
鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1・鯉ノ浦川隣・鯉ノ浦川隣・鯉ノ浦川隣・鯉ノ浦川隣2

災害関連緊急砂防事業に災害関連緊急砂防事業に災害関連緊急砂防事業に災害関連緊急砂防事業に

関する説明会（第２回）関する説明会（第２回）関する説明会（第２回）関する説明会（第２回）

令和元年令和元年令和元年令和元年7月月月月5日日日日

広島県西部建設事務所呉支所広島県西部建設事務所呉支所広島県西部建設事務所呉支所広島県西部建設事務所呉支所
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本日の説明内容本日の説明内容本日の説明内容本日の説明内容

住民の皆様および土地所有者の皆様対象住民の皆様および土地所有者の皆様対象住民の皆様および土地所有者の皆様対象住民の皆様および土地所有者の皆様対象

①①①① 砂防ダム等の計画について砂防ダム等の計画について砂防ダム等の計画について砂防ダム等の計画について

②②②② 事業工程と今後のスケジュール事業工程と今後のスケジュール事業工程と今後のスケジュール事業工程と今後のスケジュール

③③③③ 事業実施にあたってのお願い事業実施にあたってのお願い事業実施にあたってのお願い事業実施にあたってのお願い

④④④④ 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

土地所有者の皆様対象土地所有者の皆様対象土地所有者の皆様対象土地所有者の皆様対象

⑤⑤⑤⑤ 砂防指定地の範囲について砂防指定地の範囲について砂防指定地の範囲について砂防指定地の範囲について

⑥⑥⑥⑥ 土地境界の確認について（机上）土地境界の確認について（机上）土地境界の確認について（机上）土地境界の確認について（机上）
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①砂防ダム等の計画について①砂防ダム等の計画について①砂防ダム等の計画について①砂防ダム等の計画について
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鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1・・・・2の状況の状況の状況の状況

早瀬パブリック早瀬パブリック早瀬パブリック早瀬パブリックセンターセンターセンターセンター 鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1111

鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣2222

流域面積流域面積流域面積流域面積

A=0.02kA=0.02kA=0.02kA=0.02k㎡㎡㎡㎡

流域面積流域面積流域面積流域面積

A=0.02kA=0.02kA=0.02kA=0.02k㎡㎡㎡㎡

①①①①

①①①①

②②②②

②②②②

至至至至 渡子渡子渡子渡子

至至至至 藤脇藤脇藤脇藤脇
③③③③

③③③③

④④④④
⑤⑤⑤⑤

④④④④

⑤⑤⑤⑤
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土砂災害警戒区域等の状況土砂災害警戒区域等の状況土砂災害警戒区域等の状況土砂災害警戒区域等の状況

土砂災害ポータルひろしま土砂災害ポータルひろしま土砂災害ポータルひろしま土砂災害ポータルひろしま

令和元年令和元年令和元年令和元年6666月月月月6666日日日日 指定前指定前指定前指定前

鯉ノ浦川鯉ノ浦川鯉ノ浦川鯉ノ浦川(507(507(507(507隣隣隣隣aaaa----1)1)1)1) 鯉ノ浦川鯉ノ浦川鯉ノ浦川鯉ノ浦川(507(507(507(507隣隣隣隣aaaa----2)2)2)2)
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防災情報（参考）（ソフト対策）防災情報（参考）（ソフト対策）防災情報（参考）（ソフト対策）防災情報（参考）（ソフト対策）

土砂災害ポータルひろしま土砂災害ポータルひろしま土砂災害ポータルひろしま土砂災害ポータルひろしま

気象庁ホームページ気象庁ホームページ気象庁ホームページ気象庁ホームページ
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鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1・・・・2で実施する砂防事業で実施する砂防事業で実施する砂防事業で実施する砂防事業

７月豪雨災害により発生し７月豪雨災害により発生し７月豪雨災害により発生し７月豪雨災害により発生し渓流内渓流内渓流内渓流内

に堆積している不安定な土砂に堆積している不安定な土砂に堆積している不安定な土砂に堆積している不安定な土砂

砂防ダム砂防ダム砂防ダム砂防ダム

○災害関連緊急砂防事業○災害関連緊急砂防事業○災害関連緊急砂防事業○災害関連緊急砂防事業

風水害，震災，火山活動等による土砂の崩壊等危険な状況に緊急に対処するた風水害，震災，火山活動等による土砂の崩壊等危険な状況に緊急に対処するた風水害，震災，火山活動等による土砂の崩壊等危険な状況に緊急に対処するた風水害，震災，火山活動等による土砂の崩壊等危険な状況に緊急に対処するた

