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高知県下水道地震･津波対策
ガイドライン策定に関する共同研究

1.

研究目的及び概要

2.

研究方針

高知県では，南海トラフの巨大地震発生に伴う津
本研究は，防災・減災対策の現状と地震・津波に
波により，県内の下水処理場の大半（14/20 箇所）
よる被害想定を踏まえ，高知県内自治体の実情に応
が浸水被害をうけるとの想定が平成 24 年 5 月に公表
じた地震・津波対策の進め方を整理し，加えて，国・
された。東日本大震災でも教訓となったように，下
研究機関で検討されている最新の知見を盛り込んで，
水道の機能停止は住民生活へ甚大な影響を及ぼすば
地震・津波対策ガイドラインの作成を行った。共同
かりか，市街地へ汚水が溢れる等，衛生的にも感染
研究実施フローを図－１示す。
症などの二次災害が懸念される。また，浸水被害が
予測されていない処理場においても震度が 7 に見直
され，地震動による機能停止も危惧される。
そこで，本研究では，高知県内の各自治体が「地
震・津波対策計画」や「下水道 BCP」
地震・津波関連情報
下水道事業における防災・減災対策
状況に対するアンケート作成
の収集整理
を策定する際に有用となるような，
地震・津波対策の進め方を示す高知
地震における概略被害
津波における概略被害想定手法の整理
想定手法の整理
《委員会にて想定手法を確立》
県下水道地震・津波ガイドライン（以
下，「ガイドライン」という。）を策
対象津波の選定
対象地震の選定
定することを目的とした。
下水処理場・ポンプ場の概略
下水道管路・処理場・ポンプ場の概略
なお，ガイドラインの作成にあた
津波被害想定手法の整理
地震被害想定手法の整理
り，市町村と県が連携して地震・津
被害想定手法の勉強会
《自治体職員を対象に整理した被害想定手法を説明》
波対策を推進するため，高知県下水
道地震・津波対策検討委員会（事務
被害想定
【自治体が実施】
局：高知県，補助：下水道機構，以
下，「委員会」という。）が設置され
防災・減災対策のまとめ
被害想定のまとめ
《アンケート集計、整理》
《自治体が実施した被害想定を整理》
た。委員会は，国，県，学識経験者，
下水道事業を実施する県内全市町村
地震・津波対策の進め方の整理
《高知県の地域的特長を考慮したハードとソフト対策それぞれの進め方の整理》
の下水道管理者で構成され，平成 24
年 10 月～平成 25 年 11 月にかけて全
地震・津波対策ガイドラインの作成
5 回行われた。
図－１ 共同研究実施フロー
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研究内容

3－1 地震・津波関連情報の収集整理
高知県における最新の地震関連情報として，次の
情報を収集・整理した。
＜県の防災部局より収集＞
・詳細震度分布図（GIS データ・図面）
・液状化危険度ランク図（GIS データ・図面）
・津波浸水区域図（GIS データ・図面）
＜各自治体より収集＞
・下水道計画一般図
（S=10,000 程度，GIS データ・図面）
・処理場・ポンプ場計画一般図 等
（建物が判別できるもの）
3－2 防災・減災対策状況に対するアンケート
下水道事業における地震・津波に対する防災・減
災対策状況の把握を目的に，各自治体に対して以下
の項目についてアンケートを実施した。
・地域防災計画等で検討している地震の確認
・下水道事業認可区域／人口・整備区域／整備人口
・下水管路：整備済み延長(汚水・雨水・合流／地
区別)・耐震化路線・長寿命化対象路線
・下水処理場・ポンプ場：今後の耐震化計画（年
度毎）／診断結果
・下水道 BCP 策定マニュアル巻末チェックリスト
の内容 等
3－3 地震による被害想定手法の検討
地震動による下水道施設の被害想定は，対象地域
における地震動と液状化危険度に対する処理場・ポ
ンプ場・管路施設の諸元に基づいて，
「大規模地震に
よる被害想定手法及び被害想定結果の活用方法に関
するマニュアル（案）」
（平成 17 年 3 月（財）下水道
新技術推進機構）に示される方法を基本として，図
－２に示す方法で簡易な被害想定を実施するものと
した。
＜処理場・ポンプ場＞
3）処理場・ポンプ場
については立地条件
等と過去の被害状況
から被害を想定

