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左岸・右岸

4年災 10次 145 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 一般国道 国道２６５号 57.0 ｍ 崩土取除工 1,082.0 ｍ３ 谷止工 1.0 基 溜桝 3.0 基 排水工　その他 33.6 ｍ 張りコンクリート 33.0 ｍ２
4年災 10次 219 日向土木事務所 県工事 椎葉村 不土野 二級河川 耳川水系 不土野川 182.0 ｍ 右岸 182.0 ｍ ブロック積 567.0 ｍ２ 石積工 233.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 構造物取壊工 5.6 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 274.1 ｍ
4年災 10次 291 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般県道 鞍岡赤谷線 10.0 ｍ 大型ブロック 58.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 14.0 ｍ２ 路盤工 14.0 ｍ２ 構造物取壊工 15.0 ｍ３
4年災 10次 305 都城土木事務所 市町村工事 都城市 山之口町山之口 １級市道 青井岳中河内線 17.0 ｍ 盛土工 390.0 ｍ３ 箱型擁壁 256.0 ｍ２ 張芝工 112.0 ｍ２ ガードレール工 32.0 ｍ アスファルト舗装 36.0 ｍ２
4年災 10次 487 日南土木事務所 県工事 日南市 北郷町北河内 二級河川 広渡川水系 広渡川 41.6 ｍ 右岸 41.6 ｍ 大型ブロック 262.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ふとんかご工 208.8 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式 構造物取壊工 103.0 ｍ３
4年災 10次 490 日南土木事務所 県工事 日南市 益安 二級河川 広渡川水系 益安川 27.0 ｍ 右岸 27.0 ｍ ブロック張 204.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 袋詰根固工（再利用） 15.0 袋 大型土のう工 74.0 袋
4年災 10次 491 日南土木事務所 県工事 日南市 平野 二級河川 広渡川水系 酒谷川 29.8 ｍ 左岸 29.8 ｍ ブロック張 219.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 88.6 ｍ 構造物取壊工 61.0 ｍ３ 大型土のう工 56.0 袋
4年災 10次 492 日南土木事務所 県工事 日南市 吉野方 二級河川 広渡川水系 大根川 46.0 ｍ 右岸 46.0 ｍ 平張ブロック 414.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 築堤盛土 315.0 ｍ３ 構造物取壊工 86.0 ｍ３ 工事用道路 71.0 ｍ
4年災 10次 494 日南土木事務所 県工事 日南市 北郷町北河内 二級河川 広渡川水系 槻の河内川 17.0 ｍ 左岸 17.0 ｍ ブロック積 88.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固工 30.0 個 根固工（再利用設置） 10.0 個 工事用道路 80.0 ｍ
4年災 10次 495 日南土木事務所 県工事 日南市 北郷町北河内 二級河川 広渡川水系 槻の河内川 29.2 ｍ 左岸 8.8 ｍ 右岸 28.1 ｍ ブロック張 288.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 雑工（取付工） 1.0 式 根固工 48.0 個 仮締切排水工 4.0 箇所
4年災 10次 496 日南土木事務所 県工事 日南市 北郷町北河内 主要地方道 宮崎北郷線 46.6 ｍ ジオテキスタイル補強土壁工 146.0 ｍ２ ガードレール基礎工 46.6 ｍ 取付工 1.0 式 側溝 38.8 ｍ アスファルト舗装 189.0 ｍ２
4年災 10次 528 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般県道 田代八重綾線 18.0 ｍ 大型ブロック 194.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 ボックスカルバート 12.3 ｍ 水叩工 1.0 式 車両用防護柵基礎工 40.6 ｍ
4年災 10次 543 西都土木事務所 県工事 西米良村 村所 二級河川 一ツ瀬川水系 一ツ瀬川 67.0 ｍ 左岸 67.0 ｍ 大型ブロック 657.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固めブロック５．０ｔ（再利用 92.0 個 根固めブロック５．０ｔ（新設） 48.0 個 止めコンクリート 62.2 ｍ
4年災 10次 545 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 二級河川 一ッ瀬川水系 大藪川 14.6 ｍ 右岸 14.6 ｍ 大型ブロック 122.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 75.0 ｍ３ 雑工（石積工） 1.0 式 工事用道路 93.5 ｍ
4年災 10次 547 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 50.0 ｍ ブロック積 311.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 Ｇｒ　コン 18.7 ｍ Ｇｒ　再使用 20.0 ｍ 伐採工 1.0 式
4年災 10次 554 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 45.0 ｍ 軽量盛土擁壁工 160.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 79.0 本 モル吹付　８㎝ 178.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 555 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 99.5 ｍ 大型ブロック 1,311.0 ｍ２ ブロック積 123.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 側溝 46.8 ｍ 構造物取壊工 1,285.0 ｍ３
4年災 10次 569 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村鬼神野 一級河川 小丸川水系 小丸川 5.0 ｍ 右岸 5.0 ｍ ブロック張 48.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 2.3 ｍ３ 転石破砕 23.9 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 62.7 ｍ
4年災 10次 572 日向土木事務所 県工事 美郷央 南郷村上渡川 一級河川 小丸川水系 渡川 59.0 ｍ 左岸 59.0 ｍ 大型ブロック 431.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 Ｇｒコン撤去再設置 14.0 ｍ 舗装版切断 17.1 ｍ 舗装版取壊工 1.3 ｍ３
4年災 10次 589 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 耳川 81.4 ｍ 左岸 61.2 ｍ 右岸 20.2 ｍ 大型ブロック 601.0 ｍ２ コンクリート擁壁 121.0 ｍ３ 小口止工 2.0 基 函渠工 13.0 ｍ 排水構造物工 13.1 ｍ
4年災 10次 591 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 耳川 82.0 ｍ 左岸 82.0 ｍ 大型ブロック 175.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ふとんかご 50.0 ｍ 構造物取壊工 10.0 ｍ３ 工事用道路 300.0 ｍ
4年災 10次 599 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 十根川 37.0 ｍ 左岸 37.0 ｍ 石積工 186.0 ｍ２ 石張工 121.0 ｍ２ ブロック張 148.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張コンクリート 157.0 ｍ２
4年災 10次 601 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 奥村川 74.0 ｍ 右岸 74.0 ｍ ブロック積 276.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 工事用道路 225.0 ｍ 大型土のう工 205.0 袋 掛樋工 20.0 ｍ
4年災 10次 609 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 一般国道 国道２６５号 9.0 ｍ 重力式擁壁 90.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 130.0 ｍ２ コン吹付　１０㎝ 70.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 18.0 ｍ 側溝 17.6 ｍ
4年災 10次 614 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大字大河内 一般国道 国道３８８号 121.9 ｍ 切土工 1,158.0 ｍ３ 盛土工 111.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 209.0 ｍ２ 植生基材吹付工 367.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 786.0 ｍ２
4年災 10次 615 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 17.0 ｍ 切土工 301.0 ｍ３ 盛土工 162.0 ｍ３ 大型ブロック 104.0 ｍ２ ブロック積 25.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基
4年災 10次 619 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 17.0 ｍ 落石防止網工 285.0 ｍ２ 構造物取壊工 17.0 ｍ３ Ｇｒ　コン 11.0 ｍ
4年災 10次 630 日向土木事務所 県工事 諸塚村 家代 主要地方道 諸塚高千穂線 10.5 ｍ 大型ブロック 55.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 3.1 ｍ３ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３ アスファルト舗装 18.0 ｍ２
4年災 10次 634 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北川町川内名 一級河川 五ヶ瀬川水系 鐙川 15.0 ｍ 右岸 15.0 ｍ 大型ブロック積 111.0 ｍ２ コンクリート擁壁 19.0 ｍ３ 構造物取壊工 23.0 ｍ３ 締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 17.1 ｍ
4年災 10次 635 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町板上 一級河川 五ヶ瀬川水系 曽木川 13.0 ｍ 左岸 13.0 ｍ 大型ブロック積 84.0 ｍ２ コンクリート擁壁 6.2 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 25.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 10次 636 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町うそ越 一級河川 五ヶ瀬川水系 曽木川 64.0 ｍ 右岸 64.0 ｍ ブロック張 344.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.0 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 66.3 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 10次 641 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 30.2 ｍ 右岸 30.2 ｍ ブロック張 483.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 110.0 ｍ３ 工事用道路 143.0 ｍ 大型土のう工 375.0 袋
