
⑫応急復旧

応急給水状況
（給水車対応、飲料水の配給等）

応援要請
状況

要請先と応援状況
応急復旧状況

（系統変更、復旧工事等）

人吉市 全域

水道局も浸水したため断水戸数不明。
送水、導水系統は確保済。
鎌瀬橋、大畑麓橋、天狗橋添加管流
出。（バイパス確保済）

350 不明

・7月5日から日水協を通じて熊本市３台、福岡市から３台、北九州市か
ら２台で給水中。
・７月６日福岡市３台、北九州市２台で給水。
・７月７日からは北九州２台に減車。
・７月８日からは北九州１台に減車。
  （水道施設は配水可能。ただし、1病院のポンプ機能不全のため配置
中）
→給水活動終了

要請済み
日水協を通じて、福
岡市３台、北九州市
２台→派遣済

不明
・病院等のポンプ浸水による応援給水実施中
・県道橋　鎌瀬橋（一級河川球磨川）流出による添加管路の復
旧が必要

7月7日

黒肥地（くろひじ）地区
久米地区
奥野地区

給水管の破損で、一時断水
（それぞれの地区で１世帯づつ）

3 0 不明 不要 復旧済み 7月5日

栖山浄水場 ろ過装置に泥水流入 0 0 断水無

湯前町 上里（かみさと）地区
橋に添架してある給水管が破損した
が、復旧

5 不明 不明 不要 復旧済み 7月5日

頭地（とうじ）地区
２つの水源のうち１つが復旧し、給水で
きている

0 0 不要 －

下谷（しもたに）地区 停電で断水していたが、復旧 20 不明 不明 不要
停電はいったん解消しているが、電柱が倒れたままのため、今
後再断水の可能性がある

7月9日

葛の八重（くつのはえ）地
区

取水施設が土砂で埋もれ断水。道が崩
れ集落まで行けず、４世帯（高齢者）孤
立→避難済→避難解消

4 不明 不明
住民を近くの集会所に移動させ対応
避難解消及び水道復旧確認（8/6）

不要 8月6日

宮園（みやぞの）地区 １０：００に復旧 100 不明 不明 村からの給水活動終了 不要 復旧済 7月9日

松尾野（まつおの）地区 復旧済み 5 0 7月9日 不要 復旧済 7月10日

万江(まえ）地区
（第３配水区、第４配水区

の一部）

・水源のポンプが水没し、動かなかった
が復旧
・配水管が流され断水

150 不明 不明
7/5宇土市から給水タンクで給水17:30頃宇土市出発
7/6から熊本市給水車1台で対応

水は流せる状態だが、エア抜き作業中であり給水できていない。がけ崩れの
ため減圧槽が傾いており、それが原因か？減圧槽を通さない方法がとれな
いか、７／７夜から検討中。
7月8日エア抜きが完了し一部復旧したが、管破損の復旧が必要。
・橋梁添架管流出→仮工事完了(7/14)

13日に工事を再度試みる予定。
しかし、減圧槽が被災しているため、工事を行うことで一部配水管に
過重な圧がかかり破裂するおそれがある。
13日の工事は配水管への圧力を測りながら行うが、過重な圧がか
かりそうな場合は工事を中断する。中断する場合には別の工法等検
討する

仮復旧済(7/14) 7月14日

万江(まえ）地区
（第４配水区）

・水源のポンプが水没し、動かなかった
が復旧
・配水管が流され断水
・県道決壊

70 不明 不明

第3配水区の地域の奥にあり、道路復旧により住民が給水バックをとり
に来られる場所まで入れるようになっている。第3配水区の給水車での
給水と、給水バックの配置で対応中。
→7/16　12：00給水活動終了

13日、徒歩で調査配水池を調査。
配水池は無事。川沿いの埋設管流出。
仮管接続済。高低差がありエア抜きが必要。（14日）→7/16　完了

配水池は停電している可能性が高いため、九電による復旧工事が
必要だが、配水池までの道が寸断されているため、工事には時間が
かかるおそれがある。→7/16　仮復旧完了
　本復旧には県道調整が必要。

現状確認ができていない
道路の復旧にあわせて調査を進めているが、復旧道路の先が
崩落しており、施設までたどり着けない状況。
→7/16　仮復旧完了
　本復旧には県道調整が必要。

7月16日

球磨村 全域
村営の水道は全戸断水→一部解消
橋に添架している水道管は全て流され
ている

756 21 不明

渡地区（渡駅）で熊本市が給水車による応急給水。→8/5終了
紀宝町の給水車1台が他の地域を巡回→7/28終了
7月14日から一勝地避難所（清流館）に陸上自衛隊の給水車1台給水。
→7/22活動終了

要請済み

県の要請で益城町1
台
陸上自衛隊1台
益城町から熊本市
に交代（18日）
熊本市給水車を借
りて村が実施（8/5）
→完了

渡：補助井戸の有効活用を準備中。
　　順次給水エリアを拡大予定
一勝地：球磨橋添架管破損。
　　　　　淋地区復旧（8/11）
三ヶ浦：通信回線遮断。仮制御装置を設置済。(7/16)
渡：鵜口地区の１戸断水解消（飲用可）(8/19)
渡：茶屋地区の一部８戸断水解消（飲用可）(8/20)

