
発行年 号数 タイトル 著者 概要

帯広市水道下水道長期構想と耐
震化計画について

帯広市

上下水道部　建設課長
　　　　　　　　　　　　　　　辻田　克己

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、帯広市水道・下水道長期構
想と耐震化計画について報告している。

石狩市水道ビジョンについて

石狩市

水道部　工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　下野　進

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、石狩市水道ビジョンについ
て報告している。

八戸圏域水道企業団における地
域水道ビジョンと耐震化計画につ
いて－（ふれっしゅ21世紀プラン）
－

八戸圏域水道企業団

副企業長
　　　　　　　　　　　　　　　大久保　勉

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、八戸圏域水道企業団におけ
る地域水道ビジョンと耐震化計画について－（ふれっしゅ21世紀プラ
ン）－報告している。

盛岡市における地域水道ビジョン
と管路の耐震化状況について

盛岡市

水道部　建設課　計画係長
　　　　　　　　　　　　　　　山崎　博也

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、盛岡市における地域水道ビ
ジョンと管路の耐震化状況について報告している。

安心して飲め安全な水道施設整
備と経営のための地域水道ビジョ
ン～私たちの水道ビジョンの方向
性～

岩手県

田野畑村産業行振興課

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、安心して飲め・安全な水道
施設整備と経営のための地域水道ビジョン～私たちの水道ビジョンの方
向性～について報告している。

秋田市における地域水道ビジョン
と管路施設整備

秋田市上下水道局

技監
　　　　　　　　　　　　　　　　大渕　廣

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、秋田市における地域水道ビ
ジョンと管路施設整備について報告している。

鶴岡市における地域水道ビジョン
と耐震計画について

鶴岡市

水道部　部長
　　　　　　　　　　　　　　　　白幡　均

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、鶴岡市における地域水道ビ
ジョンと耐震計画について報告している。

管路施設整備における地域水道
ビジョンとガイドラインの活用

郡山市水道局

局長
　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　満夫

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、管路施設整備における地域
水道ビジョンとガイドラインの活用について報告している。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

宇都宮市における地域水道ビ
ジョンと耐震化計画について－第
2次宇都宮市上水道基本計画－

宇都宮市上下水道局

水道建設課長
　　　　　　　　　　　　　　　関口　修二

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、宇都宮市における地域水道
ビジョンと耐震化計画について－第2次宇都宮市上水道基本計画－報告
している。

さいたま市における地域水道ビ
ジョンと管路施設整備について

さいたま市水道局

給水部　工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　下村　政裕

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、さいたま市における地域水
道ビジョンと管路施設整備について報告している。

越谷松伏水道企業団(越谷市、松
伏町）における地域水道ビジョン
と管路更新

越谷・松伏水道企業団
　
企業長
　　　　　　　　　　　　　　　須賀　清光

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、越谷・松伏水道企業団(越
谷市、松伏町)における地域水道ビジョンと管路更新について報告して
いる。

千葉県水道局の地域水道ビジョ
ンと危機管理対策

千葉県水道局

技術部　計画課長
　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　明

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、千葉県水道局の地域水道ビ
ジョンと危機管理対策について報告している。

八千代市における地域水道ビ
ジョンと災害環境の強化策につい
て－（第3次総合計画基本構想）
－

八千代市上下水道局

維持管理課長
　　　　　　　　　　　　　　　　氏家　稔

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、八千代市における地域水道
ビジョンと災害・環境の強化策について－（第3次総合計画基本構想）
－報告している。

横須賀市における地域水道ビ
ジョンと管路整備計画について～
（横須賀市上下水道事業マスター
プラン2010）～

横須賀市上下水道局

施設部長
　　　　　　　　　　　　　　　金井　愼司

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、横須賀市における地域水道
ビジョンと管路整備計画について～（横須賀市上下水道事業マスタープ
ラン2010）～報告している。

静岡市における地域水道ビジョン
と耐震化計画について－静岡市
水道事業基本構想基本計画－

静岡市企業局

水道部　参与兼水道建設課長
　　　　　　　　　　　　　　　近藤　徳司

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、静岡市における地域水道ビ
ジョンと耐震化計画について－静岡市水道事業基本構想・基本計画－報
告している。

岐阜市の現況と地域水道ビジョン
について

岐阜市

上下水道事業部　部長
　　　　　　　　　　　　　　　北川　哲美

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、岐阜市の現況と地域水道ビ
ジョンについて報告している。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

鈴鹿市の現況と地域水道ビジョン
について

鈴鹿市水道局

工務課　計画グループリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　水野　孝夫

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、鈴鹿市の現況と地域水道ビ
ジョンについて報告している。

彦根市における地域水道ビジョン
と耐震化計画について

彦根市

水道部　工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　塚田　勇三

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、彦根市における地域水道ビ
ジョンと耐震化計画について報告している。

