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S形ダクタイル鋳鉄管を送水幹線
の一部に使用して～京都府営水
道～

京都府広域水道建設事務所

　　　　　　　　　　　所長　杉田　裕郷
　　　　　　　　　　　技師　杉原　久也

　京都府の南部地域は、昭和30年代から人口の増加が目立ちはじめ、昭
和40年代には京阪奈地区の通勤圏としてさらに人口が増加し、拡張工事
の変遷を経てきた。昭和60年になると、関西文化学術研究都市の建設や
大規模住宅団地が開発されたため、広域的水道整備を推進することに
し、昭和62年4月に乙訓地区を給水区域とする京都府営水道を設置し
た。今回の整備計画は、木津浄水場系の配水能力を従来の3倍に増強
し、さらに宇治浄水場系と木津浄水場系を接続するための送水管布設、
その他の工事などである。この工事にS形ダクタイル鋳鉄管が使用され
たが、その理由として流域下水道工事による地盤の不同沈下、昼間は道
路とするため、継手の接合・検査が短時間でできる、維持管理面に優れ
ているなどであった。本論では、S形ダクタイル鋳鉄管を使用したの
は、現場での施工性・安全性・経済性・維持管理など、すべての面で適
確であった、と結んでいる。

石切共同溝における水道管路の
建設について

東大阪市水道局

施設部
工務課課長代理　　　　　　森田　長
義
計画課計画第1係主査
                             　 榎本　弘
工務課拡張工事係主任
                              　大前　幸伸

　大阪府で3番目に人口の多い都市である東大阪市で、近鉄東大阪線新
石切駅周辺の道路の掘り返し防止と地上電柱の撤去による都市火災、都
市景観の向上をはかるなどの多目的な道路機能を持った共同溝を建設し
た。水道局も共同溝に水道管を布設するために設計時から参画し、ダク
タイル鋳鉄管の受口位置と目地が合うようにしたり、止水や構造物と一
体化をはかるためパドル付きダクタイル鋳鉄管とした。なお、管種につ
いては強度および耐食性に優れ、将来の給水分岐も容易で、共同溝前後
の既設管と同じK形ダクタイル鋳鉄管とした。本論では、都市内の限ら
れた道路地下空間を計画性を持って高密度に占用物件を収容する施設と
して共同溝は意義がある。今回の石切共同溝は、今後の道路占用物件の
ひとつのあり方を示しているのではないか、と結んでいる。
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応急給水施設としての耐震貯水
槽について

名古屋市水道局

配水部
        　漏水防止課長　犬塚　茂樹
          設計係　　　　　 高間　博行

　名古屋市は、本州中部の地震多発地域に位置しているため、地震につ
いては各種の対策を実施してきている。この対策の中で「配水管の耐震
化による応急給水拠点方式」を基本的な応急給水施設設置の考え方とし
ている。この方式は、SⅡ形ダクタイル鋳鉄管を布設して給水するので
あるが、今回耐震貯水槽が設置された若宮大通公園は、広域避難場所を
はじめ都市公園などの公共的施設を対象として昭和52年度から実施され
ている施設として100ヵ所目にあたっている。耐震貯水槽は名古屋市で
は採用第1号であるが、容量30㎥と小規模で、大都市における耐震貯水
槽としては物足りないが、ストック機能と水質保持機能のバランスのと
れた、都市型といえる。

ワンタッチ離脱防止継手を用いた
既設下水道管きょ内の添架配管
施工について

日本下水道事業団

                             　金刺　敏明
                           　　田角　光夫

　昭和61年度より、日本下水道事業団がエースプランを実施している
が、今回下水処理場で処理された生汚泥をエースプラン広域処理場まで
圧送する管路の一部にワンタッチ離脱防止継手を使用した。エ事場所は
兵庫県伊丹市～宝塚市間で、シールド工法とし、コンクリート製下水道
管きょの中に呼び径2000mmダクタイル管を吊り添架配管したが配管位
置、管材、吊り金具などには十分留意したとしている。本論では、送泥
管をスムーズに、経済的に布設することができたが、設計時に懸念して
いた配管方法、管材などの選定についても、Ｔ形ダクタイル管に離脱防
止機能がついたワンタッチ離脱防止継手を利用することにより無事完了
できた、と結んでいる。
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ダクタイル鉄管 千!反Jt. 11 ~存47 号

S商務ダクタイル鋳鉄管を

送水幹線の一部に使用して

~京都府営水道~

1 .はじめに

京都府の南部地域(南山城地域)は、東は

滋賀県、西は大阪府、南は奈良県に接し、淀

川水系の木津川・宇治川の流域に位置してい

る。南山城地域の宇治市、城陽市、八l幡市、

および久御山町における飲料水は昭和30年代

に入って、同地域の人口の増加に対応した市

町の自己水源による供給が困難になってきた

ことから、京都府は地域の水需要にあわせて

水道用水を供給するために、京都府上水道計

画を立て、昭和36年12月、用水供給事業経営

認可、昭和39年11月天ヶ瀬ダムから取水する

ダム使用権を得た。

施設の建設は昭和36年 4月から着手し、昭

和39年12月に給水を開始し、昭和43年 3月に

は 1日最大給水量2万4，000m3の施設が完成し

fこ。

その後、昭和43年 4 月から第 1 期拡張~'~.業

昭和48年 9月から第 2期拡張事業に着手し、

昭和53年 3月に 1日最大給水量9万6，000m3の

施設が完成した。

_.-方田辺町、木津町および精華町は、昭和

京都府広域水道建設事務所

所長杉田裕郷

技師杉原久也

40年代に入って京阪奈地区の通勤圏となり、

人口の増加に伴う水道水の需要増に対して、

自己水源の確保が困難になったため、京都府

は昭和46年 3月用水供給事業経営認可、昭和

46年 8.月木津川からの水利使用許可を得た。

施設の建設は昭和46年 4月に着手し、昭和

53年 7月に給水を開始し、昭和54年 3月には

1日最大給水量2万4，000m3の施設が完成した。

昭和60年には、関西文化学術研究都市の建

設や大規模住宅団地の開発により、水需要の

増大が予想されるため、京都市を除く府南部

地域の17市町村ーを圏域とした「京都府南部地

域広域的水道整備計画」が策定され、昭和60

年 9月府議会で同意議決された。京都府企業

局では、この計画に基づき、府営水道の拡充

整備を推進することとし、昭和62年 4月には

従来の山城水道および第 2山城水道を統合し

て、新たに乙訓地区を給水区域とする京都府

営水道を設置し、昭和62年度から宇治・木津

両浄水場系の送水管の接続工事に着手してい

る。また、昭和63年 4月には事業を推進する

ために広域水道建設事務所を開設した。
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図 1 計画図
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2.拡充整備計画概要について

(1) 木津浄水場系の 1日2万4，000m3の施設

を 1日7万2，000m3まで拡張を行うととも

に、宇治浄水場系と木津浄水場系を接続

するための送水管布設(全一長15km)を行う。

(2) 乙訓浄水場系の整備を行う。

(3) 乙訓浄水場系と宇治浄水場系の接続を

行つ。

3. 工事概要

(1) 工事名称

木津・宇治送水管布設工事(草内第 1

第 2工区)

(2) 工事場所

京都府綴喜郡田辺町大字草内地内

(3) 阿Jj萱名

草内三山木線

(4) 工事延長

L =510m (草内第 1工区)

L =494m (草内第 2工区)

(5) 工法

全区間間百iJ工法

(6) 使用管種

S形夕ダやク夕イル鋳鉄管呼び

KF形夕ダダ、や、ク夕イル鋳鉄異形管φ80∞ox 22予72'。
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表 1 拡充整備計画の概要

民分 ¥ 事業名 思都府水道用水供給事業

名 称 思 者日 府 ρ凸且. * 道

事業認可年月日 昭和 62 年 3 月 31 日

目 キ票 年 J大 平 成 12 年

建 さ両又rt.. 年 度 昭和62年度~平成11年度

事 業 費 約860億円(水源費約360億円、施設建設費約500億円)

浄水場の名 称 宇治浄水場 木 津浄水場 乙訓地区浄水場(計画) ρEコ、

計画取水量(m3
/ 秒) 1.2 0.9 0.86 2.96 

* ~，原、の干重別 長ケ響タネ(宇治川) 表流水(木津川) 表流水(桂川1)

12思合lJ:(ma/日) 96，000 72，000 68，800 236，800 

言十画給水人口(人) 386，230 166，740 153，770 706，740 

給水対象 市 町 宇治市 e城陽市・八|幡市・久御山町・田辺町・木津町・精華町・向日市・長岡京市・大山崎町

市 開丁 妻女 10 

宇治浄水場系と木津浄水場系の接続

主要事業の 木津浄水場の施設拡充整備(取水、浄水施設)

実施計画 乙訓地区の水道施設整備(取水、浄水、送水施設)

乙訓地区と宇治神水場系の接続

図2 工事箇所

4.工事上の制約条件とその対策

送水管を布設する町道(草内三山木線)に

は、他の管路がすでに埋設されていたり、あ

るいは下水道管きょの建設が予定されている

ため送水管の布設に対しては種々の制約条件

があり、関連機関との協議ならびに建設事務

所内での検討・には特に留意を払った。表 2に

制約条件とその対策についてまとめる。

5. S形継手を採用した理由

(1) 流域下水道の建設に伴う立坑周辺部で

発生すると予測される地盤の不同沈下に

対して、また、予期し得ない不均一な地

盤の習Jきにも対応できる管体および、継子

を有するものであること。
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表 2 制約条件とその対策

制 約条 件 立す 策

京都府営水道が送*管を布設後、流域下| 送水管に不問沈下が発生することが予測

水道の推進用立坑の築造が予定されており、 | されるため、 S形ダクタイル鋳鉄管とする
流域下水道

公共下水道

田辺町水道管

農業排水管

道路占用

道路使用

薬j主などにより周辺地盤の沈下が予想され

る。

送水管の布設後、開削工法により本管・

サービス管・人孔の埋設が予定されており、

流域下水道の立坑部を除き道路センター側

に送水管を布設する。

呼ぴ径150mm(D 1 P)の既設管があり、送

水管布設に支障をきたす。

既設農業用水管が数多くあることおよび

一部は切り下げを考慮する必要がある。

(BOX: 600 x 700・500x 450各 1ヵ所・ HP

:φ150 x 2ヵ戸斤・ φ200x 4ヵ戸斤・ φ300X

1ヵ戸斤・ φ400x 1ヵ戸斤・ φ450x 1ヵ戸斤の言十

11ヵ所)

送水管布設後、直ちに良質土で埋め戻し、

機械により十分に締め固めを行い、仮舗装

を行う。

工事中道路のセンターラインより反対側

車線に掘削機械がはみ出すため、大型車の

通行が確保できず、昼間時には大渋滞が予

想される。

(2) 送水管を埋設する道路には流域下水道

および公共下水道(本管・サービス管)

あるいは田辺町の水道管が布設時期を異

にして布設されるため、これらの工事の

ために送水管の埋設環境に変化をきたす

ことが予想され、これらの悪条件をも克

服するものであること。

(3) 昼間は工事箇所を道路として開放する

必要があるため、継手の接合・検査が短

時間で効率よくできること。

(4) 維持管理面に優れ、多くの実績を有す

る。

送水管の平面線形としては、道路センタ

ーからし750mmの位置を管芯とする。

送水管の布設前に不断水工法による止水

と撤去を行い送水管の布設後に復旧した。

(バイパス管があったので、仮配管の必要

はなかった)

送水管と既設農業用排水管の離隔を 700

mmからしOOOmmとする。

路面沈下が予測される部分 (HPの横断

部など)については、セメント安定処理を

行うこととする。

夜間工事(附7:00-AM6: 00)とする。

る管材であること。

(5) 次のような使用条件を満足させるもの

で、あること。

① 最大静水圧:50 54kgf /cm2 

②水撃圧 :3 0 50 kg f / cm2 

③ 土 か ぶ り :202m 

④路面荷謹 :B交通

以上のような諸条件を基に種々の検討を行

い、いずれの条件をも満足させるものとして S

形ダクタイル鋳鉄管を使用することに決定し

fこ。
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6.管の布設

当初の設計では、町道・草内三山木線の工

区境から施工(草内第 1工区は工区境から南

進し、草内第 2工区は工区境より北進)する

布設計画であったが、道路使用協議で第 1工

区と第 2工区が近接すると施工時(夜間)の

片側通行区間の延長が約80mと長くなり、通

行車輔に渋滞をきたすことが予測されたので

草内第 1工区は南端より北進することとし、

草内第 2工区は北端より南進することとした。

このため結果的には、さきに着工した草内第

2工区が早く完了し、草内第 1工区側の工区

境で切管長の測定を行い、継ぎ輪で接続を完

了した。

革内第 1工区

図5 管布設標準図

(単位cm)

一万切さー

。的

※明示テープは管胴部にも

2mピッチで巻き付けている。

図6 菌E管図

(単位mm)
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7.施工のポイント

1. 施工方法

両工区間の最終接続区間は直線とし、開削

延長は約14m(S形直管φ800x 6，000 x 2本、

S形乙切管φ800X 2，180 X 1本およびS形継ぎ

輪φ800X 1佃)で接続を完了した。

2. 両工区間の管天高および切管長の測定

草内第 2工区は最終接続日の10日前に、草

内第 1工区は最終接続日の 5日前に両工区間

で布設済みの管の管天高および切管長さの測

定を行った。

3圃 S形管の挿し口加工について

S形管挿し口の現地加工は、管の性能上問

題を残すものと考えたため現場で、は実施せず

管製造メーカーにて所定の加工を行った管を

現場へ搬入することとした。

4圃 最終の接合(せめ)について

S形継ぎ輪と S形乙切管 (L= 2，180)の最

終の接合(せめ)では、標準的な作業方法で

あるロックリング拡大器具が管内に残ること

となるため、この部分の接合には S形乙切管

の挿し口突部に特殊加工をした鉄板 (T= 1 

mm) を 3枚取り付け、 S形継ぎ輸に挿入し、

挿し口突部が継ぎ輸内のロックリングを越え

た時点で、前述の鉄板を取りはずし、その後 S

形継手の正規の接合作業を行い、接合を完了

しアこ。

図7 最終の接合(せめ)

