
地区別令和３年度予算

事業プロット図

１ 総務部、政策開発部、文化スポーツ部、

教育総務部（小学校校舎長寿命化改修事業など） 2 ～ 15

２ 市民部（防犯灯設置事業など） 16 ～ 30

３ 生活環境部（除去土壌等搬出事業など） 31 ～ 42

４ 農林部（災害復旧事業など） 43 ～ 51

５ 建設交通部（生活道路改良舗装事業など） 52 ～ 66

６ 都市整備部（区画整理事業など） 67 ～ 71

７ 上下水道局（水道事業） 72 ～ 84

８ 上下水道局（下水道事業） 85 ～ 93

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 1



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 政策開発部、文化ス
ポーツ部、教育総務部 本庁

事業名 労働福祉会館改修事業、小学校校舎長寿命化改修事業・小中学校施設環境整備事業・公民館維持管理費・公会堂維持管理費・中央図書館
維持管理費・美術館維持管理費・市民文化センター改修事業・体育館改修事業・体育館維持管理費・運動場維持管理費

小5

中2

小6

小4

中1

中3

小1

小3

小2

公1

公2・3

図1～3
美1～4

体１

体３

体４

体２

文１

文２ 労1

労働福祉会館改修事業
No 施工箇所（事業概要）
労1 労働福祉会館エレベーター改修

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
中1 郡山五中（校舎）　トイレ改修工事
中2 郡山一中（屋内運動場）　トイレ改修工事

郡山四中　特別支援教室エアコン設置工事
郡山四中（校舎）　トイレ改修工事

中3

公民館維持管理費
№ 施工箇所
公1 久留米地域公民館高圧受電設備修繕

公2 中央公民館温水差圧弁修繕

公会堂維持管理費修繕料（施設）
№ 修繕内容
公3 公会堂舞台機構設備修繕

中央図書館維持管理費修繕料（施設）
№ 施工箇所
図1 屋内消火栓設備修繕

図2 誘導灯（消防設備）修繕

図3 西側玄関上部梁コンクリート修繕

美術館維持管理費
№ 修繕内容
美1 エレベーター２号機（搬送用）修繕

美2 消防設備ハロンボンベ交換

美3 カフェ厨房エアコン修繕

美4 給水ポンプユニット修繕

市民文化センター改修事業
No 施工箇所（事業概要）

文1
市民文化センター（文化施設状態調査及び民間活力（PPP/PFI）導入
可能性調査、大・中ホールインターカム設備修繕）

文2
音楽・文化交流館（文化施設状態調査及び民間活力
（PPP/PFI）導入可能性調査）

体育館改修費
No 施工箇所（事業概要）
体1

体2
体3

体育館維持管理費
No 施工箇所（事業概要）
体1

運動場維持管理費
No 施工箇所（事業概要）

体4 開成山弓道場(門扉上部腐食破損修繕、自動火災報知設備修繕)

郡山総合体育館(開成山地区体育施設整備事業アドバイザリー業務)

体3
開成山野球場(火災報知設備修繕、非常用放送設備予備電池修繕、スコア
ボード無停電電源装置修繕、夜間照明設備修繕、非常用発電設備修繕、昇
降機地震感知器等修繕)

郡山総合体育館(消防設備修繕(誘導灯修繕・非常用電

開成山陸上競技場(開成山地区体育施設整備事業アドバイザリー業務)

開成山野球場(開成山地区体育施設整備事業アドバイザリー業務)

小学校校舎長寿命化改修事業・小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
小1 大島小　長寿命化改修工事
小2 赤木小　長寿命化改修工事
小3 桜小　長寿命化改修工事
小4 桑野小（校舎）　トイレ改修工事
小5 薫小　普通教室エアコン設置工事
小6 芳山小（校舎）　トイレ改修工事

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 2



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 文化スポーツ部
教育総務部 富田町

事業名 小中学校施設環境整備事業・体育館改修事業

中1

小1

体１

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

小1 富田東小　特別支援教室エアコン設置工事

体育館改修費
No 施工箇所（事業概要）
体1 郡山庭球場(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

富田中　情報防災設備改修工事

富田中　揚水ポンプ設備改修工事
中1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 3



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 文化スポーツ部
教育総務部 大槻町

事業名 小中学校施設環境整備事業・青少年会館指定管理費・体育館改修事業・西部地区体育施設指定管理費

小1

中1

公1

体２

体1・3

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

朝日が丘小 浄化槽設備改修工事
朝日が丘小 屋内運動場屋根塗装工事
朝日が丘小（屋内運動場）　トイレ改修工事

小1

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
中1 郡山七中 情報防災設備改修工事

青少年会館指定管理費
№ 施工箇所
公1 青少年会館火災複合受信機修繕

体育館改修費
No 施工箇所（事業概要）
体1 西部体育館(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)
体2 西部サッカー場(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)
体3 郡山相撲場(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)

西部地区体育施設指定管理費
No 施工箇所（事業概要）
体1 西部体育館(浄化槽修繕(送風機))

体2 西部サッカー場(自動給水ポンプユニット修繕、放送設備修繕)

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 4



安積町地区別令和3年度予算　事業プロット図

事業名 行政センター及び連絡所改修事業、小学校校舎長寿命化改修事業・総合学習センター改修事業

作成 総務部、教育総務部

小1公１

行政センター及び連絡所改修事業
№ 施工箇所
行1 安積行政センター空調設備修繕

行1

総合学習センター改修費
№ 施工箇所
公1 安積総合学習センタートイレ洋式化修繕

小学校校舎長寿命化改修事業
№ 整備箇所
小1 永盛小　長寿命化改修工事

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 5



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 教育総務部 三穂田町

事業名 小中学校施設環境整備事業

小1

中1

小2

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
小1 穂積小　家庭科室エアコン設置工事
小2 三和小（校舎）　トイレ改修工事

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
中1 三穂田中 情報防災設備改修工事

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 6



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 教育総務部 逢瀬町

事業名 小学校施設環境整備事業・公民館維持管理費

小1

公1

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
小1 堀口分校（校舎）　トイレ改修工事

公民館維持管理費
№ 施工箇所
公1 逢瀬公民館大ホール空調修繕

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 7



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 文化スポーツ部、教育
総務部、学校教育部 片平町

事業名 中学校施設環境整備事業・公民館維持管理費・中学校第二給食センター維持管理費・体育館改修事業・西部地区体育施設指定管理費

中1

公1

給3

体１

体２

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
中1 片平中 ダムウェーター改修工事

公民館維持管理費
№ 施工箇所
公1 片平公民館非常放送設備修繕

中学校第二給食センター維持管理費
№ 施工箇所
給3 中学校第二給食センター浄化槽回転軸修繕

体育館改修費
No
体1 西部第二体育館(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)
体2 西部庭球場(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)

西部地区体育施設指定管理費
No
体1

施工箇所（事業概要）

施工箇所（事業概要）
西部第二体育館(シャワー室給湯器修繕)

