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横浜市における技術の継承人材
育成

横浜市水道局

　技術管理者兼給水部長
　　　　　　　　　　　　　久保田　照文

　横浜市の水道は、わが国最初の近代水道発祥の地として1887年に給水
を開始して、今年で120年を迎えた。市勢の発展にあわせて職員を大量
に採用してきたが、維持管理時代に入局した職員は大規模な工事の設計
や監督の経験がないため、ベテラン職員が退職した後の技術の継承が危
惧されており、今回のレポートでは、技術面の継承や人材の育成に向け
た横浜市水道局の取り組みを報告している。

豊川市の水道事業と水道管路施
設の耐震化について

豊川市

上下水道部　上水整備課長
　　　　　　　　　　　　　　　白井　忠好

　豊川市の水道事業は昭和23年10月30日に事業認可を受けて、来年で60
周年を迎え、平成18年2月1日には、一宮町と合併した。今後の豊川市の
将来目標と将来実現する手段を紹介するとともに、その中で管路の更新
についての耐震化への取り組みと、実際に採用した現場の施工事例を報
告している。

大阪市水道局における技術の伝
承と人材育成について

大阪市水道局

工務部長
　　　　　　　　　　　　　　　速水　義一

　大阪市水道局では、職員の大量退職が早期に訪れたため、2007年問題
の直接的な影響は少ないが、40代～50代の中堅職員が不足するととも
に、新規採用の凍結で技術の継承・人材育成については予断を許さない
状況である。今回のレポートでは、水道版マスタープランである「大阪
市水道グランドデザイン」の位置づけや技術の継承の一環としての職員
研修の取り組み状況について報告している。

阪神水道企業団の管路整備

阪神水道企業団

建設部長
　　　　　　　　　　　　　　　三島　和男

　阪神水道企業団は昭和11年7月に日本で初めての水道用水供給事業と
して設立され、昨年70周年を迎えた。このレポートでは企業団の管路整
備の経緯を振り返るとともに、今後の管路更新に向けての取り組みと課
題、そしてダクタイル鉄管協会に対する要望を報告している。

2007年 No.81



発行年 号数 タイトル 著者 概要

平成19年能登半島地震における
水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会

　　　　　　　　技術委員　西槙　伸充
　　　　　　　　　　　　　　  川原　聡
　　　　　                  　 高橋　新平
                            　　大濱　博保
　　　　　　                　 森田　真子
                            　　荒川　範行

　平成19年3月25日午前9時41分に発生した能登半島地震では、能登半島
を中心に、七尾市、輪島市、穴水町などで震度6強を観測し、上下水道
やガスなどのライフラインに大きな被害が生じた。このレポートでは、
震度6強を観測した事業体に管路被害状況、また石川県企業の被害状況
を報告している。

平成19年新潟県中越沖地震にお
ける水道管路の被害について（速
報）

日本ダクタイル鉄管協会

　　　　　   技術委員　　 打越　聡
　　　　　                     森田　真子
                           　 　辻　   研吾
　　　　　                     香川　崇哲
                            　　山根　秀二
　　　　　                     荒川　範行

　平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震では、信越地方を中心
に新潟県柏崎市や刈羽村などで震度6強を観測し、上下水道やガスなど
に多大な被害が生じた。このレポートでは、柏崎市の水道管路の被害に
ついてまとめたものである。
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今号の概要

横浜市における技術の継承･人材育成

横浜市水道局技術管理者兼給水部長久保田照文

横浜市の水道は､わが国最初の近代水道発祥の地として1887年に給水を開始して､今年で120年を迎えた｡市勢

の発展にあわせて職員を大量に採用してきたが､維持管理時代に入局した戦員は大規模な工事の設計や監督の

経験がないため､ベテラン職員が退職した後の技術の継承が危倶されており､今回のレポートでは､技術面の継承

や人材の育成に向けた横浜市水道局の取り組みを報告している。

豊川市の水道事業と水道管路施設の耐震化について

豊川市上下水道部上水整備課長白井忠好

豊川市の水道事業は昭和23年１０月30日に事業認可を受けて､来年で60周年を迎え､平成18年２月１日には､一

宮町と合併した｡今後の豊川市の将来目標と将来実現する手段を紹介するとともに､その中で管路の更新について

の耐震化への取り組みと､実際に採用した現場の施工事例を報告している。

大阪市水道局における技術の伝承と人材育成について

大阪市水道局工務部長速水義一

大阪市水道局では､職員の大量退職が早期に訪れたため､2007年問題の直接的な影響は少ないが､40代～５０

代の中堅職員が不足するとともに､新規採用の凍結で技術の継承･人材育成については予断を許さない状況であ

る｡今回のレポートでは､水道版マスタープランである｢大阪市水道グランドデザイン｣の位置づけや技術の継承の一

環としての職員研修の取り組み状況について報告している。

阪神水道企業団の管路整備

阪神水道企業団建設部長三島和男

阪神水道企業団は昭和11年７月に日本で初めての水道用水供給事業として設立され､昨年70周年を迎えた｡こ

のレポートでは企業団の管路整備の経緯を振り返るとともに､今後の管路更新に向けての取り組みと課題､そしてダ

クタイル鉄管協会に対する要望を報告している。

平成19年能登半島地震における水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会技術委員西槙伸充ほか

平成19年３月25日午前9時41分に発生した能登半島地震では､能登半島を中心に､七尾市､輪島市､穴水町など

で震度6強を観測し､上下水道やガスなどのライフラインに大きな被害が生じた｡このレポートでは､漣度6強を観測し

た事業体の管路被害状況､また石川県企業局の被害状況を報告している。

平成19年新潟県中越沖地震における水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会技術委員打越聡ほか

平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震では､信越地方を中心に新潟県柏崎市や刈羽村などで震度6強

を観測し､上下水道やガスなどに多大な被害が生じた｡このレポートでは､柏崎市の水道管路の被害についてまとめ

たものである。
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横浜市における技術の
継承・人材育成

・聞副

1 .はじめに

横浜水道は、わが国最初の近代水道発祥の

地として1887年(明治20年)に給水を開始して

以来、今年で120年を迎える。この間、市勢の発

展に合わせ職員を大量に採用し、水源の開発や

給水区域の拡大など、水道事業を拡張して、お

客様に安全な水を安定して供給してきた。特に、

1970年代の高度成長が大きな要因となって人

口急増や、生活水準の向上に伴うライフスタイル

の変化等により水道の普及が強く求められ、今で

は水道普及率が100%となり、全市民が安全で

良質の水道水を得ることがで、きる状、況となってい

る。

このように、高度成長期に入局した職員は、近

く退職を迎えるが、この職員たちは拡張事業時代

から維持管理、さらには経営の時代を経験したこ

とから幅広い知識を有している。一方、維持管理

時代に入局した若い職員は、水源開発や給水区

域拡大のための基本計画策定、大規模工事の

設計・監督の経験がないため、ベテラン職員が退

横浜市水道局

技術管理者兼給水部長久保田 照文

職した後には技術の継承が危↑具されている。そこ

で本市では、若い職員など次第を担う人材の育

成に向けた基本方針として「水道局人材育成ビ

ジョン」ゃ「技術研修計画」を策定し、人材は組織

の財産とpう立場に立ち、技術の継承、技術力の

向上を図ることを目指している。

2.本市の経営環境

わが国の経済環境は、経済成長が低迷を続け

るほか人口動向が増加から減少に転ずるなどを

理由に非成長・非拡大の時代に入ったと厳しい

見方をされている。

本市の水道を取り巻く環境も、以前に増して、

少子高齢化や節水機器の普及など、一人当たり

の使用量が減少傾向にあり業務環境が大きく変

わってきているとともに、そのスピードも速くなって

pる。このほか水道水を安心して使用してもらう

ためには、多様化・複雑化している様々な課題に

取り組むことが求められている。
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本市が置かれている課題

r 
『維持管理Jr経営』の時代 11

収入の伸び悩み 水需要の低迷

施設の更新改良 災害対策の強化

少数精鋭の組織 効率的事業運営

|お客様ニーズの多様化・高度化|

ライフスタイルの変化 お安環客境全様でにサやおーいさビししスいLミ向水水上道
双方向コミュニケーション

市民協働

3.事業の将来像

本市では、2006年7月に策定した「水道事業

長期ビジョン・ 10ヵ年プρラン」の中で、様々な環境

の変化などに伴う課題を解決しながら、将来的に

もトップレベルの水準を維持し、快適な市民生活

川横浜水道事業長期ビジ‘ヨン|卜、

f快適な市民生活を支える安心の水道J

-トップレベルの安全でおいしい水

.蛇口にいつでも届く新鮮な水

-災害に強い信頼のライフライン

.きめ細やかなお客様サービス

-創造と挑戦の活力ある企業風土

.環境にやさしい水道

、ーーーーーーー---園田J

f 
、

運営形態の多様化

民間的手法の導入 民間委託推進

業務指標(pI)による事業の指標化

経営の比較・評価

、
職員構成と技術継承

年代構成・職種構成の歪み

熟練者の退職技術継承危機管理

職種転換推進 意欲と能力向上

ノ

を支える安心の水道としてし瓦く道程を示してい

る。また、長期構想の中に掲げた項目立、2004年

に厚生労働省が策定した「水道ビジョン」にも同

様な考え方が示されている。

水道ビ‘ジ‘ョン

『世界のトップランナーを目指して

チャレンジしつづける水道』

安心:すべての国民が安心しておいしく飲め

る水道水の供給

安定:いつでもどこでも安定的に生活用水を

確保

持続:・地域特性に合った運営基盤の強化

-水道文化・技術の継承と発展

-需要者ニーズを踏まえた給水サービ

スの充実

環境:環境保全への貢献

国際:わが国の経験の海外移転による国際

貢献

※「水道ビ‘ジ‘ョン」は、水道のあるべき将来

像について平成 16年6月に厚生労働省、が策定したものです。 ~
.圃岡田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃圃園圃回・・・・・・ v
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4.人材育成の現状と課題

(a)職員の年齢構成の歪みと技術継承・職種転

換の促進

本市の職員全体の年齢構成は、50歳代が約

半数を占めており、次のピークが30歳代とpう歪

んだ組織形成をしている。今後10年間で高度成

長期に採用された職員の大量退職を迎えるにあ

たり、拡張時期等に取得した知識や技術の継承

が重要な課題となっている。

特に、技術職は、50歳台が57%を占めている

一方、40歳未満が23%に満たない状況にあり、

技術分野における技術継承や次世代を担う核と

なる人材育成が大きな課題となっている。

(下図参照)

職員構成
|平成17年度資料|

聡員数
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(b)意識改革と能力開発の充実

本市は、お客様満足度の向上や効率的な事

業経営の推進を目的とした研修の実施により、

職員の意識改革と能力開発を積極的に取組む

ことにしている。また、課題としては、今後も引き

続き経営改革の推進を図っていくことが求めら

れている。

(c)人材育成サイクルの活性化

人材育成を行うためのシステムは、①能力開

発計画一②事業での実践-③実績評価-④評

価を反映した能力開発とpう継続的な取組みを

必要としている。

このほか、2004年から人事考課制度のーっと

して、管理職と職員との面談による能力開発の

アドノくイス評価を行い、職員の状況に合わせた

人材育成を行っている。また、課題として、組織

全体の能力向上が求められており、能力開発の

情報共有や研修と業務を連動させた効果測定

の活用など一層の活性化が求められている。

5.人材育成の基本的考え方

(a)職員一人ひとりの意欲と能力の発揮

本市では、将来にわたって快適な市民生活を支

える水道サービスを提供できる組織であることが

求められている。そうした組織であるためには、組

織を支える職員一人ひとりが自己の能力向上に

努め、意欲と能力を発揮していくことが重要と考

えている。そして、人を育てる職場風土を持った

組織であることも必要と考えている。そこで意欲と

能力を発揮するには、職員がそれぞれの能力を

生かし、互いに能力を高めあう関係であるととも

に、経営責任者(局長・部長職)・運営責任者(課

長職)が日々の業務を通じて職員の成長への取

組みを促していくことを重要なポイントとして挙げ

ている。

(b)次世代につなぐ人材育成

安全でおいしい水を安定してお客様に使ってもら

うことは、将来の水道事業にとっても、常に変わらぬ

使命であるが、現在、本市では業務の効率化を目指

し、少数精鋭の組織機構へと変わろうとしていると

ころである。少数精鋭の組織で使命を果たしていく

には、次世代にも通用する技術の継承や技術力の

向上を図ることが必要となっている。また、職員の年

齢構成、職種別構成を踏まえ、高度な専門知識・技

術を要する職についての人材確保に努め育成して
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pくことも重要な課題となっている。

6.人材を育成する具体的な取組み

の能力開発」、「職員が生き生きと働ける風土の

情勢と環境の整備J、「人を育てる制度の充実」

の視点で、総合的に施策を進めていくことにして

本市は、人材育成の具体的な取組みを「職員

(a)職員の能力開発

安心して水をお使いいただ

ける、お客様に信頼される

確かな技術の維持・向上

pる。

創造と挑戦

事業環境の変化に対応

し、創造と挑戦への意識・

意欲の酸成とスキルの習

得・活用

~ 
技術の継承 市民等との協働

業務を通して培われ蓄

積された知識と経験に基

づく技術の次世代への

継承の推進

環境負荷低減など社

会的課題の取組や人

権尊重など社会との協

働の意識の醸成

(b)職員が生き生きと働ける風土の情勢と環境の整備

職員が生き生きと働ける

ための支援

・仕事と生活の両立支援

(c)人を育てる制度の充実

人を育てる風土の醸成

'OJTの活性化と推進

.内部講師の養成

・国際協力事業を通した

人材育成

職員のキャリア選択の多 Y 職員の意欲向上

様化 ¥・職員提案制度

-企業内転職制度の充実 J • グループミーティング

・転職者育成プログラム / ・水道局職員表彰制度

人材育成を効果的に行う

ための環境整備

・研修施設環境の整備

-情報収集と活用の仕組み

きめこまやかな

人材育成

-人事考課制度

・考課者研修の実施

.リーダー人材の育成
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7.技術研修計画の策定について

(1)求められる職員像として

「自らを考え行動する水道のフ。ロフエツ、ンョナ

ノレ」を目指す職員像を以下に掲げた。

施する。また、急速なIT化、環境保全に対する

社会的な認識の高まりなどを始めとした変化に

対応できるよう、職員に新たな業務知識やスキ

ルを身につけさせるとともに、職場組織における

核となる職員を併せて育成してpく。-水道事業に携わるものとしての使命感、責任

感、誇りを持った職員 (b)局内講師の育成

・お客様ニーズを捉える完成とそれに応じる知識

と技術を持った職員

講師講習会等の実施により、局内講師を務

めることができる人材を計画的に育成し、職員

育成の環境づくりを行うとともに、各職場に高

p指導教育を持つ職員が増えることにより、人

を育てる組織風土を醸成するほか、近く退職す

る職員の中で経験が豊富、講師としての人格

を有する職員を再任用職員として確保する。

-目標の達成のため、自ら考え常にチャレンジす

る職員

(2)重点施策

(a)職員のレベルアップ(技術継承)

全体のレベルアッフ。を目指して、基礎知識を

備えた職員の育成や応用が利く職員を育成す

るための講義、実習及び実技による研修を実

また、技術研修を実施するに当たり、研修テ

キスト、フ。レゼ、ンテーション内容及び指導要領等

を整備することにより、研修水準の確保を図る。

(3)職員のレベル別修得知識

分 類 年 数

新任職員 入局2年以内

経験の浅い職員 3-5年目

中堅職員 6-10年目

ベテラン職員 11年目以降

(4)技術継承が必要な項目

職員がこれまでの経験の蓄積により得た技術

のうち、マニュアルなどに従えば行えるもので、はな

有すべき技術・知識

水道事業の基本的技術・知識を持っている。

水道事業の基礎知識を持ち、業務に必要な技術・知識

と関連する技術を取得している。

水道事業の基礎地知識を幅広く知り、業務に関し高度

な実務技術・知識と関連する技術を取得しており、実

務に関した指導ができる。

水道事業に関し、幅広い知識を持ち、業務に関し高度

で専門的な技術・知識を取得しており、それらを活用し

て経験の浅い職員に対して指導ができる。

く、ノウハウが必要となる専門的技術や、現在は

採用されていない旧型材料の修理方法など50

才代後半の職員が退職により失う可能性がある
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技術継承が必要な技術

区分 項 目 継承対象職場等

給水装置修繕材料(旧型材料)・工法 給水維持課管理係、給水維持係

給水装置旧型材料の構造と止水方法 給水維持課管理係、給水維持係

断・通水計画立案及び実務
工事課管理係

(大口径管路を含む)

給配水 水道管修理技術 管理所維持係、給水維持課管理係、
給水維持係

漏水管理技術 給水課漏水管理係
地域サービスセンターお客様係

使用配管材料の変遷及び取扱方法 給水部の技術職員

水処理 水処理実務 浄水場浄水係

浄 水
水運用計画(立案、調整及び系統切替等) 浄水課水運用係、浄水場管理係

浄水場管理室業務の実務

設備 電気・機械設備の維持管理

共通 事故・故障時の対応(危機管理)

技術、また災害時や事故時などの緊急時にも迅

速・的確な対応を行うための技術を、継承が必要

な技術として職場外研修及びOJTにより継承し

ていく。

また、業務の効率化や委託化を進めていくな

かで、受託事業者の監督指導や新技術の対応

など将来にわたり事業を担っていく上で必要とな

ることからも、これらの技術の継承を行ってpく。

(5)職場内研修 (QJT)の充実

ア)QJTの目的

OJT (On the Job Training)は、仕事中、

仕事遂行を通して訓練をすることであり、管

理職や先輩が、職務遂行を通して、

①組織メンバーとして成長するための布石

②仕事に必要な知識や技能、取り組み姿勢

③仕事をすることの価値や達成感等

浄水場管理室職員

浄水場電機係、浄水場浄水係

技術職員

を、部下や後輩に、どう効果的にかつ有効

に身につけさせるか、意識的に取り組み育

成・指導の活動である。実施にあたっては、

職員のもつ知識・能力が効率よく統合・活用

することによって、組織としての力と能力を高

めることができ、人材こそが最も重要な経営

資源で、あるとの立場にたって、管理監督者が

自分の重要な役割であることを強く認識する

必要がある。

イ)QJT指導の進め方

指導を進めるにあたっては、部下の育成につ

いて自己診断を行うとともに、PDCAサイクルの

流れに沿って進めてpく。特にOJTの成否は計

画による部分が多くを占めるため、目標達成に向

けての手段、手順の明確化、進捗管理及ひ、チェ

ックポイント・チェック時期等をあらかじめ定めてお

くことにしている。

Plan(計画) Do(実施) I I Check(評価)I I Action (改善)

能力把握、達成田 1..'¥ 
標を設定し、指導育 1 1/

成方法を決定

指示、指導の実施 1"'''1到達レベルの把 1"'''1未達成の場合、原

百/1握、指示-指導・フォ |可/1因を究明し修正。褒

ローの振返り めて激励等
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ウ)具体的な指導内容

各職場においては、業務遂行にあたってのマ

ニュアル類が整備されていることから、基本的な

業務処理内容についてはこれらを活用しながら

指導を行ってpく。

また、それ以外にも報告、相談、グループミーテ

インク、、、会合への出席同行時などの機会を捉え

て、指導を行ってpく。

8. おわりに

数年前から、本市では工事検査部門や研究

部門などに経験豊富な職員を退職後の再任用

職員として配置し、間接的な職員指導をしてきで

pるが、2007年度からは人材育成部門にも事

務、土木、電気各1名を配置した。この再任用職

員は、人材育成部門で研修講師として、また職

員の相談役(メンター)としての役割を担うことも

期待して、さらに充実していくことを考えている。

一方、技術の継承方法であるが、いわゆる暗

黙知の部分を的確に継承するには、映像や音を

駆使するとともにベテランの解説が加わることに

より伝承できると考え、「水道技術を映像で残す

専門委員会」を30名程度の職員で立ち上げ、研

修教材等のビデオ製作を行うほか、一部の民間

企業で取り入れている「感性向上研修(痛さ、熱

さ、怖さを疑似体験する研修)Jを現場実習等で

取り入れ、若手職員の経験不足を少しでもカバ

ーしていくことにしている。

そして、研修等の実施は、職員一人ひとりが自

己の能力向上に努め、意欲と能力を発揮できる

職場作り、制度の整備や職場風土を醸成して人

が育つ組織作りを推進することが可能となり、快

適な市民生活を支える安J心の水道としてお客様

満足度を高めることが出来ると考えている。

平成19.11第81号
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.技術の継承・人材育成

盟国・・・・1冨《祖国・・・・田富揖

豊川市の水道事業と
水道管路施設の
耐震化について

豊川市上下水道部

上水整備課長 白井忠好

1 Il 
1 .豊川市水道事業の沿革

豊川市の水道事業は、昭和23年10月30日に

事業認可を受けて以来、来年で60周年を迎えよ

うとしている。

昭和14年豊川海軍工廠の建設に先立って軍

関係施設に給水するための水道施設が旧海軍

によって建設された。昭和20年8月7日の戦禍に

より工廠が壊滅状態となり、同月15日の終戦と同

時に軍は解散し水道施設は閉鎖され、その経営

母体を失うことになった。しかし、旧軍関係の残

余施設に給水をする必要があり、また、市民の保

健衛生と文化生活の向上のため、昭和21年に

国に対して水道施設の無償貸与を申請し、その

水道施設を維持管理することになり、本市が直

接経営する水道となった。

これ以後、旧工廠内外に埋設されている余剰

水道管の掘起整備工事に着手し、市街地区に

布設替えして配水管の拡張を行い、昭和23年1

0月30日に創設事業認可を得て、旧軍関係施設

のみならず一般家庭にまで給水を始めたもので

ある。

さらに市勢の進展に伴い給水区域の拡大と人

口の増加による水需要の増大に対応するため、

昭和34年に第1期拡張事業を開始して以来、積

極的に事業を推進し、第6期拡張事業まで進ん

だ。そして平成18年2月1日、旧一宮町との合併

に伴い、旧一宮町水道事業との統合を実施し、

平成18年末現在、給水人口 140，259人、給水

普及率は99.7%にまで着実に発展している。

行政区域内人口:140，723人
面積 : 102.05km2 (平成18年度末)

図1 豊川市の位置
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系統 取水・浄地鳴設 送水・配オ錨設 給オd世茎

一宮系浄統水場 l "ì取4水4量豆13」Z∞E翠~lfE日J f言五原1
日
長日

取水量1，300mlf日

図2 給水フ口一

2.豊川市水道事業の現状と課題

(1)現状

近年、恒常化している渇水や阪神・淡路大地

震を教訓|に、水道のライアラインとしての役割が再

認識され、渇水や災害に強い施設整備の必要

性が高まっている。

本市においては、旧海軍工廠時代に布設(昭

和45年3月31日まで)された管路は更新された

が、その後の第3期拡張時代の老朽管が現在も

多く残存し、また、配水場などの主要施設におい

ても経年変化しており、こうした老朽化施設の更

新事業も重要な課題となっている。図3に本市の

水道の重要幹線管路(呼び径350以上)の管種

構成比を示す。

白 ダクタイル鋳鉄管(一般継手) 49.6%  

ロ 夕、クタイル鋳鉄管(耐震継手) 37.2% 

白 鋳鉄管 10.2%  

口 鋼管 2.0% 

置 ステンレス管 0.45%  

ロコンクリート管 0.47%  

図3 重要幹線管路(呼び径350以上)の管種構成
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(2)課題

こうした状況を踏まえ、安定性の高い水道を推

進するためには、恒常的な渇水対策として自己

水源の確保と既設水源の有効活用を図るととも

に、地震等の災害に強い水道システムの確立に

努めている。また、市民が安心して水道を利用で

きるよう水道の水質確保、適切な浄水処理を目

指している。

一方で、水道事業は、地方公営企業法の定め

に基づいて、独立採算制をとっている。こうした

水道施設の改良や水源確保などには、莫大な費

用が必要になるが、効率的な経営を行うとともに

経営基盤の強化を図り水道経営の健全化を進

めていく。

表1に将来目標及び実現する手段を示す。

表 1 将来目標及び実現する手段

目標

①取水浄水施設の整備

水の安定供給 ②配水施設の整備

③緊急時の配水対策

①有収率の向上
水の適正な料金

②水道業務委託化の推進

一一
3.管路の耐震化への取り組み

(1) NS形ダクタイル鉄管の採用の経緯

阪神・淡路大震災では、水道施設に大きな被

害をもたらした。被災直後の断水は、約130万戸

に及び、特に神戸市、西宮市、芦屋市において

は、ほぼ全域にわたり断水した。

本市では、平成7年1月29日から3月1日の問、

神戸市へ応急復旧のため水道職員及び豊川市

上下水道工事協同組合員を合わせ、延べ481

名を派遣した。被災者の困惑状況や水道施設

ゴム給 ロッヲリング心出し周ゴム

図4 NS形夕、クタイル鉄管の継手構造

手段

経年施設の更新

計画的な配水管の新設、布設替

経年施設の更新

配水ブロック化の推進

連絡管の新設

中央監視施設の改修

経年管の布設替

の被害状況を目のあたりにすることにより、被害を

最小限に抑えるための水道施設づくりが重要で

あることを痛感させられた。

こうした経験もあり、これまで呼び径350以上

の大口径管については、S形、SII形、NS形ダク

タイル鉄管を採用してきたが、本年度から呼び径

100以上の管についてもNS形ダクタイル鉄管を

採用し、管路の耐震化率の向上を図っていくも

のである。

(2)老朽管カ、ら耐震形夕、クタイル鉄管へ

平成 18年度末の本市の総管路延長は約

833kmで、あり、この内建設後40年以上経過した

老朽管総延長は33km(全体の4.0%)となって

pる。

これら40年以上経過した老朽管の中で基幹

管路及び、管網整備事業で新たに新設する管

路の内、重要幹線を優先にNS形管を布設して

pる状況である。年々、管路の耐震化率は向上

しているが、その値は低く、管路の耐震化への取

り組みが急速に進んでいないのが現状である。
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4. NS形ダクタイル鉄管の施工事例および施工性

以下に、採用しているNS形ダクタイル鉄管の施工事例を示す。

(1)工事の概要

①工事名:正岡町配水管布設替工事

(下水管の布設に伴う移転工事)

写真1 施工現場の状況

写真2 呼び径100NS形管の接合状況

(2) NS形ダクタイル鉄管の施工性

NS形ダクタイル鉄管の施工性については、受

口に挿し口を挿し込むだけのスリップ。オンタイプ。の

継手であるため、施工性に優れている。以下に、

部内での主な意見を示す。

①継手の接合は、数回程度行えば要領が分かる

ようになるので、施工業者が接合要領を短期

間で習得できる。

②接合時間は短く、簡単である。

③受口に挿し口を挿し込むだけのスリッフ。オンタイ

プの継手であるため、ボルトの締め忘れの心

配がなく、安心感がある。

④多少の地下水がある水場での接合も可能であ

る(写真2参照)。

②管種:呼び径100NS形ダクタイル鉄管(3

種管)

③布設延長:80m

写真3 呼び径100NS形管のゴ.ム輪チェック状況

5. おわりに

豊川市は「文化の薫る健康福祉都市」づくりを

目指している。刻々と変化する時代の潮流を的

確に捕らえ、個性的で魅力あるまちづくりを進めて

pくためにも、水道はその基盤をなすものであり、

整備拡充は欠くことの出来ない重要な事業であ

る。水道の三原則である清浄、豊富、低廉のテー

マを追い求めつつ、より災害に強い水道システム

の構築と効率的で、健全な経営を図っていかなけ

ればならない。

こうした中、近年、全国各地で地震が多発して

pるが、NS形ダクタイル鉄管などの耐震形ダクタ

イル鉄管は被害が皆無であり、その耐震性能が

証明されている。

こうしたことから、今後も引き続き水の安定供給

のため、NS形ダクタイル鉄管を積極的に採用し、

①計画的な配水管の新設、布設替、②老朽管の

更新、③連絡管の新設に取り組む所存である。
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.按術の継承・人材育成・・・・・・・岡田園面
聞岡田~....・..

