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左岸・右岸

2年災 4次 3 高鍋土木事務所 県工事 木城町 大字石河内 主要地方道 石河内高城高鍋線 11.0 ｍ 補強盛土工 109.0 ｍ２ Ｌ型擁壁 11.0 ｍ かご工 9.0 ｍ２ アスファルト舗装 44.0 ｍ２ 路盤工 44.0 ｍ２
2年災 4次 4 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字　吉野方 一般市道 倉掛線 19.0 ｍ 石積工 81.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 69.0 ｍ２ 路盤工 69.0 ｍ２ 舗装版取壊工 2.6 ｍ３
2年災 4次 24 都城土木事務所 県工事 都城市 五十町 主要地方道 都城東環状線 14.0 ｍ 盛土工 228.0 ｍ３ 張芝工 125.0 ｍ２ 側溝 19.0 ｍ 溜桝 2.0 基 防草処理工 13.0 ｍ
2年災 4次 25 都城土木事務所 県工事 都城市 梅北町 一般県道 飯野松山都城線 73.0 ｍ 切土工 412.0 ｍ３ 切土法面整形 751.0 ｍ２ 法面保護工 234.0 ｍ２ 擁壁工 1.0 式 排水構造物工 50.0 ｍ
2年災 4次 26 都城土木事務所 県工事 三股町 大字長田 主要地方道 三股高城線 24.0 ｍ 切土工 42.0 ｍ３ 盛土工 113.0 ｍ３ フトン籠工 44.0 枚 防護柵工　その他 24.0 ｍ 張芝工 169.0 ｍ２
2年災 4次 27 高岡土木事務所 県工事 高岡町 五町 一級河川 大淀川水系 内山川 41.0 ｍ 右岸 41.0 ｍ ブロック積 205.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 65.0 ｍ３ 袋詰玉石工 53.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 28 高岡土木事務所 県工事 高岡町 五町 一級河川 大淀川水系 内山川 19.8 ｍ 左岸 19.8 ｍ ブロック積 93.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 構造物取壊工 34.0 ｍ３ 袋詰玉石工 28.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 35 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 浦之名 一般市道 古川面早流１号線 54.8 ｍ 現場吹付法枠工 660.3 　ｍ 枠内モルタル吹付 318.0 ｍ２ ガードレール再設置工 24.5 ｍ 法枠・倒木・崩壊土砂撤去工 1.0 式 枠吹付工（吹付のみ） 2,172.1 ｍ
2年災 4次 36 日南土木事務所 市町村工事 日南市 吉野方 その他市道 梶原中河原線 13.0 ｍ ブロック積 64.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 アスファルト舗装 6.5 ｍ２ 路盤工 6.5 ｍ２ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
2年災 4次 37 日南土木事務所 市町村工事 日南市 酒谷乙 一般市道 西ノ園線 10.0 ｍ ブロック積 38.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 ガードレール基礎工 10.0 ｍ アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２
2年災 4次 45 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字島内 普通河川 川内川水系 西境川 27.5 ｍ 左岸 27.5 ｍ ブロック積　河直裏無 96.0 ㎡ 平型ブロック　層積２t 19.0 個 張芝工　野芝 17.0 ㎡ 工事用道路 60.0 ｍ 大型土のう工 29.0 袋
2年災 4次 46 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字西川北 普通河川 川内川水系 四反田川 9.1 ｍ 右岸 9.1 ｍ ブロック積　河直裏無 18.0 ㎡ 小口止め工 1.0 基 間詰工 1.5 ｍ３ 工事用道路 90.0 ｍ 掛樋工 20.0 m
2年災 4次 47 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字末永 一般市道 上末永７号線 16.5 ｍ ブロック積　道直裏有 50.0 ㎡ 小口止め工 2.0 基 張コンクリート工 3.7 ｍ２ アスファルト舗装工 28.0 ㎡ ガードレール設置撤去工 18.0 ｍ
2年災 4次 48 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字榎田 一般市道 三斗蒔線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 22.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 掛樋工 30.0 m アスファルト舗装工 4.0 ㎡ 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 49 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字榎田 一般市道 側道１３号線 26.0 ｍ ブロック積　道直裏有 95.0 ㎡ ブロック積　道岩裏有 4.2 ㎡ アスファルト舗装工 86.0 ㎡ 舗装版取壊工(As)　機械 49.0 ㎡ 構造物取壊工 12.0 ｍ３
2年災 4次 50 高岡土木事務所 市町村工事 国富町 大字田尻 準用河川 大淀川水系 田尻川 10.0 ｍ 左岸 10.0 ｍ ブロック積　河直裏無 26.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 0.7 m3 張芝護岸　野芝 21.0 ㎡ 大型土のう工 11.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 51 高岡土木事務所 市町村工事 国富町 大字田尻 準用河川 大淀川水系 田尻川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 34.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 0.8 m3 張芝護岸　野芝 16.0 ㎡ ヒューム管（Ｂ型管） 19.4 ｍ 盛土工　購入土　 160.0 m3
2年災 4次 54 高鍋土木事務所 市町村工事 高鍋町 南高鍋 一般町道 水谷原坂平付・山伏山線 21.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 280.0 ㎡ 法面整形 280.0 ｍ２ 張コンクリート　５ｃｍ 6.2 ｍ２ 崩土撤去 33.0 ｍ３
2年災 4次 55 延岡土木事務所 県工事 北方町 川水流 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 2.0 ｍ 右岸 2.0 ｍ 河川監視カメラ 1.0 台 無線ＬＡＮ装置 2.0 台
2年災 4次 56 宮崎土木事務所 県工事 佐土原町 東上那珂 二級河川 石崎川水系 大町川 21.3 ｍ 左岸 21.3 ｍ ブロック積（河直裏無） 69.0 ｍ２ 小口止工 1.1 ｍ３ 根固めブロック工（０．５ｔ） 46.0 個 切土工 92.0 ｍ３ 盛土工 30.6 ｍ３
2年災 4次 57 宮崎土木事務所 県工事 宮崎市 大字鏡洲小平 主要地方道 宮崎北郷線 10.0 ｍ ブロック積 30.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 上層路盤工 12.0 ｍ２ 下層路盤工 7.5 ｍ２
2年災 4次 59 日南土木事務所 県工事 日南市 隈谷 二級河川 隈谷川水系 隈谷川 13.0 ｍ 左岸 13.0 ｍ ブロック積 60.0 ｍ２ 小口止め工 2.0 箇所 工事用道路 38.0 ｍ 構造物取壊工 17.0 ｍ３ 大型土のう工 21.0 袋
2年災 4次 62 日南土木事務所 県工事 日南市 北河内 二級河川 広渡川水系 槻の河内川 22.1 ｍ 左岸 22.1 ｍ ブロック積 86.0 ｍ２ 雑工（ブロック積） 1.0 式 小口止工 2.0 箇所 根固工 39.0 個 根固工（敷設替え） 23.0 個
2年災 4次 63 日南土木事務所 県工事 日南市 萩之嶺 二級河川 細田川水系 細田川 19.0 ｍ 左岸 19.0 ｍ ブロック張 141.0 ｍ２ 小口止め工 2.0 箇所 根固ブロック（敷設替え） 19.0 個 張芝工 64.0 ｍ２ 工事用道路 38.0 ｍ
2年災 4次 64 日南土木事務所 県工事 日南市 大字萩之嶺 二級河川 細田川水系 細田川 55.0 ｍ 右岸 55.0 ｍ ブロック張 346.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 すりつけ工（石張） 1.0 式 根固ブロック１．０ｔ 64.0 個 根固ブロック１．０ｔ 15.0 個
2年災 4次 65 日南土木事務所 県工事 日南市 大字塚田乙 二級河川 細田川水系 細田川 19.9 ｍ 左岸 19.9 ｍ カゴマット多段　突込 69.0 ｍ２ 張芝工 27.0 ｍ２ 大型土のう工 24.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 25.0 ｍ
2年災 4次 66 日南土木事務所 県工事 日南市 大字塚田乙 二級河川 細田川水系 細田川 14.5 ｍ 左岸 4.0 ｍ 右岸 14.5 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ コンクリート擁壁 20.0 ｍ３ 小口止工 2.0 箇所 カゴマット多段　突込 18.0 ｍ２ すりつけ工 1.0 式
