
これまでの対応状況（令和 4年 10 月 6 日 午後 11時 15 分まで） 

本日（10月 7日・金）の清水区の断水対応について 

 昨日 6日（木）午後 11時 15 分に和田島ブロック全域で断水解消（飲用開始）となりまし

たが、本日（7日）も午前 7時からしばらくの間給水車等による応急給水を、清水区内 3か

所（※）で行います。 

 なお、閉設時間は、地域の状況に応じて調整させていただきます。 

※7日（金）の給水拠点（午前 7時～地域の状況に応じて閉設） 

 ・小島生涯学習交流館（清水区但沼町 284－1） 

 ・清水宍原小学校（清水区宍原 919） 

 ・小河内自治会館前広場駐車場（清水区小河内 2773‐2） 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

（令和 4年 10 月 6日 午後 11時 15 分現在） 

------------------------------------------------------------------------ 

本日（10月 6日・木）の清水区の断水対応について 

 本日（6日）も給水車等による応急給水を、清水区内 3か所（※）で行います。 

 ※5日（水）から 2か所が閉設となりました。 

 ※閉設した給水所で活動していた給水車は、断水が継続している地域の給水所の支援活

動に順次入っております。 

 ※24 時間体制 2か所：小島生涯学習交流館、清水宍原小学校 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言後に

地域の状況に応じて開設時期等を調整させていただきます。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  



 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

 ●清水区の断水対応における「10 月 6 日（木）の給水拠点）」一覧 

（令和 4年 10 月 5日 午後 3時 00 分現在） 

------------------------------------------------------------------------ 

本日（10月 5日・水）の清水区の断水対応について 

 本日（5日）も給水車等による応急給水を、清水区内 5か所（※）で行います。 

 ※4日（火）から 9か所が閉設となりました。 

 ※閉設した給水所で活動していた給水車は、断水が継続している地域の給水所の支援活

動に順次入っております。 

 ※24 時間体制 2か所：小島生涯学習交流館、【新規】清水宍原小学校 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言後に

地域の状況に応じて開設時期等を調整させていただきます。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

 ●清水区の断水対応における「10 月 5 日（水）の給水拠点）」一覧 

（令和 4年 10 月 4日 午後 3時 30 分現在） 

------------------------------------------------------------------------------- 

本日（10月 4日・火）の清水区の断水対応について 

 本日（4日）も給水車等による応急給水を、清水区内 14か所（※）で行います。 

 ※3日（月）から変更ありません。 



 ※閉設した給水所で活動していた給水車は、断水が継続している地域の給水所の支援活

動に順次入っております。 

 ※24 時間体制 2か所：しずてつストア興津店、小島生涯学習交流館 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言後に

地域の状況に応じて開設時期等を調整させていただきます。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

 ●清水区の断水対応における「10 月 4 日（火）の給水拠点）」一覧 

（令和 4年 10 月 3日 午後 4時現在） 

------------------------------------------------------------------------------- 

本日（10月 2日・日）の清水区の断水対応について 

 本日（2日）も給水車等による応急給水を、清水区内 15か所（※）で行います。 

 ※1日（土）から 8か所が閉鎖となっております。 

 ※閉鎖した給水所で活動していた給水車は、断水が継続している地域の給水所の支援活

動に順次入っております。 

 ※24 時間体制 3か所 

  【継続】静岡市役所清水庁舎第三駐車場、しずてつストア興津店 

    【時間変更】小島生涯学習交流館（10月 2日（日）午前 0時開始） 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言後に

地域の状況に応じて開設時期等を調整させていただきます。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  



 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

 ●清水区の断水対応における「10 月 2 日（日）の給水拠点）」一覧 

（令和 4年 10 月 2日 午前 9時現在） 

------------------------------------------------------------------------------- 

本日（10月 1日・土）の清水区の断水対応について 

 本日も給水車等による応急給水を、清水区内 23か所（※）で行います。 

 ※30 日（金）から 10か所が追加、18 か所が閉鎖となっております。 

 ※閉鎖した給水所で活動していた給水車は、断水が継続している地域の給水所の支援活

動に順次入っております。 

 ※24 時間体制 3か所 

  【継続】静岡市役所清水庁舎第三駐車場、清水総合運動場体育館横駐車場 

  【新規】しずてつストア興津店（10 月 1 日（土）7時開始） 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言後に

