葛尾村 直接 葛尾村 市町村道 修繕 0.55 120

2-A7553 道路 一般 葛尾村 直接 葛尾村 市町村道 修繕 0.55 120

2-A7554 道路 一般 葛尾村 直接 葛尾村 市町村道 修繕 0.55 45

2-A1002 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 30

2-A1003 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 22

2-A1004 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 41

2-A1056 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 東裏・舟形石線　中里工区 41

2-A1057 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 大稲場・トロミ線　赤井沢工区 0

2-A1058 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 南杉田・白沢線　大町工区 23

2-A1101 道路 一般 伊達市 直接 伊達市 市町村道 修繕 0.55 54

2-A1301 道路 一般 川俣町 直接 川俣町 市町村道 修繕 0.55 84

2-A1302 道路 一般 川俣町 直接 川俣町 市町村道 修繕 0.55 300

2-A2001 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 44

2-A2002 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 76

2-A2003 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 39

2-A2201 道路 一般 天栄村 直接 天栄村 市町村道 修繕 0.55 25

2-A2356 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 389.0

2-A2357 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 60.0

2-A2451 道路 一般 古殿町 直接 古殿町 市町村道 修繕 0.55 （他）桑原大作線 20

2-A3005 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 200

2-A3259 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 121

2-A3260 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 45

猪苗代町

(１)上小島芝草線 登世島工区 舗装補修 L=1.00km 西会津町

舗装補修 L=2.23㎞ 猪苗代町

(他)堅田五百苅線 千代田工区 流雪溝 L=0.65km

消雪工、消雪施設補修　L=460.0m

(２)落合十文字線 落合工区 舗装補修 L=2.08㎞ 下郷町

(２)小出田島線 古町工区 流雪溝 L=0.86km 南会津町

(１)坂下束原線 海老細工区

(１)村田立川線 村田工区

舗装補修　L=2.6km 会津坂下町

舗装補修　L=2.00km 会津美里町

舗装補修　L=1.30km 会津美里町

除雪機械購入 除雪ドーザ外購入　N=9台 下郷町

流雪溝整備 L=0.50km

堆雪幅確保 L=0.05km

堆雪幅確保 L=0.03km

堆雪幅確保 L=0.05km

(他)梁取幹線 梁取工区 只見町

(１)小坂曲山線 葛尾工区 舗装補修 L=5.40km 葛尾村

(１)落合下野行線 落合工区 舗装補修 L=4.10km 葛尾村

(２)桃山小放線 桃山工区 舗装補修 L=4.00km 葛尾村

(２)柏原阿掛線 柏原工区 舗装補修 L=1.30km 葛尾村

(他)西宮平線 舗装修繕　L=0.5km 福島市

(２)小田・荒井線 舗装修繕　L=0.4km 福島市

舗装修繕　L=0.82km 福島市

舗装補修 L=0.50㎞ 二本松市

舗装補修 L=0.65㎞ 二本松市

舗装補修 L=0.70㎞ 二本松市

(１)荒井北二丁目・上鳥渡線

保原柳田線外 舗装補修　Ｌ=3.0km 伊達市

（１）杉坂大木田線　大綱木工区 舗装補修　L=1.10km 川俣町

（他）新中町・中道線　川俣工区 歩道補修　L=1.50km 川俣町

荒井八山田線 舗装修繕　Ｌ＝700.0ｍ 郡山市

赤沼方八町線ほか 舗装修繕　Ｌ＝900.0ｍ 郡山市

福原八丁目線 舗装修繕　Ｌ＝500.0ｍ 郡山市

飯豊赤坂線　飯豊工区外 舗装補修　L=0.6km 天栄村

(1)草場清水線ほか　草場工区ほか舗装補修　L=7.8km 平田村

舗装補修　L=1.5km 平田村

舗装補修　L=0.5km　 古殿町

(2)三斗蒔広平線　広平工区

(１)三森瀬ヶ野線外　表郷三森工区 舗装補修　L=4.00km 白河市

手沢山本線　手沢工区 舗装補修　L=2.29km 棚倉町

段河内平塩線　北山本工区 舗装補修　L=0.75km 棚倉町

(１)幹Ⅰ-32号線 北会津町工区 防雪柵 L=3.8km 会津若松市

舗装補修 L=1.00km 会津坂下町

坂下南幹線ほか

(２)幹Ⅱ-18号線 東山町工区 擁壁補強 L=0.1km 会津若松市

(１)水原線 樋島工区 舗装補修 L=1.60km 会津坂下町



2-A3262 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 53

2-A3301 道路 一般 矢祭町 直接 矢祭町 市町村道 修繕 0.55 30

2-A3351 道路 一般 塙町 直接 塙町 市町村道 修繕 0.55 35

2-A4001 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 雪寒 0.60 14

2-A4002 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 雪寒 0.60 50

2-A4003 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 雪寒 0.60 14

2-A4004 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 雪寒 0.60 14

2-A4005 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 除雪(機械) 2/3 41

2-A4006 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 除雪(機械) 2/3 36

2-A4007 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 除雪(機械) 2/3 44

2-A4008 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 除雪(機械) 2/3 94

2-A4009 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 除雪(機械) 2/3 0

2-A4053 道路 一般 北塩原村 直接 北塩原村 市町村道 修繕 0.55 73

2-A4054 道路 雪寒 北塩原村 直接 北塩原村 市町村道 除雪(機械) 2/3 126

2-A4111 道路 一般 西会津町 直接 西会津町 市町村道 修繕 0.55 86

2-A4151 道路 雪寒 磐梯町 直接 磐梯町 市町村道 雪寒 0.60 68

2-A4203 道路 雪寒 猪苗代町 直接 猪苗代町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 54

2-A5006 道路 雪寒 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=１台 会津若松市 17

2-A5007 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 北3-51号線外　真宮新町工区 舗装補修 L=1.6km 会津若松市 100

2-A5008 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 30

2-A5009 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 湊3-54号線　東田面工区 舗装補修 L=0.7km 会津若松市 25

