
５．施設復旧対策 

５．１ 施設復旧の概要 

施設復旧対策は、一次調査、二次調査、災害査定、本復旧工事の順に、また、必要

に応じて応急復旧工事の実施や査定前着工の制度を活用することにより、速やかに被

災の影響を軽減させるように実施する。 

また、一連の作業が専門的な知識を要するため、必要に応じて外部からの応援や現

場研修の実施について検討する。 

【解 説】 

施設復旧対策に当たっては、必要に応じて外部からの応援を受けつつ、図－５－１に 

示すフローに従って速やかに被災の影響を軽減させるように実施する。応急復旧工事は、

工事の出来形が残る応急本工事と出来形が残らない応急仮工事に分類される。本復旧工

事は、国による災害査定を受けた後で実施する。応急本工事は、査定前着工と呼ばれ、

工事着手の前に被災の状況や施工状況を詳細に記録して、国に申請して承認を受ける必

要がある（Ｐ54「図－５－２」参照）。 

一次調査から本復旧工事までの過程は、災害査定申請に必要な調査など専門的な知識

を必要とする。このため、県及び市町村の災害査定経験者や支援機能を持つ団体等への

応援要請や、一次調査前にこれらの者による被災市町村の集落排水担当者への調査の実

施方法、災害査定の対応及び留意点、査定設計書の作成方法等の現場研修の実施を要請

することが有益である。 

 

注）図中の青字数字は、本手引きでの記載箇所を示す。

 
図－５－１ 施設復旧対策のフロー 

⑨二次調査 

5.2.1

5.2.3

5.3

5.2.2

5.2.4

5.4

5.5
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⑧応急本工事 

（査定前着工） 

⑪本復旧工事 

⑧応急仮工事 

⑦一次調査 

終 

必要な場合

必要な場合

初動対応 

⑩災害査定 
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５．２ 被災状況調査の実施 

５．２．１ 管路施設の一次調査 

管路施設の一次調査は、本復旧工事の要否及び復旧の対応方針（応急仮工事の要否、

応急本工事の要否と範囲、本復旧工事の範囲）の検討に必要な情報を得るための調査

である。 

【解 説】 

管路施設の一次調査は、被災市町村の職員に加え、必要に応じて都道府県土地連や調

査設計コンサルタンツ、維持管理業者等の外部組織の応援や外注により実施する。 

一次調査は、主に目視で行うこととし、その内容を表－５－１に示す（調査の詳細は、

P95「８－２管路施設のチェックリスト」を参照。）。 

また、一次調査は、P91「８－１管路施設調査等用具一覧」に示す用具を用いて行う。 

 

          表－５－１ 管路施設一次調査項目 

対 象 調査項目 調査内容 

マンホール、管路周辺 路面異常 沈下、陥没、隆起亀裂、段差、噴砂、噴水 

マンホール・ 

真空弁ユニット 

構造体の異変 蓋の変形、内壁のずれ及び破損、底部の土

砂堆積、接続部のずれ、汚水の流出、滞水 

管路流下汚水 危険物の流入 色、臭気、汚濁度 

管路 構造体の異変 継目のずれ、たるみ、目地及びパッキンの

ずれ、土砂堆積 

取付け管、桝 構造体の異変 取付け管の突出し、破損、桝の漏水、亀裂、

ずれ 

  注）上表のうち一次調査の作業量が多い場合は、目視等で簡便に判別できる事柄以外は二次調査に委

ねることもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－５－１ 管路施設の一次調査の状況 

（マンホールと管路との継目のずれの有無や、マンホール内部の異常を目視で確認する。管路部はミラー

を使用し内部の異常を確認する。また、通行車両の交通誘導に留意するとともに、マンホールに入る場

合は、硫化水素及び酸素の濃度を必ず確認し、自らの安全の確保が重要となる。）  
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５．２．２ 管路施設の二次調査 

