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１ 主な被害状況

（１）人的被害

死亡 11 人

（２）孤立集落
なし

（３）住家被害（非住家を含む）

【被害認定調査（1次）実施状況】 進捗率 約 82％

件数、交付数は累計

（４）非住家被害（ 棟）※調査中

（５）避難状況

【最大】避難者数： 187 世帯 943 人 34 箇所 （7月 8日 18 時現在）

避難者数： 54 世帯 110 人 10 箇所 (8 月 4 日 17 時現在）

避難者数： 49 世帯 99 人 8 箇所 (8 月 6 日 17 時現在）

（６）土砂災害（ 約 350 箇所）※調査中

（７）道路、河川被害箇所 （8/6 17 時現在）

（ ）8/3 21 時現在

（８）海岸保全施設［港湾］ （1箇所）

・玉津港（先新浜） 護岸崩壊

海岸保全施設［漁港］ （9漁港 14 件）

日 付 第 1次調査実施済件数 交付申請件数 罹災証明書交付数

8/3 3,403 1,231 897

8/4 3,405 1,239 949

8/5 3,410 1,249 1,021

地 区 道 路 河 川 地区計

吉 田 584（584） 146（146） 730（730）
三 間 23 （23） 0 （0） 23 （23）
津 島 18 （18） 17（17） 35 （35）
宇和島 19 （19） 23（23） 42 （42）
合 計 644（644） 186（186） 830（830）

平成３０年７月豪雨による被害状況等（36 報）（8 月 6日 17:00 現在）
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（９）道路通行止 （8/6 17 時現在）

[通行止] 市道 14 箇所、県道 1箇所

[通行制限] 市道 1箇所、県道 3箇所、国道 5箇所

（10）農作物の被害（ 202 ヘクタール ）※調査中

（11）農地・農業用施設等の農業被害（ 1,768 件）※調査中

（12）林地・林道等の林業被害 （ 16 件）※調査中

（13）水産・漁業等水産被害 （ 2 件）※調査中

（14）学校の被害、再開等の状況（吉田地区のみ） （7/30 現在）

学校名
被害等の状況

及び復旧見込み
１学期

夏休みの

授業等
２学期

吉田小 一部支障あるが早期授業再

開

【漏電等、支障解消済み】

7/17(火)～

20(金)

8/29(水)～

8/31(金)

(パン給食)

9/3(月)(始業

式)～

(給食再開予定)

奥南小 授業に支障なし

【仮設受水槽で給水中】

7/12(木)～

20(金)

9/3(月)(始業

式)～

(給食再開予定)

喜佐方小 一部支障あるが授業再開

【土砂除け、清掃・消毒済み、

一部床張替発注済み、プール

は次年度までに復旧予定】

7/12(木)～

20(金)

(7/13(金)～立

間小及び立間

地区中学生も

合同)

7/23(月)～

7/31(火)

(午前中のみ、

自習)

9/3(月)(始業

式)～

(給食再開予定)

立間小 被害甚大につき、校舎使用出

来ない為、喜佐方小学校にて

授業再開（立間～喜佐方 通

学バス運行 7/23（月）まで）

【校舎（1Ｆ）・体育館の復旧

工事発注済み（工期３か月）、

グランド整備工事予定（工期

８月末まで）、プールは次年

度までに復旧予定】

7/12(木)～

20(金)

(7/13(金)～立

間小及び立間

地区中学生も

合同)

7/23(月)～

7/31(火)

(午前中のみ、

自習)

9/3(月)(始業

式)～

(給食再開予定)

【立間小の校

舎 2Ｆで授業再

開予定】
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２ 市内のライフラインの状況

（１）水道

現在の断水の影響 ※給水車・ぺットボトル配布等で対応中

・吉田・三間地区の断水解消に向けた代替浄水施設の整備工事が完成

（通水予定時期）

吉田地区：8月 4日（土）午後 1時から一部の地域で試験開始済

給水支援状況

（１）給水車 13 台

（２）自衛隊［陸自］トレーラー 6台

生活用水（飲料水以外）の支援実施状況

玉津小 ７月中の学校再開は、断念

(通学路の安全が問題)

【グランド整備工事予定（工

期８月末まで）】

～7/20(金)ま

で休校

8/27(月)～

8/31(金)

(パン給食)

9/3(月)(始業

式)～

(給食再開予定)

吉田中 被害甚大につき、校舎使用出

来ない為、地元小学校にて授

業再開

【校舎（1Ｆ）・体育館の復旧

工事発注済み（校舎 1か月・

体育館３か月）、グランド整

備工事予定（工期８月末ま

で）、プールは次年度までに

復旧予定】

7/17(火)～

20(金)まで地

元小学校で学

習

8/10(金)登校

日(通信簿)

8/27(月)～

8/31(金)

吉田中にて(パ

ン給食)

9/3(月)(始業

式)～

(給食再開予定)

【体育館は、ふ

れあい運動公

園と調整し、部

活動も再開予

定】

日 時 戸 数 人 口 備 考

7/7 18 時 6,568 戸 15,317 人 【最大】

8/3 18 時 2,760 戸 6,477 人

8/5 18 時 1,443 戸 3,558 人

日 時 吉田地区 三間地区

8/2 31 箇所 3箇所

8/3 31 箇所 3箇所

8/6 31 箇所 0箇所
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３ 住宅関係

公営住宅関係（8/5 現在）

・市営住宅の一時使用に関する申込

募集件数 34 戸の内 13 戸に対し、50 件の申込があり、12 戸が入居決定

残りは随時受付中

・被災住宅の応急修理を 7/17 から申込受付中で 234 件の申込があり

・借上げ型応急仮設住宅を 7/23 から申込受付中で 17 件の申込があり、8件の入居決定

・公的住宅等 45 戸を 7/25～8/2 まで申込受付し、11 件の申込があり

残りは随時受付中、これまで 1件の申込

・建設型応急仮設住宅 12 戸を 8/3～8/10 まで申込受付中で 4件の申込

４ 自衛隊［陸上］、海上保安庁、TEC-FORCE、国土交通省、県等の活動状況
（１）自衛隊［陸自］

・給水支援 （ 4箇所 ）ＪＡ立間中央支所、ＪＲ吉田駅

南君東野積場、河内上公民館

・入浴支援 （ 1箇所 ）吉田公民館

（２）TEC-FORCE
・四国地方整備局（2班） 砂防 2班、成果報告

（３）国土交通省

・散水車（2台）、高圧洗浄車（4台）、側溝清掃車（2台）、排水管清掃車（2台）

（４）県

・災害対策本部に宇和島市支援チームを設置

（５）消防本部

・給水支援(宇和島地区) （ 3箇所 ）溜尾整形外科、美沼荘、岩村外科胃腸科

・給水支援(西条市) （ 2箇所 ）吉田病院、オレンジ荘

５ 県及び他の地方自治体等からの応援職員の状況

【応援職員数】※本部応援職員及び先遣隊は除く

〇自治体派遣職員：本日 85 名、延べ人数（7/9～8/6）2,353 名

〇災害サポーター：本日 12 名、延べ人数（7/14～8/6）291 名

〇合計：本日 97 名、延べ人数（7/9～8/6）2,644 名

【本日の動き】


