
平成30年11月15日時点

番
号

分類 ご意見・ご要望 説明会での回答・説明内容 説明会後の状況や今後の方向性 担当部局等

1 ダム
　野呂川ダムの放流は何時から何時まで行ったの
ですか。

【広島県】
　緊急放流を行った時間は，７月６日の23時50分か
ら７月７日の10時24分の間です。

【広島県】
　説明会での回答と同じです。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

2 ダム
　テレビ等のニュースで規則違反の放流と言われ
ていましたが，規則違反があったのですか。

【広島県】
　今回異常洪水時防災操作を行う中で，流水量の
ピークが朝６時で，ピークの量に対して多く放水は
していませんでしたが，急激な流入が起こる前や，
その後流入量が落ちていく段階で，流量より多く出
していた時間がありました。その点についての影響
の有無も検討会で検討することにしていますが，そ
の中で有識者の方にありのまますべてをお話しし，
総合的にどうだったのか検討することにしていま
す。

【広島県】
　現在「平成30年７月豪雨災害を踏まえた今後の
水害・土砂災害対策のあり方検討会」（以下，あり
方検討会という）において検討しているところです。
12月の最終とりまとめを目指しており，結果につい
てはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

3 ダム
　大雨，洪水，人員体制，操作状況などを時系列
で教えてください。

【広島県】
　野呂川ダムは人が常駐しています。
　ダムの構造は，普段は流入量に対して，放流量を
少なくして下流に流す洪水調節方式のダムです。
　注意報が出た時点から夜間も人が常駐していま
した。
　６日の21時に雨がピークとなり，急激に水位が上
昇し，満水になる恐れが生じましたので，21時55分
に各関係機関に緊急放流をすると通知しました。
　22時18分に緊急放流の放送を行い，22時50分に
サイレンを鳴らしました。23時50分から緊急放流を
行いました。
　操作は２名で行いました。応援を呼びましたが，
土砂崩れにより来れず，最後まで２人でした。
　６日の21時22分からインターネットが不通になり，
その後は防災無線で情報を入手しながら操作しま
した。
　７日６時にダムへ最大の流入量があり，そのピー
クを境に流入量が減り，最終的には10時24分に緊
急放流を終了しました。

【広島県】
　説明会での回答と同じです。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

平成３０年７月豪雨災害からの応急復旧と今後の取り組みについての説明会について（安浦地区）

　８月19日（日）18時からきらめきホールにおいて，広島県と呉市との合同で安浦地区の応急復旧と生活再建に至るまでの工程に
ついて地区住民説明会を開催しました。
　住民の皆様から出されたご意見・ご要望と広島県・呉市の回答及び説明会後の状況は次のとおりです。
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4 ダム
　ニュースでは流入量と放流量を表示して，いか
にたくさん放水したかいうことを報道しています。
　規則違反を認めてください。

【広島県】
　検討会で総合的に検討し，公表していきます。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

5 ダム

　ダムに水を貯めて一気に放流すると，下流が大
洪水になることは分かったのではないでしょうか。
142.22流入してきた時に，142.22放流すれば良
かったのではないですか。
　川の大きさは決まっています。一度に流すと溢
れることは，分かったのではないでしょうか。

【広島県】
　放流は規則に基づき運用しています。事前に放
流することは，現在の規則ではできません。結果的
に事前に放流すれば良かったという事があったの
かもしれませんが，規則に違反して行うことは難し
いものがあります。
　そういうことも含めて，今後，検討会にて検討して
いきます。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

6 ダム
　ダムの放流について，地域住民への説明と今後
の対応をきちんとしてください。

【広島県】
　皆様のご意見を大変重く受けとめています。検討
会で学識経験者の皆様に総合的に議論していただ
きたいと考えています。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

7 ダム

　高知県の防災ダムは，巧みなダム操作により氾
濫を防いだという新聞記事を読みました。
　野呂川ダムでは，巧みなダムを操作する技術は
なかったのですか。

【広島県】
　高知県の状況は分かりませんが，ダムだけで出
来ること，出来ないことがあります。ダムの操作だ
けでなく，下流の川の大きさ，橋の位置，土砂が大
量に入ってきたことなどの状況が重なり，中畑川が
氾濫しました。
　原因究明について，検討会の中で，解明をしてい
くことにしています。
　ダムの操作の在り方もですが，川を広げる必要が
あるのか，ダムの裾を大きくする必要があるのかも
含めて長期的な在り方を検討していきたいと考えて
います。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

8 ダム
　有識者の検討会の内容は，結果だけではなく，
どのような議論が進んでいるのか，ホームページ
などの公の場で段階を追って知らせてください。

【広島県】
　ホームページに随時情報を載せるように考えてい
ます。

【広島県】
　あり方検討会の内容についても，ＨＰにおいて公
表いたします。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

9 ダム 　野呂川ダムは何のためのダムなんですか。
【広島県】
　治水が目的のダムです。

【広島県】
　説明会での回答と同じです。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

10 ダム
　野呂川ダムは県のダムで大きな被害が起きてい
るのに，なぜ県知事が来ていないのですか。

【広島県】
　この場に知事がいないことにつきましては，申し
訳ございません。
　治水ダムである野呂川ダムの下流域で，このよう
な大きな洪水が生じましたこと，誠に申し訳ござい
ませんでした。心からお詫び申し上げます。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936
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11 ダム
　新聞では放流が原因だとはっきり書いてある
じゃないですか。国の言うこと，県の言うこと，市の
言うことは信じられません。

【広島県】
　原因についてしっかり究明していきますので，そ
れをお待ちいただきたいと思います。出来るだけ早
い時期に対応案を明示しますので，よろしくお願い
します。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

12 ダム
　今後も，大雨でダムが一杯になったら，浸水を何
回も繰り返すのですか。

【広島県】
　７月に台風が来たのですが，その時には運用上
の水位を基準より４ｍくらい下げました。少しでもダ
ムに貯められるよう水位を暫定的に下げる措置を
しています。

