
 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損1 国 0183 国道　１８３号 庄原市西城町熊野梶谷橋から庄原方面へ200m 庄原市西城町熊野梶谷橋から庄原方面へ200ｍ 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 12:30 0.01 片側交互通行 終日 2018/7/5 13:002 一 0292 一般県道　川角佐伯線 廿日市市玖島 廿日市市玖島 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 17:40 0.18 通行止め 終日 2018/7/5 17:40 主要地方道　大竹湯来線一般県道　白砂玖島線3 国 0183 国道　１８３号 庄原市西城町平子 庄原市西城町平子 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 17:50 0.04 片側交互通行 終日 2018/7/5 18:504 一 0105 一般県道　前原谷仙養線 神石郡神石高原町笹尾起点(奈良備中交点)から2ｋｍ（町道交点） 神石郡神石高原町笹尾起点(奈良備中交点)から3.5ｋｍ 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/5 19:00 1.91 通行止め 終日 2018/7/5 19:10 町道　貝原線（かいばらせん）5 一 0320 一般県道　浅塚横田線 安芸高田市甲田町浅塚 安芸高田市高宮町原田 災害規制 大雨 冠水 2018/7/5 18:00 1.23 通行止め 終日 2018/7/5 19:20 主要地方道　三次美土里線一般県道　下北甲田線一般県道　浅塚横田線一般県道　原田吉田線6 主 0057 主要地方道　東城西城線 庄原市西城町平子 庄原市西城町平子 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 18:00 0.40 通行止め 終日 2018/7/5 19:30 国道　１８３号主要地方道　新市七曲西城線その他道路7 一 0259 一般県道　帝釈峡井関線 神石郡神石高原町草木牧油木線との西側交点 神石郡神石高原町草木牧油木線との東側交点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 19:40 0.55 通行止め 終日 2018/7/5 19:40 一般県道　帝釈峡井関線一般県道　牧油木線神石広域農道町道　門田原入谷線（もんでんばらにゅうたにせん）8 一 0450 一般県道　内堀備後八幡停車場線 庄原市東城町竹森 庄原市東城町竹森 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 19:30 1.35 通行止め 終日 2018/7/5 20:00 その他道路9 一 0412 一般県道　牧油木線 神石郡神石高原町油木神石砕石下の町道交点 神石郡神石高原町油木182号交点（終点） 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 23:00 0.06 通行止め 終日 2018/7/5 23:00 町道　門田原入谷線（もんでんばらにゅうたにせん）10 主 0021 主要地方道　加茂油木線 福山市山野町山野東の免橋左岸端部（旧道交点） 福山市山野町山野西の免橋左岸端部（旧道交点） 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/5 22:40 0.69 通行止め 終日 2018/7/6 0:10 主要地方道　加茂油木線11 一 0416 一般県道　三和油木線 神石郡神石高原町安田農村公園北東 神石郡神石高原町安田農村公園北東 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 7:00 0.20 通行止め 終日 2018/7/6 7:00 国道　１８２号主要地方道　吉舎油木線一般県道　帝釈峡井関線一般県道　三和油木線12 一 0254 一般県道　比婆山公園線 庄原市西城町熊野大栃の木橋上 庄原市西城町熊野 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 9:30 0.03 通行止め 終日 2018/7/6 9:30 国道183号一般県道中迫川北線国道432号13 主 0065 主要地方道　大崎上島循環線 豊田郡大崎上島町東野大崎上島町東野外表 豊田郡大崎上島町東野大崎上島町東野外表 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 8:00 0.30 通行止め 終日 2018/7/6 10:00 主要地方道　大崎上島循環線一般県道　大田木ノ江線14 一 0366 一般県道　西浦三庄田熊線 尾道市因島鏡浦町 尾道市因島鏡浦町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 11:00 0.28 通行止め 終日 2018/7/6 12:50 市道荒神奥中屋敷線15 主 0057 主要地方道　東城西城線 庄原市東城町保田 庄原市東城町保田 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 10:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 14:00 一般県道　終始森線その他道路16 一 0365 一般県道　戸崎下組線 尾道市浦崎町 尾道市浦崎町 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 11:50 0.10 片側交互通行 終日 2018/7/6 15:00  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

別紙2No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間北部建設事務所庄原支所西部建設事務所廿日市支所北部建設事務所庄原支所

