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左岸・右岸

4年災 6次 18 日南土木事務所 県工事 日南市 大字伊比井 二級河川 伊比井川水系 伊比井川 20.3 ｍ 左岸 20.3 ｍ ブロック積 108.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 67.3 ｍ 構造物取壊工 13.0 ｍ３ 大型土のう工 14.0 袋
4年災 6次 19 日南土木事務所 県工事 日南市 大字下方 二級河川 細田川水系 細田川 19.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ ブロック張 55.0 ｍ２ 鋼矢板工 21.0 枚 小口止工 2.0 基 盛土工 5.2 ｍ３ 構造物取壊工 19.0 ｍ３
4年災 6次 20 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町上倉永 主要地方道 日南高岡線 15.0 ｍ 切土工 21.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 108.0 ｍ２
4年災 6次 21 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 １級市道 本太郎線 8.0 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 8.0 ｍ アスファルト舗装 4.0 ｍ２ 路盤工 4.0 ｍ２
4年災 6次 22 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 10.0 ｍ 大型ブロック 42.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 10.0 ｍ コンクリート舗装 31.0 ｍ２ 路盤工 31.0 ｍ２
4年災 6次 23 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 富土郷之原線 6.0 ｍ ブロック積 35.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 6.0 ｍ アスファルト舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２
4年災 6次 24 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町贄波 一般市道 竹脇２号線 10.7 ｍ ブロック積 61.0 ｍ２ 張芝工 6.3 ｍ２ アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 路盤工 13.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.4 ｍ
4年災 6次 25 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 16.8 ｍ 左岸 16.8 ｍ ブロック積 44.0 ｍ２ 底版コンクリート工 35.0 ｍ２ 構造物取壊工 21.0 ｍ３ 大型土のう工 3.0 袋 仮締切排水工 2.0 箇所
4年災 6次 26 小林土木事務所 市町村工事 小林市 野尻町紙屋字真幸田 準用河川 大淀川水系 真幸田川 5.0 ｍ 右岸 5.0 ｍ ブロック積 13.0 ｍ２ 張芝工　野芝 25.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 大型土のう工 4.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 6次 27 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 一般市道 大出水２号線 14.0 ｍ ブロック積 14.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 Ｌ型擁壁 8.0 ｍ 舗装版切断工 11.4 ｍ
4年災 6次 28 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字石塚 一般市道 石塚・石氷線 5.0 ｍ ブロック積 9.4 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 側溝布設替工 5.0 ｍ
4年災 6次 29 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方字保場枝 一般市道 年神・市谷線 3.0 ｍ ブロック積 10.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版切断工 5.3 ｍ 舗装版取壊工 3.2 ｍ２
4年災 6次 31 西都土木事務所 市町村工事 西都市 岩爪 一般市道 畑和泉ヶ迫線 7.0 ｍ ブロック積 13.0 ｍ２ 小口止工 1.1 ｍ３ コンクリート舗装　ｔ＝１０㎝ 1.8 ｍ２ 舗装版切断工 4.4 ｍ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
4年災 6次 32 小林土木事務所 県工事 小林市 堤 一級河川 大淀川水系 岩瀬川 10.0 ｍ 右岸 10.0 ｍ ブロック張 52.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 34.0 ｍ２ 雑工（石張工） 1.0 式 工事用道路 103.0 ｍ
4年災 6次 33 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 25.3 ｍ 左岸 25.3 ｍ ブロック積 115.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 5.2 ｍ３ 張芝工　野芝 68.0 ｍ２ 根固めブロック　撤去・設置 10.0 個
4年災 6次 34 小林土木事務所 県工事 小林市 真方 一級河川 大淀川水系 真方川 14.5 ｍ 右岸 14.5 ｍ ブロック積 76.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 54.0 ｍ２ 雑工（石積工） 1.0 式 工事用道路 159.5 ｍ
4年災 6次 35 小林土木事務所 県工事 小林市 南西方 一級河川 川内川水系 池島川 16.8 ｍ 左岸 16.8 ｍ ブロック積 82.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 平型ブロック　層積２t 24.0 個 構造物取壊工 18.0 ｍ３ 工事用道路 480.0 ｍ
4年災 6次 36 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高野町 １級市道 高野・夏尾線 8.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 8.8 ｍ２ 路盤工 8.8 ｍ２ アスカーブ 8.0 ｍ
4年災 6次 37 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉之元町 一般市道 田野１６２号線 15.0 ｍ ジオテキ補強土壁 373.0 ｍ３ アスファルト舗装 56.0 ｍ２ 路盤工 56.0 ｍ２ 構造物取壊工 13.0 ｍ３ 舗装版取壊工 1.6 ｍ３
4年災 6次 38 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方字轟木 普通河川 大淀川水系 芹川川 6.1 ｍ 右岸 6.1 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 大型土のう工 6.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 11.1 ｍ
4年災 6次 39 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 １級市道 轟木・生駒線 5.0 ｍ ブロック積 9.3 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 0.7 ｍ２