鉄板

鉄板(単位mm)《

ロク jング 旧
T =1 
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写真 1 S形継ぎ輸の接合

写真2 s形乙明智

ダケタイル鉄管 平成厄.11 第47号

S形ダクタイル鋳鉄管の布設工事にさき立

ち、 S形継子の接合講習会を日本夕、、クタイル

鉄管協会にお原郎、し、職員・施工業者ともど

も研錆に努めた。

8. おわりに

京都府営水道の木津・宇治送水管布設工事

の一部として S形ダクタイル鋳鉄管を使用し

たことは、現場での施工性・安全性・経済性・

維持管理など、すべての面で適確な判断であ

ったと確信している。夜間施工であること、

また、掘削時の深さが平均 3mであること、

木津川の氾濫域のため土質は磯混り砂・シル

ト混り砂磯であり、地下水位は道路面より約

1.5m下で、日進量が1-3本であること、送水管

布設後、即日復!日など厳しい条件1で無;事完了

したことは、設計・施工・技術指導など多く

の関係各位のご協力によるものであり、この

送水管路の供用開始が待たれるところである。

最後になったが、他の関連事業も順調に推移

していることをご報告し、関係各位に深く感

謝申し上げる次第である。
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石明共開講における

水道管路の建設について

1 .はじめに

東大阪市は大阪府の中央部に位置し、西は

大阪市と東は生駒山地で奈良県と境を接して

おり、面積61.72km'で、大阪府で 3番目に人口

の多い都市である。市内にはおでき治療の神

さん「石切さん」で有名な石切神社や、正月

に白熱したゲームに沸き返る高校ラガーメン

憧れの花園ラグビ一場などがある。

本市の水道は昭和 7年、布施町で、近代水道

が開始されて以来、半世紀を経て、現在、給

水 人口54万8，000人、 1日最大給水量29万

5，000m3、普及率100%の平成 7年を目標年度

とした第 3次拡張事業を実施中で、高度情報

化社会となる21世紀の大阪府東部の新都心と

してさらに発展が予想され、将来の水需給を

見越した節水型都市づF くりをめざしている。

昭和59年「共同溝の整備等に関する特別措

置法」で建設公示された石切共同溝は、一般

国道308号線の西石切町内にあり、阪神高速道

路の延長で現在、工事中の大阪と奈良を結ぶ

第 2阪奈有料道路および近鉄東大阪線の鉄道

東大阪市水道局施設部

工務課課長代理森悶長義

計画課計画第 1係主査捜本 弘

工務課拡張工事係主任大前幸伸

新設工事と併行して施工された。(図 1、 2 ) 

当共同溝は近鉄東大阪線の新石切駅周辺の

道路の掘り返し防止と、地上電柱などを撤去

し、都市防災、都市景観の向上をはかるなど

の多目的な道路機能を持った「幹線十供給管

共同溝」で供給管色の強いものであり、供給

管共同溝のモデル事業である。

2 .石切共同溝の概要

1 . 共同溝の必要性

鉄道の新設駅となる新石切駅周辺では、再

開発化に伴う乗客数および道路交通量の増加

が予想され、また、道路形態変更による地下

埋設物の整理の必要性、さらに将来の需要増

に対処する各公益事業体についても布設年度

の異なる地下埋設工事による毎年の掘り返し

が道路構造の弱体化を招き、道路交通に支障

となり、付近住民の日常生活に影響を与える

ことが予測され、これらの総合的な解決策と

して、当共同溝が計画された。
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図 1 位置図
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回一 5丁目の北側および南側の歩道敷。(図

4 ) 

石切共同溝における水道管路の建設について

築造場所

一般国道308号線の東大阪市西石切町 3丁

2. 

3、

新石切駅付近完成予想図図 3

----近鉄東大阪線

~ 

一一一----

第2阪奈有料道路

平面図

一般入口 (0.6BX7.0L) 

石切共同溝概要図

換気室

平区 l 低区 | 
|375.0m  

国道3附 I I φ150 

市道芝植付線

図 4

φ300 

市道布市芝植付線

1~4~t連絡通路(1. (jB X2.2H) 

(自然換気有)

第 2阪奈有料道路

平区| 低区 I I 

担割 lw搬入口 (O.9BX7.0L)

近鉄東大阪線

犬
阪
外
環
状
線

さ2.0m。南側溝L=341.6m、内空断面幅3.15

mx高さ2.2m)o (図 5、 6) 

構造

鉄筋コンクリート 1連 2層。延長L=716.6

m(北側溝L=375m、内空断面幅2.3mx高

3. 

石切共同溝断面図

近鉄東大阪線

図 5
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図6 共同溝詳細図
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石切共同溝における水道管路の建設について

4. 占用者と占用物件

共同溝整備計画に工業用水道、下水道を除

く、 4公益事業体が参加した。(表 1) 

5. 建設費の負担割合

共同溝の市用予定者が共同溝建設によって

受ける効用から政令で定められる算出額(推

定投資額に基づく)を負担し、不足分は道路

管理者が負担した。(表 2) 

6. 共同溝付帯設備

共同溝内の管理機能を高めるため、照明、

換気、排水、保安などの設備がある。(表 3) 

7. 大阪府共同溝管理規程

道路管理者は、共同溝の適切な維持管理の

ため、法第11条による管理規定を定めており、

共同溝本体および付帯設備は道路管理者が、

また、共同溝内の占用物件などは各公益事業

者が管理を行うことと定めている。

表 1 古用者と占用物件

占 用 物 f牛
占用者

北側溝 南側溝

日本電信 2条 4粂

電話術 電知通信ケー押し 事宇品曳

関西電力鮒 4粂 5条

φ200 φ80 

大阪ガス附 低圧力、ス

φ300 φ600 

(配水幹線) (送水幹線)

東大阪市 φ150 

水道局 φ100-φ20 配水管

(配水小管)φ75-φ20 

(配水小管)

表 2 建設費の負担割合

=〉〈!!!? 共同溝本体 共同溝付帯設備

率(%) 建設費(千円) 率(%) 建設費(千円)

道 E各 管 E里 者 86.9 871，653 24.5 9，347 

日本電信電話株式会社 5.3 53，563 24.9 9，464 

関西電力株式力社 3.2 32，475 25.3 9，660 

大阪方、ス株式会社 1.1 10，487 ※O (9，217) 

東大阪市水道局 3.5 34，676 25.3 9，660 

メ日入 言十 100 1，002，854 100 ※38，131 (47，348) 
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必要性

畳間の中継用

市外線加入者用

沿f(こイ旦道めL需B要室のlM l 

送配水幹線

需要家給水

用

※第11条第 1項第 2号ただし書きに該当

表3 石切共同溝付帯設備(南北共)

名 材、 型 式 台数

月R 日月 器 具 FL-20W-1 KDF-2B 70 

" " 非常用 36 

言秀 導 灯 FL-10W-1 8 

水中ポンプ汚水型 φ40 x 70 Q /分 x7m x 0.25kW 2 

(排 * 用) φ50X196Q/分 X8mXO.75kW 2 

" φ40 X 71 Q /分 X7 m X O. 25kW 2 

" φ50 X 207 Q /分 X10m x1.5kW 2 

片吸込シロッコ型送風機 2~ X 3， 480m"/H X 10mmAg x O. 4kW 1 

(強制換気用) 3 X 4， 590m' /H X 12mmAg X O. 75kW 1 

自動火災報知機 煙 感 知機光電式 2種 4 

酸素ガス検知機警報器 酸素欠乏用 0-25% 2 
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8. 共同議設計時に配管について考慮した事

項

① 共同溝の構造設計時から水道局も参画

しており、布設管の単位長さが 5m(φ150) 

と6m (φ300、φ600)であるので、共同溝

の 1スパンの長さは30mとし、ダクタイル

鋳鉄管の受口位置と目地が合うようにし

fこ。

②共同溝の出口などの埋め込み配管部

は、止水および構造物との一体化をはかる

ため、パドル付きダクタイル鋳鉄管とした。

③ 共同溝ペースコンクリート打設時に、

異形管、仕切弁の設置予定箇所に防護コン

クリート用のサシ筋 (D13)をした。(写真

1 ) 

写真 1 曲管部のサシ筋

南 側 共 同 溝 曲 部(H)

写真2 南側溝材料搬入口

④ 共同溝内の供給管取出口地点を地上に

明示するため、歩道に路面表示をした。

⑤ 配管材キ斗搬入口として、共同溝スラブ

コンクリートに関口部(南側溝幅0.9mx長

さ7.0m。北側溝幅0.6mx長さ7.0m)を設

置し、工事完了後、鉄筋コンクリート製の

蓋で閉塞した。(写真 2) 

3 .管路の設計

1. 基本事噴

① 標高によるブロック配水方式(平区給

水区域O.P +10m以下。低区給水区域O.

P +30m-0. P +10m) を行っていること

から、北側溝呼び、径300mm、南側溝呼ぴ径150

mmの配水管はそれぞれ管路の途中に設けた

仕切弁により平区および、低区へ給水する。

また、南側呼び、径600mmの管路は中区給水区

域 (0.P +70m-0. P +30m) 用の送水幹

線である。

② 共同溝出口の管路は不同沈下および地

震対策として、 S形 (φ600)、SII形 (φ300、

φ150) を用いた。(図 7、写真 3) 

写真3 S形呼び径600mm接合工およ

びSII形呼び径150mm接合工



石切共同溝における水道管路の建設について

図 7 南側溝西端出口の間管

2. 管種

共同j幕内の使用管種は、強度および耐食性

に優れ、将来の給水分岐も容易であり、共同

溝前後の既設管と同じK形ダクタイル鋳鉄管

としfこ。

3. ボルト・ナットの材質

共同溝内は高湿度となることが予想される

ので、ダクタイル鋳鉄管用押輪の T頭ボル

ト・ナットおよび仕切弁などのフランジボル

ト・ナットの材質は耐食性に優れたSUS304

としfこ。

4. 弁類

平区と低区は仕切弁で区分し、低区側には

空気弁付き消火栓を取り付け、これらの開聞

は地上から操作できる構造とし、さらにスラ

ブコンクリート関口立ち上がり部の止水方法

は鉄板とゴムパッキングで溝内に水の入らな

いようにした。

また、呼び、径600mmの送水管には急速空気弁

(単口φ75、16kgf/cm2用)を取り付け、さらに

ドレン用のT字管 (KF-KFφ600Xφ400)の

両側にバタフライ弁呼び、径600mm(16kgf/ cm2 

用)を設置し、開聞は共同溝内で行うことと

した。(写真 4、 5 ) 

写真4 呼び径600mmバタフライ弁保譲エ

19 
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5. 管支持受台

共同溝内は露出配管となるので、夕、、クタイ

ル鋳鉄管の重量、水重、水平震度を考慮して、

重量配分上から安定もよく、受口に負荷のか

からない管 1本につき 2ヵ所の受台とし、鋼

材で支持させ、アンカーバンドSUS304(6 

t x 75mm) をターンパックルで締め付け、管

写真6 管受台

6. 曲げ配管施工

共同議の線形が変化する場所に設置する曲

管は、その角度の差を継手の持つ許容曲げ角

度の%以内の角度で曲げ配管し、全数、特殊

押輪で接合した。(図 9) 

7. 異形管、仕切弁の防諜

不平均力の働く曲管、 T字管および仕切弁

前後は、打ち込みアンカーに鉄筋 (D13) を

取り付け、コンクリート打設した。(写真 7) 

8. ダクタイル鋳鉄管の外国塗装

共同溝内は高湿度、結露状態が予想、される

ため、耐久性を考慮、して、夕、、クタイル鋳鉄管

の外面塗装は特殊塗装とし、色の指定(青色

ーマンセル値1GB劣)を行い、表 4のような

仕様とした。

を固定し、コンクリート打設 (σCK=210kg/ 

cm2
) とした。(写真 6、図 8) 

また、上部に軌道が通っていることおよび

コンクリートマクロセルを考えて、共同溝内

の鉄筋と管体とが接触することのないよう、

この部分は特に施工管理を蹴重に行った。

図 8 管支持台

SUS304 
アンカーノfンド (6tX75Xl，521)

生コン σck

= 210kgf/cm2 

500 

900 

400 

φ600 

写真7 曲管保趨エ
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図 9 曲げ配管施工

表 4 ダクタイル鋳鉄管外面塗装仕様

場 所 工程 塗 キ斗 名 方法 標準使用量

工 素地調整 プラスト (g /rrl') 

l次塗装 下塗第1層 エポキシ系植f脂60μm スプレー 300 

2次塗装 場 下塗第2層 エポキシMI050μm " 300 

3次塗装 現 上塗第3層 ポリウレタン系f封脂30μm 刷 毛 140 

4次塗装 地 上塗第4層 ポリウレタン系樹脂30μm " 120 

4 .管路の施工

1. 施工概要

南側溝の西端部で埋蔵文化財(弥生時代の

方形周溝墓と思われる木棺材)が出土し、本

格的な調査(平成元年 3月~同年 5月)のた

め遅延したが、中区送水幹線呼び

区、高区、特別高区受持給水人口 4万3，000人)

の共同i溝幕両端でで、の既設管との連絡工事(西側

K形、 S形 φ600X16m、東側KF形、 S形

φ600X 18m) は夜間断水時間 5時間 (PM9

時~AM3 時)で平成元年 6 月に無事完了し

た。(表 5) 

表 5 施工概要

呼び径(111m)X延長(m) I 工 期

2. 水圧試験

300 x 372 

600 x 340 

150 x 340 

昭和63.11-平成1.2

昭和63.11-平成1.6

竣工後は水道局の財産となる配水施設で、あ

り、維持管理上、問題のない管路として、引

き渡しを受けるため、共同i幕内の新設の管路

についてその水密性、安全性を確認するため、

常圧 (10分間常圧保持)、加圧 (10分間の充水

量)、水圧降下(12.9kgf/cm2から10分後の降下

状態)の 3項目の水圧試験を行い、良好な結

果を得た。(表 6) 

