
平成26年8月20日発生

8.20土砂災害 復旧の記録

地 域 の 早 期 復 興 を 願 って



謝　辞

　平成26年8月20日に発生した広島豪雨土砂災害では、広島市安佐南区と安

佐北区と中心とした記録的な豪雨により、土石流107箇所、がけ崩れ59箇所の土

砂災害が発生し、死者77名（関連死含む）、家屋被害は全壊179棟、床下浸水ま

でを含めると4,700棟を超える甚大な被害をもたらしました。

　改めてお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆

様、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　国土交通省では、発災直後の8月23日より、災害応急対策活動等の基本協定

に基づく協定業者による土砂撤去や強靱ワイヤーネット等の作業に着手し、昼夜・

休日を問わず急ピッチで応急作業を進めて参りました。

　また、被災地域の早期の復旧・復興のために、同年9月より緊急砂防事業に着

手し、6年の歳月を経て令和2年8月に30渓流40基の砂防堰堤を無事完成するこ

とができました。

　事業を進めるにあたり、ご協力いただいた地域の皆様、地権者の皆様、関係機

関の皆様、崩れやすい地質や狭隘な現場など、厳しい環境の中で工事に取り組ん

でいただいた工事関係者の皆様など、多くの方々のご尽力とご協力に対し、深く感謝

を申し上げます。

　ここに、1日でも早い砂防施設の完成を目指し、工事を進めていただいた工事関係

者の皆様に敬意を表し、工事の記録をまとめましたので紹介させていただきます。

令和3年3月
国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所
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工期

　広島豪雨災害発生の翌日には、八木地区の災害復旧作業に派
遣され現地入りしましたが、想像をはるかに超えた災害状況を目の当
たりにして、言葉にならないほどの衝撃を受けたことを思い出します。

株式会社砂原組  田中　一成
緑井地区応急対策第3工事

建設会社コメント

平成26年9月1日～平成27年3月20日

工期

　地域の皆様の協力に感謝し、少しでも不安を減らせるよう工事を行
いました。

株式会社砂原組 丹田　和範
301渓流砂防堰堤工事

平成30年3月9日～平成31年3月29日工期

　真夜中の雷鳴で目が覚め、その後も途切れることな
く落雷と大雨が明け方まで続き、朝のニュースで八木、
緑井、可部地区の甚大な被害状況を知りました。

　当日は、災害復旧が大変だなと他人事のように考えていた私が、まさ
か緑井の土砂災害応急復旧工事に携わるとは思いもよりませんでした。
　8月30日から現地入りし、担当現場の調査を開始しました。
　現場は道路が無い山の中で、資材運搬に藪を開墾して工事用モノ
レール敷設のルートを作るのが大変だったことを思い出します。

栗栖建設工業株式会社  村上　研二
緑井地区応急対策第1工事

平成26年8月29日～平成27年3月16日

緑井地区応急対策第1工事/緑井地区応急対策第3工事/301渓流砂防堰堤工事
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　緊急砂防事業箇所のため、梅
雨時期に入る前の6月10日まで

に本堤水通し高までの完了が必要な現場でした。
古墳調査等がありましたが、仮設の見直しや2班
施工により5月26日に本堤の最終コンクリート打
設ができました。本堤施工のため、日に何十台の工
事車両運行にご理解とご協力をいただき、地域の
方々には感謝しています。

山陽工業株式会社
浜本　崇文

1003渓流砂防堰堤工事

建設会社コメント

工期 平成28年12月16日～平成30年1月31日 工期

　災害当時は突然のことで驚きま
したが、当社は災害翌日から率先

し復旧に携わってきました。当初は、堰堤も完成され
ていない時期で、大雨時の夜間の巡回など大変で
した。工事が徐々に進むにつれ工事用道路、排水
施設の維持管理が大変でしたが、地元住民の方に
も堰堤工事業者の方にも安心していただけるよう陰
ながら支えられたことを誇りに思います。

　本工事は、297・298・299・
300渓流の管理用道路および流

路を構築する工事でした。
　本工事の工期は当初から厳しいものがあり、工
程短縮を念頭に置き、施工方法および工法変更を
随時検討しました。結果、当初工期を守ることがで
き、無事故で完成することができました。

山陽工業株式会社
門田　康博

297渓流外流路工事
山陽工業株式会社
伊藤　千春

緑井地区進入路外管理工事

平成29年4月1日～平成29年9月30日 工期 平成30年6月16日～平成31年3月29日

1003渓流砂防堰堤工事/緑井地区進入路外管理工事/297渓流外流路工事
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　土砂災害が発生し早6年が経
ち、地域の皆様も完成を楽しみに

しておられると思い、一日でも早く竣工できないかを
考えて施工しました。
　当現場は、各渓流で堰堤から流れる水路および
管理道を施工する中で、日々業務に追われた大変
な毎日でしたが、職員一同地域の方々の安全・安
心が守られるように工事を推進しました。

山陽工業株式会社
永江　泰治

295渓流管理用道路外工事

建設会社コメント

工期 令和2年4月1日～令和2年10月30日

当工事は平成26年8月20日
の豪雨災害発生以降、最初に発

注された本堤の中の1基であり、まだ災害の傷跡
が大きく残っている中での施工でした。本堤の最終
コンクリート打設が完了した日に、近隣住民の方か
ら「ありがとね」と声をかけられたことがとても嬉しく、
印象に残っています。

