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地震（１／３）

※内閣府防災担当ホームページ、厚生労働省調べより

水道施設の主な被害状況（１）

資料３－２

被害地域 断水戸数
・秋田県 1市3町
・山形県 2市1町
・新潟県　4市5町5村

S53(1978).1.14
1978年伊豆
大島近海地
震

7 5

死者 25人
負傷者　205人
建物全壊　96棟
建物半壊 約616棟

・伊豆半島周辺 ※断水戸数は不明

S53(1978).6.12
宮城県沖地
震

7.4 5

死者 16人
負傷者　10,119人
建物全半壊　4,385棟
建物部分壊 86,010棟

・宮城県内 約7,000戸

S58(1983).5.26
日本海中部
地震

7.7 5

死者 104人
負傷者　163人
建物全壊　447棟
建物半壊 865棟

・秋田、青森 約40,300戸

S59(1984).9.14
長野県西部
地震

6.8 4

死者 29人
負傷者　10人
建物全壊　14棟
建物半壊 73棟

・長野県内 約1,200戸

S62(1987).12.17
千葉県東方
沖の地震

6.7 5

死者 2人
負傷者　138人
建物全壊　10棟
建物一部破損 73棟

・千葉県内 13,657戸

H5(1993).1.15 釧路沖地震 7.8 6

死者 2人
負傷者　967人
建物全壊　14棟
建物半壊　73戸
建物一部破損 565棟

・北海道　22市町村 19,765戸

主な被害
水道の被害状況

死者　26人
負傷者　447人
建物全壊　2,134棟

新潟市　約55,000戸
S39(1964).6.16 新潟地震 7.5±0.2 6

年・月・日 地震名
マグニ

チュード
最大
震度



2

地震（２／３）

※内閣府防災担当ホームページ、厚生労働省調べより

水道施設の主な被害状況（２）

被害地域 断水戸数

H5(1993).2.7
能登半島沖
の地震

6.6 5
負傷者　20人
建物半壊 2戸

・石川県内 2,329戸

H5(1993).7.12
北海道南西
沖地震

7.8 5

死者 202人
行方不明　28人
負傷者　323人
建物全壊　509棟
建物半壊 214戸

・北海道 17,907戸

H6(1994).10.4
北海道東方
沖地震

8.2 6
死者 10人
負傷者　436人
建物全半壊 421棟

・北海道 49,752戸（※重油流出
に伴う断水39,312戸）

H7(1995).1.17 阪神淡路大
震災

7.2 7 死者　6,432人
行方不明　3人
負傷者　43,792人
建物全壊　約10万5,000棟
建物半壊 約14万4000棟

・兵庫県、大阪府他　9府県
68市町村

・兵庫県内約121万戸
・大阪府内　約   2万戸
 合       計　約123万戸

・鳥取県 2市10町1村
・島根県 4市10町1村
・岡山県 2市2町1村
・広島県 1市1町
・山口県 2町
・香川県　1町

・広島県 6市19町
・山口県 1市1町1村
・島根県 1市
・愛媛県　6町

死者　2人
負傷者　288人
住家全壊　70棟
住家半壊　774棟
住宅一部破損　49,223棟

・広島県内　40,269戸
・山口県内　    160戸
・島根県内　    130戸
・愛媛県内　    379戸
合        計　40,938戸

H13(2001).3.24 芸予地震 6.7 6強

負傷者　182人
住家全壊　435棟
住家半壊　3,101棟
住宅一部破損　14,134棟
非住家公共建物　169棟
非住家その他2,899棟

・鳥取県内　5,793戸
・島根県内　1,348戸
・岡山県内　1,167戸
・広島県内　断水なし
・山口県内　断水なし
・愛媛県内　    30戸
合計　        8,338戸

年・月・日 地震名

H12(2000).10.6 鳥取県西部
地震

7.3 6強

マグニ
チュード

最大
震度

主な被害
水道の被害状況
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地震（３／３）

※内閣府防災担当ホームページ、厚生労働省調べより

水道施設の主な被害状況（３）

被害地域 断水戸数
H15(2003).5.26 宮城県沖を

震源とする地
震

7.1 6弱 負傷者　174人
住家全壊　2棟
住家半壊　21棟
住宅一部破損　2404棟
浸水家屋 1棟

・岩手県内
・宮城県内

・岩手県内　2,703戸
・宮城県内  2,089戸
 合       計　4,792戸

H15(2003).7.26 宮城県北部
を震源とする
地震

6.4 6強 負傷者　677人
住家全壊　1,276棟
住家半壊　3,809棟
住宅一部破損　10,976棟

・宮城県内 ・13,721戸

H15(2003).9.26 十勝沖地震 8 6弱 行方不明　2名
負傷者　849人
住家全壊　116棟
住家半壊　368棟
住宅一部破損　1,580棟
浸水家屋　9棟