地域の状況に応じて開設時期等を調整させていただきます。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

 ●清水区の断水対応における「10 月 1 日（土）の給水拠点）」一覧 

※30 日（金）午後 5時時点で掲載した一覧に、10月 1 日（土）も開設する「4 駒越生涯学

習交流館」が重複して閉設か所に掲載されておりました。午後 9時現在、一覧の修正は完了

しております。 

誠に申し訳ありませんでした。 

（令和 4年 9月 30日 午後 5時 00 分現在） 



-------------------------------------------------------------------------------

本日（30日・金）の清水区の断水対応について 

 本日は給水車等による応急給水を、清水区内 31か所（※）で行っています。 

 ※24 時間体制 3か所：静岡市役所清水庁舎第三駐車場、東海大学海洋科学博物館前、 

            清水総合運動場体育館横駐車場 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言後に

地域の状況に応じて開設時期等を調整させていただきます。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 

 ●清水区の断水対応における「30 日（金）の給水拠点）」一覧 

（令和 4年 9月 29日 午後 9時 15 分現在） 

---------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置）》 

臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」で

の応急給水については、30 日（金）も引き続き、巴川河口左岸岸壁にてご協力をいただけ

ることになりました。 

なお、海上保安庁 巡視船で配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

午前 9時 00 分から午後 5時 00 分まで、「巡視船おきつ」にて配布されます。 

接岸場所は、別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」をご確認ください。 

別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」 

（令和 4年 9月 29日 午後 9時 15 分現在） 

------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（給水拠点の再開）》 

 昨日お知らせをいたしました、給水拠点一覧のうち、「7 清水興津小学校」「8 興津生涯学

習交流館」「24 袖師生涯学習交流館」は、一旦閉設いたしましたが、29 日 14 時時点で給水



拠点を再開しております。 

  情報は随時更新してまいります。 

（令和 4年 9月 29日 午後 2時 00 分） 

------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置）》 

 臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」

での応急給水について 

は、本日（29 日）も引き続き、清水港日の出岸壁にてご協力をいただけることになりまし

た。 

 なお、海上保安庁 巡視船で配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

 午前 8時 30 分から午後 9時まで、「巡視船いず」にて配布されます。 

 接岸場所は、別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」をご確認ください。 

別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」 

（令和 4年 9月 29日 午前 7時 30 分） 

----------------------------------------------------------------------------- 

明日（29日）の清水区の断水対応について 

 清水区の断水については、引き続き復旧作業を行っております。 

 明日も給水車等による応急給水を、清水区内 29か所（※）で行います。 

 ※24 時間体制 3か所：静岡市役所清水庁舎第三駐車場、東海大学海洋科学博物館前、 

           清水総合運動場体育館横駐車場 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 なお、水道水の「飲用開始」が宣言された地域の応急給水については、使用開始宣言の約

3時間後に給水所を閉設する予定でおります。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 県外を含む応援都市の給水車が配車されます。給水車への補給も行うため、給水活動がで

きない時間もあります。あらかじめご了承ください。 



 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

★下記一覧のうち、7「7 清水興津小学校」「8 興津生涯学習交流館」「24 袖師生涯学習交流

館」は、一旦閉設いたしましたが、29日 14 時時点で給水拠点を再開しております。 

 ●清水区の断水対応における「29 日（水）の給水拠点）」一覧 

 ※午後 5時時点の一覧に一部修正がございました（28 日閉設見込み 4箇所が 29 日開設に

修正）。 

  誠に申し訳ありませんでした。（午後 10時 15分現在） 

（令和 4年 9月 28日 午後 5時 00 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置）》 

9 月 26 日（月）から開設していただいております国土交通省 中部地方整備局の散水車を利

用した応急給水について、本日も引き続きご協力いただけることとなりました。 

配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

給水袋等は各自でご持参いただくようお願いいたします。 

※無くなり次第終了となります。 

開設日：9月 28 日（水） 

設置時間：午前 9時 00 分から午後 15 時 00 分まで 

場 所：清水総合運動場体育館横の駐車場 

（清水区清開 2丁目 1－1） 

（令和 4年 9月 28日 午前 8時 15 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置）》 

 臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」

での応急給水について 

は、明日（28 日）も引き続き、清水港日の出岸壁にてご協力をいただけることになりまし

た。 

 なお、海上保安庁 巡視船で配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

 午前 8時 30 分から午後 9時まで、「巡視船いず」にて配布されます。 

 接岸場所は、別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」をご確認ください。 

別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」 



（令和 4年 9月 27日 午後 11時 30 分） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 明日（28 日）の清水区の断水対応について 

