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堺市の施設整備改良事業計画に
おける老朽管更新と耐震化の考
え方

堺市上下水道局

上水道部　配水計画課長
　　　　　　　　　　　　　　　村井　昌利

　堺市の水道は、明治43年4月に給水を開始し平成22年には給水100周年
を迎えます。給水面積150k㎡、給水人口85万人、年間給水量1億200万
㎥、普及率はほぼ100%となっています。今回のレポートでは、堺市の水
道管路の現状と課題、今後の管路更新の考え方について報告していま
す。

福井市における管路更新及び耐
震化計画について－災害時に強
い水道を目指して－

福井市企業局

給水課長
　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　優治

　福井市は、平成18年2月に近隣市町村と合併し、現在の人口は27万
人、面積は536.17k㎡となっています。水道事業は、大正13年に給水を
開始し、現在までに6次の拡張事業を行ってきました。管路の経年化が
進んでおり、耐震化率も低い状況にある中で、今回のレポートでは、管
路の耐震化計画、配水区域のブロック化、配水施設の耐震化について報
告します。

泉佐野市における配水管路の検
討について

泉佐野市上下水道局

水道工務課　課長代理
　　　　　　　　　　　　　　　植野　雅人

　泉佐野市は大阪府の南部に位置し、背後に金剛生駒和泉国定公園に指
定された和泉山脈を擁し、美しい山と海、自然環境に溢れています。水
道事業は、給水人口が99,612人、一日最大給水量50,390㎥となってお
り、水源は大阪府営水道が全体の8割、残りを自己水で賄っています。
今回、平成19年度に計画的で効率的な更新事業が進めるための「配水管
路更新計画」を策定したので、その内容を報告しています。

広郷浄水場緊急整備事業につい
て

北見市企業局

水道課長
　　　　　　　　　　　　　　　小野　政道

　北見市は、平成18年3月に近隣の3町が合併し、北海道では1番目、全
国で4番目の広大な面積を持つ人口13万人のオホーツク圏の中核的な役
割を担う都市です。水道事業は昭和27年に給水を開始し、現在では、計
画給水人口134,240人、一日計画最大給水量64,400㎥となっています。
水源である常呂川は降雨時に濁度・色度等の変動が大きく水質が不安定
であることから、平成20年度の国庫補助事業として高濁度水が発生した
場合でも、浄水処理が継続できるような原水を確保する滞水池の新設
と、給水量の確保する配水池の増設を緊急整備事業として実施したこと
を報告しています。
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日比谷共同溝内呼び径2200雨水
管きょ布設工事について

前田・熊谷建設共同企業体（特）

日比谷共同溝作業所長
　　　　　　　　　　　　　　　安田　茂人

　近年東京では、局所的集中豪雨が頻発し、ひとたび浸水が発生すると
その被害は非常に深刻なものになります。今回、首都東京の安全、安心
を確保するために、東京都下水道局が発注した日比谷共同溝内（桜田門
～虎ノ門立坑）約846mの区間に雨水管として呼び径2200ダクタイル鉄管
を配管布設しました。共同溝という限られたスペースの中で、他事業者
と同時進行で配管施工するという非常に難工事の全容を報告していま
す。

NS形ダクタイル鉄管（呼び径500）
による橋梁添架管の施工につい
て

新潟市水道局

　技術部管路課　幹線設備系
　　　　　　　　　　　　　　　杉山　洋介

　新潟市は明治43年に信濃川の表流水を水源として全国で14番目の水道
として給水は開始し、現在では計画給水人口874,080人、一日最大給水
量567,732㎥となっています。今回、阿賀野川を挟む二つの給水区域を
相互連絡するための管を整備するために、新設される橋（ござれや阿賀
橋）への橋梁添架を実施しました。その添架管にNS形ダクタイル鉄管を
選定し、その設計と施工について報告しています。
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今号の概要

堺市の施設整備改良事業計画における老朽管更新と耐震化の考え方

堺市上下水道局上水道部配水計画課長村井昌利

堺市の水道は､明治43年４月に給水を開始し平成22年には給水100周年を迎えます｡給水面積150kｍ2､給水人

口85万人､年間給水量1億200万ｍ3､普及率はほぼ100％となっています｡今回のレポートでは､堺市の水道管路

の現状と課題､今後の管路更新の考え方について報告しています。

福井市における管路更新及び耐震化計画について－災害時に強い水道を目指して－

福井市企業局給水課長渡辺優治

福井市は､平成18年２月に近隣市町村と合併し､現在の人口は27万人､面種は53617kｍ2となっています｡水

道事業は､大正13年に給水を開始し､現在までに6次の拡張事業を行ってきました｡管路の経年化が進んでお

り､耐震化率も低い状況にある中で､今回のレポートでは､管路の耐硬化計画､配水区域のブロック化､配水施

設の耐震化について報告しています。

泉佐野市における配水管路更新の検討について

泉佐野市上下水道局水道工務課課長代理植野雅人

泉佐野市は大阪府の南部に位置し､背後に金剛生駒和泉国定公園に指定された和泉山脈を擁し､美しい山

と海､自然環境に溢れています｡水道:戦業は､給水人口が99,612人､一日般大給水量50,390,3となっており、水

源は大阪府営水道が全体の8割､残りを自己水で賄っています｡今回､平成19年度に計画的で効率的な更新事

業が進めるための｢配水管路更新計画｣を策定したので､その内容を報告しています。

広郷浄水場緊急整備事業について

北見市企業局水道課長小野政道

北見市は､平成18年３月に近隣の3町が合併し､北海道では１番目､全国で4番目の広大な面積を持つ人口13万

人のオホーツク圏の中核的な役割を楓う都市です｡水道事業は昭和27年に給水を開始し､現在では計画給水

人口134,240人､一日計画最大給水量64,400,3となっています｡水源である常呂川は降雨時に濁度･色度等の変

動が大きく水質が不安定であることから､平成20年度の国庫補助事業として高濁度水が発生した場合でも、

浄水処理が継続できるような原水を確保する滞水池の新設と､給水量の確保する配水池の増設を緊急整備事

業として実施したことを報告しています。

日比谷共同溝内呼び径２２００雨水管きょ布設工事について

前田･熊谷建設共同企業体(特）日比谷共同溝作業所長安田茂人

近年東京では､局所的集中豪雨が頻発し､ひとたび浸水が発生するとその被害は非常に深刻なものになり

ます｡今回､首都東京の安全､安心を確保するために､東京都下水道局が発注した日比谷共同溝内(桜田門～虎

ノ門立坑)約846ｍの区間に雨水管として呼び径2200ダクタイル鉄管を配管布設しました｡共同満という限ら

れたスペースの中で､他事業者と同時進行で配管施工するという非術に難工事の全容を報告しています。

ＮＳ形ダクタイル鉄管(呼び径５００)による橋梁添架管の施Ｔについて

新潟市水道局技術部管路課幹線整備係杉山洋介

新潟市は､明治43年に信濃川の表流水を水源として全国で14番目の水道として給水を開始し､現在では計

画給水人口874,080人､一日最大給水量567,732,3となっています｡今回､阿賀野川を挟む二つの給水区域を相

互連絡するための管を整備するために､新設される橋(ござれや阿賀橋)への橋梁添架を実施しました｡その

添架管にＮＳ形ダクタイル鉄管を選定し、その設計と施工について報告しています。
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堺市の施設整備改良事業計画
における

老朽管更新と耐震化の考え方

|1... 
「1....・
1 .はじめに

堺市の水道事業は、明治43年4月に全国で

18番目の近代水道として給水を開始して以来、

平成22年には給水100周年の節目を迎える。

平成 21年 4月現在においては、給水面積

150km2、給水人口85万人、年間給水量1億

200万 m3、普及率はほぼ100%となっている。

水源については、全量を大阪府営水道からの

高度浄水処理水を受水する乙とにより、水量・水

質ともに十分確保できている。また、施設につい

ては、戦争時期を除くと、拡張につく、拡張を繰り

返し、15次にわたる拡張事業を実施してきたが、

人口増加が停滞し、経済安定期に入ったことか

ら、平成6年3月に第15次拡張事業を打ち切っ

た。

之のように発展してきた水道事業も、給水人口

の横ばpまたは微減傾向や企業や家庭の節水

機器の普及など、によって、給水量は平成4年の

• 

• 1111 
堺市上下フ
配水計画課長 ロ 111111 
村井昌利 ・・園田

1111111111 

・・園田盟国・・・・・
1億1，300万m3をピークに、逓減傾向が続いてい

る。そして、高度成長期に整備した水道施設の大

量更新時期を目前に控えており、水道事業として

の課題が山積していると共に、さらなる経営の効

率化に取り組むことが求められている。

そこで、本市では、先人たちが築いてきた水道

を持続的に維持していくために、水道事業の経

営方針と施策目標を明確にし、その実現のため

に取り組むべき主な施策を掲げた「堺市水道事

業中期経営計画J(平成19年3月)を策定した。

乙の中期経営計画では、「健全な水循環の一

翼を担い、安全・安心で良質な水を安定供給し、

お客さまとともに歩む堺の水道」を基本理念とし

た。その重点戦略として、お客さま起点の経営を

進めること、持続的かつ安定した経営を進めるこ

と及び安定給水に向けて最適な水道システムを

構築することを掲げている。「安定給水に向け

て、最適な水道システムの構築」を図るため、大
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量更新時期を迎えている老朽管更新と施設の

耐震化を計画的に事業推進することが特に重

要なところである。

2.水道管路の現状と課題

浅香山浄水場をはじめとした本市の基幹施

設は、高度成長期の昭和40年代に建設された

ものが多く、これらの水道施設は老朽化が進み、

更新時期を迎えている。そのため、抜本的な施

設の再構築が必要である。

水道管路において、口径300mm以下の配水

支管は、平成20年度現在で、約2，000km布設さ

れており、単年度の配水管布設延長は、昭和30

年代後半から急激な伸びを記録し、昭和47年

度のピーク時は年間100kmを超え、その後は平

均40kmで、推移している。また、口径350mm以

上の配水幹線管については、その多くが昭和30

年から40年代の拡張時代に布設し、約200km

ある(図1参照)。

このように本市では特に昭和40年代に布設さ

れた大量の配水管が、順次、耐用年数を迎える

ため、事故未然防止のための計画的な老朽管

更新が必要であり、同時に、より一層の安心、安

全で安定した給水を行うための耐震管路網の

構築を行っていくことが重要な課題である。

-・老朽管:

既に耐周年数 (40年)を経過した管路。

強度も低く、事故や漏水を未然に防止する上

でも早急に更新が必要なもの。

Eコ経年管:

今後10年で耐周年数を経過する管路。

管種、埋設環境によっては更新が必要なもの。

図1 堺市の老朽管と経年管

3.管路耐震化の考え方

3.1 耐震継手採用の経緯

耐震管路網の構築については、先に述べたよ

うに、「安定給水に向けて、最適な水道システム

の構築」を中期経営計画に掲げているほか、具

体的な整備事業計画(新世紀第二次配水施設

整備事業計画)においても、「災害に強い信頼さ

れる施設を構築することJを実施目標としており、

管路の耐震化に積極的に取り組んでいる。

本市では、昭和58年度から大口径管(呼び径

500以上)に耐震継手(S形)の使用を始めた。さ

らに阪神淡路大震災後の平成7年度から小口

径管についても軟弱地盤等に耐震継手 (SII 

形)の使用を始めた。平成12年の整備事業計画

においては、耐震化計画路線を設定し、計画的

に管路の耐震化を進めることとした。平成17年
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の整備事業計画では、全面耐震継手に移行し、

平成20年度からは高機能ダクタイル鉄管(耐震

継手かつ内面粉体管)の全面採用に移行した。

下記にその詳細を示す。

( 1 )新世紀第一次第一期配水施設整備事業

計画(H12---16年度):一部耐震管の採用

「大阪府水道地震対策基本方策」及び「堺

市水道局地震対策基本計画」に基づき、避難

所、医療機関等までの防災拠点に至る管路の

耐震化を図るとともに、液状化地域または人口密

度や配管密度の高い地域は500m間隔で、配

500m 

メッシ

lkm 

管密度が低い地域で、は1krn間隔で、管路の耐震

化を図ることを最終目標として耐震化計画路線

を設定した。実施計画では、震災の被害が高い

と予測されている地域(泉大津美原線より北側)

を耐震型継手(NS形管等)で耐震管路網を構

築し、非液状化地域である泉大津美原線より南

側の配水支管(呼び径300以下)についてはK

形管で耐震化を図るものとした(図2参照)。な

お、泉大津美原線北側地域で、あっても耐震化計

画路線以外はK形管を布設することとしており、

全ての路線に対して耐震型継手管の布設路線

とはしていなかったo

線

大津美原線

図2 新世紀第一次第一期配水施設整備事業計画における管路耐震化整備方針

(2)新世紀第一次第二期配水施設整備事業

計画(H17---19年度):耐震継手管へ全面

移行

「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推

進に係る特別措置法に基づく耐震推進地域」に

堺市が指定されたことや、厚生労働省が平成16

年6月に「水道ビジョン」を発表し、その中で東南

海・南海地震の可能性が高い地域においては

早期の管路耐震化を進める必要性が示された。

さらに、同年、水道事業ガイドラインにおいて耐震

管が定義されたことから、全市において早期の

管路耐震化を進めるために平成17年度に全管

路を耐震継手管(離脱防止機能付き継手管)ヘ

全面移行を図ることにした。

耐震継手には、離脱防止機能を有して、ポリ

エチレンスリーブを装着すれば法定耐周年数以

上の寿命が期待できるダクタイル鉄管を標準的

に使用することとした。この主な理由としては、水

道ビジョンにも述べられているように長寿命製品
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を採用することにより、今後、更新に必要な投資

額を低減する効果が期待できるからである。

(3)新世紀第二次第一期配水施設整備事業

計画(H20"_'24年度):エポキシ樹脂粉体

塗装管へ全面移行

より安心・快適な水の供給を行うために、平成

20年度にダクタイル直管について、モルタルライ

ニングから内面エポキシ樹脂粉体塗装管ヘ移

行し、高機能ダクタイル鉄管の全面採用を行っ

た。

4.管路更新計画~策定状況

4.1 概要

本市では平成11年6月に「新世紀配水施設

整備計画(基本計画)Jとして、21世紀における

四半世紀を展望した水道施設の整備計画を定

めた。平成12年3月には基本計画の11か年の

整備事業計画(平成12年度~平成22年度)と

して「新世紀第一次配水施設整備事業計画」

を定めた。しかし、大規模な配水幹線管の更新

等を行うため、平成19年3月に策定した中期経

営計画との整合性も図りながら、前整備事業計

画を平成19年度で打ち切り、新たに平成20年3

月に、「新世紀第二次配水施設整備事業計画」

として、10か年の整備事業計画(平成20年度~

平成29年度)を定めた。

重要路線
・大阪市・堺市大和川
連絡管事業計画
(呼ぴ径7∞-1α泊、1.7km)
・岩室呼ぴ径1α)()配水幹線
管更新計画
(呼び径1001口、4.31明、)

この整備事業計画の実施目標は、①災害に

強い信頼される施設を構築すること、②蛇口に

いつでもおいしい水をお届けすること、③水のマ

イスターを目指すことを揚げ、配水池の耐震化や

老朽管の更新などの配水管対策などを重点的

に取り組む方針を策定した。

ここでは、乙の取り組み方針のうち、配水管の

老朽管対策ならびに耐震管の対策について以

下に詳細を述べる。

4.2 老朽管対策

「より一層の安定給水を確保するため、予防

的・計画的に施設の更新を進める」ことを取り組

み方針として掲げ、具体的に、ある一定時期に

大量に布設された水道管を管種や布設年度等

を考慮し、図3に示すにように配水幹線管(呼び

径350以上)で、47.4km、配水支管(呼び径300

以下)で、354.3kmの管路を計画的に更新してい

く予定である。配水支管では、平成23年度末ま

でに「石綿管」や「印ろう鋳鉄管」は全面解消す

るものとし、「高級鋳鉄管」や「昭和49年以前の

塩化ピニル管」は「老朽管」として積極的に更

新を行ってpく予定である。また、事故対策とし

て、泉北丘陵住宅地区に分布する腐食性の強

い海成粘土層地域での管路更新を行い、より一

層の安定供給を図る予定である。

図3 老朽管対策の内容
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この更新により、図4に示すように、現況から老朽管の大幅な解消が可能になる。
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図4 布設年度別管路延長(現況及びH29年末目標)

配水幹線管では、平成11年度から15年度の

聞に地盤の腐食性調査と管体腐食の実態調査

を実施し、これらの関連分析から腐食の進行が

早く漏水の可能性の高い箇所を選定し、更新優

先対象管路47.4krnを決定した。その更新優先

対象管路選定は、老朽度評価で既にランク I

(計算上、管厚より腐食進行が大きく貫通腐食し

ていると想定されているもの)に相当する管とラン

クII(水圧・土圧に対して安全率1未満のもの)

に相当する鋳鉄管を選定した。さらに、ランクEで

あるダクタイル鉄管(特に、腐食性の強い海成粘

土層地域等に埋設されたポリエチレンスリーブ未

装着の管)から整備計画期間中(平成29年度ま

で)にランク Iに進行すると想定される管も選定

した。これらの鉄管更新優先対象管路の選定フ

ローを図5に示す。

l4  

~ ~ 

5吋

老朽度評価

管種

整備期間中の

老朽度評価

配水幹線管(呼び径350以上)

| ランク 111] [ ランクIV ] 

円
八
〉

対策 更新対象(老朽化) 74.4km 更新対象外

図5 更新優先対象管路の選定フロー
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4.3 管路の耐震化対策

「地震災害時にも必要な給水が行え、渇水等

の給水制限の際でも、効率的に水運用ができる

送配水システムを構築する」ことを取り組み方針

として掲げ、具体的には、避難所、救急病院等へ

の給水ルートの耐震化を優先的に行いながら、

耐震管路網の整備を推進する。管路の耐震化

率については、平成20年度に10.6%で、あったも

のを平成29年度の最終年には、26.7%を目指

す。また優先耐震化網の構築を業務指標として

新しく取り入れ、優先耐震化計画延長(550km)

として、これに対して優先的に耐震化を行う。

この優先耐震化計画延長(550km)について

は、新世紀第一次第一期配水施設整備事業計

画で設定した耐震化計画路線とした。

表1 耐震化率(業務指標)

業務指標 H19年度 H20年度

管路の耐震化率(%) 8.4 10.6 

優先耐震化網の構築(%) 19.3 24.0 

5.まとめ

水道施設の大量更新時期を迎えていることか

ら、施設更新に合わせて耐震化を図ることが必

要である。

そ乙で、本市でほ、新世紀第二次配水施設整

備事業計画において、これらの現有施設の更新

需要を先送りせず、老朽管の取替えと市内全面

での耐震化に積極的に取り組んでいく方針を示

した。

これにより、施設の更新、再構築に的確に対

応でき、持続可能な水道を実現するための中長

期のスパンで更新の需要量とそのピークの把握

や、長期的な事業費の平準化を図ることが可能

であり、より効率的な管路更新を計画することが

できたと考える。

6.今後の課題

近年、厚生労働省では、改訂水道ビジョン

(厚生労働省 H20.7.11公表)やアセットマネジ

メント手法を重点取組項目と位置づけており、施

設関連データの整備状況、中長期的更新需要、

料金設定・経営収支などを立入検査時の重点

検査項目としているほか、水道アセットマネジメン

トマニュアルも活用できる手引きを策定された。

特に管路更新計画の策定にあたっては、アセ

ットマネジメントの考え方を取り入れることが重要

であると考える。管路におけるアセットマネジメント

H24年度

19.4 

30.5 

H29年度 備考

26.7 
管路総延長に対して耐震化を行った管路
延長の割合

38.7 
優先耐震化計画延長(550km)に対して
耐震化を行った管路延長の割合

の基本的な考え方を図6に示す。

このように、管路の更新優先順位を管体調査

や管路診断評価によって検討し、さらに長期的な

視点で水道施設全体として更新需要のピーク時

期や必要投資額を把握するとともに、更新投資を

実施した場合の財政の影響についても定量的か

っ継続的に把握することが重要である。

これまで本市が取り組んできた管路更新計画

や耐震化計画では、老朽管の管路の実態把握

に基づき、更新優先順位をおこなっているなど、

この考え方に近い

方法で実施してき

た。

今後は、高機能

ダクタイル鉄管の

全面採用等により

さらにライフサイク

ルコストを最小化

できると予想でき

るなどさらに財政

投資額についても

再度検討を進める

とともに、長期的

視点に立ち、効果

的に管路更新を

[DOプ7盤強盗

申

隻裳2盆飽
投資効果の倹liE
管理水準の見直し

継続して実施して
図6 管路におけるアセット

pく予定である。
マネジメントの考え方
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福井市における管路更新及び
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1.福井市の概要

