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左岸・右岸

3年災 7次 72 小林土木事務所 県工事 小林市 須木中原 一般県道 田代八重綾線 19.0 ｍ 土砂除去工 72.0 ｍ３ 現場吹付法枠工（モル） 89.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 32.0 本 落石防止網設置工 630.0 ｍ２ 落石防止網撤去工 457.0 ｍ２
3年災 7次 82 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字水流 一級河川 川内川水系 湯の川 34.0 ｍ 左岸 34.0 ｍ ブロック張　河川直基 169.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 32.0 ㎡ 根固め工布設替 8.0 個 現場打擁壁工 1.0 基
3年災 7次 83 小林土木事務所 県工事 小林市 真方 一級河川 大淀川水系 石氷川 11.1 ｍ 左岸 11.1 ｍ 大型ブロック 81.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 平型ブロック　層積１t 20.0 個 構造物取壊工 24.0 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
3年災 7次 86 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町内山 一級河川 大淀川水系 内山川 19.0 ｍ 左岸 19.0 ｍ ブロック張 130.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 25.0 ｍ３ 工事用道路 111.0 ｍ 瀬替工 36.0 ｍ
3年災 7次 87 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町五町 一級河川 大淀川水系 内山川 23.0 ｍ 右岸 23.0 ｍ ブロック積 138.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 43.0 個 構造物取壊工 14.0 ｍ３ 掛樋工 40.0 ｍ
3年災 7次 88 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字南俣 １級 大淀川水系 牛喰谷川 50.0 ｍ 右岸 50.0 ｍ ブロック積 197.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固工ブロック１．０ｔ 32.0 個 工事用道路 159.4 ｍ 大型土のう 3.0 袋
3年災 7次 100 都城土木事務所 市町村工事 都城市 山之口町 １級市道 青井岳中河内線 28.0 ｍ 現場吹付法枠工（モル） 1,282.0 ｍ２ 落石防止網工 270.0 ｍ２ 落石防止網撤去工 1.0 式 仮設防護柵工 34.0 ｍ
3年災 7次 118 小林土木事務所 県工事 小林市 北西方 一級河川 大淀川水系 石氷川 37.3 ｍ 左岸 37.3 ｍ ブロック積　河直裏無 189.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 平型ブロック　層積２t 42.0 個 構造物取壊工 74.0 ｍ３ 工事用道路 79.7 ｍ
3年災 7次 120 小林土木事務所 県工事 小林市 細野 一級河川 大淀川水系 辻の堂川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 55.0 ㎡ 小口止め 2.0 基 平型ブロック　層積１t 20.0 個 張芝工　野芝 7.2 ㎡ 工事用道路 91.0 ｍ
3年災 7次 121 小林土木事務所 県工事 小林市 野尻 一級河川 大淀川水系 城の下川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 56.0 ｍ２ 小口止工 2.0 式 雑工（取付工） 1.0 式 構造物取壊工 0.5 ｍ３ 工事用道路 78.0 ｍ
3年災 7次 122 日南土木事務所 県工事 日南市 松永 二級河川 広渡川水系 広渡川 8.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ ネットワークハブ補修 1.0 台 無線ＬＡＮ交換 3.0 台
3年災 7次 123 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字内海 二級河川 野島川水系 野島川 35.0 ｍ 右岸 35.0 ｍ ブロック積 142.0 ｍ２ 小口止工 2.6 ｍ３ 雑工（ブロック積） 1.0 式 構造物取壊工 53.0 ｍ３ 鋼矢板打込　その他 38.0 枚
3年災 7次 125 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字内海 二級河川 小内海川水系 小内海川 9.9 ｍ 右岸 9.9 ｍ ブロック積 46.0 ｍ２ 小口止工 2.8 ｍ３ 工事用道路 105.0 ｍ 大型土のう工 24.0 袋 根固めブロック移設２．０ｔ 5.0 個
3年災 7次 126 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字糸原 一級河川 大淀川水系 内の丸川 43.3 ｍ 左岸 43.3 ｍ 大型ブロック積工 73.0 ｍ２ ブロック積工 138.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 根固ブロック２．０ｔ 79.0 個 盛土工 475.0 ｍ３
3年災 7次 128 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字内海 二級河川 野島川水系 野島川 51.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ 右岸 43.0 ｍ ブロック積 260.0 ｍ２ 小口止工 5.3 ｍ３ 雑工（ブロック積） 1.0 式 構造物取壊工 74.0 ｍ３ 舗装版取壊工 13.0 ｍ２
3年災 7次 129 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字内海 一般県道 内海加江田線 66.6 ｍ アスファルト舗装 356.0 ｍ２ 路盤工 356.0 ｍ２ 舗装版切断工 74.4 ｍ 舗装版取壊工 51.0 ｍ３ 構造物取壊工 0.7 ｍ３
3年災 7次 130 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字内海 一般県道 内海加江田線 20.6 ｍ 積ブロック　道直裏有 76.0 ｍ２ コンクリート擁壁　Ｈ≦５ｍ 2.4 ｍ３ アスファルト舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２ コンクリート張 28.0 ｍ２
3年災 7次 133 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字木脇 主要地方道 佐土原国富線 14.0 ｍ ブロック積 75.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 2.6 ｍ２ 転落防止柵撤去・設置（再利用） 18.0 ｍ 構造物取壊工 7.3 ｍ３