 清水区の断水については、引き続き復旧作業を行っております。 

 明日も給水車等による応急給水を、27 日の施設に新たに 9 か所の給水拠点を加え、清水

区内 41 か所で行います。 

 うち、下記 3か所は 24時間体制で実施します。 

  ・静岡市役所清水庁舎第三駐車場 

  ・東海大学海洋科学博物館前 

  ・清水総合運動場体育館横駐車場 

 開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承ください。 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

【28 日（火）の給水拠点】 

 1 清水区内生涯学習交流館等   

 【設置時間：午前 7時 00 分から午後 9時 00 分まで】 

 （1）三保生涯学習交流館（清水区三保松原 39－5） 

 （2）駒越生涯学習交流館（清水区迎山町 1－7） 

 （3）有度生涯学習交流館（清水区草薙一里山 3－1） 

 （4）高部生涯学習交流館（清水区押切 1086－2） 

 （5）飯田生涯学習交流館（清水区下野東 9－1） 

 （6）袖師生涯学習交流館（清水区袖師町 1092－1） 

 （7）興津生涯学習交流館（清水区興津本町 829） 

 （8）庵原生涯学習交流館（清水区庵原町 68－1） 

 （9）小島生涯学習交流館（清水区但沼町 284－1） 

 （10）両河内生涯学習交流館（清水区和田島 171－1） 

   （11）承元寺地区八幡橋付近（清水区承元寺町） 

   （12）谷津自治会館（清水区谷津町 1丁目 360） 

 【設置時間：24時間開設（午前 7時 00 分から）】 

 （13）静岡市役所 清水庁舎 第 3駐車場（清水区旭町 6－8） 



 2 清水区内小学校   

 ※県外を含む他都市の給水車が応援隊として配置されるため、設置時間は目安としてく

ださい。 

  また、給水車への補給も行うため、常設ではありません。 

 【設置時間：午前 7時 00 分から午後 9時 00 分まで】       

 （1）清水辻小学校（清水区辻 4丁目 3－40） 

 （2）清水江尻小学校（清水区江尻町 14－63） 

 （3）清水入江小学校（清水区追分 2丁目 3－1） 

 （4）清水浜田小学校（清水区浜田町 11－1） 

 （5）清水岡小学校（清水区神田町 4－3） 

 （6）清水船越小学校（清水区船越 3丁目 15－1） 

 （7）清水小学校（清水区松井町 15－1） 

 （8）清水不二見小学校（清水区新緑町 2－21） 

 （9）清水駒越小学校（清水区駒越東町 2－20） 

 （10）清水三保第二小学校（清水区折戸 5丁目 8－2） 

 （11）清水三保第一小学校（清水区三保 1069－1） 

 （12）清水飯田小学校（清水区下野中 2－40） 

 （13）清水飯田東小学校（清水区八坂北 1丁目 23－40） 

 （14）清水高部東小学校（清水区押切 1907） 

 （15）清水有度第二小学校（清水区草薙杉道 3丁目 19－1） 

 （16）清水興津小学校（清水区興津中町 350－1） 

 （17）清水宍原小学校（清水区宍原 919） 

3 その他の施設 

【設置時間：午前 7時 00 分から午後 9時 00 分まで】 

（1）庵原球場（清水区庵原 3000） 

（2）静清浄化センター（清水区清開 1－1－1） 

（3）清水北部浄化センター（清水区横砂 408‐15） 

（4）清水清見潟公園（清水区横砂 219－1） 

（5）清水駅東口公園（清水区袖師町 2001、2002） 

（6）しずてつストア興津店（清水区八木間町 383） 

【設置時間：各施設ごと】 

（7）ヤマダ電機テックランド清水店（清水区清開 1－3－3） ★午前 10 時 00 分から午後

8時 00 分まで 

（8）しずてつストア入江店 第 2駐車場（清水区入江 1－1－1）★午前 10時 00 分から午後

9時 00 分まで 

（9）DCM カーマ清水店（清水区東大曲 19－30）              ★午前 10時 00分から午後



8 時 00 分まで 

【設置時間：24 時間開設（午前 7時 00 分から）】 

（10）東海大学海洋科学博物館前（清水区三保 2389） 

（11）清水総合運動場（清水区清開二丁目 1－1） 

 清水区内小学校を含む市内各地の給水拠点においては、下記の県内外他自治体の皆様に

ご協力をいただいております。多大なるご支援に心より御礼申し上げます。 

［浜松市、湖西市、大井上水道企業団、大垣市、牧之原市、掛川市、刈谷市、菊川市、岡崎

市、名古屋市、沼津市、可児市、川崎市、岐阜市、沼津市、袋井市、津市、大紀町、四日市

市、豊田市、自衛隊］ 

（令和 4年 9月 27日 午後 18時 00 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置 7）》 