東部建設事務所東部建設事務所東部建設事務所

東部建設事務所西部建設事務所北部建設事務所庄原支所東部建設事務所北部建設事務所庄原支所
北部建設事務所庄原支所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所北部建設事務所庄原支所東部建設事務所三原支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損17 国 0432 国道　４３２号 庄原市比和町古頃 庄原市比和町古頃 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 15:20 0.34 通行止め 終日 2018/7/6 16:0018 一 0406 一般県道　宇津戸八幡線 尾道市御調町今田 尾道市御調町綾目 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 15:30 5.56 通行止め 終日 2018/7/6 16:30 御調久井線19 主 0050 主要地方道　本郷久井線 三原市高坂町 三原市高坂町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 17:20 0.42 通行止め 終日 2018/7/6 17:2020 主 0050 主要地方道　本郷久井線 三原市高坂町 三原市高坂町 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 17:20 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 17:2021 国 0186 国道　１８６号 山県郡安芸太田町上筒賀市境付近 山県郡安芸太田町上筒賀市境付近 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 15:50 0.05 片側交互通行 終日 2018/7/6 17:5022 国 0433 国道　４３３号 山県郡北広島町都志見向原口バス停付近 山県郡北広島町都志見向原口バス停付近 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 17:30 0.10 通行止め 終日 2018/7/6 18:00 町道23 国 0314 国道　３１４号 庄原市西城町熊野 庄原市西城町熊野梶谷トンネル島根県側坑口 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 17:30 0.04 通行止め 終日 2018/7/6 18:1024 国 0313 国道　３１３号 福山市横尾町 福山市横尾町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 15:40 0.16 通行止め 終日 2018/7/6 18:30 2018/7/7 12:00 2018/7/6 18:20:39片側交互通行25 主 0026 主要地方道　新市七曲西城線 庄原市東城町帝釈始終 庄原市東城町帝釈始終 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 18:30 0.51 通行止め 終日 2018/7/6 18:3026 一 0460 一般県道　栗谷河津原線 大竹市栗谷町奥谷尻大武産業200ｍ先 大竹市栗谷町奥谷尻大武産業から200ｍ先 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 19:00 0.01 通行止め 終日 2018/7/6 19:00 国道　１８６号一般県道　本多田佐伯線27 国 0184 国道　１８４号 尾道市御調町 尾道市御調町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 19:00 4.90 通行止め 終日 2018/7/6 19:0028 一 0447 一般県道　終始森線 庄原市東城町川鳥 庄原市東城町川鳥 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 18:40 0.67 通行止め 終日 2018/7/6 19:0029 主 0062 主要地方道　庄原作木線 庄原市門田町 庄原市門田町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 18:00 0.15 通行止め 終日 2018/7/6 19:1030 国 0314 国道　３１４号 庄原市東城町田黒 庄原市東城町田黒 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 19:00 0.89 通行止め 終日 2018/7/6 19:2031 国 0486 国道　４８６号 三原市大和町椋梨 三原市大和町椋梨 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 19:30 0.56 通行止め 終日 2018/7/6 19:3032 主 0034 主要地方道　矢野安浦線 安芸郡熊野町萩原 安芸郡熊野町萩原 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 20:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:00  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間北部建設事務所庄原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所
北部建設事務所庄原支所西部建設事務所廿日市支所東部建設事務所三原支所