4年災 6次 40 小林土木事務所 市町村工事 小林市 水流迫 ２級市道 愛宕・茶磨川線 7.0 ｍ ブロック積 12.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版切断工 7.8 ｍ 舗装版取壊工 2.7 ｍ２
4年災 6次 41 小林土木事務所 市町村工事 小林市 堤 一般市道 平ノ上・川無線 4.0 ｍ ブロック積 6.8 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 張芝工　人工芝 3.2 ｍ２
4年災 6次 42 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 一般市道 榧ノ木１号線 10.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 張芝工　人工芝 45.0 ｍ２
4年災 6次 43 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方 一般市道 広庭・出ノ山線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ 舗装版切断工 15.4 ｍ 舗装版取壊工 20.0 ｍ２ アスファルト舗装 20.0 ｍ２
4年災 6次 44 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 橋谷・巣田線 7.0 ｍ ブロック積 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 側溝布設替工 7.0 ｍ
4年災 6次 45 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 中道・八久保線 4.0 ｍ ブロック積 8.5 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 6次 46 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木奈佐木 一般市道 奈佐木子振谷線 10.0 ｍ ブロック積 37.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール撤去・復旧 10.0 ｍ 舗装版切断工 11.4 ｍ 舗装版取壊工 4.8 ｍ２
4年災 6次 47 小林土木事務所 市町村工事 高原町 広原 準用河川 大淀川水系 安丸川 49.0 ｍ 左岸 49.0 ｍ ブロック積 166.0 ｍ２ 平型ブロック　層積１t 50.0 個 捨石工 12.0 ｍ３ 構造物取壊工 63.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 6次 49 都城土木事務所 県工事 都城市 山田町中霧島 一級河川 大淀川水系 丸谷川 22.0 ｍ 右岸 22.0 ｍ ブロック積 107.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.8 ｍ３ 張芝工 4.5 ｍ２ 構造物取壊工 27.0 ｍ３ 大型土のう工 69.0 袋
4年災 6次 50 都城土木事務所 県工事 都城市 関之尾 一級河川 大淀川水系 庄内川 25.0 ｍ 右岸 25.0 ｍ ブロック張 259.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.8 ｍ３ 張芝工 74.0 ｍ２ 工事用道路 178.0 ｍ 大型土のう工 51.0 袋
4年災 6次 51 都城土木事務所 県工事 都城市 吉之元 一級河川 大淀川水系 庄内川 34.5 ｍ 左岸 8.0 ｍ 右岸 26.5 ｍ ブロック積 70.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.7 ｍ３ 張芝工 9.6 ｍ２ 構造物取壊工 2.0 ｍ３ 大型土のう工 65.0 袋
4年災 6次 52 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉之元町 普通河川 大淀川水系 湯穴川 17.0 ｍ 左岸 17.0 ｍ ブロック積 44.0 ｍ２ 張芝工 20.0 ｍ２ 大型土のう工 13.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 60.0 ｍ
4年災 6次 54 都城土木事務所 市町村工事 都城市 美川町 １級市道 渡司・古江線 8.0 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 アスファルト舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２
4年災 6次 55 都城土木事務所 市町村工事 都城市 美川町 一般市道 今ヶ倉・宮前線 13.0 ｍ Ｌ型擁壁 13.0 ｍ アスファルト舗装 54.0 ｍ２ 路盤工 54.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.4 ｍ３ 舗装版切断工 13.0 ｍ
4年災 6次 56 都城土木事務所 市町村工事 都城市 丸谷町 一般市道 吉行・松ヶ森線 12.0 ｍ 盛土工 424.0 ｍ３ かご工 32.5 ｍ２ アスカーブ 11.6 ｍ 縦排水工 17.3 ｍ 地下排水工 11.0 ｍ
4年災 6次 57 西都土木事務所 県工事 西米良村 越野尾字小春 一般国道 国道２１９号 11.0 ｍ 崩土取除工 183.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 273.0 ｍ２ 切土工 23.0 ｍ３ 大型土のう工 51.0 袋
4年災 6次 59 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町板上戌 一般県道 板上曽木線 78.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 331.0 ｍ２ 落石防止柵　１．５ｍ 66.0 ｍ 崩土取除工 402.0 ｍ３ 構造物取壊工 5.3 ｍ３ 大型土のう工 21.0 袋
4年災 6次 61 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 又江の原・小田線 9.9 ｍ ブロック積 46.0 ｍ２ 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 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
4年災 6次 62 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 尾柳・木蔵立線 26.0 ｍ 崩土取除工 598.0 ｍ３ 植生基材吹付工 610.0 ｍ２ 大型ブロック 44.0 ｍ２ ブロック積 44.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基
4年災 6次 63 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村黒木 一般町道 谷久線 13.0 ｍ ブロック積 60.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 18.0 ｍ２ 路盤工 18.0 ｍ２ 舗装版切断工 14.0 ｍ
4年災 6次 64 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 6.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 28.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.7 m3 コンクリート舗装 1.8 ㎡ 舗装版切断工 6.0 ｍ 舗装版取壊工 1.8 ｍ２
4年災 6次 65 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町早上 一般市道 城綱の瀬線 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 27.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.8 m3 アスファルト舗装工 2.1 ｍ２ 路盤工 2.1 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 3.2 ㎡
