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令和元年８月１日現在 

平成 30年７月豪雨災害の被害と復旧・復興の状況（大洲市） 

 

１  人的被害 

死 者  ５名（うち関連死１名） 

重傷者  ２名 

 

２ 物的被害 

（１）住   家：全壊     395棟 

        ：大規模半壊  523棟 

：半壊    1,141棟 

            ：一部破損     16棟 

            ：床上浸水     22棟 

            ：床下浸水   788棟 

（２）非 住 家：損壊７棟、浸水 1,064棟 

（３）被災事業所：1,037事業所 

（４）浸 水 面 積：約 1,372ha 

         肱川地区：40ha       菅田・大川地区：445ha 

          柚木地区：15ha       久米地区：88ha 

          東大洲・平地区：462ha    新谷地区：28ha 

          五郎地区：52ha       多田地区：19ha 

          春賀地区：83ha       伊州子地区：26ha 

          八多喜地区：66ha      豊中地区：24ha 

          白滝地区：13ha       長浜地区：11ha 

 

３ 避難所受入数等 

（１）一般避難所  ９月 30日閉鎖 

（２）福祉避難所  最大は、７月７日（土）20：00の 44箇所、1,121世帯、1,469人 

（３）避難所及び在宅避難者への配食数 

   ８月６日から 10月７日まで配食支援 最大は、851食（朝、昼、夜合計） 

 

４ ライフライン被害 

（１）水道  

  ① 上水道５水源地と簡易水道６水源地が被災。 

 

 

 

 

 

