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熊本市

1 . 熊本市の概要

人口 736,329 人

熊本市

給水人口    708,616 人

面積       39,032 ha

給水普及率 96.1 ％

上下水道局職員数

406 名
上水道 242 名
下水道 164 名

令和4年4月現在
平成29年度以降の上下水道局に配属や新規
採用職員で「地震の復旧業務」を経験していな
い職員数は４割以上になっている。
熊本地震の記録と記憶の伝承に取り組みを始め
ました。

※
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「熊本市水道の特徴」

熊本地域の地質の特徴は、阿蘇火山岩類を基盤として、その上に阿蘇火山の４度の噴火によって堆積した火砕流堆積物（約３０万年前～
約９万年前の噴火による堆積物）により形成されている。

その火砕流堆積物の中に、多孔質で割れ目が多く浸透性が高い砥川溶岩層が分布しており、砥川溶岩層を含むこの第２帯水層が、水源井戸
の取水対象層である。

熊本市の水道は、大正13年（1924年）の通水開始以来、水源を100％地下水で賄っていることが大きな特徴です。

地下水の流れ

「日本一の地下水都市」
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健軍水源地には、全部で１１本の井戸があ
ります。そのうち７本は、このように取水井（せ
い）としては珍しい自噴井戸です。 
中でも、この５号井は日本最大級の自噴井
戸で、深さ４０ｍ、１日に約１万５０００
トン、２５ｍプールに換算すると約４０杯分
の地下水が湧きだしています。 

4
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m
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健軍5号井
熊本市の井戸 ９６本

3



２ . 熊本地震の概要

○平成２８年４月１４日 ２１時２６分 前震 : 震度７（マグニチュード６．５）

○平成２８年４月１６日 １時２５分 本震 : 震度７（マグニチュード７．３）

本震・前震とも熊本市の隣町、益城町が震源地である。

＜最大震度５弱以上を観測した地震の発生状況一覧＞

①同一地域において震度7が短期間に2度発生
熊本地震の最大の特徴は、同一地域において、わずか約28時

間以内に震度7の地震が2度、発生したことである。

②頻発する余震
熊本地震では、次の表のとおり、M6.5の前震・M7.3の本震以

外にも最大震度5弱以上の強い揺れを県内各市町村で観測する
地震が22回発生しており、最大震度6強が2回、最大震度6弱が
3 回発生している。（平成29年1月31日時点）
また、最大震度１以上の地震回数（大分県での観測分も含

む）4,200 回を上回っており（平成28 年12月23日時点）、
住家等の被害に加え、いつ発生するか分からない大地震への恐怖、
⾧期継続する地震活動等により、避難期間の⾧期化や車中避
難を含む屋外避難の増加等を招いた。特に、発災後15日間（2
週間）において震度1以上が2,959回発生した。

熊本地震の特徴 
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震度分布図

熊本地震 前震 熊本地震 本震 東日本大震災
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被災状況 ～熊本城 ～
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被災状況～ 建物や施設などの被災状況 ～

【アーケードの被災】

【橋梁の被災】

【建物の被災】

【益城町】
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被災状況～ 局庁舎の被災状況 ～
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９７自治体

１９自治体

５4自治体

３．受援体制の失敗と応援自治体

・愛媛県松山市
・香川県広域水道企業団
（香川県高松市）
他

・高知県高知市
・愛媛県宇和島市
・香川県広域水道企業団
（香川県高松市）
（ 〃 丸亀市）
他

・愛媛県松山市
他
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課題
・支援都市等の受入れが後手に回り、宿泊先、会議室、駐車場や資材置

