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令和元年７月３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３９報） 
 

１ 人的・物的被害の状況（7/1 10:00現在） 
 

 (1) 人的被害 
区分 人数 備 考 

死亡 28名 
直接死 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 

関連死 ３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（6/30 18:00現在）  
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床下浸水 計 

324 133 765 1,253 740 3,215 

   ※ 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（H31.2.28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） 
72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 941か所  

 

公園 12か所 二級峡公園，串山公園 

土木施設（道路・河川等） 342か所 市道内海市原線，真光寺橋 

農林施設（農道・林道等） 251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 21施設 山林（苗代町，豊浜町，川尻町） 

 

２ 避難勧告等の発令基準の特例運用 
 

地区・町名 土砂災害 洪水災害 

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 
－ ○ 

 

３ 仮設住宅等の状況（7/1 10:00現在） 
 

住宅の種類 入居世帯数 備考 

公営住宅等  32世帯 市営22，県営9，民間社宅（中国電力）１ 

応急仮設住宅 
借上げ型  116世帯 民間借上住宅 

建設型  60世帯 天応40，安浦20 

合 計  208世帯  

※ 応急仮設住宅等における提供期限が近づいている方については，個々の事情に応じ，提供期間の 

更新，公営住宅の優先入居などの対応を行っています。提供期限を超えた方については，関係機関 

と連携し，本人の意向を踏まえて対応しています。 

 

４ 規制中の道路（7/1 10:00現在） 【別紙参照】 

  焼山吉浦線 ７月１日から復旧作業時間帯（９～17時）の通行止めに移行 

  なお，日曜日・祝日は終日通行可能 



令和元年　７月　１日１０時００分現在　

　　　通行止め

片側交互通行

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

H30.8.10 17時～片交

終了予定 R元.11月下旬

焼山吉浦線

作業時間帯9～17時の通行止め

終了予定 R元.8月下旬

※日・祝日は終日通行可能です

呉環状線警固屋8丁目

（警固屋ドック付近）

R元.5.27 16時～ 片交(終日)

終了予定 R元.12月上旬

ふるさと林道

郷原野呂山線

H30.7.6 通行止め

終了予定 R3.3末

中大迫清田線

通行止め

終了予定 R元.12月下旬

至
広
島

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 国道２号 国道２号

334

334

333

34

矢野安浦線

安浦町下垣内
H30.7.30 17時～片交

終了予定 R元.10月下旬

353

平羅橋～関前町(岡村島)

H30.8.31 18時～片交

終了予定 R3.3末

豊浜大橋(大崎下島側)

H30.8.8 6時～片交

終了予定 R3.3末

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

終了予定 R元.9月下旬

内海三津線

熊野別れ

交差点

宮ノ口瀬戸線

通行止め(迂回アリ)

終了予定 R元.9月下旬

広仁方停車場線

広津久茂

H30.8.20～片交

終了予定 R元.10月下旬

広仁方停車場線

仁方町戸田

H30.8.5～片交

終了予定 R元 9月下旬

見戸代大地蔵線

尾ノ鼻付近

8/10 17時～片交

終了予定 R元 9月下旬

下蒲刈川尻線

下蒲刈中

H30.7.20～片交

終了予定 R元.11月下旬

※国道・県道の交通規制情報は「ひろしま道路ナビ」に掲載されています。

復旧作業の進ちょくに併せ，規制内容や終了予定日は随時更新されて

いきますので，「ひろしま道路ナビ」もご確認ください。



 

 

 

 

 

平成30年７月豪雨災害犠牲者追悼式について 
 

 

１ 式典について 

(1) 日 時  令和元年７月６日(土) 10時～11時（予定） 

(2) 場 所  くれ絆ホール 

       ※ 式典には，どなたでもご参列いただけます。 

ご香典，ご供物等はお受けいたしませんので，ご了承ください。 

 

２ その他 

(1) 黙祷について 

   ○７月６日の正午に，黙祷のためサイレンを１分間吹鳴します。 

市民の皆様におかれましては，黙祷をお願いします。 

 

(2) 献花について 

〇呉市役所１階 国際ソロプチミスト呉広場（シビックモール） 

献花台設置：12時（追悼式終了後）～20時 

※  追悼式終了後（11時予定)から12時までの間は，式典会場（くれ絆ホールの 

ステージ前）で献花いただけます。 

 