福井市は、九頭竜・足羽・日野の三大河川の

扇状地である福井平野に発展してきた。

幕末の藩主は、名君の誉れ高い松平慶永(春

獄)で、その時代には橋本左内、由利公正、橘曙

覧、笠原白翁ら、多くの優れた人材を輩出し、さま

ざまな分野で活躍した。

明治22年に市制が施行され、福井市が誕生し

た。当時の人口は約4万人、面積は4.43km2で、あ

った。

その後、鉄道の開通や織物産業の興隆によっ

て福井県における中心都市となり、隣接町村を編

入、平成18年2月には旧美山町、越廼村、清水町

の3町村と合併し、現在の人口は27万人を超え、

面積は536.17km2となっている。その問、昭和2

0年7月の空襲、昭和23年の福井大震災と壊滅

的な打撃を受け、さらに風水害と幾多の災害に見

舞われたが、市民の不屈の精神によって魁り、今

日の『不死鳥のまち福井』を築きあげてきた。

2.水道事業の概要と課題

本市の水道事業は、大正10年に認可を受け、

大正13年9月に給水を開始した。

創設時の計画給水人口は10万人で、一人一

日最大給水量146eであり、その水源を良質な

地下水に求めた。以降、周辺町村との合併によ

る市域の拡大、市街地周辺の土地区画整理の

著しp進捗などによる市勢の進展による水需要

の急激な増加に対応するべく、現在までに6次に

渡る拡張事業を行ってきた。その間の特筆すべ

き事業として昭和55年に従来までの地下水源に

加え、市内を縦断する一級河川 九頭竜川の表

流水を全国でも例を見ない農業用水合理化事

業として8万m3/日のオく利利用許可を取得した。

平成18年2月1日の合併により、給水人口は、

26万2千人となった。
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図1・表1のとおり、水系は9系統あり、水源は7

4箇所(県水受水1箇所、表流水1箇所、地下水

72箇所)、浄水場は9箇所、配水池は24箇所と

なっている。

また、総管路延長は平成20年度末で2，039k

m(導水管29km、送水管47km、配水管1，963k

m)である。

系 統 水源数

九頭竜系 表流水:1箇所

井戸:26井

丸山系 井戸:4井

篠尾系 井戸:1井

一本木系 弁戸:13弁

江端系 井戸:4井

足羽系 井戸:5井

森田系 井戸:7井

川西系 井戸:4井

清水系
県水:1箇所

井戸:8'井
」

• 燈豊配水i也

羽坂配水;也

• 末配水j也

• 

_*0 

片粕配水池 竺本木浄水場

• 滝波配査池健康の森配水j世 江端浄水場

' ・真裏砲水i也. . 

t 杉谷ft2水泡
真集浄水場 畠 .・ 回治島配水，也

セ工尻配水池 包治鳥浄水場 . 西新配水池

図1 福井市水道事業施設概要図

表1 福井市水道事業の主な施設

浄水場名称 配水池名称

九頭竜浄水場 九頭竜配水池、原目配水池、羽坂配水池、末配水池

丸山浄水場 丸山配水池

篠尾浄水場 篠尾配水池、高尾配水池

一本木浄水場 足羽山配水池

江端浄水場 杉谷配水池、江尻配水池

田治島浄水場 田治島配水池、鹿俣配水池、西新配水池

森田浄水場 森田配水池

川西浄水場
川西配水池、燈豊配水池、川西南配水池、国見低区配水池、

国見高区配水池

真栗浄水場
真栗配水池、片粕配水池、滝波配水池、健康の森配水池，

笹谷配水池

本市においては、法定耐周年数(40年)を経過した管路が増加しており、経年化が進んでいる。また、

管路の耐震化率も他の事業体と比較して低い状況にある。

地震等の災害時の被害を最小限に抑えるため、医療施設、収容避難所及び応急拠点給水ヘ連絡す

る管路の耐震化を優先的に進めるなど、老朽化、耐震化を踏まえた管路更新計画を確立し、実施していく

必要性がある。
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2.2 福井市の管路経年度

本市の管路延長を口径別(呼び径50以上)

に分けたものを図2に示す。本市に存在する最

大口径は呼び径1350(K形ダクタイル鉄管)で、

九頭竜川の表流水を九頭竜浄水場に送る導水

管に使用している。次に大きい口径は呼び径12

00で、九頭竜配水池からの配水管である。管路

総延長2，039kmの内、呼び径100の延長は約9

20km布設されており、次いで、呼び径150の布

設延長が約350kmで、ある。

1，000 

900 

800 

700 

500 

400 

300 

20Q 

100 

。

次に、布設年度別延長を図3に示す。既に配

管の耐周年数となる40年を経過した管路(以下

「経年管」という)は全体の8.4%を占め、今後も

増加してpく傾向にある。

更に、昭和35年前後と昭和45年付近で大口

径の管路を布設しており、導・送・配水本管等、

重要な位置を占める多くの管路が法定耐周年

数の観点から布設替えの時期を迎えている。ま

た、大口径水管橋や添架管に採用されている鋼

管の劣化度の把握とその更新も重要な課題で

ある。

Cu3， “u'， ‘F4、3 Cc，コ.3 “e •• u' cu.コ.，. CCC3刈3 CuCM 3， Ccp3コ， Cばe今3ラ CC電コ，3 CU宅S33P CCun33 CCuz33， CCp3、3 CCcm 33 ECem コ3 CCcコ33 CCCM33 C“e、コ' 
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図2 口径別延長
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・滋定耐周年量賠迎えな~ 1管
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図3 布設年度別延長
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3.経年管更新事業と管路耐震化への取

り組み

本市は、ライアラインの高機能化と有収率向上

による事業経営の安定を図る目的で、昭和62年

に「老朽管更新計画」を立て現在まで継続して

布設替を行なってきた。この計画は経年管とは

別に、管種を定め、計画的に実施するもので対象

は、普通鋳鉄管、石綿セメント管、鋼管類、ビニー

ル管であり、呼び径50については、HIVPに、呼

び径75以上はダクタイル鉄管を採用した。特に、

昭和45年度まで布設され、昭和62年時点で15

Okm残存していた石綿セメント管については、重

点的に更新を図り、区画整理事業等で道路線形

が変更となる路線を除き、ほぽ布設替えを終了し

ている。

全体計画に対する進捗率は平成20年度末で

59.2%となっている。ただし、近年の人口減少と

水需要の低迷により、更新費用の捻出が困難な

時代に入り、昨今の更新進捗ペースは低下して

pる状況にある。

平成7年の阪神・淡路大震災以降、各地で頻

発する大規模地震での水道施設の被害状況か

ら水道のライフラインとしての役割が再認識され、

災害に強い水道施設整備が求められている。

管路の耐震化を進めるにあたり、その管種・継

手の選定にあたっては、地域の特性・実情等を

踏まえ、選定されるべきである。厚生労働省の

「管路の耐震化に関する検討会」でまとめられた

レベル2地震動を想定した管種別の耐震適合性

によれば、K形やT形継手のダクタイル鉄管は、

その埋設環境によってはレベル2地震動におい

ても耐震性を有するものとしている。

福井地震 (M7)を想定した液状化危険度分

布図図4(出典;福井県地盤工学会)によれば、

本市は広く液状化、側方流動の影響を受ける可

能性が高い地域に属する。このことから、耐震管

種 ・継手の選定にあたっては、離脱防止機構付

き継手を有するダクタイル鉄管を採用することと

した。

本市は平成7年度から基幹管路の更新にS形

継手を採用し、平成9年度から呼び径100以上

の更新に際して、液状化が予測される地区、橋

梁取付部、拠点給水用管路についてNS形継

手を採用した。さらに平成19年度からは呼び径

100以上の管路更新、新設は全てNS形継手を

使用している。

図4 液状化分布図 (福井地震)



28 ダクタイル鉄管 平成21.11第85号

4.基幹管路耐震化事業(九頭竜系水源井

導水管耐震化)

本市の九頭竜浄水場の水源は日量最大8万6

千m3の表流水と26井の地下水で、構成され、7箇

所の浄水場に不足水量を補水しており、配水能

力の約8割を担う、主力浄水場である。

各水源から浄水場に送水する導水管路を最

優先基幹管路と位置づけ、呼び径150から呼び

径300までの導水管を平成9年度からNS形、S

E形に更新を行っている。更新済みの総延長は

4，230mで、更新率は表2のとおり、53.5%となって

pる。

表2 管路別延長集計表

管径別延長集計 (m)

管径 全延長
非耐混化 耐震化

(D PN ，DCPM，DCPT) (DCPNS，DCPS2 ) 

150 1，045 231 814 

200 886 398 488 

250 3，802 1，630 2，171 

300 1，245 489 757 

400 288 288 。
500 634 634 。
言十 7.900 3，670 4，230 

九頭竜系水原井導水管 耐震化率

耐震化管路延長… 4，230 

全管路延長… 7，900 

5.配水区域フ‘ロック化と配水施設耐震化

事業(森田浄水場建設)

本市では昭和23年の福井地震の経験を基

に、地震災害に強い水道を目指し、平成7年度に

認可を受けた「福井市水道第6次拡張事業」に

基づき、市北部の森田・川西北・川西南の3配水

区を独立した福井北配水区域とし、森田地区に

XI00 = 53，5 % 

新たな地下水源を求め、その拠点となる森田浄

水場を平成19年度に完成した。

この森田浄水場からの配水方式は、突発事故

発生時や停電時でも安定した給水ができるよう、

自然流下方式を採用した。そのため、上部には森

田配水区配水用の水槽、下部に川西浄水場送

水用(川西北配水区・川西南配水区)の水槽を

有する配水塔を築造した。
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図5 福井北配水区域図

森田浄水場 計画1日最大給水量

森田配水区 :8，500m3j日

川西浄水場送水用 :7，900m3j日

配水塔は、福井市の北の玄関口の国道8号線

付近に位置し、ランドマーク的存在になるため、水

道事業のみならず、福井市全体のイメージアップ。

を図れるようなものが求められた。配水塔の設計

にあたり、一般市民から公募を行い、ワー夕、ンョッフ。

を開催し、配水塔のデザイン、浄水場全体のイメー

ジ等、広く意見交換を行いながら議論を進めた。

実現性、経済性、維持管理など多岐にわたり検

討の結果、配水塔のデザインについては「美昧し

L瓦水からお米 コシヒカリ発祥の地 福井」をコ

ンセプトとした形の案となった。また、市民を対象に

配水塔の愛称を公募したところ。350点を超える

応募があり、審査の結果、(マイアクア)に決定し

た。

配水塔の設計にあたっては、レベル2・ランクA

の設計基準を満たす構造とし、最も重要な水槽

は、水密性を確保するためプレストレストコンクリー

ト造とし、隔壁を設け滞留水・短絡流が生じない

ようにした。

この隔壁は、地震時のスロッシング戸、現象の対策

としても有効に作用する。

また、水槽下部には、電気室・自家発電室・薬

注室などの浄水場の機能に必要な部屋を集約

し、市民に親しまれる配水塔となるように、展望デ

ッキや水の循環などの環境をテーマとした展示室

を設けた。
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Mω 

ダクタ イル鉄管

日一
il;.ll配水浴断面自

図6 森田配水塔(マイアクア)構造図・全景写真

森田配水塔[マイアクア]概要

①規模・構造 地下1階地上5階建て・RC造

②建築面積

③延床面積

④形状

⑤水槽容量

(水槽部はPC造)

497.48 m
2 

2.381.29ぱ

20.0mX 26.0m (楕円)X46.2m (地上高)

上部水槽(森田配水区配水用):1，OOOm3X2池 LW工=39.0m

HWL=45.7m 

下部水槽(川西浄水場送水用): 900m3Xl池 LWL =32.0m 

HWL=35.0m 

平成21.11第85号
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森田地区送水管 (NS形呼び径400)布設状況

ロックリング心出し用ゴム

図7 NS形構造図

6.おわりに

平成16年度に厚生労働省が公表(平成20年

度改定)した「水道ビジョン」においては、「水道

事業者が自らの事業の現状将来見通しを分析・

評価した上で、目指すべき将来像を描き、その実

現のための方策等を示すもの。jとしている。

当局においても、この趣旨を踏まえ、本市水道

事業の課題を抽出し、課題解決のための目指す

べき将来像として基本理念を設定、計画期間内

における適切な目標を設定し、これらの目標を実

現するための方策を水道利用者に公表すること

で本市水道事業計画のコンセンサスを得るべく、

本年度に、福井市水道ビジョンを策定・公表す

る。とりわけ管路の適正な更新無くしては将来に

わたり、安全で安定した事業運営は望めないこと

から、30-40年先を見据えた更新需要や必要更

新投資額を把握し、財政収支への影響について

も定量的に把握するアセットマネジメントの手法を

反映しつつ、管路・施設の耐震化計画を確立し、

的確に事業を進めて行きたいと考える。
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泉佐野市における配水管路更新
の検討について圃----

-聞--E 
a---
圃闇・・・
-SE--
-

泉佐野市の位置図1

1.はじめに

泉佐野市は大阪府の南部に位置し、背後に金

剛生駒和泉固定公園に指定された和泉山脈を

擁し、美しい山と海、緑あふれる自然環境にある。

また、平成6年に開港した関西国際空港の開港

に伴う人口の増加と共に、商業・サービス業も盛

んになりつつある。

本市の水道の現況は、平成19年度末現在で

給水人口が 99，612人、一日最大給水量は

50，390m3で、配水管路の総延長は約420kmで、

ある。また、水源は水道用水供給事業の「大阪府

営水道」からの受水が全体の約80%を占め、残

りの20%を自己水で、賄っている。

水道施設の中でも安定供給を続ける上で管路

が重要な役割を担っていることは言うまでもない

が、本市では管路更新を毎年継続的に進めてき

ており、現在は、鋳鉄管及び、塩化ビニル管を中心
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とした老朽管の更新に積極的に取り組んでいる

ところである。今後は、水需要の急増期に建設し

た管路が多く存在し、既に耐周年数の40年を過

ぎるなど老朽化がさらに進むことが懸念されると

ころで、ある。

このような状況の中で、本市では、平成19年

度に厳しい財政状況の下、今後とも市民ヘより

安定した給水を続けるために、中・長期的な視点

に立って非常時の給水の確保などを踏まえ、計

画的で効率的に更新事業が進めるための「配

水管路更新計画」を検討し策定した。

計画の検討にあたっては、市域全体を把握で、

き、各種管路の予測など多くの、ンミュレーションが

可能である管路管理システムを活用して、管路

の技術的な検討と評価を行って更新計画をまと

めたもので、今回その概要を報告する。

2.配水管の現状

本市の配水管の管路延長は、図2に示すよう

に約420kmで、ある。ここで、経年管を「埋設後40

年を経過した鋳鉄管(CIP)J、「ポリエチレンスリ

ーブを装着していないダクタイル鉄管 (DIP)J、
「埋設後25年を経過したその他の管種」とする

と、全体で約70kmになる。この内訳は、CIPと

DIPが19.2km(4.6%)、その他の管種が50.7km

(12%)となっている。

また、現在の管種構成は、図3に示すとおり、ダク

タイル鉄管が全体の60.6%と最も多く、そのほとん

どは1966年-1985年に外面防食を目的としたポ

リエチレンスリーブが装着されていないダクタイル鉄

管である。このため、図2に示すように、今後10年

間、管路更新がなかった場合、経年管となる管路

延長はさらに76km増加することになる。

なお、耐震管路は全体で、39km(9%)で、ある。

30，000 

25，000 

-現状の経年管

- 更新がなかった場合の10年後の経年管

- 耐震管

- 一 般 管

20，000 管路延長約420km(φ40以上)

ε 

自15，000
諮
正凶

10，000 

5，000 

05 ↑5 
・1:li1C亘書儲輔自日謂
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図2 配水管の埋設状況
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CIP 
6.3% 

耐震DIP
7.3% 

ACP 0.3% 

図3 管種別管路延長比

3.管路更新計画の策定手順

本計画の検討にあたっては、管路の口径、管

種、布設年次などの多くの管路情報を持つ「管

路管理システム」を活用し、管路更新に関する各

種技術的な評価検討を行い計画案の策定を行

った。

策定手順は図4に示すとおり管路管理システ

ムの評価に必要な管体腐食調査結果や水圧測

基本情報

定結果を整備し、さらに地形・地盤情報や液状

化危険度情報及び医療機関・避難所などの重

要施設情報を併せて整備し、次の老朽度、耐震

性、水理的重要度の各評価を行った。

最終段階において、これらの評価結果をもとに

管路更新の優先順位を決定し、更新計画を策

定するものである。

現地調査の情報

-地形地盤情報
・液状化危険度情報
.重要施設情報

総合評価による更新優先順位の検討

管路更新計画案の策定

図4 管路更新計画案策定までの手順
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4.管路の評価

4.1老朽度評価

(1)外面腐食による評価

老朽度評価は図5の手順で、行った。

くものである。なお、外面腐食の深さの予測は、管

路管理システムに管体・土壌調査結果や地盤情

報を入力し、既存の外面腐食深さの予測式から

予測した。

DIPとCIPについては、埋設環境の腐食性に

よって生じる外面腐食が老朽化の主原因であ

る。このため、これらの管体の老朽度については、

外面腐食の、深さによって評価した。評価基準は

(社)日本水道協会「水道施設更新指針」に基づ

この結果、老朽度ランク 1(更新対象)に該当

する管路は存在しなかったが、老朽度ランク E

(更新対象)の管路が1.1km存在することが判っ

た。

老朽度評価

外面腐食による老朽度評価
(DIP、CIP)

管体・土壌調査結果や

地盤情報を用いて評価

事故率による老朽度評価
(全管種)

既存の事故率評価資料
をもとに評価

老朽度ランクによる評価

図5 老朽度評価方法

表1 配水管路の外面腐食による老朽度評価結果(単位:m)

管種
I E 

老朽度ランク別延長

皿

CIP 。 。 7，789 

DIP 。 1，114 6，848 

合計 。 1，114 14，637 

備考)老朽度ランク:(社)日本水道協会，更新施設更新指針(H17.5)

老朽度ランク 1:貫通腐食した状態【更新対象】

老朽度ランク II:腐食が進行し、内外圧に耐えられない状態{更新対象】

百 V 

18，921 。
72，009 32，984 

90，848 32，984 

老朽度ランク皿:腐食が進行し、内外圧に対する安全率が不足する状態【更新計画の立案等】

老朽度ランク町:腐食深さが管の腐食しろ2.0mmを超える状態【10年以内に再診断】

老朽度ランクV:腐食深さが管の腐食しろ2.0mm以下の状態 [20年以内に再診断】

合計

26，710 

112，955 

139，583 
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(2)事故率による評価

塩化ビニル管などその他の管種については、

過去の事故情報から算出される事故率により評

価を行った。乙の結果、1年間に発生する可能性

のある事故件数は35件であり、そのうち、VP(硬

質塩化ビニル管)、HIVP(耐衝撃性硬質塩化ピ

ニル管)の事故件数は26件であり、全体の3/4

を占めていた(図6参照)。

4.2 耐震性評価

管路管理システムの配水管データに整備した

地形・地盤情報並びに泉佐野市地域防災計画

(泉佐野市防災会議平成18年3月)に示されて

いる想定地震動(図7)、液状化危険度(図8)を用

いて被害件数と被害率、さらには断水人口を算

出した。

想定地震動

5(強)

・・・・・・ 6(弱)
• __  .6(強)

図7 想定地震動

ACP O.4f!牛1.3%

PE， PPW， PP 
0.1件 0.3%

DIP 

0.9件 2.7%

図6 1年間に発生しうる事故件数

この結果、地震被害件数は304件であった。

また、全管路の地震被害率は、平均で0.73(件/

km)と阪神淡路大震災相当の被害が想定され

ることが判った。なお、初期断水率は6.8%、初期

断水人口は約6，900人と試算された。

図8 液状化危険度
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4.3 水理的重要度評価

水理的に重要な路線を抽出するため、「重要

施設配水ルート寄与度」と「断水影響人口」を求

めた。前者は、配水池から重要な医療機関や避

難場所などの重要施設までの配水ルートを水理

解析の結果から抽出し、その寄与度を評価したも

のである。また後者は、各管路を断水させた時に

有効水頭15m未満となる給水人口を評価したも

のである。

この結果、学校・病院などの重要施設に水を

供給している主要管路のうち、耐震化されていな

p管路が多く存在することがわかった(図9参

. :重要施設(病院、小学校、公民館等)

ーー:重要施設までの主要な配水ルートのうち非耐震管

剛一 :重要施設までの主要な配水ルートのうち耐震管

Pl :配水池

照)。想定するような地震が起こった際には、大

半の重要施設には水が届かない可能性もあり、

今後は医療機関や避難場所とL亙った重要施設

の中でも、特に重要な施設への配水ルートの耐

震化を早急に進めていく必要があることがわか

った。

断水影響人口評価では、管路末端で、ノくイパ

スのない行き止まりの管で断水影響人口の大き

p管路が抽出された。また、老朽化した管路や

小口径の管路でも断水影響人口の大きい重要

な管路が抽出された。

図9 重要施設配水ルートの耐震化状況
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5.管路更新計画案について

(1)管路更新の優先順位の考え方

以下に示す考え方で、管路更新の優先順位を

決めた。

①管路が持つ事故を起こす危険性と周辺に及

ぼす影響の大きさ及び埋設場所の重要度を考

慮し、事故発生の未然防止と事故影響の極小

化を目標とした。

②整備路線や整備地区を設定し、効率的かっ

効果的な管路整備を目標とした。

(2)管路更新計画案の策定

平成21年度以降の10年間の基本となる管路

更新計画(更新総延長44.7km)を、管路更新の

優先順位に基づき作成した。

なお、当計画案によって管路更新を実施した

場合の費用便益比(事業実施により生み出され

る社会的な効果と事業に要する費用との比較)

をあらかじめ算出し、事業の妥当性を確認した。

評価方法は(社)日本水道協会「水道事業の費

用対効果分析マニュアル」により算出し、その結

果、平成30年度末における費用便益比(B/C)

は1.4であり、当事業は妥当で、あることが判った。

1)更新延長

本市における当面の財政計画に基づき、VPや

CIPの更新を中心とし、年間4.5km(平均更新率

1.0%)とした。

2)更新に採用する管種

更新に採用する重要施設の管種は、長寿命

でライフサイクルコストが最小となること、耐震性に

優れているNS形ダクタイル鉄管を中心とした。

6.おわりに

今回実施した管路更新計画の策定では、管

路管理システムのデータを用いた現状管網の老

朽度評価により、今後老朽化した管路が急増す

ることが分かった。また、各管路の耐震性や重要

度についても把握し、更新優先順位を明確にす

ることがで、きた。

今後は、このような管路更新計画案をベースに

老朽管更新と耐震化を計画的に進めることによ

り、市民への給水の安定並びに災害に強い管路

整備を効率良く実施していきたいと考えている。
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広郷浄水場緊急整備事業

について

l...・・・1
」1111. 圃 l
l 1.. 圃 l
「1..111111

l.はじめに

北見市は、平成18年3月に、北見市・端野町・

常呂町・留辺薬町の1市3町が合併し、北海道で

は第1位、全国でも第4位の広大な面積を持つ人

口約13万人のオホーツク圏の中核的な役割を担

う都市であります。

この中で、北見自治区(旧北見市)の上水道事

業は、昭和27年に給水を開始して以来、4次にわ

たる拡張事業を重ね計画給水人口134，240人、

計画1日最大給水量64.400m3として現在に至っ

ております。

水道水源は、流路延長約120kmの一級河川

常呂川の表流水を取水していますが、自然由来

のフミン質を多く含むことから、平成10年粒状活

性炭による高度浄水処理を開始しました。

また、常呂川は多くの支川が流れ込んで、降雨

時には濁度・色度等の変動が大きく水質が不安

定な河川であることから、平成19年6月から数度

北見市企業局

水道課長小野

園田・・・・

-1111 
a・・政道 11111111 

111111111111 
111111111111 

にわたり浄水処理が不可能な高濁水が発生し、

取水停止と大規模断水により市民の日常生活や

産業・経済など各方面に大きな影響を与え、早急

な対策が求められております。

2.事業概要

水質が不安定な原水に対し、平常時の浄水処

理効率を高めることはもとより、高濁度水が発生し

た場合においても、浄水処理が継続できるよう原

水を確保する滞水池の新設、並びに、給水量を

確保するための配水池の増設を行う緊急整備事

業を平成20年度国庫補助事業として採択を受

け、平成20年5月上旬に着手し、平成21年度早

々の供用開始を目指し工事を進めた結果、平成2

1年6月1日に供用開始をすることができました。

滞水池・配水池の完成により、原水に高濁度

水等が発生し取水を停止した場合においても、約

25時間の給水が可能となったところで、あります。
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滞水池は28，000m3
(ドーム型PC造、内径44.

