
○避難指示発令の状況（6月23日４時現在） 　　

市町名 区名 対象地区名 発令時間 解除時間 備考

広島市 安佐南区 梅林学区と八木学区のＪＲ可部線以西 6月23日　1時53分 継続中

合計市町数 1

発令中市町数※ 1

解除済市町数 0

※避難準備情報，避難指示へ切換されたものは含まない

○避難勧告発令の状況（6月23日４時現在）

市町名 区名 対象地区名 発令時間 解除時間 備考

中区 江波小学校区などの土砂災害危険個所 6月23日　0時10分

福木地区などの土砂災害危険箇所 6月23日　0時50分

矢賀学区などの府中大川からの浸水が想
定される区域

6月23日　1時00分

元宇品学区などの土砂災害危険箇所 6月22日　23時50分

大河学区などの土砂災害危険箇所 6月22日　23時50分

似島地区及び金輪島の土砂災害危険個所 6月23日　0時42分

荒神町学区及び大州学区の洪水による浸
水想定区域

6月23日　1時00分

井口小学校区などの土砂災害危険箇所 6月22日　22時10分

己斐小学校区などの土砂災害危険箇所 6月23日　0時40分

伴学区及び伴南学区の土砂災害特別警戒
区域，土砂災害警戒区域，急傾斜地崩壊
危険区域，急傾斜地崩壊危険個所及び土
石流危険渓流のある区域

6月23日　0時05分

祇園，長束西，伴東，大塚の各学区の土砂
土砂災害特別警戒区域，土砂災害警戒区
域，急傾斜地崩壊危険区域，急傾斜地崩
壊危険個所及び土石流危険渓流のある区
域

6月23日　0時49分

安北，上安などの各学区の土砂災害特別
警戒区域，土砂災害警戒区域，急傾斜地
崩壊危険区域，急傾斜地崩壊危険個所及
び土石流危険渓流のある区域

6月23日　1時39分

可部学区の根谷川から東側の区域と三入
学区の根谷川から東側の区域

6月23日　0時8分

三田学区，三入学区，三入東学区の土砂
災害特別警戒区域，土砂災害警戒区域，
土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険区
域，急傾斜地崩壊危険箇所，土石流危険
渓流）

6月23日　2時18分

狩小川学区などの土砂災害特別警戒区
域，土砂災害警戒区域，土砂災害危険箇
所（急傾斜地崩壊危険区域，急傾斜地崩壊
危険箇所，土石流危険渓流）

6月23日　１時59分

阿戸小学校区の土砂災害警戒区域，土砂
災害危険箇所

6月23日　0時10分

船越学区、中野学区、瀬野学区、矢野学
区、矢野西学区の瀬野川からの浸水が想
定される区域

6月23日　2時10分

瀬野，みどり坂，矢野，矢野西，矢野南小
学校区及び寺屋敷地区の土砂災害警戒区
域，土砂災害危険箇所

6月23日　1時15分

船越，中野，中野東，畑賀小学校区の土砂
災害警戒区域，土砂災害危険箇所

6月23日　1時00分

石内及び五月が丘小学校区の土砂災害特
別警戒区域，土砂災害警戒区域，土砂災
害危険箇所

6月23日　0時00分

美鈴が丘，八幡東，五日市東，五日市，五
日市南，楽々園小学校区の土砂災害特別
警戒区域，土砂災害警戒区域，土砂災害
危険箇所

6月22日　22時10分
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八幡，五日市観音西，五日市観音小学校
区の土砂災害特別警戒区域，土砂災害警
戒区域，土砂災害危険個所

6月23日　0時10分

湯来西，湯来南小学校区の土砂災害特別
警戒区域，土砂災害警戒区域，土砂災害
危険個所

6月23日　0時30分

藤の木，河内，彩が丘小学校区の土砂災
害特別警戒区域，土砂災害警戒区域，土
砂災害危険個所

6月23日　0時20分

湯来東小学校区の土砂災害特別警戒区
域，土砂災害警戒区域，土砂災害危険個
所

6月23日　１時00分

呉市 中央地区，阿賀地区など 6月23日　２時00分

三原市 中之町地区，深町地区など 6月23日　１時40分

美ノ郷町本郷など 6月23日　１時41分

西藤町など 6月23日　2時05分

東広島市 河内町入野 6月23日　0時45分

海田町 海田小学校区など（洪水） 6月23日　2時15分

熊野町 全域 6月23日　2時10分

坂町 北新地，平成ヶ浜地区以外 6月23日　1時30分

合計市町数 8

発令中市町数※ 8

解除済市町数 0

※避難準備情報，避難指示へ切換されたものは含まない

○避難準備情報発令の状況（6月23日４時現在）

市町名 区名 対象地区名 発令時間 解除時間 備考

大塚の各学区の土砂災害特別警戒区域，
土砂災害警戒区域，急傾斜地崩壊危険区
域，急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危
険渓流のある区域

6月22日　19時30分

春日野学区及び山本学区の土砂土砂災害
特別警戒区域，土砂災害警戒区域，急傾
斜地崩壊危険区域，急傾斜地崩壊危険個
所及び土石流危険渓流のある区域

6月23日　1時59分

梅林、緑井などの各学区の安川の氾濫に
より浸水する可能性がある区域

6月23日　1時46分

井原学区などの土砂災害特別警戒区域，
土砂災害警戒区域，土砂災害危険箇所（急
傾斜地崩壊危険区域，急傾斜地崩壊危険
箇所，土石流危険渓流）

6月23日　1時45分

鈴張学区及び飯室学区の鈴張川からの浸
水の想定される区域

6月23日　1時45分

深川学区と狩小川学区の三篠川からの浸
水の想定される地域

6月23日　3時58分

五日市中央，楽々園，五日市，五日市観音
学区の岡ノ川浸水想定区域

6月22日　22時50分

湯来東学区（久日市、津伏、宇佐地区を除
く）で水内川からの浸水の想定される区域

6月23日　1時52分

呉市 仁方地区，天応地区など 6月22日　17時00分

竹原市 東野，吉名など 6月22日　23時25分

須波，和田など 6月23日　１時40分

沼田東，本郷 6月23日　２時45分

福山市 全域 6月22日　22時10分

東広島市 安芸津町全域 6月22日　22時40分

海田町 海田小学校区など（土砂災害） 6月22日　23時50分

合計市町数 7

発令中市町数※ 7

解除済市町数 0

※避難勧告，避難指示へ切換されたものは含まない
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○自主避難の状況

市区町名 人数（概数） 地区名

福山市 87 赤坂地区など

尾道市 7

江田島市 11 鷲部地区など

廿日市市 3 宮内地区など

避難人数（6月23日４時現在）　※自主避難含む

市町名 区名 世帯数 人数

東区 21 47

南区 8 8

西区 26 67

安佐南区 15 28

安佐北区 2 5

安芸区 35 104

佐伯区 30 66

竹原市 3 10

尾道市 49 129

福山市 35 87

東広島市 63 143

廿日市市 1 3

江田島市 5 11

大竹市 9 25

海田町 33 70

熊野町 5 15

坂町 ― 136

大崎上島町 3 6

343 960

広島市
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