4年災 10次 650 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 主要地方道 日之影宇目線 47.5 ｍ 大型ブロック 383.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 110.0 ｍ２ 路盤工 110.0 ｍ２ 舗装版取壊工 55.0 ｍ３
4年災 10次 655 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一般県道 宇納間日之影線 65.3 ｍ 大型ブロック 223.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 181.0 ｍ モル吹付　８㎝ 258.0 ｍ２ 法面工　その他 107.0 ｍ２ 工事用道路 72.5 ｍ
4年災 10次 657 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一般県道 北方高千穂線 24.0 ｍ 落石防止網工 420.0 ｍ２ 落石防止網工（既設撤去・設置） 1.0 式 落石除去 1.0 式 Ｇｒ　コン 19.0 ｍ 仮設モルタル充填工 8.0 ｍ３
4年災 10次 662 日向土木事務所 県工事 日向市 東郷町八重原 二級河川 耳川水系 耳川 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック張 225.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 49.0 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路（敷砂利） 146.0 ｍ
4年災 10次 669 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町甲 二級河川 清武川水系 井倉川 50.0 ｍ 左岸 40.2 ｍ 右岸 44.0 ｍ ブロック張工 479.0 ｍ２ 鋼矢板工 95.0 枚 小口止工 5.0 基 根固ブロック２．０ｔ 98.0 個 盛土工 307.0 ｍ３
4年災 10次 670 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町乙 二級河川 清武川水系 片井野川 30.0 ｍ 左岸 27.7 ｍ 右岸 26.0 ｍ ブロック張 248.0 ｍ２ 根固ブロック３．０ｔ 16.0 個 工事用道路 207.1 ｍ 仮締切排水工 2.0 箇所 小口止工 6.4 ｍ３
4年災 10次 672 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 田野町乙 ２級 清武川水系 片井野川 12.5 ｍ 左岸 12.5 ｍ 垂直壁工 170.0 ｍ３ 間詰めコンクリート 26.0 ｍ３ ブロック張 100.0 ｍ２ 袋詰根固め工 28.0 袋 工事用道路 239.1 ｍ
4年災 10次 673 日南土木事務所 県工事 日南市 酒谷 二級河川 広渡川水系 酒谷川 42.1 ｍ 右岸 42.1 ｍ 大型ブロック 42.0 ｍ２ ブロック張 95.0 ｍ２ 根固ブロック６．０ｔ 68.0 個 護岸間詰工 1.0 式 帯工　コンクリート 1.0 基
4年災 10次 674 日南土木事務所 県工事 日南市 平野 二級河川 広渡川水系 酒谷川 10.5 ｍ 右岸 10.5 ｍ ブロック張 108.0 ｍ２ 鋼矢板打込　その他 15.0 枚 小口止工 2.0 基 工事用道路 224.3 ｍ 構造物取壊工 18.0 ｍ３
4年災 10次 675 都城土木事務所 県工事 三股町 長田 三股町 長田体育館地区 38.0 ｍ 現場吹付法枠工 366.0 ｍ２ 水平排水工 56.0 箇所 落石防護柵工 36.0 ｍ 擁壁工 1.0 式 敷鉄板 22.0 ｍ２
4年災 10次 676 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村中原 一級河川 大淀川水系 綾北川 1300.0 ｍ 左岸 1300.0 ｍ 流木除去対象数量 2,195.0 ｍ３
4年災 10次 677 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村中原 一級河川 大淀川水系 綾北川 21.0 ｍ 右岸 21.0 ｍ 補強土壁工 85.0 ｍ２ 構造物取壊工 198.0 ｍ２ 舗装版切断工 27.5 ｍ 舗装版取壊工 60.0 ｍ２ アスファルト舗装 66.0 ｍ２
4年災 10次 678 小林土木事務所 県工事 小林市 東方 一般国道 国道２６５号 28.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 排水工 28.0 ｍ アスファルト舗装 19.0 ｍ２ 舗装版切断工 30.2 ｍ
4年災 10次 679 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般国道 国道２６５号 48.5 ｍ Ｌ型擁壁 26.0 ｍ 現場吹付法枠工 888.0 ｍ２ 植生基材吹付工 643.0 ｍ２ アスファルト舗装 108.0 ｍ２ 舗装版切断工 6.8 ｍ
4年災 10次 680 小林土木事務所 県工事 小林市 南西方 主要地方道 小林えびの高原牧園線 184.0 ｍ 盛土工 213.0 ｍ３ 張芝工 252.0 ｍ２ ブロック積 272.0 ｍ２ 小口止工 10.0 基 排水工 57.6 ｍ
4年災 10次 681 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般県道 槻木田代八重線 37.0 ｍ ブロック積 88.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 モル吹付　８㎝ 224.0 ｍ２ ガッター工 37.0 ｍ アスファルト舗装 77.0 ｍ２
4年災 10次 682 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般県道 槻木田代八重線 14.0 ｍ 大型ブロック 59.0 ｍ２ ブロック積 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 54.0 ｍ２ Ｇｒ　再使用 16.0 ｍ
4年災 10次 683 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般県道 槻木田代八重線 75.0 ｍ 吹付枠工 364.0 ｍ２ モルタル吹付 78.0 ｍ２ 落石防止網工 840.0 ｍ２ 倒木処理 1.0 式
4年災 10次 684 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般県道 槻木田代八重線 8.6 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 車両用防護柵基礎 8.6 ｍ Ｇｒ　コン 10.6 ｍ 舗装版切断工 9.9 ｍ
4年災 10次 685 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村須木中原 一般県道 田代八重綾線 17.0 ｍ 大型ブロック 82.0 ｍ２ ブロック積 13.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 45.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.0 ｍ
4年災 10次 686 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町浦之名 一級河川 大淀川水系 大淀川 180.0 ｍ 左岸 180.0 ｍ ブロック張 1,819.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張コンクリート 230.2 ｍ 排水工 1.0 基 平型ブロック　層積２ｔ 508.0 個
4年災 10次 687 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町浦之名 一級河川 大淀川水系 大淀川 109.5 ｍ 左岸 109.5 ｍ ブロック張 1,226.0 ｍ２ ブロック積 79.0 ｍ２ 特殊堤 56.2 ｍ 小口止工 1.0 基 張コンクリート 156.1 ｍ
4年災 10次 688 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字須志田 一級河川 大淀川水系 深年川 154.0 ｍ 右岸 154.0 ｍ ブロック積 626.0 ｍ２ ブロック張 418.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 張コンクリート 79.8 ｍ 構造物取壊工 75.0 ｍ３
4年災 10次 689 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字八代南俣 一級河川 大淀川水系 三名川 15.0 ｍ 左岸 15.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 97.0 ｍ２ 植生基材吹付工 2.0 ｍ２ 平型ブロック　層積２ｔ 20.0 個 張芝工 27.0 ｍ２ 構造物取壊工 27.0 ｍ３
4年災 10次 690 高岡土木事務所 県工事 国富町 大字八代南俣 一級河川 大淀川水系 三名川 27.5 ｍ 左岸 27.5 ｍ ブロック張 166.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 40.0 ｍ２ 構造物取壊工 49.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 10次 691 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字北俣 一級河川 大淀川水系 綾北川 107.4 ｍ 右岸 107.4 ｍ ブロック張 1,337.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 平型ブロック　層積２ｔ 219.0 個 張芝工　野芝 85.0 ｍ２ 構造物取壊工 415.0 ｍ３
4年災 10次 692 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町上倉永 一級河川 大淀川水系 江川 39.2 ｍ 左岸 15.6 ｍ 右岸 35.7 ｍ ブロック積 232.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工 96.0 ｍ２ 構造物取壊工 72.0 ｍ３ 大型土のう 6.0 袋
4年災 10次 693 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町花見 一般県道 赤谷橋山線 26.6 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 2.0 ｍ２ 鋼矢板工（７～８．５ｍ） 20.0 枚 根固ブロック（２ｔ） 125.0 個 袋詰玉石（２ｔ） 80.0 袋
4年災 10次 694 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字北俣 一般県道 田代八重綾線 15.3 ｍ 崩土取除工 71.0 ｍ３ 大型ブロック積 26.0 ｍ２ 小口止工（大型ブロック積） 2.0 基 ブロック積 3.6 ｍ２ 小口止工（ブロック積） 2.0 基
4年災 10次 695 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字北俣 一般県道 田代八重綾線 51.1 ｍ 崩土取除工 367.0 ｍ３ 地山補強土工 101.0 ｍ２ ストンガード撤去・新設 16.0 ｍ ガードレール撤去・新設 16.0 ｍ 吹付枠工 71.0 ｍ２
4年災 10次 696 高岡土木事務所 県工事 綾町 大字北俣 一般県道 田代八重綾線 18.0 ｍ 植生基材吹付工 188.0 ｍ２ 切土法面整形 188.0 ｍ２ モルタル充填工 7.1 ｍ３
