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左岸・右岸

4年災 9次 575 日向土木事務所 県工事 日向市 幸脇 二級河川 耳川水系 耳川 14.5 ｍ 左岸 14.5 ｍ ブロック積 52.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 工事用道路（敷砂利） 53.6 ｍ 大型土のう工 167.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 9次 579 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村立石 二級河川 耳川水系 耳川 19.0 ｍ 右岸 19.0 ｍ ブロック張 216.0 ｍ２ 構造物取壊工 50.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 105.0 ｍ 掛樋工 7.2 ｍ
4年災 9次 603 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 20.3 ｍ 左岸 20.3 ｍ ブロック積 85.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 105.0 ｍ３ 工事用道路 224.0 ｍ 大型土のう工 5.0 袋
4年災 9次 605 日向土木事務所 県工事 椎葉村 下福良 二級河川 耳川水系 桑の木原川 78.0 ｍ 左岸 12.0 ｍ 右岸 66.0 ｍ 大型ブロック 130.0 ｍ２ ブロック積 270.0 ｍ２ 小口止工 8.0 基 工事用道路（敷砂利） 204.0 ｍ 大型土のう工 142.0 袋
4年災 9次 606 日向土木事務所 県工事 日向市 富高 二級河川 塩見川水系 富高川 41.4 ｍ 左岸 41.4 ｍ ブロック張 308.0 ｍ２ 捨石工 131.0 ｍ３ 根固ブロック２．０ｔ 60.0 個 大型土のう 31.0 袋 掛樋工 97.2 ｍ
4年災 9次 620 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 5.5 ｍ 大型ブロック 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版取壊工 0.3 ｍ３ Ｇｒ撤去・設置 5.5 ｍ アスカーブ 5.5 ｍ
4年災 9次 621 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 57.0 ｍ ブロック積 51.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 構造物取壊工 7.7 ｍ３ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３ アスファルト舗装 7.4 ｍ２
4年災 9次 622 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 71.0 ｍ 大型ブロック 40.0 ｍ２ ブロック積 107.0 ｍ２ 小口止工 6.0 基 構造物取壊工 2.0 ｍ３ 舗装版取壊工 8.1 ｍ３
4年災 9次 623 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 30.0 ｍ ブロック積 43.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 舗装版取壊工 0.9 ｍ３ アスファルト舗装 23.0 ｍ２ Ｇｒ撤去・設置 30.0 ｍ
4年災 9次 624 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 主要地方道 諸塚高千穂線 18.0 ｍ ブロック積 72.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 舗装版取壊工 0.7 ｍ３ アスファルト舗装 13.0 ｍ２ Ｇｒ撤去・設置 18.0 ｍ
4年災 9次 628 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 12.0 ｍ 崩土取除工 162.0 ｍ３ 現場吹付法枠工 498.0 ｍ２ 落石防止柵　１．５ｍ 10.0 ｍ 仮設防護柵工 20.0 ｍ
4年災 9次 629 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 18.9 ｍ ブロック積 91.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 3.9 ｍ３ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３ アスファルト舗装 18.0 ｍ２
4年災 9次 639 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 72.2 ｍ 左岸 42.7 ｍ 右岸 53.0 ｍ ブロック積 54.0 ｍ２ 根継工　腰掛型 155.0 ｍ３ 小口止工 6.0 基 工事用道路 156.0 ｍ 大型土のう工 127.0 袋
4年災 9次 643 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 下野 一級河川 五ヶ瀬川水系 下野川 5.0 ｍ 右岸 5.0 ｍ ブロック積 14.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック１．０ｔ 4.0 個 工事用道路 21.0 ｍ 大型土のう工 16.0 袋
4年災 9次 658 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 39.0 ｍ 左岸 39.0 ｍ ブロック張 356.0 ｍ２ ブロック積 58.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 75.0 ｍ２ 構造物取壊工 110.0 ｍ３
4年災 9次 659 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 14.0 ｍ 右岸 14.0 ｍ ブロック積 69.0 ｍ２ 構造物取壊工 8.2 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 73.0 ｍ 工事用道路（敷鉄板） 27.0 ｍ 大型土のう工 38.0 袋
4年災 9次 663 西臼杵支庁 県工事 日之影町 七折 一級河川 五ヶ瀬川水系 日之影川 109.3 ｍ 左岸 109.3 ｍ ブロック積 415.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 工事用道路 224.3 ｍ 大型土のう工 158.0 袋 仮締切排水工 2.0 箇所
4年災 9次 664 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 向山 一級河川 五ヶ瀬川水系 秋元川 79.0 ｍ 右岸 79.0 ｍ ブロック積 210.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 根継工　腰掛型 81.0 ｍ３ 工事用道路 153.8 ｍ 大型土のう工 72.0 袋
4年災 9次 665 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 押方 一級河川 五ヶ瀬川水系 跡取川 27.4 ｍ 左岸 27.4 ｍ 石積工 125.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 工事用道路 52.4 ｍ 大型土のう工 46.0 袋 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 9次 666 西臼杵支庁 県工事 高千穂町 下野 一級河川 五ヶ瀬川水系 下野川 34.7 ｍ 左岸 34.7 ｍ 右岸 34.7 ｍ ブロック積 49.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 根固ブロック１．０ｔ 23.0 個 コンクリート底張工 32.0 ｍ３ 帯工　コンクリート 1.0 基
4年災 9次 707 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 1.3 ｍ 左岸 1.3 ｍ 水圧式水位計設置 1.0 基 電波式水位計撤去 1.0 基