き場等の確保が難航した。

詳細
部門の職員が市民からの電話対応に追われたことで、支援都市を受け
入れる受援体制の整備に手が回らなかったこと、また、応急給水、漏水
調査、漏水修理、といった支援都市の受入れをそれぞれの部署で行った
のがその最たる例である全国からの支援都市等を受け入れる体制が確立
できていなかったことも課題として浮かび上がった。 それぞれの。支援都市
の人数は、ピーク時に1日700～800人に及び、宿泊先や滞在拠点、会
議スペース、駐車場等の調整が難航した。 下水道事業における受援の
拠点施設と位置づけていた東部浄化センターは、本市の災害対策本部
において東区の物資拠点となり、当局が受援拠点として利用していた近
隣の総合体育館・青年会館の一部は、市の方針で拠点避難所となり利
用できなくなったことから、代替施設として急きょ民間の空きビルを手配す
ることになった。

上下水道局災害対策マニュアルにおいて「災害時における協力宿泊
施設」として当局付近の11施設に協力をお願いしていたが、前震時
点で受け入れできたのは１施設のみであった。また、その1施設も本
震で使用不可となってしまった。 支援都市の宿泊地については、各
都市にそれぞれ調整するよう依頼したものの、地震の直後には宿泊
地を確保できなかった都市も多く、当局内の空きスペースを利用し当
局庁舎自体を宿泊地点として運用することで対応を行った。 また、
局外に宿泊地を確保できた都市でも、遠方に宿泊せざるを得ない場
合には、地震の影響によって発生していた交通渋滞に巻き込まれるこ
ともあり、宿泊地から当局への移動に時間を要することが大きな負担
となった。

・全国の管工事組合や地元の関係団体と協定を結ぶ等、より強固な連
携体制を構築する
・支援都市等の受入れスペースや駐車場等のシミュレーションを、平時に
行っておくことが必要である

教訓

受援体制の失敗
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（１）支援隊集積基地（打合せスペース）

支援隊集積基地をどこにするか事前に決めておらず応急給水については、当局庁舎本館の4階(管路維持課執務室内)を、漏水調査及び応急復旧については、当
局庁舎本館の3階(水運用課執務室内)を作業スペースとして確保した。

（２）資機材等の準備

・本管材料 :本管材料については、管材メーカー協力の下、当局の戸島資材倉庫で管理し、不足が発生した場合に随時購入できる体制をとった。
・給水管材料:給水管材料については、福岡市から支援都市が円滑に応急復旧活動に従事できるよう、窓口を一本化してほしいとの依頼があったため、熊本市管

工事協同組合から当局が購入し、支援都市への提供をする形をとった。

埋め戻し用の山砂、工事の残土、舗装殻等を仮置きするための土場が必要であったが、大量の土砂を置くことのできる敷地を確保することに苦慮した。最終的に熊本都
市建設業協会の協力により、当局から約5㎞の適地を借用することができた。

（３）残土・土場の手配

（４）駐車場の確保

駐車場の確保について、協定の締結やマニュアルの策定は特に行っていなく、熊本地震においては、車輌の種類に応じて、以下のとおり対応を行っなった。

①応急給水車

日中は当局内駐車場の半分と南側敷地を給水車専用駐車場として確保した。夜間は日中活動していた給水車が戻り駐車台数が増えるが、宿泊先のホテルに駐車し
たり、当局お客様駐車場を給水車の駐車場として運用したりすることで対応した。

②小型乗用車・軽自動車

隣接する県庁敷地を確保した。駐車マナーについて県庁側から指導を受けることもあった。

③作業用大型車両

熊本市役所内部で調整を行い、地震の影響で休園していた熊本市動植物園の駐車場を確保できた。なお、運用時には、道路関係等、他分野の応援作業車輌も殺
到・混雑したため、エリア分けを行う等の調整が必要であった。
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支援都市との連絡調整方
法

4月15日から4月18日までは、当局の応急給水対策本部が全ての応急給水班に対し直接指揮を執っていたが、4月19日からは各行政区ごとにリーダー都市を配
置し、原則、応急給水対策本部はリーダー都市に指示を出し、リーダー都市から傘下の支援都市に指示を出す体制に改めた。
この指示系統の変更により、応急給水対策本部は、新たな支援都市の受入れや給水所の調整等の大枠のマネジメントに徹することが可能となり、本部の事務の軽
減化に繋がった。さらに、リーダー都市がそれぞれの区に指示を出すことによって、各区の応急給水活動の円滑化に寄与した。