管路施設の二次調査は、一次調査の結果、本復旧工事が必要であると判断した施設

について、その復旧工法等を定め、復旧工事費を算定するために必要な資料を得るた

めの調査である。 

【解 説】 

管路施設の二次調査は、専門的な知識が必要となることから、被災市町村の職員の監

督のもとで、都道府県土地連や調査設計コンサルタンツ等に委託して実施することが一

般的である。 

二次調査は、通常、マンホール内からの写真撮影や管口カメラ調査により行う。これ

らの方法により状況確認が困難な場合には、管内カメラ調査（管内テレビカメラ）や間

接調査の実施を検討する。これらの調査の結果により被災の区間、破損の程度を推定し、

これをもとに復旧工法を定め、復旧工事費を算定する。 

作業者がマンホール内に入って調査する場合には、作業の安全を確保するため、ガス

検出器等を用いて硫化水素及び酸素の濃度を確認し、換気等を行った上で実施する。 

二次調査の結果は、災害関連農村生活環境施設復旧事業のための災害査定に必要な資

料として取りまとめる。調査データは、第三者が見て被災の程度を明確に判別できる記

録（写真、ＤＶＤ、ビデオテープ、図面等）として整理しておく必要がある。なお、間

接調査を採用した場合にも、その状況写真やデータ等を記録として整理しておく。 

調査内容は、P95「８－２管路施設のチェックリスト」に示す。また、二次調査は、

P91「８－１管路施設調査等用具一覧」に示す用具を用いて行う。 

 

１）管路のたるみ 

管路のたるみの確認は、通常、マンホール内からの写真撮影、管口カメラ調査によ

り行う。 

① 自然流下式管路の被災は管のたるみが過半であり、たるみにより流下機能に支障

が生じているか否かを判断する必要がある。一次調査で滞水が確認された管路では、

マンホール内からの写真撮影や管口カメラ調査が可能となるよう、管内高圧洗浄と

バキューム車により管内の状況が確認できるよう準備する。 

② マンホール内からの写真撮影、管口カメラ調査では、反対側のマンホールから管

内にライトを照らし、その光の見え具合を管径と比較して観察、撮影することによ

りたるみ量を推定し、被災状況を確認する。 

③ リブ付き管等の曲線管路で管口からのたるみ確認が困難な場合には、管内カメラ

調査の実施を検討する。管内カメラ調査では、管内に注水を行い、滞水部の水深や

水面幅を管径と比較して観察、撮影することによりたるみ量を推定し、被災状況を

確認する。 

 

２）管体の破損 

管路の管体の亀裂・ひび割れや継手の離脱・破損の確認は、管口からの調査では十

分な確認が行えない場合があるため、管内を移動しながら調査可能な管内カメラ調査

や間接調査の実施を検討する。 
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①管内カメラ調査では、亀裂・ひび割れや継手の破損等の異常箇所の撮影を行い、被

災状況を確認する。 

②自然流下式管路施設の間接調査として閉塞試験や注水試験がとられることがある。 

・閉塞試験：自然流下式管路の上流側管口を閉塞し、下流側管口から流下する水量

を計測して、不明水等の管内流入量を把握する。地下水位が管底より

上部にある場合に有効である。管路一区間（マンホールと次のマンホ

ールの区間）又は一系統の浸入水量を短時間で把握できるが、地下水

位の変動により浸入水量が異なるので、降雨・季節等の状況を考慮し

て測定する必要がある。 

・注水試験：管路一区間を水で満たし、時間経過による水位の低下量で漏水の有無

を確認する方法である。地下水位が管底より低い場合に用いる。 

③圧力式管路施設と真空式管路施設の間接調査として気密試験がとられることがある。 

・気密試験：測定用パッカーを用いて、本管の継手部、取付け管接合部等を１箇所

ごとに限定して水密性を測定する。一般的に低圧空気を送り、圧力の

保持状態から水密性を確認する。気密試験を行う場合は、圧縮空気の

体積膨張により測定用パッカーのはずれによる事故につながる可能性

があることから注意が必要である。 

・気密試験：真空管路では、区間ごとに区間弁及び真空弁ユニットの仕切弁を完全

に閉塞し、可搬式真空ポンプにより管内圧を-70kPa の負圧（真空度)