2-A5055 道路 雪寒 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 20

2-A5056 道路 雪寒 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 30

2-A5151 道路 雪寒 柳津町 直接 柳津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 10

2-A5203 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道11001号線 5

2-A5204 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道21002号線 25

2-A5205 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道12001号線 5

2-A5206 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道13003号線 2

2-A5207 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道30372号線 120

2-A5208 道路 雪寒 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 会津美里町 24

2-A5301 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.60 4

2-A5302 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.60 37

2-A5303 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 除雪(機械) 2／3 18

2-A5304 道路 一般 金山町 直接 金山町 市町村道 点検 0.55 10

2-A6004 道路 雪寒 南会津町 直接 南会津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリ購入　N=1台 南会津町 26

2-A6005 道路 雪寒 南会津町 直接 南会津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 30

2-A6053 道路 一般 下郷町 直接 下郷町 市町村道 修繕 0.55 135

2-A6101 道路 雪寒 檜枝岐村 直接 檜枝岐村 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪車格納庫 16

2-A6155 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 只見町 40

2-A6156 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 只見町 22

2-A6157 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 只見町 40

2-A8001 道路 一般 いわき市 直接 いわき市 市町村道 修繕 0.55 800

2-A5057 道路 一般 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 修繕 0.55 (１)勝負沢線 宇内工区 舗装補修 L=3.50㎞ 会津坂下町 80

2-A2303 道路 一般 玉川村 直接 玉川村 市町村道 修繕 0.55 80

2-A3101 道路 一般 泉崎村 直接 泉崎村 市町村道 修繕 0.55 155

2-A1005 道路 雪寒 福島市 直接 福島市 市町村道 除雪(機械) 2/3 24

2-A1102 道路 一般 伊達市 直接 伊達市 市町村道 修繕 0.55 9

2-A2004 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 59

稲田曲田線　堤工区 舗装補修　L=1.60km 棚倉町

町道真木野･茗荷線 舗装補修 L=1.00㎞ 矢祭町

(1)北野松岡線 舗装修繕 L=0.30km 塙町

(他)元西会津線　寺町工区 消雪管更新　L=0.34km 喜多方市

(１)上三宮・吉志田線ほか3路線　上三宮一区工区ほか 消雪管更新　L=0.76km 喜多方市

(２)一丁目・諏訪線　新仲町工区 消雪管更新　L=0.26km 喜多方市

(１)上高額・桜ガ丘線　新道工区 消雪管更新　L=0.28km 喜多方市

除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=2台 喜多方市

除雪機械購入 除雪トラック購入　N=2台 喜多方市

除雪機械購入 小型除雪車購入　N=2台 喜多方市

除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=4台 喜多方市

除雪機械購入 除雪ロータリー購入　N=2台 喜多方市

(１)蛇平小野川線他　桧原工区 舗装修繕 L=1.54km 北塩原村

除雪機械購入 除雪ドーザ等購入　N=4台 北塩原村

(２)森野下小島線ほか 森野工区ほか舗装補修 L=3.00km 西会津町

防雪柵設置　N=3.0路線 磐梯町一ノ沢法正尻線外２路線

除雪機械購入 猪苗代町

幹Ⅱ-6号線　一箕町工区 舗装補修 L=1.05km 会津若松市

小型ロータリ購入　N=1台 会津坂下町

除雪ドーザ購入　N=1台 会津坂下町

除雪ロータリ購入　N=1台 柳津町

舗装補修　L=0.14km 会津美里町

除雪機械購入

舗装補修　L=0.60km 会津美里町

舗装補修　L=0.24km 会津美里町

舗装補修　L=0.08km 会津美里町

舗装補修　L=3.00km

除雪ドーザ購入　N=1台

会津美里町

町道診療所線 消雪施設　L=120.0ｍ 金山町

土倉西部線 西部工区 雪崩柵 Ｌ=100.0ｍ 金山町

町道中川大栗山線外 除雪ドーザ購入　N=1台 金山町

(１)村道Ⅰ-1号線 北須釜工区 舗装補修 L=2.00km 玉川村

(１)踏瀬中新城線 踏瀬工区 舗装補修 L=1.27km 泉崎村

除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 南会津町

舗装補修 L=2.1km 下郷町

除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 福島市

西町小幡北部線 舗装補修　Ｌ=0.3km 伊達市

荒井八山田線（八山田六丁目工区）舗装修繕　Ｌ＝540.0ｍ 郡山市

町道水沼沼沢線外 道路ストック総点検 金山町

(１)落合音金線　落合工区

除雪車格納庫　N=1棟 檜枝岐村

北好間･上平窪線外28線 舗装補修　L=33.0km いわき市



2-A2005 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 63

2-A2006 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 11

2-A2007 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 大町大槻線（駅前一丁目工区） 39

2-A2008 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 大町大槻線（大槻町字針生工区） 19

2-A2009 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 駅前一丁目中町２号線 510

2-A2151 道路 一般 鏡石町 直接 鏡石町 市町村道 修繕 0.55 121

2-A2202 道路 一般 天栄村 直接 天栄村 市町村道 修繕 0.55 54

2-A2251 道路 一般 石川町 直接 石川町 市町村道 修繕 0.55 12

2-A2252 道路 一般 石川町 直接 石川町 市町村道 修繕 0.55 39

2-A2358 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 60.0

2-A2401 道路 一般 浅川町 直接 浅川町 市町村道 修繕 0.55 （１）本内・破石線ほか3路線 116

2-A2402 道路 一般 浅川町 直接 浅川町 市町村道 災害防除 0.55 （１）里白石・木和田塚線 30

2-A2452 道路 一般 古殿町 直接 古殿町 市町村道 修繕 0.55 （１）松久保鵰巣線ほか　論田工区 300

2-A3006 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 (１)昭和町白坂線　 26

2-A3052 道路 雪寒 西郷村 直接 西郷村 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪ステーション 90

2-A3264 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 （１）古町花園線　花園工区 26

2-A3265 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 高瀬小鯨線 中山本工区 29

2-A3302 道路 一般 矢祭町 直接 矢祭町 市町村道 修繕 0.55 （１）東舘・追分線 172

2-A3352 道路 一般 塙町 直接 塙町 市町村道 修繕 0.55 (1)北野松岡線ほか 238

2-A3353 道路 一般 塙町 直接 塙町 市町村道 修繕 0.55 (2)那倉矢塚線ほか 97

2-A3402 道路 一般 鮫川村 直接 鮫川村 市町村道 修繕 0.55 （２）新宿古殿線ほか 舗装補修　L=4.63km 鮫川村 335

2-A3403 道路 一般 鮫川村 直接 鮫川村 市町村道 修繕 0.55 （他）江堀那倉線ほか 舗装補修　L=3.00km 鮫川村 170

2-A4010 道路 一般 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 修繕 0.55 (1)一ノ堰・大沢線ほか117路線 150

