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熊石町アワビ養殖用海水取水管
呼び径250mmSⅡ形ダクタイル鉄
管海底配管工事ついて

北海道熊石町

水産商工課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　山田　友彦

　アワビ養殖用の海水取水管として鋼管を使用していたが、取水量や水
質に支障をきたす恐れが生じてきた。そこで、取水管を取り替えるため
の管種選定として、重金属などが溶出しないこと、波の影響によって管
が抜け出さないこと、可とう性があって衝撃性、施工性に優れている、
などを考慮してSⅡ形ダクタイル鉄管が採用された。本論では、ダクタ
イル鉄管を採用したもうひとつの理由は腐食に強いということであり、
これからも定期的に追跡調査をしていきたいとしている。

新居浜市工業用水道におけるパ
イプインパイプ工法による管路更
新事業

新居浜市水道局

水源管理課
　　　　　　　　　　　課長　小野　圭弘
　　　　　　　　　　　技幹　伊藤　勲
　　　　　　　　　　　主任　土岐　秀男

　工業用水道の配水管として昭和39年の布設から23年が経過し、材質の
劣化や漏水事故などが多発したため、石綿セメント管を昭和62年度から
4ヵ年で更新、布設替えした。この管路更新では、管路機能、水質に対
する適用性、管種、施工場所などを検討した結果、パイプ・イン・パイ
プ工法とし、施工が容易で耐震的、防食対策の必要がない、などの点か
らダクタイル鉄管ＰⅡ形が採用された。本論では、工法、管種ともに適
確な選択でまた、安定給水、沿線住民の不安解消、受水企業の信頼回復
に大きく寄与ができた、と結んでいる。

呼び径500mmダクタイル鉄管パ
イプインパイプ工法による呼び径
600mmHP導水管の更新について

呉市水道局

工務部工務課
　　　　　　　　　 主幹   　寺家　喜夫
　　　　　　　　　 専門員　森川　逸美

　太田川堤防下に埋設されている導水管（ヒューム管）が老朽化したた
め、管路更新として呼び径500mmPⅡ形ダクタイル鉄管によるパイプ・イ
ン・パイプ工法が採用された。採用理由として、開削工法がとれない、
水密性能が高い、経済的である、などである。本論では、河川の堤体を
傷めることなく実施できたことは、適切な管種選定・工法であったと結
んでいる。
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白浜町における石綿セメント管更
新事業について

和歌山県白浜町

水道部　部長
                              　寺前　学

　第1次と第2次拡張事業で石綿セメント管を約2万6,400m布設したが、
安定給水と有収率向上を考えると対策が必要となってきた。そこで、幹
線町道で交通量も多いためスムーズな施工をしなければならず、また、
耐食性があり、強度があって安全性を十分に考慮してダクタイル鉄管が
採用された。本論では、観光地であるため工期的制約や岩盤による掘削
工事の難渋などがあったが、それらの障害を克服して無事に工事完了と
なったと述べ、今後も「ふれっしゅ水道」の達成をめざしていきたいと
している。

南淡町でのダクタイル鉄管による
管路更新

兵庫県南淡町

水道課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　　西内　桂

　昭和11年の水道創設以来、昭和53年度まで石綿セメント管を導送配水
管として使用してきたが、耐久性、老朽化などで管路更新を昭和54年度
から開始した。水道事業として、次世代へ可能な限りよい施設を残すと
いう観点から、維持管理、水密性、耐用年数などを考慮してダクタイル
鉄管が採用された。本論では、当初約80kmあった石綿セメント管が平成
4年3月末には約50kmがダクタイル鉄管に更新され、有収率が大幅に改善
されたが、残る約30kmについても鋭意更新し、高度な管路を残していき
たいと結んでいる。

国営宮古農業水利事業について

沖縄総合事務局

宮古農業水利事業所調査設計課
　課長
　　　　　　　　　　　　　　　八木　正広

　4市町村からなる宮古島は、亜熱帯気候で高温多湿であるが、時には
大干ばつに見舞われることもある。このため、昭和52年10月に皆福地下
ダムの建設に着手し、54年3月に総貯水量70万㎥のダムが完成した。台
風銀座といわれている宮古島ではあるが、地下水は豊富で地形は平担の
ため畑作に適している。本論では、経済・流通システムが今後大きく変
革、飛躍しようとしている宮古島は、この事業が完成する2000年には一
大農業立国になるだろうと結んでいる。
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熊石町アワピ養殖用海水取水管

呼び径250臨臨S宜形ダクタイル鉄管

海底配管工事について

1 .はじめに

北海道熊石町水産種苗生産センターにおい

て、アワピ養殖用の海水取水管として 8年前

に布設した鋼管を使用していたが、腐食、波

浪および転石などの影響により損傷し、取水

量および水質に支障をきたす恐れが生ピたた

め、このたび布設替えするごとになった。

今回、呼び、径250mmSII形ダクタイル鉄管に

て海水取水管の施工を行ったので、以下に紹

介する。

2圃熊石町の地勢

熊石町は、北海道の南部渡島半島の西海岸

中央部にあって日本海に面し、東は乙部町、

西は大成町、北は渡島山脈をはさんで渡島支

庁管内八雲町に隣接した位置にある口

東西約20km、南北に約12kmで、総面積は220.

28km'に及び、その93%が森林資源に覆われて

いる。

遊楽部岳などが連なる山岳を源とする相沼

内、冷水、見市、平田内、関内などの各河川

が日本海に注いでおり、これらの河川の清く

澄んだ水は簡易水道水源として利用され、増

養殖漁業、発電源などとして日常生活や地域

の産業に大きな役割を果たしている。

北海道熊石町水産商工課

課長山田友彦

海岸線は東西に約20km伸び、ており、そのう

ち4分の 3に当たる約15kmが岩礁地帯となっ

ている。

3.アワビの養殖について

海水の温度は冬4~50C 、夏22~230C となる

が、アワビの生育には18~200C が最適で、 7
0

C

以下で仮眠、 25
0

C以上で死んで、しまう。(社)

北海道栽培漁業振興公社などにて 3~4 ヵ月

母員を飼育し、受精卵を取る。ごの種苗を15

mmまで育て各市町村に売却している。

熊石町としては、この種苗を購入し半年か

ら1年をかけ30mm(魚に食べられない大きさ)

まで養殖して各漁業組合に卸す。各漁業組合

は海に放流して(簡に入れる所もある) 2 ~ 

4年後に採取し、一般市場に出荷している。

熊石町の場合、冬の海水を温泉の熱を利用

し、熱交換により 18~200C にして生育を高め

ている。 30万個のアワピに18t/時の温水と80

t/時の海水を使用している。

4.海水取水方式

海水取水方式としては、海底や陸上部から

砂層に浸透する海水を取水する方式(浸透水

方式)と、一般海域から導水管および導水路
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で、直接取水する方式(導水管、導水路方式)

に大きく分けられる。

浸透水方式は、井戸による場合と集水管に

よる場合とがある。いずれにしても、ろ過さ

れた海水が得られる利点があるが、なんの前

触れもなく突然目詰まりなどがおこることが

ある。したがって予備の取水施設を設けるこ

とが必要となってくる。

導水管方式は、海域より海水を取水するた

めパイプを使用するが、そこで問題となるの

は管内に生物が付着することである。主に貝

類、フジツボなどの幼虫または卵が管内に付

着し、これが成長するにしたがって通水能力

を減少させる。したがって、取水管は定期的

にポリピッグなどで管内を清掃できる構造と

する必要がある。

また、導水管方式は取水する位置によって

表層取水と深層取水とに分けられる口

海面下20m前後の海水の取水を表層取水と

いう。現在日本の水産業の施設の中ではほと

んどが表層取水である。今回もこの方法を用

いている。表層水は水温が変化するため温度

管理が難しく、冬期は温泉水または他の方法

で温度を上げたり、夏場は逆に温度を下げた

りする必要が出てくるが、深層取水に比べる

と経済的である。一般に取水地点は海岸より

100m前後で、長いものになると500m近いも

のもある。呼び径は200~600mm干呈度である。

海中部は埋設が一般的であるが、海底部が

岩盤である場合など、海底掘削が非常に困難

であり、かつ、経済的にコスト高となるため

露出配管されている場合がある。その場合は

i朝j市などによってノfイフ。が移劫しないように、

要所をコンクリートアンカーで固定する必要

がある。また、スフラッシュゾーン o皮ナ丁ち
際)はコンクリートアンカーなどで完全に防

護しなければならない。

海面下300mより深い海水を取水することを

深層取水という。深層取水は無機栄養塩類が

豊富で、植物プランクトンの安定培養に適し

ている。また、低温で周年安定した海水が得

られ、魚の飼育が容易であり、病原菌を含ま

ないため、魚の養殖にとって有益で、ある。養

殖に用いた場合は、通常の表層水を利用した

飼育よりも成長が早いことが知られており、

普通 3~4 年程度で出荷するところを 2 年程

度に短縮できる。しかしながら、海岸から数

kmも配管しなくてはならないため、建設に要

する費用がばく大なものになる。

5.海底配管方法

海底配管の一般的な配管方法としては、次

のようなものがある。

1 .引張り工法 (Pullingmethod) 

陸上で管をできるだけ長く接合して、ある

いは接合しながら、その管路をアンカーした

台船上のウインチで海床上に曳き出し布設す

る。布設海面の海象が穏やかで、数時間から

数日で布設できる場合は効果的である。陸上

部である程度の管を接合するため、広い敷地

が必要となる。

2 .浮遊・沈降工法 (Floatingand sinking 

method) ， 

管を陸上である程度の長さ接合し、海中に

進水させ、浮力タンクをつけ海面に浮かべ、

曳船で布設位置まで曳航し、台船のウインチ

で海床上に沈降させる。

(1) 管内充水方式

管内に海水を入れて曳航していく方式

で、大きな浮力タンクが必要になる。

(2) 管端密閉方式

管端部に蓋をし、管の浮力を大きくす

ることにより、 t手力タンクはづ、さくてす

む。しかし、沈降させるときに管内の空

気がうまく抜けないことがある。

3 .布設台船工法 (Laybarge method) 

特別に建造した布設台船上で管を接合し、

台船の一端から梯子あるいはステンガーを介

し、海床上に沈降させる。

台船は管路布設予定路線を曳船によって前

進する。大規模な工事に適している。

4 .直接配管工法

管を 1本ず、つ水中へ吊り込み、潜水夫によ

り順次接合していく D メカニカル継手などの

簡単な継手でないと接合は困難で、ある。また

工期も長くなり、経済的ではない。
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6.工事概要 ( 1種管 t =7 .5mm) 

外面 ポ リ エ チ レ ン 被 覆

(t = 2 mm) 

(1) 工事名称・・・熊石町水産種苗生産センタ

-海水取水管整備工事

(2) 工事場所・・・北海道爾志郡熊石町字平地

先

(3) 工事期間一・平成 2年 7月30日~平成 2

年10月30日

(4) 工事内容

(a) 使用管種 S II形ダクタイル鉄管

図 2 縦断図

内面モルタルライニング

(b) 日子び径 250mm 

(c) 延長 約260m

(d) 最大水深約 6m

(5) 計画平面図、縦断図

断面図 H=l:1，000 V=l: 1，000 

'ダクタイル鉄管(SII形)JS250 L =260m 
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ワ圃施工順序

本工事の場合、下記のようなことが考えら

れる。

@広い敷地が確保できず、陸で管を何本も

接合することができない口

@配管延長が戸250X260mと比較的小規模

である。

@潮流、波浪の影響がある。

@海が荒れることが予想されるので、短期

聞で施工しなくてはならない。

したがって、前述の浮遊・沈降工法一管端

密閉方式ーを応、用することとした。

1 .管の接合

管を吊り上げたときに曲げモーメントが発

sn形タ250直管

2幽熱収縮チューブの取り付け(写真 1) 

接合の終わった継手部にスペーサを装着し

凹凸をなくす。その上から熱収縮チューブを

被せ、バーナーで加熱収縮し管に密着させる。

写真 1

生するが、これにより継手部が破損すること

のないように、陸上で接合する管の長さは25

m 程度とし、これを 1ユニットとする。

また、吊り上げたときに継手部が屈曲し、

モルタルライニングなどに悪影響を及ぼすこ

とが予想されるので、継手部の胴付間摘は Y

= 25mm程度とする。(通常呼び、径250mmS II 

形の場合 Y=60mm) 

例. 1ユニット(図-3) 

SII形直管 5m X 4本

S宜-A形甲切管 2.5m X 1本

S立-A形乙切管 2.5m X 1本

A形継ぎ輪 1個

フランジふた 1個

3 .管の積み込み(写真 2)

陸で接合した管をクレーンで台船の上に積

み込む。このとき管の継手に大きな曲げモー

メントがかからないように十分注意して吊り

上げる。

写真 2
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4.管布設工

台船を布設位置まで曳航し、台船上のクレ

ーンにて海床上に吊り降ろす。水深が浅く台

船が近づけず、クレーンも届かないような場

所にわいては両端に蓋をし、浮力タンクを取

り付けた管を水面に吊り降ろし、それをパッ

クホーで布設位置まで曳航する。その後蓋を

取り外し管の中に水を入れ沈降させる口

5.接合工

各ユニットを海中で継ぎ輪により接合する。

接合治具(チェーンブロックなど)により管

の高さを合わせ、ラチェットレンチにてボル

トを締め付ける口この接合作業は海底で潜水

夫によって行われるものであるので、接合の

簡単な A形継ぎ輪を使用することとした口ま

た、抜け出し防止のため特殊押輪を使用した。

6.取水部の取り付け

取水管の先端に鋼製の取水口を取り付ける口

取水部は波や潮流によって動かないようにし

っかりと固定する。

取水部と取水管の取り合いのフランジは絶

縁ボルト・ナット、特殊/~ッキンにより接合

する。

7 .コンクリートアンカーブロックの打設

型枠 (1000B X 900 H X 4000 L)を陸上で組

み立て、それを継ぎ輪部に設置し、水中コン

クリートを打設する。

8.既設鋼管との切り替え

取水ポンプの運転を一時止め、切り替え位

置の既設鋼管と既設FRPM管の接合部を解

体する。切り替え部分のダクタイル鉄管(曲

管)を配管し、既設のFRPM管と特殊継ぎ

輪で接合し切り替えを終える。

その後、しばらくテスト運転してから、養

殖場に海水をひし

8幽管種の選定

取水管の管種選定については、海底配管で

あること、アワピ養殖のための取水管である

ことを考慮すると、次のような条件が上げら

れる。

アワピの種苗に有害と思われる重金属など

の溶出がないこと口波の影響などにより管が

抜け出さないこと。管路が継手などを有し可

とう性があり、海底の地形の変化に追従でき

ること。転石などの荷重、衝撃に耐えられる

よう金属製であること。孔食、電食など腐食

しにくい材質であること。方包工性が優れてい

ること。

以上のような条件から、海水取水管として

ポリエチレン被覆sn形ダクタイル鉄管(1 

種管 t=7.5mm) を採用することとした。

9.防食方法

アワビ養殖のための取水管であるので、ジ

ンクリッチペイント(亜委任系プライマー)の

ように、アワビに有害と思われる塗料は使用

できない。本工事の各部の防食方法を以下に

示す。

1圃 srr形直管(露出部)

(1) 外面

ポリエチレン被覆(以下PECという)

密着性 t=2mm 

(2) 内面

JI S A 5314 モルタルライニング

(3) 受口・挿し口

PEC、モルタルライニング部以外は

エポキシ塗装

(4) ロックリング

(3)と同様

2. A形、 srr形直管(コンクリート巻立て

部ースプラッシュゾーン)

(1) 外面

PEC部以外はエポキシ塗装

(2) 内面

JI S A 5314 モルタルライニング

3.異形管

(1) 外面

エポキシ樹脂粉体塗装部以外はエポキ

シ塗装

(2) 内面

工ポキシ樹脂粉体塗装

ただし、挿し口外面も端部から40mmま

でエポキシ樹脂粉体塗装とする。
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4院継手部

継手部はPECにより防食できないため、

熱収縮チュープにより被覆することとした。

また、継手部の凹凸により熱収縮チューブが

損傷するのを防ぐため、継手部外面にスペー

サを装着した。(写真一 1) 

使用した熱ヰ又品宿チュープのサイズは400A

X600mmてもある。

スプラッシュゾーンは、すべてコンクリー

トで巻き立てるので熱収縮チューブは取り付

けない。

5.継ぎ輪部

継ぎ端部は海底で接合するため、熱収縮チ

ューブを取り付けることができないので、こ

の部分はコンクリートアンカーを打設し、コ

ンクリートによる防食を行った。

6.取水部との取り合い

取水部は鋼製であり、取水管とはフランジ

で取り合っている。そのため、ここで異種金

属による腐食が起こることが予測されたので¥

絶縁ボルト・ナットおよび特殊RFパッキン

を用いて腐食を防止した。

10.おわりに

お盆すぎの日本海は海象条件が悪く、取水

管布設工事は容易にははかどらなかった。 波

が高い日や潮の流れが速いときには台船の回

定が難しく、工事はしばしば中断を余儀なく

された。

海底は平岩盤になっており、さらにその上

を直径が 1mもある転石が覆っているため、

掘削工事は大変な難作業であった。掘削しで

も波によりその掘削溝が埋まってしまい、再

び掘らなければならないこともあった。

海底での管の接合は、陸上での作業と異な

りボルトを締めるときの反力が取りにくく、

また、台船上のクレーンとの連携が容易でな

いため、管のレベルを合わせるごとも難しか

った。それでも、 1ユニットの管路を吊り上

げてから接合が完了するまでの時間は 1時間

程度であった口 1時間程度で25m分の管路が

布設できるということは、管の接合というこ

とだけを考えれば、海底配管にしては施工性

カfょいといえる。

今回はモルタルライニングを使用している

ので、生物の付着は少ないと考えられる。仮

に生物が付着しでもポリピックにより管内清

掃を行えば通水能力を確保できるものと考え

られる。

また、本工事でダクタイル鉄管を採用した

理由のひとつは腐食に強いということである

が、海水取水管として使用するのは初めてで

あるので、今後も定期的に追跡調査していく

予定である。

最後に、残暑の中バーナーを使っての熱収

縮チュープの取り付けや、 J令たい海の中での

困難な作業など、大変な努力により工事を完

成した業者の方々に感謝の意を表します。
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新居浜市工業用水道における
パイプ。@イン@パイブ。工法による

