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水道の施設・管路の耐震化
― 耐震化計画の策定推進 ―

㈱東京設計事務所特任理事（ＰＰＰ担当） 戸　來　伸　一

１.はじめに

わが国は地震国であり、地震による水
道施設の被害が頻繁に発生している。し
かし、多くの水道事業体が水需要の低迷
などから財政が逼迫している現状におい
て、水道施設の耐震化が十分に進んでい
るとは言い難い状況にある。その理由と
しては、大規模な地震災害はその発生頻
度が数十年間隔であるので急を要する課
題と捉えることが難しく、当面の課題解
決の施策を優先せざるを得ないこと、さ
らに耐震化は構造物・管路等の施設の大
規模な工事を伴うことも多く、多額の費
用を要すること、などが考えられる。

しかし、高度化した現代社会において
は、大規模地震等の災害時においても、
日常の生活用水の確保のみならず、都市
機能としての水道の役割を果たすことが
期待されており、水道の地震対策すなわ
ち施設・管路の耐震化が極めて重要と
なってきている。

したがって、持続可能な水道システム
の構築・維持には施設 ･管路の耐震化は
避けて通れない課題であり、発生したと

きの被害の甚大さとその復旧に要する膨
大な費用と時間を考えれば、躊躇するこ
となく着実に実施する必要がある。

２.水道の耐震化の現状と課題

近年発生した主な地震とその水道への
影響を、表－１に示す。これを見ると阪
神・淡路大震災、東日本大震災、３年前
の熊本地震等、地震によって水道施設が
被災した結果、多数の世帯で断水が生じ、
復旧までに長期の時間を要していること
がわかる。

また、東日本大震災では、多くの施設・
管路の被害が発生した。その１例を写真
－１に示す。南海トラフ沿いの大規模地
震（Ｍ８からＭ９クラス）は今後 30 年
以内に発生する確率が 70～ 80％と言わ
れているが、それら地域だけでなく、日
本中どこでも大規模地震が発生する可能
性があり、水道の施設・管路の耐震化の
推進が強く望まれている。

このように水道施設・管路の耐震化が
急がれている状況にあるが、図－１に示
すように、基幹管路の耐震適合率も
38.7％とまだ４割に満たず、基幹施設

である浄水施設、配水池も各々 27.9％、
53.3％となっている。グラフの進捗状
況をみれば、基幹施設・基幹管路の耐震
化率 100％までには、まだ相当の時間を
要すると言わざるを得ない。

施設・管路の耐震化対策として、新水
道ビジョンでは、優先的に実施する必要
性の高いものを 10 年程度で実施し、次
に断水の影響の大きい施設・管路を優先
して実施し、最終的には 50 年から 100
年先には水道施設全体が完全に耐震化で
きているよう、各々の水道事業体の耐震
化計画に盛り込むこととされている。

水道事業のマスタープランに相当する
「水道事業ビジョン」の作成についての
厚生労働省の手引きには、新水道ビジョ
ンに掲げる「持続」「安全」「強靭」のそ
れぞれの観点からの課題解決の基本的取
組として、施設の再構築を考慮した「ア
セットマネジメントの実施」、「水安全計
画の策定」とともに、「耐震化計画の策定」
は必須事項とされている。

表－１　近年発生した主な地震と水道への影響

※駿河湾の断水戸数は緊急遮断弁の作動が多数あったことによる
資料：「水道施設の耐震化の推進」（厚生労働省ＨＰ）より
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３.地震対策の基本的考え方

以下では、｢水道の耐震化計画等策定
指針（平成 27年６月：厚生労働省）｣ に
基づき、地震対策の基本的考え方等につ
いて述べる。

水道施設の地震対策は大きく「耐震化
対策｣ と ｢応急対策｣ に分けて考えられ
る。耐震化対策とは地震が起きても給水
に重大な影響を受けないように施設整備
することで、「被害発生の抑制｣ と ｢影
響の最小化｣ の２つの対策に分けられる。

一方、応急対策は水道施設の破損等に
よって断水が生じても、需要者のために
最小限度必要な水を確保しかつ早期に復
旧を図ること、およびその体制を整備す
ることで、「復旧の迅速化｣、｢応急給水
の充実｣、「危機管理体制の強化」の３つ
の対策に分けられる。