＜管路施設＞
4）過去の被害実績条件
から被災率を設定、被災
延長を算出
3）図面上にて延長また
はメッシュ数を測定し、
地震 動及び液状化危険
度ラ ンク毎の管路延長
を算出

3－4 津波による被害想定手法の検討
本研究で対象とする津波は，最大クラスの津波で
ある南海トラフ地震（平成 24 年 12 月 10 日 高知県
公表）とし，必要に応じて頻度の高い津波である安
政の南海地震クラス（平成 24 年 12 月 10 日 高知県
想定）を対象とした。また，重要度の高い施設や被
害による影響度が大きい施設に対しては，詳細な検
討が有益となるため，津波シミュレーションを実施
し，被害想定に活用した。
（1）処理場・ポンプ場の被害想定手法
処理場・ポンプ場の津波による被害想定は，人命
の確保のための避難場所の有無の確認と開口部から
浸入する津波による機械・電気設備の機能停止を対
象とした。図－３に津波による浸水想定イメージを
示す。
開口部；窓・扉・シャ
ッター、ガラリ

津波浸水深

図－２

下水道施設の地震被害想定方法

津波

▼施設敷地地盤高
開口部から津波
が浸入・浸水
被害を受ける障
害・設備の判定

階段等を通じて
流下・浸水

図－３

津波による浸水想定イメージ

対策実施の優先度を判断するため，「避難機能」，
「揚水・消毒機能」
，
「沈殿・脱水機能」
，
「その他機
能（生物処理，用水，管理）」に関連する構造物ごと
に浸水被害を区分し，被害を受ける設備を特定する。
（図－４）
基本機能

主要機能

揚水・消毒・放流 動力供給
下水道が有すべき機能

（動力）
沈殿・脱水

迅速に復旧すべき機能

機器・設備の配置位置
受変電室、電気室、自家発電気室

揚水・放流 揚水ポンプ設備、電動機室、放流ポンプ設備
消毒

消毒注入設備、消毒剤貯留設備

動力供給

電気室

（動力）

沈殿
脱水

汚泥濃縮設備、汚泥脱水設備、汚泥濃縮・脱水に関連する設備

その他

高級処理

生物反応槽、最終沈殿池、送風設備

用水

砂ろ過設備等

その他

その他

その他の設備

最初沈殿池、最初沈殿池に関連する設備

浸水区画

■津波により障害を受ける区画・機能
施設敷地地盤高(m)
（ ① ）

施設階数

床高さ(m)

1.30
最大浸水深(m)
（ ② ）

屋上ｽﾗﾌﾞ2

15.60

屋上ｽﾗﾌﾞ1

12.60

3.67
計画津波浸水位(m)
（ ① + ② ）

地上2階

8.80

電気室

地上1階

3.50

発電機室

4.97→5.0

地下1階ｽﾗﾌﾞ

0.00

地下2階

-5.00

ﾎﾟﾝﾌﾟ井

-8.30

2）詳細震度分布図、液状化危険度ランク図の照
合（地震動及びＰＬ値の整理）４分の１地域メ
ッシュ(約 230×290 メッシュ)
1）整備済みの下水道管路、処理場・ポンプ場の
位置の把握（平面図等の整理）

