
洪水による被害一覧

・汚水の流出 ・汚水の流出 ・汚水の流出 ・汚水の流出 ・畑地、水田等の冠水
・農作物の20%程度が被害を受ける

・自動車、バイクの浸水 ・地下駐車場の浸水（自動車の浸水・全損） ・ボイラーの浸水・被害 ・各種金属工作機械（数値制御方式）の浸水・被 ・畑地、水田等の冠水
・自動車等の高台への移動 ・自動車等の高台への移動 ・給排水ポンプの浸水・被害 　　　　　〃 ・農作物の40%程度が被害を受ける
・床下の汚泥処理 ・床下の汚泥処理 ・店舗の浸水による営業停止 　　　　　〃 （水田の約30%、畑の約50%が被害を受ける）
・床下の消毒 ・床下の消毒 ・店舗の周囲他の清掃・消毒 ・工場の浸水による営業停止
・ペット（犬）の避難 ・電気設備の浸水による停電（全家屋） ・工場内の汚泥処理

・エレベーター停止 ・工場内の消毒
・ポンプ停止による給水停止(水道、トイレ使用
不可)（全家屋）

・停電（地上変電設備の浸水・フロアコンセント
の浸水による等）

・停電（地上変電設備の浸水・フロアコンセント
の浸水による等）

・停電（地上変電設備の浸水・フロアコンセント
の浸水による等）

・農耕機具、家畜等の避難

・畳が浸水・全損 ・畳が浸水・全損 ・各種金属工作機械（数値制御方式以外）の浸
水・被害

・農作物の60%程度が被害を受ける

・フローリング、合板が浸水・全損 ・フローリング、合板が浸水・全損 ・壁、床の張り替え 　　　　　〃 （水田の約50%、畑の約70%が被害を受ける）
・じゅうたんが浸水・全損 ・じゅうたんが浸水・全損 　　　　　〃
・塗壁が浸水・剥落・全損 ・塗壁が浸水・剥落・全損 　　　　　〃
・壁のボード（合板等）が浸水・全損 ・壁のボード（合板等）が浸水・全損 ・各種金属加工機の浸水・被害
・壁のクロスが浸水・はく離等・全損 ・壁のクロスが浸水・はく離等・全損 ・各種電気溶接機の浸水・被害
・床・壁の断熱材が吸水・全損 ・床・壁の断熱材が吸水・全損 ・フォークリフトの浸水・被害
・自動車、バイクの浸水・全損
・大型電化製品が浸水・被害 ・大型電化製品が浸水・被害
・家具、什器類が浸水・被害 ・家具、什器類が浸水・被害
・土砂、災害ゴミの大量発生 ・土砂、災害ゴミの大量発生 ・土砂、災害ゴミの大量発生 ・土砂、災害ゴミの大量発生
・家屋内の清掃・消毒 ・家屋内の清掃・消毒 ・店舗内の清掃・消毒 ・工場内の清掃・消毒
・歩行移動が困難 ・歩行移動が困難 ・歩行移動が困難 ・歩行移動が困難

・上階への避難
・店舗の浸水による営業停止の長期化 ・工場の浸水による操業停止
・倉庫、事務所内におかれた在庫商品、材料等の
被害

・屋外におかれた在庫商品、材料等の被害

・ガス停止（整圧器・需要メータの浸水による） ・ガス停止（整圧器・需要メータの浸水による） ・ガス停止（整圧器・需要メータの浸水による） ・ガス停止（整圧器・需要メータの浸水による） ・農機具の被害が大きくなる

・建具の変形等 ・建具の変形等 ・農作物の80%程度が被害を受ける
・天床（板天床・塗天床他）の浸水・全損 ・天床（板天床・塗天床他）の浸水・全損 ・有害物質の流出（メッキ工場からのシアン流出

等）
（水田の約70%、畑の約80%が被害を受ける）

・設備（流し台、洗面台、便器、浴槽他）の浸
水・被害

・設備（流し台、洗面台、便器、浴槽他）の浸
水・被害

・高いところにある調理設備等の浸水・被害 ・有害物質流出に伴う工場周辺環境調査

・高いところの電化製品も浸水・被害 ・高いところの電化製品も浸水・被害
・衣類、布団が浸水・被害 ・衣類、布団が浸水・被害 ・屋外におかれた在庫商品、材料等の被害拡大
・自衛隊等による逃げ遅れの救出 ・自衛隊等による逃げ遅れの救出
・避難生活の長期化 ・避難生活の長期化 ・店舗の浸水による営業停止の長期化 ・工場の浸水による操業停止の長期化
・衛生状態の悪化 ・衛生状態の悪化 ・衛生状態の悪化 ・衛生状態の悪化
・家屋全体の消毒 ・家屋全体の消毒 ・店舗全体の消毒 ・工場全体の消毒

