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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 

〔訂正〕本日公表したこの資料（第 16報）について，「２（４）土

砂災害」が第 15 報，「２（５）浸水被害」が第 12 報の数値を記載

していたため，訂正します。（７月１１日１７時訂正）。 
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（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 35名 

   土砂災害発生箇所 70箇所（13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 12件 （死者６名）  

呉市 安浦町など 10件 （死者７名） 

竹原市 新庄町など ７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 14件 （死者７名） 

江田島市 １件                 

安芸郡府中町 みくまり １件 

安芸郡海田町 畝 ２件               

安芸郡熊野町 川角 １件 （死者４名）             

安芸郡坂町 小屋浦など 14件（死者２名）           
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（５）浸水被害 
現時点で，破堤した河川が 11河川，越水した河川が 29河川。詳細は以下のとおり。 

市町名 原因 河川名 

広島市 越水 瀬野川，矢口川，府中大川，畑賀川，三篠川 

府中町 越水 榎川【応急復旧中】 

坂町 越水 総頭川 

海田町 越水 尾崎川，瀬野川（再掲），三迫川 

安芸高田市 越水 本村川 

呉市 
破堤 中畑川［3 箇所］【応急復旧中】 

越水 野呂川 

廿日市市 越水 玖島川 

東広島市 
破堤 笹野川，入野川 

越水 黒瀬川，深堂川，東川，桑井川，猿田川 

竹原市 破堤 賀茂川【応急復旧中】 

三原市 
破堤 

天井川【応急復旧中】，仏通寺川【応急復旧済】，菅川【応急

復旧中】，梨和川，三次川 

越水 沼田川，西野川 

世羅町 破堤 芦田川 

福山市 
破堤 吉野川【応急復旧済】 

越水 手城川，福川，天王前川，鍋田川，羽原川，本郷川，六間川 

神石高原町 越水 父賀川 

三次市 越水 国兼川，四十貫川 

庄原市 越水 国兼川（再掲） 

 

（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 － 

 

 


