
事業別進捗状況一覧 H30.12月末現在

地区 区分 事業主体
復興計画
での表示

名称、箇所 事業概要

松末 河川 国土交通省 － 赤谷川 改良復旧・原形復旧 H29～H33年度
（原形復旧区間）工事中
（改良復旧区間）設計中

松末 河川 国土交通省 － 乙石川 改良復旧 H29～H33年度 設計中

松末 河川 国土交通省 － 大山川 改良復旧 H29～H33年度 設計中

松末 河川 朝倉市 － 小河内川 改良復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 河川 朝倉市 ① 土師川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 河川 朝倉市 ② 崩谷川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 河川 朝倉市 ③ 正信川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

松末 河川 国土交通省 土砂止め工 星丸地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 河川 国土交通省 土砂止め工 星丸地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 道路 福岡県 × 県道八女香春線 原形復旧 H30～H31年度 工事中

松末 道路 福岡県 × 県道安谷赤谷線 原形復旧 H30～H31年度 工事中

松末 道路 朝倉市 ② 市道真竹・乙石線ほか６路線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 ③ 市道真竹・小河内１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 ④ 市道星丸・大山線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 － 市道砂原１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 － 市道正信線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

松末 道路 朝倉市 － 市道立１号線 原形復旧 工事完了

松末 道路 朝倉市 － 市道獺の口・山口線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 － 市道清水元線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 － 市道真竹・相ヶ谷線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

松末 道路 朝倉市 － 市道小汐線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（農地区画整理）と調整中

松末 砂防 国土交通省 ① 赤谷地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ③ 本村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ④ 本村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 工事中

松末 砂防 国土交通省 ⑤ 本村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑥ 本村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑦ 本村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑧ 乙石地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑨ 乙石地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑩ 乙石地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑪ 乙石地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑫ 中村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑬ 中村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑭ 中村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑮ 中村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑯ 中村地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑰ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑱ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

復旧事業の内容
計画期間
予定工期

本工事の状況等
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松末 砂防 国土交通省 ⑲ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ⑳ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉑ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉒ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉓ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉔ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉕ 石詰地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉗ 真竹地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉘ 真竹地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉙ 真竹地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉚ 真竹地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉛ 真竹地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ㉟ 小河内地区 砂防堰堤工 H30～H34年度 設計中

松末 砂防 国土交通省 ワイヤーネット 乙石地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 ワイヤーネット 本村地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 ワイヤーネット 本村地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 ワイヤーネット 本村地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 ワイヤーネット 小河内地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 土砂止め工（遊砂地） 石詰地区 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 除石 小河内地区（汐井谷） 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 国土交通省 除石 小河内地区（小河内） 応急的な仮設工事 工事完了

松末 砂防 福岡県 ② 蔵谷地区 法面工 H30年度
工事中
期間については協議中

松末 砂防 福岡県 ㉖ 真竹地区 法面工 H30年度
工事中
期間については協議中

松末 砂防 福岡県 ㉜ 正信地区 法面工 H30年度
工事中
期間については協議中

松末 砂防 福岡県 ㉝ 星丸地区 法面工 H30年度
工事中
期間については協議中

松末 砂防 福岡県 ㉞ 正信川 砂防堰堤工 H30年度
工事契約済み、Ｈ31.2より着手予定
期間については協議中

松末 治山 林野庁 ① 杷木赤谷西 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ② 杷木赤谷山ノ神 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ③ 杷木赤谷ムカイノ 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ④ 杷木赤谷ムカイノ 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ⑤ 杷木赤谷ムカイノ 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ⑥ 杷木赤谷ムカイノ 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ⑦ 杷木松末小汐 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 ⑧ 杷木松末源東 山腹工 H30～H31年度 工事中

松末 治山 林野庁 － 杷木赤谷山ノ神 山腹工 1/23再入札公告

松末 治山 林野庁 － 杷木松末小河内 山腹工 1/23再入札公告

松末 林道 朝倉市 ① 赤谷真竹線 原形復旧 H30～H31年度 入札手続中

松末 林道 朝倉市 － 乙石線 原形復旧 H31～H32年度 他事業との調整（砂防）

松末 林道 朝倉市 － 柚ノ木谷線 原形復旧 廃工

松末 林道 朝倉市 － 小汐線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（砂防）
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松末 林道 朝倉市 － 三郎谷線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（砂防）

