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図－6
下水道施設の地震被害想定方法概念図
石川県における下水道
BCP および地震・津波対
（H18）
（1）基本方針
（1）
基本方針
策の今後の基本的な方針は下記のとおりに示した。
図－6 下水道施設の地震被害想定方法概念図
下水道施設の地震被害想定方法概念図
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 早期に着手可能な下水道 BCP 策定を最優先対策
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施設の耐震化・耐津波化は，施設の有する機能に
等）の耐震化は優先対策事項とする。
➢施
設の耐震化・耐津波化は，施設の有する機能に
応じて優先順位付けを行い，段階的に実施すると
 応じて優先順位付けを行い，段階的に実施すると
施設の耐震化・耐津波化は，施設の有する機能に
図－7 地震動マップ
ともに，性能不足となる施設については減災対策
応じて優先順位付けを行い，段階的に実施すると
ともに，性能不足となる施設については減災対策
により機能補完を行う。
図－7 地震動マップ
地震動マップ
ともに，性能不足となる施設については減災対策
により機能補完を行う。
図－７
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路延長比率
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は 27.2%で
定から「軽微
合は処理場
図－9 管路被害状況マップ
管路被害状況マップ
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（2）防災対策の進め方
要求機能の優先順位に応じ，段階的に耐震診断，
耐震・耐津波補強設計，耐震・耐津波化工事を実施
する。長寿命化事業，耐震化事業，耐津波化事業は，
同一対策箇所での同時施工による効率化を考慮した
事業を実施する。耐震化・耐津波化が実現されるま
での期間は減災対策による機能補完を行う。
（3）減災対策の進め方
減災対策として，まずは現有のリソースに基づく
下水道 BCP を作成する。次いで，施設の耐震化や資
材備蓄の充実化，訓練結果を反映させて，下水道
BCP の見直しを行い，段階的に下水処理機能中断期
間の短縮を図り，発災後において早期のサービス復
旧を目指す。下水道 BCP の改善イメージを図－11
に示す。

3.3 石川県下水道 BCP 作成の考え方の説明
石川県内の各市町における「下水道 BCP」策定お
よびスパイラルアップの円滑化を目的とし，下水道
BCP に関する基本的な事項に加え，
「石川県の下水
道 BCP および地震・津波対策のあり方」や「石川
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津波被害が想定される地域では，Ⅰ.と同様に，他の
BCP
で対象とする地震のうち，最大の被害が想定され
BCP
で対象とする地震のうち，最大の被害が想定さ
計画と整合をとった対象地震・津波で下水道 BCP を
る地震にて下水道 BCP
れる地震にて下水道
BCPを作成する。
を作成する。
（3）非常時対応計画に向けた整理
（3）非常時対応計画に向けた整理
作成する必要があるが，非常時対応計画については，
非常時対応計画は，Ⅰ.非常時優先業務の選定，
非常時対応計画は，Ⅰ.非常時優先業務の選定，Ⅱ.
Ⅱ．下水道施設に津波被害が想定される地域
①津波被害がない場合と②津波被害がある場合の両
Ⅱ．下水道施設に津波被害が想定される地域
Ⅱ.対応の目標時間の設定，Ⅲ.非常時対応計画のと
対応の目標時間の設定，Ⅲ.非常時対応計画のとりま
方を作成する。
津波被害が想定される地域では，Ⅰ.と同様に，他の
図－12 下水道 BCP 作成フロー
津波被害が想定される地域では，Ⅰ.と同様に，
りまとめの手順で作成する。非常時対応計画作成ま
とめの手順で作成する。非常時対応計画作成までのイ
計画と整合をとった対象地震・津波で下水道 BCP を
他の計画と整合をとった対象地震・津波で下水道
でのイメージを図－13 に示す。
作成する必要があるが，非常時対応計画については，
（3）非常時対応計画に向けた整理
メージを図－14 に示す。
BCP
を作成する必要があるが，非常時対応計画につ
①津波被害がない場合と②津波被害がある場合の両
非常時対応計画は，Ⅰ.非常時優先業務の選定，Ⅱ.
いては，①津波被害がない場合と②津波被害がある
方を作成する。
対応の目標時間の設定，Ⅲ.非常時対応計画のとりま
場合の両方を作成する。
とめの手順で作成する。非常時対応計画作成までのイ
＜非常時対応計画の作成を行う上での対象地震・津
波の考え方＞
①津波被害がない場合
Ⅰ.と同様に，整合をとるべきである各自治体の
地域防災計画や全庁 BCP で対象とする地震のうち，
最大の被害が想定される地震にて非常時対応計画を
作成する。
②津波被害がある場合
Ⅰ.と同様に，整合をとるべきである各自治体の
地域防災計画や全庁 BCP で対象とする津波のうち，
最も影響のある津波を想定して非常時対応計画の作
成を行う。ここで，津波を引き起こす断層のズレで
生じた地震動による被害が軽微と判断される自治体
については，「施設等の被災は津波による被害のみ
を考慮する」ものとする。対して，被害が大きいと
判断される自治体については，「施設等の被災は，
最大の被害となる地震動と津波を組み合わせる」も
のとする。なお，津波の到達時間については，一番
図－13
非常時対応計画作成までのイメージ図
図－13
非常時対応計画作成までのイメージ図
到達時間が短いものを設定し，避難計画等に活用す
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Ⅰ.非常時優先業務の選定
非常時優先業務は，都市機能を支える重要なライフ
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報の解除
考えられ
る。以下
 上水の
復旧）
 東日本
後とし
 許容中
して捉
につい
②対応の
対応の
る。
 可能な
標時間
 災害対