山陽工業株式会社
武田　史樹

299渓流砂防堰堤工事

工期 平成27年3月13日～平成28年3月31日 工期

　当工事は砂防工事を施工する
ための進入路整備工事でした。大

型車両が出入りできるように現道を拡幅したり、床
版を掛けたりと工種が多く苦労しましたが、地元の
方々が「早く砂防堰堤工事をしてほしい」と強く要
望されており、自分も「早く進入路を造る!」という思
いで工事を行いました。
　砂防堰堤本体の完成を大変うれしく思います。

山陽工業株式会社
世戸　勧

緑井地区進入路整備工事

平成26年11月27日～平成27年12月25日

295渓流管理用道路外工事/299渓流砂防堰堤工事/緑井地区進入路整備工事
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　地元企業として地域のために
何ができるか、平穏なくらしを取り

戻すには何が大切かを念頭に、作業所一丸となっ
て工事を進めていきました。

　1001渓流と6157渓流の2
渓流を施工する工事で、各地区

の地域の皆様が、安全で安心な生活を送れるよう
早期完成を目指し施工を進めました。1001渓流に
ついては、流路を含め全て完成させることができま
したが、6157渓流は、本堤をひとまず安心な高さ
まで上げた時点で次期工事へ引き継ぎとなったこと
が少し残念でした。

宮川興業株式会社
住岡　広士

1001渓流砂防堰堤外工事
株式会社鴻治組
久保　寛幸

294渓流下流砂防堰堤工事

建設会社コメント

工期

　地元の方からのお礼、励ましの
言葉を活力に、工事を完成するこ

とができました。

株式会社鴻治組
河本　一信

294渓流上流砂防堰堤外工事

平成27年3月25日～平成28年5月13日 工期 平成29年3月10日～平成31年1月31日 工期 平成27年3月24日～平成28年7月29日

294渓流上流砂防堰堤外工事/294渓流下流砂防堰堤工事/1001渓流砂防堰堤外工事/6157渓流砂防堰堤工事
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工期

　応急対策後の砂防堰堤工事であったため、堰堤の早期完
成に努めました。大変な現場条件、作業工程でしたが当時の
苦労が今では自信につながっています。

宮田建設株式会社  梶原　敬久
1004渓流砂防堰堤工事

平成27年3月28日～平成28年3月31日

建設会社コメント

工期

　現場の上空に送電線があったため、クレーン作業時は接触
事故に細心の注意を払い施工しました。
　今回完成した砂防堰堤が、地域の方々の役に立てれば幸

いです。

肥海建設株式会社  丸口　和男
295b渓流砂防堰堤工事

平成28年10月1日～平成30年1月31日 工期

　先般の災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げま
すとともに、当該工事に関わっていただいた皆様の協力や支
援に改めて感謝申し上げます。

株式会社楠建  毛利下　宏幸
300渓流砂防堰堤工事他

平成29年3月24日～平成30年3月30日

工期

平成26年8月広島豪雨土砂の被害に合われた皆様には心
よりお見舞い申し上げます。2号堰堤一式及び、７号堰堤流
路工に着手後に発生し、災害の凄まじさは実感しておりまし

た。皆様方のご協力により、無事故・無災害での完工にもつながりましたことを、
深く感謝いたします。

株式会社楠建  住吉　浩明
大町地区2号砂防堰堤外工事

平成26年5月16日～平成27年9月30日

緑井・大町・山本地区 295b渓流砂防堰堤工事/300渓流砂防堰堤工事/1004渓流砂防堰堤工事/大町地区2号砂防堰堤外工事
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工期

　最後に竣工したワイヤーネット
だったので、完成した時はこれで

少しは地域の方が安心して生活できるようになった
と思い嬉しかったです。

　私共は、砂防堰堤の工事のた
めの進入路を整備しました。

　地域の皆様が安心して生活を送れるよう、一日で
も早い復旧を目指して鋭意努力したことを思い出し
ます。工事中は、さまざまなご支援をいただき、多く
のご関係者の皆様に深く感謝します。

　被災されたみなさんが一日も早
く安全で安心な生活ができるよう

一日も早い砂防堰堤の完成を目指して施工しまし
た。天候に左右される工程でしたが、災害発生後、
1年で堰堤本体を完成させることができました。

株式会社砂原組
中土　宏司

1009渓流砂防堰堤工事
株式会社砂原組
沖川　秀治

八木地区進入路工事
株式会社砂原組
瀬川　宗哉

強靱ワイヤーネット設置その2工事

建設会社コメント

平成27年3月11日～平成27年7月31日 工期 平成26年11月28日～平成27年9月30日 工期 平成27年3月24日～平成28年3月31日

八木地区 強靱ワイヤーネット設置その2工事/八木地区進入路工事/1009渓流砂防堰堤工事
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　平成26年8月20日の豪雨を、
八木地区の東側口田の自宅で体

験しました。8月22日午前に道路啓開の準備のた
め、八木3丁目、4丁目の現場に入りました。報道で
現場状況をある程度は把握していましたが、何人も
の行方不明者がおられて警察等が救助に尽力され
ていました。8月23日から道路啓開を開始し、その
後強靭ワイヤーネット、砂防堰堤3基、流路工に携
わってきました。地域住民の方々が豪雨前の日常を
一日も早く取り戻すことができるよう願っています。

広成建設株式会社
足井　一郎

八木地区応急対策第1工事

　平成26年8月20日の
災害発生直後に、道路啓

開のために現場へ行った際の悲惨さを未だ
に忘れることができません。強靭ワイヤーネッ
ト、砂防堰堤の工事においても、自分たち
の力で少しでも地域の皆様方のためになっ
てほしいとの思いで行いました。

