
指定年月日 指定番号
道路の築造者の氏名及び住所（法人
にあっては、名称及び所在地）

道路の位置
道路の延長
（メートル）

道路の幅員
（メートル）

1 平成22年4月 20日
福島県指令相建
第４１６号

双葉不動産建設株式会社
双葉郡浪江町大字権現堂字上続
町１８番地２

双葉郡浪江町大字川添字蔵前１２
番２及び１２番２地先の水一部

67.97 4.01～5.96

2 平成22年4月 21日
福島県指令北建
第１８０１－４号

大和工業株式会社
福島市松川町沼袋字北362番地の

安達郡大玉村大山字大江田中１３
１番４

6.00 32.23

3 平成22年4月 30日
福島県指令相建
第１６－２号

西村 利秀
南相馬市小高区大井字花輪71番
地の１

南相馬市小高区大井字花輪71番
5、71番5先道及び111番地先水路

6.07 4.00～4.73

4 平成 22 年 6 月 1 日
福島県指令南建
第３９６８号

藤田建設工業株式会社
東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２
０番地

東白川郡棚倉町大字関口字一本
松１１２番１及び２４６

71.29 4.00

5 平成22年6月 25日
福島県指令南建
第６９５号

星敬三
泉崎村大字泉崎字下宿６２番地

西白河郡泉崎村大字泉崎字雷５０
番２

42.80 6.00

6 平成 22 年 6 月 4 日
福島県指令北建
第１８０２－４号

郡山土地建物取引業協同組合
郡山市長者一丁目３番地７号

本宮市荒井字青田原１番５９９ 24.87 6.00

7 平成 22 年 7 月 2 日
福島県指令北建
第1803－4号

吉田 強
伊達市保原町字西町122番地

伊達市保原町字西町１２２番２及び
１２２番４

34.59 4.00

8 平成22年8月 23日
福島県指令北建
第１８０４－４号

グッド株式会社
二本松市油井字硫黄田５番地

二本松市油井字硫黄田６０番２ 47.80 6.00

9 平成 22 年 9 月 9 日
福島県指令相建
第１６－３号

株式会社ニーズ
双葉郡浪江町大字川添字葉山26
番地１

双葉郡浪江町大字川添字中上ノ
原１２４番地４

38.03 6.00

10 平成22年9月 10日
福島県指令南建
第１５３４号

森田 由紀
東京都多摩市関戸一丁目１番地の
５ ザ・スクエアA-509

西白河郡西郷村大字真船字観音
山２４番４、２８番２、２９番５、２９番
６、３０番６、３０番７、３０番９、３０番
１０、３０番１１、３０番１２、３１番４、４
１番３、４２番２、４３番２、４４番２、４
５番２及び４８番１０

668.00 4.62～11.64

11 平成22年9月 21日
福島県指令相建
第１６－４号

岡崎 尚身
南相馬市原町区大木戸字松島１２
４番地

南相馬市原町区大木戸字松島１２
２番２、１２３番２、１２４番３及び２１５
番２

34.93 4.03～4.70

12 平成22年9月 30日
福島県指令南建
第１３５８号

矢吹 眞一郎
白河市東釜子字本町１０番地

白河市東釜子字矢越田８０番６ 43.17 6.00

13 平成22年11月12日
福島県指令相建
第１６－１号

川木浩美
双葉郡大熊町大字小入野字西大
和久３００番地

双葉郡大熊町大字小入野字西大
和久３８２番８，３７８番４，３７９番１
１，３８２番９，５７０番３，３７９番１２，
３６７番７及び３６７番６

41.40 4.00～6.00

14 平成22年11月19日
福島県指令相建
第１６－５号

双葉不動産建設株式会社
双葉郡浪江町大字権現堂字上続
町１８番地２

双葉郡富岡町大字大手岡字下千
里２１９番及び４４番

19.05 6.００～6.02

15 平成22年11月30日
福島県指令相建
第１６－６号

木幡建設株式会社
南相馬市原町区牛来字久保231番

南相馬市原町区上高平字中里
976番４

27.00 5.00

16 平成22年11月30日
福島県指令相建
第１６－７号

木幡建設株式会社
南相馬市原町区牛来字久保23１番

南相馬市原町区上高平字中里
976番９

27.00 5.00

17 平成22年12月 9日
福島県指令中建
第６８６０号

迎 定治
山梨県南都留郡西桂町小沼２６９５
番地８

石川郡石川町字高田４番６、４番
７、４番８、８番４、８番６、８番７及び
８番４先道

74.18 4.00～6.00

18 平成22年12月28日
福島県指令相建
第１６－８号

株式会社ニーズ
双葉郡浪江町大字川添字葉山26
番地１

双葉郡大熊町大字下野上字原19
番８及び20番９

83.88 4.03～6.03

19 平成23年1月 25日
福島県指令北建
第１８０５－４号

有限会社パロス商事
本宮市本宮字中條１６番地２２

安達郡大玉村大山字天王４２番３４ 27.06 4.00～8.00

20 平成23年1月 28日
福島県指令南建
第２４６９号

株式会社旭建設
白河市飯沢11番地

西白河郡西郷村大字小田倉字原
中407番4、197番4及び196番9

56.15 6.00

21 平成23年1月 28日
福島県指令相建
第１６－９号

株式会社 ファーストホーム
いわき市四倉町上仁井田字南姥田
８番地の１

双葉郡広野町大字下北迫字浜田
42番２

30.11 5.00

公 告
建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、道路の位置として次のとおり指定した。

福島県知事 佐藤 雄平



22 平成 23 年 2 月 2 日
福島県指令相建
第１６－１０号

玉川 治夫
南相馬市小高区上根沢堀込51番
地の１

南相馬市原町区南町4丁目37番8 29.42 4.00

23 平成 23 年 2 月 4 日
福島県指令相建
第１６－１２号

吉田 忠
双葉郡大熊町大字下野上字清水1
番地

双葉郡大熊町大字下野上字清水
454番１

52.80 4.00～6.00

24 平成23年3月 14日
福島県指令相建
第１６－１４号

有限会社サン・ホーム
南相馬市原町区本陣前三丁目117
番地

南相馬市原町区大木戸字南東方
38番１１

54.23 6.00