4年災 6次 66 日南土木事務所 県工事 日南市 大字酒谷甲 一般国道 国道２２２号 72.0 ｍ 崩土取除工 445.0 ｍ３
4年災 6次 67 日向土木事務所 県工事 日向市 塩見 一般国道 国道３２７号 15.0 ｍ 切土工 66.0 ｍ３ 崩土取除工 161.0 ｍ３ 切土法面整形工 359.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 359.0 ｍ２ 植生マット工 256.0 ｍ２
4年災 6次 68 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 20.0 ｍ ジオテキ補強盛土 659.0 ｍ３ 盛土工 54.0 ｍ３ 排水工　その他 15.6 ｍ アスファルト舗装 135.0 ｍ２ 路盤工 135.0 ｍ２
4年災 6次 69 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 43.5 ｍ ジオテキ補強土壁 943.0 ｍ３ 盛土工 313.0 ｍ３ Ｌ型擁壁 19.0 ｍ 排水工　その他 20.0 ｍ アスファルト舗装 187.0 ｍ２
4年災 6次 70 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 70.0 ｍ 切土工 4,671.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 1,389.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 381.0 ｍ２ アスファルト舗装 261.0 ｍ２ 路盤工 261.0 ｍ２
4年災 6次 71 西臼杵支庁 県工事 日之影町 見立 主要地方道 日之影宇目線 82.5 ｍ アスファルト舗装 189.0 ｍ２ 路盤工 189.0 ｍ２ 不陸整正 189.0 ｍ２ 舗装版取壊工 9.4 ｍ３
4年災 6次 72 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 上岩戸 主要地方道 緒方高千穂線 53.7 ｍ アスファルト舗装 155.0 ｍ２ 路盤工 155.0 ｍ２ 不陸整正 155.0 ｍ２ 舗装版切断工 56.0 ｍ 舗装版取壊工 7.7 ｍ３
4年災 6次 73 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 主要地方道 諸塚高千穂線 75.0 ｍ アスファルト舗装 322.0 ｍ２ 路盤工 322.0 ｍ２ 不陸整正 322.0 ｍ２ 舗装版切断工 16.3 ｍ 舗装版取壊工 16.0 ｍ３
4年災 6次 74 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 主要地方道 諸塚高千穂線 13.0 ｍ ブロック積 22.0 ｍ２ 大型ブロック 38.0 ｍ２ アスファルト舗装 26.0 ｍ２ 路盤工 26.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 22.5 ｍ
4年災 6次 75 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 主要地方道 諸塚高千穂線 23.0 ｍ モル吹付　８㎝ 201.0 ｍ２ 客土吹付 152.0 ｍ２ ガードレール基礎工 23.0 ｍ コンクリート擁壁 1.5 ｍ３ Ｇｒ　コン 24.0 ｍ
4年災 6次 76 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 主要地方道 諸塚高千穂線 12.0 ｍ ブロック積 53.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.1 ｍ３ アスファルト舗装 17.0 ｍ２ 路盤工 17.0 ｍ２ ガードレール基礎工 17.7 ｍ
4年災 6次 77 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 下野 一般県道 下野鹿狩戸線 53.4 ｍ アスファルト舗装 225.0 ｍ２ 路盤工 225.0 ｍ２ 不陸整正 225.0 ｍ２ 舗装版切断工 3.2 ｍ 舗装版取壊工 11.0 ｍ３
4年災 6次 78 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 １級町道 本村・吾味線 28.0 ｍ 大型ブロック 111.0 ｍ２ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 71.0 ｍ２ 路盤工 71.0 ｍ２
4年災 6次 79 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 １級町道 本村・吾味線 15.0 ｍ 大型ブロック 90.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 25.0 ｍ２ 路盤工 25.0 ｍ２ 舗装版切断工 16.0 ｍ
4年災 6次 80 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 １級町道 本村・吾味線 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.6 ｍ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
4年災 6次 81 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 天神田・又江の原線 5.0 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 1.5 ｍ２ 路盤工 1.5 ｍ２ 舗装版切断工 5.6 ｍ
4年災 6次 82 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 天神田・又江の原線 10.0 ｍ 崩土取除工 43.0 ｍ３ 植生マット工 79.0 ｍ２
4年災 6次 83 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 神門折立・又江線 8.0 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 6.4 ｍ２ 路盤工 6.4 ｍ２ 舗装版切断工 9.6 ｍ
4年災 6次 84 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 23.0 ｍ ブロック積 72.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 6次 85 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 渡場瀬・杭谷線 10.0 ｍ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 5.0 ｍ２ 路盤工 5.0 ｍ２ 舗装版切断工 11.0 ｍ
4年災 6次 86 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 渡場瀬・杭谷線 13.0 ｍ ブロック積 34.0 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 5.8 ｍ
4年災 6次 87 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村神門 一般町道 渡場瀬・杭谷線 9.0 ｍ ブロック積 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 6次 88 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 文字川・鼓原線 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 7.0 ｍ２ 路盤工 7.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.0 ｍ
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