
 

平成 30年７月豪雨災害による被害等について（第 16報） 

 

H30.7.11 9：00現在 

広島県災害対策本部 

 

１ 予警報（大雨・洪水）の発表状況（7/11 9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 ９日 4：00           

呉市 ６日 18：10 ９日 4：00           

大竹市 ６日 15：10 ８日 15：30           

廿日市市 ６日 14：25 ８日 15：30           

江田島市 ６日 18：10 ９日 4：00           

府中町 ６日 17：35 ９日 4：00     
 

  ● 

海田町 ６日 17：35 ９日 4：00           

熊野町 ６日 18：10 ９日 4：00           

坂町 ６日 17：35 ９日 4：00           

三原市 ６日 18：10 ９日 4：00           

尾道市 ６日 18：40 ９日 4：00           

福山市 ６日 19：00 ８日 15：30           

府中市 ６日 18：40 ７日 14：30           

世羅町 
６日 18：40 ７日 14：30 

          
７日 22：15 ９日 4：00 

神石高原町 ６日 17：35 ８日 15：30           

竹原市 ６日 17：50 ９日 4：00           

東広島市 ６日 17：50 ９日 4：00           

大崎上島町 ６日 19：00 ９日 4：00           

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 ８日 15：30 

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 23 0 0 0 0 1 

 

 

 



２ 被害等の有無 

（１）人的被害（7/11 9時 00分現在） 

市町名 死亡 行方不明 重傷 軽傷 計 備考 

広島市 １４  ６ ６ ２６  

呉市 １３ １５   ２８  

竹原市 ４   １ ５  

三原市 ８   １ ９  

尾道市 １   １ ２  

福山市 ２  １ ２ ５  

府中市 １ １   ２  

大竹市    １ １  

東広島市 １２ １   １３  

安芸高田市 １ ２   ３  

江田島市   ４  ４  

府中町    １ １  

海田町 １  ２  ３  

熊野町 ４  ３ １ ８  

坂町 ５ ２   ７  

世羅町   １ １ ２  

計 ６６ ２１ １７ １５ １１９  

 

 （確認中の情報） 

市町名 状況 

広島市東区馬木八丁目 土砂流入１名安否不明 

広島市安芸区畑賀 車が流されている２名安否不明 

広島市安芸区矢野東七

丁目 
安否不明１件（７名） 

広島市安芸区上瀬野 安否不明１名 

尾道市 所在不明１名救助中 

海田町 
瀬野川で人が流されている 

行方不明１名 

熊野町川角５丁目 土砂崩れ，行方不明８名 

 

  



（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    ９ ３１ ４０ 

竹原市 ５   １９０ ４９８ ６９３ 

三原市    １０６ ７１ １７７ 

福山市    ３６ ６３ ９９ 

三次市    ２１７ １６４ ３８１ 

庄原市 ３ １ ５３ ９７ １８７ ３４１ 

東広島市    ７５ １６６ ２４１ 

安芸高田市   
 

１６ ６１ ７７ 

江田島市 １  ２ １１４ ２４８ ３６５ 

北広島町     ８ ８ 

世羅町   
 

１ ４０ ４１ 

神石高原町 ２  ５  １ ８ 

府中市 ５ １  ８ １５２ １６６ 

計 １６ ２ ６０ ８６９ １，６９０ ２，６３７ 

 

 （確認中の情報） 
市町名 状況 

広島市 10棟以上全壊確定（詳細な数については確認中） 

呉市 住家被害の報告多数（調査中） 

尾道市 住家被害の報告多数（調査中） 

大竹市 床上浸水１棟，床下浸水２２棟 

東広島市 住家被害の報告多数（５１９棟，調査中） 

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） 

廿日市市 一部損壊５棟 

安芸高田市 半壊１棟 

江田島市 全壊４棟，半壊２０棟 

府中町 住家被害（確認中） 

海田町 
全壊６棟，半壊３３棟，一部損壊９棟，床上浸水５９棟，

床下浸水５０棟 

熊野町 住家被害の報告多数（調査中） 

坂町 住家被害の報告多数（調査中） 

大崎上島町 住家被害の報告多数（調査中） 

世羅町 住家被害の報告多数（調査中） 

三原市 家屋損壊３３棟 

神石高原町 全壊１棟 

 

