可能であり，初動体制の確立に大きな効果を示す下水
道 BCP の策定が求められている。
そこで本研究では，最も被害が大きいと想定される
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「自治体」という）および公益財団法人 日本下水道新
技術機構（以下，「本機構」という）の枠組みで，各自治
体が連携した下水道 BCP を作成することを目的に共
同研究を実施した。なお，各自治体が作成する下水道
BCP は，共同研究参加自治体の多くが海に面してい
ることを考慮し，津波発生時の被害を考慮に入れた下
水道 BCP とした。本書にてその内容を報告する。

大分県下水道 BCP 策定に関する
2． 研究体制

共同研究参加自治体を表－1 に，本研究における
各団体の主な役割を図－1 にそれぞれ示す。大分県
は地震データ等の情報提供および各自治体のとりまと
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││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
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「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
「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
「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
法に関するマニュアル（案）」より（（財）下水道新技術機構，
法に関するマニュアル（案）」より（（財）下水道新技術機構，
関するマニュアル（案）
」より（（財）下水道新技術機構，H18），
H18），一部修正
一部修正
H18），一部修正

表－2
被害タイプ別の想定される被害の概要
表－２
表－2 被害タイプ別の想定される被害の概要
被害タイプ別の想定される被害の概要
被害タイプ
被害タイプ
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想定される被害の概要
想定される被害の概要
地震動の影響を受けるとともに，特に側方流動等により，
地震動の影響を受けるとともに，特に側方流動等により，
処理場，ポンプ場の基礎地盤が大きく変動し，甚大な地
処理場，ポンプ場の基礎地盤が大きく変動し，甚大な地
震被害を受ける。
震被害を受ける。
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より，処理場，ポンプ場が地震被害を受ける。
より，処理場，ポンプ場が地震被害を受ける。
地震動の影響により，処理場・ポンプ場が地震被害を
地震動の影響により，処理場・ポンプ場が地震被害を
受ける。
受ける。
地震被害を受けないか，受けても軽微で，処理場，ポン
地震被害を受けないか，受けても軽微で，処理場，ポン
プ場においては，処理機能や排水機能は損なわれない。
プ場においては，処理機能や排水機能は損なわれない。

