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左岸・右岸

4年災 8次 58 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 21.0 ｍ ブロック積 42.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 9.9 ｍ２ 区画線工 15.3 ｍ 防護柵設置工 21.0 ｍ
4年災 8次 156 都城土木事務所 県工事 都城市 山之口町山之口 一級河川 大淀川水系 東岳川 90.9 ｍ 右岸 90.9 ｍ ブロック積 306.0 ｍ２ 大型ブロック 201.0 ｍ２ コンクリート擁壁 15.4 ｍ３ 張芝工 94.0 ｍ２ アスファルト舗装 74.0 ｍ２
4年災 8次 222 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 桑の木原川 45.0 ｍ 左岸 45.0 ｍ 大型ブロック 282.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路（敷砂利） 144.0 ｍ 工事用道路（敷鉄板） 41.0 ｍ 大型土のう工 97.0 袋
4年災 8次 225 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 16.9 ｍ Ｌ型擁壁 15.0 ｍ 現場吹付法枠工 65.0 ｍ２ アスファルト舗装 79.0 ｍ２ 路盤工 79.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 16.9 ｍ
4年災 8次 228 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 18.4 ｍ 大型ブロック 50.0 ｍ２ ブロック積 20.0 ｍ２ 盛土工 110.0 ｍ３ アスファルト舗装 15.0 ｍ２ 路盤工 15.0 ｍ２
4年災 8次 248 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北川町八戸 一級河川 五ヶ瀬川水系 北川 37.0 ｍ 左岸 37.0 ｍ ブロック張 353.0 ｍ２ コンクリート擁壁 6.8 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 根固ブロック２．０ｔ 57.0 個 構造物取壊工 8.0 ｍ３
4年災 8次 253 延岡土木事務所 県工事 延岡市 佐野 一級河川 五ヶ瀬川水系 祝子川 35.0 ｍ 左岸 35.0 ｍ ブロック張 223.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.2 ｍ３ 鋼矢板打込 38.0 枚 根固ブロック２．０ｔ 131.0 個 構造物取壊工 95.0 ｍ３
4年災 8次 377 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 岡元町 普通河川 五ヶ瀬川 岡元川 37.0 ｍ 左岸 37.0 ｍ ブロック積 113.0 ｍ２ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.7 m3 張芝工　野芝 51.0 ㎡ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 45.0 ｍ
4年災 8次 379 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町上鹿川 普通河川 五ヶ瀬川 鹿川谷川 15.9 ｍ 左岸 15.9 ｍ 大型ブロック積 117.0 ｍ２ もたれ擁壁工 10.0 m3 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 144.0 ｍ 大型土のう工 75.0 袋
4年災 8次 380 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町藤の木 普通河川 五ケ瀬川水系 柚の木谷川 26.0 ｍ 左岸 26.0 ｍ ブロック積 87.0 ｍ２ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 0.9 m3 もたれ擁壁工 1.6 m3 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 60.0 ｍ
4年災 8次 382 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町藤の木 普通河川 五ケ瀬川水系 柚の木谷川 6.5 ｍ 右岸 6.5 ｍ ブロック積 32.0 ｍ２ もたれ擁壁工 3.2 m3 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 50.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 383 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町上崎 普通河川 五ヶ瀬川水系 仁田尾谷川 22.0 ｍ 左岸 22.0 ｍ ブロック積 62.0 ｍ２ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.8 m3 張芝工　野芝 22.0 ㎡ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 36.0 ｍ
4年災 8次 385 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町早日渡 ２級市道 峠神亀ヶ崎線 14.5 ｍ ブロック積　道直裏有 57.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.2 m3 集水桝工　φ３００用 1.0 箇所 Ｕ型側溝　２４０ 9.2 ｍ 舗装版取壊工（As)　人力 6.0 ㎡
4年災 8次 387 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町川水流 一般市道 桑水流線 10.5 ｍ ブロック積　道岩裏有 44.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.7 m3 コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.2 m3 アスファルト舗装工 5.7 ｍ２ 路盤工 5.7 ｍ２
4年災 8次 391 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町上鹿川 一般市道 上鹿川下鹿川線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 50.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.6 m3 コンクリート舗装 11.0 ㎡ 舗装版切断工 11.3 ｍ 舗装版取壊工（Ｃｏ） 3.7 ｍ２
4年災 8次 405 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町曽木 一般市道 曽木原荒谷線 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 46.0 ㎡ もたれ擁壁工 3.5 m3 アスファルト舗装工 2.7 ｍ２ 路盤工 2.7 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 2.7 ㎡
4年災 8次 480 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 83.5 ｍ 現場打軽量法枠工 242.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 128.0 ｍ２ フトン籠工 87.0 ｍ コンクリート張 23.0 ｍ２ Ｌ型擁壁 16.0 ｍ
4年災 8次 481 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 7.0 ｍ モル吹付　８㎝ 36.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 48.0 ｍ２ 構造物取壊工 3.6 ｍ３
4年災 8次 482 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字堤内 一級河川 大淀川水系 明久川 26.7 ｍ 右岸 26.7 ｍ ブロック積 80.0 ｍ２ 鋼矢板工 30.0 枚 小口止工 2.0 基 根固ブロック１．０ｔ 92.0 個 張芝工（野芝） 116.0 ｍ２
4年災 8次 483 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町乙 二級河川 清武川水系 清武川 75.0 ｍ 左岸 75.0 ｍ ブロック張 734.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 横帯工 1.0 基 根固ブロック３．０ｔ 82.0 個 構造物取壊工 152.0 ｍ３
4年災 8次 484 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町乙 二級河川 清武川水系 清武川 18.5 ｍ 左岸 18.5 ｍ ブロック積 100.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 6.0 個 根固ブロック（撤去・再設置） 36.0 個 雑工（ブロック積） 1.0 式
4年災 8次 485 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字熊野 二級河川 清武川水系 清武川 37.2 ｍ 左岸 37.2 ｍ ブロック張 371.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 46.0 個 根固ブロック（撤去・再設置） 6.0 個 構造物取壊工 78.0 ｍ３
4年災 8次 486 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町甲 ２級 清武川水系 別府田野川 10.0 ｍ 左岸 10.0 ｍ ブロック張 84.0 ｍ２ 構造物取壊工 23.0 ｍ３ 工事用道路 105.0 ｍ 大型土のう工 197.0 袋 敷鉄板 117.0 ｍ２
4年災 8次 488 日南土木事務所 県工事 日南市 殿所 二級河川 広渡川水系 広渡川 30.0 ｍ 右岸 30.0 ｍ 根固ブロック２．０ｔ 316.0 個 工事用道路 30.0 ｍ
4年災 8次 489 日南土木事務所 県工事 日南市 益安 二級河川 広渡川水系 益安川 17.0 ｍ 左岸 17.0 ｍ ブロック張 146.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 21.0 ｍ３ 工事用道路 47.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 493 日南土木事務所 県工事 日南市 上方 二級河川 細田川水系 細田川 20.4 ｍ 右岸 20.4 ｍ ブロック張 136.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 32.4 ｍ３ 工事用道路 45.4 ｍ 大型土のう工 103.0 袋
4年災 8次 497 串間土木事務所 県工事 串間市 西方 二級河川 福島川水系 福島川 33.6 ｍ 右岸 33.6 ｍ ブロック張 86.0 ｍ２ コンクリート擁壁 0.9 ｍ３ 鋼矢板打込（１０Ｈ型） 38.0 枚 構造物取壊工 38.0 ｍ３ 大型土のう工 71.0 袋
4年災 8次 498 串間土木事務所 県工事 串間市 西方 二級河川 福島川水系 福島川 23.0 ｍ 右岸 23.0 ｍ ブロック張 29.0 ｍ２ 構造物取壊工 15.0 ｍ３ 工事用道路 34.6 ｍ 大型土のう工 48.0 袋
4年災 8次 499 串間土木事務所 県工事 串間市 西方 二級河川 福島川水系 善田川 13.2 ｍ 左岸 13.2 ｍ ブロック積 55.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.2 ｍ３ 張芝工 5.7 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 構造物取壊工 14.0 ｍ３
4年災 8次 500 串間土木事務所 県工事 串間市 北方 二級河川 福島川水系 初田川 72.4 ｍ 左岸 72.4 ｍ ブロック積 280.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（石積工） 1.0 式 袋詰根固工 70.0 袋 コンクリート舗装 126.0 ｍ２
4年災 8次 501 都城土木事務所 県工事 高城町 大井手 一級河川 大淀川水系 東岳川 7.3 ｍ 左岸 7.3 ｍ ブロック張 62.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.2 ｍ３ 構造物取壊工 8.3 ｍ３ 工事用道路 75.2 ｍ 大型土のう工 12.0 袋
4年災 8次 502 都城土木事務所 県工事 都城市 山之口町山之口 一級河川 大淀川水系 東岳川 10.4 ｍ 左岸 10.4 ｍ 根継工 10.4 ｍ 矢板基礎 10.4 ｍ 工事用道路 47.4 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所 敷鉄板 8.0 枚
4年災 8次 504 都城土木事務所 県工事 三股町 蓼池 一級河川 大淀川水系 花の木川 88.8 ｍ 左岸 59.8 ｍ 右岸 44.0 ｍ ブロック張 735.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.8 ｍ３ 根継工 29.0 ｍ 矢板基礎 29.0 ｍ 構造物取壊工 123.0 ｍ３
4年災 8次 505 都城土木事務所 県工事 都城市 山之口町富吉 一級河川 大淀川水系 花の木川 46.0 ｍ 右岸 46.0 ｍ ブロック張 274.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.0 ｍ３ 袋詰根固工 27.0 袋 構造物取壊工 39.0 ｍ３ 工事用道路 333.5 ｍ
4年災 8次 506 都城土木事務所 県工事 都城市 山之口町花木 一級河川 大淀川水系 花の木川 13.0 ｍ 左岸 13.0 ｍ ブロック積 57.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.8 ｍ３ 張芝工 3.2 ｍ２ 構造物取壊工 3.3 ｍ３ 大型土のう工 4.0 袋
4年災 8次 507 都城土木事務所 県工事 三股町 長田 一級河川 大淀川水系 沖水川 32.0 ｍ 右岸 32.0 ｍ ブロック積 156.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.7 ｍ３ 張芝工 6.3 ｍ２ 工事用道路 48.0 ｍ 傾斜足場 135.0 掛ｍ２
4年災 8次 508 都城土木事務所 県工事 三股町 宮村 一級河川 大淀川水系 萩原川 48.0 ｍ 左岸 48.0 ｍ ブロック積 251.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.6 ｍ３ 張芝工 107.0 ｍ２ 袋詰根固工 22.0 袋 工事用道路 26.0 ｍ
4年災 8次 509 都城土木事務所 県工事 三股町 宮村 一級河川 大淀川水系 寺柱川 38.0 ｍ 右岸 38.0 ｍ ブロック積 198.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.8 ｍ３ 張芝工 47.0 ｍ２ 袋詰根固工 23.0 袋 工事用道路 197.0 ｍ
4年災 8次 510 都城土木事務所 県工事 三股町 宮村 一級河川 大淀川水系 寺柱川 61.5 ｍ 左岸 61.5 ｍ ブロック積 193.0 ｍ２ コンクリート擁壁 4.5 ｍ３ 根固ブロック２．０ｔ 92.0 個 根固ブロック再設置 33.0 個 張芝工 24.0 ｍ２
4年災 8次 511 都城土木事務所 県工事 都城市 安久 一級河川 大淀川水系 萩原川 14.0 ｍ 左岸 14.0 ｍ ブロック張 134.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.8 ｍ３ 張芝工 57.0 ｍ２ 構造物取壊工 4.0 ｍ３ 工事用道路 78.5 ｍ
4年災 8次 512 小林土木事務所 県工事 小林市 須木鳥田 一級河川 大淀川水系 本庄川 50.0 ｍ 左岸 50.0 ｍ ブロック積 232.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 仮締切排水工 1.0 箇所 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ 袋詰根固撤去工 25.0 個
4年災 8次 513 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村鳥田 一級河川 大淀川水系 本庄川 40.0 ｍ 左岸 40.0 ｍ ブロック積 212.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 5.1 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ
4年災 8次 514 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村鳥田 一級河川 大淀川水系 本庄川 14.0 ｍ 右岸 14.0 ｍ ブロック積 68.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 28.0 ｍ２ 構造物取壊工 1.6 ｍ３ 工事用道路 56.2 ｍ
4年災 8次 515 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村中原 一級河川 大淀川水系 袋谷川 30.0 ｍ 右岸 30.0 ｍ ブロック積 153.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 根固ブロック（４ｔ） 42.0 個 ボックスカルバート工 2.7 ｍ 現場打水路工 1.0 箇所
