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【平成30年度】�

月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/５（木）大雨注意報発表〔8：08〕
洪水注意報発表〔16：33〕
�JR呉線（三原駅～広駅間）の運行休止〔18：20〕

・災害監視体制〔8：08〕
【県】�災害対策本部設置〔17：15〕
　　（庄原市に県内最初の土砂災害警戒情報が発表）

７/６（金）大雨警報発表〔5：40〕
避難準備・高齢者等避難開始発令
　（土砂：市内全域）〔7：45〕
�東広島・呉自動車道（阿賀IC～黒瀬IC）雨量超過
による事前通行規制〔7：50〕
洪水警報発表〔10：06〕

�JR呉線（広駅～海田市駅間）の運行休止〔17：30頃〕

避難準備・高齢者等避難開始発令
　（洪水：二河川）〔18：00〕
土砂災害警戒情報発表〔18：10〕
避難勧告発令（土砂：昭和・安浦・郷原）〔18：20〕
�広島呉道路雨量超過による事前通行規制
　〔18：42〕
避難勧告発令（土砂：市内全域）〔19：10〕
避難勧告発令（洪水：二河川）〔19：30〕
大雨特別警報発表〔19：40〕
避難勧告発令（洪水：黒瀬川）〔20：00〕
�県送水施設（６号トンネル）の水位低下を確認
　〔20：10頃〕
避難指示（緊急）発令（土砂：市内全域）〔21：05〕
避難指示（緊急）発令（洪水：二河川）〔21：15〕
避難指示（緊急）発令（洪水：野呂川）〔21：30〕
避難指示（緊急）発令（洪水：黒瀬川）〔21：40〕

【災害により通行止めとなった主な道路（区間）】�
・（一）焼山吉浦線（焼山～吉浦間）〔19：45〕
・（国）375号（石内）〔20：20〕
・（主）呉環状線（天応～焼山間）〔20：45〕
・（主）呉環状線（苗代～郷原間）〔21：05〕
・（国）31号（小屋浦・水尻）〔21：40〕
・（国）375号（上段原橋）〔22：00〕
・（主）呉環状線（阿賀南８丁目）〔22：30〕
・（国）185号（仁方町川尻越）〔23：00〕

・災害注意体制発令〔5：40〕
・水防第１体制発令（消防局）〔5：40〕
・市立小・中学校臨時休業
・市立高等学校授業打ち切り

・水防１号招集（消防局／蒲刈・大崎下島出張所のみ）〔14：00〕

・一時待機所開設（昭和市民センター）〔16：40〕
・災害警戒体制発令〔17：00〕
・水防第２体制発令・水防本部設置，水防２号招集〔17：00〕
　（消防局／毎日勤務者全員，隔日勤務者の１/３招集）
・一時待機所開設（広市民センター，きんろうプラザ）〔17：00〕
【県】�第１回災害対策本部員会議開催〔17：00〕

・災害対策本部体制〔19：00〕

・土砂災害による救助要請第１報（天応）〔19：46〕
・水防第３体制発令，３号招集（消防局／全職員招集）〔19：50〕

・避難所からの支援要請を受け待機保健師の招集開始〔20：30〕
【県】��第２回災害対策本部員会議開催〔20：30〕
【県】�知事から消防庁長官へ緊急消防援助隊の応援要請〔20：30〕
【県】�知事から陸上自衛隊第13旅団長へ災害派遣要請〔21：00〕
【県】�県DMAT調整本部設置〔22：10〕
【県】�安芸消防署にDMAT活動拠点本部設置〔23：28〕
【国】�海上自衛隊呉警備隊及び呉基地業務隊の偵察隊が安浦町へ

向け基地を出発〔23：45〕

７/７（土）
大雨特別警報解除・大雨警報発表〔10：50〕
�災害救助法の適用決定（適用日：7/5）

　市災害対策本部会議開催（第1回）〔4：00〕
【県】�第３回災害対策本部員会議開催〔7：30〕
【県】�広島DPAT調整本部，活動拠点本部設置〔10：10〕
【県】�広島熊野道路の通行料金無料措置の開始〔～ 9/8〕

参考資料１　発災から１年間の主な出来事と災害への対応

〔凡例〕
・時刻の記載があるものは当該時刻に行われた対応等を示し，時刻の記載がないものは概ね記載位置に該当する時期に行われた
対応等を示す。
・「市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応」中，【国】と表記し青色の文字で記載があるものは国の対応を，【県】と表
記し緑色の文字で記載があるものは広島県（県の要請によるものを含む。）の対応を，その他のものは市等の対応を示す。

（主）呉環状線（天応～焼山間） （国）185号（仁方町川尻越）
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/７（土）

�広域断水の発生〔12：00〕
　�天応・吉浦・宮原・警固屋・倉橋・音戸・阿賀・
広・仁方・川尻・下蒲刈地区の全部，蒲刈・中
央地区の一部

洪水警報解除（洪水注意報発表）〔15：35〕

・市消防局から呉医療センターDMAT隊へ出動要請
・市所管の芸術・文化施設，スポーツ施設，観光施設等臨時休館
　（施設の復旧状況や周辺の道路事等に応じて順次開館）
・公立保育所休所
・応急給水拠点（40か所）の設置による給水開始〔12：00〕
・市民配布用消毒液の配布開始
・市保健師による巡回相談等の開始（安浦地区）
・緊急消防援助隊（島根県大隊）が到着し天応地区で活動開始
・市ホームページへの市長メッセージ「呉市民の皆様へ」の掲載
・蒲刈（向地区除く）・豊浜・豊地区への送水切替（逆送）〔23：17〕

７/８（日） �東広島・呉自動車道で緊急車両の通行確保 ・給水拠点での応急給水（本日以降，9：00 ～ 21：00）
・災害廃棄物等の一時仮置場の指定・受入開始（市内17か所）
・災害土砂等の仮置場の指定・受入開始
　（呉ポートピアパーク多目的広場）
・支援物資の備蓄倉庫として絆ホールを平土間化
・市保健師による巡回相談等の開始（天応地区）
・きんろうプラザの帰宅困難者一時待機所の閉所
・市上下水道局から日本水道協会へ給水等の応援要請
【国】�平成30年７月豪雨非常災害対策本部設置
【国】�海上自衛隊による給水支援（呉基地・係船堀地区（～７/20））
【国】�海上自衛隊による入浴支援（係船堀地区（～７/20），からす

小島乗員待機所（～７/16）
【国】�国土交通省によるリエゾンの派遣（～８/24）
【国】�国土交通省の船舶による物資（非常食・飲料水等）の海上運

搬
【国】�海上保安庁の巡視艇による透析患者の搬送
　　（川尻港～阿賀マリノポリス（～７/９））
【県】�本市への備蓄物資（第１便）が絆ホールへ到着
【県】�本市への災害マネジメント総括支援員の派遣に関する照会
　　⇒　県へ支援を要請する旨を回答

