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令和元年１２月２４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６３報） 
 

１ 人的・物的被害の状況 
 

 (1) 人的被害（12/23 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（12/22 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（12/23 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   74世帯 民間借上住宅 

建設型  40世帯 天応31，安浦9 

合 計  137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（12/23 現在） 【別紙参照】 

  （参考）広仁方停車場線 広津久茂 通行規制解除予定（12月24日夕方） 



令和元年１２月２３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 R2.1月末

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月末

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月末

豊浜大橋(大崎下島側)

H30.8.8 6時～片交

終了予定 R2.3月末

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.12.24（夕方）

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

H30.8.10 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 R2.1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

馬木ＩＣ
下三永福本ＩＣ

平成30年７月豪雨に伴う道路通行規制情報

国道185号仁方町川尻越
R元.12.14～車線切替
終了予定 R2.5月中旬



 

 

     
 

 

 

 

天応地区への新たな砂防ダムの整備について 

 

令和元年12月17日に広島西部山系砂防事務所が記者発表した「平成30年７月豪雨により発

生した土砂災害に対する砂防堰堤整備の進捗状況と今後の見通しについて」において，天応

地区へ再度災害防止のための砂防ダムを，新たに７基整備することが公表されました。 

この７基については，呉市復興計画に基づき，国(国土交通省・財務省)及び広島県に新た

な砂防ダムの整備を要望していたものであり，事業の必要性について十分検討の上，採択い

ただいたものと感謝しております。 

同事務所において，これらの情報について当該事務所のホームページへ掲載するとともに，

記者発表・配付資料の呉市関係部分について，天応地区自治会への回覧が行われます。 

また，天応西条地区自治会を対象として，砂防ダム整備のための調査着手や土石流応急対

策の実施，今後の事業工程（概略案）をお示しするとともに，令和２年１月に地元説明会を

開催する予定で日程等の調整が行われています。 

呉市では，災害復旧作業の進ちょく状況への掲載（１月更新）及び復興地区だより(天応

版／令和元年１月号）を作成・配布することで，市民への周知を図ります。 

 

 

●添付資料 広島西部山系砂防事務所 記者発表資料・配付資料  

（呉市天応地区（大屋大川）の進捗状況のみ抜粋） 

 

（参考）広島西部山系砂防事務所ホームページ（記者発表のページへのリンク） 

    http://www.cgr.mlit.go.jp/hiroshima_seibu_sabo/press/index.html 

令和元年１２月２４日 

土木部 土木整備課・土木維持課 

（インフラ強靱化（土木）プロジェクト） 

http://www.cgr.mlit.go.jp/hiroshima_seibu_sabo/press/index.html


7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

3-81-90d渓流
砂防堰堤

3-81-90f渓流
砂防堰堤

3-81-92-1渓流
砂防堰堤

3-81-92-2渓流
砂防堰堤

3-81-92隣e渓流
砂防堰堤

上記以外の砂防堰堤・
遊砂地整備

令和４年度 令和５年度天応地区　計画施設
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

呉市天応地区（大屋大川）の進捗状況

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）⼯事⼯程

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤5基
の整備を本年度末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げや新たな砂防堰堤（7基）の整備および
遊砂地の整備を予定。

12⽉12⽇末現在の状況

コンクリート打設状況
（3-91-90f渓流）

【計画施設】
・砂防堰堤 12基 ・遊砂地 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

コンクリート打設状況
（3-91-92隣e渓流）

完成イメージパース

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

砂防堰堤（再度災害防止）

遊砂地（再度災害防止）

令和元年12月13日時点

堰堤長 Ｌ＝44.0m
堰堤高 Ｈ＝9.5m

(緊急H=8.9m)

堰堤長 Ｌ＝59.0m
堰堤高 Ｈ＝13.5m

(緊急H=10.1m)

①

① ②

②

11




