
令和４年度

工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

総務部　管財課

住民告知放送設備更新工事 口和町 約６ヶ月
通信設備

工事
放送設備及び通信機器の更新 2,860 第２四半期

総務部　危機管理課

耐震性貯水槽設置工事 川北町 約４ヶ月 土木工事 耐震性防火水槽（40㎥規模）の整備 9,500 第３四半期

耐震性貯水槽設置工事 高町 約４ヶ月 土木工事 耐震性防火水槽（40㎥規模）の整備 9,500 第３四半期

生活福祉部　高齢者福祉課

口和高齢者冬期安心住宅整備工事 口和町永田 約４ヶ月 建築工事
口和老人福祉センター内に高齢者冬期安心住宅として居室
（１室）を整備する。

6,964 第２四半期

生活福祉部　児童福祉課

庄原小学校子育て支援施設建築工事
西本町
二丁目

約６ヶ月 建築工事 庄原小学校放課後児童クラブ建築工事 216,108 第２四半期

口和小学校子育て支援施設改修工事  口和町向泉 約２ヶ月 建築工事 旧口北小学校改修工事 6,085 第３四半期

生活福祉部　市民生活課

旧総領斎場解体撤去工事  総領町稲草 約５ヶ月 建築 火葬場の解体撤去工事 16,321 第２四半期

企画振興部　自治定住課

敷信自治振興センター駐車場改修工事 板橋町 約９ヶ月 土木工事 駐車場の改修工事（ひび割れ・陥没・段差改修） 4,243 第２・３四半期

企画振興部　商工観光課

庄原市交流宿泊施設　給排水設備外修繕工事 新庄町 約８ヶ月 管工事
トイレウォシュレット、温水循環ポンプ等の給排水設備の
修繕工事

10,846 第２四半期

庄原市交流宿泊施設　電気設備修繕工事 新庄町 約６ヶ月 電気工事 浴室用排気ファン、浴槽系庭園灯機器更新等の修繕工事 4,630 第２四半期

庄原市交流宿泊施設　排煙窓外修繕工事 新庄町 約６ヶ月 建築工事 排煙窓、ロールスクリーン等の修繕工事 5,072 第２四半期

広島県庄原市　公共工事発注見通し 令和４年７月

・「庄原市建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則」に基づき、１件の予算額が２００万円以上の建設工事について公表しています。

・ここに記載している発注予定工事については令和４年７月時点の予定であり、発注時期、工事期間、工事金額等については、今後変更する場合があります。

・複数年度に渡って実施する工事については実施期間の総額を記載しています。
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

庄原市交流宿泊施設　館内ＬＥＤ化工事 新庄町 約８ヶ月 電気工事 館内のLED化工事 68,690 第２四半期

駐車場舗装改修工事 新庄町 約３ヶ月
土木舗装

工事
ゆめさくら駐車場一部の舗装改修工事 2,400 第２四半期

観光宿泊施設Wi-Fi整備事業
観光宿泊施設
（３箇所）

約８ヶ月
電気通信
新工事

観光宿泊施設（ひば道後山高原荘・鮎の里公園・かさべる
で）へのWi-Fi環境整備

22,338 第２四半期

企画振興部　林業振興課

庄原市有害鳥獣施設プレハブ冷凍庫設置工事 是松町 約３ヶ月 電気工事
施設の敷地内にプレハブ冷凍庫(外寸面積約14㎡)を設置す
る(基礎工事等含む)

6,011 第２四半期

環境建設部　建設課

市道上原戸郷線道路改良工事（明許繰越） 戸郷町 約６ヶ月 土木工事 L=200m、W=5.0m　土工・法面工・水路工、舗装工 25,800 第２四半期

市道入江的場線道路改良工事（明許繰越） 西城町入江 約３ヶ月 土木工事 L=50m、W=5.0m　土工・水路工 10,000 第２四半期

市道西城小奴可線道路改良工事（明許繰越） 西城町八鳥 約４ヶ月 土木工事 L=50m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 20,000 第２四半期

市道吾妻山線道路改良工事（明許繰越） 比和町森脇 約５ヶ月 土木工事 L=140m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 15,000 第２四半期

市道法京寺線（法京寺橋）橋梁補修工事（明許繰越） 西城町八鳥 約４ヶ月 土木工事 １橋 8,400 第２四半期

市道五反縄線（落合橋）橋梁補修工事（明許繰越） 口和町大月 約４ヶ月 土木工事 １橋 10,000 第２四半期

市道寺迫上寺線（中井納橋）橋梁補修工事（明許繰越）東城町小奴可 約６ヶ月 土木工事 １橋 20,000 第２四半期

市道木屋原本郷線（折口橋）橋梁補修工事（明許繰
越）

比和町木屋原 約６ヶ月 土木工事 １橋 20,000 第２四半期

市道木戸線道路改良工事 木戸町 約９ヶ月 土木工事 L=100m　土工・法面工、舗装工、函渠工 25,900 第３四半期

市道入江的場線道路改良工事 西城町入江 約６ヶ月 土木工事 L=150m、W=5.0m　土工・水路工 29,000 第３四半期

市道西城小奴可線道路改良工事 西城町八鳥 約６ヶ月 土木工事 L=200m、W=5.0m　土工・法面工・舗装工 32,000 第３四半期

市道鴨居線道路改良工事
東城町帝釈山

中
約４ヶ月 土木工事 L=80m、W=5.0m　土工・法面工 18,700 第３四半期

市道久代中央線道路改良工事 東城町久代 約５ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・法面工・排水工・舗装工 15,100 第３四半期

市道吾妻山線道路改良工事 比和町森脇 約６ヶ月 土木工事 L=50m、W=5.0m　土工・橋梁下部工 34,200 第３四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

市道上領家線道路改良工事 総領町上領家 約６ヶ月 土木工事 L=80m、W=5.0m　土工・法面工・排水工、舗装工 18,500 第３四半期

市道上原戸郷線道路改良工事 戸郷町 約６ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・橋梁工・護岸工 24,400 第３四半期

市道川西縦貫線（竹の下橋）橋梁補修工事 川西町 約５ヶ月 土木工事 1橋 20,000 第３四半期

市道国本線（金子原橋）橋梁補修工事 高野町高暮 約５ヶ月 土木工事 1橋 28,700 第３四半期

市道戸郷下谷線(1工区)道路維持修繕工事 一木町 約３ヶ月 土木工事 防草対策工 5,000 第３四半期

市道戸郷下谷線(2工区)道路維持修繕工事 一木町 約３ヶ月 土木工事 張コンクリート 3,400 第３四半期

高森山地区復旧工事 平和町 約６ヶ月 土木工事 簡易法枠工　Ａ＝188㎡ 9,000 第２四半期

要地地区復旧工事 実留町 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝30ｍ 5,200 第２四半期

大黒院地区復旧工事 水越町 約５ヶ月 土木工事 水路工　L＝45ｍ 5,797 第３四半期

末近地区復旧工事 新庄町 約５ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 4,767 第３四半期

上田原区復旧工事 田原町 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝33ｍ 6,000 第２四半期

別尺地区復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝15ｍ 6,763 第３四半期

後側地区復旧工事
東城町帝釈始

終
約６ヶ月 土木工事 簡易法枠工　Ａ＝87㎡ 4,300 第３四半期

河内地区復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝27ｍ 5,000 第３四半期

福山地区復旧工事 西城町中迫 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝20ｍ 5,000 第３四半期

今西地区復旧工事 西城町中野 約６ヶ月 土木工事 水路工　L＝42ｍ 5,000 第３四半期

高尾地区復旧工事 西城町高尾 約５ヶ月 土木工事 水路工　L＝16ｍ 3,801 第３四半期

川平地区復旧工事 比和町森脇 約５ヶ月 土木工事 土留工　L＝40ｍ 5,797 第３四半期

西半戸地区復旧工事 高野町岡大内 約５ヶ月 土木工事 土留工　L＝30ｍ 4,831 第３四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

