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地震時における配水幹線等の被
害予測およびその対応について

名古屋市上下水道局

水道本部　配水部　配水課
　　　　　　　　　　　　　　　　林　哲矢

　配水幹線の更新にあたっては合理的に更新優先順位を決定する必要が
ある。名古屋市上下水道局では地震による被害率や配水管網内の水理的
役割を管路ごとに評価する被害予測調査を行い、幹線更新の優先順位づ
けを行った。今回のレポートでは同市がこの調査結果をもとにして、平
成15年度以降の配水幹線の改良計画を策定したことにより、より効果的
な改良が可能になったと述べている。

愛知中部水道企業団における耐
震管全面採用の経緯について

愛知中部水道企業団

総務部　検査室長
　　　　　　　　　　　　　　　川本　幸弘

　昭和50年に設立した愛知中部水道企業団は「強くて災害に負けない水
道」の構築を基本施策として老朽化した石綿管の更新を計画的に進めて
きたが、同企業団の給水区域が東海地震の強化地域に指定されたことか
ら、管路の耐震化がより重要な課題となってきた。このため、様々な検
討を繰り返した結果、呼び径75mm以上の管路を全面的に耐震継手ダクタ
イル管路に切り替えることにした。今回のレポートでは、この決定に
至った主な検討内容とその対応について紹介している。

長距離圧送管路、西川流域下水
道におけるS形ダクタイル鉄管の
採用

新潟県流域下水道事務所

工務第一課　技師
　　　　　　　　　　　　　　　根本　晋哉

　日本一の米どころとして知られる新潟県には信濃川をはじめ多くの河
川が流れているが、近年、農村の都市化による生活・工場排水の増加に
より、水質汚濁が進み、信濃川下流、阿賀野川、西川、魚野川および国
府川の5流域から構成される越後平野の流域下水道整備が急務となって
いた。今回のレポートではこの中の一つ西川流域下水道の概要およびこ
の長距離圧送幹線に優れた耐震性・信頼性を有しているS形ダクタイル
鉄管を採用するに至った経緯を報告している。

ダクタイル鉄管製飲料水兼用耐
震性貯水槽（呼び径1500mm）の
設置について

芦屋市水道部

工務課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　濱崎　幸一

　芦屋市水道部では、阪神・淡路大震災の教訓から水道施設の見直しを
図りつつ耐震化を進めているが、これと併行して大規模災害時における
初動体制としての飲料水確保および消火用水確保のため、飲料水兼耐震
性貯水槽の設置を平成8年度から消防庁補助事業として進めている。今
回、その一環として岩園小学校に耐震性貯水槽を設置したので、その設
計、施工について報告している。
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水への決意（災害に強い水道づく
り）

柏崎市ガス水道局

施設課　課長代理兼保安係長
　　　　　　　　　　　　　　中澤　賢一

　柏崎市ガス水道局では、｢災害に強い水道づくり」を目標に幹線に初
めて耐震継手であるS形ダクタイル鉄管を採用した。従来より同市にお
ける最大の災害は渇水であるとの考え方で、自主水源強化の道を歩んで
きたが、現在ではその水を災害時においても確実に供給できるよう、管
路の耐震性強化を進めている。今回のレポートでは、平成10年度から配
水小管にNS形ダクタイル鉄管を全面採用するに至った経緯を述べてい
る。

福岡市における技術研修の変遷
と「水道技術研修所」の創設

福岡市水道局

配水部　事業調整課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　巖

　福岡市水道局では、職員の業務が直営から指導監督へと移行したこと
から実務経験の場が激減したうえ、他局との人事交流が活発化したこと
などから、技術者が育ちにくい環境が生まれた。このため、技術者の育
成が大きな課題となっていたが、人材を育成するための効率的な技術伝
承手段の一つとして、日常業務を通じて行う職場研修に加え、職員の技
術力に応じた技術研修を実施することになった。今回のレポートでは、
平成13年8月開設された水道技術研修所での活動状況と福岡市における
技術研修の変遷について報告している。
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イ千ァ
按術レポート

〉

地震時における配水幹線等の
被害予測およびその対応について

1.はじめに

名古屋市では、これまで配水管網を更新する

場合、呼び、径450mm以上の配水幹線について

は、老朽化した高級・普通鋳鉄管を対象としてき

た。しかし、平成15年度からは漏水防止や地震

対策の上から、ダクタイル鉄管で、あっても条件に

よっては直管部や異形管部に印ろう継手を用い

た管路も更新対象に含めることとした。

このような配水幹線の更新にあたっては、合理

的に更新優先順位を決定する必要がある。

地震に

対する

機能評価

水理解析

による

機能評価

名古屋市上下水道局

水道本部配水部配水課

林哲矢

表1 管路の機能評価指標

管路の 内容
機能評価

濃尾地震により被災した場合
被害率 における評価対象とする管路

のlkmあたりの被害件数

濃尾地震により被災した場合

被害件数 における評価対象とする管路

の被害件数

流量比
各配水区域の全給水量に対

する評価対象管路の通過流

量が占める比率を示した値

評価対象管路を断水した場

平均圧力
合に他の交点に生じる圧力変

変化量
化量を総和し、さらに管路の

容積比で重み付けを行った指

標

評価対象管路を断水した場

低圧化 合に圧力低下で断水の影響

対象人口 を受ける人口を示す値

有効水頭lOm以下を断水と

みなす
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表2 耐震化管路の選定に使用する

評価指標の組み合わせ

ケース 機能評価指標の組み合わせ

被害率

2 被害件数

3 流量比

4 平均圧力変化量

5 低圧化対象人口

6 被害率・流量比

7 被害率・平均圧力変化量

8 被害率・低圧化対象人口

9 被害件数・流量比

10 被害件数・平均圧力変化量

11 被害件数・低圧化対象人口

12 被害率・流量比・平均圧力変化量

13 被害率・流量比・低圧化対象人口

14 被害率・平均圧力変化量・低圧化対象人口

15 被害件数・流量比・平均圧力変化量

16 被害件数・流量比・低圧化対象人口

17 被害件数・平均圧力変化量低圧化対象人口

そこで、地震による被害率や配水管網内の水

理的役割を管路毎に評価する被害予測調査を

行い、これに基づいて幹線更新の優先順位付け

を行った。

この概要について報告する。

2.地震時における被害予測調査の概要

調査は、表1に示す指標に基づいて耐震化す

る管路の優先順位を決め、その順位に従って一

定の距離を耐震化した場合の効果を評価するも

のである。これを表2に示す17ケースについて行

い、どの指標の組み合わせに基づいて管路を耐

震化していくのが一番効果的なのかを検討し

た。

調査全体の流れを図1に示す。以下に各項目

について説明する。

3.調査内容
( 1)管路データの整備

今回、調査対象とした管路の概要を表3に示

す。調査対象管路は呼び径300mm以上であ

り、各管路に口径、延長、管種等のデータが入力
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(2）管路の機能評価

＋ 
(3）耐震化管路の選定

＋ 
(4）現状と耐震化後の配水管網で

濃尾地震を被災した時の評価

＋ 
(5）現状と17ケースの耐震化後を

比較し、耐震化の効果を評価

＋ 
効果的な耐震化計画の立案

されている。

また、水理解析用のデータとして、呼び径

400mm以下の管路の管末部、分岐部、口径変

化部などに設けた交点に、給水量、給水人口デ

ータを入力した。

給水量は、本市給水区域のlkmメッ、ンュ毎に

集計されている給水量データを用いて、各メッシ

ュ内に設定した交点に給水量として設定した。

給水人口は、lkmメッシュ毎の全給水量を一

人あたりの水使用量で除して算出し、給水量と

同様に各交点に設定した。

表3 各管種の管路数、管路延長

管種 管路数
管路延長

（比率）

7 33. 9 km 
ダクタイル鉄管（一般管） 6,193 (75.8%) 

152.5km 
ダクタイル鉄管（耐震管） 1,718 (15.7%) 

10.2 km 
鋼管 189 (1.1%) 

72.1 km 
鋳鉄管 744 (7.4%) 

968.7 km メ口』、 雪口十I 8,844 (100%) 
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(2）管路の機能評価

各管路に表Hこ示す5つの評価指標毎の計

算を行った。以下でそれぞれについて説明す

る。

① 被害率

日本水道協会の 「地震による水道管路の被

害予測（平成 10年11月）」に示されている被

害推定式を用いて算出した。算出した結果を

図2に示す。

Rm (x) =Cp ・Ca・Cs・C1・R(x)

Rm (x) ：管路の被害率（件／km)

Cp ：管種による補正係数

Ca ：管径による補正係数

Cs ：地形による補正係数

C1 ：液状化による補正係数

R (x）：標準被害率（件／km)

x ：地震動強さ

本調査では以下に示すように、地表面最大速

度を用いた鋳鉄管の標準被害率曲線を用い

た。

R (v) =3.11×10-3 ( v-15) i.3o 

R (v）：標準被害率曲線

v ：地表面最大速度 （kine)

また、補正係数については表4を用いた。

図2 被害率による管路の評価結果

以上
単位来件演/km 

1 3297 ～ 
0 7844 ～ 1 3297 

0 5512 ～ 0 7844 

03821 ～ 0 5512 

0 2726 ～ 03821 

02149 ～ 0.2726 

0 1792 ～ 02149 

0 1349 ～ 0 1192 

00900 ～ 0.1349 

00204 ～ 00900 

対象外
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表4 各要因の補正係数

管種 管径
Cp Cd 

DIP（耐震管） 0.0 ¢75 1.6 

DIP（一般管） 0.3 手100-¢150 1.0 

SP 0.3 ~200・¢450 0.8 

CIP 1.0 ¢500以上 0.5 

地形 液状化

Cs CI 

改変山地 1.1 なし 0.0 

段丘 1.5 部分的 2.0 

谷－旧水部 3.2 全体的 2.4 

沖積平野 1.0 

良質地盤 0.4 

② 被害件数

上記の被害率にその管路の延長を乗じて求

めた。

Ra=R£a・La

Ra ：評価対象とする管路の被害件数（件）

Rfa：評価対象とする管路の被害率（件／km)