更新事業

1 .はじめに

新居浜市は、愛媛県の県庁所在地松山市か

ら束へ50kmの所に位置し、北は瀬戸内海に面

し、南は赤石山系を項く温暖な気候に恵まれ

た都市で、ある。人口は13万2，000人で、松山市

に続く県下第 2位の都市であり、上水道事業

7万8，200m'/日と工業用水道事業 5万2，080

m'/日の経営を行っている。

新居浜市の工業用水道配水管は、昭和39年

度から昭和40年度に布設され、総延長7，132m

(石綿セメント管 φ900X2，520m、φ800X

556m、ダクタイル鉄管800mrnx 4， 056m)で、

需要会社へ原水を給水している。

石綿管路は昭和39年の布設から23年を経過

しており、経年変化、交通量の増加に伴う材

質の劣化や強度上の問題で漏水事故が多発し

ていたため、昭和62年度に管路の更新を計画

し昭和62年度から平成 2年度の 4カ年で布設

替えを実施したので、その概要について述べ

る。

新居浜市水道局水源管理課

課長小野圭弘

技幹伊藤 勲

主任土岐秀男

2 .工業用水道事業の沿革

旧別子銅山を根源として繁栄してきた新居

浜市は、現在では住友系企業を中心とする重

化学工業の発達により、瀬戸内海有数の工業

地帯を形成している。

従来、これらの企業の工業用水は、国領川

の伏流水や地下水に依存していたが、相次ぐ

工場の増設・拡張による使用水量の増加と南

海地震による塩分の混入などのため、工業用

水の地下水依存は次第に困難になってきた。

こうした情勢を背景に、昭和33年度から愛媛

県、新居浜市、住友共同電力(掬の三者が一体

となり、別子ダムと鹿森ダムの建設、東平・

山根の水力発電所および、工業用水道の新設工

事を中心とする国領川総合開発事業が実施さ

れることとなった。

銅山川からの分水を強化し、新居浜地域の

工業用水の確保と水力発電の増強など、水資

源の有効利用を図るとともに、国領川の治水

を目的として昭和41年に完成したものであ
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る。

このうち、工業用水道事業については、昭

和41年 4月 1日から操業開始。山根発電所放

水路から取水し、山根配水場を経て自然流下

によって海岸部工業地帯に給水している。

3 .更新工法の選択

管路の更新は計画的、効率的に実施するこ

とができ、配水施設としての十分な機能の維

持と作業上からも安全な工法でなければなら

ない。

工法の選択にあたっては、更新の目的、対

象管路の呼ぴ径、延長、事業費などについて

の要因と (a)管路機能の確保、 (b)容量の妥当性、

(c)水質に対する適用性、 (d)埋設環境の妥当性

(施工性)、 (e)更新管路の管種、呼び、径、布設

形態などの妥当性、(f)施工場所(幅員、家屋

密集度、周辺環境)、 (g)工事費などのそれぞれ

の項目について検討を加え、工法の決定を行

った。

1. 工法の種類

①開削工法、②パイプ・イン・パイプ工法、

③内面ライニング工法、④パイプリパース工

法、⑤ホースライニング工法、⑥インシチュ

フォーム工法、⑦漏水防止工法

上記の工法について検討したが、パイフ，0

イン・パイプ工法以外は問題点があり、対象

管種をダクタイル鉄管と鋼管の 2管種に絞

り、パイプ・イン・パイプ工法の検討を行っ

た。表 lに比較表を示す。

その結果、 トータル的には、

④ イ也工法に比べ、経済的に安い。

⑤ 断水期聞が他工法に比し短い。

① 耐久性、強度上、品質的にも問題はな

し、。

③ 鋼管の場合、内径700mmで、は内面溶接が

できず採用は不可。

③ 掘削部も立坑部分のみで、付近住民へ

与える影響は小さくてすむ。

などの内容により、ダクタイル鉄管によるパ

イフ，0 イン・パイプ工法を決定した。

2. 呼び径の検討

現状の使用水量を確保するために流量の検

討を行い、呼ぴ径を決定した。

1.管路状況

図 1の通り。

2.流量計算

へーゼン・ウィリアムスの式により、損

失水頭を求め確認したあと、受水槽で、の圧

力を一定にし、流量を求めた。計算は呼ぴ

径800mm、700mmの二通りを行ったが、最終

的に呼び、径700mmで流量Q=56，OOOm3
/ 日

が石雀{呆できるものとわかった。

計算結果の動水こう配線図を図 2に示

す。

3.呼ぴ径の選択

当初、呼び、径は800mm、700mmの二通りをよ

考えたが、呼び、径700mmで、流量および構内圧

力が確保できることが計算の結果判明した

ので、経済性も考慮し呼び

fこ。

図 1 管路状況

1工区 2エ区

PIP工法 | 開削工法 | 
P II形ダクタイル鉄管 3種手形ダクタイ川鉄管

φ700 
L =2，502m 

PIP工法による

更新範囲

⑤
 

3工区

既設(構内)

ダクタイル鉄管 2種

φ800 
L=1，155m 

既設

ダクタイル鉄管 2種φ800

L =4，022m 
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表 1 比較衰

パイプ・イン・パイプ工法

ダクタイル鉄管 鋼管

既設管路に発進坑、致達坑の立坑を設け、管を順次接合しながら既設

管の中に挿入して開削することなく既設管を更新していく工法。

-開削工事が実施できない場所に適用。

・路面復旧、既設管撤去が最小限ですむ0

・開削工法に比し、工期が短くてすむ0

・既設管の中に挿入するので全線の既設管撤去は不要0

・既設管より 1- 2口径落ちの新管挿入となる。

@施工長は250-500m可能。

・特殊工法であり、施工者はかなり限定される 0

・社会意識に合った経済的で、合理的な工法。

曲管部|・ 対応 でき る。 I ・同左

腐 食性| ・内面モルタルライニングであり、 l・腐食しやすいので防食工が必要。

耐腐食性は優れる。 I

継手の施工 1 ・立坑内で施工。 I .管内に人が入って溶接しなけれ

ばならないo'(φ700以下では採用，

できない)

特徴
@特殊な資格は必要ない。 ・溶接は有資格者による施工が必

要。

工 程| ・鋼管よりも早い。

材料の入手

強 度

断水期間

機械的性質

ヲ| 張 強 さ

イ申 ぴ

曲 ~1' 5.虫 さ

弾 性 係数

ポアソン 上t

硬 さ

経済性(φ700)

評 イ面

.1-2ヵ月

・強度上は問題なし。

・伸び、は鋼管に比し劣る。

.45日

42kgf/mm2J_;ス上

10% 以上

60kgf/，mm2J_;ス上

1.6-1.7 X 106kgf/cm2以上

0.28-0.29 

230 (HB)以下

130，000円/m

。

・狭い場所での施工となり、工程

はダクタイル鉄管より劣る。

-同左

・同左

@伸び、は優れる 0

・92日

41kgf/mm'n_1::-. 

18% 以上

41 kgf /mm' 1--)，_1::-. 

21 X 106kgf/cm2以上

0.3 

140 (HB)以下

125，000.円1m

× 
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図 2 動水こう配線図

Z，50Zm 1，155m 4，818m 

4 .ダクタイル鉄管による

パイプ・イン・ノ〈イプ工法について

パイプ・イン・パイプ工法は、立坑部以外

は地表面を開削することなしに既設管の中に

新管を挿入する工法である。

図 3に夕、、クタイル鉄管によるパイプ・イ

ン・パイプ工法の概略を示す。

パイプ・イン・パイプ工法の特長は、過去

に数多くダクタイル鉄管協会誌に掲載されて

いるが、再度ここに記述すれば次の通りであ

る。

(1) 新管にダクタイル鉄管を使用する場

合、新管の接合は発進坑で行うが、その

継子は伸縮、屈曲が可能で、、既設管の曲

がりに順応しながら新管は挿入される。

(2) 幹線道路で交通頻繁、あるいは繁華街

などの理由で開削ができない場所に管路

の幹線が埋設されている場合に適する。

(3) 幹線道路や繁華街は、通常各種の埋設

管の埋設状況が複雑化しているが、その

8，475m 

ため布設替えの余裕がないときでもパイ

プ・イン・パイプ工法なら施工できる。

(4) パイプ・イン・パイプ工法を採用する

と、管路布設工事に伴う路面復旧費や既

設管撤去がピットや連絡部を除くと不要

であり、工事費が低廉になる。

(5) 開削布設替えに比べて工期が短縮でき

る。

(6) 開削筒所が立坑部および、連絡部だけで

すむため、工事施工に伴う占用部分が非

常に少なくてすみ、付近住民に迷惑をか

ける度合が少なくなる。

5 .パイプ・イン@パイプ工法の

設計および事前調査

1. 施工範囲の資料調査

工事を計画および設計する際には、関係管

路の資料を調査することが重要で、ある。その

中でも特に曲管部分などの情報について細か

く調査検討した。

図 3 ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・パイプ工法の概略

発進坑
G_L 

到達坑

[
L
J
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④ 立坑口の横に工事用車輔が無理なく駐

車できること。

⑤ 現場付近の車輔、通行にできるだけ支

障にならない位置であること。

4. 管種選定について

① 既設管路は僅かながらだ行しており、

その曲がりに順応でき、しかも離脱する

ことがないもの。

② 施工が容易で、確実性があり、強度大

で耐震的であること。

③ 既設管内に無理なく挿入できる呼ぴ径

で、あること。

④ 電気防食対策が必要ないもの。

以上のことから、ダクタイル鉄管(P1形、

PII形)、鋼管を比較検討した結果、ダクタイ

ル鉄管 PII形、 3種管、呼び、径700mm、管長 4

mおよび 6mを採用した。(図 4参照)

ダクタイル鉄管

2. 現地調査

ノマイプ・イン・パイプ工事の設計には、施

工現場の現地調査が非常に大切で、あるが、主

として管路の埋設状況を確認するために試験

掘りを行い、曲管位置、曲がり角度、土かよ

りおよび平面位置などを調査した。

3. 立坑の位置および大きさ

呼ぴ径の大きな管を立坑内に吊り込み据え

付けて挿入するため、施工場所には工事に必

要な立坑を築造せねばならない。

このため、ピットの位置および大きさにつ

いて以下のことを考慮、して決定した。

① 作業中は常時ピット口を開放できるこ

と。

② 新管の搬入に支障にならないこと。

③ パイプ・イン・パイプ用の機材が無理

なく固己イ蒲で、きる。
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PII形直管呼び径700mm

一午44r，.:~ゴ'.'ごプ---r-つ..rてオ\行Rつ7:1:1!
3，985(5，985) 

図 4

口

4，000 (6，000) 

N
.
H
H
ト

N
.
0
凶
ト

6 .パイプ@イン・パイプ工法の

施工について

PII形の継手性能は下衰の通り5. 

1. 工事概要

中筋町(配水池)~坂井町 (J R新居浜駅)

の聞に布設されている呼び、径900mm石綿セメ

ント管に対して、昭和62年度~平成 2年度ま

でに施工した工事の概要は表 2の通りであ

り、工事筒所見取図を図 5に示す。

継手性能

項 目 ，[空 青色

離脱阻止力 105 tf 

抜け出し余裕量 55 mm 

許容屈曲角 3。

曲 げ剛性 6.6tf.m 

限界屈曲角 40 25' 

表 2

施工年度 呼ぴ径(mm) 施工延長(m) 内 打〆i:iヤ、.

昭和62年度 700 515.0 PII形、3種管、4m、発進坑2ヵ所、到達坑2ヵ所

昭和63年度 700 791.0 PII形、3種管、6m、発進坑2ヵ所、到達坑lヵ所

平成元年度 700 541.0 PII形、3種管、4mおよび、6m、発進坑2ヵ所、到達抗lヵ所

平成 2年度 700 673.0 PII形、3種管、4mおよび、6m、発進坑2ヵ所、主Jj達抗2ヵ所
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図 5 工事箇所見取図

2. 施工

本市のパイプ・イン・パイプ工事は、昭和

62年度~平成 2年度まで 4年間において施工

した。ここに初年度工事をとりあげ施工順序

に沿って各工種を列記し、簡単に説明する。

(1) 施工現場調査

(a) 設計、図面に基づく管路測量。

(b) 現場の交通量調査。

(c) 埋設管などの調査。

(2) 立坑位置の決定

立坑位置は道路状況住宅の出入口のほ

か、次のような管路の環境、工事上の理由

から決定した。

(a) No.l発進立坑・・…・両発進坑とした。

(b) No.2発進立坑…・・・工事起点であり、

既設管への連絡部

としfこ。

(c) No.l到達立坑・・…・工事終点であり、

既設管への連絡部

としfこ。

(d) No.2到達立坑ぃー・・既設曲管部とした。

立坑位置は図 6の通り。

(3) 試験掘削

立坑位置決定による試験掘削を行い、既

設管埋設深さ、平面位置、障害物などの調

査をし、立坑築造の確認を行った。

図 6 立坑位置図 →づ==-N

No.l発進坦

307.96m 

515m 
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(4) 立坑築造

立坑の大きさは 4項の(3)で、述べたような

方法で決定したが、構造はライナープレー

ト工法とした。(写真 1) 

写真 1 ライナープレートを使用した立坑

発進立坑平面図

c )豆 両立坑断面図

8，309 
(10，350) 

※( )内は 181 
6m管の場合 +I~j 

到達立坑平面図

V1 
(5) 既設管内調査

(a) 異形管の有無

(b) 胴付す法測定

(c) 継手段差の測定

(d) 管内径測定

(e) 管長の測定

調査結果、屈曲角最大 1059'41"であった

が、 日呼乎び

あり1、管挿入に支障がないことを確認した。

なお、調査状況および調査資料を写真 2、

図 7に示す。

図 7 既設管調査資料

縦断すす
一一一且ーNo.l到達

13，750( SP) 

No.l発進一No.l到達スパン長 304.470m

平面寸irt

1059'41" 1059041ρ 



写真 2 管内調査状況

新居浜市工業用水道におけるパイプ・イン・パイプ工法による管路更新事業 19 

(6) 新管の挿入

挿入に先き立ち、挿入力および挿入方法

を検討し、それに基づき施工した。挿入状

況を図 8に示す。

(a) 挿入力

p=μ.w・L

ここ lこ、

p:挿入力 (kgf)

μ:既設管と新管との摩擦係数(0.5)

w:新管の1m当たりの重量(217.5kgf)

L:新管の挿入長 (m)

挿入力計算値および実測値を表 3に示

す。

図 8 挿入状況図

NO.l到達士克
fーーへ¥

r-一一 ー一目玉

306m 

NO.2発進抗

|山 j

表3 挿入力計算値および実測値

計算挿入力

33.3 tf 

12.3 tf 

9.1 tf 

N0.1発進→NO.2致達 112m

NO.2発進→NO.2到着 84m 

力
-

j
凶

!

-

J

入一

U
一
七
一
一
口

挿一

6
一
4
一
1

附
則
自

d
吐
一
円
。
一
ハ
U

先

-
2
一
1
一
1

和一三一日

(b) 挿入方法

挿入方法は次のような機械器具を使

用し、施工した。レイアウトを図 9に

示す。

・吊り込み、据え付け機械・・・トラック

クレーン(図10、写真 3) 

写真 3 管吊り込み状況

図 9 レイアウト

GL 

レール

油圧ジャッキ (100tf)

図10 吊り込み・据え付け機械
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写真 4 管挿入状況

@挿入用機器・・・表 4

表 4 挿入用機器

機器名|数量11 機器名

先導金具 11組 11 分流器

押角

油圧ジャッキ (1∞tf)
油圧ユニット

油圧ホース

ダクタイル鉄管 平成 3. 10 第51号

表 5

写真 5 先導金具と先頭管到達状況

(c) 呼び、径700mmP II形管挿入実績サイ

クルタイムは以下の通りであった。

1本当たりサイクルタイム

(7) P II形、継手の接合

接合手順は以下の通り。

主主主
同 グ〉 清 掃 滑剤 挿し口の再挿入

十申

接

テ'ィスタンスピースを
撤去する
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ディスタンスピースのセット

(8) 水圧テスト

究開"""溜己正~一一-t>

イスタンスピース

水圧テスト範囲は、 No.1到達坑-No.2発

進坑聞の507mを同時に実施した。その結果

は、負荷水圧4.2kgf/cm2、12時間経過後異

常は認められなかった。なお、水圧テスト

範囲を図11に示す。

(9) セメントミルク注入

既設管(員900石綿セメント管)と新管との

すき聞を空洞のまま放置すると、既設管が

老朽化して破損し、土砂の流入などにより

接合完了

道路の陥没などの原因になる。

そこで、セメントミルクを注入し空洞を

充てんした。充てん方法は 1スパンごとに

(No.1発進坑→NO.1到達坑、 No.1発進坑→

No. 2到達坑、 No.2発進坑→No.2到達坑)実

施した。なお、セメントミルク注入標準図

を図12に示す。

(a) セメントミルクの配合

セメントミルクの配合を表 6に示す。

図11 水圧テスト範囲

NO.1到達坑 NO.1発進坑 NO.2到達坑 NO.2発進坑

←一一

306m J3.4m _1 112m 

図12 セメントミルク注入標準図

注入側

-・

到達側

1 ・ エアー抜き孔 φ40

I~.;.'... ・" I I 

注入パイプ φ402 本/寸1u'吋~~ 11 

閉塞工/つ~_)JJ II
水抜き孔 φ131本一寸-=-一一_JI

閉塞工

~水抜き干し φ13

表 6 セメントミルクの間合(m'当たり)

