
６．新規整備・耐震対策 

６．１ 施設計画・設計上の留意点 

施設の計画・設計に当たっては、対象とする地震、津波の規模、各施設の耐震性能

等の検討を行うとともに、津波被災の可能性がある地域では、津波による被災の危険

性や影響等を踏まえて汚水処理施設の位置選定を行う。 

また、施設の設計に当たっては、設計に関する法令や技術資料を踏まえ、施設の重

要性等を考慮した上で、必要に応じて地震荷重や液状化発生の可能性等について検討

し、必要な対策を講じる。 

【解 説】 

施設の計画・設計に当たって対象とする地震、津波の規模は、市町村地域防災計画

に基づき設定することを基本とし、必要に応じてそれ以下の地震、津波の規模の設定

についても検討する。 

地震の規模と事業主体が判断する施設の重要度も考慮して、保持すべき耐震性能が

確保されるよう法令、「農業集落排水施設設計指針」等の施設設計に関する技術図書

を踏まえて設計を行う。 

汚水処理施設のうち、建築物については建築基準法等の法令に、処理水槽や基礎構

造物等の土木構造物については既存の技術図書に保持すべき耐震性能と耐震設計手法

とが示されている。これらの基準により建設された施設においては、これまでの地震

においても構造物に大きな被害は生じていない。 

管路施設（管路、マンホール等）は、これまでの地震で大きな被害を受けており、

路線計画時や設計の際に、地震により被災しやすい立地場所や箇所等に留意して検討

する。 

津波による被災の危険性の検討はこれまでほとんど行われていなかったが、津波被

災の可能性がある地域では、汚水処理施設の設置場所の選定等に当たっては、 新の

地域防災計画に定められた津波規模や地域計画と整合させるよう定める。また、汚水

処理施設のレイアウトや構造上の工夫によって被災を軽減できる可能性があることか

ら、減災対策についても検討する。 

なお、耐震対策（地震動対策、液状化対策、津波対策）については、対策に要する

コストが割高となる場合もあることから、被災した場合の社会的影響や対策による効

果等を総合的に勘案して選定する。 
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６．２ 管路施設における留意点 

６．２．１ 管路 

管路の設計に当たっては、個々の路線の重要度等を考慮した上で、必要に応じて

地震による影響を考慮した設計を行うとともに、液状化発生の可能性等について検

討し、必要な対策を講じる。 

【解 説】 

これまでの地震における管路の被災事例の多くは、地震動や管基礎材及び埋戻し材

料の液状化による管路のたるみ、管の離脱や破損、マンホールと管路接合部の破損等

である。 

管路の路線計画、設計、施工の各段階では、１）に示す被災による影響が大きい施

設及び箇所、２）に示す被災しやすい立地場所及び箇所に留意しながら、地形・地質

調査結果を踏まえた液状化の可能性及び地震動被災の危険性について検討を行い、耐

震対策の必要性を検討した上で、対策が必要な施設について、必要な対策を講じる。 

液状化しやすい箇所については、P16「参考－２－２液状化しやすい条件について」

を参考に検討を行う。なお、現地盤の液状化の判定法としては、「参考－６－１」に

示す「ＦＬ値法」を標準とする。 

液状化対策の例としては、次の３）～８）のようなものがある。 

地震動対策の例としては、次の６）～８）のようなものがある。 

なお、管路の応答変位法による解析は、特に重要な路線において検討する。 

 

＜参考－６－１ ＦＬ値法＞ 

（出典：土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」平成21年3月 P359） 

 ＦＬ値法は、まず地盤内のある深さの液状化強度比（せん断応力で表した液状化

強度と有効拘束圧の比）Ｒを、Ｎ値や粒径等から求める。次に、その土に地震時に

加わる繰り返しせん断応力比Ｌを地表 大加速度などから推定して、両者の比を液

状化に対する抵抗率（又は安全率とも呼ぶ）ＦＬを次式で求める。 

 