La ：評価対象とする管路の延長距離（km)

③ 流量比

各配水区域の全給水量に対する評価対象

管路の通過流量が占める比率を示した値で

あり、次の式により求めた。算出した結果を図

3に示す。

QRa=Qa／ヱQn1

QRa：評価対象管路の流量比

Qa ：評価対象管路の流量（m3)

Qni ：各交点の給水量（m3)

図3 流量比による評価結果
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④平均圧力変化量

評価対象管路の両端のバルブを閉止したと

想定して管網計算を行った場合に、同一配

水区域内の他の交点に生じる圧力変化量

の総和である。これにより、その管路が他の

交点の圧力に与える影響を評価することが

できる。管の容積比で、重み付けを行ってお

り、算出方法は次の通りである。

PH a＝ヱ（Psi×Vi）／ヱv.
PH a：評価対象管路の平均圧力変化量

Psi：圧力変化量

Psi :Psi=Pna-Pda 

Psi>Oの時は、Psi=Oとする

Pna：評価対象管路がある平常時の

場合の各交点における有効水頭

の平均値

Pcla：評価対象管路がない場合の各

交点における有効水頭の平均値

Vi：各管路の管容積

⑤低圧化対象人口

④と同様に評価対象管路の両端バルブを

閉止したと仮定した場合に各交点の圧力を

求め、これによる圧力低下で断水の影響を

受ける人口を示す値である。

算出式は以下の通りである。

LDa＝ヱ（Ji・Fi)

LDa：評価対象管路の低圧化対象人口

（人）

Ji ：交点に設定されている給水人口

（人）

Fi ：交点における断水の有無

（交点の水圧が0.098MPa( = lOm）以下となっ

た場合は1、0.098MPaより大きい場合は0とす

る。）

各管路について、上記④と⑤を算出するため

に、水理計算を管路数分だけ繰り返し行った。

(3）耐震化管路の選定

耐震化管路の選定は、各管路を評価指標毎

に点数化し、表2のケース毎に点数を単独あるい

図4 耐震化管路の選定フロー図

地震による機能評価

被害率
水理解析による機能評価

流量比
被害件数 平均圧力変化量

低圧化対象人口

各管路に評価指標毎の点数をつける

ケース毎に得点、の高い順に

耐震化する管路を選定

表5 耐震化を行う管路延長

1年間の耐震化 耐震化を行う

更新延長 管路延長

配水幹線
約 2km／年 約 20km

(¢450以上）

配水管
約 13km／年 約 130km

(¢300～¢400) 

合計 約 15km／年 約 150km

は組み合わせることによって各管路の総合得点

を算出する方法で、行った。選定方法のフロー図

を図4に示す。

耐震化管路の具体的な選定方法は次の通り

である。

①各管路の各評価指標の値をその評価指標の

最大値で徐すことにより、評価指標を0から1

までの点数にする。

例）ある管路αの被害件数の点数Pα

Pα口 Rα／RMAX(0孟Pα孟 1)

Rα ：管路αの被害件数（件）

RMAX：全管路における被害件数の

最大値（件）
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② 全管路の各評価指標の点数付けを行う。

③ 耐震化管路の選定を表2の17ケースにつ

いて行ろ。各指標単独で耐震化管路を選定

する場合は、その指標の点数を管路の得点

とする。複数の指標を組み合わせる場合は、

それぞれの指標の点数を掛け合わせた値を

得点とする。

④ 管路を配水幹線と配水管に分類し、各々につ

いて③で求めた得点の高い順に耐震化管路

を選択する。

なお、耐震化する管路の更新延長は、本市の

過去の実績を参考に1年間の管路更新延長を

決定し、これを10年間継続して行った場合を耐

震化後の管網と想定した。配水幹線（呼び径

450mm以上）と配水管（呼び、径400mm以下）

に分類し、各々について総合得点の高い順に耐

震化管路を選定することとした。更新延長を表5

に示す。

(4）配水管網の機能評価

管路の耐震化優先順位は、個々の管路の機

能を前項の各種指標を単独あるいは組み合わ

せて（表2の17ケースについて）評価することに

よって決定していくことができるが、どのケースが

効果的かを判断するためには、耐震化前後にお

ける管網全体の機能を評価・比較していく必要

がある。

そこで、濃尾地震を被災したときの地震直後の

「断水影響人口」と、地震直後から管路を復旧し

給水率が100%になるまでののべ断水人口を表

す「被災度」とLEう二つの値で管網全体の機能

を評価することとした。

以下でそれぞれについて説明する。

．断水影響人口

地震直後に断水（0.098MPa以下）となる人口

を表す値である。断水影響人口を算出するまで

のフロー図を図5に示す。

以下で算出方法を説明する。

図5 断水影響人口の推定フロー

管路の被害確率の算出
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断水影響人口の算出

① 各管路の被害率にその延長距離を乗じること

によって被害件数を求める。次に、管路の被

害がポアソン分布に従って発生すると仮定し、

管路被害の発生確率を次式より求める。この

被害確率は被害の受けやすさを0以上1以

下の数値で表したもので、1に近いほど被害を

受けやすいことを示す。

PF a= 1-e Ra・La 

PF a ：各管路の被害確率

Ra：各管路の被害率（件／km)

La：各管路の延長距離（km)

② コンピューター内にO以上1以下の乱数を管路

数分だけ発生させ、各管路に順に割り当てる。

①で求めた各管路の固有の被害確率と割り

当てられた乱数を比較し、被害確率が乱数よ

り大きければ、その管路は被害を受けたと判断

する。一方、被害確率が乱数以下であれば、そ

の管路は被害を受けなかったと考える。この結

果、被害を受けると判断された全管路の両端

のバルブを閉止し、それらの管路を取り去った

状態の管網モデルを作成して一つの管路被

害パターンとする。さらに、異なる乱数を発生さ

せて同様の作業を繰り返し、合計100通りの

被害ノザーンを作成する。

③ 各管路被害パターン毎に水理解析を行って

給水人口が設定されている交点の水圧を求

め、断水と判断される0.098MPa以下となる交

点を抽出する。これを100通りの全管路被害

パターンについて繰り返す。



図6における復旧日数は、神戸市水道局が「阪

神・淡路大震災における復旧過程の分析とその

短縮方策の検討」の中で提唱した管路の被害

件数と復！日に投入する班数の関係式より算出し

た。これは、以下に示すように復旧過程を①幹線

復旧期②管網復旧期③最終復旧期の3つの期

間に分けて求められており、これらから得られる

復旧班数を1日あたりに投入する復旧班数で除

すことによって復旧日数を決定することができる。

なお、本調査では、すべての期間にわたって同じ

班数（40班）を投入するものとした。

① 幹線復旧期 y1=1.85×Xl 

② 管網復旧期 y2= 1.28×X2 

③ 最終復旧期 y3=0.70×X2 

y1：幹線復旧期の復旧班数

Xl ：幹線の被害件数

y2：管網復旧期の復旧班数

X2：管網の被害件数

y3：最終復旧期の復旧班数

第74号

④ 100通りのシミュレーションのうち各交点が何

回断水したかをカウントし、断水率を求める。交

点、の給水人口に断水率を乗じることによって、

各交点における断水影響人口を求める。これ

を合計して、給水区域全体の地震直後の断

水影響人口とする。

5 平成15.ダクタイル鉄管16 

．被災度

地震直後の断水影響人口は、管路の被害が

市民生活に与える影響を直接表すことが可能で

ある。しかし、初期の断水影響人口が多くても早

期に復旧が完了すれば、市民が感じる苦痛はさ

ほどではない。逆に初期の断水影響人口が少な

くても復旧が長引くようであれば問題である。

そこでもう一つの値として、地震直後から管路

を復旧し給水率が100%になるまでの延べ断水

影響人口を表す被災度とLEう値を用いることとし

た。この被災度は図6の塗りつぶし部分の面積

で表される。

復旧完了時

ι 
復旧曲線図6

主
リ問

nυ

給
水
人
口
（
人
）

付←→i
最終復旧期

復旧日数（日）
「’｜司

幹線復旧期 管網復旧期

害率と流量比の積）の場合が最も小さくなる。

従って耐震化管路を選定する場合は、各管路

の被害率と流量比を点数化し、これらの点数を

乗じて求めた得点、を用いて改良する管路の優先

順位を決定することが、震災に対して最も効果的

であるとしヴ結論を得た。

(5）比較検討結果

現状の管網と17ケースの評価指標により決定し

た管路を150km全て耐震化した管網の機能評

価結果を図7、8に示す。これによると、地震直後

の断水影響人口及び被災度は共にケース6（被



17 地震時における配水幹線等の被害予測およびその対応について

地震直後の断水影響人口の比較

断
水
影
響
人
口
（
万
人
）

図7

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

耐震化のケース

3 4 

20 

いが

被災度の比較

被
災
度
（
万
人
・
日
）

図8

していくのが効果的か、応急給水拠点にいかに

早く水を供給するか等、地震後の対策として管

路の機能を早期に復旧する方策を検討していく

ことが課題である。そこで、管路の被害件数、機

能評価、投入復旧班数等を考慮した復旧計画

について検討してpく予定である。

4.おわりに

本市では、この調査結果を参考にして平成15

年度以降の配水幹線の改良計画を策定した。こ

れにより効果的な改良が可能であると考えてい

る。

今後は、地震発生後にどの被害管路から復旧
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v 
愛知申部水道企業固における