OmX有効水深9.6m、有効容量14，000m3X2

池)の施設で、浄水処理施設の着水井前に建設

しました。

配水池についても、計画1日最大給水量の12

時間を確保するため、不足分として、 5，870m3

(RC造内寸法横27.70mX長さ33.50mX有

効水深3.5m，有効水量=2，935m3X2池)の配

水池を増設し、滞水池と合わせて全体事業費と

して約30億円を投じました。

1， I ~ 
I ~ ~ 

圃4

図 1

「水道施設の技術的基準を定める省令」が昨

年10月1日より施行され、新たに建設される浄水

場などの基幹水道施設には、レベル2地震動でも

機能が損なわれない耐震性が求められていま

す。

本工事においても、既設導水管からの取出し

部や滞水池からpH調整池への連絡管(o900イ
1100)及び、増設した配水池の連絡管(o800イ
1000)について、耐震形のダクタイル鉄管を採用

し、滞水池などの構造物の耐震設計と併せて、基

幹施設を中心とした水道施設の耐震化を図りまし

た。

平常時は取水した河川表流水が滞水池を経

由して、自然流下により浄水場内のpH調整池に

流入することで水質変動の軽減化にも役立って

pます。

一方で、河川に高濁度水等が発生し、取水を

停止した場合には、導水ポンプで滞水池内の水

をpH調整池に送ることにより安定した浄水処理

が継続されることから、水道原水水質改善施設の

機能を兼ね備えております。

施設平面図

写真1 連絡管布設状況 (8形呼び径1100)
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図2 完成予想図

滞水池断面図

写真2 施工状況(平成20年6月撮影)

この事業は、緊急を要することから、上記滞水

池・配水池の付帯設備として連絡配管工事及び

導水ポンプ室建築・電気・機械工事を同時に進

め、着工から1年とpう短期間で、地元9社の共同

配水池断面図

写真3 施工状況(平成20年6月撮影)

企業体の連携により、平成21年6月の供用開始

にこぎつけました。

工事の大半を平成20年度中に完成させるとい

う歴史に残る難工事でありました。
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3.滞水池整備の効果について

滞水池・配水池が整備されるまでの緊急対応と

して、平成19年度には既存の天日乾燥ろ床 (2

池、11000m3)を仮滞水池に転用し、取水停止の

場合でも市内の配水池と合わせて給水可能時間

が約12時間となる対応を図りました。

また、常白川の濁りが200度に達した段階で、

濁度計(図3)がそれを検知し、自動的に浄水場

写真4 仮滞水池

4.滞水池の運用について

完成後における滞水池は、平常時と非常時で

運用を切り替える計画であり、平常時の使用方

法は、図4に示すように、図4の左側の取水口①

①車車m
'宮崎岨*_.

と沈砂池の流入バルブを閉めて濁り水の流入を

遮断する施設も平成20年8月から稼働させ、降

雨時は河川|ノTトロールも併せて行うことで、濁り

水の流入防止に努めました。

この結果、平成20年度については、取水停止

18回を数えましたが、市民生活に影響なく浄水

処理を継続し、安全で安心な水道水を供給する

ことがで、きました。

今

図3 新設濁度計

より取水し、導水管により浄水場まで送られた水

を、浄水施設の手前で滞水池に流入させ、そ乙か

ら自然流下により浄水施設に流入させるもので

す。

!噂車ポンフ憲 i

図4 計画処理フロー図(平常時)
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図5 計画処理フロー図(非常時)

次に、非常時の使用方法は、高濁度が発生し

た場合、図5左側の取水施設入り口、×印のとこ

ろで取水を停止し、同時に滞水池の流入弁を閉

止します。

閉止後、導水ポンプにより浄水施設に原水を

送る乙とにより、取水停止後も継続的に浄水作業

が可能となります。

5.今後の施設整備について

今後の整備としては、平成22年度以降から緊

急整備事業の一環として広郷浄水場北側に取

得した用地に、天日乾燥ろ床の整備を進める予定

です。

現在使用している天日乾燥ろ床は、浄水処理

工程で沈澱池等から排出される排水を滞留させ、

排水中の汚泥を分離沈澱させた後、上澄みを河

川に放流しています。

沈澱した汚泥を1年間かけて乾燥させていま

すが、天日乾燥ろ床の面積が小さいことから、堆

積汚泥が厚く乾燥が十分に進まない状況です。

この対策として、堆積汚泥を天日乾燥ろ床内で十

分に乾燥させることで汚泥処理の軽減が図れる

様に、より広い面積の天日乾燥ろ床が必要となっ

たものです。

訓子府川 ー~町ー
』一.、_/

、
I ;←』、

‘〆〆
/ 

/ 

工事予定箇所

工事予定箇所

これにより、平成20年度実績数値の年間排出

量で試算すると産業廃棄物処理費用約37，000

千円の軽減が見込まれます。 図6 天日乾燥ろ床工事予定箇所

43 
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写真5 天日乾燥ろ床予定地

また、浄水場の整備に加えて、広郷浄水場から

三輪ポンプ場までの送水管路の複線化、水管橋

の耐震化、老朽管更新などの施設整備を行い、

高機能化した浄水場から給水区域まで、地震な

どの非常時においても安全性の高いライアライン

を確保する方針です。

6.おわりに

配水池は、既設配水池の高さや配管の関係

で地下構造物になることから、土圧や凍結を考慮、

し、RC構造となりましたが、滞水池は、壁厚がRC

構造より薄く使用材料も少なくてすみ、施工日数

が短縮でき、ひび割れの発生が少ないことにより

漏水が少ないPC構造物としました。

滞水池、配水池の建設と平行し、取水停止時

に使用される導水ポンプ室の建設及び各連絡配

管工事の整備を進め、当初予定のとおり平成21

年6月1日より供用を開始することが出来ました。

新しL瓦滞水池及び増設配水池の供用開始を

機に、より一層市民の皆様に安全で安心な水道

水の供給を目指して今後とも事業を進めてまいり

ます。

平成21.11第85号
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一日比谷共同溝内呼び径2200
雨水管きょ布設工事について-

1 1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 1.圃圃

「1111111・l
L111111111・l|1....1 
1 .はじめに

本稿では、東京都下水道局発注の日比谷共同

溝工事に伴う千代田区霞が関一、三丁目付近再

構築工事、及び日比谷共同溝工事に伴う千代田

区霞が関一、三丁目付近再構築その2工事につ

いての施工実績について紹介する。

国

前田・熊省建設共同企業体(特)11・
日比谷共同溝作業所長 111111 
安田茂人 11111111 

1111111111 

・・・m・・・・・・・・・
2.工事概要

本工事は日比谷共同溝内(桜田門立坑~虎ノ

門立坑間)約846mの区間に雨水管(呼び径

2200ダクタイル鉄管)を配管布設する工事であ

る。概要を表lおよび図1に示す。また、日比谷共

同溝標準断面図および側面図を図2に示す。

表1 工事概要

工事名称
日比谷共同溝工事に伴う千代田区霞が関一、三丁目付近再構築工事

日比谷共同溝工事に伴う千代田区霞が関一、二丁目付近再構築その2工事

工事場所 東京都千代田区霞が関一、=丁目

工 期
平成20年1月9日~平成21年3月3日

平成20年12月2日~平成21年7月31日(その2工事)

管延長
その1工事:呼び径2200ダクタイル鉄管 701m 

その2工事:呼び径2200ダクタイル鉄管 146m (内20.85mtま立坑内配管)
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図1 系統図
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図2 日比谷共同溝標準断面図および側面図

3.配管布設工事

(1)使用管材

本雨水管きょが接続される第二溜池幹線は、

豪雨時には圧力管状態となる。そのため、それに

接続する本雨水管きょも圧力管状態で流下する

ことになる。また、共同溝内での露出配管でもあり

難燃性が要求されること、及び施工性が良いこと

等を勘案し、共同溝内配管でも使用実績が多い

ダクタイル鉄管が採用されている。
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(2)継手形式

共同溝内はインパートコンクリートや中床版に仕

切られており、狭小な空間内で配管布設作業を

行わなければならない。従って、シールド内配管や

トンネル内配管で実績の多いU形継手が採用さ

れている。(図3)

(3)管投入、運搬方法

管投入設備を設置する発進基地には、共同溝

発進立坑として路上の常設作業帯が確保されて

pる虎ノ門立坑を使用した。(写真1、2)

写真1

虎ノ門立坑(図4)から管を搬入し、桜田門立

坑側(図5)から順次配管作業を行った。

管の運搬には、運搬機構に加え、管の芯出し

ボルト

図3 U形継手構造図

写真2

据え付けのための4本の油圧ジャッキが装着さ

れた特殊台車を使用した。(図6)
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虎ノ門立坑図4

特殊運搬台車図6
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(4)施工状況・手順

① 立坑脇の置場よりクレーンで管を吊り上げ、

立坑内に吊りおろす。発進立坑の覆工受け桁

や路下ヤードの切り梁等が支障となるため、縦

吊りで投入する。

縦吊りであること、大口径で重量も6t近くあ

ることなどを考慮し、吊りおろしの際には特殊吊

り金具を使用した。(写真3)

② 立坑下で管を回転させ、水平にする。

バッテリーカーおよび運搬芯出し兼用特殊台

車を所定の位置に据付ける。

吊りおろされた管や接合部品、管固定用バ

ンドを台車に積み込む。(写真4)

③ 管の積み込まれた特殊台車をバッテリーカ

ーで所定の位置まで運搬する。(写真5)

シールド坑内の運搬速度は、安全のため平

均時速3krn/h以下とした。また、蛇行部等は

減速し'慎重に運転を行うようにした。

④ 接合箇所に到着したら、既設管の受口内面

と接合管の挿し口外面を清掃し、滑材を塗布

する。

⑤ 特殊台車の4個の油圧ジャッキにより高さを

調整し、既設管の受口に接合管の挿し口を挿

入する。

写真3

写真4

写真5

49 
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⑥ 抜け出し防止用のレノfーブロックを設置して

管を引き込んでおいてから、ジャーナルジャッキ

で接合管の受口部を持ち上げ、特殊台車を引

き抜き、同時にレールも撤去する。(写真6)

⑦ 特殊台車を引き抜いた後、管受け台を設置

し、ジャーナルジャッキを撤去する。

③ 引き抜いた特殊台車に撤去したレール等を

積み込み、台車を発進立坑に回送する。

⑨ 日本ダクタイル鉄管協会の接合要領書に従

い、U形継手の接合を行う。

⑩ 接合完了後、固定バンドで管を管受け台に

固定する。(写真7)

⑪ 配管布設完了後に基礎コンクリートを打設す

る。共同溝内標準部においては120。基礎とし、

曲管部やT字管部については、不平均力が作

用するため、鉄筋コンクリート360。基礎とする。

(写真8)
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写真6

写真7

写真8
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5)安全対策

日比谷交差点は、過去に台風および豪雨時に

道路冠水した実績があり、その水が作業中の共

同溝内に流れ込む危険がある。

そのため、正副の気象担当者を定め、坑内の

作業員退避経路を明確にした。(図7)

また、作業前には当日の施工個所から一番近

p避難経路を把握し、朝礼時に避難経路を指

示するなど、作業中止連絡体制や退避方法につ

いて、責任者および作業員に徹底した。

連結 連絡
・・・・ ・・・・砂気鮪任者‘....

-• -..竃筒・ PH8

:納町

虎ノ門立坑

図7 作業中止連絡および‘避難経路

4.おわりに

共同溝とpう限られたスペースを他事業者と分

け合いながら、同時進行で配管施工していくとい

う非常に難しい工事で、あった。資材搬入などで他

事業者と競合することがないよう、緊密に連絡を

取り合い、頻繁に工程を調整する必要もあった。

工事が輯鞍するため、工程管理と同時に、安全

管理にも最大限の注意を払った。

難工事であるにも関わらず、限られた工期内

で、無事完成することができた。施工にあたりご

協力いただいた関係各位に深く感謝する次第

である。
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NS形ダクタイル鉄管
・〈呼び径500)による橋梁添架管

の施工について

L11111・・l
l 11111・・l
t111111111 
「11111111111

1 .はじめに

新潟市は、信濃川・阿賀野川の2大河川によっ

て形成された新潟平野の最下流部に位置し、これ

らの支川・派川である中小河川や低地の排水を目

的とした人工河川も市内に多く流れている。

このような特徴、地域性を持った本市の水道

事業は、明治43年に信濃川表流水を水源とし

て計画給水人口65，000人の規模を有する全国

14番目の市営水道として創設した。その後、5回

の拡張事業と市町村合併により、計画給水人口

874，080人、一日最大給水量567，732m3となっ

ている。

本市は、昭和39年の新潟地震で地盤の液状

化により管路を中心に甚大な被害を受けた。現

在もこの経験を教訓に、配水管整備における取り

組みのーっとして、地震時等における危険分散

等を目的とする配水ブロックシステムの構築を進

めるとともに、大ブロック聞における相互連絡機能

1111 
新潟市水道局技術部管路課 圃・・
幹線整備係杉山洋介11111111

11111111 
1111111111 

111111111111 

の強化に取り組んでいる。

本年度、平成19年度より3ヵ年で、取り組んで、き

た松浜橋上流橋連絡管整備事業が完了する。

この整備事業は、阿賀野川を挟む両給水区域

の相互連絡管を整備するもので、あり、川幅約

1kmの阿賀野川の横断については、新設される

道路橋「松浜橋上流橋(ござれや阿賀橋)Jへ
の橋梁添架とした。添架管にはNS形夕、、クタイル

鉄管(呼び径500)を選定し、施工については道

路橋架設工事に合わせて進めてきた。整備事

業全体としてはまだ完了を迎えていないが、今回

は架設工事を終えた「松浜橋上流橋添架管」の

設計と施工について報告する。

2.松浜橋上流橋連絡管整備事業

(図1参照)

(1 )目的

新潟市では、平成17年度の広域市町村合併
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以降、浄配水施設の集約化(統廃合)とこれに

伴う広域連絡管の整備を進めている。阿賀野川

以北については、南浜配水場(東港浄水場受

水)・内島見配水場(東港浄水場受水)・長戸呂

浄水場の3系統による給水から、広域連絡管整

備計画により平成19年度末には長戸呂浄水場

を休止し、南浜配水場及び内島見配水場の2系

統での給水となる。

これにより、阿賀野川以北の浄水場は東港浄

水場(東港企業団からの受水)のみとなるため、

非常時のパックアッフ。として、阿賀野川を挟む両

配水場系の連絡路線の確保が必要となった。

ただし、水道単独では阿賀野川を横断すること

は非常に困難であり、施工費も多額となる。この

ため、新規ルートとして、平成21年9月の開通を

目指し国土交通省が整備する一般国道113号

松浜橋上流橋ルートを連絡路線に選定し、道路

工事との同時施工により呼び径500の配水管を

布設することとした。

日本海

~松浜橋上流11連絡管盤備司陣重量~

+目的

松浜橋上流橋連絡管

阿賀野川両岸各配水系統の相互連絡

(緊急時のパックアップ機能〉

南浜配水燭系 寸
内島見配水渇系 トー相互連絡

竹尾配水燭系 J 

争計画年次

平成19年度~平成21年度

(3力年計画〉

~ V. 
e口径 i / 

品5001胴

争延畏

約7.7km

+i司川繊断

阿賀野川/橋梁添架

NS臼P品5∞
L=1.1αコm(添架部L=941m)

新井郷川分水路/縄梁添架

SUS304L5αコA
L=275m (添架部L=1'12m)

派川加治川/淘底繍過

HP d> 700・PN-NS.DIP品500
L=1αコm (縫進部し=34m)

開賀野市

図1 松浜橋上流橋連絡管整備事業概要図

(2)事業概要

計画年次:平成19年度一平成21年度 (3カ年)

呼び径:500

管路延長:約7.7km(竹尾系呼び径500(東区

松崎)ー南浜系呼び径400(北区太

夫浜)) 

単独施工区間(東区)レ約1.4km

道路築造工事同時施工区間

L=約3.5km

単独施工区間(北区)L=約2.8km

河川横断:阿賀野川，新井郷川分水路，派川加

治川 (3箇所)

阿賀野川/松浜橋上流橋への橋梁

添架

NS.DIP呼び径500 L=1，100m 

(内添架部レ941m)

新井郷川分水路/新井郷川本線橋

への橋梁添架

SUS304L500A 

レ275m(内添架部レ112m)

派川加治川/推進工法による河底

横過

HP日乎び径:700・PN-NS.DIP日乎び

径 500 L=100m (内推進部L=

34m) 
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事業費:総事業費 1.641百万円 (松浜橋

上流橋添架管工事費 325百万円)

今回の相互連絡管整備事業は、上

水道事業における安全対策事業とし

ての位置付けから、総事業費の2分

の1が一般会計からの公営企業繰出

金となる。

運用方法:完成後は、竹尾系・南浜系・内島見系

の各配水本管が連絡され、緊急時に

は相互のパックアップ。が可能となる。

通常時の利用方法は、現在の南浜系

の一部を竹尾配水場からの給水とす

る。

3.一般国道 113号松浜橋上流橋事業

(図2参照)

(1)事業概要

事業名:一般国道113号松浜橋上流橋事業

事業主体:国土交通省(北陸地方整備局新潟

国道事務所)直轄権限代行

目 的:阿賀野川下流域における交通量の増

加と、河川断面での交通容量不足に

対し、慢性的な交通渋滞の緩和を目

的とする。

区 間:新潟市東区津島屋~新潟市北区

西名目所 L=3.1krn 

道路計画:暫定形 2車線(1期線)

完成形 4車線(1期線+n期線)

完成時期:暫定形新潟国体開催(平成21年

9月)前の開通

完成形未定

L =3. lkm 

図2 一般国道113号松浜橋上流橋事業概要図(新潟国道事務所HPより)

幅員:暫定形 I期線 1.250m+ 2 @3.500m + 1.250m + 2. 750m = 12 .250m 

完成形 E期線 O.500m +2@3.500m+1.250m十3.500m=12.250m

皿期線 o .500m + 2 @ 3 .500m + 1.250m + 3 .500m = 12 .250m 

橋種:鋼・開断面箱桁形式

橋長 :L=937.0m 

支間:2@約60m+11@約 74m(計 13径間)
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伸 縮:中央部約:t200mm・両端部各約:t300mm

名 称:松浜橋上流橋(仮称)として整備し、公募により「ござれや阿賀橋」に決定。「ござれや」

とは地元の言葉で「おいで、くださpJを意味し、毎年8月に阿賀野川両岸で開催される花

火大会も「阿賀野川ござれや花火」とpう名称で親しまれている。

〆¥〈1i
/乱 505025 

5@74000=370000 

r r . 