応急給水

漏水調査及び応急復旧
①幹事都市(福岡市)との連絡調整方法
福岡市と日本水道協会本部とで、日々刻々と変わる被害状況及び調査修理状況の情報を共有し、翌日の作業内容等を確認するため連絡調整会議を行った。会議は状況に
応じ随時行ったが、最低でも午後6時頃に毎日1回実施した。
また、幹事都市である福岡市は毎朝開催される当局の対策本部会議にも出席し、対策本部会議で得た情報を後述の地方プロック(北海道・東北、関東、中部、関西、中国・
四国、九州)のリーダー都市会議で報告していただいた。
②各支援都市との連絡調整
毎朝リーダー都市会議を開催し情報の共有を図った。その後、各プロック会議でリーダー都市会議の情報等を報告し、各プロックにおける状況や分担等を協議した。なお、各プロッ
ク会議については、特に時間や頻度は定めておらず協議内容は、被害状況及び調査修理状況の情報共有、翌日の担当エリア及び作業内容等であった。
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応援自治体の意
見
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電話受
付

14日の前震後、約8万5千戸が断水したことから当局には漏水情報等に関する電話が殺到し、既存の電話回線では対応できなかった。また、本来応急給水や復旧作
業に従事するべき職員が電話対応に追われる等混乱が生じたことから、民間のコールセンター設置を検討することとした。
4月20日には受託可能と思われる業者の調査を開始するも、市内の業者での対応が困難であったため、21日には本市東京事務所にも協力を依頼し受託業者の検討
を行った。その結果、都内の業者と22日に委託契約を締結、24日から「水が出ない方専用コールセンター」を開設した。
「水が出ない方専用コールセンター」は4月24日から5月31日まで開設され、7, 432 件の対応を行った。
問合せ内容は、4月30日の市内全域での通水完了までは、「いつになったら水は出るのか」、「隣の家は水が出ているのに、何故うちは出ないのか」といった、水道水供給
の時期や供給できない理由等の問合せが多かったが、市内全域での通水開始後の5月上旬からは、漏水箇所等に関する情報提供や、断水期間中の水道料金等の
減免等の間合せが多くなっていった。

概要・経緯

今後の対応

コールセンターを設置することにより、応急給水や復旧作業に職員を充てることができるといった効果があった。しかし、熊本地震では14日の前震からコールセンター設置ま
で10日の時間を要したことから、今後は発災後速やかに民間等によるコールセンターが設置できるよう見直した。

水が出ない方専用コ-ルセンター受付状況

職員による受付状況
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４．応急給水活動について

応急給水 総括表

● 応急給水所
（３４箇所）

内1ヶ所は海上保安庁運営

応急給水活動については、全国から97事業体(水道企業
団を含む)人員延べ 4 , 286人、給水車延べ1 , 013台
が続々と熊本入りし、要請当日の4月15日から5月6日ま
での22日間支援が行われた。また、熊本市管工事協同組
合や熊本都市建設業協会、ボランティア団体等、7団体か
らも支援を受け応急給水活動を実施した。
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公益社団法人 日本水道協会
地震等緊急時対応の手引き

令和２年４月改訂

-34- 16

※被災地は交通渋滞
がひどい

職員1人配置

※給水車は水輸送のみ

応急給水拠点（A） 応急給水拠点（B）

応急給水拠点（C） 応急給水拠点（D）

給水基地

水輸送

水輸送



仮設水槽

※上部水挿入口に施錠できるように

貯水機能付給水管 容量６㎥

※小中学校に現在４４基設置 容量４㎥

給水車による応急給水

救急病院等重要施設への運搬給水についても、対象
となる施設を事前に確認し、運搬給水のあり方につい
て精査しておく。（人工透析施設や福祉施設など）

救急病院等への応急給水

給水拠点
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※基幹管路・・・・・導水管・送水管・配水管口径350㎜以上

