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平成３０年７月８日１５：００現在 

総務部 危機管理課 

 

７月５日からの降雨被害（平成３０年７月８日） 第８報 

 

１ 気象状況・災害体制   

日 付 時 刻 気象状況等 災害体制 

７/５（木） 
８：０８ 大雨注意報発表 

災害監視体制 
１６：３３ 洪水注意報発表 

７/６（金） 

５：４０ 大雨警報発表 

災害注意体制 ７：４５ 避難準備・高齢者等避難開始発令（市内全域） 

１０：０６ 洪水警報発表 

１７：００ 第１配備体制 
災害警戒体制 

１８：２２ 避難勧告発令（昭和・安浦・郷原） 

１９：１０ 災害対策本部設置 

災害対策本部体制 

１９：４８ 大雨特別警報発令 

２０：０７ 避難勧告発令（市内全域） 

２１：０５ 避難指示発令（市内全域） 

７/７（土） 
１０：５０ 大雨特別警報解除 

１５：３５ 洪水注意報解除 

７/８（日） 

９：２３ 洪水注意報解除 

１０：３０ 洪水注意報発表 

１４：４５ 洪水注意報解除 

 

２ 雨量情報   

日 時 項 目 場 所 雨 量 

7/3 6:50 ～ 7/8 1:00 累加雨量（市内最大） 野呂川ダム観測所 ６７５ｍｍ 

7/6 20:00 ～ 7/6 21:00 時間雨量（市内最大） 内海観測所 ６４ｍｍ 

 

３ 避難所の状況 

避難所数 開設時間 閉鎖時間 避難世帯数 避難者数 備考 

二川まちづくりセンター 

外 １３３施設 
7/6 7:45  ４０９ １４１８ 

避難者数は

最大値 

 

４ 交通情報 

№ 種別 路線名 区間 状況 復旧 

１ 鉄路 JR呉線 糸崎～広 運転見合わせ  

２ 鉄路 JR呉線 広～広島 運転見合わせ  
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３ 陸路 
山陽バス，瀬戸内産

交バス 

沖友天満宮

前～住吉神

社前 

通行止めによる運休  

4 陸路 呉エリアバス全線  運行見合わせ  

 

 

５ 交通規制       

№ 路線名 規制の内容 原因 復旧見込み 備考 

１ 
県道 野呂山

公園線 

7/5 

11:10 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

２ 
県道大崎下島

循環線 

7/6 

0:40 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

３ 県道豊島線 
7/6 

4:40 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

 

４ 

東広島呉道路：

阿賀 IC～黒瀬

IC（上下線共） 

7/6 

7:50 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

５ 県道平谷線 
7/6 

9:25 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

 平谷線，二河峡付近 

現在通行止めであ

るが，赤色灯を回転

させれば通行可能 

６ 
県道焼山吉浦

線 

7/6 

9:25 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

７ 県道瀬野呉線 
7/6 

9:25 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

８ 
市道鍋土山手

線が通行止め 

7/6 

9:25 

降雨による事前

規制の通行止め 

県道呉平谷線の

通行規制による 

  

９ 
県道広仁方停

車場線 

7/6 

8:20 

降雨による事前

規制の通行止め 

雨量基準値超過

のため 

  

10 

県道豊島線 

呉市営葬場の

西側 300ｍ 

7/6 

11:25 
片側交互通行 

崖（10×３×１）

が崩れ，県道に

土砂が流出 

  

11 

県道大崎下島

循環線 大浜

浄化センター

手前 

7/6 

12:21 
全面通行止 

崖（10×10×３）

が崩れ，県道に

土砂が流出 

  

12 広島呉道路 
7/6 

18:40 
全面通行止 

雨量基準値超過

のため 

  

13 国道３１号 
7/6 

21:40 

天応ナフコ付近

で通行止め 
土砂崩れのため 
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14 国道１８５号 
7/6 

21:50 

川尻～安浦間 

通行止  

雨量基準値超過

のため 

 呉市川尻町４丁目

付近から安浦町安

登日７丁目まで役

１．５Km（連続雨量

２００ｍｍを超え

たため） 

15 
県道蒲刈循環

線 
7/6 

宮盛～大浦 

向～大浦 
土砂崩れのため 

  

16 国道３７５号 
7/6 

22:00 

二級水源地から

上った上段原橋

付近で全面通行

止 

土砂崩れのため 

  

17 呉環状線 
7/6 

22:30 

阿賀南 8丁目 

通行止 
土砂崩れのため 

  

18 小多田安浦線 
7/6 

22:35 

安浦町女子畑か

ら黒瀬方面に向

かう道で土砂流

出中で２車線を

ふさいでいる。 

土砂流出中 

  

19 国道３７５号 
7/6 

22:40 

郷原町モアモア

付近 通行止 
倒木 

  

20 
県道 上蒲刈

島循環線 

7/7 

00:36 

中国物産(株)蒲

刈 砕 石 所 付 近 

通行止 

 

  

21 豊浜大橋 
7/7 

1:30 
通行止 

架橋公園付近の

崖崩れのため 

  

22 県道６６号 
7/7 

1:53 

ホテルエグゼ付

近（呉市警固屋 8

丁目 12番 16号）

道路寸断 

 

  

23 県道 35号 
7/7 

5:07 

宇和木トンネル

通行止。 
倒木 

 7/7 10:35片側交互

通行に（通行止め 

→ 片側交互通行） 

24 川尻本線１号 
7/7 

6:53 
 土砂崩れ。 

  

25 国道４８７号 
7/7 

7:00 

渡子トンネル付

近通行止。 
 

  

