
施設名 更新日 被害状況 ライフライン

1 荒尾市小岱作業所 4月19日 被害なし

2 もくせい学園 4月19日 被害なし

3 精粋園 4月20日 被害なし

4 天水生命学園 4月26日

講堂に亀裂、タイルがはげている
↓
建物周囲、室内ひび割れ・亀裂多数、玄関自動ドア不具合、トイレ水漏れ
本棚倒壊

5 第二天水学園 4月25日

施設脇の接合箇所が著しくズレている、備品建具類ガラスが割れてる。
↓
玄関脇の接合箇所に著しいズレあり。事務所周囲部分にズレ割れ。備品、建具類のガラス割れ。
冷暖房機室外機が修理不能
エアコンコントロール機の故障

断水(水道管破断)
↓
水道管２回修理し完了

6 うすま苑 4月25日 本棟の防水シートが破損、屋根部のため業者見積もり依頼中

7 陽光学園 4月19日 被害なし

8 さくら学園 4月19日 被害なし

9 銀河ステーション 4月19日 被害なし

10 生活支援センターきらきら 4月19日 被害なし

10 就労支援センターほし 4月19日 被害なし

10 サポートセンターSun☆フラワー 4月19日 被害なし

11 居屋敷の里 4月19日 施設内の壁のヒビ、グループホーム温水器の破損・食器棚の破損

12 障がい者サポートホームわらび 4月20日

居室、トイレ、廊下壁等の亀裂や破損数箇所4/15
↓
施設内の廊下の壁や床に亀裂ができており危険であったため、当法人所有の別の建物(本部)へ利用者全員
を避難させている。
窓ガラス破損

水道支障あり

13 ほほえみ 4月19日 被害なし 水道支障あり

14 コミュニティはうす明日 4月19日 被害なし

15 生活介護事業所すまいる 4月19日 被害なし

16 地域生活支援事業所イズム 4月26日
居室ヒビあり
（グループホームくれすた）リビングの壁剥がれ落ちた。壁にひび。
（グループホームどり・かむ）居室の壁が崩落。（応急処置中）外壁に亀裂
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施設名 更新日 被害状況 ライフライン

17 地域生活支援事業所あおぞら 4月19日 被害なし 水道支障あり、ガスなし

18 在宅支援センターへるぷねっと 4月19日 被害なし 水道濁りあり。インターネット接続不可。

19 就労支援センターかもん・ゆ～す 4月19日 わらび入所者避難中 水道が濁っている

20 就労継続支援A型事業所清流荘 4月26日 被害なし 水道は安定しないため地下水と併用

21 児童発達支援センター輝なっせ 4月19日 被害なし ガス電気は不明

22 三気の里 4月26日

建物小さなひび、壁剥がれあり。スプリンクラーの異常音。GH１か所水にごり有り
職員自宅被害有り
↓
本体施設（入所）は、ところどころヒビがある。グループホームとパン工房は大規模な改修が必要

23 大津あゆみ園 4月26日 被害なし。4/25から開所

水道断水中、ガス使用不可。
↓
ＯＫ

24 大津町若草児童学園 4月26日
建物：床隙間・壁亀裂・給湯器落下故障、発電機故障、水道元栓水漏れ
地元住民を受け入れているが問題なし

水道濁りあり、ガス故障中
↓
回復

25 高森寮 4月26日
被害なし
ＧＨ利用再開、地元住民の非難終了

応急的に確保できた。
↓
回復

26 熊本菊陽学園 4月26日
職員1名が自宅(南阿蘇)で死亡
利用者頭のケガ１名→経過良好
ヒビ、地割れあり

水道濁っている
↓
井戸水の水質検査中

27 つくしの里 4月26日
建物及び敷地内に複数のひび割れ、地域交流ホーム傾き、ＧＨの亙が落下
水道管破裂
4/25から在宅利用者受入れ、ＧＨ利用者は本体施設で処遇中

