
道路・河川・家屋等の復旧にあわせて水道の復旧作業を行う世帯を除き，すべての地域において復旧しました。

Ｈ30.8.3　 13時現在

事業区分 市 名 地区 断水状況 復旧状況 水源等 地区詳細

中央地区西部 復旧 ７月12日（木） 呉市（二河水源） 低地部（三条，築地町，海岸，光町，二河峡町，西中央２丁目，宝町）

復旧 ７月13日（金） 呉市（二河水源）
高地部（新宮町，西塩屋町，東塩屋町，北塩屋町，西川原石町，東川原石町,
両城，西愛宕町，東愛宕町，西三津田町，東三津田町，山手）

中央地区 復旧 ７月16日（月） 広島県（６号トンネル） 高地部

吉浦地区 復旧 ７月13日（金）　 広島県（６号トンネル）

復旧 ８月２日（木） 広島県（６号トンネル）
吉浦新出町の一部（道路・河川・家屋等の復旧にあわせて水道の復旧作業
を行う世帯を除く）

天応地区 復旧 ７月14日（土） 広島県（６号トンネル）

復旧 ８月１日（水）　12：00 広島県（６号トンネル） 天応西条３・４丁目の一部，天応東久保２丁目の一部

復旧 ８月２日（木） 広島県（６号トンネル）
天応西条３・４丁目の一部，天応東久保２丁目の一部（道路・河川・家屋等の
復旧にあわせて水道の復旧作業を行う世帯を除く）