めの砂防設備の設置を目的とする。めの砂防設備の設置を目的とする。めの砂防設備の設置を目的とする。めの砂防設備の設置を目的とする。

７月豪雨災害により発生した７月豪雨災害により発生した７月豪雨災害により発生した７月豪雨災害により発生した不不不不

安定な土砂に対し安定な土砂に対し安定な土砂に対し安定な土砂に対し，安全性を確，安全性を確，安全性を確，安全性を確

保する砂防ダムの整備保する砂防ダムの整備保する砂防ダムの整備保する砂防ダムの整備

イメージイメージイメージイメージ
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鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1・・・・2で実施する砂防事業で実施する砂防事業で実施する砂防事業で実施する砂防事業

砂防ダム砂防ダム砂防ダム砂防ダム

○砂防激甚災害対策特別緊急事業○砂防激甚災害対策特別緊急事業○砂防激甚災害対策特別緊急事業○砂防激甚災害対策特別緊急事業

土石流等により激甚な災害が発生した一連地区の荒廃渓流に対し，再度災害を土石流等により激甚な災害が発生した一連地区の荒廃渓流に対し，再度災害を土石流等により激甚な災害が発生した一連地区の荒廃渓流に対し，再度災害を土石流等により激甚な災害が発生した一連地区の荒廃渓流に対し，再度災害を

防止するため，一定期間内に一定計画に基づく対策工事を実施し，災害対策の防止するため，一定期間内に一定計画に基づく対策工事を実施し，災害対策の防止するため，一定期間内に一定計画に基づく対策工事を実施し，災害対策の防止するため，一定期間内に一定計画に基づく対策工事を実施し，災害対策の

万全を期すことを目的万全を期すことを目的万全を期すことを目的万全を期すことを目的

イメージイメージイメージイメージ
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流域内で流域内で流域内で流域内で土砂災害が再び土砂災害が再び土砂災害が再び土砂災害が再び

起こった場合に発生する土砂起こった場合に発生する土砂起こった場合に発生する土砂起こった場合に発生する土砂砂防ダム嵩上げ砂防ダム嵩上げ砂防ダム嵩上げ砂防ダム嵩上げ
流域内の土砂流域内の土砂流域内の土砂流域内の土砂が豪雨等によりが豪雨等によりが豪雨等によりが豪雨等により

発生した場合，さらに安全性を発生した場合，さらに安全性を発生した場合，さらに安全性を発生した場合，さらに安全性を

高めるための高めるための高めるための高めるための砂防ダムの嵩上げ砂防ダムの嵩上げ砂防ダムの嵩上げ砂防ダムの嵩上げ

などの整備などの整備などの整備などの整備



鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1の堆積土砂の堆積土砂の堆積土砂の堆積土砂

渓流内に堆積している渓流内に堆積している渓流内に堆積している渓流内に堆積している

不安定な土砂不安定な土砂不安定な土砂不安定な土砂

約約約約1,2101,2101,2101,210ｍｍｍｍ3333（流木約（流木約（流木約（流木約10101010ｍｍｍｍ3333））））

※※※※礫径は礫径は礫径は礫径は0.700.700.700.70ｍ（平均ｍ（平均ｍ（平均ｍ（平均0.150.150.150.15ｍ）ｍ）ｍ）ｍ）

縦断方向縦断方向縦断方向縦断方向 模式図模式図模式図模式図
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鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1の効果量の効果量の効果量の効果量

流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂

※※※※約約約約850m3850m3850m3850m3（流木込）（流木込）（流木込）（流木込）

流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂

※※※※約約約約850m3850m3850m3850m3（流木込）（流木込）（流木込）（流木込）

縦断方向縦断方向縦断方向縦断方向 模式図模式図模式図模式図

渓流内に堆積している不安定な土砂渓流内に堆積している不安定な土砂渓流内に堆積している不安定な土砂渓流内に堆積している不安定な土砂

貯砂量Ｖ貯砂量Ｖ貯砂量Ｖ貯砂量Ｖ≒≒≒≒1,2501,2501,2501,250ｍｍｍｍ3333（常時堆積）（常時堆積）（常時堆積）（常時堆積）
捕捉量＋抑制量Ｖ捕捉量＋抑制量Ｖ捕捉量＋抑制量Ｖ捕捉量＋抑制量Ｖ≒≒≒≒1850185018501850ｍｍｍｍ3333

