
 1 

 

沼田川の氾濫により浸水被害を受けた 

三原市内の高齢者施設の災害対応 
 

 

 

加藤 駿平 1・金井 純子 2・中野 晋 3・湯浅 恭史 4・ 

徳永 雅彦 5 

 

 
1学生会員 徳島大学大学院 先端科学技術教育部（〒770-8506 徳島市南常三島町 2-1） 

E-mail: c501931009@tokushima-u.ac.jp 
2正会員 徳島大学助教 大学院社会産業理工学研究部（〒770-8506 徳島市南常三島町 2-1） 

E-mail: junko.kanai@tokushima-u.ac.jp (Corresponding Author) 
3正会員 徳島大学教授 環境防災研究センター（〒770-8506 徳島市南常三島町 2-1） 

E-mail: nakano.susumu@tokushima-u.ac.jp 
4正会員 徳島大学助教 環境防災研究センター（〒770-8506 徳島市南常三島町 2-1）  

E-mail: yuasa.yasufumi@tokushima-u.ac.jp 
5正会員 徳島大学客員准教授 環境防災研究センター（〒770-8506 徳島市南常三島町 2-1） 

 

 平成 30年 7月豪雨では広島県の沼田川流域で堤防からの溢水や決壊が生じ，三原市内の複数の高齢者施

設で浸水被害が発生した．そこで，被災した 3 施設を対象に被害状況，水害発生時の避難行動，被災後の

業務再開状況等について聞き取り調査を実施した．また，聞き取り調査から得られた浸水過程や避難行動

を確認し，詳細分析を行うため，各施設周辺の浸水痕跡調査及び沼田川流域を対象とした河川氾濫数値解

析も実施した．浸水エリア内の微高地に立地する施設では臨時の避難場所の役割を果たしたが，避難者と

の連携が課題となった．深刻な床上浸水被害を受けた施設では緊急時の職員参集体制，近隣の支援者の確

保など，水害を想定した具体的な避難計画の作成が急務であることが明らかとなった．また，災害休業時

における雇用対策も事業継続上重要な課題であることがわかった． 
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１．はじめに 

 

2016 年台風 10 号により，岩手県岩泉町で小本川の氾

濫により，高齢者グループホームが 1階天井付近まで浸

水し，入居者 9名全員が亡くなる事態が発生した（例え

ば，末次 1)）．これを教訓に水防法が改正され，高齢者

等の避難行動に支援の必要な人が利用する施設，いわゆ

る要配慮者利用施設では水害時の避難確保計画の策定と

水害を対象とした避難訓練の実施が義務化されるように

なった 2)．また，入居型施設の場合，利用者にとって生

活の場であるため，被災によって施設の業務が停止する

ことは生命の維持も困難な状況に陥るため，災害後には

速やかに業務を再開できる体制構築が必要とされる．こ

れらのことから，入居型の社会福祉施設では自然災害の

発生を想定した業務継続計画（BCP）の必要性が年々高

まっている． 2020年3月に公表された内閣府の調査資料
3)によると全国 5,002 の施設（有効回答数 1,651 施設，

33.3％）に対して 2020年 1月～2月に実施された BCPに
関する実態調査で，BCPを策定済みとする事業所が全業

種平均で 41.8％であるのに対して，医療・福祉分野は

22.2％と約半分の策定率となっている．また，2019 年 9
月～10 月には全国社会福祉法人経営者協議会に加入し

ている 7,986 施設（有効回答数 2,924 施設，36.6%）を対

象に BCP の策定の有無と有用性に関するアンケートが

実施された 4)．これによると社会福祉施設全体での BCP
策定済みの施設は 717 施設（25.7％）で，高齢者施設で

は 29.7％となっている．両調査結果において，他の業種

に比べると事業継続に向けた取り組みは進んでいないこ

とがわかる．  
こうした点から著者ら 5),6)は水害で被災した高齢者施
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設を対象に災害発生時の避難行動や業務継続の方法に関