2-A4152 道路 雪寒 磐梯町 直接 磐梯町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 23

2-A4204 道路 雪寒 猪苗代町 直接 猪苗代町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 16

2-A5010 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 幹Ⅰ-8号線　一箕町工区 舗装補修 L=3.20km 会津若松市 112

2-A5011 道路 雪寒 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=１台 会津若松市 18

2-A5058 道路 雪寒 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪車格納庫 除雪車格納庫 会津坂下町 236

2-A5152 道路 雪寒 柳津町 直接 柳津町 市町村道 雪寒 0.65 90

2-A5153 道路 雪寒 柳津町 直接 柳津町 市町村道 雪寒 0.65 (１)町道柳津石神線外 70

2-A5154 道路 雪寒 柳津町 直接 柳津町 市町村道 雪寒 0.65 70

2-A5155 道路 一般 柳津町 直接 柳津町 市町村道 修繕 0.65 (１)町道柳津石神線外 30

2-A5209 道路 雪寒 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 雪寒 0.60 町道30355号線 防雪柵設置　L=0.19km 会津美里町 53

2-A5210 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 町道11005号線 会津美里町 80

2-A5211 道路 雪寒 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 会津美里町 30

2-A5212 道路 雪寒 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 会津美里町 24

2-A5253 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 雪寒 0.60 （１）宮下・名入線 消雪工　L=380.0m 三島町 85

2-A5254 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 雪寒 0.60 （１）桑原線 消雪工　L=150.0m 三島町 35

2-A5255 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 雪寒 0.60 （他）宮下・舟場前線 消雪工　L=200.0m 三島町 45

2-A5256 道路 一般 三島町 直接 三島町 市町村道 災害防除 0.55 （他）宮下・舟場前線 法面保護工　L=200.0m 三島町 88

2-A5257 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ　N=１式 三島町 31

2-A5306 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.60 野尻線 30

2-A5307 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.60 新町線 12

2-A5308 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.60 湯ノ上線 30

2-A5308 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.60 湯ノ上線 30

2-A5309 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.6 藤倉線 30

2-A5310 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.6 土倉西部線 30

2-A5311 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.6 上横田線 20

舗装修繕　Ｌ＝470.0ｍ 郡山市

(１)笠石鏡田線外23路線 舗装補修 L=4.045km 鏡石町

(2)二岐線ほか　1路線 舗装補修　L=1.14km 天栄村

笹川多田野線（安積一丁目工区） 舗装修繕　Ｌ＝590.0ｍ 郡山市

舗装修繕　Ｌ＝100.0ｍ 郡山市

舗装修繕　Ｌ＝350.0ｍ 郡山市

舗装修繕　Ｌ＝200.0ｍ 郡山市

伊賀河原西柳作線(富田町字池ノ上工区）

（１）町道103号線　鹿ノ坂工区 舗装補修　L=0.18km 石川町

(1)106号線ほか　横山工区ほか 舗装補修　L=0.80km 石川町

舗装補修　L=1.2km 平田村

舗装補修　L=0.75km 浅川町

(2)北田水尾線　沼野平工区

法面防除　L=0.04km 浅川町

舗装補修　L=7.4km　 古殿町

舗装補修　L=0.75km 白河市

除雪ステーション　N=1棟 西郷村

舗装補修　L=0.50km 棚倉町

舗装補修　L=0.61km　 棚倉町

舗装補修 L=6.40㎞ 矢祭町

舗装修繕 L=2.80km 塙町

舗装修繕 L=1.77km 塙町

雪崩防止柵設置　L=20.0m 金山町

消雪施設設置　L=80.0m 金山町

消雪施設改修　L=300.0m 柳津町

消雪施設改修　L=350.0m 柳津町

消雪施設改修　L=200.0m 柳津町

雪崩防止柵設置　L=50.0m 金山町

雪崩防止柵設置　L=50.0m 金山町

雪崩柵 Ｌ=50.0ｍ 金山町

雪崩柵 Ｌ=60.0ｍ 金山町

流雪溝　Ｌ＝500.0ｍ 金山町

除雪ロータリー購入 N=１台 猪苗代町

(２)町道出倉野老沢線外（新規井戸）

(他)町道竜蔵庵上村線（新規井戸）

舗装改修　L=6.00km 柳津町

除雪ドーザ購入　N=1台

舗装補修　L=2.50km

除雪ドーザ購入　N=1台

舗装補修　L=5.36㎞ 喜多方市

機械購入　除雪ドーザ購入　N=1台 磐梯町



2-A5312 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.6 診療所線 10

2-A5313 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 除雪(機械) 2／3 除雪機械購入 金山町 24

2-A5314 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 除雪(機械) 2／3 除雪機械購入 金山町 24

2-A5315 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 除雪(機械) 2／3 除雪機械購入 金山町 24

2-A6006 道路 雪寒 南会津町 直接 南会津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 86

2-A6158 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ロータリー購入　N=1台 只見町 36

2-A6159 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ﾛｰﾀﾘｰ購入　N=1台 只見町 40

2-A6160 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=2台 只見町 55

2-A6161 道路 雪寒 只見町 直接 只見町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 只見町 27

2-A1006 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 (他)あづま運動公園線ほか7路線 舗装補修 L=0.3km 福島市 9

2-A1007 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 (他)舘・前畑線ほか8路線 舗装補修 L=0.1km 福島市 6

2-A1008 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 (１)南向台・黒岩線ほか10路線 舗装補修 L=0.3km 福島市 36

2-A1009 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 (１)鳥川・大笹生線ほか8路線 舗装補修 L=0.3km 福島市 12

2-A1011 道路 雪寒 福島市 直接 福島市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 凍結防止剤散布車　N=1台 福島市 24

2-A1012 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物調査 福島市 80

2-A1013 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 (他)栄町１号線　栄町工区 歩道修繕　L=0.1km 福島市 40

2-A1060 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 (１)黒沼・名目津線　米沢工区 舗装補修 L=0.6km 二本松市 19

2-A1061 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 (１)山越線　西勝田工区 舗装補修 L=2.5km 二本松市 20