大津市の管路更新評価と地域水
道ビジョン

大津市企業局

水道技術管理者
　　　　　　　　　　　　　　　中尾　英敏

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、大津市の管路更新評価と地
域水道ビジョンについて報告している。

長岡京市の現状と地域水道ビ
ジョンへの取組みについて

長岡京市上下水道局

総務課　経営改善担当課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　板杉　保英

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、長岡京市の現状と地域水道
ビジョンへの取組みについて報告している。

高槻市の地域水道ビジョンと管路
施設整備について

高槻市

水道部　管路整備課
　計画チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　山崎　文雄

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、高槻市の地域水道ビジョン
と管路施設整備について報告している。

岡山市における地域水道ビジョン
と耐震化計画について

岡山市水道局

配水課長
　　　　　　　　　　　　　　　永野　秀樹

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、岡山市における地域水道ビ
ジョンと耐震化計画について報告している。
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帯広市水道・下水道長期構想と耐震化計画について

石狩市水道ビジョンについて

盛岡市における地域水道ビジョンと管路の耐震化状況について

秋田市における地域水道ビジョンと管路施設整備

鶴岡市における地域水道ビジョンと耐震計画について

管路施設整備における地域水道ビジョンとガイドラインの活用

さいたま市における地域水道ビジョンと管路施設整備について

越谷・松伏水道企業団(越谷市、松伏町)における地域水道ビジョンと管路更新

宇都宮市における地域水道ビジョンと耐震化計画について
－第2次宇都宮市上水道基本計画－

八戸圏域水道企業団における地域水道ビジョンと耐震化計画について
－（ふれっしゅ２１世紀プラン）－

安心して飲め・安全な水道施設整備と経営のための地域水道ビジョン
～私たちの水道ビジョンの方向性～

岩手県　田野畑村産業行振興課

秋田市上下水道局　技監　大渕　廣

鶴岡市水道部　部長　白幡　均

郡山市水道局　局長　佐藤　満夫

宇都宮市上下水道局　水道建設課長　関口　修二

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、宇都宮市における地域水道ビジョンと耐震化計画について－第2
次宇都宮市上水道基本計画－報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、さいたま市における地域水道ビジョンと管路施設整備について
報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、越谷・松伏水道企業団(越谷市、松伏町)における地域水道ビジョ
ンと管路更新について報告している。

さいたま市水道局給水部　工務課長　下村　政裕

越谷・松伏水道企業団　企業長　須賀　清光

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、安心して飲め・安全な水道施設整備と経営のための地域水道ビ
ジョン～私たちの水道ビジョンの方向性～について報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、秋田市における地域水道ビジョンと管路施設整備について報告
している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、鶴岡市における地域水道ビジョンと耐震計画について報告して
いる。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、管路施設整備における地域水道ビジョンとガイドラインの活用
について報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、石狩市水道ビジョンについて報告している。

八戸圏域水道企業団　副企業長　大久保　勉

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、八戸圏域水道企業団における地域水道ビジョンと耐震化計画に
ついて－（ふれっしゅ２１世紀プラン）－報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、盛岡市における地域水道ビジョンと管路の耐震化状況について
報告している。

盛岡市水道部建設課　計画係長　山崎　博也

今号の概要

帯広市上下水道部　建設課長　辻田　克己

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、帯広市水道・下水道長期構想と耐震化計画について報告してい
る。

石狩市水道部　工務課長　下野　進



今号の概要

千葉県水道局の地域水道ビジョンと危機管理対策

岐阜市の現況と地域水道ビジョンについて

鈴鹿市の現況と地域水道ビジョンについて

彦根市における地域水道ビジョンと耐震化計画について

大津市の管路更新評価と地域水道ビジョン

長岡京市の現状と地域水道ビジョンへの取組みについて

高槻市の地域水道ビジョンと管路施設整備について

岡山市における地域水道ビジョンと耐震化計画について

高槻市水道部管路整備課　計画チームリーダー　山崎　文雄

岡山市水道局　配水課長　永野　秀樹

鈴鹿市水道局工務課　計画グループリーダー　水野　孝夫

彦根市水道部　工務課長　塚田　勇三

大津市企業局　水道技術管理者　中尾　英敏

千葉県水道局技術部　計画課長　三浦　明

八千代市における地域水道ビジョンと災害・環境の強化策について
－（第３次総合計画基本構想）－

八千代市上下水道局　維持管理課長　氏家　稔

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、高槻市の地域水道ビジョンと管路施設整備について報告してい
る。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、岡山市における地域水道ビジョンと耐震化計画について報告し
ている。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、鈴鹿市の現況と地域水道ビジョンについて報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、彦根市における地域水道ビジョンと耐震化計画について報告し
ている。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、大津市の管路更新評価と地域水道ビジョンについて報告してい
る。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、長岡京市の現状と地域水道ビジョンへの取組みについて報告し
ている。

