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 平成 30年 7月豪雨において広島県内の保育所では複数の施設で土砂流入や浸水のため，他の施設での応

急保育が行われた．この豪雨で浸水等の被害を受け，保育継続に問題が生じた広島市，安芸郡坂町，呉市，

三原市の 5 つの保育施設と広島市役所を訪問し，豪雨災害時の安全管理や保育再開に向けた取り組みに関

した聞き取り調査を行った． 4 保育施設では園舎再建や大規模修復が必要となり，複数の施設を利用した

分散保育，他の保育所を利用した合同保育等が行われた．被災時の早期再開と継続が必要とされる保育所

では被災を前提とした保育継続計画を検討しておくことの重要性について明らかにした． 
 

     Key Words: nursery school, safety management for disaster, childcare continuity, the heavy rain event 
    of July 2018 

 
 
1. はじめに 
 
教育機関の施設長又は設置者は，非常変災その他急迫

の事情があるとき又は感染症の予防上必要があるときに

それぞれ学校教育法施行規則第 63 条又は学校保健安全

法第 20 条の規定に基づき，臨時に「授業を行わないこ

とができる」又は「学校の全部又は一部の休業を行うこ

とができる」とされている．これに対し，保育施設はそ

の施設長又は設置者等が自然災害発生時に臨時休園を行

うことができる旨を定めた法令はなく，ほとんどの保育

所は自然災害の危険性が迫った中でも原則的に開園・開

所するものとして対応してきた．その結果，2017年九州

北部豪雨のケースのように園児受入中の保育所が被災す

る事例もあり，風水害時の保育所の安全管理の重要度は

年々高まっている．そのため，非常災害の危険性がある

場合に，保育所が臨時休園を判断しやすくなるように国

や自治体に指針を示すように私立保育施設の経営者で構

成される保育団体からも要望が出されている 1)． 
一方，保育所は就労等のため，家庭で保育が難しい保

護者に代わって保育を行う施設であるため，被災後にも

速やかに保育事業を再開することが社会的に期待されて

いる．災害が頻発し，保育所の被災が顕在化する中，保

育所の業務継続対策も重要な課題である． 
著者らは自然災害時の保育所の安全管理や保育継続に

係る問題について，2011年以降に被災した保育所職員と

自治体の主管課職員を対象にしたインタビュー調査等を

実施している．この一連の調査結果から保育所の災害環

境に即した風水害時の避難確保計画の策定，臨時休園の

判断基準の整備，一斉メールシステムの導入などの保護

者との連絡方法の充実，災害後にも速やかに保育を再開

するための事前準備（保育継続計画の策定）の必要性に

ついて述べてきた 2)～6)． 例えば 2015年常総水害では自治

体からの避難勧告等が発令した中で，登園直後に保護者

への引き渡しや児童の避難誘導が必要であったことを受

け，保育所での休園判断のあり方について考察した 3)． 
2017年九州北部豪雨では平日の午後に発生した集中豪雨

で迎えに来られない保護者が出たため，複数の保育園で

園児と職員が翌朝まで待機するなどの対応があった他，

施設の被災で長期にわたり，近くの保育園で応急的な合

同保育が続けられた．この調査からは緊急的な宿泊待機
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に備えた事前準備や災害時の早期再開を実現するための

保育継続計画の策定の重要性を指摘した 4)． 
本研究が対象とする平成 30 年 7 月豪雨では岡山県，

愛媛県，広島県など西日本各地で深刻な浸水被害や土砂

災害が発生し，行方不明者を含めると全国で 245名が犠

牲となっている 7)．この災害でも京都府，大阪府，岡山

県，広島県，愛媛県など 2府 7県で保育所などの児童福

祉施設，計 104 施設が被災している 8)．著者らはすでに

この豪雨で被災した愛媛県大洲市及び西予市と岡山県倉

敷市の保育所を対象にインタビュー調査を実施し，この

調査からも豪雨災害時に施設長等が休所・休園判断を行

えるようにするための環境整備が必要であることを指摘

している 5)，6)． 
本研究も文献5)及び6)と同様に，平成30年7月豪雨災

害対象に被災した広島県内の保育所職員と自治体の主管

課職員にインタビュー調査を行ったものである．広島県

内では 36 施設の児童関係施設（保育所を含む）で浸水

や土砂流入により被災し，1ヶ月後の 8月 13日の段階で

11 施設が休止中と報告されている 9)．著者らは被災した

保育所の災害対応がある程度終息したと見られる半年後

の2019年1月以降にインタビュー調査を始めた．調査対

象施設は河川氾濫による浸水及び園庭流出，土石流によ

る土砂流入等の被害を受けた広島県内 4カ所の保育所及

び 1認定こども園である．豪雨災害時の安全管理や保育

再開に向けた取り組みに関したインタビューを行い，災

害時の保育所の安全管理と保育継続に係る資料収集や分

析を行った． 
今回の災害が対象の保育所に与えた影響はこれまでに

実施した調査とは異なったいくつかの特徴があった．安

全管理の点では近隣の多くの住民が避難してきたため，

緊急避難場所としての役割を果たしている．保育継続の

点では宿泊施設の大広間，社会福祉法人の会議室，小学

校の空き教室など児童福祉施設以外の施設を活用したケ

ースや最大 5箇所で分散保育を実施したケースがあり，

これまでの保育継続では見られない対応が行われた．同

様の調査を 2011 年以降に実施してきたが，災害時の安

全管理や被災後の保育継続には災害の種類，季節，曜日，

保育所の社会的環境など，様々な因子が影響する．多く

の対応事例を収集整理し，施設関係者が効果的な安全管

理方法や保育継続計画を検討する際に活用できるように

することは有効である． 
 
 