【広島県】
　現在も暫定的に水位を下げる措置は継続してお
ります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

13 ダム
　最初からダムの水を抜いておけば，こういう被害
はなかったかもしれないと思いませんか。

【広島県】
　検討会で検討し，その中で改めることがありまし
たら改めていきたいと思います。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

14 ダム
　流入量を受け止めるのがダムです。なぜ事前に
水位を下げていないのですか。

【広島県】
　ルール上の水位が決まっています。
　その範囲の中での運用しており，その時点では規
定上の最低のところにありました。

【広島県】
　説明会での回答と同じです。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

15 ダム
　最近は農業用の水もあまりいらなくなったと思う
ので，常にあそこまで貯める必要はないんじゃな
いか。

【広島県】
　見た目は水が貯まっているように見えますが，下
流をカラカラにするわけにもいかないので，最低限
の水を流すということを行っている状態です。

【広島県】
　現在も暫定的に水位を下げる措置は継続してお
ります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936

16
月見公園
ポンプ場

　ポンプは間違いなく作動していたのでしょうか。

【呉市】
　最初は３台とも作動していましたが，ポンプ場が
浸水して２台が止まり，約１日後に残りの１台も浸
水により止まりました。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

17
月見公園
ポンプ場

　ポンプは４台あると聞いていますが，そうでしょう
か。

【呉市】
　大きいポンプが３台あります。
　また，小さいポンプが１台あります。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

18
月見公園
ポンプ場

　ポンプはいつ頃直るのですか。
【呉市】
　７月12日に応急復旧，全部稼働できるようにして
います。

【呉市】
　本復旧は年内の予定です。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

19
月見公園
ポンプ場

　排水能力について，色んな所で豪雨災害が発生
しているのだから，決壊も想定できたのではない
か。

【呉市】
　河川が決壊する想定はしていませんでした。

【呉市】
　安浦町中央地区及び中央北地区に降った雨を排
水する施設です。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438
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20
月見公園
ポンプ場

　大雨，洪水，人員体制，操作状況などを時系列
で教えてください。

【呉市】
　６日22時頃に降った雨は，ポンプ３台で樋門を閉
めた状態で排水しました。
　７日朝の大雨の時は，，最初３台のポンプで排水
していましたが，河川の決壊の影響で流量が増え
たため，（排水が間に合わず，潮位の方が低かった
ため）樋門を開けました。
　朝７時半頃からポンプ所内まで浸水があり，50ｃ
ｍくらい浸かり電気盤も浸かったため，（２台の）ポ
ンプが止まりました。
　午前９時頃，残りの１台のポンプと樋門を開けた
ままの状態で排水を続けました。
　作業員は，ポンプ所内にいましたが50ｃｍの浸水
があり，どんどん水位が上がりましたので，逃げ場
が無くなるので撤退しました。
　月見公園のポンプ所は，安浦地区の中央北地区
に降った雨に対する排出能力しかありません。今
回のように川が決壊したら，排出できる能力はござ
いませんので，県とポンプの大きさ等を相談してい
きたいと思います。

【呉市】
　県が河川を復旧しておりますので，上下水道局は
今後も安浦町中央地区及び中央北地区に降った
雨を適正に排水するよう努めてまいります。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

21
月見公園
ポンプ場

　ポンプの作動状況が，いつ誰が見ても分かるよ
うにしてください。

【呉市】
　皆さんに分かりやすく作動状況を伝える方法を検
討します。

【呉市】
　ポンプの作動状況が住民に分かるようなランプを
本復旧に併せて設置します。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

22
月見公園
ポンプ場

　浸水による故障を防ぐため，ポンプの位置を少し
上げてはどうですか。そういう対策はいつ頃とられ
ますか。

【呉市】
　浸からないように工夫を出来ることはやります
が，ポンプそのものを上に上げるというのは，かな
り多額の費用と時間を要するので，それについて
はここで返事は出来ません。
　この度の災害と同じ水量が流れて来ても，浸から
ないように土のうをついて，建物の中に水が入らな
いようにして工夫しています。

【呉市】
　本復旧時に水没して停止した電気盤などを高い
位置に設置するとともに，建物内へ水が浸入しない
ようにせき止める設備を新たに設けます。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

23
月見公園
ポンプ場

　応急処置という言葉が多いんですけど，応急処
置はいつ終わりますか。

【呉市】
　応急復旧をして，その次は仮復旧をします。応急
復旧とは，人が行って手で動かすのを応急復旧。
その後，仮復旧といいまして，自動で出来るように
します。その次の本復旧は，ポンプの電気盤を置き
換えないといけないのですが，どのように変えたら
いいのか未だ調査を行っている状況です。

【呉市】
　応急処置，仮復旧は完了しており，本復旧は年内
の予定です。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438
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24
月見公園
ポンプ場

　ポンプが３台稼働した時の排水能力はどのくら
いなのでしょうか。

【呉市】
　大きいポンプ３台は，１分間あたり350㎥排水でき
る能力があります。
　小さいポンプは１分間あたり８㎥で，合計358㎥の
排水能力となります。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

25
月見公園
ポンプ場

　雨量に対するポンプの排水能力はどれくらいで
しょうか。

【呉市】
　時間あたり50㎜の雨量に対応するポンプがつい
ています。
　あくまでも，安浦の中央，中央北地区に降った雨
だけに対応出来る排水能力になっていますので，
川の決壊となると能力不足となります。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

26
月見公園
ポンプ場

　ポンプは以前から壊れていたという話は本当な
のか。

【呉市】
　ポンプは全て最初は壊れていませんでした。浸水
により電気設備が故障して止まりました。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

