
 

７月５日からの大雨による被害等について（第８報） 

（平成 30年台風７号及び前線等に伴う大雨） 

 

H30.7.7 17：00現在 

広島県災害対策本部 

 

１ 予警報（大雨・洪水）の発表状況（7/7 17時現在） 

市町名 
土砂災害警戒情報 

特別警

報 
警報 注意報 

発表 解除 大雨 大雨 洪水 大雨 洪水 

広島市 ６日 14：05     ●     ● 

呉市 ６日 18：10     ●     ● 

大竹市 ６日 15：10     ●     ● 

廿日市市 ６日 14：25     ●       

江田島市 ６日 18：10     ●       

府中町 ６日 17：35     ●       

海田町 ６日 17：35     ●       

熊野町 ６日 18：10     ●       

坂町 ６日 17：35     ●       

三原市 ６日 18：10     ● ●     

尾道市 ６日 18：40     ● ●     

福山市 ６日 19：00     ● ●     

府中市 ６日 18：40 ７日 14：30   ● ●     

世羅町 ６日 18：40 ７日 14：30   ●     ● 

神石高原町 ６日 17：35     ●     ● 

竹原市 ６日 17：50     ●     ● 

東広島市 ６日 17：50     ● ●     

大崎上島町 ６日 19：00     ●       

三次市 ６日 15：10 ７日 13：00   ● ●     

庄原市 
５日 17：15 ６日 1：35 

  ●     ● 
６日 14：40   

安芸高田市 ６日 14：40 ７日 13：00   ●     ● 

安芸太田町 ６日 14：40 ７日 11：40 
 

●     ● 

北広島町 ６日 14：40 ７日 11：40   ●     ● 

計 23 7 0 23 6 0 10 

  



 

２ 被害等の有無 

（１）人的被害（7/7 17時 00分現在） 
市町名 死亡 行方不明 重傷 軽傷 計 備考 

大竹市    １ １  

三原市 ２ ２   ４  

府中市 １ １   ２  

世羅町    １ １  

東広島市 ５    ５  

安芸高田市 １    １  

江田島市   ４  ４  

尾道市  １  １ ２  

呉市 ３ ４   ７  

福山市 １   １ ２  

海田町   ２  ２  

熊野町    １ １  

府中町    １ １  

竹原市 ２    ２  

計 １５ ８ ６ ６ ３５  

 

 （確認中の情報） 

市町名 状況 

広島市南区丹那 土砂崩れ１名，心肺停止状態 

広島市安佐北区口田 土砂崩れ，２名生き埋め，心肺停止状態 

広島市安芸区畑賀 車が流されている３名安否不明 

呉市安浦 ２～３名生き埋め，１名救出，２名救出中 

海田町 瀬野川で人が流されている 

海田町 三迫川で人が流されている 

熊野町川角 
土砂崩れ，車が埋まっている 

家が流されている可能性あり 

坂町横浜西一丁目 １名生き埋め，安否不明 

坂町小屋浦 １名生き埋め，安否不明 

竹原市 安否不明３件（２名） 

府中市河南町 女性が流され，行方不明 

広島市矢野東七丁目 心肺停止１名 中等症×１名 命に別条なし 

坂町小屋浦四丁目 身元不明水死体１名発見 

尾道市 所在不明１名 

熊野町 土砂崩れ重症者３名 

広島市東区馬木八丁目 土砂流入１名安否不明 

広島市安佐北区口田南三

丁目 
家屋倒壊流出で１名心肺停止状態 

 

  



（２）住家被害 

市町名 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 計 

呉市    ２ １ ３ 

三次市    １ １９ ２０ 

庄原市 ４  ４４ １２ ６７ １２７ 

安芸高田市   
 

６ １７ ２３ 

三原市    ３３ ２８ ６１ 

北広島町     ６ ６ 

福山市    １ １６ １７ 

江田島市   １ １９ １５ ３５ 

世羅町   
 

２９ 
 

２９ 

計 ４  ４５ １０３ １６９ ３２１ 

 

 （確認中の情報） 
市町名 状況 

尾道市 住家被害の報告多数（調査中） 

呉市 住家被害の報告多数（調査中） 

広島市矢野東７丁目 住家被害全半壊２０件程度（調査中） 

海田町 全壊３棟，半壊３棟，一部損壊３棟 

神石高原町 住家一部損壊３棟 

大竹市 床上浸水１棟，床下浸水 20棟 

東広島市西条町馬木 住家全壊・流出１戸（砂防課より情報提供） 

広島市口田南三丁目 流出家屋６棟程度 

広島市安芸区畑賀二丁目 流出家屋３棟程度 

 