耐震管全面採用の経緯について

愛知中部水道企業団 総務部

検査室長川本幸弘
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1.はじめに

愛知中部水道企業団は昭和50年4

月に設立された。給水区域は、名古屋市

の東、豊田市の西に位置し、地形として

ほぽ南北に連なる尾張東部丘陵地帯に

属する豊明市、日進町、東郷町、長久手

町、三好町および名古屋市の一部を含

む地域で、総面積が130km2、当初の給

水人口は157,000人で、あった。図1に当

企業団の給水区域を示す。なお、現在日

図1 当企業団の給水区域

且5緑町

当企業団の給水区域
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進町は市になっている。

本地域は、もともと恒久的な自己水源が乏し

いため、一部深井戸より取水している他はほとん

どの浄水を県営水道用水供給事業から受水し

ていた。また、名古屋市の就業人口が増加した

影響で宅地化が進行し、さらに新規産業の進出

によって急激に都市化が進展したため、水需要

の増加に対応することが求められていた。ところ

が、各市町単独では水道事業の規模が小さく、

施設の拡張や管理、および県営水道の受入れ

体制などで、不合理な面が多かったことから、当企

業団の設立に至ったもので、ある。

これによって、これまで、別系統で、あった県営愛

知用水水道用水供給事業水系と県営西三河

水道用水供給事業水系の2系統からの相互受

水が可能となり、緊急時に大きなメリットとなる他、

新規県営水道を区域内の最も標高の高いところ

で、受水して自然流下で、給水することによって、よ

り合理的な事業運営が図れるようになった。

この創設事業が完了した後、第一次変更事

業、第一次拡張事業を経て、平成10年6月に厚

生大臣より第二次拡張事業｜目標年次 平成

20年度、計画給水人口 302,400人、計画1日

給水量 140,700m3 （内、県営水道130,700m3、

自己水源10,000m3)fの認可を受け、現在鋭意

推進しているところである。

2.地震防災対策強化地域への指定

当地域に大きな影響を与える東海地震は、過

去の歴史によれば100年から150年に1度の頻

度で繰返し発生しており、最後の地震が1854年

に起きてから既に148年が過ぎた今、いつ発生し

でもおかしくない状況にある。

一方、国は、昭和53年の大規模地震対策特

別措置法が成立して以来、四半世紀が経過した

ことから、その間の観測データ等を基に強い地震

の揺れが生じる地域を見直すこととし、平成13

年3月に内閣総理大臣を会長とする中央防災会

議において、「東海地震に関する専門委員会」

が設置され、 12月には現行の地震防災対策強

図2 東海地震に係る地震防災対策強化地域（案）

。
il 

oD 

地震防災対策強化地域（案）

：強化地域案

醐幽m ：現行の強化地域

注）中央防災会議 東海地震対策専門調査会のホームページより引用
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化地域（以下、強化地域とpう。）の西側に強い

揺れが生じることが報告された。これを踏まえ、12

月の中央防災会議において、内閣総理大臣から

強化地域の見直しに関する諮問がなされたた

め、「東海地震対策専門調査会」が設置され、強

化地域の指定および地震対策のあり方につい

てさらに検討することになった。その後、平成14

年4月に当調査会から中央防災会議に対してこ

の強化地域に関する報告がなされている。

ここに、強化地域は「著しい地震災害が生ずる

おそれがあるため、地震防災に関する対策を強

化する地域」と定義されており、震度6弱以上の

揺れが発生すると予想される地域を基本として

指定されている。図2に、当調査会より報告され

た東海地震に係る地震防災対策強化地域（案）

を示す。

その結果、当企業団の給水地域も強化地域

内に含まれることとなり、水道施設の地震対策を

早急に強化していくことが必要となった。

3.耐震継手ダクタイル鉄管の全面採用

への経緯
( 1)背景

当企業団では、「強くて災害に負けない水道」

の構築を基本施策とし、第二次拡張事業の主要

事業のひとつとして老朽化した石綿管の更新を

計画的に進めてきたが、当企業団の給水区域が

東海地震の強化地域に指定されたことから、管

路の耐震化が重要な課題となってきた。このた

め、様々な検討を繰り返した結果、呼ひ、径75mm

以上でこれまでK形ダクタイル鉄管を使用してき

た管路を全面的に耐震継手ダクタイル管路に切

り換えることにした。以下に、この決定に至った主

な検討内容とその後の対応について紹介する。

(2）継手および、管種の選定

耐震継手ダクタイル鉄管には、NS形管（呼び

径75-450mm、協会規格は75-250mm）、S

H形管（呼ひ、径75-450mm）およびS形管（呼

び、径500-2600mm）がある。これらの直管の継

手構造を図3～図5に示す。

図3 NS形直管の継手構造（併75～併450)

ゴム望（ フツソμυ田レ用ゴム

＼＼三

口突部

図4 s E形直管の継手構造（併75～¢450)

ボルト・ナット

押輪 ゴム輪 ノfックアップリング 挿し口突部

図5 S形直管の継手構造（併500～併2600)

ボルト・ナット

これらの継手は、これまで採用してきたK形と同

等の確実な水密性に、さらに大きな継手伸縮量

（管長の±1%）と離脱防止性能l3DkN(D：管の

呼び、径mm）！を付加したもので、（財）国土開発

技術研究センターの「地下埋設管路耐震継手の

技術基準（案）」に示される継手の評価基準で最

高ランクに位置付けされるものである。このSE形

およびS形による管路は平成7年に発生した兵庫

県南部地震で一切被害はなく、その優れた耐震

性は実証されている。また、NS形はSE形と同等

の耐震性能を有し、かつ施工性の改良とコストダ

ウンを実現した継子で、平成12年の鳥取県西部

地震や平成13年の芸予地震でも被害は報告さ

れていない。さらに平成14年4月にNS形の価格が

引き下げられたことから、当企業団では呼び径

75mmから450mmまで、はNS形、呼び、径500mm以

上はS形を採用することとした。
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なお、管種については全面的に1種管を使用

することにした。これは、3種管にすると現場での

挿し口突部加工ができないため、どうしても1種

管と3種管が混在することになり、将来的な管路

の維持管理に支障をきたすことが懸念されたた

めである。

(3）設計・施工面での対応

これまで当企業団では、造成地の盛土部など

の地盤変動対策として耐震構造の管をごく一部

の管路に採用した程度で、あったため、今回の全

面採用にあたって、管路設計や施工に関する企

業団職員および配管業者への教育が急務とな

った。そこで、日本ダクタイル鉄管協会と管メーカ

ーの協力により、以下のような講習会を実施して

きた。

①技術講習会（平成14年6月17日実施、参

加者：職員44名）

－ダクタイル管による耐震管路の概要

N S形ダクタイル管の性能および設計

・NS形ダクタイル管の施工および施工管理

②実技講習会（平成14年6月27日実施、参加

者：職員44名、配管業者96名）

NS形ダクタイル管（直管）の接合および解

体の実技

・NS形ダクタイル管（異形管）の接合および

解体の説明

・NS形ダクタイル管の切り管および挿し口

加工の実技

③実技講習会（平成14年9月25日実施、参加

者：職員44名）

・NS形ダクタイル管（異形管）の接合および

解体の実技

N S形ダクタイル管と既設管との結び配管

の実技

・NS形ダクタイル管の水場での接合性の確
三刃
口dし、

また、配管業者には、これらの他にも管メーカー

の配管実技講習会や管工事組合が独自に実施

した配管実技講習会に参加するなどして、確実

な施工技術の習得に努めてもらうようにした。

さらに、日本ダクタイル鉄管協会および名古屋

市上下水道局と協議しながら耐震管路の設計

基準を整備した。検討した主な項目は以下の通

りである。

①一体化長さの計算方法、および現場での運

用方法

②既設管との接続方法

③掘削幅などの土工定規

④切管の最小す法

⑤残管の処理方法

⑥フランジ形式の大平面座から溝形への変更

⑦設計図面の表記方法

⑧継ぎ輪の使用箇所の基準化

4.おわりに

以上のように、当企業団では事業推進の基本

施策の一つである「強くて災害に負けない水

道Jを実現していくため、送－配水管路のダクタイ

ル鉄管の使用区域を全面的に耐震管（NS形 ・S

形）に切り替えることにした。

現時点では、まだ地震防災施設整備計画とし

て具体的な年度ごとの移行計画を決めた訳では

ないが、これまでのダクタイル鉄管の使用区域を

全て耐震継手管にすることにより、拡張や改良

事業で施工する管路と石綿管の更新事業で施

工する管路が順次耐震化され、今後着実に「強

くて災害に負けない水道」が構築されていくもの

と考えている。

実際、当企業団では耐震継手管の設計や施

工の経験が少なく、今回の耐震継手管移行へ

の準備期間も短かったことから、設計－施工に関

してまだ多くの解決すべき課題が発生してくるも

のと予想されるが、今後一年程度をかけてこれら

の解決を図ると同時に、耐震継手管への全面移

行とpう決断を実りあるものにするために様々な

対策を講じてLEく所存である。

最後に、本施策の実施にあたり、ご協力を賜っ

た関係各位に心より感謝の意を表す次第である。
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塵Ill!離圧送管暗、西川流域下水道に
おけるS形ダクタイル鉄管の採用

