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1 工事 災害 × 養老２地区農地災害復旧工事（272・5439・5418） 三原市本郷町船木 11,420,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD
（農地）畦畔築立　L=136m，排土　V=616m3，盛土　V=681m3，（水
路）排土　V=249m3，構造物撤去　V=4.2m3，二次製品水路
L=12.0m，現場打水路　Ｌ=16.1m

2 工事 災害 × 河川災害復旧工事（普通河川恵下谷川） 三原市港町三丁目 9,880,000 R3.2.26 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=21m，河川土工　一式，側面コンクリート工　V=21m3，
石積工　A=10m2，仮設工　一式

3 工事 災害 × 清田･山田･今岡･藤川農地災害復旧工事（187） 三原市本郷町船木 9,343,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=4.0m，畦畔築立　L=4.0m，ブロック積工　A=5m2，排
土　V=508m3，流木処理　V=2m3

4 工事 災害 × 西原・堀本農地災害復旧工事（448） 三原市鷺浦町須波 8,190,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=24.0m，土工　一式，排土　V=185m3，ブロック積み
A=38m2，法面工　一式

5 工事 災害 × 濱田農地災害復旧工事（64） 三原市大和町大草 7,084,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD
A箇所 排土 V=601m3，B箇所 排土  V=13m3，C箇所 排土
V=121m3，D箇所 排土  V=66m3，E箇所 復旧延長 L=20.0m，畦畔
築立 L=20m ，ネット柵工 L=20m

6 工事 災害 × 長井農地災害復旧工事(346) 三原市大和町大具 6,509,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=36.0m，土工　一式，植生工　A=147m2，かご工
L=66m，暗渠排水工　L=16m，ブロック積工　A=35m2，畦畔復旧工
L=36.0m，工事用道路工　一式

7 工事 災害 × 中山農地災害復旧工事（217） 三原市鷺浦町向田野浦 4,632,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD 施工延長　L=37.4m，土工　一式，ブロック積み　A=64m2

8 工事 災害 × 土田農地災害復旧工事（225） 三原市鷺浦町向田野浦 4,039,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCDE 施工延長　L=48.1m，土工　一式，法面工　一式

9 工事 災害 × 引地農地災害復旧工事（226） 三原市鷺浦町須波 3,823,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCDE
施工延長　L=44.5m，土工　一式，ブロック積み　A=24m2，法面工
一式

10 工事 災害 × 高下農地災害復旧工事（49） 三原市大和町大草 3,761,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCDE
復旧延長 L=18.0m，張芝工   A=135m2，畦畔築立  L=18m，仮設道
路  L=28m

11 工事 災害 × 河川災害復旧工事（上徳良水路） 三原市大和町上徳良 2,211,000 R3.2.1 土木 市内全域 ABCDE
施工幅員　L=10.0m，土工　一式，コンクリートブロック工　A=20m2，
植生工　A=10m2，仮設工　一式

12 工事 災害 × 内山農地災害復旧工事（349） 三原市大和町大草 2,198,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCDE
A箇所  復旧延長 L=8.5m，フトン篭 L=17m，B箇所  排土
V=117m3

13 工事 災害 × 田原農地災害復旧工事(412) 三原市大和町下徳良 1,526,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCDE
施工延長　L=2.5m，土工　一式，畦畔復旧工　L=2.5m，排土
V=152m3

14 工事 災害 × 西原農地災害復旧工事（221） 三原市鷺浦町須波 1,520,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCDE 施工延長　L=16.4m，土工　一式，法面工　一式

15 工事 本郷支所照明器具改修工事 三原市本郷南六丁目 2,167,000 R2.12.24 電気 市内全域 CDE 照明器具取替　N=52台，その他補修　一式

16 工事 三原西処理分区ネットワーク管渠整備工事（2-1工区） 三原市宮浦三丁目外 23,801,000 R3.3.31 土木 三原地域 ABCD

【宮浦三丁目】路線延長　L=16.5m，管体延長　管渠工（開削）φ250
L=4.0m，管体延長　管渠工（推進）φ250　L=9.8m，付帯工　一式，
【宮沖二丁目】路線延長　L=30.2m，管体延長　管渠工（開削）φ250
L=28.0m，付帯工　一式

17 工事 市道沼田東町南部29号線道路改良工事 三原市沼田東町末光 10,391,000 R3.2.25 土木 三原地域 ABCD
施工延長　L=26.0m，コンクリートブロック工　A=109m2，排水構造
物工　L=23m，舗装工　A=153m2，区画線工　L=204m

18 工事 東本通8号公園造成工事（2-1工区） 三原市本郷南四丁目 16,080,000 R3.3.11 土木 本郷地域 ABCD
土工　一式，石張工　A=466m2，張りコンクリート工　A=116m2，法
面工　A=370m2，舗装工　A=69m2，排水構造物工　L=14m，防護柵
工　L=48m

19 工事 市道大和町原田見熊線道路改良工事 三原市大和町萩原 16,198,000 R3.3.11 土木 大和地域 ABCD
施工延長 L=90.0m，道路土工　一式，排水構造物工 L=115m，構造
物取壊し工 一式，舗装工 A=794m2

20 工事 災害 × 扇池災害復旧工事(5131) 三原市大和町大草 8,082,000 R3.3.31 土木
県内

本支店
ABCD 排土　V=652m3，流木処理　V=13m3，工事用道路工　一式

21 工事 三原東処理分区汚水管新設工事（2-1工区） 三原市中之町二丁目 25,946,000 R3.3.31 土木 市内全域 ABCD
路線延長（汚水補助）　L=213.2m，管体延長　管渠工（開削）　φ
200　L=203.6m，路線延長（汚水単独）　L=11.5m，管体延長　管渠
工（開削）　φ200　L=9.5m

22 工事 高坂排水路改良工事 三原市高坂町真良 7,623,000 R3.3.19 土木 市内全域 ABCD
施工延長　L=134.8m，河川土工　一式，排水構造物工　L=134.8m，
仮設工　一式

23 工事 市道木原22号線道路改良工事 三原市木原五丁目 2,065,000 R3.1.28 土木 市内全域 ABCDE
施工延長 L=28m，土工　一式，排水構造物工 L=38m，区画線工
L=934m，構造物取壊し工 一式
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