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整備
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詳細
番号

箇所
番号

渓流名・箇所名 市町名 対応主体 施設概要

　　【広島市】

① 【１】 1 大谷川
おおたにがわ

広島市 東区 馬木 ８丁目 国（砂防） 砂防ダム

① 【１】 2 寺条川右支
てらじょうがわみぎし

広島市 東区 福田 １丁目 国（砂防） 砂防ダム

① 【２】 3 戸坂
へさかおおあげ

大上地区 広島市 東区 戸坂大上 １丁目 県（治山） 治山ダム

① 【２】 4 牛田
うしたひがしよんちょうめ

東4丁目①地区 広島市 東区 牛田東 ４丁目 県（治山） 治山ダム

① 【２】 5 牛田
うしたひがしよんちょうめ

東4丁目②地区 広島市 東区 牛田東 ４丁目 県（治山） 治山ダム

① 【２】 6 中山
なかやま

西
にし

一丁目
いちちょうめ

地区 広島市 東区 中山西 １丁目 市町（急傾斜） 急傾斜地対策

② 【１】 7 宇品
  うじなやまこくゆうりん

山国有林 広島市 南区 元宇品 国（治山） 山腹工

② 【１】 8 楠那町
くすなちょう

14地区 広島市 南区 楠那町 県（急傾斜） 急傾斜地対策

② 【１】 9 大河川支川
おおこうがわしせん

1隣
となり

広島市 南区 日宇那町 県（砂防） 砂防ダム

② 【２】 10 家下川
やじたがわ

2 広島市 南区 似島町 県（砂防） 砂防ダム

③ 【１】 11 山田
やまだちょう

町34地区 広島市 西区 山田町 市町（急傾斜） 急傾斜地対策

③ 【１】 12 己斐上五丁目
こいうえごちょうめ

26地区 広島市 西区 己斐上 ５丁目 市町（急傾斜） 急傾斜地対策

③ 【１】 13 三滝本町一丁目
みたきほんまちいっちょうめ

35地区 広島市 西区 三滝本町 １丁目 市町（急傾斜） 急傾斜地対策

③ 【２】 14 井口二丁目
いのくちにちょうめ

3地区 広島市 西区 井口 ３丁目 市町（急傾斜） 急傾斜地対策

④ 【１】 15 三篠川支川
みささがわしせん

76 広島市 安佐北区 白木町 井原 県（砂防）
砂防ダム，地すべ
り対策

④ 【２】 16 西吉永
にしよしなが

地区 広島市 安佐北区 白木町 三田 県（治山） 治山ダム

④ 【３】 17 光
ひかりかけやま

掛山1地区 広島市 安佐北区 落合南町 県（治山） 治山ダム

④ 【３】 18 光
ひかりかけやま

掛山2地区 広島市 安佐北区 落合南町 県（治山） 治山ダム

④ 【３】 19 光
ひかりかけやま

掛山3地区 広島市 安佐北区 落合南町 県（治山） 治山ダム

④ 【３】 20 椎村
しいむら

地区 広島市 安佐北区 上深川町 椎村 県（治山） 治山ダム

④ 【３】 21 木
きのむね

ノ宗地区 広島市 安佐北区 小河原町 木ノ宗 県（治山） 治山ダム

④ 【４】 22 笹原
ささはら

地区 広島市 安佐北区 口田南町 県（治山） 治山ダム

④ 【４】 23 小田川
おだがわ

広島市 安佐北区 口田南 ３丁目 国（砂防） 砂防ダム

④ 【４】 24 矢口川支川
やぐちがわしせん

広島市 安佐北区 口田南 ５丁目 国（砂防） 砂防ダム

④ 【４】 25 一ヶ谷川
いちがたにかわ

(279-1) 広島市 安佐北区 口田南 ５丁目 国（砂防） 砂防ダム

④ 【４】 26 一ヶ谷川
いちがたにかわ

(279-2) 広島市 安佐北区 口田南 ５丁目 国（砂防） 砂防ダム

所在
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⑤ 【１】 27 立石
　たていしやまこくゆうりん

山国有林 広島市 安芸区 瀬野町 国（治山） 治山ダム

⑤ 【２】 28 大元谷川
おおもとだにがわ

広島市 安芸区 上瀬野町 国（砂防） 砂防ダム

⑤ 【３】 29 畑賀川支川
はたかがわしせん

7隣
となり

広島市 安芸区 畑賀町 県（砂防） 砂防ダム

⑤ 【３】 30 畑
はた

賀
かがわしせん

川支川7 広島市 安芸区 畑賀町 県（砂防） 砂防ダム

⑤ 【３】 31 下為角
したためずみ

4111地区 広島市 安芸区 畑賀町 県（急傾斜） 急傾斜地対策

⑤ 【３】 32 影山地区
かげやま

広島市 安芸区 畑賀町 影山 県（治山） 治山ダム

⑤ 【３】 33 山王川
さんのうがわ

広島市 安芸区 中野東 ３丁目 国（砂防） 砂防ダム

⑤ 【４】 34 南
みなみさいわいがわ

幸川 広島市 安芸区 矢野町 県（砂防） 砂防ダム

⑤ 【４】 35 西崎平地区
にしざきびら

広島市 安芸区 矢野町 西崎平 県（治山） 治山ダム

⑤ 【４】 36 矢野西三丁目
やのにしさんちょうめ

37地区 広島市 安芸区 矢野西 ３丁目 県（急傾斜） 急傾斜地対策

⑤ 【４】 37 熊崎川
くまさきがわ

広島市 安芸区 矢野東 ６丁目 県（砂防） 砂防ダム

⑤ 【５】 38 的場川
まとばがわ

広島市 安芸区 矢野東 ７丁目 国（砂防） 砂防ダム

⑤ 【５】 39 神長日広川
かみながにっこうがわ

広島市 安芸区 矢野東 ７丁目 国（砂防） 砂防ダム

⑤ 【５】 40 神長川
かみながかわ

広島市 安芸区 矢野東 ７丁目 国（砂防） 砂防ダム

⑤ 【５】 41 神長南川
かみながみなみかわ

広島市 安芸区 矢野東 ７丁目 国（砂防） 砂防ダム

⑤ 【５】 42 樫木茶屋南川
かたぎぢゃやみなみかわ

広島市 安芸区 矢野町 県（砂防） 砂防ダム

⑤ 【５】 43 峠
 とうげやまこくゆうりん

山国有林 広島市 安芸区 矢野町 国（治山） 治山ダム

⑤ 【５】 44 峠
 とうげやまこくゆうりん

山国有林 広島市 安芸区 矢野町 国（治山） 治山ダム

2 / 2 


