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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 0004 号線 流通センター 

L=85.0m W=7.25m A=616 ㎡ 

（前年度から繰越） 

3,575,000 

市道 0017 号線 茂呂 L=611.0m W=6.5～6.7m A=4,011 ㎡  74,250,000 

市道 0017 号線 さつき町 L=75.0m W=12.0m A=970 ㎡ 12,034,000 

市道 0321 号線 栃窪 L=120.0m W=5.8～6.6m A=724 ㎡ 6,754,000 

市道 3290 号線 村井町 L=198.2m W=4.0m A=536 ㎡ 2,926,000 

市道 5100 号線 西鹿沼町 L=59.0m W=5.4～5.8m A=334 ㎡ 2,068,000 

市道 0009 号線 笹原田 L=220.0m W=6.62～7.43 11,924,000 

市道 0001 号線 栃窪 L=240.0m  W=6.00m A=1,730 ㎡ 10,758,000 

市道 0010 号線 加園 L=134.0m W=6.10～9.10m A=925 ㎡ 6,589,000 

市道 7037 号線 さつき町 L=228.0m W=7.0m,11.0m A=1,152 ㎡ 11,088,000 

市道 0008 号線 富岡 L=303.1m W=7.0～8.6m A=2,268 ㎡ 12,276,000 

市道 0029 号線 深津 L=200.0m W=6.0～9.8m A=1,721 ㎡ 9,603,000 

市道 0349 号線 流通センター L=242.0m W=9.0m A=2221 ㎡ 13,024,000 

市道 0014 号線 上奈良部町外 （次年度へ繰越） - 

合計 14 件  L=2475.3m 176,869,000 

 

舗装整備工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 1030 号線 千渡 （次年度へ繰越） - 

市道 9283・9289

号線 

北赤塚町 L=230.0m W=2.4～7.0m A=1,046 ㎡ 4,972,000 

認定外道路 花岡町 L=123.0m W=2.2m A=283 ㎡ 2,189,000 

合計 3 件  L=353.0m 7,161,000 

 

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=105.0m 8,217,000 

市道 7215 号線 茂呂 整備 側溝 300×300 L=44.0m 2,519,000 

合計 2 件  L=149.0m  10,736,000 
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冠水対策工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 7038 号線 さつき町 

流入管路布設工 L=69.15m 

ボックスカルバート工 L=68.05m 

フェンス設置工 L=167.0m 

特殊マンホール設置工 1 基 

（前年度から繰越） 

46,596,000 

市道 7376 号線 白桑田 

浸透桝設置工事 

（次年度へ繰越） 

－ 

市道 0004 号線 流通センター 

集水桝設置工 12 基 

舗装工 L=137.5m W=2.85 

街路樹伐採 4 本 

6,479,000 

合計 3 件   53,075,000 

 

橋梁補修工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0337 号線 

(上見立橋) 

加園 

橋梁補修：断面修復工、塗替塗装工、 

伸縮目地漏水対策工 一式 

（前年度から繰越) 

12,771,000 

市道カ 287 号線 

(於林橋) 

中粕尾 

橋梁補修：塗替塗装工、断面修復工、 

     伸縮目地止水工 一式 

14,069,000 

合計 2 件   26,840,000 

 

その他工事 

工事名（路線名） 場所 延長・幅員等 金額 

市道 0315 号線 坂田山 樹木伐採工 19 本 樹木剪定工 4 本 4,774,000 

市道 0019 号線 晃望台 樹木伐採工 27 本 樹木剪定工 13 本 4,730,000 

市道 0017 号線 さつき町 樹木伐採工 3 本 樹木剪定工 5 本 2,431,000 

合計 3 件   11,935,000 
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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 

南上野町外 

・区画線工 一式 

・道路反射鏡設置 3 基 

3,498,000 

交通安全施設整

備事業第 2 種工事

その 2 

西茂呂 1 丁目

外 

・区画線工 一式 

・道路反射鏡設置 1 基 

4,587,000 

交通安全施設整

備事業第 2 種工事

その 3 

松原 2 丁目外 

・区画線工 一式 

・道路反射鏡設置 2 基 

2,915,000 

合計 3 件   11,000,000 

 