4年災 10次 697 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 二級河川 一ッ瀬川水系 大藪川 83.1 ｍ 左岸 41.0 ｍ 右岸 42.1 ｍ ブロック張 853.0 ｍ２ ブロック積 57.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 張芝工 169.0 ｍ２ じゃかご 246.2 ｍ
4年災 10次 698 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 二級河川 一ッ瀬川水系 大藪川 17.2 ｍ 右岸 17.2 ｍ 大型ブロック 148.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 105.0 ｍ３ 雑工（石積工） 1.0 式 工事用道路 64.7 ｍ
4年災 10次 699 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 61.5 ｍ ジオテキ補強盛土 7,717.0 ｍ３ アンカー工 1,114.0 ｍ 現場吹付法枠工 492.4 ｍ 鉄筋挿入工 371.0 本 植生基材吹付工 542.0 ｍ２
4年災 10次 700 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 76.0 ｍ 軽量盛土擁壁工 764.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 643.0 本 モル吹付　８㎝ 1,095.0 ｍ２ ブロック積 133.0 ｍ２ 防護柵基礎工 12.0 ｍ
4年災 10次 701 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 15.0 ｍ Ｌ型擁壁 15.0 ｍ 置換基礎工 31.0 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 構造物取壊工 20.0 ｍ３ 舗装版取壊工 1.5 ｍ３
4年災 10次 702 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 59.0 ｍ 現場吹付法枠工 1,115.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 60.0 本 ロープ掛工 1.0 箇所 側溝 34.9 ｍ 構造物取壊工 15.0 ｍ３
4年災 10次 703 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道３８８号 7.8 ｍ Ｌ型擁壁 7.0 ｍ 小口止工 2.0 基 雑工（ブロック積） 1.0 式 側溝 5.3 ｍ 構造物取壊工 15.0 ｍ３
4年災 10次 705 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 9.5 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 6.1 ｍ２ アスカーブ 9.5 ｍ 区画線工 9.5 ｍ
4年災 10次 706 西都土木事務所 県工事 西都市 上揚 主要地方道 西都南郷線 56.5 ｍ 現場吹付法枠工　植生 843.0 ｍ２ 張コンクリート 16.0 ｍ３ 路盤工 194.0 ｍ２ アスファルト舗装 194.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 42.0 ｍ
4年災 10次 712 日向土木事務所 県工事 美郷町 東郷町鶴野内 二級河川 耳川水系 耳川 78.0 ｍ 左岸 78.0 ｍ 平張ブロック 1,064.0 ｍ２ 張芝工 65.0 ｍ２
4年災 10次 718 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般国道 国道３２７号 166.8 ｍ 現場吹付法枠工　植生 154.8 ｍ２ ブロック張 39.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 6.0 ｍ２ 路盤工 6.0 ｍ２
4年災 10次 719 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般国道 国道３２７号 768.7 ｍ 切土工 65.0 ｍ３ 盛土工 686.0 ｍ３ 転落防止柵　コン 757.2 ｍ Ｇｒ　土中 92.0 ｍ Ｌ型側溝 343.9 ｍ
4年災 10次 720 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般国道 国道３２７号 211.7 ｍ 切土工 94.0 ｍ３ 盛土工 60.0 ｍ３ 張芝工 137.0 ｍ２ 転落防止柵　土中 66.0 ｍ 転落防止柵　コン 81.2 ｍ
4年災 10次 725 日向土木事務所 県工事 諸塚村 家代 一般国道 国道３２７号 35.0 ｍ 軽量盛土工 287.0 ｍ３ 鉄筋挿入工 127.4 ｍ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁 20.0 ｍ 置換工 20.0 ｍ
4年災 10次 727 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 28.0 ｍ 大型ブロック 193.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 28.0 ｍ アスファルト舗装 65.0 ｍ２ 横断暗渠 2.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 729 日向土木事務所 県工事 諸塚村 家代 主要地方道 諸塚高千穂線 31.5 ｍ 現場吹付法枠工 1,296.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 75.0 本 構造物取壊工 4.5 ｍ３ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３ アスファルト舗装 11.0 ｍ２
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4年災 10次 734 日向土木事務所 県工事 美郷町 北郷宇納間 一般県道 宇納間日之影線 15.2 ｍ 補強土壁工 720.0 ｍ３ 植生シート工 97.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.8 ｍ３ 路盤工 66.0 ｍ２ アスファルト舗装 66.0 ｍ２
4年災 10次 735 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町角田 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 180.0 ｍ 左岸 180.0 ｍ ブロック張 1,800.0 ｍ２ コンクリート擁壁 11.9 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 ドレーン工 120.0 ｍ 張芝工 180.0 ｍ２
4年災 10次 736 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北川町俵野 一級河川 五ヶ瀬川水系 北川 32.0 ｍ 右岸 32.0 ｍ ブロック張 409.0 ｍ２ コンクリート擁壁 11.8 ｍ３ 鋼矢板打込 36.0 枚 根固ブロック２．０ｔ 635.0 個 構造物撤去工 1.0 式
4年災 10次 737 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北方町八峡 一級河川 五ヶ瀬川水系 八峡川 42.0 ｍ 右岸 42.0 ｍ プレキャスト擁壁工 183.0 ｍ２ アンカー工 1.0 式 舗装工 115.0 ｍ２ 転落防止柵工 42.0 ｍ 工事用道路 120.0 ｍ
4年災 10次 743 西臼杵支庁 県工事 日之影町 大字分城 一級河川 五ヶ瀬川水系 日向川 129.5 ｍ 右岸 129.5 ｍ 大型ブロック 861.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 285.0 ｍ３ 工事用道路 360.0 ｍ 大型土のう工 259.0 袋
4年災 10次 744 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一級河川 五ヶ瀬川水系 追川 35.0 ｍ 左岸 35.0 ｍ ブロック積 116.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 48.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所 大型土のう工 5.0 袋
4年災 10次 746 西臼杵支庁 県工事 日之影町 見立 一級河川 五ヶ瀬川水系 日之影川 10.0 ｍ 右岸 10.0 ｍ 大型ブロック 72.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 67.0 ｍ 瀬替工 65.0 ｍ３ 大型土のう工 35.0 袋
4年災 10次 748 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一般国道 国道２１８号 44.0 ｍ 盛土工 1,400.0 ｍ３ 法面工　その他 864.0 ｍ２ 地盤改良工 854.0 ｍ３ 排水工　その他 359.0 ｍ 溜桝 3.0 基
4年災 10次 1043 都城土木事務所 市町村工事 都城市 安久町 一般市道 尾平野６６６号線 24.0 ｍ 逆台形型擁壁工 178.0 ｍ３ Ｇｒ　コン 24.0 ｍ アスファルト舗装 87.0 ｍ２ 路盤工 87.0 ｍ２ 舗装版切断工 24.7 ｍ
4年災 10次 1044 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉之元町 一般市道 折田代２０７号線 18.0 ｍ テラセル擁壁工 100.0 ｍ２ ジオセルマットレス工 35.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 18.0 ｍ 植生基材吹付工 20.0 ｍ２ アスファルト舗装 80.0 ｍ２
4年災 10次 1045 都城土木事務所 市町村工事 都城市 美川町 一般市道 大倉田・竹山線 18.9 ｍ テラセル擁壁工 78.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 14.7 ｍ アスファルト舗装 21.0 ｍ２ 路盤工 21.0 ｍ２ 舗装版切断工 11.5 ｍ
4年災 10次 1046 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 12.0 ｍ ブロック積 59.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 9.0 ｍ２ 路盤工 9.0 ｍ２ 舗装版切断工 11.4 ｍ
4年災 10次 1047 都城土木事務所 市町村工事 都城市 御池 １級市道 高野・夏尾線 11.0 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 5.6 ｍ２ 路盤工 5.6 ｍ２ 構造物取壊工 0.3 ｍ３
4年災 10次 1048 都城土木事務所 市町村工事 都城市 山之口町山之口 一般市道 五反田３４号線 9.0 ｍ 大型ブロック 76.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 36.0 ｍ２ 路盤工 9.1 ｍ２ ガードレール工 0.0 ｍ
4年災 10次 1049 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高城町有水 一般市道 田辺孫次郎線 26.0 ｍ 補強土壁工 271.0 ｍ２ 地盤改良工 26.0 ｍ２ 張芝工 221.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 13.0 ｍ Ｇｒ　再使用 11.8 ｍ
4年災 10次 1050 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高崎町前田 一般市道 迫間・星塚線 28.0 ｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁工 10.0 ｍ 大型ブロック 126.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 65.0 ｍ２ 路盤工 65.0 ｍ２
4年災 10次 1051 都城土木事務所 市町村工事 都城市 山田町山田 一般市道 倉平・官行線 18.0 ｍ 大型カゴ工 162.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 16.0 ｍ アスファルト舗装 119.0 ｍ２ 路盤工 119.0 ｍ２ 舗装版切断工 26.8 ｍ
