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左岸・右岸

4年災 12次 230 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般国道 国道３８８号 17.0 ｍ 切土工 109.0 ｍ３ 盛土工 78.0 ｍ３ Ｌ型擁壁 9.0 ｍ アスファルト舗装 38.0 ｍ２ 路盤工 38.0 ｍ２
4年災 12次 592 日向土木事務所 県工事 椎葉村 松尾 二級河川 耳川水系 耳川 100.4 ｍ 左岸 100.4 ｍ ブロック積 284.0 ｍ２ 石積工 11.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート擁壁 23.0 ｍ ふとんかご 150.0 ｍ
4年災 12次 595 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 添石・古伏木線 41.0 ｍ 崩土取除工 151.0 ｍ３ かごマット工（２５００型） 82.0 ｍ２ かごマット工（８００型） 36.0 ｍ２ 張芝工 42.0 ｍ２ 側溝 41.0 ｍ
4年災 12次 602 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 298.8 ｍ 左岸 70.1 ｍ 右岸 228.7 ｍ ブロック積 1,425.0 ｍ２ 小口止工 14.0 基 平型ブロック　層積２t 105.0 個 根継工　腰掛型 9.7 ｍ３ 工事用道路 537.8 ｍ
4年災 12次 608 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 一般国道 国道２６５号 13.0 ｍ 大型ブロック 91.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 30.0 ｍ２ 路盤工 30.0 ｍ２ Ｇｒ　再使用 13.0 ｍ
4年災 12次 653 西臼杵支庁 県工事 日之影町 岩井川 一般県道 上長川日之影線 38.0 ｍ 大型ブロック 122.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張出歩道 25.0 ｍ 鉄筋挿入工 171.0 ｍ モル吹付　８㎝ 138.0 ｍ２
4年災 12次 708 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村山三ケ 二級河川 耳川水系 耳川 111.9 ｍ 右岸 111.9 ｍ 平張ブロック 2,081.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 工事用道路（敷砂利） 357.2 ｍ 大型土のう工 130.0 袋 構造物取壊工（無筋） 126.0 ｍ３
4年災 12次 711 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 15.0 ｍ 大型ブロック 105.0 ｍ２ ブロック積 11.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 アスファルト舗装 23.0 ｍ２ 路盤工 23.0 ｍ２
4年災 12次 713 日向土木事務所 県工事 日向市 東郷町鶴野内 二級河川 耳川水系 耳川 104.0 ｍ 左岸 104.0 ｍ 平張ブロック 1,759.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装 156.0 ｍ２ 工事用道路（敷砂利） 154.5 ｍ 仮締切排水工 3.0 箇所
4年災 12次 728 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷上渡川 主要地方道 西都南郷線 51.3 ｍ 軽量盛土工 37.0 ｍ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁 5.0 ｍ 谷止工 1.0 箇所 側溝 46.3 ｍ
4年災 12次 731 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 54.0 ｍ アスファルト舗装 263.0 ｍ２ 路盤工 263.0 ｍ２ 排水工 61.3 ｍ 集水桝工 3.0 基 区画線工 97.9 ｍ
4年災 12次 732 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 50.0 ｍ 軽量盛土工 36.9 ｍ 鉄筋挿入工 329.0 本 現場吹付法枠工 467.0 ｍ２ 踏掛版工 12.0 ｍ３ 排水工 80.8 ｍ
4年災 12次 733 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般県道 上長川日之影線 177.0 ｍ 補強土壁工 169.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 564.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 83.0 本 大型ブロック 26.0 ｍ２ ブロック積 16.0 ｍ２
4年災 12次 738 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 23.5 ｍ 右岸 23.5 ｍ 大型ブロック 196.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 156.0 ｍ３ 工事用道路 165.0 ｍ 大型土のう工 102.0 袋
4年災 12次 739 西臼杵支庁 県工事 日之影町 大字岩井川 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 141.0 ｍ 左岸 141.0 ｍ 大型ブロック 294.0 ｍ２ ブロック張 1,818.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工 125.0 ｍ２ 構造物取壊工 549.0 ｍ３
4年災 12次 740 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 28.0 ｍ 右岸 28.0 ｍ ブロック張 591.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 120.0 ｍ３ 工事用道路 70.0 ｍ 大型土のう工 148.0 袋
4年災 12次 742 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一級河川 五ヶ瀬川水系 綱ノ瀬川 32.0 ｍ 右岸 32.0 ｍ 石張工 287.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 92.0 ｍ 大型土のう工 60.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 12次 745 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 29.0 ｍ 右岸 29.0 ｍ ブロック張 397.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 113.0 ｍ３ 工事用道路 92.0 ｍ 大型土のう工 13.0 袋
4年災 12次 749 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 岩戸 一般県道 岩戸延岡線 29.0 ｍ 山留式擁壁工 28.0 ｍ 小口止工 2.0 基 法面工　その他 159.0 ｍ２ Ｈ形鋼杭 65.0 ｍ アンカー工 153.0 ｍ
4年災 12次 1177 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 ２級町道 東岸寺土呂久線 17.0 ｍ ブロック積　道直裏有 62.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎 17.0 ｍ 舗装版切断工 18.0 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
4年災 12次 1178 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 ２級町道 東岸寺土呂久線 6.0 ｍ アンカー式擁壁工 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 7.4 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３ コンクリート舗装 5.1 ｍ２
4年災 12次 1224 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 大字鞍岡 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 72.0 ｍ 左岸 72.0 ｍ 根継工　腰掛型 148.0 ｍ３ 小口止工 4.0 基 工事用道路 190.0 ｍ 瀬替工 101.0 ｍ３ 大型土のう工 191.0 袋
4年災 12次 1225 西臼杵支庁 県工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 21.0 ｍ 左岸 21.0 ｍ ブロック積 110.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 124.0 ｍ 瀬替工 227.0 ｍ３ 大型土のう工 85.0 袋
4年災 12次 1227 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 22.0 ｍ 右岸 22.0 ｍ 大型ブロック 120.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 68.0 ｍ 大型土のう工 56.0 袋 構造物取壊工 46.0 ｍ３
