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下水道 BCP 策定マニュアル改訂に
関する検討
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1.

はじめに

災害時においてリソース（人員，資機材等）が制
約を受けた場合を想定し，下水道事業の継続・早期
回復を図るための下水道 BCP（Business Continuity
Plan，業務継続計画）の策定が求められている。
下水道 BCP 策定マニュアルは，熊本地震の経験と
教訓を踏まえ，平成 29 年 9 月に「下水道 BCP 策定
マニュアル 2017 年版（地震・津波編）～実践的な下
水道 BCP 策定と実効性を高める改善～」に改訂され
た。熊本地震においては，被災した地方公共団体に
おいて，多様な初動対応業務における他の行動計画
および業務との調整不足，人員および物資の不足等
により，下水道への対応の取り掛かりに遅れが生じ
る等，様々な課題が認識された。
そのような中，近年猛烈な豪雨や台風による大規
模な水害が全国各地で発生しており，平成 30 年 7
月豪雨や令和元年東日本台風では処理場等の下水道
施設も被災し，市民生活に多大な影響を及ぼした。
また，北海道胆振東部地震や令和元年房総半島台風
では，広域長期停電が発生し，処理場やポンプ場等
の機能を維持するための非常用発電設備の燃料不足
等，新たな課題が露呈した。
これらを踏まえ，国は「防災・減災、国土強靭化
のための 3 か年の緊急対策」で特に緊急に実施すべ
きハード・ソフト対策について，3 年間で集中的に
実施することとなった。ソフト対策については，下
水道 BCP の強化等を行うことで，被災時の下水道事
業の早期復旧を図るところである。

そこで，ソフト対策の観点からこのような課題に
対応するため，国土交通省は既往の地震・津波災害
に加え，近年の水害・土砂災害の経験と教訓を追加
するとともに，長期的な広域停電時の対応等につい
て内容の充実を図り，「下水道 BCP 策定マニュアル
2019 年版（地震・津波、水害編）～実践的な下水道
BCP 策定と実効性を高める改善～」として改訂を
行った。改訂は，有識者からなる下水道 BCP 策定マ
ニュアル改訂検討委員会を設置し行われた。日本下
水道新技術機構（以下「下水道機構」）は，改訂内
容の検討，被災した地方公共団体へのヒアリング，
下水道 BCP 策定マニュアル改訂検討委員会の運営等
の支援を行った。

2.

研究内容

2.1 近年の災害における課題とその対応
地方公共団体の被害事例から顕在化した課題と，
その課題への対応を，以下災害別に示す。
2.1.1 平成 30 年 7 月豪雨
（1）管きょの閉塞・流出
神戸市灘区において土砂災害が発生し（土砂災害
警戒区域等で発生），土砂の流入により管きょの閉
塞が発生した。管きょの閉塞に伴い下水道使用自粛
要請を行った（1 日程度）
。また，土砂の撤去に 5
日程度，全区域での下水道使用再開まで 14 日程度
を要した。なお，管きょからの汚水溢水に対する措
置として，閉塞スパンの上流マンホールで固形塩素
を懸垂させる措置を実施した。
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めや協議を実施しておくべきだと思われた。
く本庁にも設計図書を保管する対応を行った。
真備浄化センター
真備浄化センター
真備浄化センター