松末 林道 朝倉市 － 汐井谷線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（砂防）

松末 林道 朝倉市 － 中ノ谷線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（砂防）

松末 林道 朝倉市 － 萩尾線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（治山）

松末 林道 朝倉市 － 崩谷線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（砂防）

松末 林道 朝倉市 － 犬岳線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（治山）

松末 林道 朝倉市 － 堂萬線 原形復旧 H30～H31年度 入札手続中

松末 林道 朝倉市 － 中村線 原形復旧 H32～H33年度 他林道との調整

杷木 河川 国土交通省 － 赤谷川 改良復旧 H29～H33年度 設計中

杷木 河川 国土交通省 － 大山川 改良復旧・原形復旧 H29～H33年度
（原形復旧区間）工事中
（改良復旧区間）設計中

杷木 河川 福岡県 － 白木谷川 改良復旧 H30～H3１年度 詳細設計及び用地測量を実施中

杷木 河川 朝倉市 ① 由丸川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注。

杷木 河川 朝倉市 ② 池田川 原形復旧 工事完了

杷木 河川 朝倉市 ③ 赤迫川 原形復旧 H30.6～Ｈ31.4 本工事契約済

杷木 河川 朝倉市 ④ 吉野原川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注。

杷木 河川 朝倉市 － 二十谷川 原形復旧 H29～Ｈ31年度
市道上流部については本工事完了
市道下流部については他事業者（国）と調整
中

杷木 河川 朝倉市 － 園山谷川 原形復旧 工事完了

杷木 河川 朝倉市 － 堺谷川 原形復旧 H30.7～Ｈ31.2 本工事契約済

杷木 河川 朝倉市 － 阿蘇山川 原形復旧 工事完了

杷木 河川 朝倉市 － 散田川 原形復旧 工事完了

杷木 河川 朝倉市 － 鎌井園川 原形復旧 工事完了

杷木 道路 福岡県 × 県道八女香春線 原形復旧 工事完了

杷木 道路 朝倉市 ① 市道白木１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定３ヵ所のうち、２ヵ所契約済、１ヵ所廃工
予定

杷木 道路 朝倉市 ② 市道白木・松本線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

杷木 道路 朝倉市 ③ 市道林田大山線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

杷木 道路 朝倉市 ④⑤ 市道杷木・宝珠山線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定５ヵ所のうち、２ヵ所本工事契約済、３ヵ
所他事業者（国）と調整中

杷木 道路 朝倉市 － 市道塩田・下久保線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

杷木 道路 朝倉市 － 市道頼母川線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（国）と調整中

杷木 道路 朝倉市 － 市道堂ヶ迫・上野原線 原形復旧 工事完了

杷木 道路 朝倉市 － 市道栗林・阿蘇山線 原形復旧 工事完了

杷木 道路 朝倉市 － 市道阿蘇山線 原形復旧 工事完了

杷木 道路 朝倉市 － 市道散田線 原形復旧 工事完了

杷木 道路 朝倉市 － 市道大山・馬の谷線 原形復旧 H30.6～Ｈ31.3 本工事契約済

杷木 道路 朝倉市 － 市道板井平線 原形復旧 H30.7～Ｈ31.2 本工事契約済

杷木 砂防 福岡県 ① 白木谷川 砂防堰堤工 H30年度
工事中
期間については協議中

杷木 砂防 福岡県 ② 白木谷川(2) 砂防堰堤工 H30年度
工事中
期間については協議中

杷木 砂防 福岡県 ③ 白木谷川(3) 砂防堰堤工 H30年度
工事中
期間については協議中

杷木 砂防 福岡県 ④ 中組谷川 砂防堰堤工 H30年度
入札手続き中
期間については協議中

杷木 砂防 福岡県 ⑤ 由の川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

杷木 治山 林野庁 ① 杷木白木ヌリヤ 山腹工 1/23再入札公告
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杷木 治山 林野庁 － 杷木白木ヌリヤ 渓間工（谷止工） 1/23再入札公告

杷木 ため池 福岡県 ① 上池田 原形復旧（一部改良） 工事完了

杷木 林道 朝倉市 － 中村・白木線 原形復旧 H30.4～H31年度 工事中

杷木 林道 朝倉市 － 堂ヶ迫線 原形復旧 H31.8～H31年度 他事業との調整（砂防）

杷木 林道 朝倉市 － 白木線 原形復旧 H32～H33年度 他林道との調整

杷木 林道 朝倉市 － 池田線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（治山）

杷木 林道 朝倉市 － 獺口線 原形復旧 H30.11～H31.3 工事中

杷木 林道 朝倉市 － 赤迫線 原形復旧 工事完了

杷木 林道 朝倉市 － 阿蘇山線 原形復旧 工事完了

杷木 林道 朝倉市 － 流石線 原形復旧 H30.11～H31.6 工事中

杷木 林道 朝倉市 － 針目山線 原形復旧 工事完了

杷木 農地 朝倉市 － 平野部2工区 原形復旧 工事完了

久喜宮 河川 福岡県 － 寒水川 （砂防事業で対応） － －

久喜宮 河川 朝倉市 ① 犬谷川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 査定２ヵ所のうち、1ヵ所契約済み、1ヵ所完了

久喜宮 道路 朝倉市 ① 市道寒水・古賀線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

久喜宮 道路 朝倉市 ② 市道石ヶ迫・舟底線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

久喜宮 道路 朝倉市 ③ 市道笹隈１号線 原形復旧 工事完了

久喜宮 道路 朝倉市 ④ 市道上げ２号線 原形復旧 工事完了

久喜宮 道路 朝倉市 － 市道大谷２号線 原形復旧 工事完了

久喜宮 道路 朝倉市 － 市道笹隈２号線 原形復旧 工事完了

久喜宮 道路 朝倉市 － 市道ナギノ線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

久喜宮 道路 朝倉市 － 市道研石線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定２ヵ所のうち、１ヵ所本工事完了、１ヵ所
他事業者（県）と調整中

