
被災した水道の復旧見込み　（７月１８日１７：００時点）

最大 現在 自治体HPの掲載情報

岡山県 新見市 644     540     
給水開始
（順次給水エリア拡大中）

８月中旬を目途に通水
【高圧受電設備】
洗浄・乾燥後、動作確認の結果、支障のある機器を交換（７月２２日
に完了予定）

【電気計装設備】
起動確認の結果、全損のため更新。早急に運転を開始する必要がある
ため、仮設設備を設置予定（８月中旬を目途）

【送水ポンプ設備】
分解・清掃が終わり、現在乾燥中。乾燥後、動作確認予定

【滅菌器】
起動確認の結果、全損のため更新。更新機器は、確保済

【取水井】
清掃完了

【緩速ろ過地】
砂削り・清掃・水張り完了　ろ過機能調整中

【調整池】
清掃完了

【浄水池】
清掃完了

https://www.city.niimi.okayama.jp/ind
ex.php

【ライフライン】平成30年7月豪雨
による給水所を開設します

広島県 熊野町 1,000   113     （掲載なし）
http://www.town.kumano.hiroshima.jp/w
ww/genre/1531187019187/index.html

熊野町内の断水状況

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/
cms/articles/show/5684

給水開始時期の予定

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/
cms/articles/show/5658

江田島市の断水について

広島県 竹原市 1,622   634     
給水開始
（順次給水エリア拡大中）

（掲載なし）
http://www.city.takehara.lg.jp/soumu/
bousai/saigaijoho.html

竹原市内の給水活動の状況
水道の復旧状況について

広島県 東広島市 1,062   650     復旧作業中

7月19日(木)
河内町
中河内・下河内地区

7月21日(土)
河内町　入野地区

http://www.city.higashihiroshima.lg.j
p/suido/index.html

災害状況について

江田島市

HPにて断水情報を掲載している自治体及
び水道関連自治体（断水状況・復旧状
況・給水拠点等）

緊急情報広島市 13,300  http://www.water.city.hiroshima.jp/

該当ページの名称

11,134  

市・町
復旧見込断水戸数（戸）

広島県

広島県

7月18日（水）ごろ (復旧済）
県用水 ・江田島町秋月

7月16日（月）ごろ（復旧済）
第1水系 ・江田島町中央、鷲部、江南、小用、津久茂、宮ノ原
・能美町高田・大柿町柿浦、飛渡瀬

7月16日（月）ごろ（復旧済）
第2水系 ・能美町鹿川、中町
・大柿町深江、大原、小古江、大君

7月21日（土）ごろ
第3水系 ・沖美町畑、岡大王、是長

7月17日（火）ごろ（復旧済）
第4水系 ・江田島町切串、幸ノ浦、大須
 
7月25日（水）ごろ
三高水系 ・沖美町三吉、高祖、美能

7月17日（火）
安芸区瀬野川地区、矢野地区　（540世帯）※1

※1 安芸区瀬野川地区の一部（清松園）、矢野地区の一部（梅河
（120）、五月台（20）については、管路の復旧状況にあわせて復旧
作業を行うため、現在のところ断水解消時期は未定です。

7月23日(月)
安佐北区の全域において断水解消予定

未定
安芸郡坂町小屋浦地区　（200世帯)　※2

※2 安芸郡坂町小屋浦地区の高台（200世帯）については、道路の復
旧状況にあわせて復旧作業を行うため、現在のところ断水解消時期は
未定です。

7月12日 (木)
中央地区西部 （低地部 ）

7月13日 (金)
中央地区西部 （高地部），吉浦地区

7月14日 (土)
阿賀地区 （低地部），天応地区 ，蒲刈（向地区）

7月15日(日)
中央地区（高地部 の一部），宮原地区の一部，警固屋，宮原地区 の
一部警固屋，宮原地区の一部警固屋（低地部）， 阿賀地区 （高地
部），広地区の一部，仁方（低地部）

7月16日 (月)
中央地区 （高地部の一部），宮原地区の一部，警固屋，宮原地区 の
一部警固屋，宮原地区の一部警固屋（高地部）， 広地区の一部，仁
方広地区の一部，仁方（高地部），下蒲刈地区 ，下蒲刈地区（下
島・三之瀬地区 下島・三之瀬地区 下島・三之瀬地区）

7月17日 (火)
警固屋地区 （見晴地区），阿賀地区（冠崎地区，大入の一部 ），
川尻地区 （小仁方地区），下蒲刈地区 （大地蔵区），
音戸地区 （南部 ），倉橋地区 （北部）

7月18日 (水)
音戸地区 （北部），倉橋地区 （南部）

7月19日 (木)
倉橋地区 （大迫地区），倉橋地区 （鹿島地区）

※ 使用可能となる日は，水道施設（配池管等 可能となる日は，水道
施設（配池管等 可能となる日は，水道施設（配池管等 可能となる日
は，水道施設（配池管等 ）やお住いの地域 の状況により，１日から
２程度前後することがあります。

県

https://www.city.kure.lg.jp/site/joug
esui/

【断水・濁水情報】

2,820   

1,693   復旧作業中

給水開始
(順次給水エリア拡大中）

給水開始
(順次給水エリア拡大中)

16,200  78,000  呉市広島県



広島県 尾道市 58,647  18,124  
給水開始
（順次給水エリア拡大中）

給水再開地域のお知らせ（7月18日12時現在）

新たに給水再開した地域は次のとおりです。

吉浦町、日比崎町、天満町、三軒家町、潮見町、桜町、門田町、栗原
東一丁目、西則末町、東則末町、栗原町、西藤町の一部、久山田町、
吉和町、木ノ庄町の一部、原田町の一部
美ノ郷町中野、美ノ郷町白江、美ノ郷町猪子迫、向島町（高見地域）

