
課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類４ 給水車の必要台数を減少させる対策 
 

〔提案９〕早期復旧で断水戸数を一日も早く減らすための平時の備え 

と発災時の復旧活動の進め方 
 

１ 対策の概要 

（１）平時の備え 

ア「応急復旧」と「復興」切り分けの考え方を職員、管工事組合等と共有化  

大規模災害発生時における「応急復旧」では、断水地域の一日も早い解消を最優先 
と捉え、管工事組合等の応援とともに、他事業体の応援をできる限り受け入れる。 
一方、「復興」段階では、管工事組合等にその中心を担ってもらうこととなる。 
このことを平素から管工事組合に十分に説明し、理解を得ておくことで、発災時に    

円滑かつ迅速に他事業体の応急復旧応援隊の受け入れを最大限行うことが可能となる。 
イ 応急復旧作業に関する図上訓練や実務研修の実施 

平時に想定できない、同時多発する漏水を想定した応急復旧作業の進め方、必要な 
復旧班数の算出方法に係る図上訓練を行う。また、被災地での応急復旧経験者を講師に

した研修を実施することで、具体例を通して、平時の作業と異なる応急復旧の進め方 
を学ぶ。 

［訓練実施例］ 
① 訓練準備 

・訓練に用いる配水区域を指定（訓練用図面を作成） 
・初期の漏水調査により複数の漏水箇所が特定されていることを想定 
・訓練では、職員を班分けする。なお、各班に被災地での活動経験を有する職員を 
配置することが望ましい。 

② 訓練実施 
・算出に必要な設定条件を提示（配管図、水運用概要図、復旧目標日数、復旧を優 
先する医療機関、避難所等の重要施設、一日当たり復旧工事進捗率等） 

・班ごとに必要な復旧班数（監督職員と工事業者）を算出 
③ 結果発表 

・全ての班が結果を発表することで、より効果的な応急復旧に関する考え方を習得 
④ 効果 

・応急復旧支援要請において、より適切な要請班数の算出に繋がる。 
・若手職員などの活動未経験者は、ベテラン職員等から平時には経験できない業務 
の進め方を学び、被災地における活動の実効性の向上につなげる。 

    
         〔各班に分かれて検討〕      〔検討結果を班ごとに発表〕 
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ウ 復旧用材料の備蓄と置き場へのアクセス 

異形管類は業者も備蓄数が少ないため、必要数量を算定し、備蓄しておくことが望

ましい。 
また、材料置場の設置にあたっては、発災時においても機能に支障が生じない場所 

を設定することが望ましい。 
（２）応急復旧活動の進め方のポイント 

① 管路被害の全体像を可能な限り速やかに把握する。 
② 被害の全体像をもとに、上流側からの復旧計画を作成し、それに必要な復旧班数、

復旧日数、必要となる材料等を算出する。 
③ 算出した復旧班数を基に、応援を要請する適切な班数を算出する。 
④ 復旧の度合い（何を、何処まで行う事を復旧とみなすか）を定め、次の工区や他

の地区への進捗を早める。（例）修理材料の調達に時間を要する漏水等の場合、応

急処置を施し、当面は危険が無いと判断すれば復旧とみなす。ただし、監視は継

続して行い状況変化に対応する。 
⑤ 住民対応の方法（説明）を統一して文書化しておく。 
（例）宅地内の漏水修理を依頼された場合 

ア 宅地内は、修理の対応ができない旨の説明を最低３回（※）は行う。 
  （※）過去の大規模災害の復旧活動における経験則として回数を提案 
イ 納得いただけない場合、メータ先に水栓を１栓設ける旨の説明に切り換え 
る。 

ウ さらに納得されない場合は、メータ先、止水栓、官民境界で閉止、分水栓 
 等で閉止するなど対応を整理しておく。 
※ 宅地内への立ち入りを拒否された場合等についても想定しておく。  

⑥ 通水再開時には、下水道が被災により使用できない場合を考慮して、下水道の管

理部署に情報提供を行う。  
 

２ 対策の効果 

「応急復旧」と「復興」の基本的な考え方を、職員及び管工事組合等と共有することで、

大規模災害発生時において、管工事組合等からの円滑な協力を得ることが可能となり、他

事業体による応急復旧支援に最大限つなげることができる。 
また、発災早期から応急復旧活動を円滑に進めることで、早期復旧に結び付ける。 
これにより、早い段階から配水管の通水区域を拡大し、断水地域の縮小に努め、応急給

