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左岸・右岸

3年災 5次 16 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町大字五町 一級河川 大淀川水系 内山川 23.0 ｍ 右岸 23.0 ｍ ブロック張 143.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 29.0 ｍ３ 根固ブロック１．０ｔ 40.0 個 工事用道路 81.0 ｍ
3年災 5次 18 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 大字南俣 ２級町道 照葉樹林線 6.0 ｍ 崩土撤去工 16.0 ｍ３ 倒木撤去工 1.0 式 落石防護網工 90.0 ｍ２
3年災 5次 28 小林土木事務所 県工事 えびの市 内竪 一級河川 川内川水系 白川 37.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ 右岸 29.0 ｍ ブロック積　河直裏無 184.0 ㎡ 小口止工 3.0 基 張芝工　野芝 43.0 ㎡ 平型ブロック　層積４t 22.0 個 構造物取壊工 62.0 ｍ３
3年災 5次 29 小林土木事務所 県工事 えびの市 原田 一級河川 川内川水系 川内川 32.9 ｍ 左岸 32.9 ｍ ブロック張　河川直基 285.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 43.0 ㎡ 工事用道路 262.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
3年災 5次 31 小林土木事務所 県工事 えびの市 大河平 一級河川 川内川水系 川内川 25.4 ｍ 右岸 25.4 ｍ ブロック張　河川直基 105.0 ㎡ 小口止工 3.0 基 張芝工　野芝 26.0 ㎡ 工事用道路 146.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
3年災 5次 34 小林土木事務所 県工事 えびの市 昌明寺 一級河川 川内川水系 湯の川 5.3 ｍ 左岸 5.3 ｍ ブロック積　河直裏無 22.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 1.9 ㎡ 構造物取壊工 7.7 ｍ３ 平型ブロック　層積４t 6.0 個
3年災 5次 36 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 11.0 ｍ 現場吹付法枠工 142.0 ｍ２ 切土工 16.0 ｍ３ 路盤工（上層・下層） 16.0 ｍ２ Ａｓ舗装工（ｔ＝５㎝） 16.0 ｍ２ Ｇｒ・Ｌ型擁壁工（Ｈ５００） 11.0 ｍ
3年災 5次 37 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町板上 一般県道 板上曽木線 35.0 ｍ 現場吹付法枠工（モル） 444.0 ｍ２ 仮設防護柵工 35.0 ｍ 切土工 729.0 ｍ３ 仮設モルタル吹付 47.0 ｍ２ 構造物撤去工 1.0 式
3年災 5次 38 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一般県道 北方高千穂線 23.0 ｍ 崩土取除工 120.0 ｍ３ 支障木伐採工 1.0 式 仮設防護柵工 16.0 ｍ 切土工 56.0 ｍ３ 現場吹付法枠工（モル） 432.0 ｍ２
3年災 5次 39 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一般県道 北方高千穂線 12.7 ｍ 大型ブロック 62.0 ｍ２ ブロック積 23.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.3 ｍ３ Ｇｒ　コン 12.5 ｍ 路盤工 29.0 ｍ２
3年災 5次 40 都城土木事務所 市町村工事 都城市 宮丸町 一般市道 宮丸４１５号線 14.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 26.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 5次 41 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高崎町笛水 一般市道 笛水前田線 6.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 22.0 ｍ２ 小口止工 1.0 箇所 アスファルト舗装 2.4 ｍ２ 上層路盤 2.4 ｍ２ 下層路盤 2.4 ｍ２
3年災 5次 42 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木鳥田町 普通河川 大淀川水系 倉谷川 7.1 ｍ 左岸 7.1 ｍ ブロック積　河直裏無 25.0 ㎡ 大型土のう工 7.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
3年災 5次 43 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木奈佐木 普通河川 大淀川水系 町ヶ谷川 7.2 ｍ 左岸 7.2 ｍ ブロック積　河直裏無 9.1 ㎡ 張芝工　野芝 3.1 ㎡ 底版コンクリート 21.0 ｍ２ 捨てコンクリート 18.0 ｍ２ 取壊工 3.1 ｍ３
3年災 5次 44 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方字小原地 普通河川 大淀川水系 山代川 21.0 ｍ 右岸 21.0 ｍ ブロック積　河直裏無 36.0 ㎡ ブロック積　河岩裏無 53.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 張芝工　野芝 1.5 ㎡ 構造物取壊工 24.0 ｍ３
