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No 調査対

象施設 
所在地 状況 

①  A 病院 宇城市 外壁やガラス等の被害はあったが、病院機能の継続はできた。給

茶機の転倒や冷温水配管破断【写真 1】による漏水被害が生じた。 
【写真 1】外調機への冷温水分岐箇所・二方弁の手前で破断してい

た。配管長さは短く前後での B 種支持はされていたが、破断を生

じていた。 
【写真 2】病室の天井ビルトインカセット型室内機のパネルが落

下。室内機本体とパネルの吊金具が、外れてパネルが落下した。 
【写真 3】キュービクルトランス本体ひびでの油漏れによる空調系

統の停電発生。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【写真 1】         【写真 2】          【写真 3】 
 
②  B 事務

所 
 

熊本市 【写真 4】最上階の吊り金物の変形状況。階高が他階と比較して高

いことも影響し、天吊の機器類等への被害が多かった。 
【写真 5】電気温水器の転倒の状況。本体の脚の変形により転倒し、

本体下部カバーが変形、接続配管に被害が生じた 
【写真 6】屋上の室外機の転倒状況。基礎ブロックであったため転

倒しフィンが損傷、また冷媒ラックが破損した。現在は転倒防止

ワイヤーを取り付けている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
【写真 4】         【写真 5】          【写真 6】 

③  C 庁舎 上益城郡 ・３階建の３階部分の被害が大きく、殆どの室で天井落下および

窓ガラスの割れがあった。梁の亀裂もあり、これは特に１階で被

害が大きい。 
・【写真 7】ダクトの脱落により天井が落下している。冷温水管は

耐震補強済みで無被害であったがダクトの固定が不足していた
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模様。 
・【写真 8】廊下のメインダクトの横揺れにより、接続された分岐

ダクトおよび壁付制気口が内壁を破壊している。制気口は落下し

たものとみられる。 
・【写真 9】冷却塔の落とし込み水槽部分（樹脂製）の破損。非固

定の冷却水配管の移動が冷却塔を破損させたとみられる。 
 

   
【写真 7】         【写真 8】          【写真 9】 

 
④  D 病院 熊本市 ・建物内外装の亀裂・剥離多数あり。躯体への影響も大。非固定

の什器備品の移動、転倒、落下など。 
・【写真 10】スロッシングによるとみられる屋外受水槽の天板の破

損。破損個所が端部のパネルに集中している状況がわかる。 
・【写真 11】壁打ち込みアンカー部の壁欠損による避雷針の転倒・

落下。アンカーの位置が壁の端部であったことや打ち込み不足、

および劣化によるコンクリートの強度低下などが原因とみられ

る。 
・【写真 12】屋上の冷却水配管（非固定）の移動・転倒およびそれ

が原因とみられる冷却塔の樹脂製落とし込み水槽部分の破損。 
 

 

   
【写真 10】        【写真 11】        【写真 12】 

 
⑤  E ホー

ル 
上益城郡 前震後に周辺の避難者が集まったため避難所として開放された

が、本震後、天井脱落や漏水被害により立入り禁止状況となった。 
機械室や屋上などの設備被害は特に発生しなかった。 
【写真 13】エントランスホールの天井が脱落、SP 配管破断による

漏水にて天井材が脱落した。ガラス天井や垂れ壁の多くが破損。 
【写真 14】ホール内の天井。耐震改修により天井全体の脱落は無
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いが、パネルや器具の脱落は多数あり。器具類は落下防止措置に

よりぶら下がっている。 
【写真 15】駐車場が避難者場所となったため、トレーラーハウス

などの仮設住居が設置された。仮設便所や仮設浄化槽などの設置

が行われた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【写真 13】           【写真 14】        【写真 15】 
⑥  F 工場 合志市 【写真 16】全熱交換器のダクトが接続部で変形し外れていた。 

【写真 17】ドレン配管の Y 継手部分の破損状況。根元から破断し

ていた。 
【写真 18】外壁のイナージェン消火配管の配管サポート部分。外

壁 ALC が割れアンカーが剥き出しになる。 
何れの写真も支持方向が変わる部分に応力がかかり破損した様子

が見て取れる。 
 
 
 
 
 
 