   ＦＬ＝Ｒ／Ｌ＝Ｒmax／Ｌmax 

ここに、Ｒ、Ｒmax：液状化強度比 

Ｌ、Ｌmax：繰り返しせん断応力比 

 

算定の結果、ＦＬ≦１であれば液状化の可能性があり、ＦＬ＞１であれば可能性

が小さいと判断する。なお、ここでmaxと記す場合には、地震荷重のもとでの液

状化強度比と繰り返しせん断応力比を、記さない場合には一様振幅荷重のもとでの

意味を表している。 

 

１）被災による影響が大きい施設及び箇所 

①緊急輸送道路内の管路 

②防災拠点や避難施設への経路内の管路 

③集水域に防災拠点や避難施設がある管路 

④橋梁添架部等で被害を受けて公共用水域への汚水流入の可能性のある管路 
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２）被災しやすい立地場所及び箇所 
(1)地形的要因 

①崖部や法肩 

②盛土から切土への変化点 

③軟弱地盤の地点 

④基盤岩の上にある表層の土砂の厚みが急変する地点 

⑤河川段丘部 

⑥河川三角州部 

(2)土質・地質的要因 

①地下水位が高い地点 

②埋戻し時の締固め作業性が悪い土質 

(3)構造箇所 
・構造物と埋設管路の接合部（マンホール、処理施設流入部、水槽接続管部） 

 

３）固化改良土埋戻工法 

固化改良土埋戻工法は、発生残土の土捨場が確保できない場合等の施工方法として

採用されており、中越沖地震においてもその効果が確認されている。固化剤は石灰系、

セメント系、マグネシウム系等の様々な材料が使用されており、設計強度、経済性、

周辺環境への影響等を考慮して材料を選定する必要がある。以下に主な留意点を挙げ

る。 

①固化改良土埋戻工法は、ドライ施工が必要なため、天候や地下水位等の現場条

件により施工品質が左右される。このため、地下水位が高い場合等は、矢板等

を適切に配置し水の流入や地山の崩壊を防止するとともに、施工箇所の地下水

を適切に排水（ポンプ排水等）する必要がある。 

②固化改良土の設計強度は、下水道では、室内試験による平均一軸圧縮強度（σ

28） = 100～200ｋPa、現地における一軸圧縮強度として 50～100kPa が

採用されている。小口径管が主体の集落排水管路施設では、一軸圧縮強度（室

内）100ｋPa、現場圧縮強度 50kPa で十分な液状化抵抗が期待できる。 

③固化剤の添加量は、固化剤、現地発生土の土質等により相違するため、事前に

試験を行い適切な添加量を確認しておく。試験に当たっては、施工時の地下水

の状況等を考慮する。 

④セメント系固化改良土の場合には、改良土の製造から埋戻し完了までの時間を

短くする必要がある。改良土製造後仮置きせざるを得ない場合には、仮置きと

解きほぐしの過程における強度の減少を考慮した試験練りを行い、添加量を決

める必要がある。 

⑤普通ポルトランドセメント等のセメント系固化剤を用いる場合は、六価クロム

溶出試験を行い、安全性を確認しておく。 
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４）砕石埋戻工法 

リブ付管等の砕石による埋戻しが可能な管材の採用により、砕石基礎による液状化

対策が可能である。また、曲線設置が可能となることから、交差点等で他の埋設物が

あり原形復旧によるマンホールの再施工が困難な場合や曲線設置によりマンホール

が減らせる場合等では経済的な工法となる場合がある。 

砕石埋戻工法においては、以下の点に留意するものとする。 

①間隙水を適切に排水するため、地下水位より上方まで砕石で埋戻す。 

②透水性の高い材料（例えば、10％通過粒度（D10）が１㎜以上の砕石、又は排

水効果の確認されている材料）で埋戻す。 

③吸い出しによる、陥没、目詰まりを防止するために、適切な材料を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固化改良土(現地発生土)