4年災 10次 1052 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村鳥田町 普通河川 大淀川水系 八重尾谷川 10.0 ｍ 左岸 10.0 ｍ ブロック積 28.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 仮締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 16.0 ｍ 大型土のう工 2.0 袋
4年災 10次 1053 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 普通河川 大淀川水系 第二子振谷川 10.0 ｍ 右岸 10.0 ｍ ブロック積 31.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 盛土工 41.0 ｍ３ 張芝工　野芝 38.0 ㎡ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 10次 1054 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 普通河川 大淀川水系 第二子振谷川 6.0 ｍ 左岸 6.0 ｍ ブロック積 18.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 仮締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 12.0 ｍ 大型土のう工 3.0 袋
4年災 10次 1055 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方 一般市道 谷ノ口線 9.0 ｍ ブロック積 13.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 38.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.8 ｍ 舗装版取壊工 3.6 ｍ２
4年災 10次 1056 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 坂ノ下線 23.0 ｍ 盛土工 1,147.0 ｍ３ 浸食防止用植生マット工 236.0 ｍ２ 基盤排水層工 1.0 式 水平排水材設置工 25.0 ｍ 植生シート工 235.0 ｍ２
4年災 10次 1057 小林土木事務所 市町村工事 小林市 堤 一般市道 下堤・正月返線 11.0 ｍ 法面保護擁壁工 93.0 ｍ２ 地盤補強工 8.9 ｍ アスファルト舗装 48.0 ｍ２ 路盤工 48.0 ｍ２ 車両用防護柵基礎工 10.0 ｍ
4年災 10次 1058 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村奈佐木 一般市道 山ノ口長谷川線 6.7 ｍ Ｌ型擁壁 6.7 ｍ 舗装版取壊工 15.0 ｍ２ アスファルト舗装 20.0 ｍ２ 路盤工 20.0 ｍ２
4年災 10次 1059 小林土木事務所 市町村工事 小林市 東方 一般市道 永野・大久津線 60.0 ｍ 張芝工　人工芝 3.6 ｍ２ Ｌ型擁壁 30.0 ｍ 車両用防護柵基礎工 30.0 ｍ 張コンクリート工 31.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 29.5 ｍ
4年災 10次 1060 小林土木事務所 市町村工事 小林市 須木村鳥田町 一般市道 神上小股線 5.0 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 盛土工　購入土　 14.0 m3 張芝工　人工芝 4.5 ㎡ 舗装版取壊工 14.0 ｍ２
4年災 10次 1061 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方 一般市道 坂元・向江馬場線 20.0 ｍ Ｌ型擁壁 20.0 ｍ アスファルト舗装 85.0 ｍ２ 路盤工 85.0 ｍ２ ガードレール設置工 20.0 ｍ ガードレール撤去工 20.0 ｍ
4年災 10次 1062 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 島内 準用河川 川内川水系 葉広田川 11.6 ｍ 左岸 11.6 ｍ ブロック積 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固工（１ｔ） 10.0 個 捨石工 1.3 ｍ３ 工事用道路 111.6 ｍ
4年災 10次 1063 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 西境川 17.2 ｍ 左岸 16.3 ｍ 右岸 13.5 ｍ ブロック積 118.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 ヒューム管布設替 2.4 ｍ 工事用道路 27.0 ｍ 根固工（平型ブロック１ｔ） 11.0 個
4年災 10次 1064 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字西長江浦 一般市道 西長江浦牧場線 8.0 ｍ ブロック積 11.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装工 6.6 ｍ２ 舗装版取壊工 4.6 ｍ２ ガードレール設置撤去工 8.0 ｍ
4年災 10次 1065 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字末永 一般市道 末永平木場線 18.0 ｍ Ｌ型擁壁工 8.0 ｍ アスファルト舗装工 36.0 ｍ２ ガードレール設置工 7.0 ｍ 舗装版取壊工 21.0 ｍ２ 仮設工 1.0 式
4年災 10次 1066 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 一般市道 大河平上村線 49.5 ｍ 大型ブロック積 320.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 根固工 14.0 基 上層路盤工 137.0 ｍ２ 下層路盤工 137.0 ｍ２
4年災 10次 1067 小林土木事務所 市町村工事 高原町 後川内 一般町道 小岩屋・高崎線 13.0 ｍ ブロック積 50.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 12.0 ｍ 防護柵撤去（Ｇｒ土中） 12.0 ｍ アスファルト舗装 9.0 ｍ２
4年災 10次 1068 小林土木事務所 市町村工事 高原町 後川内 一般町道 地蔵原・大久保線 11.0 ｍ 箱型擁壁工 63.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 11.0 ｍ 調整工 11.0 ｍ アスファルト舗装 39.0 ｍ２ 上層路盤工 39.0 ｍ２
4年災 10次 1069 小林土木事務所 市町村工事 高原町 広原 一般町道 常盤台・水源地線 130.0 ｍ ブロック積 119.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 37.0 ｍ Ｕ型側溝４００ 81.0 ｍ 自由勾配側溝４００ 4.0 ｍ
4年災 10次 1070 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 横野 １級村道 横野古川線 24.0 ｍ Ｌ型擁壁 24.0 ｍ 舗装版取壊工 3.6 ｍ３ アスファルト舗装 90.0 ｍ２ 路盤工 90.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1071 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 村所 １級村道 横野古川線 185.5 ｍ 現場吹付法枠工（モル） 678.0 ｍ２ 現場吹付法枠工（栗石） 85.0 ｍ２ ブロック張 63.0 ｍ２ 路盤工 597.0 ｍ２ コンクリート舗装 135.0 ｍ２
4年災 10次 1072 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 村所 一般村道 深瀬線 94.0 ｍ 舗装版取壊工 9.3 ｍ３ 路盤工 234.0 ｍ２ コンクリート舗装 131.0 ｍ２ 側溝 4.0 ｍ アスファルト舗装 236.0 ｍ２
4年災 10次 1073 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 村所 １級村道 村所二号線 16.0 ｍ 大型ブロック 150.0 ｍ２ 舗装版取壊工 2.2 ｍ３ アスファルト舗装 63.0 ｍ２ 路盤工 63.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 16.0 ｍ
4年災 10次 1074 高鍋土木事務所 市町村工事 木城町 大字中之又 一般町道 打越中之又線 16.0 ｍ 大型ブロック 138.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ－コン 0.0 ｍ 側溝 15.5 ｍ 舗装版切断工 25.8 ｍ
4年災 10次 1075 高鍋土木事務所 市町村工事 木城町 大字中之又 一般町道 ひゅう木２号線 80.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 129.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 59.0 本 布製型枠工 704.0 ｍ２ Ｇｒ－土中 8.0 ｍ Ｇｒ－土中　再使用 23.8 ｍ
4年災 10次 1076 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 家代北郷線 20.0 ｍ ブロック積 19.0 ｍ２ 大型ブロック 25.0 ｍ２ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 40.0 ｍ２
4年災 10次 1077 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 塚原七ッ山線 10.5 ｍ ブロック積 37.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 9.3 ｍ２ 路盤工 9.3 ｍ２ 舗装版切断工 15.4 ｍ
4年災 10次 1078 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 塚原七ッ山線 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ アスファルト舗装 18.0 ｍ２ 路盤工 18.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.6 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 10次 1079 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 塚原七ッ山線 12.0 ｍ ブロック積 49.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 36.0 ｍ２ 路盤工 36.0 ｍ２ 舗装版切断工 22.6 ｍ
4年災 10次 1080 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 24.0 ｍ 大型ブロック 42.0 ｍ２ ブロック積 58.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 27.0 ｍ２ 路盤工 27.0 ｍ２
4年災 10次 1081 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 8.0 ｍ ブロック積 28.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 7.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.6 ｍ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
4年災 10次 1082 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 13.0 ｍ ブロック積 56.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 9.7 ｍ２ 路盤工 9.7 ｍ２ 舗装版切断工 18.7 ｍ
