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石川県下水道 BCP 改訂版作成に関する
共同研究
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1.

はじめに

下水道は，汚水の排除・処理による公衆衛生の確
保，雨水の排除による浸水の防除，汚濁負荷削減に
よる公共用水域の水質保全等，住民生活，社会経済
活動を支える根幹的インフラである。そのため，地
震，津波等の大規模災害においても，下水道がはた
すべき機能を維持する必要があるが，施設の構造面
での耐震化や津波対策には，大変多くの費用と年月
を要する。このようなことから，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 は，東日
本大震災の経験とその教訓を踏まえ，平成 24 年 3
月に「下水道 BCP 策定マニュアル～第 2 版～（地
震・津波編）」（以下，「旧マニュアル」）が国土交通
省より発刊された。旧マニュアルでは東日本大震災
を契機に，災害時の被害を最小化する「減災」の考
え方が重要とされ，比較的短期に対応可能で，初動
体制の確立に大きな効果を示す下水道 BCP が求めら
れた。各自治体では，まず簡易な下水道 BCP（以下，
「簡易版下水道 BCP」）を策定し，その後必要な項目
がすべて網羅された下水道 BCP（以下，「網羅版下
水道 BCP」）へと，段階的に策定することが求めら
れている。
そのような中，平成 28 年 4 月に熊本地震が発生し，
被災自治体においては，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。
これを受け，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～」
（以下，
「新
マニュアル」）が，熊本地震における課題を踏まえ
て改訂された。その中では，まずは簡易版下水道
BCP を見直し，最低限の項目を記載した下水道 BCP
（以下，「最低限版下水道 BCP」）へ改訂し，その後
これをブラッシュアップして網羅版下水道 BCP へ増
補していくことが示された。
そこで本共同研究では，各自治体が策定済みの下
水道 BCP を新マニュアルに準じた内容へ改訂すると
ともに，下水道 BCP に関する課題，およびその対応
策を各自治体間で共有し，実効性の高い下水道 BCP
に改訂することを目的とした。

2.

研究体制

本共同研究の体制を図－１に示す。公益財団法人
日本下水道新技術機構（以下，「下水道機構」）は，
平成 30 年度に，石川県および県内市町（以下，「参
加自治体」）の計 15 自治体と下水道 BCP 改訂に関す
る共同研究を行った。

石川県および県内市町
・策定済み下水道BCPの提供
・下水道BCP改訂に関する勉強会への参加
・下水道BCP改訂版の作成
下水道機構
・石川県下水道BCP改訂の考え方（案）等の作成
・下水道BCP改訂に関する勉強会の企画・運営
・参加自治体の作成する下水道BCP改訂版の管理
・下水道BCPの実効性向上に寄与する資料（受援支援
体制の構築、訓練計画書作成の手引き）の作成

＜参加市町＞
・石川県
・金沢市
・七尾市
・輪島市
・珠洲市
・加賀市
・白山市
・能美市
・野々市市
・津幡町
・内灘町
・志賀町
・中能登町
・穴水町
・能登町