27
月見公園
ポンプ場

　潮が引くときに桶門を開けたら，半端じゃない流
量を海に流すことができます。
　今回，桶門の前に付いているスクリーンに，薄い
ビニール・レジ袋・発泡スチロール等の漂流物が
引っかかり水を止めてしまいました。
　早急にこれを取る装置を設置してください。

【呉市】
　皆さんのお家まで水が入ったため，生活ゴミも
入ってきてしまいスクリーンに引っかかったと思い
ます。
　作業員もスクリーンのゴミを取ろうとしたのです
が，あまりにもひどかったものでなかなか取ること
ができませんでした。
　今後はかき揚げ機の設置を検討したいと思いま
す。

【呉市】
　かき揚げ機（除塵機）の設置については，ポンプ
場施設全体の見直しが必要となり，既存施設の調
査や事業計画の変更などを検討してまいります。

呉市上下水道局
下水施設課

☎0823-25-3438

28 土砂

　土砂の撤去作業は，空き家等は後回しになると
説明がありました。
　自宅の上の方が山崩れをしていて，一番上の家
が空き家です。それでも後回しになるのですか。

【呉市】
　空き家等の土砂が他の人家へ影響する場合は，
優先度が高いと思っています。

【呉市】
　８月２日から宅地内土砂撤去の受付を始め，市に
よる撤去を９月中旬から着手した状況です。
　今後は遅れている市による撤去を進めてまいりま
す。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

29 土砂 　８月中に土砂の撤去は終わりますか。

【呉市】
　順次作業を実施しています。できる限り早期に河
川の浚渫（しゅんせつ），水路の浚渫，土砂の撤去
に着手し完全に除去出来るよう全力で取り組みま
す。

【呉市】
　河川等の浚渫（しゅんせつ）は，主要河川につい
て概ね土砂を撤去し，流路確保を行っています。
　引き続き浚渫完了に向けて取り組みます。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

30 土砂
　安浦大橋付近の流木や堆積した土砂の撤去は
どうなるのですか。

【広島県】
　まだ完全に除去できていませんので，早急に除
去したいと思います。

【広島県】
　現在，安浦地区内の河川の土砂撤去作業を進め
ています。
　中畑川は県道34号線と334号線別れ辺りまで，野
呂川は内海地区辺りまでを，11月末完了を目途に
進めています。中切川についても，順次土砂撤去
作業に着手します。

広島県土木建築局
西部建設事務所呉支所

☎0823-22-5400
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31 土砂
　安浦駅前の駐輪場に，土砂が残っていますの
で，早急に完全な清掃をお願いします。

【呉市】
　対応します。

【呉市】
　対応しました。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

32 土砂
　側溝等は，水が流れなくなっていますので，復旧
をお願いします。

【呉市】
　順次作業を進めていき，早期に撤去等ができるよ
う取り組みます。

【呉市】
　側溝等の浚渫（しゅんせつ）は，概ね完了してお
り，流路の確保はできています。
　引き続き浚渫完了に向けて取り組みます。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

33 土砂
　用水路の土砂を早く浚渫（しゅんせつ）してくださ
い。側溝より優先順位は先ではないでしょうか。

【呉市】
　用水路の浚渫（しゅんせつ）に関しては，早急に
今の予定では今週早々にも入る予定になっていま
す。

【呉市】
　現在浚渫（しゅんせつ）中です。
　引き続き浚渫完了に向けて取り組みます。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

34 土砂
　私有地の所有者からお金がないから直せないと
言われたら，公共が直してくれるのですか。

【呉市】
　現在の制度では，個人の財産に税金を投入する
ということが難しいため，私有地を直す制度があり
ません。
　今後，国や県と協議して，取り組めるよう努力した
いと思います。
　市民の安全・安心を守るのが，行政の大きな役割
だと思っています。例えば仮の防護柵などを作ると
か，応急的な措置をとるとか，制度として取り組む
ことができないか考えていきます。

【呉市】
　現在の制度では，個人の財産に税金を投入する
ということが難しいため，私有地を直す制度があり
ません。
　引き続き，国や県と協議して，取り組めるよう努力
してまいります。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3369

35 土砂

　安登地区は，この度大きな被害はありませんで
したが，土砂崩れが起きています。たまたま堰堤
があったから助かりました。その堰堤は，もう一杯
になっています。どのようにされるのでしょうか。
　堰堤の上に大木が倒れております。もし崩れた
ら大木が流れていくと思いますので，大木だけで
も始末してください。

【広島県】
　治山は呉農林事務所の事務課が順次崩れたとこ
ろの点検に回っています。
　具体的な場所を教えてもらい，点検状況を返答し
たいと思います。

【広島県】
　砂防ダムは，現地調査を実施し，必要な対策を実
施します。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400

36 土砂

　野呂川または中切川の水量に押されて中畑川
の水がせき止められて流れないことが分かりまし
た。
　川底を早急に最低１メートルでも全体に掘り下げ
てください。

【広島県】
　早期に河川の浚渫（しゅんせつ）をお約束をいた
します。

【広島県】
　現在，安浦地区内の河川の土砂撤去作業を行っ
ています。
　中畑川は河口から県道34号線と334号線別れ辺
りまでを11月末，野呂川は晴海大橋から内海北7丁
目共斎橋までを年内，中切川は河口から中切橋辺
りまでを11月末に完了するよう，作業を進めていま
す。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400

6 / 16 ページ



番
号

分類 ご意見・ご要望 説明会での回答・説明内容 説明会後の状況や今後の方向性 担当部局等

37 土砂

　湯崎知事は土木関係の予算を付けたがらないと
聞きます。
　皆さんが約束しても，本庁へ持ち帰るとその予
算がありませんということで蹴られることがありま
すか。

【広島県】
　浚渫（しゅんせつ）は早急に実施をいたします。
　これはお約束をいたします。

【広島県】
　現在，安浦地区内の河川の土砂撤去作業を行っ
ています。
　中畑川は河口から県道34号線と334号線別れ辺
りまでを11月末，野呂川は晴海大橋から内海北7丁
目共斎橋までを年内，中切川は河口から中切橋辺
りまでを11月末に完了するよう，作業を進めていま
す。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400