それらを簡潔に記すと以下のようにな
り、また図に表すと、図－２のようにな
る。
【耐震化対策】
・被害発生の抑制：地震が発生しても、

水道施設に被害が生じないようにす
る。

・影響の最小化：水道施設に被害が生じ
ても、バックアップ等によりできる限
り断水を生じないようにする。

【応急対策】
・復旧の迅速化：地震による水道施設の

被害に対して、応急復旧を迅速に行
う。

・応急給水の充実：断水地区に対して、
充実した応急給水を行う。

・危機管理体制の強化：震災時の諸活動
を計画的かつ効率的に行う。
ここでは主として前者の、施設整備に

関わる耐震化対策である「被害発生の抑
制」と「影響の最小化」について述べる
こととする。

(１)被害発生の抑制
被害発生（施設破損等）の抑制とは個々

の施設・管路について耐震性を高めるた
め、施設の建て替えや耐震補強、管路の
耐震管への更新などにより、施設・管路
が破損しないようにすることである。施
設・管路の耐震設計の考え方はその建設
年代によって異なり、したがって既存施
設の耐震強度も異なっている｡
「水道の技術的基準を定める省令」に

記載されている耐震対策に関する考え方
を整理してまとめると、表－２のように
なる。

これによれば、重要な水道施設は、起
こりうる最大級の地震（レベル２地震動）
に対しても損傷が軽微で機能に重大な影
響を及ぼさないこととされ、比較的頻度
が高く発生する地震（レベル１地震動）
に対しては健全な機能を損なわないとし
て、原則として無被害であることとされ
ている。

重要な水道施設とは、取水施設、貯水
施設、導水施設、浄水施設、送水施設、
配水本管、配水池、ポンプ場である。こ
れらは、例えれば“木の幹”に相当する
施設であり、将に基幹施設である。

また、既存施設については、全ての施
設を直ちに耐震化することは困難である
ので、基幹施設、基幹管路を中心にして
優先順位を定め、大規模改造などに合わ
せて計画的に耐震化を図ることが重要で
ある。

管路の耐震化は、基幹管路、重要給水
施設管路、破損した場合に重大な二次災
害が生ずるおそれが高い管路、応急復旧
が困難な管路（軌道横断、河川横断、緊
急輸送道路等）を優先して耐震化を図る。
また、鋳鉄管、石綿セメント管、硬質塩
化ビニル管（TS継手）等の、地震による
被害が多い管種・継手を中心に耐震化を
図る必要がある。

ここで、重要給水施設とは医療機関、
避難場所・避難地、避難所、福祉施設、

防災拠点等（市役所等行政施設、災害対
策本部、応急給水地点、警察・消防、駅・
空港等）などである。

また、液状化地域に整備された施設・
管路の耐震化も急がれる。

(２)影響の最小化
地震時にはやむを得ず施設が破損して

しまう場合もある。その対策として、少
しでも水道機能の維持を図り、給水への
影響を最小化する手立ての構築も重要で
ある。

水道システムは個々の施設が管路で結
ばれるネットワークで構成される施設群
であるので、管路の連絡等によるバック
アップ機能の充実が水道システムとして
の耐震性の向上に大きく貢献する。具体
的には、水源～送・配水に至る基幹的な
水道施設を相互に連絡するなどして、施
設・設備の複数化を図り、全体として機
能を維持する若しくは代替機能を確保す
るものである。

連絡形態、施設設備の複数化等には以
下のようなものがある。
①バックアップ機能の強化
水道システム全体として複数系統化、

バイパス管・設備の設置、予備の確保、
貯留施設（配水池等）大容量化など、シ
ステムとしてバックアップ機能の強化が
重要である。また、多くの水道施設が電
気を利用しているので、停電対策として

写真－１　東日本大震災における高架水槽の

被害状況

資料：「東日本大震災水道施設被害状況調査最終報告書ｐ
2-9（平成25年３月）」（厚生労働省健康局水道課）

図－１　水道施設の耐震化の現状（平成28年度末現在）

資料：「水道施設の耐震化の推進」（厚生労働省ＨＰ）より
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の自家用発電設備の整備や二回線受電等
も重要なバックアップ対策である。
②浄水場間および他の系統との連絡お
よび相互融通

浄水場間や他系統との相互融通可能な
連絡管を配置することによるバックアッ
プ機能の確保である。事故等を想定した
運用方策、浄水場の供給予備力の検討を
行っておくことも重要である。
③導・送水管、配水本管の二重化、
ループ化

一般に、導・送水管、配水本管は単一
管路であることが多いが、それらの管路
の破損によりその系統すべてが断水して
しまうことになる。したがって、それら
の二重化、ループ化は被害の軽減に非常
に有効である。また、二重化、ループ化
は老朽管の更新を実施するときにも有効
である。
④配水管網の整備およびブロック化
小規模水道では樹枝状管路の形態に

なっている事業体も多いと考えられるが、
できる限り網目状に管網を構成するよう
整備することにより、地震被害を軽減で
きる。配水区域が広く高低差が大きい場
合などでは、配水管網をブロック化する
ことにより、管路が破損しても、断水区
域の局所化を図って被害が軽減されるだ
けでなく、応急復旧作業の早期達成にも
寄与する。
⑤適切なバルブの配置
施設・管路が被災した場合の影響を局