因島田熊町、因島三庄町
因島大浜町の一部、因島重井町の一部、因島外浦町の一部、因島中庄
町の一部、因島原町の一部

瀬戸田町名荷の一部、瀬戸田町中野の一部、瀬戸田町鹿田原の一部、
瀬戸田町沢の一部、瀬戸田町瀬戸田の一部、瀬戸田町福田の一部、瀬
戸田町垂水の一部、瀬戸田町御寺の一部、瀬戸田町宮原の一部、瀬戸
田町荻の一部

※給水作業中の地域です。

因島土生町、因島鏡浦町、因島椋浦町

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp
/soshiki/64/

大雨災害に関すること

愛媛県 宇和島市 6,568   5,503   

給水開始※
（順次給水エリア拡大中）
※南予水道企業団水系について
は、復旧方法検討中

吉田町内の小規模井戸水源から、水道の供給が、一部見込める状況と
なっため、水道の試験通水を行っています。

・北小路1区
・御殿内1区、2区、3区、４区
・太鼓場
・煙硝蔵
・向山
・鳥首の一部
・郷蔵
・白浦コミュニティセンター付近～JA玉津共選付近～池ノ浦
・医王寺下上の一部、医王寺下下

https://www.city.uwajima.ehime.jp/lif
e/5/9/12/

災害情報

愛媛県 鬼北町 260     2       （掲載なし） （掲載なし）

http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/
kikikanri/27618.html

応急給水所の設置について

http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/
list3-1.html

水道施設被災の協力のお願い

愛媛県 西予市 2,685   328     
給水開始
（順次給水エリア拡大中）

　今回の豪雨により、宇和町の下川浄水場が被災しました。状況は極
めて深刻です。
　水道水が作れなくなったことにより、絶対量が不足し、既に断水と
なっている地区もあります。このまま水道水が不足すると、今後、給
水区域の広い範囲で長時間の断水となる恐れがあります。
　そこで現在、宇和町内の一部地域を除いて、夜間に時間断水を行っ
ています。節水に取り組んでいただきますよう、ご協力お願いしま
す。～（略）
仮復旧には、おおむね１ヶ月程度を見込んでいます。（7月13日更
新）

http://www.city.seiyo.ehime.jp/kinkyu
/index.html

緊急情報

愛媛県 松山市 300     37      （掲載なし） （掲載なし）

給水開始：水道水を飲用として給水を開始している地域

復旧作業中：給水開始に向けて作業を進めている地域

復旧方針検討中：復旧作業の方針を検討している地域

大洲市

https://www.mihara-waterworks.jp/ 緊急のお知らせ

※時点によっては、自治体がとりまとめている情報より古い場合があります。

三原市 38,856  

10,096  175     
給水開始
（順次給水エリア拡大中）

○八幡町篝地区八幡町全域に給水を開始しましたが，篝地区に水が届
いていません。現在，現地を査中です。ご期待に沿えず申し訳ありま
せん。早急に給水できるよう全力を尽くします。

○佐木島方面
佐木第１配水池に水を送る準備をしています。配水池が充水した後，
佐木・小佐木・向田・須ノ上の順番に水を送るようになります。

○須波ハイツ，幸崎方面
現在，須波ハイツの上にある須波ハイツ第２配水池に水を溜める準備
をしています。今後は須波ハイツに給水するとともに，幸崎町久和喜
にある配水池に水を溜める準備に取りかかります。

○高坂方面
現在，高坂配水池へ水を送っており，高坂町の南側に給水を再開して
います。今後，高坂町北側への給水の準備に取りかかります。

○本郷方面
広島県と協議しながら，復旧を進めています。広島空港には，県営埜
田浄水場で作った水をお届けしており，現在浄水作業を開始していま
すが，まだ水を送り出すところまでには至っていません。給水再開は
未定です。順調にいけば２０日頃に給水を開始する目標で進めていま
す。
中心部にお届けする水については，以前使っていたろ過装置の試運転
を行なっていますが，まだ本稼動できるまでには至っておりません。
また，塔之岡配水池にポンプアップする電気設備の点検も併せて進め
ています。給水再開の時期は未定ですが，早期再開に向けて全力で取
り組んでいきます。
南方方面へお届けする水については，新たなろ過装置を１８日に設置
し試運転を行なうとともに，水質検査を行います。電気設備の部品調
達に時間を要しています。
また，それだけでは水が足らないため，県営埜田浄水場から800ｍの
仮配管を行い，市の野田配水池へ水を補給します。その後，南方配水
池へ水を送るようになります。
給水再開の時期は未定ですが，早期再開に向けて引き続き全力で取り
組んでいきます。

○大和町和木地域
広島県と協議しながら，復旧を進めています。１７日から新たなろ過
装置の設置作業を進めています。試運転後に水質検査を行
い，和木第２配水池に水を送る準備に入ります。順調にいけば２０日
頃に給水を再開
する目標で進めています。

※すべての工事や水を作る量が順調にいった場合であり，機器の不具
合や水道管が壊れていた場合は，日程が延びます。

広島県

水道課からのお知らせ
　現在、送水作業はほぼ完了しておりますが、高い場所など一部の地
域では水が出ていないところがあります。
　蛇口から出る水が澄んだ水になれば、洗濯・風呂の生活用水として
利用して差し支えありません。
　飲み水には使用しないでください。
　7月17日（火曜日）に水質検査を実施し、検査結果は7月20日（金曜
日）頃わかる予定です。飲んでも安全であることが確認できました
ら、再度お知らせいたします。

被災した水源地について
　すべて復旧または仮復旧し、現在、順次送水を行っております。

愛媛県

8,726   復旧作業中