上水道水にごりあり

28 阿蘇くんわの里 4月26日

廊下一部ヒビ、建物外壁一部小さいヒビ
工場(利用者作業場)内部、物が散乱し作業停止中
工場内の機械は、作業開始後にしか確認できない状況
敷地内に段差あり

水道使えない
(復旧の目途が立たず入浴に困っている)
電話FAX復旧

29.
30

サポートセンター悠愛 4月26日
大きな被害なく避難所として児相（4～5名）+たちばな園（4名）を受け入れ中
↓
通常どおり

31 サニーサイド 4月26日 室内ひび割れ、大きな被害なし（タイルが剥げているくらい）
ガスなし
水道　普段は井戸水を使用するが、ポンプの故障により
上水道を使用中

32 サニーサイドワークセンター 4月19日 被害なし 水圧に制限あり、電気・ガスは不明

33 野々島学園 4月19日 被害なし

34 第二大江学園 4月15日
1か所天井が部分的にはがれあり。
非常放送設備のケーブルが垂れ下がっている。

35 大江学園 4月15日

36 サポートライフ心陽 4月18日 建物内外の破損箇所多数、特に水の確保に苦慮 断水中

37 チャレンジめいとくの里 4月15日 被害なし
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施設名 更新日 被害状況 ライフライン

37 ケア・ハピネス 4月15日 被害なし

38 明和学園 4月21日

GH壁一部崩れあり。下水水道管から噴き出している。
↓
建物１棟が生活不可、他の施設は水道管の水漏れ、外壁の一部に亀裂等
（グループホーム「ピース明和」は、建物全体にゆがみ、外壁、内壁に崩れがあり、窓枠が外に出てお
り、生活が出来ない状況。）（グループホーム「明和」は、駐車場部分の隆起、液状化現象）
明和学園自体は２０日までは臨時休園予定。他の日中活動事業所の対応について情報がほしい。

断水していたが、少量の水が出るように。（グループ
ホーム「ピース明和」・「リバブリーン明和」も同様）

39 もみの木園 4月15日 浴場入り口ひび割れ、食堂うち壁のひび割れ、太陽熱温水ヒーターの水漏れ

40 託麻ワークセンター 4月18日 屋根が飛んだ。駐車場が地割れ、壁が崩落、水や食料不足。 断水

41 はなぞの学苑 5月2日
玄関ホールの壁部分が壊れ、損壊の恐れがあり、また２階の会議室は天井が落ちているので２階も立ち入
り禁止にしている。

42 平成学園 4月20日 室内、室外複数亀裂。利用者の受入れには支障なし(4/23まで休園)

43 愛育学園 4月19日 建物壁面に小さいクラックできている 水道水が濁っている

44 くまもと江津湖通園センター 4月20日
備品被害あり、井水管の異常あり、月曜まで休園
↓
第3病棟スプリンクラー配管が破損し、病棟使用不可。地盤沈下多数あり。敷地内他数破損個所有り

水道に支障あり。井戸水や支援物資での対応。

45 済生会なでしこ園 4月20日
キャビネットが倒れ壁が破損
内壁ボード壊

水道が一部回復4/19

46 済生会ほほえみ 4月20日

配水管亀裂、壁ひび割れ
↓
建物周囲５ｃｍほどの地盤沈下あり。天井や壁材などの石膏ボード、タイルにヒビやズレ、変形、剥脱が
多数あり。エレベーター故障。周辺道路には塀の倒壊、瓦の落下が見られる。

水道の水圧が低い。

47 済生会かがやき 4月15日 配水管亀裂、壁ひび割れ

48 済生会ウイズ 4月15日 配水管亀裂、壁ひび割れ

49 つばき学園 4月15日 被害なし

50 多機能事業所　野ばら 4月15日 被害なし

51 ゆたか学園 4月15日 被害なし

52 友愛育成園 4月26日
建物ひびわれ
食事提供以外は平常化(昼食持参)

断水していたが復旧
圧が弱く２階までは届かない

53 ワークショップ熊本 4月15日 利用者が通所できる状態にない 水道ガス止まっている

54 熊本ライトハウスのぞみホーム 4月19日
建物タイルが20～30枚はげている。4/15
↓
食堂玄関ドア（片側破損）、屋根部が破損（雨漏り）、タイル貼り欠落（300枚程度）、トイレ便器破損

