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2.2.2 コントローラー支援団体
訓練実施団体の中で，プレイヤーでない人員（合 2
本訓練では，訓練実施団体のほか，「国土交通省
計 14 名）は，コントローラーとして訓練に参加し， 水管理・国土保全局下水道部」，「国土交通省関東地
各団体の管路・処理場の調査者や関係団体・企業， 方整備局」，「中部ブロック幹事県（石川県）」，「日
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方整備局」
，
「中部ブロック幹事県（石川県）
」
，
「日
報告することを基本として行った。ただし，千曲市
本下水道事業団」もコントローラー支援団体として
については，保有する災害情報システムを導入した
参加し，被災状況の確認や災害時支援ルールに基づ
タブレット端末を用いて管路の被害状況を集約する
2015 年度 下水道新技術研究所年報
。
く中部ブロック内への情報提供など，それぞれ災害
訓練を行った（写真－3）
2.2.2
コントローラー支援団体
なお，訓練では，サーバーなど情報機器等が使用
時における実際の役割を担った（国土交通省下水道
本下水道事業団」もコントローラー支援団体として
本訓練では，訓練実施団体のほか，
「国土交通省
できないことを想定し，紙面ベースの図面や様式等
部は訓練会場で，その他はそれぞれの事務所から電
参加し，被災状況の確認や災害時支援ルールに基づ
水管理・国土保全局下水道部」
，
「国土交通省関東地
を使用して被災状況などを集約し，携帯電話により
話で参加）
。
く中部ブロック内への情報提供など，それぞれ災害
方整備局」
，
「中部ブロック幹事県（石川県）
」
，
「日
報告することを基本として行った。ただし，千曲市
時における実際の役割を担った（国土交通省下水道
2.2.2 コントローラー支援団体
なお，訓練では，サーバーなど情報機器等が使用
本下水道事業団」もコントローラー支援団体として
については，保有する災害情報システムを導入した
2.3
訓練会場（配置）と備品等
部は訓練会場で，その他はそれぞれの事務所から電
本訓練では，訓練実施団体のほか，
「国土交通省
できないことを想定し，紙面ベースの図面や様式等
参加し，被災状況の確認や災害時支援ルールに基づ
タブレット端末を用いて管路の被害状況を集約する
訓練は，長野市内の体育館に集まって実施した。
話で参加）
。
水管理・国土保全局下水道部」
，
「国土交通省関東地
を使用して被災状況などを集約し，携帯電話により
。
く中部ブロック内への情報提供など，それぞれ災害
訓練を行った（写真－3）
それぞれ他の団体の行動が把握できないように，各
方整備局」
，
「中部ブロック幹事県（石川県）
」
，
「日
報告することを基本として行った。ただし，千曲市
時における実際の役割を担った（国土交通省下水道
団体の作業スペースの間に十分な距離を取り，プレ
2.3
訓練会場（配置）と備品等
本下水道事業団」もコントローラー支援団体として
については，保有する災害情報システムを導入した
部は訓練会場で，その他はそれぞれの事務所から電
イヤー団体とコントローラー室の間には仕切り等を
訓練は，長野市内の体育館に集まって実施した。 タブレット端末を用いて管路の被害状況を集約する
参加し，被災状況の確認や災害時支援ルールに基づ
話で参加）
。
設けた（写真－1）
。コントローラーは，仕切られた 訓練を行った（写真－3）
それぞれ他の団体の行動が把握できないように，各
。
く中部ブロック内への情報提供など，それぞれ災害
場所からの電話や無線を用いてプレイヤーに状況付
団体の作業スペースの間に十分な距離を取り，プレ