 9 月 26 日（月）から開設していただいております国土交通省 中部地方整備局の散水車を

利用した応急給水について、本日も引き続きご協力いただけることとなりました。 

 配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

 給水袋等は各自でご持参いただくようお願いいたします。 

  開設日：9月 27 日（火） 

  設置時間：午前 9時 00 分から午後 15 時 00分まで 

  場 所：清水総合運動場体育館横の駐車場 

      （清水区清開 2丁目 1－1） 

（令和 4年 9月 27日 午前 10時 00 分現在）  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 明日（27 日）の清水区の断水対応について 

 清水区の断水については、引き続き復旧作業を行っております。 

 明日も給水車等による応急給水を、26 日の施設に新たな施設を加え、清水区内 30か所で

行いますが、開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承くだ

さい。 

（清水区内小学校に静岡市立清水宍原小学校、その他の施設として東海大学海洋科学博物

館前が追加となりました。） 

 生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、

タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は申し訳ありませんが、各自でご持参いただくようお願いいたします。  



 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

【27 日（火）の給水拠点】 

 1 清水区内生涯学習交流館等 

   設置時間：午前 7時 00 分から午後 9時 00 分まで 

 （1）三保生涯学習交流館（清水区三保松原 39－5） 

 （2）駒越生涯学習交流館（清水区迎山町 1－7） 

 （3）有度生涯学習交流館（清水区草薙一里山 3－1） 

 （4）高部生涯学習交流館（清水区押切 1086－2） 

 （5）飯田生涯学習交流館（清水区下野東 9－1） 

 （6）袖師生涯学習交流館（清水区袖師町 1092－1） 

 （7）興津生涯学習交流館（清水区興津本町 829） 

 （8）庵原生涯学習交流館（清水区庵原町 68－1） 

 （9）小島生涯学習交流館（清水区但沼町 284－1） 

 （10）両河内生涯学習交流館（清水区和田島 171－1） 

 （11）静岡市役所 清水庁舎 第 3駐車場（清水区旭町 6－8） 

 2 清水区内小学校   

 ※県外を含む他都市の給水車が応援隊として配置されるため、設置時間は目安としてく

ださい。また、給水車への補給も行うため、常設ではありません。 

  設置時間（予定）：午前 7時 00 分から午後 9時 00 分まで 

 （1）清水辻小学校（清水区辻 4丁目 3－40） 

 （2）清水江尻小学校（清水区江尻町 14－63） 

 （3）清水入江小学校（清水区追分 2丁目 3－1） 

 （4）清水浜田小学校（清水区浜田町 11－1） 

 （5）清水岡小学校（清水区神田町 4－3） 

 （6）清水船越小学校（清水区船越 3丁目 15－1） 

 （7）清水小学校（清水区松井町 15－1） 

 （8）清水不二見小学校（清水区新緑町 2－21） 

 （9）清水駒越小学校（清水区駒越東町 2－20） 

 （10）清水三保第二小学校（清水区折戸 5丁目 8－2） 

 （11）清水三保第一小学校（清水区三保 1069－1） 

 （12）清水飯田小学校（清水区下野中 2－40） 

 （13）清水飯田東小学校（清水区八坂北 1丁目 23－40） 

 （14）清水高部東小学校（清水区押切 1907） 



 （15）清水有度第二小学校（清水区草薙杉道 3丁目 19－1） 

 （16）清水興津小学校（清水区興津中町 350－1） 

 （17）清水宍原小学校（清水区宍原 919） 

3 その他の施設 

（1）東海大学海洋科学博物館前（清水区三保 2389）  

 ※自衛隊の皆様にご協力をいただき、9月 27 日（火）から拠点として追加されます。 

なお、こちらで配布される水は、飲み水となります。 

設置時間（予定）：午前 7時 00 分から午後 9時 00分まで 

 清水区内小学校を含む市内各地の給水拠点においては、下記の県内外他自治体の皆様に

ご協力をいただいております。多大なるご支援に心より御礼申し上げます。 

 ［浜松市、湖西市、大井上水道企業団、大垣市、牧之原市、掛川市、刈谷市、菊川市、岡

崎市、名古屋市、沼津市、可児市、川崎市、岐阜市、沼津市、袋井市、津市、大紀町、四日

市市、豊田市、自衛隊］ 

（令和 4年 9月 26日 午後 11時 30 分現在） 