② 13日に全ての水源地が再稼動（発電機等による応急復旧） 

  ③ 16日には、ほぼ全域に通水し、断水は、７月 18日に解消 

④ 20日 9：00安全性確認を周知 

※７月８日時点の断水状況 

 21,932 人、9,760 世帯のエリアが断水となる。大洲市の人口が 43,825 人、20,061

世帯（H30.６現在）であり、約半数の世帯が断水となった 

 給水支援：21箇所（最大） 

給 水 車：７月８日～７月 20日 495台（最大 ７月 14日 53台） 

【警報発令・避難指示等】 

７月６日（金）4：49大雨警報（市災害警戒本部設置） 

       6：20土砂災害警戒情報（市災害対策本部設置） 

8：30以降、各地区に避難準備・避難勧告 

７月７日（土）7：30避難指示（市内全域） 

７月９日（月）9：00避難指示（市内全域）解除 

【肱川出水状況等】 

〇 鹿野川ダム最大流入量 3,800㎥/ｓ、同流出量 3,742㎥/ｓ 

〇 肱川橋上流域平均総雨量 367.4㎜（7/4：22時～7/7：14時） 

〇 大洲第二水位観測所（肱川橋地点）8.11ｍ（観測史上最大） 

床上浸水：2,097棟 

床下浸水： 788棟 
計 2,885棟 

資 料 １ 
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（２）電気 

  停電：７月 10日に市内全域で復旧 

（３）通信：電話（ＮＴＴ西日本） 

① 大川地区及び八多喜地区の通信ビル浸水 

⇒ 菅田・大川・三善・八多喜・上須戒・大和・白滝地区で不通 

７月 31日に大川地区、８月２日に八多喜地区の通信ビル復旧 

（通信ビルと加入者との接続障害を除去する作業を行い解消） 

  ② 大洲市地域イントラネット 

    ７月７日午前６時 45分に肱川地域で発生した土砂崩れにより光ケーブルの断線 

    ⇒ 防災行政無線も不通 ⇒ ７月 10日仮復旧 
 
５ 道路河川被害 

（１）市道関係 

 全面通行止め 片側交互通行 幅員減少 

通 行 規 制 総 数  104箇所 ４箇所 ５箇所 

規制継続箇所数(6/27)  19箇所 － ３箇所 

（２）国道 197号：肱川町宇和川で路面陥没などが発生 

（7/31片側交互通行開始、令和元年度中復旧予定） 

（３）橋梁：大成橋流出（令和２年度復旧予定）、鹿野川大橋損壊（令和２年度中復旧予定） 

（４）河川災害： 24件（うち９件完了） 

（５）道路災害：145件（うち 54件完了） 

（６）その他：土砂災害 41箇所、崩土除去（381）、河川水路浚渫（43）、倒木（48）など 
 
６ 鉄道被害 

（１）海回り：八多喜・春賀遮断機冠水など４地区被災 ⇒ ８月 10日運行再開 

                      ※８月 25日伊予灘ものがたり運転再開 

（２）山回り（内子線）：松山駅～八幡浜駅の下り特急最終便は運休 

              ⇒９月 13日運転再開（卯之町～宇和島駅間再開に合わせ） 
 
７ 商工産業被害・復旧 

（１）事業所被害状況 

   被災事業所数 1,037事業所、914事業者 ⇒ 再開事業者数 856（6/10現在） 

（２）補助金受付状況 

  ① グループ補助金 認定申請：42グループ（うち 40グループ決定） 

            グループ加入市内事業者数 251（うち 234決定） 

            個別補助決定事業者数   76/234 

                 決定額合計   1,500,446千円 

  ② 持続化補助金  申請事業者数       245（うち 244決定） 

                 申請額合計    390,375千円 

  ③ 市単独補助金  申請事業者数       184（うち 183決定） 

                 決定額合計     99,633千円 

  ④ 金利補填事業  申請事業者数       240（うち 240決定） 

              申請借入元金合計   2,795,000千円 

（うち利息予定額合計    108,505千円） 
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８ 農林水産業（基盤）被害・復旧 

（１）農地     ：161箇所 65.9ha（うち、設計完了：30/45、施工完了：36/65） 

（２）農業用施設  ：126箇所    （うち、設計完了：12/40、施工完了：55/92） 

（３）林道     ： 33箇所    （うち、設計完了：３/３、施工完了：25/30） 

（４）漁業施設   ：  3箇所    （12月施工完了） 

（５）治山、地すべり： 13箇所 

（６）冠水農地面積 ：748.3ha 

 

９ 農林水産業（施設・機械等）被害・復旧 

（１）共同利用施設   ：12箇所  (ﾗｲｽｾﾝﾀｰ・低温貯蔵庫・ｱｲﾊﾟｯｸｽ・野菜選果場等)  10 箇所復旧済 

（２）非共同利用施設  ：58箇所  (ハウス・畜舎等)                           復旧済 

（３）農作物等     ：140.94㏊ (水稲・野菜等)                             復旧済 

（４）樹体       ：0.1㏊   (梨)                令和元度復旧予定 

（５）家畜等      ：79頭羽  (豚・鶏等)                  復旧済 

（６）蚕繭       ：0.8㎏   (まゆ)                    復旧済 

（７）個人ハウス・機械等：2,313点   （非共同利用施設の 58 箇所含む）   復旧済(内補助 1,458 点完了) 

 

10 学校関係 

被災施設 床上浸水 小学校４校（久米小学校・平野小学校・三善小学校・肱川小学校）

中学校２校（平野中学校・肱川中学校） 

幼稚園２園（久米幼稚園・肱川幼稚園） 

 

 

 

11 保育所 

（１）被災施設  床上浸水 ４箇所 

三善保育所、大成保育所、肱南保育所（3月大洲市立幼稚園・保育所再編計画策定） 

白滝保育所（8/1再開） 

（２）受入体制 

菅田保育所、粟津保育所、大洲児童館で被災保育所児童の保育を受け入れている 

（大洲保育所、長浜保育所、大和保育所は受入終了） 

 