4年災 12次 1299 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉矢部線 68.0 ｍ ブロック積　道直裏有 297.0 ｍ２ ブロック張 405.0 ｍ２ 小口止工 7.0 基 ガードレール基礎工 63.0 ｍ ガードレール設置　コン 52.5 ｍ
4年災 12次 1300 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉矢部線 97.0 ｍ アスファルト舗装 488.0 ｍ２ 路盤工 488.0 ｍ２ ガードレール基礎工 57.8 ｍ ガードレール設置　コン 67.0 ｍ ガードレール撤去　コン 67.0 ｍ
4年災 12次 1301 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉矢部線 26.0 ｍ 大型ブロック 268.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 アスファルト舗装 16.0 ｍ２ 路盤工 16.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
4年災 12次 1302 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 尾前下線 小原橋 28.0 ｍ 左岸 4.2 ｍ 右岸 4.2 ｍ 橋梁上部工 1.0 式 旧橋撤去工 1.0 式 橋壁工 1.0 式 構造物取壊工 1.0 式 側溝工 4.1 ｍ
4年災 12次 1309 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 一般町道 日差尾線 9.0 ｍ アンカー式擁壁工 56.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール撤去工 10.0 ｍ プレキャストガードレール基礎 9.0 ｍ Ｇｒ　コン 10.0 ｍ
4年災 12次 1310 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 上岩戸 ２級町道 日向日陰線 83.5 ｍ コンクリート舗装 308.0 ｍ２ 路盤工 308.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 401.0 ㎡ モル吹付８～１０cm 229.0 ㎡
4年災 12次 1311 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 中の原線 14.0 ｍ 大型ブロック積 81.0 ｍ２ ブロック積 5.7 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 13.8 ｍ ガードレール撤去 14.0 ｍ
4年災 12次 1321 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ケ ２級町道 椎原橋・中八重線 85.0 ｍ 土砂除去 82.0 ｍ３ 道路情報板 1.0 基
4年災 12次 1322 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 29.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ 大型ブロック 72.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 63.0 ｍ２ 路盤工 63.0 ｍ２
4年災 12次 1323 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 塚原古原線 37.0 ｍ 大型ブロック 232.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 103.0 ｍ２ 路盤工 103.0 ｍ２ 横断暗渠 2.4 ｍ
4年災 12次 1324 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 塚原古原線 25.0 ｍ ブロック積 32.0 ｍ２ 大型ブロック 71.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 38.0 ｍ２ 舗装版切断工 33.5 ｍ
4年災 12次 1325 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 53.0 ｍ 崩土取除工 600.0 ｍ３ 切土工 240.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 381.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 245.0 ｍ２ アスファルト舗装 23.0 ｍ２
4年災 12次 1326 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 中尾池の窪線 6.0 ｍ ブロック積 24.0 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 舗装版切断工 10.0 ｍ
4年災 12次 1327 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 柳原黒葛原線 90.0 ｍ 切土工 15,430.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 2,490.0 ｍ２ 軽量盛土擁壁工 63.0 ｍ アスファルト舗装 410.0 ｍ２ 路盤工 410.0 ｍ２
4年災 12次 1328 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 10.6 ｍ 大型ブロック 61.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 24.0 ｍ２ 路盤工 24.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.4 ｍ
4年災 12次 1329 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩七ツ山線 11.5 ｍ Ｌ型擁壁 11.5 ｍ アスファルト舗装 57.0 ｍ２ 路盤工 57.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.6 ｍ 舗装版取壊工 2.2 ｍ３
4年災 12次 1330 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩七ツ山線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ アスファルト舗装 60.0 ｍ２ 路盤工 60.0 ｍ２ 舗装版切断工 7.2 ｍ 舗装版取壊工 2.4 ｍ３
4年災 12次 1331 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩七ツ山線 8.0 ｍ 大型ブロック 38.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 28.0 ｍ２ 路盤工 28.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.2 ｍ
4年災 12次 1332 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩七ツ山線 31.2 ｍ ブロック積 10.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 コン吹付　１０㎝ 121.0 ｍ２ アスファルト舗装 109.0 ｍ２ 路盤工 109.0 ｍ２
4年災 12次 1333 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 197.3 ｍ 大型ブロック 11.0 ｍ２ ブロック積 88.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 アスファルト舗装 793.0 ｍ２ 路盤工 793.0 ｍ２
4年災 12次 1334 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 ２級村道 大白尾宮の元線 4.0 ｍ テラセル擁壁 45.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 38.0 本 アスファルト舗装 2.1 ｍ２ 路盤工 2.1 ｍ２ コンクリート舗装 3.5 ｍ２
4年災 12次 1335 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 猿渡奥畑線 251.5 ｍ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 1,154.0 ｍ２ 路盤工 1,154.0 ｍ２ 舗装版切断工 20.1 ｍ
4年災 12次 1336 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 猿渡奥畑線 230.5 ｍ 切土工 666.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 1,172.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 1,302.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　栗石 104.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 2,732.0 ｍ２
