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河川監視カメラの設置について 
 

令和３年５月 12 日 

河 川 課 

 

１ 要旨 

住民一人ひとりの主体的な避難を促進するため，洪水時における危険の切迫度が伝わる河川監視カメ

ラ（CCTV）及び簡易型河川監視カメラの設置に取り組んでいる。 

近年，豪雨等が激甚化・頻発化していることも踏まえ，河川防災情報のさらなる充実・強化を図るた

め，簡易型河川監視カメラを増設する。 

 

２ 設置計画 

 （１）設置箇所（設置予定河川については別紙参照） 

    平成 30 年７月豪雨により浸水被害が発生した河川や，水位周知河川における未設置の箇所を中

心に，さらに 46 箇所に設置する。 
 

項目 
現時点 追加 

箇所数 
CCTV 簡易型 簡易型 

洪水予報河川（2河川） 2 1 0 3 

水位周知河川（61河川） 17 25 40 82 

H30.7 豪雨浸水被害等 2 29 6 37 

合計 21 55 46 122 

     

 （２）スケジュール 

  令和３年度出水期までに 76 基設置が完了する見込みであり，追加分 46基については令和４年度

出水期までの設置完了を目指す。 

 

３ 画像の公開 

  CCTV については，「広島県河川防災情報システム」にて順次公開しており，簡易型河川監視カメラに

ついては，国土交通省ホームページ「川の防災情報」にて公開を予定している。引き続き，住民が河川

防災情報を入手しやすい環境の整備に努める。 
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【画像公開例】 【簡易型河川監視カメラ設置例】 