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 8



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 教育総務部 喜久田町

事業名 小学校施設環境整備事業・公民館維持管理費

小1

公1

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
小1 喜久田小 情報防災設備改修工事

公民館維持管理費
№ 施工箇所
公1 喜久田公民館浄化槽スクリーン修繕

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿ 9



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 教育総務部 日和田町

事業名 小中学校施設環境整備事業

小1

中1

小2

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

高倉小 プールろ過設備改修工事
高倉小（校舎）　トイレ改修工事

小2 日和田小（校舎）　トイレ改修工事

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

日和田中（校舎）　トイレ改修工事
日和田中 プール改修工事

中1

小1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿10



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 総務部、教育総務部
学校教育部 富久山町

事業名 行政センター及び連絡所改修事業、小中学校施設環境整備事業・総合学習センター改修費・中学校給食センター維持管理費

小1

小2

小3

中1

公1・2・3

給1・2

行1

行政センター及び連絡所改修事業
№ 施工箇所
行1 富久山行政センター屋上防水改修

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
小1 行健二小　教育相談室エアコン設置工事

行徳小　印刷室エアコン設置工事
行徳小（校舎）　トイレ改修工事

小3 行健小　ダムウェーター改修工事

小2

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
中1 行健中（校舎）　トイレ改修工事

中学校給食センター維持管理費
№ 施工箇所
給1 中学校給食センター電話設備修繕

給2 中学校給食センター汚水処理施設自動バースクリーンオーバーホール

総合学習センター改修費
№ 施工箇所
公1 富久山総合学習センター空調設備工事

公2 富久山総合学習センタートイレ洋式化修繕

公3 富久山総合学習センター換気設備修繕

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿11



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 文化スポーツ部
教育総務部 湖南町

事業名 中学校施設環境整備事業・少年湖畔の村指定管理費・文化財資料収納庫維持管理事業

中1

中1

公1

文１

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

湖南小中 校舎外壁外改修工事
湖南小中（校舎）　トイレ改修工事

中1

少年湖畔の村指定管理費
№ 施工箇所
公1 少年湖畔の村屋根防水補修修繕

文化財資料収納庫維持管理事業
No 施工箇所（事業概要）
文1 旧福良小学校（旧福良小学校屋上雨漏修繕）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿12



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 文化スポーツ部
教育総務部 熱海町

事業名 小学校校舎長寿命化改修事業・学校施設環境整備事業・体育館改修事業・アイスアリーナ指定管理費

小2

小1

体1～3

体4

小学校校舎長寿命化改修事業・小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

小1 熱海小　長寿命化改修工事

小2 安子島小　情報防災設備改修工事

体育館改修費
No 施工箇所（事業概要）

アイスアリーナ指定管理費
No 施工箇所（事業概要）
体4 磐梯熱海アイスアリーナ(館内天井電灯修繕)

体1
磐梯熱海スポーツパーク体育館(郡山市体育施設等劣化
状況調査業務)

体2
磐梯熱海スポーツパーク多目的グラウンド(郡山市体育
施設等劣化状況調査業務)

体3
磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場(郡山市体育施
設等劣化状況調査業務)

体4
磐梯熱海アイスアリーナ(郡山市体育施設等劣化状況調
査業務)

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿13



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 文化スポーツ部
教育総務部 田村町

事業名 小学校施設環境整備事業・公民館維持管理費・体育館改修事業

小1

公1

公1

体１

体２

体3～6

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
小1 御代田小（校舎）　トイレ改修工事

公民館維持管理費
№ 施工箇所
公1 高瀬地域公民館浄化槽放流ポンプ修繕

公2 二瀬地域公民館空調修繕

体育館改修費
No

体5
ふるさとの森スポーツパークソフトボール場(郡山市体
育施設等劣化状況調査業務)

体6
ふるさとの森スポーツパークスポーツ広場(郡山市体育
施設等劣化状況調査業務)

体4
ふるさとの森スポーツパーク野球場(郡山市体育施設等
劣化状況調査業務)

体3
ふるさとの森スポーツパーク体育館(郡山市体育施設等
劣化状況調査業務)

施工箇所（事業概要）

体1
東部体育館・東部勤労者研修センター(郡山市体育施設
等劣化状況調査業務)

体2 東部スポーツ広場(郡山市体育施設等劣化状況調査業務)

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿14



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 教育総務部 中田町

事業名 小中学校施設環境整備事業・ふれあいセンター維持管理費・ふれあいセンター改修事業

中2

小2

小1
中1

公1・2

小学校施設環境整備事業
№ 整備箇所

緑ケ丘一小（校舎）　LED照明設備改修工事

緑ケ丘一小（屋内運動場）　LED照明設備改修工事

小2 宮城小　消火ポンプ設備改修工事

小1

中学校施設環境整備事業
№ 整備箇所
中1 緑ケ丘中（校舎）　トイレ改修工事
中2 御舘中 特別支援教室エアコン設置工事

ふれあいセンター維持管理費
№ 施工箇所
公1 中田ふれあいセンター大ホール軒天修繕

ふれあいセンター改修費
№ 施工箇所
公2 中田ふれあいセンター大ホール消防設備工事

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿15



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 本庁

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

S1

S2

B1

B8

B4 B2B5

B

B6・B7

B3

B9

B10

B11・B12

B13・B14

B15

S2

B1

B8

B4 B2
B5

B6・B7

B3

B9

B10

B11・B12

B13・B14

B15

B17

B16

S1

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 横塚集会所（横塚六丁目124-1.117-1）

S2 桜木二丁目町内会集会所（桜木二丁目338）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 白岩町柿ノ口66-3先

B2 緑ヶ丘7丁目

B3 緑ヶ丘7丁目応急仮設住宅跡地付近
B4 愛宕町10-5

B5 愛宕10-16

B6 横塚５丁目19
B7 横塚５丁目19
B8 鶴見坦1-5-3
B9 あぶくま台2丁目199
B10 阿久津町舘側116
B11 舞木町字四合田60-32
B12 舞木町字四合田60-38
B13 白岩町美名美194
B14 白岩町美名美194
B15 大槻町針生前田20-2
B16 堤1-99-1
B17 大槻町字原田50-7

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿16



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 富田町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

S1

B1

B2

B3

B4

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 富田町第六区集会所（富田町字向山11）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 富田町若木下12-11

B2 名郷田27-2

B3 備前舘二丁目

B4 東一丁目334

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿17



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 大槻町

事業名 防犯灯設置事業

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 大槻町字上町４６

B2 大槻町字原田北25-9

B3 大槻町字北寺1-2

B4 大槻町字中柵13-2

B5 大槻町字花輪前5-4
B6 大槻町字中野二丁目42
B7 谷地本町79
B8 御前南一丁目130
B9 御前南五丁目104
B10 大槻町字上柵53-1
B11 大槻町字土瓜179-1
B12 大槻町字御前東48-8
B13 大槻町字花輪21-2
B14 大槻町小山田西7-2

B1

B6

B7

B5

B9

B8

B2

B11

B3

B4

B10 B12

B13

B14

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿18



安積町地区別令和3年度予算　事業プロット図

事業名

作成 市民部

地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 荒井集会所（安積町荒井字東屋敷10-2）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 安積町長久保一丁目23-72

B2 安積町日出山三丁目168

B3 安積町成田字梅田26-2

B4 安積町笹川字畑形111-2

B5 安積町長久保二丁目7-43
B6 安積町牛庭五丁目93

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿19



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 三穂田町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

B1

B2

B3

S1

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 野田集会所（三穂田町野田字工藤台1）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 三穂田町山口字上塩ノ原58-1付近

B2 三穂田町山口字下塩ノ原6-2付近

B3 三穂田町山口字池上2付近

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿20



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 逢瀬町

事業名 防犯灯設置事業

B1

B2

B3

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 逢瀬町河内字新小屋40

B2 逢瀬町多田野字南原19-2

B3 逢瀬町多田野字寺向

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿21



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 片平町

事業名 防犯灯設置事業

B6

B3

B4

B1

B2

B7

B5

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 片平町字釜場44

B2 片平町字南山54

B3 片平町字柴木戸157

B4 片平町字柴木戸157

B5 片平町字柴木戸161
B6 片平町字梅坊81
B7 片平町字台田134-2地先

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿22



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 喜久田町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

B1

B6

B2

B3

B5

B4

S1

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 小室集会所（喜久田町前田沢字小室山5-33）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 喜久田町早稲原字伝左エ門原3-88北側

B2  東原一丁目275西側  （喜久田町字前北55-2南東側）

B3  東原三丁目219北側（喜久田町字前北原53-129南側）

B4  東原一丁目32北側（喜久田町字四十坦地内）

B5 喜久田町堀之内字下殿田60-1北側
B6  喜久田町堀之内字堂田2-6南側

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿23



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 日和田町

事業名 防犯灯設置事業

B1

B2

B3

B4

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 日和田町高倉字地極山27-3

B2 日和田町梅沢字瀬戸山5-3

B3 日和田町字三本松7-2

B4 日和田町字広野入34-5

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿24



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 富久山町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 南小泉ニュータウン集会所（富久山町南小泉字三道口40-6）