（a）
（a）
（a）
（a）

（b）
（b）
（b）
（b）
真備浄化センターの被害状況

写真－2
写真－2 真備浄化センターの被害状況

写真－2 真備浄化センターの被害状況
真備浄化センターの被害状況
写真－２
真備浄化センターの被害状況
写真－2
（a）敷地内浸水状況，
（b）管理棟内被害状況
（a）敷地内浸水状況，
（b）管理棟内被害状況
（a）敷地内浸水状況，
（b）管理棟内被害状況
（a）敷地内浸水状況，
（b）管理棟内被害状況
（a）敷地内浸水状況，
（b）管理棟内被害状況
写真－4 濁水処理機の設置例
また，倉敷市では道路上に土砂が堆積し，マンホ
写真－4 濁水処理機の設置例
また，倉敷市では道路上に土砂が堆積し，マンホ
濁水処理機の設置例
写真－４
濁水処理機の設置例
写真－4
また，倉敷市では道路上に土砂が堆積し，マンホ
また，
倉敷市では道路上に土砂が堆積し，マンホー
写真－4
また，倉敷市では道路上に土砂が堆積し，マンホ
濁水処理機の設置例
ール位置の特定に苦慮したため，下水道台帳を頼り
ール位置の特定に苦慮したため，下水道台帳を頼り
ル位置の特定に苦慮したため，下水道台帳を頼りに
ール位置の特定に苦慮したため，下水道台帳を頼り
ール位置の特定に苦慮したため，下水道台帳を頼り
に調査した。調査にあたり，下水道台帳は紙で出力
2.1.2 令和元年東日本台風
に調査した。調査にあたり，下水道台帳は紙で出力
2.1.2 令和元年東日本台風
令和元年東日本台風
調査した。調査にあたり，下水道台帳は紙で出力し，
2.1.2
令和元年東日本台風
に調査した。調査にあたり，下水道台帳は紙で出力
2.1.2
に調査した。調査にあたり，下水道台帳は紙で出力
2.1.2
令和元年東日本台風
し，調査結果の記録は紙に記入していたが，調査中
（1）浸水被害
し，調査結果の記録は紙に記入していたが，調査中
（1）浸水被害
調査結果の記録は紙に記入していたが，調査中に濡
（1）浸水被害
し，調査結果の記録は紙に記入していたが，調査中
（1）浸水被害
し，調査結果の記録は紙に記入していたが，調査中
（1）浸水被害
に濡れて破れる等して使用しづらかったため，途中
1）長野県
れて破れる等して使用しづらかったため，途中から，
1）長野県
に濡れて破れる等して使用しづらかったため，途中
1）長野県
に濡れて破れる等して使用しづらかったため，途中
1）長野県
に濡れて破れる等して使用しづらかったため，途中
1）長野県
から，紙と同一情報が取り込まれ，調査結果の記録
千曲川下流処理区クリーンピア千曲において，施
紙と同一情報が取り込まれ，調査結果の記録も可能
千曲川下流処理区クリーンピア千曲において，施
から，紙と同一情報が取り込まれ，調査結果の記録
千曲川下流処理区クリーンピア千曲において，施
から，紙と同一情報が取り込まれ，調査結果の記録
千曲川下流処理区クリーンピア千曲において，施
から，紙と同一情報が取り込まれ，調査結果の記録
千曲川下流処理区クリーンピア千曲において，施
も可能なタブレット型端末を導入した（写真－3）
設の地下部が氾濫水によって浸水した結果，揚水機
。 設の地下部が氾濫水によって浸水した結果，揚水機
なタブレット型端末を導入した（写真－３）
。しかし，
も可能なタブレット型端末を導入した（写真－3）
設の地下部が氾濫水によって浸水した結果，揚水機
。 設の地下部が氾濫水によって浸水した結果，揚水機
も可能なタブレット型端末を導入した（写真－3）
。
も可能なタブレット型端末を導入した（写真－3）
設の地下部が氾濫水によって浸水した結果，揚水機
。
能を確保するために必要な設備（ポンプ，電動機，
しかし，タブレット型端末の台数が十分ではなかっ
タブレット型端末の台数が十分ではなかった。その
能を確保するために必要な設備（ポンプ，電動機，
能を確保するために必要な設備（ポンプ，電動機，
しかし，タブレット型端末の台数が十分ではなかっ
能を確保するために必要な設備（ポンプ，電動機，
しかし，タブレット型端末の台数が十分ではなかっ
能を確保するために必要な設備（ポンプ，電動機，
しかし，タブレット型端末の台数が十分ではなかっ
（2）受電盤等）が被災した。施設地下部に浸入した水を
ため，予め被害想定に基づき調査及び応急復旧に必
（2）
（2）
（2）
要な台数を確保しておくことが必要である。
排水するには，ポンプの実揚程が約 25m と大きいこ
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受電盤等）が被災した。施設地下部に浸入した水を
が燃料を調達し，調達先が重複する事態が発生し
受電盤等）が被災した。施設地下部に浸入した水を が燃料を調達し，調達先が重複する事態が発生し
た。そのため，情報共有方法及び役割分担を確立
排水するには，ポンプの実揚程が約
25
m
と大きい
た。そのため，情報共有方法及び役割分担を確立
排水するには，ポンプの実揚程が約 25 m と大きい
させることが重要である。また，緊急的な給油に
ことから，同規模の仮設ポンプ等による施設内の排
させることが重要である。また，緊急的な給油に
ことから，同規模の仮設ポンプ等による施設内の排
2019 年度 下水道新技術研究所年報
対応するため，給油口の位置・形状を整理してお
水及び揚水能力の確保に時間を要し，消毒処理開始
対応するため，給油口の位置・形状を整理してお
水及び揚水能力の確保に時間を要し，消毒処理開始 法及び役割分担を確立させることが重要である。ま
とから，同規模の仮設ポンプ等による施設内の排水
くことも必要である。
まで
7
日間，簡易処理開始まで
14
日間という長期
くことも必要である。
まで 7 日間，簡易処理開始まで 14 日間という長期 た，緊急的な給油に対応するため，給油口の位置・
及び揚水能力の確保に時間を要し，消毒処理開始ま
さらに，道内の下水道を整備している地方公共団
の日数を要した。
さらに，道内の下水道を整備している地方公共団
で 7の日数を要した。
日間，簡易処理開始まで 14 日間という長期の
形状を整理しておくことも必要である。
体の多くは地元の燃料会社と緊急時の燃料供給協定
体の多くは地元の燃料会社と緊急時の燃料供給協定
日数を要した。
さらに，道内の下水道を整備している地方公共団
を締結しており，その協定を活用し，下水道施設に
2）仙台市
体の多くは地元の燃料会社と緊急時の燃料供給協定
を締結しており，その協定を活用し，下水道施設に
2）仙台市
燃料の供給を行ったが，一部の地方公共団体におい
蒲生雨水ポンプ場において，浸水により主要な
2）仙台市
を締結しており，その協定を活用し，下水道施設に
燃料の供給を行ったが，一部の地方公共団体におい
蒲生雨水ポンプ場において，浸水により主要な
ては下記のような問題が生じた。
電気設備が被災したことで，雨水ポンプが機能停
蒲生雨水ポンプ場において，浸水により主要な電