3年災 5次 45 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木奈佐木 普通河川 大淀川水系 永迫谷川 7.0 ｍ 右岸 7.0 ｍ ブロック積　河直裏無 15.0 ㎡ 張芝工　野芝 7.5 ㎡ 小口止工 1.0 基 大型土のう工 4.0 袋 掛樋工 13.0 ｍ
3年災 5次 46 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字永久 一般市道 黒仁田・永久井野線 9.0 ｍ ブロック積 38.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 9.0 ｍ アスファルト舗装 3.0 ｍ２ 舗装版取壊工 2.7 ｍ２
3年災 5次 47 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方字辟岩地 一般市道 坂元向・江馬場線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ アスファルト舗装 54.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 8.0 ｍ Ｇｒ土中（再利用） 8.0 ｍ 舗装版取壊工 47.0 ｍ２
3年災 5次 48 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木奈佐木 一般市道 永迫山代線 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ 防護柵設置工 6.0 ｍ 舗装版切断 11.1 ｍ 舗装版取壊工 15.0 ｍ２ 路盤工 17.0 ｍ２
3年災 5次 51 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方字餅田地 一般市道 永久井野・市谷線 10.1 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 ガードレール基礎工 10.1 ｍ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ アスファルト舗装 6.4 ｍ２
3年災 5次 52 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字種子 一般市道 種子田原・種子田線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ コンクリート舗装 27.0 ｍ２ 舗装版取壊工 26.0 ｍ２ 舗装版切断 16.7 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
3年災 5次 53 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 島内 普通河川 川内川水系 運迫川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 29.0 ㎡ 小口止め工 2.0 基 間詰工 0.7 ｍ３ 工事用道路 43.0 ｍ 掛樋工 15.0 m
3年災 5次 54 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 水流 準用河川 川内川水系 池ノ下川 32.0 ｍ 左岸 28.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 109.0 ㎡ 小口止め工 7.0 基 工事用道路 113.0 ｍ 土のう積 7.6 ｍ２ 掛樋工 45.0 m
3年災 5次 55 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大河平 一般市道 鉄山線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 56.0 ㎡ 小口止め工 2.0 基 ガードレール撤去・設置 12.0 ｍ 工事用道路 83.0 ｍ
3年災 5次 56 日向土木事務所 市町村工事 門川町 大字加草 一般町道 山下楠本線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 22.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.6 m3 雑工（取付工） 1.0 式 植生基材吹付工 1.0 式 Ｕ型側溝布設替　３００ 8.0 ｍ
3年災 5次 57 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 黒仁田・上八峡線 12.0 ｍ 植生基材吹付工 103.0 ｍ２ 崩土取除工 47.0 ｍ３
3年災 5次 58 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 小八重・清水岳線 9.0 ｍ 大型ブロック 82.0 ｍ２ 石積工 10.0 ｍ２ アスファルト舗装 21.0 ｍ２ 路盤工 21.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ
3年災 5次 59 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 島戸・山瀬線 11.0 ｍ 現場吹付法枠工 194.0 ｍ２ 崩土取除工 22.0 ｍ３
3年災 5次 60 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 石峠・西の八峡線 11.0 ｍ 現場吹付法枠工 109.0 ｍ２ 崩土取除工 106.0 ｍ３
3年災 5次 61 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村黒木 一般町道 トン谷・シメ山線 10.0 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ 大型ブロック 34.0 ｍ２ コンクリート擁壁工（Ｈ≦５ｍ） 5.0 ｍ３ アスファルト舗装 8.2 ｍ２ 路盤工 8.2 ｍ２