2年災 4次 67 日南土木事務所 県工事 日南市 大字塚田乙 二級河川 細田川水系 細田川 42.0 ｍ 右岸 42.0 ｍ カゴマット多段　突込 210.0 ｍ２ すりつけ工 1.0 式 張芝工 17.0 ｍ２ 大型土のう工 10.0 袋 掛樋工 79.0 ｍ
2年災 4次 68 日南土木事務所 県工事 日南市 大字酒谷 一般国道 国道２２２号 14.5 ｍ プレ法枠 96.0 ｍ２ 枠内張芝工 71.0 ｍ２ アスファルト舗装（車道） 34.0 ｍ２ アスファルト舗装（歩道） 11.0 ｍ２ 路面集水桝 1.0 基
2年災 4次 69 日南土木事務所 県工事 日南市 大字酒谷 一般国道 国道２２２号 12.5 ｍ 現場吹付法枠工 60.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 53.0 本 暗渠排水工 34.2 ｍ 大型土のう工 69.0 袋 袋詰玉石撤去工 9.0 袋
2年災 4次 70 日南土木事務所 県工事 南郷町 南郷町贄波 一般県道 市木南郷線 5.5 ｍ ブロック積　道直裏有 22.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.9 m3 ふとんかご工 5.5 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式 構造物取壊工 2.5 ｍ３
2年災 4次 71 日南土木事務所 県工事 南郷町 榎原 主要地方道 酒谷榎原線 8.6 ｍ 現場吹付法枠工 147.0 ｍ２ 排水工 9.2 ｍ 縦排水工 37.6 ｍ 溜桝 1.0 基
2年災 4次 74 串間土木事務所 県工事 串間市 北方 二級河川 福島川水系 初田川 29.0 ｍ 右岸 29.0 ｍ ブロック張 159.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.0 ｍ３ 張芝工 18.0 ｍ２ 構造物取壊工 24.0 ｍ３ 敷鉄板設置工 722.0 ｍ２
2年災 4次 75 串間土木事務所 県工事 串間市 市木 二級河川 市木川水系 市木川 7.5 ｍ 右岸 7.5 ｍ ブロック張 39.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.4 ｍ３ 雑工（カゴマット工） 1.0 式 張芝工 5.8 ｍ２ 工事用道路 90.0 ｍ
2年災 4次 77 串間土木事務所 県工事 串間市 崎田 二級河川 永田川水系 永田川 19.0 ｍ 左岸 19.0 ｍ ブロック積 82.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.4 ｍ３ 大型土のう工 7.0 袋 構造物取壊工 21.0 ｍ３ 掛樋工 52.0 ｍ
2年災 4次 78 串間土木事務所 県工事 串間市 一氏 二級河川 福島川水系 福島川 40.0 ｍ 右岸 40.0 ｍ ブロック積 214.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.9 ｍ３ 張芝工 156.0 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 大型土のう工 53.0 袋
2年災 4次 79 串間土木事務所 県工事 串間市 大平 二級河川 福島川水系 大平川 14.5 ｍ 左岸 14.5 ｍ ブロック積 73.0 ｍ２ コンクリート擁壁 1.4 ｍ３ 雑工（石積工） 9.1 ｍ２ 転石破砕 6.7 ｍ３ 工事用道路 210.9 ｍ
2年災 4次 80 串間土木事務所 県工事 串間市 大字本城 一般国道 国道４４８号 8.5 ｍ ブロック積　道直裏無 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 10.0 ㎡ 側溝布設替 9.5 ｍ 暗渠排水管設置 10.0 ｍ
2年災 4次 82 串間土木事務所 県工事 串間市 大字大平 主要地方道 日南志布志線 22.0 ｍ ブロック積　道直裏有 117.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 27.0 ㎡ ガッター工 22.0 ｍ 舗装版取壊工（As)　人力 11.0 ㎡
2年災 4次 83 串間土木事務所 県工事 串間市 大矢取 主要地方道 都城串間線 26.0 ｍ 掘削工 71.0 ｍ３ 法面整形工 530.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 493.0 ｍ２ モルタル吹付工 54.0 ｍ２ 落石防護網撤去・再設置工 135.0 ｍ２
2年災 4次 84 串間土木事務所 県工事 串間市 大矢取 主要地方道 都城串間線 13.0 ｍ 掘削工 32.0 ｍ３ 法面整形工 270.0 ｍ２ 現場吹付法枠工 270.0 ｍ２ 落石防護網設置工 45.0 ｍ２ 落石防護網撤去工 45.0 ｍ２
2年災 4次 86 串間土木事務所 県工事 串間市 市木 主要地方道 市木串間線 10.0 ｍ 掘削工 107.0 ｍ３ 法面整形工 103.0 ｍ２ 植生基材吹付工 103.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 88 都城土木事務所 県工事 都城市 山田町山田 一級河川 大淀川水系 丸谷川 26.8 ｍ 左岸 26.8 ｍ ブロック積 141.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.0 ｍ３ 構造物取壊工 22.0 ｍ３ 大型土のう工 58.0 袋 掛樋工 25.0 ｍ
2年災 4次 90 都城土木事務所 県工事 都城市 山田町山田 一級河川 大淀川水系 丸谷川 31.0 ｍ 左岸 31.0 ｍ ブロック張 294.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.6 ｍ３ 張芝工 30.0 ｍ２ 瀬替工 272.0 ｍ３ 工事用道路 49.2 ｍ
2年災 4次 91 都城土木事務所 県工事 都城市 山田町山田 一級河川 大淀川水系 丸谷川 71.8 ｍ 左岸 46.0 ｍ 右岸 25.8 ｍ ブロック張 408.0 ｍ２ ブロック積 78.0 ｍ２ 鋼矢板打込　その他 81.0 枚 コンクリート擁壁 8.1 ｍ３ 構造物取壊工 18.0 ｍ３
2年災 4次 93 都城土木事務所 県工事 都城市 梅北町 一級河川 大淀川水系 梅北川 16.3 ｍ 左岸 16.3 ｍ ブロック張 87.0 ｍ２ コンクリート擁壁 2.4 ｍ３ 張芝工 16.0 ｍ２ 根固ブロック１．０ｔ 26.0 個 構造物取壊工 27.0 ｍ３
2年災 4次 95 都城土木事務所 県工事 都城市 美川町 一般県道 馬渡大川原線 9.0 ｍ Ｌ型擁壁 9.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式 モル吹付　８㎝ 88.0 ｍ２ 路盤工 30.0 ｍ２ アスファルト舗装 30.0 ｍ２
2年災 4次 96 都城土木事務所 県工事 都城市 横市町 一般県道 財部庄内安久線 7.0 ｍ Ｌ型擁壁 7.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式 モル吹付　８㎝ 37.0 ｍ２ 路盤工 30.0 ｍ２ アスファルト舗装 30.0 ｍ２
2年災 4次 97 小林土木事務所 県工事 小林市 細野 一級河川 大淀川水系 洗出川 12.9 ｍ 左岸 12.9 ｍ ブロック積　河直裏無 22.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 大型土のう工 44.0 袋 工事用道路 19.5 ｍ 張芝工　野芝 51.0 ㎡
2年災 4次 98 小林土木事務所 県工事 小林市 堤 一級河川 大淀川水系 辻の堂川 24.0 ｍ 左岸 24.0 ｍ ブロック積　河直裏無 114.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 大型土のう工 102.0 袋 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 171.2 ｍ
2年災 4次 101 小林土木事務所 県工事 須木村 鳥田町 一級河川 大淀川水系 本庄川 165.0 ｍ 左岸 141.0 ｍ 右岸 44.8 ｍ ブロック積　河直裏無 269.0 ㎡ 張芝工　野芝 48.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 被覆工 140.4 ｍ 締切排水工 2.0 箇所
2年災 4次 102 小林土木事務所 県工事 小林市 東方 一級河川 大淀川水系 岩瀬川 136.0 ｍ 左岸 55.0 ｍ 右岸 81.0 ｍ ブロック積　河直裏無 141.0 ｍ２ 小口止工 8.0 基 被覆工 136.0 ｍ 構造物取壊工 9.7 ｍ３ 工事用道路　敷鉄板 160.0 ｍ
2年災 4次 103 小林土木事務所 県工事 小林市 東方 一級河川 大淀川水系 岩瀬川 48.0 ｍ 右岸 48.0 ｍ カゴ護岸　多段突込 41.0 ｍ２ 張芝工　野芝 9.6 ㎡ 工事用道路 5.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 153.0 ｍ
2年災 4次 105 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字大河平 一級河川 川内川水系 川内川 334.0 ｍ 左岸 178.9 ｍ 右岸 198.1 ｍ ブロック張　河川直基 808.0 ㎡ 被覆工 296.7 ｍ 構造物取壊工 61.0 ｍ３ 小口止工 17.0 基 大型土のう工 105.0 袋