（３）県有施設等の被害 

市町名 施設 被害状況 

東広島市 安芸津病院 １階 10cm程度浸水，患者は無事 

坂町 県営住宅 坂住宅 床上浸水 

海田町 県営住宅 東海田住宅 床下浸水 

竹原市 県営住宅 丸子山住宅 床下浸水 

福山市 県営住宅 南泉住宅 床上浸水 

 

（４）土砂災害 

   土砂災害発生箇所多数あり（詳細調査中） 

   確認できたものは以下のとおり 
市町名 被害状況 

広島市 東区馬木，安佐北区口田南など ５件 

安芸郡坂町 小屋浦など ４件 

安芸郡熊野町 川角 １件 

東広島市 志和町など ９件 

呉市 安浦町など ３件 

府中市 木野山町 １件 

竹原市 新庄町など ３件 

江田島市 １件 

安芸郡海田町 畝 １件 

尾道市 御調町 １件 



 

（５）浸水被害 

市町名 被害状況 

広島市 瀬野川からの越水による浸水（調査中） 

坂町 総頭川からの越水による浸水 

海田町 尾崎川からの越水による浸水 

安芸高田市 本村川からの越水による浸水 

東広島市 黒瀬川からの越水による浸水 

三原市 沼田川，菅川，西野川からの越水による浸水 

福山市 

吉野川からの破堤による浸水，手城川，福川，天王前

川，鍋田川，羽原川，本郷川，六間川からの越水によ

る浸水 

神石高原町 父賀川からの越水による浸水 

三次市 四十貫川からの越水による浸水 

庄原市 国兼川からの越水による浸水 

  現時点で，破堤した河川が１河川，越水した河川が 18河川を把握している。今後，

現地調査を進める。 

 

３ 避難勧告等に関する状況 

  詳細は別紙１のとおり 

区 分 市区町村 

避難指示 広島市中区，東区，南区，西区，安佐南区，安

佐北区，安芸区，佐伯区，呉市，大竹市，廿日

市市，江田島市，府中町，海田町，熊野町，坂

町，三原市，尾道市，福山市，府中市，世羅町，

神石高原町，竹原市，東広島市，大崎上島町，

三次市，庄原市，安芸高田市 

避難勧告 広島市南区，安佐北区，大竹市，廿日市市，大

崎上島町，安芸高田市，安芸太田町，北広島町 

避難準備・高齢者等避難開始 広島市中区，安佐南区，安佐北区 

 

 

４ 避難の状況 

  別紙１のとおり 

 

 

５ 河川の状況（7/7 17時 00分現在） 

区 分 対 象 河 川 

はん濫危険水位 御調川（尾道市），瀬戸川（福山市） 

避難判断水位 

二河川（呉市），天井川（三原市），梨和川（三原市），沼田川（三原

市），菅川（三原市），芦田川（府中市），賀茂川（竹原市），三津大

川（東広島市），入野川（東広島市），多治比川（安芸高田市） 

 

 

  



６ 道路規制（災害規制）（7月 7日 17時 00分現在） 

  別紙２のとおり 

  ※）高速道路等： 中国縦貫自動車道 宝塚 IC～庄原 IC     通行止め 

 山陽自動車道    広島 IC～神戸 JCT     通行止め 

           尾道松江線      尾道 JCT～吉田掛合 IC   通行止め 

            広島呉道路    仁保 IC～呉 IC      通行止め 

            東広島呉道路   高屋 JCT・IC～阿賀 IC   通行止め 

            西瀬戸自動車道  大三島 IC～生口島北 IC  通行止め 

 

 

７ 交通機関規制 

（１）ＪＲ 

  全線運転見合わせ 

  

（２）航空機 

区分 欠航便 

国内線 
出発便 東京行３便，成田行１便，仙台行１便 

到着便 東京発６便，成田発２便，札幌発２便，沖縄発１便  

 

（３）高速バス 

区分 規制状況 

広島空港リムジンバス 全線運休・運転見合わせ 

県外高速バス 一部路線運休・運転見合わせ 

 

 

  



８ ライフラインの被害 

（１）停電       

区 域 
戸 数 

（7/7 13時現在） 

戸 数 

（7/7 17時現在） 

江田島市 約 1,700戸 約 1,100戸 

熊野町 約 1,400戸 100戸未満 

坂町 約 1,200戸 約 1,200戸 

神石高原町 ― ― 

竹原市 約 700戸 約 600戸 

廿日市市 ― ― 

広島市安芸区 約 1,000戸 約 600戸 

広島市東区 100戸未満 100戸未満 

福山市 約 100戸 約 200戸 

三原市 約 10,300戸 約 9,600戸 

大崎上島町（豊田

郡） 
約 100戸 約 100戸 

尾道市 約 800戸 約 800戸 

呉市 約 5,200戸 約 4,100戸 

庄原市 約 100戸 100戸未満 

東広島市 約 3,000戸 約 1,800戸 

広島市安佐北区 約 100戸未満 100戸未満 

広島市南区 100戸未満 100戸未満 

府中市 約 300戸 約 100戸 

    

