横須賀市下水処理場等の
地震・津波対策
基本計画に係る共同研究

1.

研究目的及び概要

横須賀市は行政人口約 40 万人で単独公共下水道
４処理区を有する都市である。東西を海に面し，沿
岸地域に多くの下水道施設が配置されており，特に
相模湾側は東海・東南海地震により発生する津波の
被害が想定され，津波対策の策定と実施が急務とい
える。効率的な津波対策計画の立案と実行のために
は信頼性の高い被害予測が必須で
あるが，下水道施設に適用できる
被害予測手法は確立されていない。
したがって，本研究では西浄化セ
ンターの数値解析シミュレーショ
ンを用いた津波被害に基づく津波
対策基本計画を策定した。
また，西浄化センター以外の下
水道施設ならびに沿岸地域の水道
施設についても簡便な手法による
被害想定に基づき津波対策を立案
した。

2.

場等の津波対策基本計画に関する検討委員会」を設
置し検証を行った。

3.

研究内容

3.1 検討フロー
本研究における検討フローを図－２に示す。西浄
化センターは数値解析モデルを構築し，シミュレー

研究体制

本研究は，フィールドとなる横
須賀市及び（財）下水道新技術推
進機構にて共同実施したものであ
る。数値解析シミュレーションや
津波対策の妥当性及び対策の有用
性を確保するため，学識経験者等
で構成される「横須賀市下水処理
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横須賀市下水道計画位置図

ションに基づいて最大クラスの津波における計画津
波浸水位を設定する。同水位のときの場内構造物や
処理機能への被害を想定し，その結果に基づき津波
対策を立案する。一方，それ以外の施設は，簡便な
手法として，神奈川県津波浸水想定図より最大クラ
スの津波における各施設別計画津波浸水位を設定し，
これに基づき被害想定を行い，津波対策を立案する。
対策優先順位は全施設を対象に行い，事業手順を
いったん決定後，施設改築や地震対策などの関連事
業間の調整を行い，津波対策基本計画を策定した。
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計算対象範囲と精度

3.2.3 解析モデルの妥当性の検証結果
基本モデルの妥当性の検証は，南蒲生浄化セン
ターにおける各観測地点における観測値と数値解析
シミュレーションにおける計算を比較することで行
う。比較の結果，観測値と計算値はほぼ近似した結
果が得られたため，解析モデルの妥当性は確保され
ているものと判断した。

対策優先順位の設定
関連事業との調整
津波対策基本計画の策定
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検討フロー

3.2 基本モデルによる解析モデルの妥当性検証
3.2.1 使用する解析モデル
本研究では数値解析シミュレーションモデルにつ
いて，東北大学モデル「TUNAMI」を使用した。同モ
デルはわが国の多くの津波解析に適用されているモ
デルである。
3.2.2 基本モデル
基本モデルは数値解析モデルの下水道施設におけ
る津波浸水被害の再現性を検証するために構築する。
津波解析は過去の実績などに基づく解析モデルの妥
当性検証が困難であるため，東日本大震災において
津波により被害を受けた仙台市南蒲生浄化センター
を対象とした解析モデルを構築し，これを基本モデ
ルとした。
基本モデルの解析精度について，計算単位メッ
シュは 1350m メッシュから段階的に 2m メッシュまで
細かく計算を行っている。
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観測値と計算値の比較

3.3 西浄化センターの津波被害想定
3.3.1 対象地震の整理
数値解析シミュレーション結果を基に，西浄化セ
ンターにおける最大クラスの津波及び頻度の高い津
波を設定する。計算の結果，最大クラスの津波は明
応型地震によるもの，頻度の高い津波は南関東地震

によるものとなった。

は以下のとおりとした。

【計算：2m メッシュ】
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西浄化センター最大クラスの津波浸水想定

【再計算：2m メッシュ】
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西浄化センター頻度の高い津波浸水想定
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3.3.2 計画津波浸水位の設定
計画津波浸水位は場内の各建物壁面における最大
水位を整理し，建物毎に最大水位を採用する。
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津波波力の算定方法

3.3.4 漂流物の侵入による被害想定
数値解析シミュレーションにより津波の流向・流
速を確認し，漂流物の敷地内への侵入ルートと構造
物への衝突位置を想定した。ただし，漂流物の種別
までは特定できないため，被害が発生する可能性の
ある箇所を把握するまでとした。