Ⅱ . 管路の被害想定方法
Ⅱ.管路の被害想定方法
Ⅱ.管路の被害想定方法
管路施設の被害想定は，総合地震対策計画等を策
管路施設の被害想定は，総合地震対策計画等を策
定する場合，1
スパン毎に評価を行う必要があるた
管路施設の被害想定は，総合地震対策計画等を策
定する場合，1
スパン毎に評価を行う必要があるため，
め，通常，下水道台帳に基づき管路データの管理を
定する場合，1 スパン毎に評価を行う必要があるため，
通常，下水道台帳に基づき管路データの管理を行う。
行う。しかし，下水道
BCP では，1 スパン毎の評価
通常，下水道台帳に基づき管路データの管理を行う。
しかし，下水道BCP
では，1
スパン毎の評価は必要な・
は必要なく，
被災後優先的に緊急点検等を行う路線
しかし，下水道BCP
では，1 スパン毎の評価は必要な
く，被災後優先的に緊急点検等を行う路線・区域の想
区域の想定や，応急復旧の対象となる延長の想定な
く，被災後優先的に緊急点検等を行う路線・区域の想
定や，応急復旧の対象となる延長の想定などに管路
どに管路施設の被害想定を利用することとなる。そ
定や，応急復旧の対象となる延長の想定などに管路
施設の被害想定を利用することとなる。そのため，下
のため，下水道台帳の詳細データではなく処理区毎
施設の被害想定を利用することとなる。そのため，下
水道台帳の詳細データではなく処理区毎の管種別管
の管種別管路延長を利用して，簡易ではあるものの
水道台帳の詳細データではなく処理区毎の管種別管
路延長を利用して，簡易ではあるものの利用目的に対
利用目的に対して十分な精度のある被害想定方法を
路延長を利用して，簡易ではあるものの利用目的に対
して十分な精度のある被害想定方法を用いる。
用いる。
して十分な精度のある被害想定方法を用いる。
管路施設の被害想定は，資料提供を受けて必要デ
管路施設の被害想定は，資料提供を受けて必要
管路施設の被害想定は，資料提供を受けて必要デ
ータを加工しながら図－4 に示す作業フローにより実
に示す作業フローにより実
データを加工しながら図－４に示す作業フローによ
ータを加工しながら図－4
り実施する。なお，対象は整備済みの管路とする。
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施する。なお，対象は整備済みの管路とする。
①南海トラフの巨大地震
施する。なお，対象は整備済みの管路とする。
①南海トラフの巨大地震
南海トラフの地震はマグニチュード（Mw）9.0 規模の
②周防灘断層群主部の地震
南海トラフの地震はマグニチュード（Mw）9.0 規模の
地震であり，大分県においては，広範囲に津波による
周防灘断層群主部の地震はマグニチュード（Mw）
地震であり，大分県においては，広範囲に津波による
被害が想定される。
7.0 規模の地震であり，主に県北地域の沿岸部で被
被害が想定される。
害が発生する。他の 2 つに比べて被害はやや小さい
②周防灘断層群主部の地震
と想定されるが，比較的短時間で津波が到来する。
②周防灘断層群主部の地震
周防灘断層群主部の地震はマグニチュード（Mw）
③別府湾の地震
周防灘断層群主部の地震はマグニチュード（Mw）
7.0別府湾の地震はマグニチュード（Mw）7.0
規模の地震であり，主に県北地域の沿岸部で被害
規模の
7.0 規模の地震であり，主に県北地域の沿岸部で被害
が発生する。他の
2 つに比べて被害はやや小さいと
地震であり，大分市や別府市，杵築市，日出町など
が発生する。他の 2 つに比べて被害はやや小さいと
想定されるが，比較的短時間で津波が到来する。
の一部で震度 7 の揺れとなる。周防灘断層群主部の
想定されるが，比較的短時間で津波が到来する。
地震と同じ地震規模であるが，地殻変動などの理由
③別府湾の地震
により，周防灘断層群主部より広範囲で浸水する。
③別府湾の地震
別府湾の地震はマグニチュード（Mw）7.0
規模の地
また，
別府湾の地震では，短時間で津波が到来する。
別府湾の地震はマグニチュード（Mw）7.0 規模の地
震であり，大分市や別府市，杵築市，日出町などの一
（2）
対象地震動の選定
震であり，大分市や別府市，杵築市，日出町などの一
図－4 管路施設の被害想定実施フロー
管路施設の被害想定実施フロー
部で震度
7 の揺れとなる。周防灘断層群主部の地震と
図－４
対象地震動の選定に関しては，大分県の地域防災
図－4 管路施設の被害想定実施フロー
部で震度 7 の揺れとなる。周防灘断層群主部の地震と
同じ地震規模であるが，地殻変動などの理由により，
計画および各自治体の地域防災計画を踏まえて設定
同じ地震規模であるが，地殻変動などの理由により，
（3）津波による被害想定手法
周防灘断層群主部より広範囲で浸水する。また，別府
（3）
津波による被害想定手法
する。大分県地域防災計画では 3.2.2（1）項に示
（3）津波による被害想定手法
周防灘断層群主部より広範囲で浸水する。また，別府
津波による対象施設の浸水状況を把握することを目
湾の地震では，短時間で津波が到来する。
津波による対象施設の浸水状況を把握することを
す 3 地震動について被害想定がなされており，防災・
津波による対象施設の浸水状況を把握することを目
湾の地震では，短時間で津波が到来する。
的に，津波シミュレーションを実施し，被害想定を行っ
目的に，津波シミュレーションを実施し，被害想定
減災対策の推進にあたっては最大の被害が予測され
的に，津波シミュレーションを実施し，被害想定を行っ
た。津波による被害想定実施フローを図－5 に示す。
（2）対象地震動の選定
を行った。津波による被害想定実施フローを図－５
る地震を対象とすることが示されている。また，各
た。津波による被害想定実施フローを図－5 に示す。
（2）対象地震動の選定
対象地震動の選定に関しては，大分県の地域防災
に示す。
自治体の地域防災計画では，概ね同様の地震動で被
対象地震動の選定に関しては，大分県の地域防災
対象施設および津波シミュレーションに関連
計画および各自治体の地域防災計画を踏まえて設定
害想定がなされている（一部，具体的な地震動の名
1. 資料収集整理
する資料を収集し，整理を行う。
対象施設および津波シミュレーションに関連
計画および各自治体の地域防災計画を踏まえて設定
1. 資料収集整理
する資料を収集し，整理を行う。
する。大分県地域防災計画では
3.2.2（1）項に示す 3
称を示さず，震度で被害を想定している自治体や過
する。大分県地域防災計画では 3.2.2（1）項に示す 3
上位計画や対象施設の状況について確認す
2. 現状調査
地震動について被害想定がなされており，防災・減災
去の大地震と同規模の地震動で被害を想定している
る。
上位計画や対象施設の状況について確認す
2. 現状調査
地震動について被害想定がなされており，防災・減災
る。
対策の推進にあたっては最大の被害が予測される地
自治体が確認された。）。これらの状況を踏まえ，各
準拠する基準類を整理し，計画策定の全体
対策の推進にあたっては最大の被害が予測される地
3. 計画の進め方
像を整理する。
準拠する基準類を整理し，計画策定の全体
震を対象とすることが示されている。また，各自治体の
自治体において被害想定を行う際，3 地震動の内，
3. 計画の進め方
像を整理する。
津波シミュレーション
震を対象とすることが示されている。また，各自治体の
津波シミュレーション
地域防災計画では，概ね同様の地震動で被害想定が