  



（３）県有施設等の被害 
市町名 施設 被害状況 

竹原市 県営住宅 丸子山住宅 床下浸水 

三原市 県立総合技術高等学校 敷地全体浸水（詳細調査中） 

三原市 三原特別支援学校 法面崩壊 

福山市 
県営住宅 南泉住宅， 

泉住宅 

床上浸水， 

倉庫浸水 

 

東広島市 

 

安芸津病院 
１階 10cm程度浸水後，土砂流入 

患者は無事 

 賀茂北高等学校 法面崩壊，隣接市道に崩土堆積 

海田町 県営住宅 東海田住宅 床下浸水 

坂町 県営住宅 坂住宅 床上浸水 

三次市 三次青陵高等学校 法面崩壊，隣接市道に崩土堆積 

 県営住宅 三次住宅 集会所床上浸水，倉庫棟浸水 

呉市 呉昭和高等学校 
土砂流入（グラウンド内土砂堆積，防球ネ

ット破損） 

府中市 府中高等学校 法面崩壊（詳細調査中） 

安芸高田市 向原高等学校 法面崩壊（詳細調査中） 

尾道市 尾道東高等学校 
石積擁壁崩壊，フェンス破損，校内へ土砂

堆積 

 因島高等学校 
校内への土砂流入（側溝閉塞，駐輪場への

堆積等） 

庄原市 西城紫水高等学校 法面崩壊，隣接市道へ崩土一部堆積 

  注 県立学校は 7/10 17時時点 

 

（４）土砂災害 
   土砂災害による死者 33名 

   土砂災害発生箇所 64箇所（12市町）（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 11件 （死者６名）  

呉市 安浦町など ８件 （死者８名） 

竹原市 新庄町など ６件 （死者３名） 

三原市 大和町など ３件 （死者５名） 

尾道市 御調町など ３件             

府中市 木野山町 １件  （死者１名） 

大竹市 立戸 １件 

東広島市 志和町など 13件 （死者７名） 

江田島市 １件                 

安芸郡海田町 畝 ２件               

安芸郡熊野町 川角 １件 （死者１名）             

安芸郡坂町 小屋浦など 14件（死者２名）           

 

 

 

 

  



 

（５）浸水被害 
現時点で，破堤した河川が６河川，越水した河川が 29河川。詳細は以下のとおり。 

市町名 被害状況 

広島市 瀬野川，矢口川，府中大川，畑賀川，三篠川からの越水による浸水 

坂町 総頭川からの越水による浸水 

海田町 尾崎川，瀬野川（再掲），三迫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 

呉市 中畑川の破堤による浸水，野呂川からの越水による浸水 

東広島市 
笹野川，入野川の破堤による浸水，黒瀬川，深堂川，東川，桑井川，

猿田川からの越水による浸水 

竹原市 賀茂川からの越水による浸水 

三原市 
天井川【7/9 応急復旧予定】，仏通寺川【応急復旧済】の破堤による

浸水，沼田川，菅川，西野川からの越水による浸水 

福山市 
吉野川【応急復旧済】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 国兼川，四十貫川からの越水による浸水 

庄原市 国兼川（再掲）からの越水による浸水 

 

（６）孤立状態にある地区の状況 

  別紙１のとおり 

 

 

３ 避難勧告等に関する状況 

  詳細は別紙２のとおり 

区 分 市区町村 
避難指示 広島市東区，安佐北区，安芸区，呉市，福山市，海田町，

熊野町 

避難勧告 府中町，坂町，竹原市 

避難準備・高齢者等避難開始 広島市東区，安佐北区 

 

 

 

４ 河川の状況（7/11 9時 00分現在） 

区 分 対 象 河 川 

はん濫危険水位 － 

避難判断水位 － 

 