長岡京市上下水道局総務課　経営改善担当課長補佐　板杉　保英

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、八千代市における地域水道ビジョンと災害・環境の強化策につ
いて－（第３次総合計画基本構想）－報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、横須賀市における地域水道ビジョンと管路整備計画について～
（横須賀市上下水道事業マスタープラン２０１０）～報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、静岡市における地域水道ビジョンと耐震化計画について－静岡
市水道事業基本構想・基本計画－報告している。

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、岐阜市の現況と地域水道ビジョンについて報告している。

横須賀市における地域水道ビジョンと管路整備計画について
～（横須賀市上下水道事業マスタープラン２０１０）～

横須賀市上下水道局　施設部長　金井　愼司

静岡市における地域水道ビジョンと耐震化計画について
－静岡市水道事業基本構想・基本計画－

静岡市企業局水道部　参与兼水道建設課長　近藤　徳司

岐阜市上下水道事業部　部長　北川　哲美

　地域水道ビジョンと管路施設整備として、千葉県水道局の地域水道ビジョンと危機管理対策について報告
している。



1４ ダクタイル鉄楠 平成１８．１０第79号

君■■■■■■■■■■■■■■■■丘

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

帯広市水道･下水道長期構想と
耐震化計画について

帯広市上下水道部

廷 設課長辻田克

■■■画■■■■■■■■■■■■■匠

１。「おびひろ上下水道ビジョン2006」の

取り組み

帯広市の水道'ji:業は創設から53年､下水道

は47年と共におよそ半世紀が経過し､水道､下

水道とも整備率及び博及率が100％近くまで達

しており､市民に文化的で衛生的な生活を送っ

て頂けるようになった。

しかし､岐近は､人1.1は増加から減少の時代に

移り､さらには地下水利川への移行､核家族化な

どにより使用水吐及び料金収入の減少など､水

道､下水道経営を取り巻く環境は確実に変化し

2.業務指標値(Ｐ1値)と管路更新評価値

（主な業務掃標値）

番 項Ｉ. :Ｉ

2１０３ 経年化管路率(％）

２１０４ 獅路史新率(％）

てきている。

一方で､水道､下水道施設の老朽化対策をは

じめ､災害に向けた施設､符渠等の耐震対策､技

術職員の定年退職急増に伴う技術力の承継、

民間活力による事業運営等々､経営の根幹に関

わる課題の対処が必要となり､将来にわたって

市民に安心して水道､下水道を利用できるよう帯

広市水道･下水道長期榊恕｢おびひろ上下水道

ビジョン2006｣を平成18年2)lに策定したところ

である。

平成16年度値

1.4

0.5

2２０２ 枠線符路の事故割合(1件/100kｍ） 1.3

2２１０ 笹路の耐震化率(％） 1.6

5１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼符率(％） ７７．１



帯広市水道･下水道長期榊想と耐震化計画について 1５

3.帯広市水道･下水道長期構想について

（１）目標安心で安定したおいしい水道

水の供給と､安全で確実な下

水の処理を目指します。

(2)基本理念●安全で安心できる施設づくり

●環境にやさしい取り組み

●利用者サービスの向上

●健全な経営

(3)実施施策(主な取り組み(水道事業抜粋)）

･施設の計画的な改修･更新

帯広市の水道事業は､創設以来50年以

上が経過しており､老朽化が進んでいる｡い

つまでも安心して使用できる施設であるため

には､水道管や浄水場などの施設の耐用度

合や老朽化調査を行いながら､計画的に改

修､更新を行い､常に安全な施設を目指す。

･配水ブロック化や幹線･準幹線の整備

配水管路の合理的な運用と効果的な維

持管理を図れるよう配水区域を小さく分けて

管理する｢配水ブロック化｣を推進する｡災

害や万が一の水道事故が発生した場合､そ

の場所の特定､復旧作業の迅速化を図るこ

