
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度建設交通部主要事業予定箇所 
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建設交通部 

令和３年６月定例会 

議案調査資料 

（建設交通部） 



道路建設課

№ 地区 施工箇所 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

1 舞木町字四合田 5.0 180

2 開成三丁目 4.0 90

3 安積町成田 6.0 60

4 安積町日出山 8.0 80

5 三穂田町駒屋 5.0 90

6 三穂田町川田 5.0 100

7 逢瀬 逢瀬町河内 6.0 100

8 片平 片平町字風泉 交差点隅切 30

9 喜久田町字松ヶ作 5.0 100

10 喜久田町前田沢 3.0 40

11 日和田 日和田町高倉 5.0 100

12 富久山 富久山町福原 5.0 100

13 熱海町安子島 4.0 100

14 熱海町長橋 3.0 100

15 田村町岩作 6.0 100

16 田村町田母神 6.0 80

17 田村町谷田川 5.0 70

18 西田 西田町鬼生田 4.0 100

19 中田町中津川 5.0 160

20 中田町中津川 5.0 100

21 中田町牛縊本郷 5.0 120

□交通渋滞対策事業

№ 地区

1 本庁

□郡山スマートインターチェンジ周辺整備事業

№ 地区

1 大槻

2 片平

□環状線等街路整備事業

№ 地区 施工箇所 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

1 富久山 富久山町久保田 27.0 185東部幹線（富久山工区）（ＪＲ委託、補償、道路改良工事）

施工箇所

中ノ平東線（道路改良工事） 大槻町字中ノ平東

田村

中田

片平町字庚坦原

都市計画道路名

庚坦原7号線（道路改良工事）

路線名

施工箇所

並木一丁目（並木一丁目交差点）

路線名

荒井八山田線（交通渋滞緩和工事）

小人町カカヤ坦線(用地測量委託)

田母神柿ノ木線(道路改良工事)

□生活道路改良舗装事業

路線名

開成三丁目14号線(現道舗装工事)

漆山島線(測量実施設計委託)

本庁

安積

三穂田

喜久田

熱海

四合田９号線(用地測量委託)

下河原上川原線（道路改良工事）

四斗蒔３号線(測量実施設計委託)

東桜木西桜木線(道路改良工事)

上砂原石橋線(道路改良工事)

三穂田熱海線(道路改良工事)

菖蒲池行人作田線(道路改良工事)

法定外道路(現道舗装工事)

材木屋舘腰線(用地測量委託)

水穴岡ノ城線（現道舗装工事）

輪ノ内４号線(測量実施設計委託)

夏出熱海線(現道舗装工事)

町畑小石塚線(道路改良工事)

赤沼柳田線(道路改良工事)

堂ノ作松ノ木線(用地測量委託)

堂ノ作松ノ木線(道路改良工事)

久保田島田線(用地測量委託)
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道路維持課

№ 地区 路線名 施工箇所 施工延長(ｍ)

1 田村 谷田川高倉線 田村町金沢 300

□水路側溝整備事業

№ 地区 路線名 施工箇所

1 本庁 開成四丁目1号線 開成四丁目

2 香久池二丁目七ツ池町3号線 香久池二丁目

3 桑野一丁目三丁目線 桑野二丁目

4 久留米六丁目1号線 久留米六丁目

5 開成三丁目水路 開成三丁目

6 山崎12号線 字山崎

7 菜根四鶴見担一丁目線 菜根四丁目

8 香久池二丁目七ツ池町2号線 七ツ池町

9 久留米二丁目9号線 久留米二丁目

10 本庁東部 芳賀二丁目8号線 芳賀二丁目

11 横塚五丁目一丁目線 横塚五丁目

12 古屋敷水路 字古屋敷

13 あぶくま台二丁目白石線 あぶくま台二丁目

14 白岩堺之内線 白岩町字東之内

15 富田 町畑菱内線 富田町字向山

16 入ノ内担ノ腰線 富田町字担ノ腰

17 上赤沼水路 富田町字上赤沼

18 大槻 御花畑1号線 大槻町字御花畑

19 室ノ木前十文字線 大槻町字日向

20 静町下町東2号線 静西一丁目

21 柴宮山東台線 大槻町室ノ木

22 安積 年柄水路 安積町荒井字年柄

23 柴宮水路 安積町荒井字柴宮東

24 成田荒井線 安積町成田字成田

25 南台新鍬線 安積町日出山字旧屋敷

26 牛庭三丁目6号線 安積町牛庭一丁目

27 三穂田 鍋山八幡線 三穂田町駒屋字赤場

28 逢瀬 本郷７号線 逢瀬町多田野字本郷

29 北南下線 逢瀬町河内字中山

30 山口多田野線 逢瀬町多田野字山田原

□舗装修繕事業（道路ストック整備事業）
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道路維持課

№ 地区 路線名 施工箇所

31 片平 新蟻塚2号線 片平町字新蟻塚

32 新蟻塚4号線 片平町字新蟻塚

33 新蟻塚16号線 片平町字新蟻塚

34 喜久田 菖蒲池１号線　外 喜久田町字菖蒲池

35 南椚内水路 喜久田町堀之内字南椚内

36 大沢水路 喜久田町早稲原字北原

37 日和田 八丁目日和田2号線 日和田町字一ツ坦

38 宇類原原町線 日和田町字宇類原

39 富久山 久保田三御堂線 富久山町久保田字久保田

40 田池三御堂2号線 富久山町久保田字三御堂

41 亀ノ子田水路（東郵便局） 富久山町福原字中田

42 古町11号線 富久山町久保田字古町

43 鎌田猪田線 富久山町福原字一斗蒔田

44 陣場1号線 富久山町福原字陣場

45 大森新田水路 富久山町八山田字北作

46 山王舘3号線 富久山町久保田字山王舘

47 古舘西原線 富久山町福原字中田

48 西永年水路 富久山町八山田字山道

49 湖南 中野線 湖南町中野字二番石倉

50 熱海 反田熱海一丁目線 熱海町熱海一丁目

51 西戸城1号線 熱海町下伊豆島字西戸城

52 田村 中町古町1号線 田村町御代田字中町

53 下羽廣四十坦線 田村町手代木字鴨打

54 大善寺上野2号線 田村町大善寺字上野代

55 高屋敷水路 田村町金沢字高屋敷

56 西田 土棚高倉線 西田町鬼生田字菅野沢

57 中田 海老根上石線 中田町海老根字廻り田
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河川課

№ 河川名 施工箇所 施工延長等

1 準用河川　徳定川（流域治水計画変更業務委託） 田村町徳定　外 -

2 準用河川　愛宕川（流域貯留施設概略設計委託） 富久山町久保田　外 -

3 準用河川　上石川（用地測量委託） 田村町金沢 Ａ＝0.33ha

4 準用河川　荒川（測量設計・地質調査委託） 安積町笹川 Ｌ＝110ｍ

5 準用河川　亀田川（測量設計委託） 大槻町字小山田　外 Ｌ＝250ｍ

6 準用河川　徳定川（古川池開削工事） 安積町日出山 Ｌ＝300ｍ

№ 河川名 施工箇所 施工延長等

1 普通河川　大槻川（測量設計委託） 大槻町字熊野木 Ｌ＝180ｍ

2 普通河川　仲川（測量設計委託） 湖南町福良 Ｌ＝80ｍ

3 普通河川　川底川（測量設計委託） 三穂田町富岡 Ｌ＝200ｍ

4 普通河川　宮南川（護岸工事） 逢瀬町多田野 Ｌ＝25ｍ

□普通河川改修事業

□準用河川改修事業
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