4年災 12次 1337 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 28.0 ｍ 現場吹付法枠　植生 720.0 ｍ２ 大型ブロック 248.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 98.0 ｍ２ 路盤工 98.0 ｍ２
4年災 12次 1338 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 20.0 ｍ 大型ブロック 129.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 46.0 ｍ２ 路盤工 46.0 ｍ２ 舗装版切断工 20.9 ｍ
4年災 12次 1339 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 10.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 路盤工 7.6 ｍ２ アスファルト舗装 7.6 ｍ２ 舗装版切断工 13.9 ｍ
4年災 12次 1340 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 56.0 ｍ 崩土取除工 304.0 ｍ３ 切土工 190.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 1,142.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 45.0 ｍ２ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ
4年災 12次 1341 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 70.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 130.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 46.0 ｍ２ 植生マット工 111.0 ｍ２ 大型ブロック 56.0 ｍ２
4年災 12次 1342 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 飯干小原線 19.0 ｍ 大型ブロック 77.0 ｍ２ ブロック積 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 18.0 ｍ２ 舗装版切断工 23.5 ｍ
4年災 12次 1343 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 弓木上合鴫線 107.6 ｍ 切土工 153.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 566.0 ｍ２ 大型ブロック 48.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 338.0 ｍ２
4年災 12次 1344 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 弓木上合鴫線 33.0 ｍ 軽量盛土工 33.0 ｍ 鉄筋挿入工 88.0 本 モル吹付　８㎝ 228.0 ｍ２ アスファルト舗装 110.0 ｍ２ 路盤工 110.0 ｍ２
4年災 12次 1345 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 下折戸上只石線 145.7 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 667.0 ｍ２ 植生基材吹付工 667.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.8 ｍ 舗装版取壊工 26.0 ｍ３
4年災 12次 1346 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 草木原川の口線 12.0 ｍ ブロック積 14.0 ｍ２ 大型ブロック 28.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 アスファルト舗装 24.0 ｍ２ 路盤工 24.0 ｍ２
4年災 12次 1347 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大椎吐八重の平線 41.7 ｍ 大型ブロック 141.0 ｍ２ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 152.0 ｍ２ 路盤工 152.0 ｍ２
4年災 12次 1348 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大椎吐八重の平線 60.5 ｍ ブロック積 136.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 279.0 ｍ２ 路盤工 279.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.1 ｍ
4年災 12次 1349 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 16.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 59.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 13.0 ｍ２ 舗装版切断工 26.3 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 12次 1350 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 15.0 ｍ ブロック積 37.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 17.0 ｍ２ 舗装版切断工 26.0 ｍ 舗装版取壊工 1.2 ｍ３
4年災 12次 1351 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 12.0 ｍ ブロック積 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 止コンクリート工 1.5 ｍ３ コンクリート舗装 9.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.5 ｍ
4年災 12次 1352 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 12.0 ｍ 植生基材吹付工 45.0 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 舗装版切断工 18.5 ｍ
4年災 12次 1353 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 与狩内山の頭線 17.0 ｍ 崩土取除工 129.0 ｍ３ 切土工 102.0 ｍ３ 植生基材吹付工 363.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 51.0 ｍ２
4年災 12次 1354 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 猟師薮紋原線 11.5 ｍ 大型ブロック 66.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 46.0 ｍ２ 路盤工 46.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.1 ｍ
4年災 12次 1355 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 53.0 ｍ 崩土取除工 1,081.0 ｍ３ 植生基材吹付工 779.0 ｍ２ 大型ブロック 381.0 ｍ２ コンクリート舗装 161.0 ｍ２ 舗装版切断工 61.3 ｍ
4年災 12次 1356 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 下折戸上只石線 55.0 ｍ ブロック積 48.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 123.0 ｍ２ 路盤工 123.0 ｍ２ コンクリート舗装 10.0 ｍ２
4年災 12次 1357 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 下長川九佐衛門線 8.0 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 コンクリート舗装 6.1 ｍ２ 舗装版切断工 12.2 ｍ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３
4年災 12次 1358 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 廻渕中水流線 194.6 ｍ 現場吹付法枠工　モル 284.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 2,959.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 43.0 ｍ２ 大型ブロック 47.0 ｍ２ ブロック積 74.0 ｍ２
4年災 12次 1359 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 桂中横尾線 6.5 ｍ 大型ブロック 26.0 ｍ２ ブロック積 6.2 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
