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いつもインターネット水道モニター事業にご
協力いただき、誠にありがとうございます。

「秦野市 水道のはなし」は、水道に関する
正しい情報、秦野市における水道の取り組み
などを発信情報としてお届けします。

なお秦野市ホームページでは、第３回目の水
道アンケートを実施しておりますのでご回答
をお願いします。
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_03.html

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_02.html
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耐震性の低い水道管

東日本大震災における水道施設の被害

出典：日本水道協会、千葉県及び土木学会東日本大震災被害調査団

水道管は、道
路などの地下に
埋設されており、
地震により大き
な被害となりま
す。これらの写
真は、管と管の
繋ぎ目である
「継手」が地震
により、はずれ
て漏水している
ところです。

地震により管の継手がはずれたもの
地震に道路が盛り上がり、陥没が生じた

管の継手がはずれ、地中で漏水
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東日本大震災における被害・・継手

被害の多
くは、水道
管の繋ぎ目
である継手
です。

導水管は、
取水施設か
ら浄水施設
までの管、
送水管は、
浄水施設か
ら配水施設
までの管で、
いずれも基
幹的な水道
管です。

厚生労働省「東日本大震
災水道施設被害状況調
査報告書」より



東日本大震災における被害・・断水
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高
い
断
水
の
発
生
率



東日本大震災における被害データの分析
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東日本大震災における水道管の被害と断水について、データで見ていただきました。

■管路被害と断水との関係
東日本大震災では、管路被害率（被害箇所／管路延長）が0.3を超える自治体は、93.7%

もの断水率で、その平均断水期間は、23日でした。
一方、管路被害率が0.1以下の自治体は、31.8%の断水率で、平均断水期間は、10.2日

でした。

■震度と断水との関係
東日本大震災では、津波被災がなかった自治体212の内

・震度７の自治体が１で、断水率が100％、断水期間は20日でした。
・震度５強の自治体が57で、断水率が22.9％、断水期間は6日でした。
・震度４以下の自治体が43で、断水率が0.3％、断水期間は1日でした。

■水道管そのものが断水の原因
大規模な地震による水道の被害は、多くが水道管で、それは管と管とを繋ぐ継手に影響が

あることがわかります。
また、水道管の被害率と断水には密接な関係があり、震度が大きいほど、管路の被害率が

高まり、断水日数が伸びる結果がありました。
ここからわかることは、断水を最小限に食い止めるためには、水道管の継手を耐震性のあ

るものにしていくことが重要であるということです。



耐震性のある水道管
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耐震性のある管路用継手

より耐震性のある管路用継手

Ｋ型継手 標準的な継手で、ゴムとボルトで締め付
けます。水密性が高く、ある程度伸縮性や
可とう性にすぐれ、施工性が高い特徴が
あります。

ＮＳ型継手 現在、多くの水道事業体で採用
されている耐震型継手です。地震
時には、さし口がスライドします
ので、離脱が防止されます。
また、施工性も高いという特徴が
あります。

スライド幅が長い

スライド幅が長い

突起があり、抜出しを防止



水道施設整備計画とは

秦野市の水道施設にはいくつかの課題があります。
１ 耐震管路の整備の遅れ

本市の水道管の耐震化率は、平成２０年度末で、全管路の１６．１％ですが、全国平均は、２８．１％、県平均６１．５％と、
耐震化が著しく遅れています。本市では、水道本管の継ぎ手に、平成１１年から耐震性のあるＫ形継ぎ手を採用し、整備をして
きましたが、平成２０年７月からは、より耐震性のあるＮＳ形継ぎ手に変更しています。

断水は、市民生活や企業活動に大きな影響を不えます。管路の耐震化は、ライフラインを扱う事業体として、最優先して進
める課題であると考えています。

２ 震災など非常時に対する水道施設の対応の遅れ
水道管の耐震化と同様、水道施設の耐震化も重要です。対応が遅れている点として、一つは、水道施設の中に、新耐震基準

に適合していない施設があり、耐震診断が遅れていること。また、もう一つは、大規模地震に見舞われた際にも、水道水を安定
供給するためには、被災しても水道施設が稼動できる必要がありますが、そのために必要な、非常用自家発電設備を備えている
水道施設が尐ないという点です。

