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広島市議会議員  木 島　 丘 

平成 26 年 12 月 

［災害報告取りまとめ］

平成26年 8月 20 日豪雨による被災河川一覧表（県・市・国）

平成 26 年 8月 20 日豪雨による被災河川位置図

市管理被災河川
区名 地区 河川名

安佐北区

可部地区

下の谷川 人甲川 中の谷川 野平谷川
穴郷川 杉谷川 中応寺川 大滝川
高谷川 専隆寺川 長迫川 柳河川
山倉川 草田川 登尾川 押手川
山田川 台川 入野川 上原川
新建川 大薄川 桧山川 石丸川

白木地区
栄堂川 桐山川 大槌川 木の原川
梶名川 穴迫川 栃谷川 古矢川
釜ヶ谷川 赤羽根川 内山川 茱萸谷川

安佐地区 玖谷川 岡田川 筒瀬川

高陽地区 弁柄川 谷尻川

安佐南区
佐東地区

山手川 大黒川 宇津川 宮下川
上山川 大上川 神宮川 植林川
小原山川 大采川 鳥越川

祇園地区 峠川 権地川

市管理被災河川数 54 河川

県管理被災河川
区名 地区 河川名

安佐北区

可部地区 根谷川 桐原川 南原川 山倉川

白木地区 栄堂川

安佐地区 吉山川 玖谷川 筒瀬川

安佐南区 祇園地区 山本川 西山本川

県管理被災河川数 10 河川

国管理被災河川
区名 地区 河川名

安佐北区 可部地区 根谷川

国管理被災河川数 1 河川



（2）

安佐北区農地・農林業用施設災害位置図

　復旧計画は国・県・市の連携が良好だと感じている。

　これは安佐南区緑井・八木地区　20 箇所、山本地区　１箇所、安佐北区可部東地区　３箇所

の砂防堰堤工事を国土交通省が、高松山周辺地区　6 箇所、八木地区 3 箇所、西区 1 箇所の

治山工事を農林水産省が実施すると決定した事で、県の工事分担が決定した。

　大災害だけに国の分担、広島県の分担、広島市の分担を明らかにし、三者が事業行程を協

議して一日も早い復興に結びつけなくてはいけない。

この広報誌は自由民主党保守クラブ承認済
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被 害 状 況
（1）人的被害

被害区分 人数 発生場所

死　者 74 人 可部東（4）　桐原（1）　三入南（1）
山本（2）　緑井（14）　八木（52）

負傷者 44 人

重　傷 8 人 可部東（2）　大林（1）
緑井（4）　八木（1）

軽　傷 36 人 可部（1）　可部東（7）　桐原（1）　三入（1）
緑井（7）　八木（19）

計 118 人

（2）物的被害
被害区分 件数 発生場所等

住　家 全　壊 174 安佐北 38　安佐南 135　西 1
半　壊 187 安佐北 80　安佐南 107
一部破損 142 安佐北 51　安佐南 81　中 1　西 7　安芸 1　佐伯 1
床上浸水 1,166 安佐北 318　安佐南 846　西 2
床下浸水 3,080 安佐北 784　安佐南 2,278　西 18

非住家 457 安佐北 178　安佐南 271　中 1　東 1　西 6
公共建物　 官公庁等 2 安佐北 1　　安佐南 1
神社等 5 安佐南 5
公共土木施設 道路・橋梁 667 安佐北 366　安佐南 270　西 21　佐伯 10

河　川 412 安佐北 309　安佐南 95　西 2　佐伯 6
その他 254 安佐北 149　安佐南 102　西 3

農地農林水産施設 田　畑 157 安佐北 118　安佐南 38　佐伯 1
田畑以外 158 安佐北 134　安佐南 24

山がけ崩れ 380 安佐北 246　安佐南 119　西 12　佐伯 3
その他 453 安佐北 313　安佐南 129　東 3　西 7　佐伯 1

（3）ライフライン被害
区　　分 被害状況

電　気 ピーク時（20 日 4 時 00 分）は安佐北、安佐南 6,900 戸が停電
（29 日 19 時 00 分復旧）

水　道 ピーク時　20 日 16 時 00 分　安佐北、安佐南、西 2,662 戸断水
（10 月 1 日　17 時 00 分復旧）

下水道 被災地区に埋設された管路延長 64km のうち安佐北 9 箇所
安佐南 37 箇所　西 2 箇所　合計 48 箇所　被害
このうち復旧完了 42 箇所（安佐北 7　安佐南 35）仮復旧完了 6 箇所

（安佐北 2　安佐南 2　西 2）
ガ　ス ピーク時（20 日 11 時 00 分　安佐南、西で 5 戸供給停止

（9 月 8 日復旧）

JR 西日本 可部線 20 日　可部～横川間　始発より運転見合わせ
（9 月 8 日復旧）

芸備線 20 日　三次～広島間　始発より運転見合わせ
（22 日始発より全線運転再開）

山陽本線、呉線 20 日　始発より通常運行

アストラムライン 20 日　始発より通常運行

市内電車・宮島線 20 日　始発より通常運行
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　前回の会報でも指摘したが、9 月 11 日「第 1 回　8.20 豪雨災害における避難対策等検証部