燃料の供給を行ったが，一部の地方公共団体におい
ては下記のような問題が生じた。
電気設備が被災したことで，雨水ポンプが機能停
気設備が被災したことで，雨水ポンプが機能停止し
ては下記のような問題が生じた。
①①下水道施設が燃料供給施設として対象外となっ
止した。その数日後の
1010
月月
18～19
日にかけて降
下水道施設が燃料供給施設として対象外となっ
止した。その数日後の
18～19
日にかけて降
た。その数日後の
10
月
18～19
日にかけて降雨があっ
①
下
水道施設が燃料供給施設として対象外となって
ていたり，他の施設が優先された。
雨があったため，国土交通省から排水ポンプ車が
ていたり，他の施設が優先された。
雨があったため，国土交通省から排水ポンプ車が
たため，国土交通省から排水ポンプ車が出動し，雨
いたり，他の施設が優先された。
②②燃料会社に供給要請が集中したことから，
情報の
出動し，雨水排水を行った。しかし，設置スペー
燃料会社に供給要請が集中したことから，
情報の
出動し，雨水排水を行った。しかし，設置スペー
水排水を行った。しかし，設置スペースに制限があっ
②燃錯綜・混乱が生じた。
料会社に供給要請が集中したことから，情報の
スに制限があったため，雨水ポンプの排水能力の
錯綜・混乱が生じた。
スに制限があったため，雨水ポンプの排水能力の
たため，雨水ポンプの排水能力の一部（蒲生雨水ポ
錯綜・混乱が生じた。
3 3
③
下水道担当職員が燃料協定の内容を把握してお
一部（蒲生雨水ポンプ場の能力
4
m
/s
に対して，
③ 下水道担当職員が燃料協定の内容を把握してお
一部（蒲生雨水ポンプ場の能力 4 m /s に対して，
ンプ場の能力 4m3/s に対して，国土交通省の排水ポ
③下水道担当職員が燃料協定の内容を把握しておら
らず，対応が遅れた。
国土交通省の排水ポンプ車で確保できた能力は
らず，対応が遅れた。
国土交通省の排水ポンプ車で確保できた能力は
ンプ車で確保できた能力は
1m3/s であった）しか機
ず，対応が遅れた。
3 3
1 1mm/s /sであった）しか機能確保できなかった（図
であった）しか機能確保できなかった（図
能確保できなかった（図－１）
。なお，被災後の降
2.1.4
－1）
。なお，被災後の降雨は小規模だったため，
2.1.4 令和元年房総半島台風
令和元年房総半島台風
－1）
。なお，被災後の降雨は小規模だったため，
雨は小規模だったため，排水ポンプ車の稼働によっ
2.1.4
令和元年房総半島台風
令和元年房総半島台風による広域停電により，
排水ポンプ車の稼働によって浸水被害は生じな
令和元年房総半島台風による広域停電により，
排水ポンプ車の稼働によって浸水被害は生じな
て浸水被害は生じなかったが，施設の機能停止への
令和元年房総半島台風による広域停電により，千
千葉県内では
ポンプ場等で停電が
かったが，施設の機能停止への対応については，
対応については，応急復旧資機材の設置スペース等
葉県内では
1111
処理場，44
ポンプ場等で停電が発生
千葉県内では
11処理場，44
処理場，44
ポンプ場等で停電が
かったが，施設の機能停止への対応については，
発生した。停電時の対応として，自家発電設備や
応急復旧資機材の設置スペース等も勘案しなが
も勘案しながら，対策を検討する必要がある。
した。停電時の対応として，自家発電設備や可搬式
発生した。停電時の対応として，自家発電設備や
応急復旧資機材の設置スペース等も勘案しなが
可搬式発電機，仮設ポンプによる運転だけでなく，
ら，対策を検討する必要がある。
発電機，仮設ポンプによる運転だけでなく，電力会
可搬式発電機，仮設ポンプによる運転だけでなく，
ら，対策を検討する必要がある。
社等を通じて電源車を手配することで，必要な機能
電力会社等を通じて電源車を手配することで，必
電力会社等を通じて電源車を手配することで，必
を確保した。以下に代表的な事例を記す。
要な機能を確保した。以下に代表的な事例を記す。
要な機能を確保した。以下に代表的な事例を記す。
1）館山市鏡ヶ浦クリーンセンター
1）館山市鏡ヶ浦クリーンセンター
1）館山市鏡ヶ浦クリーンセンター
自家発電設備が故障中だったため，可搬式発電機
自家発電設備が故障中だったため，可搬式発電機
自家発電設備が故障中だったため，可搬式発電機
と水中ポンプによる施設内への一時的な貯留等と並
と水中ポンプによる施設内への一時的な貯留等と並
と水中ポンプによる施設内への一時的な貯留等と並
行し，資源エネルギー庁を通じて電源車を手配する
行し，資源エネルギー庁を通じて電源車を手配する
行し，資源エネルギー庁を通じて電源車を手配する
ことで，停電から
3 日後に通常処理による運転を再
ことで，停電から
3 日後に通常処理による運転を再
ことで，停電から
3 日後に通常処理による運転を再
開した。
開した。
開した。
2）芝山町芝山クリーンセンター
2）芝山町芝山クリーンセンター
2）芝山町芝山クリーンセンター
停電時から自家発電設備による運転を実施して
停電時から自家発電設備による運転を実施してい
停電時から自家発電設備による運転を実施して
いたが，停電が長期にわたることに伴い，非常用発
図－1
蒲生雨水ポンプ場の例
たが，停電が長期にわたることに伴い，非常用発電
図－１
いたが，停電が長期にわたることに伴い，非常用発
図－1蒲生雨水ポンプ場の例
蒲生雨水ポンプ場の例
電設備の長時間の連続運転（約
110
時間）による故
設備の長時間の連続運転（約
110
時間）による故障
電設備の長時間の連続運転（約
110
時間）による故
2.1.3
北海道胆振東部地震
の可能性を踏まえ，電力会社を通じて電源車を手配
障の可能性を踏まえ，電力会社を通じて電源車を手
2.1.3
北海道胆振東部地震
障の可能性を踏まえ，電力会社を通じて電源車を手
2.1.3 北海道胆振東部地震
（1）停電時の燃料供給体制
し（写真－５）
，停電から
55 日後には汚泥処理を含
配し（写真－5）
，停電から
日後には汚泥処理を
（1）停電時の燃料供給体制
配し（写真－5）
，停電から
5 日後には汚泥処理を
（1）停電時の燃料供給体制
道内全域が停電したことに伴い，下水道施設に設
めた運転が可能となった。
含めた運転が可能となった。
道内全域が停電したことに伴い，下水道施設に
含めた運転が可能となった。
道内全域が停電したことに伴い，下水道施設に
置されている非常用発電設備等の燃料調達が必要に
設置されている非常用発電設備等の燃料調達が
設置されている非常用発電設備等の燃料調達が
なった。災害時に燃料が不足する中，普段から地元
必要になった。災害時に燃料が不足する中，普段
必要になった。災害時に燃料が不足する中，普段
給油業者と取引していたことや，地方公共団体と石
から地元給油業者と取引していたことや，地方公
から地元給油業者と取引していたことや，地方公