 

 

 



５ 道路規制（災害規制）（7月 11日 9時 00分現在） 

災害規制 360区間中 171区間解除   現在の災害規制 116路線 189区間 

               

 

  ※）高速道路等： 山陽自動車道    河内 IC～広島 IC       通行止め 

           尾道松江線      尾道北 IC～世羅 IC         通行止め 

甲奴 IC～吉舎 IC       通行止め 

三次東 JCT・IC～高野 IC   通行止め 

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

 

６ 交通機関規制 

（１）ＪＲ 

線区名 区間 規制状況 

山陽本線 
笠岡駅～海田市駅 

運転見合わせ 

※新幹線【新倉敷駅～広島駅】によ

る代替輸送 

海田市駅～岩国駅 一部列車運休 

呉線 糸崎駅～広島駅 運転見合わせ 

芸備線 
新見駅～備後落合駅 運転見合わせ 

備後落合駅～広島駅 運転見合わせ 

福塩線 

福山駅～神辺駅 運転見合わせ 

神辺駅～府中駅 一部列車運休 

府中駅～三次駅 運転見合わせ 

 ※代替輸送は７月６日までに購入した不通区間を含む定期乗車券等を有する者が対象。 

 

（２）航空機 

区分 欠航便 

国内線 
出発便 東京行２便，札幌行１便 

到着便 東京発２便，札幌発１便 

国際線 
出発便 台北発１便 

到着便 なし 

 

（３）高速バス 

区分 規制状況 

広島空港リム

ジンバス 

運休 
広島バスセンター，広島駅新幹線口，竹原方面行，ＪＲ

白市駅行，三次方面行，西条駅行 

運行中 

呉方面（一部迂回路経由），福山駅行，三原駅行，尾道

駅行 

広島空港～新幹線東広島駅間は臨時便が運行中 

県外高速バス 一部路線運休・運転見合わせ 



７ ライフラインの被害 

（１）停電       

区 域 
戸 数 

（7/7 17時現在） 

戸 数 
（7/11 9時現在） 

江田島市 約 1,100戸 100戸未満 

熊野町 100戸未満 100戸未満 

坂町 約 1,200戸 100戸未満 

竹原市 約 600戸 100戸未満 

広島市安芸区 約 600戸 約 200戸 

広島市東区 100戸未満 100戸未満 

福山市 約 200戸 100戸未満 

三原市 約 9,600戸 約 100戸 

大崎上島町（豊田郡） 約 100戸 100戸未満 

尾道市 約 800戸 100戸未満 

呉市 約 4,100戸 約 200戸 

庄原市 100戸未満 ― 

東広島市 約 1,800戸 100戸未満 

広島市安佐北区 100戸未満 ― 

広島市南区 100戸未満 100戸未満 

府中市 約 100戸 ― 

合計 約 20,700戸 約 700戸 

 