12 被災した主要な公共施設 

（１）庁  舎 肱川支所、市民サービスセンター 

（２）福祉施設 特別養護老人ホームかわかみ荘(R1.12月再開予定)、徳森児童センター、肱

川保健センター、総合福祉センター(3/19復旧）、大洲福祉会館など 

（３）教育施設 市立図書館（8/1仮再開、6/15通常再開）、図書館肱川分館（6/1再開）、

久米公民館（4月復旧）、菅田公民館（6月復旧）、白滝公民館柴分館（3

月復旧）、豊茂公民館、肱川公民館（6月復旧）、肱川公民館大谷分館、

大成体育館（R1.7/22 再開）、大成ふれあい広場（R1.7/24再開）、柴体育

館（R1.7/16再開）、肱川農業者トレーニングセンター（6/14再開）、高

砂運動場（R1.8/1再開）、下石丸ふれあい広場（R2.4月再開予定）、大洲

城遺物整理事務所、八幡浜・大洲地区運動公園野球場（再開未定）・陸上

競技場（再開未定）・自由広場（5/13再開）など 

被災と断水エリアの小・中学校 11校及び幼稚園１園は７月 13日までの臨時休校後、

夏休みを１週間前倒し、夏休み期間を７月 14日から８月 24日に変更した 
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（４）観光施設 道の駅清流の里ひじかわ（8/8仮営業）、鹿野川荘（9/1通常営業）、うか

いレストプラザ（8/7 うかい事業再開）、家族旅行村（4/1部分再開）、如

法寺公衆トイレ、トイレカーなど 

（５）環境施設 清流園、八多喜地区農業集落排水施設、公共下水道施設 

（６）集 会 所 24箇所（床上・床下浸水、崩土）、社会教育集会所 ３箇所 

（７）公営住宅 柚木第１～３団地、阿蔵第２団地、市木団地、徳森団地、上東団地、武

藤団地、下石丸団地、肱川大和団地 

（８）公  園 ふれ愛パーク（4/16部分再開）、畑の前河川敷広場、肱南ピクニックラ

ンド、小浦リバーサイドスポーツパーク、東若宮３号公園、白滝公園な

ど 

（９）消防詰所 肱北分団第６部、菅田分団第１部、三善分団第２部、白滝分団、白滝分

団第１部、白滝分団第３部、白滝分団第４部、中央分団 

 

13 復旧活動状況 

（１）防疫（消毒） 2,806件（大洲：2,596件、肱川：126件、長浜：84件） 

（２）瓦礫（災害ごみ）処理 （14分別） 

① 市内の災害ごみ置場（勝手置場）は、８月５日で終了 

② 仮置場：環境センター、森林公園、八幡浜・大洲地区運動公園野球場・陸上競技

場・自由広場、高砂運動場 

  ③ 大洲市災害廃棄物対策プロジェクトチームを設置（8/1付人事異動） 

（環境省、愛媛県、熊本市、朝倉市の支援、9/10～3/31四国中央市１名） 

④ 仮置場における受け入れは、８月 31日で終了 

⑤ 運動公園野球場にあるリサイクル家電を除き、災害廃棄物は、９月 11日に全ての 

仮置場からの搬出作業終了。リサイクル家電は 12月 28日に搬出完了 

⑥ ９月 17日から新たに、環境センター広場と陸上競技場に国交省管轄河川等の漂 

着ゴミを搬入。漂着物については、国交省で分別し、燃えないものについては直接 

業者へ引き渡し、燃えるものは環境センターへ搬入焼却する   

（３）被災家屋の解体・撤去制度の案内及び受付状況 

  ① 申請受付状況  274件（６月末完了） 

 

14 支援の受入 

（１）他県市関係職員等の活動人員 

① 調査・防疫・災害ごみ、罹災証明、ボランティアセンター、物資配布など 

四国中央市、今治市、東温市、伊予市、内子町、久万高原町、大阪市、浜松市、 

  熊本市、大分市、津和野町、土佐市、高知市、高松市、坂出市、多度津町、 

愛媛県、香川県、東京都、三重県、愛媛県行政書士会 

② 給水支援 

  松山市、新居浜市、四国中央市、伊予市、東温市、高知市、徳島市 

  高島市、薩摩川内市、久留米市、大牟田市、別府市 

  西佐賀水道企業団、香川県広域水道企業団、福岡県春日那珂川水道企業団 

③ 保健活動（被災者状況確認・健康被害調査・健康相談・巡回訪問） 

  愛媛県、内子町、伊方町、八幡浜市、四国中央市、西条市、松山市、伊予市、東

温市、砥部町、岩手県、宮崎市、神奈川県、長野県 
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（２）中長期職員派遣 