効果量効果量効果量効果量

約約約約3,1003,1003,1003,100ｍｍｍｍ3333

（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）

効果量効果量効果量効果量

約約約約3,1003,1003,1003,100ｍｍｍｍ3333

（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）

渓床勾配が急なため，見込めない渓床勾配が急なため，見込めない渓床勾配が急なため，見込めない渓床勾配が急なため，見込めない
災害関連緊急災害関連緊急災害関連緊急災害関連緊急砂防事業砂防事業砂防事業砂防事業砂防激甚災害対策砂防激甚災害対策砂防激甚災害対策砂防激甚災害対策特別緊急事業特別緊急事業特別緊急事業特別緊急事業
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鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣2の堆積土砂の堆積土砂の堆積土砂の堆積土砂

渓流内に堆積している渓流内に堆積している渓流内に堆積している渓流内に堆積している

不安定な土砂不安定な土砂不安定な土砂不安定な土砂

約約約約1,6301,6301,6301,630ｍｍｍｍ3333（流木約（流木約（流木約（流木約30303030ｍｍｍｍ3333））））

※※※※礫径は礫径は礫径は礫径は0.600.600.600.60ｍ（平均ｍ（平均ｍ（平均ｍ（平均0.150.150.150.15ｍ）ｍ）ｍ）ｍ）

縦断方向縦断方向縦断方向縦断方向 模式図模式図模式図模式図

11



鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣2の効果量の効果量の効果量の効果量

流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂

※※※※約約約約1,440m31,440m31,440m31,440m3（流木込）（流木込）（流木込）（流木込）

流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂流域内で再度流出する可能性がある土砂

※※※※約約約約1,440m31,440m31,440m31,440m3（流木込）（流木込）（流木込）（流木込）

縦断方向縦断方向縦断方向縦断方向 模式図模式図模式図模式図

渓流内に堆積している不安定な土砂渓流内に堆積している不安定な土砂渓流内に堆積している不安定な土砂渓流内に堆積している不安定な土砂

貯砂量Ｖ貯砂量Ｖ貯砂量Ｖ貯砂量Ｖ≒≒≒≒1,7701,7701,7701,770ｍｍｍｍ3333（常時堆積）（常時堆積）（常時堆積）（常時堆積）
捕捉量＋抑制量Ｖ捕捉量＋抑制量Ｖ捕捉量＋抑制量Ｖ捕捉量＋抑制量Ｖ≒≒≒≒3,6903,6903,6903,690ｍｍｍｍ3333

効果量効果量効果量効果量

約約約約5,4605,4605,4605,460ｍｍｍｍ3333

（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）

効果量効果量効果量効果量

約約約約5,4605,4605,4605,460ｍｍｍｍ3333

（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）（土砂＋流木）

渓床勾配が急なため，見込めない渓床勾配が急なため，見込めない渓床勾配が急なため，見込めない渓床勾配が急なため，見込めない
災害関連緊急災害関連緊急災害関連緊急災害関連緊急砂防事業砂防事業砂防事業砂防事業砂防激甚災害対策砂防激甚災害対策砂防激甚災害対策砂防激甚災害対策特別緊急事業特別緊急事業特別緊急事業特別緊急事業
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鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1・・・・2のダム形式のダム形式のダム形式のダム形式

○砂防ダムの形式は，透過型・不透過型・部分透過型があり，最大礫径や現場条件を○砂防ダムの形式は，透過型・不透過型・部分透過型があり，最大礫径や現場条件を○砂防ダムの形式は，透過型・不透過型・部分透過型があり，最大礫径や現場条件を○砂防ダムの形式は，透過型・不透過型・部分透過型があり，最大礫径や現場条件を