中門田下地区復旧工事 高野町中門田 約６ヶ月 土木工事 土留工　L＝30ｍ 14,000 第３四半期

田口地区農地整備工事 口和町宮内 約６ヶ月 土木工事 区画整理・防護柵設置工　一式 20,000 第３四半期

栗頭首工改修工事 西城町西城 約８ヶ月
鋼構造物

工事
鋼製起伏堰（ゴム袋体支持式）　L＝32.4ｍ　H＝2.0ｍ 180,000 第２四半期

池の峠池改修工事 口和町向泉 約５ヶ月 土木工事 洪水吐工　一式 4,848 第３四半期

本谷水路改修工事 口和町金田 約５ヶ月 土木工事 水路工　L＝20ｍ 3,000 第３四半期

林道東城中央支線改修工事 東城町 約５ヶ月 土木工事 道路付帯工・舗装工　L＝768ｍ 15,000 第２四半期

市道駅裏線交通安全施設整備工事 東本町四丁目 約３ヶ月 土木工事 L=150m、W=6.0m　路側帯のカラー舗装 6,000 第２四半期

市道山内南線交通安全施設整備工事 山内町 約３ヶ月 土木工事 L=300m、W=5.5m　路側帯のカラー舗装 4,000 第２四半期

環境建設部　災害復旧課

市道高板橋線災害防除工事（明許繰越） 高町 約４ヶ月 土木工事 L=20m　法面工 10,800 第２四半期

市道庄原高線災害防除工事 高町 約６ヶ月 土木工事 L=40m　土工、法面工 37,000 第２四半期

市道高板橋線災害防除工事 永末町 約７ヶ月 土木工事 L=100m　土工・法面工 25,000 第２四半期

市道久代中央線災害防除工事 東城町久代 約５ヶ月 土木工事 L=100m、W=5.0m　土工・法面工・排水工・舗装工 15,100 第２四半期

116/210庄原原農地災害復旧工事 本郷町 約４ヶ月 土木工事 L=16m、ブロック積工・盛土工 6,000 第２四半期

119/210庄原瀬籐農地災害復旧工事 本郷町 約３ヶ月 土木工事 L=19m、フトン篭工・盛土工 2,500 第２四半期

156/210庄原横谷農地災害復旧工事 上原町 約４ヶ月 土木工事 L=19m、フトン篭工・盛土工 3,500 第２四半期

801/210庄原永通ため池災害復旧工事 高町 約１０ヶ月 土木工事 L=20m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 60,000 第２四半期

5907/210庄原池永ため池災害復旧工事 板橋町 約８ヶ月 土木工事 L=29m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 28,000 第２四半期

5908/210庄原紙屋２号ため池災害復旧工事 板橋町 約８ヶ月 土木工事 L=54m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 49,000 第２四半期

5917/210庄原貞光ため池災害復旧工事 新庄町 約８ヶ月 土木工事 L=64m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 51,000 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

5919/210庄原兵後ため池災害復旧工事 戸郷町 約８ヶ月 土木工事 L=24m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 32,000 第２四半期

5928/210庄原上田２号ため池災害復旧工事 峰田町 約８ヶ月 土木工事 L=20m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 24,000 第２四半期

801/210庄原谷ため池災害復旧工事 市町 約８ヶ月 土木工事 L=53m、堤体・斜樋・底樋・洪水吐工　一式 42,000 第２四半期

環境建設部　環境政策課

リサイクルプラザ　処理棟修繕工事 是松町 約５ヶ月
機械整備

工事
処理棟内機器修繕 17,993 第３四半期

衛生センター　処理棟修繕工事 掛田町 約６ヶ月
機械整備

工事
前処理機、ﾎﾟﾝﾌﾟのオーバーホール他 23,231 第２四半期

東城し尿　各種機械修理工事 東城町 約６ヶ月
機械整備

工事
ポンプ機器等修繕 8,183 第２四半期

環境建設部　都市整備課

市道本町三日市線道路整備工事
西本町
二丁目

約６ヶ月 土木工事 L=100m　W=10.0m  土工・排水工・舗装工 20,000 第３四半期

庄原北公園クラブハウス屋根修繕工事  西本町四丁目 約３ヶ月 建築工事 A=40m2　屋根瓦工 2,579 第２四半期

中央児童公園砂場改修工事
西本町
二丁目

約３ヶ月 公園工事 既設構造物撤去・砂場枠外改修 2,090 第２四半期

中央児童公園外灯修繕工事  西本町二丁目 約３ヶ月 公園工事 照明設備改修　４箇所 4,310 第２四半期

東城市民住宅屋上防水工事 東城町川西 約６ヶ月 建築工事 ２号棟　A=400m2　塗膜防水工 16,180 第２四半期

第一川東公営住宅解体撤去工事 東城町川東 約３ヶ月 建築工事 第一期工事　３棟５戸 7,214 第２四半期

第一川東公営住宅敷地整地工事 東城町川東 約６ヶ月 土木工事 第一期工事　A=870m2　土工・擁壁工・排水構造物工 15,000 第２四半期

第一川東公営住宅水道・下水道整備工事 東城町川東 約６ヶ月 土木工事 第一期工事　３棟５戸への水道・下水道管整備 7,200 第２四半期

環境建設部　下水道課

庄原汚水新庄幹線マンホール維持修繕工事 新庄町 約４ヶ月 MP更生工事 マンホール内更生　３基 7,741 第２四半期

大佐八鳥処理場機械設備更新工事 西城町 約６ヶ月 機械工事 非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･散水ﾎﾟﾝﾌﾟ･ばっ気ﾌﾞﾛﾜ･前処理室排気ﾌｧﾝ 9,000 第２四半期

市道木戸線道路改良工事に伴う下水道管支障移転工事 木戸町 約６ヶ月 開削工事 VUφ200 L=100m  仮設管  L=200m 7,500 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

水道局　水道課

２系急速ろ過池内面防食工事 東本町 約８ヶ月
水道施設

工事
ろ過池の内面保護工事 9,955 第２四半期

２系ろ過池排水弁取替工事 東本町 約４ヶ月
水道施設

工事
排水弁取替工事 4,813 第２四半期

国兼ポンプ所２号ポンプ分解整備工事 戸郷町 約５ヶ月
水道施設

工事
分解整備工事(ポンプ1基) 2,981 第２四半期

国道432号（眼鏡市場～辰栄工業）配水管布設替工事 西本町 約６ヶ月
水道施設

工事
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE) ф100　L=357.0ⅿ
不断水工事ф150・100　7か所

35,630 第２四半期

市道紅梅線（まちなか広場横）配水管布設替工事 中本町 約５ヶ月
水道施設

工事
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE) ф75　L=126.0ⅿ 10,080 第２四半期

国道183号（比婆観光前）配水管布設替工事 上原町 約６ヶ月
水道施設

工事
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE) ф200　L=306.0ⅿ 42,840 第２四半期

総領地区送配水管(６工区)布設工事 総領町 約６ヶ月
水道施設

工事
配水用ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄管（GXDIP) ф100　L=498.0ⅿ 30,000 第３四半期

