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ご挨拶 倉吉市長 

鳥取県中部地震の発生から、早いもので半年になろうとしています。 

今回の震災で、被災された多くの皆様に心から、お見舞い申し上げます。 

平成 28年 10月 21日は、私だけではなく、倉吉市に生活されている皆様にとって、一

生忘れることができない日になったことと思います。 

現在、本市は復興の入り口に立ったところであり、住宅再建を最優先に、屋根にかけら

れたブルーシートが１日も早く無くなるよう全力で取り組んでいるところです。 

さて、鳥取県中部地震が発生した直後から、約１万６千戸ものご家庭で断水が発生しま

した。本市としても、震災直後から、自衛隊や他自治体・水道関係業者の皆様等の協力を

得つつ、避難所への給水袋の配付、病院等への給水車の配置等を実施し、同時に断水の解

消に向けて、全力で取り組みを行い、３日後には断水を解消することができました。本市

の水道復旧にご尽力いただいた方々に対して、改めて厚くお礼申し上げます。 

水道は、本市においては、行政が運営する唯一のライフラインであるとともに、ライフ

ラインの中で最も重要なものであり、人間の生活に欠くべからざるものであります。今回

の震災の経験から、水道施設の耐震化の重要性を再認識したところであり、今後、市民の

皆様の安心を確保するため、計画的に水道管等の耐震化を実施してまいりたいと考えてい

ます。 

地震に強く安心して利用できる水道施設を維持するためには、やはり、震災当時の様々

な記録、体験等を後世に伝えていくことが重要との考えから、今回、この「鳥取県中部地

震災害報告書」を作成することといたしました。 

市民の皆様の防災意識を高め、地域防災力の向上の一助となれば幸いです。 

本誌の作成にあたりまして、ご協力いただいた関係者の皆様に厚くお礼申し上げるとも

に、復興を必ず成し遂げ、市民が夢と希望を抱きながら、健康で心豊かに生活できる郷土

を築くことをお約束申し上げ、発行にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

 

平成 29年３月 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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ご挨拶 倉吉市水道局長 

ゴゴゴゴゴ・・・地鳴りが起こり水道局駐車場のアスファルトが波打ち庁舎の壁が剥が

れ落ちた。立っていられない。みんな外に出てきた。なにこれは。余震が続く。遠方監視

装置の異常通報が鳴り響く。何が起こっているのか。配水池の緊急遮断弁が作動したよう

だ。広い区域で水道が止まった。 

 

平成 28年 10月 21日午後２時７分鳥取県中部を震源とするマグニチュード 6.6震度 6

弱の地震が発生しました。水道が止まったことや瓦屋根の破損が多く発生し、不安の中で

2,000人もの住民の方が避難所に避難されることになりました。また、市役所本庁舎は、災

害対策本部が設置できないほどの被害を受け鳥取県中部総合事務所内に災害対策本部を設

置することとなりました。 

被害状況は、３月 21 日現在で、人的被害が重傷４人、軽傷９人、家屋被害が全壊４棟、

半壊 225 棟、公共施設では、道路、公園、市営住宅、下水道、小中学校、学校給食センタ

ー、社会体育施設に被害が発生しました。また、農林業では、梨の落下、畜産施設、農地、

農道、用排水路に被害が発生しました。 

水道施設では、地震発生時に 16,000戸で断水・減水となり、中部管工事業協同組合、米

子市、鳥取市の協力を得て、10 月 24 日に概ね断水・減水が解消しました。給水支援は、

病院施設、避難所にて行いましたが、住宅の給水装置の修繕が長引いたことから避難所へ

の給水を 11月 16日まで行いました。また、高さ 18ｍ内径５ｍの生竹配水塔は倒壊の危険

性があることから 10月 26日午後３時に生竹地区３世帯 11人に対して避難勧告を発令し

ました。その後、施設を解体し 12月１日午前９時に避難勧告を解除し、無事に帰宅をして

いただきました。その他の水道施設被害として、配水池では上余戸、余戸谷町、生竹、米

田町が、水源地では、生竹、円谷町、八屋の機械装置や附帯設備に被害が発生しました。 

以上の水道施設の被害に対応するため平成28年度の予算ベースで収益的支出の特別損失

の災害による損失として 59,679 千円、資本的支出として 24,223 千円を計上しています。

これらの予算執行は、平成 29年末を目途としています。 

 

振り返ると、平成 28年は４月の熊本大震災をはじめ梅雨、台風、大火災と多くの災害が

全国で発生しました。熊本大震災に給水応援を日本水道協会鳥取県支部として本市も支援

に出かけました。この時は、まさか支援を受ける立場になろうとは思いもしませんでした。 

鳥取県中部を震源とする地震を経験し、ライフラインである水道の大切さを身を持って

痛感しました。そして、公益社団法人日本水道協会の支援体制が無ければ早急な対応は困

難であったと思います。感謝申し上げます。 

このたび職員が震災のことを思い出し、記録していたことを、この報告書にまとめまし

た。この報告書が今後の災害対応の一助となれば幸いであると思っています。 

 

平成 29年 3月 

倉吉市水道局長 池田 弘之 
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倉吉市の被害状況 

2016年（平成 28年）10月 21日金曜日午後２時７分ごろに鳥取県の中部を震源とする

地震が発生した。地震の規模はマグニチュード 6.6で、震源の深さは 11km、最大震度６弱

を鳥取県の倉吉市、湯梨浜町、北栄町で観測した。県内各地の震度は表 1 のとおりで、関

東地方から九州地方までで震度 1以上の揺れを観測した（図 1）。1 

表 1 県内各地の震度 

震度 6弱 倉吉市・湯梨浜町・北栄町 

震度 5強 鳥取市・三朝町 

震度 5弱 琴浦町・日吉津村 

震度 4 
米子市・境港市・八頭町・智頭町・大山町 

伯耆町・南部町・江府町・日野町・日南町 

震度 3 岩美町・若桜町 

 
図 1 震度分布図 

鳥取県を中心に住宅の屋根瓦や壁が崩壊する被害が相次いだ。国の重要伝統的建造物群

保存地区である倉吉市の白壁土蔵群では、建物の漆喰の壁が剥がれ落ちた。倉吉市役所で

                                                
1
「平成 28年 10月 21日 14時 07分頃の鳥取県中部の地震について」 [気象庁, 2016] 
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は、窓ガラスが割れ階段の一部が崩壊したため、鳥取県中部総合事務所に災害対策本部を

設置した。住居の損傷が酷い地域では避難生活を強いられ、数十人の負傷者も発生したが、

死者は出ていない（表 2）。 

表 2 倉吉市の被害状況 

 県全体  倉吉市 

人的被害 死者  人  人 

行方不明者  人  人 

負傷者 重症 ８ 人 ４ 人 

軽傷 １７ 人 ９ 人 

住宅被害 全壊 １８ 棟 ４ 棟 

半壊 ２９０ 棟 ２２５ 棟 

一部損壊 １４，６５１ 棟 ９，００５ 棟 

計 １４，９５９ 棟 ９，２３４ 棟 

公共文化 

教育施設 

全壊  棟  棟 

半壊  棟  棟 

一部損壊 ７６ 棟 １８ 棟 

計 ７６ 棟 １８ 棟 

私立文化 

教育施設 

全壊  棟  棟 

半壊  棟  棟 

一部損壊 ８ 棟 ３ 棟 

計 ８ 棟 ３ 棟 

非住宅 

（公共施設） 

全壊  棟  棟 

半壊  棟  棟 

一部損壊 １７０ 棟 ９６ 棟 

計 １７０ 棟 ９６ 棟 

非住宅 

（その他） 

全壊 １０５ 棟 ４８ 棟 

半壊 ２０８ 棟 １５４ 棟 

一部損壊 ４，３６６ 棟 ３，２７６ 棟 

計 ４，６７９ 棟 ３，４７８ 棟 

平成 29年３月 21日現在 鳥取県中部地震（第 91報）より 
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倉吉市水道事業の被害状況 