2-A1062 道路 雪寒 二本松市 直接 二本松市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 二本松市 24

2-A1063 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 路面性状調査 二本松市 37

2-A1064 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 二本松市 12

2-A1065 道路 一般 二本松市 直接 二本松市 市町村道 修繕 0.55 (1)作田・北杉田線　不動工区 舗装補修 L=1.4km 二本松市 147

2-A1103 道路 一般 伊達市 直接 伊達市 市町村道 修繕 0.55 (１)保原粟野線　大和工区他 舗装補修 L=1.9km 伊達市 141

2-A1201 道路 一般 桑折町 直接 桑折町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 桑折町 19

2-A2010 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 修繕 0.55 (１)大町大槻線ほか30路線 舗装補修 L=4.1km 郡山市 900

2-A2012 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 計画・調査 0.55 道路施設修繕計画策定業務 修繕計画策定 郡山市 25

2-A2013 道路 一般 郡山市 直接 郡山市 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 郡山市 36

2-A2053 道路 雪寒 須賀川市 直接 須賀川市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 須賀川市 17

2-A2054 道路 一般 須賀川市 直接 須賀川市 市町村道 災害防除 0.55 (他)1238号線　北町工区 法枠工　L=0.1km 須賀川市 15

2-A2152 道路 一般 鏡石町 直接 鏡石町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 鏡石町 24

2-A2203 道路 雪寒 天栄村 直接 天栄村 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪格納庫整備 除雪ステーション 天栄村 75

2-A2204 道路 一般 天栄村 直接 天栄村 市町村道 修繕 0.55 (他)児渡滝田線ほか43路線 舗装補修 L=0.613km 天栄村 99

2-A2205 道路 一般 天栄村 直接 天栄村 市町村道 災害防除 0.55 (２)二岐線ほか14路線 法面工　A=3,700m2 天栄村 82

2-A2253 道路 一般 石川町 直接 石川町 市町村道 修繕 0.55 (１)101号線　高田工区 舗装補修 L=0.6km 石川町 45

2-A2254 道路 一般 石川町 直接 石川町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 路面性状調査 石川町 16

2-A2359 道路 一般 平田村 直接 平田村 市町村道 修繕 0.55 (他)1316号　空釜工区 舗装補修 L=1.0km 平田村 50

2-A2403 道路 一般 浅川町 直接 浅川町 市町村道 災害防除 0.55 (他)滝輪・背戸谷地線　浅川工区 法面工　L=0.1km 浅川町 20

2-A2551 道路 一般 小野町 直接 小野町 市町村道 修繕 0.55 (１)小野山神・黒森線ほか16路線 舗装補修 L=9.5km 小野町 1,250

2-A3007 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 (１)白河駅八竜神線ほか13路線 舗装補修 L=10.5km 白河市 328

2-A3008 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 (１)駅前東線ほか3路線 舗装補修 L=2.2km 白河市 70

2-A3009 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検・路面性状調査 白河市 64

2-A3053 道路 一般 西郷村 直接 西郷村 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 西郷村 25

2-A3151 道路 一般 中島村 直接 中島村 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 路面性状調査 中島村 9

2-A3202 道路 一般 矢吹町 直接 矢吹町 市町村道 修繕 0.55 (１)松倉大池線　八幡町工区ほか 舗装補修 L=3.6km 矢吹町 80

2-A3203 道路 一般 矢吹町 直接 矢吹町 市町村道 修繕 0.55 (１)東郷小松線　小松工区 舗装補修 L=0.2km 矢吹町 8

2-A3355 道路 一般 塙町 直接 塙町 市町村道 修繕 0.55 (１)塙台宿線ほか1路線 舗装補修 L=0.7km 塙町 170

2-A4012 道路 一般 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 路面性状調査、道路附属物点検 喜多方市 85

2-A4013 道路 雪寒 喜多方市 直接 喜多方市 市町村道 雪寒 0.60 (２）押切東線ほか1路線 散水消雪施設補修　L=0.3km 喜多方市 50

消雪施設　L=50.0ｍ

除雪ドーザ購入　N=1台

除雪ドーザ購入　N=1台

除雪ドーザ購入　N=1台

除雪ドーザ購入　N=3台 南会津町

金山町



2-A4055 道路 一般 北塩原村 直接 北塩原村 市町村道 修繕 0.55 (２)秋元線　秋元橋 橋梁架替　N=1橋 北塩原村 112

2-A4056 道路 一般 北塩原村 直接 北塩原村 市町村道 修繕 0.55 (他）川向線　川向橋 橋梁補修　N=1橋 北塩原村 9

2-A5012 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 (他)湊3-21号線　四ツ谷工区 舗装補修 L=0.3km 会津若松市 20

2-A5013 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 災害防除 0.55 (他)東3-33号線ほか２路線 法面工　L=0.6km 会津若松市 20

2-A5014 道路 雪寒 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 小型ロータリ車　N=2台 会津若松市 22

2-A5015 道路 一般 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 修繕 0.55 (他)神3-114号線　会津大橋 橋梁補修　N=1橋 会津若松市 100

2-A5156 道路 一般 柳津町 直接 柳津町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 柳津町 2

2-A5157 道路 雪寒 柳津町 直接 柳津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 柳津町 29

2-A5213 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 (２)12013号線　勝原工区 舗装補修 L=1.7km 会津美里町 75

2-A5214 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 (２)22008号線　穂馬工区 舗装補修 L=0.8km 会津美里町 26

2-A5215 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 (１)30104号線　米田工区 舗装補修 L=0.9km 会津美里町 60

2-A5258 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 三島町 13

2-A5316 道路 一般 金山町 直接 金山町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 路面性状調査 金山町 50

2-A5317 道路 一般 金山町 直接 金山町 市町村道 修繕 0.55 (２)湯ノ上線　沖田橋 橋梁補修　N=1橋 金山町 80

2-A5351 道路 雪寒 昭和村 直接 昭和村 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 昭和村 27

2-A6056 道路 一般 下郷町 直接 下郷町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検、路面性状調査、長寿命化修繕計画下郷町 82

2-A7051 道路 一般 南相馬市 直接 南相馬市 市町村道 修繕 0.55 (１)陣ヶ崎北原線ほか15路線 舗装補修 L=0.5km 南相馬市 150

2-A7201 道路 一般 広野町 直接 広野町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 道路附属物点検 広野町 50

