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 下水道施設（管きょ・処理場）の被害状況につい

１．はじめに

て

1.

地震・津波等の災害時における下水道機能の維持
研究目的
や早期回復を図るため，全国の自治体で下水道 BCP
地震・津波等の災害時における下水道機能の維持
を策定している。下水道 BCP は作成して終わりでは
や早期回復を図るため，全国の自治体で下水道
BCP
なく，真の有事の備えとなる様，常日頃からブラッ
を策定している。下水道
BCP は作成して終わりでは
シュアップに向けた取り組みが重要である。この様
なく，真の有事の備えとなる様，常日頃からブラッ
な取り組みの中，平成 28 年 4 月 14 日に発生した熊
シュアップに向けた取り組みが重要である。この様
本地震により，下水道施設においても甚大な被害を
な取り組みの中，平成
28 年 4 月 14 日に発生した熊
受け，被災自治体では下水道機能の維持・早期回復
本地震により，下水道施設においても甚大な被害を
に向けた様々な活動が行われた。
受け，被災自治体では下水道機能の維持・早期回復
本調査では，熊本地震で得た経験や教訓を通じ，
に向けた様々な活動が行われた。
各自治体が策定している下水道 BCP をより実効性の
本調査では，熊本地震で得た経験や教訓を通じ，
高いものに改善する際，役立ててもらうことを目的
各自治体が策定している下水道
BCP をより実効性の
とし，熊本県内の自治体を対象としたアンケート調
高いものに改善する際，役立ててもらうことを目的
査（31 自治体）およびヒアリング調査（12 自治体）
とし，熊本県内の自治体を対象としたアンケート調
を実施した。
査（31
自治体）およびヒアリング調査（12 自治体）
本報告では，熊本地震における下水道施設の被害
を実施した。
状況や下水道 BCP に基づいた非常時行動の状況，下
本報告では，熊本地震における下水道施設の被害
水道 BCP の有効性と課題，下水道 BCP を策定する上
状況や下水道
BCP に基づいた非常時行動の状況，下
での他自治体へのアドバイスなどについて整理し
水道
BCP の有効性と課題，下水道 BCP を策定する上
た調査結果をまとめる。
での他自治体へのアドバイスなどについて整理した
調査結果をまとめる。

䚔
非常時対応計画に基づいた具体的な行動状況
䚔 下水道
BCP に基づいた非常時行動状況
䚔
策定済み下水道 BCP の役に立った点・改善点
䚔 非常時対応計画に基づいた具体的な行動状況
䚔
下水道 BCP を策定する上での他自治体へのアド
䚔 策定済み下水道
BCP の役に立った点・改善点
バイス BCP を策定する上での他自治体へのアド
 下水道
また，比較的下水道施設の被害が大きい自治体を
バイス
任意に抽出し，アンケート調査内容の詳細な状況を
また，比較的下水道施設の被害が大きい自治体を
現地ヒアリングにて確認した。
任意に抽出し，アンケート調査内容の詳細な状況を

現地ヒアリングにて確認した。

3.

研究結果

３．調査結果
下水道施設（管きょ・処理場）の被害状況に

3.1

3.1 ついて
下水道施設（管きょ・処理場）の被害状況につ
熊本地震により影響を受けた主な下水道施設の被
いて
害内容を表－１に示す。下水道施設の被害は，下水
熊本地震により影響を受けた主な下水道施設の
道総合地震対策計画等で想定されているものが主と
被害内容を表－1 に示す。下水道施設の被害は，下
なっていた。そのため，同計画を策定し，順次対策
水道総合地震対策計画等で想定されているものが
を講じていくことで被害の防止および軽減に繋がる
主となっていた。そのため，同計画を策定し，順
ものと考えられる。
次対策を講じていくことで被害の防止および軽減
に繋がるものと考えられる。
表－１
下水道施設の被害内容
表－1 下水道施設の被害内容

２．調査概要

項目

内容
管きょのたるみ，破損，ずれ，浸入水

管きょ

管路施設埋設部の陥没
マンホール浮上

2.

アンケートは，熊本県内の下水道を保有する自治
研究概要
体を対象とし，震災時の下水道 BCP の有効性と課題
アンケートは，熊本県内の下水道を保有する自治
について調査を実施した。主なアンケート項目を以
体を対象とし，震災時の下水道
BCP の有効性と課題
下に示す。
について調査を実施した。主なアンケート項目を以
1
下に示す。
䚔䚔 下水道施設（管きょ・処理場）の被害状況につ
いて
䚔䚔 下水道 BCP に基づいた非常時行動状況
―55―

処理場・ポンプ施設の停電による一時機能停止，断水
地盤沈下又は陥没，配管の破損，管廊での漏水
施設
外壁や反応槽エキスパンションジョイントの破損，亀裂
（処理場）
最終沈殿池の鋼板の変形，スカムスキマーの脱落
その他付帯設備の破損