所化して断水区域を限定し、復旧作業用
水を確保し早期復旧を可能とするため､
バルブの配置を見直すことも有効である。
管路図等をもとに､ 破損管路、断水区域
を想定し、必要なバルブの新設、設置間
隔の検討等を行う。
⑥水道用水供給事業体や近隣事業体と
の連絡管の整備

水道用水供給事業体や近隣事業体との
連絡管の整備など広域的バックアップの
強化は、局所的な地震災害には有効な手
段である。

４.耐震化計画策定手順

耐震化計画策定の手順を整理すると、
図－３のようになる。

その内容を指針の内容に沿いながら整
理すると、以下のようになる。

(１)基本情報の整理
水道施設の概要（施設、管路の位置、

規模、構造、仕様など）、想定地震等（想

定地震、震度、加速度、液状化危険度等）、
災害対策施設等（避難所、医療機関、緊
急輸送道路等）、水道財政等について整
理する。

(２)水道施設の被害想定
（２）－１施設の耐震診断および
（２）－２管路等の被害想定
耐震診断、管路の被害想定に基づき、

水供給等への影響検討を行う。
①地域の概要整理
地盤条件、地形条件、危険地、都市形

状、広域化の状況など地震被害の想定や
対策立案に必要な地域条件について整理
する。
②施設の概要整理
耐震診断、水道システム全体の耐震性

能の評価を実施する際の基礎資料として、
当該水道の施設状況等に関する既存資料
を予め収集整理する。
③現地調査
地盤や水道施設の現状などが既存資料

どおりとなっているかを確認するための
調査を実施する。

図－２　地震対策の体系

資料：「水道の耐震化計画等策定指針ｐ23（平成27年６月）」（厚生労働省健康局水道課）より

表－２　水道施設の重要度と備えるべき耐震性能基準

資料：「水道施設の技術的基準を定める省令」をもとに作成
※１　レベル1地震動：当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供

用期間中に発生する可能性の高いもの。
※２　レベル２地震動：当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強

さを有するもの。
※３　地震力に対する要件の項に記述はないが、別項で「断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなる

ように配慮されたものであるとともに、速やかに復旧できるように配慮されたものであること」とされ
ている。

※４　重要な水道施設：
（１）取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設。
（２）配水施設のうち、破損した場合に重大な二次災害を生ずるおそれが高いもの。
（３）配水施設のうち、①配水本管　
　　　　　　　　　　　②配水本管に接続するポンプ場　
　　　　　　　　　　　③配水本管に接続する配水池等　
　　　　　　　　　　　④配水本管を有しない水道における最大容量を有する配水池等
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④施設の簡易診断（１次診断）の実施
および結果の分析

個々の水道施設についての耐震性能を
定性的に把握し、水道システム全体の耐
震性能を概観するために簡易診断（１次
診断）を行い、詳細診断を行う対象施設
を抽出してその優先順位を決定する。施
設数が少ない場合などでは、簡易診断を
省略して詳細診断を実施することも考え
られる。
⑤施設の詳細診断（２次診断）の実施
および結果の分析

簡易診断の結果を踏まえ、抽出された
個々の水道施設について指針等で規定す
る耐震設計法により耐震性能を定量的に
評価し、耐震補強の要否、補強方法の検
討を行う。

※詳細診断は、耐震化計画策定後に
行ってもよい。
⑥管路の被害想定
管種、口径、地盤状況等と既往の地震

時の管路被害率から当該地震時の管路被
害状況を想定する。
⑦水供給等への影響検討
施設・管路のバックアップ能力、水供

給の検討、二次災害の検討等を行う。
（２）－３断水予測
上記の検討より、断水人口、断水期間

の予測等を行う。
　　　　　
(３)耐震化の目標設定
計画期間等、耐震化目標等（機能維持

水準など）、供給目標等（応急復旧期間、
応急給水路等）について検討を行う。

応急復旧期間、応急給水方法等を考慮
し、水道施設の機能維持水準を定め、対
応策を選定する。耐震化事業の進捗をわ
かりやすくするため、耐震化の指標を設
定する。

(４)地震対策の検討
図－２および図－３に示す「被害発生

の抑制」、「影響の最小化」、「復旧の迅速
化」、「応急給水の充実」、「危機管理体制
の強化」について検討する。

(５)耐震化計画の策定
①耐震補強設計やバイパス管の設置な

ど個々の耐震化手段（メニュー）を
列挙し、それらを組み合わせて、
具体的な耐震化計画を複数案作成す
る。

②複数の代替案相互の内容を比較検討
し、費用効果分析等を行い、Ｂ／Ｃ
を出すなどして事業実施案を選定す
る。

③事業実施案について、対策の緊急
性、施設等の重要度、目標達成期間
（事業効果の発現時期）などを総合
的に勘案して優先順位を検討する。

④各々の事業実施案について概算事業
費を算出し、財政面での実行可能
性、事業実施による水道料金への影
響等を勘案して年次計画を策定す

る。
⑤耐震化計画は長期にわたり多額の費

用が必要となることを踏まえ、財政
収支計算を行い、財源確保について
検討、確認する。

(６)耐震化の推進に向けての留意
事項

①住民・関係者の理解と合意形成
住民・関係者の十分な理解を得るため

に、耐震化の必要性、整備方針・費用、
その効果等に関して情報提供し、相互の
意思疎通を図り、合意形成につなげる。
②耐震化計画フォローアップ
耐震化率等の指標を用いて、施設整備