B11

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B19

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B7

B8

B10

B12

B20
B21

B9

B22

S1

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 富久山町福原字陣場25-14付近

B2 富久山町福原字陣場201-2付近

B3 富久山町八山田字八津9-5付近

B4 富久山町八山田字八津9-5付近

B5 富久山町八山田字八津9-5付近
B6 八山田西4丁目266付近
B7 富久山町久保田字三御堂84-4
B8 富久山町福原字福原136-5
B9 富久山町福原字福原136-8
B10 八山田西四丁目151
B11 富久山町福原字一里坦4-7付近
B12 八山田二丁目86付近
B13 八山田西3丁目323付近
B14 八山田西3丁目307付近
B15 八山田西3丁目316付近
B16 八山田西3丁目166付近
B17 八山田西3丁目166付近
B18 八山田西3丁目210付近
B19 八山田西２丁目5付近
B20 富久山町福原字一斗蒔田26-1
B21 富久山町福原字泉崎26-63
B22 富久山町福原字釜沼91-17

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿25



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 湖南町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

S1 B1

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 畑境集会所（湖南町福良字畑ノ前2547）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 湖南町舟津字舟津　地内

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿26



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 熱海町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

S1

S2

B1

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 青木葉集会所（熱海町玉川字前田26-1）

S2 長橋集会所（熱海町長橋字反田93-1）

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 熱海町安子島字植松地内

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿27



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 田村町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 守山会館（田村町守山字中町47）

S1

B1

B7

B4

B6
B2

B5

B1

B3

B12

B10

B8

B9

B11

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 田村町上行合字亀河内147

B2 田村町小川字下田

B3 田村町守山字小性町121

B4 田村町金沢字三斗蒔

B5 田村町金沢字西ノ田
B6 田村町徳定字水口畑
B7 田村町徳定字中河原141-6 東側
B8 田村町徳定字中河原141-6 東側
B9 田村町栃本字龍ヶ馬場
B10 田村町栃本字龍ヶ馬場
B11 田村町糠塚字牛骨
B12 田村町糠塚字反田36

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿28



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 西田町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 丹伊田３組集会所（西田町丹伊田字平光内163-2）

S2 丹伊田５組集会所（西田町丹伊田字万才光内543）

S3 高柴２組集会所（西田町高柴字富作66）S1

S2

S3

B1

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 西田町木村字古内

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿29



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 市民部 中田町

事業名 地域集会所補助事業、防犯灯設置事業

地域集会所補助事業
№ 集会所
S1 駒板集会所（中田町駒板字表187）

S2 赤沼集会所（中田町赤沼字瀬戸300）

S1

S2
B1

B2

B3 B4

防犯灯設置事業
№ 施工箇所
B1 中田町中津川字五升蒔

B2 中田町高倉字大作

B3 中田町高倉字大作

B4 中田町牛縊本郷字久保田

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿30



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 本庁

事業名 除去土壌等搬出事業

Ｔ1

除去土壌等搬出事業

№ 施工箇所

Ｔ1 横塚三丁目　外（積込場原状回復測量設計業務委託）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿31



安積町地区別令和3年度予算　事業プロット図

事業名 除去土壌等仮置場整備事業

作成 生活環境部

Ｋ1

除去土壌等仮置場整備事業

№ 施工箇所

安積町成田字西島坂（仮置場原状回復測量設計業務委託）

安積町成田字西島坂（仮置場原状回復工事）
Ｋ1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿32



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 三穂田町

事業名 除去土壌等仮置場整備事業

Ｋ1

除去土壌等仮置場整備事業

№ 施工箇所

三穂田町鍋山字愛宕（仮置場原状回復測量設計業務委託）

三穂田町鍋山字愛宕（仮置場原状回復工事）
Ｋ1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿33



●貼り付け用図

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 逢瀬町

事業名 河内埋立処分場第４期埋立地拡張事業

K1

K2

河内埋立処分場第４期埋立地拡張事業（令和２年度～令和４年度）

№

K1

K2

逢瀬町河内字伏丑（R2～R4 埋立地拡張工事 20,300m3）

逢瀬町河内字伏丑（R3～R4 汚水処理施設基幹改良工事）

施工箇所

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿34



№

Ｔ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 喜久田町

事業名 除去土壌等搬出事業

Ｔ1

除去土壌等搬出事業
№ 施工箇所

Ｔ1 喜久田町早稲原字大谷地（積込場原状回復測量設計業務委託）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿35



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 日和田町

事業名 除去土壌等仮置場整備事業

Ｋ1

除去土壌等仮置場整備事業

№ 施工箇所

日和田町高倉字源六林（仮置場原状回復測量設計業務委託）

日和田町高倉字源六林（仮置場原状回復工事）
Ｋ1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿36



●元図

●貼り付け用図

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 富久山町

事業名 富久山クリーンセンター長寿命化事業

F1

富久山クリーンセンター

富久山クリーンセンター長寿命化事業（令和３年度～令和４年度）

№ 施工箇所

F1
富久山町福原字北畑（粗大ごみ処理施設及びリサイクルプラザ

の基幹改良工事 ｸﾚｰﾝ、破砕機、磁力・瓶選別機等の更新）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿37



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 湖南町

事業名 湖南簡易水道事業

K1

K2K3

湖南簡易水道事業

№ 施工箇所

K1 湖南町中野（東部第二水源地水位計及び水位指示計更新工事）

K2 湖南町赤津西岐（西部第一水源地取水流量計更新工事）

K3 湖南町赤津西岐（西部第二水源地取水流量計更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿38



№

Ｔ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 熱海町

事業名 除去土壌等搬出事業・中田簡易水道事業

Ｔ1

K1

除去土壌等搬出事業
№ 施工箇所

Ｔ1 熱海町長橋（積込場原状回復測量設計業務委託）

熱海中山簡易水道事業

№ 施工箇所

K1 熱海町中山（配水池　配水ポンプ更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿39



№

Y1

Y2

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 田村町

事業名 東山悠苑維持補修事業、東山霊園改修事業

R1Y1

Y2

東山悠苑維持補修事業

№ 施工箇所

Y1 田村町小川（火葬炉維持補修工事）主燃炉耐火材巻替　外

Y2 田村町小川（各所・設備等修繕）ｺﾝｺｰｽﾀｲﾙ修繕　外６

東山霊園改修事業

№ 施工箇所

R1 田村町小川（園路舗装工事　４箇所　延長122.5ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿40



№

Ｔ1

Ｔ2

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 西田町

事業名 除去土壌等仮置場整備事業、除去土壌等搬出事業

Ｋ1

Ｋ2

Ｋ3

Ｋ4

Ｋ5

Ｋ6

Ｔ1

Ｔ2

除去土壌等仮置場整備事業
№ 施工箇所

Ｋ1 西田町鬼生田字山口（仮置場原状回復測量設計業務委託）

Ｋ2 西田町鬼生田字上川原（仮置場原状回復測量設計業務委託）

Ｋ3 西田町板橋字中島（仮置場原状回復測量設計業務委託）

Ｋ4 西田町高柴字北ノ前（仮置場原状回復測量設計業務委託）

Ｋ5 西田町木村字清水堂（仮置場原状回復測量設計業務委託）

Ｋ6 西田町大田字込内（仮置場原状回復測量設計業務委託）

除去土壌等搬出事業
№ 施工箇所

Ｔ1 西田町大田字向田（積込場原状回復測量設計業務委託）

Ｔ2 西田町大田字向田（積込場原状回復測量設計業務委託）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿41



№

K1

K2

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 生活環境部 中田町

事業名 中田簡易水道事業

K1
K2

中田簡易水道事業

№ 施工箇所

K1 中田町柳橋（配水管更新工事）

K2 中田町柳橋（配水池　塩素滅菌装置更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿42



地区別令和3年度予算　事業プロット図

事業名 地積調査事業

作成 農林部 安積町

K１

K2

№ 施工箇所

K1 笹川第7地区(笹川１丁目　面積0.23km2）

K2 笹川第8地区(安積町笹川字瓜井平　面積0.03km2)