2年災 4次 106 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字大河平 一級河川 川内川水系 川内川 171.0 ｍ 左岸 125.0 ｍ 右岸 46.0 ｍ ブロック張　河川直基 331.0 ㎡ 被覆工 171.0 ｍ 構造物取壊工 83.0 ｍ３ 工事用道路 431.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 107 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 一級河川 川内川水系 川内川 117.5 ｍ 左岸 117.5 ｍ 被覆工 116.9 ｍ 工事用道路 127.0 ｍ 小口止工 2.0 基
2年災 4次 108 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字原田 一級河川 川内川水系 川内川 65.1 ｍ 右岸 65.1 ｍ ブロック張　河川直基 482.0 ｍ２ ブロック積　河直裏無 48.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 99.0 ㎡ 大型土のう工 113.0 袋
2年災 4次 110 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字西川北 一級河川 川内川水系 天神川 13.0 ｍ 左岸 4.0 ｍ 右岸 10.2 ｍ 石張工　練張直接 34.0 ｍ２ 石積工　直裏有無５０ 23.0 ｍ２ 小口止工 5.0 基 張芝工　野芝 4.0 ｍ２ 大型土のう工 16.0 袋
2年災 4次 111 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字東川北 一級河川 川内川水系 川北川 15.2 ｍ 左岸 15.2 ｍ ブロック積　河直裏無 53.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 平型ブロック　層積　２ｔ 11.0 個 平型ブロック再　層積　２ｔ 18.0 個 構造物取壊工 18.0 ｍ３
2年災 4次 112 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字上江 一級河川 川内川水系 池島川 45.0 ｍ 左岸 45.0 ｍ ブロック積　河直裏無 189.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 雑工（すりつけ工） 1.0 式 大型土のう工 8.0 袋 掛樋工　φ６００ 87.0 ｍ
2年災 4次 113 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字小田 一級河川 川内川水系 二十里川 34.7 ｍ 左岸 34.7 ｍ ブロック積　河直裏無 146.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（すりつけ工） 1.0 式 大型土のう工 30.0 袋 構造物取壊工 3.6 ｍ３
2年災 4次 114 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字東川北 一級河川 川内川水系 関川 41.0 ｍ 左岸 41.0 ｍ ブロック積　河直裏無 116.0 ｍ２ 大型ブロック 105.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（すりつけ工） 1.0 式 大型土のう工 48.0 袋
2年災 4次 115 小林土木事務所 県工事 高原町 大字蒲牟田 一級河川 大淀川水系 高崎川 47.0 ｍ 左岸 47.0 ｍ ブロック張　河川直基 383.0 ｍ２ 張芝工　野芝 169.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工　すりつけ工 1.0 式 構造物取壊工 1.0 式
2年災 4次 116 小林土木事務所 県工事 高原町 大字後川内 一級河川 大淀川水系 炭床川 16.0 ｍ 右岸 16.0 ｍ ブロック積　河直裏無 73.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 張芝工　野芝 15.0 ｍ２ 雑工　すりつけ工 1.0 式 工事用道路 55.3 ｍ
2年災 4次 117 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字大明司 １級 川内川水系 後川内川 32.4 ｍ 右岸 32.4 ｍ ブロック積　河直裏無 168.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 平型ブロック　層積１t 56.0 個 構造物取壊工 49.0 ｍ３ 大型土のう工 10.0 袋
2年災 4次 119 高岡土木事務所 県工事 国富町 深年 一級河川 大淀川水系 深年川 46.5 ｍ 左岸 46.5 ｍ ブロック張 392.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 根固ブロック２．０ｔ 62.0 袋 工事用道路 26.7 ｍ 背替工 1.0 式
2年災 4次 120 高岡土木事務所 県工事 国富町 本庄 一級河川 大淀川水系 仮ヤ原川 43.0 ｍ 左岸 43.0 ｍ ブロック張 161.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 16.0 ｍ２ 袋詰玉石工 46.0 袋 工事用道路 81.0 ｍ
2年災 4次 123 高岡土木事務所 県工事 国富町 深年 一級河川 大淀川水系 深年川 64.0 ｍ 左岸 64.0 ｍ 法枠ブロック 507.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 袋詰玉石工 68.0 袋 構造物取壊工 122.0 ｍ３ 工事用道路 27.9 ｍ
2年災 4次 128 西都土木事務所 県工事 西都市 大字鹿野田 二級河川 一ツ瀬川水系 三財川 59.0 ｍ 右岸 59.0 ｍ ブロック張 419.0 ｍ２ 小口止め工 2.0 基 根固ブロック２．０ｔ 30.0 個 張芝工 53.0 ｍ２ 雑工（石張工） 30.0 ｍ２
2年災 4次 129 西都土木事務所 県工事 西都市 大字三宅 二級河川 一ツ瀬川水系 山路川 27.3 ｍ 右岸 27.3 ｍ ブロック張 84.0 ｍ２ 鋼矢板打込　その他 30.0 枚 根固ブロック２．０ｔ 53.0 個 捨石工 37.0 ｍ３ 張芝工 48.0 ｍ２
2年災 4次 130 西都土木事務所 県工事 西都市 大字上三財 二級河川 一ツ瀬川水系 田野川 19.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ ブロック積 72.0 ｍ２ 張芝工 22.0 ｍ２ 大型土のう工 32.0 袋 工事用道路 175.0 ｍ 仮締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 131 西都土木事務所 県工事 西都市 大字上三財 二級河川 一ツ瀬川水系 田野川 9.0 ｍ 左岸 9.0 ｍ ブロック積 49.0 ｍ２ 構造物取壊工 15.0 ｍ３ 袋詰根固工 3.0 袋 大型土のう工 24.0 袋 工事用道路 222.0 ｍ
2年災 4次 132 西都土木事務所 県工事 西都市 大字銀鏡 二級河川 一ツ瀬川水系 銀鏡川 22.5 ｍ 左岸 22.5 ｍ ブロック積 115.0 ｍ２ 雑工（石積工） 29.0 ｍ２ 工事用道路（敷鉄板） 38.0 ｍ 工事用道路（盛土） 64.0 ｍ 大型土のう工 132.0 袋
2年災 4次 133 西都土木事務所 県工事 西都市 大字銀鏡 二級河川 一ツ瀬川水系 銀鏡川 45.0 ｍ 右岸 45.0 ｍ 大型ブロック 355.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 39.0 ｍ３ 工事用道路 106.0 ｍ 大型土のう工 118.0 袋
2年災 4次 134 西都土木事務所 県工事 西都市 大字銀鏡 二級河川 一ツ瀬川水系 銀鏡川 206.5 ｍ 左岸 98.4 ｍ 右岸 139.7 ｍ ブロック張 1,386.0 ｍ２ かごマット 287.0 ｍ２ 大型ブロック 836.0 ｍ２ 小口止 8.0 基 根固めブロック１０．０ｔ 202.0 個
2年災 4次 135 西都土木事務所 県工事 西都市 大字銀鏡 二級河川 一ツ瀬川水系 登内川 15.0 ｍ 左岸 15.0 ｍ ブロック積 73.0 ｍ２ 工事用道路（敷鉄板） 40.0 ｍ 工事用道路（盛土） 92.0 ｍ 大型土のう工 13.0 袋 汚濁防止フェンス工 20.0 ｍ
2年災 4次 137 西都土木事務所 県工事 西都市 大字童子丸 二級河川 一ツ瀬川水系 桜川 59.0 ｍ 右岸 59.0 ｍ ブロック積 209.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路 136.0 ｍ 大型土のう工 37.0 袋 汚濁防止膜工 1.0 箇所
2年災 4次 138 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字村所 二級河川 一ツ瀬川水系 一ツ瀬川 43.7 ｍ 左岸 43.7 ｍ 大型ブロック 260.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 根固ブロック５．０ｔ 92.0 個 張芝工 289.0 ｍ２ 雑工（カゴマット） 70.0 ｍ２
2年災 4次 139 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字板谷 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 134.3 ｍ 左岸 12.6 ｍ 右岸 121.7 ｍ ブロック積 725.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 構造物取壊工 52.0 ｍ３ 根固ブロック３．０ｔ 151.0 個 工事用道路 214.0 ｍ

決定概要

路河川名等
復旧延長 概要１ 概要２ 概要３ 概要４ 概要５

年災 査定
工事
番号