水道施設（水源地・配水池等）の被害 

水源地、配水池などの水道施設は、多く施設が被災した（表 3）。地震発生直後には市内

広域に渡って停電が発生し、水道施設への電力供給が停止したため、送水ポンプ等が運転

できなかった。停電は、21日午後５時 38分に復旧した。 

表 3 水道施設の主な被害状況 

生竹配水塔 高置の PC造水槽を支持する RC脚壁部分に損傷が発生した。 

損傷により RC 脚壁部分は鉄筋が破断、水平方向に最大 26㎜ずれ、脚壁

内部の配管も破損した。 

生竹水源地 場内の排水施設（排水路）が破損した。 

生竹配水池 コンクリートブロック積擁壁と場内の排水施設（排水溝）が破損した。 

余戸谷町配水池 場内のコンクリート舗装がひび割れ、周柵の一部が破損した。 

米田町配水池 コンクリートブロック擁壁が破損し、 

場内のコンクリート舗装が陥没した。 

上余戸配水池 場内のコンクリート舗装がひび割れたうえ、一部が陥没した。 

また、緊急遮断弁操作盤の固定用アンカーの抜け出し、排水流量計の故障

が認められた。 

 

被災した施設の中では、生竹配水塔の被害が一番大きかった。高さ 18ｍのコンクリート

構造物である配水塔の地上より３mの高さで脚壁の継ぎ目が最大約 26㎜ずれ、倒壊の危険

性があると判断し、生竹配水塔の貯水を停止、給水戸数 87戸に影響を与えた。また、近接

している３世帯の住民には避難勧告を発令した。（図 2） 

 

 
写真内左：生竹配水塔、同右：生竹配水池 

 
配水塔の脚壁の継ぎ目のずれ 

図 2 生竹配水塔の被害状況 
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生竹配水塔以外の被害は構内の沈下等で、水道水の送配水施設（ポンプ、電気計装、タ

ンク、取水井戸）には影響がなかった。構内の沈下での被害が一番大きかったのは米田町

配水池で、配水タンクの周り全体が約 20㎝沈下していた。この影響で施設内の構造物（側

溝等）が破損した。（図 3） 

 

 
上余戸配水池 

 
米田町配水池 

図 3 各施設の被害状況 

断水被害 

地震発生直後、各配水池の緊急遮断弁が作動及び東巌城町水源地のポンプが停止し、約

16千戸の減断水となる。 

地震発生３時間後からポンプの送水能力と配水量又は配水池の水位の変動を監視しなが

ら緊急遮断弁の開度を調整し配水を開始した。調整しながら配水していても減断水してい

るところが多くあった。地震の翌日 22日の昼には、緊急遮断弁の開度を全開（100％）と

し、配水機能を回復させた（表 4）。 

表 4 地震後の減断水と復旧操作 

施設名 
地震直後の 

配水施設の状況 

復旧操作 
（）は 21日の操作時間 

配水池容量 
給水人口 

（減断水人口） 

上井配水池 緊急遮断弁 全閉 

バルブ操作後、 

緊急遮断弁調整 

開度 100％（20:56） 

2,000m3 15,300人 

米田町配水池 緊急遮断弁 全閉 

緊急遮断弁調整 

開度 24％（18:24） 

開度 17％（19:18） 

3,000m3 8,300人 

余戸谷町配水池 緊急遮断弁 全閉 

緊急遮断弁調整 

開度 28％（18:24）

開度 32％（21:25） 

2,200m3 10,200人 

黒見配水池 緊急遮断弁 全閉 

緊急遮断弁調整 

開度 10％（18:05）

開度 6％（25:18） 

2,000m3 2,700人 
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施設名 
地震直後の 

配水施設の状況 

復旧操作 
（）は 21日の操作時間 

配水池容量 
給水人口 

（減断水人口） 

和田配水池 緊急遮断弁 全閉 

緊急遮断弁調整 

開度 8％（18:34） 

開度 7％（20:31） 

1,000m3 2,750人 

福山配水池 緊急遮断弁 全閉 

緊急遮断弁調整 

開度 9％（17:04） 

開度 12％（18:02） 

1,000m3 3,700人 

東巌城町水源地 ポンプ 停止 運転再開（18:30） 

送水能力 

200m3/hr 

常時送水 

15,300人 

生竹配水塔 
断水なし 

配水塔に亀裂 
― 50m3 230人 

水質の被害 

地震による赤水、錆等による濁水の発生が何日間か続いた。また余震の影響により、水

道水にスケール（管内の沈殿物）が混入しているとの報告があり、２ヶ月間にわたり対応

した。 

地震直後に取水井に濁水が発生していたかは不明であるが、10 月 24 日に上水道の８ヶ

所（水系ごとの末端の給水栓）において臨時で水質検査を行った結果、地震前と変わりな

く、安心・安全な水であった。 

水道管の被害 

配水管の漏水が 13件、道路内での給水管の漏水が 20件、宅地内のうち量水器の上流側

での給水管の漏水 41件、合計 73件の被害があった。 

 

西倉吉町の漏水被害 

配水管（VP管φ75㎜）の継手部

分の破損による漏水。漏水により

マンホール周りの舗装版が陥没し

ている。市内業者により道路掘削

を行い、水道局職員により修理し

た。 

この現場は下水道施設も被害を受

けている。 
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福庭町１丁目大平ビル前の漏水被害 

道路が陥没しており、警察による片側

交互通行が行われている。断水中の家

庭には給水タンクを配布した。 

配水管から給水管分岐部分の管の抜

けによる漏水。仕切弁を操作し断水

し、市内業者により修理した。 

写真は漏水発見直後の様子である。 

 

漏水の原因箇所 

漏水の原因としては、図 4 左に示すとおり管の破損、継手の破損、継手の抜けのような

管材料の漏水が過半数を占めた。また、宅内で漏水が起こり、止水栓を閉めようとしたと

ころ止水栓が利かず、通報されたものが 17件あった。 

被害が多かった地区は、図 4 右に示すとおり社地区、小鴨地区であった。特に小鴨地区

に関しては、屋根瓦がブルーシートに覆われている住宅が多く、住宅被害も多かったよう

に感じる。おそらくこれは地盤により揺れ方が地区により異なったためではないかと考え

られる。 

  
図 4 鳥取県中部地震により確認された漏水被害の原因 

  