ー--s
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(b) 注入の確認

注入量は123.6m3で、あった。注入の確

認は圧力ゲージおよび発進坑、到達坑

の閉塞部に設けたエア抜きより流出を

石在言忍しfこ。

写真 B セメントミルク注入流出確認状況

なお、作業日数は 4日間であった。

(写真 6) 

7 .おわりに

新居浜市工業用水道管路更新事業として、

ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・パイプ

工法を採用し、実施したことは、経済性、維

持管理、施工性、安全性など、すべての面で

適確な判断であり、管路更新により安定した

給水と沿線住民の不安解消、受水企業の信頼

の回復に大きく寄与できたと確信するもので

ある。

なお、 4期にわたる工事が無事完了したこ

とは設計、施工、技術指導はもちろんのこと、

受水企業の断水協力など多くの関係各位のご

協力によるもので、改めて感謝の意を表する

次第である。
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呼ひ、径500臨珊ダクタイル鉄管

パイプ0・イン・パイプ工法による

呼び径600mmHP導水管の更新

について

1 .はじめに

本市の戸坂取水場は、戦前旧海軍が呉市内

の海軍工廠など旧海軍施設専用に給水する目

的で築造した水源地兼浄水場であったが、こ

の水源地兼浄水場を昭和25年制定の旧軍港市

転換法に基づき、昭和28年10月呉市が国から

譲与を受けて、呉市民への給水と国道31号線

沿いの町村への給水に活用してきた。

しかし、戸坂水系の水道施設は、約26kmに

及ぷ送水管の大部分が国道31号線に埋設さ

れており、管自体の老朽化や交通量の増大な

どによる管路の事故が多発したこと、また、

県主導の太田川水利権の調整など、諸般の事

情により昭和61年10月をもって浄水場の機能

を廃止する運びとなった。この際3万5000m'/ 

日であった水利権のうち 1万2，000m' /日を広

島市に譲渡し、残り 2万3，000m' /日を呉市内

の宮原浄水場に導水することとし、取水設備

を改良し、現在も稼働しているのが戸坂取水

場である。

呉市水道局工務部工務課

主幹寺家喜夫

専門員森川逸美

今回、この取水場の太田川堤防下(国道31

号線)に布設されている呼び径600mm導水管

(ビューム管)が老朽化し、継子部や管胴部

のクラックからの浸入水が増大したため、堤

防保全のため、呼び、径500mmPII形ダクタイル

鉄管によるパイプ-イン・パイプ工法で更新す

ることにした。

本稿は、この更新工事の施工概要について

報告するものである。

2.本工法採用の理由について

本工法を採用した理由について次に述べる口

(1) 一級河川の堤防下約12mの深埋設であ

り、開削工法がとれないこと口

(2) 十分な強度と継手の水密性能が高いこ

と。

(3) 侵入水のある状態での施工が可能で、あ

ること。

(4) 所定の水量 (2万3，000m'/日)が確保

で、きること。
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呉市の水道および‘工業用水道施設イラストマップ

(5) 沈砂池側に約 4度程度の曲がり部(鋼

管)があり、当該部分を通過できる管種

であること口

(6) 経済性に優れること。

これらの理由から種々検討した結果、樹脂

充てんやライニング工法のような更生工法で

はなく、強度が高く水密性に優れた PII形夕、、

クタイル鉄管によるl口径小さい呼び径500mm

のパイフO . イン・パイプ工法を採用すること

に決定した。

3.事前調査

本導水管(ヒューム管)は、昭和19年竣工

の経年管である。以前からクラックなどが発

生しているのではないかと懸念されており、

今回、テレピカメラにより調査することとな

った。

結果は23本の管のうち 2本目、 17本目、 22

本目の管にクラックが発生してわり、特に17

本自については水が全周にわたって浸入し、

また、 23本目の鋼管部分については、ヒュー

ム管との継手部からの浸入水で溶出したモル

タル状のものが堆積していることが観測され

。
た

今回更新工事を実施するにあたって、調査

ピデオにて以下の検討を行った。

検討の内容としては、ビューム管の継手部

の状況、管体のクラックの状況、浸入水の状

況、新管挿入の可否を検討するための継子部

の段差、胴付間隔のチェックなどを行った。

VTR の記録から代表的な状況を写真 1~

4に示す口

調査結果

継手部からの浸入水箇所|継手No.2、 9、10、12、16

管体クラックからの浸入水箇所 l管体Nα2、17、21、22
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写真 1 継手No2 

写真 2 継手No12 

写真 3 管体No17

写真 4 管体No21

4.検討事項

1 .流量計算

図 1に示す水位、管路状況からへーゼ、ン・

ウィリアムス公式により流量を求めた。

図 1 水位、管路の状況

連絡井 堤防(国道)

Lキ52m

Q =0 .27853X C X D2・63XIO.54

=0 .27853X 110XO .52• 63 X (1.35X 

10-3) 0.54 =0 . 1396rrf /秒

これより 0.1396X 2条

=24， 122rrf /日となる。

ここに、 Q:流量 (rrf/秒)

C:流速係数(口110とする)

D:日子び千歪 (m) 

1 =動水こう配=H/ L=0.07 

/52口 1.35XI0-3

H:水位差 (m)

L:管路長(m) 

これより、呼び、径500mm管を挿入しでも、水

利権相当の 2万3，OOOm3
/ 日を流し得ると判断

した。

2.継手の構造および性能

使用する挿入管は、パイプ・イン・パイプ

工法用呼び径500mmPII形ダクタイル鉄管3種

管とし、その構造を図 2に、主要寸法を表 1

に示す口

また、継子の性能は表2に示す通りである。

図 2 plI形継手の構造

呼ぴ径 500mm

セットボルト p

|/  I 

在具r腎詰112三ご古川 d
I / ゴム論 J 哨

凸lロックリング 凸
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表 1 各部の寸法

3.挿入管長の検討

ダクタイル鉄管 平成 3. 10 第51号

単位 mm

より、直管の曲げ配管による継手部の聞き(網

付寸法)は最大35~40mm程度と思われ、当該

部分を通過可能な挿入管長を図 3に示すモデ

ル I、モデル Eについて計算し、いずれか短

い方の管長を採用するものとした口

継手部の曲がり角度は、次式で計算される 0

a 35~4.o 
θ=tan-1一一口一一一一-=3.340 ~3 .810 

Do 600 

ここに、 a:継手部の聞き (mm)

D 0:既設管の内径 (mm)

計算条件および計算結果を表 3に示す。

既設管呼び径600mmヒューム管内の調査結果

計算結果からモデル Iの場合、挿入可能な

管の長さが2，590mmと計算されたが、設計上

の挿入新管長を2.6mとした。

L:ニ Do一 αCOSφ:_+A -P 
SlDφ1 2 

D2+D5 
α=  

2 

A = L  O +D2・tanφ2
一一
2 cosφ2 2 

図 3 挿入管長の計算モデル

L 

モデルE

SlDφ 

θ 

φ2  

P 

(注) L:新管の管長(有効長)

D2 新管の管体部外径

φ2-ぱ(引-siベ引
D5 :新管の受口部外径

P 新管の受口部呑み込み寸法

Lo:既設管の管長(有効長)

b =ÝD~+ L~ Do 既設管の最小内径

φ1-θ 一φ2 。:既設管の曲がり角度

表 3 計算条件、結果

計 算 条 件 計算結果

既設管す法 新 F
国
t王 す 法

挿入管長
内 径 屈曲角度 存国立 長 受口最大外径 管の最大外径 受口呑込み 管長余裕代

Do θ Lo D5 D2 P モデル I モデルII

mrn 度 rnrn rnm rnrn mrn mrn rnrn mm 

600 4
0 

2，430 561.0 509.5 235 500 2，590 2，990 
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4.挿入力の検討

新管を挿入するのに必要な挿入力を、管自

重による既設管との摩擦抵抗力として計算す

る。

F=WXμXL 

=129XO .5X52=3 ，354kg f =3 .4tf 

く75tf(離脱阻止力)

ここに、 F:挿入力

w:管自重 (kg:f/m) 

μ:既設管との摩擦係数

(=0.5とする)

L=挿入延長(m) 

既設管路には継手の屈曲部があるため、計

算値より多少挿入力が上昇する可能性がある

が、新管の耐荷力(離脱阻止力)に対して十

分に小さいと考えられるので計算通り進める

ことにした。

5闘施工

工事の概要は図 4に示す通りである。

パイプ・イン・パイプ工法による呼び径600

mm導水管の更新工事の施工手順を図 5のフロ

ーシートに示す。

1 .施工の内容

(1) 取水口部角落とし設置

河川水の浸入を止めるために太田川取

水口部に角落としを設置する。

(2) 述絡井電動ゲート閉

問様に連絡井のゲートを閉め河川水の

浸入を止める。

(3) 沈砂池の水替え

沈砂池に水中ポンプを設置し水替えを

行い、工事を容易にする口

(4) 連絡井水中ポンプ設置

工事期間中の浸入水および非常時増水

に備えて水中ポンプを工事期間中常設す

る口

(5) 沈砂池電動パルプ撤去

沈砂池からパイフ，0 イン・パイプ工事

を施工するため、管端に取り付けられて

いる電動ノfルブを撤去する口

(6) 整流壁ハツリ撤去

新管を挿入するための挿入用架台設置

図4 工事概要図

L=52m 

図5 導水管呼び径600mmの更新工事(パイプ・

イン・パイプ工法)の施工手順

取水口部角落とし設置

連絡井電動ゲート開

沈砂i也の水替え

連絡井水中ポンプ設置

沈砂池電動ノてルブ撤去

整流壁ハツリ撤去

挿入用架台の設置

ダクタイル鉄管の挿入

管端部処理

水中不分離モルタル注入

挿入用架台の撤去

テレビカメラにより更新管路浸入水確認
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スペースを確保するために、整流壁を必

要な範囲ハツリ取る。挿入工事完了後に

原形に復旧する。

(7) 挿入用架台の設置

図 6に示すような構造で挿入用架台を

設置する。

図8 挿入用架台の構造

整流壁

一一一一一一寸~@

150 H L =4 .00m 

L 寸 J@'

8=1/200 
③~@〆矢視

記:占マークは、アンカーボルト

(8) 夕、、クタイル鉄管の挿入(パイプ・イン・

パイプ工法)

ノfイフ.0イン・パイプ工法の概要を図

7に示す。

図7 パイプ・イン・パイプ工法の概要

到達坑

F
4
4門

挿入方向

(9) 先頭管が既設管の継手部などに引っか

からないように、先頭管には先導ソリを

取り付ける。

図8 先導ソリの構造

117 

む
(10) 管端部処理

新管の挿入が完了したあと、水中不分

⑤'L十

100H 

離モルタルを充てんするため連絡井側お

よび沈砂池側の両端のすき聞にヤーン(麻)

を詰め、その後に木片などを打ち込みモ

ルタルが溢流しないように処理する。

図9 管端部処理方法

(11) 水中不分離モルタルの注入

将来ヒューム管の劣化などで堤体が沈

下などの事故が発生しないように、既設

管(戸 600ヒューム管)と新管(戸 50QPII形ダ
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クタイル鉄管)のすき聞に水中不分離モ

ルタルを注入する。

図10 水中不分離モルタル注入の撮要

ミキサー

外600 L=52m 

表 4 配合

(12) テレビカメラによる更新管浸入水確認

工事完了後、新管内にテレピカメラを

通して水の浸入などの異常がないか確認

する。(工事検査)

2.工事工程

施工実績工程は表 5に示す通りであるが、

当初予定した工程と大差なく順調に完了する

ことカfてもきた。

6.おわりに

今回、呼び、径600mm導水管更新工事にあたっ

て、呼び、径500mmPII形ダクタイル鉄管による

パイ 7
0

.イン・パイプ工法を採用して実施し

たが、河川の堤体を傷めることなく順調かっ

安全に、しかも経済的に施工することができ

適切な選択であったと考えている。

他都市にわかれでも同様な管路が老朽化し

て、その更新工法の選定に苦慮されている場

合もあるかと推察されるが、本稿が多少なり

とも参考になれば幸いである。

表 5 工事実績工程表

|工事番号| |施主

戸坂導水管更新工事工程表

着工平成 2年11月29日
工期

完成平成 3年 1月31日

平成年月日

l担当 II I 〓
施工場所:広島市東区戸坂千足 2丁目 1番2号

fi}-日 11月 12 月| 1 月 2 月

工程
平成 2年

摘 要30 05 10 15 20 25 31 05 10 15 20 25 31 05 10 15 20 25 28 

準 備 工 罷霧雲

角落 とし製作設置工 |露

it砂池内堆積汚泥処理工
年

籍選

制水弁扉撤去工(2基) 調

コンクリート取り壊し工(整流壁) 末 調

挿入架台設置工 年 費電

管 挿 入 工 始 l圏E

管端部処理工(2ヵ所)
休

D 16 

随 管 内 充 士長 工 国
挿 入架台撤去工 H隈 日書

T V調査工(侵入水チェック) E 

整 i吉L 壁 復 |日 工 霊園
制水弁扉据え付け工(2基) 塾

角落と し撤去工

島か 片 付 け ~ 

水張り 作業(沈砂池)

特記 事項



30 ダクタイル鉄管 平成 3. 10 第51号

喝..-¥. ..， 

I~~: ._~./.~:~一、
.1・、¥ム ーノ'
- 一 旬

、匂11" 叫

白浜町における

石綿セメント管更新事業について

1 .はじめに

白浜町は、紀伊半島のほぼ中央部に位置し、

面積65.53knf、人口2万人を擁する町である。

当町の歴史は古く、道後、有馬と並んで日

本三大古湯に数えられており、飛鳥、奈良朝

の時代から「牟婁の温湯Jr紀の温湯」の名で

図 1 位置図

和歌山県白浜町水道部

部長寺前 学

知られ、斎明天皇をはピめ多くの宮廷人たち

が来泉し、 1300年余の歴史を持つ由緒ある温

泉と円月島、三段壁など多くの名所にも恵ま

れた温泉観光地である。

古い歴史と、自然の景観に加えて数多くの

レジャー施設を有する総合リゾートゾーンと

して人々の注目を集めてわり、青い海、白い

湯煙、南国の太陽きらめく観光地として、四

季を通して地元関西地方はもとより、全国各

地から年間約340万人の観光客を迎えている。

写真 1 円月島
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写真 2 三段壁

2.水道事業の沿革

白浜温泉の発展を支える大効脈ともなって

いる上水道は、社運をかけた一民間会社によ

って創設され、完成をみたのは昭和 9年のこ

とであり、すでに半世紀の歴史を綴ってきた。

当町はもともと半島地帯であるため、飲用

水のほとんどは谷の流れやj留め池に依存しな

ければならなかった口しかし、大正初期から

自動車道の開設、国鉄紀勢線の南進、大型船

の就航などによる海陸交通の発達、整備が進

むに伴い、白浜温泉の開発計画が急速に進展

し、必然的に保健衛生ならびに防火保安上か

らも飲用水の確保が温泉都市としてもっとも

緊急で、重要な課題として、実現を熱望する声

が高まってきた。

しかし、当時の瀬戸鉛山村〔合併前〕は、

水道事業を計画する財政的余裕がなく、この

要望に答えることができず¥代わって土地開

発業者らによって昭和 8年に白浜水道株式会

社が創立され、 8km離れた富田川から日量1，

300m'を取水し、温泉街へ給水を開始した。

そして、昭和28年公営事業として白浜町が

この水道会社を買収し、水道事業を継承した。

その後、町勢の急激な発展と観光客の激増に

伴い、第 1次拡張事業を昭和31年から、計画

人口1万7，000人、計画給水量5，990m'の計画で

実施し、昭和33年に竣工した。

その後、昭和34年 7月の紀勢東西線の連絡

による観光客の驚異的な増加は、水道使用量

の急激な増大を呼び、拡張事業竣工後 2年余

にして給水量が限界点に達したため、第 2次

拡張事業を昭和36年から、計画人口2万3，000

人、計画給水量2万3，610m3

に変更して実施、

昭和40年に竣工した。

しかし、その後僅か 2年目にして夏季の水

道使用量は施設の最大能力に等しい2万300m'

となり、来夏からの給水が憂慮されるため各

施設の拡充を図り、給水の万全を期するため

昭和43年度から第 3次拡張事業を、計画人口

3万4，700人、計画給水量4万540m'に変更して

実施、昭和46年に完成した。

ところが、当拡張事業の完了をまたずして、

全国的に土地開発が急激に進展するに伴い、

全国有数の風光明娼なリゾート観光地である

当町においても、宅地開発やリゾートマンシ

ョンが多数計画され、水需要がますます増大

することが予想されたため、昭和47年から、

6ヵ年計画(竣工予定昭和52年)でもって、

計画給水量を6万7，200m'に変更し、第 4次拡

張事業に着手した。

しかし、昭和48年のオイルショック以来、

経済、社会情勢の急激な変動により、土地開

発やリゾートマンションの中断、，観光客の減

少など水需要は予想外に伸びず、そのため、

昭和59年に当拡張事業の見直しを行った。

見直しの結果、昭和70年における 1日最大

給水量は、 4万5，000m3程度と予想され、当初

計画では余剰水ができるため、水事情に恵ま

れない隣接の田辺市ヘ 1日2万dの分水を行

うことを決め、当初計画通り事業を施行し、

平成元年度に完成した。

図2 白浜町水道施設位置図
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図3 白浜町下水道施設高低関係図