事務所名
県・市町村
工事

位置



令和２年発生災害　第４次査定決定概要一覧 宮崎県

左岸・右岸

決定概要

路河川名等
復旧延長 概要１ 概要２ 概要３ 概要４ 概要５

年災 査定
工事
番号

事務所名
県・市町村
工事

位置

2年災 4次 140 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字村所 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 40.0 ｍ 右岸 40.0 ｍ ブロック張 353.0 ｍ２ ふとんかご工 80.0 ｍ 根固ブロック３．０ｔ 78.0 個 構造物取壊工 153.0 ｍ３ 工事用道路 196.2 ｍ
2年災 4次 142 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字板谷 二級河川 一ツ瀬川水系 鶴瀬谷川 63.5 ｍ 左岸 63.5 ｍ ブロック積 351.0 ｍ２ 構造物取壊工 30.0 ｍ３ 工事用道路 95.8 ｍ 大型土のう工 67.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 143 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字板谷 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 53.4 ｍ 左岸 53.4 ｍ ブロック積 203.0 ｍ２ 張芝工 76.0 ｍ２ 根固ブロック３．０ｔ 96.0 個 構造物取壊工 64.0 ｍ３ 工事用道路 125.0 ｍ
2年災 4次 144 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字板谷 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 102.2 ｍ 左岸 102.2 ｍ ブロック積 406.0 ｍ２ 構造物取壊工 19.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 201.0 ｍ 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ
2年災 4次 145 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字板谷 二級河川 一ツ瀬川水系 鶴瀬谷川 41.8 ｍ 左岸 18.9 ｍ 右岸 25.0 ｍ ブロック積 100.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 根固ブロック２．０ｔ 69.0 個 工事用道路（敷鉄板） 18.0 ｍ 工事用道路（盛土） 98.9 ｍ
2年災 4次 146 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字村所 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 61.1 ｍ 左岸 61.1 ｍ 石積工 83.0 ｍ２ 構造物取壊工 15.0 ｍ３ 工事用道路 268.9 ｍ 大型土のう工 97.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 147 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字板谷 二級河川 一ツ瀬川水系 板谷川 50.0 ｍ 右岸 50.0 ｍ 埋そく堀削 1,079.0 ｍ３
2年災 4次 149 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字小川 一般県道 小川越野尾線 47.4 ｍ アスファルト舗装 188.0 ｍ２ 上層路盤工 188.0 ｍ２ 下層路盤工 188.0 ｍ２ 区画線工 94.8 ｍ 舗装版取壊工 1.9 ｍ３
2年災 4次 150 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字村所 一般国道 国道２６５号 8.8 ｍ ブロック積 41.0 ｍ２ アスファルト舗装 6.6 ｍ２ Ｇｒ　コン 8.8 ｍ 雑工 1.0 式
2年災 4次 151 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字村所 一般国道 国道２６５号 7.8 ｍ ブロック積 36.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 7.8 ｍ Ｇｒ　コン 7.8 ｍ アスファルト舗装 5.8 ｍ２
2年災 4次 152 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字小川 一般県道 小川越野尾線 100.5 ｍ アスファルト舗装 378.0 ｍ２ 上層路盤工 378.0 ｍ２ 下層路盤工 378.0 ｍ２ 区画線工 201.0 ｍ 舗装版取壊工 8.0 ｍ３
2年災 4次 153 高鍋土木事務所 県工事 新富町 日置 二級河川 一ツ瀬川水系 日置川 96.0 ｍ 左岸 96.0 ｍ ブロック積　河直裏有 446.0 ㎡ 小口止工 4.7 ｍ３ 張芝工　野芝 92.0 ㎡ 構造物取壊工 230.0 ｍ３ 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 154 高鍋土木事務所 県工事 川南町 川南 二級河川 名貫川水系 名貫川 54.0 ｍ 右岸 54.0 ｍ ブロック張　河川直基 851.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（すり付け工） 1.0 式 構造物取壊工 58.0 ｍ３ 大型土のう工 102.0 袋
2年災 4次 155 高鍋土木事務所 県工事 新富町 大字新田 二級河川 一ツ瀬川水系 鬼付女川 139.3 ｍ 左岸 116.7 ｍ 右岸 95.3 ｍ ブロック積　河直裏無 288.0 ㎡ かごマット工（多段積式） 720.0 ｍ２ 小口止工 4.9 ｍ３ 帯工 1.0 基 張芝工　野芝 280.0 ㎡
2年災 4次 157 日向土木事務所 県工事 東郷町 山陰乙 二級河川 耳川水系 出口川 14.3 ｍ 左岸 14.3 ｍ ブロック積 68.0 ｍ２ 小口止め工 2.0 基 仮締切排水工 1.0 箇所 工事用道路（敷鉄板） 42.0 ｍ 大型土のう工 1.0 袋
2年災 4次 158 日向土木事務所 県工事 日向市 塩見 二級河川 塩見川水系 奥野川 17.5 ｍ 右岸 17.5 ｍ ブロック積 78.0 ｍ２ 小口止め工 2.0 基 構造物取壊し工 30.0 ｍ３ 工事用道路（盛土＋敷砂利） 28.5 ｍ 大型土のう工 19.0 袋
2年災 4次 162 延岡土木事務所 県工事 延岡市 北川町川内名 一般県道 岩戸延岡線 9.0 ｍ 大型ブロック 89.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 12.0 ｍ２ 路盤工 12.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 12.0 ｍ
2年災 4次 163 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 五町 一般市道 仁田尾宮行線 10.0 ｍ 吹付枠工 140.8 ｍ 枠内モルタル吹付工 59.0 ㎡ ラス張工 91.0 ㎡ 掘削 8.6 ｍ３ 伐木処分 0.4 ｔ
2年災 4次 164 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 浦之名 一般市道 田平久木野線 29.0 ｍ 補強土壁工 59.0 ｍ２　 植生基材吹付工 221.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 44.0 ｍ２ ガードレール取替工 17.0 ｍ
2年災 4次 166 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 五町 一般市道 仁田尾宮行線 29.0 ｍ 重力式擁壁 127.0 ｍ３ 落石防護柵設置工 28.0 ｍ 植生基材吹付工 403.0 ｍ２ Ｕ型側溝撤去・設置工 30.0 ｍ アスファルト舗装 9.0 ｍ２
2年災 4次 167 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 浦之名 一般市道 田平久木野線 28.0 ｍ ブロック積 92.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 雑工（取付工） 15.0 ｍ２ 大型土のう工 41.0 袋
2年災 4次 168 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 浦之名 一般市道 左ケ田線 20.0 ｍ 切土工 132.0 ｍ３ 法面整形工 298.0 ｍ２ 植生基材吹付工 298.0 ｍ２ 転落防止柵 18.0 ｍ
2年災 4次 171 日南土木事務所 市町村工事 日南市 北郷町北河内 一般市道 樫木八重線 11.0 ｍ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 ガードレール基礎工 11.0 ｍ Ｇｒ　コン 11.0 ｍ アスファルト舗装 12.0 ｍ２
2年災 4次 172 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町中村乙 一般市道 竹之尻燈台線 12.0 ｍ ブロック積 44.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 コンクリート舗装 8.0 ｍ２ 路盤工 8.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 173 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大窪 一般市道 南平宿之河内線 9.0 ｍ ブロック積 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 張芝工 3.9 ｍ２ アスファルト舗装 4.5 ｍ２ 路盤工 4.5 ｍ２
