
令和４年発生災害　第１１次査定決定概要一覧 宮崎県

左岸・右岸

4年災 11次 89 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 普通河川 耳川水系 中尾谷川 241.5 ｍ 左岸 220.0 ｍ 右岸 21.5 ｍ 埋塞土砂掘削工 4,327.0 ｍ３ 残土処理工 4,436.0 ｍ３ 巨石積工 80.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 護床工 21.0 ｍ２
4年災 11次 90 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 普通河川 耳川水系 水無川 64.0 ｍ 左岸 64.0 ｍ 右岸 30.0 ｍ 大型ブロック 378.0 ｍ２ ブロック積 141.0 ｍ２ 小口止工 8.0 基 構造物取壊工 34.0 ｍ３ 工事用道路 103.0 ｍ
4年災 11次 91 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 普通河川 耳川水系 水無川 97.0 ｍ 右岸 97.0 ｍ 大型ブロック 491.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 構造物取壊工 280.0 ｍ３ 護床工 363.0 ｍ３ 工事用道路 142.0 ｍ
4年災 11次 92 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 普通河川 耳川水系 水無川 71.2 ｍ 左岸 37.7 ｍ 右岸 33.5 ｍ 大型ブロック 128.0 ｍ２ ブロック積 75.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 構造物取壊工 91.0 ｍ３ 根継工 39.0 ｍ３
4年災 11次 93 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 6.0 ｍ 大型ブロック 28.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 路盤工 13.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.5 ｍ３
4年災 11次 94 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 長野飯干線 15.0 ｍ ブロック積 72.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 路盤工 0.8 ｍ２ アスファルト舗装 0.8 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 95 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 ２級村道 長野飯干線 69.0 ｍ 大型ブロック 69.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 98.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 206.0 ｍ２ 路盤工 206.0 ｍ２
4年災 11次 96 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 ２級村道 不土野小崎線 32.0 ｍ ブロック積　道直裏無 29.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 30.0 ｍ２ 大型ブロック 45.0 ｍ２ コンクリート擁壁 11.0 ｍ３ ガードレール基礎 32.0 ｍ
4年災 11次 97 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 井戸谷線 12.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．６ｍ 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３．１ｍ 8.0 ｍ 舗装版取壊工 1.9 ｍ３ 舗装版切断工 11.7 ｍ アスファルト舗装 47.0 ｍ２
4年災 11次 98 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 32.0 ｍ 大型ブロック 141.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 ガードレール撤去　土中 30.0 ｍ Ｇｒ　コン 29.0 ｍ
4年災 11次 99 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 御手納線 117.0 ｍ 大型ブロック 149.0 ｍ２ アスファルト舗装 520.0 ｍ２ 路盤工 520.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 127.0 ｍ２ 排水工 70.0 ｍ
4年災 11次 100 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 尾手納線 82.0 ｍ ブロック積　道直裏有 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 346.0 ｍ２ 路盤工 346.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.6 ｍ３
4年災 11次 102 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉五家荘線 12.0 ｍ ブロック積　道直裏有 51.0 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 舗装版取壊工 0.2 ｍ３
4年災 11次 103 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉五家荘線 16.1 ｍ ブロック積　道直裏有 77.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 7.4 ｍ２ 路盤工 7.4 ｍ２ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３
4年災 11次 104 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 １級村道 椎葉五家荘線 30.0 ｍ 切土工 757.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 372.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　栗石 532.0 ｍ２ 構造物取壊工 2.2 ｍ３
4年災 11次 105 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 高小屋線 25.4 ｍ 大型ブロック 165.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 75.0 ｍ２ 路盤工 75.0 ｍ２ 構造物取壊工 39.0 ｍ３
4年災 11次 106 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 高小屋線 58.0 ｍ ブロック積　道直裏有 106.0 ｍ２ 石積工 4.4 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装 154.0 ｍ２ 路盤工 121.0 ｍ２
