
位　　　　　置

1 福島県 32 地すべり 藤沢地区 喜多方市 山都町 相川 集水井工　N=１基　集水ボーリング　L=1035m　排水ボーリング　L=110m
2 福島県 1 河川 小泉川 相馬市 初野 復旧延長　L=43.0m　護岸工　コンクリートブロック積　A=170.1m2
3 福島県 2 河川 小泉川 相馬市 和田 復旧延長　L=376.5m　護岸工　コンクリートブロック張　A=937.6m2
4 福島県 3 河川 宇多川 相馬市 山上 復旧延長　L=59.0m　護岸工　コンクリートブロック張　A=534.3m2
5 福島県 4 河川 町場川 相馬市 坪田 復旧延長　L=125.3m　護岸工　コンクリートブロック積　A=94.0m2
6 福島県 6 河川 新田川 南相馬市 原町区 深野 復旧延長　L=27.1m　護岸工　コンクリートブロック張　A=88.8m2
7 福島県 7 河川 境堀川 南相馬市 原町区 長野 復旧延長　L=49.4m　護岸工　コンクリートブロック積　A=206.6m2
8 福島県 8 河川 境堀川 南相馬市 原町区 長野 復旧延長　L=27.7m　護岸工　コンクリートブロック積　A=69.7m2
9 福島県 9 河川 境堀川 南相馬市 原町区 長野 復旧延長　L=9.7m　護岸工　コンクリートブロック積　A=34.6m2
10 福島県 11 河川 太田川 南相馬市 原町区 高 復旧延長　L=21.5m　護岸工　コンクリートブロック張　A=190.2m2
11 福島県 12 河川 太田川 南相馬市 原町区 高 復旧延長　L=48.9m　護岸工　コンクリートブロック張　A=417.6m2　
12 福島県 13 河川 太田川 南相馬市 原町区 矢川原 復旧延長　L=108.6m　護岸工　コンクリートブロック張　A=870.6m2
13 福島県 14 河川 小高川 南相馬市 小高区 金谷 復旧延長　L=12.3m　護岸工　コンクリートブロック張　A=61.4m2
14 福島県 15 河川 前川 南相馬市 小高区 南鳩原 復旧延長　L=106.0m　護岸工　コンクリートブロック積　A=477.0m2
15 福島県 16 河川 前川 南相馬市 小高区 南鳩原 復旧延長　L=115.5m　護岸工　コンクリートブロック張　A=765.8m2
16 福島県 17 河川 前川 南相馬市 小高区 大富 復旧延長　L=128.9m　護岸工　コンクリートブロック積 A=475.1m2　コンクリートブロック張 A=110.7m2
17 福島県 18 河川 前川 南相馬市 小高区 小谷 復旧延長　L=74.2m　護岸工　コンクリートブロック張　A=469.0m2
18 福島県 19 河川 北鳩原川 南相馬市 小高区 羽倉 復旧延長　L=45.2m　護岸工　コンクリートブロック積　A=110.6m2
19 福島県 20 河川 北鳩原川 南相馬市 小高区 北鳩原 復旧延長　L=16.0m　護岸工　コンクリートブロック張　A=97.6m2
20 福島県 21 河川 飯崎川 南相馬市 小高区 飯崎 復旧延長　L=10.0m　護岸工　コンクリートブロック積　A=35.7m2
21 福島県 22 河川 飯崎川 南相馬市 小高区 飯崎 復旧延長　L=13.0m　護岸工　コンクリートブロック積　A=47.1m2　
22 福島県 24 砂防 前川 南相馬市 小高区 大富 復旧延長　L=4.8m　護岸工　コンクリートブロック積　A=18.1m2
23 福島県 25 砂防 前川 南相馬市 小高区 大富 復旧延長　L=13.5m　護岸工　コンクリートブロック積　
24 福島県 26 河川 好間川 いわき市 三和町 渡戸 復旧延長L=22.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　A=151.4㎡
25 福島県 27 砂防 入旅人川 いわき市 田人町 旅人 復旧延長　L=10.6m　大型ブロック積　A=52.8m2
26 福島県 28 道路 いわき石川線 いわき市 遠野町 深山田 復旧延長　L=15.8m　大型ブロック積　A=83.5m2
27 福島県 29 道路 勿来浅川線 いわき市 田人町 貝泊 復旧延長　L=7.5m　吹付枠工　A=105.8m2
28 福島県 31 道路 才鉢前山線 いわき市 田人町 貝泊 復旧延長　L=32.8m　吹付枠工　L=740.0m　落石防止網　A=450.0m2
29 福島県 33 道路 才鉢前山線 いわき市 田人町 貝泊 復旧延長　L=13.5m　大型ブロック積　A=66.9m2
30 福島県 34 道路 才鉢前山線 いわき市 田人町 貝泊 復旧延長　L=9.5m　根継ぎ工　V=9.1m3
31 福島県 35 道路 才鉢前山線 いわき市 田人町 貝泊 復旧延長　L=12.0m　コンクリートブロック積　A=28.5m2
32 いわき市 1001 河川 永久保川 いわき市 小川町 柴原 復旧延長L=41.0m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　A=177.7㎡
33 いわき市 1002 河川 好間川 いわき市 三和町 上市萱 復旧延長L=11.0m　コンクリートブロック張A=52.5m2
34 いわき市 1003 河川 好間川 いわき市 三和町 上市萱 復旧延長L=76.0m　コンクリートブロック張A=458.2m2
35 いわき市 1004 河川 好間川 いわき市 三和町 上市萱 復旧延長L=16.5m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積A=62.5m2
36 いわき市 1005 河川 綱木川 いわき市 三和町 上三坂 復旧延長L=13.0m　コンクリートブロック積A=31.7㎡
37 いわき市 1006 河川 三阪川 いわき市 三和町 上三坂 復旧延長L=25.0m　コンクリートブロック張A=84.6m2
38 いわき市 1007 河川 三阪川 いわき市 三和町 上三坂 復旧延長L=15.2m　コンクリートブロック張A=51.9m2
39 いわき市 1008 河川 小久川 いわき市 大久町 小久 復旧延長L=20.2m　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積A=59.2㎡
40 いわき市 1009 河川 成沢川 いわき市 遠野町 上根本 復旧延長L=22.5m　コンクリートブロック積A=68.5m2
41 いわき市 1010 河川 赤沼川 いわき市 平 上片寄 復旧延長L=23.0m　コンクリートブロック積A=88.8m2
42 いわき市 1011 河川 舞台川 いわき市 三和町 上市萱 復旧延長L=91.5m　コンクリートブロック積A=271.2㎡
43 いわき市 1012 河川 北川 いわき市 三和町 下市萱 復旧延長L=98.0m　コンクリートブロック積A=368.3㎡
44 いわき市 1014 河川 第2井出川 いわき市 田人町 貝泊 復旧延長　L=28.0m　コンクリートブロック積　A=90.7m2
45 相馬市 1013 河川 金谷原川 相馬市 山上 復旧延長　L=62.0m　護岸工　コンクリートブロック積　A=300.0m2

査定番号事業主体 設計概要
郡市 町村 大字

河川路線名工種