会」に提出された資料の市長への連絡は、つねに秘書を通じての話で市長は直接市対策本部

と話していない。それにもかかわらず、9 月市議会の議員の質問に対する答弁では「3 回担当

部局と接点を持って対応した。1 回目は午前 3 時 26 分頃の電話に対して危機管理監である副

市長の了承も得ているので災害警戒本部を災害対策本部に移行したい。直ちに了解設置を命

じた。

　2 回目は午前 5 時頃の電話で安佐南区の一部、安佐北区の一部に避難勧告を発令したこと、

人的被害に係る通報が複数入っていることから、副市長の了解を得て、災害対策本部会議を

開催したい、7 時 30 分までには準備も整うとのことであったので直ちに了承した。

　3 回目は午前 6 時 25 分頃の電話で被害に対して消防力が劣勢であることから副市長とも協

議済みだが自衛隊に災害派遣を要請したいとのことで直ちに了解した。私は必要な報告を受

けて市長としての判断は下せる状況にあった。」との要旨であった。

　この経過の中で、午前 3 時 55 分、市の消防職員が殉職している。

　子供を助けようとして尊い命を失われた。

　消防局長は報告したのかどうかは判らない。しかし、知った途端に何よりも市長は行動を

起こすべきではないか。

　市長は職員の命も預かっているのだ。どこかにあったかい人間性は飛んでしまったのか？

議員に反撥反論するより反省して戴きたい。

　事実は隠し通せない。

　又、安佐北区長は何時に登庁したのか。毎日新聞の 10 月 9 日によると 20 日は「5 時 48
分に副区長へ電話をした」とのことだが、廿日市の自宅から 6 時 40 分到着と発表されたが、

市民は誰も信用できない。一つの不信は全部が嘘と考える。

路線バス 広島電鉄 20 日　安佐営業所・上根・吉田～広島　始発より運行見合わせ

（9 月 5 日　始発より通常運行再開）

広島交通 20 日　太田川以北系統の路線始発より運行見合わせ

（27 日　始発より可部深川線・宇津可部線　通常運行再開）

（9 月 4 日　始発より桐原上原線運行再開）

　　 5 日　始発より勝木線・大畑線・南原線・桐陽台線・大林線

　　　　　　　　　 高陽毘沙門台線　通常運行再開

　　 9 日　始発より桧山線迂回運行開始

中国 JR バス 20 日　広島エリア～鈴張・千代田・大朝方面の路線　

　　　 始発より運行見合わせ

（21 日　始発より運行再開）

備北交通 20 日　井原市駅前～安佐市民病院　始発より運行見合わせ

（21 日　始発より運行再開）

第一タクシー 20 日　筒瀬線〔宮野～八木峠〕始発より運行見合わせ

（27 日　始発より宮野～筒瀬下　運行再開）

（9 月 8 日　始発より筒瀬下～八木峠　迂回運行再開）

エイチ・ディー西広島

（ボンバス）

20 日　五月が丘線　始発より運行見合わせ

（22 日　始発より通常運行再開）

広島空港リムジンバス 20 日　始発より運行見合わせ

（20 日　8 時 27 分より運行再開）
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請願第 59号

　60 名以上の方が議長や健康福祉局長に陳情にこられましたが、以前と同じく市長は面会を

拒否しました。口で住民対話を唱えても、自分の主調に反するものには面会しない。

　これでは首長の気に入った者だけとの対話の様に写ります。
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木島丘市政報告会

　　　　日　時　　平成 27 年 1 月 18 日（日）　11 時

　　　　場　所　　小河原・上深川集会所

平成 26年　第 3回広島市議会定例会
　8 月 20 日を災害関連 103 億 7,168 万 2 千円を追加補正した。

平成 26年　第 4回広島市議会臨時会
　10 月 3 日から 10 月 24 日まで平成 25 年度決算を決算特別委員会を開催

　10 月 30 日　本会議で認定

平成 26年　第 5回広島市議会定例会
主な補正予算

消防関係 13 億 9,087 万 4 千円 災害対策人件費　緊急消防援助隊活動費負担　等

後期高齢者医療 2 億 9,028 万 4 千円 25 年度精算分

給与改定に伴う補正 8 億 8,095 万 3 千円

財政調整基金積立金 11 億 7,000 万円

補正額

 普通会計 34 億 7,640 万 9 千円

 事業会計  3 億   810 万 4 千円

 企業会計  1 億 2,428 万 7 千円

　全会計 1 兆 1,674 億 2,045 万 6 千円 となります。

　今議会で安佐市民病院移転問題で松井市長は否定したものの、藤田議員より市長が議員宅

で「賛成をしてもらえれば、すぐ目に見える形で恩返しをします」との発言があったことを

あかした。首長が我意を通す為に買収をもちかける。市民は冷静に今後を注目している。

至広島 至三次
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（住田橋を渡ってすぐ右折）

申し訳ありませんが，時節がら飲食の提供はいたしません