津波浸水位以
下の高さに開
口部があるフ
ロアは、浸水す
るものと判定

▼計画津波浸水位

図－４

各区画・機能・浸水有無

排気ファン室

濃縮タンク室 濃縮タンク室

受水槽

脱臭機室

脱水機室

排気ファン室 排気ファン室 し査搬出室
ポンプ室

濃縮槽

ポンプ室

濃縮槽

沈砂池

沈砂池機械
室
ﾎﾟﾝﾌﾟ井

浸水により障害を受ける機能まとめ
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（2）管路（処理区域）の被害想定手法
津波による管路の被害想定については，構造的な
被害ではなく発災時において被災を受ける処理区域
内人口と下水発生量（日平均）を対象とした。
①下水道計画一般図と津波浸水想定図を重ね，現
況（整備済み）の処理区域と全体計画区域界を
整理し，木造家屋が全壊するとされる，浸水深
3m 以上の区域を整理し，津波被災後における下
水処理区域内の住民数を想定し，下水道サービ
スエリアの被災率を算出する。
②現況（整備済み）
・全体計画における日平均処理
場流入量に下水道サービスエリアの被災率を乗
じ，津波被災時における下水発生量を想定する。
（3）マンホールポンプの被害想定方法
津波により被災するマンホールポンプ（MP）の被
害想定は，以下の手順で実施するものとした。
①前述の下水道計画一般図の浸水深表示図に，MP
位置を記入する。
②MP の浸水深区分ごとに整理する。浸水深 2ｍ以
上の場合は基本的には操作盤が水没し機能を失
うと想定する。
3－5

被害想定手法の勉強会の実施（自治体による
被害想定の実施）
被害想定に必要な加工データ等を作成した後，自
治体を対象に被害想定を行うための勉強会を実施し
た。
（図－５）
各自治体は，この勉強会を受け，自らで被害想定
作業を行った。

図－５

被害想定手法の勉強会風景

3－6 地震・津波による被害想定のまとめ
（1）下水道の地震・津波対策の現状把握
各自治体から回収した平成 23 年度末の現状アン
ケート結果を以下に示す。
1）処理場・ポンプ場の地震対策：処理場では約半
数，ポンプ場では約 1/3 の施設が耐震化を実施して
いた。

2）管路施設の地震対策：重要な幹線等における耐
震診断及び耐震化については，全体の約 35％が耐
震化済であった。
3）津波対策：県内の処理場（20 箇所）・ポンプ場
（48 箇所）は，海岸からの距離が短く，防潮堤
の設置予定が無い自治体においても，津波対策が
実施されていないのが現状であった。
4）下水道 BCP の策定：ほとんどの自治体は策定し
ておらず，必要な資機材も確保できていない状況
であった。
（2）地震による被害
1）処理場・ポンプ施設の被害
最大クラスの地震では，高知県内のすべての自治
体で震度 6 弱以上であり，処理場で 20 箇所中 11 箇
所(55%)，ポンプ場で 48 箇所中 34 箇所(71%)が地震
による被害を受け，緊急時に確保すべき揚水・消毒・
放流機能の確保ができないと想定された。
2）管路施設の被害
平成 23 年度末の状況では，汚水（分流）の平均被
害率は 25 処理区中 20 箇所で 10％以下に該当した。
ただし，高知市の合流区域では地震により被害を受
けやすいとされる陶管の整備比率が高いため 20％
を超える被害率となった。また，雨水についても，
平均被害率は 21 排水区中 18 箇所で 10％以下であっ
たが，海岸沿いで液状化危険度が高い排水区では
10%を越える被害率となった。
（3）津波による被害
1）処理場・ポンプ施設の被害
平成 23 年度末における，処理場・ポンプ場の津波
被害を想定した結果，最大クラスの津波及び頻度の
高い津波による被害は，沿岸域に位置する施設が多
いため，全施設の約 70％で被害が想定される。
また，最大クラスの津波時においては確保すべき
揚水・消毒・放流機能に被害を受ける比率は，処理
場で 20 箇所中 14 箇所（70%）
，ポンプ場で 48 箇所中
25 箇所（52％）となった。
2）管路（処理区域）の被害
最大クラス津波により沿岸域の自治体では，処理
区からの汚水発生量が現状の 30%以下になることが
わかった。一方で，津波来襲時でも比較的高台のエ
リアでは，現状の 70%を超える汚水が発生するもの
と想定された。
3）マンホールポンプの被害
最大クラスの津波により被害が想定される自治体
での被害率は 70％以上となった。
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3－7 ガイドラインの作成
（1）作成方針及び運用方針
ガイドラインは，南海トラフの巨大地震発生時に
おいても下水道が有すべき機能である『①命を守る，
②トイレ使用の確保，③公衆衛生の保全，④浸水の
防除，⑤応急対策活動の確保』を確保するためのも
のであり，地震・津波に関する各自治体の現状と被

害想定結果，国の指針等から高知県における地震・
津波対策の方向性をとりまとめ，下水道管理者が「地
震・津波対策計画」や「下水道 BCP」を策定する上
での留意点等をとりまとめた。また，地震・津波に
対する防災力は，経年的に変化することから必要に
応じてモニタリングを行い，ガイドラインを見直す
等，発展性のある運用方針を示した。
（図－６）