考慮し考慮し考慮し考慮し部分透過型部分透過型部分透過型部分透過型を採用を採用を採用を採用

○部分透過型○部分透過型○部分透過型○部分透過型

○砂防ダムの材料は，コンクリート・鋼製・砂防ソイルセメント・石積・フィル○砂防ダムの材料は，コンクリート・鋼製・砂防ソイルセメント・石積・フィル○砂防ダムの材料は，コンクリート・鋼製・砂防ソイルセメント・石積・フィル○砂防ダムの材料は，コンクリート・鋼製・砂防ソイルセメント・石積・フィル

があり，現場条件等からがあり，現場条件等からがあり，現場条件等からがあり，現場条件等から砂防ソイルセメント砂防ソイルセメント砂防ソイルセメント砂防ソイルセメントを採用を採用を採用を採用

中横路川中横路川中横路川中横路川

在屋川在屋川在屋川在屋川
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行森川支川行森川支川行森川支川行森川支川3333

除石（流木含む）管理型除石（流木含む）管理型除石（流木含む）管理型除石（流木含む）管理型透過部分に巨石や流木を捕捉透過部分に巨石や流木を捕捉透過部分に巨石や流木を捕捉透過部分に巨石や流木を捕捉

・砂防ソイルセメントとは，セメントを用いて土砂を安定処理したもので，掘削などによる現地発生土砂・砂防ソイルセメントとは，セメントを用いて土砂を安定処理したもので，掘削などによる現地発生土砂・砂防ソイルセメントとは，セメントを用いて土砂を安定処理したもので，掘削などによる現地発生土砂・砂防ソイルセメントとは，セメントを用いて土砂を安定処理したもので，掘削などによる現地発生土砂

とセメント又はセメントミルクを混合した材料とセメント又はセメントミルクを混合した材料とセメント又はセメントミルクを混合した材料とセメント又はセメントミルクを混合した材料



概要図概要図概要図概要図

鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣鯉ノ浦川隣1・・・・2のダムの工法のダムの工法のダムの工法のダムの工法

○砂防ソイルセメントは，転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）と流動タイプ（ＩＳＭ）があ○砂防ソイルセメントは，転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）と流動タイプ（ＩＳＭ）があ○砂防ソイルセメントは，転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）と流動タイプ（ＩＳＭ）があ○砂防ソイルセメントは，転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）と流動タイプ（ＩＳＭ）があ

り，り，り，り，転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）転圧タイプ（ＩＮＳＥＭ）を採用を採用を採用を採用

施工性・経済性等を比較施工性・経済性等を比較施工性・経済性等を比較施工性・経済性等を比較 →→→→ ＩＮＳＥＭダブルウォール工法ＩＮＳＥＭダブルウォール工法ＩＮＳＥＭダブルウォール工法ＩＮＳＥＭダブルウォール工法を採用を採用を採用を採用

・上下流面を構成する壁面材を多段のタイ材で連結した中に中詰材として砂防・上下流面を構成する壁面材を多段のタイ材で連結した中に中詰材として砂防・上下流面を構成する壁面材を多段のタイ材で連結した中に中詰材として砂防・上下流面を構成する壁面材を多段のタイ材で連結した中に中詰材として砂防

ソイルセメントのＩＮＳＥＭを使用ソイルセメントのＩＮＳＥＭを使用ソイルセメントのＩＮＳＥＭを使用ソイルセメントのＩＮＳＥＭを使用

ＩＮＳＥＭダブルウォール工法の概要ＩＮＳＥＭダブルウォール工法の概要ＩＮＳＥＭダブルウォール工法の概要ＩＮＳＥＭダブルウォール工法の概要

タイ材タイ材タイ材タイ材

上流面壁面材上流面壁面材上流面壁面材上流面壁面材下流面壁面材下流面壁面材下流面壁面材下流面壁面材 ＩＮＳＥＭＩＮＳＥＭＩＮＳＥＭＩＮＳＥＭ
・現地発生土砂を有効利用・現地発生土砂を有効利用・現地発生土砂を有効利用・現地発生土砂を有効利用