東部建設事務所三原支所西部建設事務所安芸太田支所西部建設事務所安芸太田支所北部建設事務所庄原支所東部建設事務所
北部建設事務所庄原支所北部建設事務所庄原支所北部建設事務所庄原支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損33 一 0174 一般県道　瀬野呉線 安芸郡熊野町初神三丁目 安芸郡熊野町初神三丁目 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 20:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:0034 一 0174 一般県道　瀬野呉線 安芸郡熊野町新宮 安芸郡熊野町新宮 災害規制 大雨 道路陥没 2018/7/6 20:00 0.01 通行止め 終日 2018/7/6 20:0035 国 0375 国道　３７５号 東広島市福富町上戸野 東広島市福富町上戸野 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 20:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:0036 主 0059 主要地方道　東広島本郷忠海線 東広島市高屋町檜山 東広島市高屋町檜山 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 20:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:00 /037 一 0156 一般県道　御調久井線 尾道市御調町大原 尾道市御調町大原 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 20:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:0038 一 0460 一般県道　栗谷河津原線 大竹市栗谷町広原南宅50ｍ先 大竹市栗谷町広原南宅50ｍ先 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 20:20 0.01 通行止め 終日 2018/7/6 20:20 主要地方道　大竹湯来線一般県道　栗谷大野線一般県道　栗谷河津原線39 主 0029 主要地方道　吉田豊栄線 安芸高田市向原町坂県道広島三次線交点 安芸高田市向原町坂東広島市境 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 20:30 7.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:30 /0 国道　３７５号主要地方道　吉田豊栄線主要地方道　広島三次線主要地方道　世羅甲田線一般県道　吉原清武線40 主 0066 主要地方道　呉環状線 呉市天応 呉市焼山 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 20:40 4.45 通行止め 終日 2018/7/6 20:4041 一 0383 一般県道　篠根高尾線 尾道市御調町大山田 尾道市御調町大山田 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 20:40 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 20:4042 主 0066 主要地方道　呉環状線 呉市苗代町 呉市郷原町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 20:50 5.52 通行止め 終日 2018/7/6 20:5043 一 0155 一般県道　三原本郷線 三原市沼田 三原市沼田 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 20:50 1.06 通行止め 終日 2018/7/6 20:50 Ｒ２，市道44 主 0032 主要地方道　安芸津下三永線 東広島市安芸津町蚊無トンネル西 東広島市安芸津町蚊無トンネル西 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 21:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:1045 主 0033 主要地方道　瀬野川福富本郷線 三原市本郷町 三原市本郷町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 21:10 3.83 通行止め 終日 2018/7/6 21:1046 国 0432 国道　４３２号 竹原市新庄町 竹原市新庄町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 21:30 0.80 通行止め 終日 2018/7/6 21:3047 主 0034 主要地方道　矢野安浦線 東広島市黒瀬町津江 東広島市黒瀬町津江 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/6 21:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:3048 国 0184 国道　１８４号 世羅郡世羅町宇津戸 世羅郡世羅町宇津戸 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 21:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:30  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間西部建設事務所西部建設事務所西部建設事務所東広島支所
東部建設事務所三原支所西部建設事務所呉支所東部建設事務所三原支所

西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所廿日市支所西部建設事務所西部建設事務所呉支所
西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所東広島支所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損49 主 0028 主要地方道　吉舎豊栄線 世羅郡世羅町小国 世羅郡世羅町小国 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 21:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:3050 主 0054 主要地方道　福山尾道線 尾道市美ノ郷町 尾道市美ノ郷町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 21:30 1.13 通行止め 終日 2018/7/6 21:30 新道51 一 0408 一般県道　中安田田打線 世羅郡世羅町京丸 世羅郡世羅町京丸 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 21:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:30 R184他52 主 0033 主要地方道　瀬野川福富本郷線 東広島市河内町河戸 東広島市河内町河戸 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 21:40 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:4053 主 0033 主要地方道　瀬野川福富本郷線 東広島市志和町志和堀 東広島市志和町志和堀 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 21:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:5054 主 0050 主要地方道　本郷久井線 三原市久井町坂井原 三原市久井町坂井原 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 21:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 21:5055 一 0343 一般県道　下徳良本郷線 三原市本郷町 三原市本郷町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 21:50 0.88 通行止め 終日 2018/7/6 21:5056 国 0375 国道　３７５号 呉市 呉市 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:00 5.70 通行止め 終日 2018/7/6 22:0057 国 0432 国道　４３２号 竹原市新庄町 竹原市新庄町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:00 0.40 通行止め 終日 2018/7/6 22:0058 一 0334 一般県道　小多田安浦線 呉市頓原 呉市頓原 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 20:10 0.49 通行止め 終日 2018/7/6 22:1059 一 0441 一般県道　七塚三良坂線 三次市三良坂町光清庄原境 三次市三良坂町仁賀三次庄原線　合流点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 21:50 4.07 通行止め 終日 2018/7/6 22:2060 主 0064 主要地方道　三次美土里線 安芸高田市高宮町原田房後交差点 安芸高田市高宮町原田市道交差点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:30 1.36 通行止め 終日 2018/7/6 22:30 国道　４３３号主要地方道　甲田作木線主要地方道　三次美土里線一般県道　下北甲田線61 主 0066 主要地方道　呉環状線 呉市阿賀南 呉市阿賀南 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:30 0.62 通行止め 終日 2018/7/6 22:3062 主 0027 主要地方道　吉舎油木線 三次市甲奴町西野甲山甲奴上市線合流部 三次市甲奴町梶田梶田大橋 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 22:00 2.26 通行止め 終日 2018/7/6 22:3063 一 0355 一般県道　大崎下島循環線 呉市大浜 呉市大浜 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:50 0.34 通行止め 終日 2018/7/6 22:5064 一 0330 一般県道　上三永竹原線 竹原市仁賀町 竹原市仁賀町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:50 5.23 通行止め 終日 2018/7/6 22:50  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所
西部建設事務所東広島支所西部建設事務所呉支所北部建設事務所