3年災 7次 134 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字大瀬町 準用河川 大淀川水系 前溝川 47.0 ｍ 左岸 31.0 ｍ 右岸 16.0 ｍ ブロック張 230.0 ｍ２ 袋詰玉石工 56.0 袋 張芝工 68.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 34.0 ｍ３
3年災 7次 135 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字加江田 一般市道 内山自然休養村線 24.0 ｍ ブロック積 110.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 23.0 ｍ３ 仮締切工 1.0 式 雑工（すりつけ工） 1.0 式
3年災 7次 136 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字加江田 一般市道 内山自然休養村線 18.9 ｍ ブロック積〈河直裏無〉 56.0 ｍ２ ブロック積（河岩裏無） 12.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 根固ブロック（１．０ｔ型） 17.0 個 アスファルト舗装 5.4 ｍ２
3年災 7次 137 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字加江田 一般市道 内山自然休養村線 33.3 ｍ ブロック積 42.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 雑工（すりつけ工） 1.0 式 構造物取壊工 1.0 式 大型土のう工 9.0 袋
3年災 7次 140 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字内海 一般市道 内海納屋ケ平線 8.0 ｍ ブロック積 33.0 ｍ２ 根固ブロック（１．０ｔ型） 10.0 個 小口止 2.0 基 アスファルト舗装 7.5 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
3年災 7次 141 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字折生迫 １級市道 折生迫停車場線 25.0 ｍ 重力式擁壁 72.0 ｍ３ 落石防止柵　１．５ｍ 26.0 ｍ 現場吹付法枠工（モル） 841.0 ｍ２ 法面整形工 841.0 ｍ２ 排水工 31.6 ｍ
3年災 7次 143 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字加江田 一般市道 内山自然休養村線 68.0 ｍ アスファルト舗装 322.0 ｍ２ 路盤工 72.0 ｍ２ 舗装切断工 42.3 ｍ 舗装版取壊工 15.0 ｍ３ 区画線工 104.5 ｍ
3年災 7次 146 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字内海 一般市道 坂野樋口線 56.5 ｍ アスファルト舗装 197.0 ｍ２ 路盤工 197.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.3 ｍ３
3年災 7次 148 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字富土 一般市道 富土郷之原線 35.0 ｍ 切土工 22.0 ｍ３ 現場吹付法枠工（モル） 874.0 ｍ２ アスファルト舗装 53.0 ｍ２ 路盤工 53.0 ｍ２ 吹付法面取壊工 778.0 ｍ２
3年災 7次 149 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字酒谷 一般市道 大谷線 17.5 ｍ ブロック積 76.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 ガードレール基礎工 17.5 ｍ Ｇｒ　コン 17.5 ｍ アスファルト舗装 11.0 ｍ２
3年災 7次 151 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町中村乙 一般市道 小浜竹之尻線 10.0 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 1.0 箇所 カードレール基礎工 9.0 ｍ Ｇｒ　コン 9.8 ｍ コンクリート舗装 16.0 ｍ２
3年災 7次 152 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 一般市道 宿野本太郎線 9.4 ｍ ブロック積 30.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 ガードレール基礎工 9.4 ｍ Ｇｒ　再使用 2.0 ｍ アスファルト舗装 7.9 ｍ２
3年災 7次 153 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字酒谷 一般市道 中山線 6.0 ｍ ブロック積 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 9.3 ｍ２ 路盤工 9.3 ｍ２ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
3年災 7次 154 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 一般市道 板谷大戸野線 6.0 ｍ ブロック積 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 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 3.9 ｍ２
3年災 7次 156 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字酒谷 一般市道 大谷線 11.0 ｍ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 8.7 ｍ２ 路盤工 8.7 ｍ２ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
3年災 7次 157 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字荒武 一般市道 塩水小鍋線 14.0 ｍ ブロック積 89.0 ｍ２ 小口止工 2.5 ｍ３ 舗装版切断工Ｃｏ 15.2 ｍ 舗装版取壊工Ｃｏ 0.8 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 7次 159 延岡土木事務所 県工事 延岡市 安井町 一般県道 浦城東海線 28.0 ｍ 現場吹付法枠工（モル） 386.0 ｍ２ 構造物取壊工 30.0 ｍ３ Ｇｒ　土中 28.0 ｍ 崩土取除工 19.0 ｍ３ 仮設モルタル吹付工 386.0 ｍ２
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