3. ダクタイル鋳鉄管外商塗義膜厚検査

工場塗装した配水管の布設工事完了後、共

同溝内で現地塗装したものについて、電磁微

圧計で膜厚検査(許容値170μm以上)を実施

し、良好な結果であった。(写真 8) 

写真8 外面膜厚検査
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表 6 水圧試験

水圧試験成績表

試験日 平成元年 2月16日(木曜日)

昭和63年度 3 -30 

工事名 南側共同;葬送水管及配水管布設工事

工事場所 管内水量 知民~ 種 口 千歪 延 長 継手段 止水栓数

西石切町 5丁目190
93m3 K-1 φ600 330m 85 

~西石切町 3丁目64

1. 常用圧力試験10分間(口径φ200以下)

時 間 常 庄 2分30秒 5 ノヌ一ヨ、7分30秒 10 分 やj 足身_L事

13-30 2.7kgf/cm2 2.7 2.7 2.7 2.7 iSコ、 格

2. 加圧試験10分間(口径φ250~φ700)

時 間 圧 メータ一指示数 充水量 許容充水量 やj 疋，....._，俳

14-00 12.9kgf/cm' x10 
2.3 Q 

14-10 12. 9kgf / cm' 

3. 水圧降下試験10分間(口径φ200~以下)

時 間 ァk 圧 2分30秒

14-10 12.9kgf/cm2 12.9 

請負業者名
富田建設

5 .給水管

給水管の取り出しは、北側溝では呼ぴ径300

mm配水幹線から呼び、径100mmを不断水分岐と

し、南側溝で、は呼び、筏150mmから呼び、径75mmを

同様に分岐した。

給水管の管種は硬質塩化ピニルライニング

鋼管とし、外面塗装は水道用亜鉛メッキの上

に、現地でダクタイル鋳鉄管の現地塗装分を

施工した。管端は内面腐食防止のため、継子

はリップ付きポリエチレンコア内蔵タイプと

した。(表 7、写真 9、10)

表 7 供給ゾーン

供給ゾーン数

21 

20 

5 ノノ一J、
12.9 

7.1 Q A口、 格

7分30秒 10 ノノ}J、判 疋，_L噌

12.9 12.8 β口、 格

総合判定

A 口 格

|残留塩素 10.7p.p.ml 

写真9 給水管取り出し工
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写真10 給水管取り出しエ

6 .石切共同溝配水管からの給水装置

工事に関する要綱

石切共同溝の完成に伴い、本共同溝内の配

水管から分岐した給水管および共同溝外の歩

道敷き部分の給水管(予定栓)は配水小管と

して取り扱うことを内容とした要綱を平成元

年 8月に定めた。したがって、今回工事を行っ

た共同溝よりの新たな給水申し込みについて

は、歩道敷内の予定栓から取り出しを行うこ

ととなる。

7 .おわりに

共同溝は都市内の限られた道路地下空間

を、計画性を持って高密度に占用物件を収容

する施設として意義があり、今回の石切共同

溝は同一断面に幹線と供給管の施設を入れて

おり、高度で、多種、多様な情報化社会となる

21世紀を11年後に迎える今、道路市用物件の

あり方について、ひとつの方向を示すものと

考えている。

都心部では地価の高騰に対処して都市機能

を発展させるため、種々の構想、が立案されて

おり、従来とは視点を新たにして、海岸・港

湾地区でも付加価値をより高めたウォーター

フロント計画がなされ、また、都市部の地下

空間については基幹施設の新たな築造場所と

して、地下50m以深のジオフロント(大深度

地下利用)が考えられている。しかしながら、

比較的浅い地下空間は利用価値が高く、埋設

物・構造物が輯鞍しているが、その部分の有

効利用については、長期的視点に立った総合

的な整備の必要性が今後は増してくるものと

思つ。
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感急給水擁設としての

貯水槽について

1 .はじめに

地震などの非常時における生活用水の確保

については、全国の各都市で、それぞれの地

域特性にマッチした対策を立てておられるよ

うで、ある。

名古屋市においても、本州、|中部の地震多発

地域に位置し、木曽三川の沖積層が市域の大

部分を占めている現状を考えて、各種の対策

を実施してきているところである。

この対策の中で、本市の基本的な応急、給水

施設設置の考え方は、「配水管の耐震化による

応急給水拠点方式」によることとしている。

この方式は、配水幹線から給水拠点まで、 S

II形ダクタイル鋳鉄管(耐震管)を布設し、

応急給水用消火衿から給水する方式を主体と

している。

応急、給水拠点は、本市防災対策本部が指定

した広域避難場所をはじめ、都市公闘などの

公共的施設を対象として、昭和52年度から第

1次整備計同に着手し、平成元年度末までに

100ヵ所の繋備を完 fする。ちょうど100ヵ所

名古屋市水道局配水部

漏水防止課長犬塚茂樹

設計係高間博行

目にあたるホ若宮大通公園かにおいて、従来

の消火栓方式と異なり、耐震貯水槽を設置し、

併せて親水モニュメントを建設するので、そ

の概要について報告するものである。

2.応急給水施設の整備

1 .第 1次整備計画(昭和52年度~平成元年

度)

水道施設の震災対策については、駿inJ湾沖

を震源地とする東海地震(マグれニチュード8.0、

震度 5)を想定して、施設の耐震化をはかる

← A 方、昭和52年度から平成元年度までに、徒

歩可能な 1kmの範囲を目標に、すべての広域

避難場所をはじめ、配水場などの水道施設お

よぴ都市公国などの公共的施設100ヵ所を、応

急給水拠点として整備するものである。

広域避難場所....一57ヵ所

都市公園など ......17ヵ所

区役所など......14ヵ所

水道局施設......12ヵ所

百十 100ヵ戸斤
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2.第 2次整備計画(平成 2年度~平成12年

度)

本計画は、昭和52年度~平成元年度までの

応急給水施設100ヵ所整備にヲ|き続き、平成 2

年度から向こう 11年間、第 2次の整備を行う

ものである。

第 1次整備計画が完了する平成元年度末見

込みで、各整備j斉み拠点から 1km以上.離れた

区域は、面積にして全給水区域の約28%、給

水戸数にして約14%となる。平成 2年度以降

は、この区域の解消をはかるとともに、耐震

強化区域内の収容避難場所としての小学校に

も設置を予定し(ただし、整備済み拠点から

300mを超えるもの)、合計80ヵ所の整備をめ

ざすものである。

小 学校......50ヵ所

都市公闘など・・・・・・28ヵ所

区役所など・・・・・・ 2ヵ所

昔1・ 80ヵ同庁

3.耐麓貯水槽の概要

1 .設置場所(図 1参照)

第 1次整備計画の最終年度として、今年度

は広域避難場所、公園、区役所など合計11ヵ

所を整備するが、このうち、中区の若宮大通

公圏内に設置する施設は、昭和52年度から数

えてちょうどっ00ヵ戸斤か目にあたる。

若宮大通公園は、市の中心部に位置し、交

通の便に恵まれ、広域避難場所にも指定され

ている。また、市制100周年に向けた総合整備

事業として位置づけられ、「名古屋の顔」にふ

さわしい計画づくりが進められている。

したがって、水道局としては、市内中心部

における非常用飲料水の供給能力のレベルア

ップをはかるとともに、応急給水施設整備の

節目として、市民への P Rも兼ねて、ここへ

貯留式タイフ。の耐震貯水槽を設置し、併せて

親水モニュメントを建設するものである。

図 1 耐震霊貯水槽および親子モニュメントの設置位置図
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第47号

2.貯水容量

本市では、「災害対策基本法」の規定に基づ

き、地震災害に対処するため、「名古屋市地域

防災計画」を定め、水道局においてもこの計

画に基づき、「名古屋市水道局地震対策」を策

定している。

応急給水の基本水量に対する考え方は、発

災から 3日間程度は、生命維持のための必要

最小限 3fl /人/日を、 1週間程度までは調理、

洗面など最低生活に必要な水量20fl /人/日を、

また 1ヵ月程度までは最低の浴用、洗濯など

に必要な水量100ε/人/日を確保するものと

している。

この対策に準じ、耐震貯水槽の貯水容量は、

非常時に10，000人/日分の必要最小限(3fl /人/

日)の飲料水を確保できるように30m3とした。

3圃 構 造 ( 図 2参照)

従来の応急給水施設は、耐震管による配管

に消火栓を設置するにとどまっていたが、今

真写

平成元.11ダクタイル鉄管

耐震貯水檎の設盤状況

26 

耐震貯水槽詳細図図 2

平面図
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回は、耐震配管の一部に大口径管を使って、

貯水槽の機能も兼ね備えた施設とした。これ

は、本市でははじめてのケースで、従来から

精力的に取り組んでいる管路の耐震化と、応

急給水施設整備の延長線上で、両者を一体化

させたものである。耐震管路の一部に貯水機

能を付加することで、単一機能システムに対

するパックアップをめざし、災害発生時の飲

料水確保の信頼性を高めることができるよう

にしfこ。

耐震貯水槽は、呼び:':(圭2000mmのダクタイル

鋳鉄管を使った、循環式地下埋設タイプとし

た。接続する既設本管呼び、径は400mm、流入・

流出管のサイズは、日呼乎び

部を既設管レべル以下に配置するとともに、

流入.流出側には、それぞれ急速空気弁を設

け、災害時に、サイホン作用による水の流出

防止をはかっている。また、給水用として、

流出側人孔内に単口消火栓とポンプ用のフラ

ンジを設けている。

若宮大通公園耐麗貯水槽の仕様

+帯 造 貯水形(循環式、地下埋設タイプ)

材 質 UF形ダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)

寸 j去 φ2000 x 11.15m 

貯水容量 30m3 

流入・流出管 φ200 S II形ダクタイル鋳鉄管

4.滞留特性(表 1、表 2参照)

この耐震貯水槽は、平常時は配水管と直結

し、その一部としての機能を果たし、災害時

には、貯水槽内に確保された水を緊急非常用

水源として活用するものである。このため、

貯水槽の耐震性を確保するとともに、貯水槽

内の水は、常に清i争さを保持していることが

大切である。貯水槽内では、配水管との口径

差が大きく、流速が急速に低下し、水の滞留

が懸念されるため、常時配水管から貯水槽内

に流入する水道水が滞留域を生ずることなく、

適切に循環混合され、下流配水管に流出して

いるか確認しておく必要がある。

したがって、耐震貯水槽における水質保持

機能について確認するために、①管路の一部

として機能している状態での流入・流出水、

ならぴに②流入をストップさせた状態で、の貯

留水について、それぞれ一定期間、水質試験

を実施した。その結果、次のような結論を得

ている。

表 1 平常状態での流入・流出水の水質試験結果表

十采 水 月 日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 5月1日

よ子〈ご 流入 流水出
流入 j水l出五 流入

流水tl~1 流入 流出 流入
流出水 流入 流水出

7]'< 7]'< 水 7]'< 7]'< 

採水時京IJ 13:45 13:40 13:40 13:35 15:00 14:55 10:30 10:20 10:00 10:05 6:30 6:35 

乏ヌ=コ¥ 1且 。C 17.0 16.0 18.0 20.0 10.0 16.0 

7]'< l且 ℃ 13.0 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

j罰 度 mg/ Q， 。 。。。。。。。。。。
色 度 時 /Q， 。。。。。 。。。。。。
pH {直 6.85 6.86 6.88 6.90 6.88 6.90 6.94 6.90 6.94 6.88 6.82 6.88 

アルカリ度 mg/ Q， 11.6 12.0 10.8 11.0 12.2 12.0 11.8 12.0 12.2 11.8 11. 7 11.0 

電気電導率 μs/cm 63 63 62 63 64 65 64 63 64 64 65 65 

残留塩素 pplη 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 

臭 企ヌft OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
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(1) 管路の一部として、機能している状態

で、の流出水の水賢については、流入水の

水質と比べて差はなく良好で、あり、貯水

槽内での滞留による水質低下はないもの

と千住定できる。

2) 流入をストップさせた状態における、

貯水槽内の貯留水の水質については、 5

日間経過しでも、健全で、水道水としての

条件を満たしており、災害時の非常用飲料

水として十分信頼性が高いと考えられる。

しかし、短期間の調査のみによらず、今後

とも継続した水質試験の実施と、季節的およ

び年代経過による本管中間バルブの開度調整

を行っていく必要があると考えている。

また、設置後 1年程度経過したときには、

貯水槽内の沈殿物や、内面などの状況を調査

するために、貯水槽内の清掃を予定している。

表2 流入ストップ状態での貯留水の水質試験結果表

よ~ご 流入停止後

1日目

探 水 時 五IJ 14 : 15 

気 i且 。C 24.0 

ヌk {且 。C 14.0 

j局 度 I昭/fl 。
色 度 mg/ fl 。
pH 度 6.76 

アルカリ度 mg/ fl 13.2 

電気伝導率 μs/cm 76 

残留塩素 ppm 0.60 

臭 気 OK  

4.親水モニュメントの概要

トモニュメントの考え方

親水モニュメントは、地下に埋設されてい

る耐震貯水槽の存在を、市民へ PRするため

のホ標識かの役割を果たすものである。

また、若宮大通総合整備事業との整合性を

十分はかりながら、修景的効果と遊戯的効果

を併せ持つとともに、水源地域と都市の係わ

りや、水の重要性を連想させる水景施設とす

る。

敷地の条件、モニュメント設置の意義を勘

案し、次のような基本的な方針に従い、検討

を進めた。

① 集う人に、耐震貯水槽の存在を知らせ

ることにより、安心感を与えるものであ

ること。

② 見る人に、水道を連想、させるイメージ

を持たせるものであること。

流入停止後

2日目

10 : 00 

21.0 

14.5 

。
。

6.81 

13.2 

78 

0.60 

OK  

流入停止後 流入停止後 流入停止後

3日目 4日目 5日目

11 : 00 9 : 30 10 : 00 

21.0 18.0 17.0 

14.5 15.0 15.0 

。 。 。
。 。 。

6.88 6.90 6.90 

13.7 14.1 14.2 

79 79 79 

0.45 0.40 0.35 

OK  OK  OK  

③ 活気のある都市としての、景観を積極

的に倉IJるものであること。

④ 未来を担う子供たちに、親しまれるも

のであること。

2.モニュメントの構成(f:ヌ'J3参照)

