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左岸・右岸

2年災 5次 58 日南土木事務所 県工事 日南市 大字吉野方 二級河川 広渡川水系 倉掛川 14.1 ｍ 左岸 14.1 ｍ ブロック積　河直裏無 60.0 ㎡ 雑工 1.0 式 根固めブロック（敷設替え） 51.0 個 袋詰め玉石（敷設替え） 24.0 袋 構造物取壊し 20.0 ｍ３
2年災 5次 61 日南土木事務所 県工事 日南市 大字吉野方 二級河川 広渡川水系 大根川 57.9 ｍ 左岸 34.4 ｍ 右岸 40.0 ｍ ブロック積　河直裏無 200.0 ㎡ ブロック張　河川直基 44.0 ㎡ ブロック張　河川岩着 153.0 ㎡ 袋詰玉石工 89.0 袋 小口止工 4.0 箇所
2年災 5次 73 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 27.0 ｍ 右岸 27.0 ｍ ブロック張 84.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.7 ｍ３ 張芝工 26.0 ｍ２ 鋼矢板打込（１０Ｈ型） 30.0 枚 根固ブロック２．０ｔ 120.0 個
2年災 5次 121 高岡土木事務所 県工事 国富町 本庄 一級河川 大淀川水系 仮ヤ原川 22.8 ｍ 右岸 22.8 ｍ ブロック張　河川直基 97.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.6 m3 袋詰玉石工　２ｔ 26.0 袋 掛樋工 35.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
2年災 5次 122 高岡土木事務所 県工事 国富町 深年 一級河川 大淀川水系 後川 45.0 ｍ 左岸 45.0 ｍ ブロック張 297.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 16.0 ｍ２ 袋詰玉石工 48.0 袋 工事用道路 9.0 ｍ
2年災 5次 124 高岡土木事務所 県工事 国富町 八代北俣 一級河川 大淀川水系 北俣川 10.5 ｍ 右岸 10.5 ｍ ブロック張 64.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 14.0 個 張芝工 17.0 ｍ２ 工事用道路 37.9 ｍ
2年災 5次 125 高岡土木事務所 県工事 高岡町 浦之名 一般県道 奈佐木高岡線 19.0 ｍ Ｌ型擁壁 19.0 ｍ Ｇｒ　コン 19.0 ｍ アスファルト舗装 102.0 ｍ２ 路盤工 102.0 ｍ２ 舗装版取壊工 4.7 ｍ３
2年災 5次 126 高岡土木事務所 県工事 国富町 深年 主要地方道 都農綾線 40.0 ｍ 掘削工 756.0 ｍ３ 植生マット工 517.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 137.0 ｍ２ ふとんかご工 99.0 ｍ 用地補償 1.0 式
2年災 5次 127 高岡土木事務所 県工事 綾町 入野 主要地方道 都農綾線 22.7 ｍ Ｌ型擁壁 16.0 ｍ 小口止め工 2.0 箇所 構造物取壊工 9.1 ｍ３ 吹付法面取壊工 2.2 ｍ２ 張芝工 138.0 ｍ２
2年災 5次 160 日向土木事務所 県工事 椎葉村 尾八重 一般県道 上椎葉湯前線 9.3 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 8.0 ｍ２ 路盤工 8.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
2年災 5次 161 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 一般県道 上椎葉湯前線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ アスファルト舗装 43.0 ｍ２ 路盤工 43.0 ｍ２ 舗装版取壊工 2.1 ｍ３ 構造物取壊工 0.7 ｍ３
2年災 5次 238 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 板谷 一般村道 竹之元谷線 62.0 ｍ Ｌ型擁壁 13.0 ｍ ブロック積 39.0 ｍ２ 根継工 21.0 ｍ３ 舗装版取壊工 2.8 ｍ３ アスファルト舗装 293.0 ｍ２
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