７/９（月）土砂災害警戒情報解除〔4：00〕
大雨警報解除（大雨注意報発表）〔4：23〕
避難指示（緊急）一部解除〔8：30〕
　（安浦地区の一部は継続）

�開設避難所134か所，避難者数1,418人
　（今回の豪雨災害における最大値を記録）

�国道31号（１車線）開通（ベイサイドビーチ坂の
駐車場を迂回路として利用）

�JR呉線（広島駅～海田市駅間）運転再開

・市立小・中・高等学校臨時休業（～７/12）
・市役所来庁者駐車場出入りゲートの常時開放（～７/23）
・市所管施設において半旗掲揚の対応（～９/10）
・災害復旧関連品購入手続の簡素化
・ふるさと納税ポータルサイトによる災害復興支援金の受付開始
・仮安置所（旧五番町小学校教室）の設置（～７/19）
・災害マネジメント総括支援員着任 兵庫県 平田支援員（～７/19）
・対口支援団体（静岡県）等による応援職員活動開始（～８/31）
・県へ保健師チームの派遣を要請
・中央公園臨時給水拠点の開設
・学校等プール水の生活用水としての提供開始（～８/２）
・くれ絆ホールを仮の備蓄倉庫として運用開始（～８/24）
・被災した宅地崖に関する相談受付及び現地調査開始
・直営での災害ごみや避難所の生活ごみの収集開始
・�市保健師による被災者の訪問や電話での体調確認等の開始
【国】�被災者生活支援チーム設置
【国】�国土交通省の船舶による物資（非常食・飲料水等）の海上運搬
【国】�TEC-FORCE被災状況調査班（道路）による道路の被災状況

調査（～７/24）
【国】�厚生労働省の調整による保健師チームの派遣決定
【国】�海上保安庁による島嶼部への医療関係者の搬送
　　（仁方港～丸谷港ほか）

多くの支援物資が運び込まれたくれ絆ホール

海上自衛隊による入浴支援
（写真提供：海上自衛隊）

土砂により埋塞された国道31号
（坂町水尻：7/8撮影）

JR呉線
ベイサイドビ

ーチ坂
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/10（火） �東広島・呉自動車道全線の通行再開
　（一般交通開放）

�広仁方停車場線（戸田側）通行（片側交互）確保
　（片側交互通行）
　→仁方（戸田地区）から広（長浜地区）間の孤立
　　状況解消

・市災害対策本部調整会議
・くれ災害ボランティアセンターの開設
・くれ災害ボランティアセンターサテライトの開設
　吉浦（～９/15），天応（～10/31），安浦（～Ｈ31年４/29）
・�市ホームページトップ画面を緊急災害時専用トップ画面へ切替
・�住宅被災者を対象とした市営住宅の入居募集（第１次分）の受付
開始（～７/20）

・一部の保育所で保育再開
・災害土砂等の仮置場の指定・受入開始（市内29か所）
・呉市医師会医療救護班による救護活動開始
・日本赤十字社広島県支部へ医療支援（救護班等の派遣）要請
・日本水道協会による応援給水開始（～８/２）
・県環境保健協会による井戸水無料検査の受付開始（～７/12）
・鳥取県大山町による災害復興支援金代理受納開始（～ 12/31）
【国】�平成30年７月豪雨緊急物資調達・輸送チーム設置
【国】�内閣府防災（被災者行政担当）による災害救助法担当者説明

会の開催（会場：広島市）
【国】�陸上自衛隊による入浴支援（呉ポートピアパーク（～８/５））
【国】�海上自衛隊による給油支援（～７/12）
【国】�国土交通省の船舶による物資（非常食・飲料水等）の海上運

搬（広長浜・川尻・安浦地区）
【国】�TEC-FORCE高度技術指導班によるヘリコプターでの被災

状況調査（天応地区）
【国】�海上保安庁の船舶による物資（非常食・飲料水等）の海上運

搬
【国】�広島地方気象台からの応援職員の派遣（～８/24）
【県】�知事が市災害対策本部を訪問
【県】�小屋浦トンネル管理用施設の土砂搬出開始
【県】�県DMAT調整本部の活動拠点本部の活動終了
【県】�災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）派遣の打診

７/11（水） �国道185号仁方町（川尻越）片側交互通行，川尻
トンネル通行可能

�国道31号全線開通（ベイサイドビーチ坂の駐車
場を仮設迂回路として利用）

・�市災害対策本部調整会議
・�罹災証明書交付申請書の受付開始
・�災害廃棄物等（災害ごみ，土砂等）の受入開始
　広多賀谷多目的広場（9：00～16：00）
・�応急復旧対策期間中の安芸灘大橋無料開放を県知事へ要請
・�阿賀マリノ上屋を備蓄倉庫として運用開始（日本通運㈱配送）
・�県民の浜，グリーンピアせとうちにおいて市民・ボランティア
への入浴施設の無料提供開始（～ 11/11）

・�大和ミュージアム，入船山記念館の開館時間短縮による営業再開
・�豪雨災害に伴う補正予算要求に関する庁内通知
・�国境なき医師団による医療活動開始（～７/13）
・�広島弁護士会呉地区会による無料法律相談（～ 12/27）
【国】�内閣府による家屋被害判定調査基準に関する研修会開催
【国】�陸上自衛隊による支援物資の配送開始（～７/23）
【国】�陸上自衛隊による給水支援開始（～８/２）
【国】�国土交通省の船舶による物資（非常食・飲料水等）の海上運

搬
【国】�国土交通省による給水支援の実施�

広多賀谷岸壁及び阿賀マリノ岸壁（～７/15）
【国】�経済産業省のプッシュ型支援によるスポットクーラーの提供
【国】�海上保安庁による漂流物の回収（～８/13）
【県】�安芸灘大橋通行料金の無料措置実施（～８/３）
【県】�県薬剤師支援チームによる支援活動開始（～８/12）

くれ災害ボランティアセンターの受付窓口を訪
れた多くのボランティア希望者

陸上自衛隊による支援物資の配送

市災害対策本部で被災状況や今後の方針等につ
いて協議する県知事（左）と市長（左から三人目）

陸上自衛隊による給水支援
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/12（木） �断水解消／中央西部（低地部） ・�市災害対策本部調整会議
・�固定資産税及び都市計画税に係る減免申請の受付開始
・�安浦地区での入浴施設への送迎支援開始（～ 10/ １）
・�環境省を通じた全国都市清掃会議への災害ごみ収集・運搬の応
援要請

・�日本赤十字社広島県支部による豪雨災害義援金の受付開始
・�日新製鋼㈱及び㈱淀川製鋼所へ送水再開
【国】�国土交通省の船舶「清流丸」による物資の海上輸送
　　（阿賀マリノふ頭）
【国】�国土交通省による入浴支援
　　「清龍丸」の船内浴室を利用した入浴支援（～７/19）
【国】�国土交通省による給水支援／下蒲刈丸谷桟橋（～７/16）
【国】�TEC-FORCE被災状況調査班（砂防）による土砂災害箇所の

被災状況調査（７/12 ～ 25）
【国】�港湾関係TEC-FORCEによる漂流物調査・回収（～８/17）
【国】�厚生労働省の調整による保健師チームの合流・活動開始
　　（～８/31）
【国】�海上保安庁による給水支援／川原石西ふ頭
【県】�市への県営住宅の無償提供

７/13（金）避難指示（緊急）発令（土砂：天応）〔13：25〕
避難指示（緊急）一部解除（土砂：天応）〔16：10〕
避難指示（緊急）解除（土砂：天応），避難勧告発令
（土砂：天応地区の一部）〔19：55〕