２．調査方法 

 
(1) インタビュー調査 

 訪問先は図-１に示す5施設と広島市子ども未来局の6
カ所である．訪問日は2019年 3月 4日にA保育所，2019

年 1月 25日にB認定こども園と広島市，2019年 12月 27
日に C，D保育園と E保育所である．なお，A保育所訪

問時には三原市子ども支援課職員の同席があり，市とし

ての対応についてもお聞きした．インタビュー内容は

「事前の防災対策の状況」，「市内の保育所の被災状

況」，「水害発生時の緊急対応」，「保育再開までの対

応」，「保育再開後に生じた課題」，「保育所の安全管

理として新たに検討していること」などである． 
 
(2) 現地確認と浸水痕跡調査 

 施設 Aは 2019年 1月 27日，施設 Cは 2019年 1月 13
日，施設Dは 2019年1月 12日，施設Eは 2019年 1月 27
日に施設周辺の被害状況を確認した他，インタビュー調

査の当日も施設と施設周辺の復旧状況の確認を行った．  
 洪水氾濫解析の精度検証のために必要である浸水痕跡

調査を施設 Aのある三原市本郷地区で 2019年 5月 26日
に実施した．この調査では浸水深の調査と併せ，リアル

タイムキネマティック測量（RTK-GPS）とトータルステ

ーションを用いた水準測量により，標高を測定した． 
 

(3) 洪水氾濫解析の概要 

 施設Aの浸水被害は近くを流れる沼田川と梨和川の氾

濫によって生じている．職員の証言から得られた浸水状

況などとの整合性を確認するため，洪水氾濫シミュレー

ションを実施した．洪水氾濫解析の概要は以下の通りで

ある．氾濫解析はソフトウェア「AFREL-SR」（ニタコ

ンサルタント（株））を用いて実施した．このソフトウ

ェアは非定常平面 2次元浅水流方程式に対して，空間方

向にはスタッガード格子を用い，時間方向には leap-frog
法を用いた陽的解法で内外水を同時に解析することがで

きる．地形データは国土地理院 5mDEM を利用，雨量デ

ータは気象庁及び広島県河川防災情報システムのデータ

を利用した．計算は南北10.1km，南北14.5kmの範囲で，

沼田川，沼田川に合流する梨和川，菅川，椋梨川などの

各支川を含むエリアを 20m×20m メッシュで計算した．

計算期間は 7月 6日 12時から 7月 7日 12時までの 24時

 
図-1 調査対象施設と雨量観測局の位置 
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間である．沼田川の上流部に福富ダムと椋梨ダムの放流

量に解析範囲に入るまでの流域からの増加分を考慮し，

さらに沼田川に合流する主な支川の上流端に解析範囲に

含まれない流域部分に降った雨量分を合理式で計算して

与えた．さらに，解析範囲に含まれる菅川 4か所，梨和

川 2 か所，沼田川右岸の船木地区の堤内地の道路盛土 2
か所の破堤について，住民の証言，広島県の報告書 10)を

参考に決壊時刻と決壊幅を考慮して計算した．  
 
 
３．調査結果 

 
(1) 各施設周辺の降水と主な被害 

 はじめに，対象施設周辺の被害状況について整理する． 

 図-2は図-1に★印で示す雨量観測局において7月5日
～8 日の 4 日間で観測された時間降水量変化を示す．本

郷，白木，呉市天応の降水のピークは 6 日 18 時～21 時

の夜間と7日未明2回で，野呂川ダムでは7日4時～5時
の早朝に発生している．ピーク時にはいずれの地点でも

最大 50mm程度の 1時間雨量を記録している．広島県に

は 6日 19時 40分に大雨特別警報が発表され，これに合

わせて表-1 の通り，全ての地区で避難指示または避難

勧告が発令されている． 
 施設 A（園児 107名）は三原市本郷町に位置し，沼田

川と梨和川の合流点に近い場所に立地している．施設周

辺の地区は沼田川左岸からの越水と梨和川左岸からの越

水と破堤の影響で図-3 に示されるように施設周辺では

広い範囲で浸水深は 2m を超えている（ピンクで示され

るエリア）． 浸水痕跡調査時に破堤地点から北西約

300mに自宅がある住民から得た証言によると，7月 6日
21 時半過ぎに自宅前道路の水かさが急激に増えてきた

とのことで，およそこの時間に梨和川の左岸堤防から越

水または決壊が生じたものと考えられる．図-4 に示す

氾濫解析結果からも住民の証言の通り，21 時半以降に

浸水が顕著となる様子が再現されている．図-5は施設A
の近くを流れる沼田川・七宝水位局（沼田川と梨和川の

合流点から下流5km）と梨和川・南方水位局（図-3中に

△で表示）の水位変化である．図-2 の本郷観測局の降

水量変化では，6日 20時～21時に 1時間 51.5mmの降水

量を記録している．この影響もあり，沼田川，梨和川の

 
図-2 主要な雨量観測局での降水分布（観測局の位置は図-1に★印で記載） 
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表-1 防災情報の発表・発令と園児の引き渡し状況 

 

