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左岸・右岸

2年災 6次 40 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高崎町笛水 一般市道 笛水前田線 12.0 ｍ 盛土工 356.0 ｍ３ ジオテキ補強土壁 83.0 ｍ３ ジオテキ補強盛土 283.0 ｍ３ 侵食防止マット設置工 107.0 ｍ２ アスファルト舗装 1.7 ｍ２
2年災 6次 85 串間土木事務所 県工事 串間市 大矢取 主要地方道 都城串間線 13.0 ｍ 掘削工 40.0 ｍ３ 現場吹付法枠工 28.0 ｍ２ モルタル吹付工 162.0 ｍ２ ロープ伏工 156.0 ｍ２ ガードレール設置工 4.0 ｍ
2年災 6次 87 串間土木事務所 県工事 串間市 一氏 主要地方道 日南志布志線 13.3 ｍ 切土工 1,591.0 ｍ３ 盛土工 737.0 ｍ３ ジオテキ補強土壁 1,655.0 ｍ３ 張芝工 178.0 ｍ２ 排水構造物工 1.0 式
2年災 6次 94 都城土木事務所 県工事 都城市 安久町 一般国道 国道２２２号 30.0 ｍ 盛土工 723.0 ｍ３ 補強土壁工 126.0 ｍ２ アスファルト舗装 62.0 ｍ２ コンクリート舗装 49.0 ｍ２ 縦排水工 10.5 ｍ
2年災 6次 141 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字村所 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 44.0 ｍ 右岸 44.0 ｍ 大型ブロック 269.0 ｍ２ 根固ブロック３．０ｔ 78.0 個 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 52.0 ｍ３ 工事用道路 112.3 ｍ
2年災 6次 156 高鍋土木事務所 県工事 木城町 石川内 主要地方道 東郷西都線 48.5 ｍ 布製型枠工 342.0 ｍ２ かご工 90.0 個 土留めコンクリート工 1.0 式 アスファルト舗装 94.0 ｍ２ 路盤工 94.0 ｍ２
2年災 6次 181 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 普通河川 市木川水系 石原川 29.0 ｍ 左岸 15.0 ｍ 右岸 14.0 ｍ ブロック積　河直裏無 126.0 ｍ２ 小口止工 3.2 ｍ３ 雑工 1.0 式 大型土のう工 7.0 袋 土のう締切工 5.9 ｍ２
2年災 6次 184 串間土木事務所 市町村工事 串間市 本城 普通河川 本城川水系 権代川 13.0 ｍ 右岸 13.0 ｍ 大型ブロック積 64.0 ｍ２ 小口止工 3.4 ｍ３ 側溝布設替工 6.0 ｍ 張芝工（野芝） 38.0 ｍ２ 大型土のう工 17.0 袋
2年災 6次 185 串間土木事務所 市町村工事 串間市 奴久見 普通河川 福島川水系 葛ヶ迫川 24.0 ｍ 左岸 5.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ ブロック積　河直裏無 71.0 ｍ２ 小口止工 6.0 ｍ３ 雑工 1.0 式 張芝工 7.8 ｍ２ 土のう締切工 2.2 ｍ２
2年災 6次 189 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大矢取 一般市道 蕨ヶ平線 7.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 45.0 ｍ２ 小口止工 1.8 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版破砕工 0.9 ｍ２ アスファルト舗装 1.6 ｍ２
2年災 6次 191 串間土木事務所 市町村工事 串間市 奴久見 １級市道 西方奴久見線 11.0 ｍ 大型ブロック積 74.0 ｍ２ 小口止工 7.8 ｍ３ 雑工 1.0 式 アスファルト舗装版破砕工 31.0 ｍ２ アスファルト舗装工 33.0 ｍ２
2年災 6次 217 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方字 一般市道 上大出水２号線 19.0 ｍ 法面工 218.0 ｍ２ 舗装工 79.0 ｍ２ ボックスカルバート据付工 19.5 ｍ 護岸工 14.7 ｍ 大型ブロック積工 43.0 ｍ２
2年災 6次 222 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 一般市道 大河平上村線 70.9 ｍ 大型ブロック積 593.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 路盤工 281.0 ｍ２ ガードレール設置工 70.0 ｍ 構造物取壊し 103.0 ｍ３
2年災 6次 223 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 一般市道 大河平上村線 37.0 ｍ 大型ブロック積工 74.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 95.0 ㎡ 小口止工 3.0 基 張芝工　野芝 77.0 ㎡ 根固めブロック（再設置） 11.0 個
2年災 6次 224 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 一般市道 大河平上村線 44.5 ｍ 大型ブロック積工 385.0 ｍ２ 小口止め工 4.0 基 ガードレール設置工 46.5 ｍ 上層路盤工 192.0 ｍ２ 下層路盤工 192.0 ｍ２
2年災 6次 225 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 一般市道 赤池線 平田橋 3.2 ｍ 左岸 3.2 ｍ ＲＣ床板撤去工 3.2 ｍ ＲＣ床板復旧工 3.2 ｍ 主桁・横桁復旧工 1.0 式 支承取替工 2.0 箇所 防護柵撤去・設置工 16.0 ｍ
2年災 6次 236 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 竹原 普通河川 一ッ瀬川水系 井戸内谷川 18.0 ｍ 右岸 18.0 ｍ ブロック積 76.0 ｍ２ 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 28.0 ｍ 掛樋工 5.0 ｍ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
2年災 6次 265 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 本郷合戦原線 11.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 117.0 ｍ２ 切土工 19.0 ｍ３ 崩土取除工 34.0 ｍ３