地籍調査事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿43



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 三穂田町

事業名 農業用施設整備事業、県営ほ場整備事業

N1

H1

№ 施工箇所
N1

農業用施設整備事業

葉ノ木２号池（農村地域防災減災事業）ため池改修実施計画策定

№ 施工箇所
H1 県営ほ場整備事業　三穂田北部地区負担金

県営ほ場整備事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿44



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 逢瀬町

事業名 ふくしま森林再生事業

S1

№ 施工箇所

S１ 逢瀬町多田野（森林整備20ha）

ふくしま森林再生事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿45



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 片平町

事業名 令和元年発生災害復旧事業

F1

№ 施工箇所
F1 片平町字鳥戸16-1 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 33 ｍ

令和元年発生災害復旧事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿46



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 湖南町

事業名 林道改良事業、令和元年発生災害復旧事業

R2

R1

F1

F2

F3

F4

F5
F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

№ 施工箇所

R１ 湖南町舟津（小磯線（水路改良））

R２ 湖南町中野（北ノ沢線（法面改良））

林道改良事業

№ 施工箇所
F1 三代字仙翁2517-80 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 3 ｍ

F2 三代字仙翁2517-80 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 2 ｍ

F3 三代字仙翁2517-80 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 7 ｍ

F4 三代字仙翁2517-80 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 2 ｍ

F5 三代字落合2345 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 12 ｍ

F6 馬入新田字新林665 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 5 ｍ

F7 馬入新田字新林665 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 6 ｍ

F8 馬入新田字新林665 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 7 ｍ

F9 馬入新田字新林665 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 9 ｍ

F10馬入新田字新林671 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 25 ｍ

F11馬入新田字新林679 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 2 ｍ

F12馬入新田字新林679 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 14 ｍ

F13馬入新田字新林679 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 10 ｍ

F14馬入新田字九朗作576地先( 堰 ) 災害復旧工事 延長 10 ｍ

令和元年発生災害復旧事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿47



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 熱海町

事業名 地籍調査事業、令和元年発生災害復旧事業

K1

K2
K3

F1

№ 施工箇所

K1 石筵第6地区(石筵字東堰根外4字　面積0.44km2)

K2 石筵第7地区(石筵字離山外2字　面積0.71km2)

K3 石筵第8地区(石筵字最狄外2字　面積0.50km2)

地籍調査事業

№ 施工箇所

F1 中山字新田90-1 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 13 ｍ

令和元年発生災害復旧事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿48



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 西田町

事業名 令和元年発生災害復旧事業

F1

F2

F3

№ 施工箇所
F1 鬼生田字赤沼91-1 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 8 ｍ

F2 高柴字福内2 ( 畑 ) 災害復旧工事 延長 20 ｍ

F3 高柴字舘野136 ( 畑 ) 災害復旧工事 延長 9 ｍ

令和元年発生災害復旧事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿49



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 田村町

事業名 農業用施設整備事業、令和元年発生災害復旧事業

F1

F2

F3
F4

F16 F13

F14

F15
F19

F17

F12F11

F10

F9
F8

F7

F6F5 F18

F20

F21

N1

N2

№ 施工箇所
N1 下行合地区（水利施設保全高度化事業）農業用井戸水源調査

N2 枇杷沢池（農村地域防災減災事業）ため池改修実施計画策定

農業用施設整備事業

№ 施工箇所
F1 大供字上田69 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 26 ｍ

F2 守山字田向256-1 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 4 ｍ

F3 岩作字梅木平41-1 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 13 ｍ

F4 岩作字駒形13-1 ( 畑 ) 災害復旧工事 延長 13 ｍ

F5 谷田川字鍋石262 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 24 ｍ

F6 谷田川字刎場4 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 34 ｍ

F7 谷田川字葭池20 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 26 ｍ

F8 下道渡字浜井場131 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 10 ｍ

F9 下道渡字後田78 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 27 ｍ

F10栃本字水沢180-1 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 17 ｍ

F11栃本字大梨子231 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 20 ｍ

F12栃本字樋ノ口167-8 ( 道路 ) 災害復旧工事 延長 6 ｍ

F13川曲字赤梨43 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 30 ｍ

F14川曲字赤梨44 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 10 ｍ

F15川曲字城内75-2 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 16 ｍ

F16栃山神字種穂143 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 10 ｍ

F17栃山神字新縄21 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 10 ｍ

F18栃山神字新縄32 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 12 ｍ

F19栃山神字柳沢130 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 5 ｍ

F20栃山神字龍ヶ馬場92-1 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 16 ｍ

F21田母神字中井180-1 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 6 ｍ

令和元年発生災害復旧事業

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿50



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 農林部 中田町

事業名 令和元年発生災害復旧事業

F1

F2

F3
F4

F5
F6

F7

F8

F25

F24

F23

F13

F12

F11
F9

F14

F15

F20

F19

F18

F17

F16

F10

F21

F22

№ 施工箇所
F1 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 7 ｍ

F2 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 35 ｍ

F3 ( 道路 ) 災害復旧工事 延長 26 ｍ

F4 ( 道路 ) 災害復旧工事 延長 14 ｍ

F5 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 9 ｍ

F6 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 19 ｍ

F7 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 7 ｍ

F8 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 6 ｍ

令和元年発生災害復旧事業

下枝字沢目木77-1

高倉字松山53

高倉字屶ノ作217

高倉字屶ノ作189

木目沢字堀ノ内3

木目沢字岡ノ内315

下枝字杉内114

高倉字板山316-1

F9 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 41 ｍ

F10 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 11 ｍ

F11 ( 道路 ) 災害復旧工事 延長 44 ｍ

F12 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 40 ｍ

F13 ( 道路 ) 災害復旧工事 延長 20 ｍ

F14 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 15 ｍ

F15 ( 道路 ) 災害復旧工事 延長 40 ｍ

F16 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 32 ｍ

F17 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 63 ｍ

海老根字欠下87-1

牛縊本郷字向山67

牛縊本郷字亀石90

上石字山口280

上石字上大久保284

上石字国見88-1

海老根字古内194

海老根字竹ノ内32

海老根字欠下79-1 F18 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 22 ｍ

F19 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 21 ｍ

F20 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 42 ｍ

F21 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 8 ｍ

F22 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 40 ｍ

F23 ( 田 ) 災害復旧工事 延長 11 ｍ

F24 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 8 ｍ

F25 ( 水路 ) 災害復旧工事 延長 27 ｍ

牛縊本郷字舘ノ前11-1

牛縊本郷字舘ノ前15-1

中津川字川田193-1

中津川字市ノ沢93

柳橋字久根込302

牛縊本郷字向山102-1

牛縊本郷字舘ノ前1-1

牛縊本郷字向山68

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿51



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 本庁

事業名 幹線道路新設改良舗装事業、環状道路等街路整備事業、無電柱化促進事業、生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、道路ストック整備事業、水路側溝整備事業