固化改良土(山砂)

路盤(RC‐40、C‐40）

As舗装

埋戻し土：未改良

埋戻し土：固化改良土

写真－6－1 中越沖地震時の再被災状況 

（固化改良土埋戻工法を採用した区間（写真手前）には路

面沈下は見られないが、当該工法の未採用区間（写真奥）

には路面沈下が見られる。） 

図－6－1 固化改良土埋戻工法 

施工断面図 

図－6－2 砕石埋戻工法施工断面図

写真－6－２ リブ付塩化ビニル管

砕石

路盤(RC‐40、C‐40）

As舗装

砕石
リブ付き管
（ポリエチレン

管、塩ビ管)

下水道用硬質塩化ビニル管
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表－6－1 リブ付管基礎材の種類（砂質土） 

種  類 大粒径（㎜） 

砂 
２０ 

再生砂(注) 

改良土(注) 
５０ 

現場発生土(注) 

注）再生砂・改良土・現場発生土は、十分な地耐力が得られる 

（締固まる）ことを確認すること。 

 

表－6－2 リブ付管基礎材の種類（礫質土） 

種  類 粒度範囲（㎜） 

クラッシャーラン 

Ｃ－４０ ４０～０ 

Ｃ－３０ ３０～０ 

Ｃ－２０ ２０～０ 

粒度調整砕石 

Ｍ－４０ ４０～０ 

Ｍ－３０ ３０～０ 

Ｍ－２０ ２０～０ 

単粒度砕石 
Ｓ－１３（６号） １３～５ 

Ｓ－５（７号）    ５～２．５ 

再生砕石 

ＲＣ－４０ ４０～０ 

ＲＣ－３０ ３０～０ 

ＲＣ－２０ ２０～０ 

注）礫質土を使用した場合、設計たわみ率は４％とする。これは、とう性管の許

容たわみ率５％（土地改良事業計画設計基準 設計「パイプライン」基準書 技

術書 平成 10 年 3 月より）に施工のバラツキ±１％を考慮したものである。 

（出典:新技術情報シリーズ（管路施設－３）「リブ付硬質塩化ビニル管を使用

した曲管システム」参考資料 H18.6 地域環境資源センター） 

 

５）締固め度を管理した埋戻し 

管基礎及び埋戻し土の締固め密度の向上により対策を行う際は、土質に適した転圧

機械、転圧方法を検討するとともに、事前に試験施工による密度確認を行い、埋戻し

土の土質等に応じて施工管理方法（工法指定、密度指定等）を定めて確実に指定した

締固め度を満足しているか確認する。 

施工に当たっては、以下の点に留意するものとする。 

①締固め１層の仕上がり厚さを薄くし、締固めエネルギーの高い締固め機械を使

用するなど、埋戻し土の締固め密度を厳密に管理し、密度の増大を図る。なお、

工法指定による施工管理を行う場合は、まき出し厚さ又は仕上がり厚さ、転圧

回数を試験施工の結果等をもとに定め、締固め箇所に適した転圧機械（タコ、

タンパ等）により、定めた仕様に基づき転圧を行う。 

②管基礎及び埋戻し土の締固めにおける 適な含水比を確保するため、地下水の

量に応じてポンプ等により適切に排水する。なお、地下水位が高く掘削時に多

量の湧水を生じる可能性がある場合には、埋戻し材の含水比調整や転圧が困難

となるため、他の対策工法を検討することが望ましい。 
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③現場での品質管理の頻度は、衝撃加速度試験方法等の即時性のある試験であれ