26 呉環状線 
7/7 

7:00 

阿賀南８丁目 , 

警固屋８丁目通

行止。 

崩土   

27 国道３１号 
7/7 

7:30 

吉浦トンネル通

行止。 

吉浦トンネル西

側抗口上からの

崩土 
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28 矢野安浦線 
7/7 

7:30 

ライスセンター

付近 通行止。 

崩土   

29 川尻安浦線 
7/7 

9:22 

小用地区 神田

造船付近通行止。 

崩土   

30 国道 185号 
7/7 

10:30 

仁方町 仁方ゴ

ルフセンター東

通行止。 

崩土   

31 市道 
7/7 

11:23 

成寿園から小坪

への市道通行止。 

土砂崩落   

32 吉浦隧道 
7/7 

11:28 

成寿園から小坪

への市道通行止。 

隧道の崩落   

33 クレアライン 
7/7 

11:28 

呉～天応間：緊急

車両のみ通行可 

天応～坂南間：崩

土を避ければ緊

急車両のみ通行

可 坂北～仁保

間：全面に崩土が

ある箇所があり，

通行不可 

   

34 県道平谷線 
7/6 

9:25 
 

斜面崩落の 

可能性 
  

35 真行寺橋 不明  橋の崩落   

36 
県道２８３号

線 
不明 

倉橋町大向善太

郎鼻付近～本浦

立岩付近通行止 

崖崩れ   

 

 

６ 被害状況（７/８ １５：００現在） 

死  亡 行 方 不 明 

８名 １１名 

 

№ 被害箇所 状況 備考 

１ 呉市郷原町 
市道上に土砂が流出し（Ｈ７ｍ×Ｗ５ｍ），

市道をふさぐ（撤去済み） 
その他被害 

２ 呉市広長浜３丁目 石垣の崩壊 その他被害 

３ 呉市安浦町内海北５丁目 倒木が道を塞ぐ（撤去済み） その他被害 

４ 呉市阿賀南９丁目 宅地及び私道が崩壊 建物被害 

５ 呉市西辰川２丁目 
山の法面崩壊（縦１０ｍ×横５ｍ×奥行２

ｍ） 
その他被害 
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６ 呉市苗代町 法面が崩落して市道の道路側溝が閉塞 その他被害 

７ 呉市音戸町早瀬２丁目 崖崩れ（縦２０ｍ×横１０ｍ×奥行２ｍ） その他被害 

８ 呉市豊浜町豊島 
崖崩れ（１０ｍ×３ｍ×１ｍ）県道に土砂

流出 
その他被害 

９ 呉市豊浜町大浜 
崖崩れ（１０ｍ×１０ｍ×３ｍ）県道に土

砂流出 
その他被害 

10 呉市豊浜町豊島 崖崩れ その他被害 

12 呉市豊町大長 

特養施設横の山から水と土砂が流出 

山崩れの可能性も考慮し，施設の入居者を

施設内のより安全な場所へ移動させる。 

その他被害 

13 呉市苗代町 

市道の冠水 延長３０ｍ幅４ｍ水深３０

㎝ 

車両通行可能 

その他被害 

14 呉市蒲刈町 
民地石積が崩壊して、市道【原１１号線】

を塞いでいる。→全面通行止め 
その他被害 

15 呉市蒲刈町 
市道【大浦恋線】の民地上法（うわのり）

が崩壊→通行止め 
その他被害 

16 呉市焼山 川の水が溢れて，床下浸水の状況。 建物被害 

17 呉市中央３丁目 １階が浸水 建物被害 

18 呉市天応西条２丁目 家の 1階部分が床上浸水 建物被害 

19 呉市阿賀北６丁目横路峠 土砂が崩れて車両通行不可 その他被害 

20 呉市阿賀南９丁目 水が床下を流れ床下浸水になっている 建物被害 

21 大崎下島出張所の裏の法面 崖の法面が崩壊し，県道を塞いでいる。 その他被害 

22 安浦町下垣内 
土砂崩れが発生し，家がつぶれて１F の母

親が生き埋め（１名） 

人的被害 

建物被害 

23 呉市天応西条４丁目 避難所へ移動中に妻が川へ転落（１名） 人的被害 

24 呉市川尻町久俊 1丁目 床下浸水 建物被害 

25 呉市倉橋町尾立（市道赤石線） 市道上法面崩壊 その他被害 

26 呉市押込１丁目 自宅へ土砂が流入 建物被害 

27 呉市広石内３丁目 河川堤防の決壊 その他被害 

28 呉市蒲刈町向 バイクの転倒による負傷 人的被害 

29 呉市天応西条３丁目 生き埋めの可能性（６名） 人的被害 
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30 呉市焼山町 深山の滝付近 山崩れ 15名救助，7名孤立 その他被害 

31 
広徳丸町 広町田１丁目 

広塩焼 
停電（復旧済） その他被害 

32 広石内１丁目 停電（復旧済） その他被害 

33 押込町 停電（復旧済） その他被害 

34 
広町田１丁目・２丁目 

広町 
停電（復旧済） その他被害 

35 
警固屋８丁目・９丁目 

警固屋町 見晴３丁目 
停電 その他被害 

36 
倉橋町 音戸町波多見 

音戸町 
停電 その他被害 

37 川尻町西・原山 停電 その他被害 

38 川尻町小仁方・西 停電 その他被害 

39 苗代町 郷原町 栃原町 停電 その他被害 

40 音戸町先奥・有清・北穏渡 停電 その他被害 

41 

倉橋町須川 石原 宇和木 

大向 尾曽郷 上河内 小林 

才ノ木 長谷 

停電 その他被害 

42 下蒲刈町下島 三之瀬 大地蔵 停電 その他被害 

43 
仁方桟橋通・西神町・錦町・皆実

町 
停電 その他被害 

44 蒲刈町向 宮盛 田戸 大浦 停電 その他被害 

45 安浦町大字中畑 停電 その他被害 

46 呉市安浦町安登東６丁目 道路が 5ｍ四方程度に渡り滑落 その他被害 

47 呉市警固屋８丁目 崖崩れ 電柱が倒れている その他被害 

48 呉市警固屋１丁目 家屋浸水 建物被害 

49 蒲刈町向 岩石・流木等により水路が閉塞して、氾濫 その他被害 

50 呉市天応西条３丁目 床上浸水 建物被害 

51 呉市蒲刈町田戸 田戸大川に岩石等が閉塞して、氾濫 その他被害 
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52 呉市蒲刈町大浦 
宮盛トンネルの大浦側で倒木・崩土による

