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平成30年11月27日 呉市災害復興本部 

（ 復 興 総 室 ） 

 

平成３０年７月豪雨災害の現状について（第１０報） 
 

１ 人的・物的被害の状況（11/26 10:00現在） 
 

 (1) 人的被害 

区分 人数 備考 

死亡 25名 天応 12名，吉浦３名，安浦４名，中央２名，阿賀１名，音戸２名，蒲刈１名 

負傷 22名 重傷５名，軽傷 17名 

   ※ 負傷者数は，豪雨災害の直接起因による人数（７／６～８） 
  

(2) 家屋の被害状況（11/25 18:00現在）  

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床下浸水 計 

313 132 748 1,211 731 3,135 

   ※ り災証明に係る現地調査完了件数による。 

 

 (3) 公共施設等の被害状況（8/1現在） 

区分 
被害施設数 

・箇所数等 
主な被害施設等 

① 公共施設（学校，福祉，環

境衛生，産業振興施設等） 
63施設 

天応市民センター，天応中学校，安浦中央保育

所，呉市斎場，グリーンピアせとうち 

② インフラ 1,061か所  

 

公園 13か所 二級峡公園，串山公園 

土木施設（道路・河川等） 371か所 市道内海市原線，真光寺橋 

農林施設（農道・林道等） 341か所  農道豊浜大橋線，林道郷原野呂山線 

港湾・漁港施設 24か所  川原石第１物揚場，仁方川尻新開護岸 

上下水道施設 312か所   二級水源地，柳迫第一ポンプ所 

③ 普通財産 17施設  山林（苗代町，豊浜町，川尻町） 

 

 

２ 特例地区の運用状況 
 

 (1) 継続発令中のもの 

避難指示等 地域 

避難準備・高齢者等避難開始 安浦町大字中畑のうち市原地区 

 

 (2)発令基準の特例 
地区・町名 土砂災害 洪水災害 

吉浦 吉浦新出町 ○ － 

音戸 音戸町先奥３丁目 ○ － 

安浦 安浦町大字中畑 ○ ○ 

安浦町中央北１丁目，安浦町中央１～５丁目，安浦町内海北１～４

丁目，安浦町内海南１丁目 

－ ○ 
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３ 仮設住宅等の状況（11/26 10:00現在） 

 
住宅の種類 入居世帯数 備考 

公営住宅等  45世帯 市営 34，県営 10，民間社宅（中国電力）１ 

応急仮設住宅 
借上げ型  160世帯 民間借上住宅 

建設型  61世帯 天応 40，安浦 21 

合 計  266世帯  

 
 

４ 交通機関及び道路の状況 
  

(1）規制中の交通機関（11/26 10:00現在） 
種別 路線名 区間 状況 復旧 

鉄路 ＪＲ呉線 三原～安浦 
運転見合わ

せ 

・12月15日に運転再開予定 

・代行バスの運行 

 三原駅～安浦駅間各駅停車 

（12月14日をもって終了予定） 

陸路 

安浦地区生活

バス 
 

中畑上～原

畑下間運休 

通常運行（一部迂回，迂回に伴うダイヤ

変更） 

倉橋地区生活

バス 

大向・重生

線 

西宇土～重

生間運休 

桂浜温泉館～西宇土間を折り返し運行 

大向～重生間を電話予約によるデマンド

運行 

 

(2) 規制中の道路（11/26 10:00現在） 【別紙参照】 

   呉環状線 天応～焼山間 11月26日 10時 通行止め解除 

  （ただし，一部，狭あい区間があるため，通行の際には注意が必要です。） 



平成３０年１１月２６日１０時００分現在　

上保田

交差点

坂北ＩＣ

上三永ＩＣ

豊島大橋

上蒲刈島循環線

恋ケ浜キャンプ場手前

8/10 17時～片交

国道375号二級峡ﾄﾝﾈﾙ下

7/6 夜 上段原橋 通行止め

8/18 13時30分通行止め解除

野呂山公園線

8/29 17時～

通行止め解除

呉環状線

苗代～郷原

7/ 6 21時通行止め

7/ 7 21時片交

8/11 12時片交解除

焼山吉浦線

通行止め

解除見込 3月下旬

呉環状線警固屋8丁目

（警固屋ドック付近）

7/31 14時 通行止め解除

倉橋大向釣士田港線

西宇土 通行止め

解除見込 12月下旬

郷原野呂山線

通行止め

中大迫清田線

崩落 通行止め

室尾方面迂回路アリ

解除見込 3月下旬

通行止め

通行止め

至
広
島

安芸灘大橋

無料措置終了

8/4 0時から有料

国道３１号

坂町水尻

7/ 6 18時42分 通行止め

7/11 23時00分 通行止め解除

9/12 5時30分 迂回終了

広島IC 河内IC
高屋JCT

呉ＩＣ

天応東ＩＣ

天応西ＩＣ

坂南ＩＣ

至
広
島広島呉道路(クレアライン)