モニュメントは、大きな交差点に面し、高

速道路の橋脚を背にした、直径 5mの円の中

でいくつかの造形物により構成する。

その要素は、次のようである。

① 子供たちが触って遊べる、 FRPでつ

くられた造形物。

② さまざまな位置から吹き出し、こぼれ

落ちる飲んでもよい水。

③ 人とコミニュケーションできるメカ

ニズム(タッチセンサーなどによる操作

により、はじまる a 連の水の動き)。

④ 水の動きと連動した電子音。

⑤ 夜間での魅力を高める照明(ライトア

ッフ。)。
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図3 親水モニュメントのイメージ図
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5.今後の検討課題

今回の耐震貯水槽は、採用第 1号であり、

また、応急給水施設整備の節目に市民への P

Rを兼ねたものであるため、容量が30m3と小

規模なものとなった。このため、大都市にお

ける耐震貯水槽としては、いささか物足りな

い感じがするが、本市のように管路の耐震化

を積極的に進めている状況を考慮すると、従

来の消火栓方式と並行して、確実に清浄な水

を確保できるという大きなメリットを備えて

おり、条件によっては小容量といえども応急

給水施設としてきわめて有効に機能すると考

える。これは、ストック機能を重視した大容

量の耐震貯水槽に対して、ストック機能と水

質保持機能のバランスのとれた、シンプルで

経済的な京都市型かの耐震貯水槽といえるの

ではないだろうか。

今後とも、キメ細かな応急給水施設の整備

をめざして、平成12年度までに、さらに80ヵ

所の施設を整えるが、このうち10ヵ所程度に

ついては、貯留式タイプの耐震貯水槽の設置

を予定している。

整備にあたっては、次にあげるような課題

を中心に検討を重ね、耐震貯水槽の採用につ

いて、地域特牲を十分考慮したうえでひとつ

の方向性を見い出し、効果的・経済的に進め

一 ~.;_:!-:;:=.-.:.:七二云三'~.. :..~・・・・・

ていかなければならないと考える。

① 耐震貯水槽の設置基準の明確化。

(従来方式との設置条件の区分)

② 耐震貯水槽の管種の選定。

(ダクタイル鋳鉄管と鋼管の比較)

③ 水質保持機能の継続的な確保。

(メンテナンスシステムの確立)

④ 非常時における貯水方法の選定。

(r緊急遮断式」採用の適否)

⑤ 非常時における給水方法の確立。

(貯留水の給水方法の選定)

6. おわりに

いうまでもなく、応急給水は本来の水道の

あり方ではなく、災害時の臨時的な措置であ

る。しかし、被災時の市民は、不安と混乱の

中で危機感をいだきながら生活を送ることに

なる。この市民のいだく危機感を和らげてく

れる、一番の特効薬となり得るのが、生活用

水の確保であり、それは市民に安心感を与え

てくれるものである。このため、今後とも限

られた財源の中で、より効果の上がるような

応急給水をめざして、さらに検討-を重ね、よ

りよい方策があれば採用し、市民との信頼関

係の紳を一層強くしていきたいものと考えて

いる。
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ワンタッチ離脱勝止継 を

用いた既設下水道管きょ内の

添架配管晦工について

1 .はじめに

現在、日本下水道事業団では、エースプラ

ン=下水汚泥広域処理事業を昭和61年度より

実施している。

エースプランとは、当事業団が r2つ以上

の地方公共団体の要請J に基づき、公共下水

道または流域下水道の「終末処理場における

日本下水道事業団

金刺敏明

間角光夫

下水の処理過程において生じる汚泥等の処理

を行う」事業である。

今回、下水処理場で処理された生汚泥をエ

ースプラン広域処理場まで圧送する管路の一

部をワンタッチ離脱防止継手を使用し、既設

下水道管きょ内に添架配管の施工をしたので、

以下に報告する。

水処理まで

図 1 下水汚泥広域処理事業の概念図

エースプランー下水汚泥広域処哩>f;正業

キケレ
P

1
ノ中

川
車
両
輸
送

出
送
泥
管
、

ま

l

泥

泥
活

寺

生

生

汚泥または脱水ケーキ

(地方公共団体施工) (臼本 lマ水道事業団施工)
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2.工事概要

(1) 工事名:兵庫 東 武 庫 川 2号管建設工

事

(2) 工事場所:兵庫県伊丹市~宝塚市

(3) 工期および施工延長

① 第 1期工事:昭和63年 1月13日~

3月25日φ200x 3，460m 

② 第 2期工事:昭和63年11月 1日~平

成元年 2月28日

φ200 X 2，800m 

③ 第 3期工事:平成元年 6月10日~

8月31日φ200X 800m 

図2 施工場所

、~一~

神戸市

名称
イ立

起 占

武庫川 兵庫東下水汚泥

1号管 広域処理場

武庫川 兵庫東下水汚泥

2号管 広域処理場

尼崎 兵庫東下水汚泥

1号管 広域処理場

尼崎 尼崎市

2号管 東部処理場

(4) 工事内容

シールド工法で施工した、仕上がり内

径φ1350-φ1650のコンクリート製下水道

管きょの中に呼び、径200mm夕、、クタイル管を

吊り添架配管した。

(5) 計画送泥量:1， 368m3
/ 日(濃度 1%) 

終置 点

武庫川下流

処理場

武庫川上流

処理場

尼崎市

東部処理場

尼崎市

北部処理場

箕面市

大阪市

012345km 

図 3 施工断固

φ200ダクタイル管

(ワンタッチ離脱防止継手)

φ1350-φ1650コンク

リート製下水管きょ

(注)右側の管路は、将来配管する予定である。



32 ダクタイル鉄管

3.設計上の留意点

今回の配管設計では、特に配管位置、管材、

吊り金具の以下の項目に留意した。

1. 菌E管位置について

管路は、下水の流下を阻害せず計画流量を

十分流しえる位置に配管すること。

2. 管材について

① 送泥圧は、 10.5kgf/crn2と高圧であり、

かつ吊り添架配管であるため、水密性に

優れ、管路の変位および継手の抜け出し

平成元.11 第47号

が生じない管材であること。

② 下水道管きょの部分的共用開始に支障

を与えないよう短期間で施工する必要が

あり、かつ狭い場所での施工であるため

施工性に優れた管材であること。

③ 下水道管きょの布設曲率(最小R=300 

m) に沿った管割りが行えること。

④ シールド内添架であるので、下水道管

きょの断面の阻害を最小とするため、管

の最大外径が極力小さい管材であること。

図4 呼ぴ径200mmダクタイル管の継手部外径

A形 T形 ワンタッチ離脱防止継手形

日三三:1~~子
(注)図中の値は、ダクタイル管の断面が最大となる継手部の外径寸法である。

3. 管材および吊り金具について

① 管材および吊り金具は、下水から発生

する硫化水素に対する防食処理を施すこ

と。

② 吊り金具は堅ろうで、かっ振動に強く

抜け出さないこと。

4.配管設計

上記の事項を考慮し配管設計を行った。

1. 配管位置

管路は、下水道管きょの管底部の位置にコ

ンクリートで巻き立てる方法や、横方向にラ

ック懸架する方法など、種々検討したが、最

終的には下水の計画流量を十分流しえる位置

で、かつ施工性も問題ない方法として、下水

管きょ内の管項部に添架する配管とした。

2. 管材

管材は、水密性、継子の離脱阻止性、施工

性、外面形状などを考慮し、 T形ダクタイル

管(JIS G 5526、5527) に離脱防止機構を持

たせたワンタッチ離脱防止継手形ダクタイル

鋳鉄管とした。

なお、ワンタッチ離脱防止継手の構造およ

び特長は次の通りである。

① 継手の構造

図 5に継手の構造を示す。

図5 継手の構造図

ロックリングの

¥ 
ιゴ

ロックリング

F市首b;;二二通

T形ゴム卒命

付属品名および材質

@ロックリング:SUS420J2 
eT形ゴム輪:SBR 

合
② 継子の特長

1) 適用呼ぴ径

φ75-φ250 

2) 接合は、非常に容易で、ある。(接合時

聞は、 1ヵ所当たり 4分程度)

3) 継手の抜け出し阻止力と曲げ剛性は、

特殊押輪と同程度である。
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表 1 ワンタッチ離脱防止継手の許容水圧

(iJ:.)，j!J:;存水圧とは、ノ]'，密性に異常がなく、かっこれに中11、1/1

する抜け出し力が作用したときでも、モルタルライニ

ングにJ員f易を及ほ、さない lJ'(}Eをいう。

4) 施工時の曲げ配管が可能で、ある。

(継子の許容曲げ角度は、 2.5
0

以内

で、ある)

5) 外面形状が滑らかであるため、狭い

所での作業やポリエチレン被覆、ポリ

エチレンスリーブなどの防食処理が容

易に行える。

6) 現地切管は、 T形継子と同様、挿し

口の面取り加工のみで済む。

③ 継手の性能確認試験

本継子を採用するに当たっては、下水

道管きょ内の管項部での吊り配管を想定

した施工性試験、水圧試験も併せて行っ

た。その結果を以下に示す。

1) 施工性試験

管路を水平・垂直配管する場合およ

び吊り配管する場合の接合性および施

工性について確認するため、図 6、 7 

に示す試験管路を組み立てた。

その結果、下水道管きょ内での吊り

配管でも、十分施工可能で、あることが

わかっ fこ。

2) 水平配管で、の水圧試験

図 6に示すように、水平状態に配管

した管路に水圧を25kgf/crn'負荷し、管

路の水密性、管路の変位および継子部

の発生応力について計測を行った。

その結果、継子からの漏洩および抜

け出しは生ぜず、かつ継子部の発生応

力も 6.8kgf /rnrn2と非常に小さいことが

わかった。(写真 1参照)

図 6 水平配管での水圧試験状況

/1 
フランジ蓋

7J'¥. 圧

(kgf/crn') 

25 

① ② 

φ200ワンタッチ離Il見防止
継手形ダクタイル管

30，180 

(注) No.①~⑤の継手には、歪ゲージを円周 4ヵ所下図の位置に貼付した。

歪ゲージ①①雪
、、‘. t 

② 且

表 2 水平配管で‘の水圧試験結果

鉄;部の
管路の最大変位量

最大発生応力

(kgf/mm2
) 

(mm) 

6.8 2.1 

継子No①の⑤部に 管路端部の③部に

て生じた て生じた

管路の状況

漏洩、その他の異

常なし

(i主)ダクタイル鋳鉄の引張強さは、42kgf/mm2以上て、ある。
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写真 1 水平配管での水圧試験状況

3) 垂直配管での水圧試験

|ヌ17に示すように、現地配管を想定

して配管した垂直配管に水圧25kgf/crn2 

、!とI}，(:Jt. 11 ::j~17'f; 

を連続的に、合計20回負荷し、管路の

水密I~l~、管路の変位、管体部の発生応

力およびロードセルを用いて90
0

曲管背

而のスラスト力について計測した。

その結果、継子からのiff:lii曳および抜

けn'lしは生ぜず、かつ管路の発生応力

も4.3kgf/mm2と非常に小さく、実J'1=J_1二、

nn題がないことがわかった。

また、 90。曲管背面のスラスト力(=

7.63tf)は、，n俗資:より )1ミまるスラスト

)J (= 7 . 60 t f)とよく ‘致することが

わかった。(写真 2、 3参!日n

図 7 垂直配管での水圧試験状況

A-A矢悦 B-B欠悦

φ200ワンタッチ断tlJ見li)jJ卜副主了-JI:;:ダクタイル:rf

300 x 300H形鋼 、 AJI:;:継ぎ'Ii(ru 尉都 府グ

~: Ai ロト一
ψd  グ i

{r¥りよL
ワンタッチ継子煩:r;:
(il，¥.l支11わ縮)二日)

17，230 

(i主) 1.:--io①~④の継子には、[lJ)古J4ヵ所に変位計を取り付けた。

2. "io④~⑤の位置には、歪ゲージを 1
11問 4ヵ所見li1寸した。

表 3 垂直配管での水圧試験結果

)正
負荷 主失古[5の ~f~~ h~各の 90

0

曲管背面

(kgf / cm2
) 

|口l数 最大発作応力 La大変イ')L:ht のスラスト )J :r:~;: ll~各の tたりt

( 11'1]) (kgf /mm2
) (mm) (tonf) 

25 20 4.3 4.6 7.63 iJ1ui史、その他

管路I工l4j間Z部方内管 I の呉市なし底 向に市|主予:--Jo_④の{¥[

て生じた itlにて/1:じた

UU 1. タクタイル鋳鉄の'31長崎さは、42kgf/mm2である。

2. ノjcJ1~20kgf / cm'/I，'j'のスラスト )Jのl司自tI!i[は、 7.()Oげである。
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写真2 垂直配管での水庄試験状況(その 1) 

写真3 垂直配管での水圧試験状況(その 2)

3. 管の塗装および内外面処理

管の塗装および内外面処理は、管の防食を

考慮し、以下の仕様とした。

① 外面(下水道管きょ内に発生する硫化

水素に対する防食性を考慮、した)

・管体部:ポリエチレン被覆

・継子部:接合後、熱収縮性架橋ポリ

エチレンの被覆

② 内面(JSWAS G-lの規格によった)

-直管:セメントモルタルライニン

グ

・異形管:タールエポキシ樹脂塗装

4. 吊り金具および埋め込み金具(I刈8参.I!日)