・北海道内 ・15,956戸

紀伊半島沖
を震源とする
地震

6.9 5弱

東海沖を震
源とする地震

7.4 5弱

H16(2004).10.23 新潟県中越
地震

6.8 7 死者　51名
負傷者　4,805人
住家全壊　3,185棟
住家半壊　13,715棟
住宅一部破損　104,560棟
建物火災 9棟

・新潟県　40市町村 ・129,750戸

H17(2005).7.23 千葉県北西
部を震源とす
る地震

6.0 5強 負傷者　38人
住宅一部破損　12棟
建物火災 3棟

・千葉県内 ・430戸

負傷者　6人
負傷者　36人
住宅一部破損　4棟

・奈良県内
・和歌山県内

・奈良県内　   15戸
・和歌山県内　35戸

H16(2004).9.5

年・月・日 地震名
マグニ

チュード
最大
震度

主な被害
水道の被害状況



4

洪水（１／３）

※内閣府防災担当ホームページ、東京近代水道百年史、長崎水道百年史より

主な被害地域 断水戸数

S22(1947),9.14～
9.15

カスリーン台
風

台風 （関東・東北）
死者・行方不明  1,930人
負傷者 1,547人
全・半壊・流出家屋  9,298戸
浸水家屋 384,743戸

東京都 東京都　※断水人
口約58万人

S57(1982).7.23 長崎大水害 梅雨前線 （長崎県）
死者・行方不明　299人
負傷者　805人
建物全壊  584棟
建物半壊　954棟
建物浸水 37,106棟