時における実際の役割を担った（国土交通省下水道
2.3 訓練会場（配置）と備品等
与を行うことを基本としたが，付与する内容によっ
イヤー団体とコントローラー室の間には仕切り等を
部は訓練会場で，その他はそれぞれの事務所から電
訓練は，長野市内の体育館に集まって実施した。
写真－3 BCP 訓練風景（千曲市）
ては対面で行うものもあった（写真－2）
。
設けた（写真－１）
。コントローラーは，仕切られ
話で参加）
。
写真－３ BCP 訓練風景（千曲市）
それぞれ他の団体の行動が把握できないように，各
た場所からの電話や無線を用いてプレイヤーに状況
団体の作業スペースの間に十分な距離を取り，プレ
2.4 前提条件
付与を行うことを基本としたが，付与する内容に
2.3 訓練会場（配置）と備品等
イヤー団体とコントローラー室の間には仕切り等を
表－2 に示す。下水道施
よっては対面で行うものもあった（写真－２）
。
2.4対象地震等の前提条件を
前提条件
訓練は，長野市内の体育館に集まって実施した。
設けた（写真－1）
。コントローラーは，仕切られた
設の被害状況や通信手段の制約状況は，基本的に各
対象地震等の前提条件を表－２に示す。下水道施
なお，訓練では，サーバーなど情報機器等が使用
それぞれ他の団体の行動が把握できないように，各
場所からの電話や無線を用いてプレイヤーに状況付
自治体の
BCP に基づき設定を行った。
設の被害状況や通信手段の制約状況は，基本的に各
できないことを想定し，紙面ベースの図面や様式等
団体の作業スペースの間に十分な距離を取り，プレ
与を行うことを基本としたが，付与する内容によっ
自治体の BCP
に基づき設定を行った。
を使用して被災状況などを集約し，携帯電話により
イヤー団体とコントローラー室の間には仕切り等を
写真－3
BCP 訓練風景（千曲市）
表－2
対象地震等の前提条件
ては対面で行うものもあった（写真－2）
。
本訓練での被災対象は，訓練実施団体が管轄する
報告することを基本として行った。ただし，千曲市
設けた（写真－1）
。コントローラーは，仕切られた
項 目
訓 練 条 件
千曲川流域下水道上流処理区の下水道施設を基本と
については，保有する災害情報システムを導入した
場所からの電話や無線を用いてプレイヤーに状況付
2.4 前提条件
したが，県内の被害情報収集を行う生活排水課は，
タブレット端末を用いて管路の被害状況を集約する
糸魚川-静岡構造線断層帯の地震
与を行うことを基本としたが，付与する内容によっ
対象
表－2 に示す。下水道施
対象地震等の前提条件を
（長野市、千曲市における震度：5弱～7、
写真－3
BCP 訓練風景（千曲市）
訓練を行った（写真－３）
。
県内全域の自治体から被害状況の報告を受けること
ては対面で行うものもあった（写真－2）
。
地震
地震規模：Mw7.64）
設の被害状況や通信手段の制約状況は，基本的に各
とした。
発災BCP に基づき設定を行った。
自治体の
平日の昼間を想定
2.4 前提条件
時間帯
表－２
対象地震等の前提条件
表－2 に示す。下水道施
対象地震等の前提条件を
表－2
対象地震等の前提条件
発災直後の初動対応
写真－1 BCP 訓練風景（コントローラー）
設の被害状況や通信手段の制約状況は，基本的に各
項 目 （地震発生～発災後1～2日目を想定）
訓 練 条 件
訓練
自治体の
BCP 安否確認、災害対策本部立ち上げ、被
に基づき設定を行った。
災状況の収集・伝達、
糸魚川-静岡構造線断層帯の地震
範囲
対象
緊急措置・支援要請の検討、支援要請
（長野市、千曲市における震度：5弱～7、
対象地震等の前提条件
地震表－2など
地震規模：Mw7.64）
項発災
目
時間帯
被害
対象
状況
地震