水先の減少を図る。 
平時の漏水修理活動と異なる災害時の復旧活動の進め方を学び、被災地における効率 

的な復旧のあり方と、適切な規模の復旧応援要請につなげる。 
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課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類４ 給水車の必要台数を減少させる対策 

〔提案 10〕給水車を使用しない応急給水場所の整備事例 

１ 対策の概要 

給水車を使用しない応急給水場所を整備する７通りの事例「消火栓等に接続して応急給水

を行う仮設給水栓の整備」「学校などの避難所への災害時用給水栓の整備」「学校の受水槽に

給水栓を設置して応急給水場所として整備」「耐震性貯水槽の整備」「貯水機能付給水管の整

備」「浄水場等への応急給水施設の整備」「災害用井戸の整備」を提案する。 
（１）消火栓等に接続して応急給水を行う仮設給水栓の整備 

 仮設給水栓は、持ち運びが容易で開設・操作が簡便な水栓で、断水区域の近傍にある通

水済みの消火栓等に接続して使用する。当該水栓からの給水は水量に制限がなく、また、

必要に応じて需要が多い箇所に複数開設することが可能である。 

      
〔札幌市の事例（左：仮設給水栓運搬時、右：設置時 〕 

   
〔京都市の事例〕          〔神戸市の事例〕 

（※応急給水用に整備した緊急給水栓に付設） 
 
 

【対策の効果】 

給水所を簡単に開設することが可能であり、給水車の必要台数の減少に寄与する。また、

被災状況に応じた柔軟な給水所の開設が可能であり、極力被災エリアの近傍で給水するこ

とで住民の移動距離に係る負担の軽減が見込まれる。 
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（２）学校などの避難所への災害時用給水栓の整備 

避難所となる小中高等学校等において、応急給水場所を容易に開設できるように災害

時用給水栓を整備する。 
さらに、災害時用給水栓による応急給水が簡易であることから、水道局職員が立ち会

わず、避難所運営に携わる市の職員や住民だけで開設する仕組みを作る。そのために平

時より水道局職員による説明会や、活用方法の動画公開（水道局ホームページ）を行う。 

   
       〔仙台市の事例〕           〔神戸市の事例〕   

    

〔堺市の事例（左：給水栓使用時、右：収納時ベンチとして利用）〕 

   
〔広島市の事例〕     〔名古屋市の事例〕      〔横浜市の事例〕    

 
【対策の効果】 

災害時用給水栓による応急給水場所が開設されることで、給水車による運搬給水エリ

アの縮小が可能となり、限られた給水車の効率的な活用につながる。また、給水所の開設

及び運営を市の職員や住民が担うことが可能となり応急給水作業の効率化が図れる。 
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（３）学校の受水槽に給水栓を設置して応急給水場所として整備 

  学校受水槽下流の配管（ドレン管もしくは揚水ポンプへのサクション管など）から分岐

し、町野式カップリングを取り出し、受水槽付近の収納庫に保管している給水用ホースと

給水スタンドを接続し、災害時の応急給水場所として整備する。 
なお、災害発生時の実効性を担保するために年に１回程度局職員による点検を実施する。

備品の過不足やバルブ等の動作確認、設置手順書等と現地の相違がないかなど、各種項目

について点検を行う。 
また、応急給水栓を設置している小中学校には応急給水栓設置校の看板を取り付け、防

災訓練等での説明とあわせて、災害時の応急給水場所としての周知に努める。 

    
   

    
〔岡山市の事例（左下：給水スタンド等の収納庫 右下：地元への説明会の様子）〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

〔静岡市の事例〕 

 

 

 

 

 

 

 

【対策の効果】 

災害時に避難所となる市立小中学校に

タンクを有する応急給水場所が開設され

ることで、給水車による運搬給水エリア

の縮小が可能となり、限られた給水車の

効率的な活用につながる。 
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（４）耐震性貯水槽の整備 

配水管に接続して耐震性の貯水槽を整備する。平時は、常に水槽内部を水道水が循環し、

新鮮な水が流れている。災害時には、緊急遮断弁により貯水槽内の水を確保できる構造と

なっている。 
設置後は、住民に対して耐震性貯水槽の設置場所を周知する。 

   
〔岡山市の事例〕 

 