4年災 12次 1360 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 上長川下長川線 9.0 ｍ 大型ブロック 52.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 46.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.1 ｍ 舗装版取壊工 4.6 ｍ３
4年災 12次 1361 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 後戸ノ内線 8.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 56.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 47.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.1 ｍ 舗装版取壊工 4.3 ｍ３
4年災 12次 1362 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 内の口仲畑線 69.2 ｍ 切土工 6,713.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 241.0 ｍ２ 植生基材吹付工 1,986.0 ｍ２ 補強土壁工（帯鋼） 17.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 12次 1363 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大薮北枌線 105.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 17.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 259.0 ｍ２ 路盤工 259.0 ｍ２ コンクリート舗装 238.0 ｍ２
4年災 12次 1364 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大薮北枌線 198.0 ｍ 大型ブロック 141.0 ｍ２ ブロック積 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 908.0 ｍ２ 路盤工 908.0 ｍ２
4年災 12次 1365 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 釜の前穂白尾線 9.0 ｍ ブロック積 32.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 コンクリート舗装 4.9 ｍ２ 舗装版切断工 10.4 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 12次 1366 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 万ヶ原紋原線 30.0 ｍ 大型ブロック 159.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 100.0 ｍ２ 舗装版切断工 33.5 ｍ 舗装版取壊工 8.9 ｍ３
4年災 12次 1367 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 宮の元水源地線 182.5 ｍ 切土工 12,002.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 1,369.0 ｍ２ 植生基材吹付工 4,014.0 ｍ２ アンカー工 5,955.1 ｍ 補強土壁工（ジオテキスタイル） 90.0 ｍ
4年災 12次 1368 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 草木原呉水線 22.6 ｍ 大型ブロック 153.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
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4年災 12次 1369 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 水志鈴ノ元線 18.5 ｍ ブロック積 44.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 止コンクリート工 2.7 ｍ３ 構造物取壊工 0.6 ｍ３ 横断暗渠 8.0 ｍ
4年災 12次 1370 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 向ノ原線 16.0 ｍ 大型ブロック 34.0 ｍ２ ブロック積 22.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装 30.0 ｍ２ 舗装版切断工 29.4 ｍ
4年災 12次 1371 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 向ノ原線 13.0 ｍ 大型ブロック 43.0 ｍ２ ブロック積 24.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装 44.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.0 ｍ
4年災 12次 1372 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 向ノ原線 50.0 ｍ 大型ブロック 219.0 ｍ２ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 168.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.4 ｍ
4年災 12次 1373 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 向ノ原線 49.0 ｍ 大型ブロック 116.0 ｍ２ ブロック積 141.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 横断溝 3.8 ｍ フトン籠工 6.0 枚
4年災 12次 1374 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 伊の川内山の川内線 20.0 ｍ ブロック積 57.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 5.9 ｍ２ 舗装版切断工 10.3 ｍ 舗装版取壊工 0.6 ｍ３
4年災 12次 1375 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 橋の元下線 41.0 ｍ 大型ブロック　１０００ 44.0 ｍ２ 大型ブロック　１５００ 52.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏有 76.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 18.0 ｍ
4年災 12次 1376 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 普通河川 耳川水系 内の八重川 138.4 ｍ 左岸 134.4 ｍ 右岸 128.0 ｍ 大型ブロック 1,854.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 構造物取壊工 1,336.0 ｍ３ 護床工 90.0 ｍ２ 工事用道路（敷砂利） 144.0 ｍ
4年災 12次 1377 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 普通河川 耳川水系 内の八重川 29.8 ｍ 左岸 29.8 ｍ 大型ブロック 291.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路（敷鉄板） 47.7 ｍ 工事用道路（敷砂利） 60.0 ｍ 大型土のう 15.0 袋
4年災 12次 1378 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 普通河川 耳川 蛇うと谷川 61.6 ｍ 左岸 35.1 ｍ 右岸 61.6 ｍ 石積工 118.0 ｍ２ 埋塞土砂掘削工 80.0 ｍ３ 掛樋工 53.2 ｍ 植生基材吹付工 4.0 ｍ２ 根継工 70.0 ｍ３
4年災 12次 1379 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 普通河川 耳川水系 臼杵又谷川 160.0 ｍ 左岸 160.0 ｍ 右岸 160.0 ｍ 埋塞土砂掘削工 5,818.0 ｍ３
4年災 12次 1380 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 普通河川 耳川水系 大久保谷川 154.6 ｍ 左岸 144.4 ｍ 右岸 19.4 ｍ ブロック積 698.0 ｍ２ 小口止工 7.0 基 工事用道路（敷砂利） 184.0 ｍ 工事用道路（仮設盛土） 526.0 ｍ３ 瀬替掘削工 624.0 ｍ３
4年災 12次 1381 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 普通河川 耳川水系 木浦谷川 7.5 ｍ 左岸 7.5 ｍ 石積工 18.0 ｍ２ 張芝工 69.0 ｍ２ 構造物取壊工 0.8 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 25.0 ｍ