ば層ごとに延長方向で数箇所実施することが望ましい。それによらない場合は、

例えば深さ方向に２箇所程度以上、延長方向に１箇所程度以上の頻度で管理す

るなど、施工品質の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6－3 締固め度と液状化応力 

（出典：土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」（平成 21 年 3 月）P374） 

 
６）耐震性が高い管材 

ポリエチレン管や離脱防止継手（金具）を使用した硬質塩化ビニル管等の地盤変状

への追随性が高い管材への変更により被災を軽減することが可能である（写真－６－

３、写真－６－４参照）。 

なお、資材によっては対策費用が割高であることから、施設の重要性や被災による

影響等を考慮し採用を検討する。 

 

 

写真－６－３ ポリエチレン管の継手構造（例）（電気融着接合方式） 
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写真－６－４ 硬質塩化ビニル管の離脱防止継手（金具） 

 

 

７）地下水位よりも上位に埋設できる流送方式の採用 

地盤の液状化が避けられない箇所では、圧力式管路や真空式管路など勾配変化によ

る影響が少なく、埋設深の制限が少ない流送方法の採用により、地下水位より上位に

埋設するなどの対応も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６－４ 真空式管路施設の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６－５ 圧力式管路施設の構成 

 

 

 

 

取付管 
真空管路 

公共ます

真空弁ユニット 

真空ステーション

取付管 

圧力管路 

公共ます 

圧力ポンプ施設 

圧力ポンプ施設シ
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８）可とう性を有する継手等の採用 

地震による変位に追随する可とう性を有する継手等は、管路施設や汚水処理施設内

の配管被災の軽減にも有効である。このため、管と管の継手部については、差し込み

長を長くし、可とう性を有する継手の採用を検討する。また、マンホール、公共ます

と管路（本管）との接合部については、可とう性を有する継手の採用を検討する（図

－６－６参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―６－６ 可とう性を有する継手等（例） 

（出典：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）P61 を一部加筆） 

 

  

可とう性を有する構造

差し込み長の長尺化 
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６．２．２ マンホール・中継ポンプ 

マンホール・中継ポンプの設置に当たっては、液状化等について検討を行い、必

要に応じてマンホールの浮上対策や制御盤等の倒壊防止対策を講じる。 

【解 説】 

これまでの地震におけるマンホールの被災事例の多くは、埋戻し材料の液状化によ

る浮上である。また、地震動や液状化による中継ポンプ制御盤の倒壊、津波による被

災地区では流出・損壊が発生している。対策の例としては、次のようなものがある。 

 

１）可とう性を有する継手の設置 

重要な路線では、マンホールと管路との接合部に可とう性を有する継手を設け、地

震発生時の変位に追随し、破損を軽減する製品の採用を検討する。ただし、液状化が

発生し継手の許容変位量を超えた場合には、完全に離脱を防止することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６－７ 可とう性を有する継手（マンホールと管路の接合部） 

（出典：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）P60 を一部加筆） 

 

２）マンホールの浮上対策 

マンホールの浮上対策としては、管路の液状化対策と同様に、固化改良土埋戻工法

や砕石埋戻工法等がある。なお、埋戻し工法の施工に当たっては、管路の液状化対策

と同様、施工管理方法を定めた上で施工品質を確保する。 

これまでの地震では、マンホール浮上の被災が顕在化したことから、液状化による

浮上防止対策を考慮した二次製品が新たに開発されており、これらの採用についても

検討する（P67「表－６－3」参照）。なお、対策費用が割高であることから、施設

の重要性や被災による影響等を考慮し採用を検討する。 

 

  

可とう継手

縁を切る
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表－６－3 マンホール浮上防止対策新工法の例（出典：下水道新技術推進機構ＨＰを一部加筆） 

工法名 WIDEセフティパイプ アンカーウイング マンホールフランジ 

浮上防止 

メカニズム 

地震によって発生するマンホ

ール周辺地盤の過剰間隙水を地

盤内に設置した集水管により集

水し、マンホール内部に排水しま

す。その結果、マンホール本体に

作用する過剰間隙水圧を消散さ

せ、地盤の液状化によるマンホー

ルとその周辺地盤間の摩擦力低

下を抑制し、マンホールの浮上防

止を図る工法です。 

 