4年災 11次 107 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 寺床管の迫線 14.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 214.0 ｍ２ 切土工 41.0 ｍ３ 崩土取除工 17.0 ｍ３
4年災 11次 108 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 寺床管の迫線 20.6 ｍ ブロック積　道直裏有 60.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 路盤工 11.0 ｍ２ アスファルト舗装 14.0 ｍ２ アスカーブ 22.5 ｍ
4年災 11次 109 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 中尾谷線 244.5 ｍ アスファルト舗装 803.0 ｍ２ 路盤工 803.0 ｍ２ 舗装版取壊工 12.0 ｍ３ ブロック積　道直裏有 8.8 ｍ２ 崩土除去工 164.0 ｍ３
4年災 11次 110 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 114.7 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 24.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 13.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３．１ｍ 27.0 ｍ ブロック積　道直裏有 29.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 11次 111 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 47.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 325.0 ｍ２ 排水工 32.0 ｍ 切土工 542.0 ｍ３
4年災 11次 112 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 春向上線 14.0 ｍ ブロック積　道直裏有 23.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 54.0 ｍ２ 路盤工 54.0 ｍ２ 構造物取壊工 0.9 ｍ３
4年災 11次 113 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 春向下線 22.0 ｍ 大型ブロック 128.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 29.0 ｍ２ 路盤工 37.0 ｍ２ アスファルト舗装 8.6 ｍ３
4年災 11次 114 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 37.5 ｍ 大型ブロック 41.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 150.0 ｍ２ アスファルト舗装 30.0 ｍ２ 路盤工 30.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 11次 115 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 86.0 ｍ ブロック積　道直裏有 154.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 アスファルト舗装 305.0 ｍ２ 路盤工 305.0 ｍ２ 舗装版取壊工 7.3 ｍ３
4年災 11次 116 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 向山日当線 57.0 ｍ アスファルト舗装 213.0 ｍ２ 路盤工 195.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 808.0 ｍ２ ジオテキ補強土壁 1,534.0 ｍ３ 構造物取壊工 62.0 ｍ３
4年災 11次 117 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 一般村道 山の戸線 47.0 ｍ 大型ブロック 221.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 40.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装 114.0 ｍ２ 路盤工 114.0 ｍ２
4年災 11次 118 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 普通河川 耳川水系 十合谷川 56.0 ｍ 右岸 56.0 ｍ 大型ブロック 49.0 ｍ２ 根継工 7.2 ｍ３ 巨石積工 57.0 ｍ２ 埋そく堀削 507.0 ｍ３ 雑工（すりつけ工） 1.0 式
4年災 11次 119 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 準用河川 耳川水系 増谷川 76.0 ｍ 左岸 76.0 ｍ 右岸 76.0 ｍ 埋そく堀削 1,098.0 ｍ３
4年災 11次 120 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 準用河川 耳川水系 山瀬川 220.0 ｍ 左岸 220.0 ｍ 右岸 220.0 ｍ 埋そく堀削 4,331.0 ｍ３ ブロック積 219.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（すりつけ工） 1.0 式 構造物取壊工 62.0 ｍ３
4年災 11次 121 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 準用河川 耳川水系 山瀬川 56.5 ｍ 左岸 18.5 ｍ 右岸 38.0 ｍ 大型ブロック 275.0 ｍ２ ブロック積 100.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 11次 122 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ ２級町道 山瀬橋・長崎線 54.0 ｍ 大型ブロック 224.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 側溝 8.0 ｍ アスファルト舗装 293.0 ｍ２ 路盤工 293.0 ｍ２
4年災 11次 123 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ ２級町道 山瀬橋・長崎線 84.5 ｍ 軽量盛土工 459.0 ｍ３ 大型ブロック 643.0 ｍ２ ブロック積 15.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 86.5 ｍ
4年災 11次 124 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ ２級町道 山瀬橋・長崎線 26.0 ｍ 大型ブロック 194.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 Ｇｒ　コン 25.0 ｍ アスファルト舗装 57.0 ｍ２ 路盤工 57.0 ｍ２