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 0004 号線 流通センター 

L=85.0ｍ W=7.25ｍ 

（前年度から繰越） 

3,575,000 

市道 1924 号線 富岡 L=284.0ｍ W=2.3ｍ 4,048,000 

市道ア 028 号線 柏木 L=87.4ｍ W=4.7～12.1ｍ 3,586,000 

市道カ 243 号線 中粕尾 L=84.76ｍ   W=4.0～6.7ｍ 4,059,000 

市道カ 303 号線 中粕尾 L=160.0ｍ  W=3.4～4.0ｍ 16,027,000 

市道カ 003 号線 中粕尾 L=73.0ｍ    W=3.6ｍ 3,872,000 

市道カ 329 号線 下粕尾 L=116.5ｍ  W=2.5～3.0ｍ 11,209,000 

市道カ 373 号線外 下粕尾 L=66.0ｍ  W=3.7～5.9ｍ 6,050,000 

市道ア 236 号線 中粟野 L=128.4ｍ  W=3.0ｍ 12,727,000 

市道 0207 号線外 口粟野 L=93.5ｍ  W=3.0～4.0ｍ 3,223,000 

市道キ 214 号線 口粟野 L=173.2ｍ  W=1.7～2.9ｍ 4,928,000 

市道キ 215 号線外 口粟野 L=138.3ｍ  W=1.5～2.2ｍ 4,103,000 

市道キ 204 号線 口粟野 （次年度へ繰越） － 

市道キ 230・0206

号線外 

久野 L=499.7ｍ  W=3.0～3.5ｍ 18,139,000 

市道 4003 号線 板荷 L=112.0ｍ  W=5.0ｍ 13,002,000 

市道 1059 号線外 富岡 L=179.2ｍ  W=1.6～3.2ｍ 8,470,000 

市道 1289 号線 富岡 L=34.6ｍ  W=1.35ｍ 3,289,000 

市道 1048 号線 見野 L=135.2ｍ  W=3.0ｍ 4,147,000 

市道カ 253 号線 

（鬼平橋） 

中粕尾 防護柵工 L=54.0ｍ 7,590,000 

市道ア 266 号線 

（炭谷橋） 

口粟野 高欄工 L=64.8ｍ 3,476,000 

市道 0003 号線 

（黒川橋） 

日光奈良部町 取付護岸 L=34.6ｍ 56,397,000 

市道 0348 号線 花岡町 L=47.0m  擁壁工 A=218 ㎡ 55,077,000 

市道カ 302 号線 

（蕪根橋）下部工 

中粕尾 （次年度へ繰越） － 
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市道カ 302 号線 

（蕪根橋）上部工 

中粕尾 （次年度へ繰越） － 

市道ア 224 号線 

（和田橋）下部工 

中粟野 （次年度へ繰越） － 

市道ア 224 号線 

（和田橋）上部工 

中粟野 （次年度へ繰越） － 

市道ナ 290 号線 

寺坂林道 

下永野 （次年度へ繰越） － 

合計 23 件   246,994,000 

 

２ 道路愛護 

 (1) 道路愛護会花いっぱい事業 

   地域住民 491 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     85 団体 

    延参加者数       6,582 人 

    実施延長         221 ㎞ 

 

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、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間、黒川、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、松葉川において、参

加人員 1,672 人、延長 64.15 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 内  容 金 額(円) 

令和 2 年度瀬戸川外 

除草業務委託 

上奈良部町外 

除草工 

A=17,220 ㎡ 

2,849,000 

令和 2年度市街地治水対策

用ｹﾞｰﾄ保守点検業務委託 

戸張町外 

ゲート保守点検 

6 箇所 

  246,400 

合   計  2 件  
 

3,095,400 

 

５ 河川維持工事 

工   事   名 場  所 内  容 金 額(円) 

令和元年度極瀬川遊水池

整備工事 

（前年度から繰越） 

上石川 

護岸工 

A=501 ㎡ 
25,644,000 

合   計  1 件  
 

25,644,000 
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６ 河川災害復旧工事 

工   事   名 場  所 内  容 金 額(円) 

令和元年災相沢川河川 

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

上永野 

ブロック積工 

L=66.9m A=194 ㎡ 

 5,200,000 

令和元年災坂本川 1号河川

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

上久我 

ブロック積工 

L=26.0m A=65 ㎡ 

 4,730,000 

令和元年災坂本川 2号河川

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

上久我 

ブロック積工 

L=11.0m A=37 ㎡ 

 4,972,000 

令和元年災櫃沢川河川 

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

加園 

ブロック積工 

 L=79.3m A=277 ㎡ 

11,419,000 

令和元年災柿沢川河川 

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

板荷 

ブロック積工 

L=58.4m A=155 ㎡ 

12,496,000 

令和元年災瀬戸川河川 

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

上殿町 

ブロック積工 

L=32.0m A=101 ㎡ 

 4,009,000 

令和元年災極瀬川河川 

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

上石川 

ブロック積工 

L=29.0m A=74 ㎡ 

 5,335,000 

令和元年災野中川河川 

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

引田 

ブロック積工 

L=151.5m A=779 ㎡ 

56,463,000 

令和元年災西武子川河川

災害復旧工事 

（前年度から繰越） 

下武子町 

ブロック積工 

L=60.8m A=310 ㎡ 

30,668,000 

令和元年災朝日町地内 

河川災害復旧工事 

朝日町 

水路工 

L=34.0m 

11,220,000 

令和元年災大荷沢川河川 

災害復旧工事 

中粟野 

ブロック積工 

L=16.0m A=49 ㎡ 

 4,103,000 

令和元年災口粟野地内 

排水樋管築造工事 

口粟野 排水樋管工 L=17.9m 13,420,000 

令和元年災北の入沢川 

河川災害復旧工事 

（次年度へ繰越） 

上永野 

ブロック積工 

L=138.0m A=715 ㎡ 

― 

合   計  13 件  

 

 

 