2-A3356 道路 一般 塙町 直接 塙町 市町村道 修繕 0.55 630

2-A1014 道路 一般 福島市 直接 福島市 市町村道 修繕 0.55 舗装補修 L=16.2km 福島市 1,036

2-A1015 道路 雪寒 福島市 直接 福島市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪ドーザ購入　N=1台 福島市 24

2-A3204 道路 一般 矢吹町 直接 矢吹町 市町村道 修繕 0.55 40

2-A3265 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 修繕 0.55 (3)塚田池下線ほか 650

2-A3404 道路 一般 鮫川村 直接 鮫川村 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 舗装点検　L=120.0km 鮫川村 15

2-A4153 道路 雪寒 磐梯町 直接 磐梯町 市町村道 除雪(機械) 2/3 48

2-A4205 道路 一般 猪苗代町 直接 猪苗代町 市町村道 修繕 0.55 三城潟天鏡台線 三ツ和工区 50

2-A5016 道路 雪寒 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 凍結防止剤散布車、小型除雪車、除雪ドーザ購入　N=3台会津若松市 90

2-A5059 道路 雪寒 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 30

2-A5158 道路 雪寒 柳津町 直接 柳津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台 柳津町 30

2-A5216 道路 雪寒 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=5台 会津美里町 83

2-A5217 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 修繕 0.55 (１)町道11005号線ほか 舗装補修 L=6.8km 会津美里町 287

2-A5318 道路 一般 金山町 直接 金山町 市町村道 災害防除 0.55 上井草線 法面保護　Ｌ＝50ｍ 金山町 50

2-A5319 道路 雪寒 金山町 直接 金山町 市町村道 雪寒 0.6 川口駅前線 消雪施設設置　Ｌ＝100ｍ 金山町 160

2-A6007 道路 雪寒 南会津町 直接 南会津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 南会津町 34

2-A6008 道路 一般 南会津町 直接 南会津町 市町村道 修繕 0.55 舗装補修 L=1.07km 南会津町 102

2-A3010 道路 一般 白河市 直接 白河市 市町村道 修繕 0.55 (１)白坂駅黒川線ほか4路線 舗装補修 L=1.9km 白河市 150

2-A2206 道路 一般 天栄村 直接 天栄村 市町村道 修繕 0.55 (他)高崎線ほか3路線　高崎 道路照明整備　N=4基 天栄村 7

2-A5259 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=2台 三島町 86

2-A5260 道路 一般 三島町 直接 三島町 市町村道 災害防除 0.55 (1)川井居平・宮ノ上線ほか1路線　川井法面保護工　L=80.0m 三島町 147

2-A5261 道路 雪寒 三島町 直接 三島町 市町村道 雪寒 0.60 (1)寺沢四ッ田線ほか2路線　大登 消雪工　L=580.0m 三島町 393

2-A3053 道路 一般 西郷村 直接 西郷村 市町村道 災害防除 0.55 (1)寺平線 法面保護工　L=31.4m 西郷村 44

2-A7351 道路 一般 川内村 直接 川内村 市町村道 修繕 0.55 (他)久保・遠上線　上川内 側溝補修 L=217.3m 川内村 53

2-A7555 道路 一般 葛尾村 直接 葛尾村 市町村道 修繕 0.55 (1)浜井場北平線　浜井場 舗装補修 L=3.36km 葛尾村 150

2-A1016 道路 雪寒 福島市 直接 福島市 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪ドーザ購入　ほか 福島市 120

2-A1202 道路 一般 桑折町 直接 桑折町 市町村道 修繕 0.55 (１)町道2097号線ほか 舗装修繕 L=0.1km 桑折町 12

2-A2207 道路 一般 天栄村 直接 天栄村 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 路面性状調査 L=56.0km、長寿命化修繕計画天栄村 18

2-A2153 道路 一般 鏡石町 直接 鏡石町 市町村道 修繕 0.55 （1）北原・不時沼線ほか 280

2-A2255 道路 一般 石川町 直接 石川町 市町村道 修繕 0.55 (2)214号線ほか　北町工区ほか 舗装補修 L=0.60km 石川町 50

機械購入　除雪ドーザ外購入　N=2台 磐梯町

除雪ドーザ購入　N=1台 会津坂下町

(1)北野松岡線ほか

(1)下染屋・大沢線ほか

除雪機械購入

舗装補修　L=0.3km 矢吹町

舗装修繕 L=7.60km 塙町

(1)松倉大池線ほか

舗装補修　L=11.0km　 棚倉町

除雪機械購入

舗装補修 L=1.08㎞ 猪苗代町

除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=1台

(１)後原・寺前線 田島工区 ほか１路線

除雪機械購入

道路照明施設更新　N=14.0基 鏡石町



2-A3266 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 災害防除 0.55 (1)段河内平塩線 法面保護工　L=50.0m 棚倉町 200

2-A3267 道路 一般 棚倉町 直接 棚倉町 市町村道 災害防除 0.55 (他)岡田西河内線 法面保護工　L=60.0m 棚倉町 200

2-A4113 道路 雪寒 西会津町 直接 西会津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪車格納庫 42

2-A5017 道路 雪寒 会津若松市 直接 会津若松市 市町村道 雪寒 0.60 30

2-A5060 道路 一般 会津坂下町 直接 会津坂下町 市町村道 点検 0.55 道路施設点検 舗装点検　L=100.0km、長寿命化修繕計画 10

2-A5218 道路 一般 会津美里町 直接 会津美里町 市町村道 点検 0.55 (他)町道13001号線ほか 路面性状調査 L=150km 会津美里町 12

2-A5320 道路 一般 金山町 直接 金山町 市町村道 修繕 0.55 水沼沼沢線 舗装工　Ｌ＝300ｍ 金山町 12

2-A5352 道路 雪寒 昭和村 直接 昭和村 市町村道 除雪(機械) 2/3 除雪機械購入 除雪ﾛｰﾀﾘｰ購入　N=1台 昭和村 45

2-A6009 道路 雪寒 南会津町 直接 南会津町 市町村道 除雪(機械) 2/3 南会津町 116

2-A7101 道路 一般 新地町 直接 新地町 市町村道 修繕 0.55 (他)町道富倉赤柴線　駒ヶ嶺工区 舗装補修　L=500m 新地町 23

2-A8002 道路 一般 いわき市 直接 いわき市 市町村道 交安 0.55 浜田・寺下線ほか 自転車利用環境整備　L=53.0km いわき市 622

2-A7551 道路 一般 浪江町 直接 浪江町 市町村道 修繕 0.55 (2)阿掛線外１路線 法面修繕工 L=1,100m 浪江町 20

合計 63,268

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者 補助率 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 主体 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