2年災 6次 294 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 南俣 ２級町道 照葉樹林線 12.0 ｍ 土工 1.0 式 ブロック積工 45.0 ｍ２ 小口止コンクリート 1.0 式 舗装版取壊工 1.4 ｍ２ 舗装工 8.2 ｍ２
2年災 6次 295 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 南俣 ２級町道 照葉樹林線 12.0 ｍ 崩土撤去工 99.0 ｍ３ 倒木撤去工 1.0 式 土工 1.0 式 法面整形工 127.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 236.0 ｍ２
2年災 6次 305 高岡土木事務所 県工事 高岡町 五町 一級河川 大淀川水系 内山川 36.5 ｍ 右岸 36.5 ｍ ブロック積 127.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 構造物取壊工 51.0 ｍ３ 袋詰玉石工 42.0 袋 締切排水工 2.0 箇所
2年災 6次 316 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 中尾小ヶ倉線 110.0 ｍ 現場吹付法枠工（２００）植生 1,234.0 ｍ２ 現場吹付法枠工（２００）モル 307.0 ｍ２ 現場吹付法枠工（４００）植生 632.0 ｍ２ アンカー工 56.0 本 植生基材吹付工 1,332.0 ｍ２
2年災 6次 326 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大字大河内 一般国道 国道２６５号 29.0 ｍ ブロック積 125.0 ｍ２ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 ガードレール基礎工 10.0 ｍ Ｇｒ　コン 10.0 ｍ
2年災 6次 328 日向土木事務所 県工事 南郷村 鬼神野 一級河川 小丸川水系 小丸川 22.0 ｍ 左岸 22.0 ｍ カゴ護岸多段　突込 103.0 ㎡ 張芝工　野芝 85.0 ㎡ 工事用道路（敷砂利） 52.1 ｍ 大型土のう工 33.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
2年災 6次 331 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷鬼神野 一般国道 国道３８８号 12.0 ｍ 現場吹付法枠工（枠内モルタル） 231.0 ｍ２ 切土工 32.0 ｍ３ 仮設防護柵工 24.0 ｍ
2年災 6次 332 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷弓弦葉 一般国道 国道３８８号 14.0 ｍ ブロック積 61.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版取壊工 7.0 ｍ２ Ｇｒ撤去・再設置 14.0 ｍ アスファルト舗装 7.0 ｍ２
2年災 6次 336 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 19.0 ｍ ブロック積 41.0 ｍ２ 小口止工 2.2 ｍ３ 路盤工 16.0 ｍ２ アスファルト舗装 16.0 ｍ２ 区画線工 19.0 ｍ
2年災 6次 337 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 19.5 ｍ 大型ブロック積工 70.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 11.0 ｍ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ 路盤工 38.0 ｍ２
2年災 6次 340 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 44.6 ｍ 右岸 44.6 ｍ ブロック張 240.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.1 ｍ３ 構造物取壊工 131.0 ｍ３ 工事用道路 248.5 ｍ 掛樋工 63.0 ｍ
2年災 6次 341 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 押方 一般県道 土生高千穂線 12.0 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ Ｇｒ　再使用 12.0 ｍ
2年災 6次 342 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 押方 一般県道 土生高千穂線 10.5 ｍ ブロック積 61.0 ｍ２ アスファルト舗装 8.1 ｍ２ 路盤工 7.5 ｍ２ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ Ｇｒ　再使用 8.0 ｍ
2年災 6次 344 西臼杵支庁 県工事 日之影町 見立 主要地方道 日之影宇目線 67.2 ｍ 崩土取除工 959.0 ｍ３ Ｌ型擁壁 24.0 ｍ コンクリートマット工 56.0 ｍ２ 舗装版取壊工 4.1 ｍ３ 構造物取壊工 10.0 ｍ３
2年災 6次 345 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 桑野内 主要地方道 竹田五ヶ瀬線 22.0 ｍ ブロック積 41.0 ｍ２ 大型ブロック 57.0 ｍ２ アスファルト舗装 37.0 ｍ２ 路盤工 37.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 22.0 ｍ
2年災 6次 346 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般県道 土生高千穂線 7.0 ｍ ブロック積 3.8 ｍ２ 大型ブロック 19.0 ｍ２ アスファルト舗装 6.7 ｍ２ 路盤工 4.6 ｍ２ Ｇｒ　コン 4.0 ｍ
2年災 6次 349 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高野町 普通河川 大淀川水系 踊橋川 19.0 ｍ 左岸 19.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 57.0 ｍ２ 小口止工 1.0 箇所 フトン籠工 9.0 枚 掛樋工（φ６００） 48.0 ｍ 大型土のう工 2.0 袋
2年災 6次 350 都城土木事務所 市町村工事 都城市 梅北町 普通河川 大淀川水系 川内川 17.2 ｍ 右岸 17.2 ｍ ブロック積（河直裏無） 51.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 平型ブロック　層積0.5t 38.0 個 構造物取壊工 13.0 ｍ３ 掛樋工　φ６００ 20.0 ｍ