4年災 11次 125 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ ２級町道 山瀬橋・長崎線 48.9 ｍ 根継工 51.0 ｍ３ 仮締切排水工 1.0 箇所
4年災 11次 126 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ ２級町道 山瀬橋・長崎線 140.5 ｍ 現場吹付法枠工　モル 198.0 ｍ２ アスファルト舗装 749.0 ｍ２ 路盤工 749.0 ｍ２ ブロック積 66.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基
4年災 11次 127 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 南郷村渡川 一般町道 平城・銀境線 164.0 ｍ ブロック積 30.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 コンクリート舗装 312.0 ｍ２ 路盤工 312.0 ｍ２ 構造物取壊工 7.5 ｍ３
4年災 11次 128 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 仁田の越・安蔵線 40.0 ｍ 崩土取除工 503.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 871.0 ｍ２ ブロック積 4.4 ｍ２ 小口止工 1.0 基 Ｇｒ　コン 13.0 ｍ
4年災 11次 129 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 石峠・西の八峡線 232.0 ｍ アスファルト舗装 743.0 ｍ２ 路盤工 743.0 ｍ２ 舗装版切断工 111.7 ｍ 舗装版取壊工 29.0 ｍ３ 構造物取壊工 1.5 ｍ３
4年災 11次 130 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村田代 一般町道 石峠・西の八峡線 52.0 ｍ アスファルト舗装 284.0 ｍ２ 路盤工 284.0 ｍ２ 舗装版切断工 11.0 ｍ 舗装版取壊工 11.0 ｍ３ 側溝（布設替） 2.0 ｍ
4年災 11次 131 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 小八重・中尾線 170.5 ｍ 大型ブロック 1,103.0 ｍ２ ブロック積 83.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 現場吹付法枠工　植生 531.0 ｍ２ アスファルト舗装 653.0 ｍ２
4年災 11次 132 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 小八重・中尾線 138.0 ｍ アスファルト舗装 623.0 ｍ２ 路盤工 623.0 ｍ２ 舗装版切断工 7.8 ｍ 舗装版取壊工 24.0 ｍ３ 構造物取壊工（無筋） 10.0 ｍ３
4年災 11次 133 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 佐礼谷・清水岳線 787.5 ｍ 大型ブロック 54.0 ｍ２ ブロック積 132.0 ｍ２ 小口止工 7.0 基 根継工 38.0 ｍ３ 側溝（布設替） 25.0 ｍ
4年災 11次 134 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 佐礼谷・清水岳線 100.0 ｍ ブロック積 54.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 側溝（布設替） 15.0 ｍ アスファルト舗装 398.0 ｍ２ 路盤工 398.0 ｍ２
4年災 11次 135 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 佐礼谷・清水岳線 106.0 ｍ アスファルト舗装 322.0 ｍ２ 路盤工 322.0 ｍ２ 舗装版切断工 218.9 ｍ 舗装版取壊工 12.0 ｍ３
4年災 11次 136 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 佐礼谷・清水岳線 93.4 ｍ 大型ブロック 616.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 Ｇｒ　コン 63.4 ｍ 構造物取壊工 102.0 ｍ３ アスファルト舗装 402.0 ｍ２
4年災 11次 137 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 佐礼谷・清水岳線 61.5 ｍ ブロック積 34.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 擁壁工 11.0 ｍ３ 根継工 4.7 ｍ３ 側溝（布施替） 4.0 ｍ
4年災 11次 138 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 佐礼谷・清水岳線 207.0 ｍ アスファルト舗装 1,078.0 ｍ２ 路盤工 1,078.0 ｍ２ 盛土工 10.0 ｍ３ 舗装版切断工 16.2 ｍ 舗装版取壊工 43.0 ｍ３
4年災 11次 139 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 下の谷・中八重線 35.0 ｍ 崩土取除工 254.0 ｍ３ 大型ブロック 77.0 ｍ２ ブロック積 51.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 現場吹付法枠工　モル 230.0 ｍ２
4年災 11次 140 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ 一般町道 下山瀬・山瀬線 198.7 ｍ 大型ブロック 508.0 ｍ２ ブロック積 55.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 根継工 140.0 ｍ３ アスファルト舗装 417.0 ｍ２
4年災 11次 141 日向土木事務所 市町村工事 美郷町 西郷村山三ヶ ２級町道 山瀬橋・長崎線 山瀬橋 64.8 ｍ 左岸 64.8 ｍ 高欄 64.8 ｍ
4年災 11次 574 日向土木事務所 県工事 美郷町 南郷村神門 一級河川 小丸川水系 仁久川 23.0 ｍ 左岸 23.0 ｍ 大型ブロック 143.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工 61.0 ｍ２ 構造物取壊工 39.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 57.0 ｍ
4年災 11次 577 日向土木事務所 県工事 美郷町 東郷町迫野内 二級河川 耳川水系 耳川 70.0 ｍ 左岸 70.0 ｍ ブロック張 1,511.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 根固ブロック４．０ｔ 148.0 個 構造物取壊工 463.0 ｍ３ 工事用道路（敷砂利） 217.0 ｍ
4年災 11次 578 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村小原 一般国道 国道３２７号 8.0 ｍ 大型ブロック 46.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 プレキャスト張出歩道 8.0 ｍ アスファルト舗装 18.0 ｍ２ Ｇｒ　コン 8.0 ｍ