基 本 方 針
○目的
東日本大震災の事例や新たな知見に基づいて、県内の下水道施設の地震・津波対策を推進するため、各下水道施設で何が最優先される対策か、被害を受けた下
水道のサービスをどう回復するのかなど、地域の実情に応じた社会システムとしての※「下水道が有すべき機能」が確保されるよう地震・津波対策の道筋を示す。
※下水道が有すべき機能；①人命を守る ②トイ レの使用の確保 ③公衆衛生の保全 ④浸水の防除
⑤応急対策活動の確保 （下水道地震・津波技術検討委員会提言 Ｈ２ ４．３ 国土交通省）

○対象とする地震・津波
対象とする地震・津波は基本的に「最大クラスの地震・津波」とするが、必要に応じて「頻度の高い地震・津波」
の検討も行うこととする。
「最大クラスの地震・津波」；平成２４年１２月１０日に高知県が公表した、南海トラフ地震とする。
「頻度の高い地震・津波」 ；平成２４年１２月１０日に高知県が想定した、安政の南海地震とする。

最大クラスの地震・津波

○対象施設
①下水処理場
頻度の高い地震・津波
②ポンプ場（合流・汚水・雨水）
③下水管路（地震に対しては、「重要な幹線等」と「その他の管路」の防災対策を検討し、津波に対しては処理区・排水区域内における減災対策を検討する）

高知県下水道地震・津波対策検討
委員会の役割
現状把握・被害想定（下水道管理者の職員が実施）
○現状把握 ○被害想定(勉強会の実施）
地震・津波
対策の
現状把握と
管理体制等
○現状把握
・アンケー
ト調査に基
づき対策状
況や職員数、
緊急時対応
等を整理。

地震被害想定
・下水処理場、ポンプ場（基本機能の確保の有無等）
・下水管路（被害延長、被害率等）
津波被害想定
・下水処理場、ポンプ場（基本機
能の確保の有無等）
・処理区・排水区域（被災後にお
ける区域内の汚水発生量等）

○津波シミュレーション(詳細被害想定)

国の地震･津波
対策指針
・国の指針、提言等に
基づいて地震・津波
対策の方向性を整
理

下水道管理者の役割

津波被害想定
・下水処理場（津波シミュレーションによ
る詳細な浸水深、波力、漂流物等を用い
た被害の想定）

○定期的な見直し
地震・津波対策の
進捗状況を定期的
にモニタリングし、被
害想定を見直すこと
で、必要に応じて段

高知県下水道地震・津波対策ガイドライン

階的な『下水道地

下水道管理者が地震・津波対策の計画や整備を行う際に重要となる着眼点や留意点を整理のうえに、整備メニュー
やコスト等を踏まえた『下水道地震・津波対策ガイドライン』により、市町村の取組の促進を図る。

震・津波対策計画』
及び『下水道ＢＣＰ』
の策定が可能となる。

防災対策
（ハード）

・・・下水道の有すべき機能を確保するため、処理区、排水区の特性（地域特性）を踏まえた上で、防災対策を基本
としつつも、代替機能の確保なども考慮し、優先的に取り組むべき対策について方針を示す。

・・・BCPについても全ての項目を一度に策定するのではなく、現状の防災対策の状況を踏まえ優先的に取り組む
減災対策
（ソフト）
べき内容を抽出し、段階的に策定していくための方針を示す。
○地震・津波対策
・自治体が施設の防災対策（ハード）を実施するにあたり、必要となる対策メニューを示すとともに、対策の概算費用を例示する。

○津波シミュレーションによる津波対策
・詳細な浸水深、波力、漂流物の有無に基づく、津波対策メニューを示すとともに、概算費用を算出する。

○下水道ＢＣＰ
・優先して実施すべき事項として挙げられた減災対策の実施に向け、着眼点や留意点等、具体的な事例を示す。

下水道管理者の役割（県・市町村）
○○市、○○町、○○村
『下水道地震・津波対策計画』の策定
『下水道ＢＣＰ』の策定

図－６

下水道施設の
地震・津波対策を実施

ガイドラインと運用方針

下水道が有すべき機能の確保
（①人命を守る、②トイレの使用の確保、③公
衆衛生の保全、④浸水の防除、⑤応急対策
活動の確保）
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（2）ガイドラインの構成
ガイドラインの構成を以下に示す。
■第1章 総則