B-1 河川 一般 福島県 直接 0.5 柳津町 12

B-2 砂防 一般 福島県 直接 0.5 南会津町 60

B-3 砂防 一般 福島県 直接 0.5 南会津町 100

B-4 空港 一般 福島県 直接 0.5 玉川村 1250

B-5 砂防 一般 福島県 直接 0.5 南会津町 105

B-6 砂防 一般 福島県 直接 0.5 南会津町 39

合計 1,566

番号 備考 － －

B-1 道路を保全対象とした河川施設を整備することで、災害に強い道路の整備を進める。

B-2 道路を保全対象とした砂防施設を整備することで、災害に強い道路の整備を進める。

B-3 道路を保全対象とした砂防施設を整備することで、災害に強い道路の整備を進める。

B-4 道路整備とあわせて、福島空港へのアクセス道路（一般県道福島空港西線）の一部で、空港施設となっている福島空港地下道（BOX）の耐震化を実施し、地震災害時等の交通機能確保を図る。

B-5 道路を保全対象とした砂防施設を整備することで、災害に強い道路の整備を進める。

B-6 道路を保全対象とした砂防施設を整備することで、災害に強い道路の整備を進める。

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者 補助率 要素となる事業名 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 主体 H26 H27 H28 H29 H30

2-C701 計画･調査 一般 福島県 直接 0.55 292

2-C702 計画･調査 一般 福島県 直接 0.55 88

2-C703 計画･調査 一般 福島県 直接 0.55 道路状況観測業務 道路情報観測システム構築 10

2-C704 交安施設 一般 福島県 直接 0.5 36

2-C705 計画･調査 一般 福島県 直接 0.55 50

2-C706 施設整備 一般 福島県 直接 0.55 188

2-C707 施設整備 一般 福島県 直接 0.55 30

2-C1251 計画･調査 一般 国見町 直接 0.55 7

2-C1252 計画･調査 一般 国見町 直接 0.55 3

2-C2051 計画･調査 一般 須賀川市 直接 0.55 39

2-C2401 計画･調査 一般 浅川町 直接 0.55 10

2-C3051 計画･調査 一般 西郷村 直接 0.55 25

2-C3052 計画･調査 一般 西郷村 直接 0.55 10

2-C3251 計画･調査 一般 棚倉町 直接 0.55 35

省略
工種

市町村名
港湾・地区名

改良 渓流保全工L=50m

点検業務 道路施設点検 盛土・擁壁、道路付属物点検等 西郷村

点検業務 玉野逆川線外190路線 道路ストックの総点検 棚倉町

調査計画 市道Ⅰ－１１号線　外 道路ストック総点検（路面調査） 須賀川市

点検業務 里白石・石原線ほか 舗装、法面・盛土・擁壁等点検 浅川町

点検業務 道路ストックの総点検 路面性状調査 西郷村

計画・調査 国道114号外14路線 路線データー調査 福島市　外

点検業務 町道1号線外20路線 道路ストックの総点検 国見町

点検業務 山ノ神前橋外2橋 道路ストックの総点検 国見町

福島県内全域

調査計画 国道114号外　渡利外 道路付属物点検 福島市　外

施設整備 小野富岡線外 道路防災機能改善事業 川内村　外

福島空港　福島空港地下道耐震化事業 地下道（BOX）耐震下L=472m

改良 糸沢　砂防施設事業 渓流保全工L=30m

工種

交安 標識・標示管理システム整備事業 県内の交通規制と安全施設の管理

費用便益比

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

防災点検国道399号外　駒形石山外

改良 銀山川　河川改良事業 床固工N=4基

改良 長野沢　砂防施設事業 渓流保全工L=140m

改良 カシノ木沢　砂防施設事業 渓流保全工L=95m

整備

沼頭沢　砂防施設事業

一体的に実施することにより期待される効果

調査計画 路面性状調査業務 路面性状調査 福島市　外

調査計画 福島市　外

調査計画 福島市　外

省略

除雪機械購入 除雪ドーザ購入　N=3台

会津若松市

除雪車格納庫　N=1棟 西会津町

(他)湊3-79号線　赤井工区 消雪施設更新　Ｎ＝1.0式

会津坂下町



2-C1301 計画･調査 一般 川俣町 直接 0.55 50

2-C2201 計画・調査 一般 天栄村 直接 0.55 10

2-C2351 計画･調査 一般 平田村 直接 0.65 38.0

2-C3351 計画･調査 一般 塙町 直接 0.55 15

2-C6151 計画･調査 一般 只見町 直接 0.55 8

2-C7201 計画･調査 一般 広野町 直接 0.55 50

2-C5301 計画･調査 一般 金山町 直接 0.55 10

2-C2251 計画･調査 一般 石川町 直接 0.55 20

2-C1001 計画･調査 一般 福島市 直接 0.55 50

2-C1051 計画･調査 一般 二本松市 直接 0.55 32

2-C1052 計画･調査 一般 二本松市 直接 0.55 25

2-C1351 計画･調査 一般 大玉村 直接 0.55 8

2-C2151 計画･調査 一般 鏡石町 直接 0.55 10

2-C2551 計画･調査 一般 小野町 直接 0.55 24

2-C3351 計画･調査 一般 塙町 直接 0.55 20

2-C4001 計画･調査 一般 喜多方市 直接 0.55 喜多方市 90

2-C4101 計画・調査 一般 西会津町 直接 0.55 22

2-C5151 計画･調査 一般 柳津町 直接 0.55 15

2-C6001 計画･調査 一般 南会津町 直接 0.55 24

2-C6051 計画･調査 一般 下郷町 直接 0.55 72

2-C6052 施設整備 一般 下郷町 直接 0.55 8

合計 1,424

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

2-C701

2-C702

2-C703

2-C704

2-C705

2-C706

2-C707

2-C2051

2-C1251

2-C1252

2-C2401

2-C3051

2-C3052

2-C3251

2-C1301

2-C2201

2-C2351

2-C3351

2-C6151

2-C7201

2-C5301

2-C2251

2-C1001

2-C1051

2-C1052

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

点検業務 道路施設点検 法面等・盛土点検 下郷町

塙町

施設整備 道路照明・標識 L=0.5km 下郷町

点検業務 道路施設点検 舗装、附属物、法面、道路附属物点検 西会津町

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査 柳津町

点検業務 道路施設点検 舗装、トンネル点検　一式 南会津町

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査 小野町