中畑川（呉市安浦町） 奥迫川（広島市安佐北区） 
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別紙 

級 水系 河川名 級 水系 河川名

西部建設事務所 27 箇所 東部建設事務所 23 箇所 
広島市 17 箇所 福山市 20 箇所 

一級 太田川 根谷川 広島市安佐北区 R3 一級 芦田川 河手川 福山市瀬戸町 R3

一級 太田川 南原川 広島市安佐北区 R3 一級 芦田川 高屋川 福山市神辺町 R3

一級 太田川 水内川 広島市佐伯区（菅沢水位局付近） R3 一級 芦田川 加茂川 福山市加茂町（中野水位局付近） R3

一級 太田川 水内川 広島市佐伯区（湯来水位局付近） R3 一級 芦田川 加茂川 福山市加茂町（加茂水位局付近） R3

一級 太田川 鈴張川 広島市安佐北区 R3 一級 芦田川 加茂川 福山市御幸町（沼水位局付近） R3

一級 太田川 三篠川 広島市安佐北区（白木水位局付近） R3出水期 一級 芦田川 神谷川 福山市新市町 R3

一級 太田川 湯坂川 広島市安佐北区 R3出水期 一級 芦田川 箱田川 福山市神辺町 R3

一級 太田川 栄堂川 広島市安佐北区 R3出水期 一級 芦田川 有地川 福山市芦田町 R3

二級 瀬野川 瀬野川 広島市安芸区 R3出水期 一級 芦田川 瀬戸川 福山市西神島町 R3

二級 瀬野川 熊野川 広島市安芸区 R3出水期 二級 本郷川 本郷川 福山市今津町 R3

二級 岡ノ下川 岡ノ下川 広島市佐伯区（中洲橋水位局付近） R3出水期 二級 山南川 山南川 福山市沼隈町 R3

二級 八幡川 八幡川* 広島市佐伯区 R3出水期 一級 芦田川 吉野川 福山市駅家町 R3出水期

一級 太田川 奥迫川 広島市安佐北区 R3出水期 一級 芦田川 服部川 福山市駅家町 R3出水期

一級 太田川 矢口川 広島市安佐北区 R3出水期 一級 芦田川 戸手川 福山市新市町 R3出水期

二級 瀬野川 畑賀川 広島市安芸区 R3出水期 二級 羽原川 羽原川 福山市神村町 R3出水期

二級 矢野川 矢野川 広島市安芸区 R3出水期 一級 芦田川 福川 福山市 R3出水期

一級 太田川 安川* 広島市安佐南区 R1 一級 芦田川 天王前川 福山市神辺町 R3出水期

安芸高田市 3 箇所 一級 芦田川 西谷川 福山市 R3出水期

一級 太田川 三篠川 安芸高田市向原町（向原水位局付近） R3 一級 芦田川 猪之子川* 福山市瀬戸町 H30

一級 太田川 大土川 安芸高田市甲田町 R3出水期 二級 手城川 手城川* 福山市南蔵王町 H30

一級 江の川 多治比川* 安芸高田市吉田町（春木水位局付近） R1 府中市 2 箇所 

江田島市 1 箇所 一級 芦田川 出口川 府中市出口町 R3

二級 永田川 永田川 江田島市能美町 R3 一級 芦田川 砂川* 府中市 R3出水期

府中町 2 箇所 神石高原町 1 箇所 

一級 太田川 府中大川* 安芸郡府中町（大須水位局付近） R1 一級 高梁川 小田川 神石郡神石高原町 R3

一級 太田川 榎川 安芸郡府中町 R3出水期 （三原支所） 17 箇所 
海田町 2 箇所 三原市 12 箇所 

二級 尾崎川 尾崎川 安芸郡海田町 R3出水期 二級 沼田川 和久原川 三原市中之町 R3

二級 瀬野川 瀬野川* 安芸郡海田町（石原水位局付近） R1 二級 西野川 西野川 三原市西宮 R3

熊野町 1 箇所 二級 沼田川 沼田川 三原市沼田東町（七宝水位局付近） R3出水期

二級 二河川 二河川* 安芸郡熊野町 R3出水期 二級 沼田川 天井川 三原市沼田東町 R3出水期

坂町 1 箇所 二級 沼田川 椋梨川 三原市大和町（和木水位局付近） R3出水期

二級 総頭川 総頭川 安芸郡坂町 R3出水期 二級 沼田川 椋梨川 三原市大和町（椋梨水位局付近） R3出水期

（呉支所） 10 箇所 二級 沼田川 仏通寺川 三原市本郷町 R3出水期

呉市 10 箇所 二級 沼田川 梨和川 三原市本郷町 R3出水期

二級 二河川 二河川 呉市焼山 R3出水期 二級 沼田川 三次川 三原市本郷町 R3出水期

二級 二河川 二河川 呉市二河町（二河水位局付近） R3出水期 二級 沼田川 大草川 三原市大和町 R3出水期

二級 堺川 堺川 呉市中通 R3出水期 二級 沼田川 沼田川* 三原市本郷町（船木水位局付近） R3出水期

二級 大谷川 大谷川 呉市阿賀中央 R3出水期 二級 沼田川 菅川* 三原市本郷町 H30

二級 野呂川 野呂川 呉市安浦町 R3出水期 尾道市 4 箇所 