@ @ @ @ @ @ @ 
/ 

937000 

350 431025 

4@74000=296000 73175 73175 

650 650 

図3 松浜橋上流橋平面図

[ 1期線]

今回施工 (暫定形2車線)
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図4 松浜橋上流橋標準断面図

4.松浜橋上流橋添架管の設計

(1)設計条件

管路設計に際して、添架位置は環境の良い桁

内部を選定したが、道路橋の詳細設計はほぼ完

了していたため、橋桁鋼材の形状変更や切欠き

等による構造上の影響・変更が最小となるよう占

用位置を決定した。

その他の道路橋形状による各種制約や橋梁

の設計伸縮量などの主な設計条件は以下のとお

りである。

① 火気厳禁

箱桁形式であり、底面が塞がれていることや比

較的コンパクトな形状となることから、桁内部で

の作業においては、原則火気厳禁とされた。
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②施工時間の短縮

道路の供用開始が間近であり、同時施工とな

る橋梁上部工事等の工程を遅らせることのな

pょう、作業の調整・協力体制に加えスピーデ

ィな施工が要求される。

③施工誤差への対応

橋長が長大であるため、施工精度の高さ及び

施工誤差への対応が要求される。また桁架設

時のキャンパーの沈み込みへの対応が必要

となる。

④温度伸縮への追従

橋長が長大であるため、温度伸縮による橋桁

全体の変位が大きい。

⑤設計伸縮量

橋梁の設計伸縮量から添架管の設計伸縮量

を求め、図5に示すとおり対応可能な構造と

する。

オ仁弓仁q:r[

図5 松浜橋上流橋添架管設計伸縮量

⑥結露

橋梁は箱桁形式であり、底面が塞がれた形状

となっているため、管路の結露水が橋桁内部

に溜まり腐食を引き起こす可能性がある。この

ため、桁内部における結露対策が必要である。

(2)管種選定

本管路は重要度の高い基幹管路である。日

本水道協会発行の「水道施設耐震工法指針・

解説(1997年版)Jによれば、このような管路に

用いる管種には、離脱防止機構を有する鎖構造

継手のダクタイル鉄管、もしくは溶接鋼管とする

ことを推奨している。

本添架管において注目すべき項目としては、

施工性が挙げられる。まず、施工延長や工期など

により、橋台背面から管を送り込むような施工方法

は非常に難しい。また、今回は箱桁内において原

則火気厳禁となることから、箱桁内での溶接作業

が不可能である。これらのことから表1に示すとお

り施工性に優れるダクタイル鉄管を選定した。

表1 各管種の特徴(呼び径500)

ダクタイル鉄管 溶接鋼管

']lS G 5526，5527 'JIS G 3443、3451、

規格
'JWWAG 113、114 3468 

'JDPAG 1042等 'JWWAG 117、118

'WSP 047等

-継手の伸び、屈曲に -溶接継手により一体

より地盤の変動に順 化ができ、地盤の変

応できる。 動には管体の強度

耐震性能

.NS、S形等の継手 及び変形能力で対

は、大きな伸縮に対 応する。

応でき、さらに離脱防 -地盤変動の大きpと

止機能を有するの ころでは、伸縮携管

で、より大きな地盤変 (継手)の使用文は

動に対応できる。 厚肉化で対応でき

る。

-接合は簡単な工具 -溶接継手は、専門技

を使用するだけで済 術や熟練工および

施工 み、短時間で確実な 特殊な工具を必要

J性 施工ができる。 とする。

-現地塗装は不要。 -溶接完了後、現場

塗装を必要とする。

-管体強度が大きい。 -管体強度が大きい。

靭性に富み、衝撃に 靭性に富み、衝撃に

他のそ

強い。 強い。

-重量が比較的重い。 -重量が比較的軽

-各継手がゴム輪にて p。

絶縁されているため -電食に対する配慮

電食を起こしにく~ )0 が必要である。

価評 。 。
参考文献:(社)日本水道協会発行「水道施設設計指針

(2000年版)J
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また、継手の選定にあたっては、離脱防止機

構付き継手の最新のスペックとし、表2に示すと

おり、より施工性に優れたNS形を採用した。

表2 夕、クタイル鉄管継手比較表(呼び径500)

NS形 S形

規格 JDPAG1042 JIS G 5526.5527 

鰹手伸縮量 土問問 :t611l1ll 

耐量性 穏脱肪止性 3DkN以上 〈憧脱防止性健AIW'(I 3肱N以よ 〈健脱筋止性能A飯浜}

伸縮可JIi性 3・2(1 (.伸錯性能Eト1姫*1 3'20' (伸縮性能5-1姐※l

施工性
φ5∞直管 掻合時間 15外OOVJ 績合時間 27'分∞砂 (S彬}

1t5∞異形菅 被告時間 15~~砂 雄官時間 21介却砂 (昨形l

詩情 @ 。

NS形ダクタイル鉄管の採用により、他の設計

条件に対しても、施工性と継手の特徴を生かし、

以下のような対応、が可能となった。

-施工時間の短縮

溶接作業により橋桁に対する養生や現地塗装

が必要となる鋼管に比べ、NS形継手は特殊な

工具を必要とせず、スピーディに施工で、きるた

め、施工時間の短縮につながる。

-施工誤差への対応、

橋長が長く、施工誤差の影響は非常に大きく

なることが懸念されるが、万が一誤差が生じた

場合でもNS形継手を使用することにより、継

手毎に誤差を吸収できる。加えて、ダクタイル鉄

管は現地での切り管対応が可能であるが、鋼

管では管端部の処理が必要となるため、誤差

への対応が難しい。

また、桁架設時のキャンパーの沈み込みに対し

ても各継手部における可とう性により追従可能

となる。

・温度伸縮への対応

橋梁及び管の温度伸縮に対しては、 NS形継

手の特徴である伸縮性により追従できる。

照査結果は、橋桁の伸縮量が6m当り5.4mm、

管の伸縮量が1本 (6m)当り3.0mmとなり、NS
形継手1箇所当りの伸縮量は:t60mmで、あるた

めどちらも十分に対応可能である。

(3)伸縮部

橋梁設計伸縮量より検討すべき添架管の伸

縮量は以下のとおりである。

• A1部設計伸縮量 596mm (ー298mm~+298mm) 

. P7部設計伸縮量 398mm (-183mm一+215mm)

'A2部設計伸縮量 584mm (ー292mm~+292mm)

この伸縮量に対して、NS形継ぎ輪の伸縮性を

利用し、添架管が橋梁の移動に拘束されず、橋

梁の軸方向に対して縁を切るような構造とするこ

ととした。

各伸縮箇所とも継ぎ輪を2個設置することによ

り、伸縮量600mm(:t300mm)以上の対応が可能

となる。ただし、:t300mm確保のため、継ぎ輪胴付

間隔を標準の260凹から170mmヘ変更し設置す

ることとした(図6参照)。

計340mmの縮み可能
一一一ーラー 4毛一一一ー

170mmの絡み可能 170mmの縮み可能

一一ーさ』 唖妥一一一 一一一三F 唱を一一一

唖壬一一ー ーーーさ捧

150mmの伸び可能

4妥一一一 一一ーさF

150mmの伸び可能

4三一一一一 一一一ーさh

計300mmの伸び可能

図6 継ぎ輪の伸縮量

-継ぎ輪2個の合計縮み量

通常:260mm/個→260X 2 = 520 mm (QK) 

今回:170皿/個→170X2=340mm(QK)

.継ぎ輪2個の合計伸び量

通常:60mm/個→60X2=120凹 (NG)

今回:150mm/個→150X2=300mm(QK) 

継ぎ輪の胴付間隔 (y1)

(通常:26吋
今回:170mm
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(4)防食・防露対策

露出配管においては、外気と管路内の水との

温度差による結露が、管体や箱桁形式である橋

梁の腐食を引き起こす可能d性がある。このため、

管路への結露防止対策が必要である。その対策

としては、保温材の被覆、外面に特殊塗装を施

すなどの方法が考えられる。表3に結露防止に

対する比較検討の結果をまとめた。

表3 結露防止仕様比較表

工場加工 i釦 Il地加工 i主2

刊。ー陀 FCI>-SO 多湿圃断 降下暗擬

ポリエチ Lン曹 スパイラル望。ト ステンレス鋼偏 アルミガラスヲロス

幅温材 置賀M担者、4 碩買う山""，-L ロフ'H:l1.1ま"うZう4 目"ウ-l:l1.は)'lolが且

外 11 位 3刷 任意 (9180叫 刊加以よ 7帥醐以よ

防量性脇bi高く嘩遣 壇賞jt，わ)，-Lに比 パ 硬質jt，~，) ，-L に比 べ
動量性能 防量性・=bi高い.

厚在薄くで曹る. f皇遣庫 bi厚い. 慢彊厚bi厚い.

施工性 健司手都1;1:現地加工 健司事調は現地加工 企て現地加工 宜て現地加工

助金性能 @ 。 。 6 

コスト t与 。 。 串

埠温 施工性に悟れ、 施工性に省り、外磁的 施工性.耐免性に古
t品温 趨工に置れる

環型車町!lい輔桁内で 強直が小さいため.管 り、外破σ>!U置がない
bl.過剥なf品遣とな

評 価 は、耐先性も+骨と"f 支持却におゆる幅温 ため‘管支摘都町111逼
り コスト置で由る.

えられる. 掛鷺が占葺. 財揖bl占葺.

。 @ 

'" '" 

被覆加工の品質確保と現地での施工時間短

縮のため、現地加工を極力避けて工場加工仕様

とすることとし、工場加工仕様の2案については、

保温性・施工性が同等であるため、箱桁内とpう

設置環境の良さを考慮し、コスト面に優れるFCD-

SDを選定した。

外気温50
0

C(橋梁設計での最大値)、水温20

OC (夏季平均水温)、相対湿度90%(I保温]IS

解説屋内非空調部分及び屋外部分」より)を

結露時の条件として保温厚さを求め、保温材被

覆仕様を図7のように決定した。

30 ジャケット

スパイラルダクト (亜鉛鉄板製)

実外径588mm

図7 保温材被覆断面図

継手部に関しては、現地での保温加工とな

る。図8のように継手部を成形ウレタンとプラスチ

ッ夕、ンートで、覆い、その内部にウレタン原液を注入

し発砲・充填する。外装にはポリエチレン熱収縮

カバーを設置し、日常の温度伸縮量に追従可能

な仕様とした。

現場発泡保温材 (硬貨ウレ9ンフオーム)

図8 現地保温加工詳細図

(5)支持金具

支持金具については、図9に示すとおり橋桁

の構造、スペース等の制約から片持ち梁形式とし

た。また、添架管のNS形継手部が可携性を有

するため、直管1本 (6m)につき2箇所設置し、

継手部、継ぎ輪部の現地保温材加工箇所が支

持金具と接触しないよう配管設計を行った。支

持間隔は3.0m以下とした。

58 

図9 支持金具標準断面図

伸縮部は、管と同等の偏心が可能なものとし、

伸縮時には図10のような挙動となる。
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支持金具(主300m.)

図10 A1橋台部伸縮時挙動(参考)

5.松浜橋上流橋添架管の施工

(1)橋梁上部工施工計画

橋梁上部工の架設方法は、台船架設を基本

とするが、地形に合わせた3ノザーンとなる(図

11、12参照)。

① 仮設桟橋からの架設(水深が浅く、台船の進

入が不可能なため。)

② 台船による架設

③ 仮設べントによる架設(陸地部分であるため。)

① 恒股横川書からの軍位 ③台船による鍵盤 ③ 恒位ペントによる鍵盤

47ロック(A，-P4) 8:1ロック(P4-PI2) 1':1ロック(Pロ-A2)
1~ ______  ~L_ ______  ~~一寸

肘相同引山山叫引け
Al P' P2 P3 P4 P5 P6 P) P8 P9 P10 P11 P12 A2 

図11 橋梁上部側面図

図12 橋梁上部平面図

(2)添架管設置方法

道路橋架設の①、②、③の3ノ汐ーンとも、各

箇所における箱桁組立時に支持金具及び管の

据え付けを同時に行うこととした。

作業手順は、箱桁1ブロック組立完了後の床

版設置前に配管を行うことを基本とし、支持金

具設置→管設置→継子部現地保温材加工が

1サイクルとなる。支持金具及び管の吊り込み等

は、箱桁組立に使用する大型クレーンを兼用し、

箱桁組立の一連の作業の1つとして作業を行う

ことにより効率化を図った。配管完了後、床版等

を設置し、ジャッキ移動や台船架設等の作業へ

移ることとした(写真1、2参照)。

写真1 添架管設置状況

写真2 橋桁地組状況
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写真3 河川上の作業状況

写真4 床版設置前の配管状況

P4-P12の各ブロック間の接続部9箇所につ

いては、①~③の施工後に河川上で継ぎ輪によ

る接続を行った。ブロック境の床版を設置する前

に接続作業を行うが、使用する継ぎ輪及び切管

等は予め箱桁内に預けておき、台船上のクレーン

から吊り込んで、設置を行った(写真3、4参照)。

(3)施工上の注意事項

橋桁は、地組後の架設・床版設置・舗装等の

各施工時にキャンパーの沈み込みが生じる。

今回、NS形継手により追従は可能で、あった

が、沈み込みの変位は管の軸方向変位となり各

ブロック聞の接続において影響が大きいため、据

付位置等の管理が非常に重要で、あった。このた

め、管設置時に幾つかの継手や支持金具を仮

止めの状態としておき、変位の確認後、調整が

可能となるような施工方法をとった。また、配管

完了後も橋梁工事の作業に合わせて変位の確

認を行い、異常のないことを確認し竣工となっ

た。

6.おわりに

今回施工したNS形ダクタイル鉄管による橋梁

添架は、新潟市にとって、初めての試みであり、

非常に貴重な経，験となった。

前述のとおり、新潟市内には河川や水路が多

く、橋梁添架管を含む水管橋の設置数が比較

的多いと思われるが、新潟市では水管橋の管材

料についての明確な選定基準を定めておらず、

その都度現場条件に合わせた配管計画を行っ

ている。今後は基準策定の必要性も検討しなけ

ればならないと考えるが、基準のない現段階にお

いて、ある程度の自由度を持って設計を行ったこ

とが、今回の初めての試みに繋がったと考える。

施工規模が呼び径500、延長約lkmと非常に

大きく、新潟市としては今後このような路線の整

備は多くないと思われる。しかし、NS形の特徴を

十分に生かして現場条件に対応し、作業も順調

に進み、無事設置完了となったことは、結果とし

てNS形ダクタイル鉄管が橋梁添架管の選択肢

のーっとなり得ることを確認で、きた事例となっ

た。

今後、NS形の添架管を検討する上で、特筆

すべきメリットは、長スパンにおける追従性である

と考えられる。今回の施工手順における管設置

後の数段階に亘るキャンパーの沈み込みに対し

ては、溶接鋼管では対応がさらに困難なものに

なったので、はなL功叱思われる。このため、NS形

ダクタイル鉄管による橋梁添架は、今回のような

施工性、追従性が要求される現場において非常

に有効と考える。
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室蘭市における基幹管路の耐震
性向上について－NS形ダクタイ
ル鉄管呼び径500の採用につい
て－

室蘭市

水道部　建設課水道工事係
　　　　　　　　　　　係長　佐藤　肇
　　　　　　　　　　　　　　　岩上　慎二

　室蘭市は、北海道の南西部に位置し太平洋と内浦湾の境に突き出した
絵靹半島を中心に市域が広がっており海に囲まれた街となっています。
平成19年度末現在、総管路延長は576kmあり、40年以上布設した老朽管
は約123.5kmで全体の21％を占めています。平成19年度には「水道施設
管路更新第一期計画」を策定し、老朽管対策と耐震性の向上を進めてお
り、今回NS形500を採用し、工事例と施工性を報告しています。

さいたま市における管路の耐震
化対策とダクタイル鉄管の採用
事例

さいたま市水道局

前水道計画課長
　　　　　　　　　　　　　　　有吉　寛記

　さいたま市は、都心から北へ20kmに位置し、平成19年度には給水人口
約120万人、1日最大給水量約42万m3の能力を有しています。今回のレ
ポートでは、平成16年9月に策定されたさいたま市版地域水道ビジョン
に基づいた管路の耐震化対策や更新計画の推移、今後の耐震化対策を報
告しています。

埼玉県営水道における管路更新
の検討方針について

埼玉県企業局

前水道担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　栗原　哲男

　埼玉県営水道は、人口増加と生活水準の向上による水需要に対応する
ために、昭和43年4月に大久保浄水場から県南中央地域に給水を開始し
ました。現在では、5つの浄水場から65市町に水道水を供給していま
す。給水開始以来40年が経過し、今後管路を始め多くの水道施設が更新
時期を迎えます。そこで送水管路の現状を紹介するとともに管路の更新
の考え方について報告しています。

管路整備へのアセットマネジメン
トの適用について

大阪市水道局

工務部　計画担当課長
　　　　　　　　　　　　　 山崎　弘太郎

　大阪市水道局では、施設整備の推進に当たって、必要な施設の信頼性
水準を損なうことなく取・浄・配水施設に係る投資費用の削減を図るア
セットマネジメントの手法を取り入れています。今回のレポートでは、
大阪市の管路施設の中でも延長割合で大部分を占めるダクタイル鋳鉄管
を中心に、管路施設の保全更新業務へのアセットマネジメント導入手法
について報告しています。

2009年 No.84
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呼び径250FT形水管橋の施工に
ついて（ダクタイル鋳鉄製単独水
管橋）

豊中市上下水道局

水道建設課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　牟田　義次

　豊中市は大阪府の北部に位置する住宅都市で、平成19年現在、給水人
口387,000人、配水管延長760kmです。水源は、全体の9割が大阪府営水
道からの受水で、1割が猪名川の伏流水となっています。管路整備事業
の中心は新設から更新へとシフトし、今回千里丘陵内に位置する天竺川
を横断する水管橋の架設工事について報告しています。

岡山市水道事業における管路更
新について

岡山市水道局

配水課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　宗友　信夫

　岡山市は、旭川と吉井川が瀬戸内海に注ぐ岡山平野の中央に位置して
おり、平成19年1月には建部町、瀬戸町との合併により新「岡山市」が
誕生しました。平成19年9月に「岡山市水道事業総合基本計画（アクア
プラン2007）」を策定し、事業を進めています。今回、老朽管の更新計
画の策定にあたり、管路機能評価による管路更新の考え方について報告
しています。

2009年 No.84
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今号の概要

室蘭市における基幹管路の耐震性向上について

一ＮＳ形ダクタイル鉄管呼び径５００の採用について一

室蘭市水道部建設課水道工事係長佐藤肇ほか

室蘭市は､北海道の南西部に位置し太平洋と内浦湾の境に突き出した絵緬半島を中心に市域が広がってお

り海に囲まれた街となっています｡平成19年度末現在､総管路延長は576kｍあり､40年以上布設した老朽管は

約123.5kｍで全体の21％を占めています｡平成19年度には｢水道施設管路更新第一期計画｣を策定し､老朽管対

策と耐渡性の向上を進めており､今回ＮS形500を採用し､工事例と施工性を報告しています。

さいたま市における管路の耐濯化対策とダクタイル鉄管の採用事例

さいたま市水道局前水道計画課長有吉寛記

さいたま市は､都心から北へ20kｍに位置し､平成19年度には給水人口約120万人､１日最大給水遥約42万ｍ３

の能力を有しています｡今回のレポートでは､平成16年９月に策定されたさいたま市版地域水道ビジョンに基

づいた管路の耐震化対策や更新計画の推移､今後の耐霞化対策を報告しています。

埼玉県営水道における管路更新の検討方針について

埼玉県企業局前水道担当部長栗原哲男

埼玉県営水道は､人口増加と生活水準の向上による水需要に対応するために､昭和43年４月に大久保浄水場

から県南中央地域に給水を開始しました｡現在では、５つの浄水場から65市町に水道水を供給しています｡給

水開始以来40年が経過し､今後管路を始め多くの水道施設が更新時期を迎えます｡そこで送水管路の現状を

紹介するとともに管路の更新の考え方について報告しています。

管路整備へのアセットマネジメントの適用について

大阪市水道局工務部計画担当課長山崎弘太郎

大阪市水道局では､施設整備の推進に当たって､必要な施設の信頼性水準を損なうことなく取・浄･配水施

設に係る投資費用の削減を図るアセットマネジメントの手法を取り入れています｡今回のレポートでは､大

阪市の管路施設の中でも延長割合で大部分を占めるダクタイル鋳鉄管を中心に､管路施設の保全更新業務へ

のアセットマネジメント導入手法について報告しています。

呼び径２５０ＦＴ形水管橋の施工について(ダクタイル鋳鉄製単独水管橋）

豊中市上下水道局水道建設課長牟田義次

豊中市は大阪府の北部に位置する住宅都市で､平成19年現在､給水人口387,000人､配水管延長760kｍです。

水源は､全体の9割が大阪府営水道からの受水で､1割が猪名川の伏流水となっています｡管路整備事業の中心

は新設から更新へとシフトし､今回千里丘陵内に位置する天竺川を横断する水管橋の架設工事について報告

しています。

岡山市水道事業における管路更新について

岡山市水道局配水課長補佐宗友信夫

岡山市は､旭川と吉井川が瀬戸内海に注ぐ岡山平野の中央に位置しており､平成19年１月には建部町､瀬戸

町との合併により新｢岡山市｣が誕生しました｡平成19年９月に｢岡山市水道事業総合基本計画(アクアプラン

２００７)｣を策定し､事業を進めています｡今回､老朽管の更新計画の策定にあたり､管路機能評価による管

路更新の考え方について報告しています。
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室蘭市における基幹管路の耐震性
向上について