3年災 5次 62 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ 一般町道 青地橋・松の越線 23.0 ｍ 植生基材吹付工 492.0 ｍ２ 崩土取除工 62.0 ｍ３
3年災 5次 63 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 ２級村道 橘平川の口線 17.0 ｍ 大型ブロック積（控７５０） 56.0 ｍ２ ブロック積（裏当１５㎝） 32.0 ｍ２ プレキャストガードレール基礎工 17.0 ｍ アスファルト舗装工（ｔ＝５㎝） 43.0 ｍ２ 上層路盤工（ｔ＝１０㎝） 43.0 ｍ２
3年災 5次 64 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 川の口下長川線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.2 m3 コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 2.1 m3 コンクリート舗装 8.3 ｍ２ 舗装版取壊工 8.3 ｍ２
3年災 5次 65 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 一般町道 講元線 7.0 ｍ 崩土取除工 3.6 ｍ３ ブロック積 24.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.0 ｍ３ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３ コンクリート舗装 3.6 ｍ２
3年災 5次 66 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 大吐矢形的線 13.0 ｍ 切土工 54.0 ｍ３ 現場吹付法枠工（モル） 208.0 ｍ２ コンクリート舗装 6.9 ｍ２ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
3年災 5次 67 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方字小田 普通河川 大淀川水系 下刈目川 4.0 ｍ 左岸 4.0 ｍ ブロック積　河直裏無 16.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 張芝工　野芝 4.8 ㎡ 大型土のう工 4.0 袋 掛樋工 10.0 m
3年災 5次 68 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字水流 ２級市道 永久津・深草線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ アスファルト舗装 28.0 ｍ２ 構造物取壊工 1.3 ｍ３ 舗装版取壊工 25.0 ｍ２ 舗装版切断 16.5 ｍ
3年災 5次 69 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 西川北 普通河川 川内川水系 芦刈川 17.0 ｍ 左岸 17.0 ｍ ブロック積　河直裏無 32.0 ㎡ 小口止め工 2.0 基 間詰工 2.3 ｍ３ 張芝工　野芝 63.0 ㎡ 盛土工　購入土(W<4.0m) 76.0 ｍ３
3年災 5次 70 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 杉水流 準用河川 川内川水系 金丸川 11.0 ｍ 左岸 11.0 ｍ ブロック積　河直裏無 26.0 ㎡ 小口止め工 2.0 基 張芝工　野芝 9.9 ㎡ 工事用道路 53.0 ｍ 掘削・盛土工 47.0 ｍ３
3年災 5次 71 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 小布所黒原線 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 33.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.2 m3 雑工（石積工） 1.0 式
3年災 5次 78 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 清武町今泉 一般県道 大戸野清武線 7.0 ｍ Ｌ型擁壁 7.0 ｍ アスファルト舗装 35.0 ｍ２ 路盤工 35.0 ｍ２ 張りコンクリート 7.6 ｍ２ 区画線工 10.3 ｍ
3年災 5次 79 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 清武町今泉 一般県道 大戸野清武線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ｍ２ コンクリート擁壁　Ｈ≦５ｍ 2.7 ｍ３ アスファルト舗装 14.0 ｍ２ 路盤工 14.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 5.0 ｍ
3年災 5次 91 日向土木事務所 県工事 諸塚村 大字七ツ山 一般国道 国道５０３号 20.0 ｍ 現場吹付法枠工（モル） 98.0 ｍ２ 現場吹付法枠工（植生） 296.0 ｍ２ 切土工 88.0 ｍ３ 崩土取除工 292.0 ｍ３
3年災 5次 117 小林土木事務所 県工事 えびの市 内竪 一級河川 川内川水系 白川 14.0 ｍ 右岸 14.0 ｍ ブロック積　河直裏無 76.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 張芝工　野芝 27.0 ㎡ 平型ブロック　層積４t 4.0 個 構造物取壊工 24.0 ｍ３
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