----------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置 6）》 

 臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」

での応急給水については、明日（27 日）も引き続き、清水港日の出岸壁にてご協力いただ

けることになりました。 

 なお、海上保安庁 巡視船で配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

 午前 8時 30 分から午後 9時までは、「巡視船いず」にて配布されます。 

 接岸場所は、別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」をご確認ください。 

 別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」 

（令和 4年 9月 26日 午後 10時 00 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置 5）》 

 臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」

での応急給水につきまして、「巡視船いず」が給水を行っております。給水は午後 9時 00 分

まで、日の出埠頭で行います。 

（9月 26 日（月）午後 5時 50 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 



《追加情報（臨時給水拠点の設置 4）》 

 臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」

での応急給水につきまして、「巡視船おきつ」の給水を午後 4時 00 分から、日の出ふ頭で再

開いたします。 

（9月 26 日（月）午後 3時 10 分現在） 

------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置 3）》 

 臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいております「海上保安庁 巡視船」

での応急給水につきまして、26 日（月）の給水活動についてお知らせします。 

 「巡視船おきつ」につきましては 11時 30 分で、いったん受付けを終了します。 

 「巡視船いず」につきましては、開始時間を調整しています。 

（9月 26 日（月）11 時 10 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置 2）》 

 国土交通省 中部地方整備局の散水車を利用し応急給水を行います。 

 配布される水は、飲料水ではなく生活用水です。 

 給水袋等は各自でご持参いただくようお願いいたします。 

  開設日：9月 26 日（月）から 

  設置時間：午前 10時 00 分から午後 5時 00 分まで 

  場 所：清水総合運動場体育館横の駐車場 

      （清水区清開 2丁目 1－1） 

（令和 4年 9月 25日 午後 9時 00 分現在）  

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報（臨時給水拠点の設置 1）》 

 下記の給水拠点に加え、臨時給水拠点として 24日（土）から開設していただいておりま

す「海上保安庁 巡視船」での応急給水については、明日（26日）も引き続き、巴川河口左

岸岸壁にてご協力いただけることになりました。なお、海上保安庁 巡視船で配布される水

は、飲料水ではなく生活用水です。 

 午前 8時 30 分から午後 3時までは、「巡視船おきつ」にて、  

 午後 3時から午後 9時までは、「巡視船いず」にて配布されますが、 

接岸場所が変更されますので、別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」をご確認く

ださい。 



 別紙「清水海上保安部から給水支援のお知らせ」 

（令和 4年 9月 25日 午後 6時 10 分現在）  

-------------------------------------------------------------------------------- 

《追加情報》 

～25 日の清水区断水対応について～ 

 本日、臨時の給水拠点として開設しております「海上保安庁 巡視船」での応急給水につ

いては、飲料水ではなく生活用水を配布しております。 

 また、同場所にて、本日、午後 1時から午後 5時まで、国土交通省 中部地方整備局 清水

港湾事務所のご支援でペットボトル（飲料水用 3～4ℓ）の配布が行われます。（無くなり次

第、終了となります。） 

（令和 4年 9月 25日 午前 11時 00 分現在） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