長崎市周辺 長崎市　約93,000戸

H15(2004).7.18～
7.21

7月梅雨前線
豪雨

梅雨前線 （福岡県、熊本県）
死者　20人
負傷者　18人
建物全壊  47棟
建物半壊　56棟
浸水家屋 7,115棟

福岡県内、熊本県内 福岡県内　8,925戸
熊本県内　1,261戸

H15(2004).8.7～
8.10

H15台風第10
号

台風 （北海道、宮崎県）
死者　11人
負傷者　6人
建物全壊  19棟
建物半壊　14棟
浸水家屋 583棟

北海道（門別、新冠、日
高、平取り、穂別）
宮崎県内（国富町、椎葉
村）

北海道内　806戸
宮崎県内　6,749戸

水道の被害状況
年・月・日 災害名 原因 被害の状況

水道施設の主な被害状況（４）
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洪水（２／３）

※内閣府防災担当ホームページ、東京近代水道百年史、長崎水道百年史より

主な被害地域 断水戸数
H15(2004).9.11～
9.12

H15台風第14
号

台風 （沖縄県）
死者　1人
負傷者　97人
建物全壊  18棟
建物半壊　86棟
浸水家屋 18棟

沖縄県内（伊良部町、城
部町）

沖縄県内　4,681戸

H16(2004).7.12～
7.18

H16年7月新
潟・福島豪雨

梅雨前線 （福島県、新潟県）
死者　16人
負傷者　4人
建物全壊  70棟
建物半壊　5,354棟
浸水家屋 8,357棟

福島県内、新潟県内、
山形県内

福島県内　16戸
新潟県内　8,867戸
山形県内　319戸

H16(2004).7.17～
7.18

H16年7月福井
豪雨

梅雨前線 （福井県）
死者・行方不明　5人
負傷者　19人
建物全壊  66棟
建物半壊　135棟
浸水家屋 13,726棟

福井県内 福井県内　6,793戸

H16(2004).8.30～
8.31

H16台風第16
号

台風 （宮崎県）
死者　2人
負傷者　26人
建物全壊  8棟
建物半壊　8棟
浸水家屋 1,006棟

宮崎県内 宮崎県内　7,524戸

年・月・日 災害名 原因 被害の状況
水道の被害状況

水道施設の主な被害状況（５）
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洪水（３／３）

※内閣府防災担当ホームページ、東京近代水道百年史、長崎水道百年史より

主な被害地域 断水戸数
H16(2004).9.29～
9.30

H16台風第21
号

台風 （三重県、愛媛県）
死者・行方不明　23人
負傷者　１２人
建物全壊  ７５棟
建物半壊　254棟
浸水家屋 10,806棟

三重県内、愛媛県内 三重県内　7,739戸
愛媛県内　2,351戸

H16(2004).10.18
～10.21

H16台風第23
号

台風 （京都府、兵庫県）
死者　41人
負傷者　182人
建物全壊  795棟
建物半壊　7,342棟
浸水家屋 18,049棟

京都府内、兵庫県内 京都府内　37,703戸
兵庫県内　24,933戸

H17(2005).9.5～
9.7

H17台風第14
号

台風 （宮崎県）
死者　13人
負傷者　26人
建物全壊  1,104棟
建物半壊　3,284棟
浸水家屋 4,381棟

・宮崎県内 宮崎県内　57,638戸

水道の被害状況
年・月・日 災害名 原因 被害の状況

水道施設の主な被害状況（６）
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水質関連事故

※厚生労働省健康局水道課調べより

水道施設の主な被害状況（７）

年・月・日 事故名 事故原因 水道の被害状況

H13(2001).1.31 長野県府営水道・クレゾール混入事故 水道原水に混入、詳細不明 飲用制限（1/31～2/2)

H14(2002).3.6 滋賀県信楽町水道・フェノール混入事故 化学工場からの漏出 最大3,300戸、10日間の断水

H14(2002).6.21 兵庫県篠山市・フェノール混入事故 化学工場からの漏出 使用制限、影響戸数9,000戸

H13(2001).2.13 松塩水道用水供給事故・油流出事故 水道原水に混入、詳細不明
送水の停止、松本市9,700戸、塩尻市
4,000戸断水

H15(2003).10.2 淀川支川黒田川における軽油流出事故 ガソリンスタンドからの流出
7浄水場で取水停止及び取水制限、粉
末活性炭の投入

H16(2004).1.16 栃木県宇都宮市・灯油流出事故 農家が誤って灯油を流出
取水停止及び取水制限。供給水への
影響なし

H16(2004).6.5 山形県南陽市におけるトルエンによる水質事故 油の不法投棄 南陽市水道給水停止（6/5～6/6)

H8(1996).6 埼玉県越生町・大規模汚染 － 給水停止

H13(2001).6.15 愛媛県今治市・クリプトスポリジウム断水事故 － 給水停止（6/15～6/16)

H14(2002).12.3 岡山県津山市・残留塩素の基準値低下事故
急激な水道原水の水質変
化、水質監視の注意不足

残留塩素の基準値0.1mg/lを下回る水
を送水（17,000戸）

H15(2003).4.22 長野県飯田市・濁度上昇による給水停止事故 濁度上昇に対する対応遅れ 給水停止なし、「飲用不適」の広報

H14(2002).8.7 大阪市・工業用水道誤接合事故
設計図書の記載漏れ、残留
塩素濃度の未確認

6年間にわたって工業用水を供給

H14(2002).11.28 東京都・工業用水道誤接合事故
設計図書の記載漏れ、残留
塩素濃度の未確認

17年間にわたって工業用水を供給

H13(2001).7.26 京都府営水道・導水管破損事故 詳細不明 宇治市36,000戸、城陽市10,000戸断水

H14(2002).11.18 横浜市水道・配水管破損 腐食による管厚の減少等 断水

S53(1978).6 千葉県北総浄水場への廃油毒物投入事件 － 実害なし

区分

水質
事故

化学物質

油等

クリプトス
ポリジウム

テロ

水質管理

クロスコネクション

大規模破壊
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水質汚染事故の汚染原因（Ｈ１５年度、全１７３事故）
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水質汚染事故により被害を受けた水道事業等数の経年変化
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厚生労働省健康局水道課調べより

水道施設の主な被害状況（８）
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阪神・淡路大震災
☆被害状況

発生日時：H7(1995).1.17 M7.2 最大震度7

○被害地区：兵庫県、大阪府等9府県、68市町村

○断水戸数：約123万戸（兵庫 約121万戸，大阪約2万戸）

○構造物の被害（兵庫県内）

・建屋：水道局のあった市役所2号館が圧潰（神戸市）。

・貯水施設：下池堰堤の崩壊。緊急放流を実施（西宮市）。リップラップの一
部が崩落（西宮市）。

・取水設備：取水口が土砂くずれで取水不能（芦屋市）、深井戸取水設備の
一部が取水不能（明石市）

・浄水施設：伸縮目地の損傷による漏水が多数発生。その他の被害として
は、傾斜版、傾斜管の脱落や濾過池表洗管の破損が多数発生。

・ポンプ場：西宮ポンプ場内で配水管が多数破損し、修理完了までに時間
を要した（阪神水道）。

・配水池：配水池の接合部の取り付け部が離脱し、池水が流出し一時的に
使用不能（神戸市）。配水池が亀裂、変形により使用不可（三木市）。

○管路の被害（兵庫県内）

・導水管：第 1期導水管が破損し、復旧に長期間を要したため、各市の復
旧用水確保が困難となる原因となった（阪神水道）。

・送水管：管路トンネルが一部圧潰した他、送水管や湧水送水管の亀裂、
継手漏水が発生（神戸市）。

・配水管：配水管には大きな被害。広い範囲で長期間にわたる断水の原因と
なった。被害箇所が多かったのは神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市。