広成建設株式会社
森　孝生

建設会社コメント

工期 平成26年8月23日～平成27年3月20日

　地域の人々に安心・安全を届けられ
るよう微力ながら精一杯がんばりました。

広成建設株式会社 波田　智太郎
307渓流中流砂防堰堤外工事他

　災害の爪痕が残された場所で、地域
住民の皆様とのコミュニケーションを図り
ながら、砂防堰堤と流路を完成させること

ができました。地元・関係者の皆様に深く感謝いたします。

工期 平成27年3月24日～平成28年3月31日

工期

広成建設株式会社  清水　誠
307隣渓流砂防堰堤工事

平成30年7月20～令和2年7月31日

八木地区 307隣渓流砂防堰堤工事/307渓流中流砂防堰堤外工事/八木地区応急対策第1工事
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　自衛隊の方々等が救出活動を
されている中、応急対策工事の活

動を開始した情景を今でも鮮明に覚えています。1
日でも早く日常生活を取り戻すため、使命感を持っ
て応急作業に臨んでいました。発災から約6年、
全ての砂防堰堤が完成したとの報道を見て、復興
への第1歩としてこの仕事に携われたことを改めて
誇りに思いました。これからも地域社会に貢献する
気概を持って仕事に取り組んでいきたいと思いま
す。

　災害復興の一助となれたことを
うれしく思っています。

宮田建設株式会社
倉迫　正之

梅林地区砂防堰堤工事
宮田建設株式会社
森田　計三

八木地区応急対策第2工事

建設会社コメント

工期 平成26年8月27日～平成27年3月20日 工期 平成28年3月25日～平成29年3月31日工期

　土石流で被害を出させない、先
の世代をしっかり守る、高品質な

美しい堰堤を造ろうと心がけ施工しました。
　さまざまなことに初めて取り組むことができ、今ま
でで一番印象深い工事でした。

宮川興業株式会社
宮地　琢哉

306渓流上流砂防堰堤工事

平成30年3月20日～令和1年11月29日

八木地区 306渓流上流砂防堰堤工事/八木地区応急対策第2工事/梅林地区砂防堰堤工事
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工期

　発災後の応急対策から災害関
連工事を担当しています。307渓

流下流の砂防堰堤工事では、砂防工事の進み具
合を地域の皆様にも実感していただけるよう工夫し
ながら工事を進めていきました。

　入社1年目のときに、広島土砂
災害が発生しました。発生直後に

応急対策工事に出向した当時の被害の恐ろしさは
今でも覚えています。今回、約1年間復興作業に
携わり、工事の早期完成に向けて取り組んできた
ことは、貴重な体験であり、自分の財産となりまし
た。

　土砂災害を報道で見て大変な
ことになったと思いました。この災

害の復興の工事に携わり、地元住民の方が安心
な生活を取り戻せるよう受け持った工事の早期完
成に努めました。このような災害が二度と起こらな
いことを願います。

宮田建設株式会社
塚本　祥三

307渓流上流砂防堰堤工事
宮田建設株式会社
長井　拓也

307渓流下流砂防堰堤第2工事
宮田建設株式会社
石田　政次

307渓流下流砂防堰堤工事

建設会社コメント

平成29年3月23日～平成30年7月31日 工期 平成30年10月20日～令和3年1月29日 工期 平成31年1月26日～令和2年6月30日

八木地区 307渓流下流砂防堰堤工事/307渓流下流砂防堰堤第2工事/307渓流上流砂防堰堤工事
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工期

　長い年月をかけての完成おめで
とうございます。当時は災害発生

から約1週間後に現場入りしましたが、今まで見た
ことのない風景に愕然とした思いがありました。緊
急な工事要請だったので段取り等大変なこともあり
ましたが、地域の皆様の役に立てて良かったと思い
ます。

　安佐南区業者ということもあり、
被災地の一日でも早い復旧を目

指し尽力致しました。自治会長並びにご近隣の
方々には非常に協力していただき、今でも頭が下
がる思いです。今後も、地域と連携しながら減災に
取り組む所存です。

　大変なことになったな、被災され
た皆様に、私達で何ができるかな、

というようなことを思いながら作業をしていました。

沼田建設株式会社
大倉　滋

八木地区応急対策第5工事
株式会社田村建設
加島　健作

八木地区応急対策第4工事
ワールド建設株式会社
船谷　満儀

八木地区応急対策第3工事

建設会社コメント

平成26年8月27日～平成27年3月20日 工期 平成26年8月27日～平成27年3月20日 工期 平成26年8月28日～平成27年3月20日

八木地区 八木地区応急対策第3工事/八木地区応急対策第4工事/八木地区応急対策第5工事
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工期

　工事の施工中、大林学区の地
域防災訓練に参加する機会をい

ただき、被災された地域住民の方々から当時の
生 し々い体験談やパネルを拝見し、自分たちの施
工する砂防工事の意義と重要性や1日も早い工
事の完成を目指す責任を感じさせられた工事となり
ました。私の中学校時代の同級生が被災し、亡く
なられた渓流を偶然にも担当することになり、建物
の基礎だけが残った敷地の隣で工事を進めながら
周辺住民の方々が、1日でも早く安心して暮らせる
よう早期完成を目指し施工しました。

　維持工事ということで様々なバ
ラエティに富んだ仕事、作業をしま

した。その度に「いろんな仕事があるな」と感じまし
た。
　工事現場と一般の生活道が交わるところでの仕
事でしたので、作業中は地域の皆様にご協力いた
だきまして完成・完了することができました。