■第5章 下水道BCPの策定方針

・ガイドラインの目的

・下水道BCPの策定方針

・対象とする地震・津波、施設等

・高知県における相互連携の仕組み

■第2章 地震津波対策の現状把握

■第6章 津波シミュレーションの活用

・各自治体の地震・津波対策、BCP策定の現状把握（アンケート）
■第3章 地震・津波による被害想定

・津波シミュレーションを用いた設計外力の設定

・各自治体職員が行った下水道施設の被害想定のとりまとめ
■第4章 地震・津波対策の方針

・下水道BCP策定時の留意点

・高知県の地震・津波対策の方針など

●添付資料 高知県における下水道施設の災害時支援協定書（3協定書）

（3）ガイドラインのポイント
1）津波対策の方針を明示
ガイドラインにおける津波対策（ハード及びソフ
ト対策）のフローを図－７に示す。各自治体で最大
クラスの津波に対する被害想定を実施した結果，
「被
災による社会的影響及び被害額」に対して技術的に
対策が可能で，
「防災対策費用」の投資効果がある場
合は，最大クラスの津波をハード対策の対象とした。
一方，技術的に対策が難しい場合や投資効果が見ら
れない場合で，頻度の高い津波に対して海岸保全施
設等で防護できない場合については，頻度の高い津
波をハード対策の対象と位置づけ，最大クラスの津
波の対策はソフト対策で行うものとした。（ただし，
人命の確保については防災対策も検討する）
最大クラスの津波
①ハード対策；投資効果があり、技術的に対策が可能な場合
（段階的整備の場合は、減災により補完する）
②ソフト対策 ；上記以外の場合
（人命の確保については、防災対策も検討する）

頻度の高い津波

「被災による社会的影響及び被害額」に
対して「防災対策費用」の投資効果
があり、技術的に対策が可能な場合

NO

③ハード対策；海岸保全施設等or下水道施設で防護

YES
①最大クラスの津波；ハード対策

図－７

■第7章 地震・津波対策メニュー及びBCP策定時の留意点
・地震・津波対策メニューと対策立案イメージ

・国の地震・津波対策の考え方

「最大クラスの津波」
に対する被害想定の結果

・津波シミュレーションの実施計画

②最大クラスの津波；ソフト対策
（頻度の高い津波～最大クラスの津波）
③頻度の高い津波；ハード対策
（※海岸保全施設で防護できない場合に、
下水道施設で防護するもの）

図－８

止水・排水対策の手順

3）下水道 BCP の策定方針を明示
下水道 BCP 策定の際，自治体独自の作業では，作
成手順や優先実施業務の選択，選択した優先実施業
務の許容中断時間の設定等が難しい場合がある。ガ
イドラインでは，「下水道 BCP 策定マニュアル第 2
版（地震・津波編）」
（平成 24 年 3 月 国土交通省）
を参考に，下水道 BCP 策定のフローを明示した他，
高知県における被災時の優先実施業務と許容中断時
間の考え方（図－９），非常時対応計画の概要，災害
発生から機能回復までのイメージ（図－10）を示し，
県内自治体が実際に下水道 BCP 策定を行う上での道
筋を立てている。

津波対策のフロー

2）長期浸水区域の対応方針を明示
高知県では，南海トラフの巨大地震により，広い
範囲で地盤沈下が予想され，堤防や排水機場の被災
により長期的な浸水が発生する区域があると想定さ
れている。ガイドラインでは，長期浸水区域の対応
方針を示す他，長期浸水発生時における止水・排水
対策の手順等を示した。
（図－８）
図－９