大阪市水道局における
技術の伝承と人材育成

について

工務部長速水義一

盟国国盟国・・・・・・園田..由
1. はじめに

わが国の技術の発展・維持を支えてきた団塊

の世代のベテラン職員が大量に退職する時期を

迎える、いわゆる 12007年問題が」取沙汰されて

久しpが、今後ますます多様化・高度化する水

道の様々な課題に対処しながら、現在の給水サ

ービス水準を確保し向上させるためには、水道施

設 ・事業の運営に関する専門的な知識・経験を

有する技術者を継続的に養成・確保していくこと

が不可欠である。しかしながら、技術者の確保や

技術の継承の中心となるべき水道事業体には、

周知のとおり全国で6万人近くが勤務しているも

のの、45歳以上の職員が半数近くを占め、若年

者の割合が年々低下しており、豊富な経験・ノウ

ノ1ウを有する職員の確保や水道技術の伝承と

人材育成がますます重要な課題となっている。

本市水道局においては、大量退職のピークが

早期に訪れたため、2007年問題の直接的な影

響は少ないといえるが、 一方で、他の年代に比

べ、40代-50代の中堅職員が不足気昧であると

ともに、市政改革による平成19年度からの5年間

にわたる新規採用の凍結など、技術の継承・人

材育成について予断を許さない状況であるとい

える。

本稿では、本市水道局における技術の伝承と

人材育成に関する取り組みについて、本市の水

道版マスタープランである「大阪市水道グランドデ

ザイン」における戦略上の位置づけや、技術継承

の一環としての職員研修の取り組み状況につい

て報告するとともに、今後の人材育成に関する

方針についても紹介する。ごの「大阪市水道グ

ランドデザイン」は、当局の「経営方針」と合わせ

て、大阪市版水道ビジョンを構成するもので、ある。

2.大阪市水道の技術継承の考え方

本市水道の「大阪市水道グランドデザイン」に

おいては、「施設整備戦略」、「危機管理戦略」、

「地球環境戦略J、「技術拠点戦略」の4つの戦

略を展開し、お客様のニーズ・満足度を反映させ

ながら各種事業整備計画等、具体の取り組みを

不断に推進してpく枠組みを設けている。
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総合的に技術の伝承・人材育成に取り組むこと

としている。図1に施策の体系を示す。

ダクタイル鉄管

このなかの、「技術拠点戦略」において「技術

の継承Jを施策の柱として掲げており、体系的・
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調査研究体制

-技術研究委員会

・浄水技術R&Dプログラム

・技術開発共同研究等審査会

・高付加価値型技術開発委員会

・おいしい水計画

.最適先端処理技術実験施設

-水道技術センタ一実務研修・JICA専門家養成研修

水
道
技
術
の
継
承

技術交流

-国際会議、各種会議への参加

・技術談話会の開催

・水道協会誌等への投稿

その他の取り組み

-浄水管理技術の標準化 (1809001取得)

・他都市との技術協力

・水道事故事例の集積・教訓化

水道技術継承の体系図1

マを体系的に整理し、これらに継続的に取り組

んでいくべき浄水場と水質試験所による体制を

整備するとともに、併せてその成果を定期的に

内外に報告するシステムとして、平成13(2001) 

年度にスタートさせた。R&Dプログラムの体系を

図2に示す。

3.技術継承の個別の取り組みと研修等

の実施状況

1)浄水技術R&Dプログラム

浄水技術R&Dプログラムは、本市水道の浄

水水質を巡る現状と諸課題を踏まえつつ、当面

する喫緊の課題から長期にわたる検討課題に至

るまで、それらの解決方法に向けた調査研究テー
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〔通常浄水処理システムの機能改善評価

高度浄水処理システムの機能改善評価

未規制物質に対する処理性評価

管内水質制御の最適化に関する評価

浄水トータルシステムのリスク評価と管理

浄水場における排水処理システムの機能改善評価

浄
水
技
術
R
&
D
プ
ロ
グ
ラ
ム

j争フk技付すR&Dブρ口ク、ラムのイ本系図2

を目指した調査研究を進め、順次、実用的な形で

今後の施設整備に反映させることが、事業経営

の効率性・合理性に基づく信頼性の高い水道

整備に寄与するものと考えている。

平成16(2004)年11月、学識経験者を含めた

研究開発委員会を発足させ、産宮学連携のもと

で調査研究を推進しており、「現行水道システム

を前提とした機能改善」 から「新たな水道システ

ムの構築J'こ至る2つのステッフ。によりアフ。ローチ

し将来の水道システムのあり方を見据えて実施し

ているところである。現在、ヒートアイランド対策とし

ての水道水のミスト散布など、水道資源を活用し

た都市環境貢献策の推進に関する調査をはじ

め、多面的かつ拡張性をもった諸テーマで、研究

を実施している。

4)大阪市水道おいしい水計画

平成17(2005)年度からは、「おいしい水」と

pう観点、から、水道事業を見つめ直し、水道水の

2)水道局技術研究委員会

技術研究委員会は、技術系の課長全員で構

成するもので昭和45(1970)年度に設置し、委

員会に分科会や作業部会を適宜設けることによ

り、高度浄水処理、直結増圧ポンプによる直結給

水範囲の拡大、地球環境にやさしい排水処理設

備、IS09001認証取得による浄水場品質マネジ

メントシステムなど、その時々の重要な技術テーマ

に取り組み、実用化に努めているが、今後とも、

継続的に調査研究を推進し、水道技術の貢献

に努めていきたい。

3)大阪市水道・高付加価値型技術開発委員
..6、
τr:r;; 

水道事業の水準を維持・発展させていくため

には、水道を取り巻くめまぐるしい環境の変化を

的確に見据えつつ、これに追随、リードするに足

る水道技術の研鎖を図ることが重要であり、常に

将来を見通しながら、高付加価値型の技術開発
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安全性やおいしさの一層の向上を図るとともに、

お客様との双方向のコミュニケーションの充実を

接点とした「大阪市おいしい水計画」を策定し、

「おいしい水」観点から様々な関連事業を体系

化し、技術戦略、PRコミュニケーション戦略のキ主の

もと、新規事業等も含め、持続的に推進するなど

検討を進めているところで、ある。

5)技術交流に関する取り組み

局内においては、技術談話会(昭和 25

(1950)年発足)を開催し、職員が培ってきた様

々な知見、技術的成果についてフ。レゼ、ンテーショ

ンを行う場として、これまで平成19年8月の開催

で第187回を数え、また、近年では近隣都市の参

画も得ながら進めている。

また、水道局が発行する「水道事業研究J(昭

和24(1949)年発刊)を通じて職員間の技術的

な情報交換や知識の共有に努めている。さらに

は、全国水道研究発表会(日本水道協会)や国

内外の会議・ワークショッフ。における調査研究報

告や水道協会雑誌、水道技術関連雑誌等への

投稿を奨励することで、職員の技術交流及びス

キルアップ。につとめている。写真1に技術談話会

の様子を示す。

写真1 技術談話会(柴島浄水場総合管理棟大会議室)

6)技術研修の実施

こうした水道技術に関する取り組みと並行し

て、体系的に水道技術を学び、実務に活かすた

めの研修体制として、専門別技術研修を実施す

るとともに、実務研修の場である「水道技術センタ

ー」を平成2(1990)年 10月に設立し、主に配管

工事の研修を実施している。

その他、国際協力に向けた人材育成のため

の]lCAによる専門家養成研修や水道分野に

おける技術職員養成のための国立保健医療科

学院研修への職員派遣を行っている。

また、水質試験所では、水源から浄水場、給

水栓に至る一貫した水質管理を的確に実施す

るため、高い精度と信頼性に裏付けされた確か
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な水質検査・水質試験に係わる技術、及びそれら

に支えられた水道水質管理に係わる技術を継承

すべき技術として位置づけ、職員一人ひとりの技

術レベルの向上とともに、水質管理、水質測定、浄

水処理等の技術を確実に技術継承し、さらに所に

おける種々の業務上の成果や調査研究での成

果等を職員全体で共有するため、計画的な技術

研修(I集談会J)を年間8回程度実施しており、

さらにそのうち2回程度は局内外からの講師を迎

えて、危機管理から水質分析までの幅広い内容

で実施している。

4. 今後の取り組み方針

安全で良質な水の安定供給やおいしい水の実

現を図るためには、水源から蛇口に至るトータルシ

ステムとして施設全体がバランス良く機能するこ

とが重要であり、浄水処理はもとより、水源の保

ふ、水質管理、配水管理、耐震性の向上等多く

の分野における技術的課題に対応していく必要

がある。こうした技術的課題の解、決に当たって

は、継承すべき水道技術の精査を行うとともに、

現行の体制を基礎にし、実証実験に基づく調査

研究体制や体験型手法に基づく実務研修体制

を強化していくなど、多彩な方策を講じることによ

り効率的で高水準な技術継承システムを確立

し、将来の人材育成を図ることが重要である。

そのため、今後とも、産官学各分野との幅広い

連携を図りつつ、大阪市水道局技術研究委員

会、大阪市水道浄水技術R&Dプログラム、大阪

市水道高付加価値型技術開発委員会、大阪市

写真2 管連絡(平成19年度新規勤務職員実務研修:配水部門)
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写真3 サド、ル分水栓の取り付け(平成19年度新規勤務職員実務研修:給水部門)

水道おいしい水計画‘国際協力等における取り

組みを引き続き推進していくとともに、水道技術セ

ンターにおける実務研修についても、技術研修の

再構築を図りながら多様なニーズにも対応可能

な体験型研修施設について検討を行うなど、新

しp実証実験施設の設置を中心とした総合的か

っ先進的な実験環境を整備し、併せて国内外に

おける他都市等との技術交流や受け入れ研修を

積極的に検討していくこととしている。

5. おわりに

現在水道を取り巻く状況は、水道ビジョンにも

示されているように、水道事業に携わる技術職員

の確保が困難になる中、安定的に経営を持続さ

せるとともに、国際化への対応等についても急務

であり、技術職員に求められる知識・技術・技量は

今後、ますます高まるものと考えられる。さらには、

近年、わが国においても技術に関わる様々な問

題が発生しているとともに、技術者の社会への

関わりが注目されているところであり、基幹的ライ

アラインである水道システムを、お客様が安心して

いただけるよう、安定的・持続的に不断の改善、

技術革新に取り組みながら発展させるためには、

未来に向けた技術の伝承・人材育成が組織運

営上、最も重要な要素となってくるものと考えて

pる。
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.技術の継承・人材育成・・・・・・.....

阪神水道企業団の
管路整備

1 .はじめに

阪神水道企業団は昭和11年7月に日本で初

めての水道用水供給事業として設立され、昨

年設立70周年を迎えた。創設事業である1期

事業が完成し給水を開始したのが、昭和17年

のことである。1期事業で建設した管路は送

水トンネルも含め約56.4kmで、あり、そのうち

約33%が高級鋳鉄管(国産)であった。昭和

29年には日本で初めて立吹ダクタイル鉄管を

採用するなど、鉄管は企業団の管路整備に欠

かせない存在であった。本稿はこれまでの管

路整備の経緯を振り返り、今後の課題及び今

後の取り組み等について述べるものである。

2.管路建設の経緯

阪神水道企業団は兵庫県内の神戸市、尼崎

市、西宮市及び芦屋市(以下、構成 4市)に

水道用水を供給している。大阪市に隣接する

兵庫県阪神地域は都市活動を支える安定した

水源に乏しいことから、昭和11年に淀川から

導水するために共同して企業団(当時は阪神

建設部長三島和男

上水道市町村組合)を設立した。昭和17年に

完成した1期事業から、平成21年度に完成予

定の5期事業まで、構成 4市の水需要増加に

対応するため数度の拡張事業を実施してき

た。現在では計画施設能力1，289，900m3
/dの

うち 1，128，000m3/dまでの施設整備を実施

し、構成 4市の給水量の約80%を供給してい

る。企業団の現在の施設概要を図 1に示す

が、浄水場等の基幹施設の建設と合わせて

取 ・導 ・送・配水管路の布設工事も行ってき

た。管路建設の経緯として、事業毎に建設し

た管路延長を管種別の延長(構成比)と合わ

せて表 1に記載した。

創設事業である 1期事業では、淀川取水ポ

ンプ場、 (旧)尼崎浄水場、西宮ポンプ場等

の施設と淀川導水路、尼崎送水路、越木岩送

水トンネル等の管路を建設している。戦争中

での施工であり、送水圧の高いトンネルへの

送水路や管圧の高い市内配水管には鋳鉄管を

使用しているものの、送水管圧の低い淀川導

水路や尼崎送水路などは鉄筋コンクリート 管
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/ 

I....更新対象竃路|

大阪湾

図1 施設の概要

表1 管路建設の経緯

ι'111'，休 1: IVI ，Itpl~ぬ.投 市川延長 使川符1手
高級飾鉄符 ダクタイル鈎鉄符

(fJ".l!r) 1匝)J (km) (mm) 

(下O1'/D) t垂.bHkm) 構成比(%) 延長(km) 補成比(拓}

11刷iI-V:! 512-16 160 56.4 240-1.8∞ 18.6 33.0 4正使川

21VI ・肝~ 512-16 160 56.4 240-1以lO 26.7 69.3 6.0 

3岬I'II-V:! 512-16 160 56.4 240-1.8∞ 4、~.J!m 15.2 

4同1 ・~~ 512-16 160 56.4 240-1.800 よ使HJ 17.4 

5聞1'11業 512-16 160 56.4 240-1.8∞ .f;;~.J!Jl I 10.8 

，1t 1.289.9 185.3 45.3 24.4 49.4 

を使用しており、また、神戸市方面へは六甲

山中に建設したトンネルにより自然流下方重

で送水することで鉄の使用を抑制している。

昭和31年度に完成した 2期事業では、 1期

事業で建設した(旧)尼崎浄水場等の増設を

行ったほか、 (旧)甲山浄水場等の施設が建

設され、淀川ポンプ場から(旧)甲山浄水場開

の淀川導水路 (2期)や甲山送水トンネル等

の管路が建設された。2期淀川導水路は主と

して高級鋳鉄管を使用したが、甲東ポンプ場

から甲山浄水場開(揚程100m)の高圧箇所

を中心に立吹ダクタイル鉄管(印能継手)を

日本で初めて採用した。

高度成長期に継続して実施した 3期及び4

期事業で企業団の主力施設である大道取水ポ

ンプ場、猪名川浄水場、甲東ポンプ場等の施

設、大道導水路(3期及び4期)、猪名川送

水路、甲東送水路及び芦部谷送水トンネル等

の管路を建設した。 3期事業からは鋳鉄管に

かわり全面的にダクタイル鉄管を使用してい

15.6 

44.3 

76.3 

32.4 

26.7 

符 ~R~事

剣1守 コンクリート・符 fi綿セメント符 トンネル

延i晶(krn)構成比(%) 位 以(km)構成比(%) 延長(km) 4構成比(%) 内I壬(km) l!LJ岳(km)構成比(%)

ま能川 17.8 31.6 10.0 17.7 1.8∞ 10.0 17.7 

0.8 2.1 2.7 7.0 .l<~直川 1.8∞ 2.3 6.0 

3.6 10.5 2.4 21.6 .l<能川 2.5∞ 8.1 23.6 

1.8 7.9 3.6 15.8 .l<使川 施 Cf.<L.. 

22.5 67.6 .l<~上 IIJ .j..f，J!1IJ 施 lなし

28.7 15.5 31.5 17.0 10.0 5.4 20.4 11.0 

る。 3期及び4期事業で大道導水路や猪名川

送水路の低圧部でプレストレストコンクリー

ト管を採用している。

昭和53年度から実施している 5期事業で

は、 3. 4期施設に増設する形で大道ポンプ

場、猪名川浄水場及び甲東ポンプ場等の施設

や導送水管路の建設を行ったほか、阪神二淡

路大震災で被災した尼崎及び甲山浄水場を統

合する(新)尼崎浄水場の建設や浄水水質の

改善を目的とした高度浄水施設の建設も行っ

てきた。市街地での管路布設のため主として

シールド工法や推進工法により施工した。ま

た、震災での被災経験も踏まえ山岳トンネル

坑内にも管路を布設した。これらのトンネル

内配管のほとんどは空隙部分にモルタルを充

填する方式としたため、鋼管の採用割合が多

くなったが、ダクタイル鉄管を採用した区間

については管内から継手作業を行う U形ダク

タイル鉄管を使用した。
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3.管路更新の取り組み

， )阪神・淡路大震災での被害

平成7年1月17日に発生した阪神-淡路大震

災は6，434名の方が亡くなられた、戦後圏内

で発生した最大の自然災害であった。建築物

や鉄道、道路等の社会基盤施設や水道、電

気、通信等ライフラインも大きな被害を受

け、長期間にわたり都市機能がマヒした。、

企業団も浄水場等基幹施設に大きな被害が生

じたほか、管路で、は延長181.0km(当時)の

うち126カ所で管体破損や継手の抜け出し等

の被害が生じた。管種別の被害箇所数を表 2

に示すが、鋳鉄管の被害が最も多く、次に鉄

筋コンクリート管が多い。これらは昭和12-

31年度に布設されたものであり、経年管であ

ることや継手が伸縮性に乏しい構造であるた

めである。ダクタイル鉄管ではA形管やK形

管で継手の抜け出し等の被害が断層近接地な

どで発生した。また、地震には強いと考えら

表2 管種別被害箇所数

管樋 箇所数 構成比(% 備考

$)1鉄管 78 61.9 

ダクタイル鋳鉄管 16 12.7 AJ彩、K形に被害

鉄筋コンクリート管 24 19.0 

プレストレスコンクリート管 5 4.0 

石綿符 1 0.8 更正工事を実施

鋼管(水管備を含む) 0.8 水管矯MI縮管に被害

トンネル 1 0.8 

れていた山岳トンネルにも被害が生じた。

漏水事故や水質劣化防止の観点から昭和55

年度から計画的に管路更新に取り組んできた

が、本格的な更新工法である既設管内挿入

法 (PIP)や布設替だけでなく、鋳鉄管や

石綿セメント管にポリエチレン管等を挿入す

る更生工事で対応した管路もあり、耐震性の

観点からは不十分であった。そのため、耐震

性向上の観点からは更生工事を実施した管路

も含め経年管路を計画的に更新することが今

後の管路整備の課題となった。

地震直後から漏水箇所の応急復旧工事を実

施したが、被災したコンクリート管路や鋳鉄

管路(延長18.3km)は、阪神-淡路大震災級

の地震動(レベル 2地震動)に耐えうるよう

に口径が1200mm以上の大径管は P1 P、

中・小径管はS形ダクタイル鉄管等への布設

越を行う災害復旧工事を実施した。

2 )管路更新の取り組みと課題

震災後、企業団内に「水道施設耐震化計画

検討委員会J (委員長住友恒京都大学教授

(当時) )を設置し、今後の施設整備の進め

方について検討を行った。管路整備について

は被災が予想される管路の耐震化と系統別管

路の相互連絡を早期に実施するよう提言を受

けている。

平成 7年度からは被災管路の復旧工事を行

うとともに、耐震性に乏しい経年管路につい

ては管路更新計画を作成し工事を実施してい

る。管路の重要度、管種、劣化事象などから

優先度を決め、工事期間中の水運用及び財政

への影響も考慮、し計画を作成し、事故の発生

など状況に応じて適宜見直しを行っている。

また、厚生労働省の水道管路近代化推進事業

に関する補助制度を活用し事業費の節減に努

めている。

更新の方法としては、大径管についてはP

1 P、中・小径管についてはS形等のダクタ

イル鉄管への布設替を標準工法としている。

企業団では、平成 5年度に地盤の良くない臨

海部での配水管布設替工事で初めて S形ダク

タイル管を使用したが、震災後は布設替も 4

め新設管路はS形及びNS形等高機能ダクタ

イル鉄管を使用することとしている。

平成7年度から 18年度までに、淀川ポンプ

場から甲東ポンプ場間の導水管(鋳鉄管及び

印能継手のダクタイル鉄管)、猪名川浄水場

から甲東ポンプ場開の送水管(プレストレス

トコンクリート管)及び尼崎市内の配水管

(鋳鉄管)等の延長約23kmの管路を更新し

た。その結果、管路の耐震化率は地震発生前

の平成 5年度末に14.1%であったものが18年

度末には47.8%となり、大きく向上してい

る。表 3に過去 5年毎の漏水事故の発生件数

を記載しているが、 S55年度から開始した管
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路更新の実施により発生件数も減少している

ことは更新の成果である。

しかし、まだ更新すべき対象管路延長が約

表3 漏水事故発生件数

年度 件数

S46-50 53 

S51-55 46 

S56-60 20 

S61-H2 22 

H3-7 15 I 

H8-12 

H13-17 

90kmもあり、今後も計画的に管路更新に取

り組む必要がある。大道取水場から猪名川浄

水場までの大道導水路(3期及び 4期、 4
1350-2100mm、延長24.0km、ダクタイル鉄

管、プレストレストコンクリート管、鋼管)

や六甲山中の 3期芦部谷送水トンネル(標準

馬蹄形内径2500mm、延長8.1km) などの企

業団の基幹管路の更新を進めるためには多く

の課題があり、管路延長が長く工事による断

水期間も長期になるために工事期間中の水運

用方法や渇水や事故等非常時の対応等につい

て構成 4市と十分に調整を行い、事業費の確

保や工事コストの縮減を図ることが必要であ

る。 しかし、企業団の使命である「安全で安

心な水を安定して供給することjを今後とも

持続していくためにはこれら基幹管路の更新

は必要不可欠なものであり、企業団の総力を

挙げて取り組んでいかなければならない。

4. おわりに

企業団の管路整備について振り返り、現在

取り組んでいる管路更新の状況について整理

してみると、鋳鉄管の時代からダクタイル鉄

管の現在まで、水道事業にとって鉄管の存在

は不可欠であることが再認識された。水道事

業が発展してpく過程でダクタイル鉄管の果

たした役割は大きなものであり、それは今後

とも変わることはないものと考えている。そ

こで、借越ながら日本ダクタイル鉄管協会に

対して要望をさせていただきたいと思ってい

る。

給水量の減少等による厳しい財政状況のな

かで必要な事業費を確保し、経年管路の更新

を進めていくことは、ほとんど全ての水道事

業体にとっては共通する最重要な課題と考え

る。このため、管路更新を計画的に進めてい

くためにはより低コストで耐震管路を布設で

きる材料や工法の開発が必要である。また、

管路のリース化、 PFIの利用等事業体側の

費用負担の平準化や財政負担の軽減を図れる

制度の提案なども要望したい。

人口減少化社会の到来は現実となったが、

団塊の世代の大量退職が始まる2007年問題と

も関連して配管工事に関わる技術者の確保も

大きな課題と考える。約30年前に私が企業団

に就職した当時に立ち会った鋳鉄管の補修工

事では、職員が鉛を溶かして印鑑継手の補修

を行っていたが、現在はそのようなことがで

きる職員はいなくなっている。印鑑継手を補

修する技術は現在では必要のないものだろう

が、管内等の狭所でボルト締め等の作業を行

う技術者の確保は今後も可能であろうか。前

記の要望とも関連するが作業効率性のよい継

手や狭所作業を行うロボットなど省人化技術

の開発は必要ではないだろうか。また、管路

管理を効率的に行えるよう、例えば漏水の発

生や腐食の程度などの管路状況が地表面から

把握できる技術の開発なども望まれる。

これらの要望は決して一方的に協会に押し

つけるものでなく、事業体も一緒に協力して

実現するべきものと考えている。

最後になりましたが、遠心力ダクタイル鉄

管誕生50周年、また協会創立60周年おめでと

うございます。今後とも水道事業を支える良

きパートナーであり続けることを祈念して止

みません。

(参考文献)

宮岡正:鋳鉄管からダクタイル鉄管ヘ;日本ダク

タイル鉄管協会、ダクタイル鉄管NO.63、

阪神水道企業団:阪神水道企業団50年史
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平成19年能登半島地震における
水道管踏の被害について

日本夕、クタイル鉄管協会 技術委員

西槙伸充 川原聡

高橋新平 大演博保

森田真子 荒川範行

園田E・・・・・・・・・園田園田・
1 .はじめに

平成19年3月25日午前9時41分に発生した

能登半島地震(マクゃニチュード6.9)では、能登半

島を中心に、石川県七尾市、輪島市および穴水

町で震度6強、志賀町、中能登町および能登町

で震度6弱を観測し、上下水道やガスなどのライ

フラインに大きな被害が生じた。

水道については、石川県および富山県の3市

5町において、約1万3300戸が断水した。

本報告は、地震発生翌日の3月26日から現地

に入り、水道管路の被害状況について調査を実

施した内容を取りまとめたものである。

2.地震の諸元

(1)発生時刻:平成19年3月25日

午前9時41分

(2)震央:北緯37度 13.2分

東経136度41.1分

(3)震源深さ:11km

(4)規模:マク守ニチュード(M)6.9

(5)各地の震度(震度6以上)

〔震度6強〕石川県七尾市、石川県輪島市

石川県穴水町

〔震度 6~~J 石川県志賀町、石川県中能登町

石川県能登町

また、震度分布を図1に示す。

図 1 各地の震度分布1)
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また、5章では能登半島に用水を供給している

石川県企業局の被害状況について示す。

ダクタイル鉄管

4.1 被害件数

輪島市、七尾市および穴水町で発生した被

害件数の合計は166件で、あった。その値を管路

延長で除した被害率は0.16件/kmで、あった。

図3に上記3事業体を合計した管種別の被害

率を示す。

夕、、クタイル鉄管の被害率は、最も低く0.08件/

kmとなっている。ただし、被害は全て一般継手

のダクタイル鉄管に発生したもので、地滑り地帯

でも布設されていた耐震継手のダクタイル鉄管

には被害は発生していない。鋳鉄管が0.25件/

km、石綿セメント管が0.27件/kmとほぼ同等の

被害率で、あった。鋼管は1.77件 /kmと高い被

害率となったが、ほとんどがネジ継手の継手漏水

である。塩化ビニル管の被害率は比較的低く、

0.14件/kmで、あった。鉄筋コンクリート管の被害

は全て穴水町において発生したO250導水管の

継手漏水である。

都道
観測点名

最大加速度(gal)

府県 誕度
南北 東西 上下 合成

輪島市門前町走出・ 1303.8 

穴水町大町公 472.8 780.3 555.7 901.3 
石川県 6強

七尾1打旧鶴浜岡T・6 745.9 

愉臼市鳳至IUT 463.6 438.8 189.7 473.7 

※印は、地方公共団体または独立行政法人防災科学研究所

の震度観測点、を示す。

3. 断水状況

石川県および富山県下の3市5町において

約1万3300戸が断水状態となった。図2に被災

地全域の断水戸数の推移と、震度6強を記録し

た輪島市、七尾市、穴水町における断水戸数の

推移を示す。最後まで断水していた輪島市の深

見地区(旧門前町)37戸の水道管工事が4月7

日午前に完了し、すべての断水は解消された。

なお、輪島市立病院では断水による透析用水

への不安から転院することもあった。
(15) 5.00 
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(6)地震加速度

地震時の最大加速度を表1に示す。

旧門前町では兵庫県南部地震を大きく上回る

1304 galを記録した。

表1 地震時の最大加速度1)
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図3 主な管種別被害率

(輪島市、七尾市、穴水町の合計)

。、、~ニー・ I ~ 

3/25 3/27 3/29 3/31 4/2 4/4 

図2 断水戸数の推移2)