３ 水道施設の劣化
かつて１３もの簡易水道があった本市は、昭和４０年代から５０年代にかけて、これら簡易水道の統合整備を集中して実施

しました。そのため、その時代に整備した多くの配水施設や水道管などに老朽化が目立ち、今後、ほぼ同時期に更新時期を迎え
ることになります。水道施設の更新には、多額の費用と人員、工事方法に大きな制約が生じるなど、多くの問題があります。ま
た、維持管理を適正に行い、施設の寿命を延ばすことにも限界があります。そのため、安全性や効率性の点から、スリム化を念
頭に、計画的な施設更新が重要であると考えています。

４ 水質管理と監視の強化
安心できる水道水には、「水質管理」が欠かせません。しかし、本市には、規模の小さな水源が多く、このような施設をす

べて整備するには多額な費用がかかります。また、市内に数多く点在する水道施設の情報を集中する監視体制もできていません。
今後、一層の水質管理の強化に取り組み、検査及び集中監視体制の充実と検査結果の有効活用を図ること、つまり、水質管理と
監視の強化が課題であると考えています。
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施設整備計画の詳細は秦野市ホームページでご確認いただけます。
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/machi/suido/jigyokeikaku.html



水道施設整備計画とは
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秦野市水道局では、平成２３年度から３２年度
までの「施設整備計画」を策定

１ 管路の耐震化
導水管や送水管などの基幹管路を100パーセント耐震化

２ 水道施設の耐震化
新耐震基準による耐震診断を実施し、耐震補強の実施

３ 水道施設の更新
機能維持のため、的確・計画的な更新を実施

４ 緊急時の水源確保
配水区域内の施設に非常用自家発電設備の設置

５ 新たな水源確保
水質の管理体制の整備と安心できる水源の確保

施設整備計画の詳細は秦野市ホームページでご確認いただけます。
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/machi/suido/jigyokeikaku.html

10年間で約108
億7千万円の
整備費用



秦野市における応急給水
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秦野市において、大規模な地震が発生した場合、断水が起こることが考えられます。
そこで、断水になった場合、水を確保することが大切になります。

市では
水道施設の事故や故障により、断水が広い範囲で発生した場合には、直ちに対策本部を
設置します。施設の復旧に全力を上げるとともに、断水地域への広報活動及び給水車を出
動させます。

日ごろ、清潔なポリ容器などを備えておくと、給水車から水を受けるときに便利です。

東日本大震災時の
応急給水活動の様
子（鶴巻地区）



緊急貯水槽による「飲料水」の確保
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次の場所には、緊急貯水槽を設置しています。
緊急貯水槽とは、平常時は水道管路の一部として機能し、大地震等の非常時には、揺れを感知して、自

動で緊急遮断弁が働くか、手動で遮断をして、飲料用として貯留水を利用できる水槽のことです。現在水
道局では、全ての緊急貯水槽について、自動で働く緊急遮断弁設置工事を進めています。

地区 場所 容量 地区 場所 容量

本町
本町小学校 70㎥

大根

鶴巻小学校 70㎥

末広小学校 70㎥ 大根中学校 70㎥

南

南小学校 70㎥ 広畑小学校 60㎥

南が丘小学校 70㎥

西

西中学校 70㎥

総合体育館 100㎥ 渋沢小学校 60㎥

東 東小学校 70㎥ 堀川小学校 70㎥

北 北小学校 60㎥ 上 上小学校 60㎥

これらの場所は、広域避難所に指定されています。
（災害時応急給水拠点）

災害時地区配備隊による給水活動を行います。

合計：970㎥
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緊急貯水槽案内板（本町小学校）

緊急貯水槽による「飲料水」の確保

これは緊急貯水槽のモデルで
す。学校の校庭などの地下に
この貯水槽が埋設されており、
常時水道用水が流れています
が、大地震の揺れを検知して
弁が閉まり、水槽となります。



主要配水池による「飲料水」の確保
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次の配水池は緊急遮断弁を設置しています。
地震等の非常時には地震の揺れを感知して、緊急遮断弁が働き、各配水池の水を飲料用と