38 河川・水路 　なぜ中畑川の堤防が決壊したのですか。

【広島県】
　安浦地区では，野呂川，中畑川，中切川の３本の
川が合流しています。さらに，上流では土石流等が
多く発生しました。
　様々な要因による結果だと思っており，引き続き
検証をしているところです。
　改善すべきところは，すぐに改善していくよう考え
ています。

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3930

39 河川・水路
　何十年もどの川も浚渫（しゅんせつ）をやってい
ないので，川の浚渫を必ず行って下さい。

【広島県】
　今後速やかにやっていきたいと思います。

【広島県】
　現在，安浦地区内の河川の土砂撤去作業を進め
ています。
　中畑川は県道34号線と334号線別れ辺りまで，野
呂川は内海地区辺りまでを，11月末完了を目途に
進めています。中切川についても，順次土砂撤去
作業に着手します。

広島県土木建築局
西部建設事務所呉支所

☎0823-22-5400

40 河川・水路
　河川の維持管理をこれまでどのようにやってき
たのですか。管理できていなかったのではないで
しょうか。

【広島県】
　中畑川は，色々なところで壊れそうな所があった
と思います。今回の災害までに直せなかったことは
反省しています。申し訳ございませんでした。今後
は浚渫（しゅんせつ）を行い早急に対策をしていき
たいと思います。

【広島県】
　現在，安浦地区内の河川の土砂撤去作業を進め
ています。
　中畑川は県道34号線と334号線別れ辺りまで，野
呂川は内海地区辺りまでを，11月末完了を目途に
進めています。中切川についても，順次土砂撤去
作業に着手します。

広島県土木建築局
西部建設事務所呉支所

☎0823-22-5400

41 河川・水路

　中畑川は自衛隊が土のうを積んで決壊の箇所
は修復されていますが，これは一時的だと思いま
す。
　これから台風も来ますが，一時的に修復された
ところが台風に耐えられるのか教えてください。

【広島県】
　早く復旧させるため土のうで復旧していますが，
今後は早急に本復旧に着手して参りたいと思いま
す。

【広島県】
　現在本復旧に向け，順次測量や設計を行ってい
るところです。年度内に工事着手できるよう取り組
んで参ります。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400
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42 河川・水路

　橋にかかった流木で非常に浸水被害が大きく
なったかと思います。
　橋台と橋台の間隔を余裕を持たせて，流木が流
れるように設計を検討してください。

【広島県】
　橋梁は，今後設計の中で流木等が引っかからな
いようにするなど，検討していきます。

【広島県】
　橋梁の復旧に際しては，設計段階から橋梁の管
理者と協議を行い，流木等にも考慮した設計を行っ
て参ります。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400

43 河川・水路

　線路よりも上流側は，道路を作って宅地をその
道路にしてスペースを作って段階的に下げている
と思います。その土手の下にある家はかさ上げを
して，そういう形での復旧をしていただきたい。

【広島県】
　県と市で協議して進めさせて頂きたいと思いま
す。

【広島県】
　再度災害防止の観点から，県と市で協議して復
旧工法を検討してまいります。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400

44 河川・水路 　小さい河川等の復旧はどうなるのですか。
【呉市】
　早期に復旧できるよう取り組みますが，しばらく時
間がかかります。

【呉市】
　現在流路確保を行っています。
　復旧には日にちを要する状況です。
　今後災害査定を受け，来年以降順次復旧工事に
着手する予定です。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

45 区画整理
　呉市が区画整理して販売した中央北地区につい
て，排水できない所を高い値段で市民に売っては
いけないでしょう。

－
【呉市】
　計画時点では，この度のような河川護岸の決壊
は想定しておりませんでした。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3374

46 区画整理

　区画整理をした際に，駅の北側が低いのであれ
ば，もっと道路を高くして浸からないようにする事
ができたのではないでしょうか。
　全て県や市のミスなのではないか。

－
【呉市】
　計画時点では，この度のような河川護岸の決壊
は想定しておりませんでした。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3374

47 生活再建

・私の土地は呉市から買いました。その時に水害
は起きませんと言われたと認識しています。しか
し，起きました。呉市から騙されて買いました。損
害賠償を請求させてください。

－
【呉市】
　広島県において設置された，あり方検討会でのと
りまとめ結果を注視してまいります。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3374

48 生活再建

・安浦町の大部分が浸水被害を受け，再建には
多額の費用が必要になるが，呉市や広島県は補
償してくれるのですか。
・この災害は天災と言うより人災です。雨がたくさ
ん降ったからではなく，管理が悪いから起きた事
故です。補償をしてください。
・原因はダムの過大放流だとマスコミであれだけ
報道されているのだから，それを認めて補償してく
ださい。知事が来て，私の責任を持って補償をし
ますと即言えればみんな納得します。

【呉市】
　皆さんから当日の事情を色々お聞かせいただき
ましてありがとうございました。本当に家を失われ
たり，家財を失われたりして大変だと存じます。先
程も申し上げましたが，国の色んな支援制度がご
ざいます。
　できるだけ色々な制度を活用して，出来るところ
までは全力を尽くしてやらせていただきたいと思っ
ています。

【広島県・呉市】
　今後とも災害対策基本法及び災害救助法に基づ
き適切に支援を行ってまいります。

呉市復興総室
☎0823-25-5621
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49 生活再建
　もしも今回の中畑川の一部決壊したことが人災
ということが分かればどのように補償されるのです
か。

【広島県】
　安浦地区は野呂川，中畑川，中切川の三本が合
流する地域です。また土石流等も多く発生しまし
た。さまざまな要因が重なったものと思っています。
　そうした中で，検討会を立ち上げて専門家の先生
の意見を伺いながら解明していきます。ご理解いた
だきたいと思います。