4年災 9次 723 日向土木事務所 県工事 椎葉村 松尾 一般国道 国道３２７号 86.0 ｍ アンカー付き鋼管土留め擁壁 75.2 ｍ アンカー工 475.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ 小口止工 1.0 基 現場吹付法枠工 1,034.0 ｍ２
4年災 9次 724 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道３２７号 74.0 ｍ 桟橋 1.0 式 軽量盛土工 1.0 式 現場吹付法枠工 2,175.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 119.0 ｍ２ 鉄筋挿入工 185.0 本
4年災 9次 970 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 普通河川 小丸川水系 月井谷川 80.0 ｍ 左岸 80.0 ｍ 右岸 80.0 ｍ 埋そく堀削 1,353.0 ｍ３
4年災 9次 971 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般町道 小村・市谷線 22.0 ｍ 崩土取除工 150.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 724.0 ｍ２ 構造物取壊工 1.3 ｍ３ Ｇｒ　コン 22.0 ｍ
4年災 9次 972 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 ２級町道 和田・上八峡線 21.0 ｍ 崩土取除工 187.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 18.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 650.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 12.0 ｍ
4年災 9次 973 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 佐礼谷・清水岳線 26.0 ｍ 大型ブロック 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 8.5 ｍ２ 路盤工 8.5 ｍ２ 舗装版切断工 8.8 ｍ
4年災 9次 974 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 下の谷・中八重線 20.0 ｍ Ｌ型擁壁 20.0 ｍ アスファルト舗装 68.0 ｍ２ 路盤工 68.0 ｍ２ 舗装版切断工 29.7 ｍ 舗装版取壊工 2.2 ｍ３
4年災 9次 975 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 北郷村小原 一般町道 武田之内・論出線 54.0 ｍ 切土工 866.0 ｍ３ モル吹付　８㎝ 404.0 ｍ２ Ｇｒ　土中 53.0 ｍ 横断工布設替（ＭＦ１５） 4.0 ｍ 横断工新設（ＭＦ１５） 3.6 ｍ
4年災 9次 976 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般町道 田出原・月井谷線 15.0 ｍ ブロック積 40.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 36.0 ｍ２ Ｇｒ　再使用 8.0 ｍ コンクリート舗装 33.0 ｍ２
4年災 9次 977 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村鬼神野 一般町道 小田公園線 6.0 ｍ ブロック積 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 3.3 ｍ２ 路盤工 3.3 ｍ２ 舗装版切断工 7.2 ｍ
4年災 9次 978 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 76.0 ｍ アスファルト舗装 227.0 ｍ２ 路盤工 227.0 ｍ２ 排水工 67.0 ｍ 集水桝 1.0 基
4年災 9次 979 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 131.0 ｍ ブロック積　道直裏有 37.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 452.0 ｍ２ 路盤工 436.0 ｍ２ プレＬ型　Ｈ≦１.１m 4.0 ｍ
4年災 9次 980 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 財木線 26.0 ｍ ブロック積　道直裏有 129.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 9.1 ｍ２ 路盤工 9.1 ｍ２ 舗装版切断工 26.7 ｍ
4年災 9次 981 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 かたじ谷線 10.4 ｍ ブロック積　道岩裏有 34.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 6.4 ｍ２ 舗装版切断工 7.0 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
4年災 9次 982 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 財木線 27.0 ｍ 大型ブロック 23.0 ｍ２ ブロック積　道岩裏有 9.3 ｍ２ ブロック積　道岩裏無 5.7 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 98.0 ｍ２
4年災 9次 983 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 城線 9.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 102.0 ｍ２ 切土工 0.4 ｍ３ 崩土除去工 3.3 ｍ３
4年災 9次 984 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 竹の八重水口線 13.8 ｍ ブロック積　道直裏有 41.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 盛土工 123.0 ｍ３ 張芝工 35.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 985 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 ２級村道 下椎葉野老ヶ八重線 36.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 53.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　モル 114.0 ｍ２ 舗装版取壊工 26.0 ｍ２ 切土工 5.3 ｍ３ 崩土除去工 7.5 ｍ３
4年災 9次 986 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 鹿野遊線 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 57.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 6.6 ｍ２ 路盤工 6.6 ｍ２ 舗装版取壊工 6.6 ｍ２