図－１
共同研究体制
図－1 共同研究体制
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熊本地震における課題と，新マニュアル改訂のポ
イントを図－3 に示す。図の左側には，熊本地震の
研究フロー
研究内容
３．研究フロー
際に明らかになった下水道 BCP の課題，右側に改訂
本共同研究の実施フローを図－２に示す。参加自
4.1 下水道 BCP 改訂の考え方（案）の作成
のポイントを整理した。
課題としては，
体制の不備，
本共同研究の実施フローを図－2 に示す。参加自
治体は，下水道
BCP 改訂に関する勉強会へ参加した
石川県下水道 BCP 改訂の考え方（案）では，旧マ
受援体制の確立，その他の課題の
3 項目に大別され
治体は，下水道 BCP
改訂に関する勉強会へ参加した
上で，下水道
ニュアルから新マニュアルで追加・変更された箇所
上で，下水道 BCP
BCP改訂版の作成を実施した。一方，
改訂版の作成を実施した。一方， る。体制の不備の課題は，発災時に優先実施業務を
下水道機構は，参加自治体から策定済みの下水道
を，セクション毎に示した。また，参加自治体の下
想定時間内に完了させるために必要な人員が足りな
下水道機構は，参加自治体から策定済みの下水道
BCP を 収 集 し，「 石 川 県 下 水 道 BCP 改 訂 の 考 え 方
水道 BCP を，新マニュアルを踏まえたものに改訂す
い等の「人員（職員等）不足」
，地域防災計画におけ
BCP を収集し，
「石川県下水道 BCP 改訂の考え方
（案）」，および下水道 BCP を改訂する際に用いる「下
るにあたり，セクション毎に要点（ポイント）を示
る下水道 BCP の位置づけ・優先順位の明確化等の
（案）
」
，および下水道 BCP を改訂する際に用いる
水道 BCP 雛形」（以下，「雛形」）の作成，並びに下
した。さらに，この考え方（案）に示された内容を
「他の行動計画，
業務との調整不足」
「資機材不足」
，
「下水道 BCP 雛形」
（以下，
「雛形」
）の作成，並び
水道 BCP 改訂版を策定するための勉強会を実施し
反映した雛形も作成した。
が挙げられる。受援体制の確立では，支援者へ依頼
に下水道 BCP 改訂版を策定するための勉強会を実
た。また，参加自治体が作成する下水道
BCP 改訂版
熊本地震における課題と，新マニュアル改訂のポ
する業務の明確化等の
「支援の依頼・内容」
，支援者
施した。
また，
参加自治体が作成する下水道
BCP
改
に対し，改訂状況を確認し，新マニュアルに準じた
イントを図－３に示す。図の左側には，熊本地震の
作業スペースや駐車場の確保等の「受入れ体制」が
訂版に対し，改訂状況を確認し，新マニュアルに準
改訂版完成に向けてサポートした。さらに，下水道
際に明らかになった下水道 BCP の課題，右側に改訂
課題となっている。
その他の課題としては，
「中小地
じた改訂版完成に向けてサポートした。さらに，下
BCP
の実効性向上に寄与する資料として，「受援支
のポイントを整理した。課題としては，
体制の不備，
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受援体制の確立，その他の課題の
3 項目に大別され
方公共団体の下水道
BCP」
，
「現行下水道
BCP の実
水道 BCP の実効性向上に寄与する資料として，
「受
を作成した。
る。体制の不備の課題は，発災時に優先実施業務を
効性の向上」
，避難所等のトイレへの対応等の「排水
援支援体制の構築」
，
「訓練計画書作成に関する手引
想定時間内に完了させるために必要な人員が足りな
設備の関わり方」
が挙げられた。
これらの課題から，
き」を作成した。
い等の「人員（職員等）不足」，地域防災計画にお
【下水道機構】
【共同研究参加自治体】
新マニュアルの改訂ポイントが
7 項目でまとめられ
①下水道BCP改訂の考え方（案）と雛形の提示
①策定済みの下水道BCPの提供
②「改訂時に検討する必要がある事項」の提示
ける下水道 BCP の位置づけ・優先順位の明確化等の
②勉強会への参加
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石川県下水道BCP改訂の考え方（案），
が挙げられる。受援体制の確立では，支援者へ依頼
下水道BCPに関連する資料等の提供
雛形，および「改訂時に検討する必要がある
①中小地方公共団体における最低限の下水道 BCP
事項」の作成
する業務の明確化等の「支援の依頼・内容」，支援
リソース（人）不足が顕著な中小地方公共団体で
者作業スペースや駐車場の確保等の「受入れ体制」
下水道BCP改訂に関する勉強会（第1回）
下水道BCP改訂に関する勉強会（第1回）への
・下水道BCP改訂作業の内容の説明
は，他の地方公共団体等から支援が到着するまでの
参加
・下水道BCP改訂版の雛形の説明
が課題となっている。その他の課題としては，「中
・「改訂時に検討する必要がある事項」の説明
期間と，支援者のスムーズな業務実施に重点を置い
小地方公共団体の下水道 BCP」，「現行下水道 BCP の
下水道BCP改訂版の作成
・参加自治体の職員が作成
下水道BCP改訂の管理
た下水道
BCP を策定することが重要である。
実効性の向上」
，避難所等のトイレへの対応等の「排
・作成した下水道BCP改訂版を下水道機構へ
・下水道BCP改訂版の完成に向けたサポート
送付
②地域防災計画，全庁
BCP 活動下における下水道
水設備の関わり方」が挙げられた。これらの課題か
下水道BCP改訂に関する勉強会（第2回）
ら，新マニュアルの改訂ポイントが
7 項目でまとめ
下水道BCP改訂に関する勉強会（第2回）への
BCP のあり方
・下水道BCP改訂の際に挙がった質問・課題、
参加
留意点等の説明
られた。以下に概要を示す。
・参加自治体間の情報共有
下水道部局としての優先実施業務やリソース（人，
体制の構築、訓練計画書作成の手引き）の作成

・能登町

3.

4.

