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左岸・右岸

2年災 7次 109 小林土木事務所 県工事 えびの市 大字杉水流 一級河川 川内川水系 川内川 58.0 ｍ 左岸 58.0 ｍ ブロック張　河川直基 553.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 1.0 ｍ２ すりつけ工 54.0 ｍ２ 工事用道路 292.0 ｍ
2年災 7次 148 西都土木事務所 県工事 西米良村 大字木之口 一般国道 国道２１９号 82.0 ｍ 重力式擁壁 542.0 ｍ３ 流路工（布製型枠工） 363.0 ｍ２ 地山補強土基礎工 38.8 ｍ 補強土壁工 280.0 ｍ２ 函渠 10.1 ｍ
2年災 7次 159 日向土木事務所 県工事 椎葉村 大河内 一般国道 国道２６５号 34.3 ｍ 多数アンカー補強土壁工 171.0 ｍ２ 張芝工 116.0 ｍ２ アスファルト舗装 144.0 ｍ２ 上層路盤工 143.0 ｍ２ 下層路盤工 143.0 ｍ２
2年災 7次 194 串間土木事務所 市町村工事 串間市 一氏 一般市道 真萱線 65.3 ｍ 切土工 1,217.0 ｍ３ 盛土工 1,409.0 ｍ３ ブロック積 83.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 906.0 ｍ２
2年災 7次 231 高岡土木事務所 市町村工事 綾町 入野 １級町道 南麓三本松線 30.0 ｍ 土工 1.0 式 法面整形工 242.0 ｍ２ ジオテキスタイル補強土工 309.0 ｍ２ 排水工 71.0 ｍ 舗装工 317.0 ｍ２
2年災 7次 263 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 40.0 ｍ 現場吹付法枠工　３００ 470.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 67.0 本 プレキャストガードレール基礎工 12.0 ｍ ブロック積 16.0 ｍ２ アスファルト舗装 144.0 ｍ２
2年災 7次 323 高岡土木事務所 県工事 綾町 入野 一級河川 大淀川水系 本庄川 39.0 ｍ 右岸 39.0 ｍ ブロック張 391.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 109.0 ｍ３ 締切排水工 1.0 箇所 瀬替工 1.0 式
2年災 7次 325 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 10.2 ｍ 右岸 10.2 ｍ ブロック張　河川直基 66.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　野芝 0.9 ｍ２ 構造物取壊工 15.0 ｍ３ 平型ブロック層積３ｔ 24.0 個
2年災 7次 329 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村山三ヶ 二級河川 耳川水系 耳川 56.0 ｍ 右岸 56.0 ｍ ブロック張 637.0 ｍ２ 小口止 1.0 基 掘削 171.0 ｍ３ 築堤盛土 575.0 ｍ３ 構造物取壊工 221.0 ｍ３
2年災 7次 333 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 86.0 ｍ 崩土除去工 374.0 ｍ３ 根固めコンクリート工 38.0 ｍ３ コンクリート張工 166.0 ｍ３ ブロック積 60.0 ｍ２ ガードレール基礎工 70.0 ｍ
2年災 7次 335 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 一般国道 国道２６５号 7.0 ｍ ブロック積 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 6.2 ｍ２ 上層路盤工 6.2 ｍ２ 下層路盤工 6.2 ｍ２
2年災 7次 339 延岡土木事務所 県工事 延岡市 貝の畑 一級河川 五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川 232.0 ｍ 左岸 232.0 ｍ ブロック張　河川直基 1,855.0 ｍ２ コンクリート擁壁Ｈ＜３ｍ 3.7 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式 鋼矢板打込 258.0 枚 根固ブロック４．０ｔ 1,185.0 個
2年災 7次 348 日南土木事務所 市町村工事 日南市 大字富土 一般市道 富土小目井線 68.1 ｍ 胸壁コンクリート工 63.3 ｍ 構造物取壊工 17.0 ｍ３ 歩車道境界ブロック再設置 7.8 ｍ
2年災 7次 383 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 柳原黒葛原線 52.0 ｍ 多数アンカー式補強土壁工 52.0 ｍ２ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝５００） 16.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２５００） 2.0 ｍ アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ） 79.0 ｍ２ 路盤工（ｔ＝１０ｃｍ） 79.0 ｍ２
2年災 7次 384 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 水志鈴ノ元線 8.0 ｍ ＭＬ擁壁（Ｈ＝２０００） 4.0 ｍ ＭＬ擁壁（Ｈ＝２５００） 4.0 ｍ 雑工（石積工） 1.0 式　
2年災 7次 387 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 塚原古原線 30.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝１２５０） 10.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝１５００） 14.0 ｍ ＧｒＬ型擁壁（Ｈ＝２０００） 6.0 ｍ コンクリート舗装 55.0 ｍ２ 舗装版取壊工 5.5 ｍ３
2年災 7次 388 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 塚原古原線 8.0 ｍ ＭＬ擁壁（２０００Ｓ） 8.0 ｍ コンクリート舗装 32.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.2 ｍ３ 雑工（石積工） 1.0 式
2年災 7次 389 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 七ツ山 一般村道 内の口仲畑線 4.2 ｍ ブロック積（裏当１０ｃｍ） 6.9 ｍ２ ブロック積（裏当無し） 3.6 ｍ２ 雑工（石積工） 1.0 式 小口止工 2.0 基
2年災 7次 393 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 11.0 ｍ 大型ブロック 105.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 94.0 ｍ２ 路盤工 94.0 ｍ２ 舗装版取壊工 80.0 ｍ２
2年災 7次 435 小林土木事務所 県工事 小林市 須木村内山 一般県道 奈佐木高岡線 11.0 ｍ 盛土工 198.0 ｍ３ かご工 1.0 式 植生マット工 97.0 ｍ２ 暗渠排水管 13.1 ｍ 現場吹付法枠工　モル 1.0 ｍ２
2年災 7次 437 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 大字板谷 一般村道 横谷線 27.0 ｍ ジオテキ補強土壁 861.0 ｍ３ Ｌ型排水溝 27.0 ｍ 構造物取壊工 1.1 ｍ３ 舗装版取壊工 1.4 ｍ３ アスファルト舗装 165.0 ｍ２
2年災 7次 438 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 大字板谷 一般村道 横谷線 10.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ 舗装版取壊工 2.3 ｍ３ 路盤工 23.0 ｍ２ アスファルト舗装 23.0 ｍ２
2年災 7次 439 西都土木事務所 市町村工事 西米良村 大字板谷 一般村道 横谷線 30.1 ｍ ブロック積 86.0 ｍ２ 小口止工 3.4 ｍ３ 根継工 15.0 ｍ３ 舗装版取壊工 0.2 ｍ３ アスファルト舗装 4.0 ｍ２
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