2年災 6次 353 都城土木事務所 市町村工事 都城市 山之口町山之口 一般市道 野上３６号線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 16.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.8 m3 張芝工　人工芝 12.0 ㎡ 盛土工　購入土　 12.0 m3 ガードレール布設替 8.0 ｍ
2年災 6次 354 都城土木事務所 市町村工事 都城市 美川町 一般市道 後川内７５号線 9.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 43.0 ｍ２ 小口止工 1.0 箇所 ガードレール基礎工 8.7 ｍ アスファルト舗装 6.1 ｍ２ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
2年災 6次 355 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字 一般市道 橋満・九々瀬峠線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ Ａｓ舗装切断工 18.7 ｍ Ａｓ舗装取壊工 45.0 ｍ２ Ａｓ舗装復旧工 48.0 ｍ２ 雑工（取付） 1.0 式
2年災 6次 356 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 村所 一般村道 合崎線 17.2 ｍ ジオテキ補強土壁 218.0 ｍ３ アスファルト舗装 105.0 ｍ２ 路盤工 105.0 ｍ２ 舗装版取壊工 10.0 ｍ３ ガードレール基礎工 18.0 ｍ
2年災 6次 357 高鍋土木事務所 市町村工事 新富町 大字三納代 一般町道 弁指線 5.5 ｍ ブロック積　道直裏有 22.0 ㎡ １号小口止 1.6 ｍ３ ２号小口止 1.1 ｍ３ 下層路盤工 3.5 ｍ２ 上層路盤工 3.5 ｍ２
2年災 6次 358 高鍋土木事務所 市町村工事 新富町 大字日置 一般町道 富田浜入江線 39.8 ｍ 土工 61.0 ｍ３ ブロック張工 88.0 ｍ２ 大型土のう工 36.0 袋 構造物取壊工 25.0 ｍ３
2年災 6次 359 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ ２級町道 山瀬橋・長崎線 30.0 ｍ 大型ブロック 313.0 ｍ２ ガードレール基礎 21.0 ｍ アスファルト舗装 76.0 ｍ２ 路盤工 76.0 ｍ２ 仮設モルタル吹付 245.0 ｍ２
2年災 6次 360 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 下山瀬・山瀬線 15.0 ｍ 現場吹付法枠工 346.0 ｍ２
2年災 6次 361 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 木浦・上山瀬線 3.7 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ アスファルト舗装 1.8 ｍ２ 路盤工 1.8 ｍ２ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
2年災 6次 362 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 小八重・清水岳線 12.0 ｍ 崩土取除工 67.0 ｍ３ 植生基材吹付工 44.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 82.0 ｍ２
2年災 6次 363 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 小八重・清水岳線 11.0 ｍ 大型ブロック 60.0 ｍ２ コンクリート擁壁 5.3 ｍ３ アスファルト舗装 9.9 ｍ２ 路盤工 9.9 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 364 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 舟戸・ナバ田線 10.0 ｍ ブロック積 49.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.8 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 365 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 渡場瀬・杭谷線 8.0 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.2 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 残土処理工 15.0 ｍ３
2年災 6次 366 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般町道 笹の越・松の内線 12.0 ｍ ブロック積 57.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.8 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 残土処理工 41.0 ｍ３
2年災 6次 367 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村黒木 ２級町道 黒木・小黒木線 15.0 ｍ 崩土取除工 175.0 ｍ３ 切土工 4.0 ｍ３ 植生基材吹付工 252.0 ｍ２ 残土処理工 179.0 ｍ３
2年災 6次 368 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般町道 仁田の越・安蔵線 25.0 ｍ 擁壁工 93.0 ｍ２ 盛土工 27.0 ｍ３ コンクリート擁壁 5.3 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 構造物取壊工 46.0 ｍ３
2年災 6次 369 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般町道 松の内・阿切線 7.0 ｍ ブロック積 24.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.8 ｍ３ 盛土工 13.0 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 370 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代北郷線 10.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２５００） 4.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝３０００） 6.0 ｍ Ｇｒコン 9.0 ｍ 雑工（石積工） 1.0 式 アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 31.0 ｍ２
