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加古川河川改修の進捗状況について 

(１)説明会の状況 

平成２４年 ２月２８日 加古川水系河川整備計画説明会 （滝野文化会館） １６６名 

平成２５年 ２月 ７日 滝野地区全体説明会      （滝野文化会館）  ８０名 

平成２５年 ３月 ９日 滝見橋周辺地区説明会     （上滝野ふれあい館）１５名 

平成２５年 ５月１８日 大門橋周辺地区説明会     （大門公民館）   ３２名 

平成２５年 ７月２２日 河高・下滝野地区説明会    （河高交流センター）４４名 

平成２６年 ３月１３日 河高・下滝野地区地権者説明会 （下滝野公民館）  ２７名 

平成２６年１１月２５日 下滝野地区説明会       （下滝野公民館）  ４４名 

平成２７年 ６月２１日 下滝野地区地権者説明会    （下滝野公民館）  １９名 

平成２８年 １月２８日 下滝野地区(市街化)地権者説明会（下滝野公民館）  ５２名 

平成２８年 ７月２４日 大門地区説明会        （大門公民館）   ４２名 

平成２８年１０月２０日 滝見橋架替工事説明会     （上滝野公民館）  ３８名 

平成２９年 ６月１７日 下滝野地区(市街化)地権者説明会（下滝野公民館）  ５５名 

平成２９年１０月 １日 上滝野地区説明会       （上滝野公民館） １１０名 

平成２９年１１月２６日 大門地区説明会        （大門公民館）   ５６名 

  平成３０年 ２月 １日 河高・下滝野地区役員説明会  （河高交流センター） ７名 

  平成３１年 ３月 ８日 河高・下滝野地区説明会    （河高交流センター）３２名 

  令和 元年 ６月２９日 上滝野地区地権者説明会    （上滝野公民館）  ６５名 

  令和 ２年 ９月２３日 大門・西古瀬地区役員説明会  （大門公民館）   １５名 

 令和 ３年 ３月１２日 大門・西古瀬地区役員説明会  （大門公民館）   １５名 

(２)各地区の事業経過 

①滝見橋周辺地区 

平成２５年 ３月  地権者・隣接土地所有者説明会 

平成２５年 ６月  用地測量 

平成２５年 ７月  現地境界立会 

平成２５年 ８月  筆界確認書押印 

平成２５年１０月  物件補償調査 

平成２６年 ４月  用地交渉開始 

平成２６年 ５月  用地買収・物件補償開始 

平成２８年 ４月  用地買収・物件補償完了 

平成２８年１０月  滝見橋架替工事説明会 

平成２８年１１月  滝見橋下部工工事（橋脚１基、橋台２基） 
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平成２９年１０月  滝見橋下部工工事（橋脚１基） 

  平成３０年１０月  滝見橋下部工工事（橋脚） 

滝見橋上部工工事（主桁製作） 

  令和  元年１０月  滝見橋上部工工事（主桁架設） 

  令和  ２年 ２月  滝見橋周辺整備工事 

  令和 ２年 ７月  新滝見橋開通式典 

  令和 ２年１１月  旧滝見橋撤去工事（右岸側） 

②河高・下滝野地区（市街化調整区域） 

平成２５年 ７月  地区説明会 

平成２５年１１月  河高地区河道掘削工事（千鳥川合流付近、中国道高架下付近） 

平成２６年 ３月  地権者・隣接土地所有者説明会 

平成２６年 ３月  用地測量 

平成２６年 ４月  現地境界立会 

平成２６年 ９月  筆界確認書押印 

平成２６年１１月  地区説明会 

平成２６年１１月  河高・下滝野地区河道掘削工事（中国道高架下付近～立田川合流部 

上流付近） 

平成２６年１２月  用地測量（下滝野ほ場整備区域内） 

平成２６年１２月  現地境界立会 

平成２７年 ６月  地権者説明会 

平成２７年 ６月  用地交渉開始 

平成２７年 ７月  用地買収・物件補償開始 

平成２９年 ５月  加古川改修事業加東市滝野地区着工式典 

平成２９年 ５月  下滝野地区築堤工事（高倉川～立田川合流部） 

平成２９年１０月  河高・下滝野地区築堤工事（油谷川～高倉川合流部） 

  平成３０年 ２月  支川対策工事計画（油谷川・高倉川・立田川）地区役員説明会 

  平成３０年１０月  下滝野地区築堤工事（立田川～下滝野市街地） 

平成３０年１１月  河高地区築堤工事（油谷川合流部上下流） 

平成３０年１２月  下滝野地区樋門築造工事 

平成３１年 ３月  支川対策工事計画（油谷川・高倉川・立田川）地区説明会 

令和 元 年１１月  現地境界立会 

令和 元 年１１月  市道河高下滝野線付替工事 

③下滝野地区（市街化区域） 

平成２７年１１月  下滝野地区河道掘削工事 

平成２８年 １月  地権者・隣接土地所有者説明会 
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平成２８年 ２月  用地測量 

平成２８年 ５月  現地境界立会 

平成２８年 ８月  筆界確認書押印 

平成２８年 ９月  物件補償調査 

平成２８年１１月  下滝野地区河道掘削工事 

平成２９年 ６月  地権者説明会 

平成２９年 ６月  用地交渉開始 

平成２９年１１月  用地買収・物件補償開始 

平成３０年１１月  下滝野地区河道掘削工事 

令和 元 年１１月  下滝野地区築堤工事  

 ④上滝野地区 

平成２９年１０月  地区説明会 

平成２９年１１月  用地測量 

  平成３０年 ５月  現地境界立会 

 平成３０年１０月  筆界確認書押印 

 平成３０年１１月  物件補償調査 

 令和 元 年 ６月  地権者説明会 

 令和 元 年 ９月  用地交渉開始 

 令和 元 年１１月  上滝野地区河道掘削工事（滝野大橋上流） 

⑤大門地区 

平成２５年 ５月  地区説明会 

平成２８年 ７月  地区説明会 

平成２８年１１月  大門地区河道掘削工事（大門橋下流右岸小野市側） 

平成２９年１１月  地区説明会 

平成２９年１１月  大門地区河道掘削工事（大門橋下流右岸小野市側） 

平成２９年１２月  用地測量 

平成３０年 １月  現地境界立会 

平成３０年１１月  筆界確認書押印 

平成３０年１２月  物件補償調査 

令和 元年 ９月  大門地区河道掘削工事（大門橋下流） 

令和 ２年 ９月  地区役員説明会 

令和 ２年１１月  大門橋下部工工事（橋脚２基） 

令和 ３年 ３月  地区役員説明会 
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