
【平成１８年７月２４日１０時３０分現在】

※ 市町等の被害の確認状況により数値が変更される場合があります。

７月１８日からの大雨の被害状況等について（第８報）

広島県県民生活部危機管理局

１　被害状況等について（７月２４日　８時３０分現在）

（１）人的被害

　　　なし

（２）住家被害

　　①　７月１８日～１９日

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 備考

０ ０ ３ ２ ９８ 三次市，庄原市，神石高原町

　　②　７月２０日～

　　　　なし

２　避難勧告状況（７月２４日　８時３０分現在）

（１）　７月１８日～１９日

世帯数 人数 避難場所 備考

１８３（９３） ６３６（２８３） 総合体育館
庄原市

7/19 発令2：10  6：55 解除

　　※（　）は，実避難数

（２）　７月２０日～

　　　　なし

３　道路規制（７月２４日　９時００分現在）

区　　分 規制路線数

国 道 ３

主 要 地 方 道 ５

一 般 県 道 ９

計 １７

　※　詳細は，別紙のとおり



４　農林水産関係の被害状況（平成 1８年７月２１日　１２時００分現在）

（１）農業関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　分 被害面積・箇所数等 被害額 備　　　　考

農 作 物       133.0ha 調査中
・水稲：冠水及び土砂流入　130.7ha（三次市，庄原市）

・ 野菜（きゅうり，とまと，ほんれんそう，アスパラガス他）：

　冠水及び土砂流入　2.3ha（三次市，庄原市）

樹  体       3.0ha 調査中 ・りんご：冠水　(庄原市)

畜 産 物       調査中 調査中

園 芸 施 設 等       2.8ha 調査中
・ 野菜(ほうれんそう，ねぎ)，花き（きく）：ハウス浸水　2.8ha

　　(三次市，庄原市）

畜 産 施 設       調査中 調査中

共同利用施設等 調査中 調査中

農  地       22.9ha・153箇所 175,000 ・畦畔崩壊，土砂埋没等（庄原市，神石高原町）

農 業 用 施 設       106箇所 126,000 ・頭首工，用排水路，農道（府中市，庄原市，神石高原町）

合　計 301,000

（２）林業関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　分 被害面積・箇所数等 被害額 備　　　　考

山 地 崩 壊       0.3ha・13箇所 104,100 府中市，庄原市，安芸高田市，神石高原町

林  道       178ｍ・9箇所  12,300 三次市，神石高原町

林 産 施 設       調査中    調査中

合　計 116,400

（３）水産関係

　　　被害報告なし

５　公共土木関係の被害状況（平成 1８年７月２１日　１７時００分現在）

（単位：千円）

県 市町 合計

区分 被　害

箇所数

被害

金額

被　害

箇所数

被害

金額

被　害

箇所数

被害

金額

主な被災場所

河 川 109 476,470 67 107,990 176 584,460

砂 防 設 備 8 46,300 0 0 8 46,300

道 路 49 209,200 93 235,468 142 444,668

安芸高田市，三

次市，庄原市

計 166 731,970 160 343,458 326 1,075,428

６　学校施設の被害状況（平成 1８年７月２１日　１４時００分現在）

市町立学校 県立学校 私立学校 合計

３ ０ ０ ３



７　社会体育施設（平成 1８年７月２１日　１４時００分現在）

運動競技場 備考

１ 三良坂運動公園陸上競技場

８　文化財の被害状況（平成 1８年７月２１日　１７時００分現在）

区分 国宝
重要

文化財
史跡 名勝

天然

記念物
重伝建 登録 計

国指定・選定

登録文化財
－ １件 １件 － － － － ２件

県 指 定

文 化 財
－ － － － １件 － － １件

計 － １件 １件 － １件 － － ３件

９　その他

（１）三次市

　　　７月１９日　　３時３０分　災害対策本部設置

　　　７月１９日　１４時００分　災害対策本部解散

（２）庄原市

　　　７月１９日　　０時１５分　災害対策本部設置

　　　７月２１日　１６時００分　災害対策本部解散



道路災害規制状況（７／１８）

路線名 被災場所 被災原因 規制種類 規制日時 規制変更 変更日時 迂回路

1 福山 （一）前原谷仙養 神石高原町 笹尾 法面崩壊 全面通行止め 7月18日 15:00 町道

2 庄原 （一）下門田泉吉田 庄原市 高野町 高暮　まつばら橋下 法面崩壊 全面通行止め 7月18日 23:50 暫定供用 7月19日 12:00 （主）三次高野，R432

3 庄原 （一）下門田泉吉田 庄原市 高野町 高暮　藤淵橋～三次市境 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 9:20 （主）三次高野，R432

4 庄原 （主）三次高野 庄原市 口和町 竹地谷　あしはら橋付近 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 1:30 片側交互通行 7月19日 6:00