 許容中断時間は，津波の有無に関わらず同時間と
して捉えておき，対応目標時間が大幅に超えるもの
については，今後の事前対策等の実行により対応
②対応の目標時間の決定
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対応の目標時間における決定方針を以下に整理す
➢
災害対応業務のうち，支援隊の到着以降（概ね 2
Ⅰ．非常時優先業務の選定
図－13 非常時対応計画作成までのイメージ図
る。日目）に開始する業務は，参集職員および支援隊
非常時優先業務は，都市機能を支える重要なライ  可能な範囲で事前対策の実施を行い，「対応の目
で許容中断時間以内に業務が完了するものと考え
Ⅰ.非常時優先業務の選定
標時間」を設定
フラインである下水道の機能について，安全性の確
る。すなわち，支援隊の到着以降に不足が予想さ
非常時優先業務は，都市機能を支える重要なライフ
 災害対応業務のうち，支援隊の到着以降（概ね
2日
保，公衆衛生の確保・生活環境の保全，公共用水域
れるリソースの数量は，支援要請時に要請する数
ラインである下水道の機能について，安全性の確保，
目）に開始する業務は，参集職員および支援隊で
の水質保全を行う事を目標に設定する。非常時優先
量として捉える。
公衆衛生の確保・生活環境の保全，公共用水域の水
許容中断時間以内に業務が完了するものと考える。
業務の考え方を表－２に示す。非常時優先業務は， ➢津波被害ありの場合（夜間休日に発災時）の参集
質保全を行う事を目標に設定する。非常時優先業務
すなわち，支援隊の到着以降に不足が予想されるリ
後述の「許容中断時間」
，「対応の目標時間」の検討
開始は，津波警報解除後を基本とし，各自治体の
の考え方を表－2
に示す。非常時優先業務は，後述
ソースの数量は，支援要請時に要請する数量として
結果をフィードバックしつつ，確定していく必要が
状況に応じて変更を加える。
の「許容中断時間」，「対応の目標時間」の検討結果を
捉える。
ある。
➢
「対応の目標時間」は，実際に対応可能な時間と
フィードバックしつつ，確定していく必要がある。
非常時優先業務のうち，発災時に必要となる災害  津波被害ありの場合（夜間休日に発災時）の参集開
して設定する必要があるため，現実を直視し，適
非常時優先業務のうち，発災時に必要となる災害時
始は，津波警報解除後を基本とし，各自治体の状況
時対応業務（来訪者の避難誘導など）は，他者の支
切に設定する。
対応業務（来訪者の避難誘導など）は，他者の支援を
に応じて変更を加える。
援を受けてでも実施すべき業務であり，自らが実施
➢
下水道に係わる職員数が数名の場合，参集人員で
受けてでも実施すべき業務であり，自らが実施すること