4年災 11次 661 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 73.7 ｍ 左岸 73.7 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 86.0 ｍ２ 植生基材吹付工 1.0 ｍ２ 構造物取壊工 25.0 ｍ２ 根固ブロック４ｔ撤去・再設置 50.0 個 根固ブロック４ｔ設置 18.0 個
4年災 11次 714 日向土木事務所 県工事 日向市 東郷町切瀬 二級河川 耳川水系 耳川 45.0 ｍ 左岸 45.0 ｍ ブロック張 693.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 張りコンクリート工 127.0 ｍ２ 根固ブロック４．０ｔ 27.0 個 構造物取壊工 118.0 ｍ３
4年災 11次 715 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 小原井川 239.8 ｍ 左岸 24.5 ｍ 右岸 239.8 ｍ 大型ブロック 1,271.0 ｍ２ ブロック積 106.0 ｍ２ 小口止工 14.0 基 根継工 44.5 ｍ 根固ブロック４．０ｔ 8.0 個
4年災 11次 716 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 二級河川 耳川水系 小原井川 4.3 ｍ 左岸 4.3 ｍ 大型ブロック 25.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 雑工（すりつけ工） 1.0 式 工事用道路 65.0 ｍ 大型土のう工 85.0 袋
4年災 11次 726 日向土木事務所 県工事 諸塚村 七ツ山 一般国道 国道５０３号 16.0 ｍ モル吹付８～１０ｃｍ 87.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.1 ｍ３ 路盤工 63.0 ｍ２ アスファルト舗装 63.0 ｍ２ Ｇｒ土中撤去 16.0 ｍ
4年災 11次 730 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 110.0 ｍ 大型ブロック 1,061.0 ｍ２ 張芝工 538.0 ｍ２ 小口止工 8.0 基 構造物取壊工 103.0 ｍ３ 舗装版取壊工 11.0 ｍ３
4年災 11次 1157 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 鹿野遊本線 14.0 ｍ 大型ブロック 113.0 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 舗装版取壊工 2.4 ｍ３
4年災 11次 1158 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 鹿野遊本線 10.0 ｍ 植生基材吹付工 100.0 ｍ２ アスファルト舗装 30.0 ｍ２ 路盤工 30.0 ｍ２ ガードレール設置　コン 8.0 ｍ ガードレール再設置　コン 4.0 ｍ
4年災 11次 1159 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 十根川水道水路線 19.0 ｍ 大型ブロック 105.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 8.4 ｍ２ 路盤工 8.4 ｍ２ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３
4年災 11次 1160 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 16.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 16.0 ｍ アスファルト舗装 51.0 ｍ２ 路盤工 51.0 ｍ２ 舗装版取壊工 3.1 ｍ３ 構造物取壊工 13.0 ｍ３
4年災 11次 1161 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 松尾 ２級村道 松尾線 121.0 ｍ 落石防護柵撤去（Ｈ＝３．５ｍ） 111.0 ｍ 落石防護柵設置（Ｈ＝１．５ｍ） 121.0 ｍ 側溝Ｕ１型　撤去・再設置 119.5 ｍ アスファルト舗装 27.0 ｍ２ 路盤工 27.0 ｍ２
4年災 11次 1162 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 102.6 ｍ ブロック積　河直裏有 109.0 ㎡ ブロック積　道直裏有 85.0 ｍ２ 大型ブロック 61.0 ｍ２ 小口止工 8.0 基 アスファルト舗装 22.0 ｍ２
4年災 11次 1163 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 大久保作中線 17.5 ｍ ブロック積み　道直裏有 119.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 プレＬ型　Ｈ≦１．３ｍ 12.0 ｍ 現場吹付法枠工　モル 38.0 ｍ２ コンクリート舗装 36.0 ｍ２
4年災 11次 1164 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 83.5 ｍ ジオテキ補強土壁 1,107.0 ｍ３ アスファルト舗装 220.0 ｍ２ コンクリート舗装 96.0 ｍ２ 路盤工 316.0 ｍ２ 舗装版取壊工　Ａｓ 6.3 ｍ３
4年災 11次 1165 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 川向線 93.2 ｍ アスファルト舗装 325.0 ｍ２ 路盤工 325.0 ｍ２ 舗装版取壊工 1.8 ｍ３
4年災 11次 1166 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 川の口線 50.0 ｍ アスファルト舗装 156.0 ｍ２ 路盤工 156.0 ｍ２ 舗装版取壊工 6.2 ｍ３
4年災 11次 1219 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷村島戸 二級河川 耳川水系 耳川 85.9 ｍ 右岸 85.9 ｍ 現場吹付法枠工　植生 7,480.0 ｍ２ ブロック張 1,302.0 ｍ２ モル吹付　８㎝ 1,521.0 ｍ２ 間詰コンクリート 387.0 ｍ３ 構造物取壊工 2,106.0 ｍ３
4年災 11次 1220 日向土木事務所 県工事 美郷町 西郷島戸 美郷町 島戸地区 320.0 ｍ ブロック張護岸 2,054.0 ｍ２ 小口止工 2.0 箇所 根固めブロック１２ｔ 760.0 個 間詰コンクリート工 650.0 ｍ３ 構造物取壊工 46.0 ｍ３
4年災 11次 1232 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 87.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 364.0 ｍ２ 路盤工 361.0 ｍ２ 舗装版切断工 91.2 ｍ 舗装版取壊工 14.0 ｍ３