通行止 
その他被害 

53 呉市天応西条４丁目 １階浸水 建物被害 

54 呉市内神町 石崖の崩壊 その他被害 

55 呉市二河峡町 護岸決壊による道路崩落 その他被害 

56 
呉市安浦町三津口付近 三津口

３３号線 
法面が崩れている その他被害 

57 呉市安浦町内海北３丁目 橋の崩落 その他被害 

58 呉市安浦町中切 道路が流されている その他被害 

59 安浦市原 安浦市原地区が孤立 １５名ヘリで救出 その他被害 

60 呉市広小坪１丁目 周辺一帯が冠水 その他被害 

61 呉市東川原石町 崖崩れ その他被害 

62 呉市苗代町 倒木と土砂のため片側１車線通行不可 その他被害 

63 呉市川尻町小仁方 1丁目 床下浸水 建物被害 

64 呉市的場４丁目 崖崩れ その他被害 

65 呉市大山町 倒木が橋にかかって，水があふれている その他被害 

66 呉市音戸町南隠渡３丁目 床下浸水 建物被害 

67 呉市東中央２丁目 川が氾濫 床下浸水 建物被害 

68 呉市音戸町藤脇１丁目 自宅裏の土手が崩落 ５ｍ×２ｍ×７ｍ その他被害 

69 広白岳２丁目 床下浸水 建物被害 

70 呉市安浦町中央４丁目 床上浸水（自力避難不可） 人的被害 

71 呉市倉橋町釣士田 床上浸水 建物被害 

72 呉市江原町 崖崩れ その他被害 

73 呉市天応東久保２丁目 崖崩れ その他被害 

74 呉市音戸町渡子２丁目 道路崩落 その他被害 

75 呉市広両谷３丁目 裏山が崩れて家にせまっている 建物被害 
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76 呉市阿賀中央８丁目 裏山の崖が崩れた その他被害 

77 呉市音戸町波多見３丁目 崖崩れ その他被害 

78 呉市警固屋９丁目 床上浸水 建物被害 

79 呉市音戸町波多見９丁目 山がずれて通行止め その他被害 

80 呉市押込 1丁目 土砂崩れ その他被害 

81 呉市倉橋町宇和木 崖崩れ その他被害 

82 呉市東塩屋町 宅地崖が崩落 その他被害 

83 呉市阿賀南９丁目 床下浸水 建物被害 

84 呉市広三芦１丁目 山崩れ その他被害 

85 呉市狩留賀町 崖が崩れ，家が潰れた 建物被害 

86 呉市広白岳６丁目 家屋浸水 建物被害 

87 呉市阿賀中央６丁目 道路冠水 その他被害 

88 呉市天応西条３丁目 崖崩れ その他被害 

89 呉市天応大浜２丁目 道路陥没（直径３ｍ程度） その他被害 

90 呉市畝原町 畑が高さ 10m×幅 7m程度で崩れている。 その他被害 

91 呉市音戸町坪井３丁目 土砂崩れ その他被害 

92 呉市阿賀南９丁目 
土砂崩れ，母と連絡がとれない。1名救出，

1名死亡確認（海上自衛隊） 
人的被害 

93 呉市神原町 土砂崩れ その他被害 

94 呉市音戸町引地２丁目 土砂崩れ その他被害 

95 呉市倉橋町尾立 床下浸水 建物被害 

96 倉橋町 床上浸水 建物被害 

97 呉市川尻町西１丁目 床下浸水 建物被害 

98 呉市中通２丁目 火災 建物被害 

99 呉市天応宮町 床上浸水 建物被害 
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100 呉市宮原７丁目 床上浸水 建物被害 

101 呉市蒲刈町大浦 冠水 建物被害 

102 呉市宮原５丁目 冠水 建物被害 

103 呉市安浦三津口 1丁目 床下浸水 建物被害 

104 呉市川尻町西２丁目 床下浸水 建物被害 

105 呉市阿賀北８丁目 床下浸水 建物被害 

106 呉市安浦内海南１ 床上浸水 建物被害 

107 呉市伏原３丁目 崖崩れ その他被害 

108 呉市天応西条２丁目 床上浸水 建物被害 

109 呉市倉橋町釣士田 床下浸水 建物被害 

110 呉市広三芦１丁目 床上浸水、床上２０ｃｍ 建物被害 

111 呉市阿賀北１丁目 土砂流入 建物被害 

112 呉市栃原町 床下浸水 建物被害 

113 呉市阿賀北３丁目 １階浸水 建物被害 

114 呉市宮原 2丁目 空き家が，崖崩れで埋まっている 建物被害 

115 呉市広本町２丁目 床上浸水 建物被害 

116 呉市音戸町藤脇２丁目 若宮トンネル下の水路が氾濫 その他被害 

117 呉市広白岳６丁目 床下浸水 建物被害 

118 呉市江原町 
崖が崩れて道路（５０～１００ｍ）を封鎖

している。 
その他被害 

119 呉市音戸町波多見 10丁目 崖崩れ 建物被害 

120 呉市中央４丁目 １階，地階 浸水 建物被害 

121 呉市広塩焼１丁目 床上浸水 建物被害 

122 呉市川尻町小仁方１丁目 山崩れ その他被害 

123 呉市広駅前２丁目 床下浸水 建物被害 
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124 呉市天応西条２丁目 床上浸水 建物被害 

