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維持課関係                                     

１ 土木関係工事 

 

道路維持関係 

舗装改修工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0354 号線 白桑田 L=764.0m W=5.3～5.5m A=2,706 ㎡ 11,005,200 

市道 1253 号線 千渡 L=200.0m W=2.4～3.7m A=679 ㎡ 2,721,600 

市道 1011 号線外 下武子町外 L=208.8m W=1.3～7.2m A=577 ㎡ 4,946,400 

市道 9022 号線 藤江町 L=352.2m W=2.1～8.0m A=985 ㎡ 4,212,000 

市道 9807 号線 南上野町 L=120.0m W=3.8～4.4m A=501 ㎡ 2,300,400 

市道 0318 号線 武子 L=48.6m W=3.2～5.2m A=212 ㎡ 2,311,200 

市道 1062 号線 富岡 L=160.1m W=0.0m～6.4m A=607 ㎡ 3,477,600 

市道 0317 号線 富岡 L=160.0m W=2.5～5.4m A=513 ㎡ 2,311,200 

市道 1268 号線 仁神堂町 L=142.0m W=2.7～3.6m A=452 ㎡ 2,268,000 

市道 0008 号線 見野 L=342.0m W=6.0～6.7m A=2,446 ㎡ 12,096,000 

市道 0002 号線 花岡町 L=280.0m W=7.4m A=2,080 ㎡ 18,046,800 

市道 0348 号線 花岡町 L=17.0m  W=8.2m  A=111 ㎡ 1,771,200 

市道 0017 号線 茂呂 L=210.0m  W=6.5m  A=1,354 ㎡ 26,568,000 

市道 7855 号線 池ノ森 L=155.4m W=3.2～4.2m A=537 ㎡ 3,013,200 

市道 7244 号線 上石川 L=188.5m W=2.1～3.9m A=560 ㎡ 2,916,000 

市道 0321 号線 栃窪 L=190.0m W=5.8m A=1,131 ㎡ 4,438,800 

市道 0017 号線 上殿町 L=320.0m W=7.0m A=2,234 ㎡ 11,869,200 

市道 0350 号線 東町 1 丁目 L=213.0m W=5.7～6.3m A=1,317 ㎡ 7,981,200 

小計 18 件  L=4,071.6m 124,254,000 

 

舗装整備工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 9034 号線外 北赤塚町外 L=127.4m W=4.0～5.0m A=667 ㎡ 3,715,200 

市道 7344 号線外 茂呂 L=336.8m W=0.0～6.7m A=1,039 ㎡ 4,633,200 

市道 1892 号線外 見野 L=238.7m W=1.7～3.4m A=510 ㎡ 1,738,800 

市道 9079 号線外 奈佐原町外 L=270.0m W=2.2～7.2m A=1,117 ㎡ 4,028,400 

市道ナ 003号線外 下永野外 L=279.7m W=2.4～7.5m A=889 ㎡ 4,028,400 

市道 1778 号線 栃窪 L=197.3m W=1.9～6.5m A=404 ㎡ 2,073,600 

市道 3044 号線 塩山町 L=70.5m W=3.0m A=212 ㎡ 3,261,600 

市道 8247 号線 西沢町 L=157.0m W=2.7～8.0m A=1,076 ㎡ 4,266,000 

小計 8 件  L=1,677.4m 27,745,200 
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側溝改修・整備工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 5042 号線外 府中町外 整備 側溝 300 L=20.0m 2,581,200 

認定外道路 白桑田 整備 側溝 300 L=45.7m 2,181,600 

市道 0302 号線 塩山町 整備 側溝 300 L=14.0m 853,200 

市道 1891 号線 見野 整備 側溝 300 L=209.4m 4,384,800 

市道 0331 号線 深津 整備 側溝 300 L=25.0m 1,263,600 

小計 5 件  整備 L=314.1m 11,264,400 

 

路肩改修・整備工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 7220 号線 茂呂 整備 重力式擁壁 L=105.3m 4,039,200 

市道 7331 号線 茂呂 整備 袋詰玉石 2ｔ 43 袋 2,332,800 

市道 1254 号線 千渡 整備 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵板工 L=35.0m 2,278,800 

小計 3 件   8,650,800 

 

橋梁補修工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0017 号線 

(さつき大橋) 
上殿町 

橋梁補修：橋面防水工 A=1,714m2 外 

(前年度から繰越) 
54,550,800 

市道 0017 号線 

(さつき大橋) 
上殿町 

橋梁補修：橋梁塗装工 A=2,920m2 外 

(前年度から繰越) 
21,934,800 

市道 0301 号線 

(大和田橋) 
大和田町 

橋梁補修：橋面防水工 A=1,516m2 外 

(次年度へ繰越) 
－ 

小計 3 件   76,485,600 

 