久喜宮 道路 朝倉市 － 市道研石・杉谷線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

久喜宮 道路 朝倉市 － 市道浦の前・上野線 原形復旧 工事完了

久喜宮 砂防 福岡県 ① 船底谷川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

久喜宮 砂防 福岡県 ② 寒水川(5) 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

久喜宮 砂防 福岡県 ③ 寒水川 砂防堰堤工 H30年度
用地交渉中
期間については協議中

久喜宮 砂防 福岡県 ④ 寒水川(5) 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

久喜宮 砂防 福岡県 ⑤ 寒水川 砂防堆積工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

久喜宮 砂防 福岡県 ⑥ 若市沢 砂防堰堤工 H30年度
左支川は工事着手、本川は工事契約済み
期間については協議中

久喜宮 砂防 福岡県 ⑦ 寒水川 砂防流路工 H30～H34年度 詳細設計実施中

久喜宮 砂防 福岡県 × 寒水川 原形復旧 H29～H31年度 埋塞土砂撤去後の復旧工法について協議中

久喜宮 砂防 福岡県 × 寒水川 原形復旧 H29～H31年度 埋塞土砂撤去後の復旧工法について協議中

久喜宮 砂防 福岡県 × 寒水川 原形復旧 工事完了

久喜宮 治山 林野庁 ① 杷木若市大谷 山腹工 1/23再入札公告

久喜宮 治山 林野庁 － 杷木久喜宮 渓間工 再入札公告に向けて準備中

久喜宮 ため池 朝倉市 ① 大谷 原形復旧 Ｈ30.7～Ｈ31.2 施工中

久喜宮 ため池 朝倉市 ② 山野 原形復旧 Ｈ30.4～Ｈ31.2 工事完了

久喜宮 ため池 朝倉市 ③ 城ケ迫１ 原形復旧 Ｈ30.4～Ｈ31.2 土砂浚渫施工中

久喜宮 ため池 朝倉市 ④ 杉谷 原形復旧 Ｈ30.4～Ｈ31.2 土砂浚渫施工中
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久喜宮 ため池 朝倉市 ⑤ 笹隈 原形復旧 Ｈ30.7～Ｈ31.2 施工中

久喜宮 ため池 朝倉市 ⑥ 上野 原形復旧 Ｈ30.4～Ｈ31.2 土砂浚渫施工中

久喜宮 ため池 朝倉市 ⑦ 土屋 原形復旧 Ｈ30.4～Ｈ31.2 斜樋栓工事中

久喜宮 林道 朝倉市 － 米ノ山線 原形復旧 H30.3～H31年度 工事中

志波 河川 福岡県 － 北川 改良復旧 H30～H3１年度 詳細設計及び用地測量を実施中

志波 河川 朝倉市 － 平川 改良復旧 H29～Ｈ31年度
埋塞土撤去完了。河川法線について地元了
承、
国と変更協議後発注

志波 河川 朝倉市 － 山の神川 原形復旧 工事完了

志波 河川 朝倉市 ① 烏山谷川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）との調整後発注

志波 河川 朝倉市 － 蓮葉川 原形復旧 工事完了

志波 河川 朝倉市 ② 政所川 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定４ヵ所のうち、4ヵ所契約済，１ヵ所河川
内土砂撤去工事完了

志波 河川 朝倉市 ③ 重防川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 本工事発注済

志波 河川 朝倉市 － 石堂川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

志波 河川 朝倉市 － 花立川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

志波 道路 福岡県 ① 県道甘木吉井線 改良復旧 H30～H31年度 工事実施中

志波 道路 福岡県 ② 県道甘木吉井線 改良復旧 H30～H31年度 工事実施中

志波 道路 福岡県 × 県道甘木吉井線 原形復旧 H30～H31年度
工事実施中（用地買収が完了した箇所から
工事着手）
一部河川（北川）と工事工程の調整中。

志波 道路 朝倉市 ③ 市道道目木２号線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道道目木３号線 原形復旧 H30.11～Ｈ31.5 本工事契約済

志波 道路 朝倉市 ④ 市道政所１号線 原形復旧 H30.7～Ｈ31.4 本工事契約済

志波 道路 朝倉市 － 市道花立線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道榎３号線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道梅ヶ谷２号線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道梅ヶ谷３号線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道生津２号線 原形復旧 H30.9～Ｈ31.5 本工事契約済

志波 道路 朝倉市 － 市道生津３号線 原形復旧 H30.5～Ｈ31.2 本工事契約済

志波 道路 朝倉市 － 市道新井手線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

志波 道路 朝倉市 － 市道石田１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

志波 道路 朝倉市 － 市道尾迫１号線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道松葉学校線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

志波 道路 朝倉市 － 市道前熊線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道栗只１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 県河川との調整区間を除き工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道恵栗２号線 原形復旧 工事完了

