2014 年度 下水道新技術研究所年報

長野県下水道地震対策基本検討及び
下水道ＢＣＰ策定に関する共同研究

1.

研究目的及び概要

長野県には、多くの活断層が存在し、糸魚川－静
岡構造線による地震は 30 年以内の発生確率が約 14%
（H27.1 地震調査研究推進本部）となっている。こ
れらの活断層で地震の規模はマグニチュード 8 前後
で、震度 6 強～7 程度の激しい揺れが想定されてい
ることから、下水道施設にも多大な損害が生じる恐
れがある。このため、大地震による被災後に下水道
の最低限の機能維持及び復旧のための対策が求めら
れる。
表－１ 下水道 BCP 作成団体一覧

そこで、本研究では、長野県、管下の 55 市町村（以
下、「自治体」という。）及び（公財）日本下水道新
技術機構（以下、「下水道機構」という。）により、
大規模な地震被害を想定し、段階的な地震対策手順
を決めると共に、特に「減災」対策として早急に取
り組むべき下水道 BCP の作成を勉強会形式で行うこ
とを目的とした。表－１に今回下水道 BCP を作成し
た団体（県流域事務所＋市町村）一覧を示す。

2.

研究体制

本研究での、各団体の主な役割を図－１に示す。
長野県は、地震データ等の情報提供や各自治体のと
りまとめ及び各流域下水道の BCP 作成を、各自治体
は、地震関連（対策含む）情報の提供及び下水道 BCP
の作成を、下水道機構は、概略地震被害想定（以下、
「地震被害想定」という。）と自治体が下水道 BCP
を作成・見直しする際に必要となる資料の作成を行
い、下水道 BCP を作成するための勉強会を実施した。
作成した資料のうち、
「長野県下水道 BCP（地震対策）
の考え方（案）」
（以下、
「考え方（案）
」という。）に
ついては、長野県との協議に加え、代表自治体を含
めてのワーキングを開催して、その内容について協
議を行った。

―21―

2014 年度 下水道新技術研究所年報

★参加自治体のとりまとめ

長野県

・管内の地震情報等資料の提供
・勉強会開催やワーキング開催のとりまとめ
・各流域事務所における下水道BCPの作成

等

市町村
下水道BCP
を作成

現状分析のための
情報提供

下水道BCP勉強
会への参加

各自治体の
現状把握

長野県下水道BCP
の考え方（案）の作成

下水道BCP作成に関
する資料の作成と勉
強会での説明

下水道施設の
概略地震
被害想定

下水道機構

下水道BCPの実践の
ための取り組み支援

図－１ 各団体の主な役割

3.

研究内容

本研究の実施フローを図－２に示す。また、主な
研究内容を 3－1～3－6 に示す。
3－1 各自治体における地震対策の現状把握のため
のアンケート実施
各自治体の下水道事業における地震災害に対する
防災・減災対策状況と、下水道 BCP 策定に際して必
要となる事項を把握するためのアンケートを実施し
た。主な結果は以下の通りである。
○施設対策
・今回対象とした処理場施設のうち、人命の確保と
して重要である管理棟や被災時でも最低限確保す
地震関連情報の収集整理

べき機能とされている、揚水・消毒機能を有する
施設の耐震化率は約 7 割であり、残りの施設は今
後耐震化を図っていく予定である。
・今回対象とした処理区（管路）のうち、平成 9 年
度以前と平成 10 年度以降（現行の耐震指針の適用
前後）の管路延長割合はおおむね半々であった。
平成 9 年度以前に敷設された管路約 6,000km のう
ち耐震化路線は、約 560km であり、全体の 9%とな
っている（図－３）
。これを、処理区毎の耐震化率
で示すと、耐震化が 100%完了している処理区が５
処理区あるものの、耐震化率 10%以下の処理区が
計 72 処理区あり全 92 処理区の 77%に相当する。
（図－４）
○マニュアルや台帳のバックアップ
・緊急時対応マニュアル等の非常時における対応を
示した計画の策定率（予定も含む）は、市町村の
下水道対策本部が約 40％、処理場が約 28％、ポン
プ場が約 31％であり、半数以上の自治体で未策定
となっていた。
・下水道台帳のバックアップ状況は、77％の自治体
で実施しているが、このうち、約半数が庁舎内の
パソコン等に保管し、約 36％は下水道台帳等の作
成委託先に保管している状況であった。