最大震度を示すものを対象地震動として選定した。
4. 津波シミュレーションの実施
地域防災計画では，概ね同様の地震動で被害想定が
4. 津波シミュレーションの実施
なされている（一部，具体的な地震動の名称を示さず，
（3）
対象津波の選定
大分県津波想定における対象津波を整理す
なされている（一部，具体的な地震動の名称を示さず，
4.1 対象津波の設定
る。
震度で被害を想定している自治体や過去の大地震と
津波による被害想定は，施設毎に津波シミュレー
大分県津波想定における対象津波を整理す
4.1 対象津波の設定
る。
震度で被害を想定している自治体や過去の大地震と
大分県津波想定と同様の広域シミュレーショ
4.2 津波シミュレーションモデ
ション（本共同研究と並行して実施した，
「下水道
同規模の地震動で被害を想定している自治体が確認
ンモデル（10mメッシュ）および詳細なシミュ
大分県津波想定と同様の広域シミュレーショ
ルの構築
4.2 津波シミュレーションモデ
レーションモデル（2m）メッシュを構築する。
同規模の地震動で被害を想定している自治体が確認
ンモデル（10mメッシュ）および詳細なシミュ
ルの構築
施設における津波対策に関する共同研究」で得た結
された。）。これらの状況を踏まえ，各自治体において
レーションモデル（2m）メッシュを構築する。
された。）。これらの状況を踏まえ，各自治体において
今回の津波シミュレーション結果（10mメッ
果を活用）を実施し，浸水深が最大となる津波を対
被害想定を行う際，3
地震動の内，最大震度を示すも
5. 津波シミュレーションモデル
シュ）に対し，大分県津波想定結果との再現
今回の津波シミュレーション結果（10mメッ
の再現性確認
被害想定を行う際，3 地震動の内，最大震度を示すも
5. 津波シミュレーションモデル
性を確認する。
シュ）に対し，大分県津波想定結果との再現
象に実施した。
の再現性確認
のを対象地震動として選定した。
性を確認する。
のを対象地震動として選定した。
（4）地震による被害想定の実施
2mメッシュでの津波シミュレーションを行い，
6. 詳細な津波シミュレーション
解析結果を取りまとめる。
の実施
2mメッシュでの津波シミュレーションを行い，
6. 詳細な津波シミュレーション
地震による被害想定（処理場・ポンプ場の被害想
（3）対象津波の選定
解析結果を取りまとめる。
の実施
（3）対象津波の選定
定および管路の被害想定）は，共同研究を実施した
津波による被害想定は，施設毎に津波シミュレーシ
7. 津波シミュレーションに基づ
詳細な津波シミュレーション結果に基づき対
津波による被害想定は，施設毎に津波シミュレーシ
象施設の津波浸水状況を把握する。
いた対象施設の被害想定
7. 津波シミュレーションに基づ
詳細な津波シミュレーション結果に基づき対
各自治体それぞれについて実施した。処理場・ポン
ョン（本共同研究と並行して実施した，「下水道施設に
象施設の津波浸水状況を把握する。
いた対象施設の被害想定
ョン（本共同研究と並行して実施した，「下水道施設に
プ場の被害想定は，表－２に示すとおり，建物や水
図－5 津波による被害想定実施フロー
おける津波対策に関する共同研究」で得た結果を活
図－5 津波による被害想定実施フロー
津波による被害想定実施フロー
おける津波対策に関する共同研究」で得た結果を活
図－５
処理系列毎にどのような被害を受けるか 4 つのタイ
用）を実施し，浸水深が最大となる津波を対象に実施
用）を実施し，浸水深が最大となる津波を対象に実施
プに分類した。本結果を事前に把握することは，被
3.2.2 被害想定の実施（地震被害と津波被害）
した。
3.2.2 被害想定の実施（地震被害と津波被害）
した。
3.2.2
被害想定の実施（地震被害と津波被害）
災時に被害を受ける機能の事前対策を検討する際に
（1）大分県で影響の受ける地震
（1）大分県で影響の受ける地震
（1）
大分県で影響の受ける地震
有効であると考えられる。また，管路の被害想定で
大分県では，東日本大震災を受け，津波被害が想定
（4）地震による被害想定の実施
大分県では，東日本大震災を受け，津波被害が想定
（4）地震による被害想定の実施
大分県では，東日本大震災を受け，津波被害が想
は，下水道の整備区域をカバーした地震動マップ，
される以下の 3 つの震源・波源域に関する被害想定調
地震による被害想定（処理場・ポンプ場の被害想定
される以下の 3 つの震源・波源域に関する被害想定調
地震による被害想定（処理場・ポンプ場の被害想定
定される以下の
3 つの震源・波源域に関する被害想
液状化マップおよび管路の最大被害率マップ（図－
査（大分県地震津波被害想定調査，平成
25 年 3 月）
および管路の被害想定）は，共同研究を実施した各自
査（大分県地震津波被害想定調査，平成 25 年 3 月）
および管路の被害想定）は，共同研究を実施した各自
定調査（大分県地震津波被害想定調査，平成
25 年
６）の作成を行った。これらのマップは被災時の優
を行っており，今後の防災・減災愛作に活用することと
治体それぞれについて実施した。処理場・ポンプ場の
を行っており，今後の防災・減災愛作に活用することと
治体それぞれについて実施した。処理場・ポンプ場の
3 している。本研究においても同様の地震を対象に，地
月）を行っており，今後の防災・減災愛作に活用
先調査地区の設定，調査に必要となる人数・時間の
被害想定は，表－2
に示すとおり，建物や水処理系列
している。本研究においても同様の地震を対象に，地
被害想定は，表－2 に示すとおり，建物や水処理系列
することとしている。本研究においても同様の地震
把握等を検討する際に有効であると考えられる。
震・津波による被害想定を実施した。
毎にどのような被害を受けるか
4 つのタイプに分類し
震・津波による被害想定を実施した。
毎にどのような被害を受けるか 4 つのタイプに分類し
を対象に，地震・津波による被害想定を実施した。
①南海トラフの巨大地震
南海トラフの地震はマグニチュード（Mw）9.0 規
模の地震であり，大分県においては，広範囲に津波
による被害が想定される。
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○○浄化
び管路の最大被害率マップ（図－6）の作成を行った。
考えられる。また，管路の被害想定では，下水道の整
本庁
その他
許可図書
紙
同左
紙センター
同左
重要情報
これらのマップは被災時の優先調査地区の設定，調
備区域をカバーした地震動マップ，液状化マップおよ
現状
今後
現状
今後
現状
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紙
(株)○○
下水道台帳
同左
紙
同左
査に必要となる人数・時間の把握等を検討する際に有
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○○浄化センター
効であると考えられる。
これらのマップは被災時の優先調査地区の設定，調
紙
紙
同左
施設竣工図書
紙
(株)○○
下水道台帳
同左
紙
同左
査に必要となる人数・時間の把握等を検討する際に有
電子
／電子
表－４
事前対策計画例
た。本結果を事前に把握することは，被災時に被害を
表－4
事前対策計画例
必要資機材等の備蓄
○○浄化センター
効であると考えられる。
重要情報のバックアップ
紙
紙
同左
受ける機能の事前対策を検討する際に有効であると
施設竣工図書

