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令和元年１１月１２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５７報） 
 

１ 人的・物的被害の状況 
 

 (1) 人的被害（11/11 現在） 
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（11/10 現在）  
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床下浸水 計 

324 133 766 1,262 741 3,226 

    ※ 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（11/11 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   78世帯 民間借上住宅 

建設型  40世帯 天応31，安浦9 

合 計  141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 平成30年７月豪雨に伴う規制中の道路（11/11 現在） 【別紙参照】 

  ※11月５日からの状況の変化なし。 



令和元年１１月１１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 R2.3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

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

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

大多田

ＩＣ

平成30年７月豪雨に伴う道路通行規制情報



 

  

                    

                       

 

 

 

市営住宅（抽選住宅）の被災者向け入居募集について 

 

 

 被災者を対象とした市営住宅（抽選住宅）の募集を次のとおり行います。 

なお，１月の定期募集も予定どおり開催します。 

 

１ 対象者 

  平成３０年７月豪雨災害で呉市において被災され住宅に困窮されている方 

（１） 被災時に住んでいた借家等に住むことが困難となった方 

（２） 持ち家の再建が困難な方（全壊のほか修繕や補修では住宅としての機能を

回復できない程度の損傷を受け，解体又は解体予定の方で建替え等の予定の

ない方） 

※  市営住宅の入居要件を満たす必要があります（ただし，災害時に住んでいた

住宅が平成３０年７月豪雨災害により滅失した場合は，特例として被災から

３年間は，収入要件を満たさなくても居住することができます）。 

 

２ 募集戸数 

  ２２戸（予定） 

 

３ 応募受付期間 

  令和元年１２月３日（火）から１２月１１日（水）まで 

 

４ 申込先 

  （株）くれせん指定管理事業部（呉市中央３丁目２番５号） 

 

５ 施策の背景 

応急仮設住宅等に入居されている被災者から，仮住まいという不安定な状態で

はなく，少しでも早く継続居住できる住宅を確保したいといった要望があります。 

そこで, 被災者の生活再建を目的とし,定期募集に先駆け，優先的に募集を行

い，安定した住宅確保を促進します。 

 

※ 対象の住宅等については,１２月３日（火）のホームページ等で公表するほ

か,住宅政策課又は各市民センターにおいて物件の一覧表を配布する予定です。 

  

 

令和元年１１月１２日 

都市部 住宅政策課 

（被災者支援プロジェクト） 



 

  

                    

                       

 

 

 

天応地区復興イベント「がんばろう天応 歩みだそう未来へ」 

の開催について 
 

 

 天応まちづくり委員会の主催で，次のとおり天応地区復興イベントが開催されま

すのでお知らせします。 

本イベントは，平成３０年７月の西日本豪雨で甚大な被害を受けた天応地区とし

て，災害復旧から本格的な復興段階へ歩みを進め，まちの活気をとりもどしたいと

いう天応住民の熱い思いを内外に発信する機会と位置づけています。 

 

 

 

１ 日  時  令和元年１１月２３日（土・祝）１０時～１６時 

 

２ 場  所  呉ポートピアパーク 

 

３ 内  容  記念式典 

天応未来図作成プロジェクト絵画披露（天応中学２年生） 

ジャン ショウ イェンさん 二胡演奏会 

勝丸 恭子さん講演会 

野外ステージイベント 

キッチンカー 

呉海自カレーの販売 など 

         ※詳細は別紙チラシをご覧ください。 

 

 

 

令和元年１１月１２日 

市民部 天応市民センター 



天応地区復興イベント

ＮＨＫ広島放送局 気象キャスター

「いのちを守る気象情報にするために」

講師 気象予報士 勝丸恭子さん

講演テーマ

｢天気がニュースになる時代、自分で自分の身を守る力をつけることが大切です。

そのためにどんなことを考えれば良いのか、どういう視点で防災に取り組むか、

そのヒントを提示します」

開始 1１:00

11/23（土・祝） in 呉ポートピアパーク

主催 : 天応まちづくり委員会 共催 ： 呉ポートピアパーク友の会 後援 : 呉市

ジャン ショウ イェン

医学博士・世界的二胡(胡弓）奏者

姜暁艶（ジャン ショウ イェン）さん
中国大連市生まれ。５歳から二胡を学ぶ。医学博士であり二胡奏者。1997年来日。

現在、二胡奏者としてはもちろん、作曲、歌手、舞台監督など総合プロデューサー、

ファッションデザイナーなど幅広いジャンルで活躍している。

多目的ホールで、世界を舞台に

活躍する二胡奏者・姜暁艶さんの

演奏会を開催します。

中国の伝統的な弦楽器である

二胡の哀愁を帯びた美しい音色を

ご堪能ください。

開始 1０:３0

会場 ： 呉ポートピアパーク 野外ステージ・多目的ホール 呉市天応大浜3-2-3 ＪＲ呉線呉ポートピア駅下車すぐ 無料駐車場６００台

お問い合わせ : 運営事務局／プロデュース広島 TEL 0823-38-7257 E-mail producehiroshima@gmail.com

※雨天の場合、野外ステージイベントはアーケードで行います。都合により内容に変更が生じる場合があります。ご了承ください。

１2：3０～ 野外ステージＥＶＥＮＴ

１2:30～ 和✩Rock 和太鼓演奏

１3:00～ ペッパーゼロ 大道芸

１3:30～ 呉海自カレー早食い大会

１4:00～ 第16回呉ポーカラオケ大会 宝探しゲーム もあるよ

正解者の中から抽選で豪華賞品が当たる

10:00～16:00

＜多目的ホール＞

＜多目的ホール＞

アーケード

入場

無料

１０：１０～ 記念式典 ＜多目的ホール＞

開始 1０:２０ ＜多目的ホール＞

天応地区の復興を願い天応中学２年生が天応の未来図（絵）を描きました。