際開
… 醐 … …  

1 .はじめに

新潟県は日本海側のかなめに位置しており、

日本最長を誇る信濃川をはじめ、阿賀野川、西

川、魚野川および国府川が流れている。全国的

においしL立評判の新潟米は、過去に幾度とな

く繰り返されてきた信濃川の氾濫がもたらした肥

沃な越後平野の，恩恵によるところが大きい。

しかし近年では農村の都市化により生活、工

場排水量が増加したことで河川の水質汚濁が

進み、生活や自然環境への影響が顕著化してき

た。そこで県民の健康な生活や豊かな自然、さら

には日本一の米どころ新潟を守るためにも、信濃

川下流、阿賀野川、西川、魚野川および国府川

の5流域から構成される越後平野の流域下水

道整備が急務であった。

本報ではこのひとつである西川流域下水道

の概要およびこの長距離庄送幹線に優れた耐

震性・信頼性を有しているS形ダクタイル鉄管を

採用するに至った経緯について報告する。

新潟県流域下水道事務所

工務第一課

技師根本晋哉

,.,.,.,,,,. M 争

2.西川流域下水道事業の概要

西川流域下水道事業は新潟市（西川右岸地

区、新川左岸地区、黒崎地区）、西川町、巻町、

吉田町、分水町、岩室村、昧方村、潟東村、月潟

位置する計10市町村の下水道整備を包括的

に行うため計画された。事業概要を表1に示す。

この計画は平成4年度に事業認可を受けて

おり、平成5年度に着工した。これまでに西川11

号幹線は第 3ポンプ場（巻町付近）まで約

18.7km、西Jll2号幹線は第10ポンプ場（新潟

市緒立付近）まで

表1 事業概要

項目 内容

全体計画面積 6,089ha 

計画人口 199,900人

完成目標年次 平成22年度

下水の排除方式 分流式

管渠総延長 75,399m 

汚水中継ポンプ場 19箇所

処理場計画水量 144,200m3 ／臼
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り、平成14年9月からは一部の管渠で供用を開

始した。現在はさらに上、流に向かつて工事を進

めているところである。西川流域下水道事業計

画図を図1に示す。またそれぞれの幹線の管渠

構成を表2に示す。

3.圧送方式の採用

西川1号幹線の最上流に位置する分水町と、

最下流に位置する西川浄化センター（新潟市）と

の間の地形は、この2地点が約40kmの距離に

位置するのに対し、標高差がわず、かに9mとLEう

表2 管渠構成

流域下水道 幹線名
位置 管渠口径 延長 圧送管延長

処理区の名称 起点 終点 (mm) (m) (m) 

西JI11号幹線
新潟市新通 分水町大字 世1650-

字仲才 砂子塚字子割 300 40,945 17,940 

西川2号幹線
新潟市新田 中之口村大字 ¢1350-
字新川西 中之口 200 29,083 11,483 

西川処理区
岩室村大字 岩室村大字 ＋も100-

西川3号幹線 和納字三田 西中 200 2,185 765 

西川4号幹線
味方村大字 潟東村大字 ¢450-
白根字江向 三方 200 3,186 1,313 

合計 75,399 31,501 

図1 西川流域下水道事業計画図
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非常に平坦である特徴をもっ。

下水の輸送に一般的な自然流下方式は、輸

送しようとする2地点聞の標高差、すなわち管渠

勾配を利用する。このため平坦な地形条件で長

距離を送水しようとすれば、下流側に向かうほど

管渠の口径が大きくなり、埋設深さが深くなるとい

うこの方式の短所が顕著になる。

そこで西川11号幹線の輸送方式には自然流下

方式に比べて管渠の口径を小さくでき、平坦な

地形に沿って埋設深さを低減できる圧送方式を

導入した。また地形によって管渠勾配が確保で、き

る区間には、自然流下方式を採用した。以上のよ

うに圧送方式と自然流下方式の組み合わせによ

る効果に配慮した結果、建設費用の低減と工期

の短縮が可能となった。

4.地震に強い管渠の構築

越後平野はおもに信濃川や阿賀野川が洪水

のたびに少しずつ流路をかえながら土砂を運び、

その堆積作用によってで、きた沖積平野で、ある。地

震大国日本のなかにあってこの日本有数の面積

を持つ沖積平野は基盤までの堆積層が厚く、液

状化現象が発生しやすい。過去にも昭和39年6

月の新潟地震をはじめ能登沖地震などの際には

少なからず被害に見舞われてきた。なかでも新潟

地震はこの地区の建築物、道路、鉄道、空港、河

川などに大きな被害をもたらした。特に交通の要

に位置し当時の技術を結集した完成問もない昭

和大橋の事故は衝撃的なものであり、我々の記

憶に今も焼き付いている。

西川流域下水道は、新潟市をはじめ信濃川左

岸流域に位置する計10市町村の下水道の大動

脈であり、地震による下水輸送機能の停止は、被

災直後の市民生活の利便上、衛生上に重大な

影響を及ぼす。そこでこの管渠には優れた耐久

性、耐震性、ならびに多数の実績を持つダクタイ

ル鉄管を採用することとした。

5. s形ダクタイル鉄管の採用

ダクタイル鉄管の継手形式には一般に使用さ

れるK形、継手部の構造が簡単で直線部分の施

工が容易なT形、日乎び

度の高い管路に用いられ耐震性に優れるS形、

呼ひ、径75～450mm用のSH形、NS形などがあ

る。K、T形継手は伸縮可とう性を有するため、こ

れによって構成される管路は、通常の地震や地

盤沈下などに順応する柔構造管路を構成する。

しかしK形、T形継手は離脱防止機能がないた

め、大きな地盤変位を伴う地震や、厚い軟弱地

盤層で大きな沈下が発生する場合に管同士が

離脱する危険性を伴う。

これに対し今回使用するS形ダクタイル鉄管は

K形、T形ダクタイル鉄管より大きな伸縮可とう性

を有する。またこれを越える地盤変位が発生した

場合には継手同士がそれ以上に抜け出すのを

防ぐ、離脱防止機能を有する管である。

S形ダクタイル鉄管の継手の構造を図2に示

す。またS形ダクタイル鉄管の特徴および性能を、

従来使用されてきたK形ダクタイル鉄管と比較し

て表3に示す。

図2 S形夕、クタイル鉄管の継手概要図

6.施工状況

①配管準備

「一一----0-「

掘削溝の横に管を仮置きするスペースが確保

写真1 配管準備
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表3 S形夕、クタイル鉄管の継手の特徴および、性能（呼び径700mmの例）

項 目
継手形式

S形 K形（参考）

設計照査用最大伸縮量（mm) ±61mm +31mm 

許容屈曲角（。） 2.5° 2.5。

離脱防止力(kN) 2,060kN なし

S形継手は受口の挿し込み部を深 K形ダクタイル鉄管の継手の設計照

くして、大きな伸縮性を確保している。 査用最大伸縮量は31mmで、ある。すな

さらに埋設地盤の変位に追従して わち地震による地盤変位がこの範囲で

限界まで伸びた後は、挿し口の先端に あれば、この継手で安全である。

形成された突起部がロックリンク、、と接し 一方で、地盤変位が31mmを越えて

特 徴 て止まる離脱防止機能により、継手が 大きLE場合、または変位が局部的に集

それ以上抜け出さない鎖構造管路を 中する場合には継手の抜け出しが懸念

構成する。 される。

地震、軟弱地盤での沈下などの地盤

変動に対して管および継手に大きい変

位を生ずることなくその変位に順応でき

る。

平成7年に発生した兵庫県南部地 兵庫県南部地震において、地盤亀

実績・評価
震における調査結果でも被害のないこ 裂のない所では継手の抜けは発生し

とが報告されており、その耐震性は実 ていなかった。

証されている。

以上の理由から西川流域下水道事業の圧送管路には、耐震性に優れたS形ダクタイル管を採用した。

できたため、現場における管の運搬作業を省力

化することができた。

降ろす場合に切り張り、腹起こしに接触して管に

傷が付かないように注意した。

②吊り下ろし ③接合状況

掘削溝は矢板施工で、あったことから、管を吊り 埋設現場付近は水田地帯であり地下水位が

写真2 吊り降ろし
写真3 接合状況
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高いことから、継手位置には常時地下水の流入

があった。このため地下水を排水する一方、周囲

からの流入を土嚢で押さえながら確実な接合を

行った。

④布設状況

作業の安全に注意し、S形ダクタイル鉄管の配

管・接合作業を確実に行うことができた。

写真4 布設状況

7.硫化水素抑制対策

本管渠のように、汚水の長距離圧送を行った

場合、圧送管内で酸素が供給されないため、汚

水の嫌気化が進行する。汚水が嫌気的な状態

になると、汚水中の硫酸イオンが嫌気性細菌によ

って還元され、硫化水素が生成される。生成され

た硫化水素は管路終点のマンホールや着水井

などの吐き出し部で空気中に放散され、臭気問

題の原因となることがある。また、マンホールや着

水井などの吐き出し部では好気性細菌の働きに

より硫化水素から硫酸が生成され、マンホールや

下流側管渠に腐食問題を生じさせることも懸念

される。

硫化水素抑制対策として種々の方法が提案

された結果、新設管路においては腐食の可能性

の程度に応じて内面エポキシ粉体塗管とモルタ

ルライニング管を使い分けるものとした。また、既

設管渠においてはポンプ場で管渠に空気や酸

素の注入を行い汚水の嫌気化を防止する手法

（空気、酸素注入手法）を採用するものとした。

これらの結果、今後新設される第4-8ポンプ

場、第12-19ポンプ場問では管路に内面エポキ

シ粉体塗装管とモルタルライニング管を使い分け

ることにより硫化水素問題に対応するものとし、

すでに管路が建設されている第1-3、第9～ 11

ポンプ場間では、空気、酸素注入法を導入するこ

ととした。

8.おわりに

以上のように、西川流域下水道圧送方式の採

用により、建設費用の低減を行うことができた。ま

た、耐震性に優れたS形ダクタイル鉄管を採用す

ることにより、地震に対する信頼を高めることがで

きた。さらに、適切な硫化水素対策を行うことによ

り、将来的な維持管理費用の低減も可能となると

考えられる。

近年の生活様式の多様化は家庭汚水の増加

を招き、産業活動の拡大は工場排水の増加につ

ながっている。このことは私たちが親しんできた自

然に大きな負担をかけ、特に公共用水域では水

質汚濁を引き起こしている。公共用水域の水質

保全を行う上で下水道整備は有効な方法であ

る。

新潟県流域下水道事務所では流域別下水

道整備総合計画に基づき、今後とも生活環境の

改善と公共用水域の水質保全を図っていきたい

と考えている。
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v 
ダクタイル鉄管製飲料水兼用

耐震性貯水槽〈呼び径1500mm)
の設置について

長。

《

1.はじめに

” 