 
図-3 施設A周辺の浸水状況（浸水痕跡と解析結果の比較） 

施設 園児引き渡し終了 職員の退所・宿泊 気象警報 避難準備 避難勧告 避難指示
最寄りの
雨量局

A
6日15時過ぎに迎
えを要請．
6日17:55終了

6日18:30
6日19:40
大雨特別警報

5日18:30 6日17:00 6日19:40 本郷

B

6日朝：避難勧告
発令時には迎えに
来るよう要請．
6日15:45　お迎え
を要請
6日18:30頃
2名を除き降園，
園児2名と迎えの
祖父母が宿泊

住民避難者は24
名．この内13名
は職員2名と共に
法人本部へ2次避
難．園児2名，保
護者2名，職員4
名，避難者9名は
施設で宿泊，職
員4名は帰宅途中
で車中や知人宅
などで宿泊

6日19:40
大雨特別警報

6日20:11 白木

C

17:40：避難勧告
発令を保護者に緊
急メール．
6日19:25終了

避難者約30名と
職員6名が2日間
宿泊

6日19:40
大雨特別警報

6日17:40 6日19:40 呉市天応

D
6日朝：早めの迎
えを要請．
6日18:30頃終了

6日18:45
職員2名は帰宅途
中で足止めさ
れ，温泉施設で
宿泊

6日19:40
大雨特別警報

6日17:40 6日19:40 呉市天応

E 6日19:00過ぎ終了 6日19:00過ぎ
6日19:40
大雨特別警報

5日8:11 6日18:20 6日21:30
野呂川ダ
ム
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水位が急上昇している．南方水位局では 21時 20分に氾

濫危険水位を 2.29m 上回るピーク水位 4.54m を記録，七

宝水位局では 21時 30分には氾濫危険水位 4.65mを突破

している．21 時 20 分の両水位局の水位がほぼ一致して

いるが，これは本川からの急激な背水がこの頃に発生し

た影響が考えられる．この結果，梨和川左岸からの越

水・破堤が 21時 30分頃に生じたのではないかと推定さ

れる． 
 この地区には 6日 17時に避難勧告，同 19時 40分には

避難指示が発令されている．三原市本郷町では洪水氾濫

に伴う浸水により，船木地区（両河川の合流点から約

3km上流）で 3名が自宅などで亡くなっている．この地

区ではA施設の他，水道施設，高齢者福祉施設，病院な

ど，市民生活に欠かせない施設が被災した． 
 B施設（園児97名）は広島市安佐北区に位置し，三篠

川と関川の合流点付近に立地している．三篠川は一級河

川太田川水系の一部で流域面積 274km2 の比較的大きな

河川である．施設 Bは太田川との合流点から約 12km上

流の川沿いにあり，園地の西側が三篠川，東側が関川に

接している． 
 近隣の白木雨量観測局では7月6日18時～19時に1時
間 46mmの最大雨量を記録している．広島県の資料 10)に

よると三篠川流域では継続時間雨量(3，6，12，24 時間)
はいずれも昭和 28 年の観測開始から既往最大雨量とな

っている．12時間雨量，24時間雨量は 1/160～1/200年確

率以上と報告されている．その結果，三篠川では各所で

堤防からの越水が発生し，護岸損壊などの被害が多発し

た．この豪雨により，三篠川沿いで 56 地区で浸水，芸

備線の鉄道橋を含む6橋が落橋，61箇所の護岸が流出等

の被害を受けた．図-6 は B 施設で水害時に避難行動の

目安に用いている白木水位局の水位記録で，7月 6日 16
時 20分に避難判断水位を突破し，18時頃から約 18時間

にわたり氾濫危険水位を超えている．この地区には浸水

被害が顕著になりだした 6日 20時 11分に避難勧告が発

令されている．なお，7日12時に水位が急減しているが，

その原因は不明である． 
 坂町の報告 11)によると，施設Cと施設Dのある坂町で

は 6日 18時 45分頃に坂町横浜西 1丁目でがけ崩れが発

生したのを皮切りに，随所で土砂災害とこれに伴う河川

氾濫が発生し，各地で深刻な被害が発生した． 
 施設 C（園児約 150名）は坂地区の市街地に位置する

が，総頭川上流部で土石流が発生し，大量に流出した土

砂や流木などが河川を閉塞させた結果，土砂と洪水が市

街地に氾濫した．この地区では死者 1名，全半壊家屋は

570棟に上った． 
 施設 D（園児約 40 名）は小屋浦地区の天地川沿いに

立地している．6 日 19 時 25 分頃から，天地川上流部と

その支流で土石流が発生し，大量に発生した土砂や流木

が土砂洪水氾濫となり，下流部の市街地を埋め尽くした．

その中でも施設Dは1階に土砂と流木が流入し，天井付

近まで堆積する被害を受けた．この地区での死者・行方

不明者は 17名，全半壊家屋は 645棟に及ぶ． 
 坂地区では6日17時40分に避難勧告，19時30分に避

難指示（緊急）が発令されている． 
 施設 E（園児 115 名）は呉市東部の安浦地区にあり，

野呂川の支流である中畑川右岸沿いに位置する．この地

区では 7日 5時半に野呂川ダムの緊急放流（異常洪水時

防災操作，4時57分～）の影響もあり，中畑川左岸堤防

が決壊し，浸水が広がった．広島県の報告 10)によると，

7月 7日 5時 30分頃，中畑川左岸 0.3km地点で越水及び

破堤が始まり，6 時には周辺部の住宅で浸水が始まった

ことが確認されている．この地区の藤波水位局（野呂川）

では野呂川ダムの放流を受けて，6時10分に氾濫危険水

位を約 1m 上回る 1.86m を記録している（図-7）．野呂

川の支流にあたる中畑川は合流点付近の水位上昇の影響

 