とができ､市民生活への影響も小さくできる。

･効率的な維持管理

効率的な維持管理ができるようコンピュー

ターを活用しながら､利用者のサービス向上

につながる維持管理システムの充実を図る。

。水道管･施設の耐震化への推進

配水管については､設置してから20年を

経過している鋳鉄管については､老朽管更

新事業によりダクタイル鉄管に更新し､浄水

場､配水場などの建物は震度7の地震に耐

えられるよう施設の補強を実施する。

･水道緊急貯水槽の整備

大規模災害の発生のよる水道の断水や

避難を想定し､飲料水の確保を目的に学校

グラウンドなどの地中に緊急貯水槽の設置を

引き続き推進する。(現在7基設置完了し､今

後5基を設置する計画）

･直結給水地区の拡大

「配水ブロック化｣の整備と並行し､地上５

階程度の建物まで水道自体の水圧で､直接

押し上げることができるよう引き続き推進す

る。

４.今後の対応

本市の水道事業は53年を経過し､水道施設

は建設主体から維持管理主体の時代に入り､老

朽管更新や浄水場施設の改修など災害に強い

施設整備を計画的に推進していかなければなら

ない。

配水管の耐震化については､耐震性に富むダ

クタイル鉄管を使用している。設置してから20年

以上経過している高級鋳鉄管については､老朽

管更新事業によりダクタイル鉄管に更新してお

り､この事業は平成22年度までに終える計画であ

り､その後､平成23年度から老朽塩ビ管をダクタイ

ル鉄管に更新する計画である。

本市の地盤は､砂喋土を主とした比較的強固

な地質であり､配水管にとっては震災に耐え得る

環境に恵まれており､平成15年に発生した十勝

沖地震においては､他町村では甚大な被害が出

ている中､本市の配水管の被害は皆無であっ

た。

しかしながら､阪神･淡路のような大震災に耐え

得る保証はなく､震災対策の推進は不可欠であ

り､震災時に重要となるのは主要幹線の確保で

あることから､本市の主要幹線の整備について

は､ダクタイル鉄管のうち耐震継手構造であるＮＳ

形管を使用している。このＮＳ形管は､阪神.淡

路大震災において被害を受けず､その耐震力は

実証されていることから､現時点においての耐震

対策としては有効と考えている。
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■■■■■■■■■■■■■■■■国宣

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

石狩市水道ビジョンについて

石狩市水道部

工務課長下野進 ▼
■■■■■■■■■■■■■■■■■官

1．地域水道ビジョンへの取り組み

行狩市は､平成17年10月に狗狩市､厚川村、

浜益村が合併し、『新･石狩Ilijとなり新たな歴

史の歩みを始めました。

この転換期に､市民の侍さまと水道関･係者が

今一度水道の原点に立ち返って足元を兄つめ、

共通の認識と目標をもって各仰課題に立ち向か

うことができるよう､先ずはあらゆる‘I1Ii報をljMﾉjくし

た上で､そこから兇えてくる改善方策とアクション

プログラムを示すことが､合併した今こそ必要と考

え､｢石狩ＩＩｆ水道ビジョン｣を策定･公表することと

致しました。

2.管路関係に関する業務指標値(Ｐ1値）

「石狩I|『水道ビジョン｣を策定するにあたり､当

市水道嚇業の呪状を把握するため､平成17年１

業務指標(試算結果）

番号 項 目 １５年度値 16年度値

２１０４ 管路の更新率（％） 0．９３ 0.86

２１０７ 管路の斬殺率（％） 1．２７ 1．７６

2202 幹線櫛路の.'1『故削合（件／100kｍ） ０ ０

2２１０ 管路の耐漉化率（％） 4.8 4９

5１０２ ダクタイル銚鉄杵･鋼櫛率（％） 68.3 ６９．４

５１０３ 椅路の１１:故測合（i'1:／１００kｍ） 0.9 1．４

5104 鉄製櫛賂の'１１:故;I}11合（件／100kｍ） (） ０

5１０５ 非鉄製桶:賂の１１:故iIIﾘ合（件／lOOkm） 0.9 1.4

5107 湖水率（％） 7.1 6.9

注)業務指標は、「上水逆』１１:柴｣のみを誠徹しています。
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月に制定された(社)日本水道協会｢水道事業ガ