「対応の目標時間」は，実際に対応可能な時間とし
することが困難であっても，当該業務実施状況に係
対応可能なものと，支援者到着後以降に対応可能
が困難であっても，当該業務実施状況に係わる情報
て設定する必要があるため，現実を直視し，適切に
わる情報の授受があることから，業務自体が候補か
なものを，適切に区別する。
の授受があることから，業務自体が候補から外れた場
設定する。
ら外れた場合には，当該業務に関連する情報収集業
Ⅲ．非常時対応計画のとりまとめ
合には，当該業務に関連する情報収集業務を非常時
 下水道に係わる職員数が数名の場合，参集人員で
務を非常時優先業務として追加する。
優先業務として追加する。
対応可能なものと，支援者到着後以降に対応可能
非常時優先業務と対応の目標時間を時系列に示
表－2
非常時優先業務の考え方
なものを，適切に区別する。
表－２ 非常時優先業務の考え方
し，非常時対応計画としてとりまとめると共に，下
記に示す事項について，あらかじめ市町村内や下水
Ⅲ.非常時対応計画のとりまとめ
道部局内で協議・検討する。
A
1日以内
安全の確保
非常時優先業務と対応の目標時間を時系列に示し，
➢
下水道の対応を優先する人員と時期の検討
非常時対応計画としてとりまとめると共に，下記に示す
B
➢汚水溢水箇所の対応
公衆衛生の確保
3～7日以内
生活環境の保全
C
事項について，あらかじめ市町村内や下水道部局内
➢管路調査における優先順位
25日以内
で協議・検討する。
D
下水道機能の回復 ・ 応急復旧
（上水の復旧等を
➢処理場・ポンプ場の復旧方針の検討
考慮する）
➢
下水道の対応を優先する人員と時期の検討
マスコミ等への対応方針
➢
汚水溢水箇所の対応
住民からの要請・苦情への対応方針
Ⅱ．対応の目標時間の設定
（4）スパラルアップに向けた計画のとりまとめ
非常時対応計画の作成後には，実効性の検証が必
対応の目標時間の設定では，抽出された非常時優
先業務ごとに，①業務の遅延による地域住民の生命， 要不可欠である。そのため，安否確認の訓練，個々
の非常時優先業務の手順書作成など，計画に基づき
財産，社会的影響を勘案して，許容中断時間を設定
その一部を実際に考え・行うことで，実効力の向上
し，②リソースの制約を考慮して対応の目標時間を
を図ることが可能となる。また，実際に行動するこ
設定する。
とで，策定時点では想定できなかった業務や訓練の
①許容中断時間の把握
実施方法が抽出される場合もある。そのため，①事
津波被害がある場合は，その被害の状況や津波警
前対策計画，②教育・訓練計画，③維持改善計画を
報の解除時期等により，許容中断時間が異なること
適切に策定し，非常時対応計画および下水道 BCP 全
が考えられ，事前にその時間を設定することは困難
である。以下に，その際の考え方の一例を整理した。 体のレベルアップを図ることが重要となる。
①事前対策計画
➢上水の復旧時間を目安に下水道の機能回復（応急
非常時対応計画における「対応の目標時間」を改
復旧）すべき概ねの時間を設定
善する対策として，事前対策計画を整理する必要が
➢東日本大震災の実績から，津波警報の解除を一日
ある。事前対策計画は実施可能なものから速やかに
後とし，それからの許容中断時間を設定
実施することが望ましい。特に重要と考えられる項
➢許容中断時間は，津波の有無に関わらず同時間と
目を下記に示す。
して捉えておき，対応目標時間が大幅に超えるも
のについては，今後の事前対策等の実行により対
➢重要情報のバックアップについて
応
➢資機材等の備蓄
②対応の目標時間の決定
➢災害時の通信手段の確保と許可
対応の目標時間における決定方針を以下に整理す
➢災害時支援協定
る。
②教育・訓練計画
➢可能な範囲で事前対策の実施を行い，「対応の目
教育・訓練計画は，非常時対応計画に基づく被災
標時間」を設定
後の対応手順の確実な実行と下水道 BCP の定着を目
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守るべき下水道
の機能

機能維持に向けた業務

・ 指揮調整・情報収集体制の確立
被災状況の収集と情報の発信
・ （市民へは，市町村あるいは下水道の災
害対策本部を通じて発信）
管路（重要な幹線），処理場・ポンプ場の
・
緊急点検・調査・緊急措置
管路一次点検，処理場・ポンプ場の応急
・
復旧（着手）