地盤の定着層へアンカー部を

回転貫入により打設して、ロッ

ド・頭部固定金具を介してマンホ

ールの浮上を物理的に拘束する

工法です。定着層に打設するアン

カー部、マンホールと部材を固定

する頭部固定金具、及び両者を結

合するロッドから構成されてい

ます。 

 マンホールの外周部に凸型形

状の部材を設け、重量体を載荷し

ます。その結果、マンホールに作

用する揚圧力とつりあい、浮上防

止を図るという工法です。マンホ

ールの外周部に取付ける凸型形

状の浮上防止フランジブロック

と重量体金枠、重量体から構成さ

れています。 

標 準 図 

   

写 真 

  

 

（上表の他、各メーカーから多くの浮上防止対策製品が開発されており、現地条件に適した製品を選定する。） 

 

  

マンホール

頭部固定金具ﾞ

ロッド 

アンカー 
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３）中継ポンプの対策 

(1)制御盤の自立形採用による倒壊防止 

装柱形中継ポンプ制御盤の倒壊による被災に対応するため、地表にコンクリ－ト

基礎を設け自立形制御盤を固定することにより、地震動による倒壊の危険性を低減

することが可能である。設置に当たっては、融雪剤等による腐食対策や用地の確保、

津波が想定される地区では浸水に対する検討等が必要となる。 

 

 

図－６－８ 中継ポンプ制御盤（自立形） 

 

(2)代替え水中ポンプの準備 

津波が想定される地区では、海水の浸水により中継ポンプが停止した場合の対応

として、代替え水中ポンプの準備を検討する。 
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６．３ 汚水処理施設における留意点 

６．３．１ 土木施設 

土木施設の設計に当たっては、現地盤の液状化や津波被災の可能性について検討

を行い、必要な対策を講じるものとする。 

【解 説】 

これまでの地震では、「農業集落排水施設設計指針」による耐震設計を行った施設

において地震動による大きな被災は生じておらず、コンクリート部材の部分的な損傷

や止水板のずれ、敷地地盤の液状化による付帯施設又は付帯構造物と配管との接合部

の被災が確認されている。 

汚水処理施設の設計に当たっては、構造物基礎の検討において液状化の可能性判定

と対策の検討を行っているのが通常であり、工法採用の考え方等については、「農業

集落排水施設設計指針」のほか「下水道施設の耐震対策指針及び解説（2006年版）」

等の技術図書に示されている（Ｐ70「図－６－１０」参照）。しかし、付帯する他の

施設設計に液状化対策が反映されていることはまれであるため、付帯構造物との接合

部や装置等が被災する事例が多い。このため、液状化発生の可能性が高い汚水処理施

設では、付帯施設の設計や装置の取付けにおいても液状化の発生を考慮した設計につ

いて検討する。特に、構造物と管路（流入管、放流管）との接合部には、伸縮可とう

性を有する継手等の設置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６－９ 伸縮可とう性を有する継手（コンクリート構造物と管路の接合部） 

（出典：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）P234 を一部加筆） 

 

 

また、津波による被災地区では、処理水槽蓋の流亡や水槽内への瓦礫等の多量堆積

が生じた。このため、津波を考慮すべき場所に立地する汚水処理施設では、処理水槽

の蓋を鍵付蓋とし施錠を確実に行う。これにより蓋の流亡・浮上による処理水槽開口

部からの流水浸入を防ぐことができ、処理水槽内への瓦礫等の堆積が抑制される。 

 
 

 

 

建
屋 

可とう性伸縮継手 
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図－６－１0 液状化対策の原理と方法 

（出典：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006年版）P215） 
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６．３．２ 建築物 