-50m 

3.拡張事業から整備事業ヘ

拡張事業は、平成元年度に計画通りの完成

をみたが、その聞に実施した管路の整備事業

について以下に述べる D

1 .漏水防止対策と有収率向上の状況

当町の有収率は、表 1の通り昭和56年当時

は71.25%と低く、このままでは経営的にも、

また、水資源の有効利用の点からも放置する

ことができず、昭和57年に漏水調査班を編成

するとともに、相関式漏水探知器を購入し、

調査を進めながら漏水筒所の修理に努めた結

果、昭和58年には86.77%と全国平均の82.7%

を大きく上回ることができたが、その後は現

状を維持していくのみで、平成 7年目標有収

率90%の達成は困難な状況にあり、抜本的な

表 1 過去10年間の有収率の推移

年 度 有収率%

日百手口56 71.25 

57 75.00 

58 86.77 

59 88.19 

60 88.29 

61 88.21 

62 87.63 

63 87.28 

平成元 87.45 

2 87.47 

対策が急務となった。

2.石綿セメント管の布設替え事業

当町にわいて石綿セメント管は、第 l次お

よび第 2 次拡張事業時(昭和32年~38年)呼び

径75~500mmを全長約2万6 ，400m 布設したが、

昭和55年頃から;事故が頻発しはじめ、安定給

水と有収率向上のために、石綿セメント管路

に対してなんらかの方策が必要なことが明ら

かになった。

しかし、布設替えを実施するには多額の資

金が必要になるため、第 4次拡張事業期間中

(昭和47年~平成元年)は経費の点から単独の

布設替え事業は控え、下水工事などと併行し

た布設替えを優先したため、石綿セメント管

の布設替え延長は5，900mにとどまった。表2

にその聞の布設替え延長を示す。

表 2 石綿セメント管布設替え経過

単位 m

年 度 布設替え延長

昭和58年度まで 779 

日召手日59 411 

60 774 

61 255 

62 551 

63 1，797 

平成元 1，333 

合計 ，l__ 5，900 
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4旬新規布設替え事業

1 .現状

当町の管布設延長は、表 3の通り、平成 3

年 4月 1日現在、導・送水管で25km (戸 75~

戸800)、配水管で約170km(戸 40~ タ 600) 、合計

来旬195kmで、ある。

このうち石綿セメント管の布設延長は、表

4の通り約17.2kmで、あり、特に呼び径300~500

mmという大口径の管が延長約9.6kmと全体の56

%を占めている。

これらの石綿セメント管は、すでに耐用年

数を経過しており、また、起伏の激しい地形

のため水圧も高く(図 2参照)、漏水事故の発

生も多くなっている。表 5に過去の事故件数

を示す口

なお、呼び、径300mm、500mmの事故のうち胴

体部の割れは 1件のみで、他はすべて継子部

の2葬故である口

表 3 管種別布設延長 〔平成 3年 4月 1日現在〕単位 m

種別 石綿セメント管 HIピニル管

配水管 14，965 29，670 

導水管

送水管 2，242 

言十 17，207 29，670 

表4 石綿セメント管呼び径別布設延長

〔平成 3年 4月 1日現在〕

日乎び、径:(mm) 延長(m)

75 1，367 

100 1，329 

150 3，189 

200 1，046 

250 665 

300 4，909 

400 633 

500 4，069 

言十 17，207 

表5 石綿セメント管事故件数

お点空 日召5辛9口
60 61 62 63 平フ成じ 言十

75 5 7 2 2 1 17 

100 3 2 1 1 2 9 I 

150 3 6 1 2 2 4 18 

200 2 1 1 4 I 

250 。
300 1 2 2 2 1 1 9 

400 。
500 2 3 2 2 1 10 

言十 16 20 8 5 8 10 67 

室岡 管 ダク:タイル鉄管 言十

532 125，032 170，199 

2，453 2，453 

692 19，613 22，547 

1，224 147，098 195，199 

2.新規事業の概要

第 4次拡張事業の完了した平成 2年度から

10ヵ年の長期計画により、残存石綿セメント

管を全数ダクタイル鉄管に布設替えすること

とした。

事業名・・…・石綿セメント管布設替え事業

(仮称)

期間……平成 2 年度~ll年度

事業費……14億円(町独自財源による)

使用管種・・・ダクタイル鉄管A形およびK形

3.平成 2年度布設替え実績

平成 2年度に実施した布設替え延長を表 6

に示す。

表 6 平成2年度布設替え延長単位 m

呼ぴ径 mm 布設替え延長

75 553 

100 68 

150 868 

200 579 

250 241 

300 66 

400 。
500 918 

言十 3，293 
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5属石綿セメント管布設替え工事

1 .今回実施した呼び径500mm布設替え路線

の概要

昭和36年から実施した第 2次拡張事業で¥

布設した富田浄水場~オレンジランド配水池

間の呼び、径500mm送水管(図 3参照)約8，000m

のうち、布設替えのすんでいない残り 5，000m

を計画的に取り替えることとした。

当管路は、オレンジランド配水池 (10，000

rrf) への重要送水幹線で¥過去継子部での破

損事故が多発しており、その対策が急がれて

いた。

平成 2年度はそのスタート年であり、約900

m をダクタイル鉄管で布設替えした。

写真 3 呼び径500mm布設替え道路

2.事前検討内容

1 .工法と使用材料

今回布設替え予定道路は、幅員 6mの幹線

町道であり、交通量も多く、スムーズな施工

が望まれたため、各種工法 (PIP工法、 PTP

工法、推進工法など)を検討したが、①流量

の減少が許されないこと、②地盤が岩盤であ

ること、などの理由により、従来通りの開削

工法とした。

なお、管材料は施工性がよく、耐食性もあ

り、強度的にも安全なダクタイル鉄管K形 2

種管を採用し、不平均力のかかる箇所には特

殊押輪を使用するとともに、防食対策として

ポリエチレンスリープ(JDPA認定品)も採

用するごとにした。

2.施工時期と工区割

すでに述べたように、当地は観光地であり、

夏季シーズンの施工は困難で¥シーズンの終

了する 9月下旬からの施工とし、年末年始を

はずした昼間施工とした。

また、短期間の施工のため、工区を 2分割

して施工した。

3.発注方式

当町は材料確保と管理の徹底できる支給方

式を採用しでわり、今回も材料はすべて町か

らの支給とした口

3.施工

今回の呼び、径500mm送水管布設替え工事は、

片側 l車線の主要な町道での工事であること

と、地盤が岩盤であるため、安全対策と施工

の両面からかなりの制約を受けた。そのため、

工事の進捗が危倶されたが、 l臼当たり平均

2本 (L=12m)のペースで施工できた。

写真 4
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140cm J 写真 6

写真 5

6.おわりに

平成 2年度からスタートした石綿セメント

管布設替事業の初年度は、当初の計画通り無

事完了した。

観光地ゆえの工期的制約や岩盤による掘削

工事の難渋など、種々の障害を克服しながら

の工事であった。今後も多くの障害に直面す

るであろうが、職員全員一丸となって取り組

み、スムーズな事業の推進と、早期に“ふれ

っしゅ水道"の達成を図りたいと考えている。

最後に、今回の工事推進に当たり、ご協力

いただいた関係各位に対し改めて感謝申し上

げる次第である。
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南淡町でのダクタイル鉄管による

管路更新

1 .はじめに

碧い海、緑の山、光注ぐ町、兵庫県三原郡

南淡町は、瀬戸内海国立公園淡路島の最南端

に位置している口東は洲本市と紀伊水道に面

し、南は太平洋に臨み、西は鳴門海峡を経て

四国に対し、北は西淡町、三原町と接してい

る。総面積87.09km'、人口2万2，500人、給水人

口は上水道で1万5，000人、簡易水道で6，000人

1日平均給水量は5，700nf /目、水道普及率は

98%である口

徳川時代は豊臣秀吉の家臣蜂須賀氏の領地

であり、その政治下にあって南淡町の福良は

藩政260余年の問、四国への南の渡り口として

栄えた。しかし、昭和60年 6月には大鳴門橋

が開通して南淡町の門崎が本州四国連絡橋の

淡路島側となり、車で僅か数分で渡れるよう

になった。

南淡町は豊かな歴史を誇り、淡路人形浄瑠

兵庫県南淡町水道課

課長西内 桂

璃や阿万風流大踊小踊をはじめ国、県の指定

を受けた貴重な文化財が数多く受け継がれて

いる。また、古代の歴史とロマンをかきたて

る埋蔵文化財も数多く存在している。

沿岸部は鳴門海峡、紀伊水道を望み、岬、

入江、小島、砂浜など変化に富んでおり、大

鳴門橋、鳴門のうず潮、南淡海洋センタ一、

海釣り公園、吹上浜キャンプ場、阿万海岸海

水浴場、沼島など魅力ある海洋性レクリェー

ションゾーンとなっている。

水道事業は昭和11年の創設以来、昭和53年

度まで導送配水管として石綿セメント管を主

に使用してきた。しかし、石綿セメント管の

耐久性や強度には問題があり、管の老朽化に

よる漏水と水圧低下が多く発生した。そのた

め、昭和54年から石綿セメント管の管路更新

事業を開始した。事業の実施に際して更新に

使用する管種としで経済性もさりながら、次
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図 1 位置図

世代へ可能な限りよい施設を残すという考え

方を優先して検討した。

その結果、維持管理も容易で¥水密性があ

り、耐用年数が長い強靭なパイプということ

からダクタイル鉄管を採用することとした。

以来、今日に至るまで石綿セメント管の管路

更新に、呼び、径75mm以上はすべてダクタイル

鉄管を使用している。水道施設の将来に高い

品質の管路を残すため、少しでも役立てれば

と管路更新状況などいくつかの事例について

ご参考までに報告する。

2.水道事業の沿革

上水道の創設は、福良地区を対象として昭

和11年 4月15日認可を受け、昭和12年 4月1

日より給水を開始した口昭和46年には賀集、

北阿万の広域簡易水道を統合した。

創設から40数年間は、慢性化した時間給水

を2年ないし 3年に一度は余儀なくされてき

た。特に昭和53年度には265日という長い期間

にわたっての時間給水となった。各水源池は

枯渇し、やむなく徳島県の小松島市や鳴門市

から水運搬船を使って運搬し、 1日最大運搬
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図 2 南淡町水道事業区域図

量は1，400m"に達した。町としても渇水対策本

部を設置し、水源開発などのあらゆる対応策

をっくり実施してきたが、 l年のうち 3分の

2は時間給水(最大 1日6時間給水)をせざ

るを得なかった口そこで、どうすべきかネ食言す

の結果、昭和11年に布設した石綿セメント管

による配水管は、漏水と管の老朽化による水

圧低下なども非常に多く、限られた水源も有

効的に活用できない状態でもあり、当時の有

収水量は51%であったこともあり、配水管整

備を行うことにした。それで、昭和54年 4月

からダクタイル鉄管による管路更新を開始し

今日に至っている口現在、有収率は83%に向

上した。

一方、簡易水道は阿万、仁頃、灘、沼島を

対象に供給されているが、やはり上水道の場

N
A斗
十

三原町 洲本市

O，5 1. 5 

1. 0 2.0km 

合と同様に石綿セメント管による配水管は、

漏水と水圧低下などが多く平成 2~4 年度に

ダクタイル鉄管による管路更新を開始し、現

在施工中である。この整備事業が完了したの

ち平成 5年度から上水道に統合する計画であ

る。

南淡町は、水道の水源は原田貯水池、長見

山第 1、 2ダム、大日水系からの受水とボー

リングによる地下水に頼っているのが現状で

ある。しかし、水は町民の生活や経済、社会

活動を支える貴重な資源であるとともに、地

域の生活文化を育む重要な環境要素であり、

今後も水源の開発、保全により安定した清浄

な水を利用できるよう水道官業を進め、また、

老朽管(主に石綿セメント管)の管路更新に

努めていく予定である。
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写真 1 大鳴門橋

橋長1，629mの大鳴門橋の全長にわたって、

本四連絡橋公団はダクタイル鉄管SII形呼ぴ径

200mm配水管および、100mm~肖火用水管の二条を

添架している口

3闘昭和54年度--56年度上水道の管路

更新

昭和11年の創設以来、福良および賀集地区

に布設された石綿セメント管を主に使用した

配水管の管路更新事業としてダクタイル鉄管

で布設替えした。

写真 2 長見山浄水場

使用管種:ダクタイル鉄管

継 手 :A形わよびK形

呼び径:75~450mm 

延長:約30，OOOm

防食対策: 潮の干満の影響により地下水

位も上下するため、管外面にポ

リエチレンスリープを手皮せた。

管路更新の効果:漏水が激減

し、約2，OOOm'の水が漏水から守

られた。有収水量も51%から76

%に向上した。そして、昭和56

年にはあの昭和53年の異常渇水

を上回る異常渇水が訪れ、島内

の他の市町では 2~3 ヵ月の時

間給水を実施したが、南淡町で

は安定給水を行った。

4.昭和55年度灘沼島簡暴水道増補改

良事業

沼島の水道は、初め深井戸を水源としてい

たが、昭和50年頃から塩素イオン濃度が徐々

に高くなり、昭和52年には飲用には不適当な

状態になった口このため昭和55年度から増補

改良事業を進めた。淡路島側の灘吉野の倉川

に水源を求め、最大381m'/日の取水施設と浄

水場、配水池をっくり、県道阿万灘洲本線に配

水管を布設し、城方地区から海底に布設し、

さらに沼島に配水池を設置し、そこから島内

に配水管を布設した。

5.平成 2年度，.，.，， 4年度何万地区簡水

の管路更新

昭和43年以来、阿万地区に布設された石綿

セメント管による送配水管約28.5kmのうち、

約23.0km (約81%) を3年間でダクタイル鉄

管による布設替えを現在進めている。

表 1 増補改良事業施工延長表

管種

夕、クタイル鉄管

夕、、クタイル鉄管

夕、、クタイル鉄管
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場
一
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一
水
一
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一
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一
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表 2 管路更新率表

区分
既設管(石綿セメント管) 更新管(ダクタイル鉄管)

更新率
日乎び、径:(mm) 布設年次 延長(m) 呼ぴ径(mm) 延長(m)

送水管 125 日召平日43 1，630 150 700 42% 

150 日召手口43 1，950 200 1，950 

125 日百手口43 1，982 200 1，982 

750 

100 日百手口43 4，848 150 3，698 

100 400 

200 473 
配水管

150 945 
75 昭手口43 16，750 

100 4，383 

75 6，344 

75 昭手口45 1，330 75 1，330 

150 日百手口43 1，950 200 1，950 

150 昭手口43 1，950 200 1，950 

小言十 26，860 22，255 83% 

合計 28，490 22，955 81% 
」一一一一

表 3 平成2年度末の呼び径別管路延長
6.おわりに

(簡水を含む)

日乎び才歪(mm) 上水道 簡易水道

50以下 30.8 8.0 

75 27.8 13.7 

100 7.7 6.3 

125 0.6 2.3 

150 13.5 3.1 

200 1.5 

250 3.3 

300 2.2 

350 1.0 

400 0.1 

450 

総 合 計 88.5 33.4 

単位 km

メE入I 計

38.8 

41.5 

14.0 

2.9 

16.6 

1.5 

3.3 

2.2 

1.0 

0.1 

121.9 

南淡町の水道管路更新は、昭和54年度から

始まっており、石綿セメント管に代って漏水

を起こしにくく、強度があり、水密性が高く

耐用年数の長いダクタイル鉄管を使用し、町

の財産として次の世代へ優れた管路を残すべ

く努めてきた。その結果、当初約80kmあった

石綿セメント管が平成 4年 3月末には約30km

に激減する予定である口

更新した約50kmのほとんどはダクタイル鉄

管による更新であり、その結果漏水は減り、

有収率は大幅に改善された。更新事業には確

かに多額の費用がかかるが、有収率を上げる

ことにより年間100万ば近くの水源が確保され

たのと同ピ効果があった。なによりも異常渇水

時にも安定した給水を続けることができるメ

リットは大きい。今後も、未だ残る約30kmの

石綿セメント管を完全に更新し、漏水や事故

のない高度な管路を残したい口
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国営宮古農業水利事業について

1 . まえカずき

宮古島は、東京の南西およそ2，OOOkm、沖縄

本島から南西約400kmに位置し、面積は159km'、

平良市、城辺町、下地町、上野村の 4市町村

からなる人口 5万人弱の島である。(図 1) 

気候は、亜熱帯気候に属し、年平均気温23

℃、湿度80%と高温多湿で¥年平均雨量も2，

200mmと多くの降水があるが、その大部分は梅

雨と台風によってもたらされるため、空梅雨

や台風の少ない場合は即干ばつの発生につな

がることとなる。戦後の干ばつで記録的なも

のとしては、昭和38年の137日および昭和46年

の186日があるが、昭和46年の干ばつでは 3月

15 日 ~9 月 16 日の聞に降水量が僅か162mm しか

なく、主要作物である砂糖きびの収量も1.2t

/10a(平年6.0t/10a)と、宮古島の農業は壊滅

的な打撃を受けた。

これを契機に国は、昭和47年農業用地下水

調査を開始し、昭和49年からは地下ダム建設

の技術開発を目的として実験地下ダムの適地

選定、止水壁工法など具体的な検討にはいっ

た。これらの検討結果をもとに、昭和52年10

月に城辺町皆福地点において実験地下ダム建

沖縄総合事務局

宮古農業水利事業所調査設計課

課長八木正広

設に着手、昭和54年 3月には総貯水量70万ぱ

の皆福地下ダムが完成した。これにより琉球

石灰岩地帯では、地下ダムが水源開発の手段

として有効であり、技術的にも可能で、あるこ

とが確認できた。これを受けて昭和62年10月

地下ダムを水源とした国営かんがい排水事業

宮古地区がスタートし、平成 2年 2月には地

下夕、、ムに係わる工事を農用地整備公団に移管

し、国営・公団営の 2本立てで事業の進捗を

図るごととなった。

図 1 位置図
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2岡地形・地質の概要

宮古島は、島全体がサンゴ礁の隆起した琉

球石灰岩で覆われた平均標高60mの平担な島

である。

この平担な地形の中で、北西から南東に向

かう数条の高まりが見られるが、これは断層

の分布を示すものである。地層は、表面を厚

さO.7m程度の耕土(島尻マージ:琉球石灰岩

の風化土)が覆い、その下部に空隙性に富み、

透水性のよい琉球石灰岩層が50~60m の厚さ

で堆積し、その下部に地下ダム貯留水の器と

なる不透水性基盤(島尻泥岩)が占めている口

断層により 3層がそのまま段差を生り、不透

水性基盤は V字谷を形成することとなった。

(図 2、 3) 