4年災 8次 516 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 20.3 ｍ 左岸 20.3 ｍ ブロック積 82.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 大型土のう工 6.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所 構造物取壊工 26.0 ｍ３
4年災 8次 517 小林土木事務所 県工事 小林市 東方 一級河川 大淀川水系 谷之木川 52.0 ｍ 左岸 52.0 ｍ 大型ブロック積 218.0 ｍ２ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 張芝工　野芝 30.0 ｍ２ 工事用道路 156.0 ｍ
4年災 8次 518 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 21.1 ｍ 左岸 21.1 ｍ 大型ブロック積 159.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック（１ｔ） 36.0 個 構造物取壊工 46.0 ｍ３ 工事用道路 63.7 ｍ
4年災 8次 519 小林土木事務所 県工事 小林市 南西方 一級河川 大淀川水系 石氷川 27.0 ｍ 左岸 27.0 ｍ ブロック張 166.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 16.0 ｍ２ 構造物取壊工 2.5 ｍ３ 工事用道路 47.6 ｍ
4年災 8次 520 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 10.0 ｍ 左岸 10.0 ｍ ブロック積 51.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック（１ｔ） 18.0 個 構造物取壊工 2.6 ｍ３ 工事用道路 87.6 ｍ
4年災 8次 521 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 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック積 106.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 27.0 ｍ２ 根固ブロック（４ｔ） 22.0 個 工事用道路 127.2 ｍ
4年災 8次 522 小林土木事務所 県工事 高原町 蒲牟田 一級河川 大淀川水系 湯の元川 13.0 ｍ 右岸 13.0 ｍ ブロック積 68.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 掛樋工 60.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所 大型土のう工 9.0 袋
4年災 8次 523 小林土木事務所 県工事 えびの市 杉水流 一級河川 川内川水系 川内川 35.8 ｍ 左岸 35.8 ｍ ブロック張 306.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 排水工（φ４００） 2.4 ｍ 張芝工　野芝 13.0 ｍ２ 構造物取壊工 6.0 ｍ３
4年災 8次 524 小林土木事務所 県工事 えびの市 末永 一級河川 川内川水系 白鳥川 37.2 ｍ 左岸 37.2 ｍ ブロック積 167.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 25.0 ｍ２ 張芝工　人工芝 22.0 ｍ２ 根固ブロック（２ｔ） 30.0 個
4年災 8次 525 小林土木事務所 県工事 えびの市 末永 １級 川内川水系 出水川 8.2 ｍ 右岸 8.2 ｍ ブロック張 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 6.0 ｍ２ 根固ブロック（２ｔ） 14.0 個 構造物取壊工 15.0 ｍ３
4年災 8次 526 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村中原 一般国道 国道２６５号 9.0 ｍ 大型ブロック 39.0 ｍ２ ブロック積 11.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 18.0 ｍ２ 舗装版切断工 14.3 ｍ
4年災 8次 529 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木内山 一般県道 奈佐木高岡線 10.0 ｍ ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 8.5 ｍ２ 区画線工 10.0 ｍ 舗装版切断工 11.7 ｍ
4年災 8次 530 小林土木事務所 県工事 小林市 真方 一般県道 木浦木小林停車場線 12.0 ｍ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 盛土工 10.0 ｍ３ 排水工 12.0 ｍ アスファルト舗装 6.0 ｍ２
4年災 8次 531 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字須志田 一級河川 大淀川水系 深年川 35.5 ｍ 右岸 35.5 ｍ ブロック張 301.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工 56.0 ｍ２ 構造物取壊工 8.9 ｍ３ 大型土のう工 98.0 袋
4年災 8次 532 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字須志田 一級河川 大淀川水系 深年川 7.5 ｍ 右岸 7.5 ｍ ブロック張 59.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張芝工 19.0 ｍ２ 構造物取壊工 22.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 533 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字深年 一級河川 大淀川水系 後川 20.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック張 246.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 平型ブロック　層積２t 12.0 個 張芝工　野芝 14.0 ㎡ 構造物取壊工 42.0 ｍ３
4年災 8次 534 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字深年 一級河川 大淀川水系 後川 9.0 ｍ 左岸 9.0 ｍ 右岸 9.0 ｍ ブロック張 134.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 平型ブロック　層積２t 14.0 個 張芝工　野芝 9.0 ㎡ 構造物取壊工 35.0 ｍ３
4年災 8次 535 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字深年 一級河川 大淀川水系 後川 76.5 ｍ 左岸 76.5 ｍ ブロック張 512.0 ｍ２ 平型ブロック　層積２t 51.0 個 張芝工　野芝 38.0 ㎡ 構造物取壊工 164.0 ｍ３ 工事用道路工 96.0 ｍ
4年災 8次 536 高岡土木事務所 県工事 高岡町 飯田 一級河川 大淀川水系 飯田川 23.0 ｍ 左岸 23.0 ｍ ブロック積工 51.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 矢板工 25.0 枚 平型ブロック　層積１t 38.0 個 構造物取壊工 28.0 ｍ３
4年災 8次 537 高岡土木事務所 県工事 高岡町 浦之名 一級河川 大淀川水系 浦之名川 45.5 ｍ 右岸 45.5 ｍ ブロック張 166.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 平型ブロック　層積２t 84.0 個 張芝 85.0 ｍ２ 構造物取壊工 62.0 ｍ３
4年災 8次 538 高岡土木事務所 県工事 高岡町 浦之名 一級河川 大淀川水系 浦之名川 101.2 ｍ 左岸 101.2 ｍ ブロック張 248.0 ｍ２ ブロック積 67.0 ｍ２ 張芝工 167.0 ｍ２ 平型ブロック　層積１t 168.0 個 大型土のう工 71.0 袋
4年災 8次 539 高岡土木事務所 県工事 高岡町 浦之名 一般国道 国道２６８号 7.0 ｍ 切土工 23.0 ｍ３ 現場吹付法枠工 73.0 ｍ２ 倒木処理工 1.0 式
4年災 8次 540 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字南俣 主要地方道 宮崎須木線 17.0 ｍ 現場吹付法枠工 85.0 ｍ２ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 10.0 ｍ２ ガードレール撤去 17.0 ｍ
4年災 8次 541 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字北俣 一般県道 田代八重綾線 46.0 ｍ 掘削工 1,963.0 ｍ３ 現場吹付法枠工（３００） 2,826.0 ｍ 枠内植生基材　５ｃｍ 438.0 ｍ２ 枠内モルタル　８ｃｍ 1,479.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 154.0 本
4年災 8次 542 西都土木事務所 県工事 西都市 黒生野 二級河川 一ツ瀬川水系 一ツ瀬川 24.0 ｍ 左岸 24.0 ｍ 右岸 24.0 ｍ ブロック張 130.0 ｍ２ 張芝工 20.0 ｍ２ 根固ブロック２．０ｔ 40.0 個 構造物取壊工 30.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 139.0 ｍ
4年災 8次 544 西都土木事務所 県工事 西都市 寒川 二級河川 一ツ瀬川水系 三財川 943.0 ｍ 右岸 943.0 ｍ 立花ダム（送配電線・通信回線） 943.0 ｍ 高圧電線工 434.0 ｍ 架空地線工 616.0 ｍ 光ケーブル工 802.0 ｍ メタルケーブル工 898.0 ｍ
4年災 8次 546 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 55.0 ｍ 大型ブロック 33.0 ｍ２ ブロック積 21.0 ｍ２ アスファルト舗装 210.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ 舗装版取壊工 9.3 ｍ３
4年災 8次 548 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 212.0 ｍ ブロック積 58.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 21.4 ｍ アスファルト舗装 892.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版取壊工 44.0 ｍ３
4年災 8次 549 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 41.0 ｍ アスファルト舗装 271.0 ｍ２ 舗装版取壊工 13.0 ｍ３
4年災 8次 550 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 31.5 ｍ ブロック積 123.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 32.5 ｍ アスファルト舗装 125.0 ｍ２ 舗装版取壊工 18.0 ｍ３
4年災 8次 551 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 54.0 ｍ 大型ブロック 236.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 管渠 2.0 ｍ Ｇｒ　コン 60.8 ｍ アスファルト舗装 339.0 ｍ２
4年災 8次 552 西都土木事務所 県工事 西米良村 竹原 一般国道 国道２６５号 18.8 ｍ ブロック積 99.0 ｍ２ アスファルト舗装 50.0 ｍ２ 転落防止柵（再利用） 24.0 ｍ 工事用道路 45.0 ｍ 大型土のう工 170.0 袋
4年災 8次 553 西都土木事務所 県工事 西米良村 竹原 一般国道 国道２６５号 96.6 ｍ 大型ブロック 368.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 横断暗渠 4.0 ｍ 転落防止柵工（再利用） 48.0 ｍ 防護柵基礎工 41.5 ｍ
4年災 8次 556 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 10.0 ｍ 大型ブロック 53.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 10.0 ｍ Ｇｒ　再使用 2.5 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 557 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 93.3 ｍ 大型ブロック 25.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 Ｇｒ　コン 4.5 ｍ Ｇｒ　再使用 2.0 ｍ 舗装版取壊工 26.0 ｍ３
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4年災 8次 558 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 35.0 ｍ かご工 432.0 ｍ 落石防止柵　１．５ｍ 30.0 ｍ 管渠 14.6 ｍ 溜桝 2.0 基 側溝 6.4 ｍ
4年災 8次 559 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 17.5 ｍ 大型ブロック 87.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 51.0 ｍ２ 区画線工 17.5 ｍ 防護柵設置工 17.5 ｍ
4年災 8次 560 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 7.0 ｍ 大型ブロック 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 25.0 ｍ２ 区画線工 7.0 ｍ 防護柵設置工 7.0 ｍ
4年災 8次 561 西都土木事務所 県工事 西米良村 小川 一般県道 小川越野尾線 6.5 ｍ 重力式擁壁 25.0 ｍ３ 横断暗渠 5.0 ｍ Ｇｒ　コン 6.5 ｍ Ｇｒ　土中 4.2 ｍ コンクリート舗装 42.0 ｍ２
4年災 8次 562 西都土木事務所 県工事 西米良村 小川 一般県道 小川越野尾線 7.0 ｍ 大型ブロック 42.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 7.0 ｍ アスファルト舗装 31.0 ｍ２ 舗装版切断工 19.1 ｍ
4年災 8次 563 西都土木事務所 県工事 西米良村 小川 一般県道 小川越野尾線 10.0 ｍ 大型ブロック 69.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 10.0 ｍ アスファルト舗装 46.0 ｍ２ 舗装版切断工 22.8 ｍ
4年災 8次 564 西都土木事務所 県工事 西米良村 越野尾 一般県道 小川越野尾線 64.8 ｍ 崩土取除工 682.0 ｍ３ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 64.8 ｍ アスファルト舗装 48.0 ｍ２
4年災 8次 565 高鍋土木事務所 県工事 木城町 大字中之又 一級河川 小丸川水系 小丸川 1000.0 ｍ 右岸 1,000.0 ｍ 流木除去対象数量 1,254.0 ｍ３
4年災 8次 566 高鍋土木事務所 県工事 川南町 大字平田 二級河川 平田川水系 平田川 80.5 ｍ 左岸 80.5 ｍ ブロック積 444.0 ｍ２ 鋼矢板打込　その他 89.0 枚 根固ブロック２．０ｔ 415.0 個 構造物取壊工 194.0 ｍ３ 工事用道路 200.2 ｍ
4年災 8次 567 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村鬼神野 一級河川 小丸川水系 小丸川 10.2 ｍ 左岸 10.2 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 16.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 31.0 ｍ 大型土のう工 25.0 袋
4年災 8次 568 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村鬼神野 一級河川 小丸川水系 小丸川 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック積 79.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 3.7 ｍ３ 工事用道路（敷鉄板） 30.3 ｍ 雑工（ブロック積） 9.2 ｍ２
4年災 8次 570 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村鬼神野 一級河川 小丸川水系 小丸川 21.0 ｍ 左岸 21.0 ｍ カゴマット多段　突込 85.0 ｍ２ 張芝工 41.0 ｍ２ 構造物取壊工 35.0 ｍ３ 工事用道路 107.3 ｍ 瀬替工 21.0 ｍ
4年災 8次 571 日向土木事務所 県工事 美郷町 東郷町中水流 一級河川 小丸川水系 小丸川 22.0 ｍ 左岸 22.0 ｍ ブロック積 106.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張芝工 35.0 ｍ２ 工事用道路 42.0 ｍ 大型土のう工 30.0 袋