図-4 施設A付近の浸水深変化（解析値） 

 
図-5 施設A付近の河川水位の変化 

 
図-6 施設B付近の三篠川の水位記録 
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を受け，水位が上昇し，越水・破堤に至ったものと推定

される．この地区では 7月 6日 18時 20分に避難勧告，

21 時 30 分に避難指示（緊急）が発令されている．安浦

地区の被害は死者 4名，住宅の全半壊は 463棟である 15)． 
 

(2) 各保育所の被害状況 

 A 保育所（三原市）は沼田川と梨和川の合流点付近に

位置し，6日21時半頃に発生した梨和川左岸の堤防決壊

に伴い，１階天井近くまで水没する被害を受けた（図-3

及び図-8）．被害発生時には園児，職員とも退所してお

り，人的被害や孤立などは生じていないが，8 日まで浸

水が続いたため，職員は 9日午前中に被災後初めて，園

舎の被害状況を確認した．室内や窓に残った痕跡から測

定した浸水深は約 2.5m で，施設内のすべての設備，備

品は損傷し，2019年 3月から全面的な改修工事を行い，

2019年 9月に自園での保育を再開することができた． 
 B 認定こども園（広島市安佐北区白木町）は三篠川と

関川の合流地点に位置し，6日 20時半以降に発生した関

川の氾濫に伴い，園庭の冠水，園庭と園舎の基礎部分の

一部流出，大型遊具，ブランコ，うさぎ小屋などが流出

する被害を受けた（図-9）．幸いにも建屋内に浸水がな

かったため，保育や調理に必要な備品等に被害は生じて

いない． 
 C 保育園（坂町）では 18時 36 分に停電となり，補助

電灯の中，災害対応にあたる．最後の園児を保護者に引

き渡した直後の 19時 50分に施設前の総頭川が氾濫し始

め，残っていた職員 6名は 2階に避難した．またこれと

ほぼ同時に地区の西側で火災も発生している．20 時 40
分に補助電灯が消えて暗闇の中で翌朝を迎えることにな

る．途中，避難の遅れた住民約 30 名が保育園に助けを

求めて，避難してきた．園庭に約5cmの土砂の堆積があ

ったが，床上浸水にはなっていない．翌 7日も降雨が続

いたため，流出は続き，8 日になっても浸水は収まって

いなかったが（図-10），雨が上がったことでようやく

水の勢いが低下し，再開に向け，片付けを始めることが

できた． 
 C保育園の姉妹園であるD保育園（坂町）は天地川沿

いに位置し，上流部の斜面崩壊による土砂流入と溢水に

より，6日 19時半過ぎには園舎 1階部分が土砂とがれき

で覆いつくされるほどの被害を受けた．被害が大きかっ

たため，園舎の修復は諦め，解体して同じ場所で再建す

ることとなった．図-11 は解体に向けた取り壊し準備を

行っている状況である． 
 E 保育所（呉市安浦町）は野呂川の支流である中畑川

の右岸側に位置する．7月 7日 未明に市内全保育所の休

所が決定したのを受けて，6 時から近くに住む職員 3 名

（他の保育所職員を含む）が保護者に休所について電話

連絡を開始した．その途中に浸水が始まったため，電話

連絡を中止し，隣のアパートの 2F に緊急避難した．浸

水は床上 0.2m であった．途中になった電話連絡は担当

課などから全家庭に行い，完了している． 

 
図-7 施設E付近の野呂川の水位記録 

 

図-8 施設Aの浸水痕跡（2019年1月27日著者撮影） 

 

 図-9 施設Bの園庭流出部分（破線は被災時の写真を  

    元に著者が加筆，修復後の2019年1月25日に 
    著者撮影） 

 
   図-10 施設C前の総頭川の氾濫状況 16) 
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(3) 園児の引き渡しと職員の退所 
 表-1の通り，被害の発生が6日夜以降であったため，