５．漏水修理について

管路の被害分布図

管路被害箇所

給水管被害箇所

管路の管種・継手形式別口径区分被害箇所数

注） ※１施工不良によるものが１箇所有り。
 ※２鋼管、伸縮管及び伸縮可とう管の被害を含む。

管路の被害箇所数
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●震源地に近い漏水箇所

漏水修理 ①

鋼管 管内状況

鋼管漏水箇所
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①

② ③

鋼管 漏水状況

④

⑤ ⑥ ⑦



漏水修理 ②

バタ弁本体漏水

F付き T字管 I 部折れ（上部消火栓）

バタ弁漏水箇所
消火栓漏水箇所

フランジ付き T字管 Φ300×75

20

⑨ ➉
⑪

⑫ ⑬

⑧

漏水状況

鋼管にて接続



漏水修理 ②

Φ1350㎜ 鋼管人孔蓋
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漏水箇所
※新設時に作業用
の出入口

：フランジ蓋



漏水修理 ③ 弁栓類

※基幹管路・・・導水管・送水管・配水管口径350㎜以上

空気弁Φ100

空気弁内部フロートの損傷

メーカーからの報告
地震による原因

地震による原因としては、異常な管内圧力の変動が考えられ
ます。
東日本大震災の際にも、今回のような空気弁の内部部品(主に
フロート弁案内と遊動弁体)が破損する事象が多発しており、揺
れの継続時間が非常に長かったことや余震活動が活発であっ
たという特徴により、配水池や受水槽の液面揺動(スロッシン
グ)現象が激しかったことが充分に考えられ、配管内流量の急
激な変動に伴い、フロート弁体が一時的に下がり(吸気し)、更
に一瞬で上がる(排気する)ことによって、閉じ込められた空気
が圧縮され衝撃的な圧力が発生し、内部部品の破損に繋がっ
たと推察されています。

この見解は、弊社も加盟している。“水道バルブエ業会”の実
験結果に基づいたものでありますが、内部圧力の上昇は
1.OMPa以上に達することもあることが確認され、空気弁内部
では本管圧力よりも桁違いに大きな衝撃圧が発生することが
判明しております。

空気弁の破損

22
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施設破損状況

取水井戸 管路損傷 取水施設 建物傾斜・構内沈下 調整池 ＰＣ構造物損傷

取水施設 地盤沈下 取水施設 可とう管被害
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漏水受付の注意点

漏水地点

A通報者、12:00、場所:セカンドサイト前
B通報者、13:00、場所:ナポレオンビルの南側
C通報者、14:00、場所:中島ビルの北側

通報内容:例

時間差で同じ漏水通報の重複があり、地点の目標物名もそ
れぞれ違う。

※熊本地震では、漏水通報のピーク時この重複現象となり、
漏水地点を地図に記入するようになったが、この記入に時間
を要した。

対策

調査・修繕において、重複を避けることによる、時間及び早急
な修繕、費用の軽減につながる。

①
②
③

④

漏水受付を一本化
受付の情報内容を前もって作成し、それを一覧表とする
漏水地点を地図や管路情報システム（マッピング・
GIS）への反映、及び修繕済を記入する
管路情報システムと連動したタブレット端末を活用するこ
とにより、現場に急行ができ、現場より詳細な情報や写
真等の共有ができる
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６．地震の影響によって明らかになった施工ミ
ス