2年災 6次 371 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代北郷線 8.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２５００） 4.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝３０００） 4.0 ｍ Ｇｒコン 7.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 27.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 27.0 ｍ２
2年災 6次 372 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代北郷線 14.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 224.0 ｍ２ 植生基材吹付工 76.0 ｍ２ 吹付法面取壊工 7.4 ｍ２
2年災 6次 373 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 橋詰湯の戸線 8.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２０００） 2.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２５００） 2.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝３０００） 4.0 ｍ Ｇｒコン 8.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 22.0 ｍ２
2年災 6次 374 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 戸下下内の口線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 9.9 ㎡ コンクリート擁壁 1.4 ｍ３ 盛土工 4.4 ｍ３ コンクリート舗装 3.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
2年災 6次 375 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 吐の川松の平線 6.0 ｍ 垂直擁壁工 6.0 ｍ Ｇｒコン 5.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 31.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 31.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.2 ｍ３
2年災 6次 376 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 ２級村道 橘平川の口線 9.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 85.0 ｍ２
2年災 6次 377 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 浅藪蔵の崎線 8.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.６m 8.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 17.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 17.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
2年災 6次 378 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 八重松野線 10.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２５００） 10.0 ｍ Ｇｒコン 9.0 ｍ コンクリート舗装 40.0 ｍ２ 舗装版取壊工 4.0 ｍ３ 雑工（石積工） 1.0 式
2年災 6次 379 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩七ツ山線 18.0 ｍ 植生基材吹付工 186.0 ｍ２ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２０００） 2.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２５００） 6.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝３０００） 6.0 ｍ Ｇｒコン 13.0 ｍ
2年災 6次 380 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 松の平方川線 12.0 ｍ ブロック積　道直裏有 34.0 ㎡ コンクリート擁壁 2.1 ｍ３ Ｇｒ基礎 12.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 13.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 13.0 ｍ２
2年災 6次 381 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 一号橋弓木線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 11.0 ㎡ コンクリート擁壁 1.2 ｍ３ Ｇｒ基礎 6.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 9.3 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 9.3 ｍ２
2年災 6次 382 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 八重合鴫線 27.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 550.0 ㎡