のり面崩壊が発生した甲山浄水場（阪神水道）

（参考文献）阪神・淡路大震災に伴う水道施設復旧のための基本的考え方について 平成7年3月（厚生省生活衛生局水道環境部）

阪神・淡路大震災と水道 平成9年3月 （財団法人 水道技術研究センター）

水道施設の被害事例（１）

・給水管：給水管の被害は、全戸数の約13%にあたる約18万2,000戸で被害。
地震によって破損した管路（阪神水道）
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断水被害戸数の推移（兵庫県内）

※神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、津名町、淡路町
、北淡町、東海町の5市4町では全戸断水した。

☆地震発生後の対応

○応急給水

・加圧給水車を病院専用に運用し医療用水を確保。

・生活用水確保のために、散水車やミキサー車を使用して各避難所の
プールに給水を実施。

・共同給水栓を大量に設置し運搬給水の軽減を実施（芦屋市など）。

○応急復旧

○水質管理

・被害の著しかった阪神水道、神戸市、西宮市などでは、汚水の混入の
恐れがあったので、消毒強化（次亜塩素酸ナトリウム注入量の増加）を
実施。

・通水開始後の水質検査の実施。

・井戸水や破裂した水道管からの水を飲まないように注意を促すため
自治体、報道機関等を通じた広報の実施

阪神・淡路大震災と水道 平成9年3月 （財団法人 水道技術研究センター）

・断水した兵庫県下の10市7町のうち、震災当日に緑町、翌18日に洲
本市、五色町が復旧、21日に三木市が24日に淡路町、東浦町が復旧
し、24 日の断水率は45.1%となり震災直後から半減した。

・2週間目には、25日に川西市、29日に津名町、一宮町、1月31日に尼
崎市、明石市が復旧した。その後、2月7日に伊丹市が14日に宝塚市、
北淡町が復旧したが、神戸市、西宮市、芦屋市の完全復旧には、震
災後2ヶ月を越える日数を要した。

・神戸市、西宮市、芦屋市の3市においては、配水管の損傷による漏水
が著しく、2月14日前後には配水量不足となり、復旧に影響。阪神水道
の第1期導水管が2月19日に復旧したことから、その後の復旧は順調に
進んだ。

（参考文献） 阪神・淡路大震災に伴う水道施設復旧のための基本的考え方について

平成7年3月（厚生省生活衛生局水道環境部）

兵庫県における配・給水管の被害件数
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☆その他

・神戸市では震災の反省と教訓を踏まえて、応急
復旧に要する時間、応急給水の目標水量と市民運
搬距離、防災拠点における水の確保、復旧作業の
地域的公正性の確保及び民生の安定への協力目
標として盛り込まれた。

・下表は、震災発生時から全市応急復旧完了に至る期間において、
神戸市水道局災害対策本部で受け付けた苦情、要望、問い合わせ等
の合計2,398件の電話（いわゆる「市民の声」）の推移を定性的にとり

まとめ、水道以外の他の都市基盤の復旧状況と重ね合わせて整理し
たもの。

・復旧が長引くにしたがって、断水市民の苦情は切実さを増し、震災発
生から５週間目になると「水くみが大変辛い」「マンションの階段を上る
のに疲れた」等の悲痛な声が寄せられるようになる。更に「我慢も限界
だ」「自分の家だけが通水を忘れられているのでは」などのように明ら
かに怒りの表現が出てくる。

※神戸市水道局ホームページより

出典：近畿圏における広域防災拠点整備・連携方策策定調査 報告
書 平成14年3月 （財団法人 水道技術研究センター）
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新潟県中越地震

☆被害状況

発生日時：H16(2004).10.23 M6.8 最大震度7

○被害地区：新潟県内40市町村（合併前）

滑落した中継ポンプ場（旧山古志村簡易水道）

管路の耐震性と被害率の関係

○断水戸数：129,750戸

○構造物の被害

・大規模施設の被害は、構造目地の損傷、クラックからの漏水等
の比較的軽微な被害であり、通水機能が停止するような被害は
発生していない（長岡市上水道、小千谷市上水道）。

・小規模施設においては、周辺地盤の崩壊、活動により構造物が
移動、沈下し、機能が停止する被害が発生している（小千谷市簡
易水道地区、川口町簡易水道、旧山古志村簡易水道）