・吊り金具は、管を吊って固定するためのも

のであリ、次にポすよJltめ込みイitH.にねじこ

み設置した。

・4早め込み金具は、シールドの施 I~時に左右

の 2本をタイパーで連結して、スチールフ

ォームにセットした。

なお、吊り金具、埋め込み金呉の材質は、

SUS316としfこ。

図 8 吊り金具および埋め込み金具

1']¥リイitH

(注)右側の官官路は、将来配管する予定である。

また、これらの金具の安定性を確認するた

め、下水道管きょのコンクリートの厚みを想

定して作成した試験片について、引張り試験

を行い、下記のような結果を得た。

① 吊り金具と埋め込み金具のボノレトの引

き抜き耐力は、 4tf/本以上あり、設計荷

重150kgfを大きく上回っていた。

また、引張り試験の最終状況は、 n~ V) 

金具のボノレト部でのセン|軒破壊で、あった。

② コンクリートの材令 2日で設計荷重以

上の引き抜き力が得られた。

5.施工結果

施工は、以下の手順で実施した。

(1) 下水道管きょの中に簡易レールを引き、

台車で管材を運搬した。

(2) 所定位置まで運搬した管材は、台車に

取り付けたリフトで管項まで、持ち上げ、

既設の添架配管に接合した。(図 9参照)
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図 9 台車を利用した管の搬入状況

(3) 接合は、管外面のポリエチレン被覆に

傷を与えないよう、バンド形式の接合器

具を用いた。(写真 4参照)

写真4 接合状況

(4) 接合完了後、継子部にはチューブ状に

なった熱収縮性架橋ポリエチレンを加熱

して被覆した。(写真 5、 6、 7参照)

(5) 各工期毎に、竣工検査として管路全長

にわたり、試験水圧llkgf/crn2を負荷した

が、管路の漏j曳、抜け出しなどの異常は

認められなかった。

写真5 90
0

曲管部の配管状況

写真6 直線部の配管状況
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写 真7 900 曲管部(立ち上がり部)の配管状況 6. おわりに

以上、市街地などで、新たに管路を埋設せず、

既設管きょ内に添架する工法により送泥管を

スムーズに、かつ経済的に布設することがで

きfこ。

また、今回の工事では、当初の設計時に懸

念していた配管方法、管材などの選定につい

ても、 T形ダクタイル管に離脱防止機能が付

いたワンタッチ離脱防止継子を利用すること

により、無事完了することができた。

今後は、既設下水道管きょ内に直接ケミカ

ルアンカーなどを打ち込み布設する方法につ

いても検討し、強度および、施工性などにおい

て問題がなければ実施していきたい。

最後に、本工法の採用にあたり、一部の実

験についてご協力いただいた久保田鉄工(械の

方々に感謝致したい。
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21世紀へよりよい水道をめざして
出帆した、11市町村による末端給
水型「八戸圏域水道企業団」63’

八戸圏域水道企業団

工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　細越　勇

　11市町村で構成されている当企業団は、昭和61年3月25日に厚生大臣
の経営認可を得、同年4月1日に企業団として経営を開始した。この時の
県の｢整備計画｣策定の基本方針としては、①既存水道事業を統合し、末
端給水型広域的水道事業とする。②統合する水道事業体は、世増ダムの
開発水量を享受する必要に迫られている11市町村で構成する。などで
あったが、その後の世増ダムの動向と相まって、経営変更の手続きを
とって昭和62年度から昭和73年度を建設年次とする21世紀をめざした第
1期拡張事業を位置づけ、昭和62年12月26日に厚生大臣の認可を得て現
在に至っているのである。本論では､水道事業は50年や100年で終わるも
のではなく永久継続事業であり、建設はもとより保守保全にしても地元
工事業者との強調・共存は欠かすことができないと結んでいる。

簡易水道の総合整備を進める長
門町の水道事業

長野県長門町

水道課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　　小林　實

　長野県のほぼ中央に位置し、緑豊かな自然に囲まれた山間の町、それ
が長門町である。14の簡易水道で構成されている長門町ではあるが、そ
れぞれ規模、構造、建設年度も異なり、水源地域の伐採などによる湧水
量の減少、水質の悪化、大型車両の増加による管の破裂事故の増加や生
活様式の変化による水需要の増加などで、水道施設の全面改良が必要と
なり、統合整備事業を進めることになった。管の布設場所が国道、県
道、町道であったため、管種の選定に当たっては管の強度が大きく、継
手が高水圧に耐えられること、維持管理が容易、掘削幅が小さく、耐久
性に優れていること、などいろいろ検射した結果、K形ダクタイル鋳鉄
管を採用した。関係者の理解と協力を得て、竣工目標めざして推進して
いるところである、と結んでいる。

1989年 No.46
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福岡市の下水処理水循環利用モ
デル事業について

福岡市下水道局

計画部　部長
　　　　　　　　　　　　　　　　鬼木　寛

　昭和53年に大渇水に見舞われた福岡市は、水資源の有効利用を推進す
る節水型都市づくりに取り組むことになった。このうち、水資源の有効
利用のひとつとして下水処理水を雑用水に再利用する「下水処理水循環
利用モデル事業」を全国ではじめて実施した。この事業は、中部下水処
理場の2次処理水を再処理し、都市業務用の水洗便所の洗浄用水として
給水しようとするものである。再生処理方式の設定としては、目標水質
を達成する、安定した再生水の水質を維持する、人体に対し衛生面で問
題のないこと、などであった。なお、配水管の管種については、水道管
に使用されている実績、沈下などに対するジョイント部の構造などによ
りT形ダクタイル鋳鉄管3種管とした。この事業もモデル事業とはいえ本
格化し、維持管理面を中心に整備することにしており、需要者への積極
的な供給対策を行っていきたいと結んでいる。

S形ダクタイル鋳鉄管（呼び径
500mm）による水管橋の架設につ
いて

和歌山市

下水道部下水道建設課　技術主任
　　　　　　　　　　　　　　　　王地　保

　「京橋」と並び称せられる名橋である堀詰橋の橋台、橋脚に添架され
た水管橋は、和歌山市公共下水道の汚水圧送管として使用するものであ
る。なお、ここに使用されたダクタイル鋳鉄管は呼び径500mm、橋長
36.1mに及ぶ長スパンであり、また、管種の選定に当たっては腐食に強
いこと、強度が高いこと、軽量であること、維持管理がしやすいこと、
経済的なことなどを検討した結果、ダクタイル鋳鉄管とした。本論で
は、最良のものを考え、構造的にも施工的にも発生した緒問題を解決
し、無事完成したが、汚水圧送用として長く供すことができることを期
待したいと結んでいる。

1989年 No.46
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へよりよい水道をめざして

時村による末端給

企業団」ば
-
域

1 .地域の繍況

八戸圏域は、青森県東南部に位置し、西側

に奥羽山脈、南側に北上山地が連なり、東側

は太平洋に面した地域で、八戸市、百石町、

下田町、六戸町、五戸町、三戸町、南部町、

名川町、福地村、南郷村、階上町の11市町村

で構成されている。総面積は978knf、総人口

34万9，085人と、それぞれ青森県全体の25.9%、

22.9%を占めている。圏域の中心都市八戸市

は、全国屈指の漁業基地に加えて新産業都市

指定による資源型工業を中軸の臨海工業都市

として発展し、北東北随一の工業集積を有し

岩手県北を含む周辺市町村の経済、社会、文

化の拠点都市として位置づけられている。

その他の構成町村は第 1次産業を主体に、

それぞれの持性を生かした産業振興を推進し

町村勢の発展に努めている。平成元年に当た

って、地域をとりまく情勢は、通産省が 1月

25日、特定事業を集積、地域産業の高度化を

はかる頭脳立地法(昨年 6月法制化され、梓

想は研究所、商品開発部門など、産業の頭脳

部分を地方に分散。同時に地域産業の高度化、

八戸圏域水道企業団

工務課長細越 勇

高付加価値化の促進を目的とするもの)に基

づく「八戸地域集積促進計画」を受理した。

この計画は八戸地域に集積する基礎素材型産

業や食品加工業を背景に、新素材、バイオテ

クノロジ一関連産業の高度化をめざすもので

八戸市市川町前山地区に「八戸ハイテクパー

クJ(産業支援団地16.5ha)を造成。同団地内

に産業支援基礎施設である「八戸インテリジ

ェントプラザ」を建設、併せて国の誘導によ

り首都圏から企業の研究、商品開発部門施設

の立地をはかる方針。

また、八戸地域マリノベーション計画の構

想は、水産業を核とした沿岸、沖合域の総合

的な地域開発が狙いで、水産物総合流通基地

の充実と魅力ある漁村づくり。高生産性j魚、業

の展開とその基礎づくり一一ーを 2本柱に据え、

圏域内では八戸市、階上町、百石町が指定を

受け、さらに原案では八戸港ポートルネッサ

ンス21計画、八戸j巷ポートアイランド計画、

八戸地域頭脳立地構想との整合性を持たせた

計画の推進をうたっており、高速交通網整備

の新たな展開とともに期待されている。



21世紀へよりよい水道をめざして出帆した、 11市町村による末端給水型「八戸圏域水道企業団J63' 7 

一方観光面では、近年フェリーの運航によ

る北海道道南観光、三陸縦貫鉄道開通による

岩手県北観光など広域観光の中継点となり、

地勢はわおむね南北に台形の形状をなし、太

平洋に注ぐ相坂川、五戸川、馬淵川、新井田

川の 4河川に沿って山岳、台地、平野などが

展開しており、十和田・八幡平国立公園を近

くに、名久井岳、階上岳、三戸城山、蕪島・

種差海岸など、山岳から海岸に及ぶ多くの名

勝、自然公園などを有している。

気候は、太平洋岸式気候で年平均気温は摂

氏 9度から 11度、年間降雨量は 1，000mm前後

であり、夏は30度を超す日が数日あるが、概

してしのぎやすく、冬は東北地方の北部にあ

りながら、降雪量は比較的少ない。春から夏

にかけての偏東風と冬の西風が特徴である。

2.第 1期拡譲事業

1 .沿革

八戸圏域水道企業団の広域的水道事業は、

昭和48年10月に生活環境審議会が行った「水

道の未来像とそのアプローチ方策について」

の答申を受け、「水道の広域化J を推進するた

めに必要な具体的方策を得る目的で、昭和50

年厚生省が実施した広域水道圏計画調査にお

いて、地方中核都市としてモデル調査地域に

指定され、末端給水型の経営が望ましいと報

告されたことにはじまる。その後、昭和52年

の水道法の改正、昭和54年には青森県の水道

整備基本梓想が策定され、昭和55年には厚生

省による「八戸市周辺地域広域水道計画調査」

が実施された。こうした状況を背景として、

末端給水型広域的水道事業を目途に緩急の流

れはあったものの、一貫してその実現をめざ

し、所定の手順を経て昭和61年 1月青森県知

事より企業団設立の許可を得た口この際、県

の「整備計画」策定の基本方針は次の通りで

あった。 (1)経営形態としては、既存水道事業

を統合し、末端給水型広域的水道事業とする。

(2)今回統合される水道事業体は、新規水源開

発が困難で、あるため、世増ダムの開発水量を

享受する必要性に迫られている11市町村で構

成するけ3)田子町、倉石村、新郷村の 3町村

については、既存水源水量も比較的豊富であ

ることから、当面現状の体制で維持管理を行

い、推移を見ながら将来整備統合を計画する。

ということで、昭和61年 3月25日厚生大臣の

経営認可を得、 4月 1日八戸圏域水道企業団

として経営を開始したのであるが、本来企業

団のめざしたものは世増ダムの水源開発を引

き当てとする計画なので、当面、現有する水

源を引き当てとする昭和63年までの創設事業

認可であった。

その後、世増夕、、ムの動向に相まって、急拠

経営変更の手続きをとり、昭和62年度から昭

和73年度を建設年次とする21世紀をめざした

第 1期拡張事業と位置づけ、昭和62年12月26

日厚生大臣の認可を得て現在に至っている。

2岡計画の概要

1.目的

21世紀の水道のあるべき姿をめざしてライ

フラインの確保、安心して飲める水の供給、

おいしい水、圏域内の格差是正など、生活環

境審議会答申の具体化を指向する。このため、

長期的視野に立った水資源を開発し、安定し

た水道水の供給と需要に応むた水道施設の整

備に努め、施設の維持管理体制の充実強化な

らびに経営基盤の強化と相まって、未給水区

域の解消などをめざし、強いライフラインに

よる有機的統合をはかりながら、合理的な施

設の整備により運営の近代化をはかることに

ある。

2. 基本計画

@事業名:八戸圏域水道事業(第 1期拡張事

業)

@認可年月日および指令番号:昭和62年12月

26日厚生省衛第1261号

@事業主体:八戸圏域水道企業団

@計画目標年次:昭和75年度

@建設年次:昭和62年度~昭和73年度 (12カ

年間)

@行政区域面積:978kni ( 1市 8町 2村)

@給水区域面積:787knf ( 1市 8町 2村)

@新規水源の種別:夕、、ム放流水(世増ダム)
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@計画給水人口:393，480人