2年災 6次 385 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 七ツ山 一般村道 万ヶ原紋原線 8.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２２５０） 8.0 ｍ Ｇｒコン 7.0 ｍ コンクリート舗装 34.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.4 ｍ３ 雑工（石積工） 1.0 式
2年災 6次 386 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 橋詰わらびの平線 8.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝１５００） 4.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２０００） 4.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 17.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 17.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３
2年災 6次 390 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 浅藪蔵の崎線 34.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 30.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 4.0 ｍ コンクリート擁壁 0.3 ｍ３ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 92.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 92.0 ｍ２
2年災 6次 391 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 寺床管の迫線 10.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３.１m 8.0 ｍ アスファルト舗装 38.0 ｍ２ 路盤工　１０ｃｍ 38.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 27.0 ㎡
2年災 6次 392 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 尾前小原線 30.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．３ｍ 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 14.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．３ｍ 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 4.0 ｍ コンクリート舗装 40.0 ｍ２
2年災 6次 394 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 滝線 9.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 120.0 ｍ２ 切土工 1.0 ｍ３ 崩土取除工 30.0 ｍ３
2年災 6次 395 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 松木線 6.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３.１m 4.0 ｍ アスファルト舗装 28.0 ｍ２ 路盤工　１０ｃｍ 27.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 26.0 ㎡
2年災 6次 396 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 中尾谷日添線 7.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 74.0 ｍ２ 切土工 0.9 ｍ３ 崩土取除工 29.0 ｍ３
2年災 6次 397 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 ２級村道 不土野小崎線 10.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.８m 8.0 ｍ アスファルト舗装 44.0 ｍ２ 路盤工　１０ｃｍ 44.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 37.0 ㎡
2年災 6次 398 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 大久保線 9.0 ｍ 現場吹付法枠工　栗石 147.0 ｍ２ 切土工 8.7 ｍ３ 崩土取除工 31.0 ｍ３ 構造物取壊工 1.0 式
2年災 6次 399 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 蝉の尾長野線 4.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.6 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 400 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 小向線 40.0 ｍ 土工 1.0 式 プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 28.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 305.0 ｍ２ アスファルト舗装 117.0 ｍ２ 路盤工 117.0 ｍ２
2年災 6次 401 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 春の平線 7.0 ｍ 植生基材吹付工 59.0 ｍ２ 切土工 9.3 ｍ３ 崩土取除工 9.9 ｍ３
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2年災 6次 402 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 春の平線 10.5 ｍ ブロック積　道直裏有 30.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.5 m3 石積工 4.0 ｍ２ コンクリート舗装 3.0 ㎡ 舗装版取壊工 3.0 ｍ２
