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会議資料 

令和３年７月８日 １５時００分 

三原市災害対策本部 

 

三原市災害対策本部及び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 避難情報 

 １【警戒レベル４】 

     対象地域： 三原小地区，中之町地区，西小地区，深地区，田野浦地区，須波地区， 

沼田地区，小坂地区，沼田西地区，小泉地区，高坂地区，木原地区， 

糸崎地区，幸崎地区，船木地区，本郷地区，南方地区，北方地区 

     対象世帯：36,592世帯，対象者数 81,790人 

 ２【警戒レベル５】 

     対象地域： 小泉，沼田東，明神５丁目 

     対象世帯：3,478世帯，対象者数 8,264人 

 

Ⅲ 被害情報等 

 １ 被害状況（7/8 14：00時点） 

(1)人的被害  なし 

(2)住家被害 計１９件 

床上１件（明神） 

床下１８件（皆実４，宮沖２,小泉１，幸崎能地１，深町１，小坂１，沼田西１，登１， 

糸崎１，西野１，木原１，南方３） 

(3)河川被害 

天井川 破堤・越水 

(4)土木被害等 計３５件 

崩土１６件（沼田東６，中之町１，沼田西１，西野１，頼兼１，明神１，小泉１，南方４） 

道路・法面１３件（沼田東７，田野浦２，登１，沼田西１，高坂１，南方１） 

農地１件 (沼田西１) 

その他５件(沼田東１，幸崎能地１，頼兼１，小泉１，本郷北１) 

 (5)インフラ 

水道 被害なし 

電気 停電等なし 

  

 

 ２ 気象状況等 

(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 

       06時 23分    避難指示     発令【警戒レベル４】（久井・大和以外） 
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08時 18分    緊急安全確保   発表【警戒レベル５】（沼田東） 

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

    14時 06分    土砂災害警戒情報 大雨警報(浸水害) 洪水警報 継続 

 

（2）降雨状況（7/8 13：30時点） 

    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 224.0㎜ 7/7  15：10 

甲原 219.0㎜ 7/7  12：50 

末光 218.0㎜ 7/7  13：10 

西野 217.0㎜ 7/7  15：10 

 

  (3) 水位状況（7/8 13：30時点） 

    避難判断水位超過河川なし 

    ※参考 

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 

天井川（沼田東） 1.09ｍ 氾濫注意水位以下 ↓ 1.10ｍ 1.45ｍ 1.65ｍ 
2.58ｍ 

(7:50) 

※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（7/8 13：30時点） 

・ JR呉線 三原～海田市 運転見合わせ 

・ JR山陽本線 松永～岩国 運転見合わせ 

・ 山陽新幹線 運転再開 

・ 山陽自動車道 大竹～福山西 通行止め  

          

 ４ ダム情報（7/8 13：50時点） 

 (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） 
133.60㎥/ｓ 

 (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）） 31.90㎥/ｓ 

 (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） 1.31㎥/ｓ 
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５ 避難情報 

(1) 公設避難所（開設日時：令和３年７月８日（木）8時 00分） 

地域 施設名 対策部 

避難者数（名） 

(7/8 14:00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 経営企画 3 2 5 5 

第一中学校 保健福祉   0 24 

三原小学校 財務   0 8 

第二中学校 総務   2 69 

宮浦中学校 財務   0 86 

田野浦小学校 経済   0 19 

須波小学校 経済   0 21 

南小学校 総務   0 20 

沼田東小学校 生活環境 2 4 6 30 

小泉小学校 生活環境 0 2 2 29 

本郷地域 

本郷小学校 教育 5 3 8 23 

北方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 教育 1 1 2 26 

南方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 教育   0 22 

久井地域 久井支所    0 2 

大和地域 大和支所    0 4 

計 15施設    25 388 

  

（2）自主避難所 

地域 施設名 対策部 

避難者数（名） 

(7/8 14:00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 

地元 

  閉鎖 21 

馬井谷公民館   閉鎖 6 

芸術文化センターポポロ   閉鎖 4 

沼北小学校   0  

沼田西小学校   0 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    13 35 

 

 