【税・生活再建・保険料・廃棄物・住宅・土木・農業・林業】 

四国中央市、東温市、伊予市、松前町、久万高原町、高松市、坂出市、観音寺市、

三豊市、阿南市、美馬市、香川県 

【住宅：H31.4.1～R2.3.31】 

 東温市１名 

（３）自衛隊による支援（7/7～8/1） 

 救助活動、給水活動、入浴施設、公共施設の瓦礫撤去など 

（４）支援物資  

① 総合体育館にて物資の受入・払出を実施（7/9～9/2） 

（７月 13日～17日は、オズの湯前と市民会館前で払出実施） 

② 防災センターにて払い出しを実施（9/4～10/5） 

（５）災害義援金 

  ① 受付 

    大洲市    154,113,610円（2,029件） 

    愛媛県   3,413,980,000円 

    合 計   3,568,093,610円  

  ② 配分 

    大洲市     88,256,000円（人的 7人・住家 2,569世帯） 

    愛媛県   3,375,170,000円（人的 7人・住家 2,569世帯） 

    合 計   3,463,426,000円  

（６）ふるさと納税（災害緊急支援フォーム：7/9～3/31） 

① 大洲市 1,831件  36,022,572円 

② ふるさと納税代理受付（内子町：7/10～10/31、滋賀県高島市：710～10/31、 

北海道えりも町：7/18～8.31、山形県中山町：7/13～10/31） 

        1,989件  35,768,324円 

  ③ 合計  3,820件  71,790,896円 

 

15 ボランティアの状況 

（１）ボランティアセンター：総合福祉センターに開設(7月 10日～11月 30日)  

   ボランティアの活動時間 9：00～15：30 （受付 9：00～12：00） 

（２）７月 10日～6月 27日の実績（12月からは地域支え合いセンターで一部継続） 

ボランティア数 延べ 8,368人   ※最大時：1,156人（7/15） 

  

16 罹災証明・生活再建支援 

（１）罹災証明 

区  分 受 付（認定済み） 

個 人 分 

(5/31) 

住 家 2,962件 

車 両 1,035件 

事業所分 
事業所  982件 

車 両   320件 

農業関係 －   13件 
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（２）情報の提供 

生活再建支援情報をまとめたパンフレット「平成 30年 7月豪雨で被災された皆様へ」

を証明書発行時に配布 

（３）住宅関係 

① 応急仮設住宅の建設（8月 26日抽選実施） 

設置場所 建設戸数 入居決定数 残戸数 

徳森仮設団地  45戸 38戸  7戸 

大駄場仮設団地 15戸 13戸  2戸 

  ② みなし応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げ）受付件数：77件 入居決定数：77件 

  ③ 市営住宅等受付 

長浜 31戸、肱川１戸、河辺 17戸、国家公務員宿舎７戸、元県職員住宅 19戸 

                                  合計 74戸 

入居決定数：14戸 

  ④ 応急修理  申込件数：1,340件 発注件数：1,468件 支払処理件数：1,433 件 

（４）給付金関係 

  ① 見舞金   申請  2,517件 

          振込  合計 2,517件 84,950千円（8/14～4/25） 

  ② 被災者生活支援金（国）  申請 1,069件 (基礎支援金) 

                 進達 合計 1,066件（8/10～6/21） 

  ③ 被災者生活支援金（県・市）申請 2,398件 

                 振込 合計 2,398件 1,194,037千円 

（8/23～4/5） 

 

17 入浴（シャワー）施設利用支援 

（１）大洲市長浜なぎさの湯（～10/7）     延べ 278人 

（２）大洲市交流促進センター鹿野川荘（～10/7）延べ 773人 

（３）少彦名温泉 大洲臥龍の湯（～10/7）    延べ 7,095人 

（４）大洲市総合体育館（～10/7）       延べ 2,025人 

 

18 地域支え合いセンターの状況 

（１）総合福祉センターに開所（10月１日）：開所式は 10月９日  

（２）10月１日～6月 30日の実績（支援件数） 

区分/対象 応急仮設 みなし仮設 在 宅 その他 計 

訪 問 2,329 76 3,523 42 5,970 

電 話 414 190 392 46 1,042 

来 所 63 14 69 8 154 

その他 112 18 115 14 259 

計 2,918 298 4,099 110 7,425 

 

以上 