5 庄原 （一）比婆山公園森脇 庄原市 比和町 森脇　おっぱら橋付近 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 1:30 解除 7月20日 14:00 大規模林道粟倉木屋原線

6 庄原 （一）比婆山公園森脇 庄原市 比和町 森脇　きじや橋西城方面100m 路肩崩壊 全面通行止め 7月19日 9:40 大規模林道粟倉木屋原線

7 庄原 （国）４３２ 庄原市 比和町 木屋原　ふるさとランド付近 法面崩壊 片側交互通行 7月19日 1:30

8 庄原 （国）１８３ 庄原市 西城町 別所　比婆山公園線分かれ 法面崩壊 片側交互通行 7月19日 1:30

9 庄原 （国）１８３ 庄原市 西城町 小鳥原　小鳥原小学校上 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 2:00 片側交互通行 7月19日 6:00

10 庄原 （国）１８３ 庄原市 西城町 中野　美古登小学校上 路面冠水 全面通行止め 7月19日 2:00 解除 7月19日 10:00 市道

11 庄原 （国）１８３ 庄原市 西城町 本郷 法面崩壊 片側交互通行 7月19日 2:00

12 庄原 （国）４３２ 庄原市 比和町 木屋原　いなだ橋下 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 2:40 解除 7月21日 14:30

13 庄原 （主）西城比和 庄原市 比和町 比和　中曽沖 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 3:30 解除 7月19日 6:00 R183

14 庄原 （主）西城比和 庄原市 西城町 大屋　天神橋上 路肩崩壊 全面通行止め 7月19日 4:00 R183

15 庄原 （一）新市三次 庄原市 口和町 宮内　紙谷 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 4:00 三次高野線

16 庄原 （一）新市三次 庄原市 口和町 金田　はぎかわ橋 路面冠水のおそれ 全面通行止め 7月19日 4:00 解除 7月19日 7:30 三次高野線

17 庄原 （主）庄原東城 庄原市 東城町 戸宇　日東粉下 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 5:00 解除 R182

18 庄原 （一）庄原新市 庄原市 川北町 盤之谷 路面陥没 全面通行止め 7月19日 6:00 R432

19 庄原 （主）庄原東城 庄原市 本村町 中山峠 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 6:50 片側交互通行 7月20日 11:15 R182

20 庄原 （主）東城西城 庄原市 西城町 大佐　志野橋付近 路肩崩壊 全面通行止め 7月19日 7:40 R314

21 庄原 （国）１８３ 庄原市 西城町 小鳥原　小鳥原小学校上　１号 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 8:00 片側交互通行 7月19日 20:00 R314

22 庄原 （一）新市三次 庄原市 高野町 南　三次高野交点より1.5km先 路肩崩壊 全面通行止め 7月19日 9:50 市道

23 福山 （主）加茂油木 神石高原町 上野 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 14:00 R182

24 福山 （一）百谷新市 福山市 駅家町 服部永谷 路肩崩壊 全面通行止め 7月19日 14:00 市道

25 庄原 （一）油木小奴可 庄原市 西城町 高尾R183交点より1km先 法面崩壊 全面通行止め 7月19日 14:30 解除 7月21日 15:00 R314

26 庄原 （一）奥出雲高野 庄原市 高野町 上湯川 路肩崩壊 ２ｔ以上通行止め 7月20日 18:00

27 福山 （一）松永新市 福山市 赤坂 赤坂～駅家間 法面崩壊 全面通行止め 7月20日 22:00 解除 7月21日 17:00

28 庄原 （国）４３２ 庄原市 比和町 永原（なごうら）大橋下300ｍ 兼用護岸崩壊 片側交互通行 7月21日 14:30

29 庄原 （国）４３２ 庄原市 比和町 木屋原　浄水場付近 兼用護岸崩壊 片側交互通行 7月21日 14:30

30 呉 （一）上蒲刈島循環線 呉市 蒲刈町 向井 法面崩壊 全面通行止め 7月21日 17:00

31 庄原 （主）西城比和 庄原市 比和町 三河内　あせび橋～農免道交差点 路肩崩壊 全面通行止め 7月21日 15:00

32 広島 （一）勝田吉田 安芸高田市 八千代町 土師 法面崩壊 全面通行止め 7月20日 17:00

33 庄原 （主）三次高野 庄原市 口和町 竹地谷　ほたるみ公園付近 法面崩壊 片側交互通行 7月20日 10:00

34 呉 （国）４８７号 呉市 音戸町 畑　あかさき老人ホーム付近 法面崩壊 全面通行止め 7月22日 6:00 音戸倉橋線

庄原 全止め 9 箇所 （奥出雲高野線含む）

福山 全止め 3 箇所

広島 全止め 1 箇所

呉 全止め 2 箇所

片側交互通行或いは解除

※島根県境付近（いっぽんぎ橋）より島根県
側全面通行止め
　　島根県は通行止め