4.2 管路の被害形態

表2に各管種ごとの主な被害形態を示す。

ダクタイル鉄管については一般継手の抜け、

鋳鉄管および石綿セメント管は管体の破損、ネジ

継手の鋼管は継手部からの漏水、塩化ビニル

管は継手の抜けおよび管体破損が主な被害形

態であった。

4/6 

4.震度6強を観測した事業体における

被害状況

今回の地震により震度6強を観測した輪島

市、七尾市および穴水町の3事業体における導・

送・配水管に発生した管路被害について以下に

示す。
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以下に輪島市、七尾市および穴水町の3事業体

の管路被害概要等についてそれぞれ示す。

表2 管種別被害形態

管種 被害形態

ダクタイル鉄管(一般継手) 継手抜け

鋳鉄管 管体破損

石綿セメン卜管 管体破損

鋼管(ネジ継手) 継手漏水

塩化ビニル管 継子抜け管体破棋

4.3 輪島市における被害状況

(1)水道管路の概要

導・送・配水管の延長距離(平成19年5月現在)

導水管 2.618km 

送水管 32.602km 

配水管 348.065km 

(2)被害状況

輪島市においては合計70件の被害が発生

し、被害率は0.18件 /kmで、あった。ダクタイル鉄

管、鋳鉄管および石綿セメント管に発生した管路

の被害件数および被害率を表3に示す。

ダクタイル鉄管の被害件数は16件で、被害率

は0.13イ牛/kmで、あった。うち、14件が継手抜け、

2件が継手漏水ですべて一般継手のダクタイル

鉄管に発生したものである。なお、耐震継手のダ

クタイル鉄管は地滑り地帯である旧門前町皆月

表3 輪島市における管路の被害件数・被害率

管種 DIP 

75 4 

100 4 

150 
口径

200 1 

250 5 

300 2 

被害件数計 16 

管路延長 (km) 123.4 

被害率(件/km)

DIP:ダクタイル鉄管

CIP:鋳鉄管

ACP:石綿セメント管

0.13 

CIP ACP 

1 5 

1 2 

2 

1 

3 9 

4.9 16.4 

0.61 0.55 

地区や主要幹線に約13.3km布設されていた

が無被害で、あった。鋳鉄管、石綿セメント管の被

害は全て管体破損であった。

その他の被害としては、鋼管(ネジ継手)の継

手漏水等(被害率2.38件/km)、塩化ピニル管

の継手抜け、管体破損等(被害率0.15件/km)

が発生した。

図4 輪島市 (旧門前町)における

被害地点、フ。ロット図3)

(61頁カラー参照)

図5 輪島市(旧門前町)における

被害地点プロット図3)

(61頁カラー参照)
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(3)被害地点

主な被害発生地点を図4、5に示す。

管路被害は海岸部や河川近傍の地盤が軟弱

な箇所に集中していた。このような地盤において

は、写真1に示すような地盤の亀裂や段差およ

び液状化などの地盤変状が多く認められた。特

に旧門前町では液状化によりマンホールの浮上

被害が多く発生していた。

4.4 七尾市における被害状況

(1)水道管路の概要

導 ・送・配水管の延長距離(平成18年3月末現

在)

導水管 12.772km 

送水管 15.908km 

配水管:536.745km 

(2)被害状況

七尾市においては合計73件の被害が発生

し、被害率は0.13件/kmで、あった。ダクタイル鉄

管、鋳鉄管および石綿セメント管に発生した管路

の被害件数および被害率を表4に示す。

ダクタイル鉄管の被害件数は12件で、被害率

は0.04件/kmで、あった。うち、1件が継手抜け、6

件が継手漏水、5件が付属設備の被害で、あっ

た。被害はすべて一般継手のダクタイル鉄管に

発生したものであり、耐震継手のダクタイル鉄管

は無被害で、あった。鋳鉄管の被害形態は継手

漏水、石綿セメント管の被害は継手抜け、継手漏

水および管体破損で、あった。

その他の被害としては、鋼管(ネジ継手)の継

手漏水等(被害率1.78件/km)、塩化ピニル管

の継手抜け、管体破損等(被害率0.15件/km)

が発生した。

表4 七尾市における管路の被害件数・被害率

(件)

管種

75 

100 

150 
口径

200 

300 

400 

被害件数計

管路延長 (km)

被害率(件/km)

DIP:ダクタイル鉄管

CIP:鋳鉄管

DIP 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

12 

280.8 

0.04 

ACP:石綿セメント管

(3)被害地点

CIP 

2 

2 

11.5 

0.17 

主な被害発生地点を図6に示す。

ACP 

7 

10 

1 

2 

20 

89.8 

0.22 

七尾市においても管路の被害は海岸部や河

川近傍の軟弱地盤に集中していた。写真2に海

岸部での噴砂跡を示す。

図6 七尾市における被害地点フ。ロット図3)

(61頁カラー参照)
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写真1 旧門前町で発生した地盤の亀裂

(幅50mm、段差90mm)

写真2 七尾市海岸部における噴砂跡

4.5 穴水町における被害状況

(1)水道管路の概要

導・送・配水管の延長距離(平成17年3月末

現在)

導水管 3.481km 

送水管 9.623km 

配水管 80.040km

(2)被害状況

穴水町においては合計23件の被害が発生し、

被害率は0.25件/kmで、あった。ダクタイル鉄管に

発生した管路の被害件数および被害率を表5に

示す。

ダクタイル鉄管の被害件数は7件で、被害率は

0.12件/kmで、あった。うち、2件が継手抜け、5件

が仕切弁に発生した被害で、あった。T形継手の

抜けによる被害を写真3に示す。被害はすべて

一般継手のダクタイル鉄管に発生したものであり、

耐震継手のダクタイル鉄管は無被害で、あった。

その他の被害としては、鋼管(ネジ継手)の管

体破損が1件(被害率0.57件/km)、鉄筋コンク

リート管の継手漏水が 15件(被害率4.95件/

km)発生した。なお、鉄筋コンクリート管の被害は

取水口から宇留地浄水場への~250の導水管で

あり、この管路の被災により配水システム全体に

大きな影響を与えた。

図ア 穴水町における被害地点フ。ロット図3) (61頁カラー参照)
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表5 穴水町における管路の被害件数・被害率

(件)

管種 DIP CIP ACP 

75 5 

100 1 1 
111歪

200 1 

250 15 

被害件数計 7 1 15 

管路延長 (km) 57.7 1.7 3.0 

被害率(件/km) 0.12 0.57 4.95 

DIP:ダクタイル鉄管

CIP:鋳 鉄 管

ACP:石綿セメン卜管

(3)被害地点

主な被害地点を図7に示す。

管路の被害は海岸部や河川近傍の軟弱地

盤に集中している。ダクタイル鉄管の継手抜けは

2件発生したが、いずれも軟弱地盤において発

生した。写真4に穴水町で発生した地盤の段差

を示す。

写真3 T形継手の抜け

写真4 穴水町で発生した地盤の段差 (25mm)
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図8 石川県企業局における管路概要4)

5.石川県企業局における被害状況

5.1 概要

石川県企業局の水道用水供給事業は、手取

川ダムを水源とし、七尾市能登島以南の7市5町

に水道用水を供給している。一日の最大供給能

力は244，000トンである。石川県企業局の管路の

概要を図8に示す。

5.2 管路延長

石川県企業局の送水管路は口径 100-

2000mmまで幅広く布設されており、管路の総延

長は184.29kmで、ある4)。

使用されている主な管種はダクタイル鉄管およ

び鋼管である 。ダクタイル鉄管は、延長で約

120kmで、あり全体の64%を占めている。そのうち

耐震継手のダクタイル鉄管が約13km布設され

ている。

5.3 被害件数

石川県企業局において発生した管路被害は、

能登島付近で発生したO250T形ダクタイル鉄管

の継手の抜け1件のみで、あった。なお、被害率に
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換算すると全体で、0.005件/km、ダクタイル鉄管

(一般継手)で、は0.008件/kmと非常に小さp値

で、あった。

また、耐震継手のダクタイル鉄管は無被害であ

った。

5.4 被害発生地点

被害発生地点を図9に示す。

被害は~250T形ダクタイル鉄管の継手の抜け

であり、能登島大橋を能登島ヘ渡る手前で発生

した。被害発生地点は海岸部で、周辺の地盤に

は液状化が発生しており、写真5に示すように噴

砂の跡が見られた。その他、一般継手のダクタイ

ル鉄管は比較的良い地盤に布設されており、被

害は発生しなかった。

また、中能登町金丸において、耐震継手の4
800S形ダクタイル鉄管が布設されていた地盤に

¥一七ml /
三明

約40cmの段差(写真6、7参照)が発生していた

が、無被害で、あった。

6.まとめ

①管路の被害率は、輪島市、七尾市および穴水

町の合計で0.18件 /kmで、あった。また、能登

半島へ用水を供給している石川県企業局で

は管路延長184.29kmで、被害は1件(被害率

0.005件/km)で、あった。また、最も被害率が高

かった穴水町の値は0.25件/kmで、あり、兵庫

県南部地震における芦屋市(1.61件/km)や

西宮市 (0.72件 /km)に比べ低い値で、あっ

た。

②各管種の被害形態はこれまで発生した兵庫県

南部地震、新潟県中越地震などと同じ傾向で

あった。一般継手のダクタイル鉄管は継手の抜

けおよび漏水、鋳鉄管は管体破損および、継手

七尾市 庵 I\~
離主主立山 l

シーワイトライン(1

l._ fiJlI __、
/¥f缶JI).，ー話

ー丈二~石凱lJ 花鴎 Y
m s、...-.、骨♂，へ

井田 陣 s 

件800S形管

埋設地点、B

縄辺

図9 石川県企業局における被害発生地点フ。ロット図
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写真5 噴砂跡(地点、A) 写真6 地盤に発生した段差(地点B)

(件8008形被害なし)

写真7 地盤に発生した段差(約40cm) (地点B)

漏水、石綿セメント管は管体破損、ネジ継手の

鋼管は継手の抜けおよび漏水、塩化ビニル管

については管体破損および継手の抜けが主

なもので、あった。

③一般継手のダクタイル鉄管の被害発生地点

は、河川に沿った地域、海岸部および盛土部

等地盤の悪いところで発生しており、被害発生

の要因としては液状化などの地盤変状による

ものと考えられる。また、耐震継手のダクタイル

鉄管は地滑り地帯など、大きな地盤変状が発

生した地盤にも約40km(その他、石川県企業

局では約13km)布設されていたが被害は発

生せず、改めてその耐震性能が確認された。

なお、石綿セメント管や塩化ビニル管は地盤変

状が見られない地盤でも被害が発生してい

た。

【参考資料】

1)気象庁HP

h仕p://www.jma.go.jp/jma/index.html 

2)厚生労働省HP

h仕p://www.mhlw.go.jp/ 

3)平成19年(2007年)能登半島地震水道施設

被害等調査報告書平成19年7月能登半島地

震水道施設被害等調査団(厚生労働省健康局

水道課)

4)石川県企業局HP

http://www.pref.ishikawa.jp/kigyou/ 
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十什 id ーハ什円

平成19年新潟県申越中地震に
おける水道管路の被害について

〈速報〉
日本夕、クタイル鉄管協会 技術委員

打越聡 森田真子

辻研吾 香川崇哲

山根秀二 荒川範行

1 11 

1 .はじめに

平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖

地震(マクゃニチュード推定6.8)では、信越地方を

中心に新潟県柏崎市や刈羽村などで震度 6強

を観測し、上下水道やガスなどのライアラインに大

きな被害が生じた。

水道については、新潟県および長野県の6市

3市町村で約6万戸が断水した。

特に、柏崎市及び刈羽村では、地震発生時に

ほぼ全戸断水となり、全面復旧までに約2週間を

要する結果となった。

本報告は、主に柏崎市の管路被害について

現地調査した結果(速報)をまとめたものである。

2.地震の諸元

(1)発生時刻:平成19年7月16日

午前10時13分

(2)震央:北緯37度33.4分、

東経138度36.5分

(3)震源深さ :17km

(4)規模:マク守ニチュード(M)6.8

(5)各地の震度(震度6以上)

[震度6強]新潟県柏崎市、新潟県刈羽村、

新潟県長岡市、長野県飯綱町

[震度6!9!9J新潟県上越市、新潟県小千谷市、

新潟県出雲崎町

また、震度分布を図1に示す。

図1 震度分布図
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(6)地震動の大きさ

①加速度値

最大加速度値を表1に示す。

最大加速度は、柏崎市西山町池浦で測定さ

れた1018.9galで、あった。

断水戸数及び水道の復旧に要した日数※表2

ダクタイル鉄骨56 

※厚生労働省ホームページによる。

(断水戸数は7/16(月)14時現在)

100% 

都道
観測点名 震度

最大加速度包al)

府県 南北東西上下 合成

K-NET柏崎 6強 667.0 514.0 369.0 813.0 

柏崎市西山町池浦 6 ~強 840.7 878.6 565.8 1018.9 

新潟県 刈羽村1PJ田I新IJ) 6強 464.9 374.1 400.7 496.4 

長岡市小国町泣;JIi 6強 503.7 613.2 234.9 692.6 

出雲崎町(気象庁) 6s)SJ 614.7 494.0 253.9 701.0 

長野県 飯綱p可苧川 6~強 621.3 366.6 216.4 657.0 

主な震度測定点における最大加速度値ポ表 1

80% 

断 60%

水
率 40%

都道 市町 断水戸数 復旧までに要し
府県 村名 (戸) た日数(口)

柏崎市 42，060 16 

車rr i~，j U， ~ 刈羽村 1，400 16 

長岡市 3，250 

長野県 飯綱10T 50 3 

※気象庁資料による。

②加速度波形

柏崎市と震源近くの出雲崎町で、の加速度

波形の例を図2に示す。 20% 

|柏崎市 (k-net)南北

水道の復旧状況図3
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4. ，自崎市の管種別水道管延長及び構成比

断水被害が大きかった柏崎市(高柳地区を

除く)での、送配水管の管種別被害件数及び被

害率を表3'こ示す。
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送配水管の管種別被害件数及び被害率注)

管栂 DIP，CIP SP VP PE 
計

(二層管)

被害件数
(件) 212 56 221 2 536 

管路延長
522.1 17.4 (km) 253.7 30.1 823.3 

被害率
(件/km) 0.41 3.22 0.87 0.07 0.651 

注) R本水道協会新潟県支部資料による(高柳J地山区を除くο)。

〔…椀件…理伝恥…の集鮒計一で一〕

査により変更の可能性がある。

表3加速度波形の例

断水被害及び水道の復旧状況

震度6強を記録した市町村の断水戸数及

び復旧に要した日数を表2に示す。

また、地震発生時から水道復旧に至るまで

断水率の推移を図3に示す。

図2

3. 
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5.相崎市の地形

柏崎市中心部の地形分類を図4に示す。

柏崎市の中心部は、鵜川、鯖石川に挟まれた

低地・谷底平野と砂丘からなっている。また、国

1'2$創調。『鎗崎岡炉心.J
事鳳同年。ω;JlJ>ltB!崎匝中.持増a.崎舟f分・m

1重立地

!制・自lii平野

Elt!宅街

iBPl，j'181:lJ 

IHi 

Cコ 断絶

圃薗 H丘

じコモ.r;:蜘ltn'ilぽ 品

，tfl 

土地理院HP(H19.7.30)によれば、これらの地

域は広範囲にわたって液状化が多数発生して

pる。

図4 柏崎市中心部の地形分類(国土地理院HPより) (62頁カラー参照)

6.管路の被害状況

以下、柏崎市における管路の被害状況例を以

下に示す。

現在(8月5日現在)、管路被害の全体の詳細

は把握出来ていないが、継手の抜けなどによる

漏水は、主に液状化した地盤などで発生してい

た。

なお、柏崎市では、NS形などの耐震形ダクタ

イル鉄管を平成10年度から布設延長約140km

埋設されていたが、被害はなく、その有効性が確

認された。

(， )液状化地盤での被害状況例

1)旧河道・旧水部での液状化地盤

管路の被害が多く発生した橋場町は、液

状化が生じやすい旧河道・旧水部を含む地

域であり、図5、図6に示すように概ね液状化し

た地域と管路被害地域が一致することがわ

かる。(なお、地震直後はU字溝に液状化によ

って生じた噴砂が溜まったため、 写真1に示

すように道路脇に取り除いた砂を盛っている

光景が見受けられた。)
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図5 鯖石川改修記念公園周辺の液状化状況

(国際航業(株)航空写真判読図による)

(62頁カラー参照)

国6 橋場町における旧水部(青色)と漏水地点、

(62頁カラー参照)

写真1 橋場町漏水地点付近の噴砂跡

写真2 液状化地盤での被害例

(橋場町DIP-K形ct600継手抜け)

ダクタイル鉄管 平成19.11第81号

2)砂丘傾斜部での液状化地盤

図7に示す、配水幹線(呼び径500K形ダク

タイル鉄管)上で漏水被害が発生した。管路

は、砂丘から平野へと地形的に変化する砂丘

斜面に沿って埋設されており、被害はその末端

部で生じていた。

その場所では、液状化による地盤変状(亀

裂，噴砂)が認められており、傾斜部に沿って地

盤が移動したものと思われる。

また、配水幹線と直交する家屋被害が大き

かった「えんま通り」沿いに埋設されていた呼

び径300のNS形管路には被害は無かった。

図7 配水幹線被害箇所

(62頁カラー参照)

写真3 砂丘傾斜部で認められた

液状化による噴砂跡
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写真4 砂正斜面(末端部)

写真5 砂丘斜面での被害例

(DIP-K形件500継手抜け)

写真6 えんま通り

(2)盛土地盤での被害状況例

道路盛土部において、管路被害が発生した。

以下に代表的な例として、鯨波駅近くの国道8号

線沿い、及び茨目の道路上で生じた漏水による

被害を示す。

国道8号線の盛土部は、約100mにわたり円弧

状に滑り落ち、それに伴い赤坂山浄水場へ向か

う3本の導水管のうち2本が法尻部及び国道下

で継手の抜け出しによる被害が生じた。

また、その名の通り昔は池だった佐藤池運動

広場北東側にのびる道路は、田んぼの中に盛土

して造られていた。その道路下に埋設されてい

た管路で被害が生じていた。また、被害地点近

傍では液状化による道路の亀裂や噴砂跡が認

められた。

図8 盛土の崩壊に伴う被害地点(鯨波)

(62頁カラー参照)

写真7 盛土の斜面崩壊状況(鯨波)
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写真8 盛土崩壊部での被害例(鯨波)

(DIP-K形併600継手抜け)

図9 盛土地盤での被害地点(茨目)

(62頁カラー参照)

写真9 田んぼの中の盛土地盤(茨目)

ダクタイル鉄管 平成19.11第81号

8.まとめ

当地震による管路被害の特徴は以下の通り

であった。

(1)柏崎市内は、鵜川、鯖石川、別山川に挟まれ

た低地・谷底平野と砂丘からなっており、液

状化が多数発生していた。管路被害は、この

ような液状化した地盤や道路の盛土部など

悪い地盤で発生していた。

(2)その一方で、柏崎市では、NS形などの耐震

形夕、、クタイル鉄管が平成 10年度から約

140km布設されていたが被害はなく、その有

効性も確認出来た。

(3)今後、地盤条件などを考慮して、基幹管路

の耐震化を積極的に進めていく乙とが重要

である。



技術レポート5 力ラー函面 一，T;

図4 輪島市 (旧門前町)における

被害地点プロ ッ ト図3)

図6 七尾市における被害地点プロ ッ ト図3)

図5 輪島市 (旧門前町)における被害地点プロ ッ ト図3)

図7 穴水町における被害地点プロ ッ ト図3)
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

函館水道100年と管路整備

函館市水道局

事業部長
                             　 天満　茂夫

　明治22年から給水を開始している函館市の水道事業、現在にいたるま
での拡張事業の推移、ダクタイル鉄管との関わり、今後の管路整備のあ
り方について報告している。

下関市水道事業100年の歴史と
ダクタイル鉄管との歩み

下関市上下水道局

上水工務課長
                            　  白石　則仁

　平成18年1月1日に給水開始100周年を迎えた下関市水道事業のこれま
での沿革とダクタイル鉄管との関わり、今後の管路整備の方向性につい
て報告している。

耐震管の採用と評価について

八戸圏域水道企業団

副企業長
                                大久保　勉

　昔から地震の多い八戸地域、昭和43年5月に発生した十勝沖地震に
よって管路が壊滅的な被害をうけている。この地震を受けて八戸圏域水
道企業団ではメーカーと協力して耐震管の開発を検討し、その採用と検
証について報告している。

東京水道の沿革とU形ダクタイル
鉄管の採用

東京都水道局

建設部　工務課　調査係長
                               　  秋山　茂

　このレポートでは東京都水道の沿革、現在行われている管路整備事業
を紹介している。昭和43年3月に初めて採用されたU形ダクタイル鉄管の
開発の経緯、その後の展開について報告している。

配水管整備におけるPIP工法と今
後の水道事業の取り組みと課題

京都市上下水道局

技術長
                              　吉田　重光

　このレポートでは京都市における配水管整備事業の変遷、昭和49年に
採用されたパイプインパイプ工法、その経緯と開発経過について、また
今後の京都市水道事業のあり方について報告している。

稚内市水道事業の現況と耐震化
への取り組み

稚内市

水道部　導水管整備担当主幹
　　　　　　　　　　　　　　　野川　弘昭

　稚内市の水道事業の紹介と管路耐震化への取り組み、今後の事業計画
の課題と展望を報告している。

2007年 No.80



発行年 号数 タイトル 著者 概要

釧路市における配水管の管種に
ついて

釧路市

上下水道部　水道整備課
　水道施設計画主幹
　　　　　　　　　　　　　　小田嶋　武雄

　震度5以上の地震が過去に11回観測されている釧路市では早くから管
路の耐震化に取り組まれており、平成19年度からの高機能ダクタイル鉄
管を導入した経緯を報告している。

実管路において長期間埋設され
た外面ポリエチレンスリーブ装着
管の評価

札幌市水道局

給水部　給水課長
　　　　　　　　　　　　　　　中村　郁也

　札幌市水道局では昭和48年ごろから腐食漏水事故対策として、配水管
の継手部にポリエチレンスリーブを装着する方法を採用している。ま
た、昭和58年からは管全体に装着しており、今回、防食効果を評価する
ために腐食調査を行い、その結果を報告している。

旭浄水場更新工事における大口
径NS形管の採用と経緯について

高知市水道局

配水課旭更新事務所
　　　　　　　　　　　　　所長　森下　明
　　　　　　　　　　　　　技師　芝　大悟

　高知市水道局では南海大地震に備えた管路の耐震化に取り組んでい
る。今回大正14年の創設から稼動している旭浄水場の更新工事の概要、
送配水管にNS形を採用した経緯を報告している。

呼び径800PN形ダクタイル鉄管に
よるパイプインパイプ工法

福岡市水道局

配水部　東部管整備課
　　　　　　　　　　　　　　　松尾　新太

　福岡市水道局では災害時の水道水の安定給水を最重要課題として、耐
震性に優れた管を使用している。今回、呼び径800の配水幹線工事にお
いてPN形管によるパイプインパイプ工法を実施したので、その施工結果
を報告している。

巨大タンクから原水を安心して運
ぶダクタイル鉄管呼び径500NS形
管の採用と経緯について

石垣市

水道部　施設課長
　　　　　　　　　　　　　　　宮良　長欣

　このレポートでは石垣市の水道事業の概要、白水原水調整池の建設に
伴い耐震性や施工性を考慮し、初めてNS形ダクタイル鉄管を採用しその
状況を報告している。

2007年 No.80
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今号の概要

函館水道100年と管路整備
函館市水道局事業部長天満茂夫

明治22年から給水を開始している函館市の水道事業､現在にいたるまでの拡張事業の推称､ダクタイル鉄管との関わり､今後

の管路整備のあり方について報告している。

下関市水道事業100年の歴史とダクタイル鉄管との歩み
下関市上下水道局上水工務課長白石則仁

平成18年１月１日に給水開始100周年を迎えた下関市水道耶業のこれまでの沿革とダクタイル鉄管との関わり、今後の管路整備

の方向性について報告している。

耐震管の採用と評価について
八戸圏域水道企業団副企業長大久保勉

緋から地震の多い八戸地域､昭和43年５月に発生した十勝沖地霞によって管路が壊滅的な被審をうけている｡この地謹を受けて

八戸圏城水道企業団ではメーカーと協ノルて耐震管の開発を検討し､その採用と検証について報告している。

東京水道の沿革とＵ形ダクタイル鉄管の採用
東京都水道局建設部工務謀胴査係長秋山茂

このレポートでは東京都水道の沿革､現在行われている管路整備琳業を紹介している｡昭和43年３月に初めて採用されたU形ダ

クタイル鉄管の開発の経緯､その後の展開について綴告している。

配水管整備におけるＰＩＰ工法と今後の水道事業の取り組みと課題

京都市上下水道局技術長吉田重光

このレポートでは京部市における配水符整備１１F業の変遷､昭和49年に採用されたパイプインバイプエ法､その経緯と開発経過に

ついて､また今後の京都市水道事業のあり方について報告している。

稚内市水道事業の現況と耐震化への取り組み
稚内市水道部導水管整備担当主幹野川弘昭

稚内市の水道４f業の紹介と管路耐震化への取り組み､今後の旦1F業計画の課題と展望を報告している。

釧路市における配水管の管種について

釧路市上下水道部水道整備課水道施股計画主幹小田嶋武雄
､震度5以上の地震が過去に11回観測されている釧路市では早くから管路の耐震化に取り組まれており､平成19年度からの高機
能ダクタイル鉄管を導入した経紳を報告している。

実管路において長期間埋設された外面ポリエチレンスリーブ装着管の評価

札幌市水道局給水部給水課長中村郁也

札幌市水道局では昭和48年ごろから腐食漏水ＪＩＦ故対策として､配水管の継手部にポリエチレンスリーブを装着する方法を採用し

ている｡また､昭和58年からは櫛全体に装着しており､今回､防食効果を評価するために腐食調査を行い､その結果を報告している。

旭浄水場更新工事における大口径ＮＳ形管の採用と経緯について

高知市水道局配水課旭更新事務所所長森下明技師芝大悟

高知市水道局では南海大地震に備えた管路の耐麓化に取り組んでいる｡今回大正14年の創設から稼動している旭浄水場の更
新工覗の概要､送配水管にＮＳ形を採川した経紳を報告している。

呼び径ＢＯＯＰＮ形ダクタイル鉄管によるパイプインパイプエ漆

福岡市水逝局配水部東部管整備課松尾新太

福岡市水道局では災害時の水道水の安定給水を岐璽要課題として､耐震性に優れた管を使用している｡今回､呼び径800の配
水幹線工事においてＰＮ形管によるパイプインパイプエ法を実施したので､その施工結果を蝿告している。

巨大タンクから原水を安定して運ぶダクタイル鉄管呼び径500ＮＳ形管の採用と経緯について
石垣市水道部施設課長宮良長欣

このレポートでは石垣市の水道事業の概要､白水原水調整池の建設に伴い耐震性や施工性を考慮し､初めてNS形ダクタイル鉄
符を採用しその状況を報告している。
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(100年の歴史)

函館水道100年と
管路整備

1.はじめに

函館市は、北海道の南端部に位置し、津軽海

峡を隔てて青森県と向かい合い、比較的温暖な

気候、恵まれた自然を背景に、早くから陸・海・空

の交通の要衝として発展を遂げ、集積された都

市機能と異国情緒あふれる町並みなどの特性を

生かしつつ、北海道と本州の結

節点として、また、南北海道の中

核都市として発展してきた。さら

に、函館山からの美しい夜景など

観光の街としても知られている。

平成16年 12月には近隣4町村

と合併し国内屈指の水産都市に

なり、また、平成17年には北海道

新幹線の新青森・新函館聞が着

工、さらに同年10月には中核市ヘ

移行するなど、着実な歩みを続け I fJ 

ている。

函館市水道局

事業部長天満茂夫

2.函館水道の沿革

函館市は、天然の良港に恵まれ、早くから南北

海道の中心都市として発展し、安政6年 (1859

年)には日米修好通商条約により横浜・長崎とと

もにわが国最初の貿易港として開かれ、西欧文

化の受け入れ口として多大な影響と急速な繁栄
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写真1 鉄管陸揚げ、(創設事業)