　急な山と隣接する地元の方の
敷地の間での作業だったため、と

ても狭かったことを覚えております。
　大雨警報が発令されている中、作業場が水没し
てしまうのを防ぐため、腰まで水につかってポンプを
設置して事なきを得たのはいい思い出です。

株式会社竹下建設
河野　典子

1010隣1渓流堰堤工事
株式会社竹下建設
竹下　啓介

八木進入路外管理工事
株式会社竹下建設
河本　篤志

1006渓流砂防堰堤第2工事

建設会社コメント

平成29年3月7日～平成29年10月31日 工期 平成29年5月30日～平成29年10月31日 工期 平成30年2月9日～平成31年3月25日

八木地区 1006渓流砂防堰堤第2工事/八木進入路外管理工事/1010隣1渓流堰堤工事
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工期

　八木8丁目近隣の方々の協力
の上で完成した工事なので、皆様

に感謝しかありません。

　被災された皆様が一日でも早
く、安全で安心な生活が送れるよ

う災害復旧事業を進めてまいりました。管理用道
路・砂防堰堤工事を予定通り工期内に完成させ、
次期工事に引き継ぐことができました。工事期間
中、地域住民皆様のご協力ありがとうございました。

　本堰堤ができ、地域の方の
「ありがとう」がうれしかったです。

株式会社三幸工務店
横山　文俊

八木地区砂防堰堤第2工事
株式会社三幸工務店
桑田　辰真

1010隣1渓流砂防堰堤工事
株式会社三幸工務店
藤井　裕明

強靭ワイヤーネット設置その1工事

建設会社コメント

平成27年3月24日～平成27年7月31日 工期 平成27年6月24日～平成28年11月30日 工期 平成28年7月16日～平成29年3月31日

八木地区 強靭ワイヤーネット設置その1工事/1010隣1渓流砂防堰堤工事/八木地区砂防堰堤第2工事
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　平成26年8月20日発災の1
年後に、八木地区の砂防工事に

着任してから丸5年が過ぎ、6年目を迎えました。砂
防堰堤や堆積工が完成し、現在は管理用道路の
工事を行っています。被災された方々が安心して、
元通りの生活ができる街づくりを目標として工事に
従事していますので、引き続きよろしくお願いいたし
ます。

　発注者、地域住民、施工業者
が地域復興に向けて一つになり、

事業を進めたことが深く印象に残っております。特
に今回の工事では「人の温かみ」を一番感じまし
た。
　これからも感謝の気持ちを忘れずに、社会に貢
献していきます。

広電建設株式会社
湯浅　修平

303渓流砂防堰堤第2工事
広電建設株式会社
熊谷　伯光

梅林地区砂防堰堤第2期工事

建設会社コメント

工期 平成28年5月27日～平成29年6月15日 工期 平成29年1月17日～平成30年3月31日工期

　掘削時に岩盤が露出して苦戦
しましたが、工期内で次工事に引

継ぐことができて良かったです。

広電建設株式会社
坪井　大

303渓流土石流堆積工第2期工事他

平成30年12月14日～令和2年3月31日

八木地区 303渓流土石流堆積工第2期工事/梅林地区砂防堰堤第2期工事/303渓流砂防堰堤第2工事
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工期

　私が住む呉市で発生した平成
30年7月豪雨災害により、家族

も断水や食料不足に直面しました。その経験もあ
り、今回の工事では、地域の方々が安心・安全に
暮らせる町づくりに技術者として尽力して、工事の
完成を迎えられたことを本当にうれしく思います。

　地域の方々が安心して生活で
きるように、一日も早い完成を目指

し、日々がんばりました。

　平成26年8月豪雨からの復興
の一助となれたことをうれしく思い

ます。

広電建設株式会社
竹津　孝次

303渓流土石流堆積工第1期工事
広電建設株式会社
原田　伸明

302渓流砂防堰堤工事
広電建設株式会社
深田　浩昭

304渓流管理用道路工事

建設会社コメント

平成29年2月16日～平成30年1月31日 工期 平成29年5月30日～平成30年11月30日 工期 平成30年2月23日～平成31年3月29日

八木地区 304渓流管理用道路工事/302渓流砂防堰堤工事/303渓流土石流堆積工第1期工事
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　地元住民の皆様のためにも、「とにかく早急に砂防堰堤
だけは完成させなければならない」という強い意思で、協力
業者とともに全力で工事にあたりました。

　工事完了後、約5年経過していますが、今でも早期復旧
に向けて全力で工事を進めたことを思い出します。完成おめ
でとうございます。

株式会社ノバック
徳永　憲彦

306渓流下流砂防堰堤工事
株式会社栗本
濵尾　太樹

1006渓流砂防堰堤外工事

建設会社コメント

工期 平成27年3月25日～平成28年8月31日 工期 平成27年3月17日～平成28年3月31日

八木地区 1006渓流砂防堰堤外工事/306渓流下流砂防堰堤工事
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工期

　広島市の建設会社として地域の皆様が少しでも安心して生活が
送れるよう、とにかく次の梅雨までに本堤を完成させることだけを考
え、がんばりました。

　また、296砂防堰堤工事の施工中に西日本豪雨災害が発生し、砂防堰堤の大
切さが身にしみました。今後も復興に尽力したいと思います。

　土砂災害の被害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げ
ます。地元広島の早期復興を願って工事に取り組み、そして工事
が無事完了したことは、近隣の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様