↓《変更》 

～25 日の清水区断水対応について～ 

 下記にお知らせしております給水拠点のうち、「（17）両河内小中学校（清水区和田島 303）」

は、道路状況不良等により開設中止となりました。両河内地区にお住まいの方は、両河内生

涯学習交流館（清水区和田島 171－1）の給水拠点をご利用ください。 

（令和 4年 9月 25日 午前 8時 00 分現在） 

---------------------------------------------------------------------------- 

～明日（25 日）の清水区の断水対応について～ 

 引き続き、清水区の断水については復旧の目途が立たない状況です。 

 明日も給水車等による応急給水を清水区内 29か所（←28か所に変更）で下記のとおり行

いますが、開設時間については準備状況等により遅れることがありますのでご了承くださ

い。 

 清水区内の生涯学習交流館においては、1トンタンクが配置され、給水車で水を補給して

いますので、タンクに接続されている蛇口から水を汲んでください。 

 また、給水袋等は各自でご持参いただくようお願いいたします。  

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

【25 日（日）の給水拠点】 

 1 清水区内生涯学習交流館等 

   設置時間：午前 7時から午後 9時まで   

 （1）三保生涯学習交流館（清水区三保松原 39－5） 



 （2）駒越生涯学習交流館（清水区迎山町 1－7） 

 （3）有度生涯学習交流館（清水区草薙一里山 3－1） 

 （4）高部生涯学習交流館（清水区押切 1086－2） 

 （5）飯田生涯学習交流館（清水区下野東 9－1） 

 （6）袖師生涯学習交流館（清水区袖師町 1092－1） 

 （7）興津生涯学習交流館（清水区興津本町 829） 

 （8）庵原生涯学習交流館（清水区庵原町 68－1） 

 （9）小島生涯学習交流館（清水区但沼町 284－1） 

 （10）両河内生涯学習交流館（清水区和田島 171－1） 

 （11）静岡市役所 清水庁舎 第 3駐車場（清水区旭町 6－8） 

 2 清水区内小学校   

※県外を含む他都市の給水車が応援隊として配置されるため、設置時間は目安として

ください。また、給水車への補給も行うため、常設ではありません。 

   設置時間（予定）：午前 7時から午後 9時まで 

 （1）清水辻小学校（清水区辻 4丁目 3－40） 

 （2）清水江尻小学校（清水区江尻町 14－63） 

 （3）清水入江小学校（清水区追分 2丁目 3－1） 

 （4）清水浜田小学校（清水区浜田町 11－1） 

 （5）清水岡小学校（清水区神田町 4－3） 

 （6）清水船越小学校（清水区船越 3丁目 15－1） 

 （7）清水小学校（清水区松井町 15－1） 

 （8）清水不二見小学校（清水区新緑町 2－21） 

 （9）清水駒越小学校（清水区駒越東町 2－20） 

 （10）清水三保第二小学校（清水区折戸 5丁目 8－2） 

 （11）清水三保第一小学校（清水区三保 1069－1） 

 （12）清水飯田小学校（清水区下野中 2－40） 

 （13）清水飯田東小学校（清水区八坂北 1丁目 23－40） 

 （14）清水高部東小学校（清水区押切 1907） 

 （15）清水有度第二小学校（清水区草薙杉道 3丁目 19－1） 

 （16）清水興津小学校（清水区興津中町 350－1） 

 （17）両河内小中学校（清水区和田島 303） ← 道路状況不良等により開設中止となり

ました。 

 3 臨時給水拠点 

   設置時間：午前 8時 30 分から午後 9時 30 分まで 

   ※午前 10 時前後には、巡視船の入替作業を行うため、一時給水を中断します。 

   「海上保安庁 巡視船 」で給水活動が行われます。 



   場所は、巴川河口左岸の岸壁です。日の出町交差点信号から日の出ふ頭へ向かって進

入してください。 

    給水用水は、無くなり次第終了となります。 

（令和 4年 9月 24日 午後 11時 30 分現在） 

-------------------------------------------------------- 

～《臨時給水拠点のお知らせ》清水区の断水対応について～ 

 清水区の断水については、引き続き復旧の目途が立たない状況です。 

 臨時的な給水拠点として、本日（24 日）午後 11 時 30 分まで、海上保安庁 巡視船 「お

きつ」で給水活動が行われています。 

 場所は、巴川河口左岸の岸壁です。日の出町交差点信号から日の出ふ頭へ向かって進入し

てください。 

 給水用水は、無くなり次第終了となります。 

（令和 4年 9月 24日 午後 7時 05 分現在） 

-------------------------------------------------------- 

～《調査・復旧対応中》清水区の断水対応について～ 

 現在、清水区の断水は、承元寺取水口に流入した流木等により取水不良が発生しているた

め、復旧の目途が立たない状況です。 

 引き続き、給水車による応急給水と取水口付近の撤去作業を行っておりますが、ご迷惑を

おかけいたします。 

