
 

 

 

８月１１日からの大雨による被害等について 

 

R03.08.26 15:00 現在 

広 島 県 危 機 管 理 監 
 
１ 避難情報に関する状況 

  別紙１のとおり 
 
２ 避難の状況 

別紙１のとおり 

 

３ 降雨状況等 

（１）時間雨量（8/11 21 時 00 分  ～8/25 15 時 00 分） 

順位 観測局名 市区町 
時間雨量 

観測日時 
[mm/H] 

1 土師(国) 安芸高田市 75.0 令和３年８月 13 日 9:00 

2 鈴張(国) 広島市安佐北区 74.0 令和３年８月 13 日 9:00 

3 多治比 安芸高田市 72.0 令和３年８月 13 日 9:00 

4 本地(国) 北広島町 68.0 令和３年８月 13 日 8:00 

5 片廻山 広島市安佐北区 66.0 令和３年８月 13 日 8:00 

6 新都 北広島町 61.0 令和３年８月 13 日 8:00 

7 田万里(西堀坂) 竹原市 58.0 令和３年８月 13 日 10:00 

8 吉木 北広島町 57.0 令和３年８月 13 日 8:00 

9 綾ヶ谷 広島市安佐北区 55.0 令和３年８月 13 日 9:00 

9 吉田町 安芸高田市 55.0 令和３年８月 13 日 9:00 

 

（２）累加雨量（8/11 21 時 00 分  ～8/25 15 時 00 分） 

順位 観測局名 市区町 
累加雨量 

[mm] 

1 祇園山本 広島市安佐南区 793.0 

2 小河内 広島市安佐北区 774.0 

3 くすの木台(国) 広島市安佐北区 760.0 

4 市川(国) 広島市安佐北区 759.0 

5 鈴張(国) 広島市安佐北区 742.0 

6 沢田(国) 広島市安佐北区 741.0 

7 頓原 廿日市市 727.0 

8 大谷(国) 広島市佐伯区 721.0 

9 相田(国) 広島市安佐南区 720.0 

10 赤土地(国) 広島市佐伯区 716.0 

 

 



４ 被害等の状況 

（１）人的被害  

市町名 死者 行方不明 重傷 軽傷 備考 

広島市  （人数不明）   
・車両１台が鈴張川に流さ

れたもの 

庄原市    １ 
・土砂崩れに巻き込まれた

もの 

東広島市 １    
・田を見に行ったまま行方

不明となっていたもの 

安芸高田市 １    
・車両が道路脇の土砂崩れ

に巻き込まれたもの 

計 ２   １  

  ※その他確認中 
 

（２）住家被害  

市町名 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 備考 

広島市  ２ ２６ ６ ９ 調査中 

呉市   ５   調査中 

三原市     ２  

府中市     １  

三次市    ２ ８ 調査中 

庄原市     １２  

東広島市     ２  

安芸高田市 １  ６ １２６ １５３ 調査中 

北広島町 ２ １４ １５ ３ ７０ 調査中 

大崎上島町     ６  

計 ３ １６ ５２ １３７ ２６３  

  ※その他確認中 

  



（３）河川災害 

市町名 被害状況 

広島市 鈴張川(安佐北区)：護岸崩壊 外 調査中 

東広島市 
入野川(高屋町)：破堤（増破） 

椋梨川(豊栄町)：田畑浸水 外 調査中 

安芸高田市 

多治比川 (吉田町)： 

破堤 ２箇所（右岸L=80ｍ，左岸L=100ｍ） 

越水  ２箇所  

本村川（美土里町）：護岸崩壊 外 調査中 

北広島町 
冠川(本地)：護岸崩壊 外 調査中 

出原川(南方)：護岸崩壊 外 調査中 

 

（４）土砂災害 

市町名 件数 
被害状況 

人的被害 家屋被害 

広島市西区 ３件 なし 人家３戸損壊など調査中 

広島市安佐南区 １４件 なし 人家２戸損壊 

広島市安佐北区 ５件 なし 納屋１棟倒壊 

広島市佐伯区 １件 なし なし 

竹原市 １件 なし なし 

三原市 ３件 なし なし 

尾道市 ２件 なし なし 

福山市 １件 なし なし 

府中市 １件 なし 非住家２戸損壊 

三次市 ２件 なし なし 

庄原市 １件 軽傷１名 なし 

安芸高田市 ７件 なし 調査中 

江田島市 １件 なし なし 

府中町 ２件 なし なし 

安芸太田町 １件 なし 事務所１棟損壊 

北広島町 １５件 なし 調査中 

計 ６０件   

 

  