4年災 12次 1382 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 畑線 162.5 ｍ 現場吹付法枠工　植生 86.0 ｍ２ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 16.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３．１ｍ 6.0 ｍ 大型ブロック　１０００ 25.0 ｍ２
4年災 12次 1383 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 橋の元線 36.5 ｍ ブロック積　河直裏無 23.0 ｍ２ 重力式擁壁 3.8 ｍ３ プレＬ型　Ｈ≦１．１ 8.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ 1.5 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ 1.5 ｍ
4年災 12次 1384 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 尾前小原線 100.0 ｍ 大型ブロック　７５０ 15.0 ｍ２ 大型ブロック　１０００ 83.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 植生基材吹付 476.0 ｍ２ 路盤工 291.0 ｍ２
4年災 12次 1385 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 50.0 ｍ 切土工 1,137.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 658.0 ｍ２ 補強土壁 1,848.0 ｍ３ 舗装版取壊工 1.9 ｍ３ アスファルト舗装 200.0 ｍ２
4年災 12次 1386 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 85.5 ｍ 大型ブロック 307.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 40.0 ｍ２ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 22.0 ｍ ガードレール撤去　コン 9.0 ｍ ガードレール設置　コン 71.0 ｍ
4年災 12次 1387 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 66.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 489.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 225.0 ｍ２ アスファルト舗装 256.0 ｍ２ ガードレール　土中 65.0 ｍ 舗装版取壊工 9.8 ｍ３
4年災 12次 1388 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 18.0 ｍ 大型ブロック 115.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 53.0 ｍ２ 路盤工 53.0 ｍ２ 排水工 2.0 ｍ
4年災 12次 1389 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 竹の枝尾・日当線 30.0 ｍ 大型ブロック 115.0 ｍ２ ガードレール基礎 17.8 ｍ 小口止工 2.0 基 舗装版取壊工 1.2 ｍ３ アスファルト舗装 63.0 ｍ２
4年災 12次 1390 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 大久保線 78.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 996.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 201.0 ｍ２ モルタル吹付工 132.0 ｍ２
4年災 12次 1391 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 337.7 ｍ 大型ブロック 619.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 37.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 現場吹付法枠工　モル 1,186.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 166.0 ｍ２
4年災 12次 1392 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 木浦線 19.3 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 1.5 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 1.8 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．３ｍ 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 6.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．８ｍ 6.0 ｍ
4年災 12次 1393 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 木浦線 33.7 ｍ 大型ブロック 268.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 186.0 ｍ２ 舗装版取壊工 176.0 ｍ２ ガードレール設置　コン 32.0 ｍ
4年災 12次 1394 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 木浦線 18.0 ｍ 大型ブロック 181.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 44.0 ｍ３ アスファルト舗装 81.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.9 ｍ３
4年災 12次 1395 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 小野の迫線 91.3 ｍ ブロック積　道直裏有 150.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装 280.0 ｍ２ 舗装版取壊工 5.6 ｍ３ 構造物取壊工 25.0 ｍ３
4年災 12次 1396 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 下福良下線 15.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 2.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 34.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 12次 1397 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 小屋の平線 16.0 ｍ ジオテキ補強土壁工 374.0 ｍ３ 張芝工 19.0 ｍ２ 充填コンクリート 11.0 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 12次 1398 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 胡摩山線 56.3 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 24.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 77.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 80.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏有 101.0 ｍ２
4年災 12次 1399 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 195.0 ｍ ブロック積　道直裏有 78.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 358.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 12次 1400 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 本郷合戦原線 57.0 ｍ 切土工 832.0 ｍ３ モルタル吹付 408.0 ｍ２ 植生基材吹付 247.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏有 39.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 12次 1407 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 ２級町道 山附線 34.0 ｍ ブロック積 99.0 ｍ２ 大型ブロック積 73.0 ｍ２ ガードレール撤去 12.0 ｍ ガードレール基礎 33.0 ｍ Ｇｒコン 33.0 ｍ
4年災 12次 1408 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 ２級町道 山附線 31.0 ｍ Ｌ型擁壁 31.0 ｍ 舗装版切断工 35.7 ｍ 舗装版取壊工 3.7 ｍ３ アスファルト舗装 75.0 ｍ２ 路盤工 75.0 ｍ２