優先度

実施時期目安
（津波なし：参考）

抽出される場合もある。そのため，①事前対策計画，
上に情報の伝達を行っており，実際に行う必要性
②教育・訓練計画，③維持改善計画を適切に策定し，
を感じた。
非常時対応計画および下水道 BCP 全体のレベルア
 被災時に必要となる書類の様式は，事前に印刷し
2015 年度 下水道新技術研究所年報
ップを図ることが重要となる。
て準備しておく必要がある。
①事前対策計画
的として策定する。教育及び訓練の結果は，適切に
非常時対応計画における「対応の目標時間」を改善
取りまとめ，維持改善計画に繋げることが重要であ
する対策として，事前対策計画を整理する必要がある。
る。
事前対策計画は実施可能なものから速やかに実施す
③維持改善計画
ることが望ましい。特に重要と考えられる項目を下記に
維持改善計画は，定期的な内容の確認，見直し，
示す。
更新を行う計画であり，下水道
BCP の最新性確保，
 重要情報のバックアップについて
全体のレベルアップを目的とする。維持改善計画で
 資機材等の備蓄
設定する項目は事前対策計画，教育・訓練計画の実
 災害時の通信手段の確保と許可
施状況を踏まえた総括点検とする必要がある。
 災害時支援協定
写真－1 下水道
写真－１
下水道BCP
BCP 実効訓練の様子
実効訓練の様子
3.4②教育・訓練計画
下水道 BCP の勉強会
おわりに
下水道
BCP の内容理解や作成方法，作成に関して
教育・訓練計画は，非常時対応計画に基づく被災後
の課題や対策の共有を行うことを目的に，各市町が
本研究で実施した，概略の被害想定や勉強会を通
の対応手順の確実な実行と下水道 BCP の定着を目
おわりに
参加した下水道
BCP 作成の勉強会を実施した。勉強
じ，石川県および県内市町が協力することで効率的に
的として策定する。教育及び訓練の結果は，適切に取
会では，
非常時行動計画，許容中断時間に関するワー
本研究で実施した，概略の被害想定や勉強会を通
下水道
BCP を策定することができた（簡易な下水道
りまとめ，維持改善計画に繋げることが重要である。
キングを実施し，
BCP からの内容の充実化）。また，策定に関しては，
③維持改善計画下水道 BCP 策定の円滑化も図った。 じ，石川県および県内市町が協力することで効率的
に下水道
BCP を策定することができた（簡易な下水
災害対策における現状の把握や課題等に関し意見交
維持改善計画は，定期的な内容の確認，見直し，更
3.5新を行う計画であり，下水道BCP
下水道 BCP 実効訓練の実施 の最新性確保，全体
道
BCP
からの内容の充実化）
。また，策定に関しては，
換を行い，自治体職員の防災意識向上も図ることがで
策定した下水道
BCP をより実効性のある計画にす
災害対策における現状の把握や課題等に関し意見交
きた。更に，広域的な連携を目的に，本機構のノウハ
のレベルアップを目的とする。維持改善計画で設定す
るため，必要な訓練計画等について検討を行い，石
換を行い，自治体職員の防災意識向上も図ることが
ウを生かした下水道 BCP 実効訓練を実施し，BCP 内
る項目は事前対策計画，教育・訓練計画の実施状況を
川県および県内市町との下水道
BCP 実効訓練を実施
できた。更に，広域的な連携を目的に，本機構のノ
容の再確認や認識の共有を含めたブラッシュアップを
踏まえた総括点検とする必要がある。
した（写真－１）。実効訓練を経て自治体から得ら
ウハウを生かした下水道
BCP 実効訓練を実施し，
達成することができた。来年度以降も定期的に訓練等
れた主な意見は以下のとおりである。
BCP
内容の再確認や認識の共有を含めたブラッシュ
を実施し，その結果をフィードバックすることで，下水
3.4 下水道 BCP の勉強会
➢訓練では，事前に検討した被災時における事象以
アップを達成することができた。来年度以降も定期
道 BCP の更なるスパイラルアップに期待したい。
下水道BCP の内容理解や作成方法，作成に関して
上に情報の伝達を行っており，実際に行う必要性
的に訓練等を実施し，その結果をフィードバックす
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
ることで，下水道
BCP の更なるスパイラルアップに
を感じた。
研究第一部長
中島 英一郎
研究第一部長
鈴木 穣
期待したい。
➢被災時に必要となる書類の様式は，事前に印刷し
研究第一副部長
小塚
俊英
研究第一副部長
田邉 信幸
て準備しておく必要がある。
研究第一部研究員
小関 進介
研究第一部研究員
井上 智行
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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●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

●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
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