【写真 16】        【写真 17】        【写真 18】 
 

【写真 16】           【写真 17】        【写真 18】 
⑦  G 病院 阿蘇市 前震での影響はほとんどなし。本震後停電発生、復電までの 10 日

間は電源車にて給電。本震翌日より外来患者、搬送患者受入れ。 
【写真 19】前震では免震建物は殆ど動かず。本震時には大きく動

き、耐震構造建物とのエキスパンション部分に損傷が発生した。 
【写真 20】免震建物内部でも、固定されていないロッカー類は転

倒した。 
【写真 21】免震層内の配管・配線類に関しては、特に大きな損傷

はなかったとのこと。 



表－7  平成 28年 熊本地震災害状況調査団 調査報告  

 
【写真 19】        【写真 20】           【写真 21】 

⑧  H ホテ

ル 
熊本市 停電、断水は発生せずも、都市ガス供給停止により厨房・シャワ

ー温水が使えず。余震の影響でエレベータ使えず。その他は大き

な被害なし。これらをお客様にご了解頂いた上で予約受入れ。 
【写真 22】屋上階機械室に設置されたガス焚真空式温水器の機器

廻りにて漏水発生。係員により即日修理完了。 
【写真 23】屋上階機械室に設置された貯湯槽からも漏水発生。メ

ーカーに修理を依頼。 
【写真 24】その他屋上機械室内に置いては大きな損傷なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   【写真 22】          【写真 23】          【写真 24】  
⑨  I ホー

ル 
熊本市 【写真 25】舞台最前部とシーリングスポット付近の天井が落下。

天井は客席に落下したが、無人であったため人的被害なし。 
【写真 26】屋上冷却塔の冷却水配管が損傷し、漏水発生。 
【写真 27】建物周囲地盤が傾斜・陥没したため、受水槽が傾き、

また、地中埋設配水管が断裂し閉塞した。 

  
   【写真 25】          【写真 26】          【写真 27】  
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⑩  J 大学 熊本市 ・大破の診断が下された建物が数棟あった。設備の被害は、非固

定の実験機器に接続した給水管、ダクトの破断が多い。 
・【写真 28】屋上コロガシ配管の曲り。配管を支持する非固定のコ

ンクリートブロックが錘となり被害につながった。 
・【写真 29】高置水槽の基礎からのずれ。コンクリート基礎の破壊

が無く錆び痕がみられることから、アンカーの劣化による抜けま

たはアンカーの破断とみられる。また、屋上床防水層の破損あり。 
・【写真 30】実験機器に接続された給水管の破断。実験機器と配管

の変位差によると見られる。発見が遅れ下階へ水損をもたらし

た。 

   
【写真 28】         【写真 29】        【写真 30】 

⑪  K ホー

ル 
熊本市 6 月の構造調査の結果、構造的にはほとんど無被害であるが、4 月

16 日の本震でライフライン全停止、外壁 PC のズレ、館内すべて

の箇所にて転倒物が多数見られた。また、平成 25 年度に照明設備

更新時に耐震化を行っていた。 
今回の地震ではステージ上の照明やその周辺天井は異常が見られ

なかった。 
【写真 31】本震および余震で、ずれが更に大きくなった外壁 PC 
【写真 32】舞台部ダクトに張り付けた遮音材（石膏ボード）の脱 
落。【写真 33】冷却塔の接続部配管の芯ずれによるフレキの破損 

【写真 31】         【写真 32】        【写真 33】 
⑫  L 病院 熊本市 前震では高架水槽のパネル隙間からの漏水被害、本震では天井や

壁の脱落、受水槽パネルのゆがみ漏水、受変電設備の故障などが

生じた。水槽類はスロッシングの影響と思われる。ライフライン

の停止と共に院内での節水活動など機能継続に向けて工夫され

た。外部の排水レベルの是正も必要な状態となった。 
【写真 34】高架水槽パネル隙間からの漏水。 
【写真 35】トランス防振架台の損傷と揺れによる接触停電が発生。

ケーブル余長が足りていない部分の LBS 破損もあり 
【写真 36】屋上 GHP 室外機の基礎破損、防振ゴムの脱落もあり 
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【写真 34】          【写真 35】       【写真 36】 
⑬  M放送