2年災 6次 403 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 本郷合戦原線 8.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 77.0 ｍ２ 切土工 6.6 ｍ３ 崩土取除工 29.0 ｍ３
2年災 6次 404 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 本郷合戦原線 46.7 ｍ 現場吹付法枠工　植生 678.0 ｍ２ 切土工 77.0 ｍ３ 崩土取除工 505.0 ｍ３ 大型ブロック 96.0 ｍ２ ブロック積 12.0 ｍ２
2年災 6次 405 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 ２級村道 間柏原・尾崎線 10.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 8.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.８m 2.0 ｍ 舗装版取壊工 31.0 ｍ２ アスファルト舗装工 43.0 ㎡ 路盤工 43.0 ｍ２
2年災 6次 406 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 石原線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 52.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.7 m3 アスファルト舗装工 1.5 ㎡ 路盤工 1.5 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 408 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 松木線 97.0 ｍ 切土工 23.0 ｍ３ アスファルト舗装 313.0 ｍ２ 路盤工 299.0 ｍ２ アスカーブ 97.0 ｍ 舗装版取壊工 12.0 ｍ３
2年災 6次 409 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町笠下 一般市道 笠下伊原線 7.5 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.6 m3 コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.1 m3 ガードレール工 7.5 ｍ ガードレール基礎工 7.5 ｍ
2年災 6次 410 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町早日渡 一般市道 上崎早下線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 28.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.9 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 411 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 河内 一般町道 米糸線 18.0 ｍ ブロック積　道直裏有 81.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.7 m3 アスカーブ撤去工 18.0 ｍ アスカーブ設置工 18.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 412 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 押方・三ケ所線 26.0 ｍ ブロック積　道直裏有 44.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.7 m3 雑工（取付工） 1.0 式 植生基材吹付工 167.0 ｍ２
2年災 6次 413 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 徳別当・小谷内線 8.0 ｍ Ｌ型擁壁工（２２５０Ｓ） 8.0 ｍ 嵩上げコンクリート工 0.2 ｍ３ 嵩上げコンクリート型枠工 3.5 ｍ２ 鉄筋工（Ｄ１０） 4.4 ｋｇ 舗装版切断工（Ａｓ） 15.6 ｍ
2年災 6次 414 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 下野 一般町道 下野・辻線 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 46.0 ㎡ 小口止工 1.6 ｍ３ 小口止型枠工 7.2 ｍ２ 舗装版切断工（Ｃｏ） 2.1 ｍ 舗装版切断工（Ａｓ） 3.6 ｍ
2年災 6次 415 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 ２級町道 竹の迫丸小野線 7.0 ｍ プレキャストＬ型擁壁工 7.0 ｍ 舗装版切断工（Ｃｏ） 12.4 ｍ 舗装版破砕工（Ｃｏ） 20.0 ｍ２ 舗装工（Ｃｏ） 20.0 ｍ２ 路盤工 20.0 ｍ２
2年災 6次 416 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 押方・三ケ所線 4.5 ｍ 盛土工 11.0 ｍ３ ブロック積　道直裏有 9.2 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.5 m3 張芝工　人工芝 13.0 ㎡ 人力法面整形 13.0 ｍ２
2年災 6次 417 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折奥 一般町道 小菅上鹿川線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.4 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 418 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川一の瀬 一般町道 鶴の平諸塚線 5.0 ｍ Ｌ型擁壁工（２０００Ｓ） 5.0 ｍ 嵩上コンクリート工 0.1 ｍ３ 嵩上コンクリート型枠工 1.5 ｍ２ 鉄筋（Ｄ１０） 2.8 ｋｇ Ｃｏ舗装工 10.0 ｍ２