西部建設事務所東広島支所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所呉支所
西部建設事務所西部建設事務所呉支所北部建設事務所西部建設事務所呉支所西部建設事務所東広島支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損65 主 0075 主要地方道　三原竹原線 三原市沼田東町 三原市沼田東町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 22:40 0.52 通行止め 終日 2018/7/6 22:50 市道等66 一 0158 一般県道　尾道新市線 尾道市美ノ郷町 尾道市美ノ郷町 災害規制 大雨 倒木 2018/7/6 22:50 0.66 通行止め 終日 2018/7/6 22:5067 一 0465 一般県道　川尻安浦線 呉市日之浦 呉市日之浦 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:00 0.86 通行止め 終日 2018/7/6 23:0068 主 0025 主要地方道　三原東城線 三原市久井町 三原市久井町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 23:00 3.99 通行止め 終日 2018/7/6 23:0069 国 0375 国道　３７５号 三次市三和町有原羽出庭三良坂線合流点 三次市三和町有原食事処　一休　付近 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 22:30 2.69 通行止め 終日 2018/7/6 23:0070 国 0375 国道　３７５号 三次市三若町鳥越峠 三次市三和町有原羽出庭三良坂線合流点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:30 2.02 通行止め 終日 2018/7/6 23:0071 主 0051 主要地方道　甲山甲奴上市線 三次市甲奴町太郎丸庄原境 三次市甲奴町太郎丸太郎丸吉舎線合流点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:30 2.54 通行止め 終日 2018/7/6 23:0072 一 0174 一般県道　瀬野呉線 呉市西谷町 呉市西谷町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:00 1.32 通行止め 終日 2018/7/6 23:1073 主 0075 主要地方道　三原竹原線 三原市小泉町 三原市小泉町 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 23:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 23:1074 一 0287 一般県道　上蒲刈島循環線 呉市宮盛 呉市宮盛 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:30 1.49 通行止め 終日 2018/7/6 23:3075 一 0427 一般県道　宇賀矢野線 三次市甲奴町小童甲山甲奴上市線合流部より1kmインター寄り 三次市甲奴町小童山王神社から500m上下寄り 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:00 0.87 通行止め 終日 2018/7/6 23:3076 一 0287 一般県道　上蒲刈島循環線 呉市向 呉市向 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:40 0.91 通行止め 終日 2018/7/6 23:4077 一 0287 一般県道　上蒲刈島循環線 呉市初神 呉市初神 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:40 1.00 通行止め 終日 2018/7/6 23:4078 主 0050 主要地方道　本郷久井線 三原市本郷北市営川崎住宅前 三原市本郷北市営川崎住宅北 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 23:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 23:5079 一 0345 一般県道　上徳良久井線 三原市久井町羽倉 三原市久井町土取 災害規制 大雨 その他 2018/7/6 23:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 23:5080 一 0384 一般県道　下川辺尾道線 尾道市原田町梶山田 尾道市原田町梶山田 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/6 23:50  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所呉支所