油組合との災害協定により，燃料を調達することが
共団体と石油組合との災害協定により，燃料を調
共団体と石油組合との災害協定により，燃料を調
できた。今回明らかになった課題としては，燃料調
達することができた。今回明らかになった課題と
達することができた。今回明らかになった課題と
達の際に，情報共有方法及び役割分担に関する取り
（a）
（b）
しては，燃料調達の際に，情報共有方法及び役割
（a）
（b）
しては，燃料調達の際に，情報共有方法及び役割
決めが不十分であったことが挙げられる。それによ
分担に関する取り決めが不十分であったことが
写真－5
り，各施設（処理場等）
・災害対策本部（地方公共
分担に関する取り決めが不十分であったことが
芝山町芝山クリーンセンターの例
写真－5 芝山町芝山クリーンセンターの例
写真－５
芝山町芝山クリーンセンターの例
挙げられる。それにより，各施設（処理場等）
・災
（a）電源車設置状況，
（b）可搬式発電機設置作業
団体・下水道部署）の各々が燃料を調達し，調達先
挙げられる。それにより，各施設（処理場等）
・災
（a）電源車設置状況，
（b）可搬式発電機設置作業
（a）電源車設置状況，
（b）可搬式発電機設置作業
害対策本部（地方公共団体・下水道部署）の各々
が重複する事態が発生した。そのため，情報共有方
害対策本部（地方公共団体・下水道部署）の各々
（3）
（3）
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（台風，降雨等）から事前に災害や被害の規模等
2.2 下水道 BCP 策定マニュアルの改訂
2019 年度 下水道新技術研究所年報
が想定される水害では，対象期間は災害発生前の
2.2.1 課題を踏まえた下水道 BCP の改訂の方向性
2.2 下水道 BCP 策定マニュアルの改訂
定される水害では，対象期間は災害発生前の事前
事前対応を含むものとする。なお，事前対応も非
近年の災害から明らかとなった課題と，それに対
2.2.1 課題を踏まえた下水道 BCP の改訂の方向性
対応を含むものとする。なお，事前対応も非常時
常時対応計画に含まれる。
する下水道
BCP 策定マニュアル改訂の方向性を図
近年の災害から明らかとなった課題と，それに対
対応計画に含まれる。
 水害発生に備えた事前準備としては，被害発生に
－2
に示す。課題としては，
「大規模豪雨」
，
「長期間
する下水道
BCP 策定マニュアル改訂の方向性を図－
・水害発生に備えた事前準備としては，被害発生に
備え，仮設ポンプや排水ポンプ車手配のための連
の停電時」に大別された。大規模豪雨による被害を
２に示す。課題としては，「大規模豪雨」，「長期間
備え，仮設ポンプや排水ポンプ車手配のための連
絡体制の確保，土のう・止水板設置等が挙げられ
踏まえたマニュアル改訂の方向性は，
「浸水・土砂災
の停電時」に大別された。大規模豪雨による被害を
絡体制の確保，土のう・止水板設置等が挙げられ
踏まえたマニュアル改訂の方向性は，
「浸水・土砂
る。
る。
害における機能停止リスクの把握」
，
「下水道施設の
災害における機能停止リスクの把握」
，
「下水道施設
・水害の規模は水防法に基づく想定最大規模の浸水
 水害の規模は水防法に基づく想定最大規模の浸
浸水時における行動計画の策定」である。また，長
の浸水時における行動計画の策定」である。また，
想定区域等を設定する。ただし，下水道
BCP
策定
水想定区域等を設定する。ただし，下水道
BCP
策
期間の停電時における被害を踏まえたマニュアル改
長期間の停電時における被害を踏まえたマニュアル
時に水防法に基づく浸水想定区域図等が策定され
定時に水防法に基づく浸水想定区域図等が策定
訂の方向性は，
「災害時の燃料供給体制等の確保」
，
改訂の方向性は，
「災害時の燃料供給体制等の確保」，
ていない場合は，計画降雨や既往最大降雨等を踏
されていない場合は，計画降雨や既往最大降雨等
「災害の停電時間の設定」であり，これらの内容を
「災害の停電時間の設定」であり，これらの内容を
まえた浸水想定等を用いて設定する。
を踏まえた浸水想定等を用いて設定する。
下水道
策定マニュアルへ反映させた。
下水道 BCP
BCP 策定マニュアルへ反映させた。
（3）浸水・土砂災害における機能停止リスクの把握
（3）浸水・土砂災害における機能停止リスクの把握
・管路施設の被害状況の想定として，水害の場合は，
 埋設位置の状況により異なるため，浸水想定区域
管路施設の被害状況の想定として，水害の場合
や家屋倒壊等氾濫想定区域，土砂災害警戒区域等
は，埋設位置の状況により異なるため，浸水想
の指定状況等を勘案して想定する（図－３）
。具
定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域，土砂災害警
体的には，河川沿いに埋設されている場合や土砂
戒区域等の指定状況等を勘案して想定する（図
災害警戒区域等に設定されている場合は，管きょ
－3）
。具体的には，河川沿いに埋設されている
の流出・破損，管きょ内への土砂の流入が懸念さ
場合や土砂災害警戒区域等に設定されている場
れる。
合は，管きょの流出・破損，管きょ内への土砂
・処理場・ポンプ場の津波や水害による直接的な被
の流入が懸念される。
害の想定として，水害についても津波の場合と同
 様に，想定最大浸水深等から被害内容を想定する。
処理場・ポンプ場の津波や水害による直接的な被
（2）水害に対する考え方全般
具体的には，施設の立面図等から出入口，搬出入
害の想定として，水害についても津波の場合と同
・水害とは，
本マニュアルでは内水氾濫，
外水氾濫，
口，換気口の位置が想定最大浸水深と比較して低
（2）水害に対する考え方全般
様に，想定最大浸水深等から被害内容を想定する。
高潮によって引き起こされる災害とし，津波によ
い位置にある場合は，浸水による施設内設備の機
 水害とは，本マニュアルでは内水氾濫，外水氾濫，
具体的には，施設の立面図等から出入口，搬出入
る災害は除くものとした。
能停止を想定する（図－４）。いずれの場合にお
高潮によって引き起こされる災害とし，津波によ
口，換気口の位置が想定最大浸水深と比較して低
・水害の対象期間については，発災が予測される段
いても，施設だけでなく，屋外に設置されている
る災害は除くものとした。
い位置にある場合は，浸水による施設内設備の機
階も含む。なお，地震・津波は突発的に発生する
操作盤や補機類等を含めた一連のシステムとして
 ため対象期間は発災を開始とするが，気象情報（台
水害の対象期間については，発災が予測される段
能停止を想定する（図－4）
。いずれの場合におい
被害想定を評価することが必要である。
階も含む。なお，地震・津波は突発的に発生する
ても，施設だけでなく，屋外に設置されている操
風，降雨等）から事前に災害や被害の規模等が想