阪神・淡路大震災とpうあの忌まわしい大災

害の発生により、大規模災害においての防災対

策とpうものを大きく見直すきっかけとなったが、

それを風化させない努力もまた必要である。現

在、関西の各自治体においては、南海沖地震の

想定とその具体的防災対策への取り組みが進

められていると思うが、本市においては、阪神・淡

路大震災の教訓｜から、施設個々では耐震化、供

給システム全体で、は配水区小ブロック化やパック

アッフ。機能充実など、水道施設の見直しを図りつ

つ耐震化を進めているところである。

乱n円＝門＝

ふ省首績回幽脳踊繭曲

芦屋市水道部工務課

課長漬崎幸一

プ P一，，，，

柑~，姐屯ニ二m 屯 m，一一副ニョハーニニごニヨ量

また、これと平行して防災計画の中で、大規模

災害時における初動体制としての飲料水確保お

よび消火用水確保のため、飲料水兼用耐震性

貯水槽の設置を平成8年度より消防庁補助事業

として進めている。今回、この一環として岩園小

学校に100m3耐震性貯水槽を設置したので、そ

の設計、施工について報告する。

2.芦屋市の地勢

本市は、兵庫県南部の阪神間に位置し、市域

の東は西宮市、西は神戸市に接する。東西約

2.5km、南北約9.2km、面積18.57km2（内、市

街地は約9.7km2）の狭い行政区域である。背山

の六甲山が海にせまっているため、狭い市街地

に阪神間の交通幹線が集中し、住宅地も過密化

が進んでいる。

3.平成7年兵庫県南部地震の概要

阪神・淡路大震災は、社会的経済的な諸機能

が集中する都市を直撃した我が国における初め

ての直下型地震である。被害状況については、
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全体で死者は6,400人以上（Pわゆる関連死を

含む）、負傷者は43700人以上に及ぶなど関東

大震災以来の国内最悪の甚大な被害となって

pる。

本市においても平成14年12月26日現在で死

者400人以上、負傷者は判明しているだけでも

3,000人以上、市内の建物の半数以上となる

8,700棟余りが全半壊と判定されるなど、まさに壊

滅的な被害を受けた。

また、本市ライアラインは震災により壊滅的な被

害を受け、水道の応急復旧は、給水可能な範囲

(96%）で平成7年2月27日に完了した。

図1 芦屋市水道施設概要図

飲料水兼用耐震性貯水槽

① 宮川小学校 100m3 
-"・ 

・）／／・｛

－－、 ② 朝日ヶ丘小学校 100m3 

③ 浜風小学校 100m3 

④ 山手小学校 100m3 

⑤ 潮見小学校 100m3 

⑥ 旧三条小学校 100m3 

⑦ 岩園小学校 100m3 

⑧ 総合公園 100m3 

⑨ 精道小学校 100m3 

⑩ 打出浜小学校 100m3 

＼ 
＼ 
＼ し
に＼

｝｜芦屋市｜ ~ 
｜六麓荘浄水場｜

ち ＼
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⑦ 
④ 
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4.防災計画

大規模な災害時については、市内の飲料水が

枯渇または汚染して現に水道水の供給ができな

p場合や適さない場合を想定し、市内の小学校

を防災拠点とした応急給水計画を策定してい

る。

具体的な応急給水対策として、発災後3日間

程度の飲料水を、各防災拠点に設置した飲料

水兼用耐震性貯水槽によって確保することとし

ている。そのため、平成8年度から順次飲料水兼

用耐震性貯水槽の整備を図り、今回をもって7

基目の設置となる。

なお、当市においては、阪神・淡路大震災を経

て平成8年3月に復興計画検討委員会による

「芦屋市水道耐震化指針」を策定し、その中で

短期的な対策として、緊急貯留システムと給水

拠点を整備していくこととしている。

5.設計時の検討事項

今回の岩園小学校への100m3貯水槽設置に

ついて、設計段階で特に留意した検討事項を以

下に示す。

①貯水槽本体形式の検討

本市水道部内で構成する選定委員会では、

ダクタイル鋳鉄製の貯水槽を採用することが前

提とされているが、PC製、鋼管製、ダクタイル鋳

鉄製の3種類を対象にして、現場条件等を踏ま

えた上で、の採用検討を行った。

検討は、耐外圧性・耐内圧性・耐震性・水質

衛生性・施工性・維持管理性・耐久性・実績・経

済性の多岐の面から行い、長期的な経済性およ

び耐震性の実績や施工性・維持管理性より、ダ

クタイル鋳鉄製を採用することとした。

②管径の検討

耐震性貯水槽として使用されるダクタイル鋳

鉄管は呼び

3種類で、ある。

材料の搬入には小学校南門を使用すること

になるが、進入道路の幅員が狭く屈曲している

ため、運搬車輔の通行可否が懸念された。その

ため、車輸の走行軌跡を図化して確認したとこ

ろ、7t積トラックは通行可能で、lOt積トラックは通

行不可能であることが判明し、表1より呼び径

2600mmのダクタイル鋳鉄管は搬入不可とし、呼

び径1500mm、2000mmを以後の検討対象とし

た。

表1 LUF形直管1本当たり質量

呼び径 管長 質量
運（搬参車考輔） (mm) (m) (kg) 

1500 5.0 3,833 4t積
2000 5.0 6,470 7t積
2600 4.0 8,890 lOt積

※質量は、ライニング質量を含む

次に、呼ひ、径1500mm、2000mmを対象に配置

検討を行った。なお、100m3の容量を確保するた

めの必要長さは表2のとおりで、呼び、径2000mm

は直線形状でも本体の設置が可能であるが、呼

ひ、径1500mmの場合は非常に長く、本体の設置

が困難となるため、U字形を検討対象とした。

表2 貯水槽の必要長さ（100m3の場合）

呼び径 ｜ 必要長さ
(mm) I (m) 

1500 
2000 

57.7 
33.0 

具体的には、双方の場合における設置計画案

を計8案抽出し、下記の事項を重視して最終的

に呼び径1500mmのU字形とした。

なお、採用案では、鉄蓋全てがインターロッキン

グ舗装内に収まることとなった。

く配置検討の際に重視した事項＞

－給水人孔や弁室の鉄蓋がグラウンドの使用

に大きな影響を及ぼさない。

－工事車輔の出入りに支障とならない。

－施工中のグラウンド使用可能範囲を極力広く確

保する。

－連絡管の配管スペースを確保する。

－緊急遮断弁を管理し易い位置に設置する。



③仮設計画の検討

仮設立坑を築造して貯水槽本体を設置する

ことを前提とすると、掘削深さより中規模土留めと

なる。一般に当該規模の立坑に使用される土留

材としては、親杭横矢板方式と鋼矢板方式が代

表的である。

ただし、施工条件より種々検討した結果、今回

の施工においては、以下に示す理由によりオー

プン掘削による施工を採用することとした。

くオープン掘削を採用した理由＞

－鋼矢板やH鋼等の長尺物の搬入が不可能で

ある。また、継ぎ打ちで施工可能であるが、工事

費が嵩むことになる。

－周囲に近接する構造物が無い。

－掘削深さは3.6m程度で、あり、オープン掘削で

十分対応できる。

・:t也下水位はGL-3.2mで、当該土質の含水量

も少なく、湧水量は比較的少ないものと推察で

きる。よって、ポンプ排水で対応可能と判断され

る。

第74号

④貯水槽の仕様、構造

以上の検討結果を踏まえ、JDPA（日本ダクタイ

ル鉄管協会）G 1041ダクタイル鋳鉄製貯水槽の

規格に準じて、貯水槽の仕様を次のように決定

した。

－形式：分散型（U字形）

・継手：LUF形

－容量：100m3

．呼び径：1500mm

－長さ：約57.7m

．給水口：2箇所

・採水口：2箇所

－防 食：ポリエチレンスリーブ使用

．流入流出管：呼び径150mm

(NS形ダクタイル鉄管）

－遮断弁：圧力関知方式、手動復帰形

5 平成15.ダクタイル鉄管30 

なお、消防庁補助事業であることから、使用す

る貯水槽は、（財）日本消防設備安全センターより

「二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽」の型式

認定を受けている製品とした。

貯水槽本体の構造を図2に示す。

飲料水兼用耐震性貯水槽構造図（呼び径1500mm)図2

平面図
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6.工事の概要

①掘削工

小学校の敷地が盛土で土質が非常に良いた

め、今回の工事では法面勾配1:0.5で、掘削を行

った。

写真1 掘削状況

②基礎工

盛土の下の地山部分においては地下水の湧

出があったが、湧水量が少量で、あったため、地盤

改良までは行わず、栗石の敷き均しおよび均しコ

ンクリートの打設により対処した。

なお、均しコンクリートの上に、厚さ30cm～

40cmの砂層を設けて貯水槽の基礎とした。

写真2 均しコンクリート打設状況

③貯水槽布設工

クレーン車を設置して管の吊り込み据え付けを

行った。

写真3 貯水槽本体布設状況

④埋戻し工

掘削土の土質が非常に良いため、掘削土を

用いて埋戻しを行った。

⑤給水室工

~1800の組立マンホールを用いて給水室を築

造し、流入出管および採水口、給水口を収容し

た。
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写真4 給水室内の状況

⑥遮断弁工、連絡配管工

配水管と貯水槽の聞の連絡配管（呼び径

150mmNS形ダクタイル鉄管）途中に、水圧変動

を関知して自動的に作動する緊急遮断弁を設置

した。

なお、連絡配管のほとんどは2条配管で、通り

芯の調整等に苦慮した。

⑦安全他

貯水槽の設置は学校や公園の敷地を利用する

ことが多く、今回の工事も小学校のグラウンド内へ

の設置である。そのため、第3者的な災害に十分

留意して施工を行った。

また、短い工期での施工が多く、材料納期等に

ついて綿密な工程管理が必要で、あった。

8.おわりに

今回の耐震性貯水槽設置工事に際し、多大な

ご協力とご理解を賜りました岩園小学校関係者

ならびに地元住民の方々に感謝致します。

平成15. 5 第74号
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水への決意〈災害に強い水道づくり〉

