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３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震から８カ月が経過し，被災地では復興に向けた様々な取り組みが行われています。下
水道機構では，地震発生直後から調査隊を派遣し，下水道施設の被害状況調査のほか，液状化被害の状況調査，公衆衛生の確保に
関する調査などを継続して行ってきました。ここでは，７月発行の機関誌「下水道機構情報No.15 」に引き続き，機構が現在進
BCP策定状況および津波の有無と
めている震災関連の調査，液状化対策，省エネ・創エネ技術，下水汚泥中の放射性物質への対応などについてご紹介します。
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作業着手までの平均時間

地震対策～ BCPおよび公衆衛生確保
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●応急復旧状況などについて現地調査とヒアリング実施
９月12日～ 14日にかけて宮城県・気仙沼市，岩手県・釜石市・大
槌町・山田町にて第４次現地調査を実施しました。今回の調査では下
水道BCP（事業継続計画）および公衆衛生確保の観点から，施設の応
急復旧状況や，行政機能が著しく低下した際の対応状況などについて
現地調査とヒアリングを実施しました。
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公衆衛生確保の観点から見ると、溢水被害および対応の問題点
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日には東日本の 176 箇所で溢水が発しました。また、マンホール
結果となった
割の自治体で未消毒放流が実施され、対応の改善が求められます
●地盤沈下により道路の嵩上げが必要となったが，嵩上げ後も管き 公衆衛生確保の観点から見ると、溢水被害および対応の問題点が見られまし
ょの点検が行えるよう調整リングで50cmほど調整した
日には東日本の 176 箇所で溢水が発しました。また、マンホールからの緊急放
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マンホールからの緊急放流時における

●被災自治体に対しアンケート調査実施
調査の結果，下水道サービスの早期復旧に必要となるBCPの重要性
は認識されているものの，被災した処理場でBCPを実際に作成してい
た処理場は２割程度でした。一方で，BCPを策定していた処理場では
津波の有無にかかわらず，BCPを作成していなかった処理場よりも早
く作業に着手出来ていました。
公衆衛生確保の観点から見ると，溢水被害および対応の問題点が見ら
れました。３月24日には東日本の176箇所で溢水が発生しました。ま
た，マンホールからの緊急放流時には約９割の自治体で未消毒放流が実
施され，対応の改善が求められます。

消毒剤の使用有無
割の自治体で未消毒放流が実施され、対応の改善が求められます。
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こうした調査結果を基に、10 月 17 日に行われた第 4 回 下水

下水道機構情報
●第4回下水道地震・津波対策技術検討委員会（10月17日）
こうした調査結果を基に，10月17日に行われた第４回 下水道地震・津波対策技術検討委員会では震災後の復旧対応状況と課
題について議論され，以下の課題抽出を行いました。
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津波による市街地等の壊滅的被害を想定していない。
被災時における職員の極端な不足
自家発燃料等の不足など長期的な被害を想定していない
他自治体の調査支援の受け入れ体制が不十分
流域内および近隣自治体との調整不足
民間企業との調整不足

これらの課題を基に「下水道BCPのあり方」について議論され，マニュアル改訂の方向性として以下の２点について検討される
ことになりました。
◆津波による被害想定とその対応
◆広域かつ長期的な被害に対する対応
今後は，委員会での内容を受け，下水道BCPマニュアル検討委員会（仮称）にて現在の下水道BCP策定マニュアル（地震編）
～第１版～の改訂について詳細に検討します。下水道機構は委員会の事務局として取り組んでいきます。

余震による液状化被害拡大
液状化対策技術検討会議（国土交通省 技術調査課）が実施した関東地方周辺の調査によると、１都６県に渡って少なくとも96市
区町村に及ぶ極めて広い範囲で液状化現象が発生し、特に、東京湾岸地域や利根川下流域等の埋立地、旧河道・旧池沼等で集中して
液状化が発生したと報告されています。
本機構では，東京湾岸地域や利根川下流域での広域的な液状化現象について，調査を行っています。液状化現象を引き起こした今
回の地震の特徴として，地震での揺れる時間が非常に長かったことが液状化を引き起こした原因の一つとされ，また，本震発生後，
約29分に発生した余震も液状化被害を大きくした要因と言われています。今後は，東北地方太平洋沖地震による下水道管路施設の被
害を詳細に調査する一方，現状の耐震対策の有効性や全面的な液状化地域での被害傾向を調査し，下水道管路施設の耐震対策の検討
を進めていきます。
新木場での本震直後と余震後の写真の比較
本震直後は噴砂，噴水はまだ一部で見ら
れる程度でしたが，余震後は，道路・歩道
まで全面に噴砂が見られ，被害が拡大した
ことが分かります。