仁保ＩＣ～坂北ＩＣ

7/ 6 18時42分 通行止め

7/13 18時00分 通行止め解除

国道２号

国道１８５号仁方町

(川尻越ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前)

7/ 7 7時頃 通行止め

7/11 17時30分 片交

8/11 0時30分片交解除

9/ 9 6時50分通行止め

9/ 9 18時片交に移行

9/23 10時35分片交解除

山陽自動車道
7/ 6 15時10分

広島東IC～志和IC 通行止め

7/14 06時00分

広島IC～河内IC間 通行止め解除
国道２号

334

334

333

広島呉道路(クレアライン)

呉ＩＣ～坂北ＩＣ

7/ 6 18時42分 通行止め

9/27 15時00分 通行止め解除

34

矢野安浦線

安浦町下垣内

7/30 17時～片交

解除見込 3月下旬

353

上蒲刈島循環線

向～田戸 通行止め

解除見込 3月下旬

平羅橋～関前町(岡村島)

8/31 18時～片交(通日)

豊浜大橋(大崎下島側)

8/8 6時～片交(通日)

道路通行規制情報

黒瀬ＩＣ

郷原

ＩＣ

34

34

阿賀ＩＣ

336

66

31

66

35

35

下蒲刈川尻線

住吉谷～大地蔵

通行止め

解除見込 3月下旬

※通行料金の見直しを含めた

地域振興策について協議中

内海三津線

安芸津まで通行可

呉環状線天応

①国道31号～天応中学校入口

通行止め解除 9月27日15時

②天応中学校入口～焼山間

通行止め解除 11月26日10時

矢野安浦線(旧道)

(天神交差点～熊野町境)

8/31 17時 通行止め解除

熊野別れ

交差点

広島熊野道路

9/9(日)0時～有料

50cc以下通行不可

大崎下島循環線

大浜～沖友

通行止め

解除見込 3月下旬



 

平成３０年１１月２７日 

福祉保健部 保険年金課・介護保険課 

（被災者支援プロジェクト） 

 

 

 

７月豪雨被災者の医療費等に係る一部負担金等免除の延長について 

（呉市国民健康保険及び呉市介護保険） 

 

 

呉市国民健康保険の一部負担金（自己負担）及び呉市介護保険のサービス利用料（総合

事業の指定事業所提供分を含む。）の免除の取扱いを，次のとおり延長します。 

 

１ 免除の期限 

平成３１年６月３０日 

※ ７月豪雨の被災者に係る国民健康保険，介護保険及び後期高齢者医療の一部負

担金等については，国の支援により，平成３１年２月末まで免除されています。 

この度，広島県後期高齢者医療広域連合が，免除期間を原則６月末まで延長す

ることとしたことから，本市の国民健康保険及び介護保険も，市独自で免除期間

を延長し，６月末の診療分及び利用分までとします。 

 

２ 免除の方法等 

平成３１年１月以降は，一部負担金免除証明書と被保険者証の両方を医療機関等に提 

示することとされています。 

これに伴い，対象となる被保険者（国民健康保険は世帯主）の方は，本市に免除申請

書を提出し，一部負担金免除証明書を取得していただく必要があります。 

なお，今後，本市では，免除申請書の提出が必要と見込まれる方に，申請手続きを勧

奨していきます。 

 

（参考） 

・対象となる被保険者の方 

次のいずれかに該当する方 

  ① 住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに準ずる被災をした方 

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方 

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方 

④ 主たる生計維持者が業務を廃止し，又は休止した方 

⑤ 主たる生計維持者が失職し，現在収入がない方 

 ・勧奨予定の対象世帯数及び対象者数 

   国民健康保険  約４００世帯 

   介護保険    約２００人 



 

 

平成３０年７月豪雨被災者の医療費等に係る一部負担金等免除の取扱いについて 

（国民健康保険，後期高齢者医療及び介護保険） 

 

 

【手続きが必要です】 

１月からの国民健康保険，後期高齢者医療及び介護保険に係る一部負

担金（窓口負担）の免除 

 

 平成３１年１月以降に国民健康保険，後期高齢者医療及び介護保険の一部負担金（窓口

負担）の免除を希望される場合は，市などが発行する一部負担金免除証明書と被保険者証

（保険薬局にあっては処方せん）を，医療機関及び介護サービス事業所などに提示する必

要がありますので，あらかじめ申請をしてください。 

なお，平成３０年１２月末までは，医療機関などの窓口で免除対象であることを申告い

ただくことで支払いが不要となります。 

 