柏崎市ガス水道局施設課

課長代理兼保安係長中津 賢一

電
－，，醜

品幽出溺髄幽嗣幽繭輔副起必従前 以出品、..., .. ＂，..，抽出悩輔副幽脳幽嗣雌 塁翠怒翠：：：＞－開明朝間曹関
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図1 位置図

1.はじめに

私たちのまち柏崎は、新潟県の中部に位置し、

三階節で名高い霊峰「米山」をはじめ、黒姫、八

石の山々を背景に北東麓に広がる平野にありま

す。

市街地前面の日本海からは佐渡島を望むこと

が出来ます。

近年の歴史的には、北国街道の宿駅として、
ちぢみ

江戸中期から明治初期にかけて「縮jの行商で

繁栄しました。

。
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明治4年（1871）の廃藩置県では、柏崎県の

県庁所在地でした。

このように、古い歴史と伝統に育まれて豊かな

自然に恵まれた、新潟県内の中核的な都市で

す。

柏崎の面積は319.29km2であり新潟県内20

市のうち、面積では3番目（糸魚川市、新発田

市、柏崎市）、人口は86767人で4番目（新潟

市、長岡市、上越市、柏崎市）となっています。

上越新幹線、関越自動車道、北陸自動車道に

加え、信越本線の高速化と共に日本海国土軸の

形成を担う長岡、柏崎、上越ミニ新幹線の早期

実現に向けての運動を展開しています。

昭和43年（1968）に吉井・東柏崎の両天然ガ

ス田が開発され、平成12年（生産は3月～2月）

の天然ガスは、309,321千km3、原油は58,545

k tを生産しています。

さらに、東京電力（株）による柏崎刈羽原子力発

電所は、現在、全号機が（7基）平成9年（1997)

に完成し、最終出力規模が821.2万kwとなり（世

界最大規模発電所）、電力の安定供給に大きく

貢献しており、これらから当市はエネルギー都市

と言うことができます。

2.水道事業の概要

柏崎市の水道は昭和 10年の創設期に始ま

り、平成2年の第6次拡張事業完了に至るまで、

水源確保を基本として施設整備を行ってきまし

た。

昭和56年からの第6次拡張事業では「災害

に強い水道づくり」を目標に幹線に初めて耐震

継手であるS形ダクタイル鉄管を採用しました。

表1 水道事業の変遷

拡張 工期
計画給水 取水能力 施設能力

目的 主な工事内容
人口 (m3／日） (m3／日）

創設
SlO- 30,000 4,500 4,500 上水道の創設 川内ダム築造、川内浄水場建設、岬町配
13年 水場建設

第 1次 S24年 ・32,000 6,750 6,400 浄水能力増強 川内ダム嵩上げ、川内浄水場拡張

第2次 S31- 50,000 27,000 12,000 原水確保と配管 谷根堰堤築造、1号・2号隠道築造、
34年 網の拡張 蛇喰沈砂池築造

第3次
S39-

50,000 27,000 19,000 浄配水能力増強
赤坂山浄水場建設、導水管・配水管敷

41年 設

第4次 S43～ 58,000 27,000 26,100 浄配水能力増強 赤坂山浄水場拡張
44年

第 5次
S45-

65,000 57,500 55,100 
原水確保と浄配 谷根ダム築造、赤坂山浄水場拡張、導水

50年 水能力増強 管・配水管敷設

原水確保と浄配水 赤岩ダム築造、赤坂山浄水場拡張、川

S56-
能力増強 内浄水場拡張、（幹線に一部S形管採

第6次 H2年 99,380 90,300 86,300 （災害に強い水道 用：S62年、呼び径300mm以上の幹線

づくり） にS、SE形管全面採用：H2年）

長鳥、 配水池・ポンプ場建設
野田 H4～ 未給水区域解消

地区 14年 99,380 90,300 86,300 と簡水統合
配水管敷設（呼び径250mm以下にNS

拡張
形管を全面採用：HlO年）
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水道事業の変遷を簡単に表1に示します。

3.上水道のはじまり

柏崎の上水道が昭和11年の起工式に至るま

での好余曲折は大変なものでした。

簡単に言うと、柏崎市の中央部は砂丘の上に

あって良質の水で、周辺の枇杷島、半田方面が

人口も少なく、水質も悪いとpうところに問題があ

りました。

『水が良いのに急いで水道をつくる必要がな

i )ci）う建設消極論派』 。

これに対して、『明治時代には10年毎に町の大

半が焼失するとpう大火になんべんも叩きのめさ

れている柏崎は、防火の立場からも、急いで水道

を建設しなければならないとLEう建設派』 。

市民の意見も、議会の意見も分かれたのでした。

その論争は激しくなり、収拾で、きなくなってしま

i Eました。

そごで当時の西巻町長は2ヶ月かけて、各小

学校毎に説明会を開いて、町民に説得に説得を

続け、遂にその着工に至ったので、す。

4.3つの水道専用ダムと水源汚染の心

配ゼロ
柏崎市の水道事業は、かなり思い切ったこと

をやって来ています。

その象徴的な存在が、3つの水道専用ダムで

す。

全国的にも利用目的が上水道専用で、かつ3

つもあるのは他に例は無いのではないかと思い

ます。このダムが、今日柏崎市水道の安泰の基と

なっています。

他の自治体が、「節水だJ、「断水だ」、「時間

給水だ」と言っていた時に、柏崎市は過去に何

等の動揺も来たさなかったことは、過去の拡張工

事が実によく先を読み、タイミングよく実施されて

きた証であります。

特に第5次拡張事業に於いて、918ヘクター

ルの集水面積の用地全部を市で購入し、水質

に影響を与える恐れのあるものを根本的に排除

したことは特筆すべき事柄であります。

ダムサイトからの見学を除き、集水区域内のキャン

プ使用や狩猟など、立ち入りは禁じています。

今から約30年前に、このような方針を決断した

表2 水道専用夕、ム概要

有効貯水量（m3) 集水面積（km2) 竣工

川内ダム 265,000 5.06 昭和13年3月

谷根ダム 1,300,000 3.26 昭和48年3月

赤岩ダム 3,550,000 5.92 平成元年3月

計 5,115,000 14.24 

図2 給水区域と主な施設位置

行政区域面積 319.29km2 

上水道給水区域面積 127.96km2 
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6拡幹線（併500～併800)

5拡幹線（併300～併700)

3拡幹線 （併300～併450)
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写真1 赤岩ダムと谷根夕、ム

写真手前が谷根夕、ム 奥にあるのが赤岩ダム

先人たちの先見の明には感心させられます。

5.災害に強い水道づくり

平成7年の「阪神・淡路大震災」を契機として

“地震に強い水道づくりを目指して”が全国的な

広がりを見せていますが、本市では昭和56年か

ら平成2年の第6次拡張事業が“災害に強い水

道”と言う考え方に立脚したものでした。

本市は昭和39年の新潟地震も含めて、地震

による災害はほとんど経験していませんが、昭和

62年の導水管路建設に当たり、「既設の導水路

は1系統のみであり、赤岩ダムから新たなルートを

つくる」、「幹線は守ろう」と言う方針から、赤岩ダ

ムからの導水管路および幹線は地盤調査結果

から軟弱地盤部分にS形ダクタイル鉄管を始め

て採用しました。

6拡の最終年度で、あった平成2年度からは、

管路としての重要度が高い呼び径300mm以

上の幹線については全面的にSE形、S形ダクタ

イル鉄管の採用に踏み切りました。

なお、本市で、の採用管種は呼び、径75mm以

上は、現在すべてダクタイル鉄管となっていま

す。その理由は、従来から使用してきた実績か

ら、ほとんど事故が無く、最も信頼性が高いことに

あります。

「阪神・淡路大震災」では、本市からも10数名

が復旧応援に駆けつけましたが、この経験をまと

めて、災害対策会議を数度にわたり開催し、地

震対策の方針を策定しました。

その主な内容は、下記4項目です。

① 管路の全面耐震化

② 配水池の緊急遮断弁設置

③ 応急給水設備および備品の整備

④ 災害時マニュアルの整備

その方針において、管路の全面耐震化を目的

に平成8年度から試験採用を行っていたNS形

ダクタイル鉄管を平成10年度から配水小管に全

面採用するに至り、全管路での耐震継手ダクタイ

ル鉄管採用となりました。

NS形ダクタイル鉄管を採用した主な理由は下

記3項目によるものです。

① S E形ダクタイル鉄管に較べ安価であること。

② T形ダクタイル鉄管を一部使用した実績があ

り、施工面で、フ。ッシュオン継手に対しての抵抗感

が無かったこと。

③ 切り管はK形ダクタイル鉄管に較べ複雑であ

るが、SH形ダクタイル鉄管を既に採用しており施

工業者側での問題が無かったこと。

写真2 NS形ダクタイル鉄管の施工状況

また、新規拡張に伴う新設工事に於いては、

給水地域までの距離が長いこともあり、モルタル

ライニングによるpH上昇対策として、平成13年

度から呼び径150mm以下、平成14年度からは

呼ひ、径250mm以下は全面的にエポキシ樹脂粉

体塗装管を採用しています。

なお、現場切り管には時間と水場と言う制約

があり、端面処理が短時間で簡単・確実に出来

る方法の早期開発を望みます。
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平成13年度末における管種別管路延長は表