2.2.2
2.2.2 改訂のポイント
改訂のポイント
下水道
BCP 策定マニュアルを改訂するにあたり，
下水道 BCP
策定マニュアルを改訂するにあた
特に重要視した事項を以下に示す。
り，特に重要視した事項を以下に示す。
（1）被害事例の充実
（1）被害事例の充実
下水道 BCP を作成する際には，地震・津波，水害
下水道 BCP を作成する際には，地震・津波，水
時にどのような被害が発生するのか具体的にイメー
害時にどのような被害が発生するのか具体的にイメ
ジすることで，より実効性の高い下水道 BCP を策定
ージすることで，より実効性の高い下水道 BCP を
することができる。従って，本改訂にあたっては，
策定することができる。従って，本改訂にあたって
下水道 BCP 策定マニュアル内の各セクションにおい
は，下水道
BCP 策定マニュアル内の各セクション
て，関連する被害事例を充実させた。
において，関連する被害事例を充実させた。

ため対象期間は発災を開始とするが，気象情報

作盤や補機類等を含めた一連のシステムとして

図－2 課題を踏まえたマニュアル改訂の方向性
課題を踏まえたマニュアル改訂の方向性
（4）

図－２
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限り災害対応拠点の近くで耐震性に加え，
被害想定を評価することが必要である。
2019 年度 下水道新技術研究所年報
限り災害対応拠点の近くで耐震性に加え，想定浸
想定浸
被害想定を評価することが必要である。
水深以上の階層を有する保管場所を確保するこ
被害を想定するまでのイメージ
水深以上の階層を有する保管場所を確保するこ
被害を想定するまでのイメージ
限り災害対応拠点の近くで耐震性に加え，想定浸
管路施設や下水道施設の位置と浸水想定区域図等に記載されている浸水範囲・浸水深等から，被害を
管路施設や下水道施設の位置と浸水想定区域図等に記載されている浸水範囲・浸水深等から，被害を
設定し，それに伴う業務量を把握
とが望ましい。
設定し，それに伴う業務量を把握
とが望ましい。
水深以上の階層を有する保管場所を確保すること
【検討項目】
【利用データ】
 機械・電気設備が被災し，機能復旧に向けた代替
【検討項目】
【利用データ】
機械・電気設備が被災し，機能復旧に向けた代替
が望ましい。
メッシュごとの
メッシュごとの
・管きょ被害延長，
設備の調達が必要になる場合は，
・管きょ被害延長，
浸水想定区域，家屋倒壊等氾濫
被害率
・機械・電気設備が被災し，機能復旧に向けた代替
設備の調達が必要になる場合は，下水道部局の職
下水道部局の職
浸水想定区域，家屋倒壊等氾濫
被害率
想定区域，土砂災害警戒区域等
・処理場，ポンプ場
想定区域，土砂災害警戒区域等
・処理場，ポンプ場
の被害施設
員や維持管理業者だけでの対応は困難な場合が
設備の調達が必要になる場合は，下水道部局の職
の被害施設
員や維持管理業者だけでの対応は困難な場合が
ある。そのため，設備台帳等をもとに各種機器メ
員や維持管理業者だけでの対応は困難な場合があ
ある。そのため，設備台帳等をもとに各種機器メ
下水道台帳，下水道統計
メッシュごとの管種・
下水道台帳，下水道統計
メッシュごとの管種・
・管種，管径，延長
る。そのため，設備台帳等をもとに各種機器メー
管径別管きょ延長
ーカーの連絡先を事前に把握するとともに，
降雨
・管種，管径，延長
管径別管きょ延長
ーカーの連絡先を事前に把握するとともに，
降雨
・処理場，ポンプ場の位置，等
・処理場，ポンプ場の位置，等
カーの連絡先を事前に把握するとともに，降雨情
情報（台風，警報等）を基に水害が予想される場
情報（台風，警報等）を基に水害が予想される場
報（台風，警報等）を基に水害が予想される場合
合は事前に協力体制を確保することが望ましい。
浸水想定区域図等からの被害想定イメージ
図－3
図－３
合は事前に協力体制を確保することが望ましい。
浸水想定区域図等からの被害想定イメージ
図－3 浸水想定区域図等からの被害想定イメージ
は事前に協力体制を確保することが望ましい。
 上水道部局との断水解消に係る調整として，
上水道部局との断水解消に係る調整として，下水
下水
・上水道部局との断水解消に係る調整として，下水
道と上水道は密接に関係するため，
上水道部局と
道と上水道は密接に関係するため，
上水道部局と
道と上水道は密接に関係するため，上水道部局と
非常用発電機室
電気室
換気機械室
▽浸水深
連携し，
断水解消までに必要な下水道機能を確保
非常用発電機室
電気室
換気機械室
▽浸水深
連携し，
断水解消までに必要な下水道機能を確保
連携し，断水解消までに必要な下水道機能を確保
Ⓟ
Ⓟ
できるよう，
災害時の情報共有事項や情報共有体
できるよう，
災害時の情報共有事項や情報共有体
できるよう，災害時の情報共有事項や情報共有体
制をあらかじめ定めておくことが重要である。
な
ポンプ室
制をあらかじめ定めておくことが重要である。
な
制をあらかじめ定めておくことが重要である。な
ポンプ室
お，停電時における流入水量については，上下水
お，停電時における流入水量については，上下水
お，停電時における流入水量については，上下水
道部局における停電対応状況等を踏まえ，
必要な
道部局における停電対応状況等を踏まえ，必要な
道部局における停電対応状況等を踏まえ，
必要な
Ⓟ
Ⓟ
対応を実施する。
対応を実施する。
対応を実施する。
図－４
想定最大浸水深からの被害想定イメージ