4年災 10次 1083 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 ２級村道 荒谷中の又線 20.0 ｍ 大型ブロック 121.0 ｍ２ ブロック積 7.7 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 66.0 ｍ２ 路盤工 66.0 ｍ２
4年災 10次 1084 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 おて水小原井線 10.0 ｍ ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 7.0 ｍ２ 路盤工 7.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.0 ｍ
4年災 10次 1085 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 黒葛原川の口線 18.0 ｍ ブロック積 81.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 12.0 ｍ２ 舗装版切断工 23.7 ｍ 舗装版取壊工 1.2 ｍ３
4年災 10次 1086 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 黒葛原川の口線 23.5 ｍ 切土工 48.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 60.0 ｍ２ 植生基材吹付工 348.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 22.5 ｍ Ｇｒ　コン撤去工 22.5 ｍ
4年災 10次 1087 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 吐の川松の平線 32.0 ｍ 垂直擁壁工 100.0 ｍ２ 土羽工 114.0 ｍ２ アスファルト舗装 70.0 ｍ２ 路盤工 70.0 ｍ２ アスカーブ 26.0 ｍ
4年災 10次 1088 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 小水流川の口線 4.5 ｍ ブロック積 12.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 5.4 ｍ２ 路盤工 5.4 ｍ２ 舗装版切断工 8.4 ｍ
4年災 10次 1089 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 小水流川の口線 18.0 ｍ Ｌ型擁壁 18.0 ｍ アスファルト舗装 55.0 ｍ２ 路盤工 55.0 ｍ２ 舗装版切断工 33.4 ｍ 舗装版取壊工 2.4 ｍ３
4年災 10次 1090 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 小布所荒谷線 15.0 ｍ 大型ブロック 54.0 ｍ２ ブロック積 46.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工 142.0 ｍ２ アスファルト舗装 68.0 ｍ２
4年災 10次 1091 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 梅の木井手の平線 19.0 ｍ 大型ブロック 49.0 ｍ２ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 44.0 ｍ２ 路盤工 44.0 ｍ２
4年災 10次 1092 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 梅の木井手の平線 11.0 ｍ 切土工 124.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 184.0 ｍ２
4年災 10次 1093 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 宮の元只石線 71.5 ｍ アスファルト舗装 331.0 ｍ２ 路盤工 331.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.8 ｍ 舗装版取壊工 13.0 ｍ３
4年災 10次 1094 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 宮の元只石線 92.4 ｍ アスファルト舗装 356.0 ｍ２ 路盤工 356.0 ｍ２ 舗装版切断工 3.7 ｍ 舗装版取壊工 14.0 ｍ３
4年災 10次 1095 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 八重の平仲崎線 9.0 ｍ ブロック積 32.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1096 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 匹谷星の久保線 12.0 ｍ 切土工 5.3 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 160.0 ｍ２
4年災 10次 1097 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 匹谷星の久保線 8.0 ｍ 切土工 1.4 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 23.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 43.0 ｍ２
4年災 10次 1098 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 鳥越尾手の尾線 10.0 ｍ ブロック積 18.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 止コンクリート工 2.1 ｍ３ 横断暗渠 7.0 ｍ 横断暗渠　撤去工 7.2 ｍ
4年災 10次 1099 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 おて水小原井線 88.8 ｍ アスファルト舗装 398.0 ｍ２ 路盤工 398.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.9 ｍ 舗装版取壊工 15.0 ｍ３
4年災 10次 1100 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 おて水小原井線 56.0 ｍ アスファルト舗装 143.0 ｍ２ 路盤工 143.0 ｍ２ 舗装版切断工 37.1 ｍ 舗装版取壊工 5.7 ｍ３
4年災 10次 1101 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 おて水小原井線 90.0 ｍ ブロック積 3.2 ｍ２ アスファルト舗装 440.0 ｍ２ 路盤工 440.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.0 ｍ 舗装版取壊工 17.0 ｍ３
4年災 10次 1102 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 おて水小原井線 7.5 ｍ ブロック積 33.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 8.6 ｍ２ 路盤工 8.6 ｍ２ 舗装版切断工 14.5 ｍ
4年災 10次 1103 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 戸下下内の口線 9.0 ｍ 大型ブロック 28.0 ｍ２ ブロック積 15.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 17.0 ｍ２ 路盤工 17.0 ｍ２
4年災 10次 1104 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 戸下下内の口線 30.0 ｍ 大型ブロック 24.0 ｍ２ ブロック積 101.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 26.0 ｍ２ 舗装版切断工 40.5 ｍ
4年災 10次 1105 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 桃の崎塩釜線 44.0 ｍ 大型ブロック 278.0 ｍ２ ブロック積 20.0 ｍ２ アスファルト舗装 152.0 ｍ２ 路盤工 152.0 ｍ２ アスカーブ 104.9 ｍ
4年災 10次 1106 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 橋詰湯の戸線 42.0 ｍ 垂直擁壁工 153.0 ｍ２ 植生基材吹付工 375.0 ｍ２ アスファルト舗装 168.0 ｍ２ 路盤工 168.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.0 ｍ
4年災 10次 1107 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 仲崎九郎山線 11.0 ｍ ブロック積 26.0 ｍ２ 大型ブロック 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 12.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.6 ｍ
4年災 10次 1108 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 平田組下の八重線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1109 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代黒葛原線 37.0 ｍ コンクリート舗装 139.0 ｍ２ 舗装版切断工 15.2 ｍ 舗装版取壊工 5.2 ｍ３
4年災 10次 1110 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 長野戸下線 5.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 6.0 ｍ２ 路盤工 6.0 ｍ２ 舗装版切断工 9.1 ｍ
4年災 10次 1111 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 17.0 ｍ 崩土取除工 289.0 ｍ３ 切土工 27.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 507.0 ｍ２
4年災 10次 1112 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 浅薮蔵ノ先線 23.0 ｍ ブロック積 84.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 20.0 ｍ２ 路盤工 20.0 ｍ２ 舗装版切断工 28.4 ｍ
4年災 10次 1113 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 浅薮蔵ノ先線 30.0 ｍ 根継工 18.0 ｍ３ アスファルト舗装 76.0 ｍ２ 路盤工 76.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.0 ｍ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
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4年災 10次 1114 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大椎水源地線 15.0 ｍ ブロック積 57.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 30.0 ｍ２ 舗装版切断工 19.5 ｍ 舗装版取壊工 1.2 ｍ３
4年災 10次 1115 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 橋詰わらびの平線 31.0 ｍ 大型ブロック 143.0 ｍ２ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 77.0 ｍ２ 路盤工 77.0 ｍ２