実行までに要した時間（分）
実行までに要した時間（分）
実行までに要した時間（分）

3.2 下水道
下水道BCP
BCPに基づいた非常時行動状況
に基づいた非常時行動状況
この様な回答から，職員一人一人の参集可能時
3.2
この様な回答から，職員一人一人の参集可能時
下水道BCP
BCPに基づいた非常時行動状況を図－1
に基づいた非常時行動状況を図－1にに 期を明確に把握した上で，非常時対応計画を検討
期を明確に把握した上で，非常時対応計画を検討
下水道
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示す。回答があった自治体の内，18
自治体（60%）
することが重要であると考えられた。
示す。回答があった自治体の内，18
自治体（60%）
することが重要であると考えられた。
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で下水道BCP
BCPに基づく行動が実施されていた。一方
に基づく行動が実施されていた。一方
で下水道
400
400
3.2 下水道 BCP に基づいた非常時行動状況
で，下水道
BCP
に基づいた行動が実施できなかった
で，下水道
BCP
に基づいた行動が実施できなかった
3.2
下水道
に基づいた非常時行動状況
この様な回答から，職員一人一人の参集可能時
下水道
BCPBCP
に基づいた非常時行動状況を図－１に
300
300
（行動しなかった）と回答があった自治体は
自治 期を明確に把握した上で，非常時対応計画を検討
（行動しなかった）と回答があった自治体は
88自治
下水道
BCP
に基づいた非常時行動状況を図－1
に
（×2）
（×2）
示す。回答があった自治体の内，18 自治体（60%）
（27%）
であり，
その原因としては以下が挙げられ
体体
（27%）
であり，
その原因としては以下が挙げられ
200
200
示す。回答があった自治体の内，18
自治体（60%）
することが重要であると考えられた。
で下水道 BCP に基づく行動が実施されていた。一方
た。 BCP に基づく行動が実施されていた。一方
た。
で下水道
で，下水道
BCP に基づいた行動が実施できなかった
400100
100
（×2）
（×2）
下水道
BCP
関連資料を確認できなかった。
〇〇下水道
BCP
関連資料を確認できなかった。
で，下水道
BCP
に基づいた行動が実施できなかった
（行動しなかった）と回答があった自治体は
8 自治
下水道よりも水道復旧を優先した。 8 自治
300 0 0
〇〇下水道よりも水道復旧を優先した。
（行動しなかった）と回答があった自治体は
体（27%）であり，その原因としては以下が挙げら
100
200
300
400
0 0
100
200
300
400
（×2）
有効回答数：11
〇
住民対応や現地調査を総動員で実施したため，
有効回答数：11
住民対応や現地調査を総動員で実施したため，
BCPで定められた時間（分）
BCPで定められた時間（分）
体〇
（27%）
であり，その原因としては以下が挙げられ
（無効・未回答を除く）
れた。
（無効・未回答を除く）
200
統率が取れた対応ができなかった。
統率が取れた対応ができなかった。
た。
〇
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斜線は，（下水道
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斜線は，（下水道
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地域防災計画等の上位計画により，職員が避難
100
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〇〇〇
下水道
BCP 関連資料を確認できなかった。
〇
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図－2
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所などに配置され，下水道
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に基づいた行動
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図－2
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3.3.2 非常時対応に要した時間（被災～）
非常時対応に要した時間（被災～）
3.3.2
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統率が取れた対応ができなかった。
〇 地
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行動した
行動した
13%
13%
について
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BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
〇 所などに配置され，下水道
地域防災計画等の上位計画により，職員が避難
BCP に基づいた行動 斜線は，（下水道
非常時の対応について下水道
BCP で各自治体が定
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ができなかった。
めた時間と実際に実行するまでに要した時間の関係
（行動しなかった）
（行動しなかった）
18,
定めた時間と実際に実行するまでに要した時間の
18,
定めた時間と実際に実行するまでに要した時間の
該当しない
ができなかった。
該当しない
8,8,
を以下にまとめる。なお，本項は，各自治体が策定
60%
60%
27%
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27%
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している下水道
BCP の非常時対応行動の一部を抜粋
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行動した
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BCPの非常時対応行動の一
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13%
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について
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図－1
下水道
BCPBCP
に基づいた非常時行動の状況
る上で重要であると考えられる。
る上で重要であると考えられる。
この様な回答から，組織の現状に沿った許容中
この様な回答から，組織の現状に沿った許容中断
3.3 非常時対応計画に基づいた具体的な行動状況
非常時対応計画に基づいた具体的な行動状況
3.3
断時間等の設定に加え，特に地域防災計画との整
時間等の設定に加え，特に地域防災計画との整合お
非常時行動計画に基づいた，熊本県内の各自治
非常時行動計画に基づいた，熊本県内の各自治
合および調整が下水道
BCP をブラッシュアップす
よび調整が下水道
BCP をブラッシュアップする上で
体における具体的な行動状況を以下にまとめる。
体における具体的な行動状況を以下にまとめる。
る上で重要であると考えられる。
重要であると考えられる。
3.3.1 規定人数参集までに要した時間

3.3.1
規定人数参集までに要した時間
3.3
非常時対応計画に基づいた具体的な行動状況
3.3
非常時対応計画に基づいた具体的な行動状況
規定人数参集までに要した時間（下水道
BCPでで
規定人数参集までに要した時間（下水道 BCP
非常時行動計画に基づいた，熊本県内の各自治
非常時行動計画に基づいた，熊本県内の各自治体
定められた時間と実行までに要した時間の関係）
定められた時間と実行までに要した時間の関係）
体における具体的な行動状況を以下にまとめる。
における具体的な行動状況を以下にまとめる。

定めた時間と実際に実行するまでに要した時間の
【24
時間以内の業務】
【24時間以内の業務】
時間以内の業務】
【24
関係を以下にまとめる。なお，本項は，各自治体
（1）下水道災害対策本部の立ち上げ
（1）下水道災害対策本部の立ち上げ
（1）下水道災害対策本部の立ち上げ
が策定している下水道
BCP の非常時対応行動の一
下水道災害対策本部立ち上げまでに要した時間を
下水道災害対策本部立ち上げまでに要した時間
下水道災害対策本部立ち上げまでに要した時間
部を抜粋し整理したものである。
図－３に示す。回答のあった自治体の内，9 自治体
を図－3に示す。回答のあった自治体の内，9
に示す。回答のあった自治体の内，9自治
自治
を図－3
で下水道 BCP に設定された時間以内で災害対策本部
体で下水道
BCP
に設定された時間以内で災害対策
体で下水道
BCP に設定された時間以内で災害対策
【24
時間以内の業務】
が立ち上げられていた。しかし，下水道
BCP で設定
本部が立ち上げられていた。しかし，下水道
BCP
本部が立ち上げられていた。しかし，下水道
BCP
（1）下水道災害対策本部の立ち上げ
された時間以上に時間を要した自治体（2 自治体）
で設定された時間以上に時間を要した自治体（2自自
で設定された時間以上に時間を要した自治体（2
下水道災害対策本部立ち上げまでに要した時間
も確認された。
治体）も確認された。
治体）も確認された。
を図－3
に示す。回答のあった自治体の内，9 自治
体で下水道
BCP に設定された時間以内で災害対策
1212
10
10
本部が立ち上げられていた。しかし，下水道
BCP
（×2）
（×2）
8 8
で設定された時間以上に時間を要した自治体（2
自
6 6
治体）も確認された。
実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）