4年災 9次 987 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 城線 10.0 ｍ ブロック積　道直裏有 37.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 988 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 城線 5.5 ｍ ブロック積　道直裏有 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 989 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 蕗の元線 17.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 155.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 74.0 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
4年災 9次 990 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 中尾小ヶ倉線 14.0 ｍ ブロック積　道直裏有 67.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 991 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 ２級村道 松尾線 50.0 ｍ ブロック積　道直裏有 69.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール基礎工 20.0 ｍ ガードレール設置工　コン 20.0 ｍ 舗装版切断工 10.5 ｍ
4年災 9次 992 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 滝線 21.0 ｍ 大型ブロック 89.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 49.0 ｍ２ 路盤工 49.0 ｍ２
4年災 9次 993 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 14.0 ｍ 大型ブロック 82.0 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 排水工 3.0 ｍ
4年災 9次 994 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 綾野線 16.0 ｍ ブロック積　道直裏有 75.0 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 ガードレール設置工（コン） 14.5 ｍ
4年災 9次 995 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 11.0 ｍ ブロック積　道直裏有 52.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 11.0 ｍ２ 路盤工 7.9 ｍ２ アスカーブ 16.4 ｍ
4年災 9次 996 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 20.0 ｍ ブロック積　道直裏有 94.0 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 舗装版切断工 21.0 ｍ
4年災 9次 997 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 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 37.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 2.0 ｍ２ 路盤工 2.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 998 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 9.0 ｍ ブロック積　道直裏有 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 9.9 ｍ 舗装版取壊工 1.3 ｍ２ アスファルト舗装 10.0 ｍ２
4年災 9次 999 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 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 29.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 2.2 ｍ２ 路盤工 2.2 ｍ２ 舗装版取壊工 1.6 ｍ２
4年災 9次 1000 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 春向線 79.0 ｍ ブロック積　道直裏有 42.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 舗装版切断工　Ａｓ 6.2 ｍ 舗装版切断工　Ｃｏ 5.8 ｍ 舗装版取壊工　Ａｓ 224.0 ｍ２
4年災 9次 1001 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 仲山川 9.0 ｍ 左岸 9.0 ｍ ブロック積 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.5 ｍ２ 掛樋工 13.0 ｍ
4年災 9次 1002 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 野方野川 12.0 ｍ 右岸 12.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 止水コンクリート 0.7 ｍ３ 巨石張工 23.0 ｍ２ 舗装版切断工 4.2 ｍ
4年災 9次 1003 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 樋口川 6.0 ｍ 左岸 6.0 ｍ ブロック積 17.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 締切排水工 1.0 箇所 土のう積 0.5 ｍ２ 掛樋工 10.0 ｍ
4年災 9次 1004 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 14.5 ｍ 左岸 14.5 ｍ ブロック積 32.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 止水コンクリート 1.0 ｍ３ 巨石張工 29.0 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所
4年災 9次 1005 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 向園川 8.0 ｍ 左岸 8.0 ｍ ブロック積 14.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張工 11.0 ｍ２ 工事用道路　敷鉄板 27.0 ｍ 締切排水工 1.0 箇所
4年災 9次 1006 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 大字岩戸 一般町道 立宿線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 1007 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 一般町道 三田井・三ヶ所線 9.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 35.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 9.0 ｍ 舗装版切断工 11.2 ｍ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３
4年災 9次 1008 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 板屋緒橋線 5.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 14.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 6.0 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３ アスファルト舗装 2.5 ｍ２
