平成

年 ７月 豪 雨 災 害 から の復 旧 工 事 を 進 め ていま す

■完成

至

令和２年３月１８日撮影

東広島市街

↓至

■浚渫後

■浚渫前

三原市→

【二級河川 沼田川水系 沼田川 浚渫工事】

主
( 瀬
) 野 川 福富本郷 線 道路災 害 復旧工事 （河内高 校 前）が 完成 し， この区 間 全線の復 旧が完了 し ました
施工： （株）東豊建設

【道路災害復旧工事（河内高校前） 完成状況】
【（主）瀬野川福富本郷線 道路災害復旧工事（別工区）完成状況】

【被災状況】
【応急復旧工事・鉄道復旧工事状況】
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施工： シンクコンストラクション(株)
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平成 年 月豪雨災害により二級河川沼田川が氾濫し、
主要地方道瀬野川福富本郷線の東広島市及び三原市の両
市を跨ぐ７箇所で道路が崩壊したことにより、約 ㎞区
間において全面通行止となりました。
被災直後から、大型土のうなどの応急復旧工事や孤立
集落解消のための仮設用道路を設置しました。ＪＲ西日
本や東広島市と連携し、ＪＲ山陽本線の復旧を最優先で
進めるとともに、並行して道路や下水道の復旧工事を進
めてきました。ＪＲ山陽本線については、平成 年９月
日に運行を再開しました。その後、出水期を避け道路
の復旧工事を進めるとともに、河川内に堆積した土砂の
浚渫工事も併せて実施し、令和２年３月 日に、県立河
内高校前の道路災害復旧工事が完成しました 。

（VOL４ 令和２年３月24日発行）

東広島支所管内の災害復旧工事の件数は、５１７箇所になります
早期の復旧を目指し、準備の整った箇所から、道路や河川などの災害復旧工事を進めています
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施工：(株)浜本組

施工：(株)繁光組

施工： 保手濵建設㈱
施工：(有)日彰建設

施工：(株)織田建設

施工：(株)後藤組
施工：(株)小林建設

平成 年７月豪雨により甚大な被害が発
生した公共土木施設については、発災直後
から道路の土砂撤去や河川の破堤箇所など
の応急復旧工事に取り組むとともに、被災
地の早期の復旧・復興に向け、優先順位等
を踏まえながら復旧工事に着手しています。
災害復旧事業については、概ね３ヶ年での
完了を目指して、進めているところです。
県が管理する道路・河川など、県内全体
２，５５０箇所が災害復旧事業として採択
され、このうち西部建設事務所東広島支所
管内が５１７箇所（東広島市４０２箇所、
竹原市１１１箇所、大崎上島町１箇所、椋
梨ダム関連３箇所）となっており、このう
ち約５割が工事契約済であり、準備の整っ
た箇所から、順次、工事を進めているとこ
ろです。
引き続き、早期の復旧を目指し、鋭意、
取り組んでいきますので、工事へのご理解
とご協力をよろしくお願いします。

施工：(株)上垣組

（VOL.4 令和２年.３月）
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西部建設事務所東広島支所 災害復旧ニュース
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【災害関連緊急砂防事業 進捗状況】
【砂防 本頭川隣】本体土工

【砂防 杉坂下川隣】本体工

施工： シンクコンストラクション㈱

【砂防 古河川支川】準備工

施工： （株）藤原メセナ建設

【砂防 下大内原隣】本体工

施工： （株）明成
施工： （株））後藤組

【砂防 貞岡川】本体工

施工： （株）上垣組

【砂防 中条川】本体工（全体）

【砂防 仮屋谷川】本体工

施工： （株）三輝

【砂防 奥条川 地元見学会を開催しました】

施工： （株）保手濵建設

【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 進捗状況】
【急傾斜 片山谷８６２地区】法枠工

施工： （株）東豊建設

施工： （株）舛田組

施工： （株）福美建設

【急傾斜 観音谷地区】土工

施工： エヌエル産業（株）

土 砂 災害 発 生 箇所に お け る 緊急 的な砂 防 ダム や 法 面の崩 壊 防 止 のた めの法 枠 工等 の 整 備をし てい ま す
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（※番号は、「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」箇所番号）