した実態調査を続けている．しかし，水害の発生形態は

地域により異なるだけでなく，施設の立地や業務形態に

よっても異なるため，水害時の避難確保計画や業務継続

計画を策定するための参考事例にするためにはさらに多

くの事例収集が必要である． 
本研究では平成 30 年 7 月豪雨による河川氾濫で深刻

な被害を受けた三原市本郷地区の高齢者施設を対象に水

害発生時の危機管理や業務継続の実態を調査するもので

ある．本調査を通して，望ましい避難確保計画や業務継

続計画についての示唆を得るとともに，計画策定の参考

資料とすることを目的とする． 
 

 

２．沼田川水系の降水とダム操作 

 

平成 30 年 7 月豪雨では広島県，岡山県，愛媛県など

西日本を中心に死者 237名，行方不明者 8名（内閣府 7），

2019年 1月 9日現在）の人的被害が生じた．広島県内で

も野呂川，沼田川，三篠川などの主要な河川が氾濫し，

甚大な被害を被っている．沼田川中流に位置する三原市

本郷町では洪水氾濫に伴う浸水により，3 名が自宅など

で亡くなっている他，保育園，高齢者施設，病院などが

被災し，日常生活に大きな影響を及ぼしている． 

2018年 7月 5日から 8日は西日本一帯に梅雨前線が停

滞し，これに南海上から湿った空気が連続的に流入し，

局所的な線状降水帯が西日本各地で形成された結果，中

部地方から九州地方までの広い範囲で記録的な大雨とな

った．広島県東部に位置する沼田川流域でも図-1 に示

すようにこの 4日間の総降水量は流域内の多くの観測点

で400 mmを超え，流域平均雨量としては既往最大の259 
mm/日，確率規模は 1/200 年程度に達した．その結果，

本川堤防の越水，支川 8 カ所の破堤，内水氾濫等で約

700 haで浸水し，3824戸が浸水被害を受けた 8)． 
広島県の報告 8)によると椋梨ダムの洪水調節は 7 月 6

日 17:30～7月 7日 12:30の 19時間実施され，最大放流量

は7日8:10に403.7 m3/sとなっている．この時の水位は期

間最高水位となり，異常洪水時防災操作開始水位

（263.9m）直前の 263.74 mに達した．一方，福富ダムは

ゲート操作等を行わない自然調節方式を採用しており，

洪水調節は 6日 15:20～7日 11:30の約 20時間行われ，最

大放流量は 6日 22:10の 156.3 m3/sである．両ダムからの

放流量合計が 500 m3/sを超えるのは 6日 21:40～7日 10:10
であり，6 日深夜から 7 日未明が洪水のピークで，この

時間帯に堤防からの越流や決壊が生じて浸水が始まった

と考えられる． 
 

 
       図-1 沼田川流域の降水量（2018年7月5日～8日），広島県の報告書 6)に一部加筆修正 

沼田川流域の降水量
（2018年7月5日～8日）
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３．氾濫解析と現地調査 

 

(1) 浸水痕跡調査 

 2019 年 1 月 27 日に社会福祉施設等の復旧過程を調べ

るため，三原市本郷町内の保育園，病院，社会福祉施設

の被災と復旧の状況を確認した．その後，3月4日，4月
24 日のヒアリング調査実施時に施設周辺の浸水痕跡調

査を実施し，5 月 26 日にリアルタイムキネマティック

GPS（RTK-GPS）とトータルステーションを用いて浸水

痕跡確認地点の標高測量を実施し，痕跡から求めた浸水

深に標高を加えることで本郷町船木と同本郷で計 13 点

の浸水位を取得した． 
 

(2) 洪水氾濫解析 
 洪水氾濫解析の概要について述べる．氾濫解析は内外

水や下水道を同時に扱える故岡部健士教授が開発した

XOKABE をエンジンとするソフトウェア「AFREL-SR」
（ニタコンサルタント㈱）を用いて，図-2 に示す領域

を対象に実施した． XOKABE エンジンでは平面 2 次元

非定常浅水流方程式をスタッガード格子で差分化し，時

間的には leap-frog 法により，陽的に計算するものである．

XOKABEエンジンについては開発者である三好ら 9)の論

文で有効性が検証されている．計算格子は 20m×20mの

正方格子とし，地形データは国土地理院 5mDEMから格

子内の最小値を採用した．最小値を用いた理由は氾濫流

が計算格子内の低い場所に沿って流出すると考えられる

が，格子内の平均標高として与えることで流出しなくな

る事態を避けるためである．しかし，このために場所に

よっては浸水深が高めに評価される傾向がある．また，

河川からの越水をできるだけ正確に評価するため，河川

堤防部は盛土を配置して，5mDEM の最高値を与えた．

計算時間間隔は 0.1sで，7月 6日 12:00から 7月 7日 12:00
までの 24時間を計算対象期間とした． 
 沼田川上流端（中河内水位局付近）では福富ダム放流

