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左岸・右岸

3年災 6次 30 小林土木事務所 県工事 えびの市 昌明寺 一級河川 川内川水系 湯の川 33.5 ｍ 左岸 33.5 ｍ ブロック張　河川直基 174.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 張芝工　人工芝 122.0 ㎡ 平型ブロック　層積４t 60.0 個 工事用道路 55.5 ｍ
3年災 6次 35 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字栗下 １級 川内川水系 谷川 62.0 ｍ 右岸 62.0 ｍ ブロック積　河直裏無 159.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 58.0 ｍ３ 工事用道路 66.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 532.7 ｍ
3年災 6次 73 小林土木事務所 県工事 小林市 野尻紙屋 一般県道 奈佐木高岡線 8.2 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 盛土工 10.0 ｍ３ 張芝工 9.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 3.4 ｍ２
3年災 6次 75 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 越野尾 一般村道 下相見線 13.0 ｍ 切土工 3.1 ｍ３ 現場吹付法枠工（モル） 170.0 ｍ２
3年災 6次 76 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大岩屋上只石線 11.0 ｍ 切土工（土砂） 44.0 ｍ３ 現場吹付法枠　枠内モル８㎝ 128.0 ｍ２ 現場吹付法枠　枠内植生３㎝ 86.0 ｍ２
3年災 6次 77 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 祝子町 一般市道 若葉団地１号線 12.0 ｍ 切土工 60.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　枠内植生３ｃｍ 189.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 2.5 ㎡ 路盤工　１０ｃｍ 2.5 ｍ２ アスファルト舗装工　５ｃｍ 2.5 ｍ２
3年災 6次 81 都城土木事務所 県工事 都城市 安久町 一般国道 国道２２２号 18.0 ｍ 盛土工 724.0 ｍ３ 現場打軽量吹付法枠工 368.0 ｍ２ 側溝 18.1 ｍ 溜桝 2.0 基 Ｇｒ　土中 6.5 ｍ
3年災 6次 85 小林土木事務所 県工事 小林市 野尻紙屋 一般県道 奈佐木高岡線 10.0 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装工 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ 構造物取壊工 1.5 ｍ３
3年災 6次 90 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 10.0 ｍ ブロック積（道岩裏有） 7.9 ｍ２ ブロック積（道岩裏無） 11.0 ｍ２ 現場吹付法枠工（モル） 20.0 ｍ２ プレキャストガードレール基礎 7.0 ｍ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ
3年災 6次 92 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町八峡 一般県道 北方高千穂線 9.5 ｍ 崩土取除工 47.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 39.0 ｍ２ 現場吹付法枠工（植生） 66.0 ｍ２ 落石防止網工 150.0 ｍ２ 構造物取壊工 5.8 ｍ３
3年災 6次 93 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大字本城 準用河川 本城川水系 第二遍保ヶ野川 16.0 ｍ 右岸 16.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 47.0 ｍ２ 小口止工 2.3 ｍ３ 大型土のう工 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 雑工（すり付工） 1.0 式
3年災 6次 94 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大字奈留 普通河川 福島川水系 長野川 21.5 ｍ 右岸 21.5 ｍ ブロック積（河直裏無） 81.0 ｍ２ 小口止工 2.0 ｍ３ 大型土のう工 5.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 雑工（すり付工） 1.0 式
3年災 6次 95 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大字奴久見 一般市道 西方奴久見線 7.5 ｍ ブロック積（道直裏有） 33.0 ｍ２ 小口止工 1.5 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 コンクリート舗装版破砕工 7.5 ｍ２ コンクリート舗装工 7.5 ｍ２
3年災 6次 96 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大字奴久見 一般市道 古竹笠祇線 15.0 ｍ 切土工 134.0 ｍ３ 植生基材吹付工 384.0 ㎡
3年災 6次 97 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大字市木 一般市道 秋山遍保ヶ野線 7.1 ｍ ブロック積（道直裏有） 32.0 ｍ２ 排水処理用張コンクリート 8.5 ｍ 構造物取壊工 11.0 ｍ３ 舗装版破砕工 7.8 ｍ２ アスファルト舗装工 8.5 ｍ２
3年災 6次 98 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 宇都川 11.5 ｍ 左岸 11.5 ｍ ブロック積（河直裏無） 42.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 袋詰玉石工（中詰材流用）２ｔ 12.0 袋 構造物取壊工 12.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所
