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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 0017 号線 茂呂 
L=400.0m W=6.45～6.55m A=2,594㎡  

（前年度から繰越） 
50,403,600 

市道 0017 号線 茂呂 
L=295.0m W=6.45m =1,901 ㎡  

（前年度から繰越） 
39,679,200 

市道 7719 号線 茂呂 
L=198.2m W=2.9～11.0m A=689 ㎡ 

（前年度から繰越） 
3,652,000 

市道 0017 号線 茂呂 L=400.0m W=6.45～6.50m A=2,588㎡ 53,394,000 

市道 0017 号線 茂呂 L=347.5m W=6.05～9.00m A=2,631㎡ 50,765,000 

市道 0017 号線 茂呂 L=420.0m W=6.45～6.55m A=2,726㎡ 50,556,000 

市道 0017 号線 茂呂 L=370.0m W=6.45～6.50m A=2,522㎡ 45,441,000 

市道 0017 号線 さつき町 L=352.5m W=12.0～15.0m A=4,854㎡ 26,345,000 

市道 0014 号線 上石川 L=70.0m W=5.0～5.4m A=475 ㎡ 3,142,800 

市道 0367 号線 西沢町 L=39.0m W=5.6～6.0m A=224 ㎡ 4,917,000 

市道 0334 号線 村井町外 L=105.6m W=3.0～4.8m A=765 ㎡ 4,158,000  

市道 0016 号線 加園 L=150.0m W=7.1～7.5m A=1,098 ㎡ 6,380,000  

市道 0019 号線 貝島町 L=265.0m W=4.56m A=1,245 ㎡ 14,299,200  

市道 0001 号線 栃窪 L=260.0m  W=6.00m A=1,560 ㎡ 10,186,000  

市道 0010 号線 下沢 L=320.0m W=6.05～6.20m A=1,911㎡ 10,011,600  

市道 7037 号線 さつき町 L=224.5m W=11.0m A=2,439 ㎡ 13,167,000  

市道 0008 号線 見野 L=288.3m W=6.1～7.1m A=1,849 ㎡ 11,022,000  

市道 0029 号線 さつき町 L=145.0m W=11.0m A=1,594 ㎡ 8,734,000  

市道 0349 号線 流通センター L=110.0m W=7.3～9.0m A=974 ㎡ 5,698,000  

市道 3263 号線 樅山町 L=70.8m W=4.0m A=293 ㎡ 1,914,000 

合計 20 件  L=4831.4m 413,865,400 

 

舗装整備工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道カ 789 号線 下粕尾 L=100.0m W=2.0～3.9m A=220 ㎡ 1,350,000  

市道 G052 号線 上石川 L=240.0m W=2.4m A=555 ㎡ 2,527,200  

市道 3079 号線 下奈良部町 L=135.0m W=4.0m A=622 ㎡ 2,656,800  

市道 4204 号線 板荷 L=148.8m W=1.8m A=278 ㎡ 1,652,400  

市道 2272 号線 下沢 L=216.9m W=3.0m～3.6m A=680 ㎡ 3,348,000  

市道 9225 号線 北赤塚町 L=164.7m W=3.0m A=535 ㎡ 2,486,000 

市道 7830 号線 上石川 L=232.4m W=2.0～3.0m A=529 ㎡ 3,058,000 

市道 1924 号線 富岡 L=191.0m W=2.1～3.5m A=314 ㎡ 2,596,000 

合計 8 件  L=1428.8m 19,674,000 

 



 

- 173 - 

 

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 0017 号線 茂呂 改修 側溝 300×500 L=103.9m 9,493,000 

合計 1 件  L=103.9m  9,493,000 

 

冠水対策・災害防除工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 7038 号線 さつき町 

排水管布設工 L=77.35m 

マンホール設置工 1 号人孔 2 箇所 

マンホール設置工 特殊人孔 1 箇所 

（前年度から繰越） 

14,871,600 

市道 2247 号線 草久 

落石防護柵設置工 L=13.6m 

根固工 V=25.0 ㎥ 

（前年度から繰越） 

13,089,600 

市道 7038 号線 さつき町 
流入管布設工事 

（次年度へ繰越） 
－ 

合計 3 件   27,961,200 

 

橋梁補修工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0003 号線 

(黒川橋下り線) 
日光奈良部町  

橋梁補修：橋梁塗装工 A=2,669 ㎡外 

（前年度から繰越) 
59,130,000 

市道 2244 号線 

(字穴橋) 
草久 橋梁補修：ひび割れ補修工 一橋外 18,623,000 

市道 E016 号線 

（稲荷橋） 
府所町 橋梁補修：橋梁塗装工 A=301 ㎡外 6,985,000 

市道 0337 号線 

(上見立橋) 
加園 

橋梁補修： 

（次年度へ繰越） 
－ 

合計 4 件   84,738,000 

 