写真－1 BCP 訓練風景（コントローラー）

写真－1 BCP
写真－１
BCP訓練風景（コントローラー）
訓練風景（コントローラー）

写真－2 BCP 訓練風景（生活排水課）

3

写真－2 BCP 訓練風景（生活排水課）

3
写真－2 BCP 訓練風景（生活排水課）
写真－２ BCP 訓練風景（生活排水課）
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3

訓 練 条 件
下水道BCPの被害想定に基づき、以下
平日の昼間を想定
の被害状況を想定
糸魚川-静岡構造線断層帯の地震
処理場：揚水機能の停止等
（長野市、千曲市における震度：5弱～7、
発災直後の初動対応
管路 ：マンホールの浮き上がり・汚水の
地震規模：Mw7.64）
（地震発生～発災後1～2日目を想定）
溢水等
訓練
安否確認、災害対策本部立ち上げ、被
発災
主対象
災状況の収集・伝達、
範囲 平日の昼間を想定
千曲川流域下水道上流処理区
時間帯
区域
緊急措置・支援要請の検討、支援要請
発災直後の初動対応
など
固定電話・FAX・携帯電話は、災害時に
（地震発生～発災後1～2日目を想定）
輻輳することが想定されるが、本訓練で
下水道BCPの被害想定に基づき、以下
通信 安否確認、災害対策本部立ち上げ、被
訓練
は使用できるものとした。
の被害状況を想定
被害 災状況の収集・伝達、
手段
範囲
（固定電話は、本訓練では携帯電話に
処理場：揚水機能の停止等
状況 緊急措置・支援要請の検討、支援要請
代替した。）
管路 ：マンホールの浮き上がり・汚水の
など
溢水等
下水道BCPの被害想定に基づき、以下
主対象 の被害状況を想定
千曲川流域下水道上流処理区
被害
区域 処理場：揚水機能の停止等
状況
管路
：マンホールの浮き上がり・汚水の
固定電話・FAX・携帯電話は、災害時に
溢水等
輻輳することが想定されるが、本訓練で
通信
は使用できるものとした。
主対象
手段 千曲川流域下水道上流処理区
（固定電話は、本訓練では携帯電話に
区域
代替した。）
固定電話・FAX・携帯電話は、災害時に
輻輳することが想定されるが、本訓練で
通信
は使用できるものとした。
手段
（固定電話は、本訓練では携帯電話に
代替した。）

千曲川流域下水道上流処理区の下水道施設を基本と
訓練の実施にあたり，下水道 BCP の非常時対応
したが，県内の被害情報収集を行う生活排水課は，
計画を基に，訓練シナリオ（付与状況の内容と，そ
県内全域の自治体から被害状況の報告を受けること
れに対するプレイヤーの想定対応）を下水道機構と
2015 年度 下水道新技術研究所年報
とした。
訓練実施団体が共同して考案した。各訓練シナリオ
2.6 訓練シナリオ
2.5 訓練の流れ
について，あらかじめ付与するタイミング，情報発
訓練の実施にあたり，下水道 BCP の非常時対応計
訓練の流れを図－３に示す。広域連携を踏まえた
2.5 訓練の流れ
信者（コントローラーの担当者）及び受信者（プレ
画を基に，訓練シナリオ（付与状況の内容と，それ
訓練は今回が初めてであり，発災後
1 ～ 2 日程度を
訓練の流れを図－3 に示す。広域連携を踏まえた
イヤーの担当班）を設定しておき，訓練の進捗に合
に対するプレイヤーの想定対応）を下水道機構と訓
想定し，地震発生後から情報収集や各種調査に向け
訓練は今回が初めてであり，発災後 1～2 日程度を
わせて状況付与を行うことができるよう，一覧表と
練実施団体が共同して考案した。各訓練シナリオに
た体制を整える「初動対応」の迅速化（フェーズ
1）
表－3）
。なお，本訓練では，プレイ
想定し，地震発生後から情報収集や各種調査に向け
して整理した（
ついて，あらかじめ付与するタイミング，情報発信
と，各団体が下水道被害情報の収集，とりまとめ，
ヤーに対して事前にシナリオを知らせず，その場で
た体制を整える「初動対応」の迅速化（フェーズ
者（コントローラーの担当者）及び受信者（プレイ
報告などを適切に行う
「情報の受伝達」
（フェーズ
2）
対応を判断しながら進めるロールプレイング方式を
1）と，各団体が下水道被害情報の収集，とりまと
ヤーの担当班）を設定しておき，訓練の進捗に合わ
に重点を置いて実施した。フェーズ
3
は，フェーズ
採用したため，本シナリオは，訓練終了まではコン
め，報告などを適切に行う「情報の受伝達」
（フェ
せて状況付与を行うことができるよう，一覧表とし
2 ーズ
までに得た被害状況等から，最終的な被害のとり
トローラーのみ所有するものとして位置づけた。
2）に重点を置いて実施した。フェーズ 3 は，
て整理した
（表－３）。なお，本訓練では，プレイヤー
まとめや支援要請の検討を行う時間であり，コント
訓練シナリオは，情報の受伝達や支援要請の検討
フェーズ 2 までに得た被害状況等から，最終的な
に対して事前にシナリオを知らせず，その場で対応
ローラーからの状況付与は行わなかった。訓練は，
に関わる内容に重点を置き，特に県内の広域的な連
被害のとりまとめや支援要請の検討を行う時間であ
を判断しながら進めるロールプレイング方式を採用
生活排水課による国土交通省への県内被害状況のと
携を確認できるよう，訓練実施団体間のやりとりが
り，コントローラーからの状況付与は行わなかっ
したため，本シナリオは，訓練終了まではコントロー
りまとめとブロック幹事県へ行う予定の支援要請内
想定される内容が含まれるものとした。一方で，資
た。訓練は，生活排水課による国土交通省への県内
ラーのみ所有するものとして位置づけた。
容の報告をもって終了とした。
機材の調達や汚水溢水への緊急措置等に関しては，
被害状況のとりまとめとブロック幹事県へ行う予定
訓練シナリオは，情報の受伝達や支援要請の検討
然るべき（事前に災害支援協定を結んだ）機関や企
の支援要請内容の報告をもって終了とした。
に関わる内容に重点を置き，特に県内の広域的な連
業に依頼をかける程度の対応とした。
県災害対策本部
国土交通省
石川県（ブロック幹事県）