  
〔堺市の事例〕           〔静岡市の事例（縦型）※工事中〕 
               
 

【対策の効果】 

耐震性貯水槽を利用すれば、多くの飲み水を確保することができる。 
耐震性貯水槽による応急給水場所が開設されることで、給水車による運搬給水エリア

の縮小が可能となり、限られた給水車の効率的な活用につながる。 
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（５）貯水機能付給水管の整備 

配水管から分岐した直送系の給水管の一部に給水タンクを設置したもので、給水タンク

の上部に出側の給水管がある構造となっている。 
平時は通常の給水管として機能し、断水時には給水タンク内に水道水を確保できる。 

〔熊本市の事例〕 

【対策の効果】 

貯水機能付給水管による応急給水場所が開設されることで、給水車による運搬給水エリ

アの縮小が可能となり、限られた給水車の効率的な活用につながる。 

 

（６）浄水場等への応急給水施設の整備 

 浄水場等水道施設内に住民による応急給水が可能な応急給水施設を整備する。 
浄水場等施設の一角にエリアを設け、配水池から直結する応急給水用給水栓を設置する。 
給水栓への管の取出しは、緊急遮断弁の手前から行うことで、緊急遮断弁が作動した場

合においても、給水が可能となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔さいたま市の事例（平時はエリアを施錠）〕    〔名古屋市の事例（平時はシャッター下ろして施錠）〕 
【対策の効果】 

 遠方の浄水場などは、道路の寸断等も考えられ、開設までに時間を要するケースも考えら

れる。本施設は、住民が災害時に自主的に開設することが可能な「住民開設型応急給水施設」

となっており、職員によるマンパワーが不要となるメリットがある。 

また、本施設による応急給水場所が開設されることで、給水車による運搬給水エリアの縮 

小が可能となり、限られた給水車の効率的な活用につながる。 
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（７）災害用井戸の整備 

 小中学校や公園等に深井戸から取水する非常災害用井戸を整備する。 
深さ約１５０メートルの井戸から水中ポンプにより地下水をくみ上げ、ろ過機、塩素滅

菌機を通じ、飲料水を給水することができる。 
また、普段は商用電力によりポンプを稼働させるが、自家発電設備を備えており停電時

も使用することができる。 

〔さいたま市の事例（非常災害用井戸のイメージ）〕 
 
 

【対策の効果】 

  地下水の豊富な水量をくみ上げすることができ、枯渇する可能性が少ないため、災害時

には継続的に給水を行うことが可能となる。 
  また、商用電源の引き込みにより通電時には少ない操作でポンプの稼働が可能であり、

開設が容易である。 
本施設による応急給水場所が開設されることで、給水車による運搬給水エリアの縮小が

可能となり、限られた給水車の効率的な活用につながる。 
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課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類４ 給水車の必要台数を減少させる対策  

〔提案 11〕住民への働きかけ 

１ 対策の概要 

 発災後、水道事業体による応急給水が行われるまで、住民は自助共助により水を確保する

ため、地域住民の災害への対応能力向上・意識啓発が必要である。そこで、環境を整備する

とともに、自助共助の促進のための啓発方法を提案する。 

（１）住民への啓発 

ア 断水体験・応急給水訓練 

通常の応急給水訓練では、住民の水の備蓄の促進に必ずしも結びついていない。 
そこで、通常の応急給水訓練では想像しにくい断水時の生活を体験することで、住

民は災害時等の水の大切さを強く認識できる。 
なお、断水の方法は、各建物の水道の元栓を閉めることで断水と同じ状況を数時間

作り出す。 
イ 水のくみ置きや飲料水の備蓄のＰＲ 

   災害時に備えて、水のくみ置きの方法や飲料水の備蓄について、各事業体のホーム

ページやパンフレットに掲載するなどし、水の備蓄の重要性について、住民へＰＲを

行う。 
ウ 出前講座 

ホームページ等で参加を募り、住民の希望に応じて、災害時の水の確保に関する情報

提供や説明を行う。 
（２）受水槽の活用 

 水道事業体による応急給水が行われるまでの共助による給水を促進するため、非常用給

水栓（後述）が設置された学校の受水槽から、発災後しばらく水をくむことができるよう

に整備する。 
 また、マンション等では住民自らが共助により給水を行うため、非常用給水栓を設置し

ているケースがある。 
そこで、マンション等の非常用給水栓を活用するには、住民との訓練等で、実際の使用

手順や注意事項を確認する。 
 なお、マンション等での非常用給水栓によるトラブルを防ぐため静岡市では基準（使用

条件、設置条件、維持点検、誓約書の作成）を示している。（25 頁に参考例を掲載） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