4年災 10次 1116 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大岩屋耳指線 27.0 ｍ ブロック積 68.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1117 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大岩屋耳指線 14.0 ｍ ブロック積 48.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 11.0 ｍ２ 舗装版切断工 20.6 ｍ 舗装版取壊工 1.1 ｍ３
4年災 10次 1118 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 谷頭平野崎線 16.0 ｍ Ｌ型擁壁 16.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1119 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 谷頭平野崎線 10.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1120 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 石の内中谷線 3.0 ｍ ブロック積 9.5 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1121 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 長野黒岩線 39.0 ｍ 崩土取除工 589.0 ｍ３ 切土工 145.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 820.0 ｍ２
4年災 10次 1122 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 中の谷九郎山線 25.0 ｍ ブロック積 72.0 ｍ２ 大型ブロック 47.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1123 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 中の谷九郎山線 29.0 ｍ ブロック積 18.0 ｍ２ 大型ブロック 131.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 63.0 ｍ２ 舗装版切断工 33.4 ｍ
4年災 10次 1124 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 中の谷九郎山線 16.0 ｍ ブロック積 58.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 10.0 ｍ２ 舗装版切断工 18.9 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 10次 1125 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 並松線 17.0 ｍ ブロック積 39.0 ｍ２ 大型ブロック 38.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 植生マット工 58.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1131 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 ２級村道 松尾線 38.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 712.0 ｍ２ 切土工 21.0 ｍ３ ガードパイプ撤去工 16.0 ｍ ガードパイプ設置工 16.0 ｍ 転落防止柵撤去工 37.0 ｍ
4年災 10次 1132 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 春の平線 31.0 ｍ 現場吹付法枠工　栗石 86.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 31.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 616.0 ｍ２ 切土工 52.0 ｍ３ 崩土取除工 31.0 ｍ３
4年災 10次 1133 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 大河内桑の木原線 27.5 ｍ 現場吹付法枠工　モル 318.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 647.0 ｍ２ 切土工 33.0 ｍ３ 崩土取除工 388.0 ｍ３
4年災 10次 1134 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 大河内桑の木原線 11.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 462.0 ｍ２ 切土工 35.0 ｍ３ 崩土取除工 220.0 ｍ３
4年災 10次 1135 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 谷頭線 19.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 323.0 ｍ２ プレＬ型　Ｈ≦１．１ 16.0 ｍ コンクリート舗装 28.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1136 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 大河内桑の木原線 23.0 ｍ ブロック積　道直裏有 112.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 23.0 ｍ ガードレール設置　コン 23.0 ｍ アスファルト舗装 44.0 ｍ２
4年災 10次 1137 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 山久保線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 12.0 ｍ２ 大型ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 27.0 ｍ２ 路盤工 27.0 ｍ２
4年災 10次 1138 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 中崎線 130.0 ｍ ブロック積　道直裏有 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 97.0 ｍ２ ガードレール撤去　土中 24.0 ｍ ガードレール設置　土中 24.0 ｍ
4年災 10次 1139 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 松木線 28.5 ｍ ブロック積　道直裏有 51.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 舗装版取壊工 2.6 ｍ３ アスファルト舗装 66.0 ｍ２ 路盤工 66.0 ｍ２
4年災 10次 1140 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 野地大藪線 25.5 ｍ 現場吹付法枠工　植生 744.0 ｍ２ 切土工 40.0 ｍ３ 崩土取除工 98.0 ｍ３
4年災 10次 1141 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 矢立線 32.0 ｍ ブロック積　道直裏有 28.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 植生基材吹付工 135.0 ｍ２ アスファルト舗装 98.0 ｍ２ 路盤工 98.0 ｍ２
4年災 10次 1142 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 桑の木原辻線 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 排水工 1.0 ｍ フトン籠 1.0 枚 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1143 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 桑の木原野地線 18.5 ｍ ブロック積　道直裏有 79.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 11.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.1 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1144 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 仲塔奥村線 43.0 ｍ ブロック積　道直裏有 95.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
4年災 10次 1145 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 財木平線 43.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 12.0 ｍ アスファルト舗装 17.0 ｍ２ コンクリート舗装 105.0 ｍ２ 路盤工 28.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏有 50.0 ｍ２
4年災 10次 1146 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 小向線 37.0 ｍ 植生基材吹付工 82.0 ｍ２ 切土工 3.6 ｍ３ 崩土取除工 58.0 ｍ３ プレＬ型　Ｈ≦２．６ 16.0 ｍ コンクリート舗装 59.0 ｍ２
4年災 10次 1147 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 石仏線 29.0 ｍ ブロック積　道直裏無 132.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 重力式擁壁 0.8 ｍ３ 盛土法面整形 67.0 ｍ２ 法面保護工　張芝 67.0 ｍ２
4年災 10次 1148 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 胡摩山西向線 28.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 77.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 プレＬ型　Ｈ≦１．１ｍ 8.0 ｍ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３ コンクリート舗装 11.0 ｍ２
4年災 10次 1149 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 １級村道 川の口上線 24.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 24.0 ｍ 舗装版取壊工 3.5 ｍ３ アスファルト舗装 89.0 ｍ２ 路盤工 89.0 ｍ２ ガードレール設置　コン 23.0 ｍ
4年災 10次 1150 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 入子蒔戸屋ノ尾線 12.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 8.0 ｍ アスファルト舗装 34.0 ｍ２ 路盤工 34.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.3 ｍ３
4年災 10次 1151 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 不土野小崎線 12.7 ｍ 現場吹付法枠工　植生 288.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 24.0 ｍ２ 崩土取除工 206.0 ｍ３