事業名・箇所名
事業箇所
事業内容 概成時期
施工業者
進捗状況
180 杉坂下川隣
志和町志和堀 砂防ダム工 R2年6月 藤原メセナ建設(株)
工事中
184 小野川左３
志和町別府
砂防ダム工 R2年6月 藤原メセナ建設(株)
工事中
185 貞岡川
志和町別府
砂防ダム工 R2年3月 (株)三輝
工事中
186 扇迫川隣
志和町別府
砂防ダム工 R2年6月 (株)三輝
工事中
187 奥屋川右１
志和町奥屋
砂防ダム工 R2年9月 (株)上垣組
工事中
東
190 奥条川１
河内町中河内 砂防ダム工 概成
(株)東豊建設
工事中
広
砂防
206 下大内原隣
河内町入野
砂防ダム工 R2年6月 (株)上垣組
工事中
島
208 古河川支川
八本松町原
砂防ダム工 R2年9月 (株)後藤組
工事中
市
213 大宮川
西条町下三永 砂防ダム工 R2年9月 シンクコンストラクション(株) 工事中
214 本頭川隣
西条町下三永 砂防ダム工 R2年6月 シンクコンストラクション(株) 工事中
215 黒瀬川左６隣 西条町郷曽
砂防ダム工 R3年3月 (株)東豊建設
工事中
223 蚊無中西谷
安芸津町三津 砂防ダム工 R2年6月 シンクコンストラクション(株) 工事中
224 小谷川
黒瀬町市飯田 砂防ダム工 概成
(株)明成
工事中
97 賀茂川支川７ 竹原市西野町 砂防ダム工 R2年9月 シンクコンストラクション(株) 工事中
98 賀茂川支川８ 竹原市西野町 砂防ダム工 R2年6月 シンクコンストラクション(株) 工事中
砂防
102 中条川
竹原市東野町 砂防ダム工 概成
(株)舛田組
工事中
竹
111 仮屋谷川
竹原市港町
砂防ダム工 R2年3月 保手濱建設(株)
工事中
原
100 下仁賀地区
竹原市仁賀町 法枠工
R2年6月 エヌエル産業(株)
工事中
市
105 片山谷８６２地区 竹原市新庄町 法枠工
R2年9月 (株)福美建設
工事中
急傾斜
114 観音谷地区
竹原市吉名町 法枠工
R2年6月 エヌエル産業(株)
工事中
118 小平方地区
竹原市吉名町 法枠工
R2年6月 ジーエム建設（株）
工事中
（令和2年3月19日時点）
災害関連緊急事業の進捗状況の情報は，東広島支所ホームページから！
市

平成 年７月豪雨における土石流等により甚大な
被害を受けた箇所において、早期の復旧に向け、
国・県・市町が連携を図り、緊急的な砂防・治山施
設の施工箇所、工事内容等の事業計画を決定し、県
内３０１箇所の緊急事業を実施しています。このう
ち東広島支所が実施する緊急事業は、左表のとおり
箇所で早期の工事完成を目指し、順次工事を進め
ています。このうち、３箇所が概成しました。引き
続き、砂防ダム工事やがけ崩れ箇所の法面崩壊防止
工事を進めていきます。各工事箇所の進捗状況は、
東広島支所ホームページをご覧ください。
地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、
引き続き、事業へのご理解とご協力をお願いします。

【東広島支所管内の緊急事業箇所】

（VOL.4 令和２年.３月）
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施工： （株）明成

4

・災害関連緊急対策チーム
【緊急の砂防ダム等の整備に関すること】
・工務第一課
【災害復旧事業（東広島市全域（安芸津町を除く）】
・工務第二課
【災害復旧事業（竹原市、大崎上島町、東広島市安芸津町】
・維 持 課
【災害復旧事業以外（道路の維持・修繕、河川の浚渫など】
・事業調整・土砂法指定推進班 【土砂災害防止法に関すること】
住所：東広島市西条昭和町13−10 電話： 082-422-6911 ＦＡＸ： 082-422-7499

問合せ先 ： 広島県西部建設事務所東広島支所

湯﨑 知 事が河 内 町の災 害 復旧の
進捗状況を視察しました

豪雨で被災した急傾斜地郷５地
区の崩壊箇所の対策工事が完了
及び関川河川改修事業・天神川
通常砂防事業の地元説明会を
開催しました

【対策後】

【被災状況】

豪雨により、急傾斜地郷５地区（高屋町
郷）において土砂災害が発生し、家屋が被
災しました。斜面が崩壊した箇所の法面崩
壊防止対策工事が完了しました。
また、一級河川太田川水系関川（志和町
別府）において、河川護岸及び市が管理す
る道路橋が被災しました。また、二級河川
沼田川水系天神川において、土石流が発生
し、家屋が被災しました。いずれの箇所も、
河川計画や砂防ダムの計画が出来ましたの
で、令和２年３月に地元説明会を開催しま
した。早期の工事着手に向け、事業を進め
ていきます。

施工： 保手濵建設㈱

(主)瀬野川福富本郷線 視察状況

奥条川 地域住民との意見交換状況

令和２年２月４日、湯﨑知事と高垣東広島
市長が、豪雨災害により被災した箇所の復旧
状況を視察するとともに、地域住民の方々と
意見交換を実施しました。

【道路災害復旧工事（河内高校前）】

国道４３２号河内町内（小田～中河内）に
おいて、全面通行止めにより道路や河川の
災害復旧工事を進めています
豪雨災害により一般国道４３２号の河内町小田から中河内の区
間は、道路法面の崩壊や椋梨川の氾濫による護岸が被災し道路が
流出するなど、 箇所において甚大な被害が発生しました。令和
元年 月１日から令和２年５月末（予定）まで全面通行止めによ
り、護岸工事などを実施していますが、約１ヶ月前倒し、ゴール
デンウィーク前の４月末に全面通行止めを解除する予定です。
皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続き、早期の復旧
に努めますので、迂回等のご協力をよろしくお願いします。

【災害関連緊急砂防工事（奥条川）】

災害 復旧工事の進捗状況を
ホー ムページで公表しています

急傾斜地郷５地区（高屋町郷）施工：国土技建㈱

関川（志和町別府）地元説明会の状況

施工：シンクコンストラクション(株)・(株）東豊建設

（VOL.4 令和２年.３月）
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