2年災 4次 174 串間土木事務所 市町村工事 串間市 本城 普通河川 本城川水系 遍保ヶ野川 22.6 ｍ 右岸 22.6 ｍ ブロック積（河直裏無） 118.0 ｍ２ 小口止工 1.4 ｍ３ 構造物取壊し工 31.0 ｍ３ 締切排水工 1.0 箇所 掛樋工 26.6 ｍ
2年災 4次 175 串間土木事務所 市町村工事 串間市 本城 普通河川 本城川水系 居城田川 10.7 ｍ 右岸 10.7 ｍ ブロック積（河直裏無） 28.0 ｍ２ 小口止工 0.7 ｍ３ 締切排水工 1.0 箇所 土のう締切工 2.7 ｍ２ 掛樋工 14.7 m
2年災 4次 176 串間土木事務所 市町村工事 串間市 崎田 普通河川 永田川水系 永田川 11.0 ｍ 左岸 11.0 ｍ ブロック積（河直裏有） 33.0 ｍ２ 小口止工 1.8 ｍ３ 雑工（すり付工） 1.0 式 締切排水工 1.0 箇所 土のう締切工 2.8 ｍ２
2年災 4次 177 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 普通河川 市木川水系 石原川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 39.0 ｍ２ 小口止工 0.9 ｍ３ 雑工（すり付け工） 1.0 式 締切排水工 1.0 箇所 土のう締切工 5.1 ｍ２
2年災 4次 178 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 普通河川 夫婦浦川水系 夫婦浦川 6.5 ｍ 左岸 6.5 ｍ ブロック積　河直裏無 18.0 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所 土のう締切工 4.0 ｍ２ 掛樋工 10.5 m 工事用道路　敷鉄板 175.5 ｍ
2年災 4次 179 串間土木事務所 市町村工事 串間市 崎田 普通河川 永田川水系 永田川 14.0 ｍ 右岸 14.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 54.0 ｍ２ 小口止工 0.8 ｍ３ 雑工（すり付工） 1.0 式 締切排水工 1.0 箇所 土のう締切工 3.9 ｍ２
2年災 4次 180 串間土木事務所 市町村工事 串間市 本城 普通河川 本城川水系 黒仁田川 13.0 ｍ 右岸 13.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 7.3 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所 雑工（すり付け工） 1.0 式 小口止工 0.8 ｍ３ 大型土のう 5.0 袋
2年災 4次 182 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 普通河川 市木川水系 海北川 20.5 ｍ 左岸 20.5 ｍ 右岸 9.0 ｍ ブロック積（河直裏無） 130.0 ｍ２ 小口止工 3.2 ｍ３ 締切排水工 3.0 箇所 大型土のう工 4.0 袋 構造物取壊し工 37.0 ｍ３
2年災 4次 183 串間土木事務所 市町村工事 串間市 本城 普通河川 本城川水系 黒仁田川 7.3 ｍ 左岸 7.3 ｍ ブロック積（河直裏無） 26.0 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所 雑工（すり付け工） 1.0 式 構造物取壊し工 1.6 ｍ３ 小口止工 0.9 ｍ３
2年災 4次 186 串間土木事務所 市町村工事 串間市 崎田 １級市道 吾社百田線 16.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 85.0 ｍ２ 小口止工 3.4 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 張芝工 28.0 ｍ２ 側溝布設替工（ＢＦ２００） 17.7 ｍ
2年災 4次 187 串間土木事務所 市町村工事 串間市 崎田 １級市道 吾社百田線 11.0 ｍ ブロック積　（道直裏有） 52.0 ｍ２ 小口止工 2.4 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版破砕工 22.0 ｍ２ コンクリート舗装工 8.4 ｍ２
2年災 4次 188 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大平 ２級市道 揚原市之瀬線 15.5 ｍ 大型ブロック 77.0 ｍ２ コンクリート擁壁 4.8 ｍ３ Ｇｒ　撤去 16.0 ｍ Ｇｒ　コン 10.0 ｍ Ｇｒ　基礎工 10.0 ｍ
2年災 4次 190 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 一般市道 門前線 13.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 47.0 ｍ２ 小口止工 2.2 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版破砕工 14.0 ｍ２ コンクリート舗装工 9.4 ｍ２
2年災 4次 192 串間土木事務所 市町村工事 串間市 市木 １級市道 子持田石原線 6.0 ｍ ブロック積（道直裏有） 15.0 ｍ２ 小口止工 1.6 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 側溝布設替工 6.0 ｍ 構造物取壊し工 0.8 ｍ３
2年災 4次 195 串間土木事務所 市町村工事 串間市 大納 一般市道 大納高畑山線 5.3 ｍ ブロック積（道直裏有） 14.0 ｍ２ 小口止工 1.2 ｍ３ コンクリート工 1.0 式 雑工（取付工） 1.0 式 コンクリート舗装 8.9 ｍ２
2年災 4次 196 串間土木事務所 市町村工事 串間市 一氏 一般市道 三ヶ平２号線 47.0 ｍ 大型ブロック 106.0 ｍ２ ブロック積 101.0 ｍ２ コンクリート擁壁 7.2 ｍ３ コンクリート舗装版取壊工 7.9 ｍ３ アスファルト舗装版取壊工 15.0 ｍ３
2年災 4次 197 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高野町 普通河川 大淀川水系 踊橋川 14.5 ｍ 左岸 14.5 ｍ ブロック積　河直裏無 14.0 ㎡ 張芝工 9.6 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 袋詰玉石工　２ｔ 34.0 袋 袋詰玉石工（中詰材流用）２ｔ 6.0 袋
2年災 4次 198 都城土木事務所 市町村工事 都城市 吉野元町 普通河川 大淀川水系 湯穴谷川 5.0 ｍ 右岸 5.0 ｍ ブロック積　河直裏有 18.0 ㎡ 小口止工 1.0 箇所 掛樋工　φ６００ 8.0 ｍ 大型土のう工 2.0 袋 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 200 都城土木事務所 市町村工事 都城市 安久町 普通河川 大淀川水系 大淀川 9.2 ｍ 左岸 9.2 ｍ ブロック積（河岩裏無） 26.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 張芝工 7.9 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 1.0 ｍ２ 工事用道路 68.0 ｍ
2年災 4次 202 都城土木事務所 市町村工事 都城市 高野町 １級市道 高野・大塚線 5.0 ｍ Ｌ型擁壁 5.0 ｍ Ｌ型側溝 9.0 ｍ 舗装版取壊工 24.3 ｍ２ アスファルト舗装 24.3 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 203 都城土木事務所 市町村工事 都城市 安久町 一般市道 下尾平野・鍋谷線 14.0 ｍ 現場吹付法枠工 225.0 ｍ２ 植生基材吹付工 175.0 ｍ２ 取付工（モル吹付） 29.0 ｍ２ 仮設工 1.0 式
2年災 4次 204 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西字楢ヶ迫 普通河川 大淀川水系 岡原川 49.5 ｍ 左岸 31.9 ｍ 右岸 28.1 ｍ ブロック積　河直裏無 162.0 ㎡ 張芝工　野芝 68.0 ㎡ 小口止工 3.0 基 大型土のう工 3.0 袋 大型土のう再設置工 2.0 袋
2年災 4次 205 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字菅田 普通河川 大淀川水系 岡原川 28.0 ｍ 左岸 28.0 ｍ かご工（多段積型突込式） 42.0 ｍ２ 張芝工　野芝 16.0 ㎡ 大型土のう工 4.0 袋 大型土のう再設置工 2.0 袋 締切排水工 3.0 箇所
2年災 4次 206 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字粥餅 普通河川 大淀川水系 橋谷川 8.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ コンクリートブロック積工 14.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 大型土のう工（再利用） 2.0 袋 取壊工 3.6 ｍ３ 切断工 9.8 ｍ
2年災 4次 207 小林土木事務所 市町村工事 須木村 鳥田町字堂屋 普通河川 大淀川水系 倉谷川 14.0 ｍ 左岸 14.0 ｍ ブロック積　河直裏無 46.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 大型土のう工 11.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 工事用道路 24.3 ｍ