（２）断水（7月 11日 9時 00分現在） 

区域 影響範囲 備考 

広島市 

①安佐北区白木地区 3100戸 

②安芸区瀬野川地区 1200戸 

③安芸区阿戸地区 800戸 

④安芸区矢野地区 900戸 

⑤安芸郡坂町上条地区 1300戸 

計 7300戸断水の見込み 

・配水管の破損により断水 

・白木・狩留家地区，安芸区，坂町に

給水車出動 

呉市 
影響世帯数 93,279世帯 

安浦地区 戸数不明 

・7/7 12時頃から断水 

・7/11 中央地区西部，吉浦地区， 

天応地区の給水開始したが，

水道管事故発生のため給水

中断 

・応急給水施設 41か所を開設 

福山市 
①神村町約 100戸 

②赤坂長者原 50戸 
土砂崩れ等による断水 

海田町 断水解消（7/10）  



区域 影響範囲 備考 

熊野町 大原ハイツ団地（113戸） 

・給水管流出により断水 

・避難勧告地域のため，応急給水の予

定なし。避難所は全て給水してい

る。 

江田島市 全域（9936戸より多いと思われる） 

・県水受水停止により 7/7の 2:30か

ら全域断水中。 

・自衛隊の給水船で確保した水は 8

日 12時から給水開始 

安芸高田市 断水解消（7/10）  

竹原市 

①東野町 

②仁賀町 

③田万里町 

④新庄町 

⑤西野町 

⑥小梨町 

（全 1622戸） 

・北部配水池（成井浄水場で濁水発生，

取水停止。流量増加（管路損傷，水

管橋破損のおそれが想定される）） 

・停電による配水池用ポンプの停止

（吉名町の一部） 

・配水管が多数破裂している可能性が

ある（道路寸断のため） 

・給水拠点設置（給水車） 

東広島市 

・河内町内（600戸） 

・黒瀬飯田地区（150戸） 

・安芸津町三津地区（護岸崩壊，24戸） 

・安芸津町栗岡地区（ポンプ所の水圧低

下に伴う配水池水位の低下，155戸） 

・志和町奥屋（１戸），別府（７戸） 

・西条水系の浄水場が土砂崩れの影響

で損壊している模様。 

・配水管が流出し漏水 

大崎上島町 断水解消（7/9）  

三原市 
38,856戸（全戸） 

うち中之町地区は復旧（戸数不明） 

・久井の吉田調整池が停止中 

・大和の和木系統で架橋管が流出 

・西野浄水場，鷲浦地区，須波地区，

幸崎地区，本郷地区，久井地区，大

和地区の水道施設の復旧の目途が

立ってない。 

・応急給水地点 11か所設置 

・病院３か所へ優先的に給水車で給水

中（興生，城町，医師会） 

・自衛隊６台で給水活動中。 

尾道市 全域 

・配水本管の漏水１箇所。他に，管露

出３箇所，埋設箇所へのがけ崩れ１

箇所。 

・15か所で応急給水拠点設置 

 （旧市内 10，因島 2，瀬戸田 2，御

調 1） 

・他，学校校庭蛇口での水の提供（飲

用可３か所，飲用不可２か所） 

・日水協の応援で松江市 2 台（2ｔ）

及び指揮車 1台が 8日昼過ぎに到着

し，給水活動を開始。9日は九州７

台，自衛隊４台。 

・本郷取水からの送水開始は 7/16の

見込み 



区域 影響範囲 備考 

神石高原町 １４戸（ポリタンク配布） 
野呂谷簡易水道にて給水管が破裂に

より断水状態。 

三次市 
・和知町（44戸） 

・西酒屋町（586戸） 

・市道の崩落による管流出 

・給水車で対応中（庄原市から応援） 

 

 

８ 県のこれまでの対応 

（１）航空偵察による状況確認 

７月７日午前中から実施中 

 

（２）緊急消防援助隊の活動状況（消防） 

  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，熊野町，坂町，呉市，海田町，東広島市，竹原市） 

 

 ア 地上部隊（7/11 09:00現在） 

区分 活動内容 

広島市消防局（１隊 ５人） ７日 00：40～  

指揮支援部隊（継続中） 

大阪府隊（82隊 354人） 04：20～  

広島市安芸区矢野東（23 隊 95 名），上瀬野町（23

隊 95 名），安芸郡坂町小屋浦（15 隊 65 名），熊野

町川角（24隊 91名）で捜索・救助活動 

山口県隊（22隊 83人） 05：00～ 

広島市安芸区矢野東で捜索・救助活動 

（14隊 63名） 

島根県隊（14隊 58人） 07：20 

呉市天応西条３丁目付近で捜索・救助活動 

（14隊 58人） 

派遣隊計（119隊 500人） 現場活動隊計（113隊 467人） 

 

イ 航空小隊（7/11 09:00現在）       

方面 県市ヘリ 活動内容 

西部方面 

（広島ヘリポート） 

広島市，山口県， 

栃木県 

物資輸送，上空偵察，吊り上げ 

捜索救助 

東部方面 

（広島空港） 

大阪市 上空偵察，捜索救助 

 