＜略図＞

①口径350㎜漏水、前後の仕切弁を閉め

水圧が足らず高台へ供給できないため、
①の部分をパイプインパイプ工法で
NS200㎜で連絡

１
．

２
．

３．①の部分をつないだところ、②の部分が
漏水

状況

25



CAPΦ350㎜ （メカニカルジョイント形鋳鉄）
布設年度 昭和３４年

26

漏水箇所 ①



施工時の状況・管理

平面図 管割図

施行時の写真
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施行時の写真

継手チェックシート 加圧水圧テスト15分（職員による）1.0Mpa

常圧水圧テスト24時間1.0Mpa（通常は常圧）
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製品を納入したクボタ からの調査回答 ※甲切管・45°ベンドをクボタ工場で調査

29



施工不良の検証

漏水状況

施工時状況

φ300㎜継手状況の比較（左:漏水した継手、右2枚:正常な継手）

正常な入り込み（黄色線）

同じ業者の施工比較

漏水した入り込み（黄色線） 施工時

※黄色線で比較すると、あきらかに入り込みが
不足している。

※職員による検証
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別の現場での正常な施工



施工不良後の熊本市対応①

施工写真:入り込み白線の追加 施工写真:管据付後に受口ライナーを撮影

平成29年4月11日 発注課及び受注者に向け「水道工事施工管理基準の
一部改定に伴う写真撮影について」を通知
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施工不良後の熊本市対応②

継手チェックシート 写真管理基準

32



７．施工ミスからの日本ダクタイル鉄管協会の対応

平成30年2月 「耐震型ダクタイル鉄管の異形管等における挿し口
目安量目安線表示の変更について

＜経 緯＞ ※株式会社 クボタ からの提供
熊本地震発生・現地調査 2016年4月
⇓
クボタ社内技術協議 ～2017年6月
⇓
JDPA配管分科会協議（一般的な協議期間というものは無く、事案による）
⇓
JDPA規格変更 2017年10月
⇓
表示変更案内 2018年2月
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※黄色線:接合時に受口と挿し口の曲がりを確認するための目安線



８．GXΦ300㎜施工ミス例②-1

計画図 施工時系列
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※地震には関係ありませんが施工ミスの例



GXΦ300㎜施工ミス例②-2

施工写真
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GXΦ300㎜施工ミス例②-3
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抜け判明後の修繕時掘削

管引上げ後

抜け82㎜

竣工図



※甲切管・直管挿し口をクボタ工場で調査製品を納入したクボタ からの調査回答
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９．まとめ
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①災害時について

②ダクタイル鉄管について

・被災自治体職員の体調管理を第一に考える。

・災害復旧性

施工性:鋼管に比べ、溶接等の特殊技術が不要。
施工時間の短縮 ＝ 補修材料が数多くありますので施工時間が短く、復旧期間の短縮
汎用性:多くの自治体で採用されており、災害時は相互の資材支援（修繕材含む）が可能。

熊本市における更新対象路線

・⾧寿命性

現行:布設から60年経過（法定耐用40年×1.5）
将来（見込）:⾧寿命塗装100年 + Peスリーブ施工20年 ＝ 120年も可能ではないか!!

※一時的な更新費用は増加するものの、トータルコストは低減するため、水道事業の持続に貢献できる。

・施工管理

水道資材メーカーがどんなにいい製品を作っても、最終的には現場で施工する業者が適正、正確な施工しなければならない。
また、発注者は適正な管理をさせなければならない。
特に、口径300・400㎜の施工には注意を払い、業者に対し丁寧な施工及び管理の注意を促すと供に発注者側も注意深く管理を行う。

・各自治体が事業継続計画（BCP）を策定し、年１回は訓練を行う。（日本水道協会「地震等緊急対応の手引き」を参考にし策定）
日本水道協会を通じて、近隣自治体と連携を図り合同訓練を行うことが望ましい。

事前に関係ある協会等又は会社と災害時協定を締結しておく。（特にコールセンター）

災害時は応急給水、応急復旧、応援自治体との調整等は各リーダー他自治体に任せる。

被災自治体はリアルタイムに応援自治体に情報提供を行う。
受援体制の構築。

漏水受付等の窓口を一本化する。（調査のダブリをなくすため）
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ご清聴ありがとうございました
 ♂


