
県分 注意　今後、下記の内容や数量、また箇所毎の組み合わせは変わることがあります。 2018/1/22

番号 河川名／道路名等 復旧工事概要見込み 備考

野洲川 湖南市 石部口 復旧延長　149.5m（左岸）

矢板工79枚　護岸工（大型ブロック張工）A=666m2　護岸工(連節ブロック工）A=417ｍ2

根固Ｂ　356個　

思川 甲賀市 水口町 下山 復旧延長　49.7m(左岸）

護岸工（ブロック積工）A=225.1ｍ2　H=4.2ｍ

根固Ｂ　　126個

思川 甲賀市 水口町 山 復旧延長　23.3m(左岸）

護岸工（ブロック張工）A=81.3ｍ2　H=2.5ｍ

根固Ｂ　　100個

杣川 甲賀市 水口町 高山 復旧延長　28.7m（左岸）

護岸工（ブロック張工）A=276.5ｍ2　H=5.4ｍ

杣川 甲賀市 水口町 虫生野 復旧延長　95.6m(右岸）(下流13ｍ、上流82.6ｍ）

護岸工（ブロック張工）A=858.9m2　H=5.1ｍ

根固Ｂ　244個

櫟野川 甲賀市 甲賀町 大久保 復旧延長　56.4m（右岸）　(下流11ｍ、上流45.4ｍ）

護岸工（ブロック積工）A=268.0m2　H=3.4ｍ

新川 蒲生郡 竜王町 須恵 復旧延長　24.5m(左岸)

盛土工 V=350m3

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)A=24㎡　H=2.6m

新川 蒲生郡 竜王町 弓削 復旧延長　43.5m(右岸)　H=2.8m

盛土工 V=130m3

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)A=86㎡

日野川 蒲生郡 日野町 増田 復旧延長　30.9m(右岸)　H=2.98ｍ

護岸工(平ﾌﾞﾛｯｸ張工)A=158㎡　護岸工(階段ﾌﾞﾛｯｸ張工)A=40㎡

根固ﾌﾞﾛｯｸ N=60個

佐久良川 東近江市 市子川原町 復旧延長　39.0m(左岸)　H=4.5～5.0m

護岸工(平ﾌﾞﾛｯｸ張工)A=163㎡　護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)A=120㎡

根固ﾌﾞﾛｯｸ N=75個

迫谷川 蒲生郡 日野町 迫 復旧延長　20.0m(左岸)　H=2.71ｍ

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)A=55㎡

池川 蒲生郡 日野町 奥之池 復旧延長　20.6m(右岸)

H=4.6m

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)A=104㎡

琵琶湖 彦根市 大藪町 復旧延長　529.5m　H=2.2m

護岸工(緩傾斜護岸工)

　　　　　A=5,377.9㎡

矢倉川 彦根市 鳥居本 復旧延長　87.8m　(右岸35.5m、左岸66.3m)

H=3.0m

護岸工(かごﾏｯﾄ工)　A=355.4㎡

芹川 犬上郡 多賀町 栗栖 復旧延長　27.1m(左岸)

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　A=101.7㎡

根継工　10.0ｍ

四手川 犬上郡 多賀町 久徳 復旧延長　19.8m

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　A=96.8㎡

根継工　19.0ｍ

水谷川 犬上郡 多賀町 水谷 復旧延長　19.0m(右岸)

H=3.57m

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　　A=71.8㎡

水谷川 犬上郡 多賀町 水谷 復旧延長　19.4m(右岸)

H=3.82m

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　A=80.8㎡

岩倉川 愛知郡 愛荘町 東出 復旧延長　57.7m(右岸)

H=4.91m

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　A=243.2㎡　　護岸工(大型張ﾌﾞﾛｯｸ工)　A=124.8㎡

岩倉川 愛知郡 愛荘町 円城寺 復旧延長　33.2m(右岸)

H=5.11m

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　A=146.0㎡　護岸工(大型張ﾌﾞﾛｯｸ工)　A=73.0㎡

天野川 米原市 朝妻筑摩 復旧延長　55.3m　(左岸) H=6.9m

護岸工(積ﾌﾞﾛｯｸ工)A=368.0m2　　護岸工(張ﾌﾞﾛｯｸ工)A=201.0m2

根固ﾌﾞﾛｯｸ工(2t)N= 111個

天野川 米原市 新庄 復旧延長　65.5ｍ

矢板護岸工 N=131枚

護岸工(張ﾌﾞﾛｯｸ)　64.93m A=278m2　　横帯工　1.0箇所

天野川 米原市 河南 復旧延長　83.5ｍ

護岸工(積ﾌﾞﾛｯｸ工)L=60.35m

根固ﾌﾞﾛｯｸ工(２t)　N=129個　　横帯工　1.0箇所
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政所川 米原市 大野木 復旧延長　7.0ｍ　（右岸）SL=3.0ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=17m2

根固めﾌﾞﾛｯｸ工　N=24個

政所川 米原市 大清水 復旧延長　16.3ｍ

（左岸）H=3.3ｍ

石積工 A=56m2

県道多賀醒井線 米原市 枝折 復旧延長　5.4m

道路幅員W=8.3m

直高H=4.324m　石積工 A=20.0.m2

県道多賀醒井線 米原市 上丹生 復旧延長　11.4m

道路幅員W=7.0m

直高H=4.176m～4.186m　石積工A=43.0.m2

余呉川 長浜市 余呉町 坂口 復旧延長　86.4ｍ（左岸）

H=4.02m

護岸工（ﾌﾞﾛｯｸ積工）  A=493.8.m2

余呉川 長浜市 余呉町 中之郷 復旧延長　25.0ｍ（右岸）

護岸工(石積工)(A工区13.0m)　A=76.0m2

護岸工(石積工)(B工区12.0m)　A=54.0m2

向山谷川 長浜市 木之本町 杉野 復旧延長　19.5ｍ（右岸）

護岸工（ﾌﾞﾛｯｸ積工）　A=84.0m2

針畑川 高島市 朽木 平良 復旧延長 153.9m（右岸）

H=5.0ｍ

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)　A=857.3m2

石田川 高島市 今津町 角川 復旧延長　16.1m（左岸）　H=4.7ｍ

護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)A=81.7m2

根固め工　22個

知内川 高島市 マキノ町 白谷 復旧延長　120.8m(右岸)

H=3.45m～5.34m

護岸工（ﾌﾞﾛｯｸ張工)　A=830.6m2

国道367号 高島市 朽木 荒川 復旧延長　62m　W=6.0m

H=9.0～21.2ｍ

アンカー工　18本

犬上川 彦根市 高宮 復旧延長　20.8m(左岸)　H=4.85m

護岸工(平ﾌﾞﾛｯｸ張工)A=210㎡

横帯工　2箇所

市町分 市町分は合計数量です。注意　今後、下記の内容や数量が変わることがあります。 2018/1/22

区分 箇所数 復旧工事概要見込み 数量
河川 3 ブロック積工 ΣA= (m2) 373
(彦根市、多賀町) その他　(式) 1

道路 8 大型ブロック積工 ΣA= (m2) 511
根固めブロック(兼用護岸等) n=(個) 190

(近江八幡市、高島市 根継ぎ工　Σm= 46
日野町、愛荘町 かごマット工 ΣA= (m2) 221
多賀町) その他　(式) 1
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