�被災者生活再建支援法の適用（適用日：7/5）
�広島呉道路（仁保IC～坂北IC）通行規制解除
�断水解消／中央西部（高地部），吉浦

・�市災害対策本部会議（第２回）
　（以降，原則として毎日15時に開催し，報道機関にも公開）
・�災害義援金の受付開始（募金箱を市内19か所に設置）
・�一部の小・中学校で授業を再開
・�一部の児童会で運営を再開
・�総合体育館を自衛隊災害派遣部隊の宿営地として提供（～８/５）
・�市ホームページへ住宅の応急修理に関する情報を掲載
・�宮原浄水場への通水開始，水道管への充水作業開始
・�吉浦地区の給水拠点終了
・�日赤医療救護班による救護所の運営開始（～８/３）
・�日赤災害医療コーディネートチームによる支援開始（～８/３）
・�国，県へ二次災害防止のための支援強化を要請
・�陸上自衛隊へ避難指示地域（天応地区）の現地調査のためのヘリ
コプターの出動要請

・�市上下水道局から日本下水道管路管理業協会へ支援要請
・�茨城県常総市による災害復興支援金代理受納開始（～ 12/31）
・�リフト付きバス（静岡県ボランティア協会所有）によるボラン
ティアの移送支援開始（～９/９）

・�ジャパンマリンユナイテッド㈱へ送水再開
【国】�普通交付税の繰上げ交付の決定（現金交付日：７/17）

７/14（土）避難勧告解除（土砂：天応地区の一部），避難準備・
高齢者等避難開始発令（土砂：天応地区の一部）
　〔11：30〕
避難準備・高齢者等避難開始一部解除
　（土砂：天応地区の一部）〔14：50〕
避難指示（緊急）解除（洪水：安浦）により，市内全
域避難指示解除（避難準備は継続）〔19：35〕

�特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の
指定（閣議決定，同日政令公布・施行）
�石井国土交通大臣による被災地（天応地区）視察
及び要望書提出
�宮原浄水場給水開始
�断水解消／阿賀（低地部），天応（一部），
　蒲刈（向地区）

・�市災害対策本部会議（第３回）
・�罹災証明書等の発行に係る被災家屋等の現地調査開始
・�罹災証明届出書交付申請書の受付開始
・�本部事務局「避難所対策班」を「避難所長期対策班」へ改編
・�市役所１階に「被災者支援窓口」を設置
・�くれ災害ボランティアセンター／倉橋サテライト開設（～10/28）
【国】�国土交通省による入浴支援
　　「青雲丸」の船内浴室を利用した入浴支援（～７/16）
【国】�陸上自衛隊による道路啓開等の実施（～８/５）

海上保安庁による給水支援

日本下水道管路管理業協会からの支援車両
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/15（日） �小此木防災担当大臣による被災地（天応地区）視
察及び要望書提出
�断水解消／阿賀（高地部一部），広（一部），
　仁方（低地部），宮原（一部），警固屋（低地部），
　中央（高地部一部）　

・�市災害対策本部会議（第４回）
・�陸上自衛隊へ消毒等による防疫活動を依頼
・�くれ災害ボランティアセンター／広サテライト開設（～７/26）
・�緊急消防援助隊（島根県大隊）活動終了
・�日本下水道管路管理業協会による下水道清掃作業開始（～８/９）
・�災害派遣精神医療チーム（広島DPAT）による避難所での精神保
健活動開始（以降，７/20・23・31，８/７）
【県】�避難所，小・中学校へスクールカウンセラーの派遣開始

７/16（月） �小野寺防衛大臣へ自衛隊派遣に対するお礼のた
め表敬（護衛艦かが）
�断水解消／中央（高地部一部），宮原（一部），
　警固屋（高地部），広（一部），仁方（高地部），
　下蒲刈（下島・三之瀬），天応（西条）

・�市災害対策本部会議（第５回）
・�国土交通大臣へ港湾施設管理を要請（港湾法第55条の３の３）
・�日本介護支援専門員協会へ派遣支援を要請
・�避難所訪問による罹災証明書の取得支援（２地区５避難所）
・�中央・宮原・広・仁方・蒲刈地区の給水拠点終了
・�JRATによる避難所でのリハビリテーション支援開始（～７/18・
21・24，８/２・９・23・30）
【国】�海上自衛隊による入浴支援（川尻中学校グラウンド（～８/３））
【国】�国土交通省による呉港港湾管理権限代行開始（～８/15）

７/17（火） �断水解消／警固屋（見晴），阿賀（冠崎・大入），
　川尻（小仁方），下蒲刈（大地蔵），音戸，倉橋
　（北部）

・�市災害対策本部会議（第６回）
・�被災地を対象とした避難勧告等の発令基準の特例運用の制定
　（対象地区：吉浦・広・天応・音戸・安浦地区）
・�罹災証明書及び罹災証明届出書の交付開始
・�災害時BRTによる本市と広島市を結ぶ緊急輸送バスの運行開始
（～９/27）
・�被災し通学困難となった児童生徒への通学支援実施（～３/22）
・�豪雨災害支援金（一般寄附金）の受付開始
・�住宅の応急修理の受付開始，専用ダイヤル設置
・�セーフティネット保証４号認定の指定公告（指定期間：７/５～）
・�天応・安浦・昭和地区で民間委託による災害ごみ収集開始
・�警固屋・阿賀・下蒲刈地区の給水拠点終了
・�個人からの支援物資受入を一時休止（市ホームページ掲載）
・�グリーンピアせとうちでの安浦中央保育所の代替保育開始（～８/４）
・�被災した安浦保健出張所を川尻保健出張所内へ移転
【国】�陸上自衛隊による災害ごみの収集・運搬支援開始
【国】�陸上自衛隊による市内小・中学校の消毒作業（～７/18）
【国】�経済産業省のプッシュ型支援による業務用クーラー，ルー

ムクーラーの提供
【県】�災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）活動開始（～８/31）
【県】�リハビリチーム（理学療法士・作業療法士等）による避難所

での支援開始（～８/23）

７/18（水） �稲山消防庁長官（野田総務大臣代理）による被災
地（安浦地区）視察
�断水解消／倉橋（南部）

・�市災害対策本部会議（第７回）
・�市議会災害対応連絡会議
・�都市交通の専門家等で構成する「呉市渋滞対策委員会」設置
・�呉ポートピアパーク駐車場を災害土砂等仮置場に指定・受入開始
・�総合スポーツセンター及び野外活動センターを自衛隊災害派遣
部隊の宿営地として提供（～７/22）

・�老人福祉施設みはらし荘において入浴支援開始（～７/31）
・�川尻地区での入浴施設への送迎支援開始（～８/３）
・�天応地区での入浴施設への送迎支援開始（～９/７）
・�くらはし桂浜温泉館において入浴支援開始（～ 11/11）
・�音戸・倉橋地区の給水拠点終了
・�日赤こころのケアチームによる避難所巡回相談開始（～８/31）
・�災害支援ナースによる避難所での夜間看護開始（～８/31）