考えられる。また，管路の被害想定では，下水道の整
備区域をカバーした地震動マップ，液状化マップおよ
び管路の最大被害率マップ（図－6）の作成を行った。
これらのマップは被災時の優先調査地区の設定，調
査に必要となる人数・時間の把握等を検討する際に有
効であると考えられる。
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Ⅰ.非常時優先業務の選定
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者も参加）
る程度各自治体で共通していると考えられたため，本
27
汚水溢水の解消
設定する。
28
管路の一次調査
～7日
機構では，災害時対応に関する標準的な非常時優先  大分県の業務継続計画にならい，津波警報の解除
29
応急復旧
～25日
Ⅱ業務とそのポイントを検討し，標準例として例示した。
. 対応の目標時間の設定
を被災後丸一日経過後とし，それからの許容中断
本庁・処理場が実施
基本的に本庁が実施
Ⅱ.対応の目標時間の設定
非常時優先業務とポイントの例を表－5 に示す。
時間を津波被害がない場合と同様に設定する。
対応の目標時間の設定では，抽出された非常時優
対応の目標時間の設定では，抽出された非常時優
 許容される中断時間は，津波の有無に関わらず同
②対応の目標時間の決定
先業務ごとに，
①業務の遅延による地域住民の生命，
津波被害がある場合
表－5
非常時優先業務とポイントの例
先業務ごとに，①業務の遅延による地域住民の生命，
時期として捉えておき，実際に行動が出来そうな時
対応の目標時間は以下の方針で検討した。
財産，社会的影響を勘案して，当該業務を完了させ
行動内容
ポイント
津波被害がある場合は，その被害の状況や津波警
財産，社会的影響を勘案して，当該業務を完了させる
間が大幅に許容中断時間を超えるものについて
➢ 可能な範囲で事前対策の実施を行い，「対応の
るべき概ねの時間（＝許容中断時間）を設定し，②
報の解除時期等により，許容中断時間が異なることが
来訪者・職員の避難誘導
べき概ねの時間（=許容中断時間）を設定し，②リソー
は，今後の事前対策等の実行によりその乖離を極
目標時間」を設定する。
リソースの制約を考慮して現状でほぼ確実に完了で
人命の確保を最優先した避難誘導お
考えられる。そのため，事前にその時間を設定するこ
スの制約を考慮して現状でほぼ確実に完了できる時
力なくすものとして捉えておく。
職員の安否確認
よび参集基準の設定
➢ 被災対応業務の内，支援隊の到着以降に開始す
きる時間（＝対応の目標時間）を算定する。
とは困難である。以下に，その際の考え方の一例を整
間（=対応の目標時間）を算定する。
不在職員の安否連絡と参集
る業務については，参集した職員および支援隊
①許容中断時間の設定
理した。
②対応の目標時間の決定
で許容中断時間以内に業務が完了するものと考
津波被害がない場合
ガレキの撤去依頼
津波発生時特有の項目の設定
対応の目標時間は以下の方針で検討した。
津波被害を踏まえた上水の復旧時間を目安に下
①許容中断時間の設定
津波被害がない場合の許容中断時間の一例とし
える。すなわち，支援隊の到着以降に不足が予
対応方針の協議
早い段階での対応方針の協議
水道の機能回復（応急復旧）すべき概ねの時間を
津波被害がない場合