BCPより
想定される行動

：訓練の流れ

国土交通省
（本省・地方整備局）
石川県（ブロック幹事県）

適宜報告

長野県
環境部 生活排水課
（長野県下水道対策本部）

長野県
千曲川流域下水道事務所
（千曲川上流処理区
終末処理場）

地
震
発
生

長野市
（長野ブロック代表都市）

千曲市
（長野ブロック構成都市）

参
集
・
点
呼
・
安
全
点
検
・
下
水
道
本
部
立
ち
上
げ

・県内全体の被害状況
把握
・外部との連絡調整

不在職員の
安否確認等

適宜報告

・流域幹線と処理場
被害状況把握
・関連市町村への節水
等依頼
・発注工事箇所の状況
把握

不在職員の
安否確認
対応応方針
等の協議

報告

県内被害状況と
支援要請内容
のまとめ
報告

支援要請
の検討

報告

適宜報告

①調査経路
の確認

下水道施設の
被害状況把握

②調査記録
様式の準備
など

長野ブロックの支
援要請のまとめ
報告

下水道施設の
被害状況把握

支援要請の検討
被害報告

対策/応援依頼

フェーズ１（約20分）

プレイヤー

フェーズ２（約70分）
資機材調達業者
日本下水道事業団
その他団体 など

コントローラーから
の状況付与

コントローラー

フェーズ３（約30分）

図－３
図－3 本訓練の流れ
本訓練の流れ
表－３
表－3 訓練シナリオ一覧表（抜粋）
訓練シナリオ一覧表（抜粋）
想定
経過
時間

番号

想定
実時刻

カテゴリ

発信側

2

0:15

13:25 職員安否

上流班
○○

4

0:20

下流処理場
13:30 点検報告
（千曲川流域）

下流処理場
班

コントローラー
付与者

○○ ○○

○○ ○○

4

付与条件
出来事
付与情報

通信機器

プレイヤー
受け側
通信機器

以下の情報を付与してください。
○情報
上流班の○○です。現在、事務所に向かっていますが、渋滞でいつ戻れるか 総務班
分かりません。また、動きがありましたら連絡します。3時間はかかると思いま
す。
以下の情報を付与してください。
●情報
外線電話
下流処理場班です。現在、自家発電機で電源供給しています。重力濃縮棟内
管理計画班
（下流処理場） で生汚泥配管のズレが生じ、生汚泥が漏えいしています。生汚泥の移送先を
常圧浮上濃縮装置に切り替えて、余剰汚泥と混合濃縮を行います。その他は
特に異常は見られません。