MD1

T1

KJ1

S4

KS1

KJ2
S1

S2

S3

T4
T2

T3

DS1

DS2

SS1

SS2

SS3

SS4
SS5

SS6

SS7

SS8

SS9

KT1

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

KS1 若葉町（麓山一丁目久保田線（測量実施設計））

環状道路等街路整備事業

№ 施工箇所

KJ1 桜木（東部幹線　桜木工区（道路改良、実施設計））

KJ2 横塚五丁目（内環状線（道路改良、用地買収、物件補償））

無電柱化促進事業

№ 施工箇所

MD1 開成三丁目地内（開成三丁目７号線）

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

S1 堤下町（芳賀三丁目堤下町線（改良工事：L=70m、W=6.5m））

S2 白岩町（美名美３号線（改良工事：L=100m、W=5.0m））

S3 小原田三丁目（小原田三丁目五丁目線（改良工事：L=100m、W=5.0m））

S4 咲田一丁目（虎丸町咲田一丁目１号線（用地測量：L=110m、W=4.0m））

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

T1 桃見台（赤木町桃見台線（改良工事：L=60m、W=2.0m））

T2 愛宕町（愛宕2号線）

T3 亀田一丁目（亀田一丁目23号線）

T4 芳賀二丁目（芳賀二丁目7号線）

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 安原町字向館（赤沼方八町線（舗装修繕工事））

DS2 横塚二丁目（赤沼方八町線（舗装修繕工事））

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 並木五丁目（桑野四並木五丁目2号線）（工事）

SS2 菜根三丁目（菜根四丁目三丁目線）（工事）

SS3 島二丁目（島二丁目２号線　外）（工事）

SS4 鶴見坦三丁目（菜根一鶴見坦三丁目線）（工事）

SS5 芳賀一丁目（芳賀一丁目7号線）（工事）

SS6 芳賀二丁目（芳賀二丁目6号線）（工事）

SS7 安原町字谷津（谷津前線）（工事）

SS8 久留米三丁目（久留米二丁目六丁目線　外）（委託）

SS9 小原田二丁目（小原田二丁目2号線）（委託）

橋りょう長寿命化事業

№ 施工箇所

KT1 大町二丁目（相生橋（大町二丁目梅田線）　架橋状況（逢瀬川）修繕工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿52



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 富田町

事業名 生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、道路ストック整備事業、水路側溝整備事業

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 富田町上西田（法定外道路（実施設計）幅員4.0ｍ　延長150ｍ）

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

Ｔ1 富田町日吉ヶ丘（日吉ヶ丘四十坦線（カラー舗装））

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 富田東一丁目（荒井八山田線（舗装修繕工事））

DS2 富田町字下赤沼（伊賀河原西柳作線（舗装修繕工事））

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 富田町字日吉ヶ丘（日吉ヶ丘4号線（工事））

S1

T1

DS1

DS2

SS1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿53



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 大槻町

事業名 幹線道路新設改良舗装事業、生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、水路側溝整備事業

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

KS1 大槻町三角田（大町大槻線（改良工事：L=200m、W=18m））

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 大槻町字胡桃沢（笹川多田野線（実施設計）幅員5.0ｍ　延長320ｍ）

Ｓ2 大槻町字太田（太田東太田1号線（改良工事）幅員4.0ｍ　延長200ｍ）

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

Ｔ1 大槻町字上町（大槻多田野線（ガードレール嵩上げ））

Ｔ2 大槻町字土瓜（土瓜5号線（カラー舗装））

Ｔ3 大槻町字北ノ林（北ノ林中野二丁目線（側溝蓋掛け）)

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 静町（谷地本町静町線（工事））

SS2 静町（静町8号線）（工事）

SS3 大槻町字仙海東（北中野仙海東線（工事））

SS4 大槻町字西宮前（西ノ宮御花畑線（測量設計））

KS1

S1

S2

SS1

SS2

SS3

SS4

T1

T2

T3

乗合タクシー導入事業
逢瀬町(夏出除く)、大槻町（一部）

⇔福島交通㈱大槻営業所・ヨークベニマルコスモス通り店

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿54



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 安積町

事業名 環状道線等街路整備事業、幹線道路新設改良舗装事業、生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、道路ストック整備事業、橋りょう長寿命化事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業、準用河川改修事業

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

Ｔ1 安積町荒井橋郎治（笹川多田野線（車止め設置））

Ｔ2 安積町荒井三丁目（荒井長者線（車止め設置））

Ｔ3 安積町牛庭字上牛庭（上牛庭中平線（カラー舗装））

Ｔ4 安積町笹川字四角担（笹川野田線（側溝工事））

準用河川改修事業

№ 施工箇所

Ｊ1 安積町日出山（準用河川徳定川(古川池)改修工事 延長200m)

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

KS1 安積一丁目（安積一丁目交差点（測量・設計））

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 安積町笹川（笹川川田線（改良工事）幅員6.0ｍ　延長50ｍ）

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 安積町笹川字西長久保（西長久保18号線（工事））

SS2 安積町笹川字中ノ渡戸（中ノ渡戸４号線（工事））

SS3 安積町荒井字林ノ越（林ノ越線（工事））

SS4 安積町成田字成田（田中場成田1号線（測量設計））

環状道線等街路整備事業

№ 施工箇所

KJ1 安積町笹川（笹川大善寺線（改良工事））※事業継続のため

T3

T4

T1

T2

S1

KJ1

KS1

J1

KT1

KT2

SS1

SS2

SS3

SS4
DS1

乗合タクシー導入事業

安積町(牛庭地区、成田地区、吉田地区)

⇔郡山駅西口・安積永盛駅・ヨークベニマル安積町店

橋りょう長寿命化事業

№ 施工箇所

KT1 安積町笹川一丁目（大黒橋（笹川多田野線）　架橋状況（JR東北本線）修繕工事）

KT2 安積町成田（長久保橋（安積成田線）　架橋状況（国道４号）修繕工事）

DS2

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 安積荒井二丁目（笹川多田野線（舗装修繕工事））

DS2 安積荒井一丁目（荒井八山田線（舗装修繕工事））

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿55



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 三穂田町

事業名 幹線道路新設改良舗装事業、通学路安全対策事業、橋りょう長寿命化事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業

乗合タクシー導入事業
三穂田町全域

⇔福島交通㈱大槻営業所・ヨークベニマルコスモス通り店

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

ＫＳ1 三穂田町川田（牛庭大槻線（防草工事））

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

Ｔ1 三穂田町川田字南下川原（笹川川田線（カラー舗装））

橋りょう長寿命化事業

№ 施工箇所

KT1 三穂田町川田（笹原川橋（川田山下西線）　架橋状況（笹原川）修繕工事）

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 三穂田町駒屋字赤場（鍋山八幡線（工事））

KS1

T1

KT1
SS1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿56



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 逢瀬町

事業名 生活道路改良舗装事業、橋りょう長寿命化事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 逢瀬町多田野（木置場念仏坦線（用地測量）幅員6.0ｍ　延長190ｍ）

Ｓ2 逢瀬町河内（薬師前籠原線（現道舗装工事）幅員2.5ｍ　延長120ｍ）

橋りょう長寿命化事業

№ 施工箇所

KT1 逢瀬町河内（汁谷橋（多田野河内線）　架橋状況（逢瀬川）修繕工事）

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 逢瀬町河内字西荒井（河内屋敷線（測量設計））

S1

S2

KT1 SS1

乗合タクシー導入事業

逢瀬町(夏出除く)、大槻町（一部）

⇔福島交通㈱大槻営業所・ヨークベニマルコスモス通

喜久田町(一部対象外）・熱海町(一部)・逢瀬町夏出

⇔喜久田駅・フェスタ

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿57



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 片平町

事業名 水路側溝整備事業

SS1

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 片平町字下舘（中町下舘線（工事））

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿58



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 喜久田町

事業名 通学路安全対策事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業

乗合タクシー導入事業

喜久田町(一部対象外）・熱海町(一部)・逢瀬町夏出

⇔喜久田駅・フェスタ

通学路安全対策

№ 施工箇所

Ｔ1 喜久田町字寺久保（寺久保14号線（カラー舗装））

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 喜久田町早稲原字北原（北原1号線（工事））

SS2 喜久田町字松ケ作（喜久田片平線（工事））

SS3 喜久田町字堀之内字地田東（地田東水路（測量設計））

T1

SS1

SS2

SS3

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿59



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 日和田町

事業名 通学路安全対策事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業

乗合タクシー導入事業

日和田町全域⇔日和田駅・イオン郡山フェスタ

通学路安全対策

№ 施工箇所

Ｔ1 日和田町字沼田（沼田広野入線（グリーンベルト））

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 日和田町字一ツ坦（八丁目日和田2号線（工事））

SS2 日和田町字高倉字鶴番（日和田高倉線（測量設計））

T1

SS1

SS2

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿60



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 富久山町

事業名 幹線道路新設改良舗装事業、環状道線等街路整備事業、生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、道路ストック整備事業、水路側溝整備事業、準用河川改修事業