43 めぐみ学園 4月19日 亀裂や壁、タイルの落下 被害なし
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施設名 更新日 被害状況 ライフライン

56 しょうぶの里 4月22日

温水が出ないが、沸かせば大丈夫4/15
↓
施設内天井と壁に複数の亀裂、入所と作業棟とのつなぎ目廊下で５cm程度の沈下、通所棟スロープに３cm
程度の亀裂、浄化槽とアスファルトの間で50cm四方の陥没が2箇所

GHぎんなん施設裏側の水道管が数箇所破裂

57 旦過園 4月18日 ガスは４月いっぱい利用できない。

58 しんせい学園 4月20日 玄関及び建物周辺のスロープ破損 水道が出ない

59 三気の家 5月2日 園庭にヒビか入っている。療育は４月21日から開始している。

60 城南学園 4月19日

窓ガラス割れている。断水、建物ひび
2棟のうち1棟が全壊。残った1棟に避難している。怪我人なしと聞いている。4/15
↓
危機的状況。建物が使用できない状態。どこも地盤に亀裂がある。

61 第二城南学園 4月19日

窓ガラス割れている。断水、建物ひび
↓
危機的状況。建物が使用できない状態。どこも地盤に亀裂がある。倒壊寸前。利用者１名が自宅で指を骨
折。

停電、断水4/16

62 すみれ園 4月19日
建物少しひび
↓
管理棟と居住棟を繋ぐ廊下の壁面にヒビ。各建物自体には損傷等なし。

63 サポートハウス明星学園 4月19日 壁にひびが入る。

64 第二明星学園 4月19日
電気水道ストップしている。
本館、地域交流センター、グループホーム「帰帆寮」「なごみ」が崩壊しており、建て替えが必要

水道、電気、ガスが停止

65 障がい者総合支援センターゆきぞの 4月19日 グループホーム一部にひび割れ、瓦の落下、天火被害あり

66 清香園 4月22日
一般棟、重度棟の壁に大小複数の亀裂が入っている状態。特に老朽化している建物に関しては、亀裂も大
きく立ち入り禁止にしている。石垣に２箇所の亀裂があり、石垣が倒壊すると、重度棟にも影響が出てし
まう。

67 熊本こすもす園 4月19日
トイレ給水タンクが一部破損、温水ボイラー故障
玄関タイルのはがれあり
壁にクラック。

水道がにごり。

68 熊東園 4月19日 厨房が油まみれ、 地下水使用不可、ガス使用不可、断水、

69 障がい者支援センターあゆの里 4月19日
スプリンクラーの誤作動あり、断水、水浸し4/15
↓
土台の隙間が広がる。水は断水したりしている。住民の方が避難している。

水は断水したりしている。

70 ねんりん 4月20日 工場内ダクト破損、外壁ひび割れあり
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施設名 更新日 被害状況 ライフライン

71 ワークセンターみすみ 4月19日 水が溢れているため、配管割れの恐れ

72 南海寮 4月19日 被害なし

73 障がい者サポートセンターゆうすい 4月19日 被害なし

74 天草学園 4月19日 被害なし

75 第二天草学園 4月19日 被害なし

76 苓山寮 4月19日 被害なし

77 第二苓山寮 4月19日 被害なし

78 なぎさ寮 4月19日 被害なし

79 きずなの里 4月19日 被害なし

80 かしの木学園 4月19日 被害なし

81 八代学園 4月20日 調査中

82 つつじヶ丘学園 4月19日 被害なし

83 第二つつじヶ丘学園 4月19日 被害なし

84 みつば学園 4月19日 被害なし

85 氷川学園 4月20日 氷川学園児童デイサービス事業所風楽に被害あり

86 八代市立希望の里たいよう 4月19日 被害なし

87 多良木町立多良木学園 4月19日 被害なし

88 障害者支援センターあさひケ丘 4月19日 被害なし

89 障害者支援センター希望ヶ丘学園 4月19日 被害なし

90 うぐいす 4月19日 被害なし 一時的に断水

93 わくワークみなまた 4月21日 被害なし

94 みずき園 4月19日 被害なし
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