・上流下水処理場の被害により河川に未処理水が流入した。

・国土交通省所管の妙見堰ゲートが操作不能となった。

○管路の被害

・長岡市上水道、小千谷市上水道の管路の被害は、液状化によ
り道路が陥没した箇所、旧河川などの軟弱な地盤、造成地など
に限られていた（地震動周期が短かったこと、管路更新（耐震化
）の効果)。

・中山間部においては、斜面崩壊や道路ののり面崩壊などの地盤
破壊に伴い管路が流出する被害が発生した（小千谷市上水道（中
山間地）、川口町簡易水道、旧山古志村簡易水道）。

○その他の被害

（参考文献）新潟県中越地震水道被害調査報告書 平成17年2月（新潟県中越地震水道現地調査団）

新潟県中越地震水道被害調査報告書 山古志地域編 平成17年10月（新潟県中越地震水道現地調査団）

水道施設の被害事例（２）
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その他：新聞記事の抜粋：昨年発生した新潟県中越地震で被災
した小千谷市の住民を対象に、ライフラインに関するアンケー
ト調査が実施されており、それによると各ライフラインの停止
による困窮度は、水道が突出して「困った」という答えが寄せ
られた一方、飲料水で困ったという回答は低く、今後の耐震化
を考える上で、示唆に富む結果となっている。調査は富士常葉
大学環境防災学部の小川雄二郎教授によるもの・・・。

水道産業新聞 2005年（平成17年）5月16日（月）版☆地震発生後の対応

・汚水の流出に対して次亜塩素酸
ナトリウムの注入率を増加（長岡
市水道）

・妙見堰ゲート操作不能により仮設
取水ポンプを設置（国土交通省）

・緊急遮断弁の作動による応急給水量の確保（長岡市水道）

・加圧ポンプ車による受水槽給水、避難所への拠点給水、仮設給水
栓の設置（長岡市水道）

※H17.10.25現在：断水戸数 195戸（長岡市旧
山古志村地区、小千谷市 ）

○応急給水

・市民への広報

○応急復旧

・新潟県中越地震水道被害調査報告書 平成17年2月（新潟県中越地震水道現地調査団）

○下水未処理水の流出に対する対応

妙見浄水場取水施設
の仮設配管

・新潟県中越地震水道被害調査報告書 山古志地域編 平成17年10月（新潟県中越地震水道
現地調査団）

（参考文献）
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1978年伊豆大島近海地震

☆被害状況

発生日時：S53(1978).1.14 M7.0 最大震度5

○被害地区：伊豆半島周辺（東伊豆町、河津町、伊豆長岡町、修善寺町）

道路崩壊により流出した送水管（東伊豆町）

持越川・狩野川シアンの検出状況

○断水戸数：不明

○構造物の被害
・取水場及び浄水場のガラス破損、送水ポンプ場の壁のひび割れ、屋内
計装盤転倒（東伊豆町）※送水に支障なし

・水源井戸に数日間濁りが発生（河津町）

・自衛隊の給水船による交通途絶地区への水の輸送（東伊豆町稲取地区）

・土砂及びシアンを含んだ鉱さい約８万m3が狩野川支川の持越川に流出。
狩野川より取水していた伊豆長岡町及び河川に近い浅井戸を水源とする
修善寺町は、取水停止の措置。約半年間続いた。

○管路の被害
・管路の被害は、東伊豆町、河津町で140箇所発生。

・被害が大きかったのは、道路の崩壊に伴う送水管２カ所の流出（東伊
豆町）

○その他の被害

☆地震発生後の対応

○応急給水

○応急復旧

・予備水源の利用、深井戸の新設、個人井戸の借り上げ（修善寺町、伊
豆長岡町）

○水質管理

・シアン流出の影響調査の実施。3月17日に安全宣言、7月5日より取水
再開

（参考文献） 地震被害の事例とその教訓 （財団法人水道管理技術センター）

水道施設の被害事例（３）
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千葉県東方沖地震
☆被害状況

発生日時：S62(1987).12.17 M6.7 最大震度5

○被害地区：千葉県内29水道事業体（上水道25,簡易水道2、水道用
水供給2）

○構造物の被害
・大きな被害を受けた施設は、津辺地浄水場の沈殿池・急速濾過機破損
と谷表流水系浄水場の濾過池の破損の２機場。

・導・送・配水管の被害は、17事業体で合計296箇所発生し、被害箇所が
多かったのは、震源に近い山武郡市広域水道、長生郡市広域市町村圏
組合で、両事業体で全体の約７割を占めた。