・土砂搬出や処分量が減少・土砂搬出や処分量が減少・土砂搬出や処分量が減少・土砂搬出や処分量が減少

・生コン車等の工事用車両・生コン車等の工事用車両・生コン車等の工事用車両・生コン車等の工事用車両

の出入りが減少の出入りが減少の出入りが減少の出入りが減少

○主なメリット○主なメリット○主なメリット○主なメリット

・コンクリートダムより施工性・コンクリートダムより施工性・コンクリートダムより施工性・コンクリートダムより施工性

に優れるに優れるに優れるに優れる

地域住民の負担軽減地域住民の負担軽減地域住民の負担軽減地域住民の負担軽減

コスト縮減コスト縮減コスト縮減コスト縮減

工期短縮工期短縮工期短縮工期短縮

大津恵川大津恵川大津恵川大津恵川

根谷川支川根谷川支川根谷川支川根谷川支川65656565
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砂防ダムの位置砂防ダムの位置砂防ダムの位置砂防ダムの位置

砂防指定地砂防指定地砂防指定地砂防指定地

用地買収用地買収用地買収用地買収

砂防ダム砂防ダム砂防ダム砂防ダム

管理用道路管理用道路管理用道路管理用道路

15



砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣1））））

正面図正面図正面図正面図

平面図平面図平面図平面図
側面図側面図側面図側面図

流木止め流木止め流木止め流木止め

H=9.5H=9.5H=9.5H=9.5ｍｍｍｍ

高さ高さ高さ高さ

H=9.5H=9.5H=9.5H=9.5ｍｍｍｍ

16.216.216.216.2ｍｍｍｍ

長さ長さ長さ長さL=58.0L=58.0L=58.0L=58.0ｍｍｍｍ

高さ高さ高さ高さ

H=11.5H=11.5H=11.5H=11.5ｍｍｍｍ

災関災関災関災関事業事業事業事業激特激特激特激特事業事業事業事業

H=11.5H=11.5H=11.5H=11.5ｍｍｍｍ
本堤本堤本堤本堤

本堤本堤本堤本堤

垂直壁垂直壁垂直壁垂直壁

垂直壁垂直壁垂直壁垂直壁

10.910.910.910.9ｍｍｍｍ14.014.014.014.0ｍｍｍｍ

4.04.04.04.0ｍｍｍｍ

14.014.014.014.0ｍｍｍｍ

L=58.0L=58.0L=58.0L=58.0ｍｍｍｍ

13.013.013.013.0ｍｍｍｍ

4.04.04.04.0ｍｍｍｍ

水通し水通し水通し水通し5.05.05.05.0ｍｍｍｍ

16

根谷川支川根谷川支川根谷川支川根谷川支川86868686



砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣砂防ダムの大きさ（鯉ノ浦川隣2））））

17

正面図正面図正面図正面図

平面図平面図平面図平面図
側面図側面図側面図側面図

長さ長さ長さ長さL=60.0L=60.0L=60.0L=60.0ｍｍｍｍ

災関災関災関災関事業事業事業事業激特激特激特激特事業事業事業事業
水通し水通し水通し水通し5.05.05.05.0ｍｍｍｍ

高さ高さ高さ高さ

H=6.0H=6.0H=6.0H=6.0ｍｍｍｍ

高さ高さ高さ高さ

H=8.0H=8.0H=8.0H=8.0ｍｍｍｍ

本堤本堤本堤本堤

本堤本堤本堤本堤垂直壁垂直壁垂直壁垂直壁

H=6.0H=6.0H=6.0H=6.0ｍｍｍｍ
13.013.013.013.0ｍｍｍｍ

H=8.0H=8.0H=8.0H=8.0ｍｍｍｍ
4.24.24.24.2ｍｍｍｍ

流木止め流木止め流木止め流木止め

L=60.0L=60.0L=60.0L=60.0ｍｍｍｍ

4.24.24.24.2ｍｍｍｍ

10.010.010.010.0ｍｍｍｍ

10.010.010.010.0ｍｍｍｍ

27.027.027.027.0ｍｍｍｍ

垂直壁垂直壁垂直壁垂直壁

8.28.28.28.2ｍｍｍｍ

根谷川支川根谷川支川根谷川支川根谷川支川65656565



管理用道路（工事用道路）管理用道路（工事用道路）管理用道路（工事用道路）管理用道路（工事用道路）
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切土部切土部切土部切土部

盛土部盛土部盛土部盛土部



その他施設等その他施設等その他施設等その他施設等（信木川及び信木川支川・付替里道）（信木川及び信木川支川・付替里道）（信木川及び信木川支川・付替里道）（信木川及び信木川支川・付替里道）