125 呉市音戸町藤脇１丁目 山崩れ その他被害 

126 呉市広両谷２丁目 山崩れ その他被害 

127 呉市吉浦新出町 
家が倒れて土砂が家に流れ込んでいる 

３名死亡 
人的被害 

128 
呉市栃原町栃原から大積に抜け

る市道神社付近 
市道が陥没し，車が１台転落 その他被害 

129 呉市阿賀南５丁目 
自宅の前の家の隣の工場が土砂で崩れて

いる 
建物被害 

130 呉市安浦町中央３丁目 床下浸水 建物被害 

131 呉市天応伝十原町 崖崩れ その他被害 

132 呉市蒲刈町田戸 建物に土砂流入 1名死亡 人的被害 

133 呉市音戸町田原 3丁目 床下浸水 建物被害 

134 呉市狩留賀町 崖崩れ。国道が塞がれている。 その他被害 

135 呉市豊町久比 床下浸水 建物被害 

136 呉市東畑１丁目 床下浸水 建物被害 

137 呉市天応南町 床上浸水 建物被害 

138 呉市両谷２丁目 両谷３丁目 暗渠がつぶれている。 その他被害 

139 呉市吉浦新出町 土砂流入 121と同じ 

140 呉市西谷町 土砂流入 建物被害 

141 呉市天応西条３丁目 床上浸水 建物被害 

142 呉市焼山桜ヶ丘３丁目 土砂流入 建物被害 

143 呉市広白岳６丁目 床上浸水 建物被害 

144 呉市上平原町 土砂流入 １名死亡 建物被害 

145 呉市安浦町中央２丁目 家が崩れた 川が決壊 建物被害 

146 呉市川尻町久筋２丁目 家が崩れた 生き埋めの可能性（１名） 
建物被害 

人的被害 
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147 音戸町南隠渡３丁目 土砂崩れ その他被害 

148 呉市広長浜５丁目 土砂崩れ その他被害 

149 呉市天応西条３丁目 家が 4軒が流された 建物被害 

150 呉市焼山中央１丁目 床上浸水 建物被害 

151 呉市安浦町中央３丁目 床下浸水 建物被害 

152 呉市阿賀北７丁目 床下浸水 建物被害 

153 呉市西辰川 2丁目 崖崩れ，家が半壊した 建物被害 

154 呉市天応西条３丁目 近所で家が流れた 浸水の恐れ 建物被害 

155 呉市室瀬町１３番内 所有の畑がくずれて民家に流入している。 建物被害 

156 阿賀北９丁目 冠水 建物被害 

157 呉市阿賀中央１丁目 田中自治会館 冠水 建物被害 

158 呉市音戸町渡子２丁目 空家が全壊 建物被害 

159 呉市阿賀南５丁目 
土砂崩れによって平屋の工場１００㎡が

倒壊・停電 
建物被害 

160 呉市天応西条３丁目 停電と浸水 建物被害 

161 呉市郷原町４８４２ 
スロープごと人が流された（男２名救出済

み） 
人的被害 

162 呉市上内神 
家の裏の崖が崩れており，家の中に水が入

ってきている。 
建物被害 

163 呉市安浦町 

グリーンピアせとうちに向かう県道の土

砂崩れ（日野浦トンネル出口）及び呉カン

トリークラブの道路通行不能により日野

浦地区一体が孤立。 

建物被害 

164 呉市安浦中央２丁目 
両親が浸水で自宅の２階に取り残されて

いる。隣家は倒壊している。 
人的被害 

165 呉市音戸町早瀬２丁目 

土砂の流入。３人閉じ込め。早瀬分団など

２台１０名で対応。 

２名救出，１名死亡 

人的被害 

166 呉市仁方本町２丁目 床上浸水 建物被害 

167 音戸町先奥１丁目 床下浸水 建物被害 
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168 呉市阿賀南３丁目 床下浸水 建物被害 

169 呉市阿賀南３丁目 道路が土砂でふさがれ孤立している その他被害 

170 呉市焼山本庄２丁目 宅地崖が土砂崩れ玄関へ砂が入った。 その他被害 

171 呉市阿賀中央２丁目 床下浸水 建物被害 

172 呉市天応西条３丁目 水がない 10世帯以上必要 その他被害 

173 呉市音戸町南隠渡３丁目 床下浸水 建物被害 

174 呉市大山町 
倒木がひっかかって川がせき止められ，水

があふれて出て，宅地に流れこんでいる。 
建物被害 

175 呉市倉橋町鹿島上 土砂が１階に流入 建物被害 

176 呉市清水３丁目 

自宅東側の空き家の崖が崩れて，自宅にか

かった。窓ガラスが破損しトイレが開かな

い 

建物被害 

177 呉市阿賀中央２丁目 床上浸水 建物被害 

178 呉市阿賀中央２丁目 床上浸水 建物被害 

179 呉市天応西条３丁目 
自宅付近の水道管にヒビが入り，水が噴き

出している。 
その他被害 

180 呉市天応西条３丁目 床下浸水 建物被害 

181 呉市広町 新大津江橋が崩落 その他被害 

182 呉市阿賀南５丁目 

隣宅と隣の工場が傾いて土砂で埋まって

いる。家に土砂が当たっているので避難し

ている。 

建物被害 

183 呉市押込１丁目 土砂が流入し，家が破損。 建物被害 

184 呉市天応宮町 停電,他にも停電の家屋がある模様 建物被害 

185 呉市蒲刈町 
県民の浜，県道通行止めにより宿泊者孤

立，停電 
人的被害 

186 呉市吉浦上城町 
上城公園傍の川が土砂で埋まって，その下

流まで流れている。 
その他被害 

187 呉市狩留賀町 
山が崩れて家屋が倒壊し生活道路が通行

できない。 
その他被害 

188 呉市阿賀北９丁目 
うらから土砂が入り近所へ避難している。

復旧しないと家に帰れない 
人的被害 
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189 呉市川尻町 
野呂高原ロッジ,県道通行止めにより宿泊