A 
ぽ1

100 

o 

-30 

不透水性基盤標高は島の中央部がやや高く、

海岸部に向かつて低くなっているため、島の

中央部東西方向のラインが地下水の分水嶺と

なっており、ごれより北側に降った雨は地下

に浸透し、不透水性基盤のV字谷に沿って北

海岸へ、向。く南側ヘ降った雨は南海岸へ流

出し、海岸部で湧出することとなる。このよ

うな水はけのよい地質梓造のため、降雨はただ

ちに地下に浸透し、その結果宮古島にはりIIJ

が存在せず¥一方、海岸部には無数の湧水が

存在し、絶えることなく地下水を湧出させて

図 3

図2 宮古島の地下谷

相話帳 地下水流域界

← 地 下 水 流 向

泉

A' 
町1

100 

50 

O 

-30 

いる。宮古島は年間2，200mmの降雨があり、こ

れは全島で3.6億rrfの水量に相当するが、この

うちの40%(1.4億m')は地下に浸透し、毎日20

万d 以上もの地下水が海岸部で鴻水として海

ヘ流出していると推定されている。

3.地下夕、ムの概念

宮古島の地下ダム構想は、不透水性基盤の

V字谷を海岸付近で止水壁により締め切り、

地下の琉球石灰岩の空隙に地下水を貯めよう

というものである口(図 4)

図4 地下ダムの概念図

ゅifら
併前地下ダムがない場合 cコ 地下ダムを

建設した場合
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宮古島で建設する地下ダムの特徴としては、

以下の点が上げられる。

① 止水壁が壊れた場合でも、貯留水が下

流に逃げるだけで、地上ダムのように下

流の人命・家屋に対する危険はない。

②琉球石灰岩は岩盤としての強度が大き

く、地下水位の上昇、下降に伴う地盤沈

下、地滑りなどの心配がない。

③ 地表部は地下での貯水の影響を受けな

いので、今まで通りの利用ができる口

④ 直接日光が届かない地下に貯水するた

め、プランクトンなどの発生による水質

悪化は起こらない。

4.国営かんがい排水事業宮古地区の

概要

本事業は、「水無し農業」からの脱脚を図る

ため平良市外2町1村の8，400haの畑地に対し

かんがいを行うものである。

地下ダ ム 名 砂川ダム

止水壁型式
連続壁型

注入型

堤 高 (m) 49.0 

堤 長 (m) 1，835 

締切断面積(mZ) 43，800 

非締切断面積(m") 42，700 

天端標高(m) 31.0 

越 流 余裕高(m) 13.0 

流域面 積(km') 7.2 

満水面積(kぱ) 4.89 

総貯水量(千ms) 9，500 

有効貯水量(千ms) 6，800 

利用量(千m3
) 8，800 

表 2

このため国営事業では、仲原和よび皆福地

下ダムの取水施設とパイプライン、ファーム

ポンドな、どの末端支配面積50ha以上の基幹施

設を新設するほか、公団営事業では砂川およ

び福里地下ダム(取水施設を含む)を建設し、

県営事業と団体営事業では、末端の畑地かん

がい施設とほ場整備を実施する(表 1)。なお、

地下夕、、ムの概要は表 2の通りである。

表 1

事業主体 :子基 業 内 J打EモJ、テ、， 事業費(億円)

用 水 路 135.1km 

:事
国 ρ倍A 

加圧機場 8 ヵ所
218 

業 ファームボンド 7 ヵ所

の 水管理施設 1 式

内 公団営 地下ダム 2 ヵ所 272 
恒~す

県 酔邑ι 末端畑地かんがい施設 8，394 ha 

団体営 ほ場整備 3，140ha 400 

メ口入 計 (事業費は、昭和61年ベース) 890 

仲原流域 福里ダム 皆福ダム

連続壁型

注入型
注入型

52.0 16.5 

1，720 500 

32，000 4，800 

22，300 7，000 

46.0 33.0 

4.0 8.0 

12.4 1.2 

7.00 0.90 

10，500 700 

7，600 400 

3，600 11 ，000 600 

※仲原流域は、常時水位が高いため夕、ムをつくらず、直接取水する。

これによって干ばつの心配がなくなり、収

量の高位安定と品質の向上を図るとともに、

新しく水を使った収益性の高い作物および優

良品種への切り換えが可能になり、併せて区

画整理を行うことにより大型機械作業体系の

確立を図り、労働力の節減を図るものである。

5.皆福地下夕、ムについて

皆福地下ダムは、硫球石灰岩地帯での地下

ダム建設の技術開発を目的に昭和52年10月か

ら54年 3月にかけて建設された実験地下ダム

である口

皆福地下ダムでは、地下水流をせき止める
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止水壁を注入工法で建設した。この工法は、

地上から水を通さない層(不透水層)までボ

ーリングで穴をあけ、そこからセメントミル

クなどを圧力をかけて注入する方法である。

こうするとボーリング孔の周りの石灰岩は圧

入されたセメントミルクによってすき聞が充

てんされ、水を通しにくい性質となる。穴を

止水壁をつくる場所に連続的に配列すること

によって、地下に水を通さない止水壁をつく

ることができる(図 5)。

こうしてできた止水壁によって、貯水域内

の地下水位は一気に数m も上昇した。図 6に

止水壁の直上流と直下流の 2ヵ所の観測地点

における地下水位の変化を示す。

皆福ダム完成後実施した取水試験でわかっ

たことは、次の通りである。

① 地下ダムは、かなり長期の無降雨のあ

とでも越流状態を保っており、その水利

用にあたっては、満水面より上の水もか

なり見込むことができる口

② 長期の無降雨のあとでも、地下水が供

給され続けており、その量は1 日 1.2~1.

7mm手呈度と見積られる。

③ 取水量、水位低下量などから皆福ダム

貯水域の琉球石灰岩の平均的な有効間隙

率(これを「貯留率」という)を計算する

と10%となる。また、これから算出され

る皆福ダムの総貯水量は約70万n1となる。

④ 地下水位が低下すると、取水施設の能

力も低下する。

以上のような皆福地下ダムの成果を受けて、

宮古島全域の畑を対象とした国営宮古地区か

んがい排水事業がスタートした。昭和田年か

ら58年に調査計画、昭和59年から61年に全体

実施設計を完了し、いよいよ昭和62年から着

工されることになった。

図5 止水壁建設注入孔配置図

@セメント注入孔 @セメント粘土注入孔

。チェックボーリング孔

図6 皆福ダム地下水位変化図

10m' 
10 

貯円
水 。

量 6

EL 
40m 

50伽1m

降 300
水
量

第1矧施工



国営宮古農業水利事業について 45 

6.砂)1(地下ダムについて

砂川地下ダムは、皆福地下ダムの成果を受

けて昭和63年より建設工事に着手した世界的

にも類を見ない大規模な地下ダムであり、現

在は農用地整備公団により鋭意工事が進めら

れている口

当地下ダムの止水壁は、ソイルミキシング

ウオール (SoilMixing Wall: SMW)工法を

採用しており、その施工手順を図 7に示す。

①仮設工:ダム軸の通りの明示、削孔錐

の芯出し、錐位置における受

台、表層部の崩壊防止を目的

にガイドウオールを設置する。

②ケーシング削孔:ケーシング内にオ一方、

ーを挿入し、深さ20mまで掘

削排土する。

③先行削孔:ケーシングをガイドにし、 l 

本のオーガーで所定の深度ま

で注入液(1液)を使用して90

cm間隅で掘削する。排土を行

わないため穴の中は破砕され

た琉球石灰岩とスラブ混合液

が残るが強度、透水係数は期

待できない口

④越流部切崩し:90cm間隔で掘削して残っ

た部分を深さ20mまで掘削排

①
 

図 7 止水壁作業手順図
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土する。

⑤三軸削孔:即に90cm間隔で削孔された部

分を三軸両側オーガーのガイ

ドとして残った部分を所定の

深度まで注入液(1液)を使用

して掘削する。

⑥越流部埋戻し:止水壁の築造は、施工時

の混合工の上昇による越流部

の目詰まりを防止するため設

計天端より低く抑えた。その

ため、設計止水壁天端までそ

の不足分をコンクリートにて

仕上げを行い、その後越流部

は透水性のよい琉球石灰岩割

栗石にて埋め戻す。

⑦原位置撹持:三軸削孔が所定の深度に達

したら、注入液を固化用 (II

液)に切り換え、オーガー先端

から吐き出し、先に破砕した

琉球石灰岩および掘削用注入

液(1液)と撹搾混合する。撹

持混合されたものは次第に固

化し、 28日後には透水係数お

よび強度を満足する。

工事は右岸側最深部より着手し、止水壁は

全延長1，835mのうち平成 2年度までに470m

が完成している。

ワ綱取水施設計画

これらの地下ダムにより地下水を貯留し、

地下水位を高めたところに水中ポンプを設置

する。

水中ポンプは、能力2，000m" /日・台のものを

4流域に合計254台設置する。ファームポンド

までは 1本の送水管に数十台の水中ポンプを

ぷら下げる多点注入の直送方式で送水する。

(図 8)。

また、水管理、施設管理の簡便化と経済的

受電の観点から、254台の水中ポンプは複数の

台数ごとに群分けされ、あたかも 1台のポン

プを運用するようにON-OFF指令で群内の

全ポンプが作動-停止を行い、期別の必要水

量の変動に合わせて作動群数を変動させるシ

ステムとしている。

図 8 群井方式概念図

不透水'空基盤

(島尻層)

8輔事業の進捗状況

(公団営事業)

地下ダム

取水ゲート

国営事業としては、西歴2000年の事業完了

を予定している D 平成 2年度までに事業費ベ

ースで約20%の進捗をみており、ファームポ

ンドは 2ヵ所、管水路は8.5km (うちダクタイ

ル鉄管部は6.5km)完成した。

この管水路は砂川ダムを水源とし、東山ブ

取水井

不透水性基盤

(島尻層)

アームポンドへ送水する東山送水路(戸700X

約1，500m)、野原岳ファームポンドへ送水す

る野原岳送水路(戸900X約3，000m)ならびに

ファームポンドと受益地を結ぶ幹線水路であ

る。平成元年度から布設を開始したが、施工

はスムーズで順調に進捗している。管水路の

標準断面図を図 9に示す。また、その施工状
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況を写真1~4 に示す。 写真 3 管底部のつき閤め

ダクタイル鉄管の特徴としては、

① 接合が容易で施工性がよい。

② 遠距離の海上輸送にも耐え、トラブル

がない D

③ 強度に優れ、衝撃に対して安心である。

ことなどが上げられる。
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写真 1 呼び径1000mmダクタイル鉄管置場での

検査

写真 2 呼び径1000mm、700mmダクタイル鉄管の

布設

写真 4 管側部の転庄

9.おわりに

川がなく、台風銀座の宮古島、一見非常な

悪条件に見えるが、地下水は豊富で、地形は平

担、表層地質の島尻マージは水はけがよく、

畑作に適した土壌である。

すでにウリミパエの干艮赤色により、内地に向

けて農作物の出荷は可能となり、宮古郡民あ

げての努力により先島離島では唯一東京直行

航空便就航を果たし、東京圏の大消費地を眺

んだフライト農業が実現しつつある口

さらには、大阪直行航空便も関西新空港開

港に伴い実現の可能性もあり、宮古島をとり

巻く経済・流通システムも1990年代に大きく

変革しようとしている。このような状況の中、

近年需要が増大している熱帯野菜、熱帯果樹

だけでなく、野菜・果物、穀物についても、

石油をたく必要のない温い気候と本事業で可

能となる適期かんがいにより産地化の可能性

は高く、本事業が完成する商歴2000年には一

大農業立島として躍進する宮古島の姿がそこ

にあるのではないだろうか。



発行年 号数 タイトル 著者 概要

都城市におけるダクタイル鉄管に
よる管路更新事業

都城市水道局

工務課　係長
　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　渉

　昭和30年の創設から昭和50年頃まで石綿管を主に使用し、配管総延長
約962kmのうち、約204kmが石綿管であるが、昭和50年代後半からは石綿
管の老朽化による漏水が多発している。そこで、高耐圧管で強靭性、耐
久性に優れ、継ぎ手の伸縮、可とう性を十分に発揮できるダクタイル鉄
管が採用された。本論では､｢強い水道」としての施設づくりを目標に管
路更新を継続していきたいと述べており、この事業によって漏水防止の
効果を上げ、都城市の目標である有収率94％を早期に実現したいとして
いる。

波佐見町でのダクタイル鉄管によ
る管路更新

長崎県波佐見町

水道課　施設係長
　　　　　　　　　　　　　　　長与　誠人

　昭和33年の水道創設以来、47年度まで導送配水管に石綿管を主に使用
してきたが、管体強度と耐久性に問題があり、48年度からは水密性、管
体強度、耐用年数などを考慮してダクタイル鉄管が使用された。その結
果、石綿管の25％がダクタイル鉄管に更新され、管路の事故率や修繕率
が大きく減少したのである。本論では、今後もダクタイル鉄管で更新
し、漏水や事故の少ない高度の管路にしていきたいと結んでいる。

四賀村における石綿セメント管更
新事業について

長野県四賀村

水道課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　木下　辰男

　普及率は94.4％と高いが、有効率は73％と低く、原因が主に創設時に
使用した石綿セメント管である。このため、10年間で10億円を投入し、
約43kmに及ぶ石綿管のうち事故率の高い約80％を更新対象とし、耐久性
と信頼性が高いダクタイル鉄管に順次布設替えすることとしている。本
論では、老朽管更新推進国庫補助事業の初年度ということもあり、金額
が認められたが、今後は補助金確保がむつかしくなると思われる。しか
し､予算枠の拡充を希望し、管路更新を積極的に進めていきたいとして
いる。

1991年 No.50



発行年 号数 タイトル 著者 概要

1991年 No.50
北条砂丘地区かんがい排水事業
について

鳥取県倉吉地方農林振興局

耕地課
　　　　　　　　　　　課長　西山　禎一
　　　　　　　　　　　係長　山崎　俊吉
　　　　　　　　　　　主任　森田　秀男

　東西10km､南北1.5kmの細長い砂丘地帯に長芋、たばこ、ぶどうなどを
栽培し、京阪神や北九州方面に出荷されている。昭和56年度にかんがい
排水事業に着工し、施設を自動化し、水管理の省力化および水の合理的
利用を目的としている。この事業では、管路を幹線農道などの道路に移
設することにし、これにダクタイル鉄管が使用された。本論では、事業
の完成によって営農の省力化とかんがいの自動化が実現し、21世紀に向
けて地域社会の発展に大きく貢献できるものであると結んでいる。



　

ダクタイル鉄管第50号　

　平成3年5月　



都城市における

ダクタイル鉄管による

管路更新事業

1 .はじめに

都城市の配管網は、導・送・配水管を通じ

て、昭和30年の創設から昭和50年頃まで石綿

管を主に使用し、配管総延長約962kmのうち、

約204km(約20%)が石綿管である。そのため

に昭和50年代の後半から石綿管の老朽化によ

る漏水が多発している。

このような状況の中で、とりわけ老朽化が

高く、低耐圧管である石綿管の見直しが必要

となった。そして、年々増加する交通量など

も考え合わせ、高耐圧管で強靭性、耐久性に

優れ、また、継ぎ子の伸縮、可とう性を十分

発揮できる夕、クタイル鉄管の採用が必要とな

ってきた。

ダクタイル鉄管の採用に当たっては、高価

格なため採算性、施工性の問題点が協議検討

され、第 2次拡張事業を機に導・送・配水管

の大口径管に使用されてきた。

さらに、第 3次拡張事業では、呼び、径75mm

都城市水道局工務課

係長堀川 渉

以上の配管にダクタイル鉄管を使用し、並行

して漏水多発路線と道路改良や下水道工事な

どとの同時施工で老朽管の布設替えを実施し

fこ。

管種としては、大口径を除いてT形 3種管

をイ史用している。

2. 水道事業の沿革

都城市は、宮崎県の南西、鹿児島県の県境

に位置し、「人が元気、まちが元気、自然が元

気」のサブスローガンを掲げるウェルネス宣

言都市で、市の北西に高千穂の峰と韓国岳を

眺める霧島山系、東には鰐塚山を中心に東岳

山系の岡山系に困まれた盆地にある。

このために両山系を源とする地下水に恵ま

れ、以前から飲料水として地下水(深井戸、

浅井戸、湧水)を使用してきた。また、水質

も良質で、水道水としては全国でも「おいしい

水」のひとつに選ばれている。
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図 1 都城市水道事業区域図
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図 2 都城市水道施設概略図
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本市の水道は、この地下水(深井戸)を水

源とし、創設から現在まで使用している。

創設事業(菖蒲原浄水場)は、昭和30年に

給水人口 4万5，000人、 1人 1日最大給水量

200.(1，、 1日最大給水量9.000トンの計画で着

工し、翌年に給水開始している。

その後、市政の発展に伴い第 1次拡張事業

(jll東浄水場)を昭和37年より給水人口 7万

5，000人、 1人 1日最大給水量240.(1，、 1日最

大給水量 1万8，000トンの計画で実施し、昭和

42年に竣工した。

さらにその後、生活水準の向上などに伴い、

水の需要量は増加の一途を辿り施設能力に支

障を来すこととなった。このため昭和47年度

より、第 2次拡張事業を実施し、併せて水道

事業の広域的な運営を計るために中郷地区お

よび、庄内地区簡易水道の統合を行い、給水人

口10万500人、 1人 1日最大給水量460.(1"、 1 

日最大給水量 4万6.150トンに計画変更し、昭

和52年に完了した。

しかし、その後、創設時の水源と浄水施設

(各浄水場)などが老朽化し、併せて市民生

活の多様化と近代化による水需要の急激な伸

びなどが重なったため、さらに施設の拡張が

必要となった。

そこで、昭和55年度より第 3次拡張事業の

一端として一万城浄水場の建設と同浄水場系

統の導・送・配水管の布設工事に着手し、昭

和59年に完工した。

しかし、同時に給水区域外の造成団地より

水道施設の要望が発生した。

このため市の生活環境課(一般会計)と協

議調整などを行い、この区域を上水道に取り

入れることとなった。

この造成団地は、上水道の給水区域から500

m 以上離れていたことと、自家水の浅井戸が

年々水量不足になったことから、昭和63年度

より第 3次拡張変更事業の一端として無水、源

簡易水道事業の配水管の布設工事に着手し、

平成元年度に完工した。

なお、昭和63年に施設能力を見直して、縮

小変更した第 3次拡張事業は給水人口13万

5，000人、 1人 1日最大給水量459.(1，、 1日最

大給水量 6万2，000トンで、現在この計画諸元

に沿い、平成 9年度を目標にして水道事業を

進めている。

3. 創設から第 1次拡張事業までの配

管材料

(昭和30年~41年)