施設B以外の施設では無事，園児を保護者に引き渡すこ

とができた． 
 施設 Aでは 15時過ぎに担当課から 17時頃に避難勧告

が出される可能性が高いため，それまでにお迎えを要請

するよう連絡があったことが幸いして，17 時 50 分まで

に引き渡しが完了している．浸水可能性が高い地区に住

む職員，自宅までの距離が離れている職員から退所した．

最後に退所した園長も危険な状況に会うことはなく帰宅

している． 
 施設 Bでは 7月 6日朝に「避難勧告が出された場合に

は引き渡しをするので迎えに来てください」と玄関に掲

示し，保護者に伝えていた他，三篠川の白木水位局の水

位情報を参考に 15時 30分にはお迎えの要請や園バスで

の送迎を始めている．18 時 30 分までには 2 名を除き，

降園した．19時頃に祖父母が2名を迎えに来たが，渋滞

と道路冠水で引き返せないため，園児 2名は祖父母，職

員 4名と一緒に宿泊した．また，自家用車で帰宅してい

た職員 4名は通行止めで立ち往生し，車中や知人宅へ避

難した．この施設では地区住民に対して洪水時の避難場

所として提供することを申し出ており，この災害時には

三篠川が避難判断水位（氾濫注意水位）に達した 16 時

30分に自治会長に電話し，B施設を臨時の避難所として

利用できることを伝えている．17 時過ぎから 23 時過ぎ

までに 22名の避難者を受け入れた．しかし，20時 30分
頃に園庭の一部が流出するなどの被害が発生したため，

13名は数百m程度離れた法人本部へ職員2名と共に2次
避難した．その結果，園児 2名，保護者 2名，地区住民

9名，職員 4名の計 17名が宿泊した． 
 施設Cでは職員の退所直前に河川氾濫が始まったため，

助けを求めた避難者約30名と職員6名が2日間宿泊して

いる．この施設でも 21 時前後から逃げ遅れた近隣住民

約 30 名を 2 階に誘導し，臨時の避難所として対応にあ

たった． 
 施設Dでは登園時に早めのお迎えを要請していたこと

もあり，6時30分過ぎには最後の園児が降園した．18時
45 分頃に園長が退庁するが，その時点ですでに施設前

の道路は一部冠水し始めていた．この施設でも自家用車

で帰宅中の職員 2名が総頭川の氾濫の影響で坂町駅前付

近で立ち往生し，近くの温泉施設に避難し，宿泊してい

る． 
 施設Eでは休所の連絡をするために早朝出勤していた

職員 3名（応援に来た別の保育所職員を含む）が急な浸

水で隣のアパート 2階に緊急避難している．  
 
(4) 保育再開と保育継続の状況 

 5つの施設の内，園庭までの土砂流入で止まった Cを

除いて，大規模な改修や建て替えが必要となったため，

他の施設を借りて保育再開が行われた．各施設の保育再

開と継続方法の概略を表-2に整理して示す． 
 床上2.5mの浸水被害を受けたA施設では7月8日午前

中は水が引いていない状況であった．8 日の時点でこの

施設で再開することは不可能と判断し，9 日午後に市内

の公立，私立の保育所等の所長・園長会議を開催し，今

回被災したA施設と私立こども園の園児を受け入れにつ

いて協議を行った．その結果，市内公立 5保育所で分散

保育を行うこととなり，10 日に A 施設と受入保育所で

職員への説明会を実施，さらに 11 日に保護者への説明

会を実施した．受入してもらうにあたり，A 保育所の園

児のために独立した保育室が用意された．さらに受入先

を決める上で，就学前の年長児は 1つの施設で受け入れ

てもらうこと，兄弟は同じ保育所に受け入れてもらうこ

との配慮をお願いした． 
 受け入れ先の 5施設の内 4施設では断水が続いた．断

水期間は 3施設が 7月 17日まで，1施設が 7月末までで

その間，給水タンクを用意して対応した． 
 5 施設での分散保育は 2019年 3月まで続き，4月から

は 2施設に再編成して保育継続が行われた．被災した施

設は 2019年 3月から半年間の改修期間を経て，2019年 9
月 26日には 1年 2カ月ぶりに自園で再開を果たした． 
 関川の氾濫で園庭の一部が流出した被害を受けたB施

設では安全が確保できないため，翌 7日に別施設を利用

した保育継続の検討を始め，広島市保育指導課に相談し

 

図-11 施設Dでの土砂撤去状況 
     （2019年1月12日著者撮影） 

表-2 保育の再開と継続方法 

 

施設 保育再開日 再開方法 保育方法の変更 2020年1月10日現在

A 7月17日（火）
5公立保育所に分か
れて保育

2公立保育所で保育
（2019年4月1日～）

再建された自園で保育
（2019年9月25日～）

B 7月11日（水）
姉妹保育園と法人本
部会議室を利用

近隣公立保育園を利用
（8月16日～）

改修された自園で保育
（10月15日～）

C 7月10日（火）
清掃・消毒後に自園
にて再開

Ｄ保育園との合同保育
（7月17日～10月13日）

自園で保育（10月15日
～）

D 7月10日（火）
近隣の子育て支援セ
ンターの部屋を借り
て

Ｃ保育園で保育（7月17
日～）,近隣小学校教室
を借りて保育（10月15日
～）

近隣小学校教室で保育
継続．園舎は再建中．

E 7月17日（火）
宿泊施設の大広間を
借りて

休校中の小学校を利用
（2018年8月6日～）

改修された自園で保育
（2019年3月3日～）
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た．また，9 日には隣接した安芸高田市子育て支援課に

法人内の姉妹園F（B施設から約10km離れた安芸高田市

内の施設）への受け入れの可否について相談し，F に 0，
1，2，3歳児計54名の受入をお願いした．年長の4，5歳
児は法人本部の会議室を利用することとし，7月 11日か