その他工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 7142 号線 西茂呂 4 丁目 側溝撤去再布設 L=44.8m 2,629,000  

認定外道路 松原 3 丁目 塩化ビニル管布設工φ100VU L=65.5m 990,000 

市道 0003 号線 上奈良部町外 L=1311.0m 合材補修工 46ｔ 4,312,000 

市道 0014 号線 上奈良部町外 L=1500.0m 合材補修工 33t 3,531,000 

市道 0315 号線 坂田山 樹木伐採工 3 本 樹木剪定工 18 本 4,763,000 

市道 0019 号線 晃望台 樹木伐採工 8 本 樹木剪定工 27 本 4,642,000 

市道 0017 号線 さつき町 樹木伐採工 7 本 樹木剪定工 13 本 4,961,000 

市道 0349 号線 流通センター 樹木伐採工 15 本 樹木剪定工  2 本 5,159,000 

合計 8 件   30,987,000 
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交通安全施設工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

交通安全施設整

備事業第 2種工事

その 1 

万町 外 
・区画線工 一式 

・道路反射鏡設置 3 基、撤去１基 
3,607,200 

交通安全施設整

備事業第 2種工事

その 2 

茂呂 外 
・区画線工 一式 

・道路反射鏡設置 3 基 
2,651,000 

交通安全施設整

備事業第 2種工事

その 3 

西茂呂３丁目

外 

・区画線工 一式 

・道路反射鏡設置 1 基 
1,936,000 

合計 3 件   8,194,200 

 

道路橋梁災害工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道カ 243 号線 中粕尾 （次年度へ繰越） － 

市道カ 303 号線 中粕尾 （次年度へ繰越） － 

市道カ 003 号線 中粕尾 （次年度へ繰越） － 

市道カ 329 号線 下粕尾 （次年度へ繰越） － 

市道カ 373 号線外 下粕尾 （次年度へ繰越） － 

市道ア 236 号線 中粟野 （次年度へ繰越） － 

市道 0207 号線外 口粟野 （次年度へ繰越） － 

市道キ 214 号線 口粟野 （次年度へ繰越） － 

市道キ 230 号線外 久野 （次年度へ繰越） － 

市道 4003 号線 板荷 （次年度へ繰越） － 

市道 1059 号線外 富岡 （次年度へ繰越） － 

市道 1289 号線 富岡 （次年度へ繰越） － 

市道 1048 号線 見野 （次年度へ繰越） － 

市道 0004 号線 流通センター （次年度へ繰越） － 

市道カ 253 号線 

（鬼平橋） 

中粕尾 
（次年度へ繰越） － 

市道 0003 号線 

（黒川橋） 

日光奈良部町 
（次年度へ繰越） － 

合計 16 件   － 

 

２ 道路愛護 

(1) 道路愛護会花いっぱい事業 

地域住民 1,026 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     ２２，１６９人 

実施延長         ６１８㎞ 
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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３１年４月１日から令和２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、宮入川、永野川、粟野川、岩下川、荒井川、松葉川、

柿沢川、西川において、参加人員２，２６７人、延長９７．３５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) 

平成 31 年度瀬戸川外除草業務委託 

令和元年度治水対策用ｹﾞｰﾄ保守点検業務委託 

令和元年度岩鼻堰ｻｲﾌｫﾝ清掃業務委託 

上奈良部町外 

戸張町 

口粟野 

2,181,600 

242,000 

319,000 

合   計  3 件  2,742,600 

 

５ 河川維持工事 

工   事   名 場  所 金 額(円) 

平成 30年度極瀬川遊水池整備工事（前年度から繰越） 

令和元年度極瀬川遊水池整備工事（次年度へ繰越） 

令和元年度村井川護岸整備工事 

上石川 

上石川 

村井町 

54,356,400 

－ 

1,320,000 

合   計  3 件  55,676,400 

 

６ 河川災害復旧工事 

工   事   名 場  所 金 額(円) 

令和元年災相沢川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災坂本川 1 号河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災坂本川 2 号河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災櫃沢川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災柿沢川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災瀬戸川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災極瀬川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災野中川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

令和元年災西武子川河川災害復旧工事（次年度へ繰越） 

上永野 

上久我 

上久我 

加園 

板荷 

上殿町 

上石川 

引田 

下武子町 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

合   計  9 件  － 

 