本市は、昭和3ω0年創設から第 1次拡張までで、、

呼び

石綿管、呼び、径50mm以下に硬質塩化ビニル管、

ポリエチレン管そして一部添架に鋼管が使用

された。また、拡張事業で統合した簡易水道

の配水管も創設が昭和38年代であったため石

綿管を使用している。

4.第 2次拡張時代の配管材料

(昭和42年~52年)

昭和42年から50年にかけては石綿管がかな

り布設されたが、第 2次拡張事業(昭和47年

~52年)の配管網(新設管)で送水管の呼ぴ

径600mm、導水管の呼び、径250mm、そして配水

管の呼び、径300~600mmの主管網にダクタイル

鉄管が使用された。

また、道路改良工事や下水道工事と並行し

て老朽管(主に石綿管)の布設替えをダクタ

表 1 管種別延長総括表

平成 2年 3月31日現在(単位 m)

手重 7]IJ 石綿管 硬質塩化ビニル管 ポリエチレン管 室岡 管 ダクタイル鉄管 合計

配水管 193，376 428，655 53，616 12，897 229，140 917，684 

導水 管 9，204 1，395 。 965 22，122 33，686 

送水 管 1，805 769 。 243 8，502 11，319 

言十 204，385 430，819 53，616 14，105 259，764 962，689 I 
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イル鉄管と硬質塩化ビニル管で行っている。

そして、昭和52年に石綿管の使用を全面的に

中止した。

5. 第 3次拡張時代の配管と更新事業

(昭和53年 -59年)

第 3次拡張事業(昭和55年-59年)では、

呼び、径75mm以上にダクタイル鉄管を使用し、

約100krnを布設している。内訳として呼ぴ径

100-600mmの配水管と250mmの導水管にダク

タイル鉄管が使用されている。そのうちの約

20krnが石綿管を含む老朽管の布設替えであ

る。

6庸配水管整備事業による管路更新事業

(昭和60年~平成元年)

昭和57年頃から石綿管の老朽化による漏水

が多発し始めた。特に上水道に統合した簡易

水道の配管に老朽化が進み、この対応(漏水

調査、修繕)に苦慮した経緯がある。

このようなことで、昭和60年から配水管の

整備事業に着手した。実施については、まず

漏水調査などを行い、漏水路線のうち緊急度

の高い路線から実施した。この結果、かなり

効果(有収率)が上がっている。実績として

年間約10krnの老朽管(主に石綿管)をダクタ

イル鉄管に更新しているが、完了までに今後

約20年間かかる見込みである。

なお、更新事業は高額の予算が必要で、あり、

水道事業の運営に支障となることから、この

件に関しては厚生省の補助基準緩和を期待し

fこしミ。

表 2 過去10年間の有収率実績

単佐%

年度 有収率 備考(事業名)

昭和田年 79.1 第 3次拡張事業

56年 81.3 " 
57年 80.2 " 
58年 80.9 " 
59年 83.8 " 
60年 86.0 配水管整備事業

61年 86.8 " 
62年 87.8 " 
63年 89;5 " 

平成元年 89.9 " 

表 3 配水管整備事業による石綿管の更新延長(昭和60年~平成元年)

(石綿管からダクタイル鉄管に更新)

昭和60年

61年

62年

63年

平成元年

言十

更新延長 主な事業内容

10，585 

13，409 

14，267 

9，092 

7，682 

55，035 

旧中郷簡水の老朽管布設替え(送水管、配水管)

向上(配水管)

下水道工事との並行工事(老朽管布設管)

下水道、道路改良との並行工事(老朽管布設替)

同上

導水管、送水管も含む)

表 4 過去5年間のダクタイル鉄管の布設延長

(配水管整備事業)

単位 m

(新設、布設替え・・・…配水管、導水管、送水管含む)

単位 m
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7.管路更新事業

(1) 鷹尾319号線配水管布設工事

一平成 2年度一

工事内容 道路改良工事と並行して石綿管

の日乎び、千歪100mmをダクタイノレ室失

管の呼び、径150mmに布設替えし

すこ一日

延長 206m

管 種 T形 3種管

(既設石綿管一昭和33年度布設)

効 果 同 時施工による舗装工事と路盤

工の節減(経費節減)

写真 1 醸尾319号線での配管状況

(2) 花繰通線配水管布設工事

一平成 2年度一(単独事業)

工事内容石締管の老朽化(漏水多発)に

よる布設替え工事

石綿管呼び、径100mmを夕、、クタイ

ル鉄管の呼び、径100mmに布設替

えした。

延長 325m

管 種 T形 3種管

効 果漏水防止

写真2 花繰通線での配管状況

8.今後の管路更新

本市の管路は、前にも述べた通り、石綿管

(老朽管)が約200km残っており、この更新が

急務となっている。今後も「強い水道J とし

ての施設づくりを目標に管路更新を継続して

実施したい。以下は、今後の更新事業に対す

る目標と課題である。

(1) 年間計画として、約10kmの石綿管を夕、

クタイル鉄管に更新する。

(2) 経費の節減を図るため、公共工事(道

路改良、下水道工事)などとの並行工事

を推進する。

(3) 災害(地盤沈下、地震)などに強い管

路づくりを実施する。 (SII形ダクタイル

鉄管などの使用)

(4) 土質および、水質による腐食と電食に強

い配管材料の採用と防食工法の検討を行

う。(ポリエチレンスリーブのf采用)

(5) 道路および構造物の保全のため、開削

工法と施工法の改善を図る。

最後に、この管路更新事業によって、漏水

防止の効果を上げ、本市の目標である有収率

94%を早期に実現したい。

また、水道事業の目的でもある「清浄で、安

定した水の供給」に努めたい。



被佐

1 .はじめに

波佐見町は長崎県のほぼ中央、東彼杵郡の

北部に位置し、長崎県佐世保市、川棚町、佐

賀県武雄市、嬉野町、山内町と接し、長崎県

では数少ない海のない町である(図 1参照)。

農業を主とする第 1次産業と、陶磁器を主と

する第 2次産業および陶磁器販売業を主とす

る第 3次産業が中心である。

水道事業は昭和33年に創設以来、昭和47年

度まで、導送配水管に使用する管種として石綿

セメント管を主に使用してきたが、管体強度

と耐久性に問題があり、昭和48年度から石綿

セメント管の管路更新を開始した。更新に際

して使用する管種を検討した結果、水密性が

あり、管体強度が優れ、耐用年数が長いダク

タイル鉄管を選定した。水道施設の将来を考

えて品質の高い管路を残すことにしている。

以下、当町の水道事情と管路更新状況などい

くつかの事例についてご参考までに報告す

る。

長崎県i皮佐見町水道課

施設係長長与誠人

2 .水道事業の沿革

波佐見町の水道の沿革は主産業の窯業の発

展と関係がある。波佐見焼は現在、和用食器

の全国生産額シェアが16%で全国第 3位とな

っている。波佐見焼は大村藩主大村喜前公が

朝鮮から帰国する際に陶工李祐慶らを伴って

帰国し、慶長 4年(西暦1599年)波佐見村(現

在は町)の村木地区に窯を築いたのが始まり

である。初めは粘土で陶器を焼いていたが、

川棚川をさかのぼって三股や井石に陶石を

発見し、磁器の焼成に成功した。そして、明

治の初期に原料が三股陶石から熊本県の天草

陶石に変わり、生産量は次第に増加した。今

日、年間約200億円の生産高を示している。400

年の歴史と伝統を守り、手作り、手がきの高

い技術が認められ、昭和53年 2月に国の伝統

的工芸品の指定を受けている。

陶磁器の原料を粉砕し、水槽内でブドひする

(振るい分けする)のに大量の水が必要で、あ

る。波佐見町は、山々に固まれており、川棚
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図 2 湯無間浄水場施設概要
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図 3 波佐見町上水道事業施設概要図

川とその支流による豊かな水量に恵まれてい

る。このため飲料水など住民の生活用水、農

業用水、窯業用水などは河川水、浅井戸、湧

水によって十分まかなわれていた。しかし、

窯業の発展に伴い、過疎を知らない町として

水の需要が増加してきた。これに伴って地下

水の水位の低下もあり、一方で、は、産業排水

や農薬などによって、河川や水路の流水の汚

染も進行した。このようなことから、生活用

水確保についての町民の要望が高まり、上水

道の建設が急務となった。このような問題解

決のため昭和33年に中尾郷に簡易水道を建設

したのを始め、その後皿山、中央、南、束、

金屋と鬼木、野々川、村木、中の原の地区に

簡易水道を開設し、昭和48年以降順次上水道

に統合を進めている。

水は、私たちの毎日の暮しと産業の活動を

支える重要な資源で、水の安定供給は福祉向

上と経済活動の発展のためにきわめて謹要な

課題である。そのような理由で波佐見町は、

昭和55年度から 3ヵ年計画による総事業費13

行政反域 亡二二ごっ
k水道給水区域 C二二二コ
i争 7)< 場 ロ
ポンプ場 ① 

同日 7)< 池 。
ll'i'水池 • I 

水
(勇き* • w 

伏流水 • R 

表流水 • s 
ilJj¥ 

浅井戸 • A 

深井戸 . Il 

道 ノk 管 一
送 * 管

『一日目--

画己 7)< 管

if!J JlI hー-ーーE司ー-ーー匂ーーーー『ー一』一ーーー一-ーー，

ダ ム q逗7J'
自動車専用道路 ミこなごエ

億円で第 2次拡張事業に着工し、湯無田浄水

場および導・送・配水管施設を昭和57年度ま

でに完成させた(図 2参照)。

現在、上水道と簡易水道を合わせて給水人

口は 1万5，200人、水道の普及率は97%である

(図 3参照)。今後は、年次計画で、水源を確保

し、未給水地区の解消と老朽管(主に石綿管)

の管路更新に努めていく予定である。
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1 .浄水施設

(1) 着水井:鉄筋コンクリート造り

内法

幅3.6X長さ 12.4X高さ3.65X1池

マイクロストレーナー 1台

(2) フロック形成池:鉄筋コンクリート造

り

上下う流式

内j去

幅0.7X長さ37.2X高さ2.70X1池

(3) 横流式沈でん池:鉄筋コンクリート造

り

内法幅5.9X長さ35.0X高さ 4.4(有効

水i架4.0)X2~.也

(4) 緩速ろ過池:鉄筋コンクリート造り

内法幅16.0x 23.0 (有効面積350m2
) x 

4 ~.也

(5) 浄水池(兼ポンプ井):鉄筋コンクリー

ト造り

内法幅10.0X長さ 10.0X高さ4.5(有

効水深3.0)x 1池

(6) 管理棟:鉄筋コンクリート造り

1階:電気室、薬注室、滅菌室、発電

機室、職員詰所

1階言十 243.0m2

2階:監視室、事務室、水質試験室、

宿直室 2階計 208:0m2

合計 451.0m'

2 .配水施設

(1) 高部配水池:P.C造り

内径 16.0m、有効水深 5.1m、有効容

量 1，000m3

(2) 低部配水池:P.C造り

内径 16.0m、有効水深 5.1m、有効容

量 1，000m3

3 .電気計装設備

(1) 高圧受変電設備 1式

(2) 動力、電灯設備 1式

(3) 計装設備 1式

(4) 非常用発電設備 200KVA 1式

3 .管路更新

昭和33年の創設から昭和47年までに使用し

た管材として、呼び、径50mm以下の埋設部はT

S形塩ビ管、露出部は鋼管 (SG P)で、呼

び

し仏、昭和3ω9年から上越し部に夕ダダ、令、ク夕イル鉄管

を一部使用するようになつた。

昭和47年における管路総延長は約70kmあ

り、その大半は塩ビ管と石綿管であった。こ

れらの管は材質強度が劣り、継子の水密性が

低いので、この時期の管路の維持管理には大

変な苦労があった。ちょうど基盤整備事業が

行われていた関係で、重機が頻繁に使用された

こともあり、多いときは 1日に数回の漏水事

故が発生した。

そこで、昭和48年から老朽石綿管の更新に

本格的に取り組んで、きた。基本的には呼び径

150mm以上をダクタイル鉄管で、呼び径100mm

以下を塩ピ管で更新したが、呼び、径75mm、100

mmで、も県道下や交通量の多い町道下にはダク

タイル鉄管を使用した。

平成元年末まで、に石綿管の約半分26kmが更

新された。その結果、管路の事故率は大幅に

減少した。平成元年末現在の呼ぴ径別および、

管種別の管路延長は表 1および表 2の通りで

ある。

表 1 平成元年度末現在の呼び径別管路延長

単位 km 

呼ぴ径(mm) 導水管 送水管 配水管

50以下 2.7 3.2 38.4 

75 1.6 35.7 

100 17.8 

125 0.4 2.8 

150 1.5 0.5 9.4 

200 0.4 3.4 

250 2.6 0.6 6.2 

300 4.8 

合 計 7.2 6.3 118.5 

総延長132km
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表2 平成元年度末現在の管種別管路延長

単{IL km 

立円D; 種 管路延長

ダクタイル鉄管 24.4 

3耐 同門 4.5 

硬質塩化ビニル管 76.7 

石綿セメント管 26.4 

ρf1 、 132.0 

4 .管路更新事例

1 .配水管布設替工事(田頭地区)

(平成 2年度)

歩道の舗装切り工、素掘り掘削し、既設呼

び、径150mm石綿管を撤去した。呼び、径200mmタ事

クタイル鉄管A形 3種を延長455mにわたっ

て、土かより1.2mで据え付け、接合し、購入

砂を埋め戻し、転圧、路盤工を行った(図 4、

写真 1参照)。

2 .横枕橋添架管取替工事

(昭和63年度)

腐食の激しい既設呼び、径100mm鋼管を撤去

し、呼び、径150mmダクタイル鉄管 (A形 3種)

延長30.84mを架設、接合し、橋梁板桁スティ

フナーに溶接で取り付けたブラケットに管を

添架した(図 5、 6および写真 2参照)。

図 4 呼び径200mm夕、クタイル鉄管布設替え

工断薗図

0.60 単位 :m

写真 1 呼び径200mm配水管(ダクタイル鉄管)

図 5 橋梁添架管側面図i
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φ25甲型空気弁(保温筒付)

1.6X 50支持金具(亜鉛メッキ)

φ25Uボルト (SUS304)

φ25ゲート弁(BSR-OR)

φ25SGP.PB 

ダクタイル鉄管 平成 3. 5 第50号

図 B 添架管空気弁部詳細図

〆 ホールアンカ-yz -x 120mm (SUS304) 2個

φ150 x 25サドル分水栓

φ150Uボルト (SUS304)ダクタイル鉄管用

※保温工=分水栓~空気弁の間

t =25mm外装ステンレス板

単位:mm 

写真 2 呼び径150mm添架管(ダクタイル鉄管) 5 .今後の管路更新

波佐見町の水道管路更新は、昭和48年度か

ら強度が高く、水密性に富み、耐用年数の長

いダクタイル鉄管を使用し、将来の維持管理

を考えて行っている。その結果、導・送・配

水管に使用されている石綿管のうち約25%

(約13km)がダクタイル鉄管で更新され、管

路の事故率や修繕率は大きく減少した。当初

の管材料費は塩ビ管より少し害IJ高となるが、

事故の修理費や寿命の点を考慮すればダクタ

イル鉄管の方が有利で、あると考えている。

施工も簡単で、地震や地盤沈下に順応する

ので、今後も引き続いてダクタイル鉄管を採

用し更新を行いたい。未だ残っている延長約

26.4kmの呼び、径75~300mm石綿管を完全に更

新し、漏水や事故の少ない高度の管路にして

いき fこいと思う。
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ゆついて

「水道期石綿セメント管診麟マニュアル」

に基づいた管路診断

1 .はじめに

四賀村の上水道は、昭和34年12月 1日に給

水を開始して以来、配水池の増設等を経て、

平成元年度末に給水人口6，209人、普及率94.4

%に達した。

一方、有効率は73%と低く、厚生省の目標

の90%に達していない状態である。破裂事故

も多く、 1年間に62件も発生した年もあった。

この原因は主に創設時に使用したパイプがす

べて石綿セメント管であり、布設後32年経過

して老朽化が進み、かつ、交通量の増加など

の悪条件が重なってきているためで、ある。

また、破裂事故の修理では、広範囲の断水

が発生し、住民に多大な迷惑をかけている。

このため、安定給水をめざして「石綿セメ

ント管更新10ヵ年計画」を策定し、平成元年

度から事業に着手した。

この計画では、 10年間で10億円を投入し、

現在 4万3，143mに及ぶ石綿セメント管のう

ち、事故率の高い約80%を更新の対象とし、

耐久性と信頼性が高いダクタイル鉄管に順次

長野県四賀村水道課

課長木下辰男

布設替えすることとしている。残り 20%につ

いても、 10ヵ年計画完了後に布設替えを予定

している。

村営事業としての10ヵ年計画を基に、平成

2年度からスタートした厚生省の新規国庫補

助事業制度を積極的に導入し、事故の未然防

止と計画的な更新事業を実施することとし

fこ。

国庫補助申請のため「水道用石綿セメント

管診断マニュアルJ(財団法人 水道管路技術

センタ一発行)に基づいた管路診断を実施し

たので、参考までに以下にその内容について

報告する。

2 .四賀村の概要

現在の四賀村は昭和30年 4月、会田・中

川・錦部・五常の 4村が合併して誕生した。

人口は6.577人。

地理的には、長野県松本市から東北へ17km、

筑摩野山地の中央に位置し(図 1参照)、村の

中央部を国道143号線が横断している。
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図 1 四賀村位置図
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面積は90凶を有し、広大な村域の大部分は、