にして時間経過による真空度低下率を測定する。施設全体の１時間当

たりの真空度低下率は、真空弁ユニット対象分 2.5％と真空管路対象

分 3％を加えて、5.5％以内が健全性の目安となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－５－２ 二次調査（管口カメラ調査）器具と状況 

（本復旧工事が必要と考えられる箇所は、カメラ調査を行う。また、カメラの映像は、CＤ等へ 

データを記録し、写真帳、図面貼付等で整理する。） 

  

（圧力式） 

（真空式） 
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写真－５－３ 

（本復旧工事でコンクリート管

は、管内カメラ（テレビカメラ

ビデオテープに記録するとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

５．２．３ 汚水処理施設の

汚水処理施設の一次調査は、

要否、応急本工事の要否と範囲

の調査である。 

なお、緊急性や効率性の観点

【解 説】 

汚水処理施設の調査には専門

督のもとで、汚水処理施設の管

が一般的である。なお、緊急的

な技術者の確保が早期に行える

て二次調査を実施する場合もあ

一次調査は、目視及び簡易な

写真－５－４ 管内カメラ（テ

クリート管の管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次調査（管内カメラ調査）器具と状況 

管の継手破損、管体のひび割れなど漏水位置特定等が必要

ラ)による管内調査を行う。また、テレビカメラの映像はＤ

ともに、静止画像を写真帳、図面貼付等で整理する。）

の一次調査 

、本復旧工事の要否及び復旧の対応方針（応急

囲、本復旧工事の範囲）の検討に必要な情報を

点から二次調査と併せて実施することを検討す

門的な知識が必要となることから、被災市町村の

管理を委託している維持管理業者に委託して実施

的に二次調査を行う必要がある場合や、二次調査

る場合など調査全体の効率化を図るため、一次調

ある（P49「５．２．４汚水処理施設の二次調査」

な測定を主体として行い、その調査内容を以下に

テレビカメラ）による管路内の滞水状況（写真左

管体側面のひび割れ及び浸入水の状況（写真右）

要な場合

ＤＶＤ、

急仮工事の

を得るため

する。 

の職員の監

施すること

査実施可能

調査と併せ

」を参照）。 

に示す（調

左）とコン
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査の詳細は、P106「８－５汚水処理施設のチェックリスト」に示す。）。また、一次調

査は、P105「８－４汚水処理施設調査等用具一覧」に示す用具を用いて行う。 

 

１）土木、建築関連 

柱・壁等のせん断破壊の有無、吊り部材の落下の可能性、水槽及び壁からの漏水、コ

ンクリート部材のクラック、各部材のジョイント部のずれ、扉の開閉状況等を調査し、

安全性の確保や対応の緊急性等を確認する。 

 

２）電気設備 

漏電の有無や配線の切断の有無、処理機能の維持回復に欠かせない機器の稼働状況及

び配線の損傷の程度を調査し、安全の確保や通電の可否、対応の緊急性等を確認する。

なお、電気設備が冠水した場合、早急にモーター等を清水で洗浄し乾燥を行えば、一時

的に施設機能を回復させることが可能な場合もある。 

 

３）機械設備 

① 建屋及び土木構造物の躯体と機械設備との接合部の状況 

② 機械設備の機能に被災が生じた場合には、処理機能を維持回復させるために必要な機

器の稼働状況又は配管等の損傷の程度 

③ 作業の安全の確保や対応の緊急性等を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真－５－５ 場内の陥没状況調査 

（場内の陥没状況等を測量により調査し写真に記録している。） 

 

 