管の破損, 14, 29%

継手の破損, 15, 32%

継手の抜け, 9, 19%

あぶり挿し継目, 3, 6%

量水器の破損、

外れ, 2, 4%

不明, 3, 6%

分水栓の

破損, 1, 

2%

その他, 1, 2%

原因別被害 N=52

社, 10, 19%

小鴨, 10, 19%

西郷, 6, 11%上灘, 6, 11%

上北条, 5, 10%

上井, 5, 10%

成徳, 4, 8%

明倫, 2, 4%

灘手, 2, 4%

北谷, 1, 2%
高城, 1, 2%

上小鴨・関

金, 0, 0%

地区別被害 N=52
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橋梁添架管の被害 

地震による橋梁添架管の影響調査を 10月 27日に二班体制で行う。 

国県道橋、幹線市道橋について、上水道区域 48橋、簡易水道区域 34橋の点検を行い、

地震による破損と思われるものは、福光橋の橋台部及び国府橋の中間部の２箇所であった。 

福光橋 

上水道管は橋台の上に載っており、管上部は桁に巻き込むような施工がされていた。今回

の地震により、桁の荷重が直にかかったことから、管の破損が生じて漏水が発生した。 

遠写 近写 

国府橋 

上水道管の継手部分の破損により漏水（橋脚の滲み）が発生した。 

 

遠写 近写 

 

 

給水装置の被害 

量水器下流での被害件数は、給水装置所有者の管理なので詳細には把握できないが、市

内の指定給水装置工事事業者 38者に対して行った調査では、平成 28年 11月１日時点で

1,106件の修理依頼があった。修理が追いつかず修理依頼の電話を断られる場合があるため、

水道局では対応可能な市外の指定給水装置工事事業者を調査し紹介した。未指定の業者に

修理を依頼されるケースも発生した。 
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表 5 市内の給水装置工事事業者に対しての給水装置の修理依頼件数 

業者名 件数 業者名 件数 

㈲新宮設備 0 ㈱トラスト 0 

㈲伯耆浄水 19 ㈲ソケット 16 

㈱ベクト総業 107 アキ設備 8 

日ノ丸産業㈱倉吉支店 3 ㈲ユアー設備計画 107 

㈲長谷川商店 61 ㈱吉村興産 0 

中海工業㈱ 102 ㈱トンボプロパンガス 78 

倉吉管機工業㈱ 6 早田設備㈱ 43 

ベクトサービス㈲ 58 大和設備倉吉㈱ 235 

㈱中電工 倉吉営業所 71 ヤマグチショウカイ 5 

㈲高橋設備工業所 21 社工業 11 

㈱空研 18 ㈲美咲 7 

森田設備 ― タカハシ管工㈱ 13 

ヨネダ設備商会 10 ㈲河本建設 1 

水谷工業㈲ 1 東伯建設㈱ 0 

㈱サントウ 26 ㈱ウォーターワークス 13 

㈱アールコーポレーション 0 河野設備 14 

スミ管機設備 30 ㈲あきやま総業 4 

はごろも環境 6 かすい電器設備 5 

㈱クラエー 6 天野水道 1 

  合 計 1,106 

貯水槽水道の被害 

貯水槽水道施設については、①地震による受水槽、高置水槽の破損、②配水管の濁水発

生による受水槽、高置水槽への濁水混入の被害が発生した。配水施設の断水時でも一定期

間給水が可能となる受水槽方式給水であるが、上記の被害により給水不能な状態が直結直

圧式給水に比べて長期化した。 

受水槽式給水の病院では、受水槽の清掃が終わるまでの間、給水車による給水を行った

が、給水が追いつかない状況が続いた。 

濁水の成分であるスケールが、ボールタップのストレーナーを閉塞させ出水不良を生じ

た事例もあった。 

①については、水槽の耐震化が求められる。②については、貯水槽水道の管理者におい

て、地震等の災害が生じたときは、受水槽への給水をただちに停止する措置が必要となる。

そのためには、貯水槽水道の管理者に対しての管理の周知、水道事業者との連携が重要で

ある。 
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図 5 受水槽に流入した濁水と沈殿物 

お客様からの苦情等 

地震当日からの苦情（電話）については、大まかに次の三つに分けられた。 

 水が出ない。 

 水道水が濁っている。 

 宅内又は道路内で漏水している。 

漏水の激しいお宅からは、料金についての不安も上がった。 
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復旧への対応 

水道施設の被害対応 

生竹配水塔の被災を受けて、解体に向けて作業にとりかかる。 

倒壊の危険性があると判断し、生

竹配水塔の貯水を停止した。また、

近接している３世帯には避難勧告

を発令した。 

配水塔の解体を行うにあたり、断

水を伴うため、87 戸の給水を配水

塔からの自然流下式給水から仮設

加圧ポンプによる加圧式給水に変

更した。10月 30日には加圧ポンプ

による給水に切り替え、配水塔から

の給水を停止した。 

地震発生後から 40 日後に生竹配

水塔の解体作業が終了し、12 月１

日に避難勧告の解除を行った。 

 

避難勧告発令 

発令日時 平成 28年 10月 26日（水）午後 3時 

発令場所 倉吉市生竹地区 

対象世帯 3世帯（11人） 

発令理由 今後強い地震が発生した場合に配水塔が倒壊する恐れがあるため。 

発 令 者  倉吉市長 

施設構内の沈下・クラックは仮設としてブルーシートを張り、雨水の侵入を防いだ。 

他施設は原型復旧とし、コンクリート・アスファルト等の張替え等を行う。 

施設の復旧としては、厚生労働省の災害査定を受けた。 

表 6 水道施設の応急復旧 

生竹配水塔 配水塔内部の破損した配管から漏水が生じたという住民通報により被害

を確認し、断続する余震により倒壊する恐れもあったことから、直後に

周辺への車両の乗り入れを制限した。 

平成 28年 10月 26日、近隣の３世帯 11人に避難勧告を行った。 

生竹水源地 特別な措置はなし。 

生竹配水池 ブルーシートで雨水の浸透を防いだ。 

余戸谷町配水池 ブルーシートで雨水の浸透を防いだ。 

米田町配水池 ブルーシートで雨水の浸透を防いだ。 
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上余戸配水池 ブルーシートで雨水の浸透を防いだ。 

円谷町水源地 減圧弁を撤去し、バルブ調整をしながら残留塩素計に直接配管し計測を

行った。 

八屋水源地 減圧弁を撤去し、バルブ調整をしながら残留塩素計に直接配管し計測を

行った。 

水道管の被害対応 

地震発生からの１週間は、主に配水管の減断水、濁水、漏水の対応を行った。 

地震発生直後、各地で減断水が生じる中まず急がれるのは、災害拠点病院までの配水経

路の確保である。支管の漏水により災害拠点病院への給水不能が生じる事態を防ぐため、

仕切弁を操作し、支管を仕切り、配水池から災害拠点病院までの配水経路を確保した。 

翌 22日は、各地での減断水を解消するため、各水系統の漏水調査を行いながら、緊急遮

断弁を徐々に開いて配水を開始した。その後、漏水調査と漏水修理を行い、25日には、事

業区域全域での道路内での漏水調査と現時点での漏水箇所の修理を完了した。 

濁水に関しては、上灘地区及び成徳において特に発生し、24日に配水管の管洗浄を行っ

た。また、医療機関では受水槽に濁水が混入したため、受水槽の清掃を行った。 

なお、24 日及び 25 日の対応では、鳥取県西部地震を経験された米子市水道局技術管理

者の技術的助言に大いに助けられた。 

 