量（Qf）に福富ダムから中河内までの支川流入分（支川

の流域面積と福富ダム上流部の流域面積の比から 0.5Qf

と仮定）を加えた流量を与え，椋梨川上流端（奥条水位

局付近）には椋梨ダム放流量（Qm）をそのまま与えた．

流下途中に合流する支流からの流量は各支流の流域面積

に最も近い雨量観測点での降雨量から合理式で与えて流

入させた．図-3 には沼田川上流の福富ダム，椋梨川上

 
図-2 洪水氾濫解析の範囲と流量・水位境界位置 

 

船木

梨和川左岸

中河内

七宝

奥条

 
図-3 ダム放流量の時間変化と上流端流量の設定 
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流の椋梨ダムの放流量の時間変化である．中河内地点で

与えた流量（1.5Qf）についても赤の破線で示した．計算

領域での沼田川下流端を七宝水位局付近に設定し，七宝

水位局の水位データを与えた． 
 内水計算及び支流上流域の流出解析には河内支所，河

内，椋梨ダム，三原支所，甲原，末光，本谷，本郷，菅

川橋，西野の各雨量観測局の 10 分間降水量をティーセ

ン分割して用いた．支川で 8 カ所の破堤が発生してお  

り，破堤の影響を考慮するため，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 か所について，広島県の報告書 8)と住民

の証言を参考に決壊時刻と決壊幅を考慮して計算した．

なお，図中の四角囲みは浸水痕跡調査を実施した船木地

区と梨和川左岸付近を示す． 

 

(3) ヒアリング調査 

平成 30 年 7 月豪雨で浸水被害を受けた三原市内の高

齢者施設にヒアリング調査を行った．2019年 3月 4日に

施設A及び施設C，同年 10月 30日に施設Bの施設長ら

を対象に①被災状況，②情報の入手状況，③避難行動，

④避難確保計画の策定状況などについてお聞きした． 
  

 

４. 調査結果 

 

(1) 対象地区での防災情報の発表と被害の発生 

 対象施設の地区で発表された気象・洪水警報と避難情

報を表-1に示す． 
 対象地区では避難準備・高齢者等避難開始は 7月 5日
18時 30分に発表され，避難勧告は 7月 6日 17時に，広

島県に大雨特別警報（浸水害）が 19時 40分に発表され

ると，同時に避難指示（緊急）が発令された． 
 沼田川の洪水警報は 7月 5日 18時 43分に発表され，

一旦解除された後，大雨特別警報が発表された 7月 6日
夜に沼田川氾濫危険情報（21 時 25 分），沼田川氾濫発

生情報（22 時 10 分）に相次いで発表されている 10)．沼

田川氾濫危険情報は図-4 で示すように船木水位局で氾

濫危険水位（T.P.11.7m）を約 1m 超過した時刻に発表さ

れている．また，図-4 と図-5 に示すように避難勧告は

沼田川と梨和川の水位上昇が始まる頃に，避難指示（緊

表-1 気象・洪水予警報と避難情報 

 

 
    図-4 沼田川（船木）での水位変化               図-5 梨和川（南方）での水位変化  
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急）は両河川の水位が急増する時期に発令されている．

