
 

 

 

 

平成２７年１０月２８日 

 

「洪水時危険箇所の共同点検」 

を実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次河川国道事務所 
Miyoshi office of River and National Highway 

国土を整え、全力で備える 

中国地方整備局 お 知 ら せ 

資料提供 

三次記者クラブ 

問い合わせ先 
国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 

副所長（河川担当） 向田
むかいだ

 隆史
た か し

 

建設専門官     溝川
みぞかわ

 克巳
か つ み

 
広島県三次市十日市西六丁目２－１ 

TEL (0824)63-4121（代） FAX (0824)64-2240 
URL http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/ 

平成 27 年９月関東・東北豪雨により、全国各地において浸水被害等が発生しており、特に

鬼怒川の堤防が決壊した茨城県常総市では、約 1 万 1 千棟が浸水するなど甚大な被害が生じま

した。 

その課題等を踏まえ、『避難を促す緊急行動』の一環として、『洪水に対してリスクの高い区

間の共同点検』を三次市・安芸高田市及び地域住民と合同で、下記及び別紙のとおり実施しま

す。 

なお、参加いただける地域住民も募集しています。 

 

記 

 
１．三次市：平成 27 年 11 月 25 日（水）13:00～16:50 

  集合場所：三次河川国道事務所２階会議室 

①全体説明（室内） ：13:00～13:30 

  ②現地点検（馬洗川）：13:40～15:00（約 1 時間 20 分） 

             十日市排水機場周辺・鳥居橋周辺・三次出張所 

  ③現地点検（江の川）：15:10～16:50（約 1 時間 40 分） 

             秋町地区・片山地区・下川立地区・上川立地区 

 

２．安芸高田市：平成 27 年 11 月 27 日（金）13:00～16:00 

  集合場所：安芸高田市民文化センター「クリスタルアージョ」１階 研修室 101 

  ①全体説明（室内） ：13:00～13:30 

  ②現地点検（江の川）：13:35～14:50（約 1 時間 15 分） 

             常友堰・常友地区・国司地区 

  ③現地点検（江の川）：15:00～16:00（約 1 時間） 

高田原地区・下甲立地区 

 

※工程は変わる場合があります。現地点検箇所へはマイクロバスで移動します。 



別紙 11/25（水） 工程１．②（馬洗川周辺）

②八次水辺の楽校

（工程）
三次河川国道事務所 13:30発
①十日市排水機場 降車 13:35着

十日市排水機場周辺の確認 13:45発
②八次水辺の楽校 降車 14:05着

鳥居橋・畠敷排水機場確認 14:25発
③防災ステーション（三次出張所） 14:35着

防災ステーション確認 14:45発
三次河川事務所着 15:00着

①十日市排水機場

③防災ステーション
（三次出張所）

三次河川国道事務所

①十日市排水機場

③防災ステーション
（三次出張所）

②八次水辺の楽校

※工程は変更の可能性があります。



別紙 11/25（水） 工程１．③（江の川周辺）

（工程）
三次河川国道事務所 15:10発
①片山地区 降車 15:30着

片山地区の確認 15:40発
②秋町地区 降車 15:45着

秋町地区の確認 15:55発
③上志和地地区 降車 16:00着

上志和地地区の確認 16:10発
④上川立地区 降車 16:20着

上川立地区の確認 16:30発
三次河川事務所着 16:50着

①片山地区

三次河川国道事務所

②秋町地区

①片山地区

②秋町地区

③上志和地地区
④上川立地区

※工程は変更の可能性があります。



別紙② 11/27（金） 工程２．②（江の川周辺）

①常友堰

②国司

③常友地区

①常友堰

②国司
③常友

（工程）
安芸高田市役所 13:35発
①常友堰 降車 13:50着

常友堰の確認 14:00発
②国司地区 降車 14:20着

国司地区の確認 14:30発
③常友地区 降車 14:35着

常友地区の確認 14:45発
安芸高田市役所 14:50着

※工程は変更の可能性があります。



別紙 11/27（金） 工程２．③（江の川周辺）

①高田原

②下甲立

①高田原

②下甲立

（工程）
安芸高田市役所 15:00発
①高田原地区 降車 15:15着

高田原地区の確認 15：25発
②下甲立地区 降車 15:35着

下甲立地区の確認 15:45発
安芸高田市役所 16:00着

※工程は変更の可能性があります。



秋田河川国道事務所における重要水防箇所の共同点検

天竜川上流河川事務所における重要水防箇所の共同点検

○ 流下能力が低い区間や過去に漏水があった箇所など、洪水に対しリスクが高い区
間（堤防必要延長約13,000kmのうち2割程度）の共同点検を事務所、地方公共団体、
自治会等で実施し、情報共有。あわせて住民まで周知

洪水に対しリスクが高い区間の共同点検、住民への周知

流下能力が
低い区間

過去に漏水
した箇所

共同点検を実施
（事務所、地方公共団体、自治会等）

洪水時の堤防等の漏水

流下能力が低い区間

4
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洪水時危険箇所の共同点検の参加申込について 

 

 

 参加していただける工程について○していただき、FAX またはメールでご連絡ください。 

 担当者：三次河川国道事務所 溝川，小田 

 ※申込み期限 11 月 16 日（月）まで 

 

     TEL ：０８２４－６３－４１２１ 

     FAX ：０８２４－６３－０２１０ 

     メール：info-miyoshi@cgr.mlit.go.jp 

 

 

１．三次市：平成 27 年 11 月 25 日（水）13:00～16:50 

  集合場所：三次河川国道事務所２階会議室 

①全体説明（室内） ：13:00～13:30           【 参加 】，【 不参加 】 

  ②現地点検（馬洗川）：13:40～15:00（約 1 時間 20 分） 【 参加 】，【 不参加 】 

             十日市排水機場周辺・鳥居橋周辺・三次出張所 

  ③現地点検（江の川）：15:10～16:50（約 1 時間 40 分） 【 参加 】，【 不参加 】 

             秋町地区・片山地区・下川立地区・上川立地区 

 

２．安芸高田市：平成 27 年 11 月 27 日（金）13:00～16:00 

  集合場所：安芸高田市民文化センター「クリスタルアージョ」１階 研修室 101 

  ①全体説明（室内） ：13:00～13:30         【 参加 】，【 不参加 】 

  ②現地点検（江の川）：13:35～14:50（約 1 時間 15 分） 【 参加 】，【 不参加 】 

             常友堰・常友地区・国司地区 

  ③現地点検（江の川）：15:00～16:00（約 1 時間）   【 参加 】，【 不参加 】 

高田原地区・下甲立地区 

 

 

３．参加希望者氏名及び連絡先 

  

  

参加者氏名 TEL メール等連絡先 参加人数
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