4年災 8次 573 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村中渡川 一級河川 小丸川水系 渡川 400.0 ｍ 左岸 400.0 ｍ 流木除去対象数量 2,140.0 ｍ３
4年災 8次 576 日向土木事務所 県工事 日向市 立縫 二級河川 耳川水系 耳川 9.5 ｍ 右岸 9.5 ｍ 階段護岸工 19.0 ｍ３ 構造物取壊工 23.0 ｍ３ 袋詰根固工 18.0 袋
4年災 8次 580 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 耳川 19.7 ｍ 左岸 19.7 ｍ 平張ブロック 117.0 ｍ２ 工事用道路 35.7 ｍ 構造物取壊工 4.9 ｍ３
4年災 8次 581 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 耳川 24.3 ｍ 左岸 24.3 ｍ 平張ブロック 160.0 ｍ２ 工事用道路 238.3 ｍ 構造物取壊工 3.2 ｍ３
4年災 8次 582 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 59.7 ｍ 右岸 59.7 ｍ 巨石積工 326.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路（敷砂利） 106.0 ｍ 大型土のう工 15.0 袋 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ
4年災 8次 583 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 15.2 ｍ 左岸 15.2 ｍ 大型ブロック 91.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 転石破砕工 101.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 57.0 ｍ 大型土のう工 10.0 袋
4年災 8次 584 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 203.6 ｍ 左岸 142.0 ｍ 右岸 61.6 ｍ 大型ブロック 1,557.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 工事用道路（敷砂利） 261.0 ｍ 転石破砕 232.0 ｍ３ 大型土のう工 64.0 袋
4年災 8次 585 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 90.8 ｍ 左岸 58.0 ｍ 右岸 32.8 ｍ 大型ブロック 280.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 根継工 49.0 ｍ３ 転石破砕 520.0 ｍ３ 大型土のう工 70.0 袋
4年災 8次 586 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 24.3 ｍ 右岸 24.3 ｍ 石積工 105.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張芝工 3.4 ｍ２ 転石破砕工 19.0 ｍ３ 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ
4年災 8次 587 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 88.5 ｍ 右岸 88.5 ｍ ブロック張 852.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 大型土のう工 38.0 袋 構造物取壊工 28.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 255.0 ｍ
4年災 8次 588 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 耳川 38.9 ｍ 右岸 38.9 ｍ 石積工 74.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 根継工 41.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 132.0 ｍ 瀬替工 203.0 ｍ３
4年災 8次 593 日向土木事務所 県工事 椎葉村 松尾 二級河川 耳川水系 耳川 28.8 ｍ 右岸 28.8 ｍ ブロック張 235.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 構造物取壊工 30.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 778.0 ｍ 大型土のう工 282.0 袋
4年災 8次 594 日向土木事務所 県工事 椎葉村 松尾 二級河川 耳川水系 耳川 86.0 ｍ 右岸 86.0 ｍ ブロック積 469.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ふとんかご工 168.0 ｍ 構造物取壊工 93.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 480.0 ｍ
4年災 8次 596 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 七ツ山川 38.6 ｍ 右岸 38.6 ｍ ブロック積 168.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路 48.4 ｍ 大型土のう工 77.0 袋 雑工（すりつけ工） 1.0 式
4年災 8次 597 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 七ツ山川 13.5 ｍ 右岸 13.5 ｍ ブロック積 73.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 63.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所 雑工（すりつけ工） 1.0 式
4年災 8次 598 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 川内川 30.0 ｍ 左岸 30.0 ｍ ブロック積 161.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 106.5 ｍ 大型土のう工 223.0 袋 仮排水工 25.0 ｍ
4年災 8次 600 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 十根川 24.5 ｍ 右岸 24.5 ｍ 石張工 270.0 ｍ２ 平型ブロック　層積２t 34.0 個 小口止工 2.0 基 張りコンクリート 125.0 ｍ２ 構造物取壊工 32.0 ｍ３
4年災 8次 604 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 二級河川 耳川水系 小崎川 360.0 ｍ 左岸 360.0 ｍ 右岸 360.0 ｍ 埋そく堀削 9,051.0 ｍ３ 工事用道路（敷鉄板） 100.0 ｍ 汚濁防止フェンス 40.0 ｍ
4年災 8次 607 日向土木事務所 県工事 日向市 富高 二級河川 塩見川水系 富高川 34.0 ｍ 左岸 34.0 ｍ ブロック積 171.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 132.0 個 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路（敷鉄板） 104.0 ｍ
4年災 8次 610 日向土木事務所 県工事 諸塚村 家代 一般国道 国道３２７号 444.0 ｍ アスファルト舗装 108.0 ｍ２ 路盤工 108.0 ｍ２ 防護柵工　その他 444.0 ｍ 舗装版取壊工 10.0 ｍ３ 舗装版切断工 35.3 ｍ
4年災 8次 611 日向土木事務所 県工事 諸塚村 家代 一般国道 国道３２７号 159.0 ｍ 防護柵工　その他 159.0 ｍ
4年災 8次 612 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 14.0 ｍ 大型ブロック 70.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 仮設足場工 54.0 掛ｍ２ 構造物取壊工 108.0 ｍ３ 舗装版取壊工 2.9 ｍ３
4年災 8次 613 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 42.0 ｍ 切土工 161.0 ｍ３ ブロック積 15.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.4 ｍ２ Ｇｒ　コン 6.0 ｍ
4年災 8次 616 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 8.0 ｍ 大型ブロック 45.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 2.1 ｍ３ 舗装版取壊工 4.8 ｍ２ アスファルト舗装 4.8 ｍ２
4年災 8次 617 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 20.0 ｍ 大型ブロック 131.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 43.0 ｍ２ アスファルト舗装 11.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 15.0 ｍ
4年災 8次 618 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 16.0 ｍ 現場吹付法枠工 223.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 80.0 ｍ２
4年災 8次 625 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 15.0 ｍ 大型ブロック 108.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ設置・撤去 15.0 ｍ アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３
4年災 8次 626 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 19.0 ｍ ブロック積 86.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ設置・撤去 19.0 ｍ アスファルト舗装 10.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
4年災 8次 627 日向土木事務所 県工事 諸塚村 家代 主要地方道 諸塚高千穂線 27.3 ｍ ブロック積 70.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ設置・撤去 21.7 ｍ アスファルト舗装 121.0 ｍ２ 構造物取壊工 7.5 ｍ３
4年災 8次 631 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 一般県道 上椎葉湯前線 37.7 ｍ 切土工 468.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 455.0 ｍ２ ガードレール基礎工 24.0 ｍ Ｇｒ　コン 24.0 ｍ Ｇｒ　再使用 24.0 ｍ
4年災 8次 632 日向土木事務所 県工事 門川町 川内 一般県道 八重原延岡線 9.0 ｍ 大型ブロック 59.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ土中撤去 9.0 ｍ Ｇｒコン設置 9.0 ｍ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
4年災 8次 633 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北川町屋形原 一級河川 五ヶ瀬川水系 北川 86.7 ｍ 左岸 86.7 ｍ ブロック積 707.0 ｍ２ コンクリート擁壁 17.0 ｍ３ 構造物取壊工 176.0 ｍ３ 仮締切排水工 2.0 箇所 汚濁防止工 1.0 式
4年災 8次 638 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町荒平 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 140.0 ｍ 右岸 140.0 ｍ 根固ブロック５．０ｔ 485.0 個 工事用道路 200.0 ｍ 大型土のう工 30.0 袋 構造物取壊工 3.0 ｍ３ 汚濁防止工 1.0 式
4年災 8次 640 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 大字鞍岡 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 60.0 ｍ 左岸 60.0 ｍ ブロック積 322.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 91.0 ｍ３ 工事用道路 277.0 ｍ 大型土のう工 90.0 袋
4年災 8次 642 西臼杵支庁 県工事 日之影町 見立 一級河川 五ヶ瀬川水系 日之影川 30.0 ｍ 左岸 30.0 ｍ 大型ブロック 230.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 90.0 ｍ 大型土のう工 24.0 袋 雑工（すりつけ工） 1.0 式
4年災 8次 645 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 下野 一級河川 五ヶ瀬川水系 下野川 11.0 ｍ 左岸 11.0 ｍ ブロック積 32.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 53.0 ｍ 大型土のう工 81.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 646 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 一級河川 五ヶ瀬川水系 秋元川 9.0 ｍ 右岸 9.0 ｍ ブロック積 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 37.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 40.0 ｍ
4年災 8次 647 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 一級河川 五ヶ瀬川水系 秋元川 8.5 ｍ 左岸 8.5 ｍ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 転石破砕工 6.4 ｍ３ 工事用道路 103.9 ｍ 大型土のう工 152.0 袋
4年災 8次 648 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 大字上野 一級河川 五ヶ瀬川水系 小又川 35.7 ｍ 右岸 35.7 ｍ ブロック積 98.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 74.0 個 帯工　コンクリート 1.0 基 工事用道路 76.0 ｍ
4年災 8次 649 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般国道 国道２６５号 32.0 ｍ 大型ブロック 253.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 97.0 ｍ２ 路盤工 97.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.1 ｍ３
4年災 8次 651 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一般県道 上長川日之影線 13.0 ｍ 大型ブロック 88.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 40.0 ｍ２ 路盤工 40.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 8次 652 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一般県道 上長川日之影線 26.0 ｍ 大型ブロック 134.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 92.0 ｍ２ 路盤工 92.0 ｍ２ 構造物取壊工 80.0 ｍ３
4年災 8次 656 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一般県道 宇納間日之影線 16.0 ｍ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工　 2.0 基　 アスファルト舗装 42.0 ｍ２ 路盤工 42.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 16.0 ｍ
4年災 8次 671 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町甲 ２級 清武川水系 片井野川 8.5 ｍ 左岸 8.5 ｍ ブロック張 42.0 ｍ２ 構造物取壊工 13.0 ｍ３ 工事用道路 43.9 ｍ 大型土のう工 8.0 袋 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ
4年災 8次 704 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 8.0 ｍ ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 8.0 ｍ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３ アスファルト舗装 4.6 ｍ２
4年災 8次 721 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村田代 一般国道 国道３２７号 113.0 ｍ 転落防止柵　撤去 100.0 ｍ 転落防止柵　設置 78.0 ｍ 転落防止柵　再利用 22.0 ｍ アスファルト舗装 28.0 ｍ２ 路盤工 28.0 ｍ２
4年災 8次 747 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一級河川 五ヶ瀬川水系 長谷川 7.0 ｍ 左岸 7.0 ｍ 大型ブロック 53.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 3.4 ｍ３ 工事用道路 66.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 750 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字酒谷甲 普通河川 広渡川水系 坂元川 12.6 ｍ 左岸 12.6 ｍ ブロック積 49.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路 82.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所 大型土のう工 8.0 袋
4年災 8次 751 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 普通河川 広渡川水系 河原谷川 11.0 ｍ 左岸 11.0 ｍ 大型ブロック 62.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 26.0 ｍ２ 工事用道路 39.0 ｍ 構造物取壊工 21.0 ｍ３
4年災 8次 752 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字酒谷甲 普通河川 広渡川水系 小布瀬川 25.0 ｍ 左岸 25.0 ｍ ブロック積 101.0 ｍ２ 張芝工 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路（敷鉄板） 66.0 ｍ 工事用道路（敷砂利） 47.0 ｍ
4年災 8次 753 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町潟上 準用河川 潟上川水系 口ヶ野川 18.0 ｍ 左岸 18.0 ｍ ブロック積 63.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 0.3 ｍ３ 大型土のう工 16.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 754 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字大窪 普通河川 細田川水系 宿之河内川 6.5 ｍ 右岸 6.5 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 17.0 ｍ２ 工事用道路 90.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 755 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 ２級市道 河原谷線 6.0 ｍ ブロック積 13.0 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 5.1 ｍ２
4年災 8次 756 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 ２級市道 河原谷線 13.0 ｍ 切土工 11.0 ｍ３ 植生基材吹付工 148.0 ｍ２
4年災 8次 757 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 下河原谷線 11.0 ｍ ブロック積 50.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 11.0 ｍ Ｇｒ　コン 10.5 ｍ 路盤工 7.1 ｍ２
4年災 8次 758 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 18.0 ｍ 大型ブロック 138.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 53.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 16.0 ｍ アスファルト舗装 21.0 ｍ２
4年災 8次 759 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 157.0 ｍ アスファルト舗装 663.0 ｍ２ 上層路盤工 230.0 ｍ２ 下層路盤工 24.0 ｍ２ 不陸整正工 433.0 ｍ２ 舗装版切断工 22.4 ｍ
4年災 8次 760 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町郷之原 一般市道 一之瀬猪八重線 9.0 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 9.0 ｍ ガードレール基礎 9.0 ｍ アスファルト舗装 7.2 ｍ２
4年災 8次 761 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 8.0 ｍ ブロック積 28.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 7.0 ｍ ガードレール基礎工 8.0 ｍ アスファルト舗装 5.2 ｍ２
4年災 8次 762 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字上方 一般市道 中園瀧ヶ平線 38.5 ｍ ブロック積 120.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 19.0 ｍ Ｇｒ　コン 18.5 ｍ コンクリート舗装 70.0 ｍ２
4年災 8次 763 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町榎原 一般市道 荒河内線 17.0 ｍ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 17.0 ｍ ガードレール基礎工 17.0 ｍ コンクリート舗装 34.0 ｍ２
4年災 8次 764 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字酒谷乙 一般市道 中畑線 4.7 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 1.8 ｍ２ 路盤工 1.8 ｍ２ かごマット多段　突込 3.9 ｍ２
4年災 8次 766 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 普通河川 夫婦浦川水系 夫婦浦川 14.0 ｍ 左岸 14.0 ｍ ブロック積 52.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（石積工） 1.0 式 土のう締切工 2.6 ｍ２ 掛樋工 16.0 m
4年災 8次 767 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 13.0 ｍ 左岸 13.0 ｍ ブロック積 35.0 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 土のう締切工 1.6 ｍ２ 小口止工 1.0 基 締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 768 串間土木事務所 市町村工事 串間市 西方 普通河川 福島川水系 葛ヶ迫川 8.0 ｍ 右岸 8.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 雑工（ブロック積工） 1.0 式 大型土のう工 9.0 袋 工事用道路　敷鉄板 46.0 ｍ 根固工（２ｔ型） 10.0 個
4年災 8次 769 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高崎町前田 普通河川 大淀川水系 栗巣川 18.0 ｍ 左岸 18.0 ｍ ブロック積 66.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 張芝工 14.0 ｍ２ 大型土のう工 16.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
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4年災 8次 770 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高城町有水 一般市道 田辺山神線 12.5 ｍ ブロック積 59.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 12.5 ｍ ガードレール設置工 12.5 ｍ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
4年災 8次 771 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高崎町江平 一般市道 大川毛鵜戸線 8.0 ｍ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ アスファルト舗装 26.0 ｍ２ 路盤工 24.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 772 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高崎町江平 一般市道 炭床山口線 9.0 ｍ Ｌ型擁壁 9.0 ｍ アスファルト舗装 36.0 ｍ２ 路盤工 33.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 773 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 普通河川 大淀川水系 入佐川 8.0 ｍ 右岸 8.0 ｍ ブロック積 11.0 ｍ２ 張芝工　野芝 14.0 ㎡ 底版コンクリート工 6.4 ｍ２ 構造物取壊工 1.7 ｍ３ 小口止工 1.0 基
4年災 8次 774 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 １級市道 平ノ前・出ノ山線 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 5.0 ｍ 舗装版切断工 11.4 ｍ 舗装版取壊工 13.0 ｍ２ アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 775 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 下津佐・小原線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 19.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 6.1 ｍ 舗装版取壊工 1.4 ｍ２ アスファルト舗装 4.5 ｍ２
4年災 8次 776 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 橋満・九々瀬峠線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 42.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 5.6 ｍ 舗装版取壊工 1.6 ｍ２ アスファルト舗装 10.0 ｍ２
4年災 8次 777 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方 一般市道 高山３号線 13.0 ｍ Ｌ型擁壁 13.0 ｍ 舗装版切断工 17.5 ｍ 舗装版取壊工 32.0 ｍ２ アスファルト舗装 37.0 ｍ２
4年災 8次 778 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 仲間・上ノ原線 46.0 ｍ Ｌ型擁壁 46.0 ｍ 舗装版切断工 54.0 ｍ 舗装版取壊工 116.0 ｍ２ アスファルト舗装 116.0 ｍ２
4年災 8次 779 小林土木事務所 市町村工事 小林市 細野 一般市道 瀬田尾・山中前線 4.5 ｍ Ｌ型擁壁 4.0 ｍ 小口止工 1.0 基 舗装版切断工 12.2 ｍ 舗装版取壊工 15.0 ｍ２ アスファルト舗装 16.0 ｍ２
4年災 8次 780 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 一般市道 元窪田・芹川線 10.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ 舗装版切断工 14.6 ｍ 舗装版取壊工 22.0 ｍ２ アスファルト舗装 27.0 ｍ２ ガードレール設置工 9.0 ｍ
4年災 8次 781 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 一般市道 黒肱・鬼目線 8.0 ｍ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ 舗装版切断工 5.4 ｍ 舗装版取壊工 20.0 ｍ２ アスファルト舗装 26.0 ｍ２ ガードレール撤去・復旧 8.0 ｍ
4年災 8次 782 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 下入佐・横峯迫線 10.0 ｍ Ｌ型擁壁 5.0 ｍ 舗装版切断工 14.7 ｍ 舗装版取壊工 11.0 ｍ２ アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 排水工　その他 10.0 ｍ
4年災 8次 783 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 下入佐・横峯迫線 30.0 ｍ Ｌ型擁壁 5.0 ｍ 舗装版切断工 30.9 ｍ 舗装版取壊工 17.0 ｍ２ アスファルト舗装 34.0 ｍ２ 排水工　その他 30.0 ｍ
4年災 8次 784 小林土木事務所 市町村工事 小林市 野尻町東麓 一般市道 本城原線 8.0 ｍ 盛土工 328.0 ｍ３ 補足土 351.0 ｍ３ 法面整形工 161.0 ｍ２ 張芝工　人工芝 161.0 ｍ２ フトン籠工 13.0 ｍ
4年災 8次 785 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 １級市道 土橋線 11.0 ｍ Ｌ型擁壁 9.0 ｍ 舗装版切断工 15.4 ｍ 舗装版取壊工 16.0 ｍ２ アスファルト舗装 23.0 ｍ２ ガードレール設置工 9.0 ｍ
4年災 8次 786 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方 一般市道 永久井野・市谷線 21.0 ｍ Ｌ型擁壁 15.0 ｍ 舗装版切断工 25.4 ｍ 舗装版取壊工 43.0 ｍ２ アスファルト舗装 43.0 ｍ２
4年災 8次 787 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 黒仁田・永久井野線 4.0 ｍ ブロック積　道直裏有 14.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 788 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 石塚・石氷線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 12.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 1.5 ㎡ アスカーブ 5.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 789 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村下田 一般市道 永田奈佐木線 14.0 ｍ ブロック積　道直裏有 73.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 盛土工　購入土　 75.0 m3 張芝工　人工芝 21.0 ㎡ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 790 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 一般市道 権現谷・日平線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 張芝工　人工芝 45.0 ㎡ 盛土工　購入土　 115.0 m3
4年災 8次 791 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 一般市道 猫坂永迫線 15.0 ｍ ブロック積　道直裏有 57.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 ガードレール設置工 16.0 ｍ 舗装版取壊工(As)　機械 5.3 ㎡ アスファルト舗装 16.0 ｍ２
4年災 8次 792 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 一般市道 猫坂・永迫線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 ガードレール撤去・復旧 18.0 ｍ 舗装版取壊工(As)　機械 7.4 ㎡ アスファルト舗装 9.6 ｍ２