下水道事業における防災・減災対策状況に対
するアンケートの実施

概略地震被害想定手法の検討

対象地震の選定

処理場・ポンプ場の被害
想定手法の検討

（対象とする地震の確

下水道管路の被害想定
手法の検討

防災・減災対策のまとめ
《アンケート集計、整理》

概略地震被害想定の実施

長野県下水道 BCP（地震対策）の考え方（案）の作成

下水道 BCP 作成の勉強会

下水道 BCP の作成【各自治体が作業を実施】

下水道ＢＣＰの策定

図－２ 実施フロー

―22―

2014 年度 下水道新技術研究所年報

本研究では、表－２に示す平成 27 年 3 月に長野県よ
り新たに公表された想定地震（内陸型 8 地震、海溝
型 3 地震）を使用して被害想定を行うことが、目的
の一つであったため、以下の手順で、各自治体にお
ける最大震度が発生する地震動を提示した後、自治
体からの意見を反映して対象地震を決定した。

耐震化済み路線
557 km
9%
（更生管を含む）

未耐震路線
5,421 km
91%

表－２ 長野県公表の想定地震
図－３ 管路の耐震化状況（平成 9 年度以前に敷設
された管路）
100%(耐震化完了)
5処理区

50%超過100%未満
4処理区
25%超過50%以下
4処理区
10%超過25%以下
7処理区

0%
（耐震化未実施）
52処理区

0%超過10%以下
20処理区

処理区別の耐震化率

出典）「長野県地震被害想定調査報告書（概要版）
」

図－４ 処理区ごとの耐震化率（平成 9 年度以前に
敷設された管路を対象）

（長野県、平成 27 年 3 月）

3－2 地震被害想定方法の検討
地震動による下水道施設の被害想定では、対象地
域における地震動と液状化危険度と、管路・処理場・
ポンプ場施設の諸元に基づき被害状況を算出した。
本検討においては、
「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)（H18）（財）下水道新技術推進機構（現：下水
道機構））
」に示される方法を基本とした。（図－５）

図－５ 下水道施設の地震被害想定方法
（1）対象地震の選定
一般的に、下水道 BCP の被害想定で対象とする地
震は、市町村単位で定められる地域防災計画や災害
時初動マニュアル等と整合をとることが望ましい。
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着色凡例
［内陸型／直下型］
：【長野西縁】
：【糸静全体】
：【糸静北側】
：【糸静南側】
：【伊那谷】
：【阿寺】
：【木曽西縁】
：【境峠神谷】
［海洋型／海溝型］
：【想定東海】
：【南海基本】
：【南海陸側】

図－６ 最大震度が発生する地震
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①基礎データは、長野県から入手する各地震の各
250m メッシュで想定される最大震度データ（震度
階級データではない）とする。
②各地震における市町村域の最大震度を基礎データ
から抽出する。
③市町村域における各地震の最大震度を比較し、最
大震度が発生する地震を特定する。
④これを、各自治体の対象地震として提示する。
（図
－６）

基礎資料

下水道計画一般図

重要な幹線等位置図

整備済区域図

S=10,000 程度

S=10,000 程度

●震度分布図（震度階級）
管種別管路延長
集計値

●液状化危険度分布図（PL 値）
※長野県公表約 250m メッシュ

耐震化状況調書
延長データ

解析と被害想定
のとりまとめ

道路中心線データ

整備済区域内、管種･耐震化別
管路延長の整理
メッシュ別
管路延長の算定

（2）処理場・ポンプ場の被害想定方法
処理場・ポンプ場の被害想定は、個々の施設を被
害のタイプ毎に分類し、マクロ的な被害の程度を予
測した。被害想定の検討フローは、図－７のとおり
である。

過去の実績被害率
（表 5.11、表 5.12）

整備区域内における
被害延長の算定

メッシュ別被害率

震度及び PL 値の整理

耐震上の重要な幹線等
を図示

図－８ 管路の被害想定検討フロー

基礎資料

3－4 地震被害想定の実施
地震被害想定は、共同研究を実施した長野県（流
域施設）及び各自治体それぞれについて実施した。
アウトプットとして、前項に挙げた処理場・ポンプ
場及び管路の被害想定結果のほか、下水道の整備区
域をカバーした震度分布図、液状化危険度分布図お
よび管路の最大被害率分布図（図－９）の作成も行
った。これらの図面は、被災時の優先調査地区の設
定等を検討する際に有用であると考えられる。