 給水車による応急給水については、本日（24日）の午後 9時まで行います。 

 下記の場所に 1トンタンクが配置され、給水車で水を補給していますので、タンクに接続

されている蛇口から水を汲んでください。 

 給水袋等は各自でご持参いただくようお願いいたします。 

 ※一部の地域では、給水車の到着が遅れご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお待

ちください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

【給水拠点】  

 （1）三保生涯学習交流館（清水区三保松原 39－5）（※） 

 （2）駒越生涯学習交流館（清水区迎山町 1－7）（※） 

 （3）有度生涯学習交流館（清水区草薙一里山 3－1） 

 （4）高部生涯学習交流館（清水区押切 1086－2） 

 （5）飯田生涯学習交流館（清水区下野東 9－1） 

 （6）袖師生涯学習交流館（清水区袖師町 1092－1） 

 （7）興津生涯学習交流館（清水区興津本町 829）（※） 



 （8）庵原生涯学習交流館（清水区庵原町 68－1） 

 （9）小島生涯学習交流館（清水区但沼町 284－1） 

 （10）静岡市役所 清水庁舎 第 3駐車場（清水区旭町 6－8） 

（令和 4年 9月 24日 午後 5時 10 分現在） 

-------------------------------------------------------- 

～《復旧しました》葵区（山間地を除く）・駿河区の断水対応について～ 

鉄塔の倒壊による停電により、足久保地区を中心に起こった断水については、電気の復旧に

伴い断水も解消しました。 

ただし、断水が発生していた地域では、蛇口をひねると濁った水が出る可能性がありますの

で、しばらく水を流してから使用してください。 

◇◇濁りが発生した時の対応◇◇ 

 ご家庭で蛇口から濁った水が出るときは、次の方法をお試しください。 

 1 蛇口から約 1～2分間、水を出し続けてください。 

 2 出てくる水が透明になったのを確認できれば、飲むことができます。 

 3 濁りが取れないときは、しばらく時間をおいてから、上記 1をもう一度お試しくださ

い。 

随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

（令和 4年 9月 24日 午後 5時 10 分現在） 

-------------------------------------------------------- 

～清水区の断水対応について～ 

 給水車を次のとおり配置します。 

 午後 3 時には配置できるよう準備を進めておりますが、道路等の被害状況においては時

間が前後する可能性もありますのでご了承ください。給水袋等は各自でご持参いただくよ

うお願いいたします。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

【給水車配置場所】  

 （1）三保生涯学習交流館（清水区三保松原 39－5） 

 （2）駒越生涯学習交流館（清水区迎山町 1－7） 

 （3）有度生涯学習交流館（清水区草薙一里山 3－1） 

 （4）高部生涯学習交流館（清水区押切 1086－2） 

 （5）飯田生涯学習交流館（清水区下野東 9－1） 

 （6）袖師生涯学習交流館（清水区袖師町 1092－1） 

 （7）興津生涯学習交流館（清水区興津本町 829） 

 （8）庵原生涯学習交流館（清水区庵原町 68－1） 

 （9）小島生涯学習交流館（清水区但沼町 284－1） 



～葵区・駿河区の断水対応について～ 

 葵区・駿河区内の断水については、停電による影響が主な要因と考えられておりますが、

現在、詳細を調査中のため今しばらくお待ちください。 

 随時、応急給水に係る情報は更新してまいります。 

（令和 4年 9月 24日 午後 1時 25 分現在） 

-------------------------------------------------------- 

清水区内で興津川からの取水ができず、水道水の確保が困難となっております。 

地域によっては、断水が発生すると思われます。引き続き、給水車の手配を進めております。 

ご迷惑をおかけしております。 

（令和 4年 9月 24日 午前 10時 30 分現在） 

-------------------------------------------------------- 

9 月 23 日からの台風 15号に伴う大雨等の影響により、清水区承元寺取水口ほか市内全域で

も停電により水道施設が被害を受けています。 

現在、調査・復旧を進めておりますが、断水や濁水が発生すると予想されます。皆様にはご

迷惑をおかけしますが、今しばらくお待ちください。 

調査・復旧対応中のため、電話がつながりにくい状態となっています。ご迷惑をおかけして

おります。 

・断水・にごりなど緊急を要する連絡先 

葵区・駿河区にお住まいの方 

静岡給排水修繕センター TEL:054-248-7812 

清水区にお住まいの方 

清水給水修繕センター TEL:054-345-5270 

（令和 4年 9月 24日 午前 9時 00 分現在） 