者孤立 
人的被害 

190 呉市阿賀中央８丁目 
床下に土砂が入り込んでいる。栗の木が倒

れかかっている。 
建物被害 

191 呉市川尻町 娘が家から出られない状況。 人的被害 

192 呉市西川原石町 
照日神社の敷地がずれて電柱が倒れてい

る。 
その他被害 

193 呉市音戸町波多見８丁目 隣の空家が崩れてきている その他被害 

194 呉市広三芦１丁目 
自宅から見える山林内の木がなくなり地

肌が見えている。 
その他被害 

195 呉市安浦町中央３丁目 床下浸水 建物被害 

196 呉市仁方本町３丁目 山からの土砂により車が流されている 人的被害 

197 呉市安浦水尻１丁目 
土砂に埋まった車の中から女性が見つか

った。意識あり１１９搬送 
人的被害 

198 呉市広白岳２丁目 車が水没、運転手は脱出済み 人的被害 

199 呉市上二河町 
市道護岸崩落のため下水道管(φ500 HP 

L=10m)破断 
その他被害 

200 呉市倉橋町須川・宇和木 停電 その他被害 

201 
呉市仁方町，仁方桟橋通，仁方皆

見町，広小坪２丁目 
停電 その他被害 

202 蒲刈町向，蒲刈町田戸 停電 その他被害 

203 呉市安浦町中央１丁目 床上浸水 建物被害 

204 呉市安浦町中央１丁目 がけ崩れにより車両が通行できない。 その他被害 

205 呉市音戸町先奥３丁目 玄関先に土砂が流入。家から出られない。 人的被害 

206 安浦町中央北２丁目 

自宅が膝くらい浸水，外は大人の胸くらい

冠水しているので，０歳の子供がいるため

逃げることができない。 今は２階に避難

中。ケガはない。 

人的被害 

207 呉市広小坪１丁目 
裏山の崖が一部崩落し多量の水が屋内に

侵入 
建物被害 

208 呉市音戸町先奥３丁目 家の外が浸水して外に出られない。 その他被害 

209 呉市宮原７丁目 
市道のがけが崩れ、通行が危険 崩落のお

それあり。 
その他被害 
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210 呉市音戸町高須１丁目 裏山が崩れ，電柱が危ない。 その他被害 

211 呉市阿賀北９丁目 民家に土砂が流入 建物被害 

212 呉市天応大浜２丁目 大屋大川右岸崩壊 建物被害 

213 押込６丁目 倉庫裏の崖が崩れた。車３台も埋まった。 その他被害 

214 呉市宮原９丁目 
裏山が崩れ，土砂が家の前まで迫ってい

る。 
その他被害 

215 呉市倉橋町才ノ木 床上浸水で家の外に出られない。 建物被害 

216 呉市広吉松２丁目 床下浸水 建物被害 

217 呉市警固屋６丁目 崖が崩れ家屋の壁まで土砂がきている その他被害 

218 呉市阿賀北１丁目 

民家の裏山が崩れ，水が私道→呉越峠と流

れ出ていている。（負傷者等なし） 

住民達でスコップ等で作業しているが，増

水を防げないとのこと。 

その他被害 

219 呉市広本町２丁目 床上浸水 建物被害 

220 呉市押込６丁目 床下浸水。 建物被害 

221 呉市豊町久比 側溝排水不良よる道路冠水 その他被害 

222 呉市天応西条４丁目 浸水で閉じ込められている 人的被害 

223 呉市音戸町波多見１丁目 
里道の法下が崩れ，土砂が民家に流れ込ん

だ。 
建物被害 

224 呉市長ノ木町６ 
下水が溢れて，大きな石が飛び出してい

る。道路が通れない。 
その他被害 

225 呉市長谷町１４ 
汐見ケ丘自治会館前道路が全部ふさがっ

ている。撤去して欲しい。 
その他被害 

226 呉市音戸町先奥３丁 
上の空家が粉々になって家に流れてきた。

家の半分くらいまで埋まった。 
建物被害 

227 呉市神原町１ 民家の崖崩れにより道路を塞いでいる。 その他被害 

228 呉市音戸町高須１丁目 
宅地に土砂が流れこみ，倒木が屋根に落ち

てきた。 
建物被害 

229 呉市天応大浜３丁目 
呉ポートピアに一時滞在者が多数居るが，

食料・水が足りないので持ってきてほしい 
人的被害 

230 呉市天応西条３丁目 
濁流が流入中 高齢夫婦が取り残されて

いる 
人的被害 



- 15 - 

 

231 呉市安浦町中央１丁目 妻と子供２人が自宅に取り残されている 人的被害 

232 呉市倉橋町才ノ木 
県道の土砂について 県道を広範囲でふ

さいでいる 
その他被害 

233 呉市倉橋町才ノ木 
建物から女性を避難の補助（住民に搬送以

来） 
人的被害 

234 呉市倉橋町才ノ木 
崖崩れ グループホーム蛍の家北側約１０

０ｍ（桂浜隧道東） 
その他被害 

235 呉市広町 
上段原橋崩壊による下水管(鋼管 φ400)

の破断。 
その他被害 

236 呉市天応西条３丁目 
１階が浸水してきたので救助を求めたが

来てくれない。 
建物被害 

237 呉市上二河町 14番付近 平谷線土砂崩れ 7m×5m その他被害 

238 呉市天応西条１丁目 
家に水が浸水してきたので２階に避難し

ている 
建物被害 

239 呉市倉橋町石原 床下浸水 建物被害 

240 呉市阿賀中央７丁目 市道のマンホールから水が吹き出ている その他被害 

241 呉市焼山東 4丁目 自力で避難できない。 その他被害 

242 呉市天応西条２丁目 
地面からヘドロが湧き出して家から出ら

れない。 
その他被害 

243 呉市阿賀南９丁目 
自宅裏の土砂崩れにより，敷地内に土砂が

流入し，自宅の外周壁の一部を破損 
建物被害 

244 呉市和庄 2丁目 山の地肌が広がっている（3m×5m) その他被害 

245 呉市広両谷２丁目 行方不明（２名） 人的被害 

246 呉市広白岳 4丁目 
昨夜(7/6)土砂が崩れて，車両が通行でき

ない。 
その他被害 

247 呉市安浦町中央１丁目 
増水により２階に避難している 救助を

待っている 
その他被害 

248 呉市音戸町先奥３丁目 家の中に土砂が入って来ている。 建物被害 

249 呉市焼山東４丁目 裏の崖が崩れて外へ出られない。 その他被害 

250 呉市川尻町小用１丁目 付近の川の管が詰まっている。 その他被害 

251 呉市押込１丁目 
道路を挟んだ向かいの家の土砂が道路を

渡って 家に流入している。 
建物被害 

252 呉市音戸町波多見１丁目 
家の裏山が崩れ，土砂が国道４８７へ流れ

出している。 
その他被害 
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253 呉市川尻町小用１丁目 
浦山から土砂が道路上に流れ，近隣の民家

