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1.宮城県派遣時の状況（4/7～12）

2.生活排水処理施設の被災状況と対応

3.今後の生活排水処理施設の復旧・復興に向けて

本日の内容
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１．被災地の状況
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道路の崩落
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壊滅状態
（コンクリート建造物の一部のみが残る）
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家屋の被害
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震災ごみの整理が進みつつある家屋も
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ボランティア等による清掃が進んでいる。 8



不便はあるが、住民が戻りつつある
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生活環境の保全
公衆衛生の向上
公共用水域の水質の保全

※一般廃棄物処理実態調査結果（ H21年度末）

トイレ、洗濯機、お風呂、台所

洗たく 風呂 台所トイレ

２．生活排水処理施設の被災状況と対応
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人口（千人） 下水道 浄化槽 汲み取り便槽

岩手県、宮城県、
福島県

3,128 千人 1,465 千人 1,135 千人



汲み取り
便槽

浄化槽

下水処理場

し尿処理場

し尿処理場

浄化槽

下水管
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避けなければならない状態

未処理の汚水が生活圏で溢れてしまう

避けることが望ましい状態

下水を処理できない

飲用水源の汚染、水系感染症など
人の健康への影響

河川、湖沼、海域の富栄養化

飲用水源の汚染、産業への影響
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生活排水処理施設における被災時の問題



地震

津波

液状化

建築物の倒壊や配管の破損、地盤沈下による配管勾配の
変化等。

津波による機器類の故障・遺失で、建築物自体が冠水、破
壊されてしまうという状況も。

構造物の浮上・沈降、配管等への土砂の堆積で、これは東
北3県に限らず、千葉県や東京都などでも見られた。

東日本大震災における3つの影響



下水道の被災状況

処理施設 被災当初 5/2現在

稼働停止 46 18

施設損傷 63 44

正常稼働 48

不明 11 10

計 120 120

ポンプ施設 被災当初 5/2現在

稼働停止 78 41

施設損傷 30 31

正常稼働 36

不明 1 1

計 109 109

下水処理場

ポンプ場

14（国土交通省）



汲み取り
便槽

浄化槽

下水処理場

し尿処理場

し尿処理場

浄化槽

下水管

15ポンプ場



仮設ポンプ等を用いた下水管路からの直接
揚水、消毒、放流。

下水道地域の住民に対し、節水の呼びかけ。

石巻東部浄化センターは
津波により稼働停止状態
であり、自家発電でポン
プを動かし、沈殿・消毒・
放流している。
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未処理汚水の溢水

処理場やポンプ場の被災により下水管やポンプ場に汚水が
停滞してしまい、市内で溢水した（一時、120箇所）。



極めて広い地域から多量の下水を集水している。

被災地域だけでなく、非被災地域を含めた多くの住民
の生活に多大な影響を及ぼす。

甚大な被災を受けた場合、完全復旧までは相当程度
の期間を要する。

下水道施設の復旧にあたっての技術的緊急提言
（平成23年4月15日国土交通省都市・地域整備局下水道部）

公衆衛生の確保を最優先として、緊急措置、応急復旧、
本復旧と段階的な移行を行う。
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浄化槽とは

• 建物毎に1基。

• 駐車場や庭の地下
に設置されている。

• ほとんどは個人の所
有物

便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、公共
下水道以外に放流するための設備又は施設

洗たく 風呂 台所トイレ
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流入 放流
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宮城県内の浄化槽の津波被害状況の推定

浄化槽の設置場所をGIS（地理
情報システム）で管理している。

浸水範囲概要図
（国土地理院）

宮城県内に設置された浄化槽
のうち、22%が浸水したと推定
される。

宮城県生活環境事業協会
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津波被災地域において浄化槽を撤去する際の
汚泥の処理方法

通常の浄化槽汚泥に近いものから土砂混じりの海水に
近いものまで場所によって多種多様

1. 通常の浄化槽汚泥および収集し尿と混合・希釈し、急
激な塩分濃度上昇を避ける必要がある。

2. 土砂については、0.3%以下に制御するか、受入前に仮

設の水槽を設置し、土砂を沈殿させることで対応可能と
考えられる。

3. 堆肥等にリサイクルをする場合は土砂やがれき、有害
物質の混入に留意する必要がある。

4. し尿処理施設やバキュームカー内部に土砂が堆積して
しまうため、洗浄頻度を増やす必要がある。

し尿処理施設で処理可能か？
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浄化槽の被害状況



家屋流出・全壊地域の浄化槽の被害状況
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災害時の浄化槽被害等対策マニュアル
（H22年3月環境省）

1. 状況確認・・・暫定的な使用可否の判断（3ヶ月を目途）

2. 詳細確認・・・応急処置

3. 詳細調査・・・応急処置、復旧工事

調査対象 応急修理 全損 調査基数

全施設 28.4% 3.8% 1099

津波浸水地区 55.4% 2.5% 278

非浸水地域 19.2% 4.3% 821

東北3県における浄化槽の被害状況調査（環境省）
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※家屋が流出している施設を除く



地震に強い？

構造・施工方法別の被害状況の解析、被害のパターン化

耐震型の構造・施工方法の確立

耐震構造として規格化されて
いるものでは無い。

浄化槽の耐震化

支柱工事：駐車場対応、豪雪対応
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直接的な被害は被災地域、浄化槽に限られる。

保守点検業者、清掃業者、し尿処理施設等が被災した場合、
非被災地域の浄化槽にも一定の影響が及ぶこととなる。

本来、浄化槽は保守点検や汚泥清掃を含めたシステム
として機能を発揮する。

保守点検 汚泥清掃
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施設の損傷が激しく、地盤沈下も見られる。稼働を停止している。

し尿処理施設の被災状況
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広域収集、処理・処分

山形県宮城県

中継タンク

中継タンクを用いた効率化

し尿処理施設

し尿処理施設
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動脈 静脈

３．今後の生活排水処理施設の復旧・復興に向けて

■短期的な復旧対応

電気・ガス・
水道の復旧

汚水・廃棄物
の増加

復旧の迅速化
動脈・静脈の連動
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避難所、仮設住宅

工期が短く、被害を
受けても復旧が早
い浄化槽の活用



■中・長期的な復興

１．「施設」の復旧ではなく、「機能」の復旧
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i. 人口の変化や大規模施設の復旧状況を
踏まえた浄化槽の活用

i. 個人設置型の浄化槽についても自治体
が把握できる仕組み作り

ii. 浄化槽設置届に地理情報（緯度・経度）
を盛り込む

２．浄化槽の台帳整備

i. 節水機器・省エネ機器の積極的な導入

ii. 分散型エネルギーの導入

３．節水、省エネ型社会の構築



■浄化槽による災害発生時の生活排水対応

１．災害発生時の活用を見据え、公共施設、公
園等へ浄化槽を整備する。

i. 膜処理を利用し、処理水を中水として循
環利用する。

ii. 仮設住宅の浄化槽の再利用

避難所での生活環境の向上
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２．浄化槽を可搬式とし、災害発生時に避難所
等に導入できるようストックしておく。

i. 自然エネルギーを利用し、停電・断水時
にも水洗トイレを使用できるようにする。



国立環境
研究所

災害廃棄物対策・復興タスクチーム
（廃棄物資源循環学会）

研究者
ネットワーク

今回発表した内容の一部は、環境省および災害廃棄
物対策・復興タスクチーム（廃棄物資源循環学会）を通
じて現地に情報提供されました。

資料・情報集約

環境省

1日も早い復旧・復興に向けて、引き続き、生活に密着
した生活排水の問題に取り組んで参ります。
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