総領地区送配水管(５工区)舗装工事 総領町 約４ヶ月 舗装工事 舗装工事　一式（L=504.0ⅿ） 13,000 第３四半期

総領地区送配水管(６工区)舗装工事 総領町 約４ヶ月 舗装工事 舗装工事　一式（L=498.0ⅿ） 13,000 第３四半期

総領地区送配水管(７工区)舗装工事 総領町 約４ヶ月 舗装工事 舗装工事　一式（L=499.0ⅿ） 13,000 第３四半期

総領地区送配水管(８工区)舗装工事 総領町 約４ヶ月 舗装工事 舗装工事　一式（L=576.0ⅿ） 13,000 第３四半期

総領稲草浄水場施設改造工事 総領町 約８ヶ月
水道施設

工事
浄水施設の改造工事（237㎥/日） 93,000 第２四半期

教育部　教育総務課

板橋小学校トイレ洋式化工事 板橋町 約７ヶ月
給排水設
備工事

板橋小学校トイレ洋式化工事の実施 24,881 第２四半期

西城小学校トイレ洋式化工事 西城町 約７ヶ月
給排水設
備工事

西城小学校トイレ洋式化工事の実施 40,286 第２四半期

比和小学校トイレ洋式化工事 比和町 約７ヶ月
給排水設
備工事

比和小学校トイレ洋式化工事の実施 29,197 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

西城支所　総務室・教育室

西城温水プール水夢　空調設備更新工事
西城町
大佐

約６ヶ月
機械設備

工事
施設内の空調設備更新工事 19,944 第２四半期

平子住宅解体工事 西城町平子 約５ヶ月 建築工事 平子住宅(２棟)の解体、外構不要物等撤去 4,895 第２四半期

西城支所　地域振興室

第1639号市道大屋土居谷線道路災害復旧工事 西城町大屋 約３ヶ月 土木工事 ブロック積工 2,281 第３四半期

第707号普通河川母谷川河川災害復旧工事 西城町小鳥原 約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 3,967 第３四半期

第708号普通河川長谷川河川災害復旧工事 西城町平子 約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 9,409 第３四半期

第766号普通河川塩田川河川災害復旧工事 西城町大屋 約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,137 第３四半期

第1624号普通河川深谷川河川災害復旧工事 西城町八鳥 約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 6,506 第３四半期

第1625号普通河川天樋川河川災害復旧工事 西城町小鳥原 約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 4,353 第３四半期

林道大岩谷線道路災害復旧工事 西城町油木 約４ヶ月 土木工事 ブロック積工 6,139 第２四半期

ひば道後山高原荘冷暖房修繕工事 西城町三坂 約４ヶ月
機械設備

工事
冷暖房器具修繕工 6,187 第２四半期

ひば道後山高原荘カーペット張替外修繕工事 西城町三坂 約４ヶ月 建築工事 カーペット・クロス・畳修繕工 3,366 第２四半期

第1778号普通河川二本栃川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約９ヶ月 土木工事 L=54.1m  ブロック積工A=213m2 15,826 第２四半期

第571号普通河川下モ下タ川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約９ヶ月 土木工事 L=6.4m  ブロック積工A=24m2 6,080 第２四半期

第573号普通河川宮ノ段川河川災害復旧工事
西城町
中野

約９ヶ月 土木工事 L=10.0m  ブロック積工A=25m2 3,371 第２四半期

第576号普通河川下モ下タ川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約９ヶ月 土木工事 L=9.5m  ブロック積工A=29m2 5,679 第２四半期

第577号普通河川椀谷川河川災害復旧工事
西城町
八鳥

約９ヶ月 土木工事 L=11.8m  ブロック積工A=49m2 5,836 第２四半期

第590号普通河川本谷川河川災害復旧工事
西城町
大屋

約９ヶ月 土木工事 L=17.0m  ブロック積工A=47m2 5,947 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

第660号市道入江栗線道路災害復旧工事
西城町

栗
約９ヶ月 土木工事 L=8.0  ブロック積工A=27m2 3,874 第２四半期

第661号市道今西小原線道路災害復旧工事
西城町
中野

約９ヶ月 土木工事 L=63.3m  ブロック積工A=152m2 18,821 第２四半期

67/210西城福本農地災害復旧工事
西城町
福山

約１０ヶ月 土木工事 フトン篭工　盛土工　張芝工 2,486 第２四半期

5348/210西城高尾２号水路災害復旧工事
西城町
高尾

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工 5,973 第２四半期

5355/210西城須田水路災害復旧工事
西城町
高尾

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工　盛土工 2,475 第２四半期

5806/210西城万原頭首工災害復旧工事
西城町
八鳥

約１０ヶ月 土木工事 コンクリート堰工 37,598 第２四半期

5807/210西城八日市頭首工災害復旧工事
西城町
小鳥原

約１０ヶ月 土木工事 水叩工　護岸工 7,612 第２四半期

5812/210西城横畑頭首工災害復旧工事
西城町

栗
約１０ヶ月 土木工事 水叩工　護岸工 9,834 第２四半期

5904/210西城こくぼため池災害復旧工事
西城町

栗
約１０ヶ月 土木工事 堤体工　斜樋工　底樋工 35,288 第２四半期

67/210西城明賀農地災害復旧工事
西城町
平子

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工　法面工　排土工 4,950 第２四半期

70/210西城若狭農地災害復旧工事
西城町
大屋

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工 2,640 第２四半期

74/210西城橋本農地災害復旧工事
西城町
大屋

約１０ヶ月 土木工事 フトン篭工　張芝工 3,366 第２四半期

75/210西城峠本農地災害復旧工事
西城町
大佐

約１０ヶ月 土木工事 フトン篭工　張芝工 3,157 第２四半期

77/210西城宮崎農地災害復旧工事
西城町
八鳥

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工 3,113 第２四半期

557/210西城福山水路災害復旧工事
西城町
中野

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工 16,742 第２四半期

562/210西城重国谷水路災害復旧工事
西城町
八鳥

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工　水路工 4,059 第２四半期

702/210西城奥名頭首工災害復旧工事
西城町
平子

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工　水路工 10,538 第２四半期

18/210西城中島農地災害復旧工事
西城町
小鳥原

約１０ヶ月 土木工事 ブロック積工　盛土工 3,839 第２四半期

525/210西城上西水路災害復旧工事
西城町
入江

約１０ヶ月 土木工事 水路工　盛土工 6,523 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

水道局　西城水道室

西城取水場取水口改修工事  西城町入江 約６ヶ月 土木工事 ブロック積工　盛土工 3,903 第３四半期

国道183号線道路改良に伴う配水管支障移転工事  西城町平子 約６ヶ月 管工事 国道改良に伴う水道管の支障移転 11,088 第２四半期

市道入江的場線道路改良に伴う配水管支障移転工事  西城町入江 約６ヶ月 管工事 市道改良に伴う水道管の支障移転 3,773 第２四半期

東城支所　総務室・教育室

東城中学校屋内運動場玄関タイル修繕工事 東城町川東 約２ヶ月 建築工事
玄関タイル張替修繕（既存タイル撤去、コンクリート打
設・モルタル仕上げ）

2,550 第３四半期

庁舎空調冷温水機撤去工事
東城町川東

東城支所庁舎
約３ヶ月

機械設備
工事

旧空調用冷温水機の撤去 3,971 第２四半期

庁舎LED改修工事
東城町川東

東城支所庁舎
約４ヶ月 電気工事 庁舎照明のLED化 33,440 第２四半期

旧戸宇小学校解体工事 東城町戸宇 約３ヶ月 建築工事 旧校舎・体育館等の解体・撤去 46,712 第２四半期

東城支所　産業建設室

H30年災306東城赤木（勝）農地災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=23m　フトン篭 4,422 第２四半期

H30年災318東城赤木（紀）農地災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 排土、表土 2,728 第２四半期

H30年災349東城森本農地災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事 L=140m　ブロック積、排土、盛土 19,547 第２四半期

H30年災353東城庭農地災害復旧工事 東城町竹森 約６ヶ月 土木工事 L=25m　ブロック積、排土 6,072 第２四半期

H30年災404東城新田（清）農地災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=56m　排土、フトン篭、ブロック積 8,206 第２四半期

H30年災411東城和田（雅）農地災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=22m　フトン篭 5,357 第２四半期

H30年災419東城岡崎（真）1号農地災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭 2,035 第２四半期

H30年災425東城田辺（義）1号農地災害復旧工事 東城町千鳥 約８ヶ月 土木工事 L=73m　ブロック積、フトン篭、排土 12,133 第２四半期

H30年災426東城田辺（義）2号農地災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=13m　フトン篭、排土 4,785 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