へ流れ込んでいる。 
建物被害 

254 呉市天応西条 4丁目 
川が氾濫しており，80歳女性が取り残され

ている。 
人的被害 

255 呉市安浦町原畑 

家が流されて、知人（国実）宅に避難した

が、そこも流されそうなので、救助してほ

しい。自衛隊ヘリで救助することになっ

た。 

人的被害 

256 呉市郷原町(大積新道) 

土砂崩れにより道がふさがれ，車内で孤立

している。（昨日から孤立しているが，社内

にある食料で飢えをしのいでいる状況） 

人的被害 

257 呉市豊町沖友 大崎下島循環線 崩落による交通不能 その他被害 

258 
呉市天応西条，天応東久保，焼山

３丁目 
停電 その他被害 

259 呉市吉浦西城 
崖が崩れて土砂が住居に流れ込んでいる。

人的被害は無しと思われる。 
建物被害 

260 呉市豊浜町大浜 大崎下島循環線 崩落による交通不能 その他被害 

261 呉市川尻町西４丁目 自宅前の道路を土砂が塞いでいる。 その他被害 

262 呉市川尻町西４丁目 

大屋川からあふれた濁流が、家の前をすご

い勢いで流れており、家から出られない。

食料がつきるので食料を届けてもらうか

救助してもらいたい。妻と２人。 

その他被害 

263 呉市天応西条３丁目 
避難ができない。２階に避難している。が

んを患っている。 
人的被害 

264 呉市山手２丁目 市営二河墓地の法面崩壊 その他被害 

265 呉市川尻町西２丁目 
自宅前の下水管が詰まって水が噴き出し

ている。 
その他被害 

266 呉市上長迫町 隣の家に自宅の宅地崖が崩れている。 その他被害 

267 呉市広横路２丁目 
家の周囲がガス臭い（ガスかどうかははっ

きりしない） 
その他被害 

268 呉市音戸町高須３丁目 大木が屋根を直撃，裏山が崩れている その他被害 

269 呉市川尻町小仁方２丁目 
家の中まで水が入る。水門を開ければよい

のではないか。 
建物被害 

270 呉市押込５丁目 
民家の石垣が崩れて，隣梶山宅ガレージを

塞ぎ，市道にも溢れている。 
その他被害 

271 呉市音戸町波多見１０丁目 
自宅に土砂が流入し，自力ではどうにもな

らない。 
建物被害 

272 呉市豊町久比 民地崖が崩壊して、農道を塞いでいる。 その他被害 
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273 呉市豊町大長 水路のつまりにより農道への土砂の流出 その他被害 

274 呉市押込 6丁目 
16 番～19 番街区，石や瓦礫が市道内にた

くさんある。 
その他被害 

275 呉市倉橋町松原 
市道幅約４．６ｍ×長さ約２０ｍの範囲で

ふさいでいる。 
その他被害 

276 呉市蒲刈町 水路に流木が詰まってあふれている。 その他被害 

277 呉市天応宮町 
救助要請 ふくそうさん９０才と 60 代の

息子（どちらも歩けない） 
人的被害 

278 呉市押込 6丁目 
２００ｍの間７か所 

陥没で通行不能（団地内市道）。 
その他被害 

279 呉市天応西条 3丁目 
床下浸水しており，家の両サイドが川のよ

うになっているため，早めに避難したい。 
人的被害 

280 呉市天応西条３丁目 

床下に少し水が入ってきて、道路にも水が

流れていて子供が二人いるので避難でき

ない 

その他被害 

281 呉市川尻町大原 

自宅から畑へ行く道が土砂で塞がれ車で

移動することができないので対応してほ

しい。 

その他被害 

282 呉市天応西条３丁目 
道路が寸断され１１棟が孤立しているた

め給水及び避難の支援 
その他被害 

283 呉市倉橋町上河内 川が氾濫し，路上に流れ出ている。 その他被害 

284 焼山政畝１丁目 
車庫に土砂がのしかかって，下の家へ押し

つぶそうになっている。 
建物被害 

285 呉市天応西条３丁目 
道路が陥没して家から出られない 給水

希望 
その他被害 

286 呉市音戸町先奥３丁目 土石流で道路が抜けている。 その他被害 

287 呉市安浦町安登東４丁目 
会社隣の側道が崩れ、道がふさがった、人

畜被害なし 
その他被害 

288 呉市阿賀中央 4丁目 道路に土砂が崩れ，車が通行できない。 その他被害 

289 呉市天応西条２丁目 
市民センターへ避難したいが橋を渡れな

い 
その他被害 

290 呉市阿賀北７丁目 

畑から泥水が流れ，阿賀北トンネル及び南

側へ泥水が流れている。トンネル内に土砂

が堆積している 

その他被害 

291 呉市阿賀中央９丁目 道路沿い上側の畑が崩れている その他被害 

292 呉市安浦町中央２丁目 付近の家が流されている 建物被害 

293 呉市安浦町中央２丁目 人が家と一緒に流されている 人的被害 
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294 呉市安浦町中央２丁目 
郵便局からの非常通報、誤作動と判明、土