【広島県・呉市】
　今後とも災害対策基本法及び災害救助法に基づ
き適切に支援を行ってまいります。

呉市復興総室
☎0823-25-5621

50 り災証明
　り災証明の書き方が分からないのに，用紙を渡
して終わりでした。職員は書けない人に寄り添って
教えるべきではないですか。

【呉市】
　職員の対応につきましては，万全を期したつもり
でしたが，誠に申し訳ございません。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

51 り災証明
　倉敷市は地域全体を，全部全壊にしている。な
ぜ呉市はできないのか。

【呉市】
　国の基準に基づいてますので倉敷市真備町と同
じ方法で判定しています。同じ程度の被災状況で
あれば，必ず同じり災状況になります。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

52 り災証明
　倉敷市真備町の方がたくさん浸かったということ
ですか。

【呉市】
　浸水の高さが何センチ以上であれば全壊，何セ
ンチ以上であれば半壊という基準は，倉敷市も
我々も同じ基準でやっていますので，そこに差はあ
りません。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

53 り災証明 　被災状況の測り方を聞きたい。

【呉市】
　例えば浸水地域であれば，四隅の浸水深を測り，
真ん中を測って，5点を浸水深の高さとして認定し，
その区域内全て同じ程度の被害があったとみなし
て，発行手続の迅速化に努めました。
　しかし，（同じ区域内であっても，家ごとに敷地や
家屋の基礎の高い低いがあり，浸水の深さが一定
ではないため，）この測定方法では，実際の被害状
況とは異なる認定結果になる場合があります。
　そのため，調査員が個々の申請に基づき，再度
しっかりと調査させていただきます。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

54 り災証明

　柱が折れて実際そこに柱がないことの証明写真
と，家屋の柱が一本折れただけで立て直さなけれ
ばいけないという文言があれば，全壊の認定は可
能になりますか。

【呉市】
　実際に調査をする人間に確認させていただけれ
ばと思いますので，この場で全壊扱いになるかどう
かという答えは差し控えさせていただきたいと思い
ます。また，国で定められた基準に基づいて確認
し，できるだけ公平な評価・調査ができるようにして
おりますのでよろしくお願いします。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

9 / 16 ページ



番
号

分類 ご意見・ご要望 説明会での回答・説明内容 説明会後の状況や今後の方向性 担当部局等

55 り災証明

　り災証明では半壊となっています。
　県民共済の火災保険入っており，申請の際に伝
えるとそういうのは関係ない，うちはうちの基準で
やっています。と言われました。
　り災証明というのは，何のための証明なのかと
いうことを教えていただきたい。

【呉市】
　災害対策基本法という法律があります，この法律
で，災害により被災された皆様の住家が，り災状況
を一律に不公平のないように一定の基準で被害を
示すことによって，不公平のない支援金等の支給
が受けられます。
　一義的には国の一定の基準によりどの程度の被
害があったのかを公的に証明する書類ということで
ご理解いただければと思います。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

56 り災証明
　り災証明は国から何かの義援金とか見舞金が
出るための資料だと理解してよろしいですか。

【呉市】
　被災者生活再建支援制度に基づく支給金等の申
請の際には，国から提出を求められています。
　市営住宅，仮設住宅，みなし住宅に入居を希望さ
れる際に，り災証明が必要となります。また，家屋
の応急修理という制度でも，り災証明が必要となり
ます。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市財務部
収納課

☎0823-25-3199

57 義援金等
　義援金は即刻出すべきでしょう。広島市はもう
払っています。

【呉市】
　広島市は義援金の配分を開始したと伺っていま
す。15日に配布委員会を開き，８月下旬を目途にお
渡しする予定です。

【呉市】
　８月28日から，随時支給を開始しました。

呉市福祉保健部
福祉保健課

☎0823-25-3265

58 義援金等
　広島市は前回の被災時に，即刻一律10万円
配っているのですが。

【呉市】
　義援金につきましては，お住まいが全壊，半壊そ
れから一部損壊，床上浸水の被害に遭われた方
に，一律緊急的に５万円をお渡しする予定です。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市福祉保健部
福祉保健課

☎0823-25-3265

59 義援金等
　新聞に対象は全壊，半壊としか書いていません
でした。竹原市は床上浸水から対象になっていま
す。

【呉市】
　呉市も，床上浸水からです。新聞に呉市は，自宅
が全半壊，一部損壊した世帯と書いています。床
上浸水は，一部損壊に含まれています。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市福祉保健部
福祉保健課

☎0823-25-3265

60 義援金等

　見舞金の手続きで，本籍地入りの住民票を提出
するように言われます。呉市に堤出するのになん
で住民票を取らないといけないのですか。
　住民票の原本を国に提出するのですか。

【呉市】
　災害見舞金等には国や県の制度もあります。申
請書類を国等へ提出する際に必要なため提出をお
願いしています。被災された方の発行手数料は無
料です。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市福祉保健部
福祉保健課

☎0823-25-3265

61 義援金等
　住民基本台帳で確認して，市が後で印刷して提
出すれば良いのではないですか。手間を増やさな
いでください。

－

【呉市】
　災害見舞金等には国や県の制度もあります。申
請書類を国等へ提出する際に住民票は必要であ
り，また，申請時に世帯状況等を確認し，支給要件
を満たすかどうか審査する必要があることから提出
をお願いしています。
　今後は，できる限り提出しなくて良い方法を検討
してまいります。

呉市福祉保健部
福祉保健課

☎0823-25-3265
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62 支援物資

　水しか支援物資はいらないと断ったと聞きまし
た。これは事実でしょうか。避難所に避難したら，
物資の備蓄が無かった。備蓄倉庫をすぐに作って
ください。

－

【呉市】
　現地の要望に基づき，可能な限り物資を調達した
と考えています。今後，住民ニーズの正確な情報を
収集し，きめ細やかな物資支援に努めます。
　今回の災害では，道路が寸断され食料等の物資
の搬送が困難であったため，地域ごとに分散して
備蓄することを考えています。
　なお，県では，避難者は災害発生から３日分の食
料の用意を勧めています。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