志波 道路 朝倉市 － 市道柿ヶ本・桑ノ本線 原形復旧 工事完了

志波 砂防 福岡県 ① 北川右支川 砂防堰堤工 Ｈ30年度
用地交渉中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ② 平榎１地区 地すべり対策工 Ｈ30年度
工事中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ③ 平地区 法面工 Ｈ30年度
１，３工区：工事契約済　２工区：入札手続き
中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ④ 平榎２地区 地すべり対策工 Ｈ30年度
１工区：工事契約済　２工区：工事発注準備
中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ⑤ 北川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中
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志波 砂防 福岡県 ⑥ 北川(2) 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 ⑦ 平榎３地区 地すべり対策工 Ｈ30年度
入札手続き中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ⑧ 導目木川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 ⑨ 導目木川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 ⑩ 導目木川(1) 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 ⑪ 導目木谷川 砂防堰堤工 Ｈ30年度
入札手続き中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ⑫ 導目木沢 砂防堰堤工 Ｈ30年度
入札手続き中
期間については協議中

志波 砂防 福岡県 ⑬ 烏山谷川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 ⑭ 志波沢 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 ⑮ 志波谷川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

志波 砂防 福岡県 × 北川 原形復旧 Ｈ30年度
用地交渉中
期間については協議中

志波 治山 林野庁 ① 杷木志波石堂 山腹工 H30～H31年度 工事実施中

志波 治山 林野庁 ② 杷木志波榎 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 工事実施中

志波 ため池 朝倉市 ① 茶屋の谷２ 原形復旧 H30.11～H31.2 施工準備中

志波 ため池 朝倉市 ② 茶屋の谷１ 原形復旧 Ｈ30.11～Ｈ31.2 施工準備中

志波 ため池 朝倉市 ③ 生津 原形復旧 Ｈ30.7～Ｈ31.2 施工中

志波 ため池 朝倉市 ④ 梅ケ谷 原形復旧 Ｈ30.3～Ｈ31.2 工事完了

志波 林道 朝倉市 － 堂処線 原形復旧 H31～H32年度 他林道との調整

志波 林道 朝倉市 － 奥の丸線 原形復旧 H30.10～H31年度 工事中

志波 林道 朝倉市 － 花立線 原形復旧 H32～H33年度 他事業との調整（砂防）

志波 林道 朝倉市 － 米ノ山線 原形復旧 H30.3～H31年度 工事中

朝倉 河川 福岡県 － 桂川 改良復旧 H30.10～H33年度
大分自動車道から万徳寺周辺まで護岸工事
を実施中

朝倉 河川 福岡県 － 荷原川 改良復旧 H30.10～H33年度
大分自動車道～国道386号の一部区間で１
月から工事着手予定。

朝倉 河川 福岡県 － 新立川 改良復旧 H30.10～H33年度
桂川合流付近から朝倉コミュニティ付近右岸
護岸工事を実施中

朝倉 河川 福岡県 － 妙見川 改良復旧 H30.10～H33年度
県道甘木朝倉田主丸線から国道３８６号付
近左岸護岸工事を実施中

朝倉 河川 朝倉市 － 奈良ヶ谷川（通堂川） 改良復旧 H29～Ｈ31年度

改良復旧：埋塞土砂撤去完了。計画変更
中。変更後発注
原形復旧：埋塞土砂撤去完了。被災調査
中。変更後発注

朝倉 河川 朝倉市 ① 八坂川 原形復旧 H29～Ｈ31年度
上流部：埋塞土砂撤去完了。被災調査中。
変更後発注
下流部：本工事発注済

朝倉 河川 朝倉市 － 新立川 原形復旧 工事完了

朝倉 河川 朝倉市 － 下町川 原形復旧 工事完了

朝倉 河川 朝倉市 － 長安寺川 原形復旧 工事完了

朝倉 河川 朝倉市 － 小隈川 原形復旧 工事完了

朝倉 河川 朝倉市 － 山後川 原形復旧 工事完了

朝倉 河川 朝倉市 － 金場川 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 福岡県 × 国道386号 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 福岡県 × 県道金川田主丸線 原形復旧 工事完了
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朝倉 道路 福岡県 × 県道福光朝倉線 原形復旧 H30～H31年度
河川工事と合わせて工事実施、４箇所中２箇
所で工事契約済み

朝倉 道路 福岡県 × 県道朝倉小石原線 原形復旧 H29～H31年度 一部工事実施中

朝倉 道路 朝倉市 ① 市道杉馬場・向山線ほか５路線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
6路線21箇所中19箇所本工事発注済（残り2
箇所は他事業との調整後発注）

朝倉 道路 朝倉市 ② 市道八坂山線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
3箇所中1箇所発注（残り2箇所は他事業との
調整後発注）

朝倉 道路 朝倉市 ③ 市道赤林・山後線 原形復旧 H30.7～H31.3 本工事発注済

朝倉 道路 朝倉市 ④ 市道寺ノ前・牟田谷線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
7箇所中4箇所発注済、残り3箇所は他事業と
の調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 ⑤ 市道菱野山・堤線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
7箇所中5箇所発注済、残り2箇所はH31.4月
発注予定

朝倉 道路 朝倉市 ⑥ 市道山田・黒川線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 土砂撤去工事完了、調査・変更協議後発注