イドライン｣に基づき､平成15,16年度の業務指標

(PI)を試算しました。

この結果、耐震化に関する指標である｢管路

の耐震化率(2210)」を見ると､現在進行中の広

域化促進地域上水道施設整備事業において、

一部管路で耐震管を採用していることにより､微

増ながらその割合は上昇しています｡また､「ダク

タイル鋳鉄管･鋼管率(5102)」を見ると､老朽管

更新工事で､塩ビ管をダクタイル鋳鉄管に更新し

ていることから､その割合が増加しています｡ま

た､この更新工事による効果として、「漏水率

(5107)」の割合が減少していることがわかりま

す｡このように､業務指標は､当市の現状を把握

することに役立つものと考えています。

3.石狩市水道ビジョンについて

当市水道ビジョンでは､管路に関する施策とし

て､管路網の耐震化や石綿セメント管の更新､災

害時の水を確保するための緊急貯水槽の整備

など､これからも安全で安心できる水を安定的に

供給していくために必要な施策を示しています。

（１）管路網の耐震化

災害時においても可能な限り安定的な給水を

維持するため､配水管路などの耐震化について

は､現在進行中である上水道事業の広域化促進

地域上水道施設整備事業による配水管整備に

より幹線管路の耐震化を実施しています｡この

事業により平成17年度においては､管路の耐震

化率は5.1％(平成16年度値4.9％)となっており

ます。

本ビジョンでは､この幹線管路の耐震化を推進

するとともに､老朽管更新事業においては､耐震

型継手ではないものの､地震に強いダクタイル鋳

鉄管などでの新設や変更を推進することとして

います。

(2)石綿セメント管の更新

当市の石綿セメント管の布設状況は､平成１７

年度末で全管路700kｍ中約7kｍ(1.0％)であ

り､現在進行中である浜益区簡易水道の配水管

布設替事業により､平成20年度には上水道事

業の約2.6kｍ(0.5％)を残すのみとなる見込み

であります。

本ビジョンでは､現在進行中である浜益区簡易

水道の配水管布設替事業を推進し､平成20年

度末には石綿セメント管の残存率を0.5％以下、

平成22年度末には残存率を0％とすることを目

標としています。

（３）緊急貯水槽の整備

当市では､積雪寒冷地における災害に強い街

づくりのため、「石狩市地域防災計画｣を策定

し､「石狩市における地漉被害想定｣を行いまし

た。

これらの結果を踏まえ､水道の応急復旧方針

と応急復旧計画について検討を行った結果､上

水道区域においては､１人１日当たり３Ｌの飲料

水を３日分確保するために、１３箇所（合計

280,3)の緊急貯水槽が必要であるとの結果に

至っています。

本ビジョンでは､災害発生や水質事故等による

給水停止の事態においても､必要な応急給水の

実施を確保するため､この緊急貯水槽の整備を

推進することとしています。

４．まとめ

今後は､市内において出来上がった各種施設

をどのように管理･運営し､そして２１世紀にふさ

わしい水道へどう持続的に発展させていくかと

いうことが､これからの水道事業者に求められる

大きな課題であるものと認識しています。

このことを踏まえ､市民の安心と豊かな生活を

次代へ持続させる水道を基本理念とし､各種方

策の実現とあらゆる経営改革へ向けて果敢に取

り組んでいきたいと考えています。
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面■■■■■■■■■■画■■■■■Ｅ

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

八戸圏域水道企業団における
地域水道ビジョンと耐震化計画

について
－（ふれっしゅ２１世紀プラン)－

八戸圏域水道企業団

副企業長うた久保勉

君■■■■■■■■■ 画 ■ 画 ■ ■ ■ ■ 匠

１．地域水道ビジョンへの取り組み

社会情勢の著しい変化やニーズの多様化な

ど､水道を取り巻く環境は大きく変わっている。

このような変化に対応するため､安定給水の確

保をはじめ､水質の保全､施設の整備､老朽櫛の

更新などに努めているが､経営的にも技術的にも

さらなるレベルアップが必要と考えている。

このため､地域住民が求める､より衝の商い水

道.‘ｊＦ業を構築するための将来ビジョンと､111企業

Ｍの２１世紀に向けた指針とするため､平成１０

年に､平成20年度を目標として策定した｢ふれっ

しゆ２１世紀プラン｣(第２次水道'１１:業総合!;hIII雌

本椛想)を地域水道ビジョンに読み拝え､､|え成1９

年度から見直し作業に入る捗定である。

２.業務指標値(Ｐ1値)と管路更新評価値

当企業団では､業務指標価(ＰＩ１ｌＩｌ〔)と笹路史

新評価値は､1)水道覗業の現状を把握し､今後

の対応策や将来目標の設定に役立てる。２)ホ

ームページ等で公表していくことで､水道ﾘ業の

透明性を確保する。３)事業の客観的な自1-1‘評

価の参考とし､水道サービスの向ｋへと役立てる

ものと考えており､以下に､業務指標liiIiと楢:路更

新評価値の現在と平成22年のI|標liI！〔を示す。

注)経年化管路率上外は､経年化櫛のＪ１伽11に史析INi

雌が追いつかないためである。

業務指標値(Ｐ1値）

番号 項1-1 16年度値 22年度値

２１０３ 経年化管路率(％） ２．８ 5.5

２１０４ 管路の更新率(％） 1.3 １．７

2２０２ 幹線管路の事故割合(件／100kｍ） ０．９ 0.7

2２１０ 管路の耐震化率(％） 24.2 3４．０

５１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼笹率(％） 80.7 ８６．６
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管路更新評価値