4年災 12次 1409 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 永の内川 16.6 ｍ 左岸 16.6 ｍ ブロック積 35.0 ｍ３ 小口止工 2.0 基 巨石張工 27.0 ｍ２ 止水コンクリート 5.3 ｍ３ 大型土のう 2.0 袋
4年災 12次 1410 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 永の内川 18.0 ｍ 右岸 18.0 ｍ ブロック積 83.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 164.0 ｍ２ 止水コンクリート 7.9 ｍ３ 大型土のう 1.0 袋
4年災 12次 1411 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 永の内川 11.8 ｍ 左岸 11.8 ｍ 巨石張工 21.0 ｍ２ 止水コンクリート 1.6 ｍ３ 大型土のう 1.0 袋 掛樋工 15.8 ｍ 工事用道路　敷鉄板 80.0 ｍ
4年災 12次 1412 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 永の内川 20.8 ｍ 左岸 20.8 ｍ 巨石張工 70.0 ｍ２ 止水コンクリート 2.8 ｍ３ 大型土のう 4.0 袋 掛樋工 28.8 ｍ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
4年災 12次 1413 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 永の内川 34.1 ｍ 左岸 34.1 ｍ ブロック積 13.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 98.0 ｍ２ 止水コンクリート 0.9 ｍ３ 張芝工　人工芝 10.0 ㎡
4年災 12次 1414 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 小芹川 21.7 ｍ 左岸 21.7 ｍ 大型ブロック積 62.0 ｍ２ ブロック積 10.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 舗装版切断工 8.1 ｍ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
4年災 12次 1415 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 普通河川 五ヶ瀬川水系 小芹川 16.3 ｍ 左岸 16.3 ｍ ブロック積 61.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 5.7 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３ コンクリート舗装 3.1 ｍ２
4年災 12次 1416 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 下野 普通河川 五ケ瀬川水系 下野川 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 止水コンクリート 0.7 ｍ３ 巨石張工 28.0 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所
4年災 12次 1417 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 下野 普通河川 五ケ瀬川水系 下野川 32.0 ｍ 左岸 28.3 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積 127.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 止水コンクリート 2.6 ｍ３ 巨石張工 70.0 ｍ２ 締切排水工 2.0 箇所
4年災 12次 1418 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 下野 普通河川 五ケ瀬川水系 下野川 52.0 ｍ 左岸 32.5 ｍ 右岸 32.5 ｍ ブロック積 165.0 ｍ２ 小口止工 9.0 基 止水コンクリート 2.6 ｍ３ 巨石張工 89.0 ｍ２ 締切排水工 2.0 箇所
4年災 12次 1419 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 普通河川 五ケ瀬川水系 蔵の平川 95.0 ｍ 左岸 95.0 ｍ ブロック積 31.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 570.0 ｍ２ 止水コンクリート 34.0 ｍ２ 間詰コンクリート 13.0 ｍ３
4年災 12次 1420 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 普通河川 五ケ瀬川水系 蔵の平川 83.0 ｍ 左岸 83.0 ｍ 巨石張工 579.0 ｍ２ 止水コンクリート 38.0 ｍ３ 間詰コンクリート 15.0 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 139.0 ｍ 大型土のう 56.0 袋
4年災 12次 1421 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 普通河川 五ケ瀬川水系 蔵の平川 85.0 ｍ 左岸 85.0 ｍ ブロック積 189.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 591.0 ｍ２ 止水コンクリート 44.0 ｍ３ 構造物取壊工 132.0 ｍ３
4年災 12次 1422 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 普通河川 五ケ瀬川水系 狩底川 18.5 ｍ 左岸 18.5 ｍ 大型ブロック積 80.0 ｍ２ ブロック積 17.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 舗装版切断工 18.4 ｍ 舗装版取壊工 2.8 ｍ３
4年災 12次 1423 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 普通河川 五ケ瀬川水系 狩底川 11.0 ｍ 左岸 11.0 ｍ ブロック積 39.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 55.0 ｍ２ 止水コンクリート 4.5 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 33.0 ｍ
4年災 12次 1424 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 普通河川 五ケ瀬川水系 狩底川 18.0 ｍ 左岸 18.0 ｍ ブロック積 33.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 29.0 ｍ２ 止水コンクリート 3.4 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 59.0 ｍ
4年災 12次 1425 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字向山 普通河川 五ケ瀬川水系 地蔵の谷川 6.0 ｍ 右岸 6.0 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 4.8 ｍ２ 止水コンクリート 0.3 ｍ３ 工事用道路　敷鉄板 28.0 ｍ
4年災 12次 1426 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 普通河川 五ヶ瀬町水系 渡内川 41.0 ｍ 左岸 38.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ 大型ブロック積 113.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 水路復旧工 12.5 ｍ 構造物取壊工 23.0 ｍ２ 巨石張工 226.0 ｍ２
4年災 12次 1427 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 奥畑川 66.5 ｍ 左岸 66.5 ｍ 巨石張工 348.0 ｍ２ 止水コンクリート 11.0 ｍ３ 間詰コンクリート 44.0 ｍ３ 大型土のう 2.0 袋 掛樋工 70.5 ｍ
4年災 12次 1428 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 奥畑川 79.0 ｍ 左岸 79.0 ｍ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 巨石張工 327.0 ｍ２ 止水コンクリート 6.8 ｍ３ 大型土のう 2.0 袋
4年災 12次 1429 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 普通河川 五ヶ瀬川水系 奥畑川 71.5 ｍ 左岸 71.5 ｍ 右岸 4.0 ｍ ブロック積 126.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 巨石張工 379.0 ｍ２ 止水コンクリート 18.0 ｍ３ 大型土のう 8.0 袋