ら保育再開を果たした．2 カ所に分かれた分散保育の後，

8月13日からは本部会議室の保育を停止し，広島市の協

力を得て，同じ中学校区内の公立保育所と認定こども園

Fを利用した保育を始めている．10月15日には自園の改

修が終わり，自園での通常保育を始めた． 
 施設Cでは園庭に汚泥の堆積があったものの，園舎内

に被害が及ばなかったことが幸いし，総頭川の氾濫が収

まった 7月 9日午前に臨時避難所を閉鎖し，再開に向け

て復旧作業が行われた．6日と 7日保育再開は 7月 10日
からで，地区全体で大きな被害が出る中，9 日 1 日だけ，

休園することで乗り切っている． 
 施設Dは1階が土砂で埋まるような被害を受けたため，

自園での再開は諦めたが，9日には10日からの再開を目

指して準備を始めている．7月 10日～8月16日は近くの

町営住宅の 1室に開設されていた子育て支援センター・

パオちゃんルームを利用して応急保育を実施した． 再
開当初は登園児が少なく対応できたが，登園児が増える

と狭いため，8 月 17 日からは年少児（0~2歳児）をパオ

ちゃんルームで，年長児（3~5 歳児）を同一法人の保育

所である施設Cで保育することになり，施設Cには園バ

スで送迎した．その後，10月 15日からは施設 Dに隣接

する小屋浦小学校の一部を借りて，保育所を開設したが，

防火設備が整っていないことが判明し，小屋浦ふれあい

センターを利用して約 2週間保育を継続した後，改めて

小屋浦小学校で保育を始めた．この施設ではパオちゃん

ルーム，施設 C，小学校，ふれあいセンター，小学校と

計 5回保育場所を変更せざるを得なかった．また，食事

はパオちゃんルームを利用した期間は通行止めで調理員

が通勤できなかった 2日間は近くの店で購入したおにぎ

りやインスタント食品を利用して対応し，その後，パオ

ちゃんルームの台所を使って提供した．また，小屋浦ふ

れあいセンターと小屋浦小学校ではふれあいセンターの

キッチンルームを用いて食事提供している．なお，施設

Dは解体後，同一敷地内で再建中で，2020年 9月に竣工

し，同年 10月から再開予定とのことである． 
 5 つの施設の中でも施設 E は保育再開に時間がかかっ

た．保育再開は 7 月 17 日で，グリーンピアせとうちと

いう宿泊施設の広間を利用して再開した．8 月 4 日まで

3 週間利用した後，休校となっていた三津口小学校を借

りて再々開した．三津口小学校は山の上にある学校で，

学校までの道路が狭隘で急坂が続くことなどから保護者

の送迎が難しいという点が問題となった他，調理設備が

ないため，毎日施設Eの調理室から配達する必要がある

などの問題が生じた． 
 保育所は就労支援施設として早期の再開が期待されて

いる．5 つの施設の中で，再開までに時間がかかった施

設 Eでも 1週間程度で応急保育が開始された．しかし，

自園で再開できた Cを除き，Aでは 5カ所，Bでは 3カ
所，D では 4 カ所，E では設備の整っていない宿泊施設

の大広間と小学校が利用された．このように過去の豪雨

災害でも見られないほどの困難な環境で保育継続が行わ

れた．  
 

 

４．調査結果からの考察 

 

(1) 豪雨災害時の安全管理について 

 2017年 5月に水防法及び土砂災害防止法の一部が改正

され，同 6月から施行された．この改正により，洪水想

定浸水区域または土砂災害警戒区域にある保育所などの

要配慮者利用施設は水害や土砂災害に備えて避難確保計

画の作成と避難訓練の実施が義務化された 13)，14)．また

2018 年 4 月には新たな保育指針 15)が施行され，第 3 章

「健康及び安全」で「災害への備え」という項目が新設

された．これでは，保育所では災害対応マニュアルの作

成，定期的な避難訓練の実施，保護者との密接な連携な

どについて取り組まなければならないと記されている． 

 表-3 は自治体が公表しているハザードマップ 16)～20）か

ら読み取った各施設の災害危険度，被害実態等を整理し

たものである．洪水浸水想定区域内の施設は 3施設，土

砂災害警戒区域内の施設は 1施設である．なお，坂町の

施設CとDの傍を流れる総頭川と天地川では洪水ハザー

ドマップは作成されていない．しかし，最も大きな被害

を受けた施設 D から 200m 上流にある小屋浦公園には

1907 年 7 月 15 日に発生した大水害の記念碑があり，こ

れには総頭川と天地川沿いで発生した土石流により，こ

の地区で 46 名が犠牲になったと記されている．このこ

とから，いずれの施設も洪水や土砂災害の危険性が指摘

されている地区に立地していたことがわかる． 

表-3 施設の災害危険度と避難確保計画の作成状況 

 

施設 洪水浸水想定 土砂災害危険度 被害実態 計画上の避難場所
避難確保計画等の作成
状況

A
2～5m（計画規
模，1/100）

警戒区域指定な
し

床上2.4m 未聴取

2016．12に公立保育
所の休所基準を設定．
施設として避難確保計
画を作成していたかは
未聴取

B
0.5m未満（計画規
模，1/100）

警戒区域指定な
し

園庭の一部流出
園舎の2階／法人
本部（2次避難）

2017.9に作成．2階を
地区の避難場所として
提供し，地域と合同訓
練

C 想定なし
警戒区域内
（土石流）

園庭に5cmの土
砂堆積

園舎の2階
（2018．3の訓練
後に小学校から変
更）

法人全体としてマニュ
アルを整備．2018.3に
園独自の非常災害行動
計画を作成．訓練後に
は振り返りを実施．詳細
な災害対応マニュアル
を作成中．

D 想定なし
警戒区域指定な
し

1.5m程度の土
砂堆積

園舎の2階（土砂
災害時指定避難場
所）

法人全体としてマニュ
アルを整備．大雨土砂
災害の避難訓練を実
施．

E
0.5m未満（計画規
模，1/50）

警戒区域指定な
し

床上0.2m
隣の保健センター
2階

2018.11に洪水時の避
難確保計画を作成．災
害時は整備途中．
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 これに対して，災害時点で避難確保計画の作成済みと