災害土砂等の仮置場となった呉ポートピアパー
ク駐車場

陸上自衛隊による災害ごみの収集・運搬作業
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/18（水） ・�県医師会JMATによる避難所巡回指導（安浦まちづくりセンター）
・�広島司法書士会呉支部による無料法律相談（～ 12/27）
【県】�市長への災害救助法の実施に関する事務の一部委任（適用

日：７/５）

７/19（木） �断水解消／倉橋（大迫，鹿島） ・�市災害対策本部会議（第８回）
・�３号招集から１号招集に変更（消防局）
・�川尻地区を中心に井戸水無料検査の受付開始（～７/25）
・�避難行動要支援者への支援物資の配布（～７/25）
・�川尻地区における巡回車による給水を開始
・�くれ災害ボランティアセンター／音戸サテライト開設（～10/27）
・�第１回高齢者支援に関する調整会議開催
・�日本介護支援専門員協会による被災地区の全戸訪問開始
【国】�陸上自衛隊による安浦地区での防疫作業（～７/21）
【国】�国税庁が被災者への申告等の期限延長について告示

７/20（金） �断水解消／安浦，天応（西条・東久保），倉橋
　（長谷）

・�市災害対策本部会議（第９回）
・�災害マネジメント総括支援員着任　静岡県　望月支援員（～７/28）
・�国税に準じた市税の申告・納付等に関する期限の延長を告示
・�借上型応急仮設住宅への入居受付開始（～ 11/30）
・�安浦地区の給水拠点終了
・�フタムラ化学㈱へ上水道施設を利用して工業用水を暫定供給
・�呉市医師会内に呉市医師会災害医療対策本部を設置
・�県医師会JMATによる避難所巡回指導（天応まちづくりセンター）
・�県介護支援専門員協会による被災地区の全戸訪問開始
・�短期派遣保健師による被災地での活動開始（～８/11）
【国】�経済産業省のプッシュ型支援による空気清浄機，加湿器，

掃除機の提供

７/21（土） �安倍内閣総理大臣被災地視察（安浦地区）及び県
内自治体関係者との意見交換会

・�市災害対策本部会議（第10回）
・�緊急輸送バスの始発時刻に合わせた呉駅西駐車場の開場時刻の
繰上げ（～ 10/31）

・�救護ボランティアの運用を開始
【国】�TEC-FORCE道路啓開班による道路啓開等の実施
　　（市道中畑下垣内線（～７/24））
【国】�環境省地方環境事務所職員の応援派遣
　　（環境部環境政策課常駐（～８/23））
【県】�県保健師がリエゾンとして市保健所に配置

７/22（日） ・�市災害対策本部会議（第11回）
・�長期断水地区での罹災証明書の取得支援（戸別訪問と現地調査）

７/23（月） �大崎下島循環線（御手洗～沖友間）通行止め解除 ・�市災害対策本部会議（第12回）
・�災害見舞金等の申請受付開始
・�天応・安浦市民センターに住宅の応急修理の相談窓口設置
・�応急対応を要する緊急災害復旧工事等に係る発注・契約事務の
迅速化・簡素化（７/31にも実施）
【国】�陸上自衛隊による市内小・中学校校庭の消毒作業（～７/24）
【国】�自衛隊による物資配送支援終了
【国】�TEC-FORCE道路啓開班による背戸の川土砂撤去（～８/27）
【国】�海技教育機構（海技丸）によるボランティア海上輸送
　　（宇品港～天応港（～ 7/24））
【県】�建設型応急仮設住宅の建設場所（天応・安浦）及び戸数
　　（各40戸）を公表

道路の防疫作業
（出典：陸上自衛隊第13旅団ホームページ）

短期派遣保健師等による戸別訪問のためのミー
ティング

TEC-FORCEによる背戸の川の土砂撤去作業

安浦町市原地区を視察する安倍内閣総理大臣
（7/21）
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

７/24（火） �激甚災害及び財政援助などの適用措置の指定
　（閣議決定，７/27政令公布・施行）

・�市災害対策本部会議（第13回）
【国】�TEC-FORCE道路啓開班による道路啓開等の実施
　　（市道川尻本線１号（～７/28））

７/25（水） ・�市災害対策本部会議（第14回）
・�「減免のお知らせ」チラシの申請受付窓口等での配布開始
・�呉市渋滞対策委員会を「呉市渋滞・交通対策チーム」へ改組
・�安浦地区における集中的な被災家屋調査の実施（～７/28）
・�川崎市から災害ごみ収集応援部隊（第１陣）到着
・�国土交通大臣へ港湾施設管理の追加要請
【国】�同日付で港湾施設の直轄管理について告示
【国】�航路における沈没物その他物件の除去（～８/15），泊地にお

ける沈没物その他物件の除去（～９/24）

７/26（木） ・�市災害対策本部会議（第15回）
・�市議会災害対応連絡会議
・�川崎市応援部隊による災害ごみの収集・運搬作業開始（～８/６）
・�罹災証明書発行に係る被災家屋等の再調査の申請受付開始
・�住宅被災者を対象とした市営住宅の入居募集（第２次分）を公募，
受付を開始

・�洗濯支援サービス開始（東部中継センター・川尻中学校（～８/３））
・�広島呉道路（坂北IC料金所）へのバス専用レーン設置（～９/27）
・�口腔ケアチームによる避難所での訪問指導

７/27（金） ・�市災害対策本部会議（第16回）
【国】�TEC-FORCE活動拠点の設置／災害対策本部車を天応小学

校グラウンドに配備（～８/27）

７/28（土）避難勧告発令（土砂：天応・吉浦・音戸・安浦の一
部），避難準備・高齢者等避難開始発令（土砂：上
記以外の市内全域〔15：20〕
�仮橋設置により安浦地区（女垣内地区）の孤立状
況が解消し，市内の孤立状況が全て解消

・�市災害対策本部会議（第17回）
・�罹災証明書発行に係る被災家屋等の再調査開始
【国】�東広島・呉自動車道阿賀IC出口（先小倉交差点）に左折レー

ンを増設

７/29（日）暴風・波浪警報発表〔1：04〕
大雨警報（土砂災害・浸水害）発表〔4：10〕
避難勧告発令（台風接近：市内全域）〔9：00〕
暴風・波浪警報解除（強風・波浪注意報発表）〔10：10〕
大雨警報解除（大雨注意報発表）〔13：39〕
避難勧告一部解除（台風接近）〔14：40〕
　（天応・吉浦・阿賀・音戸・安浦の一部は継続）
避難勧告一部解除（台風接近）〔17：10〕
　（安浦の一部は継続）

・�市災害対策本部会議（第18回）
・�災害マネジメント総括支援員着任　静岡県�青島支援員（～８/６）

　※�台風第12号の接近により応急復旧活動等（給水拠点，ボラン
ティア，避難所巡回支援等）を中止

７/30（月）避難勧告解除（台風接近），避難準備・高齢者等避
難開始発令（安浦の一部）〔8：30〕
�矢野安浦線（黒瀬町乃美尾～安浦町下垣内）
　通行止め解除（片側交互通行へ移行）

・�市災害対策本部会議（第19回）
・�柳迫第１ポンプ所の代替仮設ポンプの試運転（通水テスト）
・�災害時緊急輸送船「キャットクルーズ」（呉中央桟橋～川尻西港桟
橋間）の運航開始（～８/22）
【県】�安浦地区建設型応急仮設住宅の着工（～８/30完成）