@計画 1日最大給水量:176， 440rri 

@総事業費:563億7，900万円

3. 施設計画

圏域を 3ブロックに分割し、各ブロックに

サブセンターを設置する。さらに上位には管

理センターを設け、既存施設を有効に活用し、

施設の一体化をはかりながら整備を推進する口

計画に示す通り 3ブロックの位置づけは、全

体的拠点と目される白山浄水場を東部センタ

ーと称し、区域範囲は主に八戸市、階上町と

する。奥入瀬浄水場は北部センターと称し、

区域範囲は主に百石町、下田町、六戸町、五

戸町とする。西部センターは新たに福地村福

田に設け、区域範囲は名川町、福地村、三戸

町、南部町、南郷村とする。その上位の管理

センターは東部地区にて総括するというもの

である。このため本計画においては、新規水

源である新井田川水系世増夕、、ムの開発に日量

10万m3 を求めており、これに対応して取水、

導水施設(導水管掛 1000x 3. 3km)の整備な

らびに既存の馬淵川水系白山浄水場内に新井

田川水系の浄水施設を増設し、ここを中枢拠

点として、圏域内の各ブロックへの安定した

給水の確保、未給水区域の解消、安全な水質

の確保と有効な水運用をはかるため、統合し

た各施設を有機的に活用しながら送水施設(管

路延長約 111km)および、配水施設(管路延長約

400km)の整備を行い、施設形態の一元化わよ

び圏域全体のライフラインの確保をはかろう

とするものである。

(1) オ吋原

現在、馬淵川を主水源に表流水11カ所、地

下水 5カ所、湧水 3カ所、受水 1カ所に求め

ている。新規水源の新井回川水系世増ダムの

供用が開始されるまでの間は、これらの水源

図 1 八戸圏域水道企業団の給水区域

八戸闘域水道企業団の給水区域

田子町

倒
新規施設

既存施設

新規送水管

既存主要管



21世紀ヘよりよい水道をめざして出帆した、 11市町村による末端給水型「八戸圏域水道企業団J63' 9 

を最大限活用していき、ダム完成後は取水が

不安定な水源や水質的に問題のある水源など

については随時廃止統合していく。目標年次

においては、新井田川水系世増夕、、ム、馬淵川、

相坂川の表流水および三島水源と蟹沢水源の

5系統から取水する計画である。

(2) 浄水施設

既存の白山浄水場に新規水源を引き当てと

した日量7万5，000rn'の施設を拡充するもので

ある。現在、それぞれの水源は日量50rn'から

5万ばまで大小18カ所の浄水施設がある。目

標年次においては、新井田川水系世増ダムの

水源を処理するために凝集沈でん、急速ろ過

ならびに活性炭‘処理施設を増設した白山浄水

場(馬淵川、新井田)I[)を基幹に、根城浄水場

(馬淵川)、八木田浄水場(馬淵)11)、城山浄水

場(馬淵)11)、奥入瀬浄水場(相坂川)および三

島浄水場(地下水)、蟹沢浄水場(湧水)の 7系

統とする計画である。

(3) 送水施設

広範な地域に対する安全かっ効率的な供給

を確保するため、各ブロックに中核となる配

水池を設け、これらに対する送水ラインにつ

いては、特に安全性の高い耐震管路で計画し

た。

(4) 配水方包設

現在、容量50rn'から 1万ばまで大小43カ所

の配水池があるが、給水圧の急激な変動を避

けるため既存の配水池を有効に活用しながら

基幹配水池を整備する。また、配水管につい

ては未給水区域の解消、主要幹線の整備をは

かるものであるが、既存施設との整合、維持

管理上からの必要とされる要素などを取り入

れながら、安全性を有機的に考慮していくも

のとする。

(5) 監視制御システム

本計画は、各施設の状況を短時間に把握す

るための、言十装設備および集中監視設備なら

びに遠隔操作設備を設け、テレメータ・テレ

コントロールシステムによって効率的な水運

用をはかるとともに、事故および災害時の迅

速な情報収集を行うものであり、地域特性お

よび管理形態を考慮し、全域を 3つのブロッ

クに分割し、その上位に管理センターを置こ

うというものである。

3. 昭和63年度事業レポート

1 .はじめに

先に述べたように、企業団の発足は昭和61

年 4月 1日からで、補助金なしの創設事業と

して昭和63年度までの暫定認可であった。し

かし、本来めざしたのは水源整備費等国庫補

助金の導入であり、そのために鋭意努力の結

果第 1期拡張事業と位置づけ、昭和62年12

月26日厚生大臣の認可を得たことから、当面、

表 1に示すように事業を推し進めている。

一方、圏域内の市町村には、統合した10水

道事業体のほか、組合筒水・小規模水道が51

カ所あり、運営の推移を見ながら統廃合して

いこうとするものであるが、水源の不確実化

に加えて水質の悪化、安全対策、施設の老朽

化対策、漏水防止対策、維持管理レベルの格

差など、圏域内で抱えているこれら諸問題解

消のための施策方針を如何に進めていくかが

課題である。特に企業団は末端給水まで実施

するため個々の普及率を持った組織統合から

はじまっている。統合時の管路の状況は表 2

の通りである。

このようなことを直視しながら、過去に当

地方で受けた最大の災害が、昭和43年 5月16

日の十勝沖地震(マグニチュード7.8、震度 5)

であった教訓に鑑み、施設の耐震性向上を基

本とした。水道施設の地震対策は、日本水道

協会編「水道施設設計指針・解説Jおよび「水

道施設耐震工法指針・解説」によって計画、

設計、施工されるようになっており、企業団

ではその一環として送水管路に耐震管 (S形、

SII形)を採用し、実施したのでここに報告す

る次第である。

2.過去の教訓

当地方では火災、津波ならびに地震による

被害を受けた例があり、とりわけ、十勝沖地震

時には、埋設管はもとより、耐震設計による R

Cづくりの近代建築を誇っていた学校、寺院、

図書館など、比較的新しい建築物の破壊が目

立ち、その様相から専門家も驚くばかりであ
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表 1 第 1期拡張事業内訳 (単位:千円)

区 Yノ3ー¥ 全体事業費 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度予定 平成 2年度以降

ダム負担分 8，408，000 412，000 7，996，000 

工 事 費 46，600，172 924，448 2，423，300 4，566，000 38，686，424 

本工事費 43，210，642 873，503 2，278，200 4，520，400 35，538，539 

用地費および補償費 1，879，000 42，000 600 1，836，400 

調 Eフ~ 費 835，530 50，945 103，100 45，000 636，485 

工事雑費 675，000 675，000 

務 費 1，370，828 31，650 74，700 160，000 1，104，478 

l口k 計 56，379，000 956，098 2，498，000 5，138，000 47，786，902 

水源国庫補助額 4，204，000 206，000 3，998，000 

持定広域国庫補助額 9，944，663 20.000 524，000 1，277，000 8，123，663 

計 14，148，663 20，000 524，000 1，483，000 12，121，663 

一般会計出資額(1/10) 3，824，200 6，000 157，200 424，300 3，236，700 

県費補助 額 2，060，000 20，000 30，000 2，010，000 

企業団起債 等 36，346，137 910，098 1，786，800 3，230，700 30，830，539 

メ口入 言十 56，379，000 956，098 2，498，000 5，138，000 47，786，902 

送水管 送水管 送水管
持500X1， 182m 1> 250~ 1>500 持 150~1>500 

配水管 X23，490m X20，380m 

件 75~1>200 配水管 配水管

X30，724m 1> 75~ 1> 300 世 75~ 世 300X 31 ，243m 

調査費(委託) X29，480m 施設築造整備

路線測量一式 用地買収 -西部センター

西部配水所 -西部系送水ポンプ場

南郷配水塔 -サージタンク

ひばり野配水塔 -十日市ポンプ場

五戸ポンプ場 -五戸ポンプ場

事業の概要 西山配水所 。和野前メータ室

十日市ポンプ場 • ~t音日センター
調査費(委託) -南郷配水塔

用地測量 -ひばり野配水塔

地質調査 -西山配水所

実施設計 -五戸、域渡、あかね、横沢

路線測量 各既存配水池制御

-遠方監視
東部センター
jヒ音日センター

西部センター
調査費(委託)一式

表2 統合時管路延長(呼び径75mm以上)

ったといわれた。耐震設計にはなっていたも

のの、安全対策上なにか欠けていたのではない

か。そのような背景を含めて、当該圏域の推

進母体となった八戸市水道事業では、昭和47

年度から着工した第 2期拡張事業において都

市構造の著しい整備に相まって、特に配水幹

線管の地震対策として耐震構造のパイプライ

ンを計画、一部実施した。通称「ルーフ。配管J

管 種 管路延長 (m) 構成比(%)

ダクタイル鉄管 642，000 46.6 

鋳 定失 管 62，000 4.5 

吉岡 p同9: 22.000 1.6 

石綿セメント管 321，000 23.3 

ピニル管 330.000 24.0 

1口L 1，377，000 100.0 
である。
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図 2 球形消火栓付き双口空気弁

球形消火栓イ寸双口空気弁

この構想、は、八戸市都市計画循環道路(延

長約18km) を利用する独特の構想で、非常時

に際して給水体制(図 2)が容易なこと。今は

予想し得ないが、たとえば将来新たな開発地

とか、広域的需要などに向けて、ループ配管

路上どの位置からでも有機的に対応でき、

しかも、いったん災害ともなれば応急給水の

拠点として、飲料用取水が可能な水ガメに変

ずるという椅想である。大きな地震時でも被

害が許されない管路構造ということで検討し

た結果、管路の問題はなんといっても継手で

あり、この継手の組み合わせにより地震時の

管路が、ちょうど地下に埋められている鎖の

ように土の動きに対し伸縮し、屈曲に順応し

かっ最系冬的にはひっかかってf友け出さないと

いう、つまり耐震管の 3大要素を具備した耐

震管路形成がS形、 SII形、 DBJ形継手の開

発ならびに従来の離脱防止形継手の取り合わ

せによって可能となり、全国に先駆けて採用

応急給水拠点、取水設備

カップリングを利用して、給水設備を仮設し

応急給水の拠点とする

本管

実方包したものであった。

その中には、 1級河川馬淵川を横断した「西

水管橋」と称する単独橋があり、呼び径1000

mmの夕、、クタイルS形、ダブルボールジョイン

トなどの組み合わせで布設され、これが水道

100選に紹介されているD また、主要管路の 3

カ所に、地震時における挙動観測装置を設け

追跡調査ならびに検証を継続的に行ってきて

わり、学会などに発表をしてきた。次に、付

帯設備の中から 2例を示す。図 2の球形消火

栓付き双口空気弁は、緊急時には消火栓部を

利用して応急給水の拠点とするものである。

ループ幹線上には人孔も併せてつくられてお

り、各水系主要本管にも計画的に設置されて

きた。また、図 3はループ幹線の分岐管に設

置した緊急遮断方式減圧弁の例である。この

先には延長1，700mに及ぶ八戸大橋 (SP併500

添架)がある。
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図 3 緊急遮断方式減圧弁

1，200 

1，605 

緊急遮断方式j威圧弁

常用圧力 9kgf/crr1 

i最大 1，222m' /時
流量{

l遮断 2，222m'/時

操作方法:常時→全開、緊急時→全閉

据付方法:ピット内

3.事業の内容

概要で述べたように、本格的な拡張事業は

昭和63年度からはじまるといってもよく、昭

和63年度~平成元年度の 2カ年では、 (1)白山

浄水場に位置する西部系送水ポンプ場~西部

センター~南郷配水塔までの施設を完成させ

る乙と。 (2)西山ルートを十日市ポンプ場~西

山配水所までの施設を完成させること。 (3)五

戸ルートを五戸ポンプ場~ひばり野配水塔ま

での施設を完成させること、という方針のも

とに推し進めている。その一環としての昭和

63年度は表 3に示す通り、国庫補助による送

水管の先行工事と、単独起債による配水管布

設工事が主なる内容である。

4 .設計の特徴

主要施設の多くは丘陵地であるため高低差

が大きく、その対策の一例を函 4に示す。

送水管路には耐震継手を配慮し、高水圧部

分には 2種のダクタイル鉄管を採用した。ま

た、ウォータハンマ一対策としては、フライ

ホイール装置付きポンプを考慮、さらに緩閉

表 3 昭和63年度実施の主なる内容

管 種 呼び准(mm) 延 長 (m) 備 考

送水管布設

富岡 管 700A 50 南高台ルート、新井田大橋々台部先行

ダクタイル鉄管 S形 500 7，610 西部ルート、 2種管1，，200m、3種管6，410m

夕、、クタイル鉄管SII% 450 2，800 五戸ルート、 3種管

ダクタイル鉄管SII形 350 8，900 五戸ルート、 3種管

ダクタイル鉄管SII形 250 4.130 西山ルート、 3種管

計 23，490 

菌己水管布設

ダクタイル鉄管 K形 300 340 3種管

ダクタイル鉄管 K形 250 130 3種管

ダクタイル鉄管 K形 200 1，600 3税管

ダクタイル鉄管 K形 150 9.130 3種管

ダクタイル鉄管 K形 100 10，180 3種管

ダクタイル鉄管 K形 75 8，100 3種管

計 29，480 

1ロL 計 52，970 
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逆止弁およびワンウェイサージタンクを設け

て安全性を高めた設計である。フライホイー

ルは、 i貫性効果GD2を増大させ、回転数と管

内流速をゆっくり変化させる狙いで設ける。

緩閉逆止弁は、弁軸に油圧装置を設け、逆流

時に抗して弁本体を自動緩閉して圧力上昇を

軽減する狙いで設ける(図 5)。ワンウェイサ

ージタンク(図 6)は、負圧発生箇所に水を押

し込んで圧力の異常降下を軽減する狙いで設

ける。これには死水対策および凍結防止対策

として換水ポンプを設けている。

図 4 ウォータハンマ一対策後、最高/最低圧力線図

h 

200m 

ハU

西
部
系
送
水
ポ
ン
プ
場

ー一一一-;fj票高84mライン

5.000 10，000m 

送水管 DIP~ 500 S形 3種管

送水管 DIP~ 500 2持管 R=1， 200m 

最高圧力線

最低圧力線

図5 西部系送水ポンプ場

白山配水j也

西部センターへ

「ー凶「
L____j 

施設計画

ポンプ

形 式:片岡及込多段うず巻ポンプ

容量:併150 2. 38m' /分 140m

電動機:90kw 400V 1450rpm 

台数 4台

フライホイル:フライホイル装置付

吐出電動仕切弁

口径:併150

台数:4台

緩閉逆止弁

口 f歪:が150

台数 4台
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図 6 サージタンク

死水対策用換水ポンプ

表 4 行事の例

講習会名称 実施年月日

一般管路の設計、施工管理 昭和61年12月11日

K形、 T形管施工技術 昭和62年 4 月 27 日へ~29 日

S形、sn形、KF形管接合訓練 昭和63年 5 月 30 日 ~6 月 4 日

同上設計、施工管理 昭和63年 5月31日

4. おわりに

当企業団は、「はじめに」でも述べたように末

端給水型経営基盤の確立をはかるため多くの課

題がある。水道は50年や100年で終わる事業で

はなく、永久に継続する事業であるから、ご

く僅かな期間の運営方針だけに止まらず、長

期にわたるあり方ということを念頭においた

施策を講じていかなければならない。とりわ

け、水道施設の中での管路施設は広範囲にわ

たっており、建設はもとより保守保全の対応

面からも、地元水道工事業者との協調・共存

が不可欠である口企業団統合時の指定業者の

数は、協同組合「八戸管工事協会」所属が41

社(うち29社が併 75以上の管を扱える 1種業

者)で.~ r三戸郡管工事協議会」所属が34社(う

ち16社が 1種業者)の計75社であり、つまり

45社が 1種業者ても呼び、径75mm以上の管工事に

央~ 加 数 備 考

146人{企業者団 32人
業 114人

200人 管の切断、加工訓練も含む

133ノk
管の切断、加工訓練も含む

修了証書交付(128人)