放流先水域管理者との災害時の放流に係る調整
図－4
想定最大浸水深からの被害想定イメージ
・放流先水域管理者との災害時の放流に係る調整と
 放流先水域管理者との災害時の放流に係る調整
図－4 想定最大浸水深からの被害想定イメージ
して，流下機能や処理機能が低下もしくは停止し
として，
流下機能や処理機能が低下もしくは停止
として，
流下機能や処理機能が低下もしくは停止
（4）下水道施設の浸水時における行動計画の策定
た場合，止むを得ず汚水を簡易沈殿・消毒処理し
した場合，止むを得ず汚水を簡易沈殿・消毒処理
（4）下水道施設の浸水時における行動計画の策定
した場合，止むを得ず汚水を簡易沈殿・消毒処理
（4）下水道施設の浸水時における行動計画の策定
・被害想定に基づき，必要最低限の機能を確保する
た後，近傍水域へ通常の処理とは異なる処理での
した後，
 被害想定に基づき，
必要最低限の機能を確保する
した後，近傍水域へ通常の処理とは異なる処理で
近傍水域へ通常の処理とは異なる処理で
被害想定に基づき，必要最低限の機能を確保する
ための具体的な手順について検討する。処理場に
放流をすることが予想される。実施にあたっては，
の放流をすることが予想される。
ための具体的な手順について検討する。
処理場に
の放流をすることが予想される。実施にあたって
実施にあたって
ための具体的な手順について検討する。処理場に
ついては汚水排除機能の確保と被災レベルに応じ
必ず採水・水質検査を行うとともに，早急に関係
は，必ず採水・水質検査を行うとともに，早急に
ついては汚水排除機能の確保と被災レベルに応
は，必ず採水・水質検査を行うとともに，早急に
ついては汚水排除機能の確保と被災レベルに応
た必要な機能（消毒処理，簡易処理，二次処理）
機関と緊密な連絡を取る必要がある。
関係機関と緊密な連絡を取る必要がある。
じた必要な機能
（消毒処理，
簡易処理，
二次処理）
関係機関と緊密な連絡を取る必要がある。
じた必要な機能
（消毒処理，
簡易処理，
二次処理）
の確保，ポンプ場では揚排水機能の確保を想定し， ・下水道以外の汚水処理施設管理者との調整とし
の確保，
下水道以外の汚水処理施設管理者との調整とし
の確保，ポンプ場では揚排水機能の確保を想定し，
ポンプ場では揚排水機能の確保を想定し，  下水道以外の汚水処理施設管理者との調整とし
必要な資機材については，維持管理業者等と調達
て，災害時におけるし尿を含む一般廃棄物の処理
て，
災害時におけるし尿を含む一般廃棄物の処理
必要な資機材については，
維持管理業者等と調達
て，
災害時におけるし尿を含む一般廃棄物の処理
必要な資機材については，維持管理業者等と調達
に関する役割分担を明確化しておくことが重要で
に関しては，
「災害時の一般廃棄物処理に関する
1）
に関しては，
「災害時の一般廃棄物処理に関する
に関する役割分担を明確化しておくことが重要
に関しては，
「災害時の一般廃棄物処理に関する
に関する役割分担を明確化しておくことが重要
ある。また，水害による職員の避難，放流先河川
初動対応の手引き」
において，災害時の初動対
1）
1）において，災害時の初動対
初動対応の手引き」
である。また，水害による職員の避難，放流先河
の水位上昇時等における運転操作規則等を検討し
応に特化して初動対応手順及び平時の事前検討事
初動対応の手引き」
である。また，水害による職員の避難，放流先河
において，災害時の初動対
川の水位上昇時等における運転操作規則等を検
応に特化して初動対応手順及び平時の事前検討
ておくことが重要である。
項等についてまとめられているため参考にされた
川の水位上昇時等における運転操作規則等を検
応に特化して初動対応手順及び平時の事前検討
討しておくことが重要である。
事項等についてまとめられているため参考にさ
・事前対策については，可能なものから速やかに実
い。
討しておくことが重要である。
事項等についてまとめられているため参考にさ
・民間企業等との協定の締結・見直しとして，発災
 施していくことが重要であるが，下水道施設の耐
事前対策については，
れたい。
事前対策については，可能なものから速やかに実
可能なものから速やかに実
れたい。
震対策・耐津波化・耐水化は発災後に対応すべき
後の調査，応急復旧等にあたっては，他の地方公
施していくことが重要であるが，
下水道施設の耐