・地震による栗山川への重油流出によって、葉山川から取水している九十
九里水道企業団の用水供給が停止されたため、傘下の水道事業体で断
水となった。

○管路の被害

・給水装置の被害は、全体で5,079件に達し、導・送・配水管と同じく山武
（企）、長生（組）において被害が多かった。

千葉県の地形と被害施設の分布

地震によって崩壊した道路

○その他の被害

・断水戸数：49,752戸のうち、重油流出に伴う断水：39,312戸（30時間）

※被害は、九十九里平野と下総台地との地層が変化する境界線に沿っ
て多く発生。

☆地震発生後の対応

○６事業体で応急給水を実施。

○応急復旧は震災後1週間で完了

（参考文献）地震被害の事例とその教訓 （財団法人 水道管理技術センター）

水道施設の被害事例（４）
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長崎大水害
☆被害状況（長崎市）

発生日時：S57(1982).7.23

・断水戸数 最大93,000戸（断水率62％）

・市民への広報活動（復旧予定等）

余水吐きからの越流により被害を受けた
本河内浄水場

災害発生後の断水戸数の変化（長崎市）
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・給水車・給水船（交通途絶地区）による応急
給水

・自衛隊による給水支援

・のり面の崩落に伴う貯水池への土砂流入（本河
内高部貯水池、同低部貯水池、西山貯水池）

・余水吐きからの越流（本河内浄水場）、河川の
氾濫（浦上、矢上浄水場）による浄水場の水没

・河道、河岸の浸食による送、配水管の露出、破
損

※本河内浄水場１万2千戸，浦上浄水場 3万2千戸，
矢上浄水場1万1千戸

☆災害発生後の対策・貯水池余水吐きからの越流による浄水場内の
浸食（本河内浄水場）

参考文献：長崎水道百年史

※8/8をもって断水はすべて復旧

水道施設の被害事例（５）
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Ｈ１７台風第１４号による洪水
☆被害状況（宮崎県）

発生日時：H17(1982).9.5～9.7

・断水戸数：57,638戸（宮崎市31,000戸）

※富吉浄水場ではS57に浸水被害を受けた経験から、高さ約
3mの防水壁を設置していたが、今回の洪水では防水壁を更
に1.5m上回る浸水となった。

洪水によって冠水した富吉浄水場(H17.9.6) 配水管の破損状況（日之影町簡易水道）

・9月24日に下北方浄水場から、連絡管工事により、断水
が継続していた高台地区への送水ルートが確保され、断
水が解消。水量が不足しているため市内全域での夜間
断水は継続。

・取水場または浄水場の水没による機能停止（宮崎市富
吉浄水場他上水道4，簡易水道2）

・浄水場の全壊（飲料水供給施設1）

・停電のための取水停止（簡易水道8)

・水源地の崩落または冠水による取水停止（上水道2，簡
易水道5）

・高濁度のための取水停止（上水道1，簡易水道1）

・道路陥没、道路崩壊、橋梁倒壊による導水管、配水管の
流出、断絶、破損（上水道2,簡易水道12,水道供給施設1）

☆災害発生後の対策

・自衛隊による約8000世帯への給水支援

・廃止していた地下水源からの取水の再開及び下北方浄
水場からの配水ルートの確保による市内全域への給水の
確保により９月１２日に29,000戸が復旧（断水から夜間断水
に）。高台地区の2,000戸で断水が継続。

水道施設の被害事例（６）

厚生労働省健康局水道課調べ

・9月6日に豪雨により冨吉浄水場に雨水が流入し施設が
浸水

・10月25日に富吉浄水場が一部復旧し、9月10日より実
施していた夜間断水が解消。
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淀川支川黒田川における軽油流出事故

☆事故の概要

・発生日時：平成15年10月2日 17時30分頃

・作業員が通報しなかったことにより、枚方市へ
の住民通報（10月2日20時50分）がなされるま

で、適切な処置が行われなかったことから被害
が広がった。

・枚方市内のガソリンスタンド内で作業員が操
作ミスをしたことにより、タンクローリーから軽
油約1000Lが溢れだし、淀川支川の黒田川に

流出した。

☆事故後の対応

・取水停止及び取水制限処置、油吸着剤や
粉末活性炭の投入、オゾン注入量の増加な
ど、迅速かつ適切な対応を行ったことにより、
供給水への影響を防いだ。

・情報の収集及び関係機関との連絡・調整の
実施

事故原因

各水道事業体での主な事故対応

水道施設の被害事例（７）

厚生労働省健康局水道課調べ
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栃木県宇都宮市・灯油流出事故

位置図

・給水人口：225,600人
松田新田浄水場の概要

・給水能力：100,000m3／日

☆事故の概要

・発生日時：平成16年1月16日午後５時頃

・近隣の農家が誤って灯油を流出し、清水
川を経由して高間木取水場に流入

・高間木取水場を取水停止にし、導水管等
の水抜き作業を実施した後、取水を再開し
たが、松田新田浄水場から給水している
地域に油臭のある水道水を供給する事態
が発生。

