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平成３１年２月  豪雨災害復旧・復興対策特別委員会 

                                                       土 木 部 

 

 

平成３０年７月豪雨災害に係る復旧作業の進捗状況等の公表について（報告） 

 

 

平成３０年７月豪雨災害に係る公共災害復旧作業の進捗状況等について，見える化の一環として平成３０年１２月２８日から呉市ホーム

ページの呉市災害情報ページに掲載していますが，この度市内全地区の箇所図の作成が完了したので，これらを２月１日付で同ページに掲

載しました。 

なお今後，これらの情報についてはおおむね 1か月ごとに更新を行い，市民への情報提供に努めます。 

 

 

ホームページ掲載している情報は次のとおりです。 

  １ 主な災害復旧事業の流れ 

  ２ 災害復旧工事全体基本工程表 

  ３ 工事箇所図（地区ごと） 

３ 公共災害復旧工事箇所一覧表（地区ごと） 

５ 関係する国・県の事業の情報 
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１ 主な災害復旧事業の流れ 

  

災害発生

現地調査

災害報告

国庫負担申請

平成30年9月～平成31年2月

災害査定

工事発注

災害復旧工事

工事完成

主な災害復旧事業の流れ　（災害の発生から復旧まで）

被災状況等について現地を確認します。

国に被災状況等の報告をします。

平成30年7月6日～7月7日

国から復旧するお金をもらうため，必要な書類を揃えて国に申請します。

査定が終わり，国から補助内示を受けて工事を発注します。

災害でこわれた場所の復旧工事を進めていきます。

復旧完了です。

被災場所をどのように復旧するか，復旧にはどれくらいの費用が必要かを計算します。

国により，申請した復旧の方法や費用が妥当であるか査定が行われ，復旧方法や復旧費用が決まりま
す。

現地測量・設計図書作成

※緊急性がある場合や被害が拡大する恐れ

がある場合には，災害査定の前に工事を発注

する場合があります。

平成31年2月1日で災害査定を完了しました
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２ 災害復旧工事基本工程表  
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３ 工事箇所図（地区ごと） 

４ 公共災害復旧工事箇所一覧表（地区ごと） 

 

箇所表及び箇所図には， 

・市が施工する災害復旧工事で国庫補助対象となるもの 

・砂防ダム・治山ダム・急傾斜地崩壊対策事業等で事業実施が決まったもの を掲載しています。 

なお，新たに事業決定されたものについては，順次掲載します。 

ご覧になりたい地区の下にある図または表をクリックしてください。 

平成 31 年 1 月３１日現在 

地区名 天応地区 吉浦地区 中央地区 昭和地区 宮原地区 警固屋地区 

図番号 図－１ 図－２ 図－３ 図－４ 掲載箇所なし 図－６ 

表番号 表－１ 表－２ 表－３ 表－４ 表－５ 表－６ 

地区名 郷原地区 阿賀地区 広地区 仁方地区 音戸地区 倉橋地区 

図番号 図－７ 図－８ 図－９ 図－１０ 図－１１ 図－１２ 

表番号 表－７ 表－８ 表－９ 表－１０ 表－１１ 表－１２ 

地区名 下蒲刈地区 蒲刈地区 豊浜地区 豊地区 川尻地区 安浦地区 

図番号 図－１３ 図－１４ 掲載箇所なし 図－１６ 図－１７ 図－１８ 

表番号 表－１３ 表－１４ 表－１５ 表－１６ 表－１７ 表－１８ 

今後の作業予定 

農道・林道については，作成次第掲載します。 

また補助対象外の工事においても市民生活に大きな影響がある案件については，作成次第掲載します。  



県 急傾- 2 西辰川町2丁目14地区

市 河-10 辰川川③

市 河-8 辰川川①

市 河-9 辰川川②

市 公-1 二河峡公園

市 河-11 両城川

市 道-6 江原1号線

市 道-11 宝町本通線

市 道-8 船見1号線

市 道-7 西惣付3号線

市 道-10 二河峡線②

市 道-9 二河峡線①

完了

着手

凡例

緑：堰堤・急傾斜

1

1

青：河川・公園

1

1

赤：道路・橋梁

1

1

進捗状況

2019年1月31日時点

※堰堤の位置は概略の位置を表しています。
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 箇所表の例）中央地区箇所表 

中央地区　公共災害復旧工事箇所一覧表

呉市事業【災害復旧事業】

着手 完了

市道－6 江原町地内 江原１号線
 路肩復旧

（ブロック積）
2019年3月28日  ○

市道－7 上内神町地内 西惣付３号線
 路肩復旧

(ブロック積)
2019年6月

市道－8 船見町地内 船見１号線  崩土撤去 完了  ○  ○

市道－9 二河峡町地内 二河峡線①
 舗装復旧

安全柵復旧
2020年12月

市道－10 二河峡町地内 二河峡線②
 舗装復旧

安全柵復旧
2020年12月

市道－11 中央６丁目地内外 宝町本通線
 路面復旧

(床板)
2020年3月

市河-8 中央６丁目地内 辰川川①  護岸復旧 2020年3月

市河-9 東中央４丁目地内 辰川川②  護岸復旧 2019年6月13日  〇

市河-10 東中央４丁目地内 辰川川③  底張り復旧 2019年5月30日  〇

市河-11 三条２丁目地内 両城川  埋塞土撤去 完了  ○  ○

公-1 二河峡町地内 二河峡公園 広場復旧 2019年5月30日  ○

広島県事業　【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業】

着手 完了

県急傾－2 西辰川町２丁目 西辰川2丁目14地区 法枠工 2020年3月  ○

2019年1月31日現在
前回掲載より更新箇所を着色

完了見込みは概ねの予定であり，作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については，用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

進捗状況地図
番号

被災箇所・所在地 路線・河川名 事業概要 完了見込

進捗状況地図
番号

被災箇所・所在地 箇所名 事業概要 完了見込
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５ 関係する国・県の事業の情報 

(1) 平成３０年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業）について【広島県】 

広島県が平成３０年７月豪雨災害に伴い緊急的に実施する砂防・治山に関する各機関の事業計画等をとりまとめ作成した「平成

３０年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業）」を公表している広島県ホームページへリンクしています。 

 

(2) 平成３０年７月豪雨 災害関連緊急事業に関する説明会資料の公表【広島県】 

広島県が平成３０年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業）の実施箇所の位置や説明会資料を公表している広島県

ホームページへリンクしています。 

 

 