（２）断水 

区域 影響範囲 備考 

安芸高田市 

甲田（36戸）， 

向原（173戸）， 

甲立（６戸） 

水道管の流出 

三原市 ほぼ全域 

本郷取水場の送水ポンプ停止 

尾道市 ほぼ全域 

江田島市 ほぼ全域 

県営水道６号トンネル土砂流水 

呉市 一部地域 

海田～呉 ほぼ全域 県営水道６号トンネル（海田～呉）閉塞 

 



９ 市町からの応援要請の状況 

 ・各種要請派遣状況について 

  別紙３のとおり 

 ・備蓄物資等の要請状況 

  別紙４のとおり 

 

 

10 県のこれまでの対応 

（１）航空偵察による状況確認 

 

（２）自衛隊への派遣要請 

６日２１時～   県から自衛隊へ災害派遣要請 

広島市（捜索・人命救助），東広島市（捜索・人命救助）， 

熊野町（捜索・人命救助），呉市（捜索・人命救助）， 

江田島市（給水），坂町（捜索・人命救助） 

 

（３）緊急消防援助隊の活動状況 

 ア 地上部隊 

６日２０時３０分 広島県知事から消防庁長官に対して緊急消防援助隊応援 

要請（広島市，呉市，東広島市） 

区分 人数 活動内容 

大阪府隊 93隊 401人 広島市に 16：30到着，活動調整 

（進出拠点：県消防学校） 

東広島市に 17：30到着，活動調整 

（進出拠点：東広島市消防局） 

山口県隊 22隊 83人 6：30～16：00 広島市口田南３丁目付近で捜

索・救助活動 

（進出拠点：県消防学校） 

島根県隊 15隊 58人 呉市に 17：00到着，活動調整 

（進出拠点：グリーンヒル郷原） 

合計 130隊 542人 ― 

    

 



イ 航空小隊       

方面 ヘリベース 府県ヘリ 活動内容 

西部方面 広島ヘリポート 山口県，福岡市 上空偵察及び吊り上げ 

東部方面 広島空港 徳島県，香川県，長崎県 上空偵察及び吊り上げ 

 

（４）Ｄ－ＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の活動状況 

６日２２時 ５分 医療介護計画課内にＤ－ＭＡＴ調整本部を設置 

        Ｄ－ＭＡＴの参集拠点を広島市安芸消防署に設置 

７日１７時現在  １９チームが活動中（県庁３チーム，安芸区消防４チーム， 

           呉共済病院１チーム，中国労災病院１チーム， 

広島大学病院２チーム，院内活動又は待機８チーム） 

島根県にＤ－ＭＡＴ派遣要請（２隊活動予定） 

 



（７月７日１７時００分現在）避難勧告等発令状況 （うち自主避難） （うち自主避難）広島市中区 2018/7/7 1:41 2地区 738人 (366世帯) 2 0 (0) 0 (0)広島市東区 2018/7/7 3:01 13地区 34,241人 (15,083世帯) 14 0 (0) 0 (0)広島市南区 2018/7/6 19:54 2地区 11地区 21,076人 (9,461世帯) 15 0 (0) 0 (0)広島市西区 2018/7/7 3:20 13地区 74,623人 (32,022世帯) 13 0 (0) 0 (0)広島市安佐南区 2018/7/7 3:57 7地区 98,939人 (41,717世帯) 8 0 (0) 0 (0)広島市安佐北区 2018/7/7 3:44 2地区 4地区 20地区 46,628人 (20,886世帯) 28 0 (0) 0 (0)広島市安芸区 2018/7/6 20:40 11地区 60,820人 (27,149世帯) 10 0 (0) 0 (0)広島市佐伯区 2018/7/6 20:18 17地区 20,116人 (7,943世帯) 16 0 (0) 0 (0)呉市 2018/7/6 22:23 478地区 193,090人 (93,989世帯) 83 0 (0) 0 (0)大竹市 2018/7/7 6:11 33地区 27,505人 (12,880世帯) 9 0 (0) 0 (0)廿日市市 2018/7/6 23:22 1地区 117地区 88,746人 (38,934世帯) 26 0 (0) 49 (0)江田島市 2018/7/6 20:02 25地区 23,087人 (11,678世帯) 26 121 (0) 616 (0)府中町 2018/7/6 20:37 61地区 52,146人 (22,647世帯) 14 - (0) 159 (0)海田町 2018/7/7 6:53 48地区 29,782人 (13,241世帯) 11 - (0) 1,724 (1)熊野町 2018/7/6 20:12 14地区 24,339人 (10,563世帯) 10 - (0) 1,044 (0)坂町 2018/7/6 20:19 17地区 13,153人 (5,734世帯) 9 - (0) 948 (0)三原市 2018/7/6 22:39 30地区 96,192人 (43,526世帯) 16 0 (0) 0 (0)尾道市 2018/7/6 21:44 135地区 138,396人 (64,562世帯) 62 410 (0) 1,063 (0)福山市 2018/7/6 23:32 79地区 426,895人 (186,029世帯) 36 - (0) 1,094 (0)府中市 2018/7/6 22:41 47地区 40,470人 (17,573世帯) 11 0 (0) 0 (0)