4年災 12次 1430 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 普通河川 五ヶ瀬川水系 日向川 95.8 ｍ 左岸 95.8 ｍ 大型ブロック 739.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 85.0 ｍ３ 転石破砕工 65.0 ｍ３ 工事用道路 206.6 ｍ
4年災 12次 1431 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 普通河川 五ヶ瀬川水系 日向川 111.3 ｍ 左岸 111.3 ｍ 大型ブロック 886.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 133.0 ｍ３ 転石破砕工 76.0 ｍ３ 工事用道路 98.9 ｍ
4年災 12次 1432 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 普通河川 五ヶ瀬川水系 日向川 91.9 ｍ 左岸 91.9 ｍ 大型ブロック 722.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 現場吹付法枠工 402.0 ｍ２ 構造物取壊工 36.0 ｍ３ 転石破砕工 267.0 ｍ３
4年災 12次 1433 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 波瀬岩戸線 7.0 ｍ 大型ブロック 44.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 10.0 ｍ２ 路盤工 10.0 ｍ２ 植生工 32.0 ｍ２
4年災 12次 1434 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 吾味小崎線 36.0 ｍ ブロック積 23.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁 17.0 ｍ Ｇｒ　コン 17.0 ｍ コンクリート舗装 73.0 ｍ２
4年災 12次 1435 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 吾味小崎線 69.0 ｍ 大型ブロック 132.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 17.7 ｍ Ｇｒ　コン 17.0 ｍ アスファルト舗装 235.0 ｍ２
4年災 12次 1436 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 ２級町道 鶴の平乙女線 70.0 ｍ 現場吹付法枠工 674.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 55.0 本 ジオテキ補強土壁 142.0 ｍ３ 側溝 59.8 ｍ アスファルト舗装 290.0 ｍ２
4年災 12次 1437 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 中崎大吐線 158.2 ｍ 大型ブロック 432.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 627.0 ｍ２ 路盤工 627.0 ｍ２ 側溝 17.0 ｍ
4年災 12次 1438 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 中崎大吐線 58.4 ｍ 大型ブロック 601.0 ｍ２ 舗装版切断工 3.8 ｍ 舗装版取壊工 3.7 ｍ３ 構造物取壊工 514.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 12次 1439 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 中崎大吐線 52.8 ｍ 大型ブロック 572.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 舗装版切断工 40.1 ｍ 舗装版取壊工 17.0 ｍ３ 構造物取壊工 675.0 ｍ３
4年災 12次 1440 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 123.0 ｍ 大型ブロック 242.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁 4.0 ｍ ガードレール基礎工 20.2 ｍ Ｇｒ　コン 21.0 ｍ
4年災 12次 1441 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 一般町道 二又上長川線 77.0 ｍ 大型ブロック 534.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏有 21.0 ㎡ 小口止工 6.0 基 側溝 58.9 ｍ 法面保護工 373.0 ｍ２
4年災 12次 1442 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 波帰川 6.0 ｍ 右岸 6.0 ｍ ブロック積 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 13.0 ｍ 工事用道路　敷砂利 19.0 ｍ 掛樋工 10.0 m
4年災 12次 1443 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 波帰川 16.0 ｍ 左岸 16.0 ｍ 大型ブロック 93.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 16.0 ｍ 工事用道路　敷砂利 129.0 ｍ 掛樋工 28.0 m
4年災 12次 1444 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 波帰川 180.0 ｍ 左岸 180.0 ｍ 右岸 180.0 ｍ ブロック積 501.0 ｍ２ 大型ブロック 169.0 ｍ２ 小口止工 9.0 基 張芝工　野芝 337.0 ㎡ 底張工 1,431.0 ｍ２
4年災 12次 1445 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 波帰川 63.0 ｍ 左岸 63.0 ｍ ブロック積 312.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工　野芝 217.0 ㎡ 構造物取壊工 8.0 ｍ３ 工事用道路 88.0 ｍ
4年災 12次 1446 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 波帰川 98.0 ｍ 左岸 98.0 ｍ 右岸 98.0 ｍ ブロック積 236.0 ｍ２ 大型ブロック 142.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 底張工 578.0 ｍ２ 帯工　コンクリート 1.0 基
4年災 12次 1447 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 走川谷川 28.0 ｍ 左岸 25.0 ｍ 右岸 15.0 ｍ ブロック積 173.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張芝工　野芝 66.0 ㎡ 掛樋工 39.0 m 工事用道路 53.0 ｍ
4年災 12次 1448 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 走川谷川 27.5 ｍ 左岸 14.5 ｍ 右岸 13.0 ｍ ブロック積 115.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 掛樋工 66.5 m 工事用道路　敷砂利 58.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 10.0 ｍ
4年災 12次 1449 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 走川谷川 19.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ 大型ブロック 112.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 78.0 ㎡ 平型ブロック　層積１t 41.0 個 構造物取壊工 11.0 ｍ３
4年災 12次 1450 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 尾原川 527.1 ｍ 左岸 527.1 ｍ 右岸 527.1 ｍ 埋そく掘削 3,809.0 ｍ３ ブロック積 360.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 横帯工 1.0 基 掛樋工 531.1 m
4年災 12次 1451 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 27.5 ｍ 大型ブロック 257.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 141.0 ｍ２ 路盤工 141.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 109.0 ㎡
4年災 12次 1452 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 92.0 ｍ 切土工 2,065.0 ｍ３ 盛土工 7,958.0 ｍ３ 現場吹付法枠工 5,644.0 ｍ２ 張芝工 1,002.0 ｍ２ 大型ブロック 681.0 ｍ２
4年災 12次 1453 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 本屋敷・波帰支線 8.0 ｍ 間詰工 69.0 ｍ３ アスファルト舗装 6.0 ｍ２ 路盤工 6.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３ 舗装版切断工 10.1 ｍ
