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令和元年１１月２０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５８報） 
 

１ 人的・物的被害の状況 
 

 (1) 人的被害（11/18 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（11/17 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（11/18 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（11/18 現在） 【別紙参照】 

  ※11月11日からの状況の変化なし。 



令和元年１１月１８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



 

 

  

                    

                       

 

令和元年度 呉市総合防災訓練の実施について 
 

 

このことについて，次のとおり呉市総合防災訓練を実施します。 

 

１ 訓練の特徴 

今回の総合防災訓練は昨年７月の西日本豪雨災害を受けて初めて実施する

総合防災訓練になることから，より実践に近い訓練とするため，地震発生か

ら職員の参集，災害対策本部会議の実施に加え，災害対応訓練では避難所の

開設・運営，ドローンによる調査，３Ｄ土石流体験などを総合防災訓練とし

ては，初めて実施します。 

 

２ 実施主体 

  呉市防災会議 

 

３ 実施日 

  令和元年１１月２２日（金） 

 

４ 訓練時間・場所 

 (1) 職員参集・災害対策本部会議実施訓練 

    ７時３０分から９時５０分まで 

    呉市役所本庁舎ほか市内一円 

 

 (2) 災害対応訓練 

    １４時００分から１６時００分 

    呉市警固屋２丁目（警固屋公園多目的広場） 

 

※詳細については，別添「令和元年度 呉市総合防災訓練実施概要」を参照くだ

さい。 

 

令和元年１１月２０日 

総務部 危機管理課 

（市民防災プロジェクト） 



 

 

 

 

 

 

１ 目的 

  災害対策基本法第４８条（防災訓練の実施義務）及び呉市地域防災計画に基づき，豪雨，地震，津波等の大規模な災害発生を想定

し，防災関係機関をはじめ，市民，自主防災組織，企業等が一体となって各種訓練を実施します。 

こうした訓練を通じて，災害時における防災関係機関相互の緊密な連絡協力体制を検証し，災害対応の能力の強化を図り，併せて，住

民自らが災害に対しての準備を講じられるよう「自助」「共助」による防災意識の高揚と知識の向上を図ります。 

 

２ 訓練の特徴 

今回の総合防災訓練は昨年７月の西日本豪雨災害を受けて初めて実施する総合防災訓練になることから，より実践に近い訓練とするた

め，地震発生から職員の参集，災害対策本部会議の実施に加え，災害対応訓練では避難所の開設・運営，ドローンによる調査，３Ｄ土石

流体験などを総合防災訓練としては，初めて実施します。 

 

３ 実施主体 

  呉市防災会議 

 

４ 実施日 

  令和元年１１月２２日（金） 

 

５ 訓練想定 

 (1) 南海トラフを震源とするマグニチュード 9.0クラスの巨大地震が発生し，呉市内で震６弱を観測した。これにより市内各地で建物の

倒壊や道路の損壊が相次ぎ，電気，ガス，水道，電話等の生活関連施設に大きな被害が生じており，地震による津波も襲来している想

定とします。 

 (2) 地震に伴う地盤の緩みに加え，台風の接近による集中豪雨により市内各地で土砂災害が発生し，これにより住宅の埋没や住民の生き

埋めが発生している想定とします。 

 

６ 訓練内容等 

 (1) 職員参集・災害対策本部会議実施訓練 

  ア 時間・場所 

    ７時３０分から９時５０分まで 

    呉市役所本庁舎ほか市内一円 

 

  イ 訓練内容 

   地震発生から災害対策本部会議の実施まで 

    地震発生→徒歩による職員の参集（市役所・市民センター）→災害対策本部の設置→ 

    災害対策本部会議の実施 

 

  ウ 実施規模 

    訓練参加機関： 自衛隊，広島県，警察，呉市 

 

 (2) 災害対応訓練 

  ア 時間・場所 

    １４時００分から１６時００分 

    呉市警固屋２丁目（警固屋公園多目的広場） 

 

  イ 訓練内容 

   ・災害対応訓練及び市民活動と復旧活動等 

    現地対策本部の設置→地震・津波災害対応訓練（ドローン等による被害状況調査， 

    避難所の開設・運営等）→土砂災害対応訓練→ボランティアセンターの開設→ 

    復旧活動(各種インフラ設備の応急対策等)・市民活動（炊出し，給水活動等） 

   ・防災体験・展示 

    ３Ｄ土石流体験，防災パネルの展示 

 

  ウ 実施規模 

    訓練参加機関：４８機関 延べ約 1,000人 

令 和 元 年 度 

呉市総合防災訓練実施概要 

【災害対策本部会議の実施】 

【3D土石流体験】 

【ドローンによる調査】 

【避難所の開設・運営】 

令和元年 11月 20日 

危 機 管 理 課  

 



 

 

 

 

 

 

 

「がんばろう呉！海上自衛隊呉音楽隊スペシャルコンサート２０１９」 

の開催について 

 

 

 今年度は，日本遺産「呉鎮守府」開庁１３０周年記念事業として位置付け，西日

本豪雨災害により被害を受けた呉市民へ音楽を通して勇気づけ，元気にしたいとい

う思いから，昨年度に引き続き次のとおり開催されますのでお知らせします。 

 

１ 日時 

令和元年１２月１７日（火）18:00～20:30（開場 17:00） 

 

２ 場所 

  呉信用金庫ホール（呉市文化ホール） 

 

３ 主催 

  大和コンサート実行委員会（代表 山本 一洋） 

  ※共催：海上自衛隊呉地方総監部，呉市 

 

４ 出演予定者 

  海上自衛隊呉音楽隊に加え，三宅由佳莉（海上自衛隊横須賀音楽隊所属）， 

ＢＯＲＯをゲストに迎える。 

   

５ その他 

  入場無料。 

申し込みは，11月 29日（金）（必着）までに往復はがきで呉地方総監部総務課

広報係へ。申し込み多数の場合は抽選。 

呉地方隊ホームページ https://www.mod.go.jp/msdf/kure/ 

 なお，市政だよりくれ 12月号（11/10発行）で申し込み方法などを掲載してい

ます。 

 

令和元年１１月２０日 

文化スポーツ部 文化振興課 

https://www.mod.go.jp/msdf/kure/