4年災 9次 1009 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 板屋緒橋線 11.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 31.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 11.0 ｍ 舗装版切断工 12.8 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 9次 1010 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 押方・三ケ所線 19.0 ｍ ブロック積　道直裏有 90.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 19.0 ｍ ガードレール撤去工 4.5 ｍ Ｇｒ　コン 19.0 ｍ
4年災 9次 1011 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 8.0 ｍ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ ガードレール撤去工 8.0 ｍ 構造物取壊工 1.0 ｍ３ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ 舗装版切断工 10.2 ｍ
4年災 9次 1012 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 9.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 21.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 9.0 ｍ ガードレール撤去工 9.0 ｍ Ｇｒ　コン 9.0 ｍ
4年災 9次 1013 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 5.0 ｍ Ｌ型擁壁 5.0 ｍ Ｇｒ　コン 2.5 ｍ Ｇｒ　再使用 0.5 ｍ ガードレール撤去工 3.0 ｍ 舗装版切断工 10.9 ｍ
4年災 9次 1014 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 6.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ Ｇｒ　コン 6.0 ｍ ガードレール撤去工 6.0 ｍ 舗装版切断工 8.4 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
4年災 9次 1015 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 9.0 ｍ Ｌ型擁壁 9.0 ｍ アスファルト舗装 24.0 ｍ２ 路盤工 24.0 ｍ２ 舗装版取壊工(As)　機械 24.0 ㎡ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 1016 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 11.0 ｍ Ｌ型擁壁 11.0 ｍ 嵩上コンクリート 0.1 ｍ３ 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 15.0 ㎡
4年災 9次 1017 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 16.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 138.0 ｍ２ 切土工 22.0 ｍ３ 作業残土処理 22.0 m3
4年災 9次 1018 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 尾払諸塚線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 21.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 6.4 ｍ２ 路盤工 6.4 ｍ２ 舗装版切断工 9.6 ｍ
4年災 9次 1019 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 横迫田元線 26.0 ｍ ブロック積　道直裏有 124.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 コンクリート舗装 25.0 ｍ２ 路盤工 25.0 ｍ２ 舗装版切断工 26.8 ｍ
4年災 9次 1020 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 栃の木高城線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 25.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 4.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.1 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３
4年災 9次 1021 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 一般町道 芭蕉の元　中間畑線 13.0 ｍ ブロック積　道直裏有 47.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 13.0 ｍ コンクリート舗装 11.0 ｍ２ 路盤工 11.0 ｍ２
4年災 9次 1022 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 ２級町道 日之影宇納間線 12.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 41.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 プレキャストガードレール基礎工 12.0 ｍ Ｇｒ　コン 12.5 ｍ コンクリート舗装 10.0 ｍ２
4年災 9次 1023 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 見立 一般町道 水無平奥村線 10.5 ｍ ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 側溝 1.0 ｍ アスファルト舗装 2.8 ｍ２ 路盤工 2.8 ｍ２
4年災 9次 1024 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 23.0 ｍ 大型ブロック 206.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 26.0 ｍ２ アスファルト舗装 22.0 ｍ２ 路盤工 48.0 ｍ２
4年災 9次 1025 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 普通河川 五ヶ瀬川水系 鳥越川 33.5 ｍ 左岸 21.5 ｍ 右岸 30.0 ｍ ブロック積 235.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 工事用道路　敷砂利 69.0 ｍ 掛樋工 69.0 m 大型土のう工 1.0 袋
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4年災 9次 1026 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 普通河川 五ヶ瀬川水系 鳥越川 30.0 ｍ 右岸 30.0 ｍ ブロック積 117.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 48.0 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 65.0 ｍ 掛樋工 69.0 m