両河川の水位のピークは 7月6日 21時30分前後と 7月 7
日 7時頃の 2回，ほぼ同じ時間帯に発生している．梨和

川では沼田川本川の水位が高くなった時に，梨和川から

の流出能力が低下して，ほぼ同時に水位が高くなったも

のと考えられる． 
 図-6 と図-7 は船木地区及び北方地区の氾濫解析によ

り求められた最大浸水深分布と浸水痕跡調査による浸水

深データを浸水深の段階別に色分けして示している．調

査で得た浸水深は同じ場所の計算による浸水深段階と一

部を除いてほほ一致しており，氾濫解析結果は概ね妥当

であると判断できる． 
 三原市の調査 10）によると，施設 A のある船木地区で

は 865棟中，564棟（65.2％）の住家に浸水被害が生じた．

一方，施設Bと施設Cのある下北方地区では 286棟中，

186棟（65.0％）が浸水し，こちらも約 2/3の住家に被害

が発生している． 
 
(2) 各施設の災害対応 
a)   介護老人保健施設A（施設A） 
本施設は三原市本郷町船木地区の沼田川船木大橋から

下流約200m左岸に位置する．入居型の高齢者施設で，2
階建ての建物である．7月 6日の夜は，入居者 64名，夜

勤職員 2名がいた．自宅にいた職員 2名が施設の状況を

心配し緊急参集しようとしたが，1 名は小規模な土砂災

害に道を阻まれ辿り着くことができなかった． 

 
図-6 船木地区の最大浸水深分布（浸水痕跡と再現計算との比較） 

 
図-7  北方地区（梨和川左岸）の最大浸水深分布（浸水痕跡と再現計算との比較） 

浸水深

施設A
床上0.０５m

船木水位局

浸水深

施設B
床上2.４m

➡

破堤箇所

施設B
避難施設

施設C
床上2.１m

南方水位局

土木学会論文集F6（安全問題）, Vol. 76, No. 2, I_131‐I_139, 2020.

I_135



 

 6 

夜間，時々停電が発生したが電力は確保できた．また，

断水により水道は使えなかったが，受水槽（26m3）から

水を確保することができた． 
 7日 7 時頃から 1 階の事務所に水が入り始め，ピーク

時は床上 5～6cmの浸水があった．写真-1は施設 Aの職

員の方が 7日 8時過ぎに撮影した写真で，玄関付近から

浸水していることがわかる．施設から約 300 m下流にあ

る船木水位局での水位変化を図-4に示したが，7日 7時
から 8時 40分の間，水位はT.P.14.19ｍで一定となってい

る．また，国土基盤情報の 5mDEMデータによると船木

水位局付近の堤防高さは右岸側が T.P.14.1～14.4m，左岸

側は T.P.13.9～14.1mと河川水位と同等またはやや低くな

っていることからも，この時間帯に堤防から越流があっ

たことがわかる．写真-2 はその時間帯に施設の玄関付

近から沼田川左岸の船木地区を撮影したもので，地区全

体が水没している様子がわかる．図-8 は洪水氾濫解析

で計算された施設A付近の浸水深の時間変化である．こ

の施設は堤防上に立地しているため，堤防を越流した流

れはより低い船木左岸地区に流れ込む．そのため，湛水

は短時間で終わるが，7月 7日 6 時～8時に最大で 0.1m
を超える浸水があったことが再現されている．施設Aの
1 階部分はデイサービス用に使用しており，入居スペー