（行動しなかった）
18,
該当しない
8,
60%
図－1 27%
下水道BCP
BCP
に基づいた非常時行動の状況
図－1
下水道
に基づいた非常時行動の状況

12
10

4 4
2 2

（×2）
（×2）
（×2）
（×2）
（×2）
（×2）

を図－2に示す。回答のあった自治体の内，9
に示す。回答のあった自治体の内，9自治
自治
を図－2
0 0
（×2）
8
0 0
2 2
4 4
6 6
8 8
1010
1212
体で下水道
BCP
に設定された時間以内で規定人数
体で下水道
BCP
に設定された時間以内で規定人数
有効回答数：11
有効回答数：11
BCPで定められた時間（時間）
3.3.1 規定人数参集までに要した時間
規定人数参集までに要した時間
3.3.1
BCPで定められた時間（時間）
（無効・未回答を除く）
6
（無効・未回答を除く）
の参集が行われていたが（回答のあった半数の自
の参集が行われていたが（回答のあった半数の自
規定人数参集までに要した時間（下水道
BCP
規定人数参集までに要した時間（下水道
BCPで
で定
（×2）
4
斜線は，（下水道
BCP
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
斜線は，（下水道
BCP
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
治体で6060分以内に規定人数の参集が行われてい
分以内に規定人数の参集が行われてい
（×2）
治体で
定められた時間と実行までに要した時間の関係）
められた時間と実行までに要した時間の関係）を図
（×2）
2
図－3
下水道災害対策本部立ち上げまでに
た）
，一部設定された時間を大きく上回る自治体も
図－3
下水道災害対策本部立ち上げまでに
た）
，一部設定された時間を大きく上回る自治体も
図－３ 下水道災害対策本部立ち上げまでに
を図－2 に示す。回答のあった自治体の内，9
自治
－２に示す。回答のあった自治体の内，9
自治体で
0
要した時間
確認された。これは，当該自治体における下水道
0
2
4 要した時間
6
8
10
12
確認された。これは，当該自治体における下水道
要した時間
体で下水道
BCP に設定された時間以内で規定人数
下水道
BCP に設定された時間以内で規定人数の参集
有効回答数：11
BCPで定められた時間（時間）
（無効・未回答を除く）
BCP
が簡易版であったため，規定人数の参集を“直
BCP が簡易版であったため，規定人数の参集を“直
の参集が行われていたが（回答のあった半数の自
が行われていたが（回答のあった半数の自治体で
（2）被害状況などの情報収集と情報発信
後”と設定していたことや職員参集に必要な時間
（2）被害状況などの情報収集と情報発信
後”と設定していたことや職員参集に必要な時間
斜線は，（下水道 BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
治体で
60 分以内に規定人数の参集が行われてい
60
分以内に規定人数の参集が行われていた）
，一部 （2）被害状況などの情報収集と情報発信
被害状況などの情報収集と情報発信を行うまで
を明確に把握していなかったことが遅れの要因と
被害状況などの情報収集と情報発信を行うまで
を明確に把握していなかったことが遅れの要因と
図－3
下水道災害対策本部立ち上げまでに
た）
，一部設定された時間を大きく上回る自治体も
被害状況などの情報収集と情報発信を行うまでに
設定された時間を大きく上回る自治体も確認され
に要した時間を図－4
に示す。本項目の標準的な行
なったものと考えられる。
に要した時間を図－4
に示す。本項目の標準的な行
なったものと考えられる。
要した時間
確認された。これは，当該自治体における下水道
要した時間を図－４に示す。本項目の標準的な行動
た。これは，当該自治体における下水道
BCP が簡易
BCP が簡易版であったため，規定人数の参集を“直 22 として以下の内容が想定される。
版であったため，規定人数の参集を“直後”と設定
（2）被害状況などの情報収集と情報発信
後”と設定していたことや職員参集に必要な時間
〇 報道，他部局からの連絡，住民からの通報など
していたことや職員参集に必要な時間を明確に把握
被害状況などの情報収集と情報発信を行うまで
を明確に把握していなかったことが遅れの要因と
による被害情報（下水道施設の状況，溢水状況）
していなかったことが遅れの要因となったものと考
に要した時間を図－4
に示す。本項目の標準的な行
を収集整理
えられる。
なったものと考えられる。
〇 被災状況/復旧見通しに関する情報を災害対策本
この様な回答から，職員一人一人の参集可能時期
2
部へ伝達，災害対策本部から被害状況などの第
を明確に把握した上で，非常時対応計画を検討する
1 報を発表
ことが重要であると考えられた。
―56―

80
60
20
20

（×2）
（×2）

60
400
0 0
0
40
20

20
20

時間を範囲で回答いただい
時間を範囲で回答いただい
た自治体は最小の値に統一
た自治体は最小の値に統一
した。（BCP，実行共に）
した。（BCP，実行共に）

40
60
80
40 時間を範囲で回答いただい
60 有効回答数：980
BCPで定められた時間（時間）
有効回答数：9
（無効・未回答を除く）
BCPで定められた時間（時間）
た自治体は最小の値に統一
（無効・未回答を除く）