☆事故後の対応
・水道メーター手前からの配水と事故説明
謝罪（176件）
・油分水道水の除去、応急給水

・報道機関を通じた広報活動

・監視の強化、事故対応マニュアルの改正

水道施設の被害事例（８）

厚生労働省健康局水道課調べ
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水道における地震対策の概要（１）

水道施設の技術的基準を定める省令(H12.2)

◇水道の耐震化計画策定指針（案）(H9.1）

水道施設についての耐震対策

施設の耐震マニュアル等

水道事業者及び水道用水供給事業者が、それぞれの状況に応じて計画的に耐震化施策を推進
するための指針をとりまとめたもの

①水道施設の被害想定、②耐震化の目標設定、③個別の耐震化手法（メニュー）、④耐震化計画案の作成、
⑤耐震化計画の策定

◇水道施設耐震工法指針・解説(H9.3）

外力の設定から各種施設の設計法までを記載＜兵庫県南部地震を踏まえて全面改定＞

①耐震設計の基本方針、②耐震計算法、③耐震工法・対策及び構造細目、④耐震計算例

施設の重要性に応じて地震力に対する安全性を確保

水道施設の技術的基準を定める省令（抄）

第1条第７号 施設の重要度に応じて、地震力に対して安全な構造であるとともに、地震により生ずる液状化、側方流動

等によって生ずる影響に配慮されたものであること。

◇水道施設設計指針（案）(H12.3）

水道事業者及び水道用水供給事業者が、地域特性や事業規模・財政規模に応じて、独自の
施設計画及び取水施設から給水装置に至る施設の設計を行うための指針をとりまとめたもの
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水道施設の耐震対策状況

（厚生労働省「水道ビジョン」における事業体アンケート結果より）

浄水場耐震化率

配水池耐震化率

規模別に見ると、５０万人未満までは規模
が大きくなるほど徐々に高くなり、５０万人
以上１００万人未満ではその割合が４８％と
最も高い。

【平成15年度厚生労働省調査結果】

５０万人未満までは規模が大きくなるほど
徐々に高くなり、５０万人以上１００万人
未満ではその割合が１２％と最も低く、
１００万人以上で約５５％と最も高い。

【平成15年度厚生労働省調査結果】

◇浄水場の耐震化率

◇配水池の耐震化率

目標年度（H25年度)において、

浄水場、配水池等の基幹施設の
耐震化率を、100％とする。
【水道ビジョン（平成16年6月）の施策目標】

水道における地震対策の概要（２）

27%

20%
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・被害の未然防止のための構造物、管路の耐震化

◇ハード面の対策

→施設の耐震性診断や耐震継手の採用

・管路システムとしての耐震化

→隣接事業体間の連絡管整備、送配水管のループシステム、
施設の複数化、バイパス整備、貯留施設の大容量化、ブロック
配水など

・応急給水計画、応急復旧体制の整備

◇ソフト面の対策

・全国の水道事業体の相互応援体制

・地域防災計画との調整・連携

・地震発生に伴い、水道原水に水質異変が生じた場合に対応するため、監
視態勢の強化、浄水処理強化（薬品の増量注入）、油臭・油膜検知時の粉
末活性炭の注入や油吸着剤の散布など

・地震時における水質障害に対応したマニュアルの整備

水道における地震対策の概要（３）
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◆耐震継手

目 的：大地震時や大規模な水源水質事故時

等の非常時における水の相互融通
接続方法：双方の送水管を連絡管で接続

（東京都朝霞浄水場付近）
融通水量：日量１０万立方メートル

（約３０万人都市の規模）

◆東京・埼玉 朝霞連絡管

特 徴：継手部が伸縮・屈曲できるとと
もに、ロックリングにより継手
の離脱防止が図られる。

（東京都水道局HPより）
（東京都水道局HPより）

水道における地震対策の概要（４）

地震対策の具体的事例
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○粉末活性炭の注入

活性炭は、ヤシガラ、のこぎりくず、おがくずを原料と
し、これに炭化や賦活（物質を活性化する意味で、こ
こでは炭化物に吸着能力を付与すること ）の処理を

施して作られた黒色多孔性の炭素質の物質で、気
体や液体中の微細な不純物を吸着する性質を有し
ている。

◆原水水質異常時の対応

（大津市企業局HPより）

○油吸着剤による回収

河川へ油が流出した場合、取水口からの流入防止
のため、油類の回収をしなければならない。
その基本的対応は、河川においてはオイルフェン

スとオイルマット等の油吸着剤を使用することにより
油類の拡散防止を図り、水道の取水口付近では油
類の流入を防ぐためにオイルフェンスとオイルマット
等の油吸着剤を使用する。