朝倉 道路 朝倉市 ⑦ 市道恵蘇山線ほか３路線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
本工事発注済（一部土砂撤去後、調査・変更
協議後発注）

朝倉 道路 朝倉市 － 市道拝塚・新立線 原形復旧 H30.10～H31.3 本工事発注済

朝倉 道路 朝倉市 － 市道山口線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道前田線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道前田・サコタ線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道向山・ツツシヲ線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道宮野裏・落合線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道向野・一ノ坂線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道山陰・山ノ下線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道垣添・窪利線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道寺ノ前・向別所線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道古毛・宮野線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道下原・野田原線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道山田・上須川線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道尾西・下原線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道三反田・一木谷線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県砂防）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道三反田線 原形復旧 H30.8～H31.2 本工事発注済

朝倉 道路 朝倉市 － 市道二反田・本陣線 原形復旧 H30.7～H31.3 本工事発注済

朝倉 道路 朝倉市 － 市道恵蘇山・本陣線 原形復旧 H30.7～H31.3 本工事発注済

朝倉 道路 朝倉市 － 市道上ノ宿・中原線 原形復旧 H30.8～H31.2 本工事発注済

朝倉 道路 朝倉市 － 市道金場・碑畑線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道古賀線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道古賀ノ下・落合線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道柳・本村線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道東ノ原・間寺線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道松ノ木原・柴田線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道瀬戸口・下来光寺線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道出口・川崎線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道廻利・牟田々線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業（県河川）との調整後発注

朝倉 道路 朝倉市 － 市道大庭・宮野線 原形復旧 工事完了

朝倉 道路 朝倉市 － 市道崩岸八反田2号線 原形復旧 工事完了
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朝倉 砂防 福岡県 ① 八坂川 砂防堰堤工 H30年度
工事契約済み
期間については協議中

朝倉 砂防 福岡県 ② 八坂谷川２ 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

朝倉 砂防 福岡県 ③ 宮野地区 法面工 H30年度
工事契約済み
期間については協議中

朝倉 砂防 福岡県 ④ 八坂地区 法面工 H30年度
工事発注準備中
期間については協議中

朝倉 砂防 福岡県 ⑤ 長安寺地区 法面工 H30年度
工事中
期間については協議中

朝倉 砂防 福岡県 ⑥ 妙見川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

朝倉 砂防 福岡県 ⑦ 奈良ヶ谷川 砂防堰堤工 H30年度
工事中
期間については協議中

朝倉 砂防 福岡県 ⑧ 倉谷谷川２ 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

朝倉 砂防 福岡県 ⑨ 倉谷谷川１ 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

朝倉 砂防 福岡県 ⑩ 竹山口谷川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

朝倉 砂防 福岡県 ⑪ 山の神谷川 砂防堰堤工 H30～H34年度 砂防全体計画検討中

朝倉 砂防 福岡県 × 桂川 原形復旧 工事完了

朝倉 砂防 福岡県 × 妙見川 原形復旧 H29～H31年度 本省協議中

朝倉 砂防 福岡県 × 妙見川 原形復旧 H29～H31年度 本省協議中

朝倉 治山 林野庁 ① 山後（国有林） 山腹工 H30年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ② 須川戻ラズ 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ③ 須川戻ラズ 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ④ 須川戻ラズ 渓間工（谷止工） 1/23再入札公告

朝倉 治山 林野庁 ⑤ 須川戻ラズ 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ⑥ 須川合ノ坂 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ⑦ 山田丸尾 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ⑧ 山田丸尾 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ⑨ 山田小鹿倉 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 治山 林野庁 ⑩ 奈良ヶ谷（国有林） 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 工事準備中

朝倉 治山 林野庁 ⑪ 山田奈良ヶ谷 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

朝倉 ため池 福岡県 ④ 辰ヶ迫 原形復旧 H31.2～H31.3 １月中に発注予定

朝倉 ため池 福岡県 ⑭ 上須川 原形復旧 H32年度 H32落水後の工事を予定

朝倉 ため池 福岡県 ⑮ 三反田 原形復旧 H31.1～H32年度
一期工事1/7契約済、二期工事H31発注予
定

朝倉 ため池 福岡県 ⑳ 鎌塚 原形復旧（一部改良） H30.12～H32年度 工事中

朝倉 ため池 福岡県 ㉑ 山の神 原形復旧（一部改良） H31.1～H32年度
一期工事1/8契約済、二期工事H31発注予
定

朝倉 ため池 朝倉市 ① 本村 原形復旧 Ｈ30.3～Ｈ31.2 工事完了

朝倉 ため池 朝倉市 ② ムクロジ 原形復旧 Ｈ30.3～Ｈ31.2 堤体施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ③ サコタ 原形復旧 H30～31年度 平成30年度入札予定

朝倉 ため池 朝倉市 ⑤ 長尾下 原形復旧（一部改良） Ｈ30.3～Ｈ31.2 洪水吐施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑥ 北八坂 原形復旧 Ｈ30.7～Ｈ31.2 工事完了