21日 災害拠点病院（厚生病院）までの配水経路の確保 

22日 漏水調査（円谷町系統、余戸谷町系統、和田系統、黒見系統、福山系統）、 

  公的医療機関（清水病院、北岡病院）の給水支援 

23日 公道漏水パトロール（成徳地区）、漏水修理 

24日 公道漏水パトロール、漏水修理、 

配水管洗浄、災害拠点病院（厚生病院）の受水槽清掃 

25日 市内全域を対象とした早朝の漏水パトロール、漏水修理 

26日 漏水修理 

27日 漏水修理、添架管点検 

28日 漏水修理、漏水修理箇所の舗装仮復旧 

給水装置の被害対応 

濁水等は、連絡があった家庭や事業所に出向き排水を行った。（個別の案件に対しての配

水管のドレンでの管洗浄は行っていない。） 

給水支援 

地震発生当日 10月 21日（金）の午後４時頃に、日本水道協会鳥取県支部に給水支

援を要請し、米子市、鳥取市、八頭町、伯耆町、自衛隊の給水車が到着、午後７時半頃

から午後 10時半頃まで病院や避難所へ給水活動を行った。 

22 日（土）は、江府町の給水車も応援に加わり、午前 7 時 30 分頃から午後９時頃
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まで病院や避難所へ給水活動を行った。 

23 日（日）は、米子市、徳島市、松山市、高知市、高松市、自衛隊の給水車で午前

８時頃から午後８時頃まで給水活動を行った。 

24 日（月）は、米子市、広島市、倉吉市、自衛隊の給水車で午前 9 時 50 分頃から

午後８時頃まで給水活動を行った。 

25 日（火）は、米子市の給水車の応援で避難所となっていた上灘小学校と成徳小学

校へ給水袋を配布し、西中学校にはポリタンクを配布し学校側で給水対応をしてもらっ

た。 

26 日（水）から 28 日（金）までは、自衛隊の給水タンクで避難所となっていた上

灘小学校へ給水活動を行った。また、水道局で給水袋に水を入れ、上灘小学校と成徳小

学校に配布した。 

29日（土）から 11月 16日（水）までは、水道局で給水袋に水を入れ、上灘小学校

と成徳小学校に配布した。 

給水においては、給水応援に来ていただいた給水車の中で、加圧ポンプ付の給水タン

クがとても早く給水でき、作業効率がよく大変役に立った。給水袋は、お年寄りや子ど

もたちに運びやすい６リットルの背負える給水袋が非常に役立った。 

表 7 給水日と給水車及び給水タンクの配分 

給水日 21日 22日 23日 24日 25日 26日以降 

給
水
車 

倉吉市 ２m3１台 ２m3１台 ２m3１台 ２m3１台 ２m3１台 
（11月 16日まで） 

公用車 

米子市 ２m3１台 ２m3１台 ２m3１台 ２m3１台 ２m3１台 
 

鳥取市 ２m3１台 ２m3１台     

八頭町 ２m3１台 ２m3１台     

伯耆町 ４m3１台 ４m3１台     

江府町  ４m3１台     

徳島市   ２m3１台    

松山市   ２m3１台    

高知市   ２m3１台    

高松市   3.5m3１台    

広島市   
 

４m3１台 

２m3１台 
  

自衛隊 １m3３台 １m3３台 
１m3５台 

５m3１台 
１m3２台  

（10月 28日まで） 

１m3１台 

給水場所 病院や避難所 病院や避難所 病院や避難所 

厚生病院 

上灘小学校 

成徳小学校 

西中学校 

上灘小学校 

成徳小学校 

西中学校 

上灘小学校 

成徳小学校 

水道利用者への対応 

お客様からの苦情（電話）について、濁水・公道漏水等の設備異常に関しては局内各係

に電話を繋ぎ、各戸の漏水に関しては業者紹介を行った。 

水道料金については方針が決定次第周知を行う旨伝え、減額の方針が決定後はその内容
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を伝えた。また、防災無線では空き家等緊急に必要でない開栓がされている箇所の使用中

止を呼びかけた。 

地震に伴う水道料金の減額 

水道料金については、開栓中の市内全戸を対象に「地震後最初に検針される水量を①今

回検針水量②前回検針水量③前年同期検針水量の中で最も少ない値により料金を再計算す

る」こととした。 

広報については、報道機関、市報特別号、倉吉市ホームページに掲載したほか、直後に

実施されるメーター検針の際にも文書を各戸配布した。 

また、被災し危険建物となった生竹配水塔付近に住居され、避難勧告が発令された３世

帯に関しては、避難期間の水道料金を全額免除とした。 

 
図 6 市報くらよし特別号での広報 

生竹配水塔倒壊よる避難者支援対応について 

生竹配水塔が倒壊する恐れがあるため、配水塔近辺の３世帯に対して避難先の住居を確

保し、住居で必要な家電製品を揃え住居へ取り付けるなど避難者への対応を行った。避難

勧告が出て避難してもらうことになったことから、家電製品や光熱水費の負担は水道局が

行った。避難所の準備、住環境の整備を迅速に行なったため、避難者からの苦情は少なか

った。 

表 8 避難者の避難先と期間 

避難世帯 世帯構成 避難場所 避難時期 その他の援助 

避難者 A 
大人２人、 

猫２匹 

関金町関金宿 

マロニエ住宅 

11月 4日から 

12月 5日まで 

避難所はペット禁止で

あったため、ユニットハ

ウスを準備した。 

避難者Ｂ 

大人２人 

犬１匹 

福守町 

メゾンドゥクレ

シア 

11月 14日から 

12月 1日まで 

ペット可能なアパート

を用意した。 

大人１人 

東巌城町 

レオパレスモナ

ミ 

11月 14日から 

12月 1日まで 
 

避難者Ｃ 
大人４人、 
小人２人 

関金町関金宿 

マロニエ住宅 

11月 4日から 

12月 12日まで 
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他団体からの応援 

自衛隊からの応援 

10 月 21 日午後 7 時 22分、平井伸治鳥取県知事が防衛省に自衛隊の災害派遣を要請し

た。同日午後９時に自衛隊（給水タンク１t ３台）到着、また、10 月 23 日に自衛隊（給

水車５t １台、給水タンク１t ２台）の増員があり、それぞれ避難所や災害拠点病院におい

て給水活動に従事した。 

10月 21日（金） 

21:00～22:20 避難所（河北小学校）にて給水タンク１ｔ １台で給水活動 

22:25～22:50 災害拠点病院（厚生病院）にて給水タンク１ｔ ２台で貯水槽への給水活

動 

10月 22日（土） 

8:00～ 9:00 災害拠点病院（厚生病院）にて給水タンク１ｔ １台で貯水槽への給水活

動 

8:00～20:00 避難所（上小鴨小学校）にて給水タンク１ｔ ２台で給水活動 

9:25～11:00 避難所（上小鴨小学校）にて給水タンク１ｔ １台が合流し給水活動 

10月 23日（日） 

8:00～15:30 避難所（上小鴨小学校、明倫小学校、社小学校）にて 

給水タンク１ｔ ５台で給水活動 

12:40～15:30 公的医療機関（清水病院）にて給水車５ｔ １台で貯水槽への給水活動 

10月 24日（月） 

8:00～12:00 避難所（上灘小学校、成徳小学校）にて給水タンク１ｔ ２台で給水活動 

10月 26日（水） 

14:00～18:00 避難所（上灘小学校）にて給水タンク１ｔ １台で給水活動 

10月 27日（木） 

11:15～17:00 避難所（上灘小学校）にて給水タンク１ｔ １台で給水活動 

10月 28日（金） 

11:00～16:00 避難所（上灘小学校）にて給水タンク１ｔ １台で給水活動 
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自治体からの応援 