-NS形ダクタイル鉄管呼び径500の採用について-

室蘭市水道部建設課水道工事係 室蘭市水道部建設課水道工事係

係長 佐藤肇 岩上慎二

1 .はじめに

室蘭市は、北海道の南西部に位置し太平洋と

内浦湾(噴火湾)の境に突き出した絵鞠半島を

中心に市域が広がっている、海に固まれた街であ

る。給水区域内は山岳から平地に至る地形があ

り標高差が大きいとpう特徴がある。

街の面積は3，596ha(市街化区域)と狭く、人

口密度は平成18年8月1日現在で、 1，225.82

人/kぱと、北海道では札幌市に次いで2番目に

高い都市である。

鉄鋼業を中心に石油精製、造船等で発展して

きた北海道を代表する重化学工業都市である

が、市内には観光名所として東日本最長の吊り

橋の白鳥大橋や、水平線を一望できる地球岬が

有り、また、道内有数の温泉街である登別温泉

や、サミットで話題となった、洞爺湖が近隣地域に

存在する等、工業と観光が融和した地域特性を

持っている。その為、長年にわたり苫小牧市と並

ぶ胆振地方の中核都市として発展してきた。

， 

図1 室蘭市位置図

2.室蘭市の水道事業の概要

本市の水道は大正3年に認可を受けて創設さ

れ、当時は室蘭に進出してきた日本製鋼所から

受水したのがはじまりである。

その後急激な人口の増加、大雨や大雪による

水の濁りが問題となり、取水河川をチマイベツ

川、ペトトル川とし、昭和15年にチマイベツ浄水

場が完成した。また、戦後から高度経済成長期ま
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での間の水需要の増加や給水区域の拡張に伴

い、知利別浄水場、千歳浄水場が建設され3浄

水場体制で給水を行ってきた。しかし、人口は昭

和45年の17万人をピークに減少傾向であり、平

成21年1月現在では約9万6千人と10万人を割

り込み、施設稼働率が低下したため、平成18年

度には知利別浄水場を休止し2浄水場体制とし

た。また、給水区域内では起伏が激しいとしヴ地

形的な特徴があり、配水池16箇所やポンプ場23

箇所と給水規模に比べ、多くの配水池やポンプ

場が存在し、職員の減少に伴い維持管理に多く

の手間を要することが課題となっている。

， 

図2 室蘭市水道施設概要図

3.耐震管採用の経緯と管路の高機能化

への取り組み

(1)幹線管路の耐震化

阪神・淡路大震災以降、毎年のように発生して

pる大地震での水道施設の被害状況から、水道

のライアラインとしての役割が再認識され、災害に

強い水道施設整備の必要'性が高まっている。

幸い本市では、既往地震では最大で震度4が

観測されているのみであり、水道創設時代から大

地震は発生していない。しかし、ライアラインとして

の信頼性を高めるため、平成17年度から幹線管

路(呼び径150以上の導・送・配水管)は、NS形

の高機能ダクタイル鉄管を採用し、管路の耐震

性の向上を図っているところである。

(2)水質改善への取り組み

近年では水道需要者からの水質面の要求の

高まりが見られ、これらの要求にこたえるため、赤

水や濁水の防止をはじめとした水質改善への取

り組みを行っている。具体的には、消石灰炭酸ガ

ス注入装置を浄水場に導入して、水質改善を行
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なっており、また、残留塩素濃度の減少を抑制す

る内面エポキシ樹脂粉体塗装管の採用などで、

よりおいしい水の供給を進めているところであ

る。

(3)本市の老朽管の現状と対策

1)管路施設の老朽化の現状

平成19年度末現在、本市の総管路延長は約

576km、その内、導・送水管は約76km、配水管

は約500kmで、ある。これらの中で配水管布設後

40年以上経過した老朽管延長は約123.5kmと

なっており、全体の21%程を占めている。その

為、将来にわたっての給水の安定d性、安全性を

確保するため、これらの老朽管対策の推進が課

題となった。

HP 
0% 

総延長576km

SSP...m 
0% ';d: 2% 

図3 管種別管路延長

2)老朽管から高機能ダクタイル鉄管へ

このような背景を踏まえ、平成19年度には「水

道施設管路更新第1期計画」を策定し老朽管対

策を進めている。

更新対象管路は、埋設後40年以上が経過し

た鋳鉄管や鋼管などであり、その中でも、重要幹

線を優先に耐震管 (NS形ダクタイル鉄管)の布

設替えを行い、老朽管対策と耐震性の向上を同

時に進めている状況である。

管路の耐震化率は徐々に向上しているが、ま

だNS形ダクタイル鉄管を採用してから期間が数

年と短いため、耐震化率は11%と十分に高い値

とは言えず、配水管路の耐震化への取り組みが

急務であると考えている。

図4 NS形夕、クタイル鉄管の構造図

(呼び径:500)

4.NS形ダクタイル鉄管施工事例及び施

工性

(1)中口径NS形ダクタイル鉄管の採用について

本工事の配水管改良にあたり、既設管の口径

が呼び径500と幹線管路であり、調達の安定性

やコスト面及び施工性などの観点から、NS形ダク

タイル鉄管を採用した。

(2)工事概要

1)工事名:新富町1丁目配水管改良工事

2)管 種:呼び径500NS形ダクタイル鉄管

(3)夕、クタイル鉄管の施工性

NS形ダクタイル鉄管を使用することで、施工性

が良好で、あった事も有り、当初工期より施工日数

の短縮が達成できた。また、施工業者からの声と

して次のような点が挙がった。

①中口径NS形ダクタイル鉄管の施工性につい

ては、小口径の管と違い管厚が一種類で全て

の管で切管が可能なため、急な配管変更にも

すぐ対応でき施工に優れている。

②管接合時に伸縮代の確保に工夫が必要で、

挿入長さを規定値よりも1cm程度短くして挿



室蘭市における基幹管路の耐震性向上について-NS形ダクタイル鉄管呼び径500の採用について一 19 

入することで、ボルト締付け後に規定値が確保

できた。

③直管と異形管の継手構造が同じなので複数

の継手形式が混在せず、接合する時に間違

いにくしミので、よかった。

④勾配が急なところや、地下水がある水場でも、

施工が容易で、あった。

⑤K形と違い挿し口を受口の中心になるように

管を吊っておかないと、パックアップリンク守が入

らないことがあった。また、切管の挿し口加工が

K形と遣い特殊工具等が必要となり、少し苦

労した。

図5 埋設!状?兄

図6 ロックリンク拡大状況

5.今後の施設改良の展望について

昨年3月「水道施設の技術的基準を定める省

令」が改正となり、同年10月から施行されてい

る。本市においては「水道施設管路更新第1期

計画」において、 10ヵ年の実施期間を定め、施設

改良を進めているところであるが、実施期間中に

おいても適宜施設の現地調査を行い、老朽度を

的確に把握し、計画の随時見直しによる効果的

な施設の改良を推進中である。

また、この省令改正により導・送・配水管の幹

線管路の耐震化が義務づけられたことから、ます

ます、管路の耐震化の重要性が高まってきてい

る。本市においても、今後とも、重要幹線の更新

に際しては、耐震管であるNS形ダクタイル鉄管

を積極的に採用するとともに、国庫補助対策にそ

って補助事業を視野にいれて、地域ごとに管路

更新を行い、従来にも増した「安全で安定したお

pしい水」の供給を図ってpく計画である。

6.おわりに

本市では、前述の計画的な管路更新を進め

ているところであるが、一方で施設建設から約70

年が経過し、老朽化したチマイベツ浄水場の施

設更新を平成20年度から行っている。新浄水場

は、耐震性能が強化された施設へと生まれ変わ

るとともに、運転が自動化され、水の濁度変化に

対しても速やかに対応出来るシステムが導入さ

れ、平成22年度中に新浄水場が完成する予定

である。

管路施設の耐震性強化と新浄水場の運用開

始を機に、より一層の安全で安定した水の供給

を図っていきたい。

図7 チマイベツ浄水場完成予想図
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さいたま市における管路の耐震化
対策とダクタイル鉄管の採用事例

1 .水道事業の沿革

さpたま市が位置する埼玉県南部は、関東平

野北部から東京都江東地区に連なる浦和水脈

と呼ばれる豊富な地下水に恵まれた地域であ

る。したがって、当地における飲料水は従来から

浅井戸に頼ってきた。

昭和初期、埼玉県南部では国有鉄道による京

浜東北線の運行開始など交通網の発達ととも

に、東京の近郊として急速に都市化が進み、人

口増加が著しくなってきた。さらに、伝染病や大

規模な水不足が多発した乙とにより住民の上水

道への期待が高まり、昭和9年、当時の浦和市、

大宮町、与野町等、一市二町二村の共同運営と

pう広域化の先陣として、当局の前身となる水道

事業が設立され、深井戸を水源とする浦和浄水

場、大宮浄水場を拠点として昭和12年4月1日

から給水を開始した。創設時の給水人口は1万

5千人で、一日最大給水量4，400m3j日、普及率

13.4%であった。

さいたま市水道局

前 水 道 計 画 課 長 有 吉 寛 記

表 1 水道事業概要 (H19)

給水区域 さpたま市全域(217.49km2)

給水人口 1，203，306人

普及率 99.9% 

一日:巨大給水量 420，850m3j日

計画一日最大給水量 480，000m3j日

一日平均給水量 380，153m3j日

有効率 94.9% 

さし￥たま市水道局は、その名を創設当初の埼

玉県南水道組合から埼玉県南水道企業団、そし

てさいたま市水道部を経て、全国13番目となった

政令指定都市への移行を契機に現在の名称、と

した。本市は、都心から北ヘ約20kme:Pう地の

利を生かしたベッドタウンとして発展してきでおり、

旧岩槻市との合併もあり、平成19年度には、給

水人口約120万人、一日最大給水量約42万m3

を有する事業となった。当局の水道事業の概要

を表1に示す。
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給水を開始して以来70年余りを経過した現

在、その普及率はほぼ100%となり、水道事業

は、今や生活のみならず都市活動においても欠

くべからざるものとなっている。

2.管路の耐震化対策

2. ， 管路耐震化の方針

厚生労働省では平成16年6月に「水道ビジョ

ン」を策定した。その主要施策のひとつである

「災害対策等の充実」では、安定的な生活用水

の確保の重要性に鑑み、水道施設の機能を十

分に発揮すべく「基幹管路の耐震化率を100%

とする。」といった施策目標を掲げたところであ

図1 水道施設整備計画の体系

る。その後、近年頻発している地震災害を念頭

に置き、同省では耐震化の推進を図るため、平

成 18年度に「管路の耐震化に関する検討会」

を産官学諸兄の参画により開催した。その結果

として平成20年3月には、水道施設の技術的基

準を定める省令の一部改正を行い、水道施設の

耐震性能をより明確なものとして具体化し、平成

20年4月から2ヵ年をかけて「水道施設・管路耐

震性改善運動」を実施し、管路の耐震化率の向

上に向けキャンペーンを展開している。

当局における管路の耐震化については「老朽

管更新事業」と「耐震化事業」に位置付け鋭意

推進中である。その方針としては、水道ビジョンと

時を同じく策定した、さいたま市版地域水道ビジ

ョンである「さいたま市水道事業長期構想」

(H16.9)の下、平成18年 1月に取り纏めた「水

道施設整備計画J(図1)により定めている。そし

て、同年3月制定の「中期経営計画」と整合を図

り、常にレビューしながら耐震化事業を展開して

pる。

なお、当局の水道管路については、これまでの

生活基盤整備としての面的整備により、将来想

定される水需要に対しておおむね対応できる施

設が既に構築されており、現在では、昭和40年

代までに布設した管路を中心に更新時期を迎え

ることから、維持管理を主眼とし、耐震化に向け

質的な充実を図るべく更新・改良していくことと

している。

2..2 管路耐震化対策の推移

1)管路の耐震化率

わが国の上水道の歴史では、昭和30年から

40年代にかけて、都市近郊において水道ブーム

がおこり、高度経済成長の波に乗って飛躍的な

水道普及率の向上が見られた。乙のことは当局

においても例外ではなく、当時の合併による市域

の拡大もあり、拡張に次ぐ拡張により大量の管路

整備がなされた結果、平成19年度末の管路布

設総延長は、約3，400kmとなった。当局管内に

布設されている管種とその延長を表2に示す。

表2 導送配水管の布設延長
(単位:m)

管種
平成19年度 (2007)

導・送水管 配水管 計 割合

鋳鉄管計 33，152 3，037，092 3，070，244 91，00% 

a.S形等 (28，109) (1，013，083 ) (1，041，192) (30.86) 

b.K形等 (3，719) (2，005，383) (2，009102) (59.55) 

C.ダク以外 (1，324) (18，626) (19，950) (0.59) 

石綿管 562 27，301 27，863 0.83% 

塩ピ管 76 236，620 236，696 7，02% 

ポリエチレン管 12，218 12，218 0.36% 

ステンレス管 12，749 12，749 0.38% 

鋼管 143 5，059 5，202 0.15% 

その他 381 8，376 8，757 0.26% 

総計 34，314 3，39，415 3，373，729 100.00% 
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これを見ると、ダクタイル鋳鉄管率が90.4%、

NS.S形等の耐震継手管に鋼管やステンレス管

を加えた耐震化率については、31.4%と全国水

準を超えた数値になっている。なお、厚生労働省

の「管路の耐震化に関する検討会」で報告され

たように、地盤の良いところでのダクタイル鉄管

(K形継手等)も耐震性能を有しているため、そ

れらを考慮すれば耐震化率は59.2%となる。

その理由は、断水被害を最小限にすることを目

的に、必要な量の水の安定した供給と、地震・渇

水・事故などに備えた災害対策の充実を目指し、

昭和48年度から高級鋳鉄管の更新を開始した

ことに加え、昭和51年度からは石綿セメント管の

更新を積極的に推進してきたことが挙げられる。

さらに、平成7年 1月に発生した阪神・淡路大震

災を契機として、全国に先駆け耐震性の高いN

S.S II形継手管を、それまでの一部採用に変え

全面的に採用したことから、その後は必然的に更

新イコール耐震化となったことによるもので、ある。

そして、現在も管路更新とともに耐震化対策を促

進する事業を継続してきでいる。

2)管種・継手の変遷

ここで、当局における管種・継手の採用基準に

ついて基本的な考え方をまとめてみる。

これまで使用してきた管種や継手として、創設

期には印鑑継子高級鋳鉄管が採用され、昭和

20年代前半からは地場産業とpうこともあり、石

綿セメント管を多用した。しかし、ダクタイル鋳鉄管

の規格が制定された後の昭和30年代後半から

はA形継手を採用し、昭和40年代になるとT形

継手のダクタイル鉄管を、それまでのA形継手に

替え採用することにした。これは、抜け出し阻止

の'性能を重視し始めたことによるもので、あった。そ

の後昭和40年代後半になると、用途に応じてK.

KF.S形継手のダクタイル鉄管も布設することと

なった。さらに上述のとおり、より耐震性能を高め

るため、平成7年度に離脱防止機構付き継手を

全面採用することとし、主流として今日まで使用

している。言い換えれば、ダクタイル鉄管の歴史

とともに歩んで、きたと言っても過言で、はないと考

える。

このように、管路の新設や老朽管の更新事業

にあたっては、実績、信頼性、耐震性を考慮して

K形 .T形継手のダクタイル鉄管を中心に整備し

てきた。

また、震災対策としては、想定した地震動に対

する耐震d性の評価を行った結果をもとに、地盤

条件の悪い地域や重要な管路(導水管)には、

かねてよりSII形などの離脱防止機構付き継手

を使用し、積極的に耐震化に取り組んできたとこ

ろである。

3)管種・継手の選定基準

管種・継手の採用に際しては、それぞれの課

題に対する検討を慎重に行った上で、決定し、将

来にわたって満足で、きる仕様にすることはもちろ

ん、採用後、すぐに布設替とpうような事態を避

け、市民生活に影響を及ぼさないものとすること

が水道事業者としての責務である。したがって、

管種・継手の決定にあたっては、長い実績と信

頼性、管体強度、耐震性を選定基準の判断材

料としている。

そして、その耐震適合性の判定方法について

は、工学的検証に照らした上で過去の実績をも

踏まえ、地域の実情に応じた管種・継手の選別を

各事業体が行うべきだと考えている。それには、

第一に管体強度を考慮することが重要となる。

表3に管種ごとの機械的性質を示すが、この表

からわかるように管体強度が小おものは、長期

表3 管種ごとの機械的性質

曲げ強さ (N/mm2) 

ダクタイル鉄管

420以上

600以上

鋼管

400以上

600以上

硬質塩化
ピニル管

49以上

78-98 

ポリエチレン管
(PEI00) 

20以上

24 
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耐久性に加え地震時の地盤の変位に追随し耐

えうるのか不安が残る。

また、厚生労働省の「管路の耐震化に関する

検討会」でまとめられた管種別の耐震適合性を

表4に示す。これによると、K形やT形継手のダク

タイル鉄管は、その埋設環境によってはレベル2

地震動においても耐震性を有するものとしてい

る。当局では、良好な地盤条件においては、K

形-'1形継手のダクタイル鉄管をその耐震性能の

評価に基づき確認した上で、耐震性のある管種・

継手と判断し従前から採用してきたところであ

る。

表4 主な管種別の耐震適合性(レベjレ2地震動)

管種・継手 耐震適合性

ダクタイル鋳鉄管 (NS形継手等) 。
。

ダクタイル鋳鉄管 (K'T形継手等)
(良い地盤)注1

硬質塩化ビニル管 (RR継手) × 

配水用ポリエチレン管(融着継手) 注2

注1) ダクタイル鋳鉄管 (K'T形継手等)は、良い地盤においては、基幹管路が備えるべきレ

ベル2地震動に対する耐震性能を満たす。

注2) 配水用ポリエチレン管(融着継手)は、十分に耐震性能が検証されるには未だ時聞を要

する。

3_管路更新計画の推移

図2に示すとおり、当局では老朽管対策と有効

率向上対策の両面から、いち早く管路の更新計

画を定め石綿セメント管・高級鋳鉄管をターゲット

とした管路整備事業を耐震化対策と並行して積

極的に実施してきた。

このことから、昭和40年代後半には当時の総

延長の約半数である640kmを占めていた石綿セ

メント管は、隣市との合併により撲滅時期が4年

程度先送りとなったものの、平成20年度からはそ

の更新率をこれまでにも増して高め、平成21年

度にはほぼ解消することとしている。

同様に、当時620km余りも存在したダクタイル

以外の鋳鉄管についても、国庫補助を活用しな

がら石綿セメント管の更新に先が見えてきた平成

12年頃からその更新延長を増加してきた結果、

平成19年度末には掘削規制などで施工が不可

能な路線を除き更新を完了したところである。

他方、塩ピ管については、平成17年度におけ

る総延長の6%強にも上る約200kmが合併により

有効率向上と濁水(赤水)対策
.:. S48-FC管(無ライニング管)の布設替

(S61- 国庫補助)
.:. S51- 石綿セメント管の布設省

(H7- 国庫補助)

震災対策(sn-s形継手)
.:-S53- 導水管とφ200以上の配水管

ACP:H21年度 基幹管路・重要路線を抽

CIP :H20年度 出し、更新優先順位付け
三

図2 管路更新計画の推移

増加したこともあり、異形管が高級鋳鉄製である

初期のダクタイル鉄管とともに、今回の省令改正

に基づき、今後の耐震化(更新)計画に加えるこ

ととして現在検討中である。

なお、導水管については、これまで、の震災対策

において更新を実施してきでおり、今後も、前述

の「水道施設整備計画」に基づき、水道施設の

耐震化事業の一環として順次更新予定としてい

る。
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4.耐震化対策の課題

昨今、国会の場においても水道施設の耐震化

の遅れが議論されているが、耐震化計画の策定

に当たっては、いかに効率的かつ計画的に耐震

管路にしていくかが必要であり、また、水道事業ガ

イドラインに基づく業務指標(pI)を利用しその活

用を図ることも重要である。

そのためにはまず、基幹管路の定義をしっかり

認識し、地域の実情に応じ重要路線を見極めた

上で更新の対象を選定しなければならない。さら

に、管路耐震化の基本的考え方に立って、更新

優先順位を見直し決定していくべきである。そし

てその際には、地盤条件に適応した管種の選定

が先決となる。

一方、水道使用者に対しては、高料金となるこ

とへの理解を求め、PI値などを示して情報提供

し、改良・更新の必要性を理解していただくことが

肝要であると考えている。

表5に、管路の口径別割合と、その口径ごとに

耐震管が占める割合を示す。なお、当局における

耐震管の定義は、離脱防止機構付き継手のダク

タイル鉄管と鋼管 (SSPを含む)としている。

表5 管路の口径別割合と耐震化率 (H19)