携帯②

本訓練で用いたシナリオの例を以下に示す。

―94―

携帯⑦

携帯⑨

本シナリオで中心的な役割を担う流域事務所に
おける下水道 BCP の非常時対応計画（抜粋）を
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携を確認できるよう，訓練実施団体間のやりとりが
の中で行うことが定められている。一方で，下水道
想定される内容が含まれるものとした。一方で，資
使用自粛依頼の判断基準や揚水ポンプ停止時の応急
機材の調達や汚水溢水への緊急措置等に関しては， 対応策等については，下水道 BCP の中で定められて
表－3 訓練シナリオ一覧表（抜粋）
然るべき（事前に災害支援協定を結んだ）機関や企
いない。したがって，本訓練シナリオでは，プレイ
付与条件
想定
表－3 訓練シナリオ一覧表（抜粋）
想定
番号
経過
コントローラー
出来事
プレイヤー
業に依頼をかける程度の対応とした。
ヤーは，非常時対応計画に記載されていない事柄に
実時刻
カテゴリ
時間 想定
付与条件 付与情報
発信側
付与者
通信機器
受け側
通信機器
想定
以下の情報を付与してください。
番号
経過
コントローラー
出来事
プレイヤー
本訓練で用いたシナリオの例を以下に示す。
ついても，限られた情報を基に判断し，行動するこ
実時刻
カテゴリ
○情報
時間
付与者
通信機器
付与情報
受け側
通信機器
上流班 発信側
2 理場の機能停止に伴う下水道自粛依頼の流れ
0:15
13:25 職員安否
○○ ○○ 携帯②
上流班の○○です。現在、事務所に向かっていますが、渋滞でいつ戻れるか
総務班
携帯⑦
以下の情報を付与してください。
（1）処
とが求められる。後述の通り，本シナリオに関して，
○○
分かりません。また、動きがありましたら連絡します。3時間はかかると思いま
○情報
上流班
す。 上流班の○○です。現在、事務所に向かっていますが、渋滞でいつ戻れるか
2
0:15
13:25 職員安否
○○ ○○ 携帯②
総務班
携帯⑦
本シナリオでは，県流域の処理場において揚水ポ
本訓練終了後の振り返り会において，様々な意見・
○○
以下の情報を付与してください。
分かりません。また、動きがありましたら連絡します。3時間はかかると思いま
●情報
す。
ンプが被災し，停止したケースを想定した
（図－４）
。 反省点が挙げられた。
下流処理場
下流処理場
外線電話
下流処理場班です。現在、自家発電機で電源供給しています。重力濃縮棟内
以下の情報を付与してください。
4
0:20
13:30 点検報告
○○ ○○
管理計画班
携帯⑨
班
（下流処理場） で生汚泥配管のズレが生じ、生汚泥が漏えいしています。生汚泥の移送先を
●情報 （2）
（千曲川流域）
流域処理場調査者（コントローラー）から連絡を受
市民からの情報提供（県流域幹線被害）の流れ
下流処理場
下流処理場
外線電話 常圧浮上濃縮装置に切り替えて、余剰汚泥と混合濃縮を行います。その他は
下流処理場班です。現在、自家発電機で電源供給しています。重力濃縮棟内
4
0:20
13:30 点検報告
○○ ○○
管理計画班
携帯⑨
特に異常は見られません。
班
（下流処理場）
で生汚泥配管のズレが生じ、生汚泥が漏えいしています。生汚泥の移送先を
けた流域事務所の担当班は，被害状況を生活排水課
本シナリオでは，市民から県流域幹線上のマン
（千曲川流域）
常圧浮上濃縮装置に切り替えて、余剰汚泥と混合濃縮を行います。その他は
特に異常は見られません。
（本庁）に報告するとともに，揚水ポンプメーカー
ホール浮上／溢水の発生に関する情報提供を受ける
本訓練で用いたシナリオの例を以下に示す。
本シナリオで中心的な役割を担う流域事務所に
への調査依頼行い，対応を協議することが求められ
状況を想定した（図－５）。市民から連絡を受けた
おける下水道
BCP の非常時対応計画（抜粋）を