63 支援物資

　10日の新聞で，海上自衛隊の入浴支援で満足し
た人たちの写真が出ていたが，その頃こちらは物
資が無くて困っていた。これは呉市のアピールが
足りないないからではないか。

【呉市】
　物資がなくてご苦労かけたことお詫び申し上げま
す。

【呉市】
　今回の災害を教訓に，今後，地域が必要とする物
資を速やかに提供できるような情報収集・搬送体
制を整えていきたいと考えています。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

64 支援物資
　充電式のファンが付いた作業着が1,500着，安浦
に届いていました。それはどこにあるのですか。

【呉市】
　ファン付きの作業着ですが，私も確認できていま
せん。この後どのようになっているかを確認して報
告します。備蓄物資関係の管理それから配布につ
きまして，色々不手際がございました。この件につ
きましては大変申し訳なく思っています。お詫びし
ます。

【呉市】
 クールジャケットにつきましては，くれ災害ボラン
ティアセンターが市外の団体からボランティアの
方々に使ってほしいと提供を受けたものです。
　1,500着のうち，約半数がボランティア活動で使用
されており，ボランティアセンター本部や安浦をはじ
めとするボランティアセンター各サテライトに，また，
未使用のものは安浦武道館と呉市福祉会館に保
管されていると伺っています。

呉市市民部
地域協働課

☎0823-25-3501

65 支援物資

　届いた救援物資を体育館の暑いところにずっと
置いていたから，捨てたと聞きました。
　呉市がすごい出し惜しみをして，残った物資はど
うするのですか。

【呉市】
　出し惜しみということではないのですが，私の管
理が不適切・不適当な部分があったのかなと思い
ます。誠に申し訳ございませんでした。

【呉市】
　皆様からご支援いただいた物資は，備蓄するも
の，地域等に配分できるものなど，物資ごとに仕分
して有効に活用します。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

66 学校
　安浦小学校が浸水しましたが，今後，どのような
安全対策をするのか考えを聞かせてください。

【呉市】
　子供の命を一番に考えて検討していきたいと考え
ています。

【呉市】
　安浦地区の小中学校については，臨時休校とす
る基準を，呉市が定めた「避難勧告等の発令基準
の特例運用」に準じて，大雨・洪水「警報」発令時か
ら，大雨・洪水「注意報」発令時に変更しました。
　在校時に発令された場合は，状況に応じて垂直
避難を行うなど，児童生徒の安全確保に万全を期
して取り組みます。

呉市教育委員会
教育部学校安全課
☎0823-25-3637
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67 学校 　通学路の全点検をお願いします。

【呉市】
　教職員等が通学路を歩いて点検をしています。
　そして，危険箇所を確認し，安全マップに危険な
ポイントを落として，通学路の変更も含め検討しま
す。

【呉市】
　通学路については，授業再開前に全点検を行
い，必要があれば通学路を変更した上で，危険箇
所を安全マップに記入し，児童生徒に周知しまし
た。
　なお，現在は，授業再開後の道路復旧に伴い，再
度，通学路の点検を行った上で，従来の通学路に
戻しています。

呉市教育委員会
教育部学校安全課
☎0823-25-3637

68 学校
　通学時の見回り体制や警備員を配置するなど，
何か対策を取ってください。

【呉市】
　登下校時には教職員等がポイントに立ち，見守り
活動をする準備をしています。
　保護者の方，地域の方にもご協力いただきなが
ら，万全を期して取り組みます。

【呉市】
　授業再開に伴い，保護者や地域の方にご協力い
ただきながら，ポイントを決めて登下校時の見守り
を行いました。
　今後も地域の状況に応じて取り組みます。

呉市教育委員会
教育部学校安全課
☎0823-25-3637

69 情報伝達
　ダムの放流やポンプの故障とか，県と市はきち
んと連携が取れていたのですか。

－

【呉市】
　今回の災害では，ダムの放流に関する情報伝達
等の場面で，県と市の連携が不足していたと認識
しております。
　このため，現在，県が設置したあり方検討会にお
いて，ダムの放流に関する住民への情報伝達方法
の見直しについて検討されているところです。
　こうした取組に市も積極的に関わることで，県・市
相互の連携強化を図るとともに，ポンプの故障等そ
の他の緊急事態においても，県又は市の関係部局
との連携強化に努めてまいります。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

70 情報伝達

　７日６時30分以降に家が浸かりました。
　早く防災無線で車を高台に避けるとか何か指示
があれば避けていましたが，一切放送はありませ
んでした。
　ダムが放流をしましたいう防災無線も，中央北の
人には聞こえていません。せっかく防災無線があ
るのだから，必要な時には放送してください。

－

【呉市】
　避難勧告等の緊急情報は，物ではなく人（命）に
対して発令しています。
　また，今回の災害を受け，現在，県が設置したあ
り方検討会において，ダムの放流に関する住民へ
の情報伝達方法の見直しについて検討されてお
り，引き続き，県と協議を進めながら，防災行政無
線や防災情報メール等による情報伝達の強化に努
めてまいります。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

71 情報伝達
　決壊したと連絡が入れば放送できるのではない
のか，放送が無かったのはなぜなのか。

－

【呉市】
　河川が決壊した場合の外部からの連絡体制が確
立されておらず，市が情報を即座に入手できないこ
とも想定されるため，連絡体制の確立と，防災行政
無線や防災情報メール等により，リアルタイムに情
報を伝達できるような仕組みを検討します。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326
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72 応急修理
　応急修理の制度を利用すると，市営住宅等の申
し込みができないのですか。

