
危機管理型水位計及び河川監視カメラの配置について（9ページの項目⑦⑧参照）危機管理型水位計及び河川監視カメラの配置について（9ページの項目⑦⑧参照）危機管理型水位計及び河川監視カメラの配置について（9ページの項目⑦⑧参照）危機管理型水位計及び河川監視カメラの配置について（9ページの項目⑦⑧参照）　危機管理型水位計　設置箇所一覧（市町別） 河川監視カメラ　設置河川一覧（市町別）級 水系 河川名 級 水系 河川名西部建設事務所西部建設事務所西部建設事務所西部建設事務所 27 箇所 27 箇所 27 箇所 27 箇所 西部建設事務所西部建設事務所西部建設事務所西部建設事務所 12 箇所 12 箇所 12 箇所 12 箇所 広島市 14 箇所 広島市 6 箇所 一級 太田川 二又川 広島市東区牛田早稲田 R2 一級 太田川 安川 広島市安佐南区 R元一級 太田川 山本川 広島市安佐南区長束西 R2 一級 太田川 奥迫川* 広島市安佐北区 R元一級 太田川 奥畑川 広島市安佐南区伴東 R2 一級 太田川 矢口川* 広島市安佐北区 R元一級 太田川 矢口川 広島市安佐北区口田南 R元 二級 八幡川 八幡川 広島市佐伯区 R2一級 太田川 奥迫川 広島市安佐北区深川 R元 二級 瀬野川 畑賀川* 広島市安芸区 R元一級 太田川 麻下川 広島市安佐北区小河原町 R元 二級 矢野川 矢野川* 広島市安芸区 R元一級 太田川 湯坂川 広島市安佐北区狩留賀町 R元 安芸高田市 1 箇所 一級 太田川 河津川 広島市安佐北区白木町三田 R元 一級 江の川 多治比川 安芸高田市吉田町 R元一級 太田川 関川 広島市安佐北区白木町小垰 R元 府中町 2 箇所 一級 太田川 栄堂川 広島市安佐北区白木町井原 R元 一級 太田川 府中大川 安芸郡府中町 R元二級 瀬野川 畑賀川 広島市安芸区畑賀 H30 一級 太田川 榎川* 安芸郡府中町 R元二級 瀬野川 熊野川 広島市安芸区上瀬野南 R元 海田町 1 箇所 二級 矢野川 矢野川 広島市安芸区矢野西 H30 二級 瀬野川 瀬野川 安芸郡海田町 R元一級 太田川 打尾谷川 広島市佐伯区湯来町多田 R2 熊野町 1 箇所 安芸高田市 6 箇所 二級 二河川 二河川 安芸郡熊野町 R2一級 太田川 見坂川 安芸高田市向原町長田 R元 坂町 1 箇所 一級 江の川 生田川 安芸高田市美土里町北 R2 二級 総頭川 総頭川* 安芸郡坂町 R元一級 江の川 大土川 安芸高田市甲田町高田原 R元 廿日市支所廿日市支所廿日市支所廿日市支所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 一級 江の川 本村川 安芸高田市美土里町本郷 R元 廿日市市 1 箇所 一級 江の川 戸島川 安芸高田市向原町戸島 R元 二級 可愛川 可愛川 廿日市市 R元一級 江の川 簸ノ川 安芸高田市八千代町佐々井 R2 安芸太田支所安芸太田支所安芸太田支所安芸太田支所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 江田島市 1 箇所 北広島町 1 箇所 二級 永田川 永田川 江田島市能美町鹿川 R2 一級 江の川 志路原川 山県郡北広島町 R元府中町 1 箇所 一級 太田川 榎川 安芸郡府中町山田 H30 ※1　* 印の河川は簡易型河川監視カメラ設置予定。（洪水予報・水位海田町 2 箇所 　　　周知河川以外）二級 瀬野川 三迫川 安芸郡海田町曽田 R元 ※2　 詳細な設置位置は，今後，関係市町等と調整のうえ決定する。二級 尾崎川 尾崎川 安芸郡海田町南堀川町 R元熊野町 2 箇所 二級 瀬野川 熊野川 安芸郡熊野町新宮 R元二級 二河川 平谷川 安芸郡熊野町平谷 R2坂町 1 箇所 二級 総頭川 総頭川 安芸郡坂町坂西 H30廿日市支所廿日市支所廿日市支所廿日市支所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 大竹市 1 箇所 一級 小瀬川 玖島川 大竹市栗谷町後原 R元廿日市市 2 箇所 一級 太田川 太田川 廿日市市吉和 R2一級 小瀬川 玖島川 廿日市市友田 R2安芸太田支所安芸太田支所安芸太田支所安芸太田支所 6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所 安芸太田町 1 箇所 一級 太田川 西宗川 山県郡安芸太田町穴 R2北広島町 5 箇所 一級 太田川 西宗川 山県郡北広島町戸谷 R2一級 太田川 柴木川 山県郡北広島町西八幡原 R2一級 江の川 江の川 山県郡北広島町川戸 R2一級 江の川 志路原川 山県郡北広島町海応寺 R2一級 江の川 大塚川 山県郡北広島町大朝 R2※ 詳細な設置位置は，今後，関係市町等と調整のうえ決定する。
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