の達成状況・進捗状況の把握・評価を行
い、それを踏まえた計画の見直し等の
フォローアップを行う。

５.耐震化計画と更新計画・
再構築計画との整合およ
び統合

耐震化計画策定に際しては、地域特性
を考慮するとともに、各々の市町村のま
ちづくり計画や地域防災計画などの他の
計画との整合を図るなど政策的な観点も
必要である。また、水道施設全体の整備
計画と齟齬を来すことのないように留意
しなければならない。

耐震化計画は、施設の更新計画や施設
の再構築計画と特に密接な関係がある。
例えば、耐震化計画に基づいて、施設・

図－３　耐震化計画策定手順

資料：「水道の耐震化計画等策定指針（平成27年６月）」（厚生労働省健康局水道課）をもとに作成
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図－４　耐震化計画および他計画の検討の流れ

資料：「水道の耐震化計画等策定指針ｐ38（平成27年６月）」（厚生労働省健康局水道課）

管路を耐震化するために何らかの工事等
を行うこととなるが、その際同時に施設・
管路の更新がなされることもあり、また
施設の統廃合・ダウンサイジング等の再
構築も同時に推進される、というような
具合である。したがって、耐震化計画策
定に当たっては、更新計画や再構築計画
と十分な整合を図るとともに、場合に
よっては、計画を統合して策定すること
も考えられる。

これら一連の計画を推進するためには、
図－４に示すような流れで検討すること
が必要である。また、水道事業の計画策
定の流れから整理すると、以下のように
なる。

(１)水道事業ビジョンの策定
水道事業ビジョンの策定により、水道

の現状を把握し、将来的な当該水道事業
の基本的考え方を明らかにする。

(２)アセットマネジメントによる事
業計画の策定

ミクロマネジメント、マクロマネジメ
ントを行い、施設・管路の更新事業量、
実施方法、実施時期、財源等について検
討する。

アセットマネジメントを中心として各
計画の整合を図り、必要に応じて全体の
整備計画を策定することが望まれる。

(３)施設耐震化計画、施設更新計画、
施設再構築計画の策定

各計画の検討項目は以下のとおりであ
るが、それらは相互に関連するものであ
る。

①耐震化対策の検討（施設の耐震性能
の評価、耐震化の目標設定、重要度
に応じた耐震化、バックアップ機能
の強化等）

②施設更新の検討（施設の経年化状況
の把握、更新サイクルの検討、経年
化施設の計画的更新等）

③施設配置・能力の検討（水道事業の
将来展望（給水区域内の水需要・広
域化）、統廃合・ダウンサイジング
等）

以上述べてきたように、水道の耐震化
計画策定に当たっては、上位計画、更新
計画や再構築計画等その他の計画との整
合および統合を十分考慮することが重要
である。

６.おわりに

平成 30 年も、四国・中国地方を襲っ
た７月豪雨、９月に西日本を中心に被害
が拡大した台風 21 号の縦断や北海道胆
振東部地震の発生など大きな災害が続い
た。政府は、これらの自然災害を受けて
「重要インフラの緊急点検」を実施した。
その結果を受け、水道施設では停電対策、

土砂・浸水災害対策および地震対策、水
道管路では基幹管路の耐震化が必要だと
して、2020 年度までの３か年緊急対策
として、重要度の高い浄水場の耐震化率
の３％引き上げ、基幹管路の耐震適合率
を 50％（2022 年度末まで）にすること
などを、平成 30年末に閣議決定した。

以上のように、地震対策等災害対策は
水道事業にとって安定給水の確保、都市
機能の維持のためには避けて通れない課
題であり、地域特性、財政状況等を踏ま
え、合理的かつ長期的な視野をもって確
実に実施することが重要であると考える。

そのためには、これまで述べてきた考
え方、手順等により耐震化計画を立案・
検討し、計画的かつ効率的に事業を実施
していくことが望まれる。

また、一度立てた計画も５～ 10 年ご
とに適宜見直し、新しい知見も取り入れ
て最適な耐震化計画として、水道の施設・
管路の耐震化を推進すべきと考える。