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査

点検業務 道路施設点検 道路附属物点検 二本松市

点検業務 道路施設点検 法面等・盛土点検 大玉村

点検業務 道路施設点検 盛土・擁壁、道路付属物点検等 鏡石町

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査 石川町

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査 福島市

点検業務 道路施設点検 舗装路面性状調査 二本松市

点検業務 道路ストックの総点検 道路ストックの総点検 只見町

点検業務 道路施設点検 舗装、法面、道路附属物、土工構造物 広野町

点検業務 町道水沼沼沢線外 道路ストック総点検 金山町

点検業務 道路ストックの総点検 法面・土工構造物・道路付属物点検等 天栄村

点検業務 (1)鴇子後川線外　後川工区 道路ストック点検L=20km 平田村

点検業務 (1)北野松岡線外 路面性状調査 L=92.0km 塙町

点検業務 道路施設点検（１）五百田中道線外 舗装、附属物、法面、道路構造物点検 川俣町

道路照明・標識等整備（塔のへつり）

本計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、路面性状調査に基づく、修繕計画を策定する。

本計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、道路空間の防災上で必要な点検等を実施する。

システムの構築により道路の気象状況や運用状況を情報発信し、利用者の安全・円滑な通行の確保を図る。

システムの整備により道路標識・道路標示の適正管理を図り、県内の交通の円滑化と交通事故の防止を図る。

本計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、道路附属物点検に基づく、修繕計画を策定する。

携帯電話不感地帯における災害発生等に迅速な連絡体制による円滑な対応を確保し、人々が安全で安心な地域・社会の形成を推進する。

県内の道路網を効率的な管理を図ることを目的として、路線データーの集計を実施する。

本計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、橋梁の橋梁長寿命化計画策定に必要な点検及び修繕計画を策定する。

本計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、橋梁長寿命化計画策定を策定する。

本計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、橋梁の橋梁長寿命化計画策定に必要な点検及び修繕計画を策定する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路ストックの総点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。



2-C1351

2-C2151

2-C2551

2-C3351

2-C5151

2-C6001

2-C6051

2-C6052

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

道路整備と合わせて、道路照明や標識の整備等を行うことで、地域住民や観光客の車両通行における安全性の向上を図る。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。

第三者及び道路利用者の被害を及ぼす事象を防ぐために、道路施設の点検を実施する。



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者
要素と
なる事

事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （面積等） H29 H30 H31 H32 H33

合計 0

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

交付金の執行状況
（単位：百万円）

用地交渉に
不測の日数
を要したた

め

3,042.196

0.000

3,042.196

1,932.481

3,650.005

1,322.073

946.481

2.599

19.1%

全体事業費
（百万円）

H26 H27 H28 H29 H30

配分額
（a）

2,360.575 2,504.052 4,573.497

計画別流用
増△減額
（b）

0.000 0.000 0.000

交付額
（c=a+b）

2,360.575 2,504.052 4,573.497

前年度からの繰越額
（d）

570.200 432.743 628.414

支払済額
（e）

2,482.812 2,212.059 3,264.540

翌年度繰越額
（f）

432.743 628.414 1,932.481

うち未契約繰越額
（g）

158.485 511.777 430.211

不用額
（h = c+d-e-f）

15.220 96.322 4.890

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

5.9% 20.7% 8.4%

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

-

他機関との協
議に時間を要
し、工法の一
部変更が必要
となったため

-

203054
テキスト ボックス
957.684

203054
テキスト ボックス
19.3%

203054
テキスト ボックス
緊急対策補正に係り、年度内に契約が間に合わなかったため

203054
テキスト ボックス
3,494.911

203054
テキスト ボックス
0.000

203054
テキスト ボックス
3,494.911

203054
テキスト ボックス
1,322.073

203054
テキスト ボックス
3,217.104

203054
テキスト ボックス
1,576.299

203054
テキスト ボックス
1,069.429

203054
テキスト ボックス
23.581

203054
テキスト ボックス
22.7%



（参考様式３）参考図面（社会資本総合整備計画　社会資本整備総合交付金事業）
計画の名称 2　安全で安心して暮らせる地域・社会の形成

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度　（５年間） 交付対象

福島県、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、天栄村、鏡石町、石川
町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭
町、塙町、鮫川村、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津若松市、会津坂下町、柳津町、会津美
里町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南相馬市、広野町、葛尾村、いわき市