局 
熊本市 ・天井裏給水配管損傷により事務室廻りで水損発生。停電発生は

なし、都市ガス途絶、断水により空調熱源・冷却塔運転できず。

便所洗浄水として、蓄熱槽の水を受水槽へ移して給水対応。 
【写真 37】スタジオ内の照明器具他吊棚廻りでは特に脱落の類は

発生せず。 
【写真 38】天井ビルトイン型空調機のフェイスが脱落。再脱落の

懸念があったためフェイスを外した状態で使用継続。 
【写真 39】自販機転倒によるコンセント破損。 
2 階事務室で天井内での漏水によりコンセント回路絶縁不良。床の

乾燥に時間を要した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     【写真 37】           【写真 38】       【写真 39】 
⑭  N 店舗 菊池郡 ・構造的な被害は特にないが、一部で天井の落下や EXP 部の内装

の破損があった。また、停電による冷凍・冷蔵食品の被害があっ

た。 
・【写真 40】ステンレス製パネル型氷蓄熱槽の破損。内部の氷が揺

れパネルに衝突したものと思われる。奥側のパネルが膨れ、鋼製

の補強材を押し倒している。 
・【写真 41】駐車場の大口径横引き冷水配管の落下。吊り長さの大

小によらず、大口径配管の形鋼による耐震支持の必要性が裏付け

られた事例。 
・【写真 42】エスカレーターの変位による床仕上げ材の破損。 
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【写真 40】         【写真 41】         【写真 42】 

  
⑮  O 店舗 熊本市 【写真 43】倉庫部分の天井裏の状況。崩落した天井部分は解体・

撤去されていたが、全体の 80％程度とその多さが見て取れる。 
【写真 44】非常用照明器具のずれ。照明器具の他、スプリンクラ

ーヘッドのずれなども多数あった。 
【写真 45】室内機のフェイスが振動で変形し、外れかかっている。

この他の室内機でも同様にフェイスの変形が見られ、一部落下し

たものもある。 
 
 
 
 
 
 
 

【写真 43】        【写真 44】        【写真 45】 
⑯  P 事務

所 
熊本市 【写真 46】７階天井と天吊り空調機（天井カセット型空気清浄機）

が落下。空調機は機器の吊り金物が変形して３本の吊りボルトが

脱落し、残り１本の吊りボルトが吊元で破断して落下。 
【写真 47】雨水立管が１階のパイプシャフト内で破断し、B1 階に

漏水（写真は復旧後）。 
【写真 48】B1 階の雨水槽マンホールからの水はね（マンホールの

蓋が外れて 1m 以上飛んでいた）により、加圧給水ユニットの制

御盤が損傷し、給水不能になった（写真は復旧後）。 

   
【写真 46】        【写真 47】        【写真 48】 

⑰  Q 図書

館 
熊本市 【写真 49】湿式スプリンクラー配管（巻き出しフレキ）の破断に

より４階天井から大量の漏水が発生。４階及び３階の大量の図書

が水に濡れるという被害が発生した。 
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【写真 50】ホール舞台上部の乾式スプリンクラー配管が断裂。 
【写真 51】ホール用空調機械室の送風機の吊りボルトが断裂し落

下 

   
【写真 49】        【写真 50】        【写真 51】 

⑱  R 体育

館 
熊本市 本震で地盤が隆起したため、外構での不等沈下が多く発生し、外

構での配管接続部や機器基礎に支障が生じた。 
また、給水管が破断したが、トイレは雑用水の利用でまかなえた。 
 内部は、天井照明カバーの落下、床における運動器具、ロッカ

ーの倒れなどの被害があった。 
【写真 52】体育館内、可動式バスケットゴール（推定 1,300 キログ

ラム）の移動の接触によるゴール板の歪みから、激しい揺れが見受け

られる 
【写真 53】体育館内、照明カバーの脱落 
【写真 54】外構の地盤沈下による、建物の給水取り込み部の配管の 
破損（復旧後の写真） 

 
【写真 52】                 【写真 53】                【写真 54】 

⑲  S ホー

ル 
熊本市 【写真 55】ドーム上部側面の吸音パネルが落下。 

【写真 56】落下した吸音材とアルミフレーム。 
【写真 57】多目的室天井の落下。 

   
【写真 55】        【写真 56】        【写真 57】 