当局の場合、呼び径100の布設率が圧倒的

に高い。これは、従前の右肩上がりの水需要予

測の基、水道の防災対策としての役割を担う消

火栓設置のために、管網計算上は呼び径75以

下でも対応できるものの、口径をアップ。したことに

起因している。

ここで、口径ごとの耐震管が占める割合につい

ては中小口径管が高く、呼び径400以上の配水

幹線についてはその割合が低くなっていることが

最大の課題となっている。

配水幹線は、昭和43年にそれまで深井戸とし

ていた水源のほとんどを用水供給からの受水に

図3 年度別配水幹線布設延長

転換したことから、その時期に基幹施設となる配

水場を構築し大量に整備したものである。現在

使用している主要管路は当時のものが多く、管

種は、主にK形継手のダクタイル鉄管である。そ

して、配水幹線における耐震管の布設率は現状

で約25%であり、現在推進中である施設整備の

目標年次としている平成32年度には、恐ろしい

ことに耐周年数を超える配水幹線延長が約59

%となることも予測されることから、早期の更新が

課題となっている。

さらに、配水幹線の更新は容易で、はなく、代替

路線の選定や、受持つ水量のパックアッフ。に対

応した施工方法の選定など、様々な問題をクリア

していかなければならないとしヴ課題もある。

乙れらの課題に対処するためには、施設整備

計画の軸としている配水ブロック化を勘案した

更新対策として十分な検討を実施する必要が

ある。加えて、基幹管路の選別による重要路線

選定や、更新優先順位の決定に加え、財政計

画に適合した効率的な耐震化計画の策定が、

今後における重要な課題となっているところであ

る。

ただし、日本水道協会の水道施設更新指針

にある手法に準じ、配水管全体の評価を実施し

たところ、管路の物理的評価においては、配水
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管路延長の約81%が健全であるとpう結果が見

られたのは幸いなことではある。

5. 管路耐震化対策の事例 (PN形継手

のダクタイル鉄管の採用事例)

当局では、2章に記述した水道施設整備計画

に基づき、老朽管更新事業と並行して、水量・水

圧・水質コントロールにおける維持管理の向上、

ならびに、平常時・非常時の水運用の向上、そし

て、それらの計画立案の容易化を目的とした配水

ブロック構築事業を実施している。現在は、平成

22年度までに給水区域の4統括ブロック化を目

権進管芯国F 一一一
附管芯山L一一一

1&国

指し、ブロック構築のために必要な配水幹線を布

設しており、その工事におけるPN形継手のダクタ

イル鉄管の採用事例を紹介する。

工事の概要としては、配水場からの流出管を新

設するため呼び径600のダクタイル鉄管を約290

m布設するもので、近傍の河川の伏せ越しをする

必要があることから、配水場敷地内に発進立坑を

設け、図4に示すとおり地表下約10mを泥水式推

進工法により設置した呼び径800の鉄筋コンクリ

ート管を鞘管とし、呼び径600のPN形継手のダク

タイル鉄管を約117m挿入するもので、ある。

図4 施工図および施工写真

PN形継手のダクタイル鉄管は、パイプ・イン・パ

イプ用に開発されたものであるが、その外径が

NS形継手のダクタイル鉄管よりも小さく、推進用

の鞘管口径の縮小が可能であることから経済的

であり、本工事においても採用したところである。

6.今後の管路耐震化対策

当局では、平成 20年度から更新延長を

10，000m増加し、管路更新率を1.0%とする事業

を推進している。しかしながら、耐震化に向けた

管路の更新は多額の費用を要し、短期・集中的
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に行うことが困難な状況にある。

したがって今後は、更新時期の平準化や費

用の最小化を図るためのアセットマネジメントやラ

イフサイクルコストを考慮することが重用であり、

従来までの管種や布設年度のみに偏らず、施

行事業の費用対効果を最大限に発揮でき、併

せて水道利用者への説明が十分に行える管路

耐震化(老朽管路更新)計画の立案が急務とな

っている。

6. ， 配水ブ.ロック化との整合

前述のとおり当局で、は配水ブロックの構築を

推進中であり、更新優先順位の選定にあたって

は、配水ブロック化の構築と整合のとれた計画

の策定をすることとした。すなわち、配水ブロック

内の基幹管路の役割をより明確なものとし、優

先的に更新すべき重要路線の早期耐震化と共

に、事故時の二次災害影響の大きい軌道・河

川・国道を横断する経年配水管を解消するため

の手法を確立することとしている。そして、将来

予定している小ブロック構築時等における配水

管網機能の再評価や計画の見直しに際して

は、その作業を職員の手によって行うことがで、き

るような管路更新支援システムの導入を目指し

ている。

6.2 配水管網機能評価

配水管路の機能及び役割を明確にするた

め、現在運用中のマッピンクツステムデータを基

に、既存の地盤情報・地域防災関連情報・過去

の漏水データ等を活用し、以下に示す3項目の

配水管網機能評価を実施中である。

①老朽度評価

埋設環境ごとに管路の腐食度を設定し、各管

路の予測深さを基にした評価。

②耐震性評価

さpたま市の防災関連情報を基に被害想定

に基づく被害率等を考慮、。

③重要度評価

地域防災計画と整合を図った重要拠点への

供給寄与度を考慮。

これら3項目の評価を実施した上で、メッ、ンュか

らラインへとターゲ、ットを絞り込む。すなわち、工事

名単位で、の評価を行った後、総合評価すること

で更新優先順位の検討が容易に行えることとな

る。

なお、評価に当たっては、配水幹線・配水支管

別の更新優先順位を基本として、平常時と地震

災害の発生時に分け、財政面・組織面・施工条

件・更新対象地区等のバランスを熟慮した上で

の決定が肝要である。また、施策点については、

基幹管路の更新優先度を高くする等、当局独自

の重み付けにより評価するものであるが、管体調

査や地質調査など実データに基づく更新優先順

位の妥当性と、実現可能な配水幹線更新計画

の検討が今後の課題となっている。

7.おわりに

近年の地震災害から改めて明らかになった課

題として、都市施設にとどまらず中山間地におい

ても、基幹管路の重要性が挙げられている。我が

国約40兆円にものぼる水道資産の7割を占める

と言われる管路については、その耐震化率が平

成 18年度末において基幹管路で11.9%と低迷

している状況下にある。他方、水道事業ガイドライ

ンに見る日本の管路更新率の平均は1%でしか

ない。

配水管路の適正な管理なしに安全で安定した

給水は望めないことから、今後は、いかに効率的

かつ計画的に配水管を更新していくかについ

て、英知を結集して取り組んでいかなければなら

ない。そのため、当局のみならず、管路更新に併

せた耐震化対策の実施にあたっては、次の事項

を念頭に置き推進する必要があるものと考える。

まず、事業経営を勘案し、長期的な視点に立っ

た計画の策定と着実な実施の展開を目指すこと

が重要である。当然のことながら、施設更新を先

送りにしていると、水道サービスの低下はもちろん

のこと、あるときには水道そのものが破綻すること

も考えられるであろう。対症療法ではなく、予防保

全の考え方を確立した上で対応すべきことは明

白である。これに対処するためには、BCPの理念
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などを取り入れ、計画的な事業を推進していくこ

とが必須であり、厚生労働省で纏めているアセッ

トマネジメントに関する手引きを活用するなど中長

期の展望を持った施策の推進が必要となってい

る。今回の省令改正や、本年度にも拡充が予定

される補助メニューなども十分に利用し、効率的

な管路の更新と同時に耐震化を促進すべきであ

る。

さらに、拡張と更新の遠pを再認識する必要

がある。施設の拡張に明け暮れた時期が過ぎ去

り、全国的にも97%以上の国民が利用する中、

水道は無くてはならない存在であり、蛇口から水

が出るのは当たり前の時代となっている。反面、

断水の経験をしたことの無い年代の人々が多数

となってきていることもあり、工事施工にあたり水

道利用者のコンセンサスを得るのが困難な場合も

多い。したがって、管路更新の実施にあたって

は、現在置かれている水道施設の状況を見極

め、将来の方向性を明確に示すと共に、耐震化

の意義をも含め、しっかりとした説明責任が求め

られている。

水道ビジョンにも提示されているとおり、今後も

安全で安定した水供給を「持続」するには、積極

的な管路施設の維持管理を行い、浄水場で処

理した清浄な水を輸送過程である管路で劣化さ

せることなく、たとえ非常時においても良質な水道

水の供給を図ることが大切である。そのために

は、水道事業体がそれぞれ保有するデータを最

大限に活用することにより、地域の実情に応じた

耐震化計画の策定が急務になっているものと考

える。

27 
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埼玉県曽水道における管路更新の
検討方針について

1 .はじめに

埼玉県の水道用水供給事業(以下「県営水

道」とpう。)は、人口増加と生活水準の向上に

よる水需要に対応するととも

に、地下水の過剰汲み上げ

による地盤沈下の防止対策

として、昭和43年 4月に大

久保浄水場から浦和市、大

宮市、与野市(現さいたま

市)等の県南中央地域に給

水を開始したのが始まりであ

る。現在は、図1に示すとお

り、5つの県営浄水場から

2，665，000m3
/日の施設によ

り、62団体 (65市町)に対し

水道水を供給し、これら市

町の水道の8割弱を賄うま

でとなり、県民生活や都市

活動を支える重要な事業と

埼玉県企業局

前水道担当部長栗原哲男

なっている。一方で、給水開始以来40年が経過

し、管路をはじめ多くの水道施設が今後更新時

期を迎える。

図1 県営水道の給水区域
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埼玉県営水道における管路更新の検討方針について

そこで、本稿では県営水道における送水管路

の現状等を紹介するとともに、今後大量に更新時

期を迎える管路の更新について、その検討方針

を概説する。

送水管路
総延長
754.9 

(単位:km)

管種別・口径別の送水管路延長

るものであるが、このように管路の供用開始年度

には大きなノTラツキがあるため、耐周年数を迎え

た管路を一律に更新することは、投資が集中す

ることになり、財政計画上好ましpことではない。

そこで、更新計画の策定に当たっては、他の施

設整備とあわせて、一度期に施設整備及び更

新への投資が集中しないよう、平準化することが

重要と考えている。

図2

2.管路の現状

(1 )送水管路の状況

県営水道における平成19年度の管種別・口径

別の送水管路延長を図2に示す。管種別に見る

と、送水管路総延長754.9kmのうちダ、クタイル鋳

鉄管が648.6km(85.9%)、鋼管が 106.3km

(14.1%)となっている。また、口径については、ダク

タイル鋳鉄管及び鋼管ともに呼び径600-1，000

のものが最も多いが、呼び径100の小口径のもの

から、呼び径1，500を超える大口径のものまで様

々な口径が存在している。

(2)送水管路の経年化状況

平成19年度末現在の送水管路の供用開始

年度別延長を図3に示す。これより、昭和43年に

県営水道で初めて供用を開始した管路について

は、法定耐周年数である40年を経過したことにな

るが、昭和49年度及び59年度に他の時期よりも

突出して供用を開始していることが見て取れる。

乙れは、乙の年度に新規に2浄水場が稼働したこ

とに伴い、新たな区域ヘ給水を開始したことによ

対
総
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比
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送水管路の併用開始年度別延長図3
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(3)管路の耐震化率

ダクタイル鉄管
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平成21.5 第84号

水道施設については、地震が発生した場合に

おいても生命の維持や生活に必要な水を安定し

て供給する必要があるため、管路をはじめ水道

施設の耐震化を図り、被害の発生を抑制し、影

響を小さくすることが求められている。しかし、平

成18年度末現在における基幹管路の耐震化率

は全国平均で約12%であり、必ずしも十分に耐

震化が図られていると言える状況ではなく、近年

発生した大規模な地震においても、水道施設に

多大な被害が生じている。このようなことから、厚

生労働省では平成19年度に、水道施設の備え

るべき耐震性能をより明確なものとし、水道施設

の更新の際等に適切な耐震性能を

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 

有する水道施設の整備が図られる

ようにするため、水道施設の技術的 12 -・・・その他
基準を定める省令(平成12年厚生

省令第15号)の一部改正を行った

ところで、ある。

・園田近接工事による損傷

10H c二二コ弁類の劣化・損傷等

E二二コ腐食

図4 管路の耐震化率

45，000 

40，000 

35，000 

近年の県営水道における管路の

沈下等によるフランジ部破損

8円一. .  回復旧費用
復

30，000 I日

耐震化率(PI2210※)の推移を図 発

4に示すが、耐震化率は平成19年 存6
数

件

2 

費

25，000買
千

20，000巳

15，000 

10，000 

5，000 

度末現在で、約37%となっている。こ

れは、県営水道では新規に布設す

る管路については、離脱防止機構

付き継手を有する耐震管等を採用

していることによるものである。先に

示した全国平均12%と比較してもそ

の数値は高い値を示しているが、県

営水道は県内水道事業者の主要

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 0 

な水源となってL亙るとpう事業の性

格を考慮すると、さらに耐震化率を向上させること

が重要と考える。このため、経年化に伴う管路の

更新に当たっては耐震管に切り替え、耐震化率

を向上させていく必要があると考えている。

(※PI:水道事業ガイドラインσ羽川町AQ100)に基

づく業務指標。数字は業務指標の番号。以下同

様。)

(4)管路における漏水事故の発生状況

図5に平成12年度以降の県営水道における

漏水事故の発生状況を示す。いずれも大規模

図5 漏水事故の発生状況

な断水や道路陥没等に起因する二次的な被害

に至るような事故ではないものの、毎年、小規模

な漏水事故は発生しており、近年は発生件数が

上昇傾向にあることが分かる。また、要因別に見

ると、全体的に腐食による漏水が多く発生してい

る。なお、管種による区分では、平成19年度に発

生した11件の漏水事故のうち、 10件は鋼管で

発生するなど、電食に起因した鋼管での漏水事

故が多く発生している。特に、小口径の鋼管は、

布設時に溶接箇所の内面塗装ができないため、

錆で管厚が薄くなる乙とにより、水管橋の強度不
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接合バンドを溶接して修繕した状、況を写真1に

示す。

(5)管路の維持管理状況

写真1 漏水復旧(鋼管呼び径700)

県営水道では適切な管路機能の維持を目的

に、管路を管理する浄水場ごとに管理エリアを設

定し、専門の技術者を配置して管路の維持管

理を行っている。県営水道における管路施設の

主要な管理内容を表1に示すが、実施に当たっ

ては地域性等を考慮して管理エリアを細分し、

定期的かつ計画的に管理を行っている。この他

にも、一部の浄水場では制水弁の実効性の調

査や、管内流速を上げて排水作業を行う管の洗

浄作業等を試験的に実施している。

足や溶接箇所からの漏水事故が多くなってい

る。鋼管(呼び径700)で発生した漏水箇所に、

表 1 管路施設の主要な管理内容

内容 標準的な頻度 実施事項

0漏水の有無
0弁室及びその周辺の破損の有無

管路巡視 毎月 0近接工事の状況
0空気弁室内における滞水の排水及び清掃作業
0弁蓋、弁体、弁室及びその周辺の修繕(随時)

0弁類からの漏水の有無

弁類分解補修 3年に1回
0空気弁の分解補修、パッキン類の取り替え
0制水弁のギアボックス点検
0弁類の塗り替え塗装

水管橋塗装 10年に1回
0水管橋の塗り替え塗装
0ボルト・ナット類の点検

電気防食 随時
0防食電流の調査
0電気防食設備の設置

(6)管路に関する主な業務指標

県営水道では平成17年度から水道事業ガイ

ドラインに基づく業務指標(pI)を試算し、公表し

ている。近年の管路に関する主な業務指標を表

2に示す(一部再掲)。

表 2 管路に関する主な業務指標

番号 指標名 定義 H17 H18 H19 

2103 経年化管路率(%) (法定耐周年数を超えた管路延長/管路総延長)X100 。 。 。
2104 管路の更新率(%) (更新された管路延長/管路総延長)X100 。 。 。
2107 管路の新設率(%) (新設管路延長/管路総延長)X100 1.56 0.67 0.01 

2210 管路の耐震化率(%) (耐震管延長/管路総延長)X100 36.6 37.2 37.2 

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%) [ (ダクタイル鋳鉄管延長+鋼管延長)/管路総延長]X100 98.4 98.6 98.6 

5103 管路の事故件数(件/100km) (管路の事故件数/管路総延長)X100 1.0 1.2 1.2 

5111 管路点検率(%) (点検した管路延長/管路総延長)X100 31 32 31 
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3.更新に係る課題

県営水道では昭和43年の給水開始以来約

40年が経過しているが、管路の法定耐周年数は

40年であるため、現時点では経年化管路率

(PI2103)は0%となっている。しかし、来年度以

降、耐周年数を迎える管路が発生することから、こ

の指標は年々上昇していく乙とが見込まれる。そ

のため、計画的な管路の更新が必要となるが、管

路の更新率(PI2104)についても0%となってい

る。管路の耐周年数が40年であることを考える

と、この指標が今後2.5%程度 (100%+40年)を

維持していくことが必要であるが、2.5%以下で推

移した場合は更新サイクルが追いつかないことを

意味する。また、管路以外の施設についても、今

後、急速に老朽化が進行していくことが予想さ

れ、老朽化した水道施設を更新せずに放置する

と、施設事故を誘発し突発的な断水や地震時の

被害拡大、漏水事故の発生など、安定的な給水

に支障を来すリスクが高くなる。さらに、道路上で

大規模な漏水が発生した場合、近隣の家屋に対

する浸水被害が発生するだけでなく、道路の陥

没による二次的な被害も発生してしまうおそれが

ある。つまり、水道水の安定的な供給には、管路

を含めた水道施設の適切な管理と適時の更新

が必要不可欠であると考えている。

このように、更新需要の増加による全体的な事

業量の増大が予想される一方で、老朽化した水

道施設の更新事業は、その後の給水量の増加に

結びつく事業ではないことから、水需要が伸び悩

んでいる現状を考慮すると、財源の確保が課題と

なるだけでなく、場合によっては財源不足も懸念

される。

また、埼玉県企業局(水道用水供給事業、工

業用水事業及び地域整備事業)では今後、技術

職員の大量退職が見込まれている。図6に平成

20年度の埼玉県企業局における技術職員の年

齢構成を示すが、今後10年間で現在の技術職

員の約44%が退職することとなり、技術継承だけ

でなく、施設の更新需要の増加への対応策とし

て、退職した再任用職員を活用することも検討し

ていきたい。

ダクタイル鉄管 平成21.5 第84号

さらに、耐周年数を迎えた管路から順に劣化

度合いは比例するものではなく、埋設された環

境によっても劣化状、況は変化するもので、ある。よ

って、劣化の原因となる環境条件を除去するとと

もに、管路の劣化状況を把握するための実証的

な実験も今後検討していく必要があると考えて

pる。
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図6 埼玉県企業局における技術職員の年齢構成

4.管路の調査

(1 )管路データの収集

管路データは、管路の更新計画の策定に先

立ち実施する管路調査に必要不可欠な情報で

ある。しかし、県営水道では、管路データは特定

の部署で一元的に管理されている訳ではなく、

管路を管理するそれぞれの浄水場において個

別に管理されている。したがって、今後の管路更

新に当たっては、正確な管路データを計画的か

っ体系的に収集・整理し、特定の部署で一元的

に管理することが重要と考える。また、管路データ

は現在各浄水場で保管・管理されている工事

台帳、工事完成図、管路台帳、事故記録、試掘

記録、占用許可書、電食調査報告書、管理年

報、現地調査等により収集することとなるが、収

集に当たってはチェックリストを作成するとともに、

容易に検索や補正・追加ができるように収集デ

ータの台帳化及び、ファイリング化を図る必要があ

ると考える。今後収集する必要があると思われる

管路データの種類(例)を表3に示す。



埼玉県営水道における管路更新の検討方針について 33 

表3 管路データの種類(例)

分類 情報源

管体情報
工事台帳・工事完成図・管路台

帳・試掘記録等

工事完成図・管路台帳・占用許
埋設環境情報 可書・電食調査報告書等

管路水理・水質情報 管理年報等

事故情報 事故記録・管理年報等

苦情情報 事故記録・管理年報等

社会的情報 管路台帳・管理年報等

(2)管路調査の実施

導 ・送水管は必要な水量を安定的に輸送す

るための重要な施設であるが、そのほとんどが地

中に埋設されており、直接的に目視することがで

きない。したがって、収集した管路データをもとに

管路調査を行うことによって、その機能を評価す

ることが重要と考える。

管路調査の実施に当たっては、管外調査、管

種類

①布設年度・価格 ②管種 ③管厚 ④口径 ⑤延長

⑥布設場所 ⑦管路名称 ③管路付属施設 ⑨ポリエ

チレンスリープの有無 ⑩電気防食の有無 ⑪工事履歴

⑫管路状況 ⑬工事施工者

①土被り ②舗装仕様 ③占用種類 ④交通量 ⑤土

質 ⑤地下水位 ⑦近接する他事業者の埋設物の有無

⑧迷走電流の有無

①水量・水圧・水質 ②流向 ③流速係数

①発生年月日 ②原因 ③発生箇所 ④漏水状況

⑤修理方法 ⑥事故の影響

①発生年月日 ②原因 ③発生箇所 ④苦情内容

⑤対応方法

①受水事業者情報 ②市街化状況 ③重要施設の有無

内調査、管厚調査、水質調査、土壌調査、周辺

環境調査等を実施して、管路の構造面・水理

面 ・水質面・環境面について現状を把握する必

要があるが、表4に県営水道で今後考えられる

管路調査の項目を示す。そして、これらの調査結

果に基づき、将来的な劣化の進行度合いにつ

いても予測する必要があると考えている。

表4 管路調査の内容

分類 調査種別 調査項目

構造面 管外調査、管内調査、 塗装、腐食、錆こぶ、モルタルライニング、ボルト・ナットの腐食状、況、継手からの漏水の有無、残存管厚

管厚調査等 等

水理面 管内調査等 通水断面積、水圧等

水質面 水質調査等 pH値、濁度、残留塩素濃度等

環境面 土壌調査、周辺環境調 周辺土壌、地下水位・水質、防食電流、河川・軌道横断部状況、近接する他事業者の埋設物の有

査等 無等
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5.管路更新計画

(1 )優先順位の検討

ダクタイル鉄管 平成21.5第84号

管路の更新計画の策定に当たっては、先に収

集した管路データや管路調査の結果を分析・評

価し、更新の対象とする管路を選定した上で、こ

れらの中から更新の優先順位を決定する必要が

ある。優先的に更新が必要な路線は、鉄道横断

箇所や交通量の多い国道横断箇所等の重要な

管路、管路調査の結果から経年劣化の著しい

管路等を選定するなど、優先順位の決定に当た

っては、評価の容易性や客観性を確保するた

め、定量化を図ることが望ましpと考える。優先順

位の定量化に際して考えられる検討要素を表5

に示す。

表5 優先順位の検討要素

種別 要素

0管路の経年劣化状況
管路の物理的評価 0将来的な劣化状況の進行予測

0鉄道、国道等の横断部
災害時の影響評価 0耐震管の布設状況

O管路の複数系統化やパックアップ体制の状、況

0受水地点の貼り付け状況(地点数、受水量、配水池容量等)