「公営社団法人日本水道協会鳥取県支部水道災害相互応援対策要綱」に基づき、県支部

長である米子市水道局を通じて、日本水道協会会員自治体に応援活動を要請した。 

10月 21日（金） 

16:10 鳥取県支部長である米子市に応急給水支援要請 

19:00 米子市支援隊（職員４名、給水車２t、給水車（伯耆町）４t）到着 

19:30 八頭町支援隊（職員２名、給水車２t）到着 

20:00 鳥取市支援隊（職員２名、給水車２t）到着 

19:20～22:40 米子市・八頭町・鳥取市支援隊により、災害拠点病院等の貯水槽への給

水活動及び避難所となっている各小学校において給水活動 

10月 22日（土） 

7:30 八頭町支援隊（職員２名、給水車２t）到着 

10:00 江府町支援隊（職員２名、給水車４t）到着 

7:30～20:30 米子市・鳥取市・八頭町・江府町支援隊により、災害拠点病院等の貯水

槽への給水活動及び避難所となっている各小学校において給水活動 

その後、米子市（伯耆町）・八頭町・江府町支援隊撤収 

10月 23日（日） 

7:30 徳島市支援隊（職員２名、給水車２t）到着 

松山市支援隊（職員２名、給水車２t）到着 

高知市支援隊（職員４名、給水車２t）到着 

高松市支援隊（職員３名、給水車 3.5t）到着 

8:30 米子市応急復旧支援隊（業者４名）到着 

米子市職員１名が支援隊から監督者として合流 

8:00～20:00 米子市・徳島市・松山市・高知市・高松市支援隊により、公的医療機関

の貯水槽への給水活動及び避難所となっている各小学校において給水活動 

10月 24日（月） 

8:30 徳島市・松山市・高知市・高松市支援隊撤収 

9:30 鳥取市応急復旧支援隊（職員３名、業者 11名）到着 

11:00 広島市支援隊（職員８名、給水車４t,２t）到着 

9:50～20:00 米子市・広島市支援隊により、災害拠点病院の貯水槽への給水活動 

7:30～17:00 米子市・鳥取市応急復旧支援隊により、市内全域の応急復旧活動 

10月 25日（火） 

9:00 米子市漏水調査班（職員２名）到着、市

内全域において漏水調査 

8:30～17:00 米子市・鳥取市応急復旧支援隊

により、市内全域の応急復旧活動 

17:30 米子市・鳥取市応急復旧支援隊、米子市

漏水調査班撤収  
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中部管工事業協同組合からの応援 

10月 21日午後５時に平成 17年４月１日に締結した「災害時における水道の応急対策業

務等に関する基本協定」に基づき、中部管工事協同組合に対して応急対策業務着手を要請

した。要請を受け組合員約 20 人が 10 月 22 日から 24 日まで応急対策業務に着手した。

23日は修理班を４班、24日は２班構成し、水道管修理に従事した。 

表 9 中部管工事業協同組合の応急対策業務内容 

作業日 人数 業務内容 ※事務処理を除く 

10月 21日 11人 待機 

10月 22日 16人 水道管修理（伊木、大原、清谷、西倉吉町、東巌城町、古川沢）、 

各地区調査 

10月 23日 20人 水道管修理（秋喜、大谷茶屋、別所、西倉吉町、駄経寺町２丁

目、下大江、国分寺、東昭和町、北野、上井、清谷、山根）、 

住吉町外点検 

10月 24日 13人 水道管修理（伊木、上神、大谷茶屋、黒見、古川沢、八屋）、 

山根茶屋外点検 

 

  
 

   
図 7 中部管工事業協同組合の応急対策業務状況 
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教訓・今後の課題 

水道施設の被害 

被害状況の点検 

後日、被災している箇所が発見される施設があった。災害後は、休止中の施設も含めて、

早急に点検が必要である。また、職員では判断できない箇所（緊急遮断弁、電気計装、テ

レメーター、ポンプ等）もあるため、専門業者による点検が重要である。 

災害査定への対応 

災害査定を受ける際には、対象となる施設の全様を把握する。 

後日、被災が発見された施設については、災害査定の申請に間に合わないものがあった。

査定時には被災前の記録が重要となるため、日常の施設点検の際に外観等を撮影（最低で

も年に１回の頻度）しておくことが重要である。 

断水時の対応 

水道施設の耐震化だけではなく、地震があったときに常時給水が可能な仕組み作りが必

要である（参考資料に緊急遮断弁の考え方を添付）。 

緊急遮断弁が作動した場合、断水し消火栓が使用できないため、火災時の消火方法につ

いて、消防機関及び防災行政との連携が重要である。 

 

水道管の被害 

配水基幹路の確保 

地震発生直後、災害拠点病院までの配水基幹路を確保するため、仕切弁の操作を行った。

しかし、次の理由により操作に時間を要した。 

 完全に止水できない。 

 ボックス内に土砂が溜まっていてすぐに操作できなかった。 

 大型の仕切弁キーが必要なため操作できない。（局内に１個しかない。） 

 図面と現地が整合せずにどの仕切弁を操作していいのかわからない。 

また、仕切弁操作により濁水が発生し、管洗浄に時間を要した。 

配水基幹路を迅速に確保するために、次の対応が必要である。 

 定期的に仕切弁蓋を開け、操作できるか確認する。 

 それぞれの仕切弁の目的を理解する。 

 大型の仕切弁キーを複数用意する。 

 濁水を発生させない仕切弁への取替、定期的な管洗浄 
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漏水調査パトロール 