がもたらされた。

しかし、当時の函館は水利の便が悪く、日常の

飲料水にも事欠き、さらに津軽海峡に突き出た地

形であるため風が強く、ひとたび火災が発生する

とたちまち大火となり多くの犠牲者を出した。加え

て、明治19年に発生したコレラの猛威により多く

の人が死亡した。

このようなことから、水道建設の要望が市民の

聞に高まり、幾多の曲折を経て、明治21年に念

願の一大事業に着手した。この事業は、水源を

写真2 送水管布設工事(創設事業)

亀田川本流に求め、函館山山麓の元町配水池

まで、英国製の鋳鉄管9，400m(導・送水管)を布

設し、横浜に次ぐ日本で2番目の近代水道として

翌 22年に完成した。水道の完成は当市の発展

に大きく寄与し、この画期的な都市機能の近代

化を契機として、産業経済の振興はもとより、保

健衛生の向上および防災体制の整備が進めら

れ都市機能が増大し、北海道における中核都市

として一大飛躍を遂げた。

その後も人口の増加が著しく、明治27年・28

写真3 疎水式
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年には第1次拡張事業を行ったがなお'慢'性的な

水不足に悩まされ、大正6年には第2次拡張事

業に着手した。しかし、第1次世界大戦の影響に

よる資材不足のため工事が遅れ大正13年に完

了した。このとき造られた水道施設は今日の函館

市上水道の礎であり、特に扶壁式コンクリート造

の笹流ダムはわが国で実例がなく注目された。

昭和9年には強風下の大火により全市給水

戸数の大半を焼失した教訓|から、昭和10年防火

水道を目的とした第3次拡張事業を計画し、戦後

の混乱期を経て昭和25年に完了した。

水需要は昭和17年頃から激増していたため、

昭和25年から第4次拡張事業に着手し、亀田川

上流に重力式コンクリート造の中野ダムを築造、

赤川高区・低区浄水場の施設を増設して昭和

38年に完了した。

その後も水需要の増加が予想されていたた

め、昭和41年から第5拡張事業に着手し、新水

源の開発を松倉川の上流に求め赤川低区浄水

場まで導水、施設の拡張整備を昭和47年に完

了した。

さらに、生活水準の向上、産業経済の急速な

発展とともに昭和48年には、隣接市との合併に

より水需要が飛躍的に増大したため、新たな水

源、を汐泊川上流に求め、旭岡浄水場の新設等

を行う第6次拡張事業に着手し昭和54年に完

了した。このことにより、 当市の上水道はようやく

安定した水の供給が確保されることとなった。

平成元年には水道創設100周年を迎え、記念

式典を盛大に挙行し新しい第一歩を踏み出し

た。

写真4 笹流ダム(第2次拡張事業)

表 1 事業計画の推移

事業名 許可年月日 起工年月 竣工年月 事業名 許可年月日 起工年月 竣工年月

創設事業 明21.1.6 明21.6 明22.12 第5箇2期年配計水画管事業増設 日百52.4 日召57.3

第1次拡張事業 明27.6.15 明27.9 明29.10 排水処理施設事業 昭56.4 日召57.3

第2次拡張事業 大6.6.28 大6.5 大13.3 水圧コントロール事業 日召56.4 日召59.3

第3次拡張事業 日召11.3.18 日召11.6 H召25.3 第5箇3年期配計水画管事増業設 昭57.4 H召62.3

配水管増設事業 昭 14.8.9 日百14.4 日百15.3 貯水施設事業 日百58.4 昭60.3

堰堤風化防止事業 日召24.5.1 昭23.6 昭26.3 第5箇4期年配計水画管事増業設 昭62.4 平4.3

送水管布設事業 日召24.8.20 昭23.9 日召23.11 配水本管整備事業 昭62.4 平2.3

第4次拡張事業 日召26.6.28 H召25.4 昭38.3 鈴蘭丘配水設備事業 Bg63.4 平元.3

導配水管増設事業 日百37.4 日召42.3 高区、浄水場施設事業 平元.4 平4.3

第5次拡張事業 日百41.3.31 日召41.4 日召47.3 鉄配水山管・蛾整眉備野事地業区 平4.3.11 平4.4 平6.3

送改配良事水業管増補 日召44.4 日召49.3 配陣川水地管整区備事業 平4.3.11 平4.4 平6.3

第5箇1期年配計水画管事増業設 昭47.4 H百52.3 第5箇5年期配計水画管事業増設 平4.4 平9.3

第6次拡張事業 昭48.3.31 昭48.4 H召54.3 配水池増設事業 平6.4 平 10.3

亀7箇田年地計区画配事水業管増設 H召49.4 昭56.3 豊配原水管・鶴整野備・白事石業地区 平8.4 平 10.3

旭岡送配水設備事業 日召51.4 日召56.3 第5箇6期年配計水画管事増業設 平9.4 平 14.3
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図1 函館市上水道施設系統図(簡易水道除く)

3.鋳鉄管か5夕、クタイル鉄管ヘ

水道創設当時の管路整備は、導・送・配水管と

も英国の会社から購入した印ろう継手の鋳鉄管

を使用しており、その後、メカニカル継手を含め昭

和45年頃まで鋳鉄管を使用していた。

ダクタイル鉄管は、昭和30年代後半に初めて採

用し昭和41年に始まった第5次拡張事業から本

格的に採用された。さらに、昭和43年の北海道

十勝沖地震(震度5)において、送・配水管約180

箇所の被害などにより約4千世帯1万4千人が

断水の影響を受けたことから、地震災害時直後

の水の確保、早期復旧、応急給水の充実を図る

ため、被害発生の抑制対策として耐震性の低い

鋳鉄管(印ろう継手)および鋼管(印ろう継手)の

老朽管路を対象に、管体強度が強く、耐久性の

あるダクタイル鉄管への布設替えに取り組み始め

た。

平成17年度末における導・送・配水管総延長

は約1，070km(簡易水道事業を除く)で、その内

写真5 配水本管布設工事(鋳鉄管)

ダクタイル鉄管延長は約740km、タヲタイル鉄管

率は69%となっており、ポリエチレン管を使用し

ている呼び径50の配水管を除く管路延長に対

するダクタイル鉄管率は87%に達している。

これまで進めてきた管路の更新は耐震性のみ

ならず、赤水の発生抑制、破裂事故件数の減

少、また、漏水防止事業、水圧コントロール事業と

合わせて有効率の向上として効果が現れ、昭和
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50年度には77.8%だ、った有効率は、平成

17年度には95.5%までに向上している。こ

のことは事業効率の向上のみならず、水循

環系への負荷低減ともなり、ダクタイル鉄管

への布設替えは水の安定供給、有効利用

の観点からも大きな効果を上げたものと考

える。

また、離脱防止機構付き継手夕、、クタイル

鉄管は、昭和62年度から呼び径300以上

の幹線管路に採用しており、平成6年度か

らは、埋立地や海岸沿いの軟弱地盤地域

の布設替え・新設工事に呼び径 100以上

すべて離脱防止機構付き継手を採用して

pる。導-送-配水管の耐震管延長は、現

在、離脱防止機構付ーき継手ダ、クタイル鉄管

と溶接接合の鋼管を合わせて約70kmとな

っている。

ダクタイル鉄管 平成19. 5 第80号

写真6 配水本管布設工事

(離脱防止機構付き継手夕、クタイル鉄管)

表2 管種別配水管延長 (簡易水道除く)
(単位:m)

平成17年度

H乎び径; DIP CIP SP PP 
ACP 

NS'S'S II A.K 小計 メカニカJレ 印ろう 小計 SUS SP(溶接等)SP(印ろう) 小計 水道pp 配水pp

1000 。 121 121 。 。 。 。 。 。 。 。 。。
800 731 8，415 9，146 。 。 。 。161 。 161 。 。。
700 4，670 8，064 12，734 。 。 。 。140 。 140 。 。。
600 57 16，437 16，494 。457 457 。 63 。 63 。 。。
500 2，204 657 2，861 。 。 。 。 81 。 81 。 。。
400 111 998 1，109 。 35 35 。100 。 100 。 。。
375 。 。 。 。 65 65 。 。 。 。 。 。。
350 10，394 26，593 36，987 。1，725 1，725 。 。2，590 2，590 。 。。
300 340 17，232 17，572 125 560 685 。 。1，435 1，435 。 。。

小計 18，507 78，517 97，024 125 2，842 2，967 。545 4，025 4，570 。 。。
250 837 16，798 17，635 2，060 120 2，180 。 44 。 44 。 。112 

200 5，998 110，988 116，986 7，795 5，995 13，790 49 3，090 310 3，449 。 。。
175 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。
150 2，819 154，053 156，872 20，640 5，007 25，647 。 。 580 580 。 。。
100 4，990 303，497 308，487 9，578 10，102 19，680 63 305 120 488 。 。33 

75 o I 34，012 34，012 3，009 。3，009 。465 。 465 221 。。
5 。 。 。 。 。 。 。254 。 254 。224，617 。

小言十 14，644 619，348 633，992 43，082 21，224 64，306 112 4，158 1，010 5，280 221 224，617 145 

計 33，151 697，865 731，016 43，207 24，066 67，273 112 4，703 5，035 9，850 221 224，617 145 
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4.乙れかうの管路整備

当市の水道は今年で創設119年を迎え、これま

で面的・量的拡大の施策を中心に6次にわたる

施設拡張を重ね、その後は、施設の更新・改良な

ど質的向上に重点を置いた事業展開を図ってき

た。

管路整備においては、創設期、戦前、戦後の鋳

鉄管の時代からダクタイル鉄管時代を経て施設

更新の時代に入り、印ろう継手管の更新につい

ても平成24年度の完了を目標として計画的に事

業を進めており、おおむね計画通りに完了する予

定である。

一方、当市においては印ろう継手管のほか、メ

カニカル継手の鋳鉄管や導入後40年を経過し

ている採用初期のダクタイル鉄管もあり、今後こ

れらの更新計画の策定が必要となる。

このような状況のもと、国が策定した「水道ビジ

ョン」の中に、長期的な政策目標として「地震等の

自然災害、停電、水質事故等の非常時でも、施

設への被害を最小限に抑えるための施設整備を

推進する」と提言され、市民の生活様式や社会

経済活動が高度化、多様化した今日において

は、水道が停止した場合の市民生活や社会経済

活動に与える影響は大きく、災害時においても可

能な限りその影響を最小限に抑えるために必要

な措置を展開することが求められている。また、こ

れからの管路整備においても、耐震化などの機

能向上を目指した事業展開が必要となり、今後

離脱防止機構付き継手の採用地域の範囲拡大

についても検討することとしている。

しかし、施設の更新や災害対策への取り組み

は料金の増収に結びつかず、将来的にも給水量

の増加が期待できない状況や、厳しい財政状況

下多額の資金が必要となることから、コスト縮減な

どによる効率的な施設整備が必要となる。

5.おわりに

当市の水道は創設以来、都市の発展に伴っ

て増加する水需要に見合う施設の拡張を行い

今日の水道を築き、市民生活と市勢発展を支え

てきた。

水はどのような時代にあっても市民生活や都

市活動にとって一時も欠かすことので、きないもの

であり、都市活動の基盤となる水道の重要性は

今後ますます大きくなるものと考える。

今日の水道を取り巻く環境は渇水や震災に対

する危機管理、自然との調和、利用者ニーズの

変化、循環型社会への転換などと大きく変化し

ており、また、人口の減少などにより今後水需要

が大幅に増加することは見込まれない状況にあ

る。

当市の普及率は99.7%に達し、拡張の時代か

ら維持管理の時代を迎え、21世紀を支える水道

を構築していくためにも、これまでの歴史を振り返

り、国が策定した「水道ビジョン」を踏まえて長期

的な視点に立ち、函館の水道が将来にわたり安

全で良質な水を安定的に供給できる、利用者か

ら信頼される水道であり続けることを目標にその

持続的実現に向けて事業を展開して行きたい。
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下関市水道事業100年の歴史と
ダクタイル鉄管

との歩み

下関市上下水道局

上水工務課長白石則仁

1.はじめに

下関市は(当時は赤間関市)、明治22年に人

口26，556人(明治22年 12月31日:30，739人)の

小さな港町として誕生し、海岸線に沿ったわず、か

な平地と、その背後の丘陵地に人家は密集し、市

街地を形成していました。市域の拡張は、大正10

年の生野村を市域に編入したのを皮切りに、昭

和8年に彦島町、昭和12年長府町、川中村、安

岡町を編入、その後も近隣町村の編入を繰り返

し、平成17年2月13日の、いわゆる平成の大合

併として、菊川町・豊田町・豊浦町・豊北町の豊

浦郡4町と下関市が合併し新市「下関市Jが誕

生しました。

現在の下関市は、関門海峡を隔てて北九州

市と対面し、隣接する市域として北東部に長門

市、美祢市、山陽小野田市があり、面積は

715.79km
2

で、広島市や仙台市、青森市と肩を並

べます。

本市の地形は彦島を基点に北東に扇形状に

広がりを見せ、周防灘、日本海、関門海峡と三方

を海で、固まれており、海岸線延長は約225kmtこ

も及び全国でも屈指の長さを有します。中国山脈

の主軸部の終わりにあたる本市には、地域を峻

別するような高い山脈はなく、華山の713mを最

高に、 600~700m級の中起伏山地と400~

500m級の小起伏山地と、ほぼ高さの揃った丘

陵が海岸線まで、広がっており、平野部は海岸線

沿いに広がりを見せているほか、合併により菊川

町の小日本といわれる盆地平野部が本市最大

の平野部となりました。河川は二級河川の木屋

川が市内最大級で、本市の主要な水道水源とな

っています。

なお、本市は大小併せて 18島を有しており、

関門海峡に浮かぶ「船島」は、NHKの大河ドラマ

でも放映されましたが、武蔵・小次郎の決闘の地

「巌流島」として全国的に有名です。機会があれ

ば是非一度お立ち寄りいただけると幸いです。
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2.下関市水道事業の沿革

本市は、明治22年市制施行と同時に「赤間関

市」として誕生し、明治35年に「下関市」と市名

を改め、平成14年6月に市名誕生百周年を迎え

ました。さらに、平成17年2月13日には旧下関市

と近隣豊浦郡4町とが合併し、新市「下関市」が

誕生して、同年10月に中核市の仲間入りを果た

しました。

本市水道事業の歴史も古く、明治24年に当時

内務省の顧問技師でした英国人W.K.ノりレトン

氏が踏査作成した水道布設計画に基づき、明治

34年に工事着手し明治39年1月1日に岡山につ

いで全国で9番目に給水を開始し、平成18年 1

月1日に給水開始百周年を迎えました。給水開

始当時は行政区域内人口が約5万人で、あったこ

とから、貯水量100万m3の内日貯水池と日最大

給水量約6，300m3の高尾浄水場のみで給水し

ていましたが、市町村合併や市域の発展とともに

給水量も増加し、これらに対応するため浄水場・

配水場の増設や水源開発など、給水開始から8
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期に亘る拡張事業を推進し、水道施設の基盤整

備をほぼ完了させました。平成17年度末現在の

施設能力は、計画給水人口313，810人、計画一

日最大給水量167.050m3で、水道普及率は97.4

%となっています。

8期の拡張事業が完了し水道施設基盤が整

備されましたが、災害や渇水に強い水道の構築、

老朽施設の更新、市民ニースゃの多様化による

「より安全でおいしい水」が求められ、バランスの

とれたゆとりある施設とともに、質的な整備を充実

することが重要な課題となり、平成6年度に策定

した「下関市ふれっしゅ水道'21J基本計画に基

づき、「安全・安定・安心 3AJを念頭に、平成8

年度から第1期水道施設整備事業として、また、

平成13年度から第2期水道施設整備事業とし

て施設の整備更新を推進しているところです。

主要事業といたしましては、本市主要水源である

木屋川水系と内日水系の二つの水系を導水管

で連絡し、災害や渇水時に双方の水系で効率

的な水運用を行うとともに、市内の各配水区にお

いて配水池容量が計画一日最大給水量の12時

間分以上確保できるよう、新たに配水池を3ヶ所

築造しています。また、市内の85%の給水を賄う

長府浄水場が築後60年以上経過し老朽化とと

もに抜本的な整備を必要としているため、浄水場

の更新が今後の重要な課題となっています。

さらに、新市として取り組んで行くべき事業に

つきましては、合併時に「下関市ふれっしゅ水道・

21J基本計画及び旧豊浦郡4町の各整備計画

を基に策定した「新市建設計画」を再度精査・整

理し、厚生労働省が提示した「水道ビジョン」など

を反映させ、今後の新市の施設整備計画のマス

タープランとなる「下関市水道事業基本計画」を

策定しましたので、今後この計画に基づき鋭意推

進していく考えです。

3.水道用鋳鉄管とダクタイル鉄管

水道事業において、お客様へ安全で安定的

に水道水を送るために水道管の管種選択は非

常に重要ですが、水道用鋳鉄管の変遷をみる

と、明治26年に普通鋳鉄管が国内で生産開始

され、日本水道協会の前進である上水協議会で

規格鋳鉄管が標準化(吋規格)されたのが大正

3年と記録されています。その後、大正14年に管

のサイズ、がメートル法に標準化され、昭和8年に

水道用高級鋳鉄管が規格制定されましたが、日

華事変などの煽りを受けてか、鋳鉄の節約のた

めに管厚を薄くした臨時日本標準規格管が昭和

13年に発足しています。一方、ダクタイル鋳鉄は

昭和23年 (1948)にアメリカで発明され、鋳鉄組

織内の析出黒鉛形状を片状から球状に変えるこ

とで、従来の鋳鉄に比べ2倍以上の強度と高い

靭性を有したことから、この鋳鉄を素材とした鉄

管が開発され「ダクタイル鋳鉄管」となったわけで、

すが、日本水道協会がダクタイル鋳鉄管を標準化

したのが、発明から11年後の昭和32年で、日本

水道協会規格となったのは昭和36年、国家規

格となったのが昭和49年でした。

このように、水道用鋳鉄管には長い歴史ととも

に進化してきたわけですが、本市の水道も創設

時の配水管を除き、その時代時代に規格化され

た水道管を採用してまいりました。

4.本市の導・送・配水管とダクタイル鉄管

本市の平成 17年度末の管路総延長は約

1，450kmあり、管種構成はDIP:67%、CIP:2%、

SP:2.5%、HIVP:17.8%、VP:9.8%、そのイ也:0.9

%となっています。管の使用口径は、 50mm-

1000mmで、最も多いのは配水管の150mm-200

写真1 昭和8年の布設管:平成5年撮影
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mmで、総延長の約39%を占めています。

本市において、創設時に使用された配水管

は、長崎の伊利斯商会が輸入した英国のレイドロ

ー会社製の口径12吋 (300mm)から口径4吋

(100mm)でした。その後、配本区域拡張に伴

い、大正11年度から昭和5年度まで「配水管整

理拡張」として主務省の認可を受け、普通鋳鉄

管 (CIP)約35kmを布設した記録が残っていま

す。それ以降も拡張事業に併せ配水管を布設

していますが、使用管種は、本市がダクタイル鉄

管 (DIP)を採用した昭和39年度までの聞は、大

正14年以前の吋規栴管 (CIP)昭和13年度か

ら昭和23年の臨時日木規格管 (CIP)、昭和32

年以前の無ライニングゃ鋳鉄管(CIP)、石綿セメン

ト管でした。拡張事業を進める中で、市民からの

無ライニング鋳鉄管による赤錆水苦情や通水能

力の復元、石綿セメント管の外圧に対する脆弱

性が危慎されることから、抜本的な配水管整備が

必要となり、昭和51年度から第1期配水管整備

事業に取りかかり始めました。当時の配水管総

延長が440kmあり、その内、整備が必要な老朽

管(吋規格管や臨時日木標準規格品、印ろう継

手管)が118kmありましたので、起債を財源とし

た整備計画を立てて、平成14年度までの27年

間をかけて布設替に取り組みました。さらに、導送

水管更新の取組といたしましては、平成6年度

から平成14年度までの9年間で内日貯水池から

高尾・日和山浄水場開の創設当時の導水管約1

3kmの更新事業を完成させています。

5.今後の展望

本市は地勢的に活火山需がなく、歴史を振り

返っても死者が生じたというような大きな被害を

もたらした地震の発生はありません。本市近隣に

おいて、給水開始以来発生した比較的規模の

大きp地震は、昭和54年の伊予灘地震、平成9

年の山口県北部地震、平成17年の福岡西方沖

地震がありますが、幸い、いずれも震度4の記録

にとど、まっており、水道施設への直接的な被害は

ありませんでした。阪神・淡路大震災を契機に調

査した本市の地震予測によると、歴史地震データ

を用いた再現期間100年に対する震度階級で

は、本市において震度4~5に相当する地震動

が想定されるとの報告がなされています。また、

本市の東側に豊浦町から菊川町を通り、下関市

に至る北西一南東方面の大規模な左ずれの菊

川断層が分布しており、この断層が動いて、地震

が起こった場合には、震度5弱~6強に相当する

地震動が想定され、そのほかの関連する活断層

としては、小倉東断層が関門海峡の手前で消滅

表 1 山口県活断層データ (菊川断層、小倉東断層)

断層名

菊川断層

小倉東断層(周辺)

確実度 活動度

B 

しており、その北方延長方向に本市が位置して

いることも注意する必要があります。

本市においての地震発生の可能性が低いと

は言え、阪神・淡路大震災の被害を目の当たりに

すると地震対策の必要性を感じるところですが、

この震災において、あらためて水道の断水が市

民の命に直結していることと、水道施設の維持

C 

長さ (km)

27 

17 

傾斜

垂直

管理の重要性を再認識させられたところです。

震災による断水原因は主に配水管の破損と継

手の離脱と言われていますが、明石市水道局の

報告書においても、配水管の折損は、鋳鉄管の

被害が約90%を市めており、ダクタイル鉄管の被

害は生じておらず、ダクタイル鉄管の強靭性が実

証されています。
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本市では、先述しましたように昭和51年度から

ダクタイル鉄管に布設替えを実施し、現在は、施

設の安全やバランスなど優先順位を考慮した計

画を策定して経年劣化した硬質塩化ビニル管の

更新事業に取り組んでいます。また、石綿管につ

いては、合併後下関市となった旧町の送・配水

管に石綿管が残っており、旧町からの継続事業

として年次計画により平成20年度までに更新す

る予定です。

耐震管路の構築については、本市においては

現在、既設の導送配水管を計画的に耐震継手

管に布設替えする予定はありませんが、これまで

は特に重要管路で呼び径600以上の大口径管

及び軟弱地盤への布設に際しS型、sn形の耐

震継手管を採用してきました。しかし、平成16年

に厚生労働省が発表した水道のあるべき姿とそ

れを実現する具体的施策を示した水道ビジョンlこ

より、特に地震対策の充実、強化を図ることが重

要な施策目標とされたこと、また最近他都市で発

生した地震において耐震管路の有効性が認めら

れたことなどから、局のこれまでの基準を見直し、

導送配水管の更新時に iNS形継手」の耐震継

手管を採用することとなりました。これは、NS形

継手が従来のS型、sn形継手に変わり、より使

いやすく費用も低減されたことと呼び径が75から

1000まで準備されたためです。このことにより、

本市ではさらに、今後の管路整備においてもNS

形継手管の使用範囲の拡大を図るため、呼び径

300以上の配水幹線の更新時にNS形継手管を

採用して、基幹配水管路の耐震化の拡大を進め

ることとしています。

今や水道界はもとより我々を取り巻く社会環

境は著しく変化しており、常に時代に適応した管

路を構築していくためには、今後も常に水道界や

関連業界などに注意深くアンテナを張り、最新情

報を積極的にキャッチし、その中でも本市に必要

かつ重要な情報を的確に取捨選択していかな

ければならないと考えています。

6.おわりに

現在、本市の水道事業に携わっている我々も

今後の100年を考えた場合、これまでの100年の

歴史の中でイ章大なる先人の知恵とたゆまぬ努力

の結晶として構築された水道施設を今の一時期

を引継ぎ、また後輩たちヘノ〈トンタッチしていかな

ければなりません。本市の水道事業も未普及時

代から高普及時代ヘ、また建設拡張の時代から

維持管理の時代ヘ、さらに今後予想される多く

の経年劣化した施設の更新整備とともに多様化

する市民ニース会に伴う質的充実を図っていかな

ければならない時代へと移ってきております。水

道事業の中でも大きな比重を占める施設である

水道管路の更新事業については、これまではな

かなか表舞台にはなじまない地道な事業とLヴ

見方もありましたが、現在では、より高水準な水道

システムの構築を担う中心的な施設として、その

役割を果たすべき事業として捉えているところで

す。幸いにも、タイミングよく日本ダクタイル鉄管協

会が次世代に託する鉄管として高機能ダクタイ

ル鉄管の普及拡大を図っており、本市としてもそ

の採用について順次、段階的に進めていくことと

しております。

本市では平成17年度から平成26年度までの

10年間の長期財政計画を策定し、その財政収

支の裏づけにより計画的に建設改良工事を実

施しておりますが、近年の節水意識の向上など

による給水収益の減少、また、水道事業基本計

画の推進に必要な多大な事業資金の投入等、

より厳しい経営の時代に突入しております。その

ため、今後とも更新整備などの建設改良事業を

着実に進めていくためには、長期にわたる事業と

なる整備計画については常に精査しながら進め

るとともに、必要であれば大胆な計画の見直しも

臆することなく、公営企業としても民間企業に負

けないよう、より一層のコスト意識を持って、市民

の皆様から信頼され支持される水道の実現に努

めてまいります。
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耐震管の採用と評価
について

1 .十勝沖地震の発生

昭和43年5月13日から15日にかけて、青森県

東部太平洋側は積算雨量が162.5mmに達する

豪雨に見舞われていたが、翌16日は久し振りに

五月晴れの空が広がり、明るい気分に満ちあふ

れていた。ところが午前9時49分、いつもと違っ

た微震が40秒ほど続いた後突知強震へと変わ

り(最高震度5、マクゃニチュード7.8、数日後7.9に

訂正)死者46名、行方不明者2名とpう青森県

史上最大規模の地震災害へと発展した。

三島の湧水は濁りが発生したが、火災発生中

のため塩素注入量を増やし、自家発電で給水を

継続した。蟹沢の湧水は数日来の豪雨のために

濁っており取水停止で、あったが、ヒューム管製導

水管(呼び径600)のカラー継手が破損して、全く

使用不能の状態で、あった。表流水を処理する根

城浄水場は、水源・浄水場とも被害が軽微で運

転に支障はなかったが、継続的な停電により送

水が停止していた。そして市内の配水管が至る

ところで破損し漏水したため、根城浄水場から送

八戸圏域水道企業団

副企業長大久保勉

水している配水池は午後2時頃には空となり、

旧市内全域で断水が発生した。しかし、火事が

終わってからの断水となったため火災の消火に

は役立った。地震がおさまると、直ちに災害の調

査復旧を開始し、一方で運搬給水の動員が始ま

った。当日の運搬給水は職員 50人により延べ

106回行った。配水管修理は指定工事業者10

社50人を動員し12ヵ所を終了させたが、大半は

翌日に持ち越した。

地震発生の時、水道事業管理者の田港一政

は、津市で行われていた研究発表会に数年振

りに出席し、若い技術者の研究動向に目を配っ

ていた。場内に「北海道・東北各県の代表の方

は至急フロントに参集されたpJとの掲示があり、

何事かと思っていると、「東北地方に大地震」と

pうことであり、八戸市が大火らしいとpうだけ

で、詳しpことは不明で、あった。電話も通じず、テ

レビニュースで、も断続的なd情報しか入らなp。と

にかく急いで帰ることとして、14時に名古屋に着

き新幹線に乗り継pだが、東京からは22時盛岡
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行きの寝台特急「北星」まで、全て運休で、あった。