4年災 8次 793 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 一般市道 横谷鳥越線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 46.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 794 小林土木事務所 市町村工事 小林市 堤 一般市道 野中田線 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 31.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 9.4 ｍ 舗装版取壊工 3.0 ｍ２ アスファルト舗装 3.0 ｍ２
4年災 8次 795 小林土木事務所 市町村工事 小林市 堤 一般市道 木場ノ上・上松ノ元線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 34.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 張芝工　人工芝 26.0 ㎡ 舗装版切断工 14.0 ｍ 舗装版取壊工 7.6 ｍ２
4年災 8次 796 小林土木事務所 市町村工事 小林市 野尻町三ヶ野山 一般市道 角内・須志原線 18.0 ｍ 切土工 24.0 ｍ３ ブロック積　道直裏有 12.0 ㎡ モル吹付８～１０cm 118.0 ㎡ Ｌ型擁壁 4.0 ｍ 小口止工 1.0 基
4年災 8次 797 小林土木事務所 市町村工事 小林市 堤 一般市道 木場ノ上・上松ノ元線 15.0 ｍ ブロック積　道直裏有 60.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 17.0 ㎡ 舗装版切断工 9.0 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ２
4年災 8次 798 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 コクワン平線 12.0 ｍ ブロック積　道直裏有 57.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 799 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 下津佐・小原線 4.0 ｍ ブロック積　道直裏有 20.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 舗装版切断工 5.0 ｍ 舗装版取壊工 0.2 ｍ２ 構造物取壊工 0.4 ｍ３
4年災 8次 800 小林土木事務所 市町村工事 小林市 野尻町三ケ野山 一般市道 猿瀬・岩瀬口線 4.0 ｍ ブロック積　道直裏有 14.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 舗装版取壊工(As)　機械 1.3 ㎡ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 801 小林土木事務所 市町村工事 小林市 野尻町東麓 一般市道 烏帽子丘・大笠線 17.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 8.0 ｍ アスファルト舗装工 17.0 ㎡ 舗装版取壊工(As)　機械 17.0 ㎡ 置換工 4.0 ｍ２
4年災 8次 802 小林土木事務所 市町村工事 小林市 野尻町三ケ野山 一般市道 角内・須志原線 37.5 ｍ モルタル吹付工 254.0 ｍ２ 落石防止網工 385.0 ｍ２ 落石防止網撤去工 385.0 ｍ２
4年災 8次 803 小林土木事務所 市町村工事 高原町 後川内 一般町道 中入木６号線 9.0 ｍ ブロック積 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 12.0 ｍ 防護柵撤去（Ｇｒ土中） 12.0 ｍ アスファルト舗装 5.0 ｍ２
4年災 8次 804 小林土木事務所 市町村工事 高原町 後川内 一般町道 温水・越線 10.0 ｍ ブロック積 15.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 植生シート工 16.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 4.0 ｍ 防護柵撤去（Ｇｒ土中） 4.0 ｍ
4年災 8次 805 小林土木事務所 市町村工事 高原町 広原 一般町道 下佐土・西大谷線 15.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ アスカーブ 15.0 ｍ Ｇｒ　コン 10.0 ｍ Ｇｒ　土中 3.0 ｍ アスファルト舗装 42.0 ｍ２
4年災 8次 806 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 村所 一般村道 鉱山谷・古川線 22.0 ｍ 崩土取除工 242.0 ｍ３ 切土工 91.0 ｍ３ 法面整形 113.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 582.0 ｍ２
4年災 8次 807 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 小川 一般村道 鉱山谷・古川線 27.0 ｍ 大型ブロック 114.0 ｍ２ 舗装版切断工 30.9 ｍ 舗装版取壊工 2.2 ｍ３ 構造物取壊工 7.9 ｍ３ ブロック積 12.0 ｍ２
4年災 8次 808 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 小川 一般村道 助八重線 6.0 ｍ 大型ブロック 27.0 ｍ２ 舗装版切断工 6.5 ｍ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３ コンクリート舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２
4年災 8次 809 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 小川 一般村道 助八重線 6.0 ｍ 舗装版切断工 5.3 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ アスファルト舗装 17.0 ｍ２ 路盤工 17.0 ｍ２
4年災 8次 810 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 村所 一般村道 狭上線 10.7 ｍ 大型ブロック 74.0 ｍ２ 舗装版切断工 15.4 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３ アスファルト舗装 27.0 ｍ２ 路盤工 27.0 ｍ２
4年災 8次 811 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 横野 ２級村道 野地線 7.0 ｍ 大型ブロック 41.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.5 ｍ 舗装版取壊工 1.4 ｍ３ アスファルト舗装 30.0 ｍ２ 路盤工 30.0 ｍ２
4年災 8次 812 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 上米良 ２級村道 上米良線 84.0 ｍ 大型ブロック 95.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.5 ｍ 舗装版取壊工 4.6 ｍ３ アスファルト舗装 368.0 ｍ２ 路盤工 368.0 ｍ２
4年災 8次 813 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 板谷 一般村道 吉村線 10.0 ｍ 舗装版切断工 11.8 ｍ 舗装版取壊工 1.5 ｍ３ ブロック積 35.0 ｍ２ コンクリート舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２
4年災 8次 814 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 東郷町下三ヶ ２級町道 多武ノ木平田線 11.3 ｍ 横断暗渠 18.5 ｍ 大型ブロック 56.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 47.0 ｍ２ 張芝工 26.0 ｍ２
4年災 8次 815 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 東郷町下三ヶ 一般市道 越表橋下渡川２号線 13.3 ｍ 重力式擁壁 63.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 26.0 ｍ２ 張芝工 31.0 ｍ２
4年災 8次 816 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 普通河川 小丸川水系 深迫谷川 12.0 ｍ 左岸 12.0 ｍ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.9 ｍ
4年災 8次 817 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 普通河川 小丸川水系 渡場瀬川 210.0 ｍ 左岸 210.0 ｍ 右岸 210.0 ｍ 埋そく堀削 1,113.0 ｍ３
4年災 8次 818 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 横窪・平谷線 9.0 ｍ 大型ブロック 50.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 819 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 樫葉・三方岳線 19.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 89.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 143.0 ｍ３ 崩土取除工 80.0 ｍ３
4年災 8次 820 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 ２級町道 橋場・尾迎線 12.0 ｍ ブロック積 44.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 10.0 ｍ２ Ｇｒ　再使用 12.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 821 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 五色谷線 16.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 114.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 64.0 ｍ２ 大型ブロック 44.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 7.2 ｍ２
4年災 8次 822 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 5.0 ｍ ブロック積 25.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 823 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 田出原・月井谷線 22.0 ｍ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 43.0 ｍ２ 路盤工 43.0 ｍ２ 舗装版切断工 14.6 ｍ
4年災 8次 824 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 田出原・月井谷線 8.0 ｍ ブロック積 23.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.0 ｍ
4年災 8次 825 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 田出原・月井谷線 13.0 ｍ 植生マット工 153.0 ｍ２ 崩土取除工 56.0 ｍ３
4年災 8次 826 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村水清谷 一般町道 日平・赤木線 19.0 ｍ 大型ブロック 103.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 28.0 ｍ２ 路盤工 28.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.4 ｍ
4年災 8次 827 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 平城・銀境線 6.0 ｍ モル吹付　８㎝ 76.0 ｍ２
4年災 8次 828 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 平城・銀境線 5.0 ｍ 大型ブロック 36.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 4.8 ｍ２ 路盤工 4.8 ｍ２ 舗装版切断工 6.5 ｍ
4年災 8次 829 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 平城・銀境線 6.0 ｍ ブロック積 25.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 2.4 ｍ２ 路盤工 2.4 ｍ２ 舗装版切断工 6.6 ｍ
4年災 8次 830 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 木浦谷線 6.0 ｍ ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 8.1 ｍ２ 路盤工 8.1 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 831 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 門田・白水滝線 15.0 ｍ 大型ブロック 121.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 24.0 ｍ２ 路盤工 24.0 ｍ２ 舗装版切断工 18.7 ｍ
4年災 8次 832 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 奥の畑２号線 4.0 ｍ ブロック積 18.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 833 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 立石 ２級町道 若宮・坂本線 11.0 ｍ 崩土取除工 15.0 ｍ３ 転石除去 7.2 ｍ３ 植生マット工 81.0 ｍ２
4年災 8次 834 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 小八重・清水岳線 22.5 ｍ ブロック積 66.0 ｍ２ 大型ブロック 45.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 アスファルト舗装 15.0 ｍ２ 路盤工 15.0 ｍ２
4年災 8次 835 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 小八重・中尾線 28.0 ｍ ブロック積 69.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁工　Ｇｒ 11.0 ｍ アスファルト舗装 31.0 ｍ２ 路盤工 31.0 ｍ２
4年災 8次 836 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 神門原・越ノ後２号線 8.0 ｍ 崩土取除工 14.0 ｍ３ かごマット工 6.0 ｍ２ 張芝工 36.0 ｍ２ ブロック積 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 8次 837 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 島戸・山瀬線 20.0 ｍ 崩土取除工 70.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 245.0 ｍ２
4年災 8次 838 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村小原 一般町道 橋の谷線 10.0 ｍ ブロック積 30.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 839 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村宇納間 一般町道 山口・長野線 12.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.0 ｍ
4年災 8次 840 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村小原 一般町道 中崎線 7.0 ｍ 大型ブロック 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 9.1 ｍ２ 路盤工 9.1 ｍ２ 舗装版切断工 8.9 ｍ