10 月 25 日（地震発生後５日目）午前５時半から漏水パトロールを行った。一般家庭で

は水道を使用しない空が明るみかけた時間帯に現地踏査をすることで道路内の配水管又は

橋梁添架管の漏水を発見することが狙いである。 

結果として、橋梁添架管については、漏水を発見することができたが、道路内の配水管

については、路面上の濡れを漏水の疑いがあると判断したもののうち、漏水が発見された

ものはなかった。 

このことについて、漏水が発見されなかったのでパトロールの効果がなかったと結論づ

けてもよいのか。 

今回の場合は、市民からの通報で漏水が発覚したものはおおよそ地震発生直後に集中し

ていて、路面パトロールを行った 25日以降から 11月末までに路面上で確認できた漏水は

生じなかった。地震被害の場合、余震により断続的に漏水が発生する恐れも考えられたが、

今回は配水管の長期的な漏水被害がなかったため、短期間で収束することができた。これ

は、漏水パトロールは５日目を一つの境として公道での漏水がないことを確認できたとい

う成果とも言える。 

事前調査 

漏水調査パトロール又は市民からの通報で漏水の疑いがある箇所について、早急に修繕

ができるように修繕の準備（人員、機械）をして向かったが、漏水でなかったり、宅地内

の漏水や破損であったりした場合があり、労力と時間を余分に消費した。 

一度現地を確認し、必要な人員、機械を確認する役割が必要。 

配水管修理 

他自治体の応援部隊と中部管工事業協同組合部隊で修理隊を構成し、監督員として水道

局の職員を１名付け修理にあたった。修理報告に職員ごとの差が大きく、とりまとめに時

間を要した。 

普段、直営で修理していることもあり、監督員と作業員の区別ができていないのかもし

れない。監督員として現場の状況把握、記録に専念することが重要。災害マニュアルの様

式には普段でも使えるものもあるので、積極的に活用し、改善し、緊急時でも使いやすい

ものを作成したい。 
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給水装置の被害 

水質についての情報提供 

地震発生直後の減断水で、使用者から水道はいつ復旧するのかという問い合わせが相次

いだ。それについての広報も防災無線が機能せずに最初の放送に５時間を要した。また、

給水を再開しても濁水が生じて、飲用についての問い合わせや苦情が続いた。 

現場と本部との連絡を密にし、市民が安心できる情報提供ができるように段階的な広報

が必要 

1. 地震発生直後   断水の広報、給水所の案内 

2. 給水開始（濁水の恐れあり） 給水開始の広報、飲用についての注意喚起 

3. 濁水の解消   飲用についての広報 

※非常時であったので飲用よりも生活用を優先して給水を再開させたが、水道は水質基

準に適合している水を給水することが大前提である。 

水道料金についての情報提供 

給水装置の破損により各戸で漏水が生じた。使用者からは水道料金についての不安の声

が数多く上がった。早い段階で、なんらかの減免措置を講じる旨の説明ができたことは使

用者の不安を少しでも減らすことができたのではないか。 

給水装置の破損 

給水装置の修繕は所有者又は使用者において給水装置工事事業者に依頼してもらうこと

になるが、修繕依頼が集中して対応が追いついていない状況であった。 

貯水槽水道施設 

貯水槽水道施設については、配水施設の断水時でも一定期間給水が可能なことがメリッ

トであるが、濁水の発生や水槽の破損が原因で、かえって給水不能な状態が直結直圧式給

水に比べて長期化してしまった。特に受水槽式給水の病院では、受水槽の清掃が終わるま

での間、給水車による給水を行ったが、給水が追いつかない状況が続いた。 

貯水槽水道の管理者において、地震等の災害が生じたときは、受水槽への給水をただち

に停止する措置が必要となる。そのためには、貯水槽水道の管理者に対しての管理の周知、

水道事業者との連携が重要である。 
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組織体制 

指揮系統と情報の共有 

指揮系統がなく、経験が豊富な職員を中心に各々で判断していた。そのため、水道局と

しての対応がばらばらであった。 

係長級以上の会議及び係の会を毎日朝夕に行い、末端まで情報統一しておくことが重要。

また、現場と本部（技術職と事務職）と連携を密にする。 

水道局が公表する情報を明確にし、県の水・大気環境課及び倉吉市の対策本部と情報を

共有する。 

報道機関の対応 

報道機関各社から直接水道局に連絡があり、工務課長がその都度説明を伝えている状態

であった。倉吉市の対策本部で一括して報道機関に伝達を行う。 

水道局災害対策本部の設置 

水道局災害対策本部が庁舎の被災により庁舎内に設置できなかったため、屋外のカーポ

ートに設置された。夜は寒くて長居できる場所ではなかった。 

応援団体の宿泊については、中部管工事組合事務所の会議室であった。宿泊施設の準備

や食料の確保など暖かいものの提供ができればよかった。 

中部管工事業協同組合との協定 

「災害時における水道の応急対策業務等に関する基本協定（平成 17年締結）」に基づき、

中部管工事業協同組合と災害対策業務に従事したが、はじめての実践であったため、様々

な問題が生じた。組合からは次のような意見が出た。 

 双方の情報の共有化、指揮系統の統一 

 必要材料、機器等（リースを含む）の調達ルートの確保 

 中部管工事業協同組合以外（未加盟業者、東西部の組合）との連携 

 要請のルール 

 応急対策業務中の傷害保険の確立 

実態に即した協定が結べるように検討を重ねていくことが重要で、定期的に組合と協議

の場を設けるとともに技術交換の場を設けることがよい。 
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参考資料 

地震に伴う地殻変動の分布 

図 8 は、地震に伴う地殻変動のうち上下方向の変動の変位を濃淡で、水平方向の変動の

変位をベクトルで表したもので、天神川に沿って変位の方向が大きく異なっているのがわ

かる。また、社地区で変位が大きかったことが読み取れる。 

 
上下変動の変位：濃淡（赤：隆起、青：沈降）、水平変動の変位：ベクトル 

図 8 地震に伴う地殻変動の分布2 

                                                

2「合成開口レーダー（SAR）によって明らかとなった 3次元地殻変動と震源断層モデル」 [国土地理院, 2016] 
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各水源地に設置してある地震計の記録 

 
図 9 各水源地に設置してある地震計の記録3 

 

                                                
32016年 10月 21日 14時 07分 発生の地震データについて（2017年１月 20日 ㈱清水合金製作所） 
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水道施設の被害状況 