７/31（火） �呉環状線（警固屋８丁目）通行止め解除 ・�市災害対策本部会議（第20回）
・�市議会災害対応連絡会議
・�市議会から市長へ「平成30年７月豪雨に関する要望書」を提出
【県】�県による災害救助法及び被災者生活再建支援制度等担当者

説明会の開催
【県】�天応地区建設型応急仮設住宅の着工（～８/29完成）

川崎市応援部隊による収集作業（7/26）

川尻中学校での洗濯支援サービス「お洗濯ひろば」
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

８/１（水） ・�市災害対策本部会議（第21回）
・�仮設ポンプによる川尻地区への給水開始〔22：00〕
・�浸水地域（安浦地区）での家屋の委託消毒（～８/７）
・�第２回高齢者支援に関する調整会議開催

８/２（木） �断水解消／川尻地区
�JR呉線（海田市駅～坂駅間）運転再開

・�市災害対策本部会議（第22回）
・�川尻地区の給水拠点終了
・�家屋・土砂混じりがれき撤去の受付開始（電話・窓口）
・�企業通勤バスの広島呉道路の優先通行開始（～９/27）
【国】�平成30年７月豪雨　生活・生業再建支援パッケージ発表

８/３（金） ・�市災害対策本部会議（第23回）
・�市ホームページへ市長メッセージ「観光業はじめ中小企業・小規
模事業者の皆様へ」を掲載

・�個人からの支援物資受入の停止（市ホームページ掲載）
【国】�予備費の使用について閣議決定（第１弾　1,058億円）
【国】�中小企業庁が被災中小企業者へのグループ補助金，持続化

補助金等の支援制度を発表
【県】�安芸灘大橋通行料金無料措置終了（８/４・24：00 ～有料）

８/４（土） ・�豪雨災害からの応急復旧と今後の取組についての説明会（天応）
・�建設型応急仮設住宅の入居希望受付開始（～８/13）
・�呉市医師会JMATによる避難所の医療救護活動開始（～８/12）

８/５（日） �安倍内閣総理大臣被災地視察（天応地区） ・�口腔ケアチームによる避難所での訪問指導

８/６（月） ・�市災害対策本部会議（第24回）
・�市ホームページへ市長メッセージ「市民の皆様へ（平成30年７月
豪雨災害から１か月を経過して）」を掲載

・�水防第２体制に変更（消防局）
・�旧五番町小学校を物資の備蓄倉庫として運用開始
・�旧三津口小学校での安浦中央保育所の代替保育開始（～３/２）
・�県復興支援特別融資制度の創設に伴う認定事務受付開始
　（認定期間：～H31年１/31）
・�災害時緊急輸送船「さくら直行便」（天応桟橋～広島宇品港）の運
航開始（～８/31）

８/７（火） ・�災害マネジメント総括支援員着任�静岡県�杉原支援員（～８/15）
・災害対応のため８月補正予算専決処分，プレスリリース
・�災害時緊急輸送船「キャットクルーズ２」（呉中央桟橋～仁方桟橋
間）の運航開始（～８/22）

・�石川県加賀市による災害復興支援金代理受納開始（～ 11/30）

８/８（水） �豊浜大橋の夜間通行止め解除
　（通日の片側交互通行へ移行）

・�市ホームページへ災害復興支援金の英語版対応ページを掲載
・�市ホームページへ被災した中小企業者への支援策を掲載

８/９（木） ・�国道31号坂町区間（坂駅南から水尻までの片側２車線区間）へバ
ス及び災害関係車両等の専用レーン設置（～９/７）
【県】�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

策のあり方検討会を設置

８/10（金） ・�罹災証明の発行に係る他自治体応援職員の派遣終了
・�市政だより９月号（８月10日発行）への被災された方々に対する
市長メッセージ掲載及び「平成30年７月豪雨　被災された方の生
活支援（冊子版）」折込

天応地区における豪雨災害からの応急復旧と今
後の取組についての説明会（8/4）

平成30年７月豪雨災害に係る黙とう
（市災害対策本部会議（第24回）（8/6））

罹災証明の発行に係る他自治体の応援職員の派
遣終了（８/10）
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

８/11（土） �国道185号仁方町（川尻越）の片側交互通行解除
�呉環状線（苗代～郷原）の片側交互通行

・吉浦上城町ほか一部地域の特例基準（土砂災害）運用解除
・広石内３丁目，４丁目の特例基準（洪水災害）運用解除�
・罹災証明交付申請受付終了時間の変更（20：00⇒17：15に変更）

８/12（日） ・天応福浦町，天応伝十原町の特例基準（土砂災害）運用解除�

８/13（月） ・�議会協議会開催
　（議題）平成30年７月豪雨による被害状況及び対応について
・�音戸地区の避難所（先奥老人集会所）閉所

８/14（火） ・�呉市保健医療合同復興会議開催（第１回）
【国】�知事からの撤収要請に伴い，自衛隊の災害派遣等を終了
【県】�災害対策本部を廃止し，災害復旧・復興本部へ移行

８/15（水） ・�呉市豪雨災害義援金配分委員会開催（１次配分額決定）
・�王子マテリア㈱へ県工業用水の増量給水

８/16（木） ・�建設型応急仮設住宅入居者の決定（天応40世帯，安浦17世帯）

８/17（金） ・�災害義援金の申請受付開始
・�各学校の状況に応じて２学期を繰り上げて開始
・�豪雨災害からの応急復旧と今後の取組についての説明会
　（安浦町市原地区）
・�「平成30年７月豪雨観光支援事業費補助金（観光庁）」説明会

８/18（土） �国道375号（上段原橋付近）仮復旧により通行止
め解除

・�川尻地区の避難所（川尻まちづくりセンター）閉所
・�豪雨災害からの応急復旧と今後の取組についての説明会
　（安浦町中畑・下垣内地区）

８/19（日） ・�豪雨災害からの応急復旧と今後の取組についての説明会
　（安浦町地区（全体））

８/20（月） �JR呉線広駅～呉駅間の暫定的な部分運転開始 ・�広地区の避難所（長浜老人集会所）閉所
・�被災児童・生徒への学用品等の支給開始
・�今後の工事発注見込みの精査（入札契約制度検討委員会）
・�「災害時バス位置情報提供システム」試行運用開始（～９/７）
・�中小企業等を対象とした支援制度に係る市全体説明会（広）
・�映画「この世界の片隅に」ロケ地の場所を見よう会　呉編」開催

８/21（火） ・�昭和地区の避難所（第３団地老人集会所）閉所
・�中小企業等を対象とした支援制度に係る安浦地区説明会（安浦）
・�小規模事業者「持続化補助金」の申請開始
・�広島県行政書士会呉市支部による出張相談（～８/31）

８/22（水） �中川環境大臣による被災地等（天応地区，広多
賀谷集積場）視察及び要望書提出

・�公費撤去等に関する相談会（環境省・広島県・熊本市）
・�災害時緊急輸送船「キャットクルーズ」の運航終了
・�中国木材㈱へ上水道施設を利用して工業用水を暫定供給