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4年災 12次 1454 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 14.5 ｍ Ｌ型擁壁 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 16.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 34.0 ｍ２ 路盤工 34.0 ｍ２
4年災 12次 1455 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 28.5 ｍ 大型ブロック 167.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 96.0 ｍ２ 路盤工 96.0 ｍ２ アスカーブ 28.5 ｍ
4年災 12次 1456 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 189.2 ｍ 左岸 189.2 ｍ ブロック張 721.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 根固ブロック３．０ｔ 365.0 個 構造物取壊工 340.0 ｍ３ 工事用道路 122.6 ｍ
4年災 12次 1457 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 93.0 ｍ 右岸 93.0 ｍ ブロック張 1,774.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 304.0 ｍ３ 工事用道路 93.0 ｍ 大型土のう工 182.0 袋
4年災 12次 1458 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 160.0 ｍ 右岸 160.0 ｍ 根継工　腰掛型 46.0 ｍ３ ブロック張 2,339.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 379.0 ｍ３ 工事用道路 370.0 ｍ
4年災 12次 1459 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 焼野川 40.0 ｍ 左岸 40.0 ｍ 右岸 30.0 ｍ ブロック積 197.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 巨石張工 97.0 ｍ２ 取付工 1.0 式 締切排水工 2.0 箇所
4年災 12次 1460 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 今越川 15.7 ｍ 左岸 15.7 ｍ ブロック積 54.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 巨石張工 42.0 ｍ２ 止水コンクリート 2.8 ｍ３ 工事用道路　敷鉄板 99.0 ｍ
4年災 12次 1461 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 上山川 22.7 ｍ 左岸 22.7 ｍ ブロック積 95.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 巨石張工 174.0 ｍ２ 止水コンクリート 22.0 ｍ３ 構造物取壊工 41.0 ｍ３
4年災 12次 1462 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 上山川 48.5 ｍ 左岸 18.5 ｍ 右岸 43.0 ｍ ブロック積 262.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 止水コンクリート 5.5 ｍ３ 巨石張工 254.0 ｍ２ 大型土のう 22.0 袋
4年災 12次 1463 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 上山川 28.3 ｍ 右岸 28.3 ｍ ブロック積 144.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 108.0 ｍ２ 止水コンクリート 3.1 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 356.0 ｍ
4年災 12次 1464 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 普通河川 五ヶ瀬川水系 上山川 23.0 ｍ 右岸 23.0 ｍ ブロック積 85.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 134.0 ｍ２ 止水コンクリート 9.2 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 471.0 ｍ
4年災 12次 1465 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 63.0 ｍ 左岸 63.0 ｍ ブロック積 308.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 巨石張工 87.0 ｍ２ 止水コンクリート 0.9 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 193.0 ｍ
4年災 12次 1466 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 21.5 ｍ 左岸 21.5 ｍ ブロック積 114.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 巨石張工 43.0 ｍ２ 工事用道路　敷砂利 21.0 ｍ 掛樋工 47.0 ｍ
4年災 12次 1467 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 116.0 ｍ 左岸 116.0 ｍ ブロック張 828.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 749.0 ｍ 工事用道路　敷砂利 140.0 ｍ 大型土のう 54.0 袋
4年災 12次 1468 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 245.0 ｍ 左岸 245.0 ｍ 巨石張工 2,570.0 ｍ２ 止水コンクリート 12.0 ｍ３ 間詰コンクリート 16.0 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 725.0 ｍ 大型土のう 29.0 袋
4年災 12次 1469 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 23.0 ｍ 大型ブロック 149.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 101.0 ｍ３ 工事用道路 50.0 ｍ 大型土のう工 43.0 袋
4年災 12次 1470 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 59.5 ｍ 左岸 59.5 ｍ ブロック積 96.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 630.0 ｍ２ 止水コンクリート 9.6 ｍ３ 大型土のう 59.0 袋
4年災 12次 1471 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 136.5 ｍ 左岸 136.5 ｍ 大型ブロック積 73.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 49.0 ｍ３ 巨石張工 1,269.0 ｍ２ 止水コンクリート 15.4 ｍ３
4年災 12次 1472 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 104.5 ｍ 左岸 104.5 ｍ ブロック積 72.0 ｍ２ 大型ブロック積 53.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 巨石張工 474.0 ｍ２ 止水コンクリート 3.6 ｍ３
4年災 12次 1473 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 63.5 ｍ 左岸 26.5 ｍ 右岸 47.0 ｍ ブロック積 219.0 ｍ２ 小口止工 7.0 基 止水コンクリート 7.4 ｍ２ 巨石張工 479.0 ｍ２ 構造物取壊工 31.0 ｍ３
4年災 12次 1474 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 94.5 ｍ 右岸 94.5 ｍ ブロック積 27.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 巨石張工 622.0 ｍ２ 構造物取壊工 20.0 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 425.0 ｍ
4年災 12次 1475 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 普通河川 五ケ瀬川水系 山附川 55.0 ｍ 左岸 55.0 ｍ 巨石張工 347.0 ｍ２ 止水コンクリート 6.8 ｍ３ 構造物取壊工 34.0 ｍ３ 大型土のう 35.0 袋 掛樋工 128.0 ｍ