2年災 4次 208 小林土木事務所 市町村工事 須木村 下田字唐池 普通河川 大淀川水系 麓桑原谷川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積　河直裏無 32.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 大型土のう工 4.0 袋 掛樋工 17.0 m 締切排水工 1.0 箇所
2年災 4次 209 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 12.0 ｍ Ｌ型擁壁工 12.0 ｍ 路盤工 34.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 211 小林土木事務所 市町村工事 小林市 堤字前田 一般市道 平ノ上・川無線 4.0 ｍ ブロック積 12.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 防護柵撤去・再設置 4.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式 工事用道路 53.0 ｍ
2年災 4次 214 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方字榧ノ 一般市道 榧ノ木２号線 7.0 ｍ ブロック積 35.0 ｍ２ 張芝工 1.9 ｍ２ 小口止工 2.0 基 取壊工 4.8 ｍ２ Ｃｏ舗装工 4.8 ｍ２
2年災 4次 215 小林土木事務所 市町村工事 小林市 真方字向江馬 一般市道 坂元向・江馬場線 5.0 ｍ ブロック積 23.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 216 小林土木事務所 市町村工事 小林市 南西方字横峯 ２級市道 砂坂・飯野線 8.0 ｍ ブロック積 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 側溝撤去、復旧 8.0 ｍ Ａｓ舗装取壊・復旧 4.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 218 小林土木事務所 市町村工事 小林市 北西方字黒仁 一般市道 黒仁田迫線 10.0 ｍ ブロック積 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 219 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 55.0 ｍ 大型ブロック積工 416.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 路盤工 275.0 ｍ２ 工事用道路 20.0 ｍ 転石破砕工 146.0 ｍ３
2年災 4次 220 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字大河平 １級市道 麓久保原線 87.5 ｍ 植生基材吹付工 87.5 ｍ２ 張コンクリート工 14.0 ｍ２ アスファルト舗装工 156.0 ㎡ コンクリート舗装 8.0 ㎡ 舗装版取壊工(As)　機械 138.0 ㎡
2年災 4次 221 小林土木事務所 市町村工事 えびの市 大字東長江浦 １級市道 東長江浦線 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ 小口止め工 2.0 基 張芝工　人工芝 12.0 ㎡ 構造物取壊し工 1.4 ｍ３ 工事用道路 47.0 ｍ
2年災 4次 226 高岡土木事務所 市町村工事 国富町 八代南俣 ２級町道 一丁田堂ケ迫線 7.5 ｍ ブロック積　道直裏有 10.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.7 m3 アスファルト舗装工 3.7 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 3.7 ㎡ 中間処分料 0.2 ｍ３
2年災 4次 227 高岡土木事務所 市町村工事 国富町 八代南俣 ２級町道 一丁田堂ケ迫線 5.5 ｍ ブロック積　道直裏有 7.3 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.7 m3 舗装版取壊工(As)　機械 2.5 ㎡ アスファルト舗装工 2.7 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 228 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 北俣 １級町道 南麓竹野線 15.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 1.0 ｍ２ 土工 1.0 式 法面整形工 89.0 ｍ２ #N/A #N/A #N/A
2年災 4次 230 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 入野 ２級町道 古屋・崎ノ田線 56.0 ｍ 土工 1.0 式 法面整形工 91.0 ｍ２ 舗装版取壊工（Ａｓ） 10.0 ｍ３ 舗装工 221.0 ｍ２ アスカーブ 56.0 ｍ
2年災 4次 232 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字八重 一般市道 茗荷原向山線 10.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 50.0 ｍ２ 小口止工 3.3 ｍ３ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 5.6 ｍ２ Ｃｏ舗装（ｔ＝１０ｃｍ） 5.6 ｍ２ 舗装版切断工Ａｓ・Ｃｏ 10.0 ｍ
2年災 4次 233 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字南方 一般市道 竹尾畑江線 9.0 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 1.4 ｍ３ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 16.0 ｍ２ Ｃｏ舗装（ｔ＝１０ｃｍ） 16.0 ｍ２ 舗装版切断工Ａｓ・Ｃｏ 4.7 ｍ
2年災 4次 234 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字山田 ２級市道 中山小森線 10.0 ｍ ブロック積 66.0 ｍ２ 小口止工 3.8 ｍ３ 盛土法面整形 8.0 ｍ２ 張芝工 8.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 2.7 ｍ２
2年災 4次 235 西都土木事務所 市町村工事 西都市 大字三納 一般市道 買地ケ廻田中線 14.0 ｍ ブロック積 37.0 ｍ２ 小口止工 1.4 ｍ３ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 15.0 ｍ２ Ａｓ舗装（ｔ＝４ｃｍ） 15.0 ｍ２ 舗装版切断工Ａｓ 14.7 ｍ
2年災 4次 237 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 板谷 一般村道 八重公民館２号線 15.0 ｍ 切土工 107.0 ｍ３ Ｌ型擁壁 14.0 ｍ 排水工（自由勾配側溝） 12.0 ｍ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３ 路盤工 71.0 ｍ２
2年災 4次 239 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 板谷 一般村道 八重公民館２号線 8.0 ｍ 切土工 55.0 ｍ３ ブロック積 34.0 ｍ２ 路盤工 5.4 ｍ２ アスファルト舗装 5.4 ｍ２ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
2年災 4次 241 日向土木事務所 市町村工事 日向市 塩見 ２級市道 中村奥野線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 12.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 1.4 m3 雑工（取付工） 1.0 式 張コンクリート 1.2 ｍ２ 張芝工　人工芝 12.0 ㎡
2年災 4次 242 日向土木事務所 市町村工事 南郷村 鬼神野 一般町道 床並・熊路線 10.0 ｍ ブロック積 42.0 ｍ２ コンクリート擁壁（Ｈ≦５ｍ） 1.9 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版取壊 0.1 ｍ３ アスファルト舗装 5.0 ｍ２
2年災 4次 243 日向土木事務所 市町村工事 南郷村 鬼神野 一般町道 田出原・月井谷線 9.0 ｍ ブロック積 26.0 ｍ２ コンクリート擁壁（Ｈ≦５ｍ） 1.9 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版取壊 0.1 ｍ３ アスファルト舗装 4.5 ｍ２
2年災 4次 244 日向土木事務所 市町村工事 南郷村 鬼神野 一般町道 田出原・月井谷線 8.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ コンクリート擁壁（Ｈ＜３ｍ） 1.7 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 舗装版取壊 0.2 ｍ３ アスファルト舗装 4.0 ｍ２