５．２．４ 汚水処理施設の二次調査 

汚水処理施設の二次調査は、一次調査の結果、本復旧工事が必要であると判断した

被災箇所について、その復旧工法等を定め、復旧工事費を算定するために必要な資料

を得るための調査である。 

【解 説】 

二次調査の実施には、一次調査同様に専門的な知識が必要となることから、被災市町

村の職員の監督のもとで、機械・電気設備メーカーの技術者や管理を委託している維持

- 49 -



管理業者の設備担当技術者、土木・建築構造物、配管等については都道府県土地連や調

査設計コンサルタンツ等へ委託して実施することが一般的である。 

二次調査は、目視点検に加えて、機械・電気設備に係る各種計測を行うほか、汚水処

理施設全体の機能を確認するため、流入水質、処理水質、施設内の各所の水量を調査す

る。また、二次調査は、P105「８－４汚水処理施設調査用具等一覧」に示す用具を用

いて行う。 

二次調査の結果は、災害関連農村生活環境施設復旧事業のための災害査定に必要な資

料として取りまとめる。調査データは、第三者が見て被災の程度を明確に判別できる記

録（状況写真、図面等）として整理しておく必要がある。また、機械・電気設備につい

ては、第三者機関等（都道府県土地連、電気保安協会、浄化槽協会等の公益性の高い団

体、（社）地域環境資源センター、メーカー団体等）による計測値（絶縁抵抗値、機械特

性値）が記録された鮮明な写真等を添付した被災証明を受ける必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－５－６ 上澄水排出装置の変形 

 地震動により被災した上澄水排出装置       正常な状態の上澄水排出装置  

                                                

 

 

 

 

５．３ 応急復旧の実施 

５．３．１ 管路施設の応急復旧工事 

管路施設の応急復旧工事は、一次調査の結果を踏まえて実施する管路施設の汚水送

水機能の回復、道路の通行の確保、汚水流出防止等の早急かつ暫定的に実施する工事

である。 

【解 説】 

管路施設の応急復旧工事は、応急仮工事と応急本工事とに分類される。応急仮工事は、

早急かつ暫定的に仮設ポンプ及び仮設配管による送水機能の回復や交通障害となってい

る浮上マンホールの切り下げ等を行うものである。応急本工事は、管路施設の布設替え

地震動により、上澄水排出装置の排水管が屈曲し、

上部排水管が傾斜するとともに、側壁に接して水

位変動に応じた可動ができなくなっている。 

回分式処理施設の回分槽内に設置されている、上

澄水排出装置が水面に平行となった状態で停止し

ている。 
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等の本復旧工事を災害査定前に早急に行うものである。なお、応急復旧工事は、国庫補

助の対象となる場合がある。このため、必要に応じて応急復旧工事を実施したことが証

明できる証拠書類（現場の状況が分かる写真、労務費、資材費の算出根拠となる書類等）

を保存しておく。また、応急本工事を行う場合は、着工前に国の承認が必要となる（P53

「５．４災害査定の実施」を参照）。 

以下に管路施設で行われる応急仮工事の一般的な例を示す。道路機能の復旧及び維持 

確保に係る工事は一義的には道路管理者が行うべき業務であり、復旧事業の二重採択防

止の観点からも道路管理者と集落排水施設管理者とが実施する復旧工事や作業の分担に

ついて、着手前に十分な連絡調整を行う必要がある。 

 

１）管路、マンホール内部の土砂の浚渫 

管路、マンホール内へ流入した土砂等は浚渫により排除する。 

 

２）仮設ポンプ等による汚水の排除 

マンホールから汚水が流出している場合には、仮設ポンプと仮設配管を設置し、被災

していない下流側のマンホールへポンプ圧送する（P35「４．１．1 自然流下式管路

施設の流送機能の損失への対応」を参照）。 

 

３）浮上したマンホールの切り下げ 

 交通の障害となる浮上マンホールは、緊急措置において、セーフティコーン、バリケ

ード等により通行注意喚起を実施済みである。応急復旧工事においては、浮上の程度に

応じてマンホールの切り下げ又はすり付けを行うことにより道路機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－５－７ マンホールの切り下げ状況 

（マンホール浮上の被害に対して、浮上した部分を切り下げし道路の応急復旧を行った。） 
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５．３．２ 汚水処理施設の応急復旧工事 