95人(企業団35人)

携わることになるということであるが、この

中には所定の基準に合致しない業者もあった口

しかし、企業団設立にあたって各事業体が指

定した業者はそのまま継承することを基本に、

諸般の事情を考えて 3カ年の経過措置を講じ

たのである。したがって、業者間のギャップ

とか企業団のとってきた経過措置などから、

企業団にとっては、当面緊急な課題のひとつ

に地元管工事業者育成があった。このため、

ダクタイル鉄管協会の協力を得て地元で実施

した行事が表 4の通りである口

最後になりましたが、本誌をかりまして日

本ダクタイル鉄管協会東北支部長をはじめ、

多くの関係者各位の格別のご協力を得て事業

も順調に進んでおりますことをご報告して、

ここに厚くわ礼を申し上げる次第である口



の 整

業

合

1 .はじめに

長門町は、長野県のほぼ中央、霧ケ峰高原

のゆるやかな北斜面に位置する緑豊かな自然

に固まれた人口5，200人余の山間の町である。

当町は東側に琴科山系、西側は霧ケ峰より

北に走る無名の連山、南側に霧ケ峰山塊と三

方を山に固まれており、その地形は標高差の

大きな峡谷地帯である。

町の中心部の長久保は、かつての中山道長

窪宿で¥当時の面影を残した建物のほか、多

くの史跡が残されている。

主産業は農業であるが、最近は観光開発が

進み別荘地、ペンション村、スキー場などが

開設され、観光客でにぎわっている。

本町の水道民、 14の簡易水道にて構成され

ているが、今回町中心部の水道について統合

整備をはかるため、昭和63年度より工事を進

めている口以下、工事の内容について紹介し

みなさまのご参考に供する次第である。

2. 水道の沿革

本町の水道は、 14の簡易水道にて運営され

計画給水人口の合計は 1万8，138人、計画給水

15 

める

長野県長門町水道課

課長小林 費

量は 1日 4，325m'であるが、そのうち学者村

・姫木平・美し松・強清水の 4水道は別荘団

地水道で定住人口は少ない D

したがって、現在の給水人口は5，105人で、

普及率は98.1%となっている。

水道施設は、地形上の制約があるため一部

写真 たかやまスキー場



第46号

の密集地域を除き集落単位で建設されてきた。

水源は、地下水が豊富なため一部深井戸を

使用しているが、ほとんどが湧水で、浄水施

平成元.5 

設としては滅菌施設のみである。

配水本管は80%以上が石綿セメント管を使

用している。
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の減少、水質の悪化、大型車車両の増加に伴な

う管の破裂事故の増加、ならびに漏水率が60

%にも達するという深刻な問題、また、生活

様式の変化に伴なう水需要の増加などにより

水道施設の全面改良が必要となり、今回統合

簡易3水道総合整備事業の概要

当地の水道は、前記の通り 14もの簡易水道

が散在し、その規模、構造および建設年度も

異なっているため、管理運営がむつかしい状

態にある。

その上、水源地域の伐採などによる湧水量

3. 
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1 .施設概要

1 .大門簡易水道

入大門水源の湧水を集水管きょにて取水、

塩素滅菌後、入大門配水池から入大門地区ヘ

給水するとともに送水管路にて自然流下で窪

城配水池ヘ送水する。

一方、窪城水源の湧水も集水管きょにて取

水、塩素滅菌後窪城配水池へ送水し、入大門

系と合流させ、ここから窪城、宮ノ上、岩井、

新屋・四泊、落合の各地区へ給水する口

(1) 取水施設

.入大門水源

取水方法:湧水を集水管きょにて取水

集水管きょ:硬質塩化ピニル管

持200X20m

集水井:一式

・窪城水源 既存施設を使用

(2) 浄オ℃方包設

ω入大門系、窪城系

図 3

塩素注入設備:一式

滅菌室(RC製):一式

(3) 送水施設

送水管路:(呼び径) 1> 150 

(4) 配水方包設

(管種) ダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ピニル管

(延長) 2，668m 

入大門配水池(RC製)V=186n1 一式

窪城配水池(RC製)V=250n1 一式

減圧弁 2カ所

配水管路:(呼び径) 1> 75~ 1> 150 

(5) 給水方恒設

(管種) ダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ピニル管

(延長) 10，555m 

給水管:ポリエチレン管

サドル分水:1> 20 X 450戸

(6) 計装設備

テレメータ施設:一式

2. 長久保・古町簡易水道

大沢地籍の湧水を集水管きょにて取水し、

自然流下で高区長久保配水場ヘ導水し、塩素
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滅菌後、高区配水池から高区給水区域へ給水

するとともに、低区長久保配水池ヘ送水する。

一方、古町水源(深井戸)からポンプで低区

長久保配水場へ導水し、塩素滅菌後、低区配

水池ヘ送水し、ここで大沢水系と合流させ、

低区給水区域ヘ給水するとともに自然流下で

中央配水池へ送水し、再滅菌後、旧古町簡易

水道給水区域へ給水する。

高区長久保系|低区長久保系

計画給水人口(人)

日最大給水量(ぱ)

(1) 取水施設

・大沢系

既存施設を使用

@古町系

取水方法:深井戸

120 1，070 

30 491 

取水ポンプ D=持100、Q=0.61m"/分、 H=125m 1台

(2) i争水方恒設

・大沢系、古町系

塩 素注入設備一式

滅菌室 (RC製) 一式

(3) 送水施設

送水管路:(呼び径) 併 100~s6150 

(管種) ダクタイル鋳鉄管

(延長) 4，228m 

(4) 配水施設

高区長久保配水池 (RC製) V=65rri' 一式

低区長久保配水池 (RC製) V=311m3 

一式

中央配水池 (RC製) V = 388rri' 一式

配水管路:(呼び径) s6 75~ 持 200

(5) 給水方笹設

(管種) ダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ピニル管

(延長) 21， 312m 

減圧弁 2カ所

給水管 ポリエチレン管

サドル分水 再20X 1，070戸

(6) 計装設備

テレメータ施設:一式

2.管種選定 (3) 山間部などの配管で屈曲筒所が多くな

るため施工性に優れ、かつ屈曲性能のよ

い市陸手であること。

管種の選定に当たり、既存管路の苦い経験

から、次の点、に留意した。

(1) 管の強度が大きく、しかも継手が高水

圧に耐えること。

(2) 事故が少なく、維持管理が容易である

こと。

(4) 道路幅員が狭いため、掘削幅を極力小

さくで、きること。

(5) 岩盤地帯、田固など地盤が変化してい

るため、地盤変動に順応できること。
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(6) 工事中、通行車車両や地元住民にできる

だけ迷惑をかけないよう、現場の施工工

其月をできるだけ長豆品塙できること。

(7) 耐久性に優れていること。

以上のような条件をもとに慎重な検討の結

果、 K形夕、、クタイル鋳鉄管を主に採用し、町

道で、幅員が 2m以下で水圧が低い箇所に硬質

塩化ピニル管を採用することにした。

3岡管の仕様

当管路の直管にはK形夕、、クタイル鋳鉄管の

3種管 (JIS G 5526、内面モルタルライニ

ング)、異形管にもK形夕、、クタイル鋳鉄管(JIS

G 5527、内面エポキシ樹脂粉体塗装)を採用

した。

異形管防護は特殊押輪を使用し、コンクリ

ート防護は行わなかった。

図 4 K形継手

押輪 モルタルライニング

4.管の布設

管を布設する場所は国道、県道および町道

下で、その土かぶりは 120crnを標準とした。

また、施工管理(品質、工程)の向上をはか

るため、施工前に各現場責任者および配管工

を集めてメーカーによる施工実技講習会を開

催し、施工技術の修得をはかった。

当管路の普通地盤部では順調に施工できた

が、岩盤地帯や大きな転石がある場所では、

ジャンボブレーカにより破砕して施工したが

1日に 1本しか管が布設できない日もあった。

4. おわりに

当地の集落は前述のように大門川、依田川

に沿って点在した町であるため、管を布設す

る道路の幅員も狭く、かっ曲がりくねってお

り、その上岩盤や転石も多く、施工も困難な

所も多いが、関係各位の理解と協力を得て平

成元年度の竣工を目標に事業を推進している。

この統合整備事業を期に、良質な水の安定

供給に努力する所存である。
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福岡市の下水処理水縮環利用

モヂル事業について

1 .はじめに

福岡市は、人口約 120万人を有する九州の

政治・経済活動の中心的役割を担う都市であ

る。

古くから、大陸との交流が盛んで、現在も

国際的な経済文化など幅広い交流を推進して

おり、平成元年 3月から 171日間「海に開かれ

た活力あるアジアの拠点都市Jをめざした「ア

ジア太平洋博覧会」を開催し、なお一層の飛

躍をはかろうとしており、今後とも市民生活

や都市活動に必要な水の重要性が増すものと

考えている。

2. 節水型都市づくり

本市は、昭和53年に大渇水に見舞われ、市

民生活や都市活動に大きな支障をきたした。

地形的に水資源の乏しい本市では、大渇水を

契機に、市民への節水意識の高揚をはかり、

水資源の有効利用を推進する節水型都市づく

りに取り組むこととなった。

このうち、水資源の有効利用のひとつとし

て下水処理水を雑用水に再利用する「下水処

理水循環利用モテリレ事業J を全国ではじめて

福岡市下水道局計画部

部 長 鬼 木 寛

実施し、昭和54年度に着手、翌年から官公庁

ピルに給水を開始し現在に至っている。

3.事業概要

本事業は、中部下水処理場の 2次処理水を

再処理し、主に都市業務用の水洗便所の洗浄

用水として給水するものである。

昭和55年 6月に開始した第 1期事業では、

給水対象を12カ所の官公庁ピルに限定し、 1

日最大400m'の施設能力で対応してきた。

さらに、下水処理水の有効利用を推進する

ために、平成元年 3月から施設能力を 1日最

大2，000m'に拡大するとともに、給水対象を民

間ピルを含めた大型建築物にも拡げた。

これに伴い、市の中心部であり大型建築物

の密集度の高い天神・渡辺通り地区 (178ha)

および21世紀に向けて新しい街づくりをめざ

しているシーサイドももち地区 (138ha) を新

たに給水区域として設定した。

なお、今後の需要の増加に応ビて、施設能

力を 1日最大 3，000ばまで拡大する計闘であ

る口
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図 1 下水処理水循環利用モデル事業平商図

"-. 

供給施設 (1989年現在)

給開始水年 番号 名 不在、 給開始水年 番号 名 手念

① 浜の町ポンプ場

大中央消老名防人署い公大こ名民い出の張館所家1980年 ② 夏央通区役局所合同庁舎
1981年 ⑦ 

大名 家

③ 中央市民センター 8 中央警察署

④地下鉄天神駅 9 中央郵便局

1981年⑤地下鉄赤坂駅 1982年 10 法務合同庁舎
(u 且市 央体育館

⑥ 日 本 た ば こ 産 業 12 庁舎

4.施設概要

1 .再生処理方式

再生処理方式の設定は、目標水質を達成す

ること、安定した再生水の水質を維持するこ

と、人体に対し衛生面で問題のないことおよ

び利用機器に対する腐食・閉塞などの機能性

の障害が生じないことにより、「砂ろ過+オゾ

ン反応+塩素滅菌」とした。なわ、施設概要

は表 1の通りである。

表 1 施設概要

施 設名 キ寿 造 形状寸法 古E 力・そのイ也

原 槽 RC造り 滞留時間 20分以上

移劫床式

砂ろ過器 ろ 過 器 係2600x H 5， 900 X 3基 ろ過速度 200m/日

ss製

オゾン反応塔
ステンレス製 が2300X 5. Om X 1台

滞留時間 15分以上
円塔形水槽 併1800X5:0mX 1台

オゾン発生機
水冷無声

600g /時X3台 注入率 15PPM
放 電 式

塩素混和槽 RC造り
幅1.0x長さ3.4x

滞留時間 15分以上
水深3.0X 3水路

自己 オt i也 RC造り 1，200m"以上

件100X1.8m3
/ 分

市街地圧力タンク付き X30kw X 3台
回日オtポンプ

水中ポンプ ¥O80X O. 9m"/分
x15kwX 3台 埋立地

L一一 一一一一一一一一一 一一一一一一ー一一
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図 2 下水処理水循環利用モデル事業フロー図

下水処理施設

最初沈でん池家庭

下水処理水利用ピル

2 .配水計画

配水計画については、再生処理施設に配水

池を併設し、ここから天神・渡辺通り地区方

面、シーサイドももち地区方面ヘ 2系統でポ

ンプ圧送する。

配管ルートは、給水条件を安定させ、水の

停滞による水質悪化を防ぐため、経済性を考

慮しながらできるだけ管網とすることとした。

3 .配水管布設状況

昭和63年度末までに布設した配水管は、下

言己のように17.2kmとなっている。

日乎び、千歪.200mm L =5.8km 

呼び径 150mm L = 6. 6km 

呼び径 100mm L = 2. 4km 

H乎び径 75mm L = 2. 4km 

4.配水管材料

配水管の管種については、水道管に使用さ

れている実績、沈下などに対するジョイント

部の性能などにより T形 3種のダクタイル鋳

鉄管とした。

なお、内面腐食を考慮して直管はモルタル

ライニング、異形管はエポキシ樹脂粉体塗装

としている。

5.誤配管対策

一般に地中埋設用の夕、、クタイル鋳鉄管の外

面色は、水道管も含め黒色である。地中塩設

物が聴事奏する中で、配水管内の処理水が水道

水に非常に似ていることから、処理水管と水

博
多
湾
一

2次処理水

再生処理施設

道管との誤配管の危険があるため、ダクタイ

ル鋳鉄管の外面もエポキシ樹脂黄色塗装とし

て区別している口なお、この対策はダクタイ

ル鋳鉄管外面の防食対策にもなっている口

また、誤配管対策としては、外面塗装とは

別に

①ポリエチレンスリーブで覆い、黄色の

表示テープを巻く口

②埋設位置明示のため黄色の標識テープ

を同時に埋設する。

③パルプ類はJ処理水」と刻印したもの

を使用する。

の対策を行っている。

6 .配水管材料の仕様

直管……T形ダクタイル鋳鉄管(3種管)

内面:モルタルライニング

外面 1次塗装ーエポキシ樹脂塗料

70μm 

2次塗装ーエポキシMIO塗料

50μm 

3次塗装ーエポキシ樹脂塗料

70μm 

4次塗装ーエポキシ樹脂塗料

70μm 

異形管...T形夕、、クタイル鋳鉄異形管

内面:エポキシ樹脂粉体塗装

外面:直管と同じ
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に整備することとしており、さらに、需要者

への積極的な供給対策を行っていく考えであ

る。

おわりに

今後は、本事業もモデル事業とはいえ本格

化し、また、約10年経過していることなどの

ため事業の執行体制、特に維持管理面を中心

5. 