2年災 4次 245 日向土木事務所 市町村工事 南郷村 鬼神野 一般町道 田出原・月井谷線 24.0 ｍ 崩土取除工 30.0 ｍ３ ブロック積 49.0 ｍ２ コンクリート擁壁（Ｈ＜３ｍ） 2.3 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式 現場吹付法枠工 134.0 ｍ２
2年災 4次 246 日向土木事務所 市町村工事 北郷村 宇納間 一般町道 七郎ヶ平線 15.0 ｍ 補強土壁工 46.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式 Ｇｒ　基礎 15.0 ｍ Ｇｒ　撤去 15.0 ｍ Ｇｒ　コン 15.0 ｍ
2年災 4次 247 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 八重松野線 5.0 ｍ Ｌ型擁壁（１，６００Ｓ） 5.0 ｍ 雑工（石積工） 1.0 式 コンクリート舗装 17.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.7 ｍ３
2年災 4次 248 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 矢村仲畑線 10.0 ｍ #N/A #N/A #N/A 切土工（土砂） 22.0 ｍ３ 土砂等運搬（土砂） 32.0 ｍ３
2年災 4次 249 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 家代北郷線 12.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２，０００） 12.0 ｍ アスファルト舗装 41.0 ｍ２ 路盤工 41.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.4 ｍ３ 雑工（石積工） 1.0 式
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2年災 4次 250 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 16.0 ｍ Ｌ型擁壁（２，２５０Ｓ） 4.0 ｍ Ｌ型擁壁（２，７５０Ｓ） 12.0 ｍ 雑工（石積工） 1.0 式
2年災 4次 252 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 22.0 ｍ 落石防止網工（高エネ吸収型） 345.0 ｍ２ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝１，０００） 8.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝１，５００） 5.5 ｍ アスファルト舗装 29.0 ｍ２ 路盤工 29.0 ｍ２
2年災 4次 253 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 6.5 ｍ #N/A #N/A #N/A 切土工 2.1 ｍ３
2年災 4次 254 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 144.5 ｍ 補強土壁工 243.0 ｍ２ 張芝工 125.0 ｍ２ アスファルト舗装 572.0 ｍ２ 路盤工 572.0 ｍ２ 舗装版取壊工 19.0 ｍ３
2年災 4次 255 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 佐礼上線 6.0 ｍ #N/A #N/A #N/A 切土工 0.6 ｍ３ 崩土取除工 17.0 ｍ３
2年災 4次 256 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 25.0 ｍ ブロック積　道直裏有 107.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.0 m3 アスファルト舗装 6.8 ｍ２ 路盤工 6.8 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 257 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 滝線 27.0 ｍ 大型ブロック　控１０００ 92.0 ｍ２ 大型ブロック　控７５０ 39.0 ｍ２ 重力式擁壁 15.0 ｍ３ 横断暗渠 8.0 ｍ アスファルト舗装 98.0 ｍ２
2年災 4次 258 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 滝線 12.0 ｍ ブロック積　道直裏有 55.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.2 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 259 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 滝楮株線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 19.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.8 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 260 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 12.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 145.0 ｍ２ 切土工 12.0 ｍ３ 崩土取除工 43.0 ｍ３
2年災 4次 261 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 長尾谷線 10.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 6.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３.１m 4.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 41.0 ｍ２ 路盤工 40.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 262 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 中尾谷日添線 20.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 372.0 ｍ２ 切土工 5.0 ｍ３ 崩土除去工 141.0 ｍ３
2年災 4次 264 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 9.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 72.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　栗石 14.0 ｍ２ 切土工 1.1 ｍ３ 崩土取除工 5.6 ｍ３
2年災 4次 266 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 入子蒔線 8.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 53.0 ｍ２ 切土工 3.6 ｍ３ 崩土取除工 13.0 ｍ３
2年災 4次 267 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 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.1 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 268 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 ２級村道 下福良線 20.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１.６m 10.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 10.0 ｍ アスファルト舗装 66.0 ｍ２ 路盤工 66.0 ｍ２ 舗装版取壊工　Ａｓ 59.0 ｍ２
2年災 4次 269 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 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 37.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.2 m3 アスファルト舗装 11.0 ｍ２ 路盤工 11.0 ｍ２ Ｇｒ　設置　コン 8.0 ｍ
2年災 4次 270 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 狩底新屋敷線 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 32.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.4 m3 コンクリート舗装 13.0 ｍ２ 路盤工 13.0 ｍ２ 舗装版取壊工 13.0 ｍ２
2年災 4次 271 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 水無線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 25.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.0 m3 アスファルト舗装 2.7 ｍ２ 路盤工 2.7 ｍ２ 舗装版取壊工 0.1 ｍ３