東部建設事務所三原支所西部建設事務所呉支所北部建設事務所

東部建設事務所三原支所北部建設事務所北部建設事務所北部建設事務所西部建設事務所呉支所
西部建設事務所呉支所西部建設事務所呉支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損81 主 0046 主要地方道　東広島白木線 東広島市志和町志和堀 東広島市志和町志和堀 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 0:10 0.10 通行止め 終日 2018/7/7 0:1082 国 0184 国道　１８４号 尾道市美ノ郷町三成 尾道市美ノ郷町三成 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 0:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 0:1083 国 0184 国道　１８４号 尾道市木ノ庄町畑諸原TN～畑TN 尾道市木ノ庄町畑 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 0:10 0.36 通行止め 終日 2018/7/7 0:1084 一 0374 一般県道　羽和泉室町線 三原市久井町和草 三原市久井町和草 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 0:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 0:10 三原東城線等85 主 0034 主要地方道　矢野安浦線 東広島市黒瀬町乃美尾 東広島市黒瀬町乃美尾 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 0:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 0:3086 主 0059 主要地方道　東広島本郷忠海線 三原市本郷町下北方 三原市本郷町下北方 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 0:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 0:3087 一 0389 一般県道　草深古市松永線 尾道市浦崎町 尾道市浦崎町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 0:40 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 0:4088 一 0344 一般県道　大草三原線 三原市久井町 三原市久井町 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 1:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 1:00 R48689 国 0317 国道　３１７号 尾道市因島大浜町 尾道市因島大浜町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 1:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 1:10 西浦三庄田熊線90 国 0486 国道　４８６号 三原市大和町久井町境 三原市大和町久井町境 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 1:20 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 1:2091 主 0072 主要地方道　福山沼隈線 福山市沼隈町 福山市沼隈町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 1:00 0.87 通行止め 終日 2018/7/7 1:30 主要地方道　鞆松永線その他道路92 国 0375 国道　３７５号 三次市作木町大津式トンネル 三次市作木町大津両国橋　合流点 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 1:00 1.40 通行止め 終日 2018/7/7 1:30 国道　５４号国道　３７５号主要地方道　庄原作木線一般県道　大津横谷線93 主 0050 主要地方道　本郷久井線 三原市高坂町 三原市高坂町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 1:30 4.28 通行止め 終日 2018/7/7 1:4094 一 0362 一般県道　小泉本郷線 三原市沼田西町小原 三原市沼田西町小原 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 1:40 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 1:40 東広島本郷忠海線95 一 0174 一般県道　瀬野呉線 安芸郡熊野町呉地熊野町 安芸郡熊野町呉地熊野町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 1:50 0.15 通行止め 終日 2018/7/7 1:50 呉平谷線96 主 0031 主要地方道　呉平谷線 呉市押込 呉市押込 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 1:50 0.87 片側交互通行 終日 2018/7/7 1:50  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所
東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所

東部建設事務所三原支所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所
北部建設事務所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所西部建設事務所呉支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損97 一 0352 一般県道　高屋河戸線 東広島市河内町河戸 東広島市河内町河戸 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 1:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 1:5098 一 0372 一般県道　林御寺線 尾道市瀬戸田町御寺 尾道市瀬戸田町御寺 災害規制 大雨 倒木 2018/7/7 1:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 1:50 生口島循環線99 主 0066 主要地方道　呉環状線 呉市警固屋 呉市警固屋 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 2:20 0.34 通行止め 終日 2018/7/7 2:20100 一 0344 一般県道　大草三原線 三原市長谷町 三原市長谷町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 2:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 2:30101 主 0054 主要地方道　福山尾道線 尾道市西藤町 尾道市西藤町 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 2:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 2:50102 国 0432 国道　４３２号 東広島市河内町小田 東広島市河内町小田 災害規制 大雨 道路陥没 2018/7/7 3:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 3:50103 国 0486 国道　４８６号 府中市三郎丸町 府中市府川町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 4:00 6.86 通行止め 終日 2018/7/7 4:00104 主 0042 主要地方道　大竹湯来線 廿日市市大野渡ノ瀬橋 廿日市市峠音丸橋 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 4:20 3.40 通行止め 終日 2018/7/7 4:20 主要地方道　大竹湯来線主要地方道　廿日市佐伯線105 主 0024 主要地方道　府中上下線 府中市篠根町 府中市上下町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 4:30 20.66 通行止め 終日 2018/7/7 4:20106 一 0102 一般県道　下御領井原線 福山市神辺町下竹田 福山市神辺町下竹田 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 4:30 0.37 通行止め 終日 2018/7/7 4:50107 一 0390 一般県道　三谷神辺線 福山市神辺町三谷 福山市神辺町三谷 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 5:00 0.11 通行止め 終日 2018/7/7 5:00108 主 0039 主要地方道　三次高野線 庄原市口和町竹地谷 庄原市口和町竹地谷下槇原集会所前 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 4:30 0.62 通行止め 終日 2018/7/7 5:00109 主 0009 主要地方道　芳井油木線 神石郡神石高原町神石高原町 神石郡神石高原町神石高原町 災害規制 大雨 冠水 2018/7/6 22:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 5:10110 国 0184 国道　１８４号 三次市吉舎町海田原農道別れ 三次市吉舎町敷地敷地大橋 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 4:30 3.18 通行止め 終日 2018/7/7 5:10 双三広域農道主要地方道三次庄原線111 国 0487 国道　４８７号 呉市波多見 呉市波多見 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 5:30 0.85 通行止め 終日 2018/7/7 5:30112 国 0487 国道　４８７号 呉市音戸町高須 呉市音戸町高須 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 5:30 0.87 通行止め 終日 2018/7/7 5:30  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所呉支所