4年災 8次 841 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村小原 一般町道 田下・椎野線 7.0 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 842 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村小原 一般町道 武田之内・論出線 8.0 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 843 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村小原 一般町道 武田之内・論出線 7.0 ｍ ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 844 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村宇納間 一般町道 米花・竹平線 12.0 ｍ 大型ブロック 58.0 ｍ２ ブロック積 12.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２
4年災 8次 845 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 42.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ アスファルト舗装 99.0 ｍ２ 路盤工 99.0 ｍ２ 舗装版切断工 50.7 ｍ 舗装版取壊工 3.9 ｍ３
4年災 8次 846 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 11.0 ｍ 切土工 1.5 ｍ３ 現場吹付法枠工　栗石 53.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 48.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 4.0 ｍ Ｇｒ　コン撤去工 4.0 ｍ
4年災 8次 847 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 40.0 ｍ アスファルト舗装 207.0 ｍ２ 路盤工 207.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.4 ｍ 舗装版取壊工 8.2 ｍ３
4年災 8次 848 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 橋詰湯ノ戸線 72.0 ｍ アスファルト舗装 352.0 ｍ２ 路盤工 352.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.3 ｍ 舗装版取壊工 14.0 ｍ３
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4年災 8次 849 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 11.0 ｍ ブロック積 41.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 25.0 ｍ２ 舗装版切断工 3.1 ｍ 舗装版取壊工 2.5 ｍ３
4年災 8次 850 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 八重下道線 10.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ アスファルト舗装 22.0 ｍ２ 路盤工 22.0 ｍ２ 舗装版切断工 15.7 ｍ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３
4年災 8次 851 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 八重下道線 14.0 ｍ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ 舗装版切断工 19.6 ｍ
4年災 8次 852 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 田谷梅の木線 8.0 ｍ ブロック積 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 5.3 ｍ２ 舗装版切断工 12.8 ｍ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
4年災 8次 853 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 黒岩黒葛原線 8.0 ｍ 大型ブロック 31.0 ｍ２ ブロック積 4.8 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 854 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代池の窪線 120.0 ｍ アスファルト舗装 519.0 ｍ２ 路盤工 519.0 ｍ２ 舗装版切断工 123.6 ｍ 舗装版取壊工 20.0 ｍ３
4年災 8次 855 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代池の窪線 7.6 ｍ 大型ブロック 48.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 42.0 ｍ２ 路盤工 42.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.2 ｍ
4年災 8次 856 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代池の窪線 138.0 ｍ アスファルト舗装 612.0 ｍ２ 路盤工 612.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.3 ｍ 舗装版取壊工 24.0 ｍ３
4年災 8次 857 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代池の窪線 8.0 ｍ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ アスファルト舗装 32.0 ｍ２ 路盤工 32.0 ｍ２ 舗装版切断工 10.7 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 8次 858 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 恵後の崎古園線 16.0 ｍ Ｌ型擁壁 16.0 ｍ アスファルト舗装 64.0 ｍ２ 路盤工 64.0 ｍ２ 舗装版切断工 24.9 ｍ 舗装版取壊工 2.3 ｍ３
4年災 8次 859 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 橋詰わらびの平線 7.0 ｍ ブロック積 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 11.0 ｍ２ 路盤工 11.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.2 ｍ
4年災 8次 860 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 梅の木線 11.3 ｍ 大型ブロック 69.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 コンクリート舗装 34.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.9 ｍ 舗装版取壊工 2.8 ｍ３
4年災 8次 861 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 久保ヲモウチ線 7.0 ｍ ブロック積 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 8.6 ｍ２ 舗装版切断工 12.9 ｍ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３
4年災 8次 862 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代野川線 291.0 ｍ アスファルト舗装 1,329.0 ｍ２ 路盤工 1,329.0 ｍ２ 舗装版切断工 53.2 ｍ 舗装版取壊工 52.3 ｍ３
4年災 8次 863 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代野川線 12.0 ｍ 切土工 64.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 183.0 ｍ２
4年災 8次 864 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代野川線 6.0 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 7.2 ｍ２ 路盤工 7.2 ｍ２ 舗装版切断工 11.7 ｍ
4年災 8次 865 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 9.0 ｍ 切土工 10.0 ｍ３ 植生基材吹付工 20.0 ｍ２ モルタル吹付工 61.0 ｍ２
4年災 8次 866 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 小ヶ倉下線 9.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 42.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ 舗装版切断工 10.8 ｍ
4年災 8次 867 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 畑線 15.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 63.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 16.0 ｍ２ 路盤工 16.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 8次 868 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 下松尾笹の峠線 12.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦1.3ｍ 12.0 ｍ アスファルト舗装 21.0 ｍ２ 路盤工 21.0 ｍ２ 舗装版切断工 16.5 ｍ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３
4年災 8次 869 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 畑線 29.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 124.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 アスファルト舗装 9.6 ｍ２ 路盤工 6.7 ｍ２ 舗装版切断工 6.0 ｍ
4年災 8次 870 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 9.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 39.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスカーブ 4.6 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 871 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 ２級村道 長崎唖谷線 10.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 92.0 ｍ２ 切土工 1.0 ｍ３ 崩土除去工 63.0 ｍ３
4年災 8次 872 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 小ヶ倉下線 15.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦2.6ｍ 10.0 ｍ アスファルト舗装 43.0 ｍ２ 路盤工 43.0 ｍ２ 舗装版切断工 6.7 ｍ 舗装版取壊工　Ｃｏ 0.3 ｍ３
4年災 8次 873 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 10.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 144.0 ｍ２ 切土工 2.7 ｍ３ 崩土除去工 47.0 ｍ３
4年災 8次 874 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 蝉の尾線 10.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 41.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 ガードレール基礎工 10.0 ｍ ガードレール撤去工 12.0 ｍ
4年災 8次 875 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 蝉の尾線 5.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 876 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 蝉の尾線 16.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 40.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 ガードレール基礎工 13.0 ｍ アスファルト舗装 39.0 ｍ２ 路盤工 39.0 ｍ２
4年災 8次 877 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 27.5 ｍ 現場吹付法枠工　植生 154.0 ｍ２ 切土工 3.0 ｍ３ 崩土除去工 60.0 ｍ３ ブロック積（道直裏有） 52.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 8次 878 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 小河内線 5.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 879 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 畑線 6.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 1.8 ｍ２ 路盤工 1.8 ｍ２ 舗装版切断工 6.5 ｍ
4年災 8次 880 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 ２級村道 松尾線 8.5 ｍ 現場吹付法枠工　モル 80.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 72.0 ｍ２ 切土工 24.0 ｍ３ 崩土除去工 29.0 ｍ３ モルタル吹付工 25.0 ｍ２
4年災 8次 881 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 畑線 19.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 82.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 40.0 ｍ２ 路盤工 36.0 ｍ２ アスカーブ 19.0 ｍ
4年災 8次 882 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 唖谷鳥の巣線 6.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 17.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装工 1.5 ｍ２ 舗装版切断工 6.2 ｍ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
4年災 8次 883 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 ロクロ山中線 8.5 ｍ ブロック積（道直裏有） 39.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装工 1.3 ｍ２ 舗装版切断工 8.5 ｍ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
4年災 8次 884 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 下松尾笹の峠線 14.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 72.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 36.0 ｍ２ 路盤工 36.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 885 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 春向線 13.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 133.0 ｍ２ 崩土除去工 17.0 ｍ３
4年災 8次 886 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 春向線 13.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 61.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装工 2.0 ｍ２ 舗装版切断工 6.5 ｍ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