2年災 4次 272 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 水無先線 5.5 ｍ 現場吹付法枠工　植生 37.0 ｍ２ 切土工 0.5 ｍ３ 崩土取除工 1.1 ｍ３
2年災 4次 273 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 9.0 ｍ 大型ブロック　控１０００ 69.0 ｍ２ コンクリート擁壁　Ｈ≦５．０ｍ 3.5 ｍ３ アスファルト舗装 27.0 ｍ２ 路盤工 27.0 ｍ２ 舗装版取壊工　Ａｓ 27.0 ｍ２
2年災 4次 274 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 ロクロ線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 40.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.6 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 275 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 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 40.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.6 m3 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 276 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一級村道 椎葉五家荘線 9.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 133.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 58.0 ｍ２ 切土工 4.7 ｍ３ 崩土取除工 8.0 ｍ３
2年災 4次 277 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 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 35.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.6 m3 アスファルト舗装 2.8 ｍ２ 路盤工 2.8 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
2年災 4次 278 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一級村道 椎葉五家荘線 17.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 401.0 ｍ２ 崩土取除工 17.0 ｍ３ Ｇｒ　撤去　コン 3.0 ｍ Ｇｒ　設置　コン 3.0 ｍ
2年災 4次 279 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 ２級村道 下福良線 29.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 603.0 ｍ２ アスファルト舗装 3.5 ｍ２ 路盤工 3.5 ｍ２ Ｇｒ　撤去　土中 24.5 ｍ Ｇｒ　設置　土中 20.5 ｍ
2年災 4次 280 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 4.5 ｍ 根継工 9.8 ｍ３ 切土工 0.8 ｍ３ 残土処理工 2.6 ｍ３
2年災 4次 281 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町曽木 一般市道 曽木唐立線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 46.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.0 m3 アスファルト舗装工　ｔ＝５ｃｍ 4.1 ｍ２ 路盤工　ｔ＝１０ｃｍ 4.1 ｍ２ 舗装版取壊工（Ａｓ）機械 0.2 ｍ３
2年災 4次 282 延岡土木事務所 市町村工事 延岡市 北方町上崎 ２級市道 桑水流上崎線 10.0 ｍ 切土工 63.0 ｍ３ 作業残土処理 63.0 m3 #N/A #N/A #N/A
2年災 4次 284 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 ２級町道 岩戸土呂久線 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 2.6 m3 Ｇｒ基礎工 6.0 ｍ Ｇｒ撤去工（土中） 8.5 ｍ Ｇｒ　土中　再使用 4.5 ｍ
2年災 4次 285 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 一般町道 栗の谷線 8.0 ｍ 大型ブロック 70.0 ｍ２ 小口止工 8.1 ｍ３ 盛土工 43.0 ｍ３ 張芝工 48.0 ｍ２ アスファルト舗装　４ｃｍ 8.0 ｍ２
2年災 4次 286 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 大字河内 主要地方道 竹田五ヶ瀬線 102.0 ｍ アスファルト舗装 488.0 ｍ２ 不陸整正 488.0 ｍ２ 舗装版切断 34.6 ｍ 舗装版取壊工 24.0 ｍ３ 殻運搬 24.0 ｍ３
2年災 4次 287 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 ２級町道 長崎竹浦線 14.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 12.0 ㎡ ブロック積　道直裏有 28.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 0.6 m3 コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 1.0 m3 Ｇｒ基礎工 14.0 ｍ
2年災 4次 288 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 河内 １級町道 五ヶ村線 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 42.0 ㎡ コンクリート擁壁Ｈ≦５ｍ 3.3 m3 Ｇｒ基礎工 9.0 ｍ 舗装版切断工（Ａｓ） 10.0 ｍ 舗装版破砕工（Ａｓ） 3.1 ｍ２
2年災 4次 289 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 兼ヶ瀬・芝の元線 9.0 ｍ 大型ブロック 38.0 ｍ２ 小口止工 2.4 ｍ３ アスファルト舗装　５ｃｍ 9.0 ｍ２ 上層路盤　１０ｃｍ 9.0 ｍ２ 下層路盤　１５ｃｍ 9.0 ｍ２
2年災 4次 290 高岡土木事務所 市町村工事 高岡町 五町 一般市道 原田宮ノ下１号線 8.3 ｍ ブロック積　道直裏有 32.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 6.3 ㎡ ガードレール撤去工 8.0 ｍ ガードレール設置工 8.0 ｍ
2年災 4次 291 日南土木事務所 市町村工事 日南市 酒谷乙 一般市道 鯛ノ子線 9.0 ｍ ブロック積 18.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 張芝工 10.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 8.5 ｍ Ｇｒ　撤去 8.5 ｍ
2年災 4次 292 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町中村乙 一般市道 小浜竹之尻線 3.0 ｍ ブロック積 13.0 ｍ２ 小口止工 1.0 箇所 コンクリート舗装 2.7 ｍ２ 路盤工 2.7 ｍ２ ガードレール基礎工 3.0 ｍ
2年災 4次 293 日南土木事務所 市町村工事 日南市 南郷町潟上 一般市道 笹之久保大牟礼線 7.0 ｍ ブロック積 28.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 張芝工 6.9 ｍ２ アスファルト舗装 3.5 ｍ２ 路盤工 3.5 ｍ２
2年災 4次 296 都城土木事務所 県工事 都城市 関之尾町 一級河川 大淀川水系 庄内川 28.0 ｍ 右岸 28.0 ｍ ブロック張 287.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.7 ｍ３ 張芝工 155.0 ｍ２ 瀬替工 445.0 ｍ３ 工事用道路 192.6 ｍ
2年災 4次 297 都城土木事務所 県工事 都城市 安久町 １級 大淀川水系 安久川 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック積 106.0 ｍ２ コンクリート擁壁 3.0 ｍ３ 張芝工 15.0 ｍ２ 仮締切排水工 1.0 箇所 大型土のう工 7.0 袋
2年災 4次 298 小林土木事務所 県工事 小林市 水流迫 一級河川 大淀川水系 岩瀬川 8.0 ｍ 右岸 8.0 ｍ ブロック張　河川直基 48.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張コンクリート工 18.0 ｍ２ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 70.0 ｍ