東部建設事務所東部建設事務所東部建設事務所

東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所西部建設事務所廿日市支所
北部建設事務所庄原支所東部建設事務所北部建設事務所西部建設事務所呉支所西部建設事務所呉支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損113 主 0035 主要地方道　音戸倉橋線 呉市倉橋町本浦 呉市倉橋町本浦 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 5:30 0.59 通行止め 終日 2018/7/7 5:30114 一 0283 一般県道　倉橋大向釣土田港線 呉市倉橋町本浦 呉市倉橋町本浦 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 5:30 0.23 通行止め 終日 2018/7/7 5:30115 主 0024 主要地方道　府中上下線 府中市上下町井永 府中市父石町 災害規制 大雨 倒木 2018/7/7 21:00 20.99 通行止め 終日 2018/7/7 5:30116 一 0390 一般県道　三谷神辺線 福山市加茂町 福山市加茂町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 21:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 5:40117 一 0103 一般県道　七曲井原線 福山市加茂町 福山市加茂町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 5:50118 一 0322 一般県道　北船木線 安芸高田市高宮町船木 安芸高田市高宮町船木 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 6:00 2.80 通行止め 終日 2018/7/7 6:00119 一 0330 一般県道　上三永竹原線 竹原市新庄町 竹原市新庄町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 6:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 6:00120 一 0103 一般県道　七曲井原線 福山市加茂町 福山市加茂町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 6:00121 一 0104 一般県道　坂瀬川芳井線 福山市山野町 福山市山野町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 6:00122 一 0448 一般県道　下千鳥小奴可停車場線 庄原市東城町内堀清水舎橋 庄原市東城町内堀 災害規制 大雨 道路陥没 2018/7/7 5:50 0.14 通行止め 終日 2018/7/7 6:00 その他市道123 主 0035 主要地方道　音戸倉橋線 呉市倉橋町井目木 呉市倉橋町井目木 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 6:10 0.72 通行止め 終日 2018/7/7 6:10124 一 0411 一般県道　木割谷小吹線 神石郡神石高原町上豊松神石高原町 神石郡神石高原町上豊松神石高原町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 23:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 6:10125 主 0027 主要地方道　吉舎油木線 府中市上下町二森 府中市上下町二森 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 22:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 6:20126 主 0035 主要地方道　音戸倉橋線 呉市音戸町田原 呉市音戸町田原 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 6:40 1.13 通行止め 終日 2018/7/7 6:40127 国 0314 国道　３１４号 庄原市西城町熊野木次線跨道橋下 庄原市西城町熊野 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 6:20 0.14 通行止め 終日 2018/7/7 6:40128 国 0487 国道　４８７号 呉市音戸町波多見 呉市音戸町波多見 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 5:30 0.61 片側交互通行 終日 2018/7/7 6:50  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間西部建設事務所呉支所西部建設事務所呉支所東部建設事務所

東部建設事務所北部建設事務所庄原支所西部建設事務所呉支所

東部建設事務所東部建設事務所西部建設事務所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所
東部建設事務所東部建設事務所西部建設事務所呉支所北部建設事務所庄原支所西部建設事務所呉支所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損129 一 0283 一般県道　倉橋大向釣土田港線 呉市倉橋町西宇土 呉市倉橋町西宇土 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 6:50 0.14 通行止め 終日 2018/7/7 6:50130 主 0079 主要地方道　芸北大朝線 山県郡北広島町大朝鳴滝温泉入口付近 山県郡北広島町大朝鳴滝温泉入口付近 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/7 6:50 0.04 通行止め 終日 2018/7/7 6:50 国道　２６１号主要地方道　浜田八重可部線主要地方道　芸北大朝線131 国 0487 国道　４８７号 呉市音戸町早瀬 呉市音戸町早瀬 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:00 0.16 通行止め 終日 2018/7/7 7:00132 主 0035 主要地方道　音戸倉橋線 呉市音戸町渡子 呉市音戸町渡子 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:00 0.99 通行止め 終日 2018/7/7 7:00133 一 0283 一般県道　倉橋大向釣土田港線 呉市倉橋町大向 呉市倉橋町大向 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:00 1.29 通行止め 終日 2018/7/7 7:00134 主 0035 主要地方道　音戸倉橋線 呉市倉橋町宇和木 呉市倉橋町宇和木 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:10 0.66 通行止め 終日 2018/7/7 7:10135 一 0283 一般県道　倉橋大向釣土田港線 呉市倉橋町重生 呉市倉橋町灘 災害規制 大雪 土砂崩れ 2018/7/7 7:10 1.54 通行止め 終日 2018/7/7 7:10136 一 0334 一般県道　小多田安浦線 東広島市黒瀬町南方 東広島市黒瀬町南方 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 7:10137 一 0351 一般県道　造賀田万里線 東広島市高屋町高屋堀 東広島市高屋町高屋堀 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:10 0.48 通行止め 終日 2018/7/7 7:10138 主 0025 主要地方道　三原東城線 三原市西宮 三原市久井町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:10 7.81 通行止め 終日 2018/7/7 7:10139 国 0317 国道　３１７号 尾道市因島中庄町青影トンネル 尾道市因島中庄町青影トンネル 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 7:20 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 7:20 中庄土生線等140 一 0444 一般県道　油木小奴可線 庄原市西城町小鳥原 庄原市西城町小鳥原坂根橋 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:10 0.11 通行止め 終日 2018/7/7 7:20141 国 0432 国道　４３２号 三原市大和町 三原市大和町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 7:30 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 7:30142 一 0375 一般県道　吉田丸門田線 尾道市御調町野間 尾道市御調町野間 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 7:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 7:50143 一 0112 一般県道　三次江津線 安芸高田市高宮町船木三次市境 安芸高田市高宮町佐々部国道４３３号交点 災害規制 大雨 冠水 2018/7/7 8:00 6.69 通行止め 終日 2018/7/7 8:00144 一 0323 一般県道　中北川根線 安芸高田市美土里町北国道４３３号交点 安芸高田市高宮町川根新二重谷橋 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 8:00 4.67 通行止め 終日 2018/7/7 8:00 国道　４３３号主要地方道　甲田作木線主要地方道　三次美土里線一般県道　北船木線  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間西部建設事務所呉支所西部建設事務所安芸太田支所西部建設事務所呉支所

