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令和元年１０月８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５２報） 
 

１ 人的・物的被害の状況（10/7 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（H30.7.6～8） 
  

(2) 家屋の被害状況（10/6 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 1,259 741 3,222 

    ※ 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 
－ ○ 

※ 上記の特例運用とは別に，平成30年７月豪雨により土砂災害が発生した地域については，避難勧 

勧告等の避難情報を通常より早めに発令する運用を行っています。避難勧告等を早めに発令する可 

能性がある地域については，呉市ホームページでご確認いただけます。 
 

３ 仮設住宅等の状況（10/7 10:00現在） 
住宅の種類 入居世帯数 備考 

公営住宅等  23世帯 市営16，県営7 

応急仮設住宅 
借上げ型   80世帯 民間借上住宅 

建設型  43世帯 天応31，安浦12 

合 計  146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（10/7 10:00現在） 【別紙参照】 

  ９月30日10時時点からの状況の変化なし。 



令和元年１０月　７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

呉環状線警固屋8丁目

（警固屋ドック付近）

R元.5.27～片交

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

復旧作業時間帯の通行止め

(9:00～12:00，13:00～16:00)

作業時以外2t車以下通行可能

終了予定 R2.1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 R2.3末

豊浜大橋(大崎下島側)

H30.8.8 6時～片交

終了予定 R2.3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

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.10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.12月下旬

広仁方停車場線

仁方町戸田

H30.8.5～片交

終了予定 R2 1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 R2 3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。

上蒲刈島循環線(田戸車谷)

復旧作業時間帯

(8:00～17:00)の通行止め

終了予定 R2.2月下旬



 

  

                    

                       

 

 

日本遺産「呉鎮守府」開庁 130周年記念事業 

「がんばろう 呉!! 呉海自カレーフェスタ 2019」の開催について 
 

 

このことについて，第４回目となる「呉海自カレーフェスタ」を別添チラシのとお

り開催します。 

今年度は，呉鎮守府開庁130周年を記念するとともに，災害からの観光復興を目指

すイベントとして位置づけています。 

 

１ 日 時 

令和元年１０月１９日（土） １０：００～１５：００ 

 

２ 場 所 

海上自衛隊呉基地 係船堀地区（呉市昭和町５－２） 

令和元年１０月８日 

産業部 観光振興課 

（産業支援プロジェクト） 



がんばろ
う呉！！

がんばろ
う呉！！

STU48号も
来るよ！

主催／日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念事業実行委員会　 共催／海上自衛隊呉地方総監部

令和元年10月19日［土］令和元年10月19日［土］令和元年10月19日［土］令和元年10月19日［土］
10：00～15：0010：00～15：0010：00～15：0010：00～15：00

30・呉海自カレー（全30種）
・横須賀、舞鶴、佐世保、大湊の海自カレー
　海上保安庁巡視船くろせカレー、STU48カレー
・呉市特産品、グルメ、海上自衛隊グッズなど

各種
ブース

海上自衛隊呉基地
係船堀地区
（呉市昭和町5-2）

海上自衛隊呉基地
係船堀地区
（呉市昭和町5-2）

場 所

※臨時駐車場は台数に限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。
　シャトルバスなど、詳細についてはＨＰに随時
　掲載します。

＊写真はイメージです。一般公開については予告なく変更または中止となる場合があります。＊写真はイメージです。一般公開については予告なく変更または中止となる場合があります。

注意事項
●会場は、海上自衛隊呉基地内です。
●酒・アルコール類及び危険物等の持ち込みはご遠慮ください。
●入門時、手荷物検査を受けていただきます。
　危険物等が見つかった場合、基地内への立ち入りはできません。
●基地内に駐車場はありません。
 （自転車を含む２輪・４輪の私有車両は入れません。）

基地内一般公開予定！

 お問い合わせ
日本遺産「呉鎮守府」開庁１３０周年記念事業実行委員会
（呉海自カレーフェスタ２０１９担当：呉市観光振興課）
  TEL：0823-25-3309

＊一般公開に関するお問い合わせは海上自衛隊呉地方総監部広報係まで
　TEL：0823-22-5511（内線2702）　

フェスタ

呉鎮守府開庁
130周年記念

過去最多！

初参加！



 

  

                    

                       

 

日本遺産「呉鎮守府」開庁 130周年記念事業 

「待っとるよ  呉」観光キャンペーン 

「呉元気ワクわくフェスティバル」（呉復興リレーイベント）の開催について 
 

西日本豪雨災害からの復興に向けて「元気な呉」をイベントでつなぎ，周遊性を高め

ることで地域の賑わいを取り戻すため，別添チラシのとおりイベントを開催します。 

 

【主な概要】 

１．期 間 

  令和元年１１月１日(金)～令和２年３月１５日(日) 

 

２．リレー形式イベント 

  各施設を会場としたイベントをリレー形式で実施します。 

 

３．キャンペーン 

  対象施設において，一定期間で破格の宿泊プランやお得な入浴・ランチ等を提供し

ます。 

 

４．スタンプラリー 

（1）周遊コース 

   対象施設で，飲食又は宿泊・入浴等の有料利用でスタンプ１個を押印します。 

   スタンプ数に応じて，呉特産品などが当選する応募が可能となります。 

（2）キャンペーンコース 

   対象施設で提供する特別メニューや宿泊メニューの利用でスタンプ１個を押印し

ます。 

   スタンプ数に応じて，オリジナルTシャツや各施設の宿泊券・入浴券等が当選する

応募が可能となります。 

（3）イベントコース 

   各地域で開催するイベントでスタンプを押印します。 

   スタンプ数に応じて，オリジナルトートバッグやものづくりの街 呉市の特製品が

当選する応募が可能となります。 

 

５．広 報 

   県内テレビ局等の後援を得てＰＲしていきます。 

   また，のぼり旗・チラシ等による販促物や専用ＨＰを作成しＰＲしていきます。 

令和元年１０月８日 

産業部 観光振興課 

（産業支援プロジェクト） 