二級 野呂川 野呂川 呉市安浦町 R3出水期 一級 芦田川 御調川 尾道市御調町（市水位局付近） R3

二級 野呂川 中畑川 呉市安浦町 R3出水期 一級 芦田川 御調川 尾道市御調町（丸門田水位局付近） R3

二級 野呂川 中畑川 呉市安浦町 R3出水期 二級 藤井川 藤井川 尾道市西藤町（柳井橋水位局付近） R3

二級 黒瀬川 黒瀬川* 呉市（町田水位局付近） R1 二級 藤井川 藤井川* 尾道市（美之郷水位局付近） R3出水期

二級 野呂川 野呂川* 呉市安浦町（藤浪水位局付近） R1 世羅町 1 箇所 

（廿日市支所） 4 箇所 一級 芦田川 芦田川* 世羅郡世羅町 R3出水期

大竹市 1 箇所 北部建設事務所 13 箇所 
一級 小瀬川 玖島川 大竹市栗谷町 R3 三次市 13 箇所 

廿日市市 3 箇所 一級 江の川 神野瀬川 三次市君田町 R3

二級 永慶寺川 永慶寺川 廿日市市大野 R3 一級 江の川 布野川 三次市布野町 R3

二級 御手洗川 御手洗川 廿日市市宮内 R3 一級 江の川 馬洗川 三次市吉舎町（三玉水位局付近） R3

二級 可愛川 可愛川* 廿日市市（平良水位局付近） R1 一級 江の川 馬洗川 三次市三良坂町（岡田水位局付近） R3

（安芸太田支所） 3 箇所 一級 江の川 美波羅川 三次市三和町（上壱水位局付近） R3

安芸太田町 1 箇所 一級 江の川 美波羅川 三次市小田幸町（小田幸水位局付近） R3

一級 太田川 太田川 山県郡安芸太田町 R3 一級 江の川 国兼川 三次市小文町（和知水位局付近） R3

北広島町 2 箇所 一級 江の川 板木川 三次市下志和地町 R3

一級 江の川 冠川 山県郡北広島町 R3 一級 江の川 上下川 三次市三良坂町（計納水位局付近） R3

一級 江の川 志路原川* 山県郡北広島町（春木水位局付近） R1 一級 江の川 上下川 三次市吉舎町（上安田水位局付近） R3

（東広島支所） 17 箇所 一級 江の川 西城川 三次市和知町（小文水位局付近） R3出水期

竹原市 3 箇所 一級 江の川 岩屋寺谷川 三次市畠敷町 R3出水期

二級 賀茂川 賀茂川 竹原市新庄町（新庄水位局付近） R3出水期 一級 江の川 北溝川* 三次市十日市町 R3出水期

二級 本川 本川 竹原市下之町 R3出水期 （庄原支所） 8 箇所 
二級 賀茂川 賀茂川* 竹原市竹原町（竹原水位局付近） R1 庄原市 8 箇所 

東広島市 13 箇所 一級 江の川 西城川 庄原市水越町（下金田水位局付近） R3

二級 沼田川 椋梨川 東広島市河内町 R3 一級 江の川 比和川 庄原市比和町 R3

二級 黒瀬川 黒瀬川 東広島市黒瀬町（松ヶ瀬水位局付近） R3出水期 一級 高梁川 成羽川 庄原市東城町 R3

二級 黒瀬川 黒瀬川 東広島市西条町（御薗宇水位局付近） R3出水期 一級 江の川 戸郷川 庄原市板橋町 R3

二級 黒瀬川 黒瀬川 東広島市西条町（樋ノ詰水位局付近） R3出水期 一級 江の川 西城川 庄原市西城町（西城水位局付近） R3出水期

二級 沼田川 沼田川 東広島市河内町（中河内水位局付近） R3出水期 一級 江の川 西城川 庄原市川西町（高水位局付近） R3出水期

二級 沼田川 沼田川 東広島市河内町（河戸水位局付近） R3出水期 一級 高梁川 成羽川 庄原市東城町（東城水位局付近） R3出水期

二級 沼田川 沼田川 東広島市福富町 R3出水期 一級 江の川 西城川* 庄原市東本町（石丸水位局付近） R3出水期

二級 沼田川 霜降川 東広島市豊栄町 R3出水期 小計 61 箇所 

二級 沼田川 入野川 東広島市河内町（失平水位局付近） R3出水期 計 122 箇所 

二級 沼田川 入野川 東広島市高屋町（中島水位局付近） R3出水期

二級 三津大川 三津大川 東広島市安芸津町 R3出水期

二級 蛇道川 蛇道川 東広島市安芸津町 R3出水期

二級 黒瀬川 黒瀬川* 東広島市（下見水位局付近） R1

大崎上島町 1 箇所 ※1 ＊印の河川はCCTVカメラ設置予定。

二級 原田川 原田川 豊田郡大崎上島町 R3 ※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。

小計 61 箇所 ※3 着色した河川については設置済み又はR3出水期までに設置を予定するもの。

《年度毎設置箇所数》

H30：3箇所（実績），R1：10箇所（実績）

R3出水期（予定）63箇所，R3：46箇所（予定）

河川監視カメラ　設置箇所一覧（市町別）
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