翌朝7時に着いた盛岡からも列車の見通しは

立たず、国道も所々不通とのd情報があったので、

昔の殿様が参勤交代の時に通った山の中の道

をタクシーで飛ばし、地震発生の丁度24時間後

の10時、庁舎に帰り着いた。

そして、錯綜した応急給水現場や修理現場に

立ち、主要地域からの復旧を指示し、順次断水

区域を狭めながら、10日後の5月26日にようやく

全市給水にこぎつけることができた。断水世帯数

は51，129戸、応急給水に要した運搬車綱は延

111台、運搬回数640回の労力を費やしながら、

運搬給水量は853m3に過ぎなかった。

2.耐震管の開発

八戸地域は昔から地震の多い所と言われてき

た。観測開始の 1936年以来最近の70年間で

も、八戸測候所で観測された震度4以上の地震

は40回で、おおむね3年に2回発生している。こ

れらのほとんどは日本海溝北部にあたる三陸地

域で太平洋プレートとユーラシアプレート境界にお

ける低角逆断層タイプの地震で、いわゆるプレー

トテクトニクス(相互作用による運動現象)によるこ

とが知られている。

十勝沖地震で水道の管路が如何に高速で大

亘の水の輸送施設で、あるかを思い知らされた田

溢は、新潟地震後に見直された「水道施設の耐

震工法」ゃ「水道施設の震害対策要綱」は一番

被害の多い管路について極めて抽象的に書か

れており、具体的に地震被害に強い水道管路を

形成するにはどうすればよpのかとpう難問に突

き当たった。

地震被害と一概に言うが、水道施設のうち建

築構造物，土木構造物のほとんどは被害を受け

ていない。これは上水道施設が地盤の良い場所

に土木学会，建築学会の基準による耐震設計、

施工が行われているからである。しかし、施設を

連絡する導・送・配水管は、場所を選ぶことが出

来ず、施設から施設を結び、お客様の給水装置

へと繋がっている。そもそも日本の国土全体は火

山灰土に覆われているといっても過言で、はない

し、しかも単位面積あたりの降雨量は多いときて

pるから、軟弱地盤の表層土に管を布設してい

ると思っても差し支えない。それが至る所で切断

されては水道システムの機能を満たさず、無用の

長物と化すので、これまでと同じ材質や継手の

水道管に切り替えただけでは、将来再び十勝沖

地震のような被害を受けると考えたのである。

これまで、、管路については容易に安価に漏水

がなくとpうことで接合されてきたきらいがある。

そこで、管路を個々の管体の集合体である構造

物として捉えるのではなく、接合したもの全体とし

て一つの構造物として設計・施工すべきと考え

たのである。例えば、管路が鎖状構造物として継

手で自由に抜き差しでき、また曲げることが可能

であるが抜け出さない、2キロも3キロもの莫大な

構造物で、あって、しかも地震の強大な加速度の

影響にも何ら被害を起こさない一体である構造

物でなければならないと。

翌44年、地震に強い水道、特に主要管路の

耐震化の検討をメーカーと協同で行うこととし、ダ

クタイル鉄管協会で久保田鉄工(株)(現(株)クボタ)

の宮本研究員と会い、ダクタイル鉄管の耐震形

継手の性能について話し合って、 11ヶ所の継手

で軸方向にスライドしてかつ抜け出さない、そして

ボールジョイントのように折り曲がり、そのうえ漏水

しないもの」とpう厳しい要望を出した。宮本研

究員は「よくわかりました、研究しましょう」と約束

され、研究開発に取り組まれたのである。回、進元

管理者も武庫川の研究所に毎年足を運んで督

励した。

3.耐震管の採用と検証

耐震形継手の要素としては、伸縮性に富み、

屈曲性があって、最終的には抜け出さない離脱

防止機能のある構造であることが必要である。田

没元管理者は「十分に私の思うような結果にな

らなかったが・・.Jと言ってはいたが、S形ダクタイ

ル鉄管、ダクタイル鋳鉄製ボールジョイントが開発

され、八戸市の第2期拡張事業で昭和50年に

通水開始した白山浄水場系配水幹線に全国に

先駆けて採用したのである。浄水場からの配水
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幹線は呼び径1500及び1350のS形ダクタイル

鉄管を2，842m、一方、市内へは呼び径1000の

S形ダクタイル鉄管をループ状に配し、いわゆる

ループ幹線として3.679m布設した。このループ

配管は、全体延長18キロメートル、管内水量

14，140m3の耐震貯水槽となる画期的な構想、で

あった。

その後、昭和52年に国土開発技術研究セン

ターが示した「地下埋設管路耐震継手の技術

基準(案)Jでは各種継手の耐震性能(伸縮性

能)をS-1からS-3類に、離脱防止機能をA級

からD級に区分しているが、S形ダクタイル鉄管

は何れも最上級で適合している。

昭和52年以降は耐震継手の材料費が高価

であるといったこともあって、亀裂、崩壊、流動等

の塑性変形が発生する地盤、いわゆる軟弱

地盤、液状化地盤、地質の境界地域等に地域

を限定して使用していた。しかし、昭和61年に

八戸市を中心に11市町村で構成される八戸圏

域水道企業団が創設され、約800平方キロメート

ルに及ぶ給水区域の水道システムを傭敵した

時、旧水道事業体の既存配水池は中心となる白

山浄水場から樹枝状に配置されていて相互融

通が困難であり、しかもパックアップ。体制は難しp

とpう理由から、地震被害を最小限に留めるべ

く、昭和62年から連絡送水管の全てをS形ダクタ

イル鉄管によって布設した。また配水管について

は地盤状況を考慮しながら布設してきたが、三陸

はるか沖地震や阪神・淡路大震災では耐震管の

全てに被害がなかったことと、三陸はるか沖地震

余震では比較的地盤の良い地域に被害が集中

したこと、小口径についてはNS形ダクタイル鉄管

の開発が行われ、施工が簡素化・低廉化した事

等を踏まえ、平成8年度からは全面的に耐震管を

採用することとなった。平成18年度末の耐震化

率は28%を越えると予想されている。
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図1 八戸圏域水道の耐震管延長推移

留意しなければいけないのは、地震に強い水

道の建設を目指し良い部材を使うのだから、部材

の機能を十分に発揮させるようにきちんと施工し

てもらう事である。企業団ではダクタイル鉄管協

会の応援を得て耐震管施工技術講習会を開催

してきでおり、圏域内で延べ約1，800人の終了

者を輩出してきた。耐震管による布設が急激に

普及している折、平成15年から日水協で主催し

ている配水管工技能講習会ではあるが、講習会

場から遠隔地にいる受講者の費用負担を少なく

して多くの配管工を養成する仕組み作りが必要

であろう。
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表1 耐震管施工技術講習会の実績

参加

年月日 名 称
社数 人数

耐震管(S、SII、KF形継手接合)施工技術講習会実技 31 72 
S 56.6.9-12 

向上 講義・実技見学 34 63 

S 61.12.11 一般管路の施工技術 144 

S 62. 4.27-29 ダクタイル鉄管(K型、T形)施工実技講習会 46 200 

S 63. 1.27 -29 耐震管(S、SII、KF形継手接合)施工技術講習会 4 12 

S 63.5.30-6.1 向上 42 133 

S 63.6.2-4 向上 45 60 

H 1. 6. 6-9 向上 43 119 

H 7.9.27-29 向上 52 109 

H 7.10.2-4 向上 95 

H 8.3.12 耐震管(NS形)設計施工管理講習会(企業団職員対象) 50 

H 8.3.13 耐震管(NS形)設計施工技術講習会 44 74 

H 8.7.16 UF、US形継手要領現場説明会 23 35 

H 8.11. 6 耐震管 (NS形)設計施工管理講習会(企業団職員対象) 50 

H 9.8.22-23 耐震管(NS形)設計施工技術講習会(本管受注26社対象) 26 52 

H 10. 3. 3-4 耐震管(NS形)設計施工技術習会 18 48 

H 10.4.14 耐震管 (S形)設計施工技術講習会 26 68 

H 11. 1.10-15 耐震管(NS、SII形)設計施工技術講習会 60 120 

H 12. 3.28-31 向上 57 96 

H 12. 9.25 -30 向上 50 92 

H 14. 6.10-13 向上 34 65 

計 1，757 

4.耐震管の検証

水道やガス・電信電話などはライアラインとして

その重要度を増している。土木構造物や建築構

造物は地震動の加速度や大きさについて影響

度が計測されているが、これら地下埋設管路に

ついてどんな力が加わり、どんな力で破壊された

か又破壊されなかったとpう地震観測の生データ

が乏しく、埋設管路の耐震研究がかなり遅れて

pるといわれていた。

そのため、耐震管路の安全性の検証及び今

後の耐震研究に役立つ資料収集を主な目的と

し、S形ダクタイル鉄管を使用した白山配水池連

絡管及び配水幹線2ヶ所に地震計・地盤や管体

のひずみ計・継子部伸縮計・管体加速度計等を

設置し、地震時の管路挙動観測を昭和50年より

開始した。一部計測で、きなくなった項目はあるも

のの、約30年とpう長期にわたって実際の管路

での挙動観測を実施した例はほとんどなく、現在
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までに貴重なデータや知見を得て、その成果を

全国水道研究発表会、日本水道協会雑誌を始

めとして、土木学会等で発表してきた。これらの

一連の研究から得られた管体発生応力と継手

伸縮量の式が日水協の「水道施設耐震工法指

針・解説J(1997年)に採用されている。

管路での地震観測記録の分析結果をもとに、

S形、NS形等耐震型継手ダクタイル鉄管管路の

安全性をみると、阪神・淡路大震災クラスの地震

動に対し、八戸地域の地盤の固有周期は0.43

-1.31秒であり、地盤最大歪みは0.16%で、安

全率を2倍考慮しても0.32%である。耐震型継

手の伸縮量は::t1%であることから、十分な安全

性を有していることになる。文、直下型地震に対

しでも、23km離れた最も近い折爪断層でマグニ

チュード7の地震を想定しても地盤歪みは0.36

%と計算できるので、安全率を2倍考慮しても十

分な安全性を有していることになる。なお、液状

化に対しては、本観測所で発生していないため

議論できないが、阪神・淡路大震災でも全く被害

がなかったことから安全'1空は類推される。

平成6年 12月28日に発生した三陸はるか沖

地震の震度6は観測史上最大である。水源の濁

りのほか管路の破損で断水した戸数は最大

30，000戸であったが、2日目に15，000戸、3日目は

5，000戸、5日目には完全に解消した。地震規模

の割に被害が少なく復旧が早かったのは、少な

からず耐震管で整備してきた結果であると分析

している。

ループ幹線の一部として単独水管橋に呼び

径 1000S形ダクタイル鉄管、ダクタイル鋳鉄製ダ

ブルボールジョイントを載せ、唯一目に見える耐震

管路として水道百選にも選ばれた西水管橋があ

る。三陸はるか沖地震後、継手の伸縮量を測定

した結果、1ヶ所で、最大伸び量67mmが記録さ

れていたが、継手の最大伸び量は80mmなの

で、完全には伸ひ、きっていなかった。全長350m

の管路の総和はわずか3mmで、あり、継手部の

伸縮により変位を吸収していることが検証でき

た。

写真1 三陸はるカ=沖地震給水状況
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5.おわりに

阪神・淡路大震災のあと、平成7年1月31日付

け朝日新聞に、「耐震水道管も破損」とpう見出

しが載った。当企業団では耐震管は、伸縮し、屈

曲し、かつ離脱防止機構のある継手を持つダク

タイル鉄管と認識していただけに目を疑ったが、S

形を示しているわけではないので安堵した。

ダクタイル鉄管のメカニカル継手にはK形、S

形等があり、それぞれ伸縮性能(耐震性能)があ

るので、国土開発技術研究センターによる「地下

埋設管路耐震継手の技術基準(案)Jでは各種

継手の耐震性能(伸縮性能)をS-1からS-3類

に区分している。K形等の離脱防止機構のない

メカニカル継手をもっダクタイル鉄管も一定の耐

震性があるとして位置付けられているものの、管

路の被害は地震動の大きさや固有周期の他に

「管種J1"管径J1"地形・地盤J1"液状化の程度J
等が関係しており、例えば、液状化などの地盤の

動きが大きい所では伸縮性能を超えた場合には

抜け出すことがあるので、離脱防止機能を持って

いて最終的に抜け出さないとpうことが耐震管と

して最も望ましpものであると認識している。水

道施設更新指針(日本水道協会平成17年)に

ある一般継手と離脱防止機構付き継手の更新

事業費、費用対便益比の比較にも明らかなよう

に、水道管の更新は離脱防止機構付き継手の

耐震管採用によって高く評価されるで、あろう。

今後、管路の維持管理時代へと入っていく

が、将来、地震災害が起こった時に、経営の効率

化で職員が減少していて指示する職員がいな

い、少子高齢化社会の影響で配管技術者・熟

練技術者がいないとしヴ状況では復旧に時間

がかかる事態が予想される。こうした事のないよ

う日頃から壊れない水道づくりと技術者の育成

にカを入れていかなければならない。当企業団

は財政的に年間の布設距離が30数キロメートル

と限られるので、耐震管発祥の地といえども、今

後60年間で離脱防止機構付き耐震管による更

新事業が完了するとpう息の長い取り組みとな

るが、S形、NS形がスタンダードな耐震管であると

の認識をもって事業を進めていくこととしたい。



31 

東京水道の沿革と
U形ダクタイル鉄管の採用

1 .東京水道の沿革

東京の近代水道は、明治31年 12月、淀橋浄

水場が完成し、神田-日本橋地区に給水を開始し

たことにより女台まった。

以来、およそ一世紀以上にわたり東京水道は

首都東京の発展とともに拡張を続け、昭和63年

には給水普及率100%を達成した。今日では、給

水区域は特別区23区と多摩地区25市町、給水

人口約1，200万人、施設能力日量686万m3、配

水管延長約2万 5千kmと世界で、も有数の大規

模水道となっている。(表l参照)

しかし、ここまでの道程は決して平坦ではなか

った。

大正12年に発生した関東大震災、第二次世

界大戦による被災、戦後の復興による水道需要

の急増、慢性的な水源の不足に加え「東京砂

漠」といわれた昭和39年のオリンピック渇水の発

生など、幾多の困難を克服して今日の東京水道

を築いてきた。

東京都水道局建設部工務課

調査係長秋山茂

これまでの水道事業の歩みを紹介すると、明

治44年完成の「創設水道」以来、大正2年から

昭和12年にかけて多摩川を水源とする村山貯

水池、山口貯水池、境浄水場などを建設した「第

一水道拡張事業」、昭和7年から戦争を挟んで

昭和30年代にわたる小河内ダムの建設をはじ

め、東村山浄水場、長沢浄水場などを建設した

「第二水道拡張事業」を推し進めるとともに、「江

戸川系水道拡張事業」、「中川・江戸川系水道

緊急拡張事業Jにおいて金町浄水場の拡張を

進めてきた。

昭和30年代以降、高度経済成長に伴う首都

圏や都市への産業と人口の集中等により、東京

をはじめとする大都市地域で深刻な水不足が国

家的課題となった。このため、昭和36年「水資源

開発促進法」、「水資源開発公団法」が制定さ

れ、昭和37年の「利根川水系における水資源開

発基本計画J(通称フルプラン)策定と水資源開

発公団の発足により、国の施策として水資源の
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総合的な開発・利用を図る体制がようやく整えら

れた。東京水道も、小河内ダムの完成により多摩

川の水源開発が限界に達していたことから、この

フルプランによる施設に水源を依存することとな

り、昭和38年の「第一次利根川系水道拡張事

業」の着手から四次にわたる一連の拡張事業を

行い、浄水場の新設や導・送水施設の整備を昭

和60年まで、行ってきた。利根川からの導水計画

はオリンピック渇水を契機に促進され、昭和40年

に利根川と荒川を結ぶ武蔵水路が通水し、長年

の悲願で、あった「利根川の水を東京へ」が実現

した。

この間には、昭和40年3月、新宿副都心計画

の具体化に伴う淀橋浄水場の廃止、水源である

多摩川の水質悪化に伴う玉川浄水場の取水停

止、多摩地区の各市町村が個別に経営していた

水道事業を、昭和48年から多摩地区24市町

(平成14年4月1日より25市町に変更)水道の都

営一元化を実施してきた。

現在は、さらなる安全で、おいしい水の供給を目

指し、平成5年の金町浄水場の第一期高度浄

水処理の導入に始まる、利根川系浄水場の全

量高度浄水処理を平成25年度の完成を目途に

進めるとともに、砧浄水場、砧下浄水所の膜処理

施設等の整備を図っている。

表 1 東京水道の推移

年 度 給水人口 (人)

昭和30年度 5，626，700 

昭和40年度 8，004，297 

昭和50年度 10，511，577 

昭和60年度 10，982，415 

平成元年度 10，979，350 

平成10年度 11，187，290 

平成17年度 12，246，087 

2.東京水道における管網整備・更新

東京水道では、安全でおいしい水を安定的に

供給していくために管網の整備・更新を積極的

に進めている。

ここに、現在進めている主な管路事業を紹介

する。

一つ目は、信頼性の高い送・配水管ネットワー

クの構築である。清浄な水を安定して供給する

ため、効率的な水運用や非常時におけるパック

アップ。機能を強化することを目的として、浄水場と

給水所との間及び給水所聞を連絡する広域的

な送水管路ネットワークの整備を進めている。(図

1参照)乙の整備の一環として、現在、区部にお

いては平成23年度完成を目指して東南幹線を

整備している。また、多摩地区においても平成22

年度完成を目指して多摩丘陵幹線の整備を行

配水管管理延長 (km) 普及率(%)

5，620 80.0 

7，725 90.2 

16，022 98.3 

19，559 99.8 

20，658 100.0 

22，855 100.0 

25，262 100.0 

っている。

さらに、多摩地区においては、樹枝状に整備さ

れている配水本管のネットワーク化を図り、相互

融通・パックアッフ。機能を高めていくこととしてい

る。

二つ目は、経年管更新推進計画(KOフ。ロジェ

クト)である。

ますフ。ロジェクトは、強度が低く破損による漏水の

恐れや濁り水の原因となる経年管(普通鋳鉄

管、高級鋳鉄管等)を更新する計画であり、平成

14年度にフ。ロジェクトをスタートし、平成25年度ま

でに経年管を全廃するものである。

阪神 -淡路大震災においては、これらの管の

被害率が近年布設された水道管の5.3倍にのぼ

ったと言われている。東京都では、河川や鉄道

下の横断部、埋設物が込入っている箇所などに
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経年管が残存しており、将来とも安定給水を継続

していくために整備を進めている。

三つ目は、初期ダクタイル鉄管取替え事業であ

る。初期夕、、クタイル鉄管とは、ダクタイル鉄管が開

発された当初で、昭和30年代後半から40年代に

布設しダクタイル鋳鉄製の直管と高級鋳鉄製の

異形管を混在して使用しており、外面をポリエチ

レンスリーブで被覆されていない管及び異形管の

内面が無ライニングの管をいい、経年管と同様、

内外面の腐食により近年漏水や濁り水発生の

一因となっている。

この頃の管路の問題点としては、

①異形管部の大半が高級鋳鉄製のため耐震性

が低い。

凡例
ハ浄水場。給水所

圃圃圃送水幹線

整備が求められる幹線

多摩E陵手線ノ

② 異形管内面が無ライニングのため、錆の発生

が著しく赤水の要因となる。

③ ポリエチレンスリーブが未被覆であり、外面腐

食、ボルト腐食が進行している。

④継手は呑込みが浅く、離脱防止機構を備え

ていないため、地震時等の抜出しが懸念され

る。

等がある。このため、都内に布設されている約2

万5千kmの配水管のうち、経年管とともに、①漏

水の防止、②耐震水準の向上、③濁り水の防止

の観点から優先度の高い初期ダクタイル鉄管の

計画的な取替を平成17年度から平成28年度を

目途に実施し、安全で、おいしい水の安定的な供

給を確保するものである。(表2参照)

図1 送水管ネットワークの概念図

表2 経年管及び初期ダクタイル鉄管解消計画

経年管の解消率

初期ダクタイル

鉄管の解消率

H17年度末

(実 績)

95% 

H17年度末

(実績)

7% 

3.ダクタイル鉄管 (U形)開発の経緯と

その後の展開

東京水道におけるダクタイル鉄管の採用は、配

水本管(呼び径400以上)が昭和35年から昭和

H21年度末 H25年度末

(計画) (目標)

99% 100% 

H21年度末 H28年度末

(計画) (目標)

19% 55% 

36年、配水小管(呼び径75-350)は昭和42年

から昭和48年である。

継手構造は、配水小管がA形、配水本管がA

形、K形で、外面からの接合が主体で、あった。
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東京水道の配水本管管理延長は、昭和30年

後半からの水需要の増加とともに急速に増大し、

これに合わせて大口径管の採用も拡大してい

った。(表3参照)

大口径管の布設については、特に都市部にお

いて埋設物の輯鞍や軌道横断、河川横断等都

市部特有の条件から開削で布設することが困難

な場合が多い。従来、このような場所ではあらか

じめトンネルを設け、その中に配管する工法や短

p区間ではそのまま管を押し込む工法(直押し推

進)が用L汚れていた。トンネル内配管では、大口

径鋳鉄管の場合でも全て外面からの接合方式

であり、トンネル断面を管外径に対して余裕を取る

ことにより不経済なため、施工が困難ではあるが

鋼管での管布設が多く用いられていた。しかし、

鋼管は、接合時溶接とpう高度な技術を必要と

するζと、溶接時に発生するガス、煙がトンネル内

に充満し施工能率を低下させるとともにその排除

や接合箇所の防食対策、検査方法等の問題が

あったことから、より施工が簡単で布設速度の速

p鋳鉄管継手の開発が求められていた。

このような背景から、従来のメカニカルジョイント

を内面から施工できる継手が開発されれば極め

て有効で、はないかと言う東京都水道局を中心と

した提案が内面継手管誕生のきっかけとなり、メ

ーカ-，こよって開発研究が進められた。その結

果、ダクタイル鋳鉄製内面継手管について一応

機構上の成案がまとまり、供試管の製作とともに

各種の基礎的な試験を実施し、製品として製作

することの確信が得られたので、昭和40年 7月

東京都水道局に対して正式の採用願が提出さ

れた。

これに対して、東京都水道局では独自の立場

において技術的検討を行うとともに、その判断資

料になると考えた諸試験を実施した。試験は、昭

和40年9月から11月の聞に数回に渡って既定

の項目について行った。試験方法は、呼び径

2000のU形ダクタイル鋳鉄供試管を用いてトン

ネル内配管、極端に狭い開削溝内配管で直管

のみならず異形管における施工性等の検証も行

った。併せて、呼び径1000、1600のU形ダクタイ

ル鉄管施工試験も行った結果、呼び径1000の

U形のダクタイル鉄管でも内側から十分作業が

できることを確認し、内面継手管は開削、トンネ

ル、さや管内等の配管に適しているとして昭和

41年3月、呼び径1000~2000のU形ダクタイル

鉄管の採用を決定した。

なお、接合部の水圧試験においては、新たに

内面継手用のバンドを使用するため慎重に行う

必要があることを確認し、水圧は5kg/cm2~ 15 

kg/cm2の範囲で、行ったが漏洩等はなかった。

この接合方法は世界初の内面継手の開発で

あり、工事全体を合理化できる継手として広範囲

に使用で、きるものとなった。内面継手のU形は、

内倶~(U chigawa)がその名の由縁となってい

る。

表3 東京水道の配水本管管理延長 (単位:km) 

配水本管
年 度 ~ 計

呼び径400-900 呼び径1000以上

昭和30年度 12.9 11.8 24.7 

昭和40年度 230.6 106.0 336.6 

昭和50年 度 639.7 291.0 930.7 

昭和60年 度 947.3 436.0 1，383.3 

平成10年度 1，469.9 508.2 1，978.1 

平成17年度 1，722.2 542.8 2，265.0 

※配水本管全延長のうち、U形ダクタイル鉄管の延長は約310.0kmで、ある。
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試験状況写真 (トンネル内配管、開削)

写真1 立坑搬入 写真2 トンネル及び管運搬

写真3 トンネル内運搬台車 写真4 接合状況

写真5 トンネル内配管完了 写真6 開削部
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実際の現場では、杉並区和田堀給水所から中央

区東銀座に至る第二青山線に呼び径1500のU形

ダクタイル鉄管をシールド内配管(昭和41年6月一

昭和41年12月)で最初に使用した。管運搬は、トン

ネル内の管運搬用レールをいかに計画どおりに布

設するかが配管効率に直接影響する重要な問題

で、あった。当初は、窮屈なトンネル内での運搬作業

に不慣れなため予想外に手間取り、立坑の吊り下

しから配管現場まで3-4時間を要していたが、作業

の慣れとともに時間をかなり短縮することができた。

配管作業においても、 1口の接合に40分-60分を

要していたが、慣れるに従い所要時間を短縮するこ

とができるようになった。

ダクタイル鉄管は鋳鉄特有の耐食性を持ち、強

靭性に富み、施工性に優れ、また、維持管理も容

易なことから水道管としての信頼を得てきた。この

ため、ダクタイル鉄管の大口径化が強く要望され

ていた中で、東京都では村山下貯水池から東村

山浄水場までの導水管新設工事(昭和46年 12

月一昭和48年1月)で、開削及びトンネル内配管

の施工において呼び径2600U形ダクタイル鉄管

を最初に使用した。

また、多摩川の羽村取水堰から村山・山口貯

水池に至る羽村線導水路の改修工事(昭和60

年12月一昭和61年5月)において、世界最大径

の呼び径2900のU形ダクタイル鉄管を使用し

た。呼び径2600の施工においては、大口径であ

り接合部品も大きく重量もかさむため作業性が

悪くなると予想したが、作業台を備えておけば問

題なく安全に施工できることが確認できた。接合

時間は、4人の作業員で、40分程度で、あった。呼

び径2900の施工はコンクリートの既設導水路内

に布設するもので、導水路内とU形ダクタイル鉄

管との間隔が狭p(片側85mm)ため特殊な管

運搬用台車を使用した。

さらに、軌条の設置方法を工夫した結果、導水

路やトンネル内での内空断面と管外面との間隙

が狭小な中でも施工が可能であること等が確認

できた。

結果として、内面継手管は従来のメカニカル

継手A-II形 (K形と同じ)と性能的には殆んど

同一であり、安心して使用できるものであると判

断し、その後は多くの送・配水管などの重要路線

で使用してきている。

施工状況写真

写真8 水圧試験(東西幹線呼び径2000)

写真7 管布設状況(東西幹線呼び径2000)
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図2 共同トンネル(呼び径2600)

写真10 村山下貯水池~東村山浄水場開

管布設状況(呼び径2600)

4.今後の展望

鋳鉄管の材質は、普通鋳鉄、高級鋳鉄、ダクタ

イル鋳鉄へと変遷し、接合方法も印能継手からA

形、K形を経て耐震継手へと改善されてきた。

東京水道では、これまでの種々の継手を諸条件

に応じて使用してきたが、阪神・淡路大震災の被

害を教訓に、平成7年度から優先度の高い重要

路線等を対象として耐震継手管の使用拡大を

図っており、さらに、平成10年度からは全面的に

耐震継手管を採用し、管路全体の耐震性の強

化に取組んできている。

今後、耐震継手管の新規採用では、平成19

年4月よりNS形の対象管径拡大(呼び径300~

1000) を行う予定である 。 併せて、呼び径400~

1000の内面塗覆装をモルタルライニングからエ

ポキシ樹脂粉体へ変更する予定である。

写真9 共同トンネル内配管(呼び径2600)