のご協力があったからだと思います。ありがとうございました。

株式会社楠建  藤井　勝彦
28渓流砂防堰堤工事他

株式会社伏光組  天童　正樹
1008渓流砂防堰堤工事

平成27年3月27日～平成28年4月28日

工期 平成27年3月27日～平成28年3月31日 工期

　平成26年8月豪雨の被害に逢われた皆様には心よ
りお見舞い申し上げます。私も山向こうに住んでおり、そ
のすさまじさを実感しました。この土砂災害事業に携わる

ことになるとは思いもよりませんでしたが、皆様のご協力により無事完工す
ることができました。ありがとうございました。

株式会社楠建 河村　光則
305渓流砂防堰堤工事他

　再びこの土砂災害事業に携わり順調に工事を進めて
いたところ平成30年7月豪雨が発生し、改めて土砂災害
の恐ろしさを感じたのを思い出します。現場でも少し影響が
ありましたが無事完工することができました。この経験を今

後の施工管理に生かせていければと思っています。

株式会社楠建 寺上　功泰

建設会社コメント

平成29年11月8日～令和1年5月31日

八木地区 1008渓流砂防堰堤工事/28渓流砂防堰堤工事/305渓流砂防堰堤工事
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　災害復旧工事などの理由によ
り市場が厳しい中、ダンプ台数の

確保や特殊作業員の確保、ブロック資材の確保が
困難でしたが、無事工期内に土石流堆積護岸工
の施工を完了することができました。最後に、地元
の方々の良心的対応もあり、苦情なく工事を完了
することができ、約5年間の長期に渡り29渓流の
工事に携わることができました。無事故で竣工でき
たことを誇りに思い、発注者様におかれましては、
いろいろとご尽力いただき、感謝申し上げます。

錦建設株式会社
富永　幸夫

29渓流土石流堆積工工事

工期

　施工中の平成30年7月豪雨
により、当現場にも影響がでました

が、発注者様の指導および地元の方の協力もあり
被害を最小限に抑えられました。無事竣工し、災害
復旧に微力ながらも貢献できたことを誇りに思いま
す。

錦建設株式会社
野渕　正己

29渓流砂防堰堤工事

平成29年12月8日～平成31年3月29日工期 平成30年11月22日～令和2年11月30日

　豪雨による災害の復旧へ向け
て進めていく中、できるだけ早期に

地域の方々の不安を解消すべく、本堰堤を安全な
堰堤高まで完成させることが重要な工事でした。地
域の方 ご々理解やご協力のおかげで、無事工事を
完成させことができ、29渓流砂防堰堤工事の1期
目工事として役割を果たせたこと、微力ながら地域
に貢献できたことを誇りに思っております。

錦建設株式会社
松村　晋也

29渓流砂防堰堤工事

建設会社コメント

工期 平成27年5月12日～平成28年8月31日

八木地区 29渓流土石流堆積工工事/29渓流砂防堰堤工事
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　平成26年8月豪雨災害発生
直後から、被災現場の復旧作業

を行いました。そんな中での八木堰堤工事の施工
では、1日でも早く地域の人々が安心して生活でき
るように協力業者と一丸となって、工事を行いまし
た。地元住民皆様の協力により、無事完成するこ
とができました。

若松建設株式会社
松岡　武志

八木地区砂防堰堤第1工事

建設会社コメント

工期 平成28年5月17日～平成30年2月28日工期

　地元企業の一員として、この度
の復興事業に少しでも貢献できれ

ばという思いで、工事を進めてまいりました。早期復
旧が望まれるため、現場では急速施工の中、品質
確保に苦慮しましたが、被災されてまだ大変な状況
にある近隣住民の方々の温かいご協力を賜りなが
ら、完成することができました。今後は、この復興事
業に携われたことを活かし、引き続き地域の皆様の
お役に立てるよう精進いたします。

株式会社増岡組
野崎　崇

306渓流下流砂防堰堤第2工事

平成28年3月25日～平成29年4月28日 工期

　当工事の施工時期は平成30
年7月豪雨の災害が起きた直後

でした。協力業者がその緊急災害対応措置に追わ
れ、当現場の人員確保が非常に難しく、工事着手
が遅れたなかで、協力業者の熱意と努力により何
とか無事に無事故で工期内完成が達成できたこと
に深く感謝いたしております。また、このように大き
な災害復旧対策工事の一助として、微力ながら貢
献できましたことを意義に感じ、今後も工事を進め
てまいりたいと思います。

若松建設株式会社
道元　基

306渓流流路工外工事

平成30年5月23日～平成31年3月29日

八木地区 306渓流下流砂防堰堤第2工事/八木地区砂防堰堤第1工事/306渓流流路工外工事
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　本工事は国道54号に面しており、現場の出入
り、作業ヤードの確保に苦慮しました。今回完成した
砂防堰堤が、地域の方々の役に立てれば幸いです。

　山腹にある土砂の安全な搬出
方法や、過去に例の少ない高揚

程モルタル吹付の品質管理に重点をおき、無事故
で完成を迎えることができました。施工中に開催し
た中学生の現場学習では、未来を担う若者たちの
純真な心に現場が明るくなりました。

ライト工業株式会社
金原　康二

1010隣1渓流発生源対策工事
肥海建設株式会社

田辺真（写真左）、冨樫寛尚（写真中）、寺西大輔（写真右）

28隣1渓流外砂防堰堤工事

建設会社コメント

工期 平成29年8月26日～令和2年3月31日 工期 平成30年1月11日～令和1年8月31日 工期

　現在、砂防堰堤への管理用道
路の法面保護工事を行っておりま

す。地域の皆様に安心をという気持ちをもって、無
事故での早期完工を目指しています。

ライト工業株式会社
井上　翔吾

1010隣1渓流管理用道路法面工事

令和2年7月1日～令和3年3月31日

八木地区 28隣1渓流外砂防堰堤工事/1010隣1渓流発生源対策工事/1010隣1渓流管理用道路法面工事
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建設会社コメント