汚水処理施設の応急復旧工事は、汚水処理施設の機能停止又は機能低下が長期に及

ぶと見込まれる場合に、早急かつ暫定的に汚水処理機能の回復を図るために行う工事

である。 

【解 説】 

汚水処理施設の応急復旧工事は、応急仮工事として行われる場合が多い。なお、応急

復旧工事は、国庫補助の対象となる場合もあるので、必要に応じて応急復旧工事を実施

したことが証明できる現場写真（工事の必要性が分かる実施直前及び施工時の各段階の

詳細な写真）や労務費、資材費の算出根拠となる証拠書類の整理も行っておく。 

汚水処理施設における応急復旧工事の例を「表－５－２」に示す。汚水処理施設の応

急復旧工事は、限られたスペースで土木・建築、機械及び電気の工事が錯綜し、しかも

短期間のうちに実施することになるので、各作業者間の連絡調整に留意する必要がある。 

 

表－５－２ 応急復旧工事の例 

種 目 状 況 対策工事 

汚水処理施設全体 汚水処理施設が津波により
水没又は機械設備等の大規
模な損傷等により復旧に長
期間が必要 

仮設汚水処理施設の設置（P38「４．２．
１汚水処理施設における緊急措置・応急復
旧工事」を参照） 

土木・建築 クラックからの漏水 止水処理 

汚水処理施設内水路の破損 角落としによる仮締め切り、破損箇所の応
急復旧 

機械設備 圧力管等の破損 仮設配管、止水バンド 

凝集剤の漏洩 仮設タンクの設置 

機器の故障 機器の交換（機器メーカーに連絡） 

電気設備 配線の切断 配線の接合 

機器の故障 機器の交換（機器メーカーに連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－５－８ 流入管路の応急復旧の状況 

（汚水処理施設への流入管路が破損したため仮設配管による応急復旧を行った例）
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５．４ 災害査定の実施 

集落排水施設の災害復旧は、一定の要件を満たす場合に災害関連農村生活環境施設

復旧事業として国庫補助の対象となる。採択申請は、被災から 60 日以内に都道府県

を通じて行う必要がある。その後、現地での災害査定時までに、二次調査を行い、災

害復旧事業計画概要書、査定設計書、根拠資料、図面等を作成する必要がある。 

【解 説】 

 集落排水施設の災害復旧事業は、被災市町村において農地又は農業用施設の国庫 補助

災害復旧事業が行われる場合に、これと関連して、同一の災害により被害を受けた施設

を原形に復旧（原形に復旧することが不可能若しくは著しく困難な場合においては、従

前の効用を復旧することを含む。)するものである。集落排水施設の災害復旧が、災害関

連農村生活環境施設復旧事業として採択されるための要件は、以下のとおりである。 

① １箇所（１処理区を１箇所とするのが通例である。）当たりの工事費が200万円

以上であること。 

② 応急仮工事を行う場合は、その費用が100万円以上で、応急仮工事を除く復旧 

工事費（本復旧工事費及び応急本工事費の合計額)が100万円以上であること。 

③ 原則として３年以内に完了するものであること。 

④ 受益戸数が２戸以上であること。 

また、災害査定を受けるに当たっての主な留意点は、以下のとおりである。 

① 被災状況は、第三者が見て被災の程度を明確に判別できる記録（状況写真、図面

等）として整理しておく。 

② 汚水処理施設の場合は、個々の施設状況写真のみならず、第三者機関等（都道府

県土地連、電気保安協会、浄化槽協会等の公益性の高い団体、(社)地域環境資源

センター、メーカー団体等）による計測値（絶縁抵抗値、機械特性値）が記録さ

れた鮮明な写真等を添付した被災証明を受ける必要がある。 

③ 一次調査の結果を踏まえ、災害査定前に応急復旧工事（管路の布設替え等の応急

本工事）を行うこととした場合には、査定前着工となることから、工事着手前に

国に申請を行い、承認を得る必要がある。 

④ 応急仮工事を行った場合にも国庫補助の対象となる場合もあるので、必要に応じ

て災害査定時までに、被害状況や工事実施中の各段階における写真、出来形管理

図書、出役人夫・購入資材・工事費支払額等が確認できる証拠書類、請負契約関

係書類を整理しておく（P54「図－５－２査定前着工（応急仮工事・応急本工事）

のフロー」参照）。また、管路施設については、より明確に被害状況を確認する

ことが可能となるよう、掘削時に管の高さを確認するなど被害状況を整理するこ

とが望ましい。 
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図－５－２ 査定前着工（応急仮工事・応急本工事)のフロー 