実行までに要した時間（日）
実行までに要した時間（日）
実行までに要した時間（日）
実行までに要した時間（日）

実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）

絡調整を行うまでに要した時間を図－6
に示す。本
況）を収集整理
被災から
2 日目以降の業務として処理場との連
による被害情報（下水道施設の状況，溢水状
〇
処理場での調査人員が不足していれば，要員を
第11 報を発表
報を発表
〇
処理場での調査人員が不足していれば，要員を
第
項目の標準的な行動として以下の内容が想定され
〇
被災状況/復旧見通しに関する情報を災害対策
絡調整を行うまでに要した時間を図－6
に示す。本
況）を収集整理
手配し配置
〇
個別住民からの問い合わせ対応
手配し配置
〇 個別住民からの問い合わせ対応
る。
本部へ伝達，災害対策本部から被害状況などの
項目の標準的な行動として以下の内容が想定され
〇 被災状況/復旧見通しに関する情報を災害対策
〇 処理場の被災状況に応じ，仮設トイレからのし
処理場の被災状況に応じ，仮設トイレからのし
回答のあった自治体の内，7
自治体で下水道BCP
BCP
〇
回答のあった自治体の内，7
自治体で下水道
2016
年度
下水道新技術研究所年報
〇 処理場での調査人員が不足していれば，要員を
第 1 報を発表
る。
本部へ伝達，災害対策本部から被害状況などの
尿受入を要請
に設定された時間以内に情報収集および発信が行
尿受入を要請
に設定された時間以内に情報収集および発信が行
手配し配置
〇
個別住民からの問い合わせ対応
〇
処理場での調査人員が不足していれば，要員を
第
1
報を発表
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP に設定
に設定
われていた。しかし，1
自治体では下水道
BCP
で設
れた時間以内に処理場との連絡調整が行われてい
〇われていた。しかし，1
個別住民からの問い合わせ対応
回答のあった全ての自治体で下水道 BCP
自治体では下水道 BCP で設
〇
処理場の被災状況に応じ，仮設トイレからのし
回答のあった自治体の内，7 自治体で下水道
手配し配置
〇定された時間と比較して大きな乖離が確認され
個別住民からの問い合わせ対応
された時間以内に処理場との連絡調整が行われて
た。
回答のあった自治体の内，7
自治体で下水道BCP
BCP
された時間以内に処理場との連絡調整が行われて
定された時間と比較して大きな乖離が確認され
尿受入を要請
に設定された時間以内に情報収集および発信が行
〇いた。
処理場の被災状況に応じ，仮設トイレからのし
回答のあった自治体の内，7 自治体で下水道 BCP
た。
に設定された時間以内に情報収集および発信が行わ
いた。
た。
5
80
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP に設定
われていた。しかし，1
自治体では下水道
BCP
で設
尿受入を要請
に設定された時間以内に情報収集および発信が行
れていた。しかし，1
自治体では下水道
BCP
で設定
5
80
時間を範囲で回答いただいた自治体は
された時間以内に処理場との連絡調整が行われて
定された時間と比較して大きな乖離が確認され
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP に設定
われていた。しかし，1
自治体では下水道 BCP で設
4
された時間と比較して大きな乖離が確認された。
時間を範囲で回答いただいた自治体は
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
60
4
いた。3 最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
た。60
された時間以内に処理場との連絡調整が行われて
定された時間と比較して大きな乖離が確認され
3
40
いた。5
（×2）
た。 80
40
（×2）
2
5 42
1
4 31

時間を範囲で回答いただいた自治体は
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
時間を範囲で回答いただいた自治体は
（×2）
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
（×2）

0
3 20 0
0

1
1

21

（×2）

2
3
4
5
2
3
4 有効回答数：65
BCPで定められた時間（日）
（×2） （無効・未回答を除く）
有効回答数：6
BCPで定められた時間（日）
（無効・未回答を除く）

時間を範囲で回答いただい
した。（BCP，実行共に）
斜線は，（下水道 BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
（×2）
20
斜線は，（下水道
BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
た自治体は最小の値に統一

斜線は，（下水道 BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
（×2）
斜線は，（下水道
BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
1

BCPで定められた時間（時間）
斜線は，（下水道 BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
（無効・未回答を除く）

BCPで定められた時間（日）
斜線は，（下水道 BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
（無効・未回答を除く）

斜線は，（下水道
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
図－4 BCP
被害状況などの情報収集と情報発信を
（3）支援要請（当日）
図－４
被
害状況などの情報収集と情報発信を

実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）
実行までに要した時間（時間）

（3）支援要請（当日）
行うまでに要した時間
図－4
被害状況などの情報収集と情報発信を
行うまでに要した時間
支援要請を行うまでに要した時間を図－5
に示
支援要請を行うまでに要した時間を図－5
に示
行うまでに要した時間
す。本項目の標準的な行動として以下の内容が想
す。本項目の標準的な行動として以下の内容が想
（3）支援要請（当日）
定される。
（3）支援要請（当日）
定される。
支援要請を行うまでに要した時間を図－5
に示
（3）支援要請（当日）
〇
被害状況の調査および復旧に関して，支援要請
支援要請を行うまでに要した時間を図－５に示
〇
被害状況の調査および復旧に関して，支援要請
す。本項目の標準的な行動として以下の内容が想
支援要請を行うまでに要した時間を図－5
に示
が必要か判断
す。本項目の標準的な行動として以下の内容が想定
が必要か判断
定される。
す。本項目の標準的な行動として以下の内容が想
〇 支援要請を行う場合，被害状況，支援要請内容
支援要請を行う場合，被害状況，支援要請内容
される。
〇
〇
被害状況の調査および復旧に関して，支援要請
定される。
（人/物）などを県に連絡
〇 被（人/物）などを県に連絡
害状況の調査および復旧に関して，支援要請
が必要か判断
〇〇が必要か判断
被害状況の調査および復旧に関して，支援要請
受入場所（作業スペースなど）を確保
〇 受入場所（作業スペースなど）を確保
〇支
支援要請を行う場合，被害状況，支援要請内容
が必要か判断
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP に設定
に設定
〇 
援要請を行う場合，被害状況，支援要請内容
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP
（人/物）などを県に連絡
〇された時間以内に支援要請が行われていた。
支援要請を行う場合，被害状況，支援要請内容
（人/物）などを県に連絡
された時間以内に支援要請が行われていた。
50
受入場所（作業スペースなど）を確保
（人/物）などを県に連絡
〇〇受入場所（作業スペースなど）を確保
50
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP に設定さ
に設定
〇回答のあった全ての自治体で下水道
受入場所（作業スペースなど）を確保
40
BCP
40
（×2）
された時間以内に支援要請が行われていた。
回答のあった全ての自治体で下水道
BCP に設定
れた時間以内に支援要請が行われていた。
30
（×2）
30
50
された時間以内に支援要請が行われていた。
20
20
5040

時間を範囲で回答いただいた自治体は
時間を範囲で回答いただいた自治体は
（×2）
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
（×2）

10
10
4030
0
30200 0
0

10
10

20
30
40
50
20
30
40有効回答数：450
BCPで定められた時間（時間）
有効回答数：4
（無効・未回答を除く）
BCPで定められた時間（時間）
時間を範囲で回答いただいた自治体は
（無効・未回答を除く）

