
別紙２

○令和３年度査定箇所の事業主体別内訳

○県工事分
事務所名 年災 査定番号 工種 路・河川名等 場所名 復旧概要 異常気象名
県北建設 R3災 20 道路 主要地方道　福島吾妻裏磐梯線 耶麻郡猪苗代町若宮 補強土壁工60.0m2外 2/13地震
保原土木 R3災 6 道路 主要地方道　白石・国見線 伊達郡国見町小坂 表層工427.0m2外 2/13地震
保原土木 R3災 7 道路 主要地方道　白石・国見線 伊達郡国見町小坂 表層工391.3m2外 2/13地震
保原土木 R3災 8 道路 主要地方道　白石・国見線 伊達郡国見町小坂 表層工169.6m2外 2/13地震
二本松土木 R3災 4 道路 一般県道　岳温泉線 二本松市岳温泉 表層工937.5m2外 2/13地震
二本松土木 R3災 5 道路 一般県道　福島安達線 二本松市渋川 擁壁工150.9m2外 2/13地震
須賀川土木 R3災 2 道路 一般国道　１１８号 岩瀬郡天栄村牧之内 表層工554.8m2外 2/13地震
須賀川土木 R3災 3 橋梁 一般県道　成田・鏡田線 岩瀬郡鏡石町東町 伸縮装置補修工18.4m外 2/13地震
須賀川土木 R3災 27 河川 取上川 須賀川市小作田字三縄田 カゴマット599.4m2 7/26～7/28豪雨
棚倉土木 R3災 23 道路 一般県道　八溝山線 東白川郡棚倉町大梅 横ボーリング119.0m外 10/12～6/29地すべり
相双建設 R3災 21 道路 一般国道　１１３号 相馬郡新地町駒ヶ嶺 吹付法枠工4793.0m外 2/13地震
富岡土木 R3災 11 道路 一般県道　富岡・大越線 双葉郡富岡町上手岡 表層工1204.8m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 12 道路 主要地方道　いわき浪江線 双葉郡双葉町石熊 表層工973.5m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 13 道路 一般国道　１１４号 双葉郡浪江町津島 表層工120.3m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 14 道路 一般国道　３９９号 双葉郡浪江町津島 表層工250.9m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 15 道路 一般国道　３９９号 双葉郡浪江町赤宇木 表層工75.4m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 16 道路 主要地方道　いわき浪江線 双葉郡双葉町山田 表層工216.8m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 17 道路 一般県道　富岡・大越線 双葉郡川内村上川内 表層工129.3m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 18 道路 一般県道　木戸停車場線 双葉郡楢葉町山田岡 表層工511.6m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 19 道路 一般県道　小浜上郡山線 双葉郡富岡町下郡山 表層工164.1m2外 2/13地震
富岡土木 R3災 10 橋梁 一般県道　広野小高線 双葉郡広野町下北迫 支承補修工３０基外 2/13地震
富岡土木 R3災 24 河川 熊川 双葉郡大熊町野上 積みブロック168.9m2外 7/26～7/28豪雨
富岡土木 R3災 25 河川 戎川 双葉郡双葉町下羽鳥 積みブロック762.4m2外 7/26～7/28豪雨
富岡土木 R3災 26 河川 戎川 双葉郡双葉町下羽鳥 積みブロック16.9m2外 7/26～7/28豪雨
いわき建設 R3災 9 道路 主要地方道　小野・富岡線 いわき市川前町小白井 防護柵工16.5m外 2/13地震
勿来土木 R3災 1 橋梁 主要地方道　日立・いわき線 いわき市植田町 伸縮装置撤去・新設４０基外 2/13地震
勿来土木 R3災 22 道路 主要地方道　いわき石川線 いわき市遠野町 現場吹付枠工178.5m外 2/13地震
勿来土木 R3災 28 道路 主要地方道　いわき上三坂小野線 いわき市遠野町大平字皿貝 擁壁工19.0m2外 8/13～8/15豪雨
勿来土木 R3災 29 道路 主要地方道　いわき上三坂小野線 いわき市遠野町入遠野字久保目１号 擁壁工6.0m外 8/13～8/15豪雨
勿来土木 R3災 30 道路 主要地方道　いわき上三坂小野線 いわき市遠野町入遠野字久保目２号 擁壁工6.0m外 8/13～8/15豪雨
勿来土木 R3災 31 道路 一般県道　才鉢前山線 いわき市田人町荷路夫字道ノ後 擁壁工13.0m外 8/13～8/15豪雨