  

事業主体の判断で仮設的な応急工事の実施が可能 

 

 

１箇所に要する費用が１００万円以上のもので、応急仮工事を除く復旧工事に

要する費用が１００万円以上のものは、国庫補助対象となり得ます。 

災害発生 

被害報告 
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計画概要書の提出 

応 急 仮 工 事 

査 定 前 着 工 の 

留  意  事  項 

 災害査定時までに工事実施中の写真、出来形管理図書、出役人夫・購入資材・工事

費支払額等が確認できる証拠書類、請負契約関係書類を整理しておく必要がある。
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５．５ 施設復旧計画・設計上の留意点 

施設の復旧計画・設計に当たっては、被災原因の分析を踏まえ、再被災の防止対策

について総合的に検討する。また、津波による被災施設の復旧計画は、地域全体の復

興計画等をもとに策定し、必要に応じて津波に留意した復旧計画・設計を検討する。

【解 説】 

災害復旧は原形復旧が基本であるが、被災原因の分析・検討を行い、この結果を踏ま

えて、当該集落排水施設の震災対策を検討し、各構造物の復旧計画・設計に反映させる。 

また、津波被災施設の復旧計画策定に当たっては、地域全体の復興計画や防災計画の

見直し内容を踏まえたものとし、復旧施設の対象人口や施設規模、配置等を決定する。 

 

１）管路施設 

過去10年間における震度６以上の地震（以下「これまでの地震」という。）による管

路施設の被災は、液状化による管路のたるみや破損、マンホールの浮上が大部分を占め

ている。 

管路の液状化被災の復旧では、P59「６．２．１管路」に示す液状化対策工法が有効

である。地区全体の防災対策の検討結果を踏まえて、P59「６．２．１管路」に示す留

意事項や下の参考例も参考に、経済性を含め総合的に検討する。 

また、東北地方太平洋沖地震で発生した津波による被災地区（以下「津波による被災

地区」という。）では、道路の洗掘や流失に伴う埋設管路の被災、中継ポンプ制御盤の

水没や倒壊、管路内への土砂や瓦礫の流入等による被災が生じている。このような地区

では、地域全体の復興・復旧計画に伴う管路の路線見直しに併せて、必要に応じて地表

固定の水密型操作盤や水密型ポンプの採用等の設計・施工上の対策を検討する。 

 

 ＜参考例１＞固化改良土埋戻工法を採用したケース 

掘削断面の路体部の埋戻しを購入土で施工する原形復旧の場合、掘削残土処理費、

購入材料費、捨土運搬費が必要で、残土処分場が遠距離であったため、経済比較を行

い、より経済的な現地発生土の固化改良土埋戻工法を採用。 

 

＜参考例２＞流送システムの変更を行ったケース 

被災した集落排水管路の上部にガス管又は水道管が埋設されている箇所において、

復旧工事時の仮設工事が高額となることが判明した。埋設深の深い自然流下方式から

埋設深の制限が少ない真空方式に変更することにより、推進工法や浅埋設を採用した

結果、原形復旧に比べても低コストとなる真空方式にて復旧を実施。              

 

２）汚水処理施設 

これまでの地震による被災状況を見ると、汚水処理施設では大きな被災は確認されて

おらず、確認されているものの中では敷地地盤の液状化による被災が も多く、地震動

による接続管の離脱やマンホールのずれ、機器の故障等も一部で確認されている。 

施設の復旧設計に当たっては、被災原因を踏まえて、敷地地盤の液状化や側方流動に

対する工法、機器の固定方法の採用、敷地地盤の締固め度の施工管理等について、経済
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性も含め総合的に検討する。 