表 10 上水道の水道施設の被害状況（詳細） 

施設の概要 
被害の状況 

施設名 能力（給水人口） 

余戸谷町水源地 6,500㎥/日 フェンスのコンクリート支柱が倒壊 

余戸谷町配水池 2200㎥（10,200人） 
コンクリート舗装がひび割れ 

フェンスが破損 

みどり町ポンプ室 12㎥/hr 一次圧の低下により送水ポンプが稼動不可 

みどり町配水池 100㎥ なし 

東巌城町水源地 8,500㎥/日 

水圧低下により送水ポンプが停止 

書庫の屋根の一部が破損 

フェンスの門扉が開閉しにくい状況になる 

八屋水源地 5,350㎥/日 
無試薬残留塩素計の減圧弁が破損し、計測不能 

書庫の犬走りが破損   滅菌室の屋根の樋が破損 

上井配水池 2600㎥（15,300人） なし 

円谷町水源地 6,000㎥/日 
無試薬残留塩素計の減圧弁が破損し、計測不能 

滅菌室の屋根の一部が破損 

米田町配水池 3000㎥（8,300人） 
擁壁、排水路及びアスファルト舗装がひび割れ 

フェンスの門扉が閉まらない状況 

絵下谷受水槽 1㎥ 
濁水の影響により流入ボールタップが目詰まりし、流入量が低

下、送水ポンプの空転防止が働く 

絵下谷配水池 27㎥ なし 

和田配水池 1000㎥（2,750人） なし 

和田受水槽 100㎥ なし 

黒見第１水源地 2,000㎥/日 
無試薬残留塩素計が濁水により断水 

フェンスの門扉が開閉しにくい状況 

黒見配水池 2000㎥（2,700人） なし 

黒見第２水源地 1,500㎥/日 なし 

福山配水池 1000㎥（3,700人） 緊急遮断弁の直流電源装置の蓄電池が落下 

生竹水源地 550㎥/日 排水路が損壊 

生竹配水池 1000㎥ 排水路及び擁壁が損壊 

生竹配水塔 50㎥（230人） 
塔が地上より 3ｍの所で最大 26㎜ずれ、倒壊の恐れがあるため、

近接の３世帯の住民に避難勧告を行った 

大原第１水源地 24㎥ なし 

上余戸配水池 200㎥（530人） 

電磁流量計（虹ヶ丘町分）が故障 

コンクリート舗装がひび割れ、一部が陥没 

制御盤抑えのアンカーが破損 

フェンスの基礎が一部破損 

栗尾受水槽 3.6㎥ なし 
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施設の概要 
被害の状況 

施設名 能力（給水人口） 

栗尾配水池 58㎥（50人） なし 

大原第１取水井 1,300㎥/日 なし 

大原第 2取水井 1,500㎥/日 なし 

大原第 3取水井 1,500㎥/日 なし 

黒見第１取水井 1,000㎥/日 なし 

黒見第 2取水井 1,000㎥/日 中国電力の電線が断線し、停電 

休止施設 

小田配水池 
 
コンクリートの一部に亀裂が入り倒壊の恐れ 

谷配水池 
  

表 11 簡易水道の水道施設の被害状況（詳細） 

施設の概要 
被害の状況 

施設名 能力（給水人口） 

関金水源地 
1,500㎥/日 

なし 

関金配水池 
1,000㎥（2,650人） 

なし 

滝川加圧ポンプ室 なし 

山口水源地 
100㎥/日 

なし 

山口配水池 
79㎥（160人） 

なし 

和谷第１水源地 
156㎥/日 

なし 

和谷第２水源地 
127㎥/日 

なし 

和谷配水池 
89㎥（300人） 

なし 

笹ヶ平第１水源地 
260㎥/日 

なし 

笹ヶ平第２水源地 
250㎥/日 

なし 

笹ヶ平配水池 
103㎥（460人） 

なし 

真野原配水池 
50㎥ 

なし 

明高配水池 
103㎥ 

なし 

泰久寺配水池 
103㎥ 

なし 

滝川水源地 なし 
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施設の概要 
被害の状況 

施設名 能力（給水人口） 

滝川配水池 
50㎥ 

なし 

上福田水源地 
700㎥/日 

なし 

上米積配水池 
500㎥（1,400人） 

なし 

久米第２配水池 
100㎥ 

なし 

勝負谷受水槽 なし 

勝負谷配水池 
30㎥ 

タンクの継ぎ目部分２箇所で漏水 

藤井谷水源地 
550㎥/日 

なし 

藤井谷配水池 
105㎥（570人） 

タンクの継ぎ目部分で漏水 

森第１水源地 
25㎥/日 

なし 

森第３水源地 
25㎥/日 

なし 

森配水池 
30㎥（45人） 

なし 

富海水源地 
80㎥/日 

なし 

富海配水池 
20㎥（70人） 

なし 

今在家水源地 
38㎥/日（70人） 

なし 

今在家配水池 
67㎥ 

なし 

大河内水源地 
42㎥/日 

なし 

大河内配水池 
20㎥ 

次亜注入管路が抜けて注入不良になり、残留塩素低下 

服部水源地 
63㎥/日 

ポンプ室のコンクリート壁にひび割れが発生 

服部配水池 
20㎥ 

フェンスの門扉が破損し、閉まらない 

岩倉水源地 
87㎥/日 

なし 

岩倉配水池 
43㎥ 

なし 

休止施設 

今西水源地 
 
なし 

松河原配水池 
100㎥ 

なし 

浅井水源地 
1,600㎥/日 

なし 

浅井配水池 
330㎥ 

なし 
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施設の概要 
被害の状況 

施設名 能力（給水人口） 

松河原加圧ポンプ室 なし 

妻ノ神水源地 なし 

妻ノ神配水池 
30㎥ 

なし 

久米第１配水池 
100㎥ 

なし 

森第２水源地 なし 

 

 
米田町配水池 

 
米田町配水池 

 
米田町配水池 

 
生竹配水塔 

 
余戸谷町水源地 

 
生竹配水塔 
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余戸谷町配水池 

 
余戸谷町配水池 

 
上余戸配水池 

 
上余戸配水池 

 
八屋水源地 

 
八屋水源地 

 
八屋水源地 

 
小田配水池 

図 10 被害状況の写真  
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地震後の臨時水質検査の結果 

 
浄水水質検査結果書（みどり町） 
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浄水水質検査結果書（穴窪） 
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浄水水質検査結果書（巌城） 
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浄水水質検査結果書（虹ヶ丘町） 
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浄水水質検査結果書（福光） 
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浄水水質検査結果書（大宮） 
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浄水水質検査結果書（鴨河内） 
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浄水水質検査結果書（明治町２丁目） 
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配水池の緊急遮断弁の考え方 

 
図 11 配水池の緊急遮断弁の考え方4 

この他にも配水池の水位によって、緊急遮断弁を作動させる制御をくわえることもでき

る。ただ、飲用水や消火用水の確保という観点から、水を流しても良いのか？ 

今回は宅内漏水が多かったが、すぐには配水量が落ちるということも無いだろうし。配

水管の破断がおきれば、結局は短時間で緊急時の確保水位に達してしまうのではないだろ

うか。今後検討が必要であることは間違いない。  

                                                
4 水道技術ジャーナル№82 2017-1 [公益財団法人水道技術研究センター] 
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水道局庁舎の被災 

地震の影響は水道局庁舎にもおよび、庁舎の継ぎ目が大きく破損した。それにより、天

井パネルの落下、壁や柱に亀裂、女子トイレ窓ガラス破損等の被害があり、地震直後は余

震による被害を恐れて庁舎に入れない状態であった。地震発生時は、職員のほとんどが屋

外で作業しており、けが人はでなかった。 

 
 

事務所棟と集中監視室との繋ぎ目が破損 

 

 

２階の繋ぎ目部分の天井パネルの落下（局長席上） 
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２階の繋ぎ目部分の天井パネルの落下（計画係長席上） 

 

 

 

執務室のその他の被害状況 



42 

 

鉄筋コンクリート柱にヒビ１箇所 

 
 

  

各所の壁にヒビ数箇所 
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鳥取県中部の地震による建築物等被害調査報告（平成 28年 12月 19日）5 

                                                
5「平成 28年 10月 21日 14時 07分頃の鳥取県中部の地震による建築物等被害調査報告」 [国土交通省国土技術政策

総合研究所、国立研究開発法人建築研究所] http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/ 
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庁舎の被災度区分判定結果 