応急給水訓練（静岡市）

市） 
出前講座（静岡市） 非常用給水栓付受水槽

（静岡市） 
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２ 対策の効果 

断水体験の実施等により、住民による水

の備蓄が増えることで、発災初期の応急給

水に必要となる水量が低減し、応急給水活

動に必要な給水車台数の減少につながる。 
 

 

 

 

〔事例〕非常用給水栓の基準提示事例（静岡市上下水道局） 

 

 

（１）非常用給水栓とは 

   非常用給水栓は、非常時に受水槽の水を容易に取り出すため、受水槽に直接設置する

水栓をいう。 

   各戸検針方式の受水槽につける水栓については、別紙の誓約書の事項を遵守し、管理

者と十分協議した上で、設置すること。 

（２）非常用給水栓設置に係る誓約書例 

   受水槽に非常用給水栓を設置する場合は、事前協議の上、設置箇所を決定すること。事前

協議に当たり、誓約書（受水槽非常用給水栓設置）を提出することとし、着手前写真、設置位置、

漏水防止止水栓等の詳細図を添付すること。 

 

  
備蓄して

いる 
参加者 

備蓄して
いない 
参加者 

備蓄量を
増やした 
参加者 

断水体験時 77％ 23％ ― 

断水体験の
1 年後 

88％ 12％ 54％ 

年  月  日 

（宛先） 

  申請者  

住所 

                                    氏名                     ○印 

 

誓約書（受水槽非常用給水栓設置） 

設備場所     ： 

建築物の名称  ： 

 

 上記の場所に設置する受水槽非常用給水栓の設置に当たって、下記のとおり、遵守いたします。 

記 

   1  改造にあっては、受水槽の強度を考慮し、担当課と事前協議の上、設置箇所を決定すること。 

   2  給水栓にあっては、盗難防止機能が完備され、いたずらされない構造とすること。 

   3  給水栓の使用は、非常時のみとし、管理責任者の元で給水を行うこと。 

   4  給水栓を使用することによって、親メーター検針水量と各戸メーターの合算検針水量との差が 

     著しく生じた場合には、その差水使用量の精算について、管理者（所有者）が責任をもって、 

対応すること。 

   5  事前協議の書類については、着手前写真、設置位置図、盗水防止水栓等の詳細図を提出す 

     ること。 

※「静岡市給水装置工事施工基準及び給水装置工事申込みに係る申請手続き」にて提示 

断水体験の効果（静岡市アンケート） 
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課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類４ 給水車の必要台数を減少させる対策 
 

〔提案 12〕医療機関への働きかけ 
 
１ 対策の概要 

（１）断水対策の働きかけ 

医療機関に対して、南海トラフ巨大地震発生時には給水車が不足し、応急給水対応が 
  できないおそれがあることを説明し、受水槽容量の確保、井戸水源及び自家発電設備の

設置等災害時に必要な水量を確保するための対策を呼びかける。災害拠点病院は、その

指定要件に「災害時に少なくとも 3 日分の病院の機能を維持するための水を確保するこ

と」が定められていることから、災害時の水の確保について現状を確認し、必要に応じ

て設備の改修等を呼びかける。 
 

（２）受水槽位置等の調査の実施と「医療機関別給水車必要台数算出データベース」の作成 

各医療機関に対し、受水槽の位置と容量、発災時の一日あたり利用想定水量等の調査 

を行う（次頁に調査票作成例を掲載）。あわせて、各医療機関から最寄りの給水基地まで

の時間を算定し、データベースを作成する（29 頁にデータベース作成方法例を掲載）。 

    
（３）給水車による確実な応急給水対策の働きかけ 

受水槽が建物の地下など給水車の停車想定位置から遠く離れている医療機関に対して 
は、受水槽から給水車の停車想定位置までの距離の応急給水用ホースの備えを依頼する。 
また、給水車からの給水が容易になり、給水時間の短縮化と作業の安全化が図られる 