H30年災432東城柳生（弥）農地災害復旧工事 東城町千鳥 約６ヶ月 土木工事 L=41m　フトン篭、排土 7,403 第２四半期

H30年災436東城赤木（真）農地災害復旧工事 東城町小串 約３ヶ月 土木工事 L=13m　フトン篭、排土 2,310 第２四半期

H30年災437東城小田（寿）1号農地災害復旧工事 東城町小串 約３ヶ月 土木工事 L=16m　ブロック積 2,123 第２四半期

H30年災438東城田辺（春）農地災害復旧工事 東城町小串 約６ヶ月 土木工事 L=24m　ブロック積、排土 7,326 第２四半期

H30年災442東城石田（寿）農地災害復旧工事 東城町川鳥 約３ヶ月 土木工事 L=30m　フトン篭、排土 3,432 第２四半期

H30年災453東城荒川（節）農地災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 4,290 第２四半期

H30年災458東城高柴（和）1号農地災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=16m　フトン篭、排土 3,861 第２四半期

H30年災459東城高柴（和）2号農地災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=36m　フトン篭 4,026 第２四半期

H30年災460東城高柴（嘉）農地災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=15m　フトン篭 2,827 第２四半期

H30年災464東城藤原（早）農地災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭、排土 3,806 第２四半期

H30年災467東城高柴（正）農地災害復旧工事 東城町田黒 約３ヶ月 土木工事 L=11m　フトン篭 2,761 第２四半期

H30年災499東城小田（孝）農地災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事 L=10m　フトン篭、排土 2,167 第２四半期

H30年災531東城坂部農地災害復旧工事 東城町小串 約３ヶ月 土木工事 L=18m　フトン篭 3,333 第２四半期

H30年災532東城池田（博）農地災害復旧工事 東城町三坂 約３ヶ月 土木工事 L=22m　フトン篭、排土 3,168 第２四半期

H30年災5162東城藤原（富）１号道路災害復旧工事 東城町粟田 約６ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 5,797 第２四半期

H30年災5163東城藤原（富）２号道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 4,961 第２四半期

H30年災5165東城内名１号道路災害復旧工事 東城町竹森 約３ヶ月 土木工事 L=8m　ブロック積 4,026 第３四半期

H30年災5187東城横路（克）道路災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 2,596 第２四半期

H30年災5194東城亀竹道路災害復旧工事 東城町菅 約６ヶ月 土木工事 L=38m　ブロック積 6,644 第２四半期
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工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

H30年災5197東城伴蔵原池道路災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=62m　ブロック積 11,946 第２四半期

H30年災5199東城権現池道路災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=18m　ブロック積 4,675 第２四半期

H30年災5200東城草田池道路災害復旧工事 東城町三坂 約３ヶ月 土木工事 L=13m　ブロック積 2,772 第２四半期

H30年災5201東城大樋所１号道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=35m　ブロック積 2,365 第２四半期

H30年災5601東城長者原水路災害復旧工事 東城町川西 約８ヶ月 土木工事 L=321m　ブロック積 11,121 第２四半期

H30年災5603東城若松水路災害復旧工事 東城町川西 約３ヶ月 土木工事 L=250m　ブロック積 4,213 第３四半期

H30年災5610東城池田（浩）水路災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=65m　ブロック積 11,033 第２四半期

H30年災5611東城伊藤（忠）水路災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=31m　ブロック積 3,630 第３四半期

H30年災5615東城杉水路災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=99m　ブロック積 4,554 第３四半期

H30年災5619東城山本（一）２号水路災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=35m　ブロック積 5,841 第２四半期

H30年災5641東城森本水路災害復旧工事 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事 L=44m　二次製品 20,559 第２四半期

H30年災5658東城中川１号水路災害復旧工事 東城町小奴可 約３ヶ月 土木工事 L=23m　ブロック積 4,730 第３四半期

H30年災5660東城仲田水路災害復旧工事 東城町小奴可 約８ヶ月 土木工事 L=50m　ブロック積 10,065 第２四半期

H30年災5662東城猫山１号水路災害復旧工事 東城町小奴可 約３ヶ月 土木工事 L=11m　ブロック積 4,807 第３四半期

H30年災5679東城瀬尾（賜）水路災害復旧工事 東城町塩原 約３ヶ月 土木工事 L=22m　ブロック積 2,343 第３四半期

H30年災5680東城瀬尾（敏）水路外１件災害復旧工事 東城町塩原 約６ヶ月 土木工事 水路　L=23m　ブロック積、農地　L=9m　ブロック積 5,214 第２四半期

H30年災5681東城名越（康）水路災害復旧工事 東城町塩原 約３ヶ月 土木工事 L=10m　ブロック積 2,233 第３四半期

H30年災5684東城内田１号水路災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=26m　ブロック積 2,937 第３四半期

H30年災5687東城二宮水路災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=14m　ブロック積 2,486 第３四半期
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時　期

H30年災5695東城恩地水路災害復旧工事 東城町竹森 約３ヶ月 土木工事 L=21m　ブロック積 3,608 第３四半期

H30年災5701東城石田（寿）水路災害復旧工事 東城町川鳥 約６ヶ月 土木工事 L=58m　ブロック積 7,997 第２四半期

H30年災5707東城陰地１号水路外１件災害復旧工事 東城町森 約６ヶ月 土木工事 水路　L=25m　ブロック積、農地　L=19m　畦畔築立 5,698 第２四半期

H30年災5714東城中ノ柴２号水路災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=129m　ブロック積 4,752 第３四半期

H30年災5733東城草田水路災害復旧工事 東城町三坂 約８ヶ月 土木工事 L=215m　ブロック積 16,786 第２四半期

H30年災5735東城高橋（成）水路災害復旧工事 東城町三坂 約３ヶ月 土木工事 L=23m　ブロック積 4,972 第３四半期

H30年災5736東城森田水路災害復旧工事 東城町三坂 約８ヶ月 土木工事 L=178m　ブロック積 12,947 第２四半期

H30年災5739東城梶屋２号水路災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事 L=22m　ブロック積 4,521 第３四半期

H30年災5742東城梶屋水路災害復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=37m　ブロック積 8,239 第２四半期

H30年災5744東城岡崎（真）水路災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=20m　ブロック積 6,193 第２四半期

H30年災5746東城大金水路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=30m　ブロック積 4,994 第３四半期

H30年災5747東城内田２号水路災害復旧工事 東城町千鳥 約６ヶ月 土木工事 L=135m　二次製品 6,050 第２四半期

H30年災5751東城谷本水路災害復旧工事 東城町新免 約３ヶ月 土木工事 L=55m　ブロック積 3,289 第３四半期

H30年災5753東城小室水路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=30m　ブロック積 2,596 第３四半期

H30年災5813東城米村頭首工災害復旧工事 東城町川東 約３ヶ月 土木工事 躯体（岩着） 4,598 第４四半期

H30年災5814東城池田（浩）頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)、護岸ブロック 4,488 第４四半期

H30年災5815東城斉藤頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)、護岸ブロック 7,700 第２四半期

H30年災5816東城横山（和）頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 エプロン 6,149 第２四半期

H30年災5819東城小林（大）頭首工災害復旧工事 東城町粟田 約６ヶ月 土木工事 エプロン張Co 9,097 第２四半期
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H30年災5820東城小奴可頭首工災害復旧工事 東城町小奴可 約１０ヶ月 土木工事 躯体(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ) 20,438 第２四半期

H30年災5821東城木山頭首工災害復旧工事 東城町小奴可 約８ヶ月 土木工事 躯体張Co、護岸ブロック 17,039 第２四半期

H30年災5823東城高橋（昭）頭首工災害復旧工事 東城町内堀 約３ヶ月 土木工事 エプロン 2,948 第４四半期

H30年災5825東城内田頭首工災害復旧工事 東城町千鳥 約８ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 12,639 第２四半期