4年災 9次 1027 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 普通河川 五ヶ瀬川水系 鳥越川 30.0 ｍ 右岸 30.0 ｍ ブロック積 93.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路　敷砂利 84.0 ｍ 掛樋工 59.0 m 大型土のう工 6.0 袋
4年災 9次 1028 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 桑野内 普通河川 五ヶ瀬川水系 鳥越川 86.0 ｍ 左岸 86.0 ｍ ブロック積 268.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 横帯工 1.0 基 工事用道路　敷砂利 100.0 ｍ 掛樋工 115.0 m
4年災 9次 1029 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 内の口川 5.6 ｍ 左岸 5.6 ｍ ブロック積 22.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路　敷砂利 20.0 ｍ 掛樋工 7.0 m 大型土のう工 3.0 袋
4年災 9次 1030 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 中津川 9.0 ｍ 左岸 9.0 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路　敷砂利 71.0 ｍ 工事用道路　敷鉄板 49.0 ｍ 掛樋工 13.0 m
4年災 9次 1031 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 中津川 7.0 ｍ 左岸 7.0 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 底張コンクリート 1.2 ｍ３ 充填コンクリート 7.6 ｍ３ 工事用道路　敷砂利 27.0 ｍ
4年災 9次 1032 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 鞍岡 一般町道 一棚・長崎線 9.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.１m 1.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 2.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３.５m 6.0 ｍ ガードレール基礎工 9.0 ｍ Ｇｒ　コン 9.0 ｍ
4年災 9次 1033 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 78.0 ｍ 現場吹付法枠工 186.0 ｍ２ 切土工 4.4 ｍ３ アスファルト舗装 228.0 ｍ２ 路盤工 228.0 ｍ２ 舗装版取壊工 11.0 ｍ３
4年災 9次 1034 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 51.0 ｍ アスファルト舗装 158.0 ｍ２ 路盤工 158.0 ｍ２ 舗装版取壊工 7.9 ｍ３ 舗装版切断工 39.4 ｍ
4年災 9次 1035 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 13.0 ｍ 大型ブロック 77.0 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 舗装版取壊工(As)　機械 13.0 ㎡
4年災 9次 1036 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 7.0 ｍ ブロック積　道直裏有 21.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 7.7 ｍ２ 路盤工 7.7 ｍ２ アスカーブ 7.0 ｍ
4年災 9次 1037 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 越次・馬見原線 22.0 ｍ ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁 12.0 ｍ ガードレール基礎工 10.0 ｍ Ｇｒ　コン 22.0 ｍ
4年災 9次 1038 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 越次・馬見原線 21.0 ｍ ブロック積　道直裏有 64.0 ㎡ 小口止工 1.0 基 ガードレール基礎工 21.0 ｍ Ｇｒ　コン 21.0 ｍ ガードレール撤去工 21.0 ｍ
4年災 9次 1039 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 越次・馬見原線 10.3 ｍ ブロック積　道直裏有 27.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 5.1 ｍ２ 路盤工 5.1 ｍ２ 舗装版取壊工（As)　人力 5.1 ㎡
4年災 9次 1040 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 奈良津・小原井線 8.0 ｍ ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 1041 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 奈良津・小原井線 20.0 ｍ ブロック積　道直裏有 40.0 ㎡ ブロック積　道岩裏有 24.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 フトン籠工 2.0 枚 アスファルト舗装 5.9 ｍ２
4年災 9次 1042 西臼杵支庁 市町村工事 五ヶ瀬町 三ヶ所 一般町道 奈良津・小原井線 15.0 ｍ ブロック積　道直裏有 53.0 ㎡ 小口止工 2.0 基 フトン籠工 2.0 枚 アスファルト舗装 21.0 ｍ２ 路盤工 21.0 ｍ２
4年災 9次 1126 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 戸屋ノ尾井戸谷線 6.0 ｍ ブロック積　道直裏有 16.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 6.0 ｍ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３ コンクリート舗装 2.4 ｍ２
4年災 9次 1127 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 三重山線 37.0 ｍ ブロック積　道岩裏有 138.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 排水構造物工 2.4 ｍ フトン篭工 2.0 枚 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 9次 1128 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 桑弓野上線 10.0 ｍ 大型ブロック 62.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 32.0 ｍ２ 路盤工 32.0 ｍ２ 舗装版取壊工 16.0 ｍ２
4年災 9次 1129 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 若宮竹原線 5.0 ｍ ブロック積　道直裏有 8.1 ｍ２ 小口止工 2.0 基 舗装版切断工 6.2 ｍ 舗装版取壊工 0.4 ｍ３ コンクリート舗装 6.6 ｍ２
4年災 9次 1130 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 一般村道 松尾本線 6.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 6.0 ｍ アスファルト舗装 23.0 ｍ２ 路盤工 22.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.1 ｍ 舗装版取壊工 21.0 ｍ２


