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左岸・右岸

2年災 2次 2 西都土木事務所 県工事 西都市 大字上三財 一般県道 寒川下三財線 7.0 ｍ ブロック積 33.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.2 ｍ 舗装版破砕工 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２ アスファルト舗装 10.0 ｍ２
2年災 2次 5 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字　伊比井 一般市道 伊比井河内線 8.0 ｍ ブロック積 38.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
2年災 2次 6 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字　伊比井 一般市道 伊比井河内線 11.0 ｍ ブロック積 50.0 ｍ２ アスファルト舗装 5.5 ｍ２ 路盤工 5.5 ｍ２ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３ 小口止工 3.0 箇所
2年災 2次 7 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字　大窪 一般市道 寺村塚田線 6.0 ｍ ブロック積 25.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 路盤工 3.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式 根株処分工 1.0 式
2年災 2次 8 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉之元 一般市道 折田代２０７号線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 37.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.8 m3 Ｇｒ　コン 10.0 ｍ ガードレール基礎工 10.0 ｍ 舗装版取壊工 3.7 ｍ２
2年災 2次 9 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字川原迫 普通河川 大淀川水系 風呂本川 11.8 ｍ 右岸 11.8 ｍ ブロック積　河直裏無 28.0 ㎡ 張芝工　野芝 24.0 ㎡ 大型土のう工 2.0 袋 掛樋工 16.8 m 締切排水工 1.0 箇所
2年災 2次 10 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字川原迫 普通河川 大淀川水系 風呂本川 8.0 ｍ 右岸 8.0 ｍ ブロック積　河直裏無 17.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 袋詰玉石工（中詰材流用）３ｔ 4.0 袋 袋詰玉石工（再設置工） 4.0 袋 大型土のう工 4.0 袋
2年災 2次 11 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字川原迫 普通河川 大淀川水系 風呂本川 16.3 ｍ 左岸 16.3 ｍ ブロック積　河直裏無 60.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 張芝工　野芝 28.0 ㎡ 大型土のう工 4.0 袋 掛樋工 22.3 m
2年災 2次 12 小林土木事務所 市町村工事 小林市 水流迫字穂屋 一般市道 穂屋下２号線 6.2 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ 歩車道境界ブロック復旧 6.2 ｍ 構造物取壊し 0.3 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 2次 13 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字山代 一般市道 下津佐・山代線 8.5 ｍ 現場吹付法枠工 115.0 ｍ２ 法面排水工 68.4 ｍ 大型土のう設置撤去工 10.0 袋
2年災 2次 14 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字木浦木 一般市道 木浦木３号線 16.0 ｍ Ｌ型擁壁工 16.0 ｍ ガードレール撤去工 16.0 ｍ ガードレール設置工 16.0 ｍ 埋戻しコンクリート 1.5 ｍ３ 路盤工 48.0 ｍ２
2年災 2次 15 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 芋坪線 17.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 428.0 ㎡ 切土工 7.0 ｍ３ 崩土取除工 724.0 ｍ３
2年災 2次 16 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 14.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 38.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏無 13.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３ 路盤工 21.0 ｍ２ アスファルト舗装 21.0 ｍ２
2年災 2次 17 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 11.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 148.0 ㎡ 切土工 11.0 ｍ３ 崩土取除工 34.0 ｍ３
2年災 2次 18 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 野老ヶ八重線 8.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 104.0 ㎡ 切土工 0.9 ｍ３
2年災 2次 19 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 ２級村道 不土野小崎線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 29.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.6 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 2次 20 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 押方三ケ所線 28.0 ｍ 崩土除去工 311.0 ｍ３ 伐採工 1.0 式 現場吹付法枠工　モル 192.0 ㎡ モル吹付８～１０cm 158.0 ㎡ 機械法面整形 180.0 ｍ２
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