確認が取れた施設はB施設のみであった．この施設では

近くの白木水位局の水位や洪水予警報を基準とした具体

的な避難確保計画を作成していた他，地区の自治会に対

して洪水時には 2階を地区の避難場所に提供できること

を連絡し，2017年 8月には自治会と合同の避難訓練も実

施するなど，地域とも緊密な連携関係を構築している． 
さらに，被災後の 10 月には避難確保計画を見直し，休

園と保護者への引き渡しの判断基準も整備している． 
 施設Cでは2018年1月の監査で非常災害行動計画の早

期作成について指摘があったことを受けて，同年 3月に

水害時避難訓練を実施し，この訓練後に職員全員で振り

返りをすることで2018年4月には避難場所を施設2階に

変更するなど，取り組みが進んでいる．施設Eでは災害

当時は呉市として非常災害行動計画を作成中であったが，

被災後の 11 月に洪水に特化した避難確保計画を作成し

た． 
 園児の引き渡しや職員の退所等において，A を除く 4
つの施設で問題が生じている．施設Aでは自治体の主管

課より，避難勧告が 17 時頃に発令されるとの情報を得

て，施設Bでは保護者の迎えが遅かったために園児と保

護者（祖父母）は施設で待機（宿泊）した．施設BとC
の 2施設では近隣住民の避難があり，施設 2階や法人本

部で受け入れている．また，施設BとDでは帰宅途中の

職員が道路冠水や土砂土砂災害による通行止めで車中泊

や近くの施設や知人宅に避難せざるを得なかった． 
 災害時には渋滞や通行止めの影響で保護者が迎えに来

れないことや帰宅途中に立ち往生することがある．これ

は 2017年九州北部豪雨 6)，7)でも複数の保育所で発生して

おり，豪雨災害時にはこうしたことが起こりうることを

考えて，早めの引き渡しと帰宅時の安全性が確保できな

い場合の施設での待機や宿泊を想定した安全管理計画を

作成する必要がある． 
  
(2) 豪雨災害時の休所・休園基準について 

 総務省行政評価局 24)が2017年に全国の149の保育施設

（認可保育施設 87，認可外保育施設 62）を対象に行っ

た安全対策に関する現状調査によると，自然災害時の臨

時休園の実施基準を設定している施設は 26（17.4％）に

留まっている．また，「乳幼児を預けたいとする保護者

がいる限り休園できない」，「臨時休園をするという発

想がなかった」，「臨時休園は制度上できないと思って

いた」，「保護者からのクレームが心配で休園できない」

など，臨時休園に否定的な意見が有効回答 98件中 62件
（63.3％）と約2/3の施設からは施設独自の判断で臨時休

園しにくいと考えていることが推察される． 
 こうした状況を鑑み，行政評価局では内閣府と厚生労

働省に対して，「地方公共団体等における臨時休園の実

施基準を参考に，保育施設等の臨時休園の実施基準の設

定に係る国の考え方を整理し，地方公共団体に提示する

とともに，臨時休園の実施基準の設定を検討することに

ついて地方公共団体に要請する必要がある．」との勧告

を行っている．この中で「地方公共団体等における臨時

休園の実施基準」という文言があるが，自治体が休所・

休園の実施基準を定め，実際に指示や指導をするケース

は限られている．広島県内では施設Bのある広島市や施

設Aのある三原市で，公立保育所を対象に豪雨災害時の

休園基準（在園時の休園対応も含む）を定めている．い

ずれも避難準備情報や避難勧告の避難情報に基づくもの

となっている．一方，施設CとDのある坂町，施設Eの

ある呉市では調査時点において休園基準は設けられてい

ない．  
 広島市では施設の災害危険度（土砂，洪水），立ち退

き避難の難易度，2 階等への階上避難の可否を考慮して，

園ごとに休園基準を整理している．例えば，近隣に避難

できる保育所がない（遠方避難）園では開園前に避難準

備情報が発令された場合には自宅待機で，近隣に避難で

きる園がある（近隣避難）園や階上避難が可能な園では

園児を受入れることとなっている．土砂災害の危険性の

ある園については代替園を決めており，開園前に避難準

備情報が出された場合には代替園で受け入れを行う．一

方，避難勧告発令時には自宅待機か代替園での受け入れ

となる．広島市の休園基準は避難情報のレベル，土砂災

害の危険性の有無，階上避難の可否，代替園の有無など

保育園の災害環境，社会環境を考慮した基準となってお

り，今後，自治体で休園基準の検討をする際には参考に

すべき内容である． 
 三原市では 2016年 12月に「避難勧告が発令されると

休所」と決めていたが，今回の災害を受けて，「避難準

備情報・高齢者等避難開始が発令された時点で原則休所

とする」と改められた． 
 自治体で自然災害時の臨時休園の基準を設けて，保育

所（園）を指導している例は限られている．また，私立

保育所では開園の可否を自治体が決定し，指導すること

はほとんどないため，先に述べた通り，（一社）全国保

育連盟では 2019年 10月に自治体関係者に休園基準の設

定と指導に対する要望を挙げている 1)．総務省行政評価

局 18)の勧告に見られるように，まずは国が保育施設等の

臨時休園の実施基準の設定に係る国の考え方を整理して，

地方公共団体に提示する．次いで，地方公共団体は地域

特性に応じて臨時休園の実施基準を作成して，保育施設

が自ら休園を判断できるよう指導するとともに，保育施

設を利用する住民に対し，自然災害の危険が迫る中では

臨時休園があることを説明するとともに，社会での理解

を図ることが必要である． 
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(3)  災害時の保育継続について 

