
会議資料 

令和３年７月８日（木） １１時００分 

三原市災害対策本部 

 

７月７日からの大雨にかかる被害状況等について 

 

Ⅰ 本部体制 

  災害警戒本部設置日時 令和３年７月８日（木） 4時 01分 

  災害対策本部設置日時 令和３年７月８日（木） 6時 23分 

 

Ⅱ 被害情報等 

 １ 被害状況（7/8 11：00時点） 

(1)人的被害 なし 

(2)住家被害 10件 

床上浸水  確認中 

床下浸水 10件（三原地域７件 本郷地域３件） 

  (3)河川被害  

天井川 破堤及び越水 

(4)土木被害  

土砂崩れ 12件（沼田東 7件，西野１件，登町１件,小泉１件，幸崎能地 1件，南方１件）        

(5)インフラ被害 

水道 被害なし 

電気 停電等なし 

 

 ２ 気象情報及び避難情報 

(1) 注警報発表状況 

令和３年７月 7日（水） 

23時 44分    大雨注意報    発表 

    令和３年７月８日（木） 

       00時 20分    洪水注意報    発表 

       04時 01分    洪水警報     発表【警戒レベル３相当】  

    令和３年７月 8日（木） 

       04時 57分    大雨警報（浸水害） 発表 

       06時 10分    土砂災害警戒情報  発表 

  （2）避難情報の発令状況 

       06時 23分    避難指示     【警戒レベル４】（久井・大和以外） 

08時 18分    緊急安全確保   【警戒レベル５】（沼田東） 

       09時 40分    緊急安全確保   【警戒レベル５】（明神５丁目・小泉） 

            

  (3) 降雨状況（10時 40分観測） 

    累加雨量上位４地点：（降り始めから） 

観測点名（所在地） 累加雨量 降雨開始時刻 

須波 220.0㎜ 7/7  15：10 

甲原 216.0mm 7/7  12:50 

末光 215.0㎜ 7/7  13：10 

西野 215.0㎜ 7/7  15：10 

 

 

 

 



(4) 水位状況（10時 00分 観測） 

観測局名 

（河川名） 

現況 

水位 
現在の状況 

水位

状況 

水防団待機 

水位 

避難判断 

水位 

氾濫危険 

水位 

最高水位 

※参考 

南方（梨和川） 3.16ｍ 氾濫危険水位まで 0.04ｍ ↓ 1.30ｍ 1.70ｍ 2.25ｍ 3.20ｍ 

椋梨（椋梨川） 1.37ｍ 水防団待機水位まで 0.03ｍ ↓ 1.40ｍ 1.65ｍ 2.05ｍ 1.42ｍ 

菅川（菅川橋） 1.81ｍ 氾濫危険水位まで 0.34ｍ ↓ 0.90ｍ 1.60ｍ 2.15ｍ 1.90ｍ 

天井川（沼田東） 2.37ｍ 氾濫危険水位を 0.72ｍ超過 ↓ 1.10ｍ 1.45ｍ 1.65ｍ 2.58ｍ 

沼田川（船木） 3.16ｍ 避難判断水位まで 1.04ｍ ↓ 2.30ｍ 4.20ｍ 4.70ｍ 3.79ｍ 

沼田川（七宝） 3.52ｍ 避難判断水位まで 0.98ｍ ↓ 2.90ｍ 4.50ｍ 4.65ｍ 4.17ｍ 

※水位状況凡例 10分前水位より ↑：上昇  →：変化なし  ↓：下降 

 

３ 交通状況 

・ JR呉線 三原～岩国 終日運転見合わせ（7/8 8:24現在。ホームページから） 

・ JR山陽本線 三原～岩国 運転見合わせ（7/8 7:30現在。ホームページから） 

JR山陽本線 三原～松永 運転見合わせ（7/8 11:00現在。ホームページから） 

・ 山陽新幹線 博多～新大阪 運転見合わせ （7/8 7:30現在。ホームページから） 

・ 山陽自動車道 大竹～福山西 通行止め （7/8 8：24現在。ホームページから） 

 三原バイパス 福地インター付近冠水（7/8 10:50現在） 

・  芸陽バス 全線 運転みあわせ 

・  中国バス 如水館線 運転見合わせ 

        空港線  運転見合わせ 

        甲山線  運転見合わせ 

・  ともてつ 福地線   運転 

      深線    調整中（中バス共同運航） 

          

 ４ ダム情報 

 (1) 椋梨ダム  

ダム体制内容 現在放流量 

洪水警戒体制       （7/7  6:30） 

放流開始         （7/8  6:30） 
142.21㎥/ｓ（7/8 11:40） 

 (2) 福富ダム  

ダム体制内容 現在放流量 

洪水警戒体制       （7/7 22:40）） 33.59㎥/ｓ（7/8 11:40） 

 (3) 野間川ダム  

ダム体制内容 現在放流量 

洪水警戒体制       （7/8 4:10） 1.78㎥/ｓ（7/8 11:40） 

 

５ 避難情報 

(1) 公設避難所（開設日時：令和３年７月８日（火）11時 00分） 

地域 施設名 対策部 

避難者数（名） 

(10:00時点) 避難者数 

(合計) 

最大 

避難者数 

※参考 男性 女性 

三原地域 尾道商業高等学校（開設） 経営企画   5  

 第一中学校（開設） 保健福祉   24  

 三原小学校（開設） 財務   8  

 第二中学校（開設） 総務   69  

 宮浦中学校（開設） 財務   86  

 田野浦小学校（開設） 経済   19  

 須波小学校（開設） 経済   21  



 南小学校（開設） 総務   20  

 沼田東小学校（開設）    30  

 小泉小学校（開設） 生活環境   29  

本郷地域 本郷小学校（開設） 教育   21  

 北方コミュニティセンター

（開設） 

教育 
  26 

 

 南方コミュニティセンター

（開設） 

教育 
  19 

 

久井地域 久井支所（開設）    2  

大和地域 大和支所（開設）    4  

計 18施設    383  

  

（2）自主避難所 

地域 施設名 対策部 

避難者数（名） 

(10:00時点) 避難者数 

(合計) 

最大 

避難者数 

※参考 男性 女性 

三原地域 高坂町コミュニティホーム    21  

 馬井谷公民館    6  

 芸術文化センターポポロ    0  

 沼北小学校    0  

 沼田西小学校    4  

 佐木集会所    3  

 須ノ上集会所    0  

 向田集会所    7  

本郷地域 花園集会所    3  

 茅田老人集会所    0  

計 10施設    44  

 