可能な範囲で事前対策の実施を行い，「対応の目
（可能な限り，処理場の代表
（復旧すべき施設の早期選定）
て，下水道事業の手引き（国交省）に示された下水
想されるリソースの数量は，支援要請時に要請
者も参加）
設定する。
津波被害がない場合の許容中断時間の一例として，
標時間」を設定する。
道施設の災害復旧フローおよび公共土木施設災害復
する数量として捉える。
大分県の業務継続計画にならい，津波警報の解除
下水道事業の手引き（国交省）に示された下水道施設
被災対応業務の内，支援隊の到着以降に開始す
旧事業費国庫負担法施行令第 5 条等の報告期限の考
➢ 支援隊到着までの日数の考え方は，想定される
を被災後丸一日経過後とし，それからの許容中断
の災害復旧フローおよび公共土木施設災害復旧事業
る業務については，参集した職員および支援隊で
Ⅱ.対応の目標時間の設定
え方（内閣府
HP）を踏まえ，一次調査の許容中断
被害状況を勘案して，「南海トラフの巨大地震」
時間を津波被害がない場合と同様に設定する。
費国庫負担法施行令第 5 条等の報告期限の考え方
許容中断時間以内に業務が完了するものと考え
時間を 7 日程度，応急復旧の許容中断時間を 25 日
は 5 日目，「その他の地震」は 3 日目を基本と
対応の目標時間の設定では，抽出された非常時優
る。すなわち，支援隊の到着以降に不足が予想さ
許容される中断時間は，津波の有無に関わらず同
（内閣府
HP）を踏まえ，一次調査の許容中断時間を 7
して考える。
程度としたものを表－６に示す。但し，これを採用
先業務ごとに，①業務の遅延による地域住民の生命，
時期として捉えておき，実際に行動が出来そうな時
日程度，応急復旧の許容中断時間を
25 日程度とした
れるリソースの数量は，支援要請時に要請する数
➢ 津波被害がある場合の参集開始は，津波警報解
する場合は，各自治体の実情に応じた見直しを検討
財産，社会的影響を勘案して，当該業務を完了させる
間が大幅に許容中断時間を超えるものについて
ものを表－6
に示す。但し，これを採用する場合は，
量として捉える。
除後を基本とし，各自治体の状況に応じて変更
する必要がある。
べき概ねの時間（=許容中断時間）を設定し，②リソー
は，今後の事前対策等の実行によりその乖離を極
各自治体の実情に応じた見直しを検討する必要があ
 支援隊到着までの日数の考え方は，想定される被
を加える。津波警報解除時期を設定する場合は，
津波被害がある場合
スの制約を考慮して現状でほぼ確実に完了できる時
力なくすものとして捉えておく。
る。
害状況を勘案して，「南海トラフの巨大地震」は
5
津波被害がある場合は，その被害の状況や津波警
大分県 BCP を参考に，被災後丸一日経過後を基
間（=対応の目標時間）を算定する。
報の解除時期等により，許容中断時間が異なること
本として考える。
②対応の目標時間の決定
が考えられる。そのため，事前にその時間を設定す
➢ 「対応の目標時間」は，実際に対応可能な時間