通電のため、一部復旧
（仮復旧）
三ヶ浦：仮制御装置設置後給水見込み
渡：島田地区開栓(7/18)
　　小川地区開栓(7/20)役場(7/21)

茶屋地区26戸については、未復旧戸数から、家屋等損壊地域
における戸数に移動

球磨村大瀬地区簡易水道
組合営

球磨村大瀬 7/3豪雨による停電 32 - 7月3日 全員避難ににより応急給水無 不要 - 停電解消により復旧 - - 7月12日

球磨村高沢地区簡易水道
組合営

球磨村高沢 7/3豪雨による停電及び配水管破損 39 - 7月3日 全員避難ににより応急給水無 不要 - 済 本復旧：完了 - 8月26日

球磨村神瀬地区簡易水道
組合営

球磨村神瀬 7/3豪雨 90 不明 7月3日 給水タンク設置済 要請済み
和歌山県紀宝町
→完了

済 本復旧：完了
水源損傷。水量減少
→復旧済

9月8日

免田（めんだ）地区
送水管の破損で断水したが、7月4日午
前中に復旧済

2,000 不明 不明 不要 復旧済み 7月5日

上（うえ）地区
川北浄水場が一部損壊
業者による仮復旧済み。

0 0 不要 復旧済み 7月10日

岡原（おかはる）地区

２つの水源があるが、道路が通れず確
認できない状態。断水が発生。
第1浄水場に土砂が入り、地下のろ過
装置にも流入している。

844 不明 不明

・旧岡原村役場で町が給水タンクによる給水中。
・７／７　熊本市給水車2台。
→14日から福岡市に変更

→給水活動終了

要請済み 福岡市２台

・第2水源は道路復旧により調査が完了し、取水口の土砂を取り除き7月9日
に取水できるようになった。
・第1浄水場は7月9日から調査確認中。
・7/12、第１浄水場：井戸はきれいだが菅が断裂していた⇒修繕し、７／１２
通水⇒菅に土砂が入っていたため配水タンクに泥水が流入したため給水不
可。※配水タンクを洗浄するが、復旧には数日かかる見込み。
・7/13　第２水源は未だに水量は安定しない。第１水源は電力会社と土木業
者と協議中。明日から、仮設の道路の工事に入る予定。
・7/15  第１水源を仮復旧し、通水してみたが水量が安定せず、にごりもある
ため、復旧とまではいえない。
・7/16  第１水源までの仮設道路が出来、九電が電線を復旧したので水源地
及び浄水場の停電は復旧し、浄水が配水池に送られるようになった。⇒断
水解消

・第1浄水場までの道路は4か所崩落しており、倒木もある。林
道等他のルート確保し2t車が入るようになったので、7月9日か
ら調査確認中。
・浄水ろ過施設が、電線が切れているため停電している（施設は
壊れていない）。発電機はあるが４時間くらいしかもたない。道
路陥没や土砂流入のため車で現地に行けないため、７／１２現
在、次の２パターンを自衛隊、国交省、地元業者等、関係各所と
検討中。①道路の仮復旧　②別ルートの検討
　配水タンクの洗浄とともに、停電解消に向けて検討、作業中。
(14日停電中）
・道路が復旧できていない。

7月16日

皆越（みなごえ）地区
７／６　１５：３０～集落全て停電したが、
非常用発電があるため、断水していな

0 不明 不要 -

覚井（かくい）地区
屯所（とんどころ）地区

取水、配水ポンプの停止
（原因調査中。落雷？）

150 0 7月11日 復旧後、供給開始 復旧済み 7月11日

水上村 川内（かわうち）地区
給水施設で一時停電したが、発電機で
対応。

0 0 不要 停電復旧したため、問題なし 7月6日

柳瀬（やなせ）地区 停電で断水していたが、復旧 530 不明 不明 要請済み 7月7日

深水（ふかみ）地区 停電で断水していたが、復旧 306 不明 不明 要請済み 7月7日

初神（はつかみ）地区
給水ホースが破損したが、修理済。
7/9復旧済み

58 不明 不明
自衛隊が給水中
→給水活動終了

要請済み 7月9日

相良村（組合営）２か所 不明 給水管の破損で、断水 不明 不明 不明
自衛隊が給水中
→給水活動終了

－

多良木

③事業者名 ⑬復旧見込み

あさぎり町

⑭課題

相良村（村営）

⑥最大断
水戸数

山江村 熊本市給水車1台

五木村

７／６　熊本市給水
車（終了）

２．被害情報

⑧断水
発生日時

④被害発生地区名
⑯断減水
解消日時

⑦家屋等
損壊地域
における

戸数

⑪応急給水

⑤被害発生状況・原因

要請済み

調査票9月26日　1６時００分