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

KS1 富久山町福原（内環状線　福原地区（測量設計））

環状道線等街路整備事業

№ 施工箇所

KJ1 富久山町久保田（東部幹線　富久山工区（改良工事、JRこ線橋委託、仮設道路工事））

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 富久山町福原（福原八山田舘前線（測量実施設計）幅員8.0ｍ　延長270ｍ）

Ｓ2 富久山町八山田（福原八山田舘前線（改良工事）幅員2.0ｍ　延長60ｍ）

Ｓ3 富久山町八山田（八山田細田原2号線（測量実施設計）幅員5.0ｍ　延長100ｍ）

準用河川改修事業

№ 施工箇所

Ｊ1 富久山町久保田（準用河川愛宕川　補償費算定）

Ｊ2 富久山町福原（準用河川照内川 詳細設計 延長950m）

Ｊ3 富久山町福原（準用河川照内川 用地測量等 延長950m）

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

Ｔ1 富久山町八山田（八津地蔵面線（測量実施設計）幅員1.5ｍ　延長140ｍ）

Ｔ2 富久山町福原字泉崎（福原八山田七丁目線（側溝工事））
水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 富久山町久保田字水口（久保田字水口2号線（工事））

SS2 富久山町福原字鳴伊賀（一斗蒔田猪田線（工事））

SS3 富久山町久保田字久保田（三御堂久保田線（工事））

SS4 富久山町久保田字前田（南田前田1号線（工事））

SS5 富久山町久保田字石堂（水口大久保線（工事））

SS6 富久山町八山田字土布池（東平作土布池線（測量設計））

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 富久山町福原（昭和二丁目八山田線（舗装修繕工事））

KS1

KJ1

J2、J3

J1

S1

S2

S3

DS1

SS1

SS2

SS3
SS4

SS5

SS6

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿61



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 湖南町

事業名 生活道路改良舗装事業、道路ストック整備事業、普通河川改修事業、急傾斜地崩壊対策事業

普通河川改修事業

№ 施工箇所

Ｆ1 湖南町福良（普通河川仲川 浚渫工事 延長800m）

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 湖南町舘（伊勢ノ前1号線（実施設計）幅員4.0ｍ　延長120ｍ）

急傾斜地崩壊対策事業

№ 施工箇所

Ｋ1 湖南町三代（寺ノ前北表１号対策工事県営事業負担金）

K1

F1

S1

DS1

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 湖南町赤津（赤津２号線（舗装修繕工事））

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿62



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 熱海町

事業名 生活道路改良舗装事業、橋りょう長寿命化事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 熱海町玉川（玉川高玉線（改良工事）幅員5.0ｍ　延長100ｍ）

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 熱海町下伊豆島字屋敷（町谷田西田2号線（工事））

SS2 熱海町安子島字対面原（対面原水路（測量設計））

橋りょう長寿命化事業

№ 施工箇所

KT1 熱海町安子島（桧沢橋（西向山松林線）　架橋状況（日沢川）補修設計）

KT2 熱海町安子島（永田橋（西向山夕日山線）　架橋状況（日沢川）補修設計）

S1

SS1

SS2

KT2

KT1

乗合タクシー導入事業

熱海町（石筵地区・高玉地区）⇔磐梯熱海駅・太田熱

海病院

喜久田町(一部対象外）・熱海町(一部)・逢瀬町夏出

⇔喜久田駅・フェスタ

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿63



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 田村町

事業名 幹線道路新設改良舗装事業、通学路安全対策事業、道路ストック整備事業、橋りょう長寿命化事業、水路側溝整備事業、乗合タクシー導入事業、準用河川改修事業、急傾斜地崩壊対策事業

KS1

KS2

K1

J4

J1、J2、J3

T1

T2

KT1

DS1

SS1

SS2

SS3

SS4

T3

乗合タクシー導入事業

田村町⇔安積永盛駅・磐城守山駅・中央工業団地南口バス停

準用河川改修事業

№ 施工箇所

Ｊ1 田村町徳定（準用河川徳定川　分派樋門詳細設計）

Ｊ2 田村町徳定（準用河川徳定川　区画整理区間河川改修詳細設計 延長500m）

Ｊ3 田村町徳定（準用河川徳定川　区画整理区間公共施設管理者負担金)

Ｊ4 田村町徳定（準用河川徳定川　日大区間 建物等移転補償等）

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

KS1 田村町下行合（金屋水門町２号線（改良工事：L=200m、W=12m））

KS2 田村町金屋（小川笹川一丁目線（防草工事））

通学路安全対策

№ 施工箇所

Ｔ1 田村町上行合（手代木上行合線（改良工事）幅員6.0ｍ　延長100ｍ）

Ｔ2 田村町守山（上道渡守山線（改良工事）幅員6.0ｍ　延長110ｍ）

Ｔ3 田村町中山字東山田（香田本郷線（ラバーポール設置））

橋りょう長寿命化事業

№ 施工箇所

KT1 田村町大供（大供橋（上道渡守山線）　架橋状況（黒石川）修繕工事）

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 田村町谷田川（谷田川高倉線（舗装修繕工事））

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 田村町守山字小性町（殿町小性町線（工事））

SS2 田村町桜ケ丘二丁目（桜ケ丘二丁目9号線（工事））

SS3 田村町御代田字外城（守山金沢線（測量設計））

SS4 田村町岩作字古道（古道上原原線（測量設計））

急傾斜地崩壊対策事業

№ 施工箇所

Ｋ1 田村町谷田川（北表１号対策工事 県営事業負担金）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿64



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 西田町

事業名 幹線道路新設改良舗装事業、生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、乗合タクシー導入事業、道路ストック整備事業、水路側溝整備事業

乗合タクシー導入事業

西田町全域、富久山町（一部）

⇔郡山駅東口・日東前(バス停)・東部幹線美術館通り

幹線道路新設改良舗装事業

№ 施工箇所

KS1 西田町大田（大田２号線（改良工事：L=80m、W=9m））

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 西田町三町目（富作スソフ田線（改良工事）幅員5.0ｍ　延長100ｍ）