4年災 11次 1233 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 飯干峠諸塚山線 10.0 ｍ ブロック積 27.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 5.8 ｍ２ 路盤工 5.8 ｍ２ 舗装版切断工 13.9 ｍ
4年災 11次 1234 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 14.0 ｍ Ｌ型擁壁 14.0 ｍ コンクリート舗装 41.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.8 ｍ 舗装版取壊工 4.1 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1235 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 20.0 ｍ ブロック積 90.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 19.0 ｍ２ 舗装版切断工 32.6 ｍ 舗装版取壊工 1.9 ｍ３
4年災 11次 1236 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大岩屋上只石線 21.0 ｍ ブロック積 79.0 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 32.4 ｍ 舗装版取壊工 1.6 ｍ３
4年災 11次 1237 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 大岩屋上只石線 7.0 ｍ ブロック積 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 8.8 ｍ２ 舗装版切断工 12.9 ｍ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３
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4年災 11次 1238 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 43.0 ｍ 切土工 75.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 293.0 ｍ２ 現場吹付法枠工　植生 443.0 ｍ２ ブロック積 24.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 11次 1239 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 19.0 ｍ ブロック積 90.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1240 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 5.0 ｍ ブロック積 20.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1241 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 8.0 ｍ Ｌ型擁壁 8.0 ｍ コンクリート舗装 32.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.7 ｍ 舗装版取壊工 3.2 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1242 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 19.0 ｍ ブロック積 47.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1243 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 22.0 ｍ ブロック積 74.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 21.0 ｍ２ 舗装版切断工 32.1 ｍ 舗装版取壊工 2.1 ｍ３
4年災 11次 1244 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩祝迫線 79.1 ｍ アスファルト舗装 344.0 ｍ２ 路盤工 344.0 ｍ２ 舗装版切断工 6.2 ｍ 舗装版取壊工 5.9 ｍ３
4年災 11次 1245 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 立岩祝迫線 117.2 ｍ アスファルト舗装 595.0 ｍ２ 路盤工 595.0 ｍ２ アスカーブ 137.2 ｍ 舗装版切断工 8.7 ｍ 舗装版取壊工 26.0 ｍ３
4年災 11次 1246 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 8.5 ｍ ブロック積 33.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 7.4 ｍ２ 路盤工 7.4 ｍ２ 舗装版切断工 14.7 ｍ
4年災 11次 1247 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 23.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ ブロック積 28.0 ｍ２ 大型ブロック 36.0 ｍ２ 植生基材吹付工 2.0 ｍ２ アスファルト舗装 45.0 ｍ２
4年災 11次 1248 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 鳥越下長川線 6.5 ｍ ブロック積 23.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 7.4 ｍ２ 舗装版切断工 13.1 ｍ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３
4年災 11次 1249 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 長迫日諸峠線 12.0 ｍ ブロック積 26.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 横断暗渠　再使用 2.4 ｍ 横断暗渠　撤去工 2.4 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1250 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 釜の前穂白尾線 11.0 ｍ 大型ブロック 53.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 Ｇｒ　コン 8.0 ｍ Ｇｒ　コン再使用 2.5 ｍ Ｇｒ　コン撤去 2.5 ｍ
4年災 11次 1251 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 15.0 ｍ 垂直積擁壁工 40.0 ｍ２ コンクリート舗装 57.0 ｍ２ 舗装版切断工 24.9 ｍ 舗装版取壊工 5.6 ｍ３ Ｇｒ　コン 15.0 ｍ
4年災 11次 1252 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 16.0 ｍ 垂直積擁壁工 46.0 ｍ２ コンクリート舗装 31.0 ｍ２ 舗装版切断工 3.8 ｍ 舗装版取壊工 2.1 ｍ３ Ｇｒ　コン 15.0 ｍ