石流によるものと思料 
その他被害 

295 呉市広長浜２丁目 
土砂崩れの撤去作業を個人でしており危

ない。 
その他被害 

296 呉市広長浜５丁目 土砂が流入、車道をふさいでいる その他被害 

297 呉市広古新開９丁目 大広橋が流された その他被害 

298 呉市的場１丁目 近所の家の裏が崩れ，家から出られない。 その他被害 

299 呉市阿賀南９丁目 市道と里道の崩土撤去 その他被害 

300 呉市川尻町西６丁目 近所の無人の家が倒れそう 建物被害 

301 呉市安浦町安登 母と兄と連絡がとれない 人的被害 

302 呉市阿賀北９丁目 
水路が壊れて水が吹いている。民家が床下

浸水している。 
建物被害 

303 呉市畝原町１５番 
畝原公園付近の崖が崩れている。人的被害

無し。 
その他被害 

304 呉市広小坪１丁目 

土砂崩れで市道が通れない。樹木も倒れて

いる。（広白石から成寿園を過ぎ、峠を越え

た辺り） 

その他被害 

305 呉市西川原石町１番 
家の裏の崖が崩れている。下の家のガラス

が割れている。 
建物被害 

306 呉市西川原石町１番 
宅地崖（空き屋）の一部が崩壊し，崖下の

墓を倒している 
建物被害 

307 呉市狩留賀町１ 上に住んでいる民家から水が流れてくる。 その他被害 

308 呉市広名田２丁目 
自宅付近で山が崩れて，水が流れ出ている

（人的被害無し）。 
その他被害 

309 呉市見晴３丁目 

山から大量の泥水が流れ出し、７世帯約１

０人が孤立している。泥水は流れが速く、

深さがあるので徒歩でも救出に向かうの

は困難。（途中まで軽自動車がギリギリ入

れる程度で、現場までは車で行けない。方

向転換も難しいのではないかとのこと。） 

その他被害 

310 呉市音戸町北隠渡１丁目 
北隠渡１丁目 9-18 民家上側から崖崩れ，

市道をふさいでいる 
その他被害 

311 呉市音戸町北隠渡１丁目 

道路に土砂や倒木が流れ込んで，道路がふ

さがれて家から出られない。家の敷地内に

も土砂や水が流れ混んでいる。見に来て欲

しい。 

その他被害 
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312 呉市天応西条３丁目 夫婦２名助けてもらいたい。 人名被害 

313 呉市西惣付町 

実家の裏山に設置しているソーラーパネ

ル群が崩れて今にも家になだれ込みそう。 

なお、実家の人は全員避難している。 

その他被害 

314 呉市広名田２丁目 

裏山が崩れて自宅 1/3が埋まっている。家

の者は避難完了でけが等無し。私は呉市外

へ出張中なので親戚から送られた写真で

確認した。 

建物被害 

315 呉市東中央１丁目 
栄町商店街のグレーティングが水路に落

ちている。 
その他被害 

316 呉市広横路２丁目 
水路に７０～８０キロの石がつまってお

り，オーバーフローしている。 
その他被害 

317 呉市東畑２丁目 

裏の法面が崩れてきていて、下の道路へ流

れている。（とりあえず、ブルーシートで覆

ってはいる） 

その他被害 

318 呉市新宮町 
上の畑が崩れて別宅の窓が割れていた。

（本人は別のところに住んでいる。） 
建物被害 

318 呉市広三芦１丁目 家の裏の山が崩れている 建物被害 

319 呉市阿賀中央９丁目 
川が氾濫して土石流となり、自宅前の道路

が冠水し家から出られない。 
その他被害 

320 呉市仁方皆実町 
舗装のめくれと陥没がある。晴海霊園へ行

けない。 
その他被害 

321 呉市西辰川２丁目 道路に土砂が崩れて通行できない。 その他被害 

322 呉市広石内２丁目 
十数年前対象地域が水があふれたため，現

地確認をして欲しい。 
その他被害 

323 呉市焼山本庄 2丁目 
近くの家のイナダ宅から石などが落ちて

きて危ない 
その他被害 

324 呉市安浦町中畑 家が流されている。母親が不明 人的被害 

325 呉市川尻町久筋１丁目 道路上に倒木，土砂がある。 その他被害 

326 呉市西鹿田２丁目 
水路がカーブになっていて、雨水が隣の家

に飛び散るのでどうにかしてほしい。 
その他被害 

327 呉市広津久茂町 土砂が詰まり水があふれている。 その他被害 

328 呉市広長浜３丁目 民家裏の山が崩れそう その他被害 

329 呉市和庄１丁目 

グレーチングから水が溢れていて、家から

出られない。詰まっているのではないか。

何とかして欲しい。 

人的被害 
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330 呉市郷原町 
２箇所土砂崩れにより通行不能。歩きも困