優先実施業務と許容中断時間の考え方
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5時間

5）3 つの災害支援協定

5日

⑦簡易処理放流

⑧汚泥処理の対応

のう）

⑥既存水路の活用（
土

⑦簡易処理放流

⑧汚泥処理の対応

⑤消毒剤・
燃料の調達

⑥仮設沈殿池の施工

④仮設ポンプ・
発電機の

の設置

④仮設ポンプ・
発電機

⑤消毒剤・
燃料の調達

設置

③汚水量の把握（
各処

③汚水量の把握（
サービ

【
優先実施業務】

理区）

目標水質ＢＯＤ１２０ｍｇ／Ｌ（
沈殿 消+毒）

③公衆衛生の保全

スエリア）

【
優先実施業務】

処理区での対応

②来訪者・
職員・
関係者の参集

非常時対応計画

下水道ＢＣＰ

事前対策計画

Ⅱ

処理場での対応

①避難・
誘導
③安否確認

Ⅰ

2日
②トイレの使用の確保
①初動体制の確立 ②通信手段の確保

①人命を
守る

下水道の
有すべき機能
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巨大
地震
発生
Ⅲ 訓練・維持改善計画（PDCA）
応急対策活動

行動計画

全庁ＢＣＰ

①災害用トイレの確保・設置（必要数、配置計画の把握）
①救助・救出

②バキューム車の確保・配置（保有台数、能力の把握）

②捜索活動

③し尿処理場の活用（浸水状況の把握）
※集落排水施設、浄化槽の被災状況（浸水状況等の把握）

図－10

災害発生から機能回復までのイメージ

4）津波シミュレーションの活用を推進
3－5 項で示した被害想定に加えて，重要度が高い
施設について，詳細な津波シミュレーションを実施
した。その実施方法は，
「津波シミュレーションモデ
ル利活用マニュアル」
（2013 年 3 月 下水道新技術推
進機構）に基づいた。
（詳細は，本年度の年報で別途
報告）図－11 に高知県が津波浸水想定で用いている
手法に基づく浸水想定図（10m メッシュ）と詳細な
津波シミュレーション（2m メッシュ）を行った場合
の浸水想定図を示す。詳細なシミュレーションは，
県の想定と比較して，より細かいメッシュを用い，
建物の影響を反映した解析であり，堰上げを考慮し
た建物毎の浸水深や波力の算出，敷地内の建物間の
複雑な水の流れを把握するのに有効である。

今回の一連の取り組みの中で，図－12 に示すよ
うに，県と県内 16 市町村による災害時支援協定
を締結するとともに，県と県内 16 市町村と日本
下水道事業団及び日本下水道管路管理業協会と
の災害時支援協定を締結した。これは，委員会で
出された，
「大規模地震に備えるためには，ソフ
ト対策の一環として災害時支援協定が不可欠」と
いった意見を踏まえたものである。支援内容は図
‐12 に示す他，それぞれの団体が，関連する県内
市町村の下水道台帳の保管（バックアップ）を行
うことも含まれており，ガイドラインにそれぞれ
の保管場所が明記されている。
県・１６市町村
【県内自治体間の相互支援協定】
その他の自治体→被災自治体

【支援内容（人的支援等）】
・被災状況調査
・応急・本復旧の検討
・被災証明
・災害査定

高知県、高知市、安芸市、南国市、須崎市、宿毛市
四万十市、香南市、香美市、東洋町、芸西村、土佐町
いの町、中土佐町、越知町、梼原町、四万十町

【支援内容】
・被災状況調査
・応急・本復旧の検討
・被災証明
・災害査定

【処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場の災害時支援協定】

日本下水道管路管理業協会
【管路の災害時支援協定】

県・１６市町村

県・１６市町村

日本下水道事業団

図－12

4.

【支援内容】
・被災状況調査
・応急復旧業務等

高知県内の下水道施設の
災害時支援協定の仕組み

おわりに

本研究では，地震・津波対策についての各自治体
の現状と県の地域特性を踏まえた対策の方針等を整
理し、ガイドラインの策定を行った。このガイドラ
処理場

インが，各自治体で「下水道地震・津波対策計画」
や「下水道 BCP」を策定する際に有用となることを
期待する。今後は，この取り組みで得られた県と市
町村の連携の重要性とガイドラインの在り方を通し
て，全国の下水道事業における地震・津波対策の発
展に寄与していきたい。

図－11

県公表の浸水想定図（左）と詳細なシミュ
レーション（右）に基づく浸水想定図
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