１ 基礎構造の沈下・傾斜による判定 直接基礎建築物の被災度区分：小破 

２ 上部構造の耐震性能残存率 Rによる被災度区分 被災度区分：軽微 

３ 復旧要否の判定 3-1基礎構造の復旧の要否 ：補修 

3-2上部構造の応急復旧の要否 ：軽微な補修を要する 

水道局庁舎の被災状況と今後に向けての対応策 

地震発生時の被災状況 対応策 

・キャビネットの上の書類の落下 

・キャビネットの中の書類の落下 

・食器棚の食器等の落下 

・天井パネル等の落下 

・全てのキャビネット、机等が 10cm

程度ずれた。 

・キャビネットの上になるべく重たいものは置かない。 

・金属製のものなど硬いものは固定する。 

・キャビネットの扉は開けっ放しにしない。 

・開きやすい扉のキャビネットは替える。 

・食器棚の扉を開けっ放しにしない。 

・建物の継ぎ目付近は注意する。 
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災害対策本部資料 

鳥取県中部地震対応について（報告） 平成 28年 12月 21日 15:30 

月日 給水関係 施設管路関係 

10/21(金) 19時 20分から 23時 30分 

給水車８台（支援７台、14人） 

日本水道協会、自衛隊 

倉吉病院、谷口病院、厚生病院へ給水 

避難所５ヶ所（上灘小、明倫小、河北小、成徳小、西郷

小）へ給水 

10月 21日 14時７分の地震発生（マグニチュ

ード 6.6震度６弱）により配水池の緊急遮断弁

が作動し配水池からの配水が市域全域で停止

した。 

水源地、配水池の点検実施 

管路の破損を考慮して緊急遮断弁を 10％～

20％程度開ける。 

作業終了翌日５時 

断水、減水 16,000戸程度 

職員 20人 

10/22(土) ７時 30分から 20時 

給水車９台（支援８台、16人） 

日本水道協会、自衛隊 

厚生病院、清水病院、北岡病院へ給水 

避難所６ヶ所（上灘小、成徳小、明倫小、上小鴨小、社

小、灘手公）へ給水 

５時から 24時 

管路の漏水調査に合わせて緊急遮断弁を

100％開ける。 

管路修繕８ヶ所、濁水抜き作業 

断水、減水 1,000戸程度 

職員 20人、管工事組合 15人 

10/23(日) ８時から 20時 

給水車 11台（支援 11台 22人） 

日本水道協会、自衛隊 

北岡病院、清水病院へ給水 

避難所４ヶ所（成徳小、明倫小、上灘小、社小）へ給水 

７時から 24時 

管路修繕 22ヶ所、濁水抜き作業 

断水、減水 100戸程度 

職員 20人、管工事組合 15人、米子市４人 

10/24(月) ８時から 20時 

給水車６台（支援５台 10人） 

日本水道協会、自衛隊 

厚生病院へ給水 

避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水 

学校３ヶ所（西中、明倫小、社小）へ給水ポリタンク 

７時 30分から 21時 

管路修繕 24ヶ所、濁水抜き作業 

断水、減水概ね解消 

職員 23人、管工事組合８人、米子市５人、鳥

取市 11人 

10/25(火) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

学校３ヶ所（西中、明倫小、社小）へ給水ポリタンク 

議員懇願会で状況報告及び上下水道料金の減額を報告 

指定業者に修繕の調査依頼① 

５時 30分から 

管路修繕７ヶ所、漏水調査 

職員 20人、米子市 13人、鳥取市 11人 

議員懇談会で状況報告 

10/26(水) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

自衛隊が避難所１ヶ所（上灘小）へ給水 

学校３ヶ所（西中、明倫小、社小）へ給水ポリタンク 

管路修繕 3ヶ所、漏水調査橋梁添架管 

 

生竹地区の避難勧告 15時、3世帯 11人への

対応（上小鴨公民館及び湯梨浜町親戚宅へ避

難） 

10/27(木) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

自衛隊が避難所１ヶ所（上灘小）へ給水 

学校３ヶ所（西中、明倫小、社小）へ給水ポリタンク 

建築住宅課が水道庁舎の調査、要注意判定 

配水管修繕箇所の舗装 

水源地、配水池の調査 

橋梁添架管の調査 

生竹配水塔の対応検討 

避難者への対応 

10/28(金) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

自衛隊が避難所１ヶ所（上灘小）へ給水 

学校３ヶ所（西中、明倫小、社小）へ給水ポリタンク 

ホームページに上下水道料金の減額について掲載 

配水管修繕箇所の舗装 

水源地、配水池の調査（緊急遮断弁の点検） 

橋梁添架管の調査 

生竹配水塔の対応検討、避難者説明 

国土交通省が水道庁舎の被害調査 

厚生労働省所管水道施設災害報告 

（生竹配水塔、上余戸・余戸谷町・生竹・米田

町配水池、生竹・円谷町・八屋水源地、配水管

復旧） 

10/29(土) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

巡回 

生竹配水塔の対応：午前中 10/30の断水お知

らせ配布、13:00仮設小屋引渡 
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月日 給水関係 施設管路関係 

10/30(日) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

巡回 

生竹配水塔の対応 

9:00～配水池に仮設ポンプ設置 

13:00～バイパス切り替え（断水）、配水塔水

槽水位 0ｍ 

～17:00終了 

10/31(月) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

巡回 

学校 1ヶ所（西中）へ給水ポリタンク 

 

指定業者に修繕の調査依頼② 

生竹配水塔の対応 

市長協議  

・生竹配水塔の解体 

・避難者の住宅確保 

ドローン空撮（総合政策課広報） 

11/1(火) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

巡回 

学校 1ヶ所（西中）へ給水ポリタンク 

生竹配水塔の対応 

・上小鴨地区公民館長会に説明 

配水池等の被害状況調査、工法検討 

11/2(水) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 

巡回 

学校 1ヶ所（西中）へ給水ポリタンク 

生竹配水塔の対応 

・被災写真撮影（委託） 

・県水大気環境課と事前着工協議（現地立会） 

・避難者対応 

11/3(木)  災害査定申請資料作成の業者現地打合せ 

生竹配水塔解体撤去処分起工設計 

11/4(金) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 生竹配水塔の対応 

・避難者対応 

11/5(土) 避難所１ヶ所（成徳小）へ給水袋 生竹配水塔の対応 

・避難者対応（上小鴨公民館→マロニエ住宅） 

11/6(日) 避難所１ヶ所（成徳小）へ給水袋  

11/7(月) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 生竹配水塔の対応 

・生竹配水塔解体工事起工決裁 

11/8(火) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋  

11/9(水) 避難所２ヶ所（上灘小、成徳小）へ給水袋 生竹配水塔の対応 

・生竹配水塔解体工事随意契約㈱小鴨、～12/9

（金） 

11/10(木) 避難所１ヶ所（成徳小）へ給水袋 災害査定申請 平成 28年 11月 28日の週 

災害査定日程 平成 29年 1月 10日の週 

～ 略  

11/17(木) 避難所１ヶ所（成徳小）へ給水袋  

11/18(金) 給水の受渡場所を水道局に変更 生竹配水塔解体工事敷鉄板布設 

11/19(土)  生竹配水塔解体工事足場工 

11/20(日) 給水の受渡場所を水道局に変更  

11/21(月)  生竹配水塔解体工事取壊し着手 

11/22(火) 給水の受渡場所を水道局に変更  

11/30(水)  生竹配水塔解体工事完了 

12/1(木)  9時 生竹地区の避難勧告解除 

12/5(月)  生竹地区の避難 1世帯が自宅へ 

12/12(月)  生竹地区の避難 1世帯が自宅へ 

12/15(木)  生竹地区の避難 1世帯が自宅へ 
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報道 

 
NHKいちおしNEWSとっとり（2016年 10月 26日） 

 

 
日本水道新聞（2016年 10月 27日） 
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水道産業新聞 2016年 11月 3日 



49 

 
熊本日日新聞（2016年 11月 6日） 
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鳥取市水道局Web（https://www.water.tottori.tottori.jp/new/menu.html） 
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あとがき 

2016年４月に熊本で地震があり、倉吉市でも防災訓練（倉吉市総合防災訓練）を 10月

29日から 30日にかけて予定をしていた矢先、10月 21日午後 2時 7分に地震が発生しま

した。 

緊急遮断弁を設置して、初めて作動するほどの地震で、約 16,000戸が断水するなか、幸

いにも施設の主要部分が使用できる状態であったことと、配水管被害が少なく、発生後３

日間で断水状態をほぼ解消することができました。 

被害を受けた、配水施設のうち、生竹配水塔は昭和 52 年に完成した地上高約 18ｍの鉄

筋コンクリート造の脚柱の上部にＰＣコンクリート造の 50m3タンクをのせたもので、今回

の地震により、脚柱部分にせん断亀裂が発生し、倒壊の恐れがあるため、周辺住民の 3 世

帯に避難勧告を発令することになりました。撤去処分するまでの間、大変ご迷惑をおかけ

しました。 

地震発生当初から、余震の続く中、昼夜を問わず、病院、避難所等への給水活動や破損

した水道管の修理等、支援をいただいた関係自治体や、工事業者の皆様に応援していただ

き復旧等ができたと思っています。そして職員も、昼夜を問わず復旧にあたり、また、初

めて災害復旧を経験することとなり、今後の復旧にも活かせる経験だったと思います。 

この度本誌を発行することで、地震発生時からの記録を後世に伝え、今後起こり得る自

然災害への備えになればと考えています。 

今回の復旧にあたり、お世話になった皆様に、衷心からお礼を申し上げますと共に、今

後一層信頼される水道事業を希求してまいります。 

2017年３月吉日 

倉吉市水道局 工務課長 原田学 
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