建築物の設計に当たっては、現場条件を適切に考慮して、建築基準法等で定めら

れた耐震設計手法に基づいて設計を行う。また、津波被災の可能性がある地域にお

ける建築物の設計に当たっては、津波被災を低減する対応についても検討する。 

【解 説】 

これまでの地震における建築物の被災事例では、地震動によるコンクリート部材の

クラック発生等の軽微なものに限られており、現在の耐震設計による検討で十分な耐

震性が確保されている。なお、建屋の内外装については、はく離、脱落等の危険性の

少ない材料を用いるなどの対策を検討することが望ましい。 

津波による被災地区では大きな被害が確認されているものの、大きな波高の津波被

災地区でも建築物のコンクリート躯体の損傷は軽微であり、屋根部、外装、建具等の

内装の被害が主体である。しかし、ドア等の仕様の相違により汚水処理施設内の機械・

電気設備被災に大きな相違が生じた事例（ドアガラリのない施設では、ドアガラリの

ある施設に比べ浸水被害が少ない事例）が確認されている。このため、津波被災の危

険性がある汚水処理施設の建築物の設計に当たっては、津波の想定流向に面する壁面

に開口部を設けず、ドアや窓の水密性を高めるなどの工夫により、ある程度の減災効

果が期待できる対策についても検討する。なお、水密性を高める場合は、負圧による

ドアの開閉への支障や換気への対策を講じる必要がある。 

また、電気設備の津波対策として、建築物の高位部への電気設備の設置が有効であ

ることから、階層構造の建築物を設置することについても検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－６－５ 汚水処理施設建屋     写真－６－６ 汚水処理施設建屋 

ドアガラリなし                       ドアガラリあり 

 

（上記写真の汚水処理施設では、地上70～80㎝のほぼ同じ水位で津波に襲われたが、ドア部のガラリの有無

により電気設備の被災状況に大きな差が生じている。写真左の汚水処理施設では電気設備に損傷は生じなかっ

たが、写真右の汚水処理施設では海水の多量浸入により電気設備が水没し、機能が停止した。ガラリなしへの

変更に当たっては、負圧によるドアの開閉への支障や換気への対策を講じる必要がある。） 
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６．３．３ 電気設備 

【解 説】 

これまでの地震における地震動に起因する電気設備の被災事例では、制御盤等の電

気設備の移動、転倒による機器類の損傷等が確認されているため、次のような対策を

検討する。 

①機器類の移動、転倒防止のための支持・固定 

②特に、幅に比べて高さの高いものは、転倒防止のため、頂部を構造物に固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６－１１ コンクリート基礎との固定（例） 

（出典：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）P232） 

 

一方、多くの地区で長期間にわたる停電により処理機能が停止した事例が見られた。

このため、電気設備の設計に当たっては、停電した場合の影響を検討し、必要に応じ

て非常用発電設備の設置や大型可搬式発電機による電源供給のための非常電源受電盤

の設置等を行う。なお、非常用発電設備の燃料備蓄に当たっては、消防法の規制（P73

「参考－６－２」）により 大貯油量の制限を受けることから、停電が長期間にわた

る場合には、供給が必要となることも考慮する。 

また、津波による被災地区では、汚水処理施設内への海水の浸入に伴う機器の変形

や倒壊、浸水に伴う短絡や絶縁不良の発生など電気設備がすべて機能を喪失するなど、

大きな被害が生じている。このため、次のような減災対策の検討を行う。 

 
１）電気設備の高位部設置 

電気設備の津波対策として、階層構造の建屋では、高位部に電気設備を設置するこ

とにより津波被災を軽減できる。処理水槽から離れて設置可能な設備のうち電気計装

機器等の高額な機器を高位部へ設置することにより、比較的安価に対策が可能である。 

 