昭和地区 － 断水なし 広島県（熊野・竹原ライン）

郷原地区 － 断水なし 広島県（熊野・竹原ライン）

宮原地区 復旧 ７月16日（月）　 広島県（６号トンネル）

警固屋地区 復旧 ７月15日（日） 広島県（６号トンネル） 低地部

復旧 ７月16日（月） 広島県（６号トンネル） 高地部

復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 見晴地区

音戸地区 復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 南部

復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 北部

復旧 ７月27日（金） 広島県（６号トンネル） 先奥３丁目の一部

復旧 ７月29日（日） 広島県（６号トンネル） 早瀬２丁目の一部

倉橋地区 復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 北部

復旧 ７月18日（水）　 広島県（６号トンネル） 南部

復旧 ７月19日（木） 広島県（６号トンネル） 大迫地区，鹿島地区

復旧 ７月26日（木） 広島県（６号トンネル） 宇和木地区の一部

復旧 ８月２日（木） 広島県（６号トンネル）
長谷地区の一部，尾立地区の一部（道路・河川・家屋等の復旧にあわせて水
道の復旧作業を行う世帯を除く）

阿賀地区 復旧 ７月14日（土） 広島県（６号トンネル） 低地部

復旧 ７月15日（日） 広島県（６号トンネル） 高地部

復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 冠崎地区，大入地区の一部

復旧 ８月２日（木） 広島県（６号トンネル）
阿賀南９丁目の一部（道路・河川・家屋等の復旧にあわせて水道の復旧作業
を行う世帯を除く）

広地区 復旧 ７月15日（日） 広島県（６号トンネル） 一部地域

復旧 ７月16日（月） 広島県（６号トンネル） 一部地域

復旧 ７月27日（金） 広島県（熊野・竹原ライン） 広石内１・３・４丁目の一部

復旧 ７月27日（金） 広島県（６号トンネル） 広小坪１丁目の一部

復旧 ８月２日（木） 広島県（６号トンネル）
広小坪１丁目の一部（道路・河川・家屋等の復旧にあわせて水道の復旧作業
を行う世帯を除く）

仁方地区 復旧 ７月15日（日） 広島県（６号トンネル） 低地部

復旧 ７月16日（月） 広島県（６号トンネル） 高地部

下蒲刈地区 復旧 ７月16日（月） 広島県（６号トンネル） 下島・三之瀬地区

復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 大地蔵の一部を除く

復旧 ７月31日（火）　12：00 広島県（６号トンネル） 大地蔵の一部

蒲刈地区 復旧 ７月14日（土） 広島県（６号トンネル） 向地区

－ 断水なし（送水ラインの切替による） 広島県（６号トンネル） 上記以外の地区

豊地区 － 断水なし（送水ラインの切替による） 広島県（６号トンネル）

豊浜地区 － 断水なし（送水ラインの切替による） 広島県（６号トンネル）

川尻地区 復旧 ７月17日（火） 広島県（６号トンネル） 小仁方１丁目・２丁目の全部，西５丁目の一部，西６丁目の全部

復旧 ８月２日（木） 広島県（６号トンネル）
次の地区以外の地区
　小仁方１丁目・２丁目の全部，西５丁目の一部，西６丁目の全部

安浦地区 復旧 ７月21日（土）　12：00 広島県（熊野・竹原ライン） 中畑の一部を除く

復旧 ８月２日（木） 広島県（熊野・竹原ライン）
中畑の一部（道路・河川・家屋等の復旧にあわせて水道の復旧作業を行う世
帯を除く）

江田島町　秋月 復旧 ７月18日（水） 13：00 広島県（６号トンネル）

・江田島町　中央，鷲部，江
南，小用，津久茂，宮ノ原
・能美町　高田，鹿川，中町
・大柿町　柿浦，飛渡瀬，深
江，大原，小古江，大君

復旧 ７月16日（月） 江田島市（前早世浄水場）

沖美町　岡大王，是長 復旧 ７月21日（土）　13：00 江田島市（前早世浄水場）

沖美町　畑 復旧 ７月21日（土）　13：00 江田島市（前早世浄水場） 一部地域

復旧 ７月24日（火）　12：00 江田島市（前早世浄水場） 全域

江田島町　切串，幸ノ浦，大
須

復旧 ７月17日（火）  10：00 江田島市（前早世浄水場）

沖美町　三吉，高祖 復旧 ７月24日（火）　12：00 江田島市（三高水源）

沖美町　美能 復旧 ７月24日（火）　17：00 江田島市（三高水源）
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断水市町（県用水送水エリア）の水道復旧状況

市内中心部 復旧 ７月14日（土）　13：00 三原市（西野浄水場）
旭町，館町，城町，港町，頼兼，宮浦，学園町，明神，貝野町，和田沖町，宮
沖，円一町，皆実，沼田東町

