
工事概要

工事 申請

番号 工種
124 河川 智頭町 芦津 1号 八河谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=10m2
125 河川 智頭町 芦津 2号 八河谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=16m2
128 河川 智頭町 八河谷 3号 八河谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=269m2
265 道路 智頭町 芦津 1号 津山智頭八東線 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=73m2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=21m
101 河川 智頭町 尾見 3号 千代川 73 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝42m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=79m2
367 砂防 智頭町 中原 3号 天狗谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=54m2
136 河川 智頭町 中原 4号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=341m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工V=38m3
133 河川 智頭町 中原 1号 横瀬川 160 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=487m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=118m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工(4t)N=25個
191 砂防 智頭町 中原 1号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=419m2
192 砂防 智頭町 中原 2号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=228m2
193 砂防 智頭町 中原 3号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=43m2
194 砂防 智頭町 中原 4号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=171m2
195 砂防 智頭町 中原 5号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=66m2
196 砂防 智頭町 中原 6号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=28m2
197 砂防 智頭町 中原 7号 横瀬川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=19.0m2
198 砂防 智頭町 中原 西谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=20m2
112 河川 智頭町 福原 1号 千代川 48 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=53m2
114 河川 智頭町 福原 3号 千代川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=46m2
359 河川 智頭町 駒帰 千代川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝96m2 根継工V=4m3
72 河川 智頭町 埴師 1号 土師川 61 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=167m2 根固めﾌﾞﾛｯｸ工（2ｔ）N=38個
73 河川 智頭町 埴師 2号 土師川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=98m2
62 河川 智頭町 三吉 土師川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=221m2
61 河川 智頭町 横田 土師川 75 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工A=273m2
212 砂防 智頭町 埴師 1号 天木川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=125m2
213 砂防 智頭町 埴師 2号 天木川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=47m2
214 砂防 智頭町 埴師 3号 天木川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=54m2 根継工L=４ｍ
215 砂防 智頭町 埴師 4号 天木川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=168m2
209 砂防 智頭町 大屋 1号 大屋川 60 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=96.9m2
210 砂防 智頭町 大屋 2号 大屋川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=121.5m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=107m2 床張ﾌﾞﾛｯｸ工A=116.8m2
211 砂防 智頭町 大屋 3号 大屋川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=72m2
371 砂防 智頭町 大屋 4号 大屋川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=44m2
275 道路 智頭町 大屋 西谷那岐停車場線 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=18m2 舗装工A=8m2 防護柵工L=6m
70 河川 智頭町 大背 3号 土師川 31 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工A=54m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=42m2
71 河川 智頭町 大背 4号 土師川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=209m2
64 河川 智頭町 河津原 土師川 100 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=455m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=38m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工(3t)N=16個
65 河川 智頭町 東宇塚 土師川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=240m2 水路工L=5m
221 砂防 智頭町 下西 二反谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=62m2
355 河川 智頭町 東宇塚 2号 土師川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=121m2
74 河川 智頭町 早瀬 1号 土師川 92 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=43m2
75 河川 智頭町 早瀬 2号 土師川 練石積工A=33m2
76 河川 智頭町 早瀬 3号 土師川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=37m2 練石積工A=62m2
207 砂防 智頭町 奥本 1号 宇丹谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=267m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=102m2
208 砂防 智頭町 奥本 2号 宇丹谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=212m2
370 砂防 智頭町 奥本 3号 宇丹谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=85m2
203 砂防 智頭町 奥本 1号 坂ノ谷川 57 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=54ｍ2
204 砂防 智頭町 奥本 2号 坂ノ谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=38ｍ２
205 砂防 智頭町 奥本 3号 坂ノ谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=58m2 床張ﾌﾞﾛｯｸ工A=65ｍ2
206 砂防 智頭町 奥本 奥本川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=147m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工(1t)N=90個
369 砂防 智頭町 奥本 2号 奥本川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=34m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工（4t）N=16個
375 砂防 智頭町 奥本 4号 坂ノ谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=32m2 床張ﾌﾞﾛｯｸ工A=19m2
171 砂防 若桜町 屋堂羅 1号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=34m2
172 砂防 若桜町 屋堂羅 2号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=79m2
188 砂防 若桜町 渕見 2号 宮の谷川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝19m2
372 砂防 若桜町 三倉 1号 三倉川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝31m2
373 砂防 若桜町 三倉 2号 三倉川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝11m2
374 砂防 若桜町 三倉 3号 三倉川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝53m2
173 砂防 若桜町 屋堂羅 3号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=26m2
174 砂防 若桜町 屋堂羅 4号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=16m2
175 砂防 若桜町 屋堂羅 5号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=52m2
176 砂防 若桜町 屋堂羅 6号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=19m2
363 砂防 若桜町 屋堂羅 7号 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝41m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工（1t）N=20個
481 砂防 若桜町 屋堂羅 屋堂羅川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝105m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工(2t)Ｎ＝14個
356 河川 若桜町 根安 八東川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝37m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工（6t）N=8個
357 河川 若桜町 須澄 3号 八東川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工Ａ＝86m2
358 河川 若桜町 須澄 4号 八東川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝52m2
186 砂防 若桜町 小船 久曽木谷川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=40m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=27m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工（1t）N=8個
364 砂防 若桜町 落折 羽佐利川 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=34m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工（6t）N=14個
121 河川 若桜町 吉川 1号 吉川川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=240m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=293m2
350 道路 若桜町 吉川 2号 若桜下三河線 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=105m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工(2t)N=32個
122 河川 若桜町 吉川 2号 吉川川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=53m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=77m2 水叩復旧工V=40m3
181 砂防 若桜町 吉川 1号 吉川川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=43m2
182 砂防 若桜町 吉川 2号 吉川川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=92.7m2 根固ﾌﾞﾛｯｸ工（5t）N=17個
123 河川 若桜町 吉川 3号 吉川川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=186m2 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=77m2 根継工V=53m3
179 砂防 若桜町 吉川 若杉谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=11m2 底張ｺﾝｸﾘｰﾄ工A=33m2
180 砂防 若桜町 吉川 ヒレジ谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=40m2
38 河川 八頭町 船岡 八東川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工A=166m2
407 河川 八頭町 稲荷 私都川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝86m2
361 砂防 八頭町 西御門 1号 本谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝31.6m2

362 砂防 八頭町 西御門 2号 本谷川 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工Ａ＝51m2 床張ﾌﾞﾛｯｸ工A=38m2
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