写真11 ボルト締め付け

5.終わりに

東京は1200万人の都民が生活の場としてい

るとともに、我が国における政治、経済の中心であ

り、安定給水に支障が生じた場合、都民生活はも

とより圏内外の社会経済活動に大きな影響を及

ぼしかねない。

このため、安定的かつ効率的な配水の確保及

び耐震性の強化を図るため、送・配水管の新設・

取替え、配水池の整備、非常時におけるパックア

ッフ。機能の強化が強く求められている。

こうした中、送・配水の基幹をなす鋳鉄管にお

いては、離脱防止機能のないU形からUS形ダク

タイル鉄管に変わってきている。東京水道が首都

東京を支えるライアラインとして、安全でおいしい

水を安定的に供給していくために、夕、、クタイル鉄

管の果たすべき役割は大おものがあり、今後の

更なる技術革新を期待したい。
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配水管整備におけるPIP工法と
今後の水道事業の
取り組みと課題

， .はじめに

本市における配水管路整備の歴史は、明治42

年の創設期から戦後の高度経済成長期にかけ

では、急速な水需要の伸びと給水区域の拡大に

伴い、主に拡張事業を実施してきた。

昭和50年代に入ると経年管の布設替え、無ラ

イニング管の更正、PIP(ノTイプインパイプ)工法

等による更新事業が次第にウェイトを占めるように

なり、その整備手法を柔軟に変化させつつも、着

実に配水管路機能の向上を図り、水道整備を推

進してきたところで、ある。

以下に本市の配水管整備事業の変遷と、第8

期拡張事業の一環として採用されたPIP工法及

び今後の取り組むべき課題について、その概要

を述べる。

2.配水管整備事業の変遷

(1)整備事業の背景

わが国は戦後著しい経済成長を遂げ、それに

伴p個人消費も飛躍的に伸び続け、電化製品の

普及や核家族化により生活環境・様式が大きく

変化した。

その様な背景の下、昭和30年代後半からは

本市の周辺部においても大規模な宅地開発や

土地区画整理事業及び工業団地等の造成が

進み、水需要は増加の一途をたど、っていった。

一方、旧市内の配水管は、明治末期から大正

年間に布設されたものが多く、経年化による老朽

化が進み、赤水や出水不良によりその機能回復

が強く望まれていた。この様な状況を解消するた

め、昭和38年度から平成15年度まで、7期に亘っ

て、主にダクタイル鉄管への更新を行う配水管整

備事業に取り組んで、きた。(表1 配水管整備事

業の変遷参照)

(2)整備事業の内容

管路整備は、初期に布設された経年管の布

設替えから始まったが、整備事業の進捗にあわ

せ、徐々に更新対象とする経年管の布設年度を

下げ、対象管路の範囲拡大を行ってきた。

第3期事業からは、無ライニング管の更生に取
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り組み、現地でのモルタルライニング工法(~

350mm以上)及びエポキシ樹脂ライニング工法

(~300mm以下)による更正工事を実施した。 ま

た、同時期からPIP工法による布設替えと、折損

事故が多発していた石綿セメント管の布設替え

にも着手した。

約300km布設されていた石綿セメント管は、第3

期から第7期事業において計画的にダクタイル鉄

管へ更新することにより、そのほとんどが解消さ

れ、一部私有地にO.lkm残存するのみとなった。

表 1 配水管整備事業の変遷

事 業 名
第 1期配水管 第2期配水管 第3期配水管 第4期配水管

整備事業 整備事業 整備事業 整備事業

事業年度 昭和38-42 昭和43-46 昭和47-54 昭和田一63

概 算 事業費 16億6千万円 33倍、1千万円 192{!a円 468億円

施工延長 (km) 242.7 274.4 527.2 708.0 

配水管漏水件数(最終年) 2，664件/年 3，930件/年 1，020件/年 300件/年

漏水発生割合(件/km)(最終年) 1.7 2.3 0.5 0.13 

有収率 (%) (最終年) 69.9 77.7 78.3 80.7 

対 象経 年管 昭和2年以前 昭和7年以前 昭和9年以前 昭和9年以前

-経年管の布設替 -経年管の布設替 -経年管の布設替 -経年管の布設替

-無ライニング管更正 -無ライニング管更正

主な事業内容 (PIP，EL，ML) (PIP，EL，ML) 

-石綿管布設替 -石綿管布設替

(下へつづく)

事 業 名
第 5期配水管 第6期配水管 第7期配水管 上水道施設

整備事業 整備事業 整備事業 整備事業

事業年度 平成元一5 平成6-10 平成11-15 平成16-20

概 算事業費 422億4千万円 409億円 360億 1千万円 298億5千万円

施工延長 (km) 344.3 228.8 161.2 120.2 (予定)

配水管漏水件数(最終年) 103件/年 53件/年 51件/年

漏水発生割合(件/km)(最終年) 0.04 0.02 0.02 

有収率(%)(最終年) 82.3 84.1 85.6 目標87.0

対象経年管
昭和30年以削の 昭和42年以前の 更正工事後10年 更正工事後10年

鋳鉄管 鋳鉄管 経過した鋳鉄管 経過した鋳鉄管

-経年鋳鉄管の布設替 -現地モルタル・エポ -鋳鉄管布設替 -鋳鉄管布設替

-現地モルタルライニン キシ樹脂ライニング

主な事業内容 グ管整備 管整備

(PIP，布設替) (PIP，布設替)

-石綿管布設替 -高級鋳鉄管布設替
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第3期から第5期事業にかけて、約170km施工

された現地エポキシライニング工事及び現地モル

タルライニング工事については、赤水や出水不良

対策として、大きな成果を挙げてきたが、外面腐

食の進行による管体強度の劣化により、折損事

故が多発する傾向が認められた。そのため、ライ

ニング工事を施した管路についても更新対象と

し、第5期事業から布設替え及びPIP工法により

更新している。

このように長年に亘る配水管整備により、平成

17年度末における配水管のダクタイル化率は

98.5%に達しており、配水管の漏水件数は年々

減少傾向をたど、っている。その結果、有収率は

86.1%にまで向上した。

5 

(3)耐震管路の採用

幹線配水管 (~350mm以上)には、昭和 30

年代に開発されたメカニカルジョイント形のA形、

K形とpった離脱防止機能が備わっていない継

手が採用されていたが、昭和56年度からは耐

震性を考慮し、伸縮性・屈曲性を備え、離脱防

止機能を有した鎖構造であるS形やPIP工法用

に開発されたPII形を採用している。

また、支線配水管 (~300mm以下)について

は、A形、 T形が採用されていたが、阪神・淡路

大震災以降、軟弱地盤地域、広域避難場所へ

の給水路線、ネットワーク上の重要路線等を対

象として、SII形やNS形を採用しており、平成

15年度からは全ての路線に用いている。

平成19.ダクタイル鉄管40 
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このように配水管整備のあり方も時代とともに

変化していく中で、平成16年度から実施してい

る上水道施設整備事業では、第7期配水管整備

事業を更に発展させ、 IPつでも、どこでも、だれ

でも安心して利用できる水道」の実現に向けて、

①水道施設の耐震性向上、②取水・給水の安

定性の確保、③水質・水圧・情報など市民サービ

スの質的向上を目標として事故や地震等の災害

に強く安全性の高い管路の構築を目指してい

る。

3. PIP工法の採用について

(1)採用の経緯

第8期拡張前期事業(昭和47年度一昭和63

年度)において昭和49年に施工されたPIP工

法は、市内の主要な幹線道路である西大路通の

今出川通~丸太町通問、約770m区間の配水

管布設替え工事に採用されたのが本市で最初

で、あった。

その当時の西大路通は、市内交通や観光にと

って重要な路線で、あり、交通量の増大と車両の

大型化により、埋設管を取り巻く環境は著しく変

化し、管体強度が耐え得ない状況となっていた。

そのため、昭和27年に布設された~900mmの高

級鋳鉄管の折損事故が多発し、その都度、沿道

住民に多大な影響を及ぼしている状況で、あっ

た。

この様な状況に鑑み、新たな幹線配水管布設

計画を策定し、次の理由によりPIP工法を採用

することとなった。

(2)採用理由

ア 西大路通は水道管、ガス管、電話ケーブ

ル、下水道管の地下埋設物が車酔奏してお

り、また、道路中央には路面電車が走行す

るなど、新たな水道管を布設するスペース

がなかった。

イ 西大路通は金閣寺から竜安寺へ通ずる

重要な観光道路で、あり、観光パスなどの大

型車両の通行が多く、開削工法による施

工が困難で、あった。

ウ 既設管が鞘管となり内挿管と共に二重

構造となることから、将来の埋設工事による

加害事故のリスクが低減する。

エ 布設管は内挿管となるが、将来に亘り

幹線配水管で使用するため、新たな分岐

の必要がなかった。

オ 掘削は立坑のみであるため、舗装復旧

費の軽減が図れた。

カ 既設管を撤去する必要がない。

キ 開削工法に比べて工期の短縮が図れ

る。

などの理由により採用された。

(3)内挿管の開発経過

当時、河川、軌道横断等で特厚遠心力鉄筋コ

ンクリート管を圧入し、その中に鋼管やダクタイル鉄

管を布設した事例はあったが、長スパンにわたり限

られたスペースに可能な限りの大口径の水道管を

布設するとしヴ試みは、初めてのことで、あった。

そのため、鋼管とダクタイル鉄管の2種類の管

種について、以下の比較検討が行われた。

ア鋼管での検討

(ア)既設900mmの蛇行偏移量の程度により

可携性の継手を相当数必要とし、その継手

構造の如何で内挿管径が小さくなる。

(イ)既設管の推定偏移量から考えて短辺の

鋼板を加工し、管内に据付けた後ジャッキン

グにより正円とし、管軸に縦・横断方向の溶

接を必要とする。また現地管内での現場溶

接が必要である。

(ウ)上記(イ)により作業環境が著しく低下し、

これに伴い立坑が増加し、工期が延びる。

イ ダクタイル鉄管での検討

ダクタイル鉄管では上記(ア)-(ウ)は解決で

きたが、既存の継手構造(A形、K形)を用いると

受口が大きく、当初の目的である可能な限りの大

口径の内挿管布設が困難で、あった。そのため、

材質はダクタイル鉄管で、継子部外径は出来る

だけ小さくすることとし、再三にわたる継手の性能

試験や挿入方法の実験が繰り返された。

その結果、口径は~700mm (6m管)で、継手

形式には水密性が高く、既設管の蛇行に順応出

来るよう挿口の溝幅を大きく取り、曲げに余裕を
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持たせたタイトン形式が用いられた。また、抜け出

し防止と挿入に必要な推進力を伝達させるため、

ロックリングを設けることとされた。

施工に当たっては、当初から懸念されていた

既設管の蛇行による偏移が最大で1023/で、あっ

たため、挿入管の許容曲げ角度3。以内に収まり、

約4ヶ月の施工期間で無事に工事を終えることが

できた。

このPIP工法により布設された幹線配水管

は、本市の西北部地域に配水する重要な管路

であり、30有余年経過した現在においてもその

機能を損なうことなく、脈々とその役割を果たして

pる。

セットボルト

4.今後の水道事業の取り組みと課題

(1)業務指標値 (PI)を用いた次期更新に向けて

本市では創設期の施設や高度経済成長期に

拡張建設された多くの施設が更新・改良の時期

を迎えており、水需要の増加が見込めない今日

の状況下で、料金収入に直結しない更新費用の

増大が重要な課題となっている。

今後の管路更新計画では、現在構築中の管

路情報管理システムによる管路事故履歴や水道

事業ガイドラインの活用により、管路機能の評価

等、数値化した指標を用いることで、①客観的な

フ。ライオリティの評価、②可能な限りの事業費の

平準化、③限られた財源の有効活用等の面から

ゴム輪 管受口

図3 継手の構造参照

効率的な計画策定が重要であると考えている。

同時に、更新は災害対策や維持管理等の機

能向上を図る好機でもあることから、単なる機能回

復ではなく、水質の変化や市民ニーズ、の変化な

ど、長年の環境変化に対応し得る将来を見据え

た機能向上を図らなければならない。そのため、

今後は内面エポキシ樹脂粉体塗装直管などの高

機能ダクタイル鉄管の採用等について、費用対

効果やライフサイクルコストを考慮し、検討しなけ

ればならないと考えている。

本市の業務指標(pI)では 12103経年化管路

率Jは平成17年度末で4.9%であり、図4布設年

度別配水管延長でも明らかなように、今後数年の

聞に、この値が増えることになる。12104管路の更

新率」は1年に何%更新されたかを示す指標で

あるが、管路の経年化は年間2.5%(法定耐周年

数40年で100%の更新)のスピードで進むことに

なり、これに対し本市の更新率は0.57%と低い状

況にある。また、 12210管路の耐震化率J5.5%、

15107漏水率J8.1%となっており、いずれも他都

市と比較して下位に位置しているが、これらの業

務指標値の相関を十分検討し、本市の事業に反

映する必要があると思われる。

(2)技術の継承

今日までの水道事業に大きな役割を果たし、現在

もその担い手である技術系職員の大量退職とpう、

pわゆる 12007年問題」が目前に迫っている。

水道事業は技術的・現業的要素を多く含む業

務であり、「安全・安心・安定供給」の確保を図る

ためには、職員一人ひとりの技術者としての力量
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が問われ、少数精鋭時代を迎えつつある現在に

おいては、職員のより一層の技術力強化が必要

である。また、直営による工事設計・現場修繕が

然で、あった時代から、現在では机上での書類

チェック作業へとその業務形態が変化しており、

今後現場経験の少ない職員が若年層を中心に

急増すると考えられることから、技術研修の強

化・充実が喫緊の課題である。

5.おわりに

西日本内陸の活断層が活動期に入ったとき

われて久しい今日、大地震時においてもライフラ
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表2 管路に関する業務指標 (PI)参照

水道事業ガイドラインの業務指標

番号
平成15年度 平成16年度 平成17年度

項 目

2103 経年化管路率 (%) 3.8 4.4 4.9 

2104 管路更新率 (%) 0.72 0.49 0.57 

2107 管路の新設率 (%) 0.69 0.6 0.48 

2202 幹線管路の事故割合 (件/100km) 0.5 0.5 0.7 

2210 管路の耐震化率 (%) 4.4 4.9 5.5 

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 (%) 69.8 70.1 70.4 

5103 管路の事故剖合 (件/100km) 15.8 17.1 15.0 

5104 鉄製管路の事故割合 (件/100km) 5.4 6.6 9.3 

5105 非鉄製管路のぞp:故割合(件/100km) 41.9 43.5 29.2 

5107 漏水率(%) 8.3 8.2 8.1 



44 ダクタイル鉄管 平成19. 5 第80号

インを確保するため、順次配水管の相互連絡管

布設、配水池増強、緊急、遮断弁設置等の地震

防災対策の推進、更に将来にわたる安定取水・

給水の確保のためにエンドレスの施設更新を着

実に進めている。

今後とも、市民の皆様とのパートナーシッフ。を

大切にしながら、公営企業としての経済性の発

揮と公共の福祉を維持するため、更なる経営の

効率化を図るとともに、水需要に見合った適正か

っ効率的な施設規模での整備・更新を進めて

L瓦きたい。

また、水道水の安全性の保証と、快適性を確

保するため高水準の水道施設づくり、及び災害

に強いパックアッフシステムを構築することによ

り、リスク削減を目指さなければならない。そして、

21世紀における ipのちの水」のライアラインをし

っかりと守り、給水サービスの向上に努め147万

市民と年間4、730万人が訪れる観光客に親しま

れる京都市の水道事業を守っていく必要があ

る。

写真1 二受丁字管(創設|期、明治43年)

写真2 曲管 11十 (創設|期、明治43年)
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導水管整備担当主幹野川 弘昭

1.稚内市水道事業の沿革

稚内市は日本の最北端に位置し、宗谷海峡を

挟み、ロシア・サハリン州と国境を接している人

約4万2，000人の漁業と酪農・観光を基幹産業

としている街です。

本市の水道事業は、大正11年に創設事業の

許可を受け、貯水池・浄水場・配水池などを整備

し、大正14年に計画給水人口7，350人、一日計

画最大給水量632m3で、創業を開始しました。

創業開始以来、第1次及び第2次の拡張事

業を実施して、貯水池や配水池の増設など水道

施設の整備を推進してきましたが、昭和37年の

第3次拡張事業では、水源を声問地区の「大

沼」に変更し、「萩ケ丘浄水場JI大沼ポンプ場」

を建設して、昭和56年まで「大沼」から水を供給

してきました。

写真1 萩ヶ丘浄水場

写真2 大沼ポンプ場
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写真3 北辰ダム

その後、事業活動の進展や人口増加などの

要因で水の需要が高まり、より良質で豊富な水

源が求められるようになったことから、昭和51年

から昭和56年の第5次拡張事業で、上声問地

区に水道水源の専用ダムである「北辰ダムJ(総

貯水量670万m3)を建設し、「タツニウシュナイ

川」の豊富な水を利用して、現在まで、市民の皆

様に安全でおいしい水を供給しています。

現在、第6次拡張事業計画の認可を受けて

老朽管の更新など水道管路施設の整備を推進

し、平成17年度末の給水人円は4万1，297人、

一日最大給水量は2万3.805m3で、普及率は

99.7%となっています。

表1 事業概要

事業名 認可年等
計両円標 'JJ業費 計画給水 ー円計画最大

主な事業内容等
年 次 (千円) 人口(人) 給水量(m3/n) 

創業開始 大正14年 165 7，350 632 貯水池.、浄水場・配水池

第 1次拡張事業 昭和22年 昭和27年度 10，700 7，350 632 貯水池築造

第2次拡張事業 昭和25年 昭和35年度 260，000 35，000 7，000 水源変更

第3次拡張事業 昭和37年 昭和45年度 530，000 66，600 22，000 水源変更・浄本場・配水池

第4次拡張事業 昭和45年 昭和55年度 463，000 66，600 32，000 導水管・沈殿池・ろ過池

第 5次拡張事業 昭和55年 昭和63年度 9，113，000 66，600 48，000 水源変更・北辰ダム・導水管

第 6次拡張事業 昭和63年 平成 9年度 1，000，000 55，900 48，090 給水区域拡張
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表2 給水実績

項 目 単位 H15年度末 H16年度末 H17年度末

給 水 人 口 人

給 水 戸 数 P 

年間給水量 m31年

年間有収水量 m31年

有 収 率 % 

一 日最大給水量 m31日

一 日平均給水量 m31日

普 及 率 % 

2.稚内市水道事業の特徴

(1)北海道で5番目に長い導水管路施設

本市の導水管路は、上声問地区の専用ダム

である「北辰ダム」から「大沼ポンプ場」まで、呼び

径900の鋼管とダクタイル鉄管で布設され、管路

延長は約26kmに及ぶ道内では5番目に長い距

離となっています。

この導水管路は、昭和51年から昭和56年の

第5次拡張事業で建設されたもので、建設以来、

約 30年が経過して老朽化が進み、近年では毎

年何度も漏水事故が発生するなど安心して水を

送ることが困難な状、況に至っています。

「北辰ダム」の他に水源がない本市としては、

水道の原水を送る導水管路は、市民のライフライ

ンとして最も重要な施設であり、危機管理体制を

42，335 41，803 41，297 

19，086 19，076 19，320 

7，243，261 7，143，140 6，963，951 

5，743，906 5，678，796 5，557，233 

79.30 79.50 79.80 

25，108 27，613 23，805 

19，790 19，570 19，079 

99.70 99.70 99.70 

十分に確立し常に安全に安定した供給ができる

よう整備しなければなりません。

このため、平成20年度より導水管路の更新工

事に着工する予定で、上声問地区の「北辰ダ

ム」から「大沼ポンプ場」まで、導水管更新の整備

を進めることにしています。

本市は、幸いにして今日まで、大きな地震によ

る災害の発生がなかった街で、すが、平成17年7

月、政府の地震調査研究推進本部で、これまで

地震の空白地帯とされてきた稚内近傍の「幌延

断層帯」が、大地震を引き起こす可能性の高い

「主要活断層」に指定されたこともあり、導水管更

新の整備事業ではNS形管を採用し整備を進め

たいと考えています。

表3 管路施設実績
[単位:m]

項目 導水管 送水管 配水管 合計

O50mm以下 1，122 159，070 160，192 

O75mm 4，397 39，109 43，506 

o 100mm 13，328 57，501 70，829 

o 150mm 172 39，470 39，642 

O200mm 16，875 26，917 43，792 

O250mm 734 630 1，364 

世300mm 8，419 8，419 

O350mm 8，316 1，566 9，882 

O400mm 1，600 1，600 

併450mm 1，324 1，324 

O500mm 663 663 

O600mm 10，142 10，142 

O700mm 1，509 1，509 

O800mm 

O900mm 26，414 26，414 

合 計 26，414 46，453 346，411 419，278 

(注)平成17年度末現在
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(2)風力を活用した環境に優しい水道づくり

本市は、日本の最北端に位置する地理的な要

~から、日本海とオホーツク海の海から一年を通

して強い風が吹き付ける 「風の街」です。

この強い風を有効に活用して、風力で発電し

た電気を「萩ケ丘浄水場」の運転に必要な電力

として供給(発電電力が不足の時は電力会社か

ら購入)し、余剰電力は電力会社に売電して収

入を得ることで、水処理コストを削減し環境に優し

p水道づくりを行っています。

新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO)の補助金を受け、平成11年度から平

成 12年度の2ヶ年で、総事業費5億、5，244万円

(補助金2億7，139万円)で、1基当りの定格出力

660kwの風力発電設備3基を建設し、平成12年

写真4 風力発電

12月に運用を開始、平成13年4月から北海道電

力株式会社に売電を開始しています。

建設コスト(補助金を除いた総事業費/発電

出力)は、風力発電設備1kw当り約14万円で、

発電コスト(金利、減価償却費、保守委託修繕費

等の年間経費/年開発生電力量)は、1kwh当

り約5.8円となっています。

平成17年度の実績では、風力発電による発電

電力量は465万9，409kwh/年、自家消費電力

量は85万2，115kwh/年、余剰電力量は380万

7，294kwh/年、購入電力量は47万3，976kwh/

年となり、余剰電力として北海道電力株式会社

に売電した金額と、購入電力及び保守委託修繕

費などに要した金額との差額分、約1，883万円が

風力発電による収入となっています。

表4 風力発電の仕様

項 目 仕様概要

風車メ ーカ ベスタス(デンマーク)

機 種 名 V47-660kw 

発 電 所 出 力 660kwX3基=1，980kw

風 車 形 式 UPウインド

カットイン風速 4m/s 
性

定格風速 15m/s 
能

カットアウト風速 25m/s 

ロータ直線 47m 

ロタ
回転速度 28.5rpm 

プレード数 3枚(材質FRP)

命リ 御 自動可変ピッチ制御

ブ レ キ フルフェザーリング方式

増 速 機 遊星歯車

形 式 巻線型誘導発電機

発

電
定格出力 660kw 

機
電 圧 690V 

周波数 50Hz 

タ ワ 円筒鉄板型

避雷システム プレード内に避雷導線

昇圧 ト フ ンス 6，600V /690V 
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表5 風力発電の実績

① ② ③ ④ ⑤ 

年度 項目 単位 浄水場必要 自家消費

電力量
発電電力量

電力量
余剰電力量 購入電力量

電力量 仕wh/年) 3，212，072 4，562，852 1，838，562 2，724，290 1，373，510 
H13年度

金 額 (円/年) 24，733，576 30，467，851 

電力量 (kwh/年) 2，551，886 4，216，700 1，371，35Q 2，845，350 1，180，536 
H14年度

金額 (円/年) 26，567，771 21，811，645 

電力量 (kwh/年) 1，470，848 4，444，652 925，352 3，519，300 545，496 
H15年度

金額 (円/年) 35，179，135 10，899，500 

電力量 (kwh/年) 1，471，100 4，724，052 906，452 3，817，600 564，648 
H16年度

金額 (円/年) 39，192，563 9，744，439 

電力量 (kwh/年) 1，326，091 4，659，409 852，115 3，807，294 473，976 
H17年度

金額 (円/年) 40，433，498 8，375，204 

① 浄水場必要電力量 :浄水場の動力運転等に必要な電力量

② 発電電力量 :風力で発電された電力量

③ 自家消費電力量 :風力で発電された電力量のうち浄水場で消費された電力量

④ 余剰電力量 :風力で発電された電力量から③を除いた電力量で電力会社に売電した電力量

⑤ 購入電力量 :浄水場の動力運転等に必要な電力量が不足した時に電力会社から購入した電力量

⑤ 保守委託修繕費等 :風力発電設備の保守業務委託費、損害保険料、その他修繕費等
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⑥ 

保守委託

修繕費等

1，296，220 

5，953，300 

→ 
11，482，370 

11，167，475 I 

13，233，240 I 
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3.管路耐震化 NS形管(呼び径600)

の取り組み

(1)管路の耐震化対策

平成 17年度末の本市の管路総延長は約

419.3kmとなり、このうち建設後20年以上経過し

ている老朽管総延長は約75.2kmとなっていま

す。

管路施設の経年化管路率は0.1%、また、管路

の耐震化率は1.3%と低く、耐震化対策につい

ての取り組みが遅れている現状です。

管路の耐震化は、管路を更新する時でなけ

れば実施できないことから、導水管・送水管・配

水管など、全ての既存管路施設を対象に更新時

に実施することを基本とし、管路の耐周年数や老

朽化の状況、他の整備事業との関連などを十分

(呼び径500，__ 1 000 ) 

に考慮しながら取り組みを進めることにしていま

す。

(2) NS形管(呼び径600)の採用と経緯

本市では、平成14年度より厚生労働省国庫

補助事業の老朽管更新事業を進めており、事

業ではNS形管を採用して整備しています。

NS形管(呼び径600)を採用することにしたの

は、政府の地震調査研究推進本部で、「本市の

日本海沖においてマクゃニチュード7.5以上の地

震発生確率が上昇したこと。JI本市近傍の幌

延断層帯が主要活断層に指定されたこと。」ま

た、 INS形管の施工実績で検討した結果、呼び

径500以上の口径については、施工時の切管

管種のしばりがなく、1種類で対応できて残管の

問題が解決できること。」などによるものです。

離脱防止性能

伸縮量

備考)D:管の呼び径、L:管長 (mm)