民間企業等との協定の締結・見直しとして，発災
施していくことが重要であるが，下水道施設の耐
 民間企業等との協定の締結・見直しとして，発災
業務量を減少させ，
「対応の目標時間」を早める
共団体のみならず，関連する民間企業等との連携
震対策・耐津波化・耐水化は発災後に対応すべき
後の調査，応急復旧等にあたっては，他の地方公
震対策・耐津波化・耐水化は発災後に対応すべき
後の調査，応急復旧等にあたっては，他の地方公
ために有効な対策であるため，ハード対策を計画
が重要となる。そのためには，各種災害に対する
業務量を減少させ，
「対応の目標時間」
を早めるた
共団体のみならず，
業務量を減少させ，
「対応の目標時間」
を早めるた
共団体のみならず，関連する民間企業等との連携
関連する民間企業等との連携
的に実施していくことが重要である。令和元年東
被害想定に基づき，必要最低限の機能確保，市街
めに有効な対策であるため，
ハード対策を計画的
が重要となる。そのためには，各種災害に対する
めに有効な対策であるため，ハード対策を計画的
が重要となる。そのためには，各種災害に対する
日本台風では，浸水により被災した設備の応急復
地でのマンホールからの溢水防止，簡易処理ルー
に実施していくことが重要である。
令和元年東日
被害想定に基づき，必要最低限の機能確保，市街
に実施していくことが重要である。
令和元年東日
被害想定に基づき，必要最低限の機能確保，市街
旧の際，設備の規模や仮設資機材の設置スペース
トの確保等に向けた対応手順を検討し，復旧に必
本台風では，
地でのマンホールからの溢水防止，
簡易処理ルー
本台風では，浸水により被災した設備の応急復旧
浸水により被災した設備の応急復旧
地でのマンホールからの溢水防止，
簡易処理ルー
の問題から，代替設備による機能回復に時間を要
要となる資機材や燃料，バキューム車等の確保の
の際，
設備の規模や仮設資機材の設置スペースの
トの確保等に向けた対応手順を検討し，
復旧に必
の際，設備の規模や仮設資機材の設置スペースの
トの確保等に向けた対応手順を検討し，
復旧に必
した施設があった。このような施設については，
ために，これらの保有業者とあらかじめ協定を結
問題から，
代替設備による機能回復に時間を要し
要となる資機材や燃料，
バキューム車等の確保の
問題から，代替設備による機能回復に時間を要し
要となる資機材や燃料，
バキューム車等の確保の
特に事前対策としてハード対策を計画的かつ着実
んでおくことも重要である。
た施設があった。このような施設については，特
ために，
に実施していくことが重要である。
た施設があった。このような施設については，特
ために，これらの保有業者とあらかじめ協定を結
これらの保有業者とあらかじめ協定を結
に事前対策としてハード対策を計画的かつ着実
んでおくことも重要である。
・下水道台帳等の保管場所は，リスク分散という意
（5）災害時の燃料供給体制等の確保
に事前対策としてハード対策を計画的かつ着実
んでおくことも重要である。
に実施していくことが重要である。
味では，同一被災を受けない場所に保管する必要
災害時の燃料供給体制等の確保に向けた事前対策
に実施していくことが重要である。
の例（抜粋）を，以下に示す（表－１）
 があるが，発災直後の使用を考慮すると，できる
下水道台帳等の保管場所は，
リスク分散という意
（5）災害時の燃料供給体制等の確保
下水道台帳等の保管場所は，リスク分散という意
（5）災害時の燃料供給体制等の確保 。
A
A

B
B

F
F

K
K

C
C

G
G

L
L

D
D

H
H

M
M

I

N
N

E
E

J
J

I

O
O

味では，
災害時の燃料供給体制等の確保に向けた事前対
味では，同一被災を受けない場所に保管する必要
同一被災を受けない場所に保管する必要
災害時の燃料供給体制等の確保に向けた事前対
があるが，発災直後の使用を考慮すると，できる
策の例（抜粋）を，以下に示す（表－1）
。
があるが，発災直後の使用を考慮すると，できる
策の例（抜粋）を，以下に示す（表－1）
。
（5）
（5）
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下水道新技術研究所年報