PUPUPUPU----600600600600

集水桝集水桝集水桝集水桝



砂防ダムの効果事例砂防ダムの効果事例砂防ダムの効果事例砂防ダムの効果事例

国土交通省砂防部国土交通省砂防部国土交通省砂防部国土交通省砂防部 20



砂防ダムの土砂調節砂防ダムの土砂調節砂防ダムの土砂調節砂防ダムの土砂調節

国土交通省ホームページ国土交通省ホームページ国土交通省ホームページ国土交通省ホームページ
21



砂防ダムの管理砂防ダムの管理砂防ダムの管理砂防ダムの管理

定期点検定期点検定期点検定期点検 ：：：：1111回回回回/5/5/5/5年年年年 施設の各部位の劣化・損傷・堆積施設の各部位の劣化・損傷・堆積施設の各部位の劣化・損傷・堆積施設の各部位の劣化・損傷・堆積

状況等を確認。状況等を確認。状況等を確認。状況等を確認。

緊急時点検・管理：緊急時は速やかに点検を行い緊急時点検・管理：緊急時は速やかに点検を行い緊急時点検・管理：緊急時は速やかに点検を行い緊急時点検・管理：緊急時は速やかに点検を行い必要に応じて必要に応じて必要に応じて必要に応じて

土砂及び流木の除去を行う。土砂及び流木の除去を行う。土砂及び流木の除去を行う。土砂及び流木の除去を行う。

広島県のインフラ老朽化対策で点検結果を公表広島県のインフラ老朽化対策で点検結果を公表広島県のインフラ老朽化対策で点検結果を公表広島県のインフラ老朽化対策で点検結果を公表

22



②事業工程と②事業工程と②事業工程と②事業工程と

今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール

23 23



事業事業事業事業工程と今後のスケジュール工程と今後のスケジュール工程と今後のスケジュール工程と今後のスケジュール

24



③事業実施にあたって③事業実施にあたって③事業実施にあたって③事業実施にあたって

25 25



工事を実施することにより，井戸に影響が出る可能性があります。工事を実施することにより，井戸に影響が出る可能性があります。工事を実施することにより，井戸に影響が出る可能性があります。工事を実施することにより，井戸に影響が出る可能性があります。

工事による影響かどうか因果関係を確かめるために，事前に井戸調査を実施する工事による影響かどうか因果関係を確かめるために，事前に井戸調査を実施する工事による影響かどうか因果関係を確かめるために，事前に井戸調査を実施する工事による影響かどうか因果関係を確かめるために，事前に井戸調査を実施する

必要があります。（影響が想定される範囲に井戸を所有されている方は教えてくだ必要があります。（影響が想定される範囲に井戸を所有されている方は教えてくだ必要があります。（影響が想定される範囲に井戸を所有されている方は教えてくだ必要があります。（影響が想定される範囲に井戸を所有されている方は教えてくだ

さい。）さい。）さい。）さい。）

井戸調査について井戸調査について井戸調査について井戸調査について

26

早瀬パブリック早瀬パブリック早瀬パブリック早瀬パブリックセンターセンターセンターセンター

487487487487号号号号
至至至至 藤脇藤脇藤脇藤脇



用地取得に先立ち，土地の境界を確定する必要用地取得に先立ち，土地の境界を確定する必要用地取得に先立ち，土地の境界を確定する必要用地取得に先立ち，土地の境界を確定する必要

があります。しかしながら，被災地での立会は危があります。しかしながら，被災地での立会は危があります。しかしながら，被災地での立会は危があります。しかしながら，被災地での立会は危

険性を伴いますので，険性を伴いますので，険性を伴いますので，険性を伴いますので，境界の確認は，基本的に境界の確認は，基本的に境界の確認は，基本的に境界の確認は，基本的に

は図面上で行いは図面上で行いは図面上で行いは図面上で行い，必要に応じて現地での立会を，必要に応じて現地での立会を，必要に応じて現地での立会を，必要に応じて現地での立会を

行うことを考えておりますので，ご理解・ご協力行うことを考えておりますので，ご理解・ご協力行うことを考えておりますので，ご理解・ご協力行うことを考えておりますので，ご理解・ご協力

をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

27

境界立会について境界立会について境界立会について境界立会について



○○○○砂防指定地砂防指定地砂防指定地砂防指定地

砂防法（明治砂防法（明治砂防法（明治砂防法（明治30303030年年年年3333月月月月30303030日法律第日法律第日法律第日法律第29292929号）第号）第号）第号）第2222条に基条に基条に基条に基