工期 工期

地 域 貢 献

　平成30年7月6日の大雨時、渓流水の勢いと水量に驚か
されました。

　1年後、渓流の仮設切回しを行った際は、心配でしかたなかったことを思い
出します。なんとか完成できて安心しております。

平成30年6月19日～令和2年1月31日

　被災地の皆様が一日でも早く安心して生
活が送れるよう、土石流発生源斜面対策復

旧工事を行ってまいりました。施工方法の検討等について苦労しましたが、無
事に完成させることができました。

令和1年8月21日～令和2年7月31日

大之木建設株式会社
河合　勝奨

303渓流砂防堰堤第3工事
日特建設株式会社

濱田真一（写真左）、登川辰延（写真右）

1010隣1渓流発生源対策第2工事

八木地区 303渓流砂防堰堤第3工事/1010隣1渓流発生源対策第2工事

23



可
部
東
・
大
林
地
区

580上流580上流

580管理用道路580管理用道路11561156

580中流580中流 580下流580下流 53125312

1-9-5801-9-580

1-9-11521-9-1152
1-9-11531-9-1153

1-9-11541-9-1154
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工期

　コンクリート堰堤本堤工完了後
のソイルセメント埋め戻しのクレー

ンの選定、協議に時間を要したのが大変でした。し
かしながら、今後このようなクレーンを使用しての工
事はほぼ無いと思うので、良い経験になりました。

　施工期間中に、平成30年7月
豪雨災害で被災箇所への応急対

策で、約2か月工事が中止となりました。その中で
協力会社の皆さんの助けをもらいながら全社一丸と
なって、工期までに堰堤本体工事に取りかかれると
ころまで、管理用道路工事を進められました。「地域
と共に、地域の明日を造る」という会社理念のもと、
地域の人たちが安心・安全に暮らしていけるよう、
これからもこの仕事にやりがいを感じながら微力を
尽くしていきたいと思います。

　安佐北区大林において40基
最後の堰堤と言うことで、1日でも

早く完成させたいという気持ちで日々工事に臨みま
した。梅雨時期には何度も豪雨に遭遇しましたが、
自社の理念である「地域と共に、地域の明日を造
る」をもとに、無事完成を迎えることができました。

沼田建設株式会社
田村　孝治

580渓流上流砂防堰堤工事
沼田建設株式会社
沖田　邦裕

580渓流管理用道路工事
沼田建設株式会社
難波　健司

580渓流下流砂防堰堤工事

建設会社コメント

平成29年12月8日～令和1年10月31日 工期 平成30年2月6日～平成31年3月29日 工期 平成30年12月27日～令和2年10月30日

可部東・大林地区 580渓流下流砂防堰堤工事/580渓流管理用道路工事/580渓流上流砂防堰堤工事
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工期

　担当工事は、平成26年8月の
集中豪雨で大きな被害を受けた

広島市安佐北区の応急対策工事（強靭ワイヤネッ
ト）でした。工事は二次災害から住民の安全確保
のため早期に完成させる必要がありました。災害直
後で現場条件も悪く苦労も多くありましたが、最大
限の努力を行い、工事を停滞させることなく早期に
完成させることができました。

　地元広島の復旧のためにという
思いのもと、広島豪雨土砂災害対

策工事安全対策協議会をはじめ、近隣工事の協議
会と一緒に情報交換をしながら、まさに官民一体と
なって復旧工事が急ピッチで進み、なんとか工期内
に本提を無事完成させることができました。協力して
いただいた地元の皆様や本工事に携わった関係者
の方々に感謝します。ありがとうございました。

　当工事の施工箇所は、土砂流
出により家屋が倒壊し、犠牲者が
出た場所であり、現場に乗り込ん
だときには、大変胸の痛む思いで
した。本砂防堰堤を一日でも早く
完成させ、地域住民の方々に安
心してもらいたいという思いで施工
しました。

河井建設工業株式会社
山路展弘（写真上）、松木 博（写真下）

1154渓流砂防堰堤工事
河井建設工業株式会社
横山　浩文

1152渓流砂防堰堤外工事
株式会社竹下建設
中西　和昭

可部東地区応急対策工事

建設会社コメント

平成26年8月27日～平成27年3月16日 工期 平成27年3月26日～平成28年3月31日 工期 平成27年3月26日～平成28年3月31日

可部東・大林地区 可部東地区応急対策工事/1152渓流砂防堰堤外工事/1154渓流砂防堰堤工事

26



工期

　当現場は2年という長期の現場でありましたが、無事故・
無災害で終われたことは、地域住民の方々の協力があったか

らこそだと思っています。
　今後、当現場が砂防の役割を果たし、地域住民の方々の安全を確保するこ
とを願い、改めて感謝申し上げます。

　八木地区～可部東地区にかけて堰堤工事の最終仕上げ
を担当させていただきました。地域の方と一緒に完成の喜びを

感じられるように、丁寧で安心したモノづくりを行っています。

株式会社網本工業
鈴木　芳幸

可部東地区管理用道路外工事
大之木建設株式会社
松木　俊伸

1156渓流砂防堰堤工事

建設会社コメント

平成29年5月31日～平成31年3月5日 工期 令和1年10月1日～令和2年11月30日

地 域 貢 献

可部東・大林地区 1156渓流砂防堰堤工事/可部東地区管理用道路外工事
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終了
工期