スは 2階部分であったため，垂直避難の必要はなかった． 
また，写真-2 の通り，近隣の民家は施設 A より低地

にあり，7日 10時頃から午後にかけて，ヘリコプターや

ボートを使って救出された住民の一部が施設に避難して

きている．この日は 49 名の市民が避難してきたため，

備蓄品より衣服や食事（おにぎり等）を提供した．隣接

した公民館が利用できるようになるまでの期間，臨時の

避難所としての役割を担った． 

三原市では 2014 年に図-9 に示す洪水浸水予測図 11)を

公表しており，施設 A 付近の浸水想定は 0.5m未満であ

る．一方，施設Aの北東部に広がる沼田川左岸の集落は

2～5mの浸水の可能性があることが示されている．施設

A では火災や地震を想定した避難計画を作成していたが，

水害を想定した避難確保計画や業務継続計画は作成して

いなかった． 
b)  高齢者グループホームB（施設B） 
本施設は三原市本郷町北方地区の沼田川の支川である

梨和川左岸に位置する．入居型の高齢者施設で，2 階建

の建物である．7月 6日の夜は，入居者 17名，夜勤者 2
名がいた．23時 30分から 1階の利用者を 2階へ避難さ

せ，深夜0時30分に避難が完了した．夜勤者2名はとも

に女性であり，二人の力だけで 1階の入居者全員を避難

させるには限界があったが，近所に住む職員の家族（男

性）の協力が得られ，無事避難に成功した． 
氾濫解析による施設 B付近の浸水深変化を図-10に示

す．これによると浸水は 22 時前には始まっており，避

 
写真-1 施設Aの浸水状況 

   （2018年7月7日8時7分，施設 A提供） 

 
  写真-2 施設Aから見た船木地区の浸水状況 

    （2018年 7月7日7時 42分，施設A提供） 

 
図-8 施設A付近の浸水深変化（計算結果） 

図-9 三原市洪水浸水想定図，一部著者加筆 
（平成22年度版）11) 
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難完了時の 0時 30分には浸水深 1.2mに達している． 
その後，施設 B の系列施設（図-7 では施設 B 避難施

設と記述）がボートで非常食を運ぶなどの救援活動を行

い，7 月 8 日に水が引きだしたので，高台にある施設 B
避難施設に入居者を 2次避難させた．その後，施設Bは，

介護職の人材不足や再び水害リスクの高い土地であるこ

となどの理由から事業再開を断念した．建物は解体され

て現在は空き地になっている． 
図-12 に示す洪水浸水予測図 11)ではこの地区が 2～5m

の浸水の可能性があることが示されている．施設Bでは，

火災や地震を想定した避難計画はあり，避難訓練も行っ

ていたが，水害を想定した避難確保計画や業務継続計画

は策定していなかった．  

c)   ディサービス施設C（施設C） 
 本施設も施設Bと同様，梨和川左岸に位置する．医療

法人が経営する通所型介護サービス（デイサービス）を

行う施設で，総合病院に隣接して設置されている．図-

11 から施設 C周辺の浸水は 22 時前に始まっているが，

デイサービスは日中のみの営業で，利用者（約 25 人）

の自宅への送迎を夕方には終えていたため，夜間の避難

は行われていない．翌日 7日の朝 6時過ぎに職員 1名が

出勤しようとしたが，出水や通行止めで辿り着くことが

できなかった． 
 浸水エリアに居住する利用者は少なく，ほとんどの方

が自宅で無事だったが，浸水エリアに居住する一部の利

用者は自宅外へ避難したため，なかなか連絡が付かなか

った．施設Cは，事業再開の可能性を検討しつつ建物の

清掃を行ったが，早期再開の見込みが立たないこと，休

業期間の職員の雇用継続が難しいなどの理由から事業継

続を断念した．建物は，ヒアリング調査の時点では，地

域住民が利用可能なオープンスペースとして活用するこ

とが検討されている． 

図-12 に示す洪水浸水予測図 11)では，施設 B 同様に 2
～5m の浸水の可能性があることが示されている．施設

C でも，火災や地震を想定した避難計画はあり，避難訓

練も行っていたが，水害を想定した避難確保計画や業務

継続計画は策定していなかった．  

 

 

5. 考察 

 

氾濫解析とヒアリング調査により，7 月 6 日深夜から

7 日早朝における施設周辺での浸水過程や災害対応に関

する証言内容は概ね整合していることが確認できた．特

に氾濫解析から得られた浸水開始時刻や浸水ピークの時

刻は証言内容と一致した． 
入居型の高齢者施設の場合，夜間の職員数が少ないた

め，深夜から朝にかけて災害が発生すると，マンパワー

 
図-10 施設B付近の浸水深変化（計算結果） 

 
     写真-3 施設Cの浸水痕跡調査 

    （2019年 5月 26日著者撮影）

 

   図-11 施設C付近の浸水深変化（解析結果） 

 
図-12 三原市洪水浸水想定図，一部著者加筆 

（平成 22年度版）11) 
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が足りず入居者を安全に早く避難させることが困難とな