H30年災5826東城下千鳥頭首工災害復旧工事 東城町千鳥 約８ヶ月 土木工事 エプロン、護岸ブロック 15,807 第２四半期

H30年災5832東城和田（定）頭首工災害復旧工事 東城町受原 約８ヶ月 土木工事 躯体打換え、護岸ブロック 12,331 第２四半期

H30年災5836東城岡崎（輝）頭首工災害復旧工事 東城町久代 約８ヶ月 土木工事 躯体（岩着）、護岸ブロック 18,524 第２四半期

H30年災5837東城猫山頭首工災害復旧工事 東城町小奴可 約１０ヶ月 土木工事 護岸ブロック 22,451 第２四半期

H30年災5838東城いちのわたり頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 エプロン 2,387 第４四半期

H30年災5839東城こぶけ頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 躯体（岩着） 7,535 第２四半期

H30年災5936東城波賀ため池災害復旧工事 東城町粟田 約６ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 8,338 第２四半期

H30年災5943東城迫の谷ため池災害復旧工事 東城町森 約８ヶ月 土木工事 堤、斜、底、洪 15,059 第２四半期

H30年災5944東城草田ため池災害復旧工事 東城町三坂 約８ヶ月 土木工事 洪水吐 14,058 第２四半期

H30年災5954東城井納谷２号揚水機災害復旧工事 東城町小奴可 約１０ヶ月 土木工事 二次製品、フトン篭 20,944 第２四半期

R2年災13東城後藤農地災害復旧工事 東城町久代 約８ヶ月 土木工事 L=55m　ブロック積、排土 17,227 第２四半期

R2年災14東城橋本農地災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事 L=16m フトン篭 3,246 第３四半期

R2年災15東城福永農地災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=8m　フトン篭 2,157 第３四半期

R2年災17東城横路農地災害復旧工事 東城町小奴可 約３ヶ月 土木工事 L=9m　フトン篭 2,091 第３四半期

R2年災22東城伊藤農地災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=10m　ブロック積 2,333 第３四半期
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R2年災505東城後藤水路災害復旧工事 東城町久代 約８ヶ月 土木工事 L=141m　二次製品水路 12,013 第２四半期

R2年災506東城政森水路災害復旧工事 東城町三坂 約３ヶ月 土木工事 L=15m　ブロック積 3,631 第４四半期

R2年災508東城永井水路災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=5m　ブロック積 2,289 第４四半期

R2年災509東城藤本(斉)水路災害復旧工事 東城町保田 約６ヶ月 土木工事 L=73m　ブロック積、排土 8,548 第３四半期

R2年災89東城清水(久)農地災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=16m　フトン篭 2,333 第３四半期

R2年災90東城清水(甲)農地災害復旧工事 東城町川鳥 約３ヶ月 土木工事 L=12m　フトン篭 2,619 第３四半期

R2年災92東城長田農地災害復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=39m　フトン篭 5,941 第３四半期

R2年災318東城中谷道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=32m　フトン篭 4,225 第３四半期

R2年災319東城大井４号道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=20m　フトン篭 4,682 第３四半期

R2年災321東城桜谷１号道路災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約３ヶ月 土木工事 L=8m　ブロック積 2,861 第３四半期

R2年災322東城戸宇中５号道路災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=50m　ブロック積 3,862 第３四半期

R2年災569東城榎原水路災害復旧工事 東城町川西 約３ヶ月 土木工事 L=36.3ｍ　フトン篭、二次製品水路 3,785 第４四半期

R2年災571東城小田水路災害復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=21.5ｍ　ブロック積 8,405 第３四半期

R2年災704東城花屋頭首工災害復旧工事 東城町千鳥 約６ヶ月 土木工事 L=7m　コンクリート堰 6,392 第４四半期

R2年災705東城迫頭首工災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=8m　ブロック積 5,039 第４四半期

R2年災706東城宮頭首工災害復旧工事 東城町小奴可 約８ヶ月 土木工事 L=5.8m　コンクリート堰、ブロック積 13,267 第２四半期

R3年災7東城藤本１号農地災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=18m　フトン篭 2,157 第３四半期

R3年災12東城高坂農地災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=16m　フトン篭 4,038 第３四半期

R3年災128東城宮田農地災害復旧工事 東城町福代 約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭 3,642 第３四半期
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R3年災129東城赤木（伸）農地災害復旧工事 東城町小串 約３ヶ月 土木工事 L=18m　盛土 2,894 第３四半期

R3年災131東城石田農地災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=11m　フトン篭 2,751 第３四半期

R3年災132東城横路農地災害復旧工事 東城町森 約６ヶ月 土木工事 L=24m　フトン篭 5,567 第３四半期

R3年災133東城内藤農地災害復旧工事 東城町森 約６ヶ月 土木工事 L=25m　フトン篭 5,171 第３四半期

R3年災134東城佐藤１号農地災害復旧工事 東城町森 約８ヶ月 土木工事 L-43m　フトン篭 12,948 第２四半期

R3年災135東城佐藤２号農地災害復旧工事 東城町森 約３ヶ月 土木工事 L=15m　フトン篭、排土 4,973 第３四半期

R3年災136東城藤本（斉）農地災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=20m　フトン篭 3,180 第３四半期

R3年災138東城名越農地災害復旧工事 東城町内堀 約３ヶ月 土木工事 L=16m　フトン篭、排土 4,005 第３四半期

R3年災141東城武田農地災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L-13m　フトン篭 2,608 第３四半期

R3年災142東城伊藤農地災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=26m　ブロック積、排土 6,854 第３四半期

R3年災143東城長田（健）農地災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事 L=13m　フトン篭 2,190 第３四半期

R3年災145東城大倉農地災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=17m　フトン篭 3,455 第３四半期

R3年災146東城吉川農地災害復旧工事 東城町小奴可 約６ヶ月 土木工事 L=23m　ブロック積 5,490 第３四半期

R3年災147東城安廣農地災害復旧工事 東城町福代 約３ヶ月 土木工事 L=12m　フトン篭　 2,311 第３四半期

R3年災511東城宍戸水路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=4m　ブロック積 2,718 第４四半期

R3年災513東城表水路外１件災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約３ヶ月 土木工事 L=10m　ブロック積、畦畔復旧 4,655 第４四半期

R3年災515東城松尾水路災害復旧工事 東城町小奴可 約３ヶ月 土木工事 L=9m　ブロック積 2,267 第４四半期

R3年災517東城赤木水路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=11m　コンクリート擁壁 3,543 第４四半期

R3年災518東城横山（勝）水路外１件災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事 L=23m　コンクリート擁壁 6,932 第４四半期
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R3年災520東城兼次水路災害復旧工事 東城町田黒 約３ヶ月 土木工事 L=22m　フトン篭 2,542 第４四半期

R3年災521東城田辺水路災害復旧工事 東城町田黒 約６ヶ月 土木工事 L=5m　ブロック積 5,314 第３四半期

R3年災701東城八頭谷頭首工災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=5.4m　ブロック積 3,224 第４四半期

R3年災564東城陰地水路災害復旧工事 東城町森 約１０ヶ月 土木工事 L=33m　大型カゴ枠 40,647 第２四半期

R3年災565東城川鳥水路災害復旧工事 東城町森 約８ヶ月 土木工事 L=50m　二次製品水路 11,354 第２四半期

R3年災566東城長谷川水路災害復旧工事 東城町塩原 約３ヶ月 土木工事 L=10m　フトン篭 2,003 第４四半期

R3年災568東城横山（健）水路災害復旧工事 東城町受原 約３ヶ月 土木工事 L=19m　ブロック積 4,687 第４四半期

第1781号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=9.4ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積23.0ｍ2 3,165 第２四半期

第1784号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約６ヶ月 土木工事 L=26.2ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積90.0ｍ2 9,730 第２四半期

第2995号普通河川　菅大谷川河川災害復旧工事 東城町受原 約８ヶ月 土木工事  L=47.5ｍ　Ａ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積155.0ｍ2 　　　　 19,423 第２四半期

第2996号普通河川　三草川河川災害復旧工事 東城町受原 約６ヶ月 土木工事  L=16.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積66.0ｍ2 　　　　　 8,776 第３四半期