受水事業者固有の影響評価 0受水事業者における県水転換率

0受水事業者における井戸の保有状況

(2)更新計画の策定

近年、耐震化を含めた水道施設の更新の問

題が水道事業の運営に最重要課題のひとつと

して認識されるようになり、水道施設の更新には

アセットマネジメントの活用が重要と言われてい

る。また、厚生労働省では平成19年度以降の立

入検査において、アセットマネジメントを重点検査

項目と位置付けているなど、管路の更新計画の

策定に当たっては、アセットマネジメントの考え方を

取り入れることが重要であると考えている。表6に

水道におけるアセットマネジメントの一般的な基本

要素を示す。このように、管路の現状や災害時に

おける影響度等を評価した上で、更新の優先順

位を検討し、長期的な視点に立って、水道施設

全体として更新需要のピーク時期や必要更新投

資額を把握するとともに、見積もった更新投資を

実施した場合の財政収支の影響についても定

量的に把握し、現行の料金水準や資金確保水

準の妥当性についても定量的に評価することが

重要であると考えている。

表6 水道におけるアセットマネジ‘メントの一般的な基本要素

項目 内容

0資産の基礎情報(名称、種別、所在地、取得年度・価格、規模、材質

必要情報・データの整備 等)

0資産の状態情報(点検結果、診断結果等)

個別施設単位での維持管理・ 0日常的な維持管理(運転管理、点検調査等)

診断評価 0技術的な診断評価(健全度診断、耐震診断等)

水道施設全体での中長期見通し
0中長期の更新需要見通し

の検討
0中長期の財政収支見通し

0見通し検討結果の妥当性評価、改善方策の抽出
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また、当然のことではあるが、管路の更新に当

たっては耐震'性の向上を図るため、耐震管への

取り替えを進めるとともに、管路調査の結果や管

路の漏水事故状況等を考慮して経済的な管種

を選定するなど、イニシャルコストだけで、なく維持

管理性を考慮したライフサイクルコストを最小限

に押さえることも必要と考える。さらに、停滞水対

策-として残留塩素等の水質面を考慮した口径ダ

ウンや水運用面を考慮した口径の最適化、送水

過程における水質劣化の防止、省エネルギー対

策としての配置等についても検討する必要があ

ると考える。このように、管路の老朽化は管路施

設全体のレベルアップを図る絶好の機会ととら

え、耐震面、コスト面、水質面、水運用面、環境面

など、多方面からレベルアップ。を図っていきたいと

考えている。

なお、更新財源の確保については、昭和49

年度に大規模に供用を開始した管路が供用開

始後約35年を経過したことになるが、当時の取

得価格が約158億円に対して、平成20年度末

現在の残存価格は約36億円となっており、管路

の減価償却期間が40年であることを考えると、

償却期間の40年を経過した際はこの減価償却

費が減少するため、当該費用を更新費用に振り

参考文献)

1) (社)日本水道協会:水道維持管理指針，2006

替えていきたい。また、更新ルートの選定に当た

っては、関係機関と調整を図りつつ、用地買収

が終了した都市計画道路等に先行的に埋設し

て、工事費用の縮減や工事期間の短縮にも努

めていきたいと考えている。

6.おわりに

最近、全国各地で老朽管の破損による断水

事故が発生し、市民生活に多大な影響が発生

しているとしヴニュースを耳にする。県営水道で

は、これまで長期間の断水を伴う大規模な漏水

事故は発生していないものの、給水開始後40

年を経過したことを考えると、このような事故が発

生するリスクは日に日に高まっていると言える。一

度、大規模な漏水事故が発生してしまうと、これ

まで構築してきた県営水道に対する信頼を一気

に失うことにもなりかねない。そのため、更新に当

たっては、その時期を見誤らないよう長期的な視

点に立ち、積極的かつ計画的に対応して適時

性を確保するとともに、費用対効果分析により定

量的な評価を実施し、県民に対して説明責任を

果たした上で、効果的な更新計画を策定してい

きたいと考えている。

2) (社)日本水道協会:水道施設更新指針，平成17年5月

3) (社)日本水道協会:水道事業ガイドライン(JWWAQ 100)，平成17年1月

4) 日本水道新聞社:水道公論，平成20年2月

5) 厚生労働省水道課ホームページ，

h抗p://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/index.html 



36 

管路整備へのアセットマネジメント
の適用について

大阪市水道局工務部

計画担当課長山崎弘太郎

1 .はじめに

安定給水を使命とする水道事業者にとって、

耐震化をはじめとする施設整備の推進は重要な

責務である。しかしながら、その実施においては

多額の費用を伴うため、給水収益の増加を見込

めない厳しい経営状況が続く中では、費用対効

果の高い施策を優先的に実施することが重要で

ある。

大阪市では、施設整備の推進に当たって、必

要な施設の信頼性水準を損なうことなく取-浄

配水施設に係る投資費用の削減を図るアセット

マネジメント(以下AM)に基づく最適な資産管

理による効果的な施設保全方法の導入を進め

ており、資本費の抑制と東南海・南海地震など切

迫度の高い災害リスクへの対応を両立しつつ、

将来にわたって持続可能な水道事業運営の実

現を目指している。本稿では、大阪市の管路施

設の中でも延長割合で大部分を占めるダクタイル

鋳鉄管を中心に、管路施設の保全更新業務へ

のAM導入手法について報告する。

2.アセットマネジメント分析の手順

AMの基本的な考え方は、ライフサイクルコスト

の最小化を目指して、維持管理の効率化、保有

施設の長寿命化による投資費用の平準化を図

高品
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表1 データベース構築における基礎資料

配水管管体調査

管路の事故給水障害の原因究明、
管路改良の必要性判定及び改良工事
対象路線選定のためのデータ収集を目
的として、管体調査土壌調査等を実
施。

概 要
(調①査管項体目調)査(組織調査成分分析

強度試験等)
②管体外面調査(腐食量)
③管体内面調査(腐食量モルタル

ライニング厚さ中性化深さ等)

開始年度 昭和47年度一

データ数 約 550

ることであり、本市水道事業での管路施設の保

全更新業務においては、図1に示す運用フロー

を適用する。

3.データベースの構築・更新 (Step1 ) 

AMの運用にあたっては、管路施設に係るデ

ータベースの構築が不可欠であるが、これまで、本

市で取り組んできた「配水管管体調査」、「管路

情報収集蓄積業務」、「管路情報管理システム」

において蓄積したデータ資産を基礎資料として

活用する(表1、図2)。

管路情報収集蓄積業務 管路情報管理システム

埋設管路の外面腐食対策を検討す
るため、漏水修繕他工事立会等、既
設管露出時に目視による管体土壌調 コンビュータマッピンクe

査を実施。 を活用したシステムで、従

来の紙ベースでの水道管
理図や台帳類、工事竣工

(調①査4項目) 図に替えて、管路施設に
管体表面の腐食状態 関わる各種情報をデータ

②土壌の色 ベースとして蓄積。

③土質

平成3年度一 (運用)平成8年度一

約45，000 約118，000(セグメント)

データ入力蓄積

4.水道管路の現況と資産評価(Step2)

本市の管路施設は、普通-高級鋳鉄管、ダクタ

イル鋳鉄管、鋼管など、種々の材質を持つ管路が

混在している(図3)。現在は、普通・高級鋳鉄管

を経年管として位置づけ、耐震化推進の観点か

ら早期解消に向けて更新を進めているが、それら

は、主として埋設から40-60年を経過した管路

が中心となっている。同様の経過年数で更新を

進めていくと仮定した場合、10-20年後には、更

新事業費が現行水準と比較して著しく高騰する

ため、その平準化-低減化が課題である(図4)。

昭手凶o45 50 55 60平成元 5 10 15 20 
!ことJ

サンブリンク調査

警量事?亘量量盤管

ダクタイ'jTo謝野 :約150件

図2 配水管管体調査業務にかかるこれまでの取組
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産価値は大きく変動するため、その評価にあたっ

ては、管材料や施工方法の高度化を考慮した上

で、管路の耐周年数を適切に設定することが重

要となる(図5)。

ダクタイル鉄管

一 方、その資産価値は、布設総延長約

5，000kmの管路に対して取得価格ベースで約

6，000億円と試算されるが、経過年数で減耗する

ことを加味した場合、耐周年数の設定によって資

38 

国普通・高級鋳鉄管(幹線)
夕、クタイル鋳鉄管(幹線)

口鋼管(幹線)
ロ普通・高級鋳鉄管(小管)
図ダクタ イル鋳鉄管(小管)

本市水道の管種構成
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2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 

経過年数60年で更新すると仮定した場

合の年度別更新整備事業費予測

図4
管路システム全体の資産価値の試算

のみとなる。本市では、大阪市内の地盤における外

面腐食の進行予測式を算定しており、土壌が良好な

場合と、腐食性が高い場合のそれぞれについて、外

面腐食深さの経年的な予測曲線が得られている(図

6)。本市使用の口径300mm未満のダクタイル鋳鉄

管について、規格管厚(1種管7.5mm)から、許容差

(1.0mm)及び各種外圧条件に対しそれぞれ1.0の

安全率を見込んだ計算必要管厚(1.2mm)を控除し

た厚さまで腐食が進行した際に耐周年数に達するも

のとして関値を設定した場合(図7)、ポリエチレンスリ

ーブで被覆されておらず土壌条件が悪い区間につp

ては、外面腐食の進行により約40年で耐周年数を

迎える可能性があるものの、土壌条件が良好な区間

に関しては、100年を超えても所要の管厚を維持する

ことが予測された。

図5

(2)継手部腐食

本市では、ダクタイル鋳鉄管においてFCD製とス

テンレス製のボルト・ナットを従来から使用してきたが、

5. 管路の劣化分析(Step3)

ダクタイル鋳鉄管の資産価値を左右する実質

的な耐周年数に影響を与える主要な劣化要因

は、過去の調査結果より管外面及び継手部の腐

食である。

(1 )外面腐食

管外面の腐食については、管路の埋設条件

に大きく左右され、主な要因は「ポリエチレンスリ

ーブによる被覆の有無」と「管体周辺の土壌条

件」である。ポリエチレンスリーブは、埋設から20

年を経過した時点でも、物性面での性能劣化や

埋設管の外面腐食が生じていない乙とや、ポリエ

チレンスリーブが採用された管路では、これまで外

面腐食が原因となる漏水が発生していないこと

から、外面腐食に対する防食対策として信頼性

が高い工法であると判断できる。従って、管体周

辺土壌の腐食性が外面腐食の主要因となり得

るのは、ダクタイル鋳鉄管全延長の約70%を占め

るポリエチレンスリーブで被覆されていない管路
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図6 外面腐食深さの経年的な予測曲線

防食効果をより一層高めるため、平成5年度より

FCD製のボルト・ナットに対して亜鉛合金ナットや

フッ素樹脂コーティングによる対策を施している。

既往の経年化したダクタイル鋳鉄管に係る劣化

状況調査において、ボルトの欠損や痩せ細りの

報告がなされており、本市においても、ポリエチレ

ンスリーブで被覆されておらず防食性能が低いボ

ルトの使用区間がダクタイル管路の1/3程度の

延長で残存している。なお、継子部のゴム輪に

ついては、これまでの調査において20年使用後

にも新品時の規格値を満足するなど、顕著な劣

化進行は確認されていない。

-外面腐食の観点からの

実質的な耐用年数40年程度。

[今後の検討線題]

》普通・高級鋳鉄管に続く

早期更新着手後討

・外面腐食の観点からの

実質的な耐用年数100年以上。

[今後の検討課題]

》異形管部劣化の観点からの

供用可能年数飼査

〉外商腐食、継手部腐食の

継続劉査

図7 管厚と外面腐食

(3)実質的な耐周年数(図8)

劣化分析の結果、土壌の腐食性が高い場所

でのポリエチレンスリーブ未装着管路(約30%)に

ついては、外面腐食の観点から実質的な耐周

年数は40年程度にとどまる可能性があり、ポリエ

チレンスリーブ装着管路(約30%)や土壌条件が

良好な場所でのポリエチレンスリーブ未装着管路

(約40%)は、実質的な耐用年数は100年以上見

込めるとpう結果となった。ただし、初期ダクタイ

ル管において異形管部に錆乙ぶの発生が懸念

される無ライニンク守管も残存しており、今後、内面

-外商腐食の観点からの

実質的な耐周年数100年以上。

[今後の検討課題]

》 内面劣化の観点からの

供用可能年数調査

》ポリエチレンスリーブの

耐久性継続調査

図8 劣化要因によるダクタイル鋳鉄管の分類
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劣化の観点からの供用可能年数についてもさら

なる精査を行う必要がある。

6. ライフサイクルコスト(LCC)分析

(Step4) 

LCC分析により、本市の管路システムに対する

妥当投資水準の推定を行った。LCC分析におけ

る費用の構成は更新事業費と劣化リスク損失費

用とし、その合計額を分析期間(60年)で除する

ことにより、年間経費としてLCCを算出した。な

お、劣化リスク損失費用としては、平常時における

漏水事故の発生による損失(漏水リスク損失

額)、地震時における管路被害による損失(地震

リスク損失額)、管路内水質の劣化による損失

(水質劣化リスク損失額)、とpう3つの観点から

リスク損失を貨幣換算することにより定量化を行

った。

年関係費(LCC)={更新事業費+劣化リスク損

失費用(漏水リスク+地震リスク+水質劣化リス

ク)}/分析期間

LCC分析の結果(図9)、本市の既設管路(水

管橋や橋梁添架管などの鋼管を除く)に対する

年間更新事業費としては、60-70億円程度が

妥当な水準であり、事業量(更新延長)に換算す

ーー・ 更新事業費 「口水質劣化リスク犠失額

200 

150 

E 
毎日

制 100
~ 
町『-= 
与す

50 

。

|回地震リスク損失額
ーー リスク損失額 「田漏水リスク損失額

ー園田ライフサイクルコスト

(更新車業費+リスク損失額)

30 40 50 60 70 80 90 100 110 

年間更新事業費({意円)

図9 ライフサイクルコスト分析の結果

ると、配水幹線で、年間5km程度、小口径管で、年

間40-50km程度、すなわち毎年全管路延長

の約1%強の更新が適正な水準と試算された。

劣化分析

管路の物理的耐用年数の推定
ー申_._.-ーーーーーーー畠

-ダクタイル鋳鉄管の

ーーーー

目的
ー『 ーー

実質的な耐用年数は、

7.適切な保全更新戦略の立案(Step5)
基本的に100年以上。

-但し、土壌条件が悪い箇所に 分析結果
埋設されたポリエチレンスリー
ブを非施工の管路は、
40年程度に留まる可能性あり。

+ 

ライフサイクルコスト分析

管路に対する妥当投資額の推定
ーーーー由ーーーーーーーー-

-妥当投資額は、
年間60-70億円程度※

-適正な更新事業量
幹線 5km程度波

小管 40-50km程度
'"水管1昌橋梁通架曹などの鋼曹を除く

劣化分析とLCC分析により、管路の実質的

な耐周年数や管路更新事業費の妥当投資額

を算定した結果を踏まえ、保全更新戦略の基

本方針を策定する(図10)。

当面は、耐震化と漏水・破裂事故の未然防

止の観点から、普通-高級鋳鉄管の早期解消

に向けて、当該管路の更新を集中的に進める。

(管路の保全更新戦略立案

図10 管路保全更新戦略の検討フロー
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その後に迎えるダクタイル鋳鉄管への取組につ

いては、使用材料や施工方法の高度化の変遷

を加味した上で、リスク分析を踏まえた上での

LCC分析による妥当投資額の算定結果に基づ

いて、管路の供用目標(実質的な耐周年数)の設

定を、現行の「経過年数40-60年で更新」から

「経過年数100年程度で更新」に戦略的かつ

円滑に遷移を図っていく必要があるものと考え

ている。具体的には、管路の仕様(耐震性)や機

能(重要度)、劣化条件をもとに、管路保全戦略

導・送・配水管 ) 

• -劣化条件が悪い一部管路は
経過年数60年程度で更新

〈〉アセットマネジメントに基づ〈管路の事量停戦略

|早期更新型保全合全会LTi1~*Æ::9:~~ '+l~:'!ν(年}
経過年敏刊-60年程度で更新

』凪

厳脱防止継寺当
ダクタイル管 l

輔副<~ 

・劣化条件が慈い一部管E告は
維持管理による延命化を倹討

〈 : a十蘭的洗浄排水

現時点でのボリュームソ.ーン

」ム 5 10 15 20 25 30ω35.......<1峨 45 50 55 閃 65 70 7弓 80(年)

|標準供用型保全1.“........::::::..:...:λ 二ぷ;一ぶ:λ :τ~.!! ，. :!.~・勝
経過年政60-80年程度で更新 劣化~'WIJ<患い

一部管路は前倒し吏斬

」l.. 5 .1.9.........15.......?.9 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 自主 1∞ (年)

|長寿命型保全 1.::JC，g;.:. .;:: .jíょ:二~ 二: 二回:::qlt::r.. K :J エA ・ íîi: !~ ・:勝
経過年数80-1∞年程度供用予定 劣化祭件が志、一部管路は

.持管理による延命化を検討

図11 今後の更新対象管路
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を早期更新型、標準供用型、長寿命化の3つに

体系化し、それぞれの保全更新戦略をもとに更

新時期の設定や更生工法の実施検討などの対

応を計画的に推進する(図11)。

管路の更新に伴って取り組んで、いく具体的な

管路ネットワークの整備方針は、次のように想定

される。

①配水幹線 口径400mm以上の中大口径管

路については、配水管路網のメイントランクである

浄・配水場を水源とした基幹管路網「送配水幹

線ネットワーク(送水管、配水幹線)Jと、 1次配水

ブロックの骨格を形成する「配水準幹線」の役割

を担っており、普通・高級鋳鉄管の早期解消を図

り、基幹浄水施設と一体となった「耐震スケルトン

(骨格)Jの形成に努める。特に、浄水場から給・

配水拠点である配水場に至るルート上のメイントラ

ンクである「送配水幹線ネットワーク(送水管、配水

幹線)Jは、ひとたび漏水・破裂事故が発生する

と、給・配水拠点である配水場に至るルートの安定

性が低下し、その影響が広範囲に及び市民生活

や都市活動に甚大な影響を与えることが懸念され

るため、当該管路を「耐震化最重点ライン」

(170km程度)と位置付け(図12)、優先して高規

格耐震管へと更新を進めるものとする。

rrtf弓

図12 耐震化最重点ライン

②小口径管 口径400mm未満の小口径管路

については、管口径(管容量)のダウンサイジング

回
叫

により、水質管理面では、管路内滞留時間の抑

制効果が期待できる一方、水圧管理面では、損

i将来 i 一次配水プロック管路

Cl>IOOや 1500101など

(φ2α)mm未満〉

.普通・高級鋳鉄管更新

。 配水管新E量

4砂配水管口径の適正化

フレーム管はゆ200-300mm

その他供給管はゆ75-150mm

4惨事宇線からの分厳箇所の

盤理等

図13 2次配水ブ、ロックの整備イメージ、
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失水頭の増加も懸念される。そこで、小口径管路