計画津波浸水位の設定（西浄化センター）
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3.3.3 西浄化センターの津波波力の算定
今後の構造物耐震診断等において詳細な津波波力
による構造性能評価を行うため，シミュレーション
結果に基づき波力を算定した。津波波力の算定方法

漂流物による被害想定箇所

3.3.5 場内施設の屋内浸水に伴う被害想定
計画津波浸水位に基づき場内施設の屋内浸水区画
を検討した。その結果，揚水・消毒・沈殿・脱水（送

泥）施設及びその他の施設全てが機能停止に陥る可
能性が高いことが明らかとなった。
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西浄化センター各棟の浸水区画

3.3.6 逆流による被害（頻度の高い津波）
最大クラスの津波では場内各棟の地上開口部より
津波が浸入し機能停止に陥るが，頻度の高い津波で
あっても，津波が河川を遡上し，最初沈殿池にまで
排水が混入するため，沈殿汚泥の巻上げ，活性汚泥
の不活性化など処理機能が低下する被害を受ける可
能性がある。
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神奈川県で公表される浸水予測図を基に最大クラス
の津波と各施設の計画津波浸水位を設定し，津波被
害想定を行った。
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下町浄化センター津波浸水予測図

津波被害想定は，計画津波浸水位に基づき各施設
の竣工図及び現場調査結果より，建物内部への津波
浸入経路となる開口を抽出し，浸水区画を整理した。
施設によっては浸水規模が軽微で各機能への影響の
無いもののある。横須賀市では，西浄化センター以
外の本研究対象施設 2 処理場，15 ポンプ場のうち，
1 処理場，11 ポンプ場で津波浸水により揚水機能が
停止する可能性があることが分かった。

津波の逆流による被害想定

3.3.7 津波到達･浸水時間
数値解析シミュレーション結果より，西浄化セン
ターの津波到達時間を想定すると，最大クラス津波
である明応型地震で，第 1 波最大津波は地震発生よ
り約 55 分後，第 2 波最大津波は約 85 分後と想定さ
れる。また，計算時間を 12 時間まで延伸したシミュ
レーション結果より，最大クラスの津波における浸
水時間を試算した。その結果，西浄化センター直近
の国道（緊急輸送路）の浸水深は地震発生後，約４
時間経過すると浸水深が 30cm 以下となり，浄化セン
ターへ向かう市道は約 12 時間経過しても浸水深
50cm に達することが分かり，同路線は作業員及び物
資の輸送には適さない結果を得た。
3.4 簡便な手法による被害想定
西浄化センター以外の施設は，簡便な手法として，
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浦賀ポンプ場の津波浸入経路と浸水区画

3.5 耐津波対策の立案
3.5.1 耐津波対策の適用方針
耐津波対策は既設を対象とした対策のため，経済
性，施工性，維持管理性において，防災対策が実施
できない可能性が高い。したがって，対策の適用の

考え方は下図のとおりとし，柔軟にかつ段階的に対
策を行う方針とした。

図－14
耐津波対策適用の考え方
3.5.2 対策実施の優先度
全ての処理機能に対し対策を実施することは困難
であるため，求められる耐津波性能を踏まえ，対策
実施の優先度は以下のとおりとした。
① 人命の確保
② 逆流防止機能，揚水(ポンプ・電気設備)・消
毒機能の確保
③ 沈殿(最初沈殿池)機能・脱水機能の確保
④ その他機能の確保
3.5.3 既存構造物の防災対策レベル
既存構造物を活用した耐津波対策として対策レベ
ルを４段階に分けて考え，各施設で適用可能な対策
を抽出し，事業費算出を行った。各施設で採用する
対策レベルは，極力施設全体の防水化を図りつつも
経済性と実現可能性を重視した選定を行った。
対策レベルⅠ：施設敷地
周囲を防波堤で囲う，設
備の高所移転などリスク
を回避する対策
対策レベルⅡ：建物周り
の開口部を防水化するリ
スク低減対策
対策レベルⅢ：屋内の耐
水化するブロックを特定
し出入口を防水化するリ
スク低減対策
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対策レベルのイメージ

対策レベルⅣ：主要設備を防水化するリスク低減対
策
3.5.4 避難対策
各施設のフロアレベルと計画津波浸水位の関係か
ら場内施設で避難可能な建物が無い施設については
近隣の高所施設へ避難する方針とした。ただし，津
久井ポンプ場については，周辺に高所施設が無いこ
とから，同ポンプ場に避難設備の追加及び建築構造
の改造によりポンプ棟屋上までの避難経路を確保す