第3000号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=9.8ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積23.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,268 第３四半期

第3001号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=14.5ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積34.0ｍ2　　　　　　 8,104 第３四半期

第3003号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=5.7ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積15.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 2,111 第３四半期

第3004号普通河川　押谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事  L=31.7ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積51.0ｍ2 　　　　　 5,820 第２四半期

第3005号普通河川　押谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事  L=21.3ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積47.0ｍ2 　　　　　 4,517 第２四半期

第3006号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=17.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積49.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,259 第３四半期

第3007号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=22.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積53.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,040 第３四半期

第3008号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=11.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積20.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,821 第３四半期

16



工事の名称 場　所 期間 種別 概　　　要
予算額
(千円)

時　期

第3009号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積29.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 4,783 第３四半期

第3011号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約１０ヶ月 土木工事 L=65.0ｍ　Ａ～Ｅ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積201.0ｍ2　　　　　 20,065 第２四半期

第3012号普通河川　保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約１０ヶ月 土木工事 L=84.2ｍ　Ａ～Ｆ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積376.0ｍ2　　　　　 28,931 第２四半期

第3694号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約３ヶ月 土木工事 L=7.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積28.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 2,946 第３四半期

第3695号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約６ヶ月 土木工事  L=23.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積98.0ｍ2 　　　　　 9,858 第３四半期

第3698号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=85.0ｍ　Ａ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積221.0ｍ2　　　　　 17,378 第２四半期

第3699号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=49.0ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積163.0ｍ2　　　　　 15,912 第２四半期

第3700号普通河川　頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約１０ヶ月 土木工事 L=148.8ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積416.0ｍ2　　　　　 32,240 第２四半期

第3701号普通河川　吹矢谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約１０ヶ月 土木工事  L=107.6ｍ　Ａ～Ｌ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積307.0ｍ2 　　　　 25,151 第２四半期

第3703号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事  L=40.1ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積203.0ｍ2 　　　　 17,812 第２四半期

第3704号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約１０ヶ月 土木工事  L=78.8ｍ　Ａ～Ｆ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積279.0ｍ2 　　　　 21,359 第２四半期

第3718号普通河川　押谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約１０ヶ月 土木工事  L=132.4ｍ　Ａ～Ｆ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積416.0ｍ2 　　　　 25,723 第２四半期

第4195号普通河川　近光川河川災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事  L=53.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積137.0ｍ2 　　　　 11,147 第２四半期

第4200号普通河川　郷川河川災害復旧工事 東城町新免 約６ヶ月 土木工事 L=4.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積10.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 5,078 第２四半期

第4221号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町粟田 約８ヶ月 土木工事 L=19.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積103.0ｍ2　　　　　　　　　　　 14,172 第２四半期

第5015号普通河川　畑井川河川災害復旧工事1工区 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事  L=128.5ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積391.0ｍ2 　　　　 30,792 第３四半期

第5015号普通河川　畑井川河川災害復旧工事2工区 東城町粟田 約１０ヶ月 土木工事  L=80.0ｍ　Ｄ～Ｉ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積126.0ｍ2 　　　　 22,815 第３四半期

第5017号普通河川　上川河川災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事
L=11.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積21.0ｍ2
　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁1.0ｍ3

4,003 第３四半期

第5020号普通河川　佐久保川河川災害復旧工事 東城町新免 約６ヶ月 土木工事
L=23.3ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積82.0ｍ2
　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁2.0ｍ3

6,518 第２四半期
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第5021号普通河川　佐久保川河川災害復旧工事 東城町新免 約１０ヶ月 土木工事 L=85.0ｍ　Ａ～Ｉ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積121.0ｍ2　　　　　 20,137 第２四半期

第5028号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約１０ヶ月 土木工事 L=49.2ｍ　Ａ～Ｇ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積206.0ｍ2　　　　　 22,806 第２四半期

第5039号普通河川　小串川河川災害復旧工事1工区 東城町小串 約８ヶ月 土木工事  L=40.3ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積213.0ｍ2 　　　　 18,106 第２四半期

第5532号普通河川　薮谷川河川災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=15.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積56.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 6,319 第３四半期

第5537号普通河川　薮谷川及支川河川災害復旧工事 東城町内堀 約３ヶ月 土木工事 L=8.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積30.0ｍ2　　　　　　　　　　　　 3,805 第３四半期

第5538号普通河川　為重川支川河川災害復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=51.4ｍ　Ａ～Ｄ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁16.0ｍ3　　　　　　　 5,846 第３四半期

第5542号普通河川　為重川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事  L=27.5ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積79.0ｍ2 　　　　　 7,588 第３四半期

第5544号普通河川　福代川支川河川災害復旧工事 東城町福代 約３ヶ月 土木工事
L=6.4ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積14.0ｍ2
　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁2.0ｍ3

2,192 第４四半期

第5545号普通河川　福代川支川河川災害復旧工事 東城町福代 約３ヶ月 土木工事
L=12.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積15.0ｍ2
　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁0.6ｍ3

2,262 第４四半期

第5546号普通河川　三坂川河川災害復旧工事 東城町三坂 約６ヶ月 土木工事  L=16.0ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積41.0ｍ2 　　　　　 5,370 第３四半期

第5547号普通河川　三坂川支川河川災害復旧工事 東城町三坂 約８ヶ月 土木工事  L=75.2ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積209.0ｍ2 　　　　 13,591 第２四半期

第5549号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事 L=27.0ｍ　Ａ～Ｃ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積122.0ｍ2　　　　　 13,662 第２四半期

第5550号普通河川　大森谷川河川災害復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 土木工事
L=18.7ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積29.0ｍ2
　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁1.7ｍ3

4,958 第３四半期

第5551号普通河川　小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事 L=32.5ｍ　Ａ～Ｂ箇所　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積158.0ｍ2　　　　　 15,749 第２四半期

R2年災　第10号　市道鈩ケ迫線道路災害復旧工事
東城町帝釈宇

山
約８ヶ月 土木工事 L=62.6ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積155.0㎡ 14,085 第３四半期

R2年災　第11号　市道新丁戸宇線道路災害復旧工事 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=17m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積66.0㎡ 8,654 第２四半期

R2年災　第12号　市道宇戸線道路災害復旧工事 東城町川鳥 約３ヶ月 土木工事 L=27m　フトン篭43ｍ 2,445 第２四半期

R2年災　第13号　市道田黒篠原線道路災害復旧工事 東城町田黒 約３ヶ月 土木工事 L=8m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積30.0㎡ 3,216 第２四半期
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R2年災　第14号　市道原峠線道路災害復旧工事 東城町粟田 約３ヶ月 土木工事 L=10m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積44.0㎡ 4,787 第２四半期

R2年災　第604号普通河川　 藪谷川河川災害復旧工事 東城町内堀 約６ヶ月 土木工事 L=20.3ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積77.0㎡　　　　　　　　　　　　 7,516 第２四半期

R2年災　第605号普通河川　  保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=10ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積29.0㎡　　　　　　　　　　　 4,781 第３四半期

R2年災　第606号普通河川　  保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約６ヶ月 土木工事 L=17ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積45.0㎡　　　　　　　　　　　 6,536 第３四半期

R2年災　第607号普通河川　  保田川河川災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=8ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積25.0㎡　　　　　　　　　　 3,911 第２四半期

R2年災　第609号普通河川　  吹矢谷川河川災害復旧工事東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=7ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積16.0㎡　　　　　　　　　　 2,525 第２四半期

R2年災　第610号普通河川　  福代川支川河川災害復旧工東城町福代 約６ヶ月 土木工事 L=18.9ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積26.0㎡　　　　　　　　　　　　 5,750 第２四半期

R2年災　第611号普通河川　  長谷川河川災害復旧工事 東城町保田 約６ヶ月 土木工事 L=15ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積30.0㎡　　　　　　　　　　　 7,103 第３四半期

R2年災　第613号普通河川　  菅大谷川河川災害復旧工事 東城町菅 約６ヶ月 土木工事 L=7ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積23.0㎡　　　　　　　　　　　 6,613 第２四半期