《管きょ被害想定と同様の図面》
下水道計画一般図
S=10,000 程度

処理場・ポンプ場
計画一般図

《管きょ被害想定と同様の図面》
●震度分布図（震度階級）
●液状化危険度分布図（PL 値）
※長野県公表約 250m メッシュ

対象施設の立地位置

解析と被害想定のとりまとめ

耐震化状況等の確認
被害タイプ
の判定

図－７ 処理場・ポンプ場の被害想定検討フロー
（3）管路の被害想定手法
下水道 BCP で管路の被害想定を行う目的は、被災
後優先的に緊急点検等を行う路線・区域の設定や、
応急復旧の対象となる延長の想定など管路施設の被
害点検手順や被害想定を行うために実施する。
そのため、処理区内の管路整備区域を 250ｍのメ
ッシュに区切り、そのメッシュを管種、想定地震動
の PL 値（液状化可能性）
、想定地震動の震度階級、
管路延長のデータを用いて管路施設の被害率を算定
した。
管路施設の被害想定検討フローを図－８に示す。

図－９ 管路の最大被害率分布図
3－5 長野県下水道 BCP（地震対策）の考え方（案）
の作成
考え方案は、これまでに示した、現状の地震対策
の状況と被害想定結果を踏まえて、段階的な地震対
策手順を決めると共に、特に「減災」対策として早
急に取り組むべき下水道 BCP の基本的な考え方を統
一することを目的に作成した。
考え方（案）の構成を図－10 に示す。
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表－３長野県における今後の地震対策の進め方
（段階的な地震対策手順）

1.総則
1-1 目的
1-2 対象とする地震
1-3 対象自治体・施設

【実施順位１（緊急的な取り組み）】
・緊急連絡体制、被災時の応急及び復旧体制の確立を図る。
・緊急用、復旧用資材の計画的な確保に努める。
・下水道台帳の整備・拡充を図る（≒電子化・バックアップ）
→下水道B CPの策定で達成可能

2.地震対策の考え方

【実施順位２（段階的な取り組み）】

2-1 国の地震対策の考え方
2-2 長野県の方針と主な取り組み

・新耐震基準に基づき、施設の整備、補強、改築を実施する。

【実施順位３（将来的な取り組み）】
・管渠及び処理場施設等の、系統の多重化を図る。

3.地震対策の現状把握

（2）下水道 BCP 作成のノウハウ
（1）で緊急的に取り組むべき項目に挙げられた下
水道 BCP の作成にあたっては、自治体職員の作業で
は、作成手順やリソース（人、モノ、資機材、ライ
フライン等）の制限の考え方、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
しい場合が考えられる。考え方（案）では、自治体
の職員が実際に作成する上で道筋となるように、下
水道 BCP 作成のフローを明示した他、長野県におけ
る標準的な優先実施業務、許容中断時間を提示した。
その際、優先実施業務の選定理由や選定時の留意点、
許容中断時間の考え方を示すことで、各自治体がそ
れぞれの状況に合うようにカスタマイズが可能とな
る。また、優先実施業務は、
「受援体制の構築」を踏
まえており、職員数の少ない自治体でも実行性のあ
るものになるように配慮した。

3-1 ハード対策（地震対策）
3-2 ソフト対策（ＢＣＰ等）

4.長野県における今後の地震
対策の進め方

5.長野県における下水道ＢＣＰ
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9

下水道ＢＣＰの概要
下水道ＢＣＰの作成フロー
下水道ＢＣＰに関する用語
下水道ＢＣＰの策定方針
リソースの整理
地震による下水道施設の概略被害想定
非常時対応計画策定に向けた整理
スパイラルアップに向けた計画のとりまとめ
下水道ＢＣＰのとりまとめ