朝倉 ため池 朝倉市 ⑦ 八坂谷 原形復旧 Ｈ30.3～Ｈ31.2 工事完了

朝倉 ため池 朝倉市 ⑧ 山陰 原形復旧 Ｈ30.8～Ｈ31.2 施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑨ 山陰上 原形復旧 Ｈ30.8～Ｈ31.2 施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑩ 牟田谷 原形復旧（一部改良） Ｈ30.6～Ｈ31.3 施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑪ 牟田谷中 原形復旧（一部改良） Ｈ30.6～Ｈ31.3 施工中
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朝倉 ため池 朝倉市 ⑫ 小隈裏 原形復旧 廃工予定

朝倉 ため池 朝倉市 ⑬ 千代田 原形復旧 Ｈ30.7～Ｈ31.2 施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑯ 上来光寺 原形復旧 Ｈ30.7～Ｈ31.2 施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑰ 原菱野 原形復旧 H32年度 平成３２年度入札予定

朝倉 ため池 朝倉市 ⑱ 堤 原形復旧 Ｈ30.11～Ｈ31.2 施工中

朝倉 ため池 朝倉市 ⑲ 本村 原形復旧 Ｈ30.11～Ｈ31.2 施工中

朝倉 林道 朝倉市 － 山尾坂線 原形復旧 H32～H33年度 他事業（治山）との調整中

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部1工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部3工区 原形復旧 Ｈ30.2～Ｈ31.3 施工中

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部4工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部5工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部6工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部7工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部8工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部9工区 原形復旧 工事完了

朝倉 農地 朝倉市 － 平野部11工区 原形復旧 工事完了

高木 河川 福岡県 － 佐田川 改良復旧 H30～31年度
用地交渉実施中
橋梁及び護岸工事を一部実施中

高木 河川 福岡県 － 黒川 改良復旧 H30～31年度
原形復旧箇所は順次工事発注し、一部工事
に着手済み。
法線是正箇所は詳細設計中

高木 河川 福岡県 － 疣目川 改良復旧 H30～31年度

改良区間の下流・中流部は工事発注準備中
上流区間は用地測量実施中
原形復旧区間は順次工事発注を行い、工事
実施中

高木 河川 朝倉市 － 黒川（上流域） 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注。

高木 河川 朝倉市 － 疣目川（上流域） 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ① 尾ノ下川 原形復旧 H30.11～Ｈ31.6 本工事契約済

高木 河川 朝倉市 ② 分瀬川 原形復旧 H30.11～Ｈ31.6 本工事契約済

高木 河川 朝倉市 ③ そめ谷川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ④ 木和田川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ⑤ 箸立川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ⑥ 田ノ元川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ⑦ 中村川 原形復旧 工事完了

高木 河川 朝倉市 ⑧ 仏谷川 原形復旧 工事完了

高木 河川 朝倉市 ⑨ 藪川 原形復旧 H30.8～Ｈ31.3 本工事契約済

高木 河川 朝倉市 ⑩ 大城川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ⑪ 松尾川 原形復旧 H29～Ｈ31年度
下流部：施工中
上流部：他事業者(県)と調整中

高木 河川 朝倉市 ⑫ 北小路川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ⑬ 新山川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 ⑭ 長迫川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 － 持ノ尾川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 河川 朝倉市 － 鳥屋川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注
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高木 河川 朝倉市 － 谷ノ尾川 原形復旧 工事完了

高木 河川 朝倉市 － 吹谷川 原形復旧 H30.12～Ｈ31.6 本工事契約済

高木 河川 朝倉市 － 佐田川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 査定4箇所のうち、1箇所の本工事契約済

高木 河川 朝倉市 － 元ノ目川 原形復旧 工事完了

高木 河川 朝倉市 － 裏谷川 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

高木 道路 福岡県 ② 県道安谷赤谷線 改良復旧 H30～31年度 工事実施中

高木 道路 福岡県 ⑧ 県道甘木吉井線 改良復旧 H30～31年度 工事実施中

高木 道路 福岡県 ⑫ 県道甘木吉井線 改良復旧 H30～31年度 用地交渉中。

高木 道路 福岡県 × 県道安谷赤谷線 原形復旧 H30～31年度
一部工事実施中。
その他は用地交渉中。

高木 道路 福岡県 × 県道甘木吉井線 原形復旧 H30～31年度
用地交渉中
一部工事実施中

高木 道路 福岡県 × 県道塔ノ瀬十文字小郡線 原形復旧 H30～31年度
中島橋上流より下流域にかけて工事実施中
（一部完了）

高木 道路 福岡県 × 県道朝倉小石原線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
一部工事実施中。
その他は用地交渉中。

高木 道路 朝倉市 ① 市道尾ノ下１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 入札準備中

高木 道路 朝倉市 ③ 市道口の原線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 土質調査結果に伴い、詳細設計の見直し中

高木 道路 朝倉市 ④ 市道鳥屋２号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
一部区間本工事着工済
他事業者（県治山）と調整中

高木 道路 朝倉市 ⑤ 市道藪２号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他工事（大城川）と調整中

高木 道路 朝倉市 ⑥ 市道疣目線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定３ヶ所のうち、１ヶ所本工事完了
うち1カ所は入札準備中
残り1ヶ所は他事業者（県）との調整後発注