Ｓ2 西田町根木屋（成宮立石線（改良工事）幅員4.5ｍ　延長100ｍ）

Ｓ3 西田町鬼生田（大網一丁目三丁目線（改良工事）幅員4.0ｍ　延長450ｍ）

通学路安全対策

№ 施工箇所

Ｔ1 西田町土棚（内出杉内線（用地測量）幅員2.0ｍ　延長200ｍ）

Ｔ2 西田町根木屋字鬼久保（根木屋鬼生田線（カラー舗装））

道路ストック整備事業

№ 施工箇所

DS1 西田町三町目（根木屋鬼生田線（舗装修繕工事））

DS2 西田町高柴（大田丹伊田線（舗装修繕工事））

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 西田町三町目字関根（大明関根線（工事））

SS2 西田町鬼生田字杉内（内出山口線　外（測量設計））

KS1

S1

S2

S3

DS2

DS1

SS2

SS1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿65



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 建設交通部 中田町

事業名 生活道路改良舗装事業、通学路安全対策事業、水路側溝整備事業

生活道路改良舗装事業

№ 施工箇所

Ｓ1 中田町駒板（柳橋黒木線（改良工事）幅員5.0ｍ　延長100ｍ）

水路側溝整備事業

№ 施工箇所

SS1 中田町高倉字栗（栗水路（工事））

SS2 中田町高倉字栗（栗水路（測量設計））

通学路安全対策事業

№ 施工箇所

Ｔ1 中田町高倉（槻ノ口宮ノ脇線（改良工事）幅員2.0ｍ　延長50ｍ）

Ｔ2 中田町海老根（泉田一合内線（改良工事）幅員5.0ｍ　延長160ｍ）

Ｔ3 中田町高倉字台　地内（萩平赤沼線（カラー舗装））

S1

T1
T2

T3

SS1,SS2

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿66



№

Ｔ1

Ｔ2

№

Ｓ1

№

№

Ｋ1

№

Ｙ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 都市整備部 本庁

事業名 地域生活拠点型再開発事業、市街地再開発整備事業、大町土地区画整理事業公園、公園改修事業、里山再生事業

Ｏ1

市街地再開発整備事業【都市政策課】
№ 施工箇所

Ｓ1 駅前一丁目第二地区(旧寿泉堂総合病院):実施設計、解体等

Ｔ1

Ｓ1

Ｔ2

Ｋ1

Ｙ1

大町土地区画整理事業【区画整理課】

№ 事業内容

区画道路改良工事（７路線　幅員4～9ｍ　延長242ｍ）

建築物等移転補償（4戸6棟）
Ｏ1

地域生活拠点型再開発事業【都市政策課】
№ 施工箇所

Ｔ1 細沼地区(日東病院):建築物竣工(医療棟)、解体等

Ｔ2 大町二丁目地内(旧星総合病院):地質調査、実施設計等

公園改修事業【公園緑地課】

№ 施工箇所

Ｋ1 酒蓋公園　(遊戯施設更新 10基　外）

里山再生事業【公園緑地課】
№ 施工箇所

Ｙ1 五百淵公園　年度別事業実施計画作成業務

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿67



富二

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 都市整備部 富田町

事業名 富田第二土地区画整理事業

富二

富田第二土地区画整理事業【区画整理課】

№ 事業内容

富二 換地計画策定業務委託（A=61.5ha）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿68



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 都市整備部 安積町

事業名 公園改修事業

公園改修事業【公園緑地課】

№ 施工箇所

Ｋ1 浮洲ヶ岡公園（遊戯施設更新 1基　外）

K1

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿69



伊賀河原土地区画整理事業　【区画整理課】

№

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 都市整備部 富久山町

事業名 伊賀河原土地区画整理事業

伊賀

伊賀河原土地区画整理事業　【区画整理課】

№ 事業内容

郡山インター線舗装工事（幅員25ｍ　延長110ｍ）

東部幹線橋梁工事（上部工）

区画道路改良工事（３路線　幅員6ｍ　延長159ｍ）

建築物等移転補償（3戸3棟）

伊賀

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿70



№

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 都市整備部 田村町

事業名 徳定土地区画整理事業

徳定

徳定土地区画整理事業　【区画整理課】

№ 事業内容

笹川大善寺線橋梁整備工事（下部工）

安積永盛駅前線橋梁整備工事（上部工）

安積永盛駅前線改良舗装工事（幅員16ｍ　延長200ｍ）

区画道路改良工事（４路線　幅員6～9ｍ　延長477ｍ）

建築物等移転補償（6戸7棟）

徳定

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿71



Ｈ7

№

Ｈ8

Ｈ9

H10

H11

H12

H13

№

Ｔ1

Ｔ2

№

Ｓ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 本庁

事業名 配水幹線整備事業、配水管網整備事業、他事業関連配水管等移設事業、設備更新

H1 H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

T1

T2

S1

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 朝日三丁目外（配水管更新工事　口径300　延長40ｍ）

Ｈ2 谷島町（配水管更新工事　口径300　延長400ｍ）

Ｈ3 昭和二丁目外（配水管更新工事　口径300　延長550ｍ）

Ｈ4 水門町（配水管更新工事　口径300　延長400ｍ）

Ｈ5 舞木町岩ノ作（配水管更新工事　口径150　延長12ｍ）

Ｈ6 向河原町（舗装復旧工事　延長250ｍ）

Ｈ7 字山崎（舗装復旧工事　延長110ｍ）

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ8 桑野四丁目（舗装復旧工事　延長425ｍ）

Ｈ9 字山崎（舗装復旧工事　延長230ｍ）

H10 朝日三丁目外（設計委託　延長650ｍ）

H11 方八町二丁目外（設計委託　延長500ｍ）

H12 芳賀二丁目外（測量設計委託　延長500ｍ）

H13 小原田三丁目外（設計委託　延長300ｍ）

他事業関連配水管等移設事業

№ 施工箇所

Ｔ1 図景一丁目外（図景導水管築造工事に伴う配水管移設工事）

Ｔ2 字東宿外（３号幹線放流管築造工事に伴う配水管移設工事）

設備更新

№ 施工箇所

Ｓ1 白岩町字福田（柿の口減圧弁更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿72



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 富田町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業

H1

H2

H3

H4

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 富田町字久根下外（配水管更新工事　口径400　延長240ｍ）

Ｈ2 富田町字菱内外（配水管更新工事　口径300　延長50ｍ）

Ｈ3 富田町字下亀田（配水管更新工事　口径200外　延長65ｍ）

Ｈ4 富田町字舘南（舗装復旧工事　延長370ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿73



№

Ｔ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 大槻町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業他事業、他事業関連配水管等移設事業

H2

H1

T1

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 大槻町字長右ェ門林西外（配水管更新工事　口径200　延長600ｍ）

Ｈ2 大槻町字胡桃沢外（舗装復旧工事　延長270ｍ）

他事業関連配水管等移設事業

№ 施工箇所

Ｔ1 大槻町字上町外（道路改良工事に伴う配水管移設工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿74



№

Ｈ6

Ｈ7

Ｈ8

Ｈ9

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 安積町

事業名 配水幹線整備事業・配水管網整備事業

H6

H1

H2

H3、H4

H5

H7、H8

H9

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 安積町荒井外（配水幹線更新工事　口径700　延長500ｍ）

Ｈ2 安積町成田（成田水管橋橋脚補強工事）

Ｈ3 安積町成田（測量設計委託　延長2,450ｍ）

Ｈ4 安積町成田（地質調査委託　一式）

Ｈ5 安積町荒井（配水管更新工事　口径150　延長70ｍ）

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ6 安積町日出山二丁目（舗装復旧工事　延長50ｍ）

Ｈ7 安積二丁目外（測量設計委託　延長1,000ｍ）

Ｈ8 安積二丁目外（地質調査委託　一式）

Ｈ9 安積町日出山（設計委託　延長600ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿75



Ｈ7

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 三穂田町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業

H1

H2

H3

H4
H5

H6

H7

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 三穂田町山口（配水幹線更新工事　口径800　延長140ｍ）

Ｈ2 三穂田町山口（配水幹線更新工事　口径800　延長250ｍ）

Ｈ3 三穂田町山口（配水幹線更新工事　口径800　延長280ｍ）

Ｈ4 三穂田町山口（測量設計委託　延長670ｍ）

Ｈ5 三穂田町八幡外（舗装復旧工事　延長725ｍ）

Ｈ6 三穂田町富岡（測量設計委託　延長300ｍ）

Ｈ7 三穂田町駒屋（測量設計委託　延長660ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿76



№

Ｓ1

№

SS1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 片平町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業、設備更新、水道施設主要工事

H2

H1

S1

SS1

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 片平町字稲場外（配水管布設工事　口径100　延長480ｍ）

Ｈ2 片平町字田中外（測量設計委託　延長425ｍ）

設備更新

№ 施工箇所

Ｓ1 片平町（片平水量水圧モニター流量計更新工事）

施設整備事業

№ 施工箇所

SS1待池台１・２丁目（西部第二工業団地地内）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿77



№

Ｔ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 喜久田町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業、他事業関連配水管等移設事業

H4

H2

H1

H3

T1

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 喜久田町堀之内（配水幹線更新工事　口径600　延長110ｍ）

Ｈ2 喜久田町堀之内（配水管更新工事　口径300　延長750ｍ）

Ｈ3 喜久田町堀之内（舗装復旧工事　延長150ｍ）

Ｈ4 喜久田町堀之内（測量設計委託　延長20ｍ）

他事業関連配水管等移設事業

№ 施工箇所

Ｔ1 喜久田町堀之内（喜久田町堀之内地区汚水管布設に伴う配水管移設工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿78



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 日和田町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業

H1

H2

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 日和田町字東原外（配水管更新工事　口径400　延長400ｍ）

Ｈ2 日和田町八丁目（測量設計委託　延長400ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿79



№

Ｔ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 富久山町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業、他事業関連配水管等移設事業