・グループ討議、簡易な訓練の実施

下水道BCP改訂の管理
・下水道BCP改訂版の完成に向けたサポート

下水道BCP改訂版の作成
・勉強会の内容を踏まえて、修正作業を実施

下水道BCPの実効性向上に寄与する
資料の作成

共同研究の報告書作成

図－2 本共同研究の実施フロー
本共同研究の実施フロー

図－２

モノ，情報，ライフライン等の資源）の配分を，地
①中小地方公共団体における最低限の下水道 BCP
域防災計画等と整合を取ることが重要である。
リソース（人）不足が顕著な中小地方公共団体で
③優先実施業務の考え方
は，他の地方公共団体等から支援が到着するまでの
限られたリソースの中で下水道における優先実
期間と，支援者のスムーズな業務実施に重点を置い
施業務を実施する必要がある。そのため，全ての優
た下水道 BCP を策定することが重要である。
先実施業務の中から，社会的影響等が大きいと想定
②地域防災計画，全庁 BCP 活動下における下水道
される優先実施業務
（最優先事項）を選定し，
「支援
BCP のあり方
者が到着するまでに対応が必要な優先実施業務」と
下水道部局としての優先実施業務やリソース（人，
（2）モノ，情報，ライフライン等の資源）の配分を，地
域防災計画等と整合を取ることが重要である。
③優先実施業務の考え方
限られたリソースの中で下水道における優先実施
業務を実施する必要がある。そのため，全ての優先
実施業務の中から，社会的影響等が大きいと想定さ
れる優先実施業務（最優先事項）を選定し，「支援
者が到着するまでに対応が必要な優先実施業務」と
して，実施する必要性が示された。
④災害時維持修繕協定等の支援協定の締結推進
発災時の人員（職員等），および資機材不足を解
消するため，民間企業等との災害時維持修繕協定等
の支援協定により，リソース（人・モノ）を確保す
―62―

発災時の人員（職員等）
，および資機材不足を解消
するため，民間企業等との災害時維持修繕協定等の
支援協定により，リソース（人・モノ）を確保する
2018 年度 下水道新技術研究所年報
ことが重要である。
ることが重要である。
して，実施する必要性が示された。
⑤受援，支援体制の構築，全国ルール・大都市ルー
⑤受援，支援体制の構築，全国ルール・大都市ルー
④災害時維持修繕協定等の支援協定の締結推進
ルの確認
ルの確認
発災時の人員（職員等）
，および資機材不足を解消
支援を受ける側（受援）の体制を充実させ，支援
支援を受ける側（受援）の体制を充実させ，支援
するため，民間企業等との災害時維持修繕協定等の
者がスムーズに業務を遂行できる環境整備が重要で
者がスムーズに業務を遂行できる環境整備が重要で
支援協定により，リソース（人・モノ）を確保する
あるため，受援体制構築時の留意点を整理した。
図－4 下水道 BCP 改訂版の雛形
あるため，受援体制構築時の留意点を整理した。
ことが重要である。
⑥過去の災害対応事例・訓練等による
PDCAの実施
の実施
⑥過去の災害対応事例・訓練等による
PDCA
⑤受援，支援体制の構築，全国ルール・大都市ルー
発災時に下水道
BCP
が有効に活用されるために
4.3 「改訂時に検討する必要がある事項」について
発災時に下水道 BCP が有効に活用されるために
ルの確認
は，定期的に訓練を実施する必要がある。さらに，
参加自治体の下水道 BCP を新マニュアルに準じ
は，定期的に訓練を実施する必要がある。さらに，
支援を受ける側（受援）の体制を充実させ，支援
訓練から課題を抽出し，下水道
BCP を改善すること
訓練から課題を抽出し，下水道 BCP を改善すること
た内容に改訂するには，改訂内容について検討し，
者がスムーズに業務を遂行できる環境整備が重要で
（PDCA）が重要である。
（PDCA）が重要である。
その結果を下水道 BCP へ反映させる必要がある。し
⑦排水設備への対応方針
図－4 下水道
改訂版の雛形
あるため，受援体制構築時の留意点を整理した。
図－４
下水道BCP
BCP 改訂版の雛形
⑦排水設備への対応方針
かし，4.1（1）
に記載のとおり改訂のポイントはまと
避難所等の水洗トイレの早期使用を実現するため
⑥過去の災害対応事例・訓練等による PDCA の実施
避難所等の水洗トイレの早期使用を実現するた
められているが，これだけでは「何をどのように検
には，
避難所等トイレの所管部局等との事前調整
（関
4.3 「改訂時に検討する必要がある事項」について
発災時に下水道
BCP が有効に活用されるために
めには，避難所等トイレの所管部局等との事前調整
討すればよいか」
が分かりづらいことが想定される。
連行政部局の確認，避難所等のトイレ設備からのし
4.3
「改訂時に検討する必要がある事項」について
参加自治体の下水道
BCP を新マニュアルに準じ
は，定期的に訓練を実施する必要がある。さらに，
（関連行政部局の確認，避難所等のトイレ設備から
そこで，
参加自治体が下水道
改訂作業を円滑に
尿受入れ等）が重要である。
参加自治体の下水道 BCPBCP
を新マニュアルに準じた
訓練から課題を抽出し，下水道 BCP を改善すること
た内容に改訂するには，改訂内容について検討し，
のし尿受入れ等）が重要である。
進められるようにするため，新マニュアルのセクシ
内容に改訂するには，改訂内容について検討し，そ
（PDCA）が重要である。
その結果を下水道 BCP へ反映させる必要がある。し
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また，訓練計画担当者の一助となるよう，より具
また，訓練計画担当者の一助となるよう，より具
体的に訓練計画検討時の留意事項を示した「訓練計
体的に訓練計画検討時の留意事項を示した「訓練計
画書に関する手引き」を作成した。この「訓練計画
画書に関する手引き」を作成した。この「訓練計画
書に関する手引き」を基に，参加自治体が下水道
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なる。