電気設備の設計に当たっては、電気設備の移動、転倒防止のための支持・固定や被

災による停電についての検討を行い、必要に応じて対策を講じるものとする。また、

津波被災の可能性がある地域においては、建築物の高位部への電気設備の設置等の減

災対策について検討を行う。 

FL

設 備 工 事

土 木 ・ 建 築 工 事

機
械
設
備 

機械基礎 
アンカーボルト 

仕上げモルタル 

機械基礎 
の鉄筋 

結束又は溶接 

機械基礎 

あらかじめ土木・ 
建築構造物に埋設 
された差筋 

土木・建築構造物 
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２）結線部の樹脂コーティングによる浸水対策 

機器が水没しない場合でも、結線部の浸水に伴い絶縁不良の発生や短絡の発生によ

る回路破損等が生じることから、結線部の防水コーティングを行うことにより配線の

水密性の確保、浸水影響の進行による絶縁抵抗の低下を防ぐなど、津波浸水による被

災軽減が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真－６－７ 非常用発電設備    写真－６－８ 外部電源用の非常用電源受電盤 

 

 

 

 

 

＜参考－６－２ 消防法第９条の３に基づく危険物の規制に関する政令（昭和34年９月 

政令第306号抜粋）で定める指定数量＞ 

種別 品名 性状 主な種類 指定数量 

第四類 

第一石油類 引火点21℃未満 
ガソリン、アセトン、 

その他 
200リットル 

第二石油類 
引火点２１℃以上 

７０℃未満 
軽油、灯油、その他 1,000リットル

第三石油類 
引火点７０℃以上 

２００℃未満 

重油、クレオソート油、

その他 
2,000リットル

第四石油類 引火点２００℃以上 
シリンダ油、ギャー油、

その他 
6,000リットル

 

  

停電への対応施設として非常用エンジンポンプ

の他、非常用発電設備の設置例もある。 

汚水処理場の外壁面に設置された外部電源受

電盤。電源車や車両による大型可搬式発電機の

運搬により、容易かつ経済的に処理施設へ非常

時の電源提供が可能である。 
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６．３．４ 機械設備 

機械設備の設計に当たっては、機械設備の移動、転倒防止のための支持・固定や

被災による停電についての検討を行い、必要に応じて対策を講じるものとする。ま

た、津波被災の可能性がある地域においては、防水端子や冠水対応型モータの採用

等の減災対策について検討を行う。 

【解 説】 

これまでの地震における地震動による機械設備の被災事例では、機械設備の移動、

転倒による機器・装置の損傷や設備間の配管の損傷等が確認されているため、次のよ

うな対策を検討する。 

①機器・装置の移動、転倒防止のための支持・固定や地震動を和らげる緩衝材の

設置 

②汚水処理機能に影響を及ぼす配管等の破損、脱落防止のための支持・固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６－１２ 配管支持材の固定（例） 

（出典：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）P234） 

 

集落排水施設に使用されている機械設備は電気動力によるものが過半であり、内燃

動力は原水ポンプ槽非常用エンジンポンプ等に限られている。このため、停電による

機能停止が生じた際には、非常用エンジンポンプや非常用電源装置による稼働が可能

な汚水処理施設を除き、地下に原水ポンプ槽がある汚水処理施設ではポンプ停止によ

る冠水が発生する危険性がある。このため、地下に流入施設がある汚水処理施設では

非常用エンジンポンプの設置を検討する。なお、設置に当たっては、できるだけ高い

位置に設置することが望ましい。 

また、津波による被災地区では、汚水処理施設内への海水の浸入に伴う機械設備の

変形や倒壊、浸水に伴う動力部モータの絶縁不良や錆の発生により大きな被害が確認

されている。このため、次のような減災対策の検討を行う。 

①機器部材への防錆材質の採用 

②冠水対応型モータ及び防水端子の採用 

③予備部品の上層階や津波被害の危険性がない場所での保管 

 

弁（バルブ）類 

鉄筋に緊結 

取付ける壁の厚さに注意すること 

アングルなどの形鋼 
又は鉄筋での枠組み 
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