14時59分撮影（本震後）

16時32分撮影（余震後）
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ヒアリングのまとめ
●マンホールの被害は，突出より，躯体の破損やズレの被害が特徴的であった
●管渠は，たるみの被害が多い他，過去の地震では報告例の少ない，継手ズレや破損・クラックといった大きな損傷が見られた
ヒアリングのまとめ
●管きょ及びマンホール内に土砂が大量に流入し固まり閉塞した。土砂撤去が困難であり，長期間の下水道使用制限に繋がった
●マンホールの被害は、突出より、躯体の破損やズレの被害が特徴的であった
●土砂流入は，管路・マンホール・ます・取付管の継手損傷部からの流入に加え，宅内排水設備管からも流入したと考えられる
●管渠は、たるみの被害が多い他、過去の地震では報告例の少ない、継手ズレや破損・クラックと
●管渠内への土砂の流入量は，過去の地震時より多い傾向にある（過去の地震報告書では，マンホール蓋部分まで堆積した様子
た大きな損傷が見られた
はなかった）
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審査証明技術の耐震性能についてアンケートを実施
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も流入したと考えられる
下水道機構の建設技術審査証明技術における耐震化技術には，「下水道施設の耐震対策指針と解説－2006年版－社団法人日本
●管渠内への土砂の流入量は、過去の地震時より多い傾向にある（過去の地震報告書では、マンホ
下水道協会」の考え方を取り入れた技術として，①液状化によるマンホールの浮上抑制技術－２技術，②管きょとマンホールとの
蓋部分まで堆積した様子はなかった）
接続部の耐震化技術－20技術，③ボックスカルバートにおける継手部の耐震化技術－５技術，④「管きょ更生工法の耐震設計の
考え方（案）と計算例 平成20年９月 社団法人日本下水道協会」に対応する技術として管きょ更生技術が自立管，複合管あわせ
て－24技術 ，⑤その他耐震性を掲げた工法・資材－５技術があります。
放射性物質に関する調査検討
本機構では，震災後，耐震技術の効果を確認するために，既に審査証明を交付した上記56技術に対し，地震後（今回または過
東北地方太平洋沖地震により発生した福島第一原子力発電所の事故に伴い、下水汚
去）における耐震性能についての追跡調査に関するアンケートを実施して，現在18技術から回答をいただいています。
また，審査証明変更・更新時の際は，地震時の追跡調査結果を，参考資料として提出することを促し，自治体がより安心して採
に放射性物質が検出されており、有効利用や処分等への影響が生じています。これを受
用できるよう審査明事業を進めていきます。
国土交通省では原子力災害対策本部の通知等を踏まえ、各分野の有識者を集めた「下

における放射性物質対策に関する検討会」を設け、今後の対策を検討しています。

下水道機構では、国土交通省からの受託により、地表面に降下した放射性物質に関

地震による放射性物質下水処理場流入プロセス、濃度推移検討

現地調査や流出解析シミュレーションを実施し、放射性セシウムが下水処理場に流入
プロセス並びに今後の濃度推移に関する検討を行っています。
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東北地方太平洋沖地震により発生した福島第一原子力発電所の事故に伴い，下水汚泥中に放射性物質が検出されており，有効利
雨天時に地表面から下水道へ流入する放射性セシウムの挙動を把握し、そのメカニ
用や処分等への影響が生じています。これを受け，国土交通省では原子力災害対策本部の通知等を踏まえ，各分野の有識者を集め
を検討することは、今後の流入の推移および下水汚泥の放射能濃度の推移を見通すう
た「下水道における放射性物質対策に関する検討会」を設け，今後の対策を検討しています。
有用な知見が得られると考えられます。放射性物質対策の促進に寄与するため、今後
本機構では，国土交通省からの受託により，地表面に降下した放射性物質に関する現地調査や流出解析シミュレーションを実施
査研究を継続する予定です。また、発生する汚泥の減量化やエネルギー化に対する検
し，放射性セシウムが下水処理場に流入するプロセス並びに今後の濃度推移に関する検討を行っています。
提案も行っています。
雨天時に地表面から下水道へ流入する放射性セシウムの
下水道機構における検討範囲 ・地表及び堆積物のCs濃度調査
・流出解析シミュレーション など
挙動を把握し，そのメカニズムを検討することは，今後の
２．降雨
１．放出、移送、拡散
流入の推移および下水汚泥の放射能濃度の推移を見通すう
Cs
えで有用な知見が得られると考えられます。放射性物質対
４．下水処理、汚泥処理
策の促進に寄与するため，今後も調査研究を継続する予定
３．流出、流下
Cs
処理水
です。また，発生する汚泥の減量化やエネルギー化に対す
原発
下水処理場
Cs
Cs
る検討や提案も行っています。
下水汚泥

下水道機構における検討内容

・汚泥減量化技術
・エネルギー化技術などの適用検討

下水道機構における検討内容