4年災 8次 887 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 間柏原尾崎線 13.0 ｍ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁2.0Ｓ 1.0 ｍ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁2.5Ｓ 12.0 ｍ コンクリート舗装工 50.0 ｍ２ 路盤工 50.0 ｍ２ アスカーブ 15.8 ｍ
4年災 8次 888 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 矢立合戦原線 8.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.8 ｍ２ 路盤工 4.8 ｍ２ 舗装版切断工 9.2 ｍ
4年災 8次 889 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 間柏原尾崎線 7.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．８ｍ 7.0 ｍ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３ 舗装版切断工 14.3 ｍ アスファルト舗装工 23.0 ｍ２ 路盤工 23.0 ｍ２
4年災 8次 890 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 間柏原尾崎線 12.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.３m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.６m 1.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.８m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 2.0 ｍ
4年災 8次 891 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 矢立合戦原線 8.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 35.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 892 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 春向線 7.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 31.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 1.4 ｍ３ 排水工 1.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 893 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町早上 一般市道 荒平猿渡線 13.0 ｍ 大型ブロック積 110.0 ｍ２ もたれ擁壁工 8.0 m3 Ｇｒ　コン 13.0 ｍ ガードレール基礎工 13.0 ｍ アスファルト舗装工 32.0 ｍ２
4年災 8次 894 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 松山町 一般市道 松山宇和田線 19.0 ｍ 大型ブロック積 115.0 ｍ２ もたれ擁壁工 4.8 m3 Ｇｒ　コン 19.0 ｍ ガードレール基礎工 19.0 ｍ ガードレール撤去工 19.0 ｍ
4年災 8次 895 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町藤の木 一般市道 藤の木線 13.5 ｍ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 47.0 m3 落石防護柵　 6.6 ｍ 水抜き暗渠工 2.0 ｍ 張りコンクリート工 23.0 ｍ２ モル吹付８～１０ｃｍ 84.0 ｍ２
4年災 8次 896 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町笠下 ２級市道 桑水流笠下線 12.5 ｍ 大型ブロック積 116.0 ｍ２ もたれ擁壁工 13.0 m3 Ｇｒ　コン 12.5 ｍ ガードレール基礎工 12.5 ｍ コンクリート舗装 53.0 ㎡
4年災 8次 897 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 普通河川 五ヶ瀬川水系 丸小野川 6.0 ｍ 左岸 6.0 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.5 ｍ２ 掛樋工 10.0 ｍ
4年災 8次 898 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 普通河川 五ヶ瀬川水系 丸小野川 17.0 ｍ 右岸 17.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.8 ｍ２ 掛樋工 21.0 ｍ
4年災 8次 899 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 橋上川 8.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 2.4 ㎡ 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.5 ｍ２
4年災 8次 900 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 轟山川 4.0 ｍ 左岸 4.0 ｍ ブロック積 11.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 1.7 ｍ２ 掛樋工 8.0 ｍ
4年災 8次 901 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 二田原川 4.0 ｍ 左岸 4.0 ｍ ブロック積 8.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.9 ｍ２ 掛樋工 8.0 ｍ
4年災 8次 902 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 薑谷川 6.0 ｍ 右岸 6.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張芝工　人工芝 2.2 ㎡ 巨石張工 12.0 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 903 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 三田井 普通河川 五ヶ瀬川水系 尾谷川 11.0 ｍ 左岸 11.0 ｍ ブロック積 28.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.4 ｍ２ 掛樋工 15.0 ｍ
4年災 8次 904 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 上岩戸 普通河川 五ケ瀬川水系 西の内川 7.0 ｍ 左岸 7.0 ｍ ブロック積 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.4 ｍ２ 掛樋工 11.0 ｍ
4年災 8次 905 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 ２級町道 岩戸土呂久線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ ガードレール撤去工 12.0 ｍ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ 舗装版切断工 15.8 ｍ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３
4年災 8次 906 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 一般町道 黒原立宿線 17.0 ｍ ブロック積　道直裏有 33.0 ㎡ 小口止工 3.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 907 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 一般町道 左目木線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 32.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 11.0 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３ アスファルト舗装 5.0 ｍ２
4年災 8次 908 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 一般町道 竹の上線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 32.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 8.0 ｍ ガードレール撤去 8.0 ｍ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ
4年災 8次 909 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 一般町道 日差尾線 14.0 ｍ ブロック積　道直裏有 32.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張コンクリート 4.2 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 910 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 一般町道 永の内鹿川線 13.0 ｍ ブロック積　道直裏有 16.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 舗装版切断工 6.0 ｍ 舗装版取壊工 3.9 ｍ３ コンクリート舗装 39.0 ｍ２
4年災 8次 911 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 一般町道 岩戸鹿川線 8.0 ｍ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ 舗装版切断工 11.6 ｍ 舗装版取壊工 1.8 ｍ３ アスファルト舗装 14.0 ｍ２ 路盤工 14.0 ｍ２
4年災 8次 912 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 一般町道 春目線 15.0 ｍ ブロック積　道直裏有 32.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 16.0 ｍ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３ コンクリート舗装 7.5 ｍ２
4年災 8次 913 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 ２級町道 東岸寺土呂久線 28.5 ｍ ブロック積　道直裏有 53.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 構造物取壊工 0.4 ｍ３ 排水工 24.0 ｍ 張コンクリート 5.6 ｍ２
4年災 8次 914 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 一般町道 草の原線 15.0 ｍ ブロック積　道直裏有 37.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 排水工 4.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 915 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 一般町道 草の原線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 24.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 7.0 ｍ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３ コンクリート舗装 3.0 ｍ２
4年災 8次 916 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 一般町道 徳別当線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 排水工 5.0 ｍ 張コンクリート 1.0 ｍ２ 舗装版切断工 6.0 ｍ
4年災 8次 917 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 一般町道 三原尾野線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 68.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 16.0 ｍ ガードレール撤去工 16.0 ｍ Ｇｒ　コン 16.0 ｍ
4年災 8次 918 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 一般町道 椎屋谷線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 8.5 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 6.0 ｍ ガードレール撤去工 8.0 ｍ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ
4年災 8次 919 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 一般町道 椎屋谷丸小野線 20.0 ｍ ブロック積　道直裏有 49.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 張コンクリート 6.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 920 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 上野 一般町道 旭ヶ丘須崎線 12.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 舗装版切断工 13.0 ｍ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３ コンクリート舗装 6.0 ｍ２
4年災 8次 921 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 ２級町道 長迫高巣野線 16.5 ｍ ブロック積　道直裏有 154.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 ガードレール基礎工 16.5 ｍ Ｇｒ　コン 16.5 ｍ 植生マット工 30.0 ｍ２
4年災 8次 922 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 深角停車場線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 70.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 26.0 ｍ２ 路盤工 26.0 ｍ２ 舗装版切断工 7.2 ｍ
4年災 8次 923 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 ２級町道 鶴の平乙女線 5.5 ｍ ブロック積　道直裏有 20.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 5.5 ｍ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ アスファルト舗装 3.8 ｍ２
4年災 8次 924 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 上栃の木高城線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 73.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 3.6 ｍ２ 舗装版切断工 16.3 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
4年災 8次 925 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 池の元伊友線 14.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 504.0 ㎡ 切土工 70.0 ｍ３ 作業残土処理 70.0 m3
4年災 8次 926 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 尾払諸塚線 13.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 233.0 ㎡ 切土工 38.0 ｍ３ 作業残土処理 38.0 m3