3年災 6次 99 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉之元町 普通河川 大淀川水系 湯穴川 6.5 ｍ 左岸 6.5 ｍ ブロック積 18.0 ｍ２ 小口止工 1.0 箇所 雑工（すり付け工） 1.0 式 仮締切工 1.0 箇所 工事用道路 11.0 ｍ
3年災 6次 101 都城土木事務所 市町村工事 都城市 下水流町 一般市道 下水流６５号線 13.0 ｍ Ｌ型擁壁 13.0 ｍ Ｇｒ　コン 12.5 ｍ アスファルト舗装 47.0 ｍ２ 路盤工 47.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.8 ｍ３
3年災 6次 102 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字池ノ原 一般市道 池ノ上線 6.0 ｍ ブロック積 7.5 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 6.0 ｍ Ｇｒ　コン 6.0 ｍ アスファルト舗装 3.0 ｍ２
3年災 6次 105 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字穂北 一般市道 竹尾畑江線 14.0 ｍ ブロック積 56.0 ｍ２ 小口止工 2.1 ｍ３ Ｇｒ　コン 14.0 ｍ コンクリート舗装　ｔ＝１５ｃｍ 10.0 ｍ２ 舗装版切断工Ａｓ・Ｃｏ 9.7 ｍ
3年災 6次 106 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字平郡 一般市道 楠廻線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁（Ｈ＝１８００） 12.0 ｍ 法面工（人工張芝） 27.0 ｍ２ 舗装工（アスカーブ） 12.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 6次 107 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 宮の本線 5.5 ｍ ブロック積（道直裏有） 20.0 ｍ２ 小口止工 2.7 ｍ３ Ｃｏ舗装工（ｔ＝１０ｃｍ） 1.7 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 1.7 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 6次 108 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 下福良つちのこ線 6.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 54.0 ｍ２ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 4.0 ｍ 切土工 4.1 ｍ３ 崩土取除工 15.0 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 6次 109 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 28.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 335.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 126.0 ｍ２ 切土工 7.8 ｍ３ 崩土取除工 584.0 ｍ３
3年災 6次 110 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 下福良下線 17.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 17.0 ｍ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 6次 111 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 寺床線 4.0 ｍ 補強土壁工 18.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 22.0 ｍ２ Ｃｏ舗装工（ｔ＝１０ｃｍ） 22.0 ｍ２ 舗装版取壊工 2.2 ｍ３ 構造物取壊工 1.7 ｍ３
3年災 6次 112 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 高松線 10.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 149.0 ｍ２ 切土工 11.0 ｍ３ 崩土取除工 49.0 ｍ３
3年災 6次 113 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉矢部線 12.0 ｍ 大型ブロック積（控７５０） 65.0 ｍ２ プレキャストガードレール基礎工 16.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 50.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 50.0 ｍ２ 構造物取壊工 2.8 ｍ３
3年災 6次 114 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字三田井 一般町道 山川上線 5.0 ｍ ブロック積 13.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.5 ｍ３ 舗装版取壊工 7.2 ｍ２ コンクリート舗装 7.2 ｍ２ 路盤工 2.5 ｍ２
3年災 6次 115 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 大字鞍岡 一般町道 本屋敷・国見線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 21.0 ㎡ コンクリート擁壁 3.0 ｍ３ アスファルト舗装 3.5 ｍ２ 路盤工 3.5 ｍ２ Ｇｒ基礎工 5.0 ｍ
3年災 6次 116 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 大字鞍岡 一般町道 本屋敷・国見線 9.0 ｍ 大型ブロック 50.0 ｍ２ コンクリート擁壁 6.9 ｍ３ アスファルト舗装 32.0 ｍ２ 路盤工 32.0 ｍ２ Ｇｒ基礎工 9.0 ｍ

決定概要

路河川名等
復旧延長 概要１ 概要２ 概要３ 概要４ 概要５

年災 査定
工事
番号

事務所名
県・市町村
工事

位置