●免除の対象 〇住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに準ずる被災をした人 

       〇主たる生計維持者が死亡，又は重篤な傷病を負った人 

       〇主たる生計維持者が行方不明の人 

       〇主たる生計維持者が業務を廃止，又は休止した人 

       〇主たる生計維持者が失職し，現在収入がない人 

 

●免除の期間 平成３１年１月から平成３１年６月末まで 

       （※ 後期高齢者医療は，①１月１日以前に受付けた申請は，６月末まで。 

②１月２日から７月４日までに受付けた申請は，申請日から５か月を経

過した月の末日までとなります。） 

 

●申請手続き （国民健康保険及び後期高齢者医療） 保険年金課又は各市民センター 

       （介護保険）            介護保険課又は各市民センター 

 

●必要なもの  対象であることがわかる書類（り災証明書の写しなど），被保険者（国

民健康保険は世帯主）の認め印，被保険者証 

 

 

【お問合せ先】 

 〒737-8501 呉市中央４丁目１番６号 

《国民健康保険》  呉市 福祉保健部 保険年金課 国保給付グループ 

℡０８２３－２５－３１５４ 

《後期高齢者医療》 呉市 福祉保健部 保険年金課 高齢者医療グループ 

                 ℡０８２３－２５－３１５６ 

《介護保険》    呉市 福祉保健部 介護保険課 介護給付グループ 

                 ℡０８２３－２５－２６２６ 

 



 

  

                 

   

                     

 

災害復旧に係る事業進捗状況について 
 

 上下水道施設については，仮復旧等により，通常の利用が可能になっています（工業用

水道施設の二級水源地は，復旧工事のため機能停止中）が，本復旧事業を進めているとこ

ろです。 

 現在の本復旧事業の進捗状況は，次のとおりです。 

 

１ 災害復旧事業（全体）本復旧状況           （平成 30年 11月 20日現在） 

区 分 
対象 

件数 

発注状況 完了状況 
備 考 

発注済 割合 完了 割合 

水道施設 271件 225件 83.0% 214件 79.0%  

工業用水道施設 4件 4件 100% 0件 0%  

公共下水道施設 28件 21件 75.0% 13件 46.4%  

集落排水施設 9件 9件 100% 6件 66.7% ※① 

合 計 312件 259件 83.0% 233件 74.7%  

※① 農業集落排水施設と漁業集落排水施設の合計件数 

 

２ 災害査定の進捗状況                 （平成 30年 11月 20日現在） 

区 分 
対象 

件数 

復旧状況 受検状況 
今後の予定 

発注済 完了 査定済 未受検 

水道施設 34件 5件 1件 0件 34件 ※① 

公共下水道施設 10件 4件 2件 8件 2件 
13次(12/3)1件 

18次(1/15)1件 

農業集落排水施

設 
2件 2件 1件 2件 0件  

合 計 46件 11件 4件 10件 36件  

※① 水道施設の災害査定は，川尻地区で全損した柳迫第１ポンプ所の災害査定設計書が年

度内に完成できないため，翌年度に一括して受検する方向で国と調整中 

※ 工業用水道施設は，別途国庫補助申請を行う予定 

 

 

 

 

 

平成３０年１１月２７日 

建設部 計画課 

（インフラ強靱化（上下水道）プロジェクト） 



■ 上下工業用水道施設　災害復旧工事工程表

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

・応急復旧工事は完了済み
・道路等の復旧工事に合わせて，
順次工事を発注し，復旧を完了さ
せる

柳迫第１ポンプ所本復旧
（川尻地区）

・土砂災害の危険性も考慮した適
地を選定し，新たなポンプ所の建設
工事を発注し，２０２０年度末までの
完成を目指す

二級水源地復旧

・調整池（１～４号池）を段階的に復
旧させ，２０１９年夏の工事完了を
目指す
・関係機関やユーザーと調整を図
り，配水管内洗浄作業を行って，５
月の給水再開を目指す

・応急復旧工事は完了済み
・道路等の復旧工事に合わせて，
順次工事を発注し，復旧を完了さ
せる

・応急復旧工事は完了済み
・２０１９年度の早い時期に復旧を
完了させる

基本的方針

平成30年11月27日

２０２０年度２０１９年度２０１８年度（平成３０年度）
区　　分

 下水道施設

 集落排水
 施設

 水道施設

 工業用水道
 施設

工 事 発 注

災 害 復 旧 工 事

災 害 復 旧 工 事

調査設計業務委託（実施設計）

仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ所

設置工事

災害復旧工事（ポンプ所建設）用地選定

災 害 復 旧 工 事

応急復旧

工事

★ 水源地機能停止

★ ポンプ所全損

工 事 発 注

工 事 発 注

給水再開

工事発注

応急復旧

工事

1・2号調整池土砂搬出・補修

３号調整池土砂搬出・補修

調査設計業務委託

４号調整池土砂搬出・補修

◎ ５月給水再開予定

応急復旧

工事

災害

発生

道路等と合わせた復旧工事

道路等と合わせた復旧工事



 