別紙２

○令和３年度査定箇所の事業主体別内訳

○市町村工事分(１／２）
市町村名 年災 査定番号 工種 路・河川名等 場所名 復旧概要 異常気象名

郡山市 R3災 1014 道路 富田東５丁目富田東１丁目歩道線 郡山市富田東５丁目
エキスパンションジョイント復
旧３箇所

2/13地震

郡山市 R3災 1015 道路 駅前２丁目東宿歩道１号線 郡山市東宿
ペデストリアンデッキ建物接続
部復旧５箇所

2/13地震

須賀川市 R3災 1004 道路 ４２０５号線外 須賀川市岩渕字笠木 舗装工370.0m2外 2/13地震
須賀川市 R3災 1005 道路 Ⅱ－１６号線 須賀川市緑町 表層工222.1m2外 2/13地震
須賀川市 R3災 1013 道路 Ⅰ－５号線 須賀川市泉田字祭田 表層工197.9m2外 2/13地震
須賀川市 R3災 1034 河川 取上川 須賀川市下小山田 積ブロック37.2m2外 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1035 道路 Ⅰ－２６号線 須賀川市大栗 フトンカゴ38.0m外 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1036 道路 Ⅱ－２２号線外 須賀川市小倉 表層工32.6m外 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1037 道路 ６３２２号線 須賀川市塩田 擁壁工50.1m2外 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1038 道路 ６４１７号線 須賀川市小倉 表層工195.6m2外 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1039 道路 ７５０７号線 須賀川市大栗 擁壁工42.2m2 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1040 道路 ７３３７号線 須賀川市雨田 法覆工88.9m2外 7/26～7/28豪雨
須賀川市 R3災 1041 道路 ７６２４号線 須賀川市狸森 法覆工50.7m2外 7/26～7/28豪雨
本宮市 R3災 1017 道路 富士内・上沢線 本宮市仁井田字四合田 舗装工643.3m2外 2/13地震
本宮市 R3災 1019 道路 喜七内・熊野前線 本宮市長屋字喜七内 舗装工66.5m2外 2/13地震
本宮市 R3災 1020 道路 榎平・下後山線 本宮市稲沢字上後山 舗装工76.9m2外 2/13地震
桑折町 R3災 1018 橋梁 町道１０７号 伊達市桑折町大字上郡字川岸下 支承取替工４基 2/13地震
大玉村 R3災 1033 道路 大作田１号線 安達郡大玉村大山字向山蔭 排土工16023.0m3外 10/12～6/29地すべり
鏡石町 R3災 1003 道路 鏡田１４０号線 岩瀬郡鏡石町岡ノ内 表層工615.5m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 1006 道路 久来石線 岩瀬郡鏡石町久来石 表層工265.2m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 1007 道路 久来石線 岩瀬郡鏡石町久来石 表層工409.7m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 1008 道路 鏡田・仁井田線 岩瀬郡鏡石町五斗蒔町 表層工269.4m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 1009 道路 牧場線 岩瀬郡鏡石町本町 表層工84.9m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 1010 道路 笠石・鏡田線 岩瀬郡鏡石町笠石 表層工99.0m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 1011 道路 久来石・行方・蓮池西線 岩瀬郡鏡石町久来石 表層工68.4m2外 2/13地震
鏡石町 R3災 11101 下水 県中処理区 岩瀬郡鏡石町岡ノ内 開削工51.8m外 2/13地震
天栄村 R3災 1012 道路 沖内久来石線 岩瀬郡天栄村沖内・上ノ原 表層工310.0m2外 2/13地震
矢吹町 R3災 1001 道路 新町五本松線 西白河郡矢吹町大和内 表層工152.2m2外 2/13地震
矢吹町 R3災 1002 道路 松倉大池線 西白河郡矢吹町東郷 表層工165.5m2外 2/13地震
鮫川村 R3災 1043 道路 田尻関口線 東白川郡鮫川村渡瀬関口 法覆工173.0m2外 11/30~12/1豪雨
鮫川村 R3災 1044 道路 江竜田塙線 東白川郡鮫川村渡瀬 法覆工110.5m2外 11/30~12/1豪雨
石川町 R3災 1042 道路 ４０２６号線 石川郡石川町山形 擁壁工40.0m2外 8/13～8/15豪雨
三春町 R3災 1016 道路 五本木垢潜薬師道線 田村郡三春町大字富沢字石倉 擁壁工155.5m2外 2/13地震