5.

まとめ
５．まとめ
昨今，日本各地で災害が多発しており，ますます
昨今，日本各地で災害が多発しており，ますます
下水道BCP
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改訂は，自治体単独で実施することも可能だが，他
の改訂は，自治体単独で実施することも可能だが，
自治体と共同で作成することにより，各自治体で課
他自治体と共同で作成することにより，各自治体で
題となっている事項や，それに対する対応策や方針，
課題となっている事項や，それに対する対応策や方
考え方などを具体的に共有することができる等，得
針，
考え方などを具体的に共有することができる等，
られるメリットは大きい。また，共同研究を行った
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である。本共同研究では，
参加自治体が自ら理解し，
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い下水道
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参加自治体の災害対応力が高まるとともに，
今後は，
バックすることで，下水道 BCP の更なるスパイラル
定期的に訓練等が実施され，その結果をフィードバ
アップにつながることを期待する。
ックすることで，下水道 BCP の更なるスパイラルア
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となる。
①

・「何のために訓練を実施するのか」という目的をあらかじめ明確にする。
・初動から復旧までの時系列の中で、目的に応じた訓練の全体像を設定する。

② ・訓練目的を達成するために、どのような訓練手法が妥当かを考慮し設定する。
③ ・非常時対応計画の部分的な範囲を訓練のテーマ・目的に応じて選定する。
・「単独の団体（地方公共団体）で実施」「複数の団体（ブロックや地域などの 地
方公共団体や民間企業等（災害時支援団体等））で実施」「都道府県下一体（都
道府県がとりまとめる）で実施訓練への参加」が考えられる。

④

・訓練は、地方公共団体全体や協定締結先の民間企業等（処理場等の運転管
理 委託先、建設企業、機器納入メーカー、復旧時に必要な資機材メーカー、
避難所の管理者等）と共同で実施することが望ましい。
・平時に使用しない情報伝達用機器等を使用して、情報伝達訓練や実地訓練
などを実施するのも効果的である。

⑤

・被害想定に準じた発災状況・被害規模等、非常時対応計画に基づいた参加者
の訓練内容を設定する。

⑥ ・「評価者」を設けて、第三者の視点から適切な評価を受ける。
⑦

・訓練終了後に振り返り会を実施し、訓練の反省点や課題を下水道BCP（非常
時対応計画、連絡体系、記入様式等）に反映させることが重要である。

⑧ ・得られた課題により対応手順等を見直し、「非常時対応計画」に反映する。

図－7 訓練の計画・実施から下水道
BCP
図－７
訓練の計画・実施から下水道
BCPの見直し
の見直し
までの流れの例，および各項目のポイント
までの流れの例，および各項目のポイント

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

●この研究に関するお問い合わせは
白崎 亮
研究第一部長
小川 文章
●この研究に関するお問い合わせは
内田
聡
研究第一部副部長
内田 聡
白崎
亮
研究第一部長
小川
文章
山口
真人
研究第一部研究員
石川
大祐
内田
聡
研究第一部副部長
内田
聡
【03-5228-6597】
山口 真人
研究第一部研究員
石川 大祐
（6）
【03-5228-6597】
―66―