その他工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 7438 号線 西茂呂２丁目 横断防止柵 L=34m 1,900,800 

市道 0348 号線 花岡町 
法枠工□200-1500×1500 L=843.5m 

植生工 A=274 ㎡ 
24,321,600 

市道 9066 号線 楡木町 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2,000×1,000 L=12m 3,801,600 

市道 9282 号線 北赤塚町 路体盛土 V=27 ㎥ 1,166,400 

小計 4 件   31,190,400 

 

交通安全施設工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0017 号線外 茂呂外 
区画線（実線 白 15cm）L=2,687m 外 

カラー舗装（緑・青）A=210 ㎡ 
4,330,800 

市道 0104 号線外 口粟野外 区画線（実線 白 15cm）L=2,687m 外 3,045,600 

市道 8729 号線外 上南摩町外 
ガードレール L=70m 

道路反射鏡 12 箇所 
3,358,800 

小計 3 件   10,735,200 
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道路橋梁災害工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0005 号線 

（清南橋） 
佐目町 

法覆護岸工 A=403m2 外 

（前年度から繰越） 
25,110,000 

市道 0009 号線 

（その１） 
笹原田 

L=35.9m 土砂撤去 V=967m3 外 

（前年度から繰越） 
2,073,600 

市道 0009 号線 

（その２） 
笹原田 ﾌﾞﾛｯｸ積 A=157 ㎡ ｶｺﾞﾏｯﾄ A=40 ㎡外 12,895,200 

市道 0009 号線 

（その３） 
笹原田 土砂撤去 V=1,343 ㎥外 2,268,000 

市道 0009 号線 笹原田 
舗装復旧 A=1,377 ㎡外 

（次年度へ繰越） 
－ 

市道 9806 号線 

（金比羅橋） 
楡木町 

橋梁架替 L=13.0m W=3.6m 

(前年度から繰越) 
46,202,400 

市道 9806 号線 

（金比羅橋） 
楡木町 重力式擁壁 L=20.1m 外 1,522,800 

市道 5050 号線 上殿町 ｶｺﾞﾏｯﾄ A=209 ㎡外 10,724,400 

小計 8 件   100,796,400 

 

２ 道路愛護 

(1) 道路愛護会花いっぱい事業 

地域住民 1,180 人の参加を得て、道路沿いの花壇等に花苗の植栽を実施した。 

(2) 道路ふれあい行事 

地域住民との協働により、次のとおり国・県・市道の小枝切り、草刈り、清掃

を実施した。 

道路愛護参加団体      ９６団体 

延参加者数     １４，４０３人 

実施延長         ８１３㎞ 

 

３ 河川愛護事業 

河川環境への住民の期待はますます高まっているところから、河川愛護団体、自治会

等を通して河川愛護意識の高揚、啓発活動、愛護団体等の支援をしている。 

各愛護団体は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、黒川、長畑

川、大芦川、南摩川、武子川、思川、松葉川、宮入川、永野川、粟野川において、参加

人員２，２７９人、延長８７．８９キロメートルの区間で清掃活動を実施した。 

 

４ 河川維持委託 

委   託   名 場  所 金 額(円) 

瀬戸川外除草業務委託 上奈良部町外 2,203,200 

合   計  1 件  2,203,200 

 

 

 

 



 

-172- 

 

５ 河川維持工事 

工   事   名 場  所 金 額(円) 

野中川護岸補修工事 

日吉町地内水路整備工事 

瀬戸川護岸改修工事その１ 

瀬戸川護岸改修工事その２（次年度へ繰越） 

瀬戸川補修工事 

上南摩町地内普通河川護岸補修工事 

普通河川極瀬川第１遊水池進入路築造工事 

極瀬川遊水池護岸整備工事（次年度へ繰越） 

引田 

日吉町 

上奈良部町 

上奈良部町 

下奈良部町 

上南摩町 

上石川 

上石川 

3,596,400 

4,028,400 

41,212,800 

－ 

3,153,600 

2,440,800 

8,888,400 

－ 

合   計  8 件  63,320,400 

 

６ 河川災害工事 

工   事   名 場  所 金 額(円) 

野中川河川災害復旧工事その１ 

（前年度から繰越） 
引田 17,755,200 

合   計  1 件  17,755,200 

 