4年災 10次 1152 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 畑線 68.1 ｍ アスファルト舗装 243.0 ｍ２ 路盤工 224.0 ｍ２ アスカーブ 132.6 ｍ 舗装版取壊工 8.4 ｍ３
4年災 10次 1153 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 大桑木線 9.0 ｍ ジオテキ補強土壁 127.0 ｍ３ コンクリート舗装 39.0 ｍ２ アスファルト舗装 5.1 ｍ２ 路盤工 44.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1154 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 矢立合戦原線 20.0 ｍ ジオテキ補強土壁 388.0 ｍ３ アスファルト舗装 69.0 ｍ２ 路盤工 69.0 ｍ２ ガードレール基礎工 20.0 ｍ ガードレール設置　コン 19.0 ｍ
4年災 10次 1155 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 吹原線 7.2 ｍ ブロック積　道直裏有 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 4.9 ｍ２ 路盤工 4.9 ｍ２ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
4年災 10次 1156 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 間柏原尾崎線 260.5 ｍ アスファルト舗装 930.0 ｍ２ 路盤工 893.0 ｍ２ アスカーブ 245.5 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.３m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.６m 4.0 ｍ
4年災 10次 1167 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ヶ瀬川水系 草の原川 9.0 ｍ 左岸 9.0 ｍ ブロック積 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.7 ｍ２ 掛樋工 13.0 ｍ
4年災 10次 1168 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ヶ瀬川水系 草の原川 4.5 ｍ 左岸 4.5 ｍ ブロック積 9.3 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.7 ｍ２ 掛樋工 6.0 ｍ
4年災 10次 1169 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ヶ瀬川水系 草の原川 10.0 ｍ 左岸 6.0 ｍ 右岸 4.0 ｍ ブロック積 25.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工　人工芝 6.7 ㎡ 締切排水工 2.0 箇所 土のう積 2.7 ｍ２
4年災 10次 1170 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字河内 １級町道 五ヶ村線 12.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 238.0 ｍ２
4年災 10次 1171 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 ２級町道 竹の迫丸小野線 15.0 ｍ ブロック積 78.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 ガードレール基礎工 18.5 ｍ ガードレール撤去工 18.5 ｍ Ｇｒ　コン 18.5 ｍ
4年災 10次 1172 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 一般町道 尾狩線 30.0 ｍ Ｇｒ　土中 30.0 ｍ ガードレール撤去 30.0 ｍ アスファルト舗装 24.0 ｍ２ 路盤工 24.0 ｍ２ 構造物取壊工 1.8 ｍ３
4年災 10次 1173 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 一般町道 尾狩線 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ 舗装版切断工 10.6 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３ アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 路盤工 13.0 ｍ２
4年災 10次 1174 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 一般町道 狩底線 8.5 ｍ ブロック積　道直裏有 33.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 2.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 10次 1175 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 一般町道 押方・三ケ所線 4.0 ｍ Ｌ型擁壁 4.0 ｍ Ｇｒ　コン 4.0 ｍ ガードレール撤去工 4.0 ｍ 舗装版切断工 10.8 ｍ 舗装版取壊工 1.4 ｍ３
4年災 10次 1176 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 芝原線 12.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 133.0 ｍ２ 排水工 4.0 ｍ 構造物取壊工 0.4 ｍ３ 舗装版切断工 5.0 ｍ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
4年災 10次 1179 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 二又中小屋線 24.0 ｍ 補強盛土工 325.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 48.0 ｍ２ コンクリート舗装 99.0 ｍ２ 路盤工 99.0 ｍ２ 舗装版切断工 4.0 ｍ
4年災 10次 1180 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 栃の木中谷線 15.0 ｍ 補強土壁工 175.0 ｍ２ 植生シート 154.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 12.0 ｍ Ｇｒ　再使用 12.5 ｍ アスファルト舗装 69.0 ｍ２
4年災 10次 1181 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 見立 一般町道 日之影水無平線 12.0 ｍ 大型ブロック 81.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 35.0 ｍ２ 路盤工 35.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.2 ｍ
4年災 10次 1182 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 ２級町道 宮水戸川線 18.0 ｍ アスファルト舗装 50.0 ｍ２ 路盤工 50.0 ｍ２ 舗装版切断工 24.9 ｍ 舗装版取壊工 2.0 ｍ３ Ｇｒ　コン 16.0 ｍ
4年災 10次 1183 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 ２級町道 影待岩戸線 8.5 ｍ 大型ブロック 50.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 ガードレール基礎工 8.5 ｍ Ｇｒ　コン 10.5 ｍ 側溝 8.5 ｍ
4年災 10次 1184 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 ２級町道 鹿川簗崎線 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ アスファルト舗装 19.0 ｍ２ 路盤工 19.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 16.0 ㎡ Ｇｒ　コン 4.0 ｍ
4年災 10次 1185 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 ２級町道 吾味椎野線 11.0 ｍ 大型ブロック 91.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 9.7 ｍ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ アスファルト舗装 49.0 ｍ２
4年災 10次 1186 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 鶴の平諸塚線 18.0 ｍ 大型ブロック 128.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 51.0 ｍ２ 路盤工 51.0 ｍ２ 舗装版切断工 19.1 ｍ
4年災 10次 1187 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 吉の本尾越線 8.0 ｍ 大型ブロック 68.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 8.0 ｍ Ｇｒ　コン 7.0 ｍ アスファルト舗装 34.0 ｍ２
4年災 10次 1188 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 日之影水無平線 23.0 ｍ 大型ブロック 148.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 54.0 ｍ２ 路盤工 54.0 ｍ２ 舗装版切断工 26.8 ｍ
4年災 10次 1189 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ケ瀬川水系 笹の越川 165.1 ｍ 左岸 100.5 ｍ 右岸 64.6 ｍ ブロック積 519.0 ｍ２ 小口止工 11.0 基 掛樋工 310.0 m 工事用道路 254.5 ｍ 工事用道路　敷鉄板 61.0 ｍ
4年災 10次 1190 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 小川川 34.0 ｍ 左岸 34.0 ｍ ブロック積 145.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路　敷鉄板 39.0 ｍ 掛樋工 38.0 m 大型土のう工 2.0 袋
4年災 10次 1191 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 小川川 11.0 ｍ 右岸 11.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路　敷鉄板 17.0 ｍ 掛樋工 15.0 m 大型土のう工 2.0 袋
4年災 10次 1192 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 普通河川 五ヶ瀬川水系 小川川 98.5 ｍ 左岸 43.5 ｍ 右岸 58.0 ｍ ブロック積 123.0 ｍ２ ブロック張 346.0 ｍ２ 小口止工 10.0 基 工事用道路 67.5 ｍ 工事用道路　敷砂利 202.2 ｍ
4年災 10次 1193 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 普通河川 五ヶ瀬川水系 小原井川 19.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ ブロック積 65.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 掛樋工 27.0 m 大型土のう工 2.0 袋 締切排水工 2.0 箇所