R2年災　第615号普通河川　  白石川河川災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約３ヶ月 土木工事 L=4.5ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積17.0㎡　　　　　　　　　　　 4,928 第２四半期

R2年災　第616号普通河川　  上川河川災害復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=11ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積19.0㎡　　　　　　　　　　　 5,505 第３四半期

R2年災　第617号普通河川　  小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事 L=47ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積116.0㎡　　　　　　　　　　　 12,153 第３四半期

R2年災　第618号普通河川　  菅大谷川河川災害復旧工事 東城町菅 約６ヶ月 土木工事 L=17ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積58.0㎡　　　　　　　　　　　 7,041 第２四半期

R2年災　第619号普通河川　  雨連川河川災害復旧工事
東城町帝釈未

渡
約６ヶ月 土木工事 L=30ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積86.0㎡　　　　　　　　　　　 8,319 第３四半期

R2年災　第620号普通河川　  頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約８ヶ月 土木工事 L=43ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積115.0㎡　　　　　　　　　　　 11,114 第２四半期

R2年災　第622号普通河川　  頭谷川河川災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=13ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積35.0㎡　　　　　　　　　　　 4,328 第２四半期

R2年災　第665号　市道川平線道路災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約８ヶ月 土木工事 L=12.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積86.0㎡ 11,441 第２四半期

R2年災　第667号　市道大金支線道路災害復旧工事 東城町粟田 約６ヶ月 土木工事 L=18.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積48.0㎡ 6,872 第２四半期

R2年災　第668号　市道千鳥西側線道路災害復旧工事 東城町千鳥 約３ヶ月 土木工事 L=7m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積31.0㎡ 4,325 第３四半期
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R2年災　第670号　市道吹矢谷下線道路災害復旧工事 東城町戸宇 約３ヶ月 土木工事 L=16m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積32.0㎡ 2,451 第２四半期

R3年災　第709号普通河川　  雨連川河川災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約８ヶ月 土木工事 L=51ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積111.0㎡　　　　　　　　　　　 12,354 第３四半期

R3年災　第710号普通河川　  頭谷川河川災害復旧工事 東城町久代 約６ヶ月 土木工事 L=18.3ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積58.0㎡　　　　　　　　　　　 8,219 第２四半期

R3年災　第712号普通河川　  白石川河川災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約８ヶ月 土木工事 L=19ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積76.0㎡　　　　　　　　　　　 11,763 第３四半期

R3年災　第767号　市道川平線道路災害復旧工事
東城町帝釈宇

山
約８ヶ月 土木工事 L=14m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積86.0㎡ 16,002 第２四半期

R3年災　第769号　市道位田菰敷線道路災害復旧工事 東城町三坂 約３ヶ月 土木工事 L=13m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積53.0㎡ 4,936 第２四半期

R3年災　第772号　市道田黒上線道路災害復旧工事 東城町田黒 約３ヶ月 土木工事 L=17m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積28.0㎡ 2,895 第２四半期

R3年災　第773号　市道 鴨居屯田線道路災害復旧工事
東城町帝釈山

中
約６ヶ月 土木工事 L=11m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積52.0㎡ 9,670 第２四半期

R3年災　第774号　市道田黒棒地線道路災害復旧工事 東城町田黒 約３ヶ月 土木工事 L=5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積17.0㎡ 2,531 第２四半期

R3年災　第775号　市道前谷2号線道路災害復旧工事
東城町帝釈宇

山
約８ヶ月 土木工事 L=60m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積121.0㎡ 12,899 第２四半期

R3年災　第777号　市道保田線道路災害復旧工事 東城町保田 約３ヶ月 土木工事 L=4m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積13.0㎡ 2,721 第２四半期

R3年災　第1629号普通河川　  雨連川河川災害復旧工事
東城町帝釈始

終
約６ヶ月 土木工事 L=13.7ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積37.0㎡　　　　　　　　　　　 7,169 第２四半期

R3年災　第1630号普通河川　  吹矢谷川河川災害復旧工 東城町戸宇 約６ヶ月 土木工事 L=17ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積52.0㎡　　　　　　　　　　　 9,699 第３四半期

R3年災　第1632号普通河川　  小串川河川災害復旧工事 東城町小串 約８ヶ月 土木工事 L=38ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積168.0㎡　　　　　　　　　　　 14,958 第３四半期

R3年災　第1640号　市道虫原線道路災害復旧工事 東城町小串 約３ヶ月 土木工事 L=11m　盛土298㎥ 4,178 第２四半期

R3年災　第1641号　市道小奴可日野原線道路災害復旧工東城町小奴可 約９ヶ月 土木工事 L=25m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積230.0㎡　　　　 114,124 第２四半期

R3年災　第1642号　市道東西線東線道路災害復旧工事 東城町粟田 約６ヶ月 土木工事 L=9m　大型カゴ枠36㎡ 5,299 第２四半期

林道千鳥井河内線道路災害復旧工事 東城町 約５ヶ月 土木工事 L＝29ｍ　土留工　 3,900 第２四半期

水道局　東城水道室

国道182外配水管布設替工事 東城町川東 約４ヶ月
水道管布
設工事

HPPEφ150　L=210.0ｍ　HPPEφ50　L=140.0ｍ 26,664 第２四半期
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国道314号線外配水管布設替工事 東城町川西 約４ヶ月
水道管布
設工事

HPPEφ100　L=75.0ｍ　HPPEφ75 L=125.0ｍ　HPPEφ50
L=55.0ｍ

17,930 第２四半期

主要地方道三原東城線舗装復旧工事 東城町久代 約３ヶ月 舗装工事 19,371 第３四半期

口和支所　地域振興室

522/210　落合水路災害復旧工事 口和町竹地谷 約３ヶ月 土木工事 L=8ｍ　 コンクリート擁壁L=8ｍ 4,000 第２四半期

第713号　普通河川本谷川河川災害復旧工事 口和町竹地谷 約４ヶ月 土木工事 L=22ｍ　ブロック積A=25ｍ2 7,500 第２四半期

第714号　普通河川赤松谷川河川災害復旧工事 口和町竹地谷 約６ヶ月 土木工事 L=16ｍ　ブロック積（大型ブロック）A=73ｍ2 14,000 第２四半期

第715号　普通河川宮内川河川災害復旧工事 口和町宮内 約４ヶ月 土木工事 L=11ｍ　ブロック積（河川用）A=36ｍ2 8,500 第２四半期

第716号　普通河川熊谷川河川災害復旧工事 口和町宮内 約８ヶ月 土木工事 L=53ｍ　ブロック積（河川用）A=212ｍ2 28,000 第２四半期

第778号　市道伊与谷線道路災害復旧工事 口和町湯木 約４ヶ月 土木工事 L=10ｍ　ブロック積（大型ブロック）A=57ｍ2 8,000 第２四半期

高野支所　総務室

高野支所　ＬＥＤ改修工事 高野町 約６ヶ月 電気工事 庁舎照明ＬＥＤ化 9,285 第２四半期

高野支所　地域振興室

30/210　高野青掛農地災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=32.0m　ふとんかご50m　畦畔築立25m 4,050 第２四半期

34/210　高野三上農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=18.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積21m2　植生工65m2 3,030 第２四半期

35/210　高野亀谷農地災害復旧工事 高野町和南原 約５ヶ月 土木工事 L=55.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積20m2　盛土工922m3 10,090 第２四半期

36/210　高野大門(富)1号農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=19.0m　ふとんかご38m　畦畔築立19m 2,930 第２四半期

37/210　高野加藤(ち)農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=15.0m　畦畔築立15m　盛土搬入110m 2,130 第２四半期

40/210　高野松島(喜)農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=10.0m　ふとんかご30m　植生工43m2 2,040 第２四半期
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42/210　高野林農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=18.0m　ふとんかご18m　植生工55m2 2,110 第２四半期

48/210　高野長曽農地災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 畦畔築立7m　掘削工190m3 4,170 第２四半期