0
図－6
処理場との連絡調整を行うまでに
（×2） 3
図－６
処
0
1理場との連絡調整を行うまでに
2
4
5
図－6
処理場との連絡調整を行うまでに
有効回答数：6
0
BCPで定められた時間（日）
要した時間
（無効・未回答を除く）
要した時間
0
1
2
3
4
5
要した時間
有効回答数：6

斜線は，（下水道
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
図－6 BCP
処理場との連絡調整を行うまでに
【3
日目以降の業務】
【3
日目以降の業務】
【3
日目以降の業務】
要した時間
図－6 処理場との連絡調整を行うまでに
（5）支援要請
（5）支援要請
（5）支援要請
要した時間
被災から33 日目以降の業務として支援要請を行
日目以降の業務として支援要請を行
被災から
日目以降の業務として支援要請を行う
被災から
【3
日目以降の業務】
うまでに要した時間を図－7
に示す。本項目の標準
までに要した時間を図－７に示す。本項目の標準的
うまでに要した時間を図－7
に示す。本項目の標準
（5）支援要請
【3
日目以降の業務】
的な行動として以下の内容が想定される。
な行動として以下の内容が想定される。
的な行動として以下の内容が想定される。
3 日目以降の業務として支援要請を行
（5）支援要請
〇被災から
要請先の選定，要請内容（人/物）
〇
要請先の選定，要請内容（人/物）
〇
要請先の選定，要請内容（人/物）
うまでに要した時間を図－7
に示す。本項目の標準
被災から
3 日目以降の業務として支援要請を行
回答のあった自治体とも，下水道
BCP
で設定さ
回答のあった自治体とも，下水道
BCPで設定さ
で設定され
回答のあった自治体とも，下水道
BCP
的な行動として以下の内容が想定される。
うまでに要した時間を図－7
に示す。本項目の標準
れた時間（日）と相違が無かった。
た時間（日）と相違が無かった。
れた時間（日）と相違が無かった。

〇 要請先の選定，要請内容（人/物）
的な行動として以下の内容が想定される。
12
12
回答のあった自治体とも，下水道
BCP で設定さ
〇 要請先の選定，要請内容（人/物）
時間を範囲で回答いただいた自治体は
10
時間を範囲で回答いただいた自治体は
10
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
れた時間（日）と相違が無かった。
回答のあった自治体とも，下水道
BCP で設定さ
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
8
8
れた時間（日）と相違が無かった。
126
実行までに要した時間（日）
実行までに要した時間（日）
実行までに要した時間（日）
実行までに要した時間（日）

0
した。（BCP，実行共に）
図－4
被害状況などの情報収集と情報発信を
（×2） 40
0
20
60
80
図－4
被害状況などの情報収集と情報発信を
有効回答数：9
0
BCPで定められた時間（時間）
行うまでに要した時間
（無効・未回答を除く）
0
20
40
60
80
行うまでに要した時間 有効回答数：9

6

時間を範囲で回答いただいた自治体は
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
時間を範囲で回答いただいた自治体は
10 82
2 最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
12104
4

8 60
0 0
64 0
42

2
2

4
6
8
4
6
8
BCPで定められた時間（日）
BCPで定められた時間（日）

10
12
10
12
有効回答数：2
有効回答数：2
（無効・未回答を除く）
（無効・未回答を除く）

斜線は，（下水道
BCP
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
支援要請を行うまでに要した時間
0
2図－７
斜線は，（下水道
BCP
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。

0
2
4
6
8
10
12
図－7
支援要請を行うまでに要した時間
有効回答数：2
BCPで定められた時間（日）
図－7
支援要請を行うまでに要した時間
（無効・未回答を除く）
0
2
4
6
8
10
12
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
斜線は，（下水道 BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
今回の調査において，大半の自治体が下水道
BCP
有効回答数：2
斜線は，（下水道
BCP で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
BCPで定められた時間（日）
時間を範囲で回答いただいた自治体は
10 0
（無効・未回答を除く）
斜線は，（下水道
BCP
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
最小の値に統一した。（BCP，実行共に）
で定められた時間以内に非常時対応を行うことがで
図－5
支援要請を行うまでに要した時間
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斜線は，（下水道
BCP
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
図－7
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きていた。実際の災害時においては限られたリソー
で定められた時間以内に非常時対応を行うことが
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図－7 支援要請を行うまでに要した時間
スの中での対応を余儀なくされることとなるが，よ
（無効・未回答を除く）
3
3 り迅速な対応を行うため関連部局を含めた検討を行
斜線は，（下水道
で定められた時間＝実行までに要した時間）を示す。
図－5 BCP
支援要請を行うまでに要した時間
今回の調査において，大半の自治体が下水道 BCP
で定められた時間以内に非常時対応を行うことが
図－5 支援要請を行うまでに要した時間
今回の調査において，大半の自治体が下水道 BCP
い，職員一人一人が災害時にとるべき行動を認識す
図－５
支援要請を行うまでに要した時間
で定められた時間以内に非常時対応を行うことが
ることが重要であると考えられる。また，対応の時
3
間が下水道 BCP に定められた時間を超過した自治体
【2 日目以降の業務】
3
に関しては，実状に即した計画となっているのか今
（4）処理場との連絡調整
一度再確認し，非常時対応を見直すことが重要であ
被災から 2 日目以降の業務として処理場との連絡
ると考えられる。（対応職員数と業務量のバランス
調整を行うまでに要した時間を図－６に示す。本項
は適正であるのか など）
目の標準的な行動として以下の内容が想定される。
〇 処理場での調査人員が不足していれば，要員を
手配し配置
〇 処理場の被災状況に応じ，仮設トイレからのし
尿受入を要請
回答のあった全ての自治体で下水道 BCP に設定さ
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の考慮