3に示すとおりです。

6拡より採用した耐震継手ダクタイル鉄管が1

割を超えるまでになりましたが、今後も“災害に強

p水道づくり”を目指して、着実に耐震管網の整

備を進めてLEく予定です。

また、鋳鉄管（FC管）及び石綿セメント管が約

20km残っていますが、平成19年度末までに全

て両横継手ダクタイル鉄管による布設替えを計画

しています。

また、本市では需要増に対処するため、拡張

事業時に市中心部を囲むように、幹線のループ

化を水の輪のような形態で二重、三重と進めて

きました。

各幹線は支線により連絡され、結果的に災害

時において、復旧・水供給が容易な管路網とな

っています。

表3 上水道の管種別管路延長（平成13年度末）
単位：m

管種 導水管

ダクタイル管（一般継手） 12,875 

ダクタイル管（耐震継手） 7,595 

鋳鉄管 。
石綿セメント管 。
塩化ビニル管 。

その他 70 

計 20,540 

6.むすび

本市では水道に於ける最大の災害は渇水で

あると考え、自主水源強化の道を歩んできまし

た。

現在はその水を災害時においても確実に供

給できるように、管路の耐震性強化を進めていま

す。

水は改めて言うまでもなく、代替品のないもの

で、水は水でなくては用をなしません。

この水の絶対性を考えるとき、「水を無いように

しないこと」、「無い時を作らないようにすること」

を、本市では水道行政の本質と位置付けており、

この意味から水道行政とは決して妥協を許さな

i E行政と考えています。

今後、施設の老朽化に伴う維持管理に多額

送水管 配水管 計

10,813 320,700 344,388 

3,680 73,530 84,805 。 6,745 6,745 。 13,353 13,353 

5,258 196,295 201,553 

3,793 16,378 20,241 

23,544 627,001 671,085 

の費用が必要となりますが、先人たちが残してく

れた「偉大なる先見の明の数々」を妥協を許さ

ず守り、発展させてLEく所存であります。

最後に、本レポートは月橋元事業管理者の著

書を参考にし、引用も行なわせて頂きましたの

で、ここに御礼を述べさせて項きます。
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c 開閉開閉時閉開明
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福岡市におげる技術研修の変遷と
『水道技術研修所』の創設
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l .はじめに

’瞬間開閉開欄鴨

描画幽幽繭輔副幽白血

寝聴聞咽曹関開閉聞開閉

温畠歯菌箇舗圃白幽圃圃凪
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水道界は今大きな転換期を迎えている。

平成14年の改正水道法施行後は、第三者へ

の業務委託制度や広域化の議論が活発化し、

各都市で民間活力を導入した経営手法が検討

されている。

本市における業務の請負化・委託化は、水源

の確保と市勢の発展に伴p激増する水需要に

対応するための事業展開に併せ、昭和40年から

50年代に技能労務職制を廃止し、従来の直営

業務から請負・委託に切り替えることから始まっ

福岡市水道局 配水部

事業調整課長岡 巌

抱一一；て3
；~吋~

た。これにより経営の効率化と民間活用の観点

からは一定の成果を上げてきた。さらに、平成13

年度には給配水施設維持管理業務の大部分を

委託し、経営面の効率化は大幅に進んだとLEえ

る。

しかし、この反面、職員の業務は従来の直営

業務から指導監督業務へと移行したことから実

務経験の場は激減した上に、他局との人事交流

が活発化したこと等から技術者が育ちにくい環境

が生まれた。

このため、企業職員としての意識の低下も見

受けられる状況となり、技術者の育成は喫緊の

課題となった。

2.技術研修所設立の経緯

地形的に水資源に恵まれていない本市では、

大正12年の水道創設以来、増え続ける水需要

に対応するため、他都市に例をみない19回もの

拡張工事を実施し、多種多様な方法で水源の確

保に努めるとともに、配水管整備事業、漏水防止

事業、配水調整事業等の各事業を展開してき
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しかし、一方で、は直営業務で培った優秀な技

術を有する先輩の多くは退職し、現場の実践を

通して経験の少ない職員へ直接技術指導を行

う機会が次第に減少した。特に配管接合や管

修理等の維持管理に関する技術・技能力の低

下は顕著となった。

本市では、この現実を直視し業務遂行に必要

な人材を育成するための効率的な技術伝承手

法のーっとして、日常の業務を通じて行う職場

研修に加え、職員の技術力に応じた技術研修を

実施することとした。ここに、念願の水道技術研

修所（平成13年8月開所）を本市の西部に位置

する羽根戸配水場内に設立し、水道局全職員

（事務系職員および（財）福岡市水道サービス

公社職員を含む）を対象とした技術研修を実施

するに至った。

福岡市における技術研修の変遷と「水道技術研修所Jの創設

た。

このため、職員数も事業の拡大に伴い漸次増

加し、事業経営を始めた当時わずか52名に過ぎ

なかった職員数も、昭和58年度には708名と最

大に達した。

その後、各事業の進展および昭和60年9月2

6日に設立された（財）福岡市水道サービスセンタ

ー（現在、（財）福岡市水道サービス公社に改

名） ＇こ順次業務委託を行ったことにより職員数

は減少し、平成12年度には514名となった。

さらに、業務の効率化を図るため平成13年度

から配水施設維持管理業務の大部分を上記公

社に委託し、また配水管布設工事における監督

業務の一部を民間に委託した。このようなことか

ら平成14年度には昭和36年度当時の職員数と

ほぼ同数である432名まで減少し、飛躍的に業

務の効率化が進んだといえる。〈図1参照〉
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3.技術研修の変遷

本市の技術研修は、昭和59年に市内西区の

室見取水場の一角の空きスペースを研修場所と

して開始した。当初は、予算・研修場所の確保等

が非常に困難な状況であり、研修内容について

も完成されたテキスト等は無く、まったくの手探り

状態で始めた。

研修資材も、配水管布設工事現場から発生

する撤去品や残材を、職員が日常業務の聞に回

収、集積して使用した。

また、講師についても現場経験豊富な先輩職

員が研修生を指導するとLEう、いわば全て職員

の手作りで開始した。

当時の研修内容は、大口径配水管の接合、

小口径配水管の配管実習および応急修理実習

等を主体とした配管技能力向上を重視したもの

であり、講師の作成した管割図をもとに、人力掘

削・配水管布設・通水作業の一連作業を行うノ、

ードな内容で、あった。このため新規に水道局に配

属され研修を受講した職員には大変厳いもの

で、あったと思われるが、配水管布設に関する講

義と技能の双方を同時に体験できたことは貴重

な経験になりその後の業務に生かされている。

また、当時は印ろう継手C形鋳鉄管（ソケット部

を鉛と黄麻で止水）が多く残存しており、配水管

漏水原因の多くを占めていた状態で、あったこと

から、接合部の漏水修理方法（カシメ）の実習に

ついても多くの時間を割いた。

これは、直営修理を経験した職員や、職員が

写真1 印ろう継手C形鋳鉄管漏水修理研修状況

直接指導した配水管修理等の請負業者以外に

は行うことができない大変貴重な技能研修だっ

たと言える。

平成5年には配管実技研修の人力掘削廃止

に加え、配水管整備に伴LE印ろう継手C形鋳鉄

管の接合部を起因とする漏水が減少したことか

ら、基本的な研修スタイルは変えなLEものの漏水

修理に関する実習方法の見直しを行う等の研

修内容の充実化を図った。

その後、平成11年5月には市内東区の多々良

浄水場に研修場所を移した。

ここでは、浄水場内の研修ヤードに配水から

給水までの配水施設の構造を一目で理解でき

るように、市内に布設する配水管網をイメージし

た露出のモデル管路を設置した。

さらに、研修内容の充実化を図るため過去に

研修を受けた職員からの要望や意見を取り入

れた内容とした。この頃には市内に耐震管の布

設が行われるようになったことから、SE形の接

合実習を研修に取り入れるとともに、水道局配

属3年以上の職員、事務系職員、係長、課長級

の職員まで幅広く技術研修を実施した。

他方、研修施設や内容を充実させてきた聞に

ふ長期にわたり講師を務めた職員は徐々に退

職し、研修量の増加や新技術導入に対応する

ための講師の養成や、増員も必要となってきた。

このため、計画的に講師を育成すべく講師養

成研修を開始するとともに、本誌を発行されてい

る日本ダクタイル鉄管協会が開催する「ダクタイ

ル鉄管技術講習会」にも積極的に参加し、耐震

配水管等の施工技術の習得に努めた。

また、水道局を退職したOBを講師として再任

用するなど、講師陣の強化と不足を補う対策を

図った。

4.水道妓術研修所での取り組み

このような経過を経て、本市の研修制度は次

第に充実されつつある。

ところで、水道技術の伝承は本市水道局単

独の問題ではなく、多くの事業体において、配

水管布設工事の設計施工の委託化・請負化が

進められ、職員の人事ローテーションも短期化す
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写真2多々良浄水場内研修ヤードA形ダクタイル鋳鉄管モテソレ配管

るなか、民間水道技術者の技術力の維持・向上

に対して水道事業体からの要求も年々高くなっ

ている。

特に、阪神淡路大震災以降は全国的に水道

施設の耐震化が推進され、水道施設を整備する

技術は日々新しい工法や資材の研究・導入が進

められており、水道事業体職員・民間事業者一

体となった高い技術力の確保が強く求められる

ようになった。

本市のモデル配管第1号である。

材料は撤去品を活用し、職員の手作りに

より組み立てられた。

本写真は設置当初のものであり、その後、

研修内容の変化に併せ改良が加えられ

ている。

このような状況から、本市職員の「水道技術研

修」の更なる強化を図るとともに、社団法人日本

水道協会が主催する「配水管工技能講習会」お

よび「配管設計講習会」を開催することとした。こ

れにより、耐震継手管の技術普及に努め、「水道

事業体職員の技術力および設計、施工の管理・

監督能力向上」「施工事業者の技術・技能向

上」を目的として新たな研修制度のスタートを切っ

た。〈表2参照〉

写真3モデル配管内に設置したアクリル製配水管

モデル配管内に設置した透明のアクリル

製配水管。

洗管による管内の爽雑物の動きや、うずま

き式フランジ付I宇管と通常使用している

フランジ付T字管との排水能力の違いを

見ることが可能な施設である。
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写真4 水道技術研修所全景