50/210　高野白根(巧)1号農地災害復旧工事 高野町岡大内 約３ヶ月 土木工事 L=11.0m　畦畔築立11m　排土工11m3　植生工24m2 2,130 第２四半期

62/210　高野坂根農地災害復旧工事 高野町高暮 約６ヶ月 土木工事 流入転石撤去86m3　表土搬入150m3 9,200 第２四半期

67/210　高野坂口(充)農地災害復旧工事 高野町岡大内 約５ヶ月 土木工事 L=96.0m　畦畔築立96m　排土工558m 10,210 第２四半期

74/210　高野大門(富)2号農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=27.0m　盛土復旧240m3　植生工66m2 3,000 第２四半期

78/210　高野槙川農地災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=11.0m　ふとんかご33m　植生工33m2 2,730 第３四半期

302/210　高野穴ヶ峠道路災害復旧工事 高野町和南原 約３ヶ月 土木工事 L=35.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積50m2　舗装工60m2 5,440 第２四半期

305/210　高野横谷道路災害復旧工事 高野町下門田 約３ヶ月 土木工事 L=53.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積60m2　水路布設替53m 5,000 第２四半期

530/210　高野樋抜谷水路災害復旧工事 高野町南 約６ヶ月 土木工事 L=148.0m　大型水路布設131m 22,700 第２四半期

531/210　高野岡村水路災害復旧工事 高野町和南原 約５ヶ月 土木工事 L=94.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積70m2 11,000 第３四半期

532/210　高野落合水路災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=142.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積92m2　現場打水路25m 16,900 第３四半期

544/210　高野安部水路災害復旧工事 高野町南 約３ヶ月 土木工事 L=14.0m　大型水路布設14m 2,660 第２四半期

545/210　高野峠水路災害復旧工事 高野町和南原 約２ヶ月 土木工事 排土工45m3 2,410 第２四半期

703/210　高野水谷頭首工災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=6.7m　堰体29m3　袖部6.8m3 8,010 第３四半期

805/210　高野小鈩ため池災害復旧工事 高野町和南原 約８ヶ月 土木工事 L=7.9m　盛土工33m3　植生工18m2　ﾌﾞﾛｯｸ積11m2 6,100 第２四半期

第723号　普通河川笹倉川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=13.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工29m2 5,800 第２四半期

第724号　普通河川屋敷谷川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=23.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工45m2 7,300 第２四半期

第726号　普通河川ヲサアト川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=8.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工21m2 4,020 第２四半期
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第729号　普通河川木地山川河川災害復旧工事 高野町上里原 約４ヶ月 土木工事 L=15.4m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工18m2 7,951 第２四半期

第731号　普通河川笹倉川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=17.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工52m2 6,821 第２四半期

第732号　普通河川笹倉川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=12.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工30m2 4,012 第２四半期

第733号　普通河川屋敷谷川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=6.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工16m2 2,900 第２四半期

第734号　普通河川龍見川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=38.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工119m2 10,879 第２四半期

第735号　普通河川木地山川河川災害復旧工事 高野町上里原 約４ヶ月 土木工事 L=32.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工124m2 17,966 第２四半期

第736号　普通河川木地山川河川災害復旧工事 高野町上里原 約４ヶ月 土木工事 L=13.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工24m2 7,701 第２四半期

第737号　普通河川和南原川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=45.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工155m2 15,297 第２四半期

第738号　普通河川和南原川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=52.2m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工183m2 19,686 第２四半期

第739号　普通河川一口坂川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=27.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工71m2 7,400 第２四半期

第740号　普通河川奥三沢川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=14.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工52m2 12,811 第２四半期

第741号　普通河川奥三沢川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=188.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工601m2 50,172 第２四半期

第742号　普通河川奥三沢川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=125.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工404m2 37,147 第２四半期

第743号　普通河川奥三沢川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=93.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工396m2 33,547 第２四半期

第744号　普通河川奥三沢川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=17.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工51m2 4,620 第２四半期

第748号　普通河川笹谷川河川災害復旧工事 高野町上湯川 約４ヶ月 土木工事 L=4.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工10m2 2,420 第２四半期

第749号　普通河川笹谷川河川災害復旧工事 高野町上湯川 約４ヶ月 土木工事 L=13.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工44m2 5,846 第２四半期

第750号　普通河川笹谷川河川災害復旧工事 高野町上湯川 約４ヶ月 土木工事 L=46.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工173m2 17,462 第２四半期

第751号　普通河川笹谷川河川災害復旧工事 高野町上湯川 約４ヶ月 土木工事 L=9.4m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工37m2 4,691 第２四半期
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第752号　普通河川笹谷川河川災害復旧工事 高野町上湯川 約４ヶ月 土木工事 L=16.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工52m2 6,472 第２四半期

第753号　普通河川貝崎川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=55.1m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工153m2 17,056 第２四半期

第754号　普通河川市原川河川災害復旧工事 高野町新市 約４ヶ月 土木工事 L=58.1m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工108m2 11,689 第２四半期

第755号　普通河川水谷川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=19.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工48m2 5,864 第２四半期

第756号　普通河川水谷川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=6.8m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工19m2 4,408 第２四半期

第757号　普通河川市原川河川災害復旧工事 高野町新市 約４ヶ月 土木工事 L=77.7m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工224m2 23,473 第２四半期

第758号　普通河川水谷川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=8.1m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工24m2 8,113 第２四半期

第759号　普通河川水谷川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=10.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工23m2 6,414 第２四半期

第763号　普通河川俵原川河川災害復旧工事 高野町上湯川 約４ヶ月 土木工事 L=16.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工60m2 7,811 第２四半期

第764号　普通河川和南原川河川災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=7.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工23m2 6,207 第２四半期

第765号　普通河川笹倉川河川災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=14.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工27m2 7,265 第２四半期

第783号　市道加島白川線道路災害復旧工事 高野町下湯川 約４ヶ月 土木工事 L=19.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工31m2 3,064 第２四半期

第784号　市道大内線道路災害復旧工事 高野町岡大内 約４ヶ月 土木工事 L=45.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工118m2 12,737 第２四半期

第790号　市道市原線道路災害復旧工事 高野町新市 約４ヶ月 土木工事 L=9.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工25m2　舗装工8m2 4,040 第２四半期

第792号　市道篠原荒神線道路災害復旧工事 高野町和南原 約４ヶ月 土木工事 L=4.4m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工16m2 3,050 第２四半期

第793号　市道大鬼谷線道路災害復旧工事 高野町南 約４ヶ月 土木工事 L=26.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工106m2 14,860 第２四半期
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比和支所　総務室・教育室

支所庁舎LED化事業 比和町 約６ヶ月 電機工事 庁舎照明LED化 11,044 第２四半期

比和支所　地域振興室

第720号　普通河川  駒山川　河川災害復旧工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=68ｍ　コンクリートブロック積A=49㎡ 18,200 第３四半期

529/210　比和木屋原西側水路災害工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=68ｍ　コンクリートブロック積A=49㎡ 22,500 第３四半期

702/210　比和折口頭首工災害復旧工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=5ｍ　コンクリート工　V=4m3 8,500 第３四半期

第720号　普通河川  駒山川　河川災害復旧工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=68ｍ　コンクリートブロック積A=49㎡ 18,200 第３四半期

21/210　比和野田農地災害復旧工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=5ｍ　盛土V=11m3 920 第３四半期

529/210　比和木屋原西側水路災害工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=68ｍ　コンクリートブロック積A=49㎡ 22,500 第３四半期

702/210　比和折口頭首工災害復旧工事 比和町 R4～R5 土木工事 L=5ｍ　コンクリート工　V=4m3 8,500 第３四半期

総領支所　総務室・教育室

総領支所LED改修工事
総領町
下領家

約５ヶ月 電気工事 LEDへの改修 10,855 第３四半期

総領自治振興センター屋根雨漏り修繕
総領町
下領家

約４ヶ月 建築工事 屋根雨漏り修繕 4,604 第２四半期
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