づき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のためづき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のためづき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のためづき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のため

に一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地とに一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地とに一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地とに一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地と

して国土交通大臣が指定した土地の区域です。して国土交通大臣が指定した土地の区域です。して国土交通大臣が指定した土地の区域です。して国土交通大臣が指定した土地の区域です。

工事の実施に先立ち，砂防指定地として指定する工事の実施に先立ち，砂防指定地として指定する工事の実施に先立ち，砂防指定地として指定する工事の実施に先立ち，砂防指定地として指定する

必要があり，必要があり，必要があり，必要があり，土地所有者の同意が必要土地所有者の同意が必要土地所有者の同意が必要土地所有者の同意が必要となります。となります。となります。となります。

指定できない場合は，工事が実施できませんので指定できない場合は，工事が実施できませんので指定できない場合は，工事が実施できませんので指定できない場合は，工事が実施できませんので

ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。

28

砂防砂防砂防砂防指定地の指定地の指定地の指定地の指定指定指定指定



砂防砂防砂防砂防指定地の指定指定地の指定指定地の指定指定地の指定（範囲）（範囲）（範囲）（範囲）

12㎝160㎝
90㎝

砂防指定地広島県250㎝
砂防指定地標柱

29
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【【【【砂防指定地内砂防指定地内砂防指定地内砂防指定地内】】】】においては，においては，においては，においては，次の行為に次の行為に次の行為に次の行為に

ついて，県知事の許可が必要ついて，県知事の許可が必要ついて，県知事の許可が必要ついて，県知事の許可が必要となります。となります。となります。となります。

・・・・ のり切，切土，掘削又は盛土のり切，切土，掘削又は盛土のり切，切土，掘削又は盛土のり切，切土，掘削又は盛土

・・・・ 立木竹の伐採立木竹の伐採立木竹の伐採立木竹の伐採

・・・・ 木竹の滑下又は地引きによる搬出木竹の滑下又は地引きによる搬出木竹の滑下又は地引きによる搬出木竹の滑下又は地引きによる搬出

・・・・ 土石の類の採取若しくは鉱物の採掘又はこれら土石の類の採取若しくは鉱物の採掘又はこれら土石の類の採取若しくは鉱物の採掘又はこれら土石の類の採取若しくは鉱物の採掘又はこれら

の堆積若しくは投棄の堆積若しくは投棄の堆積若しくは投棄の堆積若しくは投棄

・・・・ 牛，馬その他の畜類の放牧又は係留牛，馬その他の畜類の放牧又は係留牛，馬その他の畜類の放牧又は係留牛，馬その他の畜類の放牧又は係留

・・・・ 砂防設備以外の施設又は工作物の設置，改造砂防設備以外の施設又は工作物の設置，改造砂防設備以外の施設又は工作物の設置，改造砂防設備以外の施設又は工作物の設置，改造

又は除却又は除却又は除却又は除却

砂防砂防砂防砂防指定地の指定指定地の指定指定地の指定指定地の指定（制限行為）（制限行為）（制限行為）（制限行為）



31

・工事が始まった際には，ダンプトラック等の・工事が始まった際には，ダンプトラック等の・工事が始まった際には，ダンプトラック等の・工事が始まった際には，ダンプトラック等の

工事用車両が頻繁に通行します。工事用車両が頻繁に通行します。工事用車両が頻繁に通行します。工事用車両が頻繁に通行します。

・掘削及び現地発生土砂とセメント等を攪拌・・掘削及び現地発生土砂とセメント等を攪拌・・掘削及び現地発生土砂とセメント等を攪拌・・掘削及び現地発生土砂とセメント等を攪拌・

混合する作業工程もあり，騒音や粉塵が発生混合する作業工程もあり，騒音や粉塵が発生混合する作業工程もあり，騒音や粉塵が発生混合する作業工程もあり，騒音や粉塵が発生

します。請負業者への指導を行い対策を検討します。請負業者への指導を行い対策を検討します。請負業者への指導を行い対策を検討します。請負業者への指導を行い対策を検討

します。します。します。します。

大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解・ご協力大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解・ご協力大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解・ご協力大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解・ご協力

をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

その他（お願い）その他（お願い）その他（お願い）その他（お願い）