よう受水槽に給水車専用入水管等の設置を提案する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔給水車専用入水管の設置例（大阪市「大阪急性期・総合医療センター」）〕 
 

２ 対策の効果 

（１）災害時に必要な水量を確保することで、発災初期の給水車必要台数の減少につなげる。 

（２）あらかじめ医療機関別の給水車必要台数を算出しておくことで、給水車の過剰要請を 

防止する。 

（３）医療機関における応急給水の確実性と安全性が向上する。 
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〔調査票例（表面）〕 
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〔調査票例（裏面）〕 

 
 

３．平時の対策

４．概略図※

５．特記事項

　有　・　無

材質　 硬質塩化ビニル管

　東京都水道局では水道管の耐震化を優先的に進めています。
しかし、敷地内の水道管が老朽化している場合は断水する可能性もあります。断水した場合でも、院内に代替水源や医療に使用する
備蓄水等があれば、応急給水要請は不要になります。
　応急給水要請が発せられる可能性を調査するため、平時の対策について調査します。

１　給水管
（敷地内水道管）

設置年度 　昭和　・平成　○○　年 図面

　　　900　　Ｌ　（3Ｌ×300本）

４　非常用発電
保有の有無 有　・　無 稼働可能時間 ３日間

　　地上１F　

「概略図」は、市販やＨＰの地図を活用していただいて構いません。
「①受水タンク」と「②給水車停車」の位置については、必ず記載願います。
　①　受水タンク　：　設置場所をご記入ください。
　②　給水車停車：　給水車停車可能位置をご記入ください。（受水タンクに最も近い箇所）
　③　消火栓　　　：　消火栓の位置をご記入ください。（受水タンクに最も近い箇所）
　④　メータ位置　：　水道メータの位置をご記入ください。

設置場所 燃料 ガソリン

２　代替水源
（井戸等）

代替水源 中水 揚水可能量 　　　　　　　㎥/時

設置場所 地下３Fに位置

塩素注入装置

の設置有無
有　・　無 非常用濾過機の有無 有　・　無

３　備蓄水 備蓄方法 ペットボトル 備蓄量
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〔医療機関別給水車必要台数算出データベース（作成方法例）〕 

 

１ 必要項目 

（１）病院の所在地・連絡先 

（２）病院の最寄給水基地 

（３）給水基地からの距離・時間 

（４）必要水量（㎥/日）・受水槽容量 

 

２ 計算式 

給水車必要台数＝Ａ給水必要回数(１施設当たり)÷Ｂ給水可能回数（１台当たり） 

※Ａ給水必要回数(１施設当たり)＝必要水量（㎥/日）÷２㎥（２ｔ車を想定） 

Ｂ給水可能回数(１台当たり)＝給水車１台１日あたりの作業時間(例：24 時間） 

÷１回の給水に必要な時間 

 

   １回の給水に必要な時間＝給水基地までの往復時間+給水時間 (基地 15 分現地 15 分） 

 

※担当救援隊の記載欄を設けることで作成したリストを活用して、救援隊の担当割り当て 

の差配を行うことができる。 

 

３ データベース作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■応急給水救援隊救援活動≪依頼・実施≫リスト

　（令和　年　月　日活動分）

　【依頼元指示者】所属（部・課・係）　　　　　　　　　　氏名　　 【依頼先指示者】所属（部・課・係）　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称 所在地
災害時の
分類（※）

必要水量
（㎥/日）

受水槽
容量

名称 所在地
給水基地
から
の距離

（時間）
地方支部
名

都道府県支
部名

救援事業
体名

宿泊場
所

給水車
台数

給水回
数

給水量
（㎡）

給水必要
回数
（２ｔ車）

所要時間(１
回当たり)
（往復＋給
水0.5時間）

給水可能回数
(１台当たり)
（作業24時
間）

給水車必要台数
（給水回数/１台
の可能回数）

東北 宮城県 仙台市 研・開 5 60 120

中国・四国 鳥取県 米子市 研・開 2 15 30

給水車台数の検討

75回 0.7時間 36回
淀橋給水
所

新宿区西新宿2-
10-1

0.5ｋｍ 3分 3回

応　急　給　水　場　所 給　水　基　地　(最寄を自動入力） 担　当　救　援　隊 実　施　内　容

都庁新宿病
院

新宿区西新宿
2-8-1

災害拠
点

150 150
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