4年災 11次 1253 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 鳥越下長川線 17.5 ｍ ブロック積 19.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 19.0 ｍ２ 舗装版切断工 16.1 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 11次 1254 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 七ツ山 一般村道 吐の川松の平線 11.0 ｍ ブロック積 39.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 8.6 ｍ２ 舗装版切断工 16.8 ｍ 舗装版取壊工 0.9 ｍ３
4年災 11次 1255 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 家代 一般村道 吐の川松の平線 12.0 ｍ Ｌ型擁壁 12.0 ｍ コンクリート舗装 48.0 ｍ２ 舗装版切断工 12.3 ｍ 舗装版取壊工 4.8 ｍ３ Ｇｒ　土中撤去 12.0 ｍ
4年災 11次 1256 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 北枌二号橋線 9.0 ｍ ブロック積 27.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 路盤工 13.0 ｍ２ 舗装版切断工 18.3 ｍ
4年災 11次 1257 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 19.0 ｍ ブロック積 25.0 ｍ２ 大型ブロック 85.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 43.0 ｍ２ 舗装版切断工 17.7 ｍ
4年災 11次 1258 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 87.0 ｍ 補強土壁工（帯鋼） 234.0 ｍ２ アスファルト舗装 314.0 ｍ２ 路盤工 314.0 ｍ２ アスカーブ 66.0 ｍ 舗装版切断工 10.5 ｍ
4年災 11次 1259 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 38.5 ｍ 補強土壁工（アンカー） 134.0 ｍ２ Ｌ型擁壁 4.0 ｍ アスファルト舗装 174.0 ｍ２ 路盤工 174.0 ｍ２ アスカーブ 38.5 ｍ
4年災 11次 1260 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 88.5 ｍ 補強土壁工（帯鋼） 129.0 ｍ２ Ｌ型擁壁 35.7 ｍ ブロック積 61.0 ｍ２ アスファルト舗装 450.0 ｍ２ 路盤工 450.0 ｍ２
4年災 11次 1261 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 37.5 ｍ 補強土壁工（ジオテキスタイル） 32.4 ｍ 張芝工（人工張芝） 120.0 ｍ２ アスファルト舗装 154.0 ｍ２ 路盤工 154.0 ｍ２ アスカーブ 36.0 ｍ
4年災 11次 1262 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 130.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 1,261.0 ｍ２ 植生マット工 252.0 ｍ２ 補強土壁工（ジオテキスタイル） 478.0 ｍ２ ブロック積 23.0 ｍ２ アスファルト舗装 291.0 ｍ２
4年災 11次 1263 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 カイノ木万ヶ原線 33.0 ｍ 大型ブロック 173.0 ｍ２ ブロック積 15.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1264 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 上只石仲村線 6.5 ｍ ブロック積 23.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 6.6 ｍ２ 舗装版切断工 10.3 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 11次 1265 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 15.0 ｍ ブロック積 50.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装 11.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.7 ｍ 舗装版取壊工 1.1 ｍ３
4年災 11次 1266 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 合鴫水源地線 16.0 ｍ Ｌ型擁壁 16.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1267 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 松原池の窪線 16.0 ｍ 垂直積擁壁工 37.0 ｍ２ Ｌ型擁壁　再使用 4.0 ｍ アスファルト舗装 49.0 ｍ２ 路盤工 49.0 ｍ２ 舗装版切断工 21.4 ｍ
4年災 11次 1268 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 童子滝小原井峠線 8.0 ｍ ブロック積 25.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 7.3 ｍ２ 舗装版切断工 13.3 ｍ 舗装版取壊工 0.7 ｍ３
4年災 11次 1269 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 42.0 ｍ ブロック積 112.0 ｍ２ 大型ブロック 63.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1270 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 漆原黒原線 25.0 ｍ 垂直積擁壁工 77.0 ｍ２ 張芝工 89.0 ｍ２ コンクリート舗装 76.0 ｍ２ 舗装版切断工 8.7 ｍ 舗装版取壊工 3.3 ｍ３
4年災 11次 1271 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 27.0 ｍ ブロック積 68.0 ｍ２ 小口止工 3.0 基 アスファルト舗装 13.0 ｍ２ 路盤工 13.0 ｍ２ 舗装版切断工 25.6 ｍ
4年災 11次 1272 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 9.5 ｍ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 1.0 基 アスファルト舗装 4.7 ｍ２ 路盤工 4.7 ｍ２ 舗装版切断工 10.5 ｍ