①許容中断時間の設定
対応の目標時間は以下の方針で検討した。
ることは困難である。以下に，その際の考え方の一
として設定する必要があるため，現実を直視し，
津波被害がない場合
 可能な範囲で事前対策の実施を行い，「対応の目
例を整理した。
適切に設定する。
津波被害がない場合の許容中断時間の一例として，
標時間」を設定する。
➢ 津波被害を踏まえた上水の復旧時間を目安に下
➢ 下水道に係わる職員数が数名の場合，参集職員
下水道事業の手引き（国交省）に示された下水道施設
 被災対応業務の内，支援隊の到着以降に開始す
水道の機能回復（応急復旧）すべき概ねの時間
で対応可能なものと，支援者到着後以降に対応
の災害復旧フローおよび公共土木施設災害復旧事業
る業務については，参集した職員および支援隊で
を設定する。
可能なものを，適切に区別する。
費国庫負担法施行令第 5 条等の報告期限の考え方
許容中断時間以内に業務が完了するものと考え
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（内閣府 HP）を踏まえ，一次調査の許容中断時間を 7
る。すなわち，支援隊の到着以降に不足が予想さ
日程度，応急復旧の許容中断時間を 25 日程度とした
れるリソースの数量は，支援要請時に要請する数
ものを表－6 に示す。但し，これを採用する場合は，
量として捉える。
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Ⅲ．非常時対応計画のとりまとめ
前項までに決定した，非常時優先業務と対応の目
標時間を時系列に示し，非常時対応計画として取り
まとめる。なお，本研究では，非常時対応計画を円
滑に遂行するため，「部署内の情報周知方法」など
各自治体で事前に協議・検討する方が望ましい項目
についても例示した。