形ダクタイル鋳鉄管

(呼び径500盟関)による
管檎の架設について

和歌山市下水道部下水道建設課

技術主任王地 保

1 .はじめに (1) 工事名称

25 

今回、架設された水管橋は、和歌山市公共

下水道の汚水圧送管として使用するものであ

り、繁華街の中心地域に現在建設中の「本町

中継ポンフ。場」より、約600m離れた所にある

自然流下式公共下水道管「広瀬一号幹線」の

中間人孔まで汚水を圧送する本町汚水圧送管

の一部である。(図 1位置図参照)

和歌山市公共下水道本町流出入幹線呼び

径 500mm本町汚水圧送管水管橋工事

この水管橋は、和歌山市の中心地域を流れ

る「市堀川IJに架かる堀詰橋の橋台、橋脚に

添架されたものであり、堀詰橋は市の繁華街

の中心にある「京橋」と並び称せられる名橋

である。橋の形式は、 I形断面並列の三径関

連続鋼桁橋である口(図 2堀詰橋一般図参照)

ダクタイル鋳鉄管の水管橋については、す

でに他都市において数10件の事例があるが、

今回、当市で架設されたダクタイル水管橋は、

呼び径 500mmで橋長36.1mに及ぶ長スパンで

あり、他に例を見ないので、今回、水管橋の

形式および架設の経緯などについて報告する

次第である。

2.工事概要

(2) 工事場所

和歌山市雑賀町~三木町

(3) ~可川名

2級河川・・…-市堀川

(4) 橋梁名

和歌山市道橋・・・・・・堀詰橋

形 式:三径関連続鋼桁橋

幅員:22.0m 

1喬 長:36.1m 
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最大支間長:20.0m 

(5) 水管橋

管体 :S形ダクタイル鋳鉄管 3種

呼び径:500mm 

形式:橋脚添架三径間連続橋

(中央径聞はゲルパ一橋形式)

(6) 工事期間

昭和63年 5 月 23 日 ~6 月 23 日

図 2 堀詰橋一般図

7，500 

側面図

35，000 

20，000 

断面図

22，000 

岩三122国

3. 架設時の諸条件と対策

水管橋の堀詰橋への添架工事に関する問題

点として、関係部署との協議の結果、構造上、

7，500 

また、管理上の制約条件が明.らかになり、そ

の対策を考慮して検討する。(表 1参照)

表 1 制約条件と対策
』

問題点 制 約 条 件 対 策

主桁と主桁の聞に架設し、側面から見 主桁聞にはすでに他の多くの添架管が

(1) 
えないようにするなど、美観を損なわな あり、ここは物理的に不可能なので、橋|

いような形状にする。 (一般管理上) の横(下流側)とし、 トラスなど複雑な構 l
美 観

造は避けて簡単なパイプビーム構造とす

る。

(2) 水管橋の下端が橋桁の下端よりも下に 橋脚上に設けた管受台の位置を高くし、

出ないこと。 (河川管理上) また、水管橋にも橋と同程度のキャンパ
管の位置

ーを設ける。

(3) 橋梁の上部工(橋桁、地覆など)には、 橋梁の下部工(橋台、橋脚)だけを利用

添架方法 一切添架できない。 (橋梁持造上) して添架する。

(4) 河床から架設に必要な足場を取らない 橋の地覆の部分から鋼製の足場を吊り

架設工法 こと。 (河川管理上) 下げて架設する。

(5) 
橋梁の路面の占用は可能な限り狭い範 小さいレッカー車で作業する。

固とし、路面の交通に支障をきたさない
路面占用

こと。 (道路管理上)

一 一
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4. 水管橋の形式

この水管橋は橋台、橋脚各 2カ所の合計 4

点で支持された三径間の梁構造となっている口

中央径聞の支聞がもっとも長く、この20mの

スノfンをノfイプビームで、クリアで、きるものと

して、 S形夕、、クタイル鋳鉄管梁構造と KF形

夕、、クタイル鋳鉄管梁構造の 2形式が考えられ

る。 2形式をさまざまな角度から比較して、

どちらを採用すべきかを検討する。

(表 2参照)

図3 水管橋一般図

キャンパー図

8，050 

側面図

36，100 

20，000 

39，100 

6 ， 000 5，0 6 ， 000 

平面図

8，050 

4，450 

1，500 

+3.265(T.P) '" t:1 
十3.140(T.P)

1，500 7，550 1，000 19000 1，000 7.550 1， 500 

|| ケミカルアンカー

司l 創 出/(橋脚の片面にl埋片込所)

塑根U拠眠N N 
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梁構造 2形式の比較

梁梢造形式 S形夕、、クタイ jレ鋳鉄管 KF形夕、、クタイル鋳鉄管

継手部結 合 ピン結合 剛結合

部下工 添架の 橋脚
少し長目の管受台を橋脚に設置し、 小さ目の管受台を橋脚に設置し、

管梁を管受台に固定する。 管梁を管受台で支持する。

A.. 橋台 パラペット部を貫通し、固定する。 パラベット部を貫通し、固定する。

， KF形継手では、吸収できないの

熱による伸縮 S形継手で吸収する。 で橋脚部分にスライド機構を設けて、

ここで日及収する。

継手 1カ所で 3
0

20'の屈曲が許容
継手の屈曲角が小さいので、キャ

キャンノfー されているので、十分なキャンパー
ンパーは取りがたい。

が取れる。

管体 4.2tf(内面:粉体塗装) 管体 6.2tf(内面:粉体塗装)

重 量
管受台 3.0tf 管受台 2.2tf 

張出桁 2.0tf 張出桁 2.0tf 

合計 9.2tf 合計 10.4tf

水管橋を陸で組み立てて一気に吊

1本ずつ吊り降ろすため、作業に
り降ろすため、作業自体は速くなる

少し時聞はかかるが小さいレッカー
が大きなレッカ一車での作業となり、

据え付け作業
車での作業となり、道路使用範囲は

道路使用範囲は広くなる。

また、 36mもの長大な梁を一気に
少ない。

吊り降ろすのは、施工性から見て非

常に危険を伴う。

接 1口L 1本ず、つ吊り降ろして接合する。 路上での接合となる。

{面 格 比
100% 115% 

(施工は除く)

実 意責 系句70仔』 ほとんどなし

ま と め 採用(図 3参照) 不採用

表 2

なこと、周囲の景観と調和することなどの点

を検討し、ダクタイル鋳鉄管を選定した口

(図 4参照)

設計のポイント

1 .管種の選定

腐食に強いこと、強度が高いこと、軽量で

あること、維持管理がしやすいこと、経済的

5. 

最大R1

Cコ
咽

亡二二二二竺。、3

S形夕、クタイル鋳鉄管(架設時)
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図 5 張出桁および管受台

2関空気弁

一般に水管橋には中央に空気弁が必要とさ

れるが、今回渇水専用の圧送管であり、しか

も場所が市の中心街にあることから、河川管

理者より空気弁は美観上、衛生上好ましくな

いとの十旨f商カfあった。

当初、空気弁は計画していたが、水管橋の

下流約30mの所にこの汚泥圧送管の放流端が

あるので、特に問題はないとの判断により空

気弁は設置しなかった。

3 .橋脚部の管受台

橋脚の上面に管受台を直接載せるのがいち

ばん簡単であるが、スペースがないので図 5

のように橋脚の両側面にケミカルアンカーを

埋め込んで 2個の張出桁を取り付け、その張

出桁の上に長さ 5.4mの管受台を取り付けた。

また、管と管受台を強固に固定するため、

管受台 1個につき 5個のサドルリングを設け

た。

22，000 

17，500 

4.内外面塗装

内面は、エポキシ樹脂粉体塗装とし、汚泥

に対して長期間の防食性を強めるとともに、

モルタルライニングと比べて約800kgfの重量

軽減を果たした。

外面は、下塗りを亜酸化鉛さび止め塗装と

し、上塗りには耐候性の樹脂系塗料を塗布し

た口

なお、外面の塗装色は橋梁や周囲の町並み

を考慮してシルバ一色とした。

5.水管橋の設計条件

1 .基本数値

ダクタイル鋳鉄と鋼の許容引張応力

: 1， 400kgf/ cnf 

ダクタイル鋳鉄と鋼の許容第断応力

: 800kgf/ cnf 

夕、、クタイル鋲?鉄:の弾性イ系妻女:1. 6 X 10 6kgf/ cnf 

盛岡の弾i '1'生係妻女:2.1 X 106kgf/ cnf 

ダクタイル鋳鉄と鏑の熱膨張係数
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管

: 1. 0 x 1O-5Fc 

タト 径.: 528.0mm 

管 厚(3種管) 8.0mm 

計管厚 7.0mm

長 6.0mm

格規

設

管

継

形 式 S形子

継手の伸縮量(架設時) : +27.0mm 

-125.0mm 

設計水圧(合水撃圧): 4.0kgf/cnf 

温度変化:60
0

C 

風 荷重 :200kgf/ぱ

地震荷重(水平震度): Kh=0.2 

積雪荷重:なし

2. 計算数値

管鉄部断面積:115 cnf 

管鉄部断面係数:1，473crrl 

管鉄部断面二次モーメント:38， 882cm4 

管 鉄部断面二次半径 :18.4cm 

管鉛直分布荷重:330kgf/m2 

管 地 震 時 分布荷重 66kgf/m2

管台風時分布荷重 :106kgf/m2 

3. 規格標準値

許容応力の割増し

鉛直方向、水平方向の合成:50% 

円周方向、管軸方向の合成:35% 

水管橋の許容たわみ率:1/350 

片持梁鋼桁の許容たわみ率:1/300 

単純梁鋼桁の許容たわみ率:1/500 

6.施工のポイント

1 .架設用吊り足場

河川管理上の制約により河床から足場を組

むことができなかったので、写真 1のような

Z形ハンガータイプの吊り足場を設置した。

吊り足場はH形鋼を溶接加工してZ形のハ

ンガーをつくり、ハンガーの上部を地覆に引

っかけた。約 2mピッチで橋梁全長にセット

し、 L形鋼で長さ方向および横方向にも補強

した。(写真 1参照)

2.水管橋の架設

管は直管 1本(長さ 6m、重量0.7tf)ごとに

橋の上から吊り降ろし、 S形継手接合を行い、

次に管底にセットしたジャッキを使って設計

図通りのキャンパーに芯出しした。

(写真 2参照)

写真 1 吊り足場仮設

写真 2 架設作業

3掴キャン}'¥一

通水時のキャンパーは梁の強度とは無関係

であるが、その大小により美観と大きな関係

カfある。

すなわち、キャンパーを大きく取ると継手

の折れ角度が目立って美観を損なう。一方キ

ャンパーが小さ過ぎると逆キャンパーのよう

に見えるものである。

水管橋設計基準 (WSP-007)によれば、橋

の全長の 1/200のキャンパーが勧められてい

る。

キャンパーの線形は放物線にするともっと

も美しい梁に見える。本件のように中間に 2

個の橋脚がある場合、次の二次方程式で求め

ることカfで、きる。

Y--1--X2十J二
200・L 200 
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7. おわりに

構造的にS形継手を採用したこと、および

このような吊り足場を考えたことにより、今

回の架設作業は橋上の道路占用の面において

も、また、作業性、安全性および経済性から

みて、非常に効果的な作業になったものと考

えている。もしどれかでも他の選定をしてい

たら、こうはいかなかったであろう。

この水管橋の工事はすでに完了しているが、

まだ汚水圧送の用には供されていない。真の

成果が見られるのは、実際に使用されてから

であるが、とにも角にも水管橋は無事完成し

た。(写真 3、 4参照)

写真 3 工事完了後(橋脚部)

写真4 工事完了後(全景)

このような長いスパンの水管橋をダクタイ

ル鋳鉄管で架設する場合、現在、存在する継

手形式では、どの形を採用しようと、まだい

ろいろと問題点がありそうである。この面、

業界の方も開発の余地を残しているものと思

える口

いずれにしろ、今回現時点で最良のものを

考え、構造的にも施工的にも発生した諸問題

を解決し、無事完成したわけであり、今後こ

の水管橋が無事汚水圧送の用に長く供せられ

ることを願う次第である。

最後に、この水管橋の架設にあたり、施工

を行っていただきました大成建設株式会社な

らびに、専門的な見地から、ご助力いただき

ました株式会社栗本鍛工所および久保田鉄工

株式会社の方々に深く感謝申し上げる D
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