4年災 11次 1273 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 17.0 ｍ 切土工 75.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　モル 191.0 ｍ２
4年災 11次 1274 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 15.0 ｍ 切土工 22.0 ｍ３ 現場吹付法枠工　植生 253.0 ｍ２
4年災 11次 1275 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 181.5 ｍ アスファルト舗装 873.0 ｍ２ 路盤工 873.0 ｍ２ 舗装版切断工 4.8 ｍ 舗装版取壊工 34.0 ｍ３
4年災 11次 1276 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 釜土線 9.0 ｍ ブロック積 14.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 14.0 ｍ２ 舗装版切断工 14.4 ｍ 舗装版取壊工 1.0 ｍ３
4年災 11次 1277 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 矢村大平線 11.0 ｍ ブロック積 45.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 7.8 ｍ２ 舗装版切断工 16.7 ｍ 舗装版取壊工 0.8 ｍ３
4年災 11次 1278 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 41.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｇｒ　コン 8.0 ｍ アスファルト舗装 35.0 ｍ２ 路盤工 35.0 ｍ２
4年災 11次 1279 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 30.4 ｍ ブロック積 109.0 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 39.8 ｍ 舗装版取壊工 3.1 ｍ３
4年災 11次 1280 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 9.0 ｍ Ｌ型擁壁 6.0 ｍ 置換コンクリート工 5.6 ｍ３ コンクリート舗装 21.0 ｍ２ 舗装版切断工 13.0 ｍ 舗装版取壊工 2.4 ｍ３
4年災 11次 1281 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字七ツ山 一般村道 矢村大平線 13.1 ｍ ブロック積 30.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 フトン籠工 2.0 枚 横断暗渠 6.4 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1282 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 10.0 ｍ Ｌ型擁壁 10.0 ｍ アスファルト舗装 54.0 ｍ２ 路盤工 54.0 ｍ２ 舗装版切断工 7.6 ｍ 舗装版取壊工 1.7 ｍ３
4年災 11次 1283 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 14.0 ｍ 垂直積擁壁工 47.0 ｍ２ コンクリート舗装 21.0 ｍ２ 舗装版切断工 4.8 ｍ 舗装版取壊工 2.1 ｍ３ Ｇｒ　コン 13.0 ｍ
4年災 11次 1284 日向土木事務所 市町村工事 諸塚村 大字家代 一般村道 塚原川の口線 161.4 ｍ ブロック積 69.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 Ｌ型擁壁 8.0 ｍ かご工 1.0 式 横断暗渠 43.2 ｍ
4年災 11次 1285 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 桑の木原川 29.9 ｍ 右岸 29.9 ｍ 石張工 194.0 ｍ２ 汚濁防止フェンス 20.0 ｍ 構造物取壊工 3.8 ｍ３ 工事用道路 47.0 ｍ
4年災 11次 1286 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 久津の元線 48.0 ｍ ジオテキ補強土壁 787.0 ｍ３ 盛土工 857.0 ｍ３ 張芝工 265.0 ｍ２ コンクリート舗装 63.0 ｍ２ アスファルト舗装 57.0 ｍ２
4年災 11次 1287 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 竹の枝尾上線 47.0 ｍ アスファルト舗装工 160.0 ｍ２ 路盤工 160.0 ｍ２ 舗装版取壊工 0.3 ｍ３ 排水工 27.0 ｍ
4年災 11次 1288 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 14.3 ｍ 現場吹付法枠工　植生 127.0 ｍ２ 切土工 5.6 ｍ３ 崩土取除工 89.0 ｍ３ ブロック積　道直裏有 21.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基
4年災 11次 1289 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 11.0 ｍ 現場吹付法枠工　植生 58.0 ｍ２ 切土工 19.0 ｍ３ 崩土取除工 35.0 ｍ３
4年災 11次 1290 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 67.0 ｍ アスファルト舗装 271.0 ｍ２ 路盤工 271.0 ｍ２ 舗装版取壊工 10.0 ｍ３ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 4.0 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1291 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 下福良 一般村道 桑の内線 84.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦１．６ｍ 12.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２．１ｍ 8.0 ｍ 置換基礎コンクリート工 11.0 ｍ３ ガードレール基礎工 61.0 ｍ コンクリート舗装 134.0 ｍ２
4年災 11次 1292 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 15.0 ｍ 崩土取除工 101.0 ｍ３ ブロック積　道岩裏有 62.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 モルタル吹付工 1,352.0 ｍ２ アスファルト舗装 2.2 ｍ２
4年災 11次 1293 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 長野線 44.0 ｍ アスファルト舗装 129.0 ｍ２ 路盤工 129.0 ｍ２ ボックスカルバート再設置 4.0 ｍ 法面保護工 373.0 ｍ２