（５）農林水産関係の被害状況  

区分 小区分 
被害面積 

箇所数等 
被害態様 被災市町 

農業 

農地 
739 箇所 

（調査中） 

土砂流入， 

農地法面崩壊等 

11 市４町 

広島市，呉市，三原市，尾道市， 

福山市，府中市，三次市，庄原市， 

東広島市，廿日市市， 

安芸高田市，熊野町，北広島町， 

世羅町，神石高原町 

農業用施設 
394 箇所 

（調査中） 

道路，ため池，頭首工等

一部損壊 

11 市４町 

広島市，呉市，三原市，尾道市， 

福山市，府中市，三次市，庄原市， 

東広島市，安芸高田市， 

江田島市，熊野町，北広島町， 

世羅町，神石高原町 

農作物 
126.85ha 

（調査中） 

水稲，ネギ類，トマト，

アスパラガス， 

こまつな，ほうれんそう

等土砂流入,冠水等 

７市１町 

広島市，呉市，尾道市，三次市， 

庄原市，廿日市市，安芸高田市， 

北広島町 

園芸施設等 
80 箇所 

（調査中） 
ハウス等被害 

４市１町 

呉市，三次市，庄原市， 

安芸高田市，北広島町 

農業 計 

126.85ha 

1,213 箇所 

（調査中） 

  

林業 

林道 
49 箇所 

（調査中） 

法面崩壊， 

路肩崩壊等 

５市３町 

広島市，呉市，三次市，庄原市， 

廿日市市，安芸太田町， 

北広島町，神石高原町 

山地・治山 

施設 

111 箇所 

（調査中） 

山腹崩壊, 

土砂流出 

11 市４町 

広島市，呉市，竹原市，三原市，

尾道市，福山市，三次市，庄原市， 

東広島市，安芸高田市， 

江田島市，府中町，安芸太田町，

北広島町，神石高原町 

林業 計 
160 箇所 

（調査中） 
  

水産業 
水産関係 

施設 

1 箇所 

（調査中） 
ヤマメ養魚場施設損壊 

１市 

安芸高田市 

水産業 計 
1 箇所 

（調査中） 
  

合  計 

126.85ha 

1,374 箇所 

（調査中） 

 

※ ８月 26 日時点で把握できた情報のみ掲載しており，被害額等，詳細について，市町と連携をとりなが

ら引き続き調査を行う。 

 

（６）自然公園等施設の被害状況 

区分 地区数 被害態様 被災市町 

国立公園，野外レク

リエーション施設

等 

６ 

（調査中） 

歩道路肩崩壊， 

山腹崩壊 等 

４市１町 

広島市，福山市，庄原市， 

廿日市市，安芸太田町 

 

  



（７）社会福祉施設の被害状況 
施設 市町名 箇所数 被災状況 

児童関係施設 

府中市 １ 施設雨漏り 

三次市 ４ 施設雨漏り，駐車場ﾌｪﾝｽ損壊等 

福山市 １ 外周ﾌｪﾝｽ損壊 

高齢者関係施設 広島市 ２ 床上浸水 

障害者関係施設 
広島市 １ 敷地内土砂流入（施設被害なし） 

尾道市 １ 敷地内土砂流入（施設被害なし） 

 
（８）医療施設の被害状況 

市町名 箇所数 被災状況 

安芸高田市 １ 浸水 

 
（９）商工関係事業所の被害状況   

区分 事業所数 被災状況 

商工関係事業所 １４５ 浸水，土砂流入等 

 

（１０）学校施設等の被害状況  

区別 校数 被災校，市町 

県立学校 １ 

可部高等学校（広島市安佐北区） 

法面小規模崩壊（隣接民地への土砂流出

〈8/16 にブルーシートで対応済〉） 

市町立学校 ６ 

牛田中学校（広島市東区）側溝の越水に

よる歩道の洗堀 

筒瀬小学校（広島市安佐北区）隣地土砂

崩れによる土砂流入 

五月が丘中学校（広島市佐伯区）隣地土

砂崩れによる土砂流入及び校舎床下浸水 

三原小学校（三原市）倒木（枝高８ｍ，

幹周１ｍ） 

八千代中学校（安芸高田市）屋内運動場

床下浸水（一部床上浸水），敷地内通路

法面崩落，グラウンド冠水 

八本松小学校（東広島市）法面崩落によ

る土砂流入 

 
（１１）国・県指定等文化財の被害状況  

区別 箇所数 被災状況 

国重要文化財 ３ 

復古館頼家住宅（竹原市）外壁漆喰剥落等 

旧木原家住宅（東広島市）外壁漆喰剥落 

林家住宅（廿日市市）床下浸水 

国特別史跡特別名勝 １ 厳島遊歩道（廿日市市） 路肩崩落 

国史跡 １ 

国史跡毛利氏城跡（安芸高田市） 

うち多治比猿掛城跡土砂流出，郡山城跡土

砂流出 

国登録文化財 １ 
日野家住宅表門及び伴部屋（安芸高田市）

うち表門破損，敷地内・建物内冠水，雨漏 

県史跡 １ 三次社倉（三次市）壁剥落等 



（１２）警察施設関係の被害状況  

区別 種別 箇所数 被災状況 

運転免許センター 土地 １ 土砂流出 

宿舎 建物 １ 床上浸水 

 

５ 道路規制（災害規制） 

  別紙のとおり 
 

６ 交通機関規制 

（１）ＪＲ 

線区名 区間 規制状況 

呉線 糸崎 ～ 竹原 終日運転取り止め 

芸備線 東城 ～ 備後落合 終日運転取り止め 

       

（２）バス等 

・広電バス：一部運休，一部迂回運行，一部遅延 

・広島交通：一部迂回運行 

・フォーブル：一部迂回運行 

・芸陽バス：一部区間運休 

・石見交通：一部運休，一部迂回運行 

 