➢

➢
➢

3.4 下水道 BCP 作成のための勉強会
下水道 BCP の内容理解や作成方法，作成に際して
の課題や対策の共有を行うことを目的に，下水道
BCP 作成の勉強会（全 2 回）を実施した。勉強会の
主な内容は以下のとおりである。
①下水道 BCP の概要説明
下水道 BCP の必要性の確認と作成方法の習得を目
的に説明を行った。必要性の一つとして，今回，下
水道法改正に伴い新設された，第 15 条の 2「災害
時維持修繕協定」（平成 27 年 7 月施行）により，事
前に災害時の維持修繕協定を結ぶことで，災害時に
おける各種調査などの初動対応が迅速に行えること
を挙げ，下水道 BCP として，災害時修繕協定を締結
することの重要性を示した。
②広域的な検討について
被災時における県内の相互支援のあり方や台帳等
のバックアップなど，広域的な検討が有効と考えら
れる項目について，ワーキングにより内容の検討を
行った。
3.5 各自治体による下水道 BCP の作成
本機構にて示した「大分県下水道 BCP 作成の考え
方（案）（3.3.1 項）」や勉強会を通じ，各自治体に
て下水道 BCP を作成した。各自治体が作成した下水
道 BCP の特徴の一例を紹介する。

●この研究を行ったのは
研究第一部長
研究第一副部長
研究第一部研究員
研究第一部研究員

中島英一郎
小塚 俊英
小関 進介
井上 智行

 命の確保を最優先に，地震・津波被害を考慮
人
した対応拠点・代替対応拠点や避難場所の設定
を行っている。
被災報告，支援要請について，大分県下水道部
局で決められた災害時連絡体制を踏まえてい
る。
ライフラインの停止期間を踏まえた資機材や通
信手段の確保（備蓄）の検討を行っている。
支援隊の到着（3.3.1（2）②項で示すとおり，
「考
え方（案）」で南海トラフの巨大地震は 5 日，
その他の地震は 3 日と設定した）前に，人員の
不足が想定される場合で，実施すべき（後回し
にできない）業務の遂行が難しい場合は，災害
時に協力いただける OB などへの協力依頼や他
部局との協力体制の構築（例として，道路部局
と合同で管路の緊急調査を実施することによる
調査人員の削減）など，考えられる対策の検討
を行っている。

4.

おわりに

本研究では，被災時における実用的な県内連絡体
制の確立など，各自治体が連携した下水道 BCP を作
成することを目的とした。その結果，津波シミュレー
ションで得た結果を活用し，作成する下水道 BCP に
その知見を組み合わせることで，下水道 BCP の中で
も特に検討が難しい，津波発生時の被害を考慮した
実効性の高い下水道 BCP が策定されるという成果が
得られた。今後は，今回作成した下水道 BCP が万が
一の有事の際，より有効に機能するよう，実効訓練
などスパイラルアップに向けた取り組みを提供し，
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。

●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
鈴木
穣
研究第一副部長
田邉 信幸
研究第一部研究員
井上 智行
研究第一部研究員
菊川 哲生
【03-5228-6597】
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