津波により被災した汚水処理施設の復旧計画に当たっては、地域全体の復興計画や防

災計画の見直し内容を踏まえ、復旧施設の対象人口、施設規模、津波対策への対応につ

いて検討する。また、復旧設計段階においても、必要に応じて津波の想定流入方向に開

口部を設けない施設レイアウトへの変更や水密性が高い扉の採用等の再被災を軽減でき

る対策について検討する（対策については、P69「６．３汚水処理施設における留意点」

を参照。）。 
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－ 管管路路施施設設一一次次調調査査ののポポイインントト － 

 
管路施設の一次調査とは…？ 

   管路施設の一次調査は、管路埋設部の路面変状やマンホール内滞水深の確認、ミラー

テスト等の目視主体の調査で、管路施設全体の今後の復旧計画を立案するための第一歩

です。この調査の結果は、災害復旧工事としての申請の可否や二次調査（カメラ調査が

主体）の要否の判断に使われるため、迅速な対応が必要です 
 

  【一次調査判定フロー（例）】         【調査結果取りまとめ（例）】  

 

班編成はどうやって決めるの…？         【一次調査役割分担表（例）】 

   管路施設の一次調査の班編成は、道路上の作業

となるため、安全確保や作業の効率性を考慮して、

地元の状況が分かる担当者が必ず１名加わり、４

～10 名/班程度が目安となります。特に通行車両

の多い幹線道路や見通しの悪い道路での作業は、

車両への注意喚起など作業の安全確保に２名以

上の配置が必要です。 

  作業の分担は、応援者の経験年数や力量に応じ

て分担すると効率的な作業が行えますが、順次担

当を交代して全員がすべての作業を経験すること

で、これまで災害対応の経験のない応援者は災害

対応の技術の習得もでき、応援者の派遣元の市町

村への災害対応時に役立つ技術移転となります。 

調査結果を記載する右表⑦の記入担当は、受入

れ市町村の担当者が行うと、二次調査や災害査定

設計書の作成等の次工程への円滑な引継ぎができます。そのほか、大きく浮上したマンホ

ール開閉担当には、技術と体力（腕力、体重？）が求められます。また、マンホール鉄蓋

のロック形状は一様でないため、形状の合うオープナー・解除方法を確認して携行する必

要があります。 

小

下流側が大

（ﾊﾞｷｭｰﾑ吸引）

上流側が大

※ は、一次調査後の調査・判定項目

調査開始

有 大
路面の状況
（ﾏﾝﾎｰﾙ異常）

変位の大きさ
（目安15cm）

災害申請

無

滞水深の程度
（管径の25％）

無

申請不要小

無

有

大

ミラーテスト
の可否

否

滞水深の差
（上・下流の

水位差）

ミラーテスト
（異常の有無）

可 総合判定

二次調査

調査結果からの対応方針 

 青：被災なし 

 赤：災害復旧申請（二次調査対象） 

 緑：二次調査で精査 

 橙：総合判定（維持管理による対応の可能性、

        他部局との協議・調整が必要）

 

 

 

先行マンホール人員配置 

① ナンバリング担当（路線網図、スプレー）

前方マンホール人員配置 

② マンホール開け担当（オープナー） 

③ 調査作業担当(Ａ)（柄付ライト） 

④ 交通誘導員(Ａ)（誘導灯） 

後方マンホール担当 

⑤ 安全確認担当（ガス検知器） 

⑥ 調査作業担当(Ｂ)（柄付ミラー、スタッフ）

⑦ 記入担当（帳票、黒板）※３ 

⑧ 撮影担当（カメラ） 

⑨ マンホール閉め担当（オープナー） 

⑩ 交通誘導員(Ｂ)（誘導灯） 

調査方向

先行ＭＨ 後方ＭＨ前方ＭＨ

コラム４ 
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