高木 道路 朝倉市 ⑥ 市道疣目４号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 入札準備中

高木 道路 朝倉市 ⑦ 市道西原・仏谷線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 河川管理者との調整中

高木 道路 朝倉市 ⑩ 市道松尾線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定３ヶ所のうち、１ヶ所本工事発注済、残り
２ヶ所は入札準備中

高木 道路 朝倉市 ⑪ 市道山田黒川線 原形復旧 H29～Ｈ31年度

高木 道路 朝倉市 ⑬ 市道黒松線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定５ヶ所のうち、２ヶ所の本工事を発注済
うち2ヶ所は入札準備中、残り1ヶ所は他事業
者（県）との調整後発注

高木 道路 朝倉市 － 市道呑吉1号線 原形復旧 工事完了

高木 道路 朝倉市 － 市道谷尾線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 入札準備中

高木 道路 朝倉市 － 市道尾栗迫線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 入札準備中

高木 道路 朝倉市 － 市道尾ノ下2号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 入札準備中

高木 道路 朝倉市 － 市道疣目2号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 入札準備中

高木 道路 朝倉市 － 市道ヘラ山・向線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（農地区画整理）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道元ノ目・向線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（農地区画整理）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道百石・藤ノ瀬線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（農地区画整理）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道百石1号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（農地区画整理）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道松尾・馬場線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定２ヶ所のうち、１ヶ所の本工事を発注済、
残り１ヶ所は他事業者（県）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道北小路・馬場線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道真竹2号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道黒松・宮ノ向線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定３ヶ所のうち、２ヶ所本工事完了、残り
１ヶ所は他事業者（県）と調整中

高木 道路 朝倉市 － 市道奥丸線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 査定２ヶ所のうち、１ヶ所の本工事を施工中

高木 道路 朝倉市 － 市道黒松・真竹線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定４ヶ所のうち、２ヶ所の本工事発注済み、
残り1ヶ所は入札準備中
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高木 砂防 福岡県 ① 大黒川 砂防堰堤工 H30年度
用地交渉準備中
期間については協議中

高木 砂防 福岡県 ② 馬場谷川 砂防堰堤工 H30年度
用地交渉準備中
期間については協議中

高木 砂防 福岡県 ③ 宮園川 砂防堰堤工 H30年度
工事発注準備中
期間については協議中

高木 砂防 福岡県 ④ 宮園地区 法面工 H30年度
工事中
期間については協議中

高木 砂防 福岡県 × 地下川 原形復旧 工事完了

高木 砂防 福岡県 × 疣目川 原形復旧 工事完了

高木 砂防 福岡県 × 黒川 原形復旧 工事完了

高木 砂防 福岡県 × 黒松谷川 原形復旧 工事完了

高木 治山 林野庁 ⑤ 箸立（国有林） 山腹工 工事完了

高木 治山 福岡県 ① 佐田字山ヶ谷 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ② 佐田字山ヶ谷 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ③ 佐田字木和田 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ④ 佐田字木和田 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑥ 佐田字彦道 渓間工（谷止工） 工事完了

高木 治山 福岡県 ⑦ 佐田字彦道 山腹工 H30年度完了予定 工事中

高木 治山 福岡県 ⑧ 佐田字安谷 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ⑨ 佐田字安谷 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑩ 佐田字田の元 渓間工（谷止工） H30年度完了予定 工事中

高木 治山 福岡県 ⑪ 佐田字中村 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑫ 佐田字中村 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑬ 黒川字元ノ目 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑭ 黒川字元ノ目 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑮ 黒川字疣目口 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ⑯ 黒川字宮園 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑰ 黒川字宮園 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ⑱ 黒川字宮園 山腹工 H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ⑲ 黒川字宮園 山腹工 H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ⑳ 黒川字宮園 山腹工 H30～H31年度 工事中

高木 治山 福岡県 ㉑ 黒川字黒松 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 渓間工発注準備中、山腹工工事中

高木 治山 福岡県 ㉒ 黒川字黒松 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ㉓ 黒川字真竹 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ㉔ 黒川字真竹 渓間工（谷止工）、山腹工 H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ㉕ 黒川字真竹 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 治山 福岡県 ㉖ 黒川字向原 渓間工（谷止工） H30～H31年度 発注準備中

高木 林道 林野庁 ⑨ 新山林道（併用林道） 原形復旧 H30～H31年度 1工区完成、2～6工区H31年度発注

高木 林道 林野庁 － 分瀬林道（併用林道） 原形復旧 H30～H31年度 工事準備中

高木 林道 福岡県 － 高木線 原形復旧 H30～H31年度 工事中

高木 林道 朝倉市 － 口の原線 原形復旧 H30.5～H31年度 工事中

高木 林道 朝倉市 － 牟田白石線 原形復旧 H30.5～H31年度 工事中
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高木 林道 朝倉市 － 米の山線 原形復旧 H30.3～Ｈ31年度
起点側（久喜宮）終点側（真竹）より施工中。
全６工区中２工区施工中。終わり次第次の工
区へ着手予定。