図2 NS継手の構造

(3) NS形管(呼び径600)の評価

NS形管(呼び径600)は平成18年度から採用

していますが、施工箇所が市街地で下水道・道

路側溝などの埋設物を、曲管などによる伏せ越し

配管で交わして施工する場合に、従来発生して

いた切管における残管がほとんど、無かったため、

コスト縮減に効果があったと思われます。

また、施工性においては、従来の中口径NS形

管より継手部の施工時間が短縮できたことや、

設計積算においては、異形管を含めNS形管の

みで設計できるため、S形管の設計よりも簡素化

できたことなどが評価として上げることができま

す。

(4) NS形管(呼び径600)の施工技術の課題等

本市も含め北海道においては、冬季聞の施工

では雪と寒さによる凍結などの問題を避けること

はできません。継手施工時には、受口に氷が張り

付く・低温によるゴムの硬化などが一番の問題と

なっています。

平成19年2月現在NS形管(呼び径600)を採

用し工事を施工していますが、以前冬季聞に呼

び径200の小口径NS形管を施工した時よりも管

の接続がスムーズであるとの現場での声があり、

従来よりも施工性が向上していると思われます。

今後も、冬季間の施工性についての技術向

上を期待しています。
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4.今後の課題と展望

水道の普及が向上し維持管理が主体となっ

た現在、浄水場の改修や老朽管路の更新など、

新たな取り組みを進める時代を迎えています。

健全な水道経営のもとで、利用者に「満足で、き

るサービスの向上」ゃ「事業の透明性」を確立し

ながら、「安全で安定した水の供給」を実現する

ためには、より効率的で経済的に「災害や事故に

強い水道JI人と環境に優しい水道」の施設を

一日も早く構築することが、これからの水道事業

者に求められる重要な課題であると考えていま

す。

本市では、平成14年度からNS形管を採用し

老朽管路の更新を実施していますが、今後も、適

切な更新事業計画に基づき、老朽管更新事業

や緊急時給水拠点確保等事業など、国の補助

制度を積極的に利用し、主要幹線を中心に災害

による被害を最小限に抑え、人と環境に優しp水

道施設の整備を推進することにしています。

(1)老朽管更新事業

老朽管更新事業は、総事業費約14億 7，000

万円で総管路延長約13.600mを整備するもの

で、平成14年度から事業を開始し平成24年度

の完成を目指しています。

平成18年度まで約6.700mの整備を完了し、

この更新事業に際しては、NS形管を採用するこ

とで災害に強い管路を構築し、安定した水道の

供給が確保できることになります。

(2)緊急時給水拠点確保等事業

緊急時給水拠点確保等事業は、総事業費約

7億 8，000万円で総管路延長約5，300mと配水

ポンプ場施設を整備するもので、平成19年度か

ら平成28年度までの事業期間で進めることにし

ています。この事業の整備区域は、給水人口が

約 1万人で本市では最大の配水区域であり、ま

た、学校など災害時の避難場所や病院などの施

設が数多くある地域で、この事業により災害時の

飲用水及び医療用水などを確保することが可能

となり、緊急時における給水確保の向上を図るこ

とができます。本事業でも、地震などの災害に対

応できるNS形管を採用することにしています。

5.おわりに

本市の水道事業は、利用者の視点に立ち「安

全で良質な水の確保JI安定した水の供給JI利
用者に満足される水道」を目標に施設整備を進

めています。

近年、人口の減少や経済活動の停滞などで

水道収益が低下していることに加え、他の自治

体と同様に地方交付税の財源が年々減少する

など、水道事業を取り巻く環境は一段と厳しい時

代を迎えています。

このような状況を的確に踏まえ、水道経営の効

率化や合理化に努め健全な経営基盤を確立し

ながら、今後、管路施設の更新にあたっては、地

震などの災害や他の非常事態に柔軟に対応で

きるNS形管を積極的に採用し、耐震化対策を推

進し未来につなぐ水道施設づくりを目指したいと

考えています。
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釧路市における配水管の管種
について

1.はじめに

釧路市は、北海道の東部、太平洋岸に位置

し、「釧路湿原」、「阿寒」の二つの国立公園を

はじめとする雄大な自然に恵まれた街であり、東

北海道の中核・拠点都市として社会、経済、文

化の中心的機能を担いながら着実な発展を続

けております。

酪農を主力とする豊かな農業生産、豊富な森

釧路市上下水道部 水道整備課

水道施設計画主幹小田嶋 武雄

林資源を有する林業、そして国内有数の水揚げ

量を誇る水産業など、日本の食料基地とpえる地

域です。

また、特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」ゃ

「タンチョウ」が生息するなど、魅力あふれる地域

の資源を活かし、環境と調和した国際観光都市

として世界ブランド“くしろ"を発信していますo

ill..成17年10月11日には、旧釧路市、旧阿寒

図 1 新しい釧路市
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町、旧音別町が合併し新しpi釧路市」が誕生し

ました。

2.釧路市水道の紹介

本市の水道施設は、主に愛国山花・阿寒・画

別の三つに大別されます。各施設での浄水処理

方法は遠いますが、いちばん浄水能力の大きい

愛国浄水場を本誌で紹介します。愛国浄水場の

水源である新釧路川は、屈斜路湖から釧路湿原

θ 
|中音別町配水池 |

を貫流しているので、水質は、湿原の影響を受け

ています。湿原は、保水性が高く、面積も広いた

め、遊水池の役割を果たし、洪水や渇水から私た

ちを守ってくれます。しかし、湿原の泥炭層は、水

に色をつけ、有機物などを溶かし込み、季節によ

り水質に変化をもたらすことから、浄水処理を難し

くしています。浄水場では、原水の状況に合わせ

た処理を的確に行い、安全でよりおいしい水をつ

くるために日夜努力しています。

|貝塚送配水ポンプ湯 1

@ I高山ポンプ湯 |

の

図2 釘11路市の水道施設(上水道・簡易水道)の紹介

平成17年10月11日の市町村合併により本市

は人口19万5千人、行政区域は222.10km2から

1362.75 km2と6倍になりました。よって、水道施

設はこれまでの愛国浄水場・山花簡易水道施

設に、新たに阿寒湖畔浄水場・阿寒浄水場・直

別浄水場・音別浄水場・二俣飲料水供給施設が

加わり合計6施設、水道管総延長は998，615m 

となりました。

また、水道管の管種別布設割合は図3に示す

構成となっています。
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569m 0% 

ポリエチレン管

265，318m 27% 

ステンレス管

518m 0% 

鋼管 23，217m 2% 鋳鉄管

ダクタイル鉄管

塩化ビニール管

52，028m 5%  

88司269m 9%  

ダクタイル鉄管

(離脱防止付き継手)

13，789m 1% 

図3 釦11路市 水道管管種別布設割合 (H17)

平成19. 5 第80守

ダクタイル鉄管

(K・T形等)

539，457m 54% 

3.釧路市水道の重点課題

①老朽鋳鉄管更新工事

本計画を策定し、平成17年度から平成18年

度にかけて耐震調査を実施しています。耐震

調査終了の平成19年度以降に愛国浄水場の

耐震補強工事を行う予定です。

本市で、水道創設期に布設されたものから

昭和45年までに布設された鋳鉄管(平成17

年度末鋳鉄管残延長 88，269m)のうち、

製造が中止された規格外の管や、過去に漏水

を起こしている管を中心に取替えを行ってきま

したが、維持管理上問題のある管の大部分が

更新を終え、現在は大口径配水管幹線の更

新を行っています。

②愛国浄水場耐震調査

愛国浄水場は本市最大規模の浄水場で

す。他に代替施設が無いため、断水となると市

民生活や市の経済に大きな影響を与えてしま

し法す。幸いにも釧路沖地震や東方沖地震で

は大きな被害を受けませんでしたが、昭和32

年に建設されたことなどを考え合わせると、コン

クリート強度や耐震構造としての所定の安定

度が確保されているか調査が必要と判断しま

した。平成16年度に愛国浄水場の耐震化基

③阿寒地区石綿セメント管更新事業

阿寒地区の阿寒簡易水道と阿寒湖畔簡易

水道には、上水道管路総延長の約1.2%程度

の石綿セメント管が使用されています。漏水防

止対策及び耐震対策の観点より平成19年度

から平成24年度にかけて更新事業を実施す

る予定です。

更新延長阿寒簡易水道 :O75-O200 XIO，597m 

阿寒湖畔簡易水道:O75-O200X 1，339m 

4.耐震管採用に至る経緯

本市の水道事業は、昭和2年に供給を開始し

て以来、79年が経過しています。その問、本市で

は震度5以上の地震が11回観測されました。(表

1参照)

観測中最も古い昭和27年の十勝沖地震(震
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度5~~)では、送電線の事故が発生し、全市で断

水となりました。また、電気復旧後も配水管の漏

水が発生しました。この結果、配水量が平常時

の3倍、水圧は平常時の6割まで低下し、給水車

による運搬給水を1週間続けた記録が残ってい

ます。

その後も、根室沖・釧路沖・十勝沖地震など次

々と大きな地震に見舞われ、その都度、被災・復

旧を繰り返しています。

こうした経験を踏まえ、早くからライアライン整備

事業として浄水場構内連絡管や導・送・配水幹

線管に伸縮可とう管の設置や耐震管を採用して

きました。また、石綿セメント管や鋳鉄管について

は、道路工事や下水道工事に合わせて積極的

にダPクタイル鉄管への更新を行っています。その

結果、平成17年度には管路耐震化率を3.8%ま

で高めることが出来ました。

表 1 釧|路市で観測した震度5以上の地震

西 暦 和暦 月日 地震名 M 震度

1952 S27 3月4日 十勝沖地震 8.2 5弱

1958 S33 11月7日 択捉島南東沖地震 8.1 5弱

6月7日 根室半島南東沖地震 7.4 5弱

1973 S48 6月17日 釧路沖地震 5.7 5弱

6月24日 根室半島南東沖地震 7.1 5弱

1987 S62 1月14日 十勝支庁南部地震 6.6 5弱

1993 H5 1月15日 釧路沖地震 7.5 6弱

8月31日 根室半島南東沖地震 6.3 5弱

1994 H6 
10月4日 北海道南東沖地震 8.2 6弱

2003 H15 9月26日 十勝沖地震 8 5弱

2004 H16 11月29日 釧路沖地震 7.1 5弱

※気象庁が発表している地震データーベースによる。

しかし、本市の配水管は、市で布設する配水

管延長より民間団地開発等により布設される配

水管延長が上回ることもあるため、現状(平成18

年度)の使用管種のまま平成29年度まで推移す

ると、管路耐震化率は3.3%となり、平成17年度

より耐震化率は低下すると予想しています。そこ

で、使用管種を全て耐震管ωにすることで、管路

耐震化率を24.3%まで向上させることができ、今

後予想される地震災害時の安定供給は飛躍的

に向上することとなります。(図4参照)

よって、地震多発地帯で、ある本市の更なる安定

した水道供給の向上を目指し、平成19年度より

使用管種を全て耐震管とすることとしました。
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水道管種布設割合の予測

ています。

しかし、割"路沖地震や阪神淡路大震災など

で、1種2層式ポリエチレン管の亀裂や冷間継手

離脱、夕、、クタイル鉄管でも継手の抜けによる漏水

が散見されたことから、平成19年度からの使用

管種について再検討を行ってきました。

その結果、平成19年度から呼び径75以上の

使用管種を「水道ビジョン」や 「水道事業ガイドラ

イン」で定める離脱防止機構付き継手を有する

NS形ダクタイル鉄管としました。

図4

5.高機能ダクタイル鉄管の採用に

ついて
(' )水道管路の耐震性向上

平成18年度までの呼び径75以上にお

ける使用管種は、配水枝管にはK形・T

形、配水幹線管にはNS形等の離脱防止

機構付き継手であり、釘"路沖地震以降国

庫補助事業である石綿セメント管や鋳鉄

管の更新事業を推進することで、石綿セメ

ント管布設率は2%、鋳鉄管布設率は9

%、ダクタイル鉄管・鋼管率は58%となっ

/ポポリエチレンスリーブ等|

備考)D:管'の呼び径、L:管長 (mm)

NS形継手と高機能夕、クタイル鉄管図5
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さらに、管内面を現状のモルタルライニングに

比べ、水質への影響(残留塩素の消費、pH上

昇等)が小さく、おいしい水の供給に貢献できる

粉体塗装に変更しました。

また、市発注の配水管工事だけではなく、民間

施工で最終的に本市が維持管理を予定してい

る水道管路についても、高機能ダクタイル鉄管を

適用することとしました。

(2)水道管の長寿命化

地方公営企業法施行規則では配水管の法

定耐周年数を40年と定めていますが、ダクタイル

鉄管協会から高機能ダクタイル鉄管の耐周年数

を60年とする資料が発行されました。本市にお

いても、高機能ダクタイル鉄管の機械的性質・長

期水密性・耐震性及び従来のポリエチレンスリー

ブ防食法による優れた防食性を評価し、水道管

の長寿命化を図ることが可能であると判断しまし

た。

(3)高機能ダクタイル鉄管採用に伴う事業費増

加額

平成19年度から高機能ダクタイル鉄管を採用

するに当り、事業費の増加額について試算しまし

た。本市は配水幹線管については従来から耐震

管を採用してきたことに加え、現在の鋳鉄管更新

は配水幹線管を重点的に実施していることもあ

り、事業費増加額は全体事業費の2.1%増に留

まりました。よって、現行の計画枠を大きく変更し

なくても十分対応できる結果となりました。

6.高機能ダクタイル鉄管導入にあたって

の対応

平成19年度から高機能ダクタイル鉄管を採用

するにあたって、以下の項目について徹底してい

きたいと考えています。

①高機能ダクタイル鉄管技術講習会の実施

②設計図への使用管種明記、施工前図面確

認の徹底

③宅地開発等を実施する民間事業者への周

知

7.終わりに

釧路市上下水道部では、平成5年に発生した

釧路沖地震で、鋳鉄管や石綿管など老朽管漏

水が多発し、長期間の断水で市民生活に多大な

影響を与えました。その経験をふまえ、銀"路沖地

震以降、水道施設の耐震化に積極的に取り組ん

でまいりました。

石綿管については平成7年度から、鋳鉄管に

ついては平成8年度から国庫補助事業を活用

し、地震にも強いダクタイル鉄管への更新を行っ

てきました。その結果、釘"路沖地震以降に発生し

た地震では、いずれも漏水

被害を僅かに抑えていま

す。

平成17年 10月11日に3

市町が合併した新しPI釧
路市」は、平成19年度から

高機能ダクタイル鉄管の全

面採用を決定いたしまし

た。

写真1 NS形ダクタイル鉄管布設状況

今後も、大口径の配水幹

線管更新事業、阿寒地区

石綿セメント管更新事業を

始めとした水道施設の耐

震化を積極的に進め、市民

に更に信頼される水道供

給を行う所存であります。
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実管路において長期間埋設された
外面ポリエチレンスリーフ装着管

の評価

1.はじめに

札幌市では、昭和48年頃から市内を横断する

]R函館本線以北を中心とした地域で、地中に埋

設される鋳鉄製配水管の腐食漏水事故が散見

されるようになってきた。このため、昭和53年度に

これらの配水管の継子部にポリエチレンスリーブ

を装着する防食方法を採用し、さらに昭和58年

度からは、管全体に装着する対策(写真1参照)を

講じてきた。

写真1 ポリエチレンスリーブ装着状況

札幌市水道局給水部

給水課長

中村郁也

今回、本市ではポリエチレンスリーブの防食効

果を評価するため、これらの配水管の腐食調査

を実施したので報告する。

2.札幌市水道事業のあゆみ

札幌市の水道事業(以下「札幌水道」とpう)

の歴史は比較的浅く、政令指定都市の中でも最

も後発の水道である。これは、札幌市が豊平川

に由来する良質で豊富な地下水に恵まれ、当初

は水道の必要性があまり認識されていなかった

ためである。

しかし、都市化や人口増加により地下水の水

質汚染が進み、公衆衛生の向上や消防水利の

確保などを目的として水道の必要性が認められ

るようになり、日本初の近代水道が横浜に誕生し

てから50年後の昭和 12年に、当時としては最

新の技術を導入した藻岩浄水場をはじめとする

水道施設が完成し、札幌水道が創設された。

また、創設から半世紀が経過し、水需要の増

加に対応してきた時代から施設の維持管理や
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4.配水管の整備事業

(1)ポリエチレンスリーブの採用

札幌市では、市内を横断する]R函館本線以

北を中J心とした地域に粘土や泥炭などの腐食性

配水管の総延長は現在約6，190km(図4参照)

に達しており、このうち鋳鉄製は約81%に相当

する約4，990kmを占めている。これら膨大な配

水管は、日常的な保守管理と維持管理業務、さ

らには老朽管や外面腐食管(漏水事故の危険

性が高くなっている管)等の更新事業などにより

高い有収率を維持している。

今後は、給配水管情報システム(マッピンクゃシ

ステム)等を有効に活用し、引き続き、より適正な

管網の整備と計画的な更新を進めるとともに、効

率的な維持管理を進めていくことが必要と考え

ている。
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札幌水道の給水区域

3.札幌水道の現状と課題

これまで配水管を含む水道施設は、長期的な

見通しのもと計画的に拡張整備(図3参照)や維

持管理を行ってきた。しかし、高度経済成長及び

急速な人口増加に伴う給水需要の増加に対応

して短期間で整備してきた水道施設が、今後、次

々に更新時期を迎える中、より効率的な対応が求

められることになる。

市内一円に網の目のように張り巡らされている

改良・更新が重要となる時代を迎える中、平成9

年度から平成14年度にかけては、老朽化した藻

岩浄水場の大規模改修を行った。

現在は、全国でも有数の大規模水道事業体

の一つに成長して、 100%近い普及率を達成し

(図2参照)、市民生活及び都市活動を支えるラ

イアラインとして必要不可欠な存在となっている。
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の強い土壌が存在し、これが原因で鋳鉄製配水

管(以下、配水管とpう)の外面に腐食が生じて漏

水事故に発展した事例が散見されるようになっ

た。

このため、本市では、冒頭に記したように、昭和

53年度から継手部、昭和58年度から管全体にポ

リエチレンスリーブを外面に装着する防食対策を

講じてきた。しかし、それ以前に布設した配水管に

は本格的に防食対策を実施していないため、外

面腐食による漏水事故の危険性が懸念された。

(2)管路の腐食調査

l)JR函館本線以北地域の配水支管の調査

昭和63年度に外面腐食管の更新を目的とし

て、腐食が予測される地域内の呼び径350以下

の配水支管856kmを対象に、管体付近の土壌を

採取する調査を開始した。

その後、平成5-6年度には土壌調査と並行し

て腐食促進条件を特定する作業を実施した結

果、腐食塩分濃度の高い粘土や泥炭が分布する

地域が腐食を促進させる傾向にあり、特に青粘土

(青灰色の粘土)が存在する地域や青粘土と泥

炭が混在するような地域では、腐食促進がより顕

著で、あることが明らかとなってきた。平成7年度に

は、これまでの調査のまとめとして、土質分布図及

び腐食度予測式の作成、並びに腐食深さの推定

を行い、さらに、これらから得られた残存管厚値を

用いて五段階の漏水発生の危険度(腐食度ラン

ク)を設定して腐食度評価マップ。を作成したo

これらの結果をもとに、平成9年度からは外面

腐食管更新事業をスタートさせた。評価対象の配

水支管延長856kmのうち、更新計画管路(腐食

量が許容厚以内である腐食度ランクVを除いたも

の)の延長は330kmで、あったが、早急な対処が必

要である腐食度ランク I.lIの管路を優先的に更

新し、平成17年度まで、に200kmの更新を完了し

た。なお、更新の際には離脱防止機構付きのダク

タイル鉄管を使用して耐震性の向上も同時に図

った。

2)配水本管及びJR函館本線以南の配水支

管の調査

平成9年度からは呼び径400以上の配水本管

とJR函館本線以南の配水支管の調査を新たに

実施し、平成7年度に作成した腐食度予測式が

これらの配水管にも適用できるかどうかを確認し

た。

その結果、本市の腐食性土壌はJR函館本線

以北のみに分布し、予測式の適用はその地域の

みを対象と考えていたが，JR函館本線以南の南

区にも当初想定していなかった腐食性土壌が存

在することや配水本管の布設時に行う良質土に

よる置き換えが腐食抑制に効果があることが分か

った。

このため、平成12年度には、①'JR函館本線以

南の南区も含めた配水支管の新腐食度予測式、

②良質土の置き換えの有無を考慮した配水本管

の新腐食度予測式、③市内全域の新土質分布

図の作成を行い、予測精度の向上を行った。ま

た、数多くの調査データが収集できた配水支管に

ついては、腐食予測を行う場合に統計学上の信

頼区間の考え方を用いて、一つの土質条件に対

して予測されうる最も大きな値(信頼限界値比算

出した。

【旧予測式:函館本線以北の配水支管(O75-

350)】

Y=exp(・0.518+土質係数)T O.285 

【新予測式①:全配水支管(O75-350)] 

Y = exp (-0.408+土質係数)TO.257

S=Y'expjt(村 )Jv・ln(Y)f

【新予測式②:配水本管(O400-2000)] 

Y=exp(-1.838+土質係数・0.587o) T O.257 

Y:腐食深さの予測値(mm)

s:腐食深さの信頼限界値(mm)

T:埋設年数(年)

o:良質土による置き換え有り=1、無し=0

t(札γ):検定統計量

O :自由度

γ:両側確率(=80%)

v:分散

質係数:表l参照
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表1 土質係数

土質 予測式

(新 l二質分布図の分沼1) |日 新① 新②

砂・シルト 0.000 0.000 0.000 

粘土 0.205 0.419 2.293 

泥炭 0.656 0.738 2.452 

青粘土 1.032 0.985 2.593 

泥炭+青粘土 0.392 1.386 2.852 

火山灰質砂(南区) 0.589 2.375 

粘土混じり磯(南区) 0.504 2.333 

シルト(南) 0.771 2.470 

これらの結果をもとに、市内全域のポリエチレ

ンスリーブが装着されていない未防食配水管路

2，962kmを対象に腐食度ランクを再評価(表2参

照)し、腐食度評価マッフ。の見直しを行った。

対象地域の拡大と予測式の見直しにより、更

新計画管路の延長は約880kmとなったが、早急

な対処が必要である腐食度ランク I.IIの管路

(配水支管109km、配水本管11km)を優先的に

更新し、平成16年度からの5ヵ年計画で、配水

支管10km/年、配水本管2km/年の更新を行

っているところである。

ただし、全ての未防食配水管路の更新には

長期間を要することから、将来における各管路の

腐食度ランクの推移を見極めることが重要で、あ

り、今後も調査や再評価を繰り返し実施し、効率

的かつ効果的な更新事業を進めていく考えであ

る。

表2 腐食度ランク別延長(km)

危険度 ランク 配水支管 配水本管

I 37 2 

H 72 9 

田 25 23 

N 676 37 

V 1，861 220 

言十 2，671 291 

5.ポリエチレンスリーブ装着管路の調査

市内全域のポリエチレンスリーブ未装着管路

は、前述のとおり計画的な更新事業を進めてい

るが、その一方でポリエチレンスリーブによる防食

効果を確認するため、平成15年度に市内全域を

対象として管路の調査を実施した。

(1)調査方法

ポリエチレンスリーブが装着されている配水支

管を対象に市内45地点(表3、表4参照)で管路

を掘削して露出させた後、ポリエチレンスリーブを

取り除いて管外面や継子部のボルト・ナットの腐

食状況を調査した。また、管周囲の良質土による

置き換えの有無や地下水の有無、管周囲の土質

(置き換え無しの場合)などの埋設環境も調査し

た。

表3 行政区別(配水管理事務所別)の調査地点数

調査場所 調査地点数

北区(北部) 9 

東区(北部) 7 

]R 白石区(東部) 7 

函館 以北 厚別区(東部) 5 

本線
西区(西部) 8 

手稲区(西部) 7 

以南 南区(中部) 2 

計 45 

表4 管路属性別の調査地点数

布設年(年)
管路属性 計

S53 S55 S56 S58 S59 S60 

75 。。。1 。1 2 

呼 100 1 。1 6 13 10 31 

び 150 。1 。1 。3 5 

f歪 200 。。1 2 。3 6 

300 。。。。。1 1 

言十 1 1 2 10 13 18 45 

(2)調査結果

布設後18-25年が経過したポリエチレンスリ

ーブ装着管路(昭和53-60年布設)において、

直管や異形管外面の腐食状況を調査した結

果、調査45地点のうち約96%に相当する43地
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点では、一部で管表面に発錆が見られたものもあ

ったが、腐食は全く認められなかった(表5、図5、

写真2参照)。残りの2地点も、深さ0.5mm程度の

軽微な腐食が認められた程度で、あった。

また、調査45地点のうちメカニカルの継手部が

露出できた35地点では、ボルト・ナットの腐食状況

も調査した。このうち、約半数の17地点では腐食

が全く認められなかった。残りの18地点は、一部

にボルト・ナットのかんごうしていない所のネジ山な

どが腐食しているものも認められたが、水密機能

を低下させるような腐食ではなく、その殆どは赤錆

が生じている程度の軽微なもので、あった。なお、こ

れら18地点のうち14地点は、地下水が存在して

いた場所もしくは良質土による置き換えがなかっ

た場所(表6参照)であり、埋設条件の悪い場所で

あった。

表5 埋設環境別の管体腐食調査結果

埋設環境 外面腐食の状況

置換え 地下水 発錨 認め
合計

の状況 の状?兄 有り られず

有り 。 17 17 
有り

無し 2 11 13 

有り 。 6 6 
無し

無し 。 9 9 

言1・ 2iU 43 45 

注)pずれも管表面に赤錆が生じていたが，孔食状の腐食は

認められなかった。

軽微な

腐食有り

図5 ポリエチレンスリーブの効果(検体数N=45)

写真2 ポリエチレンスリーブ除去後の管外面状況

(呼び径200、埋設年数22年)

表6 ボルト・ナット発錆地点i主)の埋設環境

埋設環境
地下水の状況

合計

有り 無し

置換え 有り 5 4 9 

の状況 ~し 5 4 9 

言1・ 10 8 18 

注)ボルト・ナットの一部には、かんごうしていない所のネジ山な

どが腐食しているものも認められたが、水密機能を低下させ

るような腐食が生じているものはなく、そのほとんどは赤錆

が生じている程度のもので、あった。

6.ポリエチレンスリーブの防食効果

(1)調査地点の埋設環境

今回調査を行った45地点の位置を平成12年

度に作成した新土質分布図にフ。ロット(図6参照)

し、各調査地点の土質を確認した結果、腐食性

の強い粘土や泥炭、青粘土の埋設環境(表7参

照)にあるものは、全体の60%に相当する27地点

で、あった(表8参照)。

このような強腐食性の環境においても、配水管

には殆ど腐食が認められなかったことから、ポリエ

チレンスリーブの防食効果は非常に高いものと考

えられる。
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(83頁技術レポート資料参照)

図6 新土質分布図と調査地点(旗印)

表7 札幌市内で認められた土壌の腐食性

土壌 硫黄 ANSI 
土質 比抵抗 合有率 評価点

(採取土壌) (n'cm) (%) (点)

泥炭 960 0.309 13.5 

青粘土 1300 0.262 15.5 

泥炭+青粘土 930 0.629 17.0 

[参考]一般の砂 > 10000 < 0.005 0-2.0 

表8 土質別の調査地点数

土質

(新土質分布図の分類) 調査地点数

砂・シルト 18 

粘土 7 

泥炭 12 

青粘土 3 

泥炭+青粘土 5 

計 45 
'-・E・-

備考)今回の調査では，火山灰質砂(南区)，粘土混じり傑(南

区)シルト(南)の各土質に該当する地点はなかった。

(2)ポリエチレンスリーブの装着効果

今回は、厚別区においてポリエチレンスリーブ

が装着されていない管路4地点でも腐食状況を

調査した。呼び径は100-200、布設年は昭和

52-56年で埋設年数が22-26年で、あった。

この調査では、いずれの地点も管外面の腐食

は認められなかったが、ボルト・ナットは2地点(残

りの2地点、はT形管路のため無し)で、調査を行っ

た結果、昭和52年に埋設されたA形管路の1地

点で顕著な腐食が認められた(写真3参照)。しか

し、この地点と同一地区内で昭和53年に埋設さ

れたA形管路では、ポリエチレンスリーブを継手部

に装着していたために腐食は全く認められず(写

真4参照)、ポリエチレンスリーブの装着効果が確

認できた。また、ポリエチレンスリーブが装着された

45地点のうち、地下水が存在した地点は23地点

で、あったが、管外面の腐食は全く認められなかっ

たことから、ポリエチレンスリーブの地下水に対す

る腐食抑制効果も確認できた。

これらの調査結果を踏まえ、腐食性の強い土

壌にポリエチレンスリーブを使用することは、装着

後20年を経過した管体の状況から、ダクタイル鉄

管の法定耐周年数(40年)を超えての使用に耐

えうる腐食抑制効果は十分にあるものと考えられ

る。

さらに今後も継続して装着することで、更なる

長寿命化の効果が期待できるものと推察される。

。
写真3 ボルト・ナットの外観状況(1) 