 

 

 

 

  

 

 

 

被災中小企業者等向けのグループ補助金・持続化補助金の認定について 

 

平成３０年１１月２０日現在の認定状況については，次のとおりです。 

なお，グループ補助金については，引き続き，復興事業計画の申請を受付けています。 

                                    

支援制度 グループ補助金（公募 9/3～10/31） 持続化補助金（公募 8/21～10/5） 

申請 

団体 

第１次（構成員数） 

（締切 9/28） 

第２次（構成員数） 

（締切 10/31） 

第１次 

（締切 9/7） 

第２次 

（締切 10/5） 

呉商工会議所 ４件 追加５件 ６件 ２６件 

呉広域商工会 ９２件 追加９件 ３２件 ２１件 

呉信用金庫 ２３件 
追加８件 

脱退１件 
－ － 

もみじ銀行 ３件 ０件 － － 

広島県タクシー協会 ― 新規３件   

  合 計 １２２件 ２４件 ３８件 ４７件 

  総合計 １４６件 ８５件 

 ※グループ補助金については，補助金申請の前提となる復興事業計画の認定状況であり，そ

の構成員数は市内企業数です。 

 ※持続化補助金は，交付決定の市内企業数です。 

  グループ補助金・持続化補助金については次のホームページをご覧ください。 

https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/33829.pdf 

 

■申請スケジュール（グループ補助金） 

 

 ＜復興事業計画申請＞ 

 ・第３次 

   申請締切：平成 30 年 11 月 30 日  認定：平成 30 年 12 月中下旬 

・第４次 

   申請締切：平成 30 年 12 月 27 日  認定：平成 31 年１月中下旬  

 ・第５次  

   申請締切：平成 31 年 １月 31 日  認定：平成 31 年２月中下旬 

平成３０年１１月２２日 

産業部 商工振興課 

（産業支援プロジェクト） 

https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/33829.pdf


市内観光客数等の動向について

１　施設別来場者数

H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比

大和ミュージアム 77,586 17,380 ▲77.60% 141,528 55,988 ▲60.44% 75,973 52,248 ▲31.23% 82,496 55,701 ▲32.48% 377,583 181,317 ▲51.98%

てつのくじら館 29,256 7,113 ▲75.69% 54,400 21,304 ▲60.84% 27,859 17,273 ▲38.00% 28,831 21,238 ▲26.34% 140,346 66,928 ▲52.31%

呉市入船山記念館 1,640 339 ▲79.33% 2,896 1,437 ▲50.38% 2,649 1,823 ▲31.18% 5,453 3,048 ▲44.10% 12,638 6,647 ▲47.40%

桂浜温泉館 8,220 2,699 ▲67.17% 10,182 7,387 ▲27.45% 6,208 5,820 ▲6.25% 6,189 5,928 ▲4.22% 30,799 21,834 ▲29.11%

松濤園 957 203 ▲78.79% 665 358 ▲46.17% 1,383 941 ▲31.96% 1,592 1,670 4.90% 4,597 3,172 ▲31.00%

御手洗休憩所 2,483 334 ▲86.55% 1,932 666 ▲65.53% 1,887 1,038 ▲44.99% 1,828 2,279 24.67% 8,130 4,317 ▲46.90%

２　施設別宿泊者数

H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比 H29 H30 昨年度比

野呂高原ロッジ 1,067 57 ▲94.66% 1,137 0 ▲100.00% 711 547 ▲23.07% 830 779 ▲6.14% 3,745 1,383 ▲63.07%

グリーンピアせとうち 3,618 1,341 ▲62.94% 6,065 5,150 ▲15.09% 2,273 2,348 3.30% 1,935 2,138 10.49% 13,891 10,977 ▲20.98%

輝きの館（県民の浜） 868 196 ▲77.42% 1,456 1,345 ▲7.62% 524 709 35.31% 1,878 1,423 ▲24.23% 4,726 3,673 ▲22.28%

合　計（７月～10月）

宿泊施設
7月 8月 9月 10月 合　計（７月～10月）

観光施設
7月 8月 9月 10月

平成３０年１１月２７日

産業部　観光振興課

（産業支援プロジェクト）