2-C3351 道路施設点

2-A1005 除雪機械購

2-A1102 舗装補修2-C1001 道路施設点

2-C1052 道路施設点

2-C1051 道路施設点

2-C1351 道路施設点

2-A2004 舗装補修

2-A2005 舗装補修

2-A2006 舗装補修

2-A2007 舗装補修

2-A2008 舗装補修

2-A2009 舗装補修

2-A2151 道路施設点検

2-A2151 舗装補修

2-A2251 舗装補修

2-A2252 舗装補修

2-A2401 舗装補修2-A2402 法面防除

2-A24052 舗装補

2-C2551 道路施設点

2-A2358 舗装補修

2-A3006 舗装補修

2-A3052 除雪ステーショ

2-A3402 舗装補修

2-A3403 舗装補修

2-A3263 舗装補修

2-A3264 舗装補修

2-A3265 舗装補修

2-A3302 舗装補修

2-A3352 舗装補修

2-A3353 舗装補修

2-A3354 法面工

2-A2202 舗装補修

2-A6054 舗装補修

2-A6055 流雪溝

2-C6001 道路施設点

2-C651 道路施設点検

2-C652 道路照明・標識整

2-A51523 消雪工

2-A5155 消雪工

2-A5156 法面保護

2-A5156 法面保護

2-A5305 雪崩防止

2-A5306 雪崩防止

2-A5307 消雪施設設

2-A5308 雪崩防止

2-A5309 雪崩防止

2-A5310 雪崩防止

2-A5311 流雪溝

2-A5312 消雪施設

2-A5313 除雪機械購

2-A5314 除雪機械購

2-A5315 除雪機械購

2-A6006 除雪機械購

2-A6158～6161 除雪機械購入

2-A5257 除雪機械購入

2-A5010 舗装補

2-A5011除雪機械

2-A5211 除雪機械購

2-A5210 舗装補

2-A4204 除雪機械購

2-C4001 道路施設点

2-A4152 除雪機械購入

2-A4112 舗装補

2-A5153 消雪施設改

2-A5154 消雪施設改

2-A5152 消雪施設改

2-A5155 舗装補

2-A5209 防雪柵設

2-A5212 除雪機械購

2-C5151 道路施設点

2-A4010 舗装補修

2-A5058 除雪格納庫

2-A4011 除雪ステーション

2-A0785 定期点検（法面）

2-A0786 定期点検（舗装）

2-A0787 定期点検（附属物）

2-A0233 無散水消雪工

2-A0234 防雪柵

2-A0401 法面吹付

2-A0402 法面吹付工

2-A0403 法面吹付工

2-A0235無散水消

2-A0236無散水消

2-A0237雪崩防護施

2-A0238雪崩防護施
2-A0239拡幅工

2-A0240消雪施設

2-A0241消雪施設

2-A0242消雪施設

2-A0243消雪施設

2-A0244消雪施設

2-A0245防雪柵

2-A0247防雪柵

2-A0246無散水消雪

2-A0248流雪溝

2-A0788 舗装補修

2-A0789 舗装補修

2-A0790 舗装補修

2-A0791 舗装補修

2-A0792 舗装補修

2-A0793 舗装補修
2-A0794 舗装補修

2-A0795 舗装補修

2-A0796 舗装補

2-A0797 舗装補修

2-A0798 舗装補修

2-A0799 舗装補修

2-A0800 舗装補修

2-A0801 舗装補修

2-A0802 舗装補修

2-A0803 舗装補修

2-A0804 舗装補修

2-A0805 舗装補修

2-A0806 舗装補修

2-A0807 舗装補修

2-A0809 舗装補修

2-A0810 舗装補

2-A0808 舗装補修

2-A1007 舗装補修

2-A1008 舗装補修

2-A1009 舗装補修

2-A1010 舗装補

2-A1011 除雪機械購

2-A1012 道路施設点

2-A1013 歩道修繕

2-A1059 舗装補修

2-A1060 舗装補修

2-A1061 舗装補修

2-A1064 道路施設点
2-A1065 舗装補修

2-A1103 舗装補

2-A1201 道路施設点

2-A2010 舗装補修

2-A2011 舗装補修

2-A2013 道路施設点

2-A2053 除雪機械購

2-A2054 法面工

2-A2152 道路施設点

2-A2203 除雪ステーショ

2-A2204 舗装補修

2-A02205 舗装補

2-A2253 舗装補修

2-A2254 道路施設点

2-A2359 舗装補

2-A2403 法面工

2-A2551 舗装補修

2-A3007 舗装補修

2-A1062 除雪機械購

2-A2012 修繕計画策

2-A3008 舗装補修

2-A3009 道路施設点

2-A3053 道路施設点

2-A3202 舗装補修

2-A3203 舗装補修

2-A3355 舗装補修

2-A4012 道路施設点

2-A4013 消雪施設補

2-A4055 橋梁架替

2-A4056 橋梁補修

2-A5012 舗装補修

2-A5013 法面工

2-A5014 除雪機械購

2-A5015 橋梁補修

2-A5156 道路施設点検

2-A5017 除雪機械購

2-A5213 舗装補

2-A5214 舗装補修
2-A5215 舗装補修

2-A5258 除雪機械購

2-A5316 道路施設点

2-A5317 舗装補修

2-A5351 舗装補修

2-A6056 道路施設点

2-A7051 舗装補

2-A7201 道路施設点

2-A1006 舗装補修

2-A1063 道路施設点

2-A3151 道路施設点

2-A3356 舗装補修

2-A1014 舗装修繕

2-A1015 除雪機械購

2-A3204 舗装補修

2-A3265 舗装補修

2-A4153 除雪機械購入

2-A4205 舗装補修

2-A5016 除雪機械購入

2-A5059 除雪機械購入

2-A5158 除雪機械購入

2-A5216 除雪機械購入

2-A5217 舗装補修

2-A5318 災害防除

2-A5319 消雪施設

2-A6007 除雪機械購入

2-A6008 舗装補修

2-A3010 舗装補修

2-A2206 照明更新

2-A5259 除雪機械購入

2-A5260 災害防除

2-A5261 消雪工

2-A3053 災害防除

2-A7351 側溝修繕

2-A7555 舗装補修

2-A0251 舗装補修

2-A0251消雪更新

2-A0820舗装補修

2-A0250消雪更新

2-A0821 舗装補修

2-A0822 舗装補修

2-A0823 舗装補修

2-A0824 舗装補修

2-A0825 舗装補修

2-A0826 舗装補修

2-A0827 舗装補修

2-A0252 流雪溝整備

2-A0253 融雪ネット整

2-A0254 消雪井戸更

2-A0255 消雪井戸更

2-A0256 消雪井戸更

2-A0257 消雪更新

2-A0257 消雪更

2-A0257 消雪更新

2-A0260 消雪井戸更

2-A0261防雪柵工

2-A0262消雪更新

2-A0263 流雪溝整備

2-A0264消雪更新

2-A0265消雪更新

2-A0266消雪更新

2-A0267 流雪溝整備



別紙２

計画の名称：安全で安心して暮らせる地域・社会の形成

事業主体名：
福島県、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川
市、天栄村、鏡石町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、
西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、喜多方市、北塩原村、
西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津若松市、会津坂下町、柳津町、会津美里町、三島町、金
山町、昭和村、南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南相馬市、広野町、葛尾村、いわき
市 チェック欄

①上位計画等との整合性 ○

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） ○

①整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○

②定量的指標の明瞭性 ○

③目標と事業内容の整合性 ○

④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○

①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の
確実性）

○

②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確
実性）

○

社会資本整備総合交付金チェックシート
P2

Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性