筑摩野山地に属する山地で、古くから嶺問地

方と呼ばれている。

当村は江戸時代は天領であり、交通の要所

で善光寺街道と江戸街道の宿場町として栄

え、現在も神社・仏閣・石仏などが数多く残

っている。

主産業は稲作を中心とした農業で、養豚・

養鶏も盛んで、、特産物として松茸がある。

3 .水道事業の沿革

地質の大部分が第三紀層に属する粘土質

で、特に五常地区は地滑り地帯が多く、した

/ 

J 
/ 

/ 人¥

静岡県

がって水質が悪く飲料水としては不適当な地

域が多かった。

上水道の設置を見るまで、は止むなく井戸水

や河川の水を利用しており、保健衛生上大き

な問題であった。

このような実状から、上水道の設置は村発

足以来の念願であったが、昭和32年ようやく

議会の議決を経て設置に踏み切り、昭和34年

給水開始、昭和41年 4月には執田光・中北山

地域にも給水し、遂に全村給水地域となり今

日に至っている(表 1参照)。

水資源は、山が浅く年間降雨量1，000mm以下

と恵まれていない。さらに、生活様式の近代
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表 1 給水概要と管路概要

計画給水人口(人) 10，300 
がJふ口

給水人口(人) 6，209 

7]< 普及率(%) 94.4 

和見 計画 1日最大給水量(財) 1，576 

要 水源の種類と比率(%)
i勇水約32

伏流水約68

管路総延長(m) 74，487 
管 イ)導水管路延長(m) 2，022 

路 ロ)送水管路延長(m) 10，458 

概 ハ)配水管路延長(m) 62，007 

要
石綿管路延長(m) 43，143 

Ll_至綿管路延長/管路総延長(先) 57.9 

平成元年度末現在

化や産業振興、特に多頭飼育畜産に伴って上

水道の需要は急速に増大してきており、現在

の施設ではすでに供給は限界に達している。

4 .石綿セメント管路更新10ヵ年計画

の策定

創設時における管路は、すべて石綿セメン

ト管を使用した。これらの管路は、布設後32

年を経過しており、管路の老朽化に伴う事故

が多発している。特に給水区域内は起伏に富

んで、いる関係で、配水圧力を高めざるを得ず、

破裂事故の誘発につながっている。

このような事情から、 21世紀に向かつて安

定性のある水道の構築をめざし、「石綿セメン

ト管路更新10ヵ年計画J を策定し、平成元年

度から着手した。

「石綿セメント管路更新10ヵ年計画」の概要

総事業費 10億 円

工 期平成元年~平成10年の10ヵ年

更新管路延長約35km

5 .平成 2年度石綿セメント管の診断

「水道用石綿セメント管診断マニュアル」

に基づいて、平成 2年度布設替え予定の管路

(図 2参照)を図 3 r平成 2年度の石綿セメ

ント管診断フロー」に従って診断した。

(診断は危険度推定法および強度推定法まで

とし、第 1次判定によって老朽度ランクを判

定した。)

図2 四賀村の管路概要および診断管路

i主:診断区間は危険度推定j去の区間
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図 3 平成2年度の石綿セメント管診断フロー

ここで老朽度ランクは、老朽化がもっとも

進んで、いるもの(老朽度がもっとも高いもの)

を I、老朽化がもっとも進んでいないもの(老

朽度がもっとも低いもの)を W とする。

平成 3. 5 第50号

6 .診断用管路図作成 以下のデータを記入した 0

・呼ぴ径 (mm)国庫補助申請用の縮尺に合致した診断用管

路図がなかったため、平成 3年度以降の診断

への適用も勘案し、村内全管路について「診

断用管路図面J を、以下の条件に基づき作成

しfこ。

1) 縮尺は 1/5，000とした。

2) 石綿セメント管路について以下のデー

タを記入した0

・呼ぴ径 (mm)

-種類 (1-4種の区別など)

.布設年度

・管路延長 (m)

3) 石綿セメント管以外の管路については

. f垂業頁 (FCD、VP、SPなど)

7 .診断区間設定

1. 危険度推定法の診断区間設定

危険度推定法の診断区間は、連続している

管路で表 2に示す区分がすべて同じである範

囲の管路を r1診断区間」とし、診断区間は

5区間とした(図 4参照)。

2. 強度推定法の診断区間設定

強度推定法の診断区間は、連続している管

路で表 3に示す区分がすべて同じである範囲

の管路を r1診断区間」とした。危険度推定

表2 危険度推定法の診断区間設定のための項目・区分

項目

管の呼ぴ径(mm)

石綿管の種類

布設 年 度

区

呼ぴ径ごと (50、75、100、125、150、200・・・・・・)

ノ一、
'/J 

1~4 穏の区別、普通の管・塗装を施した管・鋼板巻き込み管の区別

土 2~ 3年以内の差異は同じ年度とする。
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図 4 危険度推定法診断区間設定図面(対象地域の抜粋)

大沢系 危険度推定法診断区間(管路番号 1、 2、4、5) 

凡 伊j

管事号

石綿セメント管 AP  

ダクタイル鉄管 FCD 

ビニル管 VP 

鋼 管 SP、 (GP) 

石綿セメント管記入例 [フ延
綿セメント管管種

の干重要買

の呼ぴ径
月遅:W-~

F局沢・金山系 危険度推定法診断区間

(管路番号3)
ァ:FCDその他管路記入例

L~(7)種類
び径

法の「診断区間番号 1J を、地下水の有無で、

2診断区間に分割し、 6診断区間とした。

用として、「強度推定法診断区間設定図面」を

作成した。

また、危険度推定法と同様に診断区開設定

表 3 強度推定法の診断区開設定のための項目・区分

エ頁 目 区 /メ7J、

管の呼ぴ径(mm) 呼ぴ径ごと (50、75、100、125、150、200・・・・・・)

使用年数 士2-3年以内の差異は同じ年数とする。

水道水の水質 水源・浄水場・配水系統などで区分する。

埋戻土の土質 土質(砂・シルト・粘土刷ローム・その他)、地下水の有無で、区分する。
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8 .管路情報の収集

診断対象管路について、昭和63年度~平成

2年度までの 3年間(1管路のみ 2年間)の

事故データを収集し、事故記録記入シート(表

4参照)にまとめた。

さらに、事故記録記入シートの事故発生箇

所がわかるように「事故発生筒所図面」を作

成した。

9 .危険度推定法

1. 危険度推定法について

各管路ごとの過去の事故率(件/km/年)を

基にして危険度を推定するものである。

「石綿セメント管診断マニュアル」で示さ

れている診断法の中でもっとも簡便な方法

で、机上の検討のみで行うことが可能で、、危

険度のおおまかな推定に役立つものである。

2. 危険度推定法による老朽度ランク区分

診断対象管路の過去の事故率を(1)式から算

出し、呼ぴ径別に事故率を表 5の老朽度ラン

ク区分に当てはめ老朽度を求め、結果を表 6

にまとめた。

また、「危険度推定法による老朽度ランク区

分図面J を作成し、管路を老朽度ランク別に

色分けし、管路の老朽度が一目でわかるよう

にしfこ。

a=事故件数(件)/診断区間管路延長 (km)/調査期間(年) (1)式

a 事故率(件/km/年)

表 4 事故記録記入シート

診断区間
No.1 No.2 No. 3 NO.4 No. 5 

管路番号

呼び、径(mm) 100 100 100 125 75 

調査開始
昭和63年 平成元年 昭和63年 昭和63年 昭和63年

年度

事故 No. 発生年度 発生年度 発生年度 発生年度 発生年度

1 昭和63年 平成元年 昭和63年

2 昭和63年 平成 2年 昭和63年

3 昭和63年 昭和63年

」ーーーーー ーー句『司-

一一----------
- ーー..，_

29 I 平成 2年

30 I 平成 2年

事故件数

合計
30 。

表 5 危険度推定法老朽度ランク区分

老朽度 事故率 a (件/km/年)

ランク 呼び、径50mm 75mm 100mm 125・150mm

I a孟 8.3 a孟3.7 a 主主3.0 a孟1.7

II 8.3> a孟3.3 3.7> a孟2.3 3.0> a孟1.6 1.7> a孟0.7

III 3.3>a>0 2.3>a>0 1.6>a>0 0.7>a>0 

W 。 。 。 。

200mm以上

a話1.3

1.3> aミ0.4

O.4>a>O 

。
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表 6 危険度推定法判定結果一覧表

診断区間 管路延長 呼ぴ径 布設年度

管路番号 (km) (mm) (年)

1 1.650 100 昭和33年

2 0.200 100 昭和33年

3 1.800 100 昭和33年

4 0.434 125 昭和33年

5 0.100 75 昭和33年

10. 強度推定法

1. 強度推定法について

管の劣化に影響を及ほすいくつかの使用条

件から、相関関係式(強度推定式)を用いて

管の劣化度(残存強度)を推定するものであ

る。

推定式に用いるデータの一部については新

たに計測する必要があるものもあるが(土壌

のRedox電位などにそれらが揃えば計算で管

の残存強度が求まり、管路の安全性を推定で

きる。

推定精度は、管を直接調査する管体診断法

(今回は未実施であるが、平成 3年度は実施の

予定)のそれには及ばないが、前の危険度推定

法よりはかなりよいと考えられる。

2. 水質分析および土壌分析

強度推定式に用いる必要データについて、

水質分析および土壌分析を実施した。

水質・土壌分析用サンプルの採取箇所がわ

かるように「水賢・土壌サンプル採取地点図

面」を作成した。

① 水質分析

配水系統別(大沢系および月沢・金

山系の 2系統)に各 1ヵ所採水し、分

キ斤を行った。

〔曲げ強度〕

管種

1種

1 手重

1種

1種

l 手重

事故件数 調査期間 事故率 老朽度

(件) (年) (件/km/年) ランク

30 3.0 6.1 I 

2 2.0 5.0 I 

20 3.0 3.7 I 

。 3.0 0.0 N 

。 3.0 0.0 W 
L ー

② 土壌測定

診断区間内において、代表的な箇所

( 4ヵ所)の土壌を採取し、分析を行

った。

3. 強度推定法

下記(2)、(3)、(4)式の強度推定式から石綿セメ

ント管の残存強度を計算により求めた。

これらから求められた 3つの強度を表 7の

老朽度ランク区分に当てはめ、 3つの老朽度

ランクのうち老朽度がもっとも高いランクを

その区間の老朽度ランクとした。

各診断管路の強度推定式による計算値およ

び老朽度ランクを表 8にまとめた。

また、危険度推定法と同様に色分けの r強

度推定法による老朽度ランク区分図面J:を作

成した。

表 7 強度推定法の老朽度ランク区分

老朽度 曲げ強度 引張強度 圧壊強度|

ランク Yl (kgf/cm') Y2 (kgf/cm') Y3 (kgf/cm') 

I 125>Yl 115> 'Y2 250>Y3 

II 190>Yl孟125 170>Y2註115 375>Y3孟250

III 250>Yl孟190 225>Y2ミ170 500>Y3孟375i 

W Yl ;:S250 Y2孟225 Y3 ミ~500

Yl=O.43・xl-1.93.x2十 14.21.x3-O.67・h 十81.9 (2)式

Yl :曲げ強度 (kgf/cm')

Xl 呼ぴ径 (mm)

X2 使用年数(年)

X3 水道水のpH値

x6 土壌の合水比 (%)
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表 8 強度推定法判定結果一覧表

診断 管路 配水 地下 埋戻 呼ぴ 使用 水道 水道水の 水道水の 土壌の 土壌のレ
曲げ強度 引張強度 圧壊強度

区間 f圭 年数 水の ランゲリ 残留塩素 合水比 ドックス 老朽度

管路
延長 水の (rnrn) (年) pH11直 ア指数 (時/Q) (%) 電位(mV)

Yl 老朽度 Y2 老朽度 Ys 老朽度 ランク

番号 (km) 系統 有無 土質
X1 X2 Xs X4 X5 X6 X7 (kgf/ω) ランク (同f/r:nr) ランク (kgf/r:nr) ランク

1-1 0.825 大沢系 有 粘土 100 32 7.2 -3.00 0.15 54 591 129 II 170 III 442 III II 

1-2 0.825 大沢系 無 粘土 100 32 7.2 -3.00 0.15 23 557 150 II 175 III 472 III II 

2 0.200 大沢系 無 粘土 100 32 7.2 -3.00 0.15 23 557 150 II 175 III 472 III II 

3 1.800 
月沢金

無 粘土 100 32 7.4 -1.50 0.25 36 603 144 II 156 II 415 III II 
山系

4 0.434 大沢系 有 粘土 125 32 7.2 -3.00 0.15 54 591 140 II 185 III 442 III II 

5 0.100 大沢系 有 粘土 75 32 7.2 -3.00 0.15 54 591 119 I 154 II 442 III I 

〔ヲ|張強度〕

Y2 =0.62・Xl-4. 57.X2+23. 09.X3 -15.05・L 十 10.65.Xs -0.18. X6 + 50.5一一一一(3)式

Y2 :引張強度 (kgf/cm2
)

Xl 呼ぴ径 (mm)

X2 使用年数(年)

X3 水道水のpH値

X4 水道水のランゲリア指数

Xs 水道水の残留塩素濃度(mg/Q ) 

X6 土壌の合水比(%)

〔圧壊強度〕

Y3=-9.75・Xz十67.96・X3-34. 00・X4-0. 74・x6-0.21・x7+326.4 (4)式

Y3 :圧壊強度 (kgf/cm2
)

Xz 使用年数(年)

X3 水道水のpH値

X4 水道水のランゲリア指数

X6 土壌の合水比(%)

X7 土壌のRedox電位 (mV)

11.第 1次判定

1. 診断区間のとり方

第 1次判定は、危険度推定法の診断区間と

強度推定法の診断区間のうち、短い方の診断

区間ごとに行った。

2. 判定方法

危険度推定法による診断結果と強度推定法

による診断結果のうち、老朽度が高いと診断

された方の結果を採用した。

3. 第 1次判定結果

第 1次判定による老朽度ランクを表 9にま

とめた。

また、危険度推定法・強度推定法と同様に

色分けの「第 1次判定による老朽度ランク区

分図面」を作成した。
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表 9 第一次判定結果一覧表

診断区間 区 間 設 ，疋~令 危険度推定法

管路番号 呼ぴ径 布設 管路 *i原 埋戻 事故 調査 事故率 危険度

危険度 5虫 度 (mm) 年度 延長 配水 地下水 種類 件数 期間 (件/km 老朽度

推定区間 推定区間 X1 (年) (km) 系統 土質 (件) (年) /年) ランク

1 1-1 100 昭和33 0.825 大沢系 粘土 有 1 干重

30 3 6.1 

l 1-2 100 昭和33 0.825 大沢系 粘土 無 1 手重

2 2 100 昭和33 0.200 大沢系 粘土 無 1 手重 2 2 5.0 I 

3 3 100 昭和33 1.800 月沢金山系 粘土 無 1種 20 3 3.7 I 

4 4 125 昭和33 0.434 大沢系 粘土 有 1 干重 。 3 0.0 W 

5 5 75 昭和33 0.100 大沢系 粘土 有 1種 。 3 0.0 W 

診断区間 5虫 度 十住 疋，一弘. 法

管路番号 使用年数 ランゲリア残留塩素合水比レドックス 曲げ強度 引張強度圧壊強度 強度
第一次

pH 

危険度強 度 (年) 数 (mg/ Q) 

推定区間 推定区間 X2 Xs X4 X5 

1 1-1 32 7.2 -3.00 0.15 

1 1-2 32 7.2 -3.00 0.15 

2 2 32 7.2 -3.00 0.15 

3 3 32 7.4 -1.50 0.25 

4 4 32 7.2 -3.00 0.15 

5 5 32 7.2 -3.00 0.15 

12.診断結果のまとめ

第 1次判定の老朽度ランクは、すべての診

断区間で「老朽度ランク IまたはIIJとなり、

早急に管路更新を行う必要があるという結果

となった。

なお、今回診断実施の管路はすべて国の補

助対象の老朽度ランクに該当した。

13.今後の管路更新計画

四賀村における「石綿セメント管更新10ヵ

年計画」の管路更新の優先度は、明確な指針

がなかったため、主に事故率の高いものから

順次布設替えすることとしていた。

(%) 

X6 

54 

23 

23 

36 

54 

54 

電位(mV) (kgf/cm') (kgf/cm') (kgf/cm') 老朽度
判定

X7 Yl Y2 Y3 ランク

591 129 170 442 II I 

557 150 175 472 II I 

557 150 175 472 II I 

603 144 156 415 II 

591 140 185 442 II II 

591 119 154 441 I 

今後は、診断マニュアルに従って老朽度ラ

ンク付けを行い、管路の老朽度および重要度

などを総合的に判断し、更新計画を見直す予

定である。

14. おわりに

四賀村の財源は決して裕福とはいえず、今

回の「石綿セメント管更新10ヵ年計画J のよ

うな大事業を、将来において再度実施するこ

とは非常に困難である。

そのため、布設替え時における新管の管種

は、耐久性と信頼性が共に高い夕、、クタイル鉄

管を採用することとしている。
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特に、厚生省の「ふれっしゅ水道10か年計