6.広域的な下水道ＢＣＰに向けて

図－10 考え方（案）の構成
（1）今後の地震対策の進め方（段階的な地震対策
手順）
考え方（案）では、まず、国や長野県における地
震対策の取り組み、考え方を整理（図－10 2 項）
するとともに、各自治体の地震対策の現状（ソフト
対策及びハード対策）をアンケート結果より整理（図
－10 3 項）した。その結果を踏まえ、表－３に示
す長野県における今後の地震対策の進め方（時間軸
を考慮した段階的な地震対策手順）を整理した。な
お、表－３に示す、5 つの取り組みは、長野県地域
防災計画の下水道施設等災害予防計画で挙げられて
いる項目であり、早期実現の可能性や得られる効果
等を加味して、順位付けを行ったものである。その
結果、3 つの項目について、下水道 BCP の作成によ
り達成が可能であったため、早急に着手するべき項
目（実施順位 1 位：緊急的な取り組み）として位置
付けを行った。

（3）広域的な下水道 BCP に向けて
現状の下水道 BCP は、各自治体が個々に作成する
ものであるが、相互支援の考え方や図面類のバック
アップ（保存場所）
、保有資機材の数量、前線基地の
情報等は、さらに広域（県全体等）で検討あるいは
把握を行うことが有用である。考え方（案）では、
県下最大の地震（糸魚川静岡構造線断層帯の地震・
全体）における管路施設の被害想定を実施（表－４、
図－11、12）し、上記に示した、今後広域で検討を
行うべき項目について取りまとめを行った。
表－４ 管路の最大想定被害延長（県下最大地震）
地域等

①
合計
(m)

北信
東信
中信
南信
流域
全体

1,342,997
2,750,849
2,386,233
1,430,185
4,419,556
12,329,820
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平成10年度
以降
【耐震化済】
(m)
472,335
1,502,670
947,672
704,158
2,725,534
6,352,369

平成9年度以前(m)
うち耐震
化済路線
870,662
1,248,179
1,438,561
726,028
1,694,022
5,977,451

10,233 860,429
325,500 922,679
34,366 1,404,196
88,071 637,956
98,478 1,595,544
556,649 5,420,805

未耐震路線（m）
【参考】
②
②／①
平均想定
最大想定
（％）
被害延長
被害延長
187,337 13.9%
29,061
100,485
3.7%
11,825
241,311 10.1%
46,918
186,541 13.0%
43,386
377,704
8.5% 115,038
1,093,378
8.9% 246,227
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耐震化および想定被害の延長割合
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北信
東信
中信
南信
流域
全体

対象地震
全域：糸静全体

平成10年度以降

平成9年度以前・耐震済み

平成9年度以前・非耐震・非被害

平成9年度以前・非耐震・最大想定被害

図－11 県下最大地震での管路の最大想定被害延長
の割合

○下水道 BCP の概要の説明
→下水道 BCP の一般的な概要と必要性の説明を行
った。
○長野県下水道 BCP（地震対策）の考え方（案）に
ついて
→3－5 で示した考え方（案）を用いて、下水道 BCP
の具体的な作成手順やリソース（人、モノ、資
機材、ライフライン等）の制限の考え方、優先
実施業務の選択、選択した優先実施業務の許容
中断時間の設定方法等の説明を行った。
○非常時優先業務 対応の目標時間設定の演習
→非常時優先業務の対応の目標時間を設定するた
めのエクセルシートを用いて、設定作業を演習
形式で行った。
各自治体の職員は、この勉強会等を参考に、下水
道 BCP の作成を行った。

図－13 下水道 BCP 作成のための勉強会風景

4.

図－12 管路の最大被害率マップ（県下最大地震）
3－6 下水道 BCP 作成のための勉強会の実施
下水道 BCP の内容理解や作成意義の醸成、作成方
法等を共有することを目的に、下水道 BCP 作成の勉
強会を実施した。勉強会の主な内容は以下のとおり
である。
●この研究を行ったのは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部主任研究員
研究第一部研究員

三宮
武
小塚 俊秀
芹沢佐和子
小関 進介

まとめ

本研究では、下水道 BCP が真に有事の備えとなる
ように、自治体職員が自ら作成することを目指し、
考え方（案）の作成、必要な情報の提供、勉強会の
開催等を行った。
今後、下水道機構では、上記の様な下水道 BCP を
作成するための取り組みに加え、BCP のブラッシュ
アップに向けた、効果的な訓練プログラムについて
も取り組んで行きたいと考えている。これらの取り
組みが、万が一の際に有効に機能するように、当機
構も努力してまいりたい。
●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
中島英一郎
研究第一部副部長
小塚 俊秀
研究第一部主任研究員
芹沢佐和子
研究第一部研究員
小関 進介
【03-5228-6597】
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