下水道BCP業務とその人員配置
職員の安全衛生管理など
なっているのか今一度再確認し，非常時対応を見
その他緊急対応への応援に関する協定の締結
下水道台帳による被災路線，苦情および緊急対応などの情報共有化
3.4 策定済み下水道 BCP の役に立った点・改善点
直すことが重要であると考えられる。
（対応職員数
協定の
発電機のレンタルに伴う燃料の確保
調査の優先順位（さらに詳細に）
締結
3.4.1 役に立った点
と業務量のバランスは適正であるのか
など）
県内連携，県外や他団体の協力体制
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職員の安全衛生管理など
下水道 BCP が役に立ったと思われる点について
その他 下水道台帳による被災路線，苦情および緊急対応などの情報共有化
3.4
策定済み下水道
3.5
水道 BCP
アンケート調査にて得られた回答を表－2
に示す。
3.5 下
下水道
BCP を策定する上での他自治体へのア
を策定する上での他自治体へのア
3.4
策定済み下水道BCP
BCP の役に立った点・改善点
の役に立った点・改善点
調査の優先順位（さらに詳細に）
3.4.1
役に立った点
ドバイス
下水道役に立った点
BCP に基づいて行動することで迅速な対応
ドバイス
3.4.1
下水道
熊本県内の自治体から得た下水道
を策定する
が可能となり，更に被害想定を活用し，優先順位
熊本県内の自治体から得た下水道 BCP を策定す
下水道BCP
BCPが役に立ったと思われる点についてア
が役に立ったと思われる点について
ンケート調査にて得られた回答を表－２に示す。下
上での他自治体へのアドバイスを以下にまとめる。
に基づいた行動をとることがスムーズな巡視や点
る上での他自治体へのアドバイスを以下にまとめ
アンケート調査にて得られた回答を表－2
に示す。
3.5
下水道 BCP を策定する上での他自治体へのア
水道
BCP
に基づいて行動することで迅速な対応が可
検に繋がっている。また，保有資機材を把握する
る。
下水道
BCP に基づいて行動することで迅速な対応
ドバイス
能となり，更に被害想定を活用し，優先順位に基づ
3.5.1
他自治体や民間業者などとの事前協定につ
ことが，迅速な緊急対応の実施に繋がるものと考
が可能となり，更に被害想定を活用し，優先順位
熊本県内の自治体から得た下水道
BCP を策定す
いた行動をとることがスムーズな巡視や点検に繋
える。
3.5.1 いてのアドバイス
他自治体や民間業者などとの事前協定につ
に基づいた行動をとることがスムーズな巡視や点
る上での他自治体へのアドバイスを以下にまとめ
がっている。また，保有資機材を把握することが，
他自治体や民間業者などとの事前協定についての
表－2
下水道
BCP
が役に立った点
いてのアドバイス
検に繋がっている。また，保有資機材を把握する
る。
迅速な緊急対応の実施に繋がるものと考える。
アドバイスを表－４に示す。
項目
内容
他自治体や民間業者などとの事前協定について
ことが，迅速な緊急対応の実施に繋がるものと考
訓練を行っていたこともあり，行動すべきことが判断できた。
協定は，発災後に自治体のみでは賄えない部分を
のアドバイスを表－4
に示す。
える。 非常時
3.5.1
他自治体や民間業者などとの事前協定につ
迅速な職員参集実施
表－２
下水道
BCP
が役に立った点
行動計画
補完するという点で，下水道事業職員が少ない小規
協定は，発災後に自治体のみでは賄えない部分
表－2 下水道 BCP が役に立った点
いてのアドバイス
など 早急な対応および連絡実施
模自治体では特に重要性が高くなるものと考えられ
を補完するという点で，下水道事業職員が少ない
項目
内容
他自治体や民間業者などとの事前協定について
迅速な現地調査および点検実施
訓練を行っていたこともあり，行動すべきことが判断できた。
重要な幹線などの位置把握
る。今回のアンケート調査の中では，大規模災害時
小規模自治体では特に重要性が高くなるものと考
のアドバイスを表－4
に示す。
被害想定
非常時
迅速な職員参集実施
被害の大きいエリアの把握（概ね予測結果とおり）
など
は近隣自治体からの支援は困難との意見もあり，支
行動計画
えられる。今回のアンケート調査の中では，大規
協定は，発災後に自治体のみでは賄えない部分
被害想定に沿った巡回実施
など 早急な対応および連絡実施
援を受け入れたい内容や時期に応じて協定先を検討
模災害時は近隣自治体からの支援は困難との意見
資機材迅速な現地調査および点検実施
を補完するという点で，下水道事業職員が少ない
保有資機材の把握
リスト
することも必要であると考える。
マンホールポンプにおける非常用発電機などの迅速な対応
もあり，支援を受け入れたい内容や時期に応じて
など 重要な幹線などの位置把握
小規模自治体では特に重要性が高くなるものと考
被害想定
被害の大きいエリアの把握（概ね予測結果とおり）
その他
バキューム車による汚水処理の迅速な実施
など
協定先を検討することも必要であると考える。
えられる。今回のアンケート調査の中では，大規
被害想定に沿った巡回実施
表－４
事前協定についてのアドバイス
表－4 事前協定についてのアドバイス
模災害時は近隣自治体からの支援は困難との意見
資機材 保有資機材の把握
リスト
項目
内容
3.4.2など 改善点（課題）
マンホールポンプにおける非常用発電機などの迅速な対応
もあり，支援を受け入れたい内容や時期に応じて
日本下水道事業団/下水処理場の災害時支援協定
その他
バキューム車による汚水処理の迅速な実施
策定済み下水道 BCP の改善点（課題）を表－3 に 協定先を検討することも必要であると考える。
自治体間/緊急点検など
示す。下水道事業以外の優先業務に人材を割かれ
表－4
事前協定についてのアドバイス
必要な 維持管理会社，土木会社
/調査点検，応急復旧
協定先/
3.4.2
改善点（課題）
ることにより，想定外の人材不足や指揮命令系統
項目
内容
3.4.2 改善点（課題）
協定内容 リース会社，建設会社/発電機の提供
（停電時のマンホールポンプ運転のため）
/下水処理場の災害時支援協定
日本下水道事業団
策定済み下水道
の乱れが発生したとの意見が多数確認された。こ
策定済み下水道BCP
BCP の改善点（課題）を表－３に
の改善点（課題）を表－3 に
/緊急点検など
自治体間
/燃料の確保
民間企業等
示す。下水道事業以外の優先業務に人材を割かれる
のため，上位計画を踏まえ，実状に即した計画を
示す。下水道事業以外の優先業務に人材を割かれ
必要な 維持管理会社，土木会社
/調査点検，応急復旧
職員数の少ない自治体では，協定の必要性が高い。
協定先/
ことにより，想定外の人材不足や指揮命令系統の乱
策定することが重要であると考えられる。また，
ることにより，想定外の人材不足や指揮命令系統
大規模災害時では，近隣自治体間での協力は難しい。
/発電機の提供
協定内容
リース会社，建設会社
その他の
意見 （停電時のマンホールポンプ運転のため）
れが発生したとの意見が多数確認された。このため，
不足した人材や資材を補うため，事前に県外の自
の乱れが発生したとの意見が多数確認された。こ
被災・復旧に関する他市町村の情報があると参考になる。
そのため情報共有の機会が必要。
/燃料の確保
民間企業等
上位計画を踏まえ，実状に即した計画を策定するこ
治体や他団体との協力体制を協定締結などで構築
のため，上位計画を踏まえ，実状に即した計画を
職員数の少ない自治体では，協定の必要性が高い。
とが重要であると考えられる。また，不足した人材
することも有効であると考えられる。
策定することが重要であると考えられる。また，
その他の 大規模災害時では，近隣自治体間での協力は難しい。
や資材を補うため，事前に県外の自治体や他団体と
3.5.2
機材の備蓄や図面など重要資料のバック
3.5.2意見資
資機材の備蓄や図面など重要資料のバック
不足した人材や資材を補うため，事前に県外の自
被災・復旧に関する他市町村の情報があると参考になる。
そのため情報共有の機会が必要。
の協力体制を協定締結などで構築することも有効で
アップについてのアドバイス
アップについてのアドバイス
治体や他団体との協力体制を協定締結などで構築
道 BCP の有効性と課題に関する調査）
（研一_菊川）.docx
あると考えられる。
資
機材の備蓄や図面などの重要資料のバック
資機材の備蓄や図面などの重要資料のバックア
することも有効であると考えられる。
アップについてのアドバイスを表－５に示す。停電
ップについてのアドバイスを表－5
に示す。停電発
3.5.2
資機材の備蓄や図面など重要資料のバック
09_年報本編（熊本地震における下水道 BCP の有効性と課題に
られたリ
表－3 策定済み下水道
表－３
策定済み下水道BCP
BCPの改善点（課題）
の改善点（課題）
発生に伴い，マンホールポンプ運転のための発電機
生に伴い，マンホールポンプ運転のための発電機
アップについてのアドバイス
ととなる
が必要となった自治体がアンケート調査にて多数確
項目
内容
資機材の備蓄や図面などの重要資料のバックア
4
を含めた
行動根拠の明確化（地域防災計画，下水道BCPなど）
認された。また，台帳については管理している
が必要となった自治体がアンケート調査にて多数
3.6.3 調
ップについてのアドバイスを表－5
に示す。停電発 PC
水道施設，農業集落排水施設の対応（人材など）
るべき行
が地震により故障した自治体も確認された。
確認された。また，台帳については管理している
〇 下水道
上位計画
生に伴い，マンホールポンプ運転のための発電機
他の優先業務を踏まえた対応可能な指揮命令系統の構築
との整合
れる。ま
発電機の確保は，自治体で保有する以外にも同一
PC
が地震により故障した自治体も確認された。
や「1
町対策本部と下水道課との役割分担など
4
た時間を
都道府県内など，比較的近隣自治体との融通やリー
地域防災計画における下水道BCPの位置付けや認識
発電機の確保は，自治体で保有する以外にも同
なかっ
た計画と
職員不足 少人数職員における災害調査対応
ス会社と協定を結ぶといった対応が可能であると考
一都道府県内など，比較的近隣自治体との融通や
の一方
の考慮 下水道BCP業務とその人員配置
対応を見
えられる。また，台帳などの重要書類については，
リース会社と協定を結ぶといった対応が可能であ
いる自
緊急対応への応援に関する協定の締結
応職員数
協定の
日常的に整理を行うとともに，紙と電子データの双
ると考えられる。また，台帳などの重要書類につ
告でき
発電機のレンタルに伴う燃料の確保
締結
ど）
県内連携，県外や他団体の協力体制
方での保管や外部での保管先を確保するなどの対応
いては，日常的に整理を行うとともに，紙と電子
→成果物の
職員の安全衛生管理など
が可能であると考えられる。
データの双方での保管や外部での保管先を確保す
くと効率
その他 下水道台帳による被災路線，苦情および緊急対応などの情報共有化
・改善点
るなどの対応が可能であると考えられる。
調査の優先順位（さらに詳細に）
表－５ 資機材の備蓄や図面などの重要資料のバッ
資機材の備蓄や図面などの重要資料の
表－5
3.6.4 内
について
バックアップについてのアドバイス
クアップについてのアドバイス
〇 地震後
に示す。
3.5 下水道 BCP を策定する上での他自治体へのア
項目
内容
グルー
実際の災害を想定した資機材や備蓄品の準備
速な対応
ドバイス
段とし
資機材
発電機の確保（近隣自治体との融通やリース会社との協定）
優先順位
熊本県内の自治体から得た下水道 BCP を策定す
された
紙と電子の双方でのデータ保管（管路台帳など）
バック 外部機関でのデータ保管
巡視や点
る上での他自治体へのアドバイスを以下にまとめ
〇 自治体
アップ
把握する
る。
重要書類などのデータ化
りを行
ものと考
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3.6 ヒアリング調査結果
熊本地震において比較的下水道施設の被害が大き
い自治体を下水道機構にて任意に抽出し，アンケー
ト調査内容の詳細な状況を現地ヒアリングで確認し
た。主な意見の概要を以下に示す。
3.6.1 各種協定の必要性について
〇 多くの自治体で協定の必要性については感じて
いる。しかし，自治体として既に締結している
協定を十分に把握できておらず，また，有効と
思われる協定がまだ整理できていない状況で
あった。
→地域防災計画など，自治体内における他の協定も
事前に確認・把握しておく必要がある。
〇 どの自治体も必要な協定の締結を望んでいる。
3.6.2 初動体制について
〇 小さな町村では，職員不足のため初動体制が十
分にとられていない傾向が確認された。
→発災時に実際に行動できる人数を事前に把握して
おくことが重要である。また，下水道に関し行動
できる人員を最低限確保しておくことが必要であ
る。
〇 道路部局と調整がとれていた市町村では効果的
な対応がとられていた。
→平時より災害時を想定し，道路部局との事前調整
を検討すると良い。
〇 優先調査対象を決めていた自治体は，スムーズ
に緊急調査を実施することができた。
3.6.3 調査について
〇 下水道 BCP では規定していたが，「緊急調査」や
「1 次調査」を具体的にどう進めるか分からな
かったという意見が確認された。しかし，その
一方で，調査報告のフォーマットを準備してい
る自治体は，緊急調査の結果をスムーズに報告
できていた。
→成果物の例やフォーマットを事前に準備しておく
と効率的な調査に繋がる。
3.6.4 内部・外部の連絡について
〇 地震後は電話が通じ難くなった一方で，事前に
グループを作ってあった SNS（LINE）が連絡手
段として有効に機能していた自治体が多数確認
された。
〇 自治体職員と県職員で個人的に LINE のやり取り
を行っていたため，発災直後から適切なアドバ
イスを受けられた事例が確認された。
→個人の通信機器に委ねられるものの，非常時に備
え LINE などの SNS 活用を検討すると良い。