る方針とした。現場作業員とともに周辺住民の避難
場所としての活用も期待される。
3.5.5 緊急遮断機能に対する対策
施設流入部の緊急遮断ゲートは災害時に施設を守
るために設置される。津波発生時は，下水道管を通
じた屋内からの溢水を防止するための機能といえる。
本研究では津波浸水被害が想定される処理場・ポン
プ場の流入ゲートの状況を調査した。その結果，遠
隔監視できない無人ポンプ場があり，これら施設に
ついては短期目標として警報設定器の設置と中央監
視室における人為的操作による対策とし，将来的に
は緊急遮断ゲートの設置を位置づけた。
3.5.6 管路施設の対策
放流先河川や海域が津波による水位が上昇すると，
陸上を津波が遡上する前に，雨水吐室を介して処理
場へ海水が流入し，さらにはマンホールより海水が
溢水することになる。下水処理機能及び市民の避難
行動において支障となるため，耐津波対策が必要と
考えられる。対策としては，
①吐口部のフラップゲー
トの設置，②溢水の可能性の高いマンホール蓋の浮
上・飛散型への交換とした。
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管路施設の津波被害と対策

3.6 対策施設の優先順位の設定
津波浸水施設の対策優先順位は，以下の考え方に
そって決定した。
優先順位①：処理場（終末施設であるため）
優先順位②：雨水ポンプを有する施設（津波による
湛水を排除しないことには通常の下水処理ができな
いため）
優先順位③：可搬式ポンプによる事後対策対応の可

否（小規模ポンプ場では今後購入予定の可搬式ポン
プによる排水が可能であるため優先順位が低い）
3.7 関連事業との調整
現在市で進められる改築事業，地震対策事業は津
波対策事業と一体で進めることで効率的な事業を推
進することができる。ここで，各事業の優先順位は
以下のとおりとした。

図－17 各事業の優先順位
この優先順位の考え方を踏まえた事業スケジュー
ルは下図の考え方にそって設定した。

策を検討する。上水道では耐津波対策に関する具体
的な基準がないため，下水道の耐津波対策の考え方
に基づき検討を行った。対象施設は以下のとおり。
表－１ 対象施設一覧（上水道施設）
位置

地盤高

走水水源地

施設名

走水 1-2-1

2.80ｍ

走水ポンプ所

走水 1-2-1

2.63ｍ

三春町管理立坑

三春町 2-12

2.20ｍ

安浦公園管理立坑

安浦町 2-1

2.10ｍ

2 被害想定
走水水源地及び走水ポンプ所では，災害用膜処理
設備や送水ポンプ室，災害用備蓄倉庫などが浸水す
ることにより，浄水機能・送水機能が停止するとと
もに，備蓄資材が使用できない事態が想定された。
三春町管理立坑及び安浦公園管理立坑は，立坑内が
冠水することにより，非常用給水ポンプ設備が浸水
し，応急給水機能が停止する事態が想定された。
3 耐津波対策
下水道の防災対策における対策レベルの考え方と
整合を図り，全ての施設について対策レベルⅡの対
策を行う。

5.

図－18

4.

各事業間のスケジュール設定の考え方

上水道施設の津波対策基本計画

本研究では，沿岸部に位置する上水道施設につい
ても津波対策基本計画を策定した。考え方及び計画
内容は以下のとおりとした。
1 基本方針
神奈川県浸水予測図に基づく「最大クラスの津波」
による浸水想定深に基づき，横須賀市の水道施設（管
路を除く）について津波被害想定を行い，耐津波対
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本研究のまとめ

本研究は，横須賀市をフィールドとし，数値解析
シミュレーションと簡便な手法により上下水道施設
の津波対策基本計画の策定を行ったものである。特
に本市の西側・南側地区は総じて浸水深が高い傾向
にあることが判明した。対策検討を行った結果，施
設の対策優先度が高く，かつ津波浸水被害が甚大と
なる西浄化センターについては揚水機能のみ対策レ
ベルⅡを実施し，その他の機能は減災対策対応とす
ることとした。また，避難対策については，現状に
おいて避難場所の確保が困難な津久井ポンプ場の避
難対策を短期目標にすえることで，人命の確保に対
する対策は早期完了を目指すこととなった。
現在，下水道協会で波力を踏まえた構造計算手法
を検討しており，計算手法が確立した段階で，本研
究の成果を活用することにより，開口部の対策のみ
でなく，建築構造物の補強や耐津波壁等の設計に波
力を適切に反映させ，効果的な対策を行うことが可
能である。
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