  



（３）広島県内広域消防相互応援（7/11 09:00現在） 

区分 活動内容 

大竹市消防本部（１隊４人） 

廿日市市消防本部（２隊６人） 

北広島町消防本部（１隊４人） 

備北地区消防組合消防本部（２隊７人） 

安芸郡坂町小屋浦で捜索・救助活動 

（６隊 21人） 

福山地区消防組合（２隊８人） 尾道市桜町で捜索・救助活動 

（２隊８人） 

合計 ８隊 29人 

 

（４）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 

区分 市町（7/11 9:00現在） 

捜索・救助 広島市安芸区，熊野町，東広島市，呉市，三原市，尾道市， 

竹原市，安芸高田市，府中市 

給水支援 呉市，江田島市，坂町，三原市，尾道市（3日 延 300ｔ） 

入浴支援 広島市安芸区（1カ所），三原市（1カ所），尾道市（1カ所），

呉市（1カ所），江田島市（1カ所），坂町（1カ所） 

 

（５）警察の活動状況 

区分 市町（7/11 8:00現在） 

捜索・救助 広島市安芸区，熊野町，坂町，府中町 約 700人 

呉市                約 150人 

尾道市               約 40人                 

被災者対策 パトーロール 特別起動捜査隊           ３車９名 

特別自動車警ら隊          ３車６名 

警察に対する

要望，相談 

メイプル隊（4名）により避難所を巡回 

 

 

  



（６）市町におけるマンパワー不足への対応状況 

業 務 状 況 

災害対策本部運営支援 県外から９市町への受け入れ決定（順次受け入れ中） 

避難所ニーズ把握 

被害認定調査等 

各市町のニーズを踏まえつつ，関西広域連合からの応

援受け入れについて調整中 

 

（７）備蓄物資等の要請状況 

   別紙３のとおり 

 

（８）ＤＭＡＴの活動状況（7/11の活動予定） 

活動拠点 チーム数 対象地域 

県庁【調整本部】 ロジチーム   

県立広島病院【参集拠点】 
撤収済 

海田町，熊野町，坂町 

中国労災病院 江田島市 

福山市民病院【参集拠点】 
撤収済 

三原市，尾道市 

東広島医療センター 東広島市，竹原市 

計 ロジチーム  

 

（９）ＤＰＡＴの活動状況（7/11の活動予定） 

活動拠点 チーム数 対象地域 

県庁【調整本部】 

 

統括ＤＰＡＴ・医師等  

市役所【活動拠点本部（広島

市）】 

広島市統括ＤＰＡＴ等 

広島 DPAT（１チーム。３

チーム準備中） 

山口県 1チーム 

広島市 

県庁【活動拠点本部（広島市以

外）】 

広島県職員 

広島 DPAT （４チーム準

備中） 

島根県 1チーム 

広島市以外の県内 

計 
県内（7チーム準備中） 

県外 2チーム 

 

（活動内容）情報収集・分析，避難所支援 

 

  



（10）公衆衛生チームの活動状況（7/11の活動予定） 

活動拠点 チーム数 対象地域 

県庁 １チーム 呉市（安浦） 

西部保健所広島支所 ３チーム 海田町，坂町 

西部東保健所 ２チーム 東広島市，竹原市 

東部保健所 １チーム 三原市 

計 ７チーム  

（活動内容）避難所の健康管理等 

 

（11）断水している医療機関・社会福祉施設への対応 

（必要水量の洗出し） 

・給水の優先順位を作成し，災害対策本部へ提供 

・各医療機関，施設の状況を見ながら給水要請 

 

（12）他の保健・医療救護チームへの引き継ぎ 

・ライフラインに問題のある病院をリストアップし，モニタリングを継続 

・情報収集・今後の課題の洗い出し 

・呉，尾三地区の病院の被災状況の取りまとめ 

・避難所，医療機関支援，透析，今後の活動体制案など取りまとめ 

・医療対策班，公衆衛生班への円滑な引き継ぎを実施 

 

 

 

 