画」で提唱されている、安定性の高い水道を

構築するためには、夕、、クタイル鉄管は最適な

管種であると考える。

今後石綿セメント管は、全国的に更新時期

を迎えることになる。と思われるが、水道技術

者が不足している中小事業体においては、更

新計画策定に際し、今回の診断マニュアルは

大いに役立つものと考える。

最後に、平成 2年度は老朽管更新推進国庫

補助事業の初年度ということもあり、四賀村

は要求額の全額が認められたが、今後は補助

金確保の困難も予想、される。

当村では長期計画を策定しているため、補

助金確保は重要課題のひとつであり、全体予

算枠の拡充を切に希望している。

なお、短い工期にもかかわらず診断、設計

および、工事に協力してくださった関係各位に

改めて感謝の意を表する次第である。



北条砂丘地区かんがい

排水事業について

1 .はじめに

鳥取県北条砂丘地区は、鳥取県中央部に位

置し、北条町・大栄町の 2ヵ町にまたがる日

本海に面した東西10km、南北1.5kmの細長い砂

丘地である。

この地域は、大栄町が昭和45年に、北条町

が昭和47年にそれぞれ農業振興地域に指定さ

れた平地農村地帯で、あり、昭和27年から段階

的に砂丘畑地帯の土地改良事業を実施してき

ており、不毛の砂丘地に長芋・たばこ a ぶど

う・らっきょなどを栽培し、砂丘特産物とな

っている。

地域の農産物は主として京阪神および、北九

州方面に出荷されているが、中国縦貫自動車

道の充実に伴い輸送時間の短縮が図られ、農

業立地条件は一層好転している。

県営北条砂丘地区かんがい排水事業は昭和

56年度に着工し、それまでに完成していた一

連のかんがい施設を自動化し、水管理作業の

大幅な省力化とともに限られた水の合理的利

鳥取県倉吉地方農林振興局耕地課

課長西山禎一

係長山崎俊吉

主任森田秀男

用を図ることを目的としている。これにより、

本地区の歴史的・段階的整備事業の最終目標

へ到達することになる。

事業は、平成 3年度に完了の運ぴであるが

基幹水利施設についてはすでに本格的な供用

を始めている。そこで北条砂丘地区の土地改

良事業の歴史と本事業の概要について以下に

紹介したい。

2.砂丘を拓く(北条砂丘地区の歩み)

北条砂丘は洪積世末期、中国山地の風化花

関岩が天神川を流下し日本海の漂砂となり、

風力・潮流・波浪による複合作用で形成され

たものと考えられている。

地区内は標高 2~34mで概ね平坦で、あり、

その砂層は地区全般にわたり数十mの深さで

約90%の粗砂によって形成されている。保水

力の小さい土壌で、地下水位も低い乾燥砂地で

ある。
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写真 1 嫁ゴロシ

旧藩時代に、鳥取藩により植林・開畑が進

められたが、飛砂によりほとんど失敗した。

たとえ開畑に成功しでも、たちまちかんがい

用水に困り、開発は進まなかったが、大正初

期から桑園の経営が進められ、その後戦中・

戦後の食糧難時代に入り甘ショなどが栽培さ

れるようになった。

用水源として砂丘低位部に「浜井戸」とい

われる小規模な池を掘り、これから炎天下に

人力により用水を汲み上げかん水する方法に

束頁っていた。これは北条砂丘の「嫁ゴロシ」

といわれる苛酷な労働であり、経営も集落周

辺の限られた面積に止まっていた。

昭和20年代に至り、約1.000haに及ぶこの

砂丘地を開発利用し、農業経営を安定させよ

うという気運が地元で高まり、県営畑地かん

がい事業として、昭和27年から着手すること

になった。

県営畑地かんがい事業は表 1に示すよう

に、基幹水利施設を建設するものであった。

表 1 県営畑地かんがい事業の概要

穐 別 事業費 事業費(千1-1)) 施工年度(11日和) 占有 要

~f~ 首 1ヵ所 41，671 29-30 
同定幌、 1:砂nt:角落 5門
:tl長長 143m

揚水機場 4ヵiW 56，576 

第1陽水機場 lヵ所 20，301 31-32 
ポンプ11俺 700mm渦巻、モーター 300
H) 1 i守

第2 1/ 1ヵ所 12，838 3:3-34 
ポンプ日経 450x 500mm渦巻、モーター

第3 1/ lヵ所 20，335、 35-37 
ポンプ口保 180x 260mm 300 x 400mm ì~古巻
モーター85kW160州各 1台

第4 1/ 1ヵ所 3，102 31-33 
ポンプ11筏 200mmilliJ巻
モータ -401ヂ 1内

m*路
9，144m 

112，460 
2ヵ!好

大幹線用水路 お，973m 106，476 27-37 
聞きょ、 1，594m、サイフォン3，106m、H音;

きょ :320m、700-350mm、石綿ノfイフ"3，953m

小.i;{:字紙:丹Jノド路 171m 464 33 400mmヒューム管

fJliJ 整 i也 2ヵ所ー 5，520 35-:37 
大きさ20X60X1.8m界最 1，980m'I/

30X12X1.1m 1/ 396m' 

!li= !J~ 榊 5ヵ}I{r 10，197 37 
零最164m'、100m'、400mヘ600mヘ

1/ 1，124m' 

電気J没備 1 ょに 15，757 :31-36 
送電線 8，980m、東配電線 1，970m
間配電線 2，986m

電話設備 l ょに 1，710 34-37 磁石式有線電話 4，956m

その他 30，939 27-37 L混雑費、事務費、その他

269，610 

着手昭和27年度完成昭和39年度完成事業費 269，610千円
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表 2 北条砂丘地区の作物別栽培面積の推移 単位作付面積=ha

葉たばこ 長 芋 ぶどう すいか 大 中艮 らっきょ その他の説菜 ム口、 言十
作甘報

作付面積 作付面積 作付面積 作付面積 作付面積 作付商積 作付面積 作付面積

昭和50年度 167 115 147 145 144 57 12 787 

" 51年度 169 120 151 115 162 66 6 789 

" 52年度 168 154 153 94 80 72 30 751 

" 53年度 148 167 136 50 108 60 73 742 

" 54年度 144 147 165 90 120 78 21 765 

" 55年度 136 149 165 67 112 66 28 723 

" 56年度 139 143 140 67 81 58 26 654 

" 57年度 132 173 165 65 55 73 43 706 

" 58年度 134 184 142 24 73 79 32 668 

" 59年度 131 196 148 23 62 80 31 671 

" 60年度 121 202 147 28 49 89 41 677 

" 61年度 120 223 147 28 76 94 17 705 

" 62年度 113.9 211.1 147.0 27.7 64.2 96.4 41.0 701.3 

" 63年度 110.5 221.0 147.0 23.4 43.8 91.0 63.7 700.4 

平成元年度 92.0 172.0 147.0 21.0 58.0 69.0 98.0 657.0 

※その他の野菜・・・・・・向ネギ、メロン、トマト、里芋、わけぎほか
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天神川を用水源とし、第 1揚水機場に導水し、

吐出水槽から開水路で、第 2揚水機場に送水す

る。さらに逆サイフォンで第 3揚水機場まで

送水し、第 3揚水機で加圧された水は幹線用

水路(石綿管)で末端まで配水される。

末端でのかんがい方式は第 3揚水機場より

上流部はぶどう園が多いのでホースかんがい

とし、下流部はスプリンクラかんがいとする。

これらの末端施設とその配水管は団体営事業

として昭和31年度から着手した。

県営事業は昭和39年度に、団体営事業は昭

和40年度に完成し、“砂丘にかんがい用水を"

の願いが実現した。

北条砂丘地区の土地改良事業の第 2段階と

して農業基盤の整備をめざして昭和42年度か

ら県営ほ場整備事業「北条砂丘地区J・「北条

砂丘II期地区」を着手し、昭和57年度に完了

した。この事業の概要は次の通りである。

1.区画の構成

ほ区を散水計画による 4ローテーションブ

ロック、 トラクタ作業の 2日行程で考えて、

短 辺192-200m、長辺378-360mの7.2haと

しfこ。

2.整地工

畑の傾斜度を 30

に修正した。

3.道路配置計画

幹線道路、支線道路、耕作道路合わせて 7

万4，309mを整備した。地区を縦貫する幹線道

路は始終点を国道 9号線と結ぶ幅員6.5-7.4

mの道路である。

4.用水計画

畑地かんがい事業で設置された末端施設は

立ち上がり給水栓までとなっており、ホース

表 3 団体営畑地かんがい事業の概要

ブロック名 Z重 5JIJ 卒業最 事業費(千円) 施行年度(昭~D) 羽詰 要

揚*機場 2ヵ所 5，820 32 第 1陽水場口律 200mm301-P1台 | 

北 配水路 10，802m 12，137 31-32 第 2揚水場口提 150mm251-P1 i今

(66町) その他 2，159 経 300-100mm石綿ノfイプ

言十 20，116 
揚ノJ'¥.機場 1ヵ所 3，019 31 日経 160mm151-P1台

i吋 J:J記 自己水路 8，721凶 10，896 30-32 保 250-100mmヒューム管

(48111]") その他 2，372 
計 16，287 

陽水機場 lヵ所 5，100 33 n俺 200mm401-P各 2台
r:fij l-rx: illj 配水路 12，750m 20，155 33-34 経 450-100mm石綿ノfイプ

(100町) その他 4，662 
i汁 29，917 

掛ノド機場 lヵ所 12，982 36-38 日経 200mm601-P各 1台
よJ 原 配水路 31，731m 46，371 36-38 経 450-100mm石綿ノfイプ

(120111]') その他 6，117 
65，470 

ネi~ 和11
配水路 14，022m 26，096 35-36 経 350-100mm石綿ノfイプ

(86111]") 
その他 1，904 35-36 

28，000 

東 |実|
配水路 17，656m 30，202 36 徒 300-100mm石綿ノfイプ

(86IH]") 
その他 2，296 36 

32，500 

由良両|京|
配水路 18，493m 35，503 37-38 経 300-100mm石綿ノfイプ

(11211Jf) 
その他 3，297 37-38 

38，800 
配水路 88，134m 30，359 

39 11俺 400-100mm石綿管
貯水押l lヵ所 7，171 

111良阿浜
防水機場 1ヵ所 5，487 40 ポンプ円程 200mm渦巻ポンプ

(50IHJ) 
その他 9，153 モータ -35kW

52，170 

665111]" fi- ，i-I 283，260 

着手昭和31年度完成昭和40年度完成事業費 283，260千円
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かんがいおよび、移動式スプリンクラかんがい

では散水に多くの労力を要していたが、各耕

区に固定式スプリンクラを設置しその軽減を

図った。

5.暗きょ排水計画

標高2.5m以下の低位部は降雨により湛水

または過湿となる。砂丘の特産「ながいも」

については、地下水位が地表面下0.5m以上に

上昇している日が 1日以上続かないよう制御

し湿害のないようにした。

この県営ほ場整備事業により、区画形状の

改善、用排水路・道路・暗きょ排水の整備と

畑地の集団化などを総合的に実施し、労働生

産性を高めてきた。

3.営農省力化とかんがい自動化

一新しい県営かんがい排水事業

昭和27-57年までの事業によるかんがい施

設は、砂丘畑地帯の農業基盤の整備に大きな

役割を果たしてきたが、人為操作による方式

であるため、栽培作物のハウス化およびロー

テーションの乱れによる水圧の低下などのト

ラブルが出てきた。これらに対処するため、

かんがい施設の自動化・多目的利用と水管理

の省力化および、水の合理的利用を目的とした

「県営北条砂丘地区かんがい排水事業」に着

手し、本地区の土地改良事業の最終段階に至

っている。

1 .かんがい施設の自動化計画

(1)基幹制御施設

地区中央部の中央管理所から地区内に分

散している基幹水利施設の集中監視制御を

行う。これによって地区内の揚水機・加圧

機(5ヵ所・ 10台)をノーマンコントロー

ルし、地区全体の用水の配分を迅速かっス

ムーズに行うことができる。

一方、末端の散水についても、中央管理

所から 9ヵ所の散水制御盤のON.OFF監

ネ見を行う。

制御系統模式図を図 1に示す。

写真2 中央管理所

図 1 制御系統模式図 第1主主埜場
由良・西浜 /一中央管理所一一~ __L...----------仲DIBIAII

散布旦ー←---(目白司 γ 寸 山
l」川_____-_____-~イ/ベ/!11〈久\米一問団
回一 //¥イ/ft ¥「¥ |¥¥、(If水管理所)

〆〆忙ιihぷ〆 回 ，斗今〕陪

点州州|凶剖l欣i投I(!J'C本峨符仰引附F川附Itわりν[伝ルh汝恥削ノ!J叩州/ 長水管理号 長必不管逼説品 ¥ ¥ l 、〉石ぷ; 

田一 田 田/田町一 1l ; i 喧四| 
い | 江北新聞揚水機場

第 2揚*機場¥ ¥国坂揚水機場 (江北新聞散水管理所)

町五暗号官民主符よ百A ~I込受電または F 散水制御設備

引込受変電設備 @電磁弁
B ポンプ市IJ御設備 G 計装設備

C 流最制御設備 H TC/TM設備

D i断定電源設備 I 監視設備

E 自家発電設備 J 操作設備

②ポンプ設備 包)計測設備

(既設)5，OOOm'
(増設)950m' (既設)1 ，800m' 
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(2)末端制御施設

散水管理所(9ヵ所)に設置する散水制

御盤で、タイマー・飛び越しなど散水プロ

グラムを設定し、散水ノす/レブ開聞の自劫化

を行う。

2 .揚水機施設

8ヵ所の揚水・加圧機場を 5ヵ所に統合し

台数はランニングコストの低減、故障時の危

険分散を考慮、して 1ヵ所当たり 2台とする。

そこで、制御系統模式図に示す第 1揚水機

場、第 2揚水機場および、江北新聞揚水機場の

ポンプを更新した。

3 .用水路計画

(1) 1号幹線水路のパイプライン化

第 1揚水機場から国坂揚水機場までの開

水路については、 1号分水および 2号分水

の集中遠隔監視制御を導入するにあたっ

て、クローズドノてイプラインとする必要が

ある。そこでφ800mmx 2， 320mの管水路を

布設した。

写真3 長苧の生産

(2) 3号幹線水路の更新

第 2揚水機場から由良西浜分水までの 3

号幹線水路は呼ぴ径350-700mmの石綿管が

延長5，240m にわ た っ て 布 設 さ れ 、 最 大

O.474rri'/秒の水を送水していた。この管路

は次のような問題が生じていた。

①管はほ場の下に土かぶり 1mの深さに

埋設されているが、砂が飛散して土かよ

り60cm穂度の深さとなっている所も出て

きfこ。

②表 4に示すように、昭和27年当時は、

桑、甘ショ、陸稲、ぶどうを主体とした

かんがい計画であった。現在は桑、甘シ

ョ、陸稲に代わり長芋やらっきょの栽培

が盛んになってきている。特に長芋の栽

培には深耕機を用いるため、管の埋設深

さが1.4-1.5m未満では障害となる。

表 4 昭和27年当時の用水計画

( )1人，jha

作物名 面積(町) 品会(mmァ/j℃日is〉R 品(且mF河a/yk日f〉zE {龍 主J岳

ぶどう
(101.5) 

4.8 4827 治IRT31s]歩を除く
102.3 

桑
(116.9) 

5.0 5845 
117.9 

|十藷
(175.5) 

6.0 10530 
177.0 

すいか
(21.6) 

5.0 1080 
2l.8 

陪午前
(191.4) 

6.3 12058 
193.0 

(606.9) 
34385 

612.0 

一

③管路の下流部では由良町の住宅地と近

接しているため、今では管路に極く接近

して民家などの建設が進んで、きている。

以上のような問題を解決するため、管路

を幹線農道などの道路に移設することと

し、呼び、径400-800mmのダクタイル鉄管を

布設することにした。

写真4 民家とほ場



図 2 用水系統図
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図3 県営北条砂丘地区かんがい排水事業3号幹線水路計画平面図

(3)末端用水路

末端のスプリンクラへの配管と配水管と

の聞に電磁弁を設置した。

4開 3号幹線水路の施工

3号幹線水路はポンプ圧送のパイプライン

となるので、水撃圧の数値解析を行い、それ

に対して安全で、経済的なダクタイル鉄管を採

用した。

新しいルートは由良川を渡る長さ 150mの

お台場大橋に管路を添架する必要があった

が、ここも添架方法を検討し、ダクタイル鉄

管でも添架できるという結論が得られたので

写真 6に示すように施工した。

写真5 お台場大橋

日本海

写真6 お台場大橋に添架した呼ぴ径400mm

T形ダクタイル鉄管

表 5 水張り試験結果

Jffi水区間j 24時間後の減 換算した許容

No 呼び千圭(rnrn) 延長(m) 水量(Q/日) 減水量(Q/日)

① 800 894 300 3580~7150 

② 700 1，048 400 3670~7330 

700 737 
③ 453 4160~8310 

600 526 

600 392 
④ 250 1190~2370 

500 498 

新しい幹線水路は延長5.140mを平成元年

度から 2ヵ年にわたって施工し完成した。平

成 3年 3月にこの管路の通水試験を行った。
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試験は静水圧5.2kgf/ωを負荷し、 24時間放

置後の減水量を測定する水張り試験と、設計

水圧10kgf/c討を負荷し、管路が耐えること

を確認する水圧試験を行った。

水張り試験による減水量は、表 5に示す

ように、農林水産省構造改善局の「土地改良

事業計画設計基準 水路工(その 2)パイプ

ライン」に示す許容減水量よりも相当少ない

値に止まり、また、水圧試験で、も異常がない

ことカ叩雀認.できアこ。

新しい施設は、平成 3年 3月10日から供用

を開始し、順調にかんがいが行われている。

5. おわりに

昭和27年に始まった北条砂丘地区の土地改

良事業の最終段階として、昭和56年から北条

砂丘地区かんがい排水事業を建設し、平成 3

年度で完成の運ぴとなった。

事業には開水路のパイプライン化やポンプ

と幹線水路の更新、水管理の高度化など新し

い課題も多く含まれていたが、これらの完成

により今後、営農の省力化とかんがいの自動

化が実現し、 21世紀に向けて地域社会の発展

に大きく貢献できるものと期待している。
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