○各まちづくりセンター 

献花台設置：10時～17時 

 ※ 献花台の設置場所等については，各まちづくりセンターへお問い合わせく

     ださい。 

 

(3) 半旗の掲揚について 

○市の公共施設について，７月６日は国旗・市旗等の掲揚を半旗対応とします。 

 

 

令和元年７月３日 

復 興 総 室 



 

 

  

     

                

                       

 

災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの作成について 

 
 

見出しのことについて，社会福祉法人呉市社会福祉協議会と呉市において共

同で作成しました。 

 

１ 作成の経緯 

平成２９年度から（福）呉市社会福祉協議会と呉市とで，本マニュアルを

作成するため協議をしていましたが，平成 30 年７月豪雨災害により作成が

中断していました。昨年度，「くれ災害ボランティアセンター」を（福）呉市

社会福祉協議会，ボランティア団体等が運営主体となり，呉市も構成団体と

して協働運営を行い，その経験を基に作成しました。 

 

２ 作成の目的 

本マニュアルは，今後，呉市域に大規模災害等が発生した場合に，各地か

ら災害復旧支援のために，駆けつけることが予想される災害ボランティアに

対して，スムーズな受入れ及び被災者の立場に立った活動を行うため，災害

ボランティアセンターの設置・運営に必要と思われる事項をまとめ，（福）

呉市社会福祉協議会，呉市及び関係ボランティア団体において共有すること

を目的に作成したものです。 

 

３ 主な内容 

本マニュアルは，災害発生後の災害ボランティアセンターの設置と運営の

手順を示したものです。 

平成 30 年７月豪雨災害での「くれ災害ボランティアセンター」の活動経

験を基に，運営体制や設置場所のレイアウト，運営資金及び資機材の確保等

についてまとめ，迅速な支援体制を構築するために活用します。 

 

４ 今後の予定 

  （福）呉市社会福祉協議会及び呉市において，それぞれホームページに掲   

載する予定です。 

  今後も必要に応じて，随時見直しを行います。 

令和元年７月３日 

市民部 地域協働課 

（被災者支援プロジェクト） 



 

 

 

 

 

 

被災中小企業者等向けのグループ補助金について 

 

令和元年６月４日現在（第９次認定分）の事業者の構成員数及び補助金希望者数については，

次のとおりです。 

また，グループ補助金復興事業計画の認定申請受付については，８月２３日まで期間が延長さ

れております。 

                                    

支援制度 グループ補助金（公募期間 Ｈ30.9/3～Ｒ元.8/23 まで） 

申請 

団体 
グループ名 構成員数 

補助金 

希望数 

呉商工会議所 産業活力復興グループ １０件 ７件 

呉広域商工会 「こと・ひと・もの」づくり復興プロジェクト １０４件 ８８件 

呉信用金庫 
平成 30年豪雨災害における被災事業者の復興支援 

プロジェクト 
３５件 ３１件 

もみじ銀行 もみじ復興支援グループ ３件 ３件 

広島県タクシー協会 広島県タクシー協会グループ ３件 ３件 

企業 ひろしま酒造復興ネットワーク ２件 １件 

企業 旭日復興プロジェクト ２件 ２件 

呉市歯科医師会 災害時歯科医療及び災害弱者支援グループ ４件 ２件 

呉市医師会 呉市医師会グループ ５件 ４件 

黒瀬商工会 黒瀬商工会復興支援グループ ２件 ２件 

安芸津町商工会 あきつ復興グループ ２件 ２件 

合計         １１グループ １７２件 １４５件 

※上記の表は，補助金申請の前提となる復興事業計画の認定企業（呉市内）のうち，構成員数 

及び補助金希望数です。 

  

上記希望数のうち，既に交付決定を受けた事業者数（令和元年６月２６日現在） ７６件 

 

■申請スケジュール（グループ補助金） 

 ＜復興事業計画申請＞ 

・第１０次申請締切：令和元年６月１８日        認定：令和元年７月上旬 

・第１１次申請締切：令和元年７月１２日        認定：令和元年８月上旬 

・第１２次申請締切：令和元年８月２３日 （最終）   認定：令和元年９月中旬   

 ＜補助金交付申請＞ 

  ・第１４次申請締切：令和元年１０月２５日（最終）  認定：令和元年１２月末 

令和元年７月３日 

産業部 商工振興課 

（産業支援プロジェクト） 