(ポリエチレンスリーブ装着無い埋設後26年)
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写真4 ボルト・ナyトの外観状況(2)

(ポリエチレンスリーブ装着有川埋設後25年)

7.今後の取り組みについて

本市は、創設以来、給水需要に的確に対応し、

安全・安定給水を確保するために管路の整備を

行ってきている。このような状況の中、「管路の新

設率」は平成14年度が1.02%、平成15年度が

0.84%であるが、「管路の更新率」は年1.6-1.7

%となっている。このように更新率が新設率を上

回っている乙とから維持管理のウェイトが高まって

し渇一面が伺える。ここで更新率の見方を変えて

みると、今後も年に1.6%程度の更新率を維持す

ると仮定した場合には、概ね60年で全ての管路

の更新を完了することになり、換言すれば、管路

の更新ペースが約60年(100/1.6)であると捉える

ことがで、きる。

本市では、使用している管種の殆どがダクタイ

ル鉄管であるが、ポリエチレンスリーブ装着による

防食措置を施している場合には、耐周年数は60

年以上と想定している。特に、今回実施したポリ

エチレンスリーブ装着管路での調査結果は、その

ことを裏付けしてくれたものと考えている。

したがって、更新率に基づく更新ペースと耐周年

数が符合することになり、良好な更新が進められて

pるとしミう評価が可能になるものと考えている。

次に、維持管理面について見てみると、「経年

化管路率」は0.15-0.16%、「管路の事故割合」

は0.6-0.8%、「漏水率」は4.3%であり、いずれ

も全国的に見ても低い値となっている。これらの

状況は、管路の多くが、本市が急成長した1970

年代以降の比較的新しい時期に集中的に布設さ

れたとしヨう背景に加え、管路更新や漏水防止など

の維持管理が効果的に実施されてきたことを表し

ているように思われる。

以上のように良好な管路整備・維持管理を進め

る一方で、今後、集中的に整備した管路の更新が

一斉に訪れる時期が必ず到来する。仮に、更新率

が現在と同水準で推移するとした場合、平成15

年度で0.15%である「経年化管路率」は2020年

頃から急上昇し、2040年には30%を超えることが

見込まれるが、現下の厳しp財政状況を勘案する

とそれらの経年化管路を一挙に更新することは到

底不可能と考えられる。このため、今後とも管路機

能の健全性を確保していくためには、適切な維持

管理は勿論のこと、延命化の推進に加えて更新

費用の平準化を図ることは必須となり、管路・管網

の重要度や費用対効果など総合的な観点から診

断評価を行い、優先順位を考慮した管路整備を

実施することが必要であると考えている。

8.おわりに

老朽施設の改良・更新や災害対策、水源水質

保全など、が水道施設整備の大きなウェイトを占め

つつある中、本市では、今後の四半世紀を見据

えて、様々な課題に適切に対応し、将来にわたっ

て安全で良質な水を安定して供給していくため

の道標として、平成16年4月に「札幌水道長期

構想」を策定した。この長期構想、は、本市におけ

る「地域水道ビジョン」となるものであり、「利用者

の視点に立つJとの理念を基本方針とし、「安全

で良質な水の確保」、「安定した水の供給」、「利

用者に満足される水道」、「健全経営のもと自律

した水道」の4つの目標を掲げている。

今後は、利用者にとって普段何気なく利用し

ている水道をより意識していただき、水道事業へ

の理解につなげていくことが、利用者の視点に

立った事業運営に不可欠だと考えている。また、

水道事業ガイドラインの業務指標を活用して利用

者に水道事業をわかりやすく伝えることや、好評

を得ている「さっぽろの水」や「じゃく、ち通信」など

様々なツールを用いて積極的なPRに努めてい

きたいと考えている。
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旭浄水場更新工事における大口径
NS形管の採用と経緯について

1 .高知市水道事業の沿革

高知市の上水道は、市街地を東西に貫く鏡

川、高知分水としての吉野川水系、瀬戸川およ

び地蔵寺川、そして清流として全国的にも有名な

仁淀川の3河川を水源とし、また本宮町と布師団

の2つの地下水源を持ってpます。3河川はいず

れも水質が良好で、また全く水系の異なる河川で

あることから、良質で、渇水に強い水道水源として

大変優れたものとなっています。

創設以来の旭浄水場は、鏡川自流、日量最大

4万m3、鏡ダム生産水、日量最大2万m3を鏡川第

1取水所で伏流水を取水しています。その他に、

第4期拡張事業で建設された針木浄水場では、

高知分水を鏡川経由で鏡川第2取水所から日量

最大6万3千m3の表流水を取水し、仁淀川の大

渡タ冶生産水を伊野町にある仁淀川取水所で同

6万m3(将来同12万m3)伏流水を取水していま

す。

2つの浄水場と地下水源を合わせての施設

所長 技師

森下明 芝大悟

能力は、最大19万1千m3となり、高知市内で今

後予想される水需要にも十分対応できるものとな

っています。

2.高知市水道事業の特徴など

(1 )地震対策

平成7年の阪神淡路大震災以来、全国的に

管路の耐震化が水道事業体の重要課題となっ

ています。太平洋に面する本市においても、マグ

ニチュード8.4程度が想定され、今後30年間で

50%の確率で発生するとされる「南海地震」は、

まさに目前に迫った危機で、あり、耐震性を備えた

施設と管路の構築は最優先されるべき課題とし

て取り組んでおります。

具体的には、旭浄水場更新をはじめ、送水幹

線の二重化、耐震性非常用貯水槽の設置や配

水池での緊急遮断弁設置、復旧・給水用資機

材の備蓄などであり、「災害に強い水道づくり」を

目指して計画的に事業を実施しております。
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(2)高機能ダクタイル鉄管の採用

高知市は、江戸時代初期まで「河中(かうち)J

と称されていました。その名が示すとおり、河川

の堆積物により地盤が形成されてきたため、軟弱

地盤であると同時に、地震時には広範囲で液状

化の発生が懸念されています。

そこで、平成13年度より適宜、NS形管(内面

粉体)を重要管路などに採用してきましたが、平

成 15年度には呼び径150-450において、さら

に平成17年度からは呼び径500-1000まで全

面的にNS形管を採用することとしました。

また、水道水の水質衛生面に対する関心が高

まっている今日、赤水や出水不良などの解消を

念頭においた住民サービスに努めることも、重要

であると考えております。

これらのことから、内面の仕様は、「安全でお

pしい水道水の安定供給」をめざして、PH変動

の少ない内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA

Gl12)を平成6年度より採用しております。

3.旭浄水場更新事業の目的

上水道事業の開始と共に1925年(大正14

年)に創設された旭浄水場は、水道事業の拡張

に伴い増築を繰り返しながら今日まで休むことな

く稼動し、市民に水を供給し続けてきました。ルネ

ッサンス様式を基調とした大正時代の建造物を

今に残すその優美なたたずまいは市民からも愛

され、いわば高知市上水道のシンボルともpえる

施設であり、近代水道百選にも選ばれました。

しかし、運転開始から80年余りが経過し、老朽

化は避けられず、また「水道ビジョン」の長期施策

標である「南海地震対策」の観点からも早急な

更新が必要となりました。

写真1 旭浄水場全景

施設更新を実施する概要は以下の通りです。

(1)更新工事の内容

①工事期間 : 平成17年~平成26年 (10年間)

②工事内容 : 送配水管の全面更新

(o900X 148.9m，O800X 116m，O500X 199m)コNS形を採用

配水池の全面更新(9，000m3X3基、緊急遮断弁設置)

浄水施設(送水ポンプ設備等)、浄水処理施設の全面更新、

導水管の全面更新
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③工事の上での注意点

-既存施設の運転・配水を継続しながら、限ら

れた敷地内で慎重に工事を実施する。

. I水道山公園」として市民に開放している場

所での工事となるので、安全を最優先とする。

-公園は、高知市の桜の名所であり、桜への

影響を最小限とするルート選定と法面掘削を検

討する。

-浄水施設から配水池までの送水管・洗浄本

管は、大口径管で二条の急斜面配管となる。

写真2 施工中の旭浄水場

(2)配管部分の概要

①配管ルートの検討

現存施設を稼動しながら配管施工を実施する

ので、既存の送・配水管のルートは使用できな

い。また施工場所は「水道山公園」として市民に

常時開放しているので、安全を最大限考慮しつ

つ、桜の木を極力回避したルートを選定した。ま

た、市民に対し水道山公園を「全面立ち入り禁

止」とすることは難しいので、施工箇所を四工区

に分割し、一工区ごとに工事を進め、それ以外は

開放することとした。

施工後の斜面復旧方法は、崩壊防止の観点

からコンクリート吹き付け工も考えられるが、当該箇

所は公園として開放するため、緑化を優先し張

芝を施工することとしている。

②管種の選定

送水管(呼び径800)、配水管(呼び径900)

のいずれも、高知市上水道システムの最上流に

位置する重要管路であり、耐震性・耐久性・経済

性を考慮して、NS形を採用した。

図1 公園と桜に影響の少ない配管検討図

(83頁技術レポート資料参照)
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写真3 斜面配管(呼び径500，800)の状況

③NS形管施工(傾斜配管)の留意点

-配水池が浄水場に隣接する水道山公園の頂

上に位置し、送・配水管の施工は、最大45
0

の

斜面配管となる。斜面配管でIP点が長い箇

所については、管l本ごとにアンカーブロックを

打設し、管の滑動を防止する。

-斜面における曲管使用部は、不平均力と圧密

沈下を考慮して、必要に応じて防護コンクリー

トを施工する。

-掘削に関しては、桜の木に影響がある箇所は

矢板施工とする。

-呼び径800、900の大口径管は、自重により施

工後に管が沈下するおそれがある。特に斜面

配管部では一日で施工が完了しないこともあ

り、下部の管底部にジャッキを据え、管の沈

を抑制し、レベルを確認しながらの施工を行う

こととする。

-当現場は、複雑な曲線施工部が複数あるが、

NS形異形管の継手は、曲げ修正が出来ない

ので、配管前にあらかじめ測量し、管の軸線と

ひねり角度を確認しながら行う。

-継ぎ輪によるせめ配管部分も、測量を繰り返し

ながら管の軸線を合わせて接合を行う。

④NS形管(呼び径500~900) の評価

-従来のS形・UF形の管路に比べ、部品点数

の低減、施工の容易さにおいて、施工時間の

短縮に有効である。

-斜面の配管施工においては、UF形に比べ、

管外側からの接合となるので安全性が高い 0

.管材費と、施工時間の短縮によってコストダFウ

ンが図られる0

・斜面配管で継ぎ輪を使用しなければならない

場合は、若干の滑動が見られ、隙間のy寸法

の確保が困難となる。平常時では動かないよ

うに改良できれば施工性が向上するので、検

討をお原夏いしたい。

-大口径の切管方法は2工程であり、切断と加

工にかなりの時間を要する。1工程にするなど

施工時間が短縮されれば工期短縮にもなるの

で、検討をお願いしたい。

4.おわりに

本工事は「施設の稼動を続けながらJI周辺

環境に配慮しJI限られたスペースの中でJI安全

に工事を実施する」とpう課題と向き合いながら

施工を実施しております。

先人たちの残してくれた高知市上水道のシン

ボルである既存施設の特性を生かし、送・配水管

路では高機能ダクタイル鉄管等、適宜新しい技

術を取り入れ、維持管理、及び耐震性に優れた

施設を作り上げたいと考えております。

本報告が、厳しい経営環境の中、よりよp水道

施設の構築と維持に取り組んでおられる水道技

術者の皆様の一助となれば幸いです。
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呼び篠800PN形ダクタイル鉄管
によるパイプインパイプ工法

1.はじめに

「活力あるアジアの拠点都市」づくりを目指す

福岡市は、昭和53年5月20日から287日間に及

んだ大渇水を契機に様々な安定給水対策に取

り組んで、きた。

具体的な施策として、①取水系統の複数化、

②水管理センターによる効率的な配水コントロー

ル、③配水幹線の相互連絡化、最近においては

④海水淡水化事業などがあげられる。

また、福岡市総合計画の一環として、増大す

る水需要に対応するために、西暦2015年(平成

27年)に、給水人口143.9万人、施設能力78.0

9万m3/ 日を目標としている年次計画をあわせ

て推進中である。

さらに、平成17年の福岡県西方沖地震をうけ

て、災害時の水の安定供給を最重要課題とし、

地震による配水管路への被害を最小限にとどめ

る為、市内一円に耐震化整備区域を設定し、そ

の区域内での配水管の改良や新設を行う場合

は、耐震性に優れた管を使用する様にしてきた。

福岡市水道局

配水音B

東部管整備課

松尾新太

今回、福岡市東区に位置する香椎副都心地

区からアイランドシティ聞における呼び径800配水

幹線の東区香椎浜1丁目地内の推進工事にお

いて、耐震性に優れたPN形管によるノTイフ。イン

パイプ工法を実施し、採用したPN形管による施

結果について報告するものである。

〈

j'I~ ( 

図1 呼び径800パイプインパイプ施工箇所
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2.今回の東区香椎浜1丁目地内呼び径

800配水幹線工事について

本市の配水管路網は、多々良・乙金・高宮・夫

婦石・瑞梅寺の5つの浄水場付属の配水池と

福岡地区水道企業団からの受水による下原配

水場からなる自然流下系で構成されている。

現在、東区志賀島方面への配水系統は、下

原配水場系からの1系統のみであり、事故時等

のライアライン機能強化及び、アイランドシティの水

需要に伴う配水管整備等に併せて、松崎配水

場(多々良浄水場配水池)系から志賀島方面へ

の配水2系統化を目的とした配水幹線整備を進

めており、今回はその一部として香椎浜1丁目地

内で、工事を行ったもので、ある。

3.パイプインパイプ工法による呼び径

800配水管布設計画

3.1 施工位置とパイプインパイプ工法の採用

図2に福岡市東区香椎浜1丁目地内の施工

場所を示す。本交差点を横断するには、雨水ボ

ックスカルパート(口5，000X 2，500)の下を横断

する必要があり(図6参照)、また本交差点は、交

通量が多く、交通に支障が生じる可能性もあり、

開削工、法が困難とされ推進工法による、パイプイ

ンパイプ工法によることとした。

図2 施工箇所
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3.2 管種選定

(1)管材料の選定

パイプインノfイプ工法の管材料の選定につい

ては、本管路が基幹管路であることから、ダクタイ

ル鉄管と鋼管で比較検討し、次の理由によりダク

タイル鉄管を採用することにした。

表1 夕、クタイル鉄管と鋼管の比較

項目 ダクタイル鉄管

-強度が大であり、耐久性がある。

-強靭性に富み、衝撃に強い。

長所 -継手に伸縮可とう性に加え離脱防止力を

併せ持ち、管が地盤の変動に追従できる。

-施工性がよい。

-重量が比較的重い。

短所 -継手の種類においては、異形管防護を必

要とする。

今回は、施工箇所が推進工事の立坑だった

ため、多少の湧水があり、安全性を確保するため

に電気溶接を必要としないダクタイル鋳鉄を採

用した。

また、ダクタイル鉄管にはノfイプインノfイプ工法

鋼 管

-強度が大であり、耐久性がある。

-強靭性に富み、衝撃に強い。

-溶接継手により一体化ができ、地盤の変動に

は、長大なラインとして追従できる。

-施工性がよい。

-溶接継手は、熟練工や特殊な工具を必要とす

る。

-電食に対する配慮、が必要である。

専用管としては、PI形、PII形およびPN形管が

あるが、地震を考慮し、可とう性、伸び代があり、か

っ離脱防止力においては、 A~Dランク中のAラ

ンク(水道施設設計指針2000年P457)であるP

N形管を採用した。

表2 耐震管の性能比較

布設方法 継手形式

PII汗妥

パイプインノTイプ専用

PN~ 

(2) PN形の構造と特長

図3にPN形継手の構造を示す。

PN形継手は、PII形継手の離脱防止性能を

向上させるため、以下に示す改良を加えたもので

ある。なお、受口外径D5す、法、挿し口外径D2'す

法は、PII形管と同じである。

① 受口溝部残肉 (C'寸法)を受口内面側に

厚くし、受口端面から受口溝部までのす法 (B

寸法)を長くしたことにより、離脱防止力がPII

伸縮代 離脱防止力

(%) (kN) 

+1 
-0 

1.5D 

+1 
-0 

3.0D 

D は日乎て1f歪

形管より増加した。

② ロックリンクゃを受口外面から挿入するため長

穴を設けた。

③ セットボルトをPII形管の6個からPN形管の

9個に3個追加した。

④ ロックリンクゃを受口外面から挿入しやすくす

るため、分割部にテーパーを設け、形状を変更

した。
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受口外面長穴

(円周1ヵ所)

/
p
/
 出口

粗
末
口
献

PN形継手の構造 (呼び径700""'"1350) 図3

呼び径800PN形とP11形の比較

項目 PN形 Pll形

離脱防止力 (kN) 2400 (=3DkN) 1200 (= 1.5DkN) 

伸び量 (mm) 55 

許容曲げ角度 CO) 3.0 

P 265 250 

Ds 862.8 
寸法

D2' 812.8 
(mm) 

c' 14.25 11 

B 45 30 

セットボルト数(個) 9 6 

表3
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(3)PN形管の接合方法(ロックリンクゃのセット方法)

従来のPII形管は受口の所定の位置に予め

ロックリンク。を仮セットしておき、受口に挿し口を挿

入することで、ロックリングを設置する。一方、PN

形管は、受口に挿し口を挿入した後、ロックリンクや

¥‘ 

、
々々

のセットする位置の受口外面に設けられた長穴を

利用し、専用のロックリンク。挿入器を使って、ロック

リングを継手の受口溝内に設置する。

ロックリングの挿入状況を図4に示す。

ロックリング

受口外面長穴

図4 ロックリンク、の挿入方法
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写真1 PN形継手接合状況 (受口に挿し口を引き込む)

写真2 PN形継手接合状況 (ロックリンク挿入)

写真3 PN形継手接合状況 (ロックリンク挿入完了)
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3.3 パイプインパイプ施工

(1)工事の概要

①工事名称:東区香椎浜1丁目地内呼び径

800配水管布設工事

②さや管:呼び径1000推進用鋼管(外

径 1016mm)、推進延長17.5m鋼製ボーリ

ング一重ケーシング式推進工法

③立坑:発進立坑3，991X 3，520、到達立

坑呼び径3，000円形ライナープレート

I一一寸 lI! I~ 

I 11・5

-p・• 
~r 

十能Ji主延長 17，504m 

銅製作管ポーリングー酌ーシング式推進工法一21，00へ

④土被り:5.75m~6.13m

⑤配水本管:呼び径800PN形ダクタイル鉄管

PN形管体延長19.0m(PN-KF形受挿し

短管1.0m+PN形甲切管2.0mX8本+両

挿し短管1.0m+PN-KF形受挿し短管

1.0m) 

i zw 
¥一一

理

図5 施工場所平面図
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図7 配管図

(2)施工結果

本工事において、立坑築造場所は、交通量が

多い交差点部であった事、また、推進長が短い事

を考慮し、3，991X 3，520の発進立坑を選定し

た。今回の立坑で施工できるPN形管の管長が

2mとなり、合計11本の管を2日間で完了した。

管挿入工事の施工量は、以下の通りで、あっ

た。

表4 挿入工事施工結果表

施工日

2 

4.おわりに

本数(本)

3 

8 

延長 (m)

5 

14 

今回、福岡市東区香椎副都心地区からアイラ

ンド、ンティ聞における配水管布設工事の一環とし

て、東区香椎浜1丁目地内呼び径800配水管布

設工事を行ったが、工法及び管種の選定にあた

っては、事前調査・各種工法との比較検討の結

果、福岡県西方沖地震をふまえて耐震性を考慮、

備考

呼び径800X10001本、呼び径800X2000 2本

呼び径800X10002本、呼び径800X2000 6本

し、PN形管によるノTイプインノ号イプ工法に決定し

た。

今後福岡市においても配水幹線の更新時期

に入るが、交通量の増加地下埋設物の輯鞍等

に伴い、管路更新工事においてさらに同種の工

事が増えてくると予測される。本報告が関係各

位の参考になっていただければ幸いである。
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巨大タンク(原水調整池)から原水を安心して
運ぶダクタイル鉄管呼び径500NS形管
(深層埋設)の採用と
経緯について

1 .はじめに

石垣島は琉球弧及び日本列島の最南端に位

置し、四方が海に固まれた個性あふれる島々か

らなる八重山諸島の中核を担う「日本最南端の

自然文化都市」として、石垣市は市制施行60周

年を迎えることとなった。

陽光あふれる温暖な亜熱帯の島は、3月中旬

に日本一早い海聞きが開催され、コノりレトブルー

に輝く風光明婦なi}ll平湾」やラムサール条約湿

地に登録された「名蔵アンノりレJのマングローブ

林、ヤエヤマヤシ群落など数多くの自然景観が

残されている。

また、宇宙への夢を育む施設として、世界とつ

ながる20mの電波望遠鏡(VERA石垣局)や南

十字星の見える105cm光学赤外線望遠鏡(石

垣島天文台)があり、8月にはライトダウンをして

「南の島の星まつり」が行われる。

また、世界のアスリートたちが熱戦を繰り広げる

iITUトライアスロンワ-)レドカップ。石垣島大会」が

石垣市水道部

施設課長

宮良長欣

写真1 川平湾の風景

4月に開催されるなど、豊かな自然環境と伝統文

化に恵まれた石垣ヘ、年間77万人余の観光客

が訪れている。

2.石垣市水道事業の概要

石垣市の水道事業は、昭和25年に米国民政

府の資材援助を受け着々と建設準備を進めてき

たが、当時の琉球復興金融基金による工事費の
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融資が市町村等地方公共団体には融資が出

来なくなったため、石屋市と民間の出資により石

垣市上水道株式会社が設立された。

水源地は、沖縄県最高峰の於茂登母(525.8

m)を源流とする本市三大河川の一つである名

蔵川の上流地点(白水第1水源地)から取水を

行い、大座原の浄水場より自然流下方式で給

水を開始した。

その後、新たな白水第2・第3水源地の整備や

水施設の新設、鉄バクテリアの侵食による既

設導水管の総取替などに巨額の施設整備費が

必要となり、民営による水道事業経営では限界

に達しているとの判断から、水道事業の経営が

石垣市へ移管され、昭和36年に石垣市水道事

業として新たにスタートし、現在は上水道事業と

簡易水道事業を推進中である。

表 1 石垣市水道事業の計画概要

上本道事業 簡易水道事業

第6次拡張事業 第2次拡張事業
事業名

(平成15年度一23年度) (平成15年度一23年度)

計画給ぶ人「寸 45，100人 3，900人

計画取水量 30，160m3j日 2，340m3j日

計画最大給水量 28，100m3j日 1，945m3j円

水源種別 河川水及び地下水 河川水

給水面制 57，61km2 

浄水方法 緩述ろ過方式

3.原水調整池の概要

白水原水調整池は、白水ダムの建設中止(ラム

サール条約湿地に「名蔵アンノりレ」が指定され

る)に伴い、名蔵川水系からの安定的な取水量

の確保と将来の水需要並びに渇水等に対応す

るため、9，000m3/日を安定的に供給する代替施

設として整備することとなった。第6次拡張事業

40，55km2 

緩速ろ過方式

計画の主要事業として、平成15年度より事業に

着手し、平成19年度には1号池(写真2)が完成

(平成20年供用開始)する予定である。

計画に際しては地震に対する施設の重要度や

安全性を重視し、地震動レベル2で、設計を行って

pる。

写真2 総貯水量30万m3(V=6万m3X5基 内径98m 有効水深8m)
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4.NS形ダクタイル鉄管の採用

本市の主な管路整備は、配水本管を鋳鉄管

からダクタイル鉄管のA形ヘ、そして現在はK形

を主要管種として整備を行ってきている。今回、

原水調整池建設に伴い、①ダクタイル鉄管布設

予定区間が原水調整池からポンプ室への基幹

施設として整備を行う流出管(呼び径500)であ

ること、②埋設深度が約4m~9mと非常に、深くE

つ施工箇所が軟弱地盤であるため、災害時にお

ける安全性の確保が求められることから、耐震性

や施工性を重視し、石垣市では初めてNS形ダ

クタイル鉄管を採用した。

今回の調整池の設計・施工にあたり、 1基のタ

ンクから流入管・流出管・排水管・オーバーフロー

図 1 NS形管の5条配管

管・床排水管が設置されるなど、5基分のノTイプ

が輯鞍した状態での複雑な配管設計や、タンク

(支持杭O800X543本)と弁室との連絡部の不

同沈下対策などが特筆すべき点である。

NS形ダクタイル鉄管による鎖構造継手は、継

手部の可とう'性によって地盤変動に無理なく追

従する。今回の、軟弱地盤による不同沈下と、深

層部とpう点で、は絶対に継手の離脱があっては

ならないため、この継手の機能を最大限に生か

すと共に、構造部との取り合いは通常NS形継

ぎ輪2個使いで十分であるが、既設管からの流

用とpう観点から、可とう管も設置することとして

pる。

図2 深層埋設部の配管

写真3 施工中の原水調整池(1号池・6万m3)
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写真4 施工状況1

5.沖縄県の水道サービス評価(業務指標

かう見た事業概要)

沖縄県の水道事業は平成18年現在、上水道

事業が25事業体、簡易水道事業34事業からな

っており、復帰後3次にわたる「沖縄振興開発計

画」や平成14年度からの「沖縄振興計画」に基

づき、高率補助による水道施設整備が促進され

たことから、水道普及率はほぼ100%に達してい

る。

平成17年1月に日本水道協会規格として制定

された「水道事業ガイドラインJを踏まえ、日本水道

協会沖縄県支部の諮問機関である水道問題研

究会の研究テーマとして「沖縄県の水道サービス

写真5 施工状況2

評価」を取り上げた。

研究会の構成メンバーは、 1県9市1企業団を

中心とし、 137項目の業務指標について比較検

討を行p、「沖縄県の水道サービス評価-業務

指標から見た事業概要」の報告書が平成18年3

月に刊行された。

管路の耐震化率に関しては、沖縄県全体の

水がめである北部ダムからの導・送水管を持つ沖

縄県企業局の耐震化が目立つが、まだ全体に各

事業体とも低い。ダクタイル鉄管化については、

各事業体共早い段階より管路の整備に取り組ん

でおり、石垣市においてはほぼ100%のダクタイ

ル鋳鉄管・鋼管率となっている。

今b
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6.まとめ

石垣市水道事業は、昭和47年(本土復帰)に

水道法に基づく水道事業の変更認可申請を行

い、その後、給水人口並びに需要量の増加や多

様化する需要者のニーズに応えるため各施設整

備の拡充を行ってきた。

また、老朽管の更新や住宅の郊外化による管

路整備については、ダクタイル鉄管を基軸に事業

を推進してきたが、業務指標の分析評価により、

離島における問題点や各施設の耐震化、技術職

員の育成など、今後の取り組むべき多くの課題を

確認することができた。これらの課題を今後策定

予定の地域水道ビジョンに反映させて行きたいと

考える。

NS形ダクタイル鉄管の採用にあたっては、安

全な施工に関する研修会の実施や技術者の技

術の習得(耐震管路の設計と施工について)が

必要である。

今後は、高機能ダクタイル鉄管を標準品として

の位置付けも検討しながら、需要者に対する信頼

性を確保し、災害時にも安心できる水道システム

の機能強化を図って行きたいと考えている。

結びに、石垣市と友好都市である稚内市が、

NS形ダクタイル鉄管を通して今号(第80号)に共

に寄稿できたことに対し感謝申し上げる。
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図 1 札幌水道の給水区域
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図 6 新土質分布図と調査地点、(旗印) 図 1 公園と桜に影響の少ない配管検討図
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