楢葉町 R3災 11103 下水 南地区処理区１工区 双葉郡楢葉町山田岡南作 管渠復旧工117.83m外 2/13地震
富岡町 H23災 7953 道路 大菅石名坂線 双葉郡富岡町大菅 表層工469.1m2外 東北地方太平洋沖地震
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○市町村工事分(２／２）
市町村名 年災 査定番号 工種 路・河川名等 場所名 復旧概要 異常気象名
大熊町 H23災 11111 下水 新町処理区７工区 双葉郡大熊町小入野西大和久 開削工482.54m外 東北地方太平洋沖地震
大熊町 H23災 11112 下水 新町処理区８工区 双葉郡大熊町小入野西大和久 開削工295.87m 東北地方太平洋沖地震
大熊町 H23災 11113 下水 新町処理区９工区 双葉郡大熊町小入野西大和久 開削工491.28m外 東北地方太平洋沖地震
大熊町 H23災 11114 下水 新町処理区１０工区 双葉郡大熊町小入野西大和久 開削工348.86ｍ外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 7951 道路 長塚・両竹線 双葉郡双葉町長塚 表層工3197.3m2外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 7952 道路 陳場下２号線 双葉郡双葉町細谷 表層工874.2m2外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 7954 道路 越田１２号線外１路線 双葉郡双葉町長塚 表層工650.3m2外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 7955 道路 越田１４号線外１路線 双葉郡双葉町長塚 表層工641.6m2外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 7956 道路 越田１号線外１路線 双葉郡双葉町長塚 表層工1656.2m2外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 11104 下水 双葉処理区４工区 双葉郡双葉町新山久保前外 開削工267.7m外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 11105 下水 双葉処理区５工区 双葉郡双葉町新山清水戸迫外 開削工479.2m外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 11106 下水 双葉処理区６工区 双葉郡双葉町長塚越田外 開削工612.8m外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 11107 下水 双葉処理区７工区 双葉郡双葉町長塚寺内前外 開削工677.3m外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 11108 下水 双葉処理区８工区 双葉郡双葉町長塚観音堂外 開削工205.6m外 東北地方太平洋沖地震
双葉町 H23災 11109 下水 双葉処理区９工区 双葉郡双葉町長塚観音堂外 推進工160.9m外 東北地方太平洋沖地震
浪江町 R3災 11110 下水 川添地区 双葉郡浪江町川添南大阪外 開削工109.68m外 2/13地震
新地町 R3災 1021 道路 谷地田真弓線（１工区） 相馬郡新地町谷地小屋字舘前二 表層工852.8m2外 2/13地震
新地町 R3災 1022 道路 谷地田真弓線（２工区） 相馬郡新地町真弓字閨崎 表層工1026.1m2外 2/13地震
新地町 R3災 1023 道路 作田埓浜線 相馬郡新地町埓木崎字作田 表層工1936.5m2外 2/13地震
新地町 R3災 1024 道路 中里磯山線 相馬郡新地町埓木崎字木崎 表層工705.7m2外 2/13地震
新地町 R3災 1025 道路 二羽渡線 相馬郡新地町小川字二羽渡 表層工250.0m2外 2/13地震
新地町 R3災 1026 道路 新地高校グランド線 相馬郡新地町小川字貝塚西 表層工222.8m2外 2/13地震
新地町 R3災 1027 道路 南狼沢飯樋線 相馬郡新地町杉目字鈴山 表層工260.3m2外 2/13地震
新地町 R3災 1028 道路 笠松原畑線 相馬郡新地町谷地小屋字南狼沢 表層工135.1m2外 2/13地震
新地町 R3災 1029 道路 沼ノ沢堤入線 相馬郡新地町福田字沢入 表層工263.2m2外 2/13地震
新地町 R3災 1030 道路 作田西団地３号線 相馬郡新地町谷地小屋字駒込 表層工118.0m2外 2/13地震
新地町 R3災 1031 道路 八郎狼沢線 相馬郡新地町杉目字清水 表層工52.9m2外 2/13地震
新地町 R3災 1032 道路 雁小屋線 相馬郡新地町杉目字川北 表層工57.7m2外 2/13地震
新地町 R3災 11102 下水 新地処理区 相馬郡新地町谷地小屋 開削工5122.1m外 2/13地震