本訓練で用いたシナリオの例を以下に示す。
本シナリオで中心的な役割を担う流域事務所に
る。さらに早期復旧が困難と判断された場合，関連
市町村（千曲市）は，対象箇所が流域幹線であるこ
表－4
に示す。非常時対応計画では，処理場の緊
(1)処理場の機能停止に伴う下水道自粛依頼の流れ
おける下水道 BCP の非常時対応計画（抜粋）を
市町村（長野市・千曲市）に連絡し，下水道使用自
とを確認した上で流域事務所に報告することが求め
急点検結果を受けて，本庁（生活排水課）への報
本シナリオでは，県流域の処理場において揚水
表－4 に示す。非常時対応計画では，処理場の緊
(1)処理場の機能停止に伴う下水道自粛依頼の流れ
粛の依頼を行うことが必要になる。一方，流域事務
られる。一方，連絡を受けた流域事務所は，管渠パ
ポンプが被災し，停止したケースを想定した（図
急点検結果を受けて，本庁（生活排水課）への報
本シナリオでは，県流域の処理場において揚水 告と平時の処理レベルを確保できない場合の対応
所より連絡を受けた長野市及び千曲市は，使用自粛
トロールのルート検討等，早期の復旧に向けて対応
方法等の協議を行うことが定められている。また
－4）
。流域処理場調査者（コントローラー）から
告と平時の処理レベルを確保できない場合の対応
ポンプが被災し，停止したケースを想定した（図
エリアを検討し，市内の災害対策本部と連携し，自
することが求められる。
連絡を受けた流域事務所の担当班は，被害状況を
方法等の協議を行うことが定められている。また
－4）
。流域処理場調査者（コントローラー）から 下水道使用自粛の広報依頼については，関連行政
粛願いの連絡を行うことが求められる。
生活排水課（本庁）に報告するとともに，揚水ポ
下水道使用自粛の広報依頼については，関連行政
連絡を受けた流域事務所の担当班は，被害状況を 部局との連絡調整の中で行うことが定められてい
本シナリオで中心的な役割を担う流域事務所にお
2.7 振り返り会
る。一方で，下水道使用自粛依頼の判断基準や揚
ンプメーカーへの調査依頼行い，対応を協議する
部局との連絡調整の中で行うことが定められてい
生活排水課（本庁）に報告するとともに，揚水ポ
ける下水道 BCP の非常時対応計画（抜粋）を表－４
訓練終了後，参加者全員で今回の訓練を評価し，
ことが求められる。さらに早期復旧が困難と判断
る。一方で，下水道使用自粛依頼の判断基準や揚
ンプメーカーへの調査依頼行い，対応を協議する 水ポンプ停止時の応急対応策等については，下水
に示す。非常時対応計画では，処理場の緊急点検結
課題等の共有を行う振り返り会を実施した。
の中で定められていない。したがって，
された場合，関連市町村（長野市・千曲市）に連
水ポンプ停止時の応急対応策等については，下水
ことが求められる。さらに早期復旧が困難と判断 道 BCP
果を受けて，本庁（生活排水課）への報告と平時の
各参加実施団体から，以下の感想が挙げられ，本
絡し，下水道使用自粛の依頼を行うことが必要に
道 BCP の中で定められていない。したがって，
された場合，関連市町村（長野市・千曲市）に連 本訓練シナリオでは，プレイヤーは，非常時対応
処理レベルを確保できない場合の対応方法等の協議
合同訓練の実施が有意義であったことが示された。
なる。一方，流域事務所より連絡を受けた長野市
本訓練シナリオでは，プレイヤーは，非常時対応
絡し，下水道使用自粛の依頼を行うことが必要に 計画に記載されていない事柄についても，限られ
を行うことが定められている。また下水道使用自粛
■訓練の有効性について
た情報を基に判断し，行動することが求められ
及び千曲市は，使用自粛エリアを検討し，市内の
計画に記載されていない事柄についても，限られ
なる。一方，流域事務所より連絡を受けた長野市
の広報依頼については，関連行政部局との連絡調整
①合同訓練を通して，県内の災害時応援ルールに基