発注年度 工事名 請負業者
開始

大政建設工業株式会社
栗栖建設工業株式会社
株式会社砂原組
山陽工業株式会社
山陽工業株式会社
宮川興業株式会社
株式会社鴻治組
宮田建設株式会社
山陽工業株式会社
山陽工業株式会社
山陽工業株式会社
株式会社鴻治組
山陽工業株式会社
宮川興業株式会社
山陽工業株式会社
山陽工業株式会社
肥海建設株式会社
山陽工業株式会社
株式会社鴻治組
株式会社楠建

山陽工業株式会社
株式会社伏光組
山陽工業株式会社
山陽工業株式会社
山陽工業株式会社
広成建設株式会社
宮田建設株式会社
ワールド建設株式会社
株式会社田村建設
沼田建設株式会社
株式会社砂原組
株式会社砂原組
株式会社ノバック
株式会社三幸工務店
株式会社砂原組
広成建設株式会社
株式会社栗本

広電建設株式会社
株式会社楠建
株式会社伏光組
錦建設株式会社

株式会社三幸工務店
広電建設株式会社
株式会社増岡組
宮田建設株式会社
株式会社砂原組
若松建設株式会社
広電建設株式会社

平成26年8月27日
平成26年8月29日
平成26年9月1日
平成26年11月27日
平成27年3月13日
平成27年3月24日
平成27年3月25日
平成27年3月28日
平成27年7月9日
平成27年9月1日
平成28年3月10日
平成28年3月18日
平成28年4月1日
平成28年7月26日
平成28年9月29日
平成28年9月29日
平成28年10月1日
平成28年12月16日
平成29年3月10日
平成29年3月24日
平成29年4月1日
平成29年5月27日
平成30年6月16日
令和1年6月20日
令和2年4月1日
平成26年8月23日
平成26年8月27日
平成26年8月27日
平成26年8月27日
平成26年8月28日
平成26年11月28日
平成27年3月11日
平成27年3月17日
平成27年3月24日
平成27年3月24日
平成27年3月24日
平成27年3月25日
平成27年3月26日
平成27年3月27日
平成27年3月27日
平成27年5月12日
平成27年6月24日
平成27年7月30日
平成28年3月25日
平成28年3月25日
平成28年4月1日
平成28年5月17日
平成28年5月27日

平成27年3月20日
平成27年3月16日
平成27年3月20日
平成27年12月25日
平成28年3月31日
平成28年7月29日
平成28年5月13日
平成28年3月31日
平成28年3月31日
平成28年3月31日
平成28年12月28日
平成29年3月31日
平成28年9月30日
平成30年3月20日
平成29年3月31日
平成30年3月31日
平成30年1月31日
平成30年1月31日
平成31年1月31日
平成30年3月30日
平成29年9月30日
平成31年3月29日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
令和3年3月31日
平成27年3月20日
平成27年3月20日
平成27年3月20日
平成27年3月20日
平成27年3月20日
平成27年9月30日
平成27年7月31日
平成28年3月31日
平成27年7月31日
平成28年3月31日
平成28年3月31日
平成28年8月31日
平成28年6月30日
平成28年3月31日
平成28年4月28日
平成28年8月31日
平成28年11月30日
平成28年6月10日
平成29年4月28日
平成29年7月31日
平成28年9月30日
平成30年2月28日
平成29年6月15日

平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成27年度
平成27年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成29年度
平成29年度
平成30年度
平成30年度
平成31年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成27年度
平成27年度
平成27年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度

緑井地区応急対策第2工事
緑井地区応急対策第1工事
緑井地区応急対策第3工事
緑井地区進入路整備工事
299渓流砂防堰堤工事
1001渓流砂防堰堤外工事
294渓流上流砂防堰堤外工事
1004渓流砂防堰堤工事
297渓流砂防堰堤外工事
緑井地区進入路外管理工事
299渓流砂防堰堤外第2工事
緑井地区砂防堰堤工事
緑井地区進入路外管理工事
6157渓流砂防堰堤工事
緑井地区進入路外管理第2工事
298渓流砂防堰堤工事
295b渓流砂防堰堤工事
1003渓流砂防堰堤工事
294渓流下流砂防堰堤工事
300渓流砂防堰堤工事
緑井地区進入路外管理工事
296渓流砂防堰堤工事
297渓流外流路工事
299渓流流路工外工事
295渓流管理用道路外工事
八木地区応急対策第1工事
八木地区応急対策第2工事
八木地区応急対策第3工事
八木地区応急対策第4工事
八木地区応急対策第5工事
八木地区進入路整備工事
強靱ワイヤーネット設置その2工事
306渓流下流砂防堰堤工事
強靱ワイヤーネット設置その1工事
1009渓流砂防堰堤工事
307渓流中流砂防堰堤外工事
1006渓流砂防堰堤外工事
303渓流砂防堰堤工事
28渓流砂防堰堤工事
1008渓流砂防堰堤工事
29渓流砂防堰堤工事
1010隣1渓流砂防堰堤工事
304渓流砂防堰堤外工事
306渓流下流砂防堰堤第2工事
梅林地区砂防堰堤工事
八木地区進入路外管理工事
八木地区砂防堰堤第1工事
梅林地区砂防堰堤第2工事