復旧 ７月16日（月）　14：30 三原市（西野浄水場） 大畑団地，小坂団地，古浜町の一部

復旧 ７月17日（火）　20：00 三原市（西野浄水場） 古浜町，本町，西町，西宮，西野，八坂

復旧 ７月18日（水）　22：20 三原市（西野浄水場） 糸崎，駒ヶ原，田野浦，青葉台，宗郷，和田，小坂，長谷，沼田，新倉，小泉

復旧 ７月21日（土）　21：30 三原市（西野浄水場） 八幡，沼田西

復旧 ７月23日（月）　19：00 三原市（西野浄水場）
登町，沖浦，高坂　（登町，沖浦は配水池への補水による給水再開⇒8/2応
急復旧完了）

復旧 ７月30日（月） 三原市（西野浄水場） 木原

中之町地区 復旧 ７月８日（日）　12：00 三原市（中之町浄水場） 全域

深町地区　 復旧 ７月８日（日）　12：00 三原市（中之町浄水場） 全域

東町地区　 復旧 ７月17日（火）　20：00 三原市（中之町浄水場） 全域

須波地区 復旧 ７月17日（火）　20：00 広島県（本郷取水場） 一部地域

復旧 ７月18日（水）　22：20 広島県（本郷取水場） 全域（須波西，須波ハイツ含む）

幸崎地区 復旧 ７月18日（水）　22：20 広島県（本郷取水場） 一部地域

復旧 ７月23日（月）　19：00 広島県（本郷取水場） 全域　（一部地域は配水池への補水による給水再開⇒8/2応急復旧完了）

鷺浦地区 復旧 ７月18日（水）　22：20 広島県（本郷取水場） 全域

本郷地区 復旧 ７月19日（木）　14：00 広島県（本郷取水場） 広島空港周辺

復旧 ７月23日（月）　19：00 三原市（宮の沖水源，麓浄水場，片山浄水場） 本郷北，下北方

復旧 ７月25日（水）　19：50 三原市（宮の沖水源，麓浄水場，片山浄水場） 本郷南，上北方，船木，善入寺

復旧 ７月30日（月） 三原市（宮の沖水源，麓浄水場，片山浄水場） 南方

大和地区 復旧 ７月10日（火）　17：00 三原市（新和木浄水場） 下徳良地域

復旧 ７月21日（土）　21：30 三原市（和木浄水場） 下徳良地域を除く

久井地区 復旧 ７月12日（木）　11：00 三原市（新久井浄水場） 土取地域を除く

復旧 ７月21日（土）　21：30 三原市（西野浄水場） 土取地域

旧尾道市地区 復旧 ７月10日（火）（西藤取水場からの取水による） 広島県（本郷取水場） 大山田配水池～尾道市民病院配水ルート

復旧
７月10日（火），11日（水），13日（金）
（西藤取水場からの取水による）

広島県（本郷取水場） 坊士浄水場～尾道総合病院ルート

復旧 ７月13日（金）（西藤取水場からの取水による） 広島県（本郷取水場） 山波町～古浜町海岸線ルート

復旧 ７月15日（日）　16：00 広島県（本郷取水場）
長者原，長江地域，久保町旭が丘団地，栗原東二丁目の一部，美ノ郷町三
成の一部，栗原町の一部

復旧 ７月16日（月）　10：00 広島県（本郷取水場）
高須町の一部，東尾道，山波町，美ノ郷町三成の一部，栗原町の一部，十四
日町

復旧 ７月16日（月）　16：00 広島県（本郷取水場） 平原一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、新高山一丁目、二丁目、三丁目

復旧 ７月16日（月） 広島県（本郷取水場）
手崎町，正徳町，福地町，神田町，吉浦町の一部，古浜町の一部，東久保
町，栗原東二丁目の一部，美ノ郷町本郷の一部

復旧 ７月17日（火） 広島県（本郷取水場）
手崎町，正徳町，福地町，神田町，古浜町の一部，東久保町，栗原東二丁目
の一部，美ノ郷町三成（全域），美ノ郷町本郷の一部，高須町（全域）

復旧 ７月18日（火）　12：00 広島県（本郷取水場）
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

復旧 ７月19日（木）　10：00 広島県（本郷取水場）

尾崎本町，尾崎町，久保一丁目・二丁目・三丁目，西久保町，防地町，久保
町，十四日元町，土堂一丁目・二丁目，東土堂町，西土堂町，東御所町，西
御所町，新浜一丁目・二丁目，古浜町（全域），吉和西元町，沖側町，東元
町，栗原東二丁目（全域），栗原西一丁目，栗原西二丁目，美ノ郷町本郷（全
域），木ノ庄町木梨山方・木門田，原田町（全域），西藤町（全域）

復旧 ７月20日（金）　10：00 広島県（本郷取水場） 木ノ庄町木梨・市原・畑

向島地区 復旧 ７月16日（月） 広島県（本郷取水場） 向島町の一部，向島町岩子島

復旧 ７月17日（火） 広島県（本郷取水場） 向島町（高見を除く全域），向東町

復旧 ７月18日（火）　12：00 広島県（本郷取水場） 向島町（高見地域）

御調地区 復旧 ７月20日（金）　 17：00 広島県（本郷取水場）

因島地区北部 復旧 ７月18日（火）　12：00 広島県（本郷取水場）
因島大浜町の一部，因島重井町の一部，因島中庄町の一部，因島外浦町の
一部

復旧 ７月19日（木）　10：00 広島県（本郷取水場） 因島（鏡浦町，椋浦町，中庄町を除く）

復旧 ７月20日（金）　 17:00 広島県（本郷取水場） 因島中庄町，因島鏡浦町，因島椋浦町

因島地区南部 復旧 ７月16日（月） 広島県（本郷取水場） 因島田熊町の一部，因島三庄町の一部

復旧 ７月17日（火） 広島県（本郷取水場） 因島三庄町の一部，因島土生町の一部

復旧 ７月18日（火）　12：00 広島県（本郷取水場） 因島田熊町，因島三庄町

復旧 ７月19日（木）　10：00 広島県（本郷取水場） その他地域

生口島地区 復旧 ７月16日（月） 広島県（本郷取水場） 因島洲江町の一部，瀬戸田町林の一部

復旧 ７月17日（火） 広島県（本郷取水場） 因島洲江町の一部，瀬戸田町林の一部

復旧 ７月18日（火）　12：00 広島県（本郷取水場）

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

復旧 ７月19日（木）　10：00 広島県（本郷取水場） 瀬戸田町（垂水を除く）

復旧 ７月20日（金）　 17：00 広島県（本郷取水場） 瀬戸田町垂水

河内地区 復旧 ７月20日（金）　9：00 広島県（本郷取水場） 入野地区

復旧 ７月19日（木） 東広島市（河内浄水場） 中河内地区，下河内地区

黒瀬地区 復旧 ７月14日（土） 広島県（熊野・竹原ライン） 市飯田地区

安芸津地区 復旧 ７月14日（土） 広島県（熊野・竹原ライン） 三津地区

上島町 復旧 ７月17日（火）　13：00 広島県（本郷取水場） 弓削狩尾地区，大谷地区を除く地域

復旧 ７月18日（水）　10：00 広島県（本郷取水場） 弓削狩尾地区，大谷地区
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