８/23（木） ・�市災害対策本部会議（第25回）
【国】�中国財務局による災害復旧事業（起債）の災害査定
【県】�県による災害復旧事業（起債）の災害査定

８/24（金） ・�市災害見舞金の支給（振込）開始
・�絆ホールの備蓄倉庫としての運用終了
・��被災家屋等の再調査に係る他自治体応援職員の派遣終了
・�保健師等による応急仮設住宅（借上型）への戸別訪問開始

８/26（日） ・�天応小・中学校の授業再開等に係る保護者説明会

８/27（月） 【国】�総務省中四国管区行政評価局行政相談課による特別相談
　　（８/27，９/11・25の計３回）

国道185号仁方町（川尻越）の片側交互通行解除（8/11）

国道375号（上段原橋付近）仮復旧（8/18）

映画「この世界の片隅に」ロケ地の場所を見
よう会　呉編」（8/20）

JR呉線呉駅と広駅間の暫定的な部分運転開
始により運航を終了した災害時緊急輸送船
「キャットクルーズ」（8/22�運航終了）
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

８/28（火） ・�市ホームページへ「11府県ふっこう周遊割」について掲載
・�被災児童・生徒の就学援助についての通知
　（第１回申請締切：９/21，最終締切：12/28）
・�浸水地域（天応地区）での家屋の委託消毒（～８/30）

８/29（水） ・�事業者（JA等）への農林水産関係支援事業についての説明会
【県】�天応地区応急仮設住宅完成（40戸）

８/30（木） ・�災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務できる工
事件数の緩和

・�吉浦地区の避難所（吉浦まちづくりセンター）閉所
【県】�安浦地区応急仮設住宅完成（40戸）

８/31（金） ・�市災害対策本部会議（第26回）
・�「11府県ふっこう周遊割」による宿泊支援（～ 11/30）
　※９/21以降予約分から制度変更
・�日赤こころのケアチームによる活動終了

９/１（土） ・�映画「この世界の片隅に」野外上映会の開催（美術館通り）

９/２（日） ・�建設型応急仮設住宅への入居者説明会，鍵渡し（入居開始）

９/３（月） ・�浸水地域（川尻地区）での家屋の委託消毒（９/３・５）
【県】�広島県地域支え合いセンター開設
【県】�広島こころのケアチーム開設
【県】�中小企業等グループ補助金の復興事業計画公募開始

９/５（水） ・�各省庁へ被災状況の説明と今後の支援について要望
　（国土交通省，海上保安庁，総務省，消防庁）

９/６（木） ・�各省庁へ被災状況の説明と今後の支援について要望
　（環境省，農林水産省，中小企業庁，内閣府，財務省等）

９/７（金） 【国】�予備費の使用について閣議決定（第２弾　616億円）
【県】�広島熊野道路通行料金無料措置終了（～９/８（土）0：00）

９/９（日） �JR呉線広駅～坂駅間の運転再開

９/10（月） ・�市議会９月定例会開会（～９/21）
　豪雨災害復旧・復興対策特別委員会の設置
　申し合わせにより一般質問，議案質疑を取りやめ
　「平成30年７月豪雨からの復旧・復興に関する決議」可決
　呉市事務分掌条例改正案を可決（復興総室の設置）
・�庁舎セキュリティ機能を災害対応モードから通常モードへ切替

９/11（火） ・�市災害復興本部の設置（市災害対策本部を廃止）
・�第１回市災害復興本部会議（市役所防災会議室）〔15：00〕
　市災害復興本部に８つのプロジェクトチームを設置
・�水防体制解除（消防局）〔16：00〕
・�市議会災害対応連絡会議の廃止
・�罹災証明等申請受付の市役所１階特設会場終了
【県】�「平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興プラン」策定

９/12（水） �国道31号の復旧完了 ・�環境部環境政策課内に「家屋・がれき撤去班」を設置

９/13（木） ・�個人からの支援物資受入終了（市ホームページ掲載）
・�王子マテリア㈱へ上水道施設を利用して工業用水を暫定供給

９/14（金） ・�天応地区の避難所（天応まちづくりセンター）閉所

９/15（土） ・�雨上がれプロジェクト（経済産業省）帆船「みらいへ」一般公開

９/18（火） ・�８月補正予算（専決処分の承認），９月補正予算議決
・�吉浦長谷町，天応西条１～４丁目ほか一部地域，安浦大字女子
畑ほか一部地域の特例基準（土砂災害）の運用解除

完成した建設型応急仮設住宅（天応地区）

完成した建設型応急仮設住宅（安浦地区）

復旧が完了した国道31号
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

９/19（水） ・�被災家屋や土砂混じりがれきの撤去に係る「公費撤去・費用償
還」申込受付開始

・�呉市災害廃棄物等処理実行計画策定

９/21（金） �行幸啓（呉ポートピアパーク） ・�市議会「平成30年７月豪雨災害における特別の財政支援を求める
意見書」可決
【国】�中国財務局による金融相談会（安浦まちづくりセンター）

９/25（火） ・�経営体育成支援事業第一次申請受付開始（～ 12/27）
【国】�中国財務局による金融相談会開催（呉ポートピアパーク）

９/26（水） ・�第１回市災害復興部長会議　※以降，原則毎週火曜日に開催

９/27（木） �広島呉道路の復旧完了・通行止め全線解除（呉
ＩＣ～坂北ＩＣ間の通行止め解除）

・�広島呉道路復旧開通式（天応東料金所前）

９/28（金） ・�市議会豪雨災害復旧・復興対策特別委員会

10/１（月） ・�阿賀マリノポリス地区内ストックヤードでの災害土砂等受入開始
・�「13府県ふっこう周遊割」による宿泊支援（10/1 ～ H31年1/31）

10/２（火） ・�安浦地区の避難所（安浦まちづくりセンター）を閉所
　⇒　避難所への避難者解消
・�浸水地域（天応地区）での家屋の委託消毒（～ 10/３）

10/４（木） 【国】�中国財務局による災害復旧事業（起債）の災害査定
【県】�県による災害復旧事業（起債）の災害査定

10/11（木） ・�呉七社会各社代表者との懇談会での豪雨災害の被害状況等に関
する意見交換

10/14（日） �石田総務大臣による被災地（安浦地区）視察
�JR呉線安芸川尻駅～広駅間の運転再開

・�海上自衛隊呉音楽隊による観光復興コンサート

10/15（月） ・�「呉市地域支え合いセンター」開設

10/16（火） ・�呉市豪雨災害義援金配分委員会開催（２次配分額決定）

10/17（水） ・�国税庁の告示にあわせ市税の申告・納付等の期限を指定

10/18（木） ・�保健師等による住宅が半壊以上の被害を受けた世帯への戸別訪
問開始

10/22（月） �山本防災担当大臣による被災地（天応地区）視察

10/26（金） ・�呉市復興計画検討委員会第１回会議

10/27（土） ・�がんばろう広島！Ｂ＆Ｇ海遊び・マリンスポーツ体験

10/28（日） �JR呉線安浦駅～安芸川尻駅間の運転再開

10/30（火） 【県】�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（第２回）

10/31（水） ・�くれ災害ボランティアセンター業務を終了
・�災害援護資金貸付の申請受付終了

11/１（木） ・�くれ災害ボランティアセンターから呉市社会福祉協議会ボラン
ティアセンターへ移行

・�豪雨に関する県民の避難行動等の検証のための県との合同面接
調査実施（～ 12/20）

11/５（月） ・�中小企業者・小規模事業者グループ補助金交付申請に係る説明
会（安浦・広地区）

・�被災家屋や土砂混じりがれきの撤去に係る費用償還決定通知書
の送付及び支払開始

11/９（金） ・�本市の「住みたい行きたいまちづくり事業～平成30年７月豪雨災
害からの復興に向けて～」が地方創生応援税制（企業版ふるさと
納税）対象事業に認定