西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所

西部建設事務所呉支所西部建設事務所呉支所西部建設事務所呉支所西部建設事務所呉支所西部建設事務所東広島支所
北部建設事務所庄原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所西部建設事務所西部建設事務所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損145 一 0325 一般県道　船木上福田線 安芸高田市高宮町船木県道三次美土里線交点 安芸高田市高宮町船木県道北舟木線交点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 8:00 3.01 通行止め 終日 2018/7/7 8:00 主要地方道　甲田作木線主要地方道　三次美土里線一般県道　北船木線146 一 0438 一般県道　羽出庭向原線 安芸高田市向原町坂県道吉田豊栄線交点 安芸高田市向原町坂三次市境 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 8:00 4.52 通行止め 終日 2018/7/7 8:00 国道　４３３号主要地方道　甲田作木線主要地方道　吉田豊栄線主要地方道　広島三次線主要地方道　世羅甲田線147 一 0450 一般県道　内堀備後八幡停車場線 庄原市東城町塩原 庄原市東城町塩原 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 8:00 0.44 通行止め 終日 2018/7/7 8:20148 一 0326 一般県道　原田吉田線 安芸高田市吉田町山部 安芸高田市吉田町山部 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 9:00 0.64 通行止め 終日 2018/7/7 9:00 主要地方道　吉田邑南線主要地方道　三次美土里線149 国 0183 国道　１８３号 庄原市西城町西城 庄原市西城町中野 災害規制 大雨 大雨 2018/7/6 19:20 1.09 片側交互通行 終日 2018/7/7 9:00 2018/7/7 01:05:28通行止め150 一 0455 一般県道　金田平和線 庄原市水越町 庄原市水越町 災害規制 大雨 大雨 2018/7/6 20:20 0.67 片側交互通行 終日 2018/7/7 9:00 2018/7/7 02:24:48通行止め151 国 0317 国道　３１７号 尾道市因島洲江町 尾道市因島洲江町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 9:20 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 9:20152 一 0158 一般県道　尾道新市線 尾道市原田町梶山田 尾道市原田町梶山田 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 9:20 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 9:20153 一 0157 一般県道　松永新市線 福山市駅家町向永谷高倉神社付近 福山市駅家町向永谷高倉神社付近 災害規制 大雨 倒木 2018/7/7 7:00 0.09 通行止め 終日 2018/7/7 9:30 国道　１８２号一般県道　松永新市線一般県道　加茂福山線一般県道　百谷新市線その他道路154 一 0462 一般県道　百谷新市線 福山市駅家町服部永谷平林池付近 福山市駅家町服部永谷平林池付近 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 9:40 0.08 通行止め 終日 2018/7/7 9:40 国道　１８２号一般県道　加茂福山線一般県道　百谷新市線その他道路155 一 0344 一般県道　大草三原線 三原市高坂町真良 三原市高坂町真良 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 9:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 9:50 三原本郷線等156 一 0377 一般県道　向島循環線 尾道市向東町 尾道市向東町 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 9:50 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 9:50157 国 0486 国道　４８６号 東広島市豊栄町安宿 東広島市豊栄町安宿 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 6:10 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 10:30158 一 0366 一般県道　西浦三庄田熊線 尾道市因島土生町 尾道市因島土生町 災害規制 大雨 その他 2018/7/7 8:00 0.00 通行止め 終日 2018/7/7 10:30159 主 0026 主要地方道　新市七曲西城線 福山市新市町藤尾未改良部起点 神石郡神石高原町父木野福山市境 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 10:00 1.87 通行止め 終日 2018/7/7 10:30 国道　１８２号主要地方道　新市七曲西城線一般県道　松永新市線一般県道　加茂福山線160 一 0161 一般県道　三和大和線 三次市三和町飯田 三次市三和町飯田 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 9:00 0.32 通行止め 終日 2018/7/7 11:20  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間西部建設事務所西部建設事務所北部建設事務所庄原支所