【呉市・広島県】
　災害救助法では，どちらかを選ぶ仕組みになって
います。
　応急修理制度を利用すると，公営住宅等に申し
込むことはできません。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市都市部
建築指導課

☎0823-25-3514

73 応急修理
　応急修理制度の支給金額は58万円ですか。１階
を修理するのに，業者から修理の見積をとると500
万円と言われました。これでは全く足りない。

【呉市】
　58万4千円です。

【呉市】
　緊急的に被災住宅の応急修理を支援するため，
58万4千円が限度です。

呉市都市部
建築指導課

☎0823-25-3514

74
復旧・復興

計画

　町内の被災マップを作成し，それを基に各地区
の詳細な情報，意見交換が出来る場を設けて要
望を取りまとめてください。

【呉市】
　各地区ごとに災害の状況も違いますので，こうい
う場を設けたいと思っています。

【呉市】
　被災状況を見える化した資料を作成し，後日，意
見交換会等を開催して，皆様からのご意見等をお
伺いさせていただきます。

呉市復興総室
☎0823-25-5621

75
復旧・復興

計画
　今回の災害について，別枠の組織を作り対応等
を一元化することを考えて欲しい。

【呉市】
　復旧・復興に向けて統括する部署を，強力なメン
バーを集めて作ります。

【呉市】
　災害復興に関する総合調整を行う組織として，
「復興総室」を設置しました。

呉市復興総室
☎0823-25-5621

76 崩壊対策
　民間が管理している霊園ですが，崩落し非常に
危険なので早急に対処をお願いします。

【呉市】
　斜面上部の平坦地部も含めて，広い範囲の防水
処理が必要だと思いますので，現地を確認します。

【呉市】
　7月17日現地確認しました。7月23日土地所有者
に対応を依頼しました。８月22日現地確認し，がれ
きの撤去と応急処置（シート張り）されていることを
確認しました。10月1日に本復旧工事の施工と時期
の検討を依頼しました。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3369

77 崩壊対策

　４年前頃，中央霊園の下がはらんでいたので，
測量関係の資料を全部揃えて市役所に提出した
のですが，どこまで伝達できているのか全然回答
が無い。

【呉市】
　石積みがはらんだ所ですが，担当者は現地を確
認し処理して，写真等も確認していると思います。
　回答がないということですので，回答させていた
だくようにします。

【呉市】
　中央霊園については，４年前にご連絡いただい
て，排水施設の整備や石の隙間の充填等，一定の
措置をしてもらっております。それに関しまして回答
していないとの事で，大変申し訳ありません。
　今後は，回答漏れの無いよう，十分注意してまい
ります。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3369

78 ＪＲ

　ＪＲ呉線について，なぜ安浦は尾三地区に含ま
れて，再開が来年１月なのですか。
　安浦から始発があるのだから，再開させてくれ
ればいいじゃないですか。

【呉市】
　大変申し訳なく思っております。
　私からも，あるいは県からもＪＲ西日本に少しでも
例えば安浦，途中からでも一部開通できないかと
いうお願いをしているところです。
　後はＪＲ西日本の中で，どれだけ安全確認とか，
列車の手配とかそういうことができるかという問題
になると思います。

【呉市】
　ＪＲ呉線について，まず，８月２日に海田市駅～坂
駅間で運行が再開され　８月20日には呉駅～広駅
間で部分運行が開始されました。
　９月９日に坂駅～広駅間で運行が再開され，10月
14日には安芸川尻駅～広駅間で，10月28日には
安浦駅～安芸川尻駅でそれぞれ運行が再開され
ました。
　また，安浦駅～三原間につきましても，12月15日
から運行が再開される予定となっており，これによ
り，ＪＲ呉線全線が復旧する見込みとなっていま
す。

呉市都市部
交通政策課

☎0823-25-3239
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79 仮設住宅

　両親の家は床上浸水で，り災証明は一部損壊で
した。仮設住宅の申請条件は全壊か半壊です。し
かし，自宅の裏の土手が崩壊しそうで帰せませ
ん。
　現在，仮設住宅は埋まっていないのに，申し込
んでも入れない。仮設住宅への入居条件を緩くで
きませんか。

【呉市】
　家の損壊が，床上浸水であった場合でも，二次災
害の危険があり，長期に渡り帰宅が困難だという
場合は，仮設住宅や見なし賃貸住宅へ入居する事
ができますので，ご相談いただけたらと思います。

【呉市】
　土手の修繕が応急的であるため，二次災害の恐
れがあるので，仮設住宅への入居が決定しました。

呉市都市部
住宅政策課

☎0823-25-3393

80
市民セン

ター

　市民センターのコンピュータがつながらなくて，
印鑑証明が16日まで出せませんでした。なぜそん
なに時間かかかったのですか。

【呉市】
　ケーブルが道路の損壊によって破断していたの
で，ＦＡＸで対応できるようにしていました。

【呉市】
　８月末の時点で，ケーブル線を仮復旧し，住民票
の写しや印鑑登録証明書等の発行は通常通り行
えるようになりました。
　今後，国土交通省と情報統計課が協議を行い，
ケーブル線の本復旧を行っていきます。

呉市市民部
市民窓口課

☎0823-25-3162

81 住宅支援
　危険住宅の除却事業は，元金は補填できない
が，利子は国から補填されたと思います。今も制
度がありますか。

【呉市】
　がけ地近接等危険住宅移転事業というのがあり，
危険がある場合は，国と県の補助があります。
　移転，撤去費用を補助する制度で，利子補給で
はありません。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市都市部
建築指導課

☎0823-25-3513

82 情報公開

　インターネットで地図上に，呉市や広島県が把
握している危険個所を数値化した上でナンバリン
グして，対策工事などの優先順位を示して欲し
い。地域の住民に対して，アンケート等で危険箇
所を聞き取りをしていただけないでしょうか。