 保育継続に重要な資源としては，「職員」「施設・設

備」「ライフライン」「通信・情報」「協力者」の 5つ
の資源が挙げられる 2)．5 つの施設が保育継続を行う上

で，これらの資源がどうであったかについて考察する． 
a)  職員 

 施設 Bの資料によると 7月 9日の出勤できなかった職

員は 10 名で，道路の通行止めによるものが 8 名，自宅

が被災したためとするものが 2 名である．この内，2 名

は子供が通う保育園や小学校が休園または休校であるこ

とも理由の１つに挙げている．施設Cでも被災職員 2名
は 8月末まで休職している．施設Dでも再開直後の 2日
間，道路障害で調理員が通勤できなかったため，おにぎ

り等の昼食で対応している． 
 被災後は施設の復旧作業に加えて，仮の施設で応急保

育を行う必要がある．また，複数の施設で分散保育した

施設Aでは別の施設を担当する職員間で集まる機会を増

やして，課題の共有を図っている．この他にも調理した

昼食の運搬，ボランティアへの対応など平時とは異なる

業務が加わっている．職員によっては被災した自宅の修

理や渋滞の中の通勤などもあり，限られた職員で平時と

は比べものにならない業務を長期間にわたって強いられ

るため，職員のメンタルヘルスケアも重要な課題となっ

ている． 
b) 施設・設備 

 保育継続上，最も大きな問題は園舎の被災で，施設 C
を除く 4施設では他の施設を借りた応急保育が行われた． 
この内，施設Aは5つの保育所で分散保育を実施したの

に対して，施設 B，D，E では保育を行うための設備の

ない会議室，宿泊施設，小学校，ふれあいセンター，子

育て支援センターが使われた．その結果，給食面，トイ

レなどの衛生面で不都合が生じた．  
c) ライフライン 

 三原市では長期間にわたって，断水が続いたため，施

設Aでは給水タンクの準備とタンクへの給水が必要とな

った．施設 Cでは 7月 6日夜から停電したため，備蓄の

非常用発電機 2台で携帯電話の充電，可搬型のプロパン

ガス式の防災用大釜による炊き出しが行われた． 
d) 通信・情報 

 坂町では学校，保育園全体をカバーする緊急メールシ

ステムが導入されており，今回もこれによるメール配信

が行われた．しかし，施設 C，D の保護者全員が登録で

きていないこともあり，一部の保護者に対して，電話で

の確認作業が必要であった．施設 A，B，E については

被災当時は連絡網を用いた電話連絡が行われており，施

設Eの職員が緊急避難する要因となっている．災害時の

情報伝達をできるだけ短時間で，漏れがなく伝えるため

にも緊急メールシステムの導入は必要である． 

e) 協力者 

 保育継続において，最も重要な資源は保育ができる施

設と必要な人数の職員の確保である．また給食提供も保

育のためには必須である．保育施設の確保では自治体主

管課と施設間で緊密な連携が重要である．施設の被災を

前提として合同保育を行う場合の連携方法を自治体が中

心となって事前に調整しておくことも必要と考える．そ

の際，自治体内だけでなく，近隣自治体間で広域的な連

携も必要であろう．被災施設の復旧では地域住民や一般

ボランティアに加えて，保育園団体も加わった清掃活動，

建設機械による泥の搬出等も活発に行われている．速や

かな復旧のためにも保育園などの専門家による支援の仕

組み作りも必要である． 
 
 

５．まとめ 

 

 平成 30年 7月豪雨で深刻な被害を受けた 5つの保育

施設にて豪雨災害時の災害対応と保育継続の実態につい

てインタビューを行った．浸水や土砂流入が平日の夕方

から夜の時間に発生したため，園児の引き渡しと職員の

帰宅では一部で問題が生じた．一方，避難勧告が発令さ

れる状況に近づいているとして，行政担当者から保育所

へ早めに保護者への引き渡しを行うよう連絡があった地

区では安全な引き渡しと職員の退所が行われている．保

育の現場では園児への対応で防災情報の収集を十分にで

きない可能性があり，行政担当者からの支援は重要であ

る． 
 広島市と三原市では避難情報を基準とした休園基準を

設けているが，明確な基準があることで現場でも防災情

報や避難情報の収集が徹底される契機となりうる．保育

所側で災害情報を収集して事前に危険からの退避行動を

とれるようにするためにもわかりやすく判断しやすい休

所・休園基準を設けるべきである． 
 調査対象施設 5カ所の内，4カ所では園舎再建や大規

模修復が必要となり，複数の施設を利用した分散保育や

他の保育園を利用した合同保育が行われた．各施設では

行政担当者と協力しながら，利用できる施設の確保が行

われたが，必ずしも利用しやすい施設でないケースもあ

った．被災時の早期再開と継続が必要とされる保育所で

は被災を前提として，他の施設を利用して応急保育を実

施することなども含めた保育継続計画の検討が必要であ

る． 
 

謝辞：本調査を行うにあたり，ご多忙の中，インタビュ

ー調査にご協力いただきました広島県内の保育所（園）

や認定こども園，広島市こども未来局，三原市子ども支
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援課の保育担当職員の皆様に深く感謝申し上げます．三

原市内の浸水痕跡調査で協力いただきました徳島大学環

境防災研究センターの関係者にも感謝申し上げます．  
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DAMAGES AND DISASTER RESPONSE AT NURSERY SCHOOLS IN 
HIROSHIMA PREFECTURE DUE TO THE HEAVY RAIN EVENT OF JULY 2018 

 
Susumu NAKANO, Junko KANAI, Shingo YAMASHIRO and 

Masayuki HASEGAWA 
 
The nursery schools in Hiroshima prefecture, which were damaged by the heavy rain 

event of July 2018, rented other facilities to provide emergency childcare. We visited five 
nurseries, which were damaged by this disaster, and the nursery section of Hiroshima 
City. We conducted interview surveys on disaster response and childcare continuity. As 
four nurseries were required econstruction of facilities  or large-scale repairs, they   
provided distributed childcare using multiple facilities or joint childcare at a other nursery 
school. It is important to consider a childcare continuation plan on the premise of a dis-
aster at a nursery school that requires early recovery even after a disaster. 
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