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左岸・右岸

2年災 3次 21 宮崎土木事務所 県工事 佐土原町 西上那珂 二級河川 石崎川水系 下村川 9.0 ｍ 右岸 9.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 38.0 ｍ２ 小口止工 2.4 ｍ３ 雑工（じゃかご工） 25.0 ｍ 切土工 145.0 ｍ３ 盛土工 3.6 ｍ３
2年災 3次 22 串間土木事務所 県工事 串間市 大字南方 一般県道 都井西方線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 14.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 1.1 m3 ガードレール基礎工 8.0 ｍ 舗装版取壊工（As)　人力 3.7 ㎡ アスファルト舗装 6.1 ｍ２
2年災 3次 23 都城土木事務所 県工事 都城市 高崎町江平 一級河川 大淀川水系 木下川 30.0 ｍ 左岸 30.0 ｍ ブロック積 132.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.4 ｍ３ 張芝工 16.0 ｍ２ 構造物取壊工 0.5 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
2年災 3次 29 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字南俣 一般県道 高岡綾線 10.0 ｍ かご枠工 60.0 ｍ 人工張芝工 31.0 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
2年災 3次 30 宮崎土木事務所 市町村工事 佐土原町 上田島 １級市道 那珂東春田線 9.0 ｍ 現場吹付法枠工 66.0 ｍ２ 切土工 13.0 ｍ３ 排水工 7.2 ｍ 小口止工 1.2 ｍ３ 大型土のう撤去工 25.0 袋
2年災 3次 31 宮崎土木事務所 市町村工事 佐土原町 上田島 一般市道 新町東野久尾線 10.0 ｍ 切土工 29.0 ｍ３ 現場吹付法枠工 156.1 ｍ
2年災 3次 32 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 浦之名 一般市道 田平二反野原線 18.0 ｍ モル吹付　８㎝ 134.0 ｍ２ モルタル吹付取壊工 75.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.0 ｍ３ Ｕ形側溝取壊し 1.8 ｍ Ｕ形側溝設置 1.8 ｍ
2年災 3次 33 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 五町 一般市道 田中南２号線 3.0 ｍ ブロック積 9.9 ｍ２ 小口止工 1.0 基 ＭＫ側溝（３００Ａ）布設替 4.0 ｍ アスファルト舗装 2.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 3次 34 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 浦之名 １級市道 田ノ平瀬越線 7.0 ｍ 吹付枠工 135.9 ｍ 枠内モルタル吹付工 60.0 ㎡ ラス張工 87.0 ㎡ 掘削 8.6 ｍ３ 伐木・除根 7.0 ㎡
2年災 3次 38 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 居城田川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 29.0 ｍ２ 小口止工 1.2 ｍ３ 雑工（すり付け工） 1.0 式 締切排水工 1.0 箇所 土のう締切工 3.0 ｍ２
2年災 3次 39 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 遍保ヶ野川 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック積　河直裏無 80.0 ｍ２ 側溝布設替（ＢＦ３００） 20.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所 構造物取壊し工 22.0 ｍ３ 土のう締切工 2.0 ｍ２
2年災 3次 41 小林土木事務所 市町村工事 野尻町 紙屋字新村 一般市道 秋社新村線 8.0 ｍ ブロック積工（道直裏有） 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 擁壁工 0.9 ｍ３ 張コンクリート工 5.1 ｍ２
2年災 3次 42 小林土木事務所 市町村工事 野尻町 紙屋字寺原 一般市道 野尻湖ダム線 7.5 ｍ かご工（多段積） 30.0 ｍ 防護柵工（擬木φ１５０） 7.5 ｍ コンクリート構造物取壊し工 0.1 ｍ３
2年災 3次 43 小林土木事務所 市町村工事 野尻町 東麓字天ケ谷 一般市道 天ヶ谷平木場線 12.0 ｍ かご工（多段積） 37.0 ｍ 法面整形工 46.0 ｍ２ 人工張芝 46.0 ｍ２ 盛土工 71.0 ｍ３
2年災 3次 44 小林土木事務所 市町村工事 野尻町 東麓字境別府 一般市道 野尻湖ダム線 15.0 ｍ モル吹付　８㎝ 574.0 ｍ２ 防護柵工（擬木φ１５０） 15.0 ｍ 撤去工（植生マット） 81.0 ｍ２
2年災 3次 52 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 大字南俣 １級町道 南麓竹野線 24.0 ｍ 土工 1.0 式 ブロック積工 62.0 ｍ２ 舗装版破砕工（Ａｓ） 4.7 ｍ２ アスファルト舗装工 12.0 ｍ２ ガードレール基礎工 24.0 ｍ
2年災 3次 53 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 大字南俣 ２級町道 四枝尾立線 11.0 ｍ 土工 1.0 式 ブロック積工 29.0 ｍ２ 舗装版破砕工（Ａｓ） 2.7 ｍ２ アスファルト舗装工 6.2 ｍ２ ガードレール基礎工 1.0 式
2年災 3次 89 都城土木事務所 県工事 都城市 山田町山田 一級河川 大淀川水系 木之川内川 12.0 ｍ 左岸 12.0 ｍ ブロック積 63.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.1 ｍ３ 張芝工 18.0 ｍ２ 構造物取壊工 17.0 ｍ３ 大型土のう工 40.0 袋
2年災 3次 92 都城土木事務所 県工事 都城市 山田町山田 一級河川 大淀川水系 山田川 18.0 ｍ 右岸 18.0 ｍ ブロック積 67.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.0 ｍ３ 張芝工 19.0 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 仮締切排水工 1.0 箇所
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