・倉庫、事務所内におかれた在庫商品、材料等の

・家屋の全壊 ・マンションの一部損壊・半壊 ・廃業店舗の増加 ・閉鎖工場の増加 ・田畑の流出
・自衛隊等による逃げ遅れの救出 ・自衛隊等による逃げ遅れの救出 ・地域経済の停滞 ・地域経済の停滞 ・農作物が全滅
・転居、仮住い ・転居、仮住い ・転居、仮住い
・建替え等に伴う住宅ローン等の二重化 ・修繕等に伴う住宅ローン等の二重化 ・建替え等に伴うローン等の二重化 ・建替え等に伴うローン等の二重化

床上浸水

（50cm
　　～1m）

床上浸水

（１m～）

床上浸水だけ
でなく家屋流出
も生じる場合

マンション 店舗（飲食店） 農業工場(機械金属工場）浸水深 戸建て

路面浸水

（～宅地基盤）

床下浸水

（宅地基盤
　　　～50cm）
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家庭 学校 職場 店舗 病院 イベント・レジャー等 農業 製造業

S.62首都圏渇水

H.6琵琶湖渇水

H.6九州（佐賀）

H.6九州（福岡）

S.39 オリンピック渇水(8時間
断水･182日間・15％)

6:00～22:00

同(8時間断水・165日間・30％) 6:00～22:00

H.6九州（福岡）(6時間
断水・28日間)

5:00～23:00

S.39 オリンピック渇水(12時間
断水･16日間/35％）

5:00～11:00
16:00～22:00

H.6九州（福岡）(12時間
断水・55日間)

10:00～22:00

S53福岡(15時間断水) -

S.53福岡渇水(19時間断水･71
日間・47%)

H.6 列島渇水-高松市(5時間
給水・32日間/75％)

H.6 列島渇水-松山市(5時間
給水・60日間/42％)

H.6中部渇水（19時間断水）

S.39 オリンピック渇水(24時間
断水・4日間/30％)

0時間

H.7 四国那賀川渇水(2時間給
水･5日間/40％)

H.6九州（長崎）(20時間断水・
21日間)

16:00～20:00

・給食に節水献立
・給食中止
・水筒､おしぼり持参の登校
・大学休校増

・プール注水禁止

渇水による被害一覧

断水時間 渇水事例(給水制限率)
日常生活 産業

給水の時間帯

・一部断水で給水車出動
・給水車出動、行列できる
・ため水用のポリ容器準備
・ため水による食器洗い
・一人暮らしのお年寄、重度
障害者世帯にプラスチックバ
ケツを配布

減圧給水
・濁り水、一部出水不良
・湯沸かし器がつかない
・学校給食停止

・学校プール使用禁止

・雨乞い
・盆踊り大会の中止

・噴水の停止
・雨乞い祭の実施

・工場内のトイレの一部廃止

・収穫量減少や品質の低下

・工場一部操業停止
・理髪店、クリーニング店、製
氷会社への影響
・工場新設(拡張)断念
・操業停止や生産縮小

・水運びによる流産
・水疎開
・自衛隊、警視庁、米軍による
応援給水
・パン主体の食事
・入浴の回数制限
・洗濯の制限
・洗濯物を小包で親戚に送る
・水の押し売り、水が盗まれる
被害発生
・魚による食中毒の続出
・ミネラルウォーターの空輸
・船による支援水の海上輸送
・風呂の残り水をトイレで使用

20時間以上

８時間以下

・医療機関への緊急給水体制
の配備

・医療活動への影響(手術でき
ない、急患以外は休診)

・入院患者の入浴中止
・人工透析水不足、透析時間
の繰り上げ
・出産､手術時間の限定
・朝食をパン食に変更

・24時間レストラン夜間営業
カット
・飲食店の営業時間短縮、休
業が相次ぐ
・公営浴室休業
・ホテルの受付停止

・臨時給水所の設置
・水疎開
・ミネラルウォーターの空輸
・ミネラルウォーター、ポリタン
クの購入、完売
・井戸掘削
・入浴の回数制限
・風呂水などの再利用

16時間～19時間

・稲のできに影響
・農業用水の一部を生活用水

にふりかえ

・オフィスの水冷式クーラーが
停止

９時間～15時間
・水の汲み置き
・井戸水利用の知人宅で洗濯
・風呂の水はつぎ足して使用

・水道を使わないために蛇口
のハンドルを取りはずす
・汲み置きの水で足を洗う

・福岡空港での水補給中止

・プールの全面閉鎖
・木曽川ラインくだりの中止
・公園トイレ、水洗い場使用禁
止

・転作
・農林水産物被害総額数十億
円
・徹夜で水番

・工場一部操業停止
・半導体､鉄鋼メーカー等の生
産ラインの一部停止､操業短
縮
・倒産(学校給食用食品会社)
・工場閉鎖
・操業停止や生産縮小
・工業用水を海外からタンカー
輸入