3.6.5 支援受入体制について
〇 支援要請の仕組みやそれに係る費用分担が理解
出来ていないという意見が複数確認された。ま
た，仕組みを理解していればもっと早く支援要
請をしていたかもしれないという意見も確認さ
れた。
→下 水道事業における災害時支援に関するルール
（全国ルール）の仕組みや連絡先の事前確認およ
び周知が必要である。
〇 支援要請に不可欠な受入側での宿泊場所の確保，
斡旋に苦慮している自治体が多数確認された。
（市役所庁舎などの被災により，下水道施設が他
部局の代替事務所となったり，避難者（住民）
を受入れたりしたため，想定していた場所が使
用できなくなったという事例も確認された。）
→支援者受入れのため宿泊施設業者と協定を締結す
ることは困難である。建設・土木関連業務との協
定に囚われず，民間企業等の会議室を代用するこ
となども視野に入れた協定とするなど，幅広く柔
軟な対応を事前に検討しておく必要がある。
〇 支援受入れのための対応が十分に機能していな
い例も確認された。（「支援隊のために高速道路
の通行料免除申請を行おうとしたが，どこに申
請するかわからず時間がかかった。」など）
→支援隊のために準備する内容を平時より検討して
おく必要がある。
3.6.6 資機材の調達について
〇 マンホールポンプの電源容量などの事前整理が
非常用発電機のスムーズかつ確実な準備に役
立った。
〇 安全対策としてのカラーコーンやポールが大量
（地元業者からすぐに調達でき
に必要となった。
た。）
→非常時対応を行う場合を想定し，協力業者の連絡
先を事前に整理しておくと良い。
3.6.7 事務所の被害について
〇 高いキャビネットだけでなく，低いキャビネッ
トも転倒したため，必要となる書類が散乱し，
すぐに利用することができなかった。また，机
上 PC が落下により故障し，下水道台帳にアクセ
スできなくなった事例も確認された。
→キャビネットなどの転倒防止措置を進めるととも
に，被災後に必要となる書類・データはすぐに取
り出せるよう保管場所を検討する必要がある。
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今回実施した熊本県内自治体におけるアンケート
およびヒアリング調査で明らかとなった策定済み下
水道 BCP の課題とその対応案を図－８にまとめる。
今回の調査では，体制の不備による課題（下水道事
業以外の優先業務に人材を割かれ，想定外の人材不
足や指揮命令系統の乱れが発生）が最も多い意見と
して挙げられた。このため，策定済み下水道 BCP を
地域防災計画などの上位計画を踏まえ，実状に即し
た計画に見直す必要があるものと考えられる。また，
災害時において適切な対応や行動を行うため，先進
的な取り組みや，過去の災害時における対応などを
参考に，目的を明確にした訓練計画を立案し，研修
や訓練などの取り組み中で段階的に改善していくこ
道 BCP の有効性と課題に関する調査）
（研一_菊川）.docx
と事が実効性の高い下水道 BCP とする上で重要と考
えられる。
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5.