【呉市】
　情報の開示方法につきましては，情報をしっかり
皆さんへお伝えできるような工夫を取り組んでいき
たいと思います。

【呉市】
　現在，危険箇所につきましては，広島県が公開し
ている「土砂災害ポータルひろしま」のホームペー
ジでご覧いただけます。
　今後，道路や河川等行政が対応を行う箇所にお
ける情報の開示につきましては，その方法等を県
及び市の関係部局で研究してまいります。
　また，現在，危険な箇所等の相談を市役所の窓
口や電話等で随時受付し聞き取りを行っておりま
す。
　今後は，ホームページ等でも相談受付の周知を
図り，引き続き広く相談受付を行ってまいります。

呉市都市部
都市計画課

☎0823-25-3369

83 浸水被害
　なぜ，中央北地区が浸かったのか，原因を調べ
てもらいたい。ダムの放流だけか，ポンプが原因
なのか。

－

【広島県】
　現在あり方検討会において検討しているところで
す。12月の最終とりまとめを目指しており，結果に
ついてはＨＰで公表してまいります。

広島県土木建築局
河川課

☎082-513-3936
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84 ため池

　野呂山の登山道近くに農業用のため池が４つあ
り，一番上のため池は県管理のものです。残りの
３つは地域住民が管理しています。
　２つ目の池がこのたび崩れたが，直してもらえる
のか。また，残りのため池は，県で調査をしていた
だけるのでしょうか。

【呉市】
　ため池は呉市の防災計画で近くに民家などがあ
る大きなもので，26池あります。これらの池に関し
ては被災後すぐに広島県で点検していただいて特
に問題ないとの回答をいただいています。
　その他の民家近くのため池に関しては，農林水産
省が点検を行っていますが，数が多いため，現時
点で結果は出ていません。

【呉市】
　現地を確認したところ，ため池下の水路里道の崩
落が原因であるため，大型土のうで応急対応しまし
た。

呉市土木部土木維持課
農林土木室

☎0823-25-3324

85 道路
　中央１丁目の前にある呉市の樹木が邪魔をし
て，バスの通行が難しいそうです。木の伐採をお
願いします。

【呉市】
　対応します。

【呉市】
　業者指示済みですが，未対応です。
　早急に対応します。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601

86
二次災害

防止

　原畑地区の野呂川の護岸に二次災害を防止す
る１トン土のうを整備してください。今日は回答不
要です。

－

【広島県】
　応急対応が必要な箇所については二次災害を防
ぐため，大型土のうを設置し仮復旧しています。
　その他の被災箇所を含む全被災箇所については
現在本復旧に向け，順次測量設計を行っていま
す。

広島県土木建築局
西部建設事務所

呉支所
☎0823-22-5400

87 農業
　原畑地区の農業用水を取り入れる取水施設の
整備を，護岸整備と平行して行ってください。今日
は回答不要です。

－
【呉市】
　今後県の護岸改修計画との調整を行います。

呉市土木部
土木維持課
農林土木室

☎0823-25-3324

88 農地
　自家消費地の田や畑は補助の適用外だと聞い
たのですが，市原や中畑と同じように適用してくだ
さい。

【呉市】
　農地の災害は，農林水産省の補助で対応したい
と思っていますが，その制度は自家消費の畑とか
田んぼは対象外と国で決められているので，今の
時点では申し訳ございませんと言うしかございませ
ん。

【呉市】
　説明会での回答と同じです。

呉市土木部
土木維持課
農林土木室

☎0823-25-3324

89
ハザード
マップ

　呉市安浦地区の洪水のハザードマップは，倉敷
市真備町のハザードマップのように浸水深がメー
トルで書かれていないので分かりにくいです。

【呉市】
　色分けで浸水深と浸水域を示すことが一番の目
的になっています。数値的に何センチ，何メートル
という水深を記述していませんが，今後はご意見を
参考にして有意義なものを作成していきたいと思い
ます。

【呉市】
　今年５月に広・阿賀地区に配布した「黒瀬川洪水
ハザードマップ」には，倉敷市真備町と同じように色
分けした浸水深についての目安を表示しています。
　今後，住民の皆様にできるだけわかりやすいハ
ザードマップを作成していきたいと考えています。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

90
避難者支

援

　グリーンピアせとうちでシャワーを浴びれるよう
になったのは14日からです。１週間後になったの
は，どうしてですか。

【呉市】
　誠に申し訳なかったと思っております。

【呉市】
　グリーンピアせとうちは，災害により施設及びアク
セス道路等の安全性が確保できない状態であった
ため，７月７日から13日まで休館していました。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326
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91 避難情報
　台風の度に避難勧告と言われても，どういう基
準で避難勧告を出しているのか疑問を感じていま
す。

【呉市】
　避難勧告には３段階があり，避難準備・高齢者等
の避難開始，避難勧告，一番高いレベルが避難指
示となります。
　それぞれ出す基準がありますが，基準は呉市で
定めています。

　呉市の避難勧告等の発令基準は，広島県のガイ
ドラインを参考に定めています。
　降雨による土砂災害や洪水災害，また，台風によ
る高潮災害などを対象に，気象情報，土砂災害警
戒情報，今後の気象予測などを含めて総合的に判
断して発令しています。
　避難勧告等の判断・伝達マニュアルにつきまして
は，ホームページに掲載しております。

呉市総務部
危機管理課

☎0823-25-3326

92 その他
　河川や山が復旧されない限り，雨が降る度にお
びえて避難しないといけません。

【呉市】
　応急的な流路の確保や土砂の撤去を進めると，
避難勧告の発令基準が下がると思います。
　早急に土砂の撤去が完了するよう取り組みます。

【呉市】
　応急的な流路の確保は対応済みですが，今後土
砂等の撤去を進めていくとともに，災害査定を受
け，来年以降順次復旧工事に着手する予定です。

呉市土木部
土木維持課

川尻安浦土木出張所
☎0823-70-6601
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