解除日時市区町名 発令日時 別紙１避難世帯数 避難者数避難勧告 避難指示 対象者数 対象世帯数 避難所開設数避難準備・高齢者等避難開始



（うち自主避難） （うち自主避難）解除日時市区町名 発令日時 避難世帯数 避難者数避難勧告 避難指示 対象者数 対象世帯数 避難所開設数避難準備・高齢者等避難開始世羅町 2018/7/6 19:47 13地区 16,677人 (6,901世帯) 16 40 (0) 52 (0)神石高原町 2018/7/6 20:55 31地区 9,280人 (3,948世帯) 4 8 (0) 14 (0)竹原市 2018/7/6 21:14 49地区 24,774人 (11,802世帯) 22 2 (1) 677 (1)東広島市 2018/7/6 19:59 194地区 184,394人 (81,982世帯) 57 601 (0) 1,371 (0)大崎上島町 2018/7/6 23:59 3地区 2地区 858人 (457世帯) 17 9 (9) 10 (10)三次市 2018/7/6 19:56 19地区 53,615人 (21,376世帯) 19 332 (0) 770 (0)庄原市 2018/7/6 19:41 119地区 36,425人 (15,773世帯) 23 90 (0) 178 (0)安芸高田市 2018/7/6 20:18 2018/7/7 13:25 0人 (0世帯) 1 3 (3) 5 (5)安芸太田町 2018/7/6 15:52 2018/7/7 15:10 0人 (0世帯) 0 - - 0 (0)北広島町 2018/7/6 16:45 66地区 - n 21 - (0) 72 (0)2地区 128地区 1,553地区 1,837,005人 (818,222世帯) 599 1,616 (13) 9,846 (17)　　全県合計



 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



 

各種要請派遣状況について 

（平成 30 年 7 月 7 日 17:00 時点） 

 

（１）自衛隊への派遣要請の状況 

日時 要請元 要請内容 対応 

７月６日 

２０：００ 

広島市（坂町） 捜索・人命救助 要請済み 

７月６日 

２１：００ 

東広島市 捜索・人命救助 要請済み 

７月６日 

２１：３０ 

熊野町 捜索・人命救助 要請済み 

７月６日 

２１：００ 

呉市 捜索・人命救助 要請済み 

７月７日 

９：３０ 

江田島市 給水 要請済み 

 

 

（２）緊急消防援助隊の応援要請の状況 

日時 要請元 要請内容 対応 

７月６日 

２０：００ 

広島市 捜索・人命救助 要請済み 

７月６日 

２３：１５ 

呉市 捜索・人命救助 要請済み 

７月７日 

４：５３ 

東広島市，竹原市 捜索・人命救助 要請済み 
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備蓄物資等の要請状況（H30.7.7 17：00 現在） 

市 町 要 請 内 容 

東広島市 

・飲料水 3,600 本 

・マジックライス 5,000 食 

府中市 ・毛布 200 枚 

府中町 ・毛布 1,000 枚 

三次市 ・朝食 1,200 食 

空港ビルディング ・乾パン 4,000 食，毛布 600 枚 

 

マンパワー・物資の不足状況（H30.7.7 17：00 現在） 

市 町 項  目 

呉市 

被害状況の把握や避難所での対応など多くの業務で人手不足である。 食料，飲料水，毛布 
海田町 

危機管理担当職員が少ないため，被害状況の把握・救助に係る業務や事務処理に手が回らない。 食料，飲料水，毛布 
竹原市 

現場対応，避難所対応，物資の配達等ほとんどの業務で人手が足りない。 食料，飲料水，毛布 
熊野町 

危機管理担当職員が少ないため，被害状況の把握・救助に係る業務や事務処理に手が回らない。 食料，飲料水，毛布 
坂町 

危機管理担当職員が少ないため，被害状況の把握・救助に係る業務や事務処理に手が回らない。 ― 

江田島市 ― 飲料水 

三原市 ― 給水支援 

尾道市 ― 給水支援 

福山市 把握できていない 

※必要量については確認中 

※残りの市町は，マンパワー・物資の不足はなし 
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