給水人口 事故危険度 有効率

350,197(Ｈ１6年） 6０ 6８

337.638(Ｈ２2年） 7９ 7６

3.八戸圏域水道企業団における地域水

道ビジョンの施策および施策内容

ふれっしゅ２１世紀プランにおいては､｢安定水

源の確保」「ゆとりある施設能力の確保」「災害

に強い水道の構築」「給水サービスの向上」「生

活に密着した水道経営｣における施策を定めて

いる｡その中で､老朽管更新および管路の耐震

性強化策については､２期9年の財政計画を経

て変更されたものを含め､以下の通りである。

『ゆとりある施設能力の確保」

①老朽化した施設を計画的に更新する

昭和30年代後半から50年代初めにかけて

集中して建設された基幹的な水道施設につい

て､経年変化や耐震性の機能診断を実施した

上で､計画的に更新､改修する。

②管路の耐震性を強化する

管路全体の耐震性を強化するため､管路の

新設や布設替時にはダクタイル鉄管(ＮＳ形）

を全面的に使用することとする。送配水管路

の維持管理を効率的に行い､また､管路事故

に対する迅速な対応を支援するため､水道管

路情報システムを導入(平成19年度までに構

築)する。

「災害に強い水道の構築ｊ

①施設の耐震化を進める

・既存の浄水場をはじめとする主要構造物

の耐震診断を実施し､補強工事を行う。

・主要水管橋の耐震化を実施する。

、災害時の二次災害防止として緊急遮断弁

を整備する。

②復旧体制と情報システムを構築する

・予想される被害に合わせて､災害復旧対

策や災害対策マニュアルを策定した。

．管路被害予測システムを構築し､このシス

テムを利用して応急対策を実施する。

水理機能 耐震性強度 水質保持機能 総合評価

7４

9２

5６ 7４ 6４

7５ 9２ 7９

・災害時に対処するため､テレメータの無線

化､主要施設の無停電電源装置の長時間

化を図る°

③応急給水を確保する

・人口密度の高い八戸ブロックにおいては、

八戸市地域防災計画で定める避難場所

（小中学校)まで､応急給水用の耐震管を

布設し､飲料水を確保する。

・人口密度が比較的薄い奥入瀬､馬淵ブロ

ックには､緊急貯水槽や給水拠点を増設

し､飲料水を確保する。

4.管路更新および耐震化目標値について

管路近代化推進事業の補助採択により､圏

域全体で280kmの石綿管､65kmの老朽管更

新を優先的に実施してきたが､ビニル管が

380kｍ残っているので､引き続き､計画的に更

新､改修し､平成22年度までに以下の目標値

を達成する。

①経年化管路率5.5％

②耐震化率34.0％以上

５．まとめ

・地霞多発地帯に立地している末端給水型広

域水道として20年が経過したが､昭和30年代

後半から50年代初めにかけて集中的に建設

された郡部の水道管路は､基幹的な管路でさ

え耐震性が低いので､災害に強い水道を構築

するため､管路強化を計画的進める必要があ

る。

、耐震継手発祥の地として､ダクタイル鉄管が

ＮＳ形まで進歩してきたことに敬意を表したい。

他継手との安全比較､経済比較､施工方法の

容易さ等をＰＲしながら､安心､安全の水道施

設建設により一層力を注いでいきたい。
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君■■■■■■■■■■■■■■■■丘

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

盛岡市における地域水道ビジョンと
管路の耐震化状況について

盛岡市水道部建設課

計画係長山111奇博診也
＝

■ ■■■■■■■■■■■画国■■■丘

１．はじめに

盛岡I1iの水道事業は昭和9年の刺I没以来､市

勢の伸峡による給水区域の拡大やIlr民生活の

向上に伴う水需要の増加に対応するため､7次に

わたる拡張卒業や配水管整備事業を行ってきま

した。

本iliでは､水道覗業が今後進むべき方向と目

標及びその実現方策を総合的にⅢlらかにした

｢新嘘岡Ilr水道‘j『業基本計I山i(平成26年度'三｜

標)」を､F成17年３月に策定しました。

この基本I汁画は､「いつでも儒加される上水道

番号 項目

① ２１０３ 経年化榊路率

② ２１０４ 櫛路の史新率

③ 2202 枠線獅路の．'１１:故削合

④ ２２１０ 符賂の耐漉化率

⑤ ５１２０ ダクタイル銃鉄管･鋼管率

(ま次のとおりです。

①2103経年化管路率．②2104符路更新率

IlfIl'心部には､昭和9年創設噺|畔の商級鋳鉄

の推進｣を推木施策として､「安定給水の確保」

｢給水サービスの向上」「経営の効率化｣の3つ

の柱を掲げ､各種事業を股附しています｡また、

｢水道ビジョン｣を踏まえた計画としており､本市の

｢地域水道ビジョン｣と位祇づけております。

2.管路に関する業務指標（Ｐｌ）

本巾では､各種施策目標の進捗管理及びお

客様への帖椛提供を目的に,､F成10年度と１６

年度を対･象に水道事業ガイドラインの業務指標を

試卵しました。その中で管路に関する業務指標

Ｈ1０ Ｈ1６

8.2％ 6.7％

0.95％ 0.53％

0％ 0％

5.0％ 17.6％

77.5％ 81.0％

衝が多く残り､特に道路l隅が狭く地下埋設物が

多いことなどから布設替工1fをI水|雌なものにして

います｡経年管の更新には膨大な饗刑が必要で
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すが､経年管更新事業により効率的な更新を目