（愛知県HPより）

水道における地震対策の概要（５）

地震対策の具体的事例



25（西春日井郡東部水道企業団及び水戸市ＨＰより）

車載型給水タンク

消火栓による応急給水状況

連続パック式自動給水分配装置

◆応急給水

（越谷・松伏水道企業団ＨＰより）

◆応急復旧

防災倉庫

備蓄用資材

水道における地震対策の概要（６）
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水道施設の技術的基準を定める省令(H12.2)

水道維持管理指針(H10.12)

水道施設設計指針(H12.3)

水道における洪水対策の概要（１）

地表水の取水施設について、洪水等を考慮したものとすること

水道施設の技術的基準を定める省令（抄）
第２条
２ 地表水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、取水に支障

を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。

水道施設は災害に対する安全性の確保が必要であり、洪水等により施設の倒壊・破損、浸

水、塩害などの災害を受けやすい場所へ立地することは望ましくなく、立地計画に当たっては、
災害に対して安全な場所を選定する

高濁度原水対策

原水が河川表流水の場合、洪水時等には高濁度の影響を受けるためその対応が必要

①情報収集と濁度状況の把握、②アルカリ剤の注入、凝集剤の変更、③ピークカットによる対応

④排水処理の運転強化
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○台風１４号における被災状況と対策について

◇台風１４号の被災状況

平成１７年９月５日～６日にかけて来襲した台風２４号により、宮崎市の富吉浄水場
が冠水し、２，０００戸において１８日間に及ぶ断水が余儀なくされた。

被災した富吉浄水場は、昭和５７年に浸水被害を受けており、その経験から周囲を
高さ３ｍの防水壁で囲っていたものの、今回はその防水壁を更に１．５ｍ上回る浸水が
あり、浄水場が水没したもの。

◇水害対策の考え方

水害対策としては、浸水のおそれのない場所に施設を整備することが第一であるが、
用地確保や水利条件等の関係から、水害の危険性のある場所に水道施設を整備せざ
るを得ない場合も多い。

このような場合、立地条件に応じ、地盤のかさ上げ、電気・機械設備の階上への設
置、防水壁や排水ポンプの設置等の対策をとるとともに、予備電源の確保等を含めた
水源の多系統化、緊急時連絡管の整備等のバックアップシステムを整備しておくことが
重要である。

河川管理者等防災担当部局と連携を図りつつ、対策を進める必要がある。

水道における洪水対策の概要（２）

洪水対策の具体的事例
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水道法施行規則第１７条(S32.12、直近改正H17.3) 

水道法第２３条(S32.6、直近改正H16.6)

水道における水質事故時の危機管理対策の概要（１）

（衛生上必要な措置）

第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な
措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の
汚染の防止を充分にすること。

二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が
汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。

三 給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一ｍｇ／ｌ（結合残留塩素の場合は、〇・四
ｍｇ／ｌ）以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著
しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物
若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、
〇・二ｍｇ／ｌ（結合残留塩素の場合は、一・五ｍｇ／ｌ）以上とする。

（給水の緊急停止）

水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、
直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる
措置を講じなければならない。
２ 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直

ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
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水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル(H11.2)

水質汚染事故に対して水道事業者等が実施すべき予防対策、危機発生時の対応策、情報管
理、組織体制の確立、広報等に対する留意事項等について具体例を交えながら記載したもの
①水質汚染事故の想定、②水質汚染事故の早期発見・検知、③状況判断・緊急措置、
④情報の収集・伝達、⑤組織体制、⑥広報、⑦教育訓練、⑧危機管理実施要領の改定

「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する
対応について（H13.10.4 水道課長通知）

水道における水質事故時の危機管理対策の概要（２）

第３ 水道に関する危機管理の対応について

一 水道施設の警備等
水道施設については、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強化、

防護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。

二 情報収集、連絡体制等の確立
緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報の

周知を図り、情報収集に努めること及び緊急時における水道事業体内外の関係者に対す
る連絡体制を確立すること。また、給水停止措置等の緊急対応の指揮命令系統を明確化
し、応急復旧体制や応急給水体制も含めて緊急事態への対応体制を確立するとともに、
マニュアルの策定を行い、関係者への周知徹底、緊急事態対応の訓練等を通じた対応体
制の強化を図ること。
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○バイオアッセイ

（三原市水道局HPより）

○その他の対応

・取水位置におけるパトロール

・水系別に設けられた「水源水質連絡協議会」など、広域的に組織された水源水質

監視体制への加入

水道における水質事故時の危機管理対策の概要（３）

水質事故の対策事例