る。後述の通り，本シナリオに関して，本訓練終
た情報を基に判断し，行動することが求められ
了後の振り返り会において，様々な意見・反省点
る。後述の通り，本シナリオに関して，本訓練終
訓練シナリオ例２） 市民からの情報提供
が挙げられた。
了後の振り返り会において，様々な意見・反省点
『揚水ポンプが何らかの異常で停止しています。』
『（県流域幹線上の）マンホール浮上/溢水を見つけた。』
が挙げられた。
訓練シナリオ例１） 県流域の処理場調査者より報告
＜想定される対応例＞
＜想定される対応例＞
『揚水ポンプが何らかの異常で停止しています。』
(2)市民からの情報提供（県流域幹線被害）の流れ
長野県環境部
＜想定される対応例＞
本シナリオでは，市民から県流域幹線上のマン
(2)市民からの情報提供（県流域幹線被害）の流れ
生活排水課（本庁）
揚水ポンプ
情報 千曲市
千曲市民
連絡 長野県千曲川
長野県環境部
メーカー
付与
ホール浮上／溢水の発生に関する情報提供を受け
本シナリオでは，市民から県流域幹線上のマン
下水道課
報告
(ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ)
流域下水道事務所
生活排水課（本庁）
揚水ポンプ
メーカー
る状況を想定した（図－5）
。市民から連絡を受け
流域処理場
ホール浮上／溢水の発生に関する情報提供を受け
長野県千曲川
報告
長野市
情報
連絡・依頼
・対象場所が県流域幹線
調査者
付与 流域下水道事務所
千曲市
であることを確認
た市町村（千曲市）は，対象箇所が流域幹線であ
る状況を想定した（図－5）
。市民から連絡を受け
流域処理場
長野県千曲川
(ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ)
長野市
情報
連絡・依頼
調査者
付与 流域下水道事務所
千曲市
ることを確認した上で流域事務所に報告すること
た市町村（千曲市）は，対象箇所が流域幹線であ
・生活排水課（本庁）へ報告
対策の検討
(ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ)
・揚水ポンプメーカーへ
対策の検討
・管渠パトロールのルート検討
が求められる。一方，連絡を受けた流域事務所
ることを確認した上で流域事務所に報告すること
・生活排水課（本庁）へ報告・使用自粛エリアの検討
調査依頼
・災害時維持修繕協定を締結している
・揚水ポンプメーカーへ
・関連市町村への連絡と
・災害対策本部と連携して
対策の検討
民間事業者等へ調査復旧依頼
は，管渠パトロールのルート検討等，早期の復旧
が求められる。一方，連絡を受けた流域事務所
調査依頼
下水道使用自粛の依頼
・使用自粛エリアの検討
自粛願いの連絡
・ポンプ、発電機の調達
など
・関連市町村への連絡と
（早期復旧が困難の場合）
・災害対策本部と連携して
に向けて対応することが求められる。
は，管渠パトロールのルート検討等，早期の復旧
下水道使用自粛の依頼
自粛願いの連絡
（早期復旧が困難の場合）
に向けて対応することが求められる。
図－4 訓練シナリオ例(1)の流れ
図－5 訓練シナリオ例(2)の流れ
訓練シナリオ例(2)の流れ
図－４
訓練シナリオ例(1)の流れ
図－５
図－4 訓練シナリオ例(1)の流れ
表－4 流域事務所における下水道
非常時対応計画（抜粋）
2.7BCP
振り返り会
表－４
流域事務所における下水道
BCP
非常時対応計画（抜粋）
表－4 流域事務所における下水道
BCP 非常時対応計画（抜粋）
業務
目標
訓練終了後，参加者全員で今回の訓練を評価し，
行動内容
担当
参照文書類
番号
時間
業務
目標
課題等の共有を行う振り返り会を実施した。
行動内容
担当
参照文書類
処理場における緊急点検等の連絡調整
番号
時間
処理
各参加実施団体から，以下の感想が挙げられ，本
・緊急点検結果（被災状況）及び緊急措置①内容を本庁へ報告。 ～○時間
○○
処理場における緊急点検等の連絡調整
FT-3
処理
合同訓練の実施が有意義であったことが示された。
・平時の処理レベルを確保できない場合、対応方法等を協議。
・緊急点検結果（被災状況）及び緊急措置①内容を本庁へ報告。 ～○時間
○○
FT-3
関連行政部局との連絡調整（１）
■訓練の有効性について 14 災害発生直後の
・平時の処理レベルを確保できない場合、対応方法等を協議。
連絡先リスト
Fg-2 ・下流も含め管理施設が近接する関連行政部局（水道部局、道
関連行政部局との連絡調整（１）
14 災害発生直後の
①合同訓練を通して，県内の災害時応援ルールに基
路部局等）との共同点検・調査について、重要な幹線等の情報 ～○時間
○○
・下流も含め管理施設が近接する関連行政部局（水道部局、道
連絡先リスト
Fj-1
Fg-2
づく連絡手順や流域下水道と関連公共下水道（市
に基づき、実施方針を検討し調整を行う。
路部局等）との共同点検・調査について、重要な幹線等の情報 ～○時間
○○
S1-4
・下水道への排水自粛の広報依頼(下流も含む)
Fj-1
町村）が連携した対応について確認できた。
に基づき、実施方針を検討し調整を行う。
S1-4 ・下水道への排水自粛の広報依頼(下流も含む) ②ロールプレイング方式の訓練は，有効な訓練だと
5―95― 感じた。
5
また，各団体は，振り返り会で挙げられた課題等
を踏まえ，下水道 BCP の実効性の向上を目指して