課題に対する対応案について

まとめ

本調査では，現在，各自治体が策定している下水
道 BCP をより実効性の高いものに改善する際，役立
ててもらうことを目的に，熊本地震で被災した自治
体を対象としたアンケートおよびヒアリング調査を
実施した。今回の調査にて得られた下水道 BCP の課
題や改善に向けた対応案を報告書として取りまと
め，全国の自治体が下水道 BCP の策定・ブラッシュ
アップを行う際の一助となるよう，下水道機構の
HP 上で公開した。
報告書等 URL：https://www.jiwet.or.jp/kumamoto-bcp
報告書（本編）：約 200 ダウンロード
報告書（概要版）：約 500 ダウンロード 達成
（平成 29 年 4 月末時点）
下水道機構では，下水道 BCP が万が一の有事の際，
より有効に機能するような情報や取り組みを発信
し，各自治体における「防災」，「減災」に向けた活
動に協力していきたいと考える。

図－8 策定済み下水道
図－８
策定済み下水道BCP
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役立ててもらうことを目的に，熊本地震で被災し
た自治体を対象としたアンケートおよびヒアリン
グ調査を実施した。今回の調査にて得られた下水
道 BCP の課題や改善に向けた対応案を報告書とし
て取りまとめ，全国の自治体が下水道 BCP の策
●この研究を行ったのは
定・ブラッシュアップを行う際の一助となるよ
研究第一部長 HP 上で公開した。鈴木
穣
う，下水道機構の
研究第一部副部長
田邉 信幸
報告書等 URL：https://www.jiwet.or.jp/kumamoto-bcp
研究第一部主任研究員
小吉 省吾
研究第一部研究員
日高
康晴
報告書（本編）
：約 200 ダウンロード
研究第一部研究員
菊川 達成
哲生
報告書（概要版）
：約 500 ダウンロード

●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
内田
勉
研究第一部副部長
田邉 信幸
研究第一部研究員
菊川 哲生
研究第一部研究員
中園 翔太
【03-5228-6597】

（平成 29 年 4 月末時点） ―60―
下水道機構では，下水道 BCP が万が一の有事の