緑
井
・
大
町
・
山
本
地
区

八
木
地
区

工事一覧表①
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可
部
東
・
大
林
地
区

終了
工期

発注年度 工事名 請負業者
開始

株式会社三幸工務店
株式会社砂原組
広電建設株式会社
広電建設株式会社
株式会社竹下建設
宮田建設株式会社
株式会社砂原組
若松建設株式会社
株式会社竹下建設
広電建設株式会社
肥海建設株式会社
株式会社竹下建設
株式会社楠建
錦建設株式会社
ライト工業株式会社
株式会社竹下建設
広電建設株式会社
宮川興業株式会社
大之木建設株式会社
広成建設株式会社
宮田建設株式会社
錦建設株式会社
広電建設株式会社
宮田建設株式会社
株式会社楠建

日特建設株式会社
広電建設株式会社
株式会社楠建

ライト工業株式会社
宮田建設株式会社

栗栖建設工業株式会社
広電建設株式会社
株式会社竹下建設
沼田建設株式会社

河井建設工業株式会社
河井建設工業株式会社
沼田建設株式会社
株式会社竹下建設
株式会社高山

沼田建設株式会社
大之木建設株式会社
沼田建設株式会社
沼田建設株式会社
株式会社竹下建設
沼田建設株式会社
沼田建設株式会社
株式会社網本工業

平成28年7月16日
平成28年9月30日
平成29年1月17日
平成29年2月16日
平成29年3月7日
平成29年3月23日
平成30年3月9日
平成30年5月23日
平成29年5月30日
平成29年5月30日
平成29年8月26日
平成29年10月11日
平成29年11月8日
平成29年12月8日
平成30年1月11日
平成30年2月9日
平成30年2月23日
平成30年3月20日
平成30年6月19日
平成30年7月20日
平成30年10月20日
平成30年11月22日
平成30年12月14日
平成31年1月26日
令和1年6月3日
令和1年8月21日
令和2年1月6日
令和2年4月13日
令和2年7月1日
令和2年7月15日
令和2年8月4日
令和2年9月8日
平成26年8月27日
平成26年11月22日
平成27年3月26日
平成27年3月26日
平成27年9月2日
平成28年3月12日
平成28年4月1日
平成29年3月29日
平成29年5月31日
平成29年12月8日
平成30年2月6日
平成30年3月15日
平成30年12月27日
平成31年3月20日
令和1年10月1日

平成29年3月31日
平成29年3月31日
平成30年3月31日
平成30年1月31日
平成29年10月31日
平成30年7月31日
平成31年3月29日
平成31年3月29日
平成29年10月31日
平成30年11月30日
令和2年3月31日
平成30年3月31日
令和1年5月31日
平成31年3月29日
令和1年8月31日
平成31年3月25日
平成31年3月29日
令和1年11月29日
令和2年1月31日
令和2年7月31日
令和3年1月29日
令和2年11月30日
令和2年3月31日
令和2年6月30日
令和2年3月31日
令和2年7月31日
令和2年9月30日
令和3年3月31日
令和3年3月31日
令和3年3月31日
令和3年3月31日
令和3年3月31日
平成27年3月16日
平成27年9月30日
平成28年3月31日
平成28年3月31日
平成28年3月31日
平成29年1月31日
平成28年10月31日
平成30年7月31日
平成31年3月15日
令和1年10月31日
平成31年3月29日
平成31年3月15日
令和2年10月30日
令和3年3月31日
令和2年11月30日

平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成30 年度
平成30 年度
平成30 年度
平成30年度
平成30年度
平成30 年度
平成30年度
平成31年度
平成31年度
平成31年度
平成31年度
令和2年度
令和2年度
令和2年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成30年度
平成30年度
平成31年度

八木地区砂防堰堤第2工事
八木地区進入路外管理第2工事
303渓流砂防堰堤第2工事
304渓流管理用道路工事
1006渓流砂防堰堤第2工事
307渓流下流砂防堰堤工事
301渓流砂防堰堤工事
306渓流流路工外工事
八木地区進入路外管理工事
302渓流砂防堰堤工事
28隣1渓流外砂防堰堤工事
八木地区進入路外管理第2工事
305渓流砂防堰堤工事
29渓流砂防堰堤工事
1010隣1渓流発生源対策工事
1010隣1渓流堰堤工事
303渓流土石流堆積工第1期工事
306渓流上流砂防堰堤工事
303渓流砂防堰堤第3工事
307隣渓流砂防堰堤工事
307渓流下流砂防堰堤第2工事
29渓流土石流堆積工工事
303渓流土石流堆積工第2期工事
307渓流上流砂防堰堤工事
305渓流外砂防堰堤工事
1010隣1渓流発生源対策第2工事
303渓流土石流堆積工第3期外工事
305渓流外渓流保全工工事
1010隣1渓流管理用道路法面工事
307渓流管理用道路外工事
28b渓流管理用道路外工事
303渓流管理用道路外工事
可部東地区応急対策工事
可部東地区進入路整備工事
1152渓流砂防堰堤外工事
1154渓流砂防堰堤工事
可部地区進入路外管理工事
1152渓流砂防堰堤外第2工事
可部東地区進入路外管理工事
5312渓流砂防堰堤工事
1156渓流砂防堰堤工事
580渓流下流砂防堰堤工事
580渓流管理用道路工事
可部東地区流路工外工事
580渓流上流砂防堰堤工事
580渓流中流砂防堰堤外工事
可部東地区管理用道路外工事

八
木
地
区

工事一覧表②
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八木地区303渓流から下流を望む
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