広島呉道路復旧開通式（天応東IC：9/27）

呉市復興計画検討委員会第１回会議（10/26）
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

11/12（月） 【国】�中国財務局による災害復旧事業（起債）の災害査定
【県】�県による災害復旧事業（起債）の災害査定

11/13（火） ・�呉産業懇話会での豪雨災害の被害状況等に関する意見交換

11/18（日） ・�呉海自カレーフェスタ2018

11/20（火） ・�被災者を対象とした市営住宅（抽選住宅）優先募集（～ 12/5）
・�呉税務署と共同で雑損控除等についての説明会を開催（～ 12/9）

11/21（水） ・�企業版ふるさと納税を活用した寄附の申し出（（株）ディスコ）

11/22（木） ・�自治会連合会等との意見交換会（阿賀・宮原・吉浦地区）

11/23（金） ・�自治会連合会等との意見交換会
　（広・仁方・中央（第８・三条・川原石）地区）

11/26（月） �呉環状線（天応～焼山間）仮復旧により通行止め
解除

・�自治会連合会等との意見交換会
　（安芸灘（下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊）・安浦・川尻地区）

11/27（火） ・�自治会連合会等との意見交換会（天応・警固屋地区）

11/28（水） ・�呉市復興計画検討委員会第２回会議

11/30（金） ・�市議会豪雨災害復旧・復興対策特別委員会
・�自治会連合会等との意見交換会（中央（第５，第６，中央）地区）
・�借上型応急仮設住宅の入居受付終了

12/１（土） ・�呉ポートピアパーク及び狩留賀海浜公園の再開園
・�自治会連合会等との意見交換会
　（倉橋・音戸・中央（第２，第３，第４）地区）

12/３（月） ・�自治会連合会等との意見交換会（郷原・昭和地区）

12/４（火） �上蒲刈循環線（向～田戸間），大崎下島循環線
　（大浜～沖友間）通行止め解除

12/14（金） ・�吉浦新出町と音戸町先奥３丁目の特例基準（土砂災害）の運用解除
【国】�「防災・減災，国土強靱化のための３か年緊急対策」閣議決定

12/15（土） �JR呉線全線の運転を再開
　（三原駅～安浦駅間の復旧）

・�JR呉線全線運転再開イベント（呉駅１番ホーム・安浦駅ホーム）

12/16（日） ・�恩送り復興支援イベント「NO RAIN NO RAINBOW」開催
　（天応小学校体育館）

12/17（月） ・�家屋等の公費撤去に係る現地立会調査開始
【県】�平成30年７月豪雨災害復興基金条例が県議会で可決

12/22（土） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催
　（安浦町市原地区，中畑・下垣内地区）

12/26（水） ・�こころのケア講演会の開催（天応まちづくりセンター）
【国】�中国財務局による災害復旧事業（起債）の災害査定
【県】�県による災害復旧事業（起債）の災害査定

12/27（木） 【県】�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（第３回）

12/28（金） �倉橋大向釣士田線（西宇土）通行止め解除 ・市ホームページへ災害復旧工事の進捗状況等を掲載（天応・安浦）

１/７（月） ・家屋及び土砂混じりがれきの公費撤去開始

１/20（日） ・地区計画策定のためのワークショップ開催
　（安浦駅周辺地区，天応地区）

１/29（火） 【県】�平成30年７月豪雨災害　砂防・治山施設整備計画（緊急事
業）公表

２/１（金） ・�市ホームページへ災害復旧工事の進捗状況等を掲載（全地区）

広地区自治会連合会等との意見交換会（11/23）

JR呉線全線運転再開イベント（呉駅：12/15）

下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地区自治会連合会等と
の意見交換会（11/26）
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月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

２/２（土） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催
　（安浦町市原地区，中畑・下垣内地区）

２/９（土） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催（安浦駅周辺地区）

２/10（日） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催（天応地区）

２/13（水） ・�呉市復興計画検討委員会第３回会議

２/18（月） ・�福祉関係団体，医療関係団体との意見交換会

２/19（火） ・�市議会豪雨災害復旧・復興対策特別委員会

２/21（木） ・�呉市復興計画（案）に対するパブリックコメントの実施（～３/22）

２/22（金） ・産業関係団体，官公庁関係団体との意見交換会
・呉市豪雨災害義援金配分委員会開催（３次配分額決定）

２/23（土） ・中国財務局との共催による住宅再建無料相談会開催

２/24（日） ・公共土木施設等災害復旧状況説明会
　（吉浦・昭和・宮原・天応地区）

２/25（月） ・�安浦保健出張所復旧完了
・�天応中学校生徒を対象とした防災対策工事現場見学会開催

２/26（火） ・�国道31号の渋滞緩和効果の検証のため通勤交通強靱化に向けた
社会実験の実施（～２/28）

３/２（土） ・�公共土木施設等災害復旧状況説明会
　（警固屋・広・音戸・倉橋地区）

３/３（日） ・�安浦中央保育所復旧記念式（翌日から保育を再開）
・�グリーンピアせとうちで復興支援トレイルランニング大会
　（GREEN-GO-ROUND）開催

３/11（月） ・�阿賀マリノポリス地区から広島港出島地区へ分別した土砂等の
海上搬出を開始

３/16（土） �JR呉線通常ダイヤでの運行再開／一部区間
　�（かるが浜駅～天応駅間，小屋浦駅～水尻駅間）
の徐行運転終了（3/15）

・�地区計画策定のためのワークショップ開催
　（安浦町市原地区，中畑・下垣内地区）
・�呉市医師会主催による呉地域医療・保健活動検証会開催

３/17（日） ・�こころのケア講演会の開催（安浦保健出張所）
・�公共土木施設等災害復旧状況説明会
　（阿賀・中央・仁方・郷原地区）

３/20（水） ・�西日本豪雨復興応援アート展（呉市立美術館（～４/６））

３/21（木） ・�公共土木施設等災害復旧状況説明会（安浦・川尻地区）
【県】野呂川ダムの検討結果等に関する説明会（安浦地区）

３/22（金） 【国】【県】災害復旧事業等に係る起債の早期同意

３/23（土） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催（安浦駅周辺地区）
・公共土木施設等災害復旧状況説明会
　（下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地区）