高木 林道 朝倉市 － 真竹線 原形復旧 H32～H33年度 他林道との調整

高木 林道 朝倉市 － 赤谷真竹線 原形復旧 H30～H31年度

起点側（赤谷）より施工予定。接続する米の
山線が被災しているため終点側（真竹）から
の施工ができない状態。着手可能となった時
点で発注予定。

三奈木 河川 福岡県 － 荷原川 改良復旧 H30.10～H33年度
用地調査を実施中
一部工事契約済み

三奈木 河川 朝倉市 － 梅の谷川 原形復旧 H30.12～Ｈ31.3 本工事契約済

三奈木 河川 朝倉市 － ドウデ川 原形復旧 H30.10～Ｈ31.5 本工事契約済

三奈木 河川 朝倉市 － 坂本川 原形復旧 工事完了

三奈木 河川 朝倉市 － 処ノ谷川 原形復旧 H30.5～Ｈ31.1 本工事契約済

三奈木 河川 朝倉市 － 鬼ヶ城川 原形復旧 H30.5～Ｈ31.1 本工事契約済

三奈木 河川 朝倉市 － 荷原川（上流域） 原形復旧 H29～Ｈ31年度 既設護岸調査中。変更協議後発注

三奈木 河川 朝倉市 ① 屋形原川 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定3箇所のうち1箇所の本工事が完了
残り2箇所は工事着工済み

三奈木 道路 朝倉市 ① 市道荷原・荒田・黒川線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定４ヶ所のうち、２ヶ所の本工事を着工済、
残り2ヶ所は他事業者（県）との調整後発注

三奈木 道路 朝倉市 ② 市道サヤ橋線（鞘橋） 原形復旧 H29～Ｈ31年度

三奈木 道路 朝倉市 ③ 市道六本松線（六本松橋（久保鳥の石造桁橋）） 原形復旧 H29～Ｈ31年度

三奈木 道路 朝倉市 － 市道下別当・津山線 原形復旧 工事完了

三奈木 道路 朝倉市 － 市道板屋・屋形原線 原形復旧 工事完了

三奈木 道路 朝倉市 － 市道八反畑・山裏線 原形復旧 H29～Ｈ31年度 他事業者（県河川）との調整中

三奈木 砂防 福岡県 ① 鬼ヶ城川４ 砂防堰堤工 H30年度
契約済み、Ｈ31.1より着手予定
期間については協議中

三奈木 砂防 福岡県 ② 鬼ヶ城川３ 砂防堰堤工 H30年度
契約済み、Ｈ31.1より着手予定
期間については協議中

三奈木 治山 林野庁 ① 鬼ヶ城（国有林） 渓間工（谷止工） H30～H31年度 工事実施中

三奈木 ため池 朝倉市 ① 処の谷 原形復旧 Ｈ30.6～Ｈ31.2 施工中

三奈木 ため池 朝倉市 ② 火の谷 原形復旧 Ｈ30.8～Ｈ31.2 施工中

三奈木 ため池 朝倉市 ③ 吉ケ谷 原形復旧（一部改良） Ｈ30.3～Ｈ31.2 施工中

三奈木 林道 林野庁 ④ 鬼ケ城林道（併用林道） 原形復旧 H30～H31年度 工事実施中

三奈木 林道 朝倉市 － 処の谷線 原形復旧 工事完了

蜷城 河川 福岡県 － 桂川 改良復旧 H30.10～H33年度 工事契約済み

蜷城 道路 福岡県 × 県道鳥栖朝倉線 原形復旧 H30年度 工事実施中

蜷城 農地 朝倉市 － 平野部10工区 原形復旧 工事完了

蜷城 農地 朝倉市 － 平野部12工区 原形復旧 工事完了

甘木地域 河川 福岡県 － 桂川、荷原川 改良復旧 H30.10～H33年度
用地調査を実施中
一部工事契約済み

甘木地域 河川 福岡県 － 野鳥川 原形復旧 工事完了

甘木地域 河川 福岡県 － 陣屋川 原形復旧 工事完了

甘木地域 河川 福岡県 － 山見川 原形復旧 工事完了

甘木地域 河川 福岡県 － 小石原川 原形復旧 工事完了

甘木地域 道路 福岡県 × 国道322号 原形復旧 工事完了

甘木地域 道路 福岡県 × 県道桂川下秋月線 原形復旧 工事完了

甘木地域 道路 朝倉市 ① 市道蕨原・江川山１号線 原形復旧 H29～Ｈ31年度
査定6ヶ所のうち、4ヶ所について他事業者
（水資源）と調整中、残り２ヶ所の本工事を２
月に発注予定
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甘木地域 林道 朝倉市 － 十石線 原形復旧 H29.12～H31年度 工事中

甘木地域 林道 朝倉市 － 馬見線 原形復旧 H30.3～H31.3 工事中

甘木地域 林道 朝倉市 － 松丸線 原形復旧 H29.12～H31年度 工事中

甘木地域 林道 朝倉市 － 第２下渕線 原形復旧 H32～H33年度 他事業（土砂運搬経路）との調整中

甘木地域 林道 朝倉市 － 古処線 原形復旧 H30.12～H31.2 工事中
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