2年災 6次 419 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折平清水 ２級町道 宮水戸川線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 17.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 0.8 m3 舗装版取壊工(As)　機械 2.1 ㎡ 中間処分料（Ａｓ） 0.2 ｔ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 420 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城鳥屋の平 一般町道 柿の平鳥屋の平線 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 35.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 421 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川大人 一般町道 西川口夕尺線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 24.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.4 m3 舗装版取壊工(As)　機械 2.5 ㎡ 中間処分料（Ａｓ） 0.2 ｔ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 422 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城樅木尾 一般町道 二又上長川線 17.0 ｍ ブロック積　道直裏有 93.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 423 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川内の口 一般町道 日之影諸塚線 18.0 ｍ 崩土除去工 488.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 535.0 ㎡ 掘削（人力） 4.5 ｍ３ 作業残土処理 4.5 m3
2年災 6次 424 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 準用河川 五ケ瀬川水系 室野川 15.0 ｍ 左岸 15.0 ｍ ブロック積　河岩裏無 51.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.6 m3 掛樋工 18.0 ｍ 工事用道路 10.0 ｍ 大型土のう 1.0 袋
2年災 6次 425 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 準用河川 五ケ瀬川水系 中村川 4.0 ｍ 左岸 4.0 ｍ ブロック積　河岩裏無 10.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.5 m3 掛樋工 10.0 ｍ 工事用道路 34.0 ｍ 大型土のう 1.0 袋
2年災 6次 426 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ケ瀬川水系 笹の越川 5.0 ｍ 左岸 5.0 ｍ 石積　直裏有無１００ 16.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.8 m3 工事用道路 31.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所 雑工（すりつけ工） 1.0 式
2年災 6次 427 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 １級町道 本屋敷・波帰線 13.0 ｍ ブロック積　道直裏有 58.0 ｍ２ コンクリート擁壁　Ｈ≦５ｍ 2.7 ｍ３ アスファルト舗装　５ｃｍ 7.1 ｍ２ 上層路盤　１０ｃｍ 7.1 ｍ２ 下層路盤　１５ｃｍ 7.1 ｍ２
2年災 6次 428 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 戸川・荒谷線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡ アスファルト舗装　４ｃｍ 2.4 ｍ２ 上層路盤　７ｃｍ 2.4 ｍ２ 下層路盤　１１ｃｍ 2.4 ｍ２ 舗装版取壊工 2.4 ｍ２
2年災 6次 429 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 坂狩中央線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 49.0 ｍ２ コンクリート擁壁　Ｈ≦５ｍ 1.8 ｍ３ 張芝工　人工芝 20.0 ｍ２ アスファルト舗装　５ｃｍ 8.8 ｍ２ 上層路盤　１０ｃｍ 8.8 ｍ２
2年災 6次 430 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 横通・古戸野線 4.0 ｍ ブロック積　道直裏有 9.9 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.7 m3 盛土工 2.4 ｍ３ 張芝工　人工芝 12.0 ㎡ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 431 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 西の迫・黒板線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 35.0 ｍ２ コンクリート擁壁　Ｈ≦５ｍ 3.0 ｍ３ コンクリート舗装　１０ｃｍ 5.8 ｍ２ 上層路盤　１０ｃｍ 5.8 ｍ２ 舗装版取壊工 5.8 ｍ２
2年災 6次 432 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 土生・上赤線 24.0 ｍ 大型ブロック 108.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 19.0 ㎡ 小口止工 8.4 ｍ３ アスファルト舗装　４ｃｍ 68.0 ｍ２ 上層路盤　７ｃｍ 68.0 ｍ２
2年災 6次 433 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 古戸野・上赤線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 15.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.7 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 6次 434 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 水流・大平線 6.3 ｍ ブロック積　道岩裏有 30.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 0.8 m3 アスファルト舗装　４ｃｍ 1.5 ｍ２ 上層路盤　９ｃｍ 1.5 ｍ２ 区画線工 3.0 ｍ