H1

H2

T1

H3

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 八山田五丁目（配水管更新工事　口径400　延長400ｍ）

Ｈ2 富久山町久保田（配水管更新工事　口径200　延長260ｍ）

Ｈ3 富久山町八山田（舗装復旧工事　延長430ｍ）

他事業関連配水管等移設事業

№ 施工箇所

Ｔ1 富久山町（伊賀河原土地区画整理事業に伴う配水管移設工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿80



№

Ｈ1

Ｈ2

Ｈ3

Ｈ4

Ｈ5

Ｈ6

№

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 熱海町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業、設備更新

H1

H2

H3

H4

H5

H6

S1

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 熱海町熱海二丁目（配水管更新工事　口径300　延長430ｍ）

Ｈ2 熱海町玉川（配水管更新工事　口径200　延長580ｍ）

Ｈ3 熱海町熱海三丁目（配水管更新工事　口径100　延長242ｍ）

Ｈ4 熱海町玉川（舗装復旧工事　延長500ｍ）

Ｈ5 熱海町玉川（舗装復旧工事　延長473ｍ）

Ｈ6 熱海町玉川（測量設計委託　延長500ｍ）

設備更新

№ 施工箇所

Ｓ1 熱海町玉川（玉川増圧ポンプ場水位計更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿81



№

Ｋ1

№

Ｔ1

Ｔ2

№

Ｓ1

Ｓ2

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 田村町

事業名 配水幹線更新事業、配水管網整備事業、区画整理事業に伴う配水管布設事業、他事業関連配水管等移設事業、設備更新

H1

H2

H3

K1

T1

T2

S1

S2

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 田村町金屋（配水管布設工事　口径100　延長450ｍ）

Ｈ2 田村町徳定（配水管更新工事　口径300　延長500ｍ）

Ｈ3 田村町山中外（測量設計委託　延長500ｍ）

他事業関連配水管等移設事業

№ 施工箇所

Ｔ1 田村町大善寺（災害復旧工事（大善寺橋）に伴う配水管移設工事）

Ｔ2 田村町（徳定土地区画整理事業に伴う配水管移設工事）

区画整理事業に伴う配水管布設事業

№ 施工箇所

Ｋ1 田村町（配水管布設工事　口径300外　延長528ｍ）

設備更新

№ 施工箇所

Ｓ1 田村町上道渡（上道渡ポンプ場残留塩素濃度計更新工事）

Ｓ2 田村町川曲（川曲ポンプ場残留塩素濃度計更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿82



№

Ｚ1

№

Ｔ1

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 西田町

事業名 未給水地区解消事業、配水幹線更新事業、配水管網整備事業、増圧ポンプ設備更新事業、他事業関連配水管等移設事業

H1

Z1

T1

M1

未給水地区解消事業

№ 施工箇所

Ｍ1 西田町丹伊田外（舗装復旧工事）

配水幹線・配水管網整備事業

№ 施工箇所

Ｈ1 西田町鬼生田（舗装復旧工事　延長270ｍ）

増圧ポンプ設備更新事業

№ 施工箇所

Ｚ1 西田町大田（大田第二増圧ポンプ場ポンプ設備更新工事）

他事業関連配水管等移設事業

№ 施工箇所

Ｔ1 西田町大田（道路改良工事に伴う配水管移設工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿83



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 中田町

事業名 設備更新

S1

設備更新

№ 施工箇所

Ｓ1 中田町上石（上石配水池流量計更新工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿84



№

Ｈ1

№

Ｇ1

№

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 本庁

事業名 下水道事業主要工事、水位計等設置事業、下水道ストックマネジメント事業、本管改良事業

U1
U2

S1

S2 S3

H1
S4

合流区域

G1

G4

G2

G5

G3

G6･G7

G8

下水道事業主要工事

№ 施工箇所

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

小原田二丁目ほか（小原田貯留管　管渠整備　Ｌ=1,398ｍ、φ4,000㎜、Ｖ=17,570㎥）

若葉町ほか（駅前周辺地区管渠整備　Ｌ=261ｍ、φ900～500㎜）

図景一丁目ほか（図景導水管　函渠整備　Ｌ=150m、□1,400×1,400㎜）

向河原町ほか（３号幹線放流管　既設５号幹線移設  L=140m、舗装復旧  A=2,000㎡）

久留米三丁目（168号雨水幹線流入管　函渠整備　Ｌ=15ｍ、□800×800㎜）

麓山二丁目ほか（麓山導水管　函渠整備　Ｌ=151m、□800×800㎜）

横塚三丁目（下水道管理センター増設雨水ポンプ　1基、φ900㎜）

横塚三丁目（下水道管理センター樋門・放流渠　L=67m、□4,000×2,000㎜）

№

Ｕ1

Ｕ2

水位計等設置事業

施工箇所
１１４号雨水幹線（計測機器設置）

３号幹線　外（水位計改修）

№

Ｓ1

Ｓ2

Ｓ3 郡山第４処理分区東部地区第二（調査）
Ｓ4 水門町　地内（ポンプ場改築）

中部第二排水区（点検、改築、管更生）

下水道ストックマネジメント事業

施工箇所
県道（点検）

№

Ｈ1

本管改良事業

施工箇所

緑ヶ丘西四丁目　地内（圧送管布設）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿85



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 三穂田町

事業名 農業集落排水本管改良事業

N1

農業集落排水施設改良事業

№ 施工箇所

N1 三穂田町八幡字四十担原　地内（管渠改築　L=84.09ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿86



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 逢瀬町

事業名 農業集落排水施設改良事業

N1

農業集落排水施設改良事業

№ 施工箇所

N1 逢瀬町河内字屋敷　地内（マンホールポンプ場遠隔監視装置設置）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿87



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 片平町

事業名 農業集落排水施設改良事業

N1

農業集落排水施設改良事業

№ 施工箇所

N1 片平町字観音前　地内（農業集落排水施設改築工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿88



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 喜久田町

事業名 下水道事業主要工事

G1

下水道事業主要工事

№ 施工箇所

G1 喜久田町堀之内　汚水面整備工事（A=17ha）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿89



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 日和田町

事業名 下水道ストックマネジメント事業

G1

下水道ストックマネジメント事業

№ 施工箇所

G1 日和田町高倉　地内（マンホール点検　N=80、管きょ　L=823.23ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿90



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 富久山町

事業名 下水道事業主要工事、下水道本管改良事業、農業集落排水施設改良事業

G1 G2

N1

K1

下水道事業主要工事

№ 施工箇所

G1 八山田五丁目ほか　汚水面整備工事（A=16ha）

G2 富久山町福原字宝田　汚水面整備設計委託（A=６ha）

農業集落排水施設改良事業

№ 施工箇所

N1 富久山町小泉北小泉字堂坂畦石　地内（マンホールポンプ改修）

下水道本管改良事業

№ 施工箇所

K1 富久山町八山田字牛ヶ池　地内（管更生　L=8.09ｍ）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿91



№

G1

G2

G3

G4

地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 田村町

事業名 下水道事業主要箇所

G1

G4

G2

G3

下水道事業主要工事

№ 施工箇所

G1

G2

G3

G4 田村町下行合字田ノ保下（石塚樋門・ゲートポンプ　用地買収、建物補償）

字石塚ほか（石塚貯留管　管渠整備　Ｌ=596ｍ、φ2,400㎜、Ｖ=2,680㎥）

字石塚ほか（133号雨水幹線　函渠整備　Ｌ=103ｍ、舗装復旧　A=3,164㎡）

田村町金屋字下夕川原ほか（大河原地区管渠整備設計委託　Ｌ=1,310m）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿92



地区別令和3年度予算　事業プロット図 作成 上下水道局 西田町

事業名 農業集落排水施設改良事業

N1

農業集落排水施設改良事業

№ 施工箇所

N1 西田町三町目字前舘　地内（農業集落排水施設改築工事）

※本資料は、予算編成時の想定であり、実際の事業実施の際は、様々な要因で変更となる可能性があります。
地図は,一部、最新のものが反映されていないものがあります。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿93
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