4年災 8次 927 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 中村大菅線 5.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 18.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 5.0 ｍ Ｇｒ　コン 4.5 ｍ 舗装版取壊工(As)　機械 3.5 ㎡
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4年災 8次 928 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 興地はじの尾線 52.0 ｍ ブロック積　道直裏有 202.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 52.0 ｍ Ｇｒ　コン 51.0 ｍ コンクリート舗装 43.0 ｍ２
4年災 8次 929 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 長谷川中尾線 26.5 ｍ 盛土工　購入土　 150.0 m3 ブロック積　道直裏有 139.0 ㎡ 小口止工 6.0 基 ガードレール基礎工 8.5 ｍ Ｇｒ　土中 16.0 ｍ
4年災 8次 930 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 深角日之影線 16.0 ｍ 切土工 64.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 48.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 96.0 ｍ２ 既設モルタル吹付取壊工 14.0 ｍ２
4年災 8次 931 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 １級町道 深角日之影線 23.0 ｍ 盛土工　購入土　 20.0 m3 ブロック積　道直裏有 57.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 932 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 簗崎二又線 24.0 ｍ ブロック積 128.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 933 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 簗崎二又線 22.6 ｍ 大型ブロック 124.0 ｍ２ コンクリート舗装 60.0 ｍ２ 路盤工 60.0 ｍ２ 舗装版切断工 5.6 ｍ 舗装版取壊工 3.4 ｍ３
4年災 8次 934 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 ２級町道 日之影家代線 15.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 50.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 15.0 ｍ Ｇｒ　コン 15.0 ｍ アスファルト舗装 14.0 ｍ２
4年災 8次 935 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 大人高城線 3.0 ｍ ブロック積　道直裏有 9.8 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版取壊工(As)　機械 0.4 ㎡ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 936 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 二ツ橋横迫線 11.0 ｍ 大型ブロック 63.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 11.0 ｍ Ｇｒ　コン 11.0 ｍ 植生マット工 107.0 ｍ２
4年災 8次 937 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 小菅上鹿川線 5.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 22.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 938 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 大山荒口線 34.0 ｍ ブロック積　道直裏有 35.0 ㎡ ブロック積　道岩裏有 55.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 ガードレール基礎工 34.0 ｍ アスファルト舗装 24.0 ｍ２
4年災 8次 939 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 鹿川八戸線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 29.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 940 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 尾払諸塚線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 20.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 舗装版取壊工(As)　機械 1.6 ㎡ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 941 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 倉本川 41.0 ｍ 右岸 41.0 ｍ ブロック積 122.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路　敷鉄板 80.0 ｍ 掛樋工 45.0 m 大型土のう工 1.0 袋
4年災 8次 942 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 倉本川 29.0 ｍ 左岸 29.0 ｍ ブロック積 88.0 ｍ２ 工事用道路　敷鉄板 95.0 ｍ 掛樋工 33.0 m 大型土のう工 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 943 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 倉本川 18.0 ｍ 右岸 18.0 ｍ ブロック積 92.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路　敷砂利 37.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 73.0 ｍ 掛樋工 22.0 m
4年災 8次 944 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 倉本川 9.5 ｍ 右岸 9.5 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路　敷砂利 8.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 107.0 ｍ 掛樋工 14.5 m
4年災 8次 945 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 大石の内川 24.0 ｍ 右岸 24.0 ｍ ブロック積 71.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 8.0 ｍ３ 工事用道路　敷鉄板 29.0 ｍ 掛樋工 28.0 m
4年災 8次 946 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ヶ瀬川水系 高畑川 18.8 ｍ 左岸 15.0 ｍ 右岸 3.8 ｍ ブロック積 71.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 掛樋工 38.0 m 工事用道路　敷鉄板 73.0 ｍ 大型土のう工 3.0 袋
4年災 8次 947 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ヶ瀬川水系 戸川川 45.2 ｍ 右岸 45.2 ｍ ブロック積 145.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 掛樋工 53.2 m 工事用道路　敷鉄板 57.0 ｍ 工事用道路　敷砂利 25.0 ｍ
4年災 8次 948 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ヶ瀬川水系 戸根川川 19.6 ｍ 左岸 19.6 ｍ ブロック積 60.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 掛樋工 21.2 m 工事用道路　敷砂利 15.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 59.0 ｍ
4年災 8次 949 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ヶ瀬川水系 戸根川川 4.5 ｍ 右岸 4.5 ｍ ブロック積 14.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 掛樋工 11.0 m 工事用道路　敷砂利 16.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
4年災 8次 950 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 ２級町道 坂本・一の瀬線 67.0 ｍ アスファルト舗装 213.0 ｍ２ 路盤工 213.0 ｍ２ 舗装版取壊工 10.0 ｍ３ 舗装版切断工 64.3 ｍ
4年災 8次 951 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 ２級町道 宮の原・兼ヶ瀬線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 16.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 3.7 ㎡ 路盤工 3.7 ｍ２ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
4年災 8次 952 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 5.8 ｍ ブロック積　道直裏有 22.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 3.7 ｍ２ 路盤工 3.7 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 3.7 ㎡
4年災 8次 953 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 赤谷・天貫部線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 46.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 954 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 室野・越次線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 4.0 ㎡
4年災 8次 955 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 興地・北の迫線 9.5 ｍ ブロック積　道直裏有 40.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.7 ｍ２ 路盤工 4.7 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 4.7 ㎡
4年災 8次 956 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 興地・北の迫線 14.5 ｍ ブロック積　道直裏有 58.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 9.6 ㎡ 路盤工 9.6 ｍ２ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 8次 957 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 10.0 ｍ 植生基材吹付工 45.0 ｍ２ モル吹付８～１０ｃｍ 80.0 ｍ２ 切土工 36.0 ｍ３
4年災 8次 958 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 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 75.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 13.0 ㎡ 路盤工 13.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.3 ｍ３
4年災 8次 959 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 39.0 ｍ ブロック積　道直裏有 159.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 26.0 ｍ２ 路盤工 26.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 12.0 ㎡
4年災 8次 960 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 中入線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 33.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 3.6 ㎡
4年災 8次 961 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 １級町道 赤谷・川久保線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 40.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 4.0 ㎡
4年災 8次 962 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 横通・古戸野支線 3.6 ｍ ブロック積　道直裏有 10.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 1.8 ｍ２ 路盤工 1.8 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 1.8 ㎡
4年災 8次 963 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 79.6 ｍ ブロック積　道直裏有 61.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 131.0 ｍ２ 路盤工 131.0 ｍ２ 舗装版取壊工 5.2 ｍ３
4年災 8次 964 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 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 11.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 8次 965 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 笠部線 11.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 49.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 6.6 ｍ２ 路盤工 6.6 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 3.0 ㎡
4年災 8次 966 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 大内谷線 114.4 ｍ ブロック積　道直裏有 90.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 364.0 ｍ２ 路盤工 364.0 ｍ２ アスカーブ 56.4 ｍ
4年災 8次 967 小林土木事務所 県工事 小林市 東方 一級河川 大淀川水系 岩瀬川 9.0 ｍ 右岸 9.0 ｍ ブロック積 42.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 100.0 ｍ 大型土のう工 54.0 袋
4年災 8次 968 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村鬼神野 一級河川 小丸川水系 小丸川 8.0 ｍ 右岸 8.0 ｍ ブロック積 26.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 1.1 ｍ３ 工事用道路（敷鉄板） 43.0 ｍ 雑工（練石積工） 3.3 ｍ２
4年災 8次 969 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般国道 国道２６５号 33.0 ｍ 根継工 45.0 ｍ３ 工事用道路 77.0 ｍ 大型土のう工 39.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所