指しています。

③2202幹線の事故割合

本市の場合､幹線は口径350ｍｍ以上として

いますが､幸いなことに幹線管路の事故は発生

していません。

④2210管路の耐震化率．⑤5120ダクタイル鋳

鉄管･鋼管率

管路の耐霞化は､平成5年度から導送水管、

平成8年度から口径300ｍｍ以上の配水管､平

成10年度からは口径75ｍｍ以上の全ての配水

管にダクタイル鉄管の耐震継手管を採用し､耐

震化を積極的に推進しています。

3.新盛岡市水道事業基本計画と水道施

設整備構想

新基本計画においても､管路施設整備は特に

重要な施策であり､安定的･効率的に水を運用

するために､計画的な未給水地域の解消､給水

量の増加に対応する配水能力の増強､既存配

水管路強化のための経年管の更新など､耐震

継手管の使用を基本とし配水管網の整備を実

施しています。

また､大規模な地震などの災害時においても

被害を最小限に抑え､市民が早期に日常生活に

復帰することに重点を置き､地震に強い水道づく

りを実現するため､各浄水場水系間の相互応援

を図る連絡管の整備に加え､新規に緊急給水拠

点､広域避難場所､医療･福祉施設などまでの耐

震化を図る｢災害対策配水管耐震化事業｣を実

施することとしています。

これら各種事業により管路の耐震化を推進

し､平成26年度の目標値を26％と計画しており

ます。

さらには､水道施設整備の長期的方向性を明

らかにするため､20年先の平成36年度を目標と

した｢もりおか水道施設整備構想｣を平成18年２

月に策定しました。

この構想では､基本計画と整合性を図りなが

ら、「安定的･効率的な水供給体制を備えた水

道」「災害や事故に強い水道」｢環境に配慮した

水道｣を基本方針として､基幹施設の耐震化率

100％､管路の耐震化率35％以上､経年化管路

率5％以下を目標としております。

新盛岡市水道事業基本計画

Ｉ安定給水の確保 Ⅱ給水サービスの向上 Ⅲ経営の効率化

(1)水質の保全

①水源水質の保全
②水質管理体制の強化

(2)施溺鶴備の推進

①水道施設整備栂想の策定
②供給能力の地強

③老朽浄配水場施設の改良･更新
④計画的配水管網の整嚇

４.おわりに

現在本市では､普及率が97.3％(平成17年度

末)と多くの市民が水道を利用し､平常時はもち

ろん､地震などの災害時においても安定した給水

が望まれています｡また､管路は水道事業におけ

る資産の多くを占めており､管路の耐謹化は極め

て重要であると認識し､今後も更新･新設の際は

(3)施股管理の強化

①維持管理体制の強化
②図面偶報管理の強化

③河水防止対策の強化

(4)危織管理体制の強化

①防災対策の強化
②応急給水及び応急復旧体制
の強化

耐震継手管を使用することとしています。

水道施設は､将来にわたり都市機能を維持・

発展させるために必要不可欠なものです｡このこ

とから､長期的な視点に立った計画に基づき施

設整備を進め､安全で快適な水道水の供給に努

めたいと考えております。
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～地域水道ビジヨンと管路施設整備～

安心して飲め･安全な水道施設整備
と経営のための地域水道ビジョン

～私たちの水道ビジョンの方向性～

田野畑村には陸中海岸国立公園の北部を代表する景勝地

「北山崎｣と｢鵜の巣｣中心にあるものは｢花笑みの村」

岩手県田野畑村産業振興課

嵐ロ、函ロ鳳ロ鳳ロ虜ｐＨ鳳薗楓ｐｍＨ
■田野畑村は､どんなところ？ １．地域水道ビジョンへの取組み

岩手県の北東部に位置し､世界三大漁場と言 地方自治体の財政事情は厳しい状況にあり、

われる太平洋に面しています｡地形は､北上山中長期の財政運営計画の策定による健全化の
系から連なる丘陵地の長閑な風景が海岸線まで取組みが始まったこところであり､これと相まって、
呈し､“海のアルプス，,とも称される海岸美･豪壮一般会計.特別会計の垣根を越えた総合的な経
なる断崖を形成しています｡気候は､夏は｢ヤマ営､取組みが始まったところである。
セ｣や親潮の影響を受け冷涼､冬は太平洋型の 連結的な管理が求められる時代となっている

気候で寒い中にも日照に恵まれています｡田野ころから､財政的視点と施設的視点を併せて､身
畑の産業は､水産業と酪農を主とし､ワカメやコンの丈にあった経営スタイルの確立をめざす事を基
ブの養殖と､鮭やアワビ､ウニなど､豊かな自然と本に策定したものです。
地形を活かした酪農では､人間と地球にやさしい