して確保します。
ただし、消火栓などを利用した消防活動が非常時に発生すると考えられますので、各配水

池については、全遮断を行うわけでは無く、消防活動用に必要な水量の配水機能は維持しま
す。 地区 場所 容量 地区 場所 容量

本町 六間配水場 2,000㎥
大根

広畑配水場 2,120㎥

城山配水場 2,750㎥

南

金井場配水場 4,830㎥ 内久根配水場 1,125㎥

向山配水場 2,275㎥

西

堀山下中区配水場 1,200㎥

八幡山配水場 2,240㎥
堀山下低区（反房）

配水場
1,700㎥

東 落合配水場 815㎥
千村配水場 2,100㎥

峠配水場 500㎥

北 羽根配水場 700㎥ 上
神明開戸配水場 200㎥

八沢大久保配水場 50㎥

合計：24,605㎥



飲料水の確保水量について
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市が確保できる水の量の合計

災害時はひとり１日あたり3リットルの飲料水が必要と言われています。
① １日あたりの必要水量

169,268人（平成26年2月1日現在の秦野市住基人口）× 3リットル ≒ 508㎥
② 現有確保水量

25,575㎥
③ 飲料水確保日数

25,575㎥（②） ÷ 508㎥（①） ＝ 50.3日

種別 拠点数 数量

緊急貯水槽 14か所 970 ㎥

配水場の配水池（緊急遮断弁付） 15か所 24,605 ㎥

計 29か所 25,575 ㎥

被害が最も大きいとされる、南関東地震の復旧想定が最大で１５～１６日とされるため、現有確保水量で充足
できると想定しています。ただしこれは数字上の話であり、実際には地区等での丌均衡が発生することも考え
られます。このため、各家庭での備蓄が非常に大事になると考えられます。



給水車以外の応急給水方法
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水道局では非常用飲料水製包機を所有しており、１リットルにパック詰めした飲料水を製
造することが出来ます。被災した時の応急給水方法のひとつとして用意しています。

非常用飲料水製包機

パック詰めした飲料水



家庭や地域での飲料水の確保
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これまでは、市による給水についてご紹介いたしました。
ただし、災害の規模や状況によって、実際には対応までに時間がかかる状況が発生するこ

とも想定されます。そういった場合、日頃の備えがとても重要となります。

煮沸させたり、浄水器等を通した水は、塩素の効果
が無くなることがあります。くみ置きする際は、その
ままの水道水を使用するようにして下さい。
１人一日３リットル×３日分＝９リットルが備蓄の

目安です。

水のくみ置きの注意事項

・清潔なポリ容器などに水を入れて保管し、定期的に入れ替えましょう。直
射日光を避ければ、３日程度は飲料水として使えます。
・風呂の残り湯などをためておきましょう。トイレや洗濯などの生活用水と
して使えます。
・水のペットボトルなどを買って、備蓄しておきましょう。水道局では、地
下水で作った「おいしい秦野の水 丹沢の雫」を製造しておりますので、ぜ
ひご活用ください。



超巨大地震に対する備え
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備蓄の最上位計画である、国の防災基本計画では３日分の飲料水や食料などの備蓄をする
よう明記されています。３日の根拠については、いくつか挙げられていますが、給水車の出
動、災害支援物資、自衛隊等の災害派遣部隊が最大３日あれば、到達するであろうという想
定を元に、３日分となっています。

しかし、平成２５年５月に内閣府が発表した、「南海トラフ巨大地震対策について（最終
報告）」によると、発生直後は道路の寸断や断水、停電で救援活動や物資提供が遅れ、住民
は自活の必要があると指摘しており、３日分が目安だった備蓄を１週間以上に拡大し、飲料
水、食料、簡易トイレ、カセットこんろ、携帯電話の電池式充電器などの確保を求めていま
す。

ぜひ、家族防災会議を行ってください。
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ご覧いただきありがとうございました。
今回は災害時の水道についておはなしをさせていただきました。

なお、今年度の情報配信は今回で終了となります。
モニターの皆様においては約1年間に渡りご協力いただき誠にあ
りがとうございました。アンケート等でいただきましたご意見等
については、水道事業を進めるにあたっての貴重な声として、活
用させていただきます。

４月から（平成２６年度から）は、水道局職員との意見交換会な
どの実施を行い、さまざまな課題について、モニターの方と直接
話をさせていただく機会を設けるなど、より発展した内容に展開
していく予定です。
平成26年度につきましても、ぜひとも引き続きモニター登録い
ただけますようよろしくお願いいたします。
登録方法などの詳細は別途ご案内いたします。