4年災 11次 1294 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 大河内 一般村道 川の口線 10.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦２.６m 4.0 ｍ プレＬ型　Ｈ≦３.１m 6.0 ｍ アスファルト舗装 41.0 ｍ２ 路盤工 40.0 ｍ２ アスカーブ 10.0 ｍ
4年災 11次 1295 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 62.4 ｍ 左岸 62.4 ｍ ブロック積 248.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 構造物取壊工 45.0 ｍ３ 工事用道路 169.0 ｍ 掛樋工 20.0 ｍ
4年災 11次 1296 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 胡摩山谷川 45.0 ｍ 左岸 28.0 ｍ 右岸 17.0 ｍ 根継工 39.0 ｍ３ 間詰コンクリート 124.0 ｍ３ 大型ブロック 174.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 工事用道路（敷鉄板） 30.0 ｍ
4年災 11次 1297 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 財木川 18.0 ｍ 左岸 18.0 ｍ ブロック張 104.0 ｍ２ 平張ブロック工 87.0 ㎡ 小口止工 6.0 基 構造物取壊工 7.6 ｍ３ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1298 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 中崎谷川 318.0 ｍ 左岸 318.0 ｍ 埋塞土砂掘削工 3,184.0 ｍ３ 残土処理工 3,184.0 ｍ３
4年災 11次 1303 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 12.0 ｍ アンカー式擁壁工 88.0 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 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1304 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 向山 ２級町道 丸小野線 28.0 ｍ 崩土除去 287.0 ｍ３ 擁壁工 50.0 ｍ３ 落石防護柵 27.0 ｍ 排水工 28.0 ｍ 構造物取壊工 4.7 ｍ３
4年災 11次 1305 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 11.0 ｍ アンカー式擁壁工 64.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 張芝工　人工芝 21.0 ｍ２ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1306 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 長崎・竹浦線 56.2 ｍ ブロック積　道岩裏有 26.0 ㎡ ブロック積　道直裏有 58.0 ㎡ 小口止工 3.0 基 Ｌ型擁壁 8.0 ｍ ガードレール撤去 20.5 ｍ
4年災 11次 1307 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 押方 一般町道 徳別当線 26.0 ｍ 鋼製組立網 695.0 ｍ２ 調整コンクリート 8.2 ｍ３ 石詰工 212.0 ｍ３ 舗装版切断工 16.7 ｍ 舗装版取壊工 2.8 ｍ３
4年災 11次 1308 西臼杵支庁 市町村工事 高千穂町 岩戸 ２級町道 日向日陰線 39.0 ｍ 崩土除去 1.0 式 擁壁工 338.0 ｍ３ 落石防護柵工 39.0 ｍ 舗装版切断工 40.5 ｍ 舗装版取壊工 3.0 ｍ３
4年災 11次 1312 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 岩井川 普通河川 五ケ瀬川水系 大瀬川 20.0 ｍ 右岸 20.0 ｍ ブロック積 78.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 構造物取壊工 5.4 ｍ３ 締切排水工 1.0 箇所 大型土のう工 2.0 袋
4年災 11次 1313 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 普通河川 五ヶ瀬川水系 綱ノ瀬川 39.0 ｍ 左岸 39.0 ｍ 巨石張工 442.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 巨石張とりこわし 27.0 ｍ２ 締切排水工 1.0 箇所 大型土のう工 194.0 袋
4年災 11次 1314 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 平底長迫線 47.3 ｍ 落石防護柵工 47.3 ｍ Ｇｒ　土中 29.0 ｍ
4年災 11次 1315 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 七折 一般町道 鹿狩戸末市線 64.6 ｍ 落石防護柵工 64.6 ｍ 雑工（取付工） 1.0 式
4年災 11次 1316 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 ２級町道 日之影家代線 9.0 ｍ 大型ブロック 62.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 22.0 ｍ２ 路盤工 22.0 ｍ２ 舗装版切断工 14.1 ｍ
4年災 11次 1317 西臼杵支庁 市町村工事 日之影町 分城 ２級町道 日之影家代線 14.0 ｍ 大型ブロック 106.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 アスファルト舗装 78.0 ｍ２ 路盤工 78.0 ｍ２ 舗装版切断工 30.4 ｍ
4年災 11次 1318 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 58.0 ｍ ラップブロック工 109.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基 植生マット工 170.0 ｍ２ コンクリート舗装 52.0 ｍ２ 路盤工 52.0 ｍ２
4年災 11次 1319 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 17.0 ｍ ラップブロック工 83.0 ｍ２ ブロック積　道直裏有 15.0 ㎡ 小口止工 4.0 基 ガードレール基礎工 13.5 ｍ Ｇｒ　コン 13.0 ｍ
4年災 11次 1320 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 113.0 ｍ ブロック積 74.0 ｍ２ 大型ブロック 206.0 ｍ２ 小口止工 4.0 基 ガードレール基礎工 18.6 ｍ Ｇｒ　コン 20.5 ｍ
4年災 11次 1480 日向土木事務所 市町村工事 椎葉村 不土野 普通河川 耳川水系 唐橋谷川 102.0 ｍ 左岸 102.0 ｍ 右岸 102.0 ｍ 土砂掘削工 951.0 ｍ３ ブロック積 285.0 ｍ２ 小口止工 2.0 基