の整備にあたっては、管路の役割を明確にし、フ

レーム管のループ化と配水準幹線からの水源確

保など、2次配水ブロック内で、の配水水圧の均一

化に重点、をおいた整備を進める(図13)。

8. おわりに

管路施設は、面的に広く道路下に埋設されて

pるため、浄水施設のような水需給バランスに連

動した規模(口径)の変更や供用中に新たに機

能を回復向上させる改造や追加は困難である。

そのため、AM本来の主旨である長寿命化等の

機能向上は、そのほとんどが古い管を順次更新

するとpう単純な手法で達成され、管路設備へ

の本格的なAMの導入については、これまで具

体的な手法が明確化されていなかった。本市で

は、実際に事業運営にあたる水道事業者として、

AMに期待する成果が主として施設の供用目標

や保全更新戦略、その結果としての経営資源の

配分戦略の立案にあることを踏まえ、新たに実用

性の確保を重視した分析手法の開発を進めて

pる。その結果、管路施設についても、浄水施設

と同様に適切な供用目標を設定するなど、劣化

分析やLCC分析に基づく戦略的な保全更新戦

略を行うことによって、今後の集中的な投資を回

避で、きることが明らかとなった。また、高規格耐震

管などの一部管路については、これまでの近代

水道の歴史に匹敵する100年程度の期間、今後

も管路を供用していくことを前提とするため、維持

管理の充実や継続的な劣化動向調査の実施は

もとより、これまで困難とされていた延命化工法

の開発検討などの取組も不可欠となる。さらに、

本稿で、は紙面の都合で、取り上げなかったが、管

路付属設備や水管橋橋梁添架管を中心に採

用している鋼管の劣化動向の把握も重要な課

題である。

近年の給水量の減少や技術継承など、水道

事業を取り巻く環境は、ますます厳しい状況とな

っており、市民に対して事業規模や計画等の説

明責任を果たしていくことが重要となってきてい

る。そのため、本市では、こうしたAMに基づく施

設整備の考え方について市民とのコミュニケーシ

ョンを積極的に行いながら、水道事業の持続性確

保の観点から適正水準の管路整備を推進し、健

全な管路システムを次世代に対して着実に継承

を図っていくこととしている。本市における導入事

例が各事業体におけるAM導入にあたっての一

助となれば幸いである。
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呼び径250FT形水管橋の施工に
ついて

〈ダクタイル鋳鉄製単独水管橋)

1.はじめに

豊中市は大阪府の北部に位置する住宅都市

で、平成19年度現在、給水人口約387，000人、

一日最大給水量約142.000m3j目、配水管延長

約760kmとなっている。

本市の水源は、全体の約9割が大阪府営水道

からの受水で、残りl割が本市北西部を流れる猪

名川の伏、流水を水源とする自己水となっている。

本市の管路整備事業の中心は新設から更新

にシフトしており、財政基盤の安定性を確保しつ

つ、施設の老朽化や高度化に対応するために、

継続的かつ計画的な事業の実施が不可欠とな

っている。

今回、更新事業の一部として千里丘陵内に位

置する、天竺川を横断する水管橋のダクタイル鋳

鉄製水管橋(呼び、径250Xスパン18.9m)の架設

工事を行ったので報告する。

豊中市上下水道局 水道建設課

課長牟田義次

図1 豊中市の位置

2.工事概要

(1)工事名

豊中市水道配水管敷設工事

(No2.新千里南町2丁目)
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(2)工事場所

豊中市新千里南町2丁目地区

(3)河川名

淀川水系(一級河川)天竺川

(4)水管橋

老朽既設水管橋の更新工事

・管 体 ダクタイル鉄管

-呼び径 250mm 

-スノfン18.9m

-型式 ダクタイル鋳鉄製FT形水管橋

なお、既設の水管橋は昭和44年に大阪府企

業局が開発した千里ニュータウン南部に位置し、

天竺川を横断する鋼管製ものである。現在も千里

南地区を給水区域とする準幹線であり、経年化に

伴う内外面の腐食による通水障害や、漏水が懸

念されていた。今回現位置にダクタイル鋳鉄製水

管橋を敷設することにより、水理機能の回復およ

び耐震化を図ることを目的とした。

写真1 内面腐食状況(鋼管<jJ250)

3.採用の経緯

水管橋を選定するにあたり、

①施工性

②経済性

③耐周年数

回転止め金具

「

支間長 L-18.9m 

④維持管理が容易である

⑤河川管理者からの施工条件付加

(占用期間、掘削の条件)

等を考慮、した上で、

・耐震継手を使用することにより、河川横断部で

の伸縮性が確保できる。

-可とう管が不要(橋台と埋設管部との接続-継

ぎ輪による沈下対策)。

-長寿命化が図れる。

-既設の橋台の再使用が可能である。

-施工が容易である。(特殊工具必要無し)

とpうことから、ダクタイル鋳鉄製水管橋を採用す

ることとした。

4.設計

水管橋の設計は、「ダクタイル鉄管による水管

橋の設計と施工J(JDPA T 41、日本ダクタイル

鉄管協会)に基づいて行った。

呼び、径250Xスパン18.9mの設計は、下記の条

件を考慮し設計を行った。

設計条件

①管種 1種管(内面粉体塗装)

②管外径 271.6mm 

③規定管厚 7.5mm 

④設計管厚 6.5mm 

⑤設計水圧 1300kN 1m2 

⑥水管橋の支間長 18.90m 

⑦水管橋管体重量 10.031kN (1022.9kg) 

③空気弁 1)O75 2)0.52kN(53.0kg) 

⑨水平震度 0.30 

⑩風荷重 1.5kN 1m2 (風d速40m/s相当)

⑪管の温度変化 -100Cー400C

⑫管の弾性係数 160X 106kN 1m2 

⑬管の許容引張応力 140 X 103kN 1m2 

⑬管の線膨張係数 10X 10-6;oC 

⑬ キャンノ守一 支間長 1/200

「

図2 管路図
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今回、架設したダクタイル鋳鉄製水管橋の管

路図を図2に示す。

1FT形継手構造図」

T頭ボルト・もどり止めナット テ-/'::リング

。
<l::> 

θ。=キャンノT角

INS形継手構造図」

ゴム輪 ロックリング心出し用ゴム

ロックリング

図3 水管橋用継手の構造図

6，施工方法

ダクタイル鋳鉄製水管橋の主な施工方法は

以下の4通りである。

① 仮設支持台を使用した一括吊り込み工法

② 仮設支持台を使用した単管吊り込み工法

③ 固定金具を使用した一括吊り込み工法

④ 仮設支持台および固定金具を使用した単

管吊り込み工法

今回の水管橋は、①の施工方法とし、既存の

鋼製水管橋を前もって撤去した後、新設の水管

橋を現地で陸組み立てし、クレーンにより一括で

吊り込み設置し、なお既存水管橋の支持補強

材 (H鋼)を仮設支持台として利用した。仮設施

工標準図を図4に示す。

写真2 鋼管製水管橋 (工事前の状況)

|クレーンによる一指吊り込み|

河床

時用足場¥。♀l
図4 仮設施工標準図
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6.施工手順

(1)作業用足場の設置

具体的には、図4に示すように既存水管橋の

支持補強材を利用し、単管ノ号イプにて作業用足

場を仮設した。

写真3 仮設作業用足場設置

(2)管の搬入

水管橋材料は2車線の道路の1車線と歩道を

道路規制し、ラフタークレーンを配置し、材料搬入

を行った。

写真4 材料搬入の状況

(3)継手接合

① FT形継手(図3参照)は受口に挿し口を挿

入した後、ボルト・ナットを締め付ける構造で、あ

り、非常に容易に接合できた。

写真5 FT形継手接合状況

② NS形継手(図3参照)は、所定の接合工具

を用いて伸縮代を確認しながら接合した。

写真6 NS形継手接合状況

(4)水管橋の吊り込みとキャンバ-調整

歩道上で全スパン分を陸組みし、クレーンで管

路全体を一括で、吊り込み、仮の管受け台に据え

イ寸けた。

次に管路のキャンノTーは両サイドのNS形管の

継手を利用し、こう配を調整した。

なお、当水管橋はメーカーで工場出荷前にい

ったん全数仮組みしたもので、あり、管本体の線形

を確保するための現地で、の再接合とキャンパー

調整は非常に容易で、あった。

写真7 新設管吊り込み状況

写真8 新設管設置状況
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7.施工工期

呼び径250X18.9mの水管橋を架設するの

に、管の現地への搬入~接合一水管橋の据え

付け調整まで約半日間(実働4時間)と短期間で

かつ問題なく施工を行うことができた。(表1参

照)

また、既設水管橋の撤去から当水管橋の完成

まで、の日数は9日間で、あった。(表2参照)

完成した水管橋は、設計通りの緩やかなアー

チ形状で、あった。

平成21.5第84守

表1 水管橋仮組~据付まで、の所要時間

水管橋材料搬入

o250Ff、
NS接合部陸組

管吊り込み・据付

キャン){一調整

Ø2~'>:<~8..:~m 
据付時間

11 I 12 I 13 

4時間(実績)

表2 既設水管橋の撤去~夕、クタイル管製FT水管橋の完成まで、の工程表

で~
日 数 (日)

1 I 2 I 3 4 I 5 I 6 7 I 8 9 I 
' 

' 』 I 

橋台の一部撤去 聞周回
E . 
' I 

既設水管橋の撤去

戸ーl

仮説支持台の設置・撤去

同『 同国
(吊り足場等)

管吊り込み・据付・接合 同 l
キャンノfー調整・付属設備取付 同

水管橋前後の配管
『

橋台コンクリートの打設 田園町
t 

水管橋塗装

9日
水管橋施工の所要日数合計 ※橋台コンクリートの養生期間、型枠および現地塗装の乾燥時聞は含んで、いない。
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8.おわりに

現在、当市は更新を中心に事業を行ってい

る。水管橋あるいは橋梁の添加部などを改築更

新する際、従来であれば、既設部が鋼管の場

合、再度鋼管に置きなおしていたが、耐震継手と

FT形継手の使用により、小規模(支間長20~

25m程度)水管橋であれば対応可能とpうこと

もあり、今回ダクタイル鉄管で管路を構成した。施

工に際し特殊作業を必要とせず、短期間で施工

が出来かつ耐久性に優れたダクタイル管路を使

用することにより、より安全な水道管路を構築す

ることができた。当市においては、拡張の時代に

埋設した水道施設の多くが更新の時期を迎え

つつある中、改築・更新に当たってはより効果的

かつ効率的な更新が必要となっている。今回、

ダクタイル鋳鉄製FT水管橋を採用したことは費

用対効果の上でもメリットがあったものと考える。

写真9 完了状況

49 
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岡山市水道事業における
管路更新について

1 .はじめに

岡山市は、旭川|と吉井川が瀬戸内海に注

ぐ岡山平野の中央に位置し、温暖な気候や

風土に恵まれた都市である。

瀬戸大橋、岡山空港、山陽自動車道など広

域高速交通網が整備され、交通の結節点と

pう地の利を生かした各施策を展開し、さらに

平成19年1月の建部町・瀬戸町との合併によ

り、新「岡山市」が誕生し、本年4月には全国

で18番目の政令市に移行したところで、ある。

本市の水道事業は、明治38年7月、わが国

8番目の水道として給水を開始し、市民の暮ら

しと都市活動を支えながら、本年で104年目を

迎えている。

近年の水道事業をめぐる現状を見ると、少

子高齢化社会や節水型社会の到来による水

需要の減少傾向は続き、取り巻く社会環境は

大きく変化している。こうした環境の変化を踏

まえ、本市では平成19年9月に「岡山市水道

岡山市水道局配水課

課長補佐宗友信夫

事業総合基本計画(アクアプラン2007)Jを策定

し、その具体的計画を示したアクションフ。ランに基

づき、事業を進めているところである。

水需要の減少による財政状況の厳ししミ中、水

道施設の老朽化による更新、災害対策などの安

定性の向上に向けた事業を推進する一方、これ

らに伴う財政負担は大きしものがあり、計画的か

っ効率的な施設更新が求められている。

特に負担の大きい老朽管の更新計画の策定

にあたり、管路機能評価による管路更新の考え

方を取り入れたので紹介する。

2.本市の管路状況

平成18年度末における本市の総管路延長は

約4，300km'こ及び、このうち耐周年数40年を過

ぎた経年管が約550kmを占めている。今後は、

高度経済成長期に布設した管路が耐周年数を

超えることから経年管の延長はさらに増加すると

予測される。
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の残存延長が増加するにともない、老朽管の残

存延長も増加すると考えている。

岡山市水道事業における管路更新について

経年管のうち老朽管は耐震性が劣るだけでな

く、赤水の発生や破裂、漏水及び折損事故の原

因となり日常生活や経済活動に多大な影響を及

ぼすこととなるので、将来にツケを回さず計画的

に改良を進めていかなければならない。

一方、過去5ヵ年の管路更新実績は約42km

/年であり、仮に現在の更新ペースを今後も続け

た場合、経年管の増加ペースに更新ペースが追

いっかなくなり、図1に示すように約40年後の平

成 58年には2，164kmの経年管が残存すること

になる。なお、本稿では、耐周年数40年を経過し

た管路を経年管とし、そのうち更新を必要とする

管路を老朽管と位置付ける。したがって、経年管

-'・、

門 門
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年度

増加する経年管残存延長

(1 )現況管路データ

評価対象管路は、合併前の岡山市における

呼び径100以上の管路で、延長は約2，360km

である。管路口径別延長距離(表1)、管種布設

年代別延長(表2)を見ると、ダクタイル鋳鉄管の

割合は約8割を占め、安全性の高い管路システ

ムが構築されているように見えるが耐震継手を持

つダクタイル鉄管は6.1%に過ぎず、逆にリスクの

高い鋳鉄管(CIP)と石綿管の延長は合わせて

約100km(4.2%)に及ぶ。

また、法定耐周年数40年を経過した管路は約

176kmで7.4%、法定耐用年数25年では約

294kmで'12.5%とpう状況である。

図1

3.管路機能評価

前述したように、現在の更新ペースでは将来

的に老朽管の残存延長が増加していくことは避

けられず、リスクも増加していくこととなる。管路施

設の更新や改良事業費は、水道事業の大きなウ

エートを占めており、計画的かつ効率的な更新

が必要となる。そこで、本市では管路機能評価と

題し、呼び径100以上の管路を対象として、管

種、布設年度、事故歴等、管路の物理的な性能

や管路システムにおける重要性など多方面の観

点から管路を定量的に評価、診断し、管路更新

の優先順位付けを実施した。管路機能評価の

概要を以下に述べる。
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表1 管路口径別延長距離 (単位:m)

DIP CIP SP SUS VP PP 口千歪
(ダクタイル鉄管) (耐ダク震タイルD鉄I管P) (鋳鉄管) (A石C綿管P) (鋼管) (ステンレス鋼管) (塩化ピニル管) (ポリエチレン管)

総計

100 616，351 3，911 11，653 3，612 6，821 160 316，273 2，893 961，675 (40.8%) 

125 6 2，618 1，414 94 4，132 (0.2%) 

150 601，194 28，167 18，565 5，211 4，295 78 28，812 686，232 (29.1%) 

200 192，960 29，441 9，293 7，569 2，807 404 242，474 (10.3%) 

225 531 531 (0.02%) 

250 66，514 5，263 3，146 2，219 2，581 14 79，737 (3.4%) 

300 105，333 35，454 10，304 2，623 3，858 127 157，699 (6.7%) 

350 15，073 82 282 111 15，548 (0.7%) 

400 56，933 10，276 2，289 5，513 210 75，221 (3.2%) 

450 606 239 663 19 1，526(0.1%) 

500 21，559 6，631 4，430 1，577 34，197(1.4%) 

550 130 2，094 2，224 (0.1%) 

600 16，453 10，865 3，686 5，140 12 36，156 (1.5%) 

700 11，959 1，101 2，916 1，017 16，993 (0.7%) 

800 5，163 6，306 4，023 1，167 349 17，008 (0.7%) 

900 2，740 339 653 3，732 (0.2%) 

1000 10，725 5，025 1，433 252 17，435 (0.7%) 

1100 1，607 399 229 2，235 (0.1%) 

1200 567 567(0.02%) 

1350 440 2，709 3，149 (0.1%) 

総計 1(，772352，7%4) 5 1(464.1，0%6) 7 (7362，2%1) 2 (02.927，9%32 ) (319.7，9%3) 1 1，606 (31445.6，1%8) 0 (0.122，8%93 ) 2，358(，565%(1) 00%) 
(0.07% 100 

※DIP:継手形式(A、K、T、U型) 耐震DIP:継手形式(SII、S、NS、US、KF、UF、PII型)

表2 管種布設年代別延長

口f圭 -1957 1958-1967 1968-1977 
1968-1977 

1988-1997 
-1982 -1987 

1998-2007 

DIP 8 99，410 273，969 191，530 291，724 542，122 326，981 

耐震DIP 670 2，622 7，309 46，291 87，176 

CIP 66，334 9，861 16 

ACP 18，101 4，818 6 3 4 

SP 1，884 1，176 17，580 7，125 6，008 5，163 994 

SUS 664 942 

VP 12，530 27，368 157，599 45，738 28，477 56，672 16，797 

PP 219 2，674 

総計 (9492，O%76 ) 14(26，6%3) 3 449，840 (21407.5，0%18 ) 3343.1，51) 7 (62573.7，5%8) 9 (41382.4，8%9) 1 (19.1% (14.1% 

※DIP:継手形式(A、K、T、U型) 耐震DIP:継手形式(SII、S、NS、US、KF、UF、PII型)

法定耐用年数40年を経過した管(約176km、延長比率約 7.4%)

法定耐周年数25年を経過した管(約294km、延長比率約 12.5%)

(2)物理的評価と重要度

(単位:m)

総計

1，725，745 (73.2%) 

144，067 (6.1%) 

76，211 (3，2%) 

22，932 (1%) 

39，931 (1.7%) 

1，606 (0.1%) 

345，180(14.6%) 

2，893 (0.1%) 

2，(315080，5%6) 5 

物理的評価は、管路の基本的なデータである

管種、口径、布設年度等と維持管理面から把握

している事故歴、水理機能、水質保持機能等の

デー夕、さらには、地質データや管体調査結果から

得られた、土質、地形、腐食状況等のデータを活用

し、管路の物理的な評点を次の4つに分類した。
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Sl:管路の事故安全度 (0-100点)

S2:管路の水理機能 (0-100点)

S3:管路の水質保持機能 (0-100点)

S4:管路の耐震度 (0-100点)

これら、Sl-S4の相乗平均を物理的評価点数

(S)とした。

次に、重要度は、管路が受け持つ給水の役割

の大きさを定量的に示すもので、次の4つの分類

により配点し、その合計点を重要度(1)とした。

T1:埋設環境による事故発生時の影響

(0-10点)

T2:重要拠点施設への配水ルートによる影響

(0-30点)

T3:管網機能としての重要性

(0-30点)

T4:施策

(0-30点)

(3)更新優先順位の決定

更新優先順位点(K)は、物理的評価が小さく

重要度が大きい管路ほど優先順位の高い管路

として整理するもので次式により算出する。図2

に更新優先順位点の算出方法を示す。

K= ((100-S)2+F)+ (0-141.4点)

以上の手法により、従来の古くて重要な管路

から更新するとしヴ、定性的(感覚的)な更新判

断を定量的に示すことが可能となり、具体的な更

新の必要性を示すことができる。

物
理
的
評
価
S

図2 更新優先順位点の算出方法

4.老朽管更新の考え方

厚生労働省が進める水道ビジョンや水道ガイド

ライン及び水道事業の運営状況報告(水道法39

条関連)では、法定耐周年数の40年を一つの

基準として更新事業を捉えているが、管路の老

朽度とpう点では、管体調査の結果、一部管路

を除いては40年以上経過した管路でも健全性

が確認できた。

今後も水需要が伸び悩む厳しい財政状況が

予測されることから、管路更新は「高機能ダクタイ

ル鉄管」などの長寿命材料を使用し、管体調査

などで劣化状況を確認しながら、効率的かつ経

済的な管路更新を進める必要があると考えてい

る。基本的な管路更新の方針を以下に示す。

①物理評価の低い管路を早期に更新し管路の

リスクを減少する。

②呼び径100以上の管路は、費用対効果を考

慮、し基本的には現在の更新率(1%)を維持しな

がらダクタイル鉄管 (100年更新)で効率的な更

新に努める。

③呼び径75以下の管路は、事故時の影響範囲

等が小さpことから、事故歴等の状況に応じて更

新を進める。

5.高機能ダクタイル鉄管へのアプローチ

100年更新を1サイクルとすれば、100年の耐久

性をもっ管路が必要となる。本市では、平成7年

度にポリスリーブ全管巻を標準とし、その後平成18

年度には従来のモルタルライニングから内面エポ

キシ樹脂粉体塗装に移行した。さらに翌年の平成

19年度にはダクタイル鋳鉄管の標準品を従来の

T形継手及びK形継手からNS形継手に変更し、

耐震化への取組みを進めることとした。

このことで、本市のダクタイル鋳鉄管路はダクタ

イル鉄管協会が提唱している全管ポリスリーブ

巻、エポキシ樹脂内面粉体塗装、耐震型継手を

施す高機能ダクタイル管を標準的に使用するこ

ととなり、今後埋設するダクタイル鋳鉄管路には

100年の耐久性を期待するものである。
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6.おわりに

管体調査による管路の物理的評価と重要度

に着目した管路機能評価は非常に有効なもので

あり、評価結果をもとに現在は管路更新計画を

策定中である。今後も、管体調査を継続し、管路

機能評価の更なる精度向上を目指しながら定期

的な更新計画の見直しを実施する考えである。

管路の老朽化は確実に進行する。繰り返しにな

るが、厳しい財政状況の中でも効率的かつ経済

的な管路更新を目指さなければならない。ダクタ

イル鉄管については、更なる技術の進歩により

100年と言わず200年耐える管材料の開発を期

待するものである。

平成21.5 第84号
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お詫び

ダクタイル鉄管NO.83号にて技術レポート51京都市水道事業における管路の更新と耐震化について」の

原稿中の図6の表記が誤っておりました。正しい図面は下記のとおりです。お詫び申し上げます。

図6 主な連絡幹線と浄水場の位置図

. (誤り)・

③ ③ ⑤ 

③ 

① ② ④ 

. (正)・

③ ③ ⑤ 

③ 

①
 

② ④ 
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