羽根戸配水場は、本市の西部地区の安定給水と災害

時のライアラインの確保を目的として建設した配水場で

あり、水道技術研修所は災害時の緊急拠点施設と講

義、実技を一元的に研修できる施設として建設した。

写真5 屋内研修棟

屋内研修施設では、耐震管（NS・SJI ・KF形ダクタイル鋳

鉄管等）の接合実習を主体とした研修を行い、また、社団

法人日本水道協会が主催する「配水管工技能講習会Jの
実技講習もこの施設で実施している。

写真6 配管実技研修施設

モデル配管を利用して、給水管・配水管の配管実技に関

する研修を行っている。また、当該施設には、現在市内に設

置されている弁栓類を設置しており、弁栓類の操作や構造

について研修ができる施設としている。

モデル配管は、撤去品を利用して作成。

写真7 掘削断面内配管実技研修施設

き欝

標準掘削断面をコンクリート製の構造物で再現した研修施

設。

従前行っていた人力掘削後の配管実習を模擬的に体験で

きる施設として設置した。
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水道技術研修所の施設概要と現在実施してい る研修内容は以下の通りである。

表1 水道技術研修所施設概要

施 設名 施設詳細 施設概要

技術研修所本館 lF 倉 庫 給水タンク車・飲料水パック装置・仮設水槽・連結給水栓等の応急、給

水機器を収納

また、備蓄資材を活用した災害応急対策研修を実施している

2F 事 務 室 通常は研修所運営管理の事務室として使用し、災害時は、災害対応

の司令室として使用

第3研修室 座席数24で小規模研修に使用

3F 第1・第2研修室 総座席数165で中・大規模の研修に使用、災害時には他都市からの応

援者宿泊スペースとして使用（研修用の机・椅子等は可動式で災害時

には収納し約100名の宿泊が可能）

屋内研修棟 耐震形配水管研修施設 ①NS・S II ・KF形ダクタイル鋳鉄管等の管接合研修施設（日水協配

水管工技能講習会）

屋外研修施設 配管実技研修施設 ②モデル配管による給・配水管実技研修施設

③掘削断面内配管研修施設

④給水装置関係研修施設

漏水防止研修施設 ⑤模擬漏水発見研修施設

⑥流量測定訓練研修施設

写真8 給水装置関係研修施設

給水装置関係の研修施設には、本市の給水装置はもとより

近隣市町村の給水装置を設置し比較することができる施設

とし、誤設置防止や数多く存在する給水装置材料と本市の

承認材料の違LEを把握する研修が行えるようにしている。

写真9 漏水防止研修施設

（流量測定訓練研修施設）

本市では、年間推定漏水量の把握を目視による推定漏

水量の1年分としている関係から流量測定の個人差を

無くすため行っている研修である。

施設は各種の給水管の下部に大きさの異なる穴を開

け、そこから人為的に漏水を発生させるしくみとしてい

る。



44 ダクタイル鉄管 平成15. 5 第74号

応急給水活動訓練

震災により広域に及ぶ断水が発生したことを想定した拠

点給水活動訓練。

本市と陸上自衛隊の協力体制による応急給水活動訓

練を実施している。

写真11 防災訓練での活動2

管路設計の講義と演習

①講義 設計体系から積算まで（2日間）

②演習 配水管の設計および積算（2日間）

写真13 配水管工技能講習会

写真10 防災訓練での活動1

応急復旧活動訓練

震災により配水管が折損し漏水が発生したことを想定し

た、呼び径150mm鋳鉄管の不断水漏水修理訓練。

写真12 配管設計講習会

耐震継手管（NS形、SH形）

を主体とする呼び径150mmダクタイル鋳鉄管の配管接

合等の座学と実技

①座学（0.5日間） 配管に関する座学

②実技（2.5日間） 配管接合実技演習 実技試験等
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．災害応急対策研修

本市は、平成7年1月17日に発生した阪神淡路

大震災により甚大な被害を受けた神戸市の応援

要請を受け「応急給水」と「応急復旧」の支援活

動を行った。派遣した職員と工事関係者を併せ

た延べ1,819名は地震の少ない本市では想像で

きない貴重な体験をし地震の恐怖を知ることとな

った。

さらに、震災が発生した同時期に、本市は過去

最悪で、あった昭和53年の大渇水を上回る平成6

年からの渇水が続いており、8時間給水制限を

実施している状況下にあった。このことから、支援

のための職員を送り出す職員全員が、派遣職員

と同様に強い危機感を感じていた。

「災害応急対策研修」は過去の貴重な経験を

教訓とし、職員への危機管理意識の高揚と、緊

急時の体制強化を図ることを目的として、平成13

表2 水道局職員技術研修概要 （平成14年度水道局職員技術研修計画）

石汗｛彦 研修 対象
区 分 研 修 名 日数 回数 人員

日／回 回 人／回

1.課長・係長実技研修 1 1 15 

2.事務職員技術研修 1 1 20 

3.技術職員（土木）研修 7.5 15 

任転者
イ）給水装置研修 (3.5) (1) (15) 

ロ）漏水防止研修 (0.5) (1) (15) 

研修 ハ）配水施設研修 (3.0) (1) (15) 

ニ）管路情報システム研修 (0.5) (1) (15) 

4.配水管工事監督研修（初任者） 3 1 10 

5.配水施設設計及び工事監督研修 2 1 20 

配本部門
6.K・SII ・NS形継手接合研修 2 4 8 

専 7.KF・S形継手接合研修 3 4 

8.管路情報システム研修E 0.5 3 6 

門 9.配水調整システム研修 0.5 2 30 

10.浄水施設管理研修 1 1 30 

浄水部門
11.浄水場維持管理研修 I 1 1 30 

研
12.浄水場維持管理研修E 1 60 

13.水質管理研修 0.5 4 30 

修 14.配水施設研修 I（維持管理） 0.5 10 

保全部
15.配水施設研修H 0.5 2 10 

16.給水装置研修 I（初任者） 1 10 
門

17.給水装置研修 II（専門） 1 10 

災害対策研修 災害応急対策研修 2 2 25 

特別研修 指導員養成研修 2 10 

水道工事安全講習会 1 1 100 

職員講習会 電気保安講習会 1 50 

新技術講習会 2 50 
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年度から新規に取り入れた研修である。

いつ発生するか予測ができない災害時の活

動を円滑に行うためには、研修のみでは不十分

であり、常日頃から実践により近い状況での訓練

が重要であることは当然である。

このため、研修や日常の訓練に加え、年1回実

施される「市民総合防災訓練」に参加し現実に

即した訓練を行っている。

また、平成15年度には、本市の災害時応援協

力都市である大阪市、広島市、北九州市との協

力体制によるは都市合同防災訓練」が実現する

こととなり、これを期に応援都市間の継続的な協

力体制をさらに深め、危機管理体制の強化に努

めていきたい。

．配管設計講習会および、配水管工技能講習会

社団法人日本水道協会では、平成13年度か

ら地方支部毎に全国共通の内容による配水管

布設工事の設計業務に従事する者を対象とし

た、設計・積算に関する知識および技術の習得

を目的とする「配管設計講習会」と、配水管布設

工事に従事する者を対象とした、配管、接合に関

する知識および技能の修得を目的とする「配水

管工技能講習会Jを開催している。

本市は、九州地方支部長都市として、九州地

方支部の講習会について日本水道協会から受

託し講習会を行っている。

5.おわりに

水道は、土木・都市・水理・地質・地震・情報・

電気・機械・衛生・化学工学等の各分野が複合

した総合技術産業とpう特色を持っている。

このため、技術の高度化や複雑化に対応でき

るスペシャリスト的人材が必要で、あることはpうま

でもないが、一方では水道施設全体をシステムと

してとらえるゼネラリストの育成も重要視されてい

る。水道をとりまく環境はその時代の影響下にあ

って、ユーザーの意識、要求内容は常に変化して

i Eくものであり、技術者はそれらの要望に柔軟に

対応できる能力を習得することが常に要求されて

pる。

また、水道施設管理業務の包括委託が検討さ

れる昨今にあっては、その委託業務の適正管理を

行うことが可能な広範囲にわたる水道知識を有

する人材の養成が早急な課題として浮上してき

ている。水道の長い歴史の中で先人達の努力に

よって培われてきた教科書には載っていない技

術や、とりわけ今後も導入されるであろう高度な新

技術を効率良く、且つ容易に習得するためのシス

テムの構築は今後益々重要であると考えられる。

我々は、水道が市民に直結したかけがえのない

住民サービスであり、水道技術の向上がそのサー

ビスを円滑に提供するための最良の手段であるこ

とを再認識し、市民の立場に立った、より安全で安

定した水道を構築することを怠ってはならなt'>o 

このことを踏まえ、これからも水道技術研修を通

して個々の職員の技術者としての意識を高め、

一人一人の能力の向上を効果的に図ることがで

きるシステムを構築することにより、本市水道事業

に適応した人材の育成・経営能力の向上に努め

ていきたい。

さらに、本市近郊や九州各地の水道事業体か

ら本市の「水道技術研修に参加ができないか」と

の要望もあり、今後は、研修施設の広域的活用も

視野に入れながら水道界全体のレベルアップ。に

繋がる水道技術研修を目指し、積極的に取り組

んでいきたいと考えている。
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