３/24（日） �石井国土交通大臣による被災地（天応・安浦地
区）視察

・地区計画策定のためのワークショップ開催（天応地区）

３/27（水） ・呉市復興計画検討委員会第４回会議

３/28（木） ・第２回市災害復興本部会議
・「呉市復興計画」策定・公表

３/29（金） �広島呉道路（クレアライン）の財政投融資を活用
した４車線化の事業許可

【国】�【県】�災害復旧事業等に係る起債の同意

３/31（日） ・被災家屋や土砂混じりがれきの公費撤去・費用償還の受付終了

公共土木施設等災害復旧状況説明会
（吉浦まちづくりセンター・２/24）

分別した土砂等の海上搬出
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【令和元（平成31）年度】�

月日 気象・避難情報と主な出来事 市（災害対策本部・災害復興本部），国，県等の対応

４/１（月） ・�災害公営住宅への入居仮申込み受付開始（～４/15）

４/９（火） 【県】�平成30年７月豪雨に関する県民の避難行動のアンケート調
査の実施

４/15（月） ・�呉市地域支え合いセンター中央拠点開設
　（呉市社会福祉協議会内）／市内３拠点で運営

４/25（木） ・�日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念事業実行委員会設立

５/７（火） ・�経営体育成支援事業第二次申請受付開始（～６/28）

５/11（土） ・�復興応援　呉ご当地キャラ祭（５/11・12）

５/17（金） 【県】�平成30年７月豪雨災害　砂防・治山施設整備計画（緊急事
業・激特事業等）公表

５/25（土） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催
　（安浦町中畑・下垣内地区，天応地区）

５/26（日） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催（安浦駅周辺地区）

６/１（土） ・�二級水源地から広地区ユーザーへの工業用水の供給再開

６/２（日） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催（安浦町市原地区）

６/３（月） 【県】�豪雨災害義援金受付期間の延長（令和２年６月末まで）

６/４（火） ・�被災者を対象とした市営住宅の優先募集（～６/12）

６/10（月） ・�市議会豪雨災害復旧・復興対策特別委員会

６/15（土） ・�地区計画策定のためのワークショップ開催（天応地区）

６/21（金） ・�復興計画の施策体系及び４月の組織改正に伴う復旧・復興に向
けた組織体制の変更

６/28（金） ・�呉市豪雨災害義援金配分委員会書面審議（４次配分額決定）

７/４（木） ・�市議会豪雨災害復旧・復興対策特別委員会
・�第３回市災害復興本部会議

７/６（土） 　平成30年７月豪雨災害犠牲者追悼式（くれ絆ホール）

復興応援　呉ご当地キャラ祭
（大和波止場・5/11・12）

平成30年７月豪雨災害犠牲者追悼式
（くれ絆ホール・7/6）
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主な対応項目
７月
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

災害体制
災害対策本部体制（非常体制）
災害対策本部会議
避難所対策
帰宅困難者支援
避難所の開設
人命救出・捜索活動
緊急消防援助隊
陸上自衛隊
海上自衛隊
警察
医療救護活動
災害派遣医療チーム（DMAT）
呉市医師会救護班
日本赤十字社・医療救護班
日本赤十字社・災害医療コーディネートチーム
呉市医師会救護班（広島JMAT）
保健衛生活動
市保健師
応援保健師（厚労省調整等）
日本赤十字社・こころのケアチーム
災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）
広島県薬剤師支援チーム
災害支援ナース
災害派遣精神医療チーム（DPAT）
リハビリチーム
被災者支援窓口の設置
被災者支援窓口（市役所１階）
被災者支援臨時相談窓口（天応地区）
被災者支援臨時相談窓口（安浦地区）
災害廃棄物の撤去・処理
災害廃棄物，土砂等の仮置場指定・受入
災害ごみの受入（広多賀谷多目的広場）
全国清掃会議による応援（川崎市応援）
被災家屋・土砂混じりがれき撤去の受付
罹災証明書等の発行
罹災証明書の交付申請受付
罹災証明届出書の交付申請受付
被災家屋等の現地調査
再調査の申請受付
被災家屋等の再調査
一時的な住まいの確保
住宅の応急修理受付・支援
市営住宅の一時入居
応急仮設住宅（借上型）入居開始
応急仮設住宅（建設型）建設工事
応急仮設住宅（建設型）入居開始
災害見舞金等の支給
災害見舞金等の申請受付
災害義援金の申請受付
ボランティアセンター
くれ災害ボランティアセンター
給水支援
応急給水拠点の設置による給水（設置地区）
巡回車による給水（川尻地区）
学校等プール水（生活用水）提供
陸上自衛隊
海上自衛隊
国土交通省
日本水道協会
入浴支援
市観光施設等の入浴施設の提供
陸上自衛隊（入浴施設設置／呉ポートピアパーク）
海上自衛隊（艦船等浴室利用／係船堀）
海上自衛隊（川尻中学校）
国土交通省（船舶浴室利用）
入浴施設への送迎支援
天応地区での送迎支援
安浦地区での送迎支援
川尻地区での送迎支援

※災害対応のうち主な活動を記載している。 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
※活動期間には台風の接近により中止したものも含んでいる。木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

参考資料２　時系列表（発災から市災害対策本部設置期間の主な災害対応）
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８月 ９月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

廃止

最長：10/2（安浦）

（安浦～ 9/16）

（終了：11/11）

（終了：10/1）
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区分 支援の内容 参照頁

自
衛
隊

陸上自衛隊 市災害対策本部へのリエゾンの派遣 50～53
被災者や行方不明者の救出・捜索活動 106・107
給水拠点における給水支援等 123
支援物資の輸送支援 154・155
危険物除去や道路啓開等の応急復旧活動 179
浸水地域における防疫活動 134
入浴支援（入浴施設の提供等） 131～133

海上自衛隊 市災害対策本部へのリエゾンの派遣 50～53
被災者や行方不明者の救出・捜索活動 106～108
艦艇等による給水支援等 123
支援物資の輸送支援・給油支援 154・155
がれき撤去支援 179
入浴支援（入浴施設の提供等） 131～133
市災害対策本部へのリエゾンの派遣 50～53

国
土
交
通
省

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 活動拠点（災害対策本部車）の設置 180
高度技術指導班によるヘリコプター調査 180
道路班及び砂防班による被災状況調査 180
河川土砂撤去及び道路啓開 181

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 港湾業務艇等による緊急物資輸送等 154
（港湾関係） 港湾業務艇等による給水支援 123

大型浚渫兼油回収船等による入浴支援 131～133
港湾業務艇等による漂流物の調査・回収 182
港湾施設管理の権限代行 182

そ
の
他
の
省
庁

経済産業省 物資・給油支援 154・155
プッシュ型支援による避難所の環境改善 95
断水地域における洗濯支援 128
給水再開支援（柳迫ポンプ所仮復旧支援） 183

総務省 被災市区町村応援職員確保システム等による応援職員の派遣 208・209
厚生労働省 全国各地からの保健師チームの派遣調整 113

給水再開支援（柳迫ポンプ所仮復旧支援） 183
環境省 地方環境事務所職員の応援派遣 137
財務省・金融庁 相談ダイヤルの設置 156・157
警察庁 警察災害派遣隊の派遣 108
消防庁 緊急消防援助隊の派遣 109
気象庁 広島地方気象台職員（防災気象官）の派遣 50～53
海上保安庁 巡視艇による透析患者や医療関係者等の搬送 127

巡視艇による給水支援 123
巡視艇による漂流物の回収 182

【国による主な支援内容一覧】

参考資料３　国による支援
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