難。 
その他被害 

331 呉市天応西条４丁目 
川が氾濫して通れない。水も止まってい

る。 
その他被害 

332 呉市上平原町 畑が崩れて用水路を塞いでいる。 その他被害 

333 呉市清水３丁目 
土砂崩れが起きている。見に来てもらいた

い。 
その他被害 

334 呉市天応西条４丁目 
川が氾濫して通れない。水も止まってい

る。 
その他被害 

335 呉市音戸町波多見１０丁目 崖が崩れそうになっている。 その他被害 

336 呉市蒲刈町田戸 柏原池の堤体の一部が欠落している。 その他被害 

337 呉市安浦町中央北１丁目 

家が浸水しており避難したい（自力避難不

可） 

成人男性２人女性１人 

人的被害 

338 呉市上山田町 
民家付近の法面が崩壊している。現在人的

被害なし。 
その他被害 

339 呉市仁方西神町 側溝に土砂がたまり，水があふれている。 その他被害 

340 呉市安浦町中畑 電話が不通なので両親の安否が知りたい 人的被害 

341 呉市的場４丁目 
近くの畑が崩れて道路に土砂が流れ込ん

でいる。 
その他被害 

342 呉市的場４丁目 
の畑が崩れている。階段を塞いでいるとこ

ろもある。 
その他被害 

343 呉市上長迫町 水路のコンクリートふたが浮いている。 その他被害 

343 呉市本通４丁目 
道路に土がたまりバイクが滑って転倒し

ている。早めに対応してもらいたい。 
その他被害 

344 呉市上長迫町 斜面が崩れて道を塞いでいる。 その他被害 

345 呉市上長迫町 
畑がくずれて川のようになっている。グレ

ーチングもはずれている。 
その他被害 

346 呉市川尻町小仁方１丁目 
マンション付近道路が土砂、倒木で通れな

いので困っている。 
その他被害 

347 呉市畝原町 民家の石垣が崩れて道路を塞いでいる。 その他被害 

348 呉市三条４丁目 マンホールふたが隆起している。 その他被害 

349 呉市広三芦１丁目 道路に土石流あり その他被害 
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350 呉市西鹿田２丁目 家の裏にある道路が崩れている。 その他被害 

351 呉市阿賀中央１丁目 道に崩土あり その他被害 

352 呉市押込３丁目 道路の陥没（１０ｃｍ程度，数か所） その他被害 

353 呉市広津久茂町 

自宅裏の畑の石垣の排水パイプがはずれ、

水が流出している。雨がひどくなると家が

あぶない。 

その他被害 

354 呉市広横路４丁目 土砂が埋まって水が道路にあふれている。 その他被害 

355 呉市押込３丁目 

側溝から水が溢れ、道路が崩れている。ガ

ス管もむき出しになっているが、それは広

ガスに電話した。歩いては通れるが、車が

通れない。 

その他被害 

356 呉市広三芦２丁目 
川が氾濫して園芸店敷地に水が流れ込ん

でいる。 
その他被害 

357 呉市長迫町 側溝が詰まり，道路が冠水している。 その他被害 

358 呉市音戸町坪井３丁目 車が通行できない（緊急性はない）。 その他被害 

359 呉市広津久茂町 畑が崩れて水路があふれている。 その他被害 

360 呉市西辰川２丁目 

土地が崩れて（延長１０ｍ，幅１０ｍ，高

さ５ｍ）道路側溝を埋めている。さらに崩

れそうである。 

その他被害 

361 呉市押込５丁目 
民家裏の崖より土砂が流出。駐車場と市道

に影響あり。 
その他被害 

362 呉市南辰川町 市道の側溝蓋が外れている。 その他被害 

363 呉市広津久茂町 水路が崩れている（土砂の堆積かも） その他被害 

364 呉市吉浦西城町 川の横の崖が崩れそうだ。 その他被害 

365 呉市本町 道路が隆起・陥没している。 その他被害 

366 市本通３丁目 

市道の中央線に沿ってアスファルトが

粉々になって陥没している。 

（延長４ｍ＊幅２ｍくらい） 

その他被害 

367 呉市焼山東３丁目 上法、道の崖崩れ・土砂、側溝つまり その他被害 

368 呉市阿賀中央１丁目 道路の上法が崩れて通行できない。 その他被害 

369 呉市宮原１３丁目 道路が崩壊して通れない。 その他被害 



- 22 - 

 

370 呉市上平原町 崩落して土砂が道にたまっている。 その他被害 

371 呉市阿賀南９丁目 上下ともにふさがれて孤立状態。 その他被害 

372 呉市西辰川１丁目 
法面に穴が開いていてコンクリート舗装

が盛り上がっている。 
その他被害 

373 呉市畝原町 土砂が流れている。 その他被害 

374 呉市狩留賀町 山が崩れて道路を塞いでいる その他被害 

375 呉市的場２丁目 畑がずれて大川まで行っている。 その他被害 

376 呉市吉浦上城町/吉浦松葉町 道路が陥没している（吉浦の２箇所）。 その他被害 

377 呉市広横路４丁目 
市道に土砂がたまっており、車が通行でき

ない。 
その他被害 

378 呉市広文化町 普通自動車への浸水を確認。 その他被害 

379 呉市西畑町 市道が土砂でふさがれている。 その他被害 

380 呉市広小坪１丁目 市道を土砂が埋め尽くしている。 その他被害 

381 呉市西谷町 畑がずれて土が側溝の上に溜まっている。 その他被害 

382 呉市広白石４丁目 家の上の崖から水が流れている。 その他被害 

383 呉市畝原町 
自分が持っている畑のゲシが崩れて市道

をふさいでしまった。 
その他被害 

384 呉市的場１丁目 民地崖の崩落 その他被害 

385 呉市天応西条３丁目 高齢女性１名避難できない 人的被害 

386 呉市安浦町大字下垣内 重機搬送の先導及び支援 その他被害 

387 呉市安浦町中畑 
通報者の夫が出かけたきり家に帰って来

ず，連絡もつかない。 
人的被害 

388 呉市蒲刈町田戸 崩壊した建物が自宅に流入した 建物被害 

389 呉市神原町 

宮原５丁目から神原公園に上がる道が２

箇所陥落しており、通行することができな

い。 

その他被害 

390 呉市栃原町, 神山２丁目 陥没 その他被害 

391 呉市蒲刈町田戸 崩壊した建物が倉庫に流入 その他被害 
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392 呉市広長浜１丁目 

巨石が山から落ちて道路のフェンスで止

まっている。さらに下に落ちる恐れがあ

る。 

その他被害 

393 呉市蒲刈町田戸 宅地崖が崩壊し，宅地が流出した 建物被害 

394 呉市安浦町下垣内 土砂崩れによる家屋の倒壊 建物被害 

その他 ※天応地区で，成人女性（１名）の遺体発見 

   

７ 休校情報   

№ 市内の休校情報 区分 備考 

１ ７月６日（金） 

全小学校 休校 
 

全中学校 休校 
 

市立呉高等学校 
10：30授業打ち切り 

生徒下校 

 

2 7月 9日（月） 呉市立小・中・高等学校 臨時休業日  

 