東部建設事務所東部建設事務所東部建設事務所三原支所

西部建設事務所北部建設事務所庄原支所北部建設事務所庄原支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所三原支所
東部建設事務所三原支所西部建設事務所東広島支所東部建設事務所三原支所東部建設事務所北部建設事務所



 災害規制状況 平成30年7月7日  17時39分時点道路種別 番号 路線名 起点 終点 規制種別 気象 規制理由 月/日 時間 月/日 時間 月/日 時間 人身 物損161 国 0314 国道　３１４号 庄原市東城町菅 庄原市東城町菅 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 19:10 0.96 片側交互通行 終日 2018/7/7 11:50 2018/7/7 02:12:56通行止め162 主 0025 主要地方道　三原東城線 庄原市東城町久代 庄原市東城町久代 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 19:00 0.61 片側交互通行 終日 2018/7/7 11:50 2018/7/7 01:13:38通行止め163 一 0467 一般県道　庄原新市線 庄原市比和町三河内 庄原市比和町三河内 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 18:30 0.48 片側交互通行 終日 2018/7/7 11:50 2018/7/7 01:51:46通行止め164 一 0390 一般県道　三谷神辺線 福山市神辺町東中条 福山市神辺町東中条 災害規制 雨 倒木 2018/7/7 11:50 0.42 通行止め 終日 2018/7/7 12:00 一般県道　粟根神辺線その他道路165 主 0027 主要地方道　吉舎油木線 三次市吉舎町吉舎平木橋上 三次市吉舎町吉舎平木橋上 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/7 13:20 0.29 片側交互通行 終日 2018/7/7 13:20166 一 0112 一般県道　三次江津線 安芸高田市 三次市 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/7 13:50 1.05 通行止め 終日 2018/7/7 14:00 国道　５４号一般県道　北船木線一般県道　船木上福田線その他道路167 一 0112 一般県道　三次江津線 三次市粟屋町馬行谷橋 三次市馬行谷橋から三次寄すぐのトンネル 災害規制 大雨 道路損壊 2018/7/7 13:50 0.27 通行止め 終日 2018/7/7 15:00 国道　５４号一般県道　北船木線一般県道　船木上福田線その他道路168 主 0034 主要地方道　矢野安浦線 広島市安芸区矢野南五丁目 矢野町土居交差点 広島市安芸区矢野町 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/6 20:00 0.82 車線規制 終日 2018/7/7 15:10169 主 0042 主要地方道　大竹湯来線 廿日市市大野㈲田端木工地先 廿日市市大野㈲田端木工地先 災害規制 大雨 道路陥没 2018/7/7 16:10 0.00 片側交互通行 終日 2018/7/7 16:30170 国 0433 国道　４３３号 山県郡北広島町川戸大倉尻橋 山県郡北広島町惣森県道千代田八千代交差点 災害規制 大雨 土砂崩れ 2018/7/7 10:30 2.60 通行止め 終日 2018/7/7 16:30 国道　２６１号国道　４３３号主要地方道　浜田八重可部線主要地方道　千代田八千

災害規制  96路線170区間  薄黄色着色箇所は「通行止め、大型車通行止め」箇所  薄青色着色箇所は「片側交互通行」箇所

No 路線 被害状況規制箇所事務所 発生日時 規制延長 迂回路規制開始日時 解除予定日時 規制解除日時 備考規制原因 規制内容 規制時間北部建設事務所庄原支所北部建設事務所庄原支所北部建設事務所庄原支所
西部建設事務所廿日市支所西部建設事務所安芸太田支所

東部建設事務所北部建設事務所北部建設事務所北部建設事務所西部建設事務所