・平成 30 年の北海道胆振東部地震においては，非
元年台風第 15 号・19 号をはじめとした一連の災害
に係る検証チーム」
の中間とりまとめ結果において，

平成
30
年の北海道胆振東部地震においては，非
常用発電設備等の燃料調達について，地方公共団
に係る検証チーム」の中間とりまとめ結果において，
継続的な電力供給が必要な社会的重要施設（医療・
常用発電設備等の燃料調達について，地方公共団 継続的な電力供給が必要な社会的重要施設（医療・
体内の各部署間での役割分担と情報共有の取り決
め不足による燃料調達の重複といった課題が明ら
官公庁舎，
避難所等）の管理者は，
福祉・上下水道，官公庁舎，
避難所等）
の管理者は，
体内の各部署間での役割分担と情報共有の取り 福祉・上下水道，
かになった。そのため，情報共有方法及び役割分
7272
時間の業務継続が可能となる非常用電源
「発災後
時間の業務継続が可能となる非常用電
決め不足による燃料調達の重複といった課題が 「発災後
担を確立させておく必要がある。また，非常用発
を確保するよう努めるとともに，更なる非常用電源
源を確保するよう努めるとともに，更なる非常用電
明らかになった。そのため，情報共有方法及び役
電設備等を有する下水道施設は，燃料供給要請を
源用の燃料備蓄の増量に努めること」となった。そ
割分担を確立させておく必要がある。また，非常 用の燃料備蓄の増量に努めること」となった。その
円滑に行うため，要請時に必要となる情報（油種，
ため，汚水処理施設（下水処理場，汚水ポンプ場）
のため，汚水処理施設（下水処理場，汚水ポンプ場）
用発電設備等を有する下水道施設は，燃料供給要
備蓄量，運転可能時間，石油販売業者，給油口の
については，72
時間の停電時間（燃料供給の停止
については，72 時間の停電時間（燃料供給の停止を
請を円滑に行うため，要請時に必要となる情報
位置・形状等）を把握しておく必要がある。非常
含む）を想定した業務継続について検討する必要が
（油種，備蓄量，運転可能時間，石油販売業者， を含む）を想定した業務継続について検討する必要
用発電設備等を有していない下水道施設について
がある（図－５）。検討にあたっては，上水道施設
ある（図－5）
給油口の位置・形状等）を把握しておく必要があ
。検討にあたっては，上水道施設の停
は，未処理汚水の放流防止の観点から，可搬式発
の停電対策状況及び現有施設の燃料備蓄量を勘案す
る。非常用発電設備等を有していない下水道施設
電対策状況及び現有施設の燃料備蓄量を勘案すると
電機やバキューム車等の代替手段を，発災後速や
るとともに，ランニングストック契約による災害時
については，未処理汚水の放流防止の観点から， ともに，ランニングストック契約による災害時の停
かに手配できるように準備をしておく必要があ
の停電においても確実な燃料供給が可能な対策につ
可搬式発電機やバキューム車等の代替手段を，発
電においても確実な燃料供給が可能な対策について
る。施設周辺の交通事情等その他リソースの制限
いて検討する。
災後速やかに手配できるように準備をしておく
検討する。
や資機材の調達可否等を踏まえ，災害時に代替手
必要がある。施設周辺の交通事情等その他リソー
段を確保することが困難な場合は，非常用発電設
スの制限や資機材の調達可否等を踏まえ，災害時
備等の設置を検討することも重要である。
設計上の非常用発電電源
に代替手段を確保することが困難な場合は，非常
による運転
48時間

24時間

72時間

災害発生

場外での備蓄燃料の確保分
（ランニングストック契約等）

（施設の場内における燃料貯蔵量）

用発電設備等の設置を検討することも重要であ
表－１ 事前対策の例（抜粋）
る。
実施予定時期
事前対策内容
表－1 事前対策の例（抜粋）
速やかに
実施予定時期 ・管内貯留可能量・時間の把握
事前対策内容
・
非 常用発電設備等の燃料情報
速やかに
 管内貯留可能量・時間の把握
 非常用発電設備等の燃料情報の把握
・整理
の把握・整理

72時間の業務継続
ができない場合

35 年以内
年以内

 非常用発電設備の設置
・
大 規模災害に備えた非常用燃
料入手ルートの構築
 5 非常用発電設備等の有無に関わらず，
燃料不足等
年以内
・非常用発電設備の設置

管内貯留による対応
（夜間など流入量が少ない場合に実施）

管内貯留による対応

汚水の溢水が発生
水洗トイレの使用不可

図－５
72 時間の業務継続の対応イメージ
時間の業務継続の対応イメージ
図－5 72

 民間企業等との協定締結・見直し

・民 間企業等との協定締結・見
 大規模災害に備えた非常用燃料入手ルー
直し
トの構築

燃料枯渇

1 年以内
3 年以内

1 年以内

運転操作の工夫による対応

72時間の業務継続
が可能な場合

3.

まとめ
３．まとめ
「令和元年度下水道
策定マニュアル改訂検討
「令和元年度下水道BCP
BCP
策定マニュアル改訂検
委員会」において審議され，令和
討委員会」において審議され，令和2 2年年44月に「下水
月に「下
道 BCP 策定マニュアル 2019 年版（地震・津波、水
水道 BCP 策定マニュアル 2019 年版（地震・津波、
害編）～実践的な下水道 BCP 策定と実効性を高める
水害編）～実践的な下水道 BCP 策定と実効性を高め
改善～」が国土交通省より公表された。今回の改訂
る改善～」が国土交通省より公表された。今回の改
では，従来の地震・津波に加えて，新たに水害と長
訂では，従来の地震・津波に加えて，新たに水害と
期停電に対する内容が追加された。これを基に下水
長期停電に対する内容が追加された。これを基に下
道機構では，地方公共団体の下水道 BCP の改訂（ブ
水道機構では，地方公共団体の下水道 BCP の改訂
ラッシュアップ）を継続的にサポートしていきたい
（ブラッシュアップ）を継続的にサポートしていき
と考えている。
たいと考えている。

による施設の機能停止を想定し，最初に汚水が溢
水する可能性のあるマンホール位置を把握する
・非常用発電設備等の有無に関わらず，燃料不足等
とともに，管内貯留の可能時間（非常用発電設備等
による施設の機能停止を想定し，最初に汚水が溢
を有していない下水道施設については，この時間が
水する可能性のあるマンホール位置を把握すると
可搬式発電機等手配の猶予時間になる）等は速やか
ともに，管内貯留の可能時間（非常用発電設備等
に行い，対策を検討する必要がある。
を有していない下水道施設については，この時間
が可搬式発電機等手配の猶予時間になる）等は速
 発災後においても下水道施設の機能を継続的に
やかに行い，対策を検討する必要がある。
確保するため，維持管理業者との間で，災害時の
・発災後においても下水道施設の機能を継続的に確
燃料調達や役割分担を協定・契約等に明記する等
保するため，維持管理業者との間で，災害時の燃
【参考文献】
しておく必要がある。
【参考文献】
料調達や役割分担を協定・契約等に明記する等し
1）
災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手
ておく必要がある。
引き，令和 2 年 2 月，環境省環境再生・資源循
1）災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引
（6）災害の停電時間の設定
環局災害廃棄物対策室
き，令和
2 年 2 月，環境省環境再生・資源循環局
大規模停電に対する事前対策については，
「令和
（6）災害の停電時間の設定
元年台風第 15 号・19 号をはじめとした一連の災害
災害廃棄物対策室
大規模停電に対する事前対策については，「令和
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