る．また，自宅にいる職員が急いで駆け付けようとして

も，道路の冠水や土砂災害などにより緊急参集ができな

いケースもある．また，介護や福祉の現場は，慢性的な

人手不足で，必要最小限の人数で運営していることや，

女性職員の割合が高いことなど，車いす利用者や寝たき

りの入居者を短時間で安全な場所へ移動させる上で弱点

が多い． 
 一方，施設Bのように近隣に系列施設がある場合には，

避難場所や応援職員の確保の点で協力を得やすい利点が

ある．普段から交流を持ち，お互いの施設特性や運営方

針について相互理解を深めるとともに，災害時の連携方

法の事前検討や共同訓練の実施等を行うことで災害時の

避難や事業継続の実効性が高まる． 
 施設Aは浸水想定区域に位置するため，避難所，一時

避難場所，福祉避難所のいずれにも指定されていなかっ

たが，大きな浸水被害は免れたため緊急的に避難者を受

け入れた．想定外の避難所運営を行うこととなり，大き

な負担を強いられることになったものの，スペースに余

裕があり，食料や寝具などが常備されている入居型施設

の強みが活かされたとも言える．このようなケースは稀

ではあるが，指定避難所でない施設でも万が一に備えて，

スペース，物資，設備，人材，車両などの資源を提供で

きるように備えておけば，施設Aのような臨機応変な対

応が可能になる． 
本事例から，水害を想定した避難確保計画を策定する

上で，河川の水位情報や避難勧告等の避難情報を活用し

て早めに判断できる行動の目安を決めておくこと，緊急

参集体制のルールを作っておくこと，状況悪化が予見さ

れる時にはあらかじめ職員を増員しておくこと，夜間を

想定した避難訓練を行うなどが重要である． 
 また，深刻な被害を受けた時には再開までに長期間の

休業を余儀なくされる．介護施設では，介護士，看護師，

社会福祉士，理学療法士，調理師，生活指導員，事務員

等，多職種の方が働いている．こうした多職種の一部で

も欠けると事業再開が難しくなる．施設Bや施設Cは休

業期間の長期化が避けられないほどの被害であったこと

で，休業期間中の雇用継続が難しいことが事業継続断念

の一因となっている．よって，事業継続計画を策定する

上で，施設が被災して長期間使用できない場合を想定し，

代替施設を確保すると共に，休業期間が長期化した場合

に多職種の職員をどのような形で雇用するかという観点

でも検討が必要である．  
 

 

6．まとめ 

 

平成 30 年 7 月豪雨では広島県の沼田川流域で堤防か

らの溢水や決壊が生じ，三原市内の複数の高齢者施設で

浸水被害が発生した． 
被災した 3施設を対象に被害状況，水害発生時の避難

行動，被災後の業務再開状況等について聞き取り調査を

実施した．また，各施設周辺の浸水痕跡調査及び沼田川

流域を対象とした河川氾濫数値解析も実施した． 
浸水エリア内の微高地に立地する施設では臨時の避難

場所の役割を果たしたが，避難者との連携が課題となっ

た．深刻な床上浸水被害を受けた施設では緊急時の職員

参集体制，近隣の支援者の確保など，水害を想定した具

体的な避難計画の作成が急務であることが明らかとなっ

た．また，災害発生後の休業を想定した職員の雇用対策

も事業継続上重要な課題であることが分かった． 
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DISASTER RESPONSE OF FACILITIES FOR THE ELDERLY IN MIHARA CITY, 
WHICH WERE INUNDATED BY THE FLOOD OF THE NUMATA RIVER 

 
Shunpei KATO, Junko KANAI, Susumu NAKANO, Yasufumi YUASA  

and Masahiko TOKUNAGA 
 

Several elderly facilities in Mihara city, Hiroshima Prefecture were damaged by flooding in the Nuta 
River basin in the the heavy rain event of July 2018. Interview surveys were conducted with staff members 
of the disaster-affected facilities on the damage situation, evacuation behavior and business continuity after 
the disaster. In order to confirm the results of the interview surveys, we conducted inundation trace surveys 
and numerical simulation of river inundation around these facilities. From this result, the followings were 
found. It was difficult to cooperate with the evacuees at the facilities that served as temporary evacuation 
sites. There is an urgent need to build an emergency assembly system for staff, secure collaborators at the 
time of evacuation, and formulate an evacuation security plan for flood damage. Maintaining employment 
during suspension of business due to the disaster is important for business continuity. 
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