災害対策本部と連携し，自粛願いの連絡を行うこ
及び千曲市は，使用自粛エリアを検討し，市内の
とが求められる。
災害対策本部と連携し，自粛願いの連絡を行うこ
訓練シナリオ例１）
県流域の処理場調査者より報告
とが求められる。

■様式集に
⑦情報を正
り，選択
記録でき
■新たな検
⑧下水道使
旧見込み
情報をセ
法を定め
⑨管路や処
線の数等

３．おわり
本研究に
下水道 BC
であること
県内の広域
ムを検討し
支援を積極

※全国の地
くことを
会」が国
の実施に
賜りまし

情報をセットで問われることとなるので，対応方
法を定めておくことが必要。
・管渠パトロールのルート検討
・災害時維持修繕協定を締結している
⑨管路や処理場調査者との連絡手段（携帯電話・無
民間事業者等へ調査復旧依頼
2015 年度 下水道新技術研究所年報
線の数等）の構築が必要（事前対策計画に反映）
。
・ポンプ、発電機の調達
など
づく連絡手順や流域下水道と関連公共下水道（市
おわりに
町村）が連携した対応について確認できた。
図－5 訓練シナリオ例(2)の流れ
３．おわりに
②ロールプレイング方式の訓練は，有効な訓練だと
本研究により，下水道
BCPの図上訓練の実施は，
の図上訓練の実施は，
本研究により，
下水道BCP
感じた。
下水道
の実効性を向上させる上で有効な手段で
2.7 振り返り会
下水道BCP
BCP
の実効性を向上させる上で有効な手段
また，各団体は，振り返り会で挙げられた課題等
あることが示された。下水道機構では，今後とも，
訓練終了後，参加者全員で今回の訓練を評価し，
であることが示された。
下水道機構では，
今後とも，
を踏まえ，下水道
BCP の実効性の向上を目指してい
県内の広域連携等を踏まえた効果的な訓練プログラ
課題等の共有を行う振り返り会を実施した。
県内の広域連携等を踏まえた効果的な訓練プログラ
る。主な課題等を下記に示す。
各参加実施団体から，以下の感想が挙げられ，本 ムを検討し，下水道
ムを検討し，下水道 BCP
BCPの実効性の向上に向けた支
の実効性の向上に向けた
■非常時対応計画に反映
援を積極的に行っていく。
合同訓練の実施が有意義であったことが示された。
支援を積極的に行っていく。
③流
域下水事務所（県流域処理場）と関連市町村の
■訓練の有効性について
被害情報の共有を頻繁に行うことが必要。
全国の地方公共団体の方々に本訓練を見学いただ
①合同訓練を通して，県内の災害時応援ルールに基 ※
※全国の地方公共団体の方々に本訓練を見学いただ
④住民への下水道使用の自粛依頼は，下水処理機能
くことを目的とした，
「下水道BCP
BCP 図上訓練展示
図上訓練展示
づく連絡手順や流域下水道と関連公共下水道（市
くことを目的とした，
「下水道
の停止を把握してからではなく早めに要請すべ
会」が国土交通省の主催で開催されました。訓練
町村）が連携した対応について確認できた。
会」が国土交通省の主催で開催されました。訓練
き。
の実施にあたり，国土交通省より多大なご協力を
②ロールプレイング方式の訓練は，有効な訓練だと
の実施にあたり，国土交通省より多大なご協力を
■被害想定・応急対策項目に反映
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感じた。
賜りましたことを感謝申し上げます。
⑤マンホールからの溢水に対して，下水道
BCP で被
また，各団体は，振り返り会で挙げられた課題等
害の範囲を想定し，対応を検討することが必要。
を踏まえ，下水道 BCP の実効性の向上を目指して
⑥下
水道 BCP で機能停止が想定されている流域処理
いる。主な課題等を下記に示す。
場の揚水ポンプ停止時の応急対策は，災害時の状
■非常時対応計画に反映
況を見据え具体的な対策を複数検討することが必
③流域下水事務所（県流域処理場）と関連市町村の
要。
被害情報の共有を頻繁に行うことが必要。
■様式集に反映
④住民への下水道使用の自粛依頼は，下水処理機能
⑦情報を正確・確実に記録するのは大変な作業であ
の停止を把握してからではなく早めに要請すべき。
り，選択方式の採用など，口頭での情報を簡単に
■被害想定・応急対策項目に反映
記録できる様式が必要。
⑤マンホールからの溢水に対して，下水道 BCP で
■新たな検討項目
被害の範囲を想定し，対応を検討することが必要。
写真-4 訓練展示会の状況
⑧下
水道使用の自粛要請は，住民から自粛期間（復
写真－４
訓練展示会の状況
⑥下水道 BCP で機能停止が想定されている流域処
対策の検討
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旧見込み）と代替施設（仮設トイレ等）の所在の
理場の揚水ポンプ停止時の応急対策は，災害時の
情報をセットで問われることとなるので，対応方
状況を見据え具体的な対策を複数検討することが
法を定めておくことが必要。
必要。
⑨管路や処理場調査者との連絡手段（携帯電話・無
線の数等）の構築が必要（事前対策計画に反映）。
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