4年災 10次 1194 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 尾原・内の谷線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 28.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 7.7 ㎡ 路盤工 7.7 ｍ２ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３
4年災 10次 1195 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 一の瀬・長迫線 16.9 ｍ ブロック積　道直裏有 5.3 ㎡ ブロック積　道岩裏有 52.0 ㎡ 小口止工 6.0 基 コンクリート舗装 5.0 ㎡ 路盤工 5.0 ｍ２
4年災 10次 1196 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 ２級町道 宮の原・兼ヶ瀬線 10.0 ｍ 大型ブロック 59.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 37.0 ｍ２ 路盤工 37.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 29.0 ㎡
4年災 10次 1197 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 ２級町道 宮の原・兼ヶ瀬線 6.0 ｍ 大型ブロック 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 15.0 ｍ２ 路盤工 15.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 12.0 ㎡
4年災 10次 1198 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 八重所・上赤線 12.0 ｍ 大型ブロック 62.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 22.0 ㎡ 掛樋工 16.0 m 大型土のう工 1.0 袋
4年災 10次 1199 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 土生・上赤線 7.5 ｍ ブロック積　道直裏有 31.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 3.7 ｍ２ 路盤工 3.7 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 2.5 ㎡
4年災 10次 1200 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 １級町道 本屋敷・波帰線 31.0 ｍ 大型ブロック 127.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 62.0 ｍ２ 路盤工 62.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 57.0 ㎡
4年災 10次 1201 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 波帰・鳥越線 12.0 ｍ ブロック積　道直裏有 31.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 13.0 ㎡ 盛土工　購入土(W<2.5m) 4.9 アスファルト舗装 4.4 ｍ２
4年災 10次 1202 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 １級町道 本屋敷・波帰線 117.3 ｍ アスファルト舗装 581.0 ｍ２ 路盤工 581.0 ｍ２ アスカーブ 78.6 ｍ 区画線工 118.8 ｍ 舗装版取壊工 30.0 ｍ３
4年災 10次 1203 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 １級町道 赤谷・川久保線 8.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 69.0 ｍ２ 切土工 13.0 ｍ３ 側溝工 2.0 ｍ 構造物取壊工 0.1 ｍ３
4年災 10次 1204 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 赤谷・下山線 41.4 ｍ ブロック積　道直裏有 166.0 ㎡ 小口止工 6.0 基 アスファルト舗装 17.0 ｍ２ 路盤工 17.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 16.0 ㎡
4年災 10次 1205 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 本屋敷・国見線 141.0 ｍ アスファルト舗装 662.0 ｍ２ 路盤工 662.0 ｍ２ アスカーブ 143.7 ｍ 区画線工 141.0 ｍ 舗装版取壊工 29.0 ｍ３
4年災 10次 1206 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 白滝線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレＬ型　Ｈ≦１.６m 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.８m 1.0 ｍ コンクリート舗装 12.0 ㎡
4年災 10次 1207 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 馬場線 12.6 ｍ 現場吹付法枠工　植生 206.0 ｍ２ 切土工 19.0 ｍ３
4年災 10次 1208 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 中山線 17.0 ｍ ブロック積　道直裏有 75.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 17.0 ｍ２ 路盤工 17.0 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 7.7 ㎡
4年災 10次 1209 宮崎土木事務所 市町村工事 宮崎市 大字田吉 大淀処理場 0.0 ｍ 復旧面積 161.0 ｍ２ 外装板設置工 141.0 ｍ２ 外装板撤去工 80.0 ｍ２ 手摺先行型枠組足場工 295.0 掛㎡ 単管足場工 91.0 掛㎡
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4年災 10次 1210 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉尾町 都城浄化センター 0.0 ｍ 沈砂池機械設備 1.0 式 沈砂池電気設備 1.0 式 沈砂池建築機械設備 1.0 式 沈砂池建築電気設備 1.0 式
4年災 10次 1211 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 諸塚村浄化センター 0.0 ｍ 土木工事 1.0 式 建築工事 1.0 式 建築機械設備工事 1.0 式 建築電気設備工事 1.0 式 機械設備工事 1.0 式
4年災 10次 1212 日南土木事務所 県工事 日南市 星倉 二級河川 広渡川水系 酒谷川 78.0 ｍ 左岸 78.0 ｍ ブロック張 543.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路 30.0 ｍ 構造物取壊工 8.5 ｍ３ 大型土のう工 486.0 袋
4年災 10次 1213 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村中原 一級河川 大淀川水系 綾北川 10.0 ｍ 右岸 10.0 ｍ 大型ブロック 35.0 ｍ２ ブロック積 15.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 舗装版切断工 13.1 ｍ 舗装版取壊工 13.0 ｍ２
4年災 10次 1214 高岡土木事務所 県工事 宮崎市 高岡町浦之名 一般国道 国道２６８号 13.0 ｍ 切土工 5.0 ｍ３ 現場吹付法枠工 173.0 ｍ２ 倒木処理工 1.0 式
4年災 10次 1215 西都土木事務所 県工事 西都市 銀鏡 二級河川 一ツ瀬川水系 銀鏡川 146.0 ｍ 左岸 125.6 ｍ 右岸 146.0 ｍ 大型ブロック 826.0 ｍ２ ブロック張 1,602.0 ｍ２ 小口止工 9.0 箇所 横帯工 2.0 箇所 隅角部 5.0 箇所
4年災 10次 1216 西都土木事務所 県工事 西都市 銀鏡 二級河川 一ツ瀬川水系 銀鏡川 241.7 ｍ 右岸 241.7 ｍ 大型ブロック 1,238.0 ｍ２ ブロック張 665.0 ｍ２ 小口止工 8.0 箇所 横帯工 2.0 箇所 隅角部 6.0 箇所
4年災 10次 1217 日向土木事務所 県工事 門川町 川内 二級河川 五十鈴川水系 三ヶ瀬川 11.8 ｍ 左岸 11.8 ｍ ブロック積 60.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 根固ブロック２．０ｔ 8.0 個 工事用道路（敷鉄板） 42.0 ｍ 大型土のう工 75.0 袋
4年災 10次 1218 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大字大河内 二級河川 耳川水系 小崎川 16.5 ｍ 右岸 16.5 ｍ 大型ブロック 142.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 19.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 67.7 ｍ 大型土のう工 25.0 袋
4年災 10次 1221 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 34.0 ｍ アスファルト舗装 128.0 ｍ２ 路盤工 128.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.4 ｍ 舗装版取壊工 6.0 ｍ３ 区画線工 68.0 ｍ
4年災 10次 1223 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 一般国道 国道２６５号 滝見橋 20.9 ｍ 左岸 20.9 ｍ 橋梁防護柵工 20.9 ｍ
4年災 10次 1226 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 大字向山 一級河川 五ヶ瀬川水系 秋元川 6.0 ｍ 左岸 6.0 ｍ 大型ブロック 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 1.6 ｍ３ 工事用道路 70.2 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 10次 1228 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一般県道 北方高千穂線 12.0 ｍ 大型ブロック 106.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 鉄筋挿入工 60.0 ｍ モル吹付　８㎝ 73.0 ｍ２ Ｇｒ　再使用 14.0 ｍ
4年災 10次 1229 西都土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 二級河川 一ツ瀬川水系 一ツ瀬川 35.0 ｍ 右岸 35.0 ｍ ブロック積 188.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 41.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所 瀬替工 1.0 式
4年災 10次 1230 西都土木事務所 県工事 西米良村 村所 一般国道 国道２６５号 8.2 ｍ 大型ブロック 47.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 8.2 ｍ アスファルト舗装 20.0 ｍ２ 構造物取壊工 1.1 ｍ３ 小口止工 1.0 基
4年災 10次 1231 小林土木事務所 県工事 小林市 野尻町三ヶ野山 主要地方道 高原野尻線 28.0 ｍ アンカー補強土壁 150.0 ｍ２ アンカー工 228.0 ｍ 張芝工 46.0 ｍ２ アスファルト舗装 80.0 ｍ２ 舗装版切断工 28.7 ｍ