農業を目指しながら､たのはた牛乳･山地酪農牛■水道経営のイノベーション１１
乳などの牛乳や乳製品をつくっています。 ○シンプルな施設を目指す

【アクセス】○有収率の向上
盛岡方面からは､早坂高原を経由する国道○電力消費の軽減化

455号を約2時間30分程東進､久慈市方面から○災害時の段階的復旧(配水ブロック化によ
(ま国道45号を南下します｡東北新幹線をご利用 る復旧手法の確立）

の方は､盛岡でＪＲ山田線または106急行バスに○昔の水源の把握と活用

乗り換え2時間程度で宮古市に､さらに第三セク○現状を知り､効率的な経営手段を講じる
ター三陸鉄道北リアス線に乗り換えて約45分､島

越駅あるいは田野畑駅で下車です。



４.花笑みの村づくり・「花笑みの村」に

ご協力ください１

平成9年将堆面誠医師と(株)|:1.竹.田野畑

からの寄付金を催に､「花笑み雄金｣を創設､花

笑み村郷づくりが始まっています。

これまで、「花笑みの村｣づくりには､多くの方

々からご賛同いただき､寄せられた浄財によって

梅の木を中心に植栽を進めながら､花木の璽定

や施肥を行っていきます。

今後とも､多くの方々からご賛同をいただきな

がら､訪れていただいた方々が心和み､海･川･山

の澄んだ空気に､梅の花が薫る魅力ある村づくり

を進めていきたいと思っていますので､皆さま方の

ご協力をお願いします。

器

３．まとめ

水の源は､自然のﾉJであり､太･古から替わる'１１：

哨夢6亜Lｊ屍『“q､季÷画一d－

毎一戸合宝軍ﾖ色L▲』‘_△,Ｆ－屯‐一.ﾜ＝－－－画

可

2．小規模水道事業主体における業務指

標(Ｐ1値)の活用

○小脱税水道事業体の細辿

・生漸の蕪盤となる道路盤備に､相当の期|Alを

要してきたことから､水道1悠備の符手が後発と

なっていることから､沖及率が低迷してきた。

・投盗聯業の計画とバランスシートの整合性を

欠く傾向が強く(公営企業法の非適用)､財

源雌のI|'で､独立採算性の観点で様々な課

）辺を抱えている。

・比間活用による公共性をＭ１保できる選択肢

が少ない。

○業務指標(Ｐ1値)による経営の効率化

．Ⅱl野畑の水は､安心して飲める水､訪れた方

々に典心を感じ続けるために業務据標を活

かす。

・安定供給できる管理のために活かす。

・システムは､人間であることを基本としながら、

業務の効率化を推進する。

・現状にＩ.|･んずることなく分析数価を明確化

する。（随時､項目設定する｡）

ない汽然の忠であることを肝に銘じながら､その

循環を壊さないよう維持保全していきたいと願う

ところです。

占琶牟出
､牽画なq
■些日＝勺型

..．E曲目『

Ｊ

》

班

一

一

==！

伊克■

唆心して飲め･安全な水道施投盤附と経憐のための地域水道ビジョン

■寄付金の届け先と問い合わせ先

〒028.8407岩手県下剛|ﾉﾄ肌111野畑村II1野畑143稀地ｌ

田野畑村役場生活福祉課生活環境班

Te1.0194-34-2111内線２３僻

Fax､0194.34-2632〔アドレス〕hUp://www､vill､tanohaい､iwatejp/tanohata/contcnls/fllO/｢1999/｢05/I)０２

《無医村に花は微笑む…地球､球はどの地域も頂点に成り得る!…オープンなステージに花笑みの心は息づく11）

凄一

番号

2104

2202

2２１０

５１０２

項目

榔賂廼新率

枠線

将路耐鰹率

ダクタイル鋳鉄管鋼櫛率

御賂蛎故削合

１７年度

100％

0.03％

0.00％

23.5％

備考

榊造物の耐鰹強化のみ
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画回■■■■■■■■■■■■■■■Ｅ
～地域水道ビジョンと管路施設整備～

秋田市における地域水道ビジョンと
管路施設整備

秋田市上下水道局

技監大洲朕

画■■■■■■■■■■■■■■■■ｐｒ

１．はじめに

来年の1011に通水100周年を迎える本市の

水道事業は､これまで｢市勢拡大に合わせた区

域および施設の拡張」「高度成長期の水需要

増加への対応」「脆弱な石綿セメント管の更新」

など､時代の要求に応えながら､常に安全な水の

安定供給に努めてきた。

しかしながら時代が昭和から平成に移った噸

から､｢老朽化施設の史新」「地鰹などの災害に

対･する備え｣など､'''１:接料金収入の増加につな

がらない施設盤備が必要になってきたほか､利

用者のニーズも｢もっとおいしい水をもっと使いや

すく｣といったように､I断度化､多様化が顕著にな

ってきた。

さらに世紀が改まった後も、「クリプトスポリジウ

ムなど病原性微ﾉl量物への対応」「鉛製給水杵の

更新」「水需要がｲｉｊＩｉドがりに転じた『'１での安

定的な経営｣など､解決すべき課題が加速度的

に増えてきており､将来にわたり安全な水の安定

供給を続けていくためには､巾･長期的な経営計

画の策定が必鎮条件となっている画

このような状況のil1､平成16年には厚生労働

宵から円本の水道のあるべき将来像として｢水道

ビジョン｣が示され､本IIiにおいても､これまで運

川してきた｢秋I:１１市水道亦業堆本計|曲i｣を､国が

推奨している｢地域水道ビジョン｣としてリニュー

アルするための作業を進めているところである。

２.業務指標値による現状の分析

地域水道ビジョンの作成にあたっては､はじめ

に．,j『業の現状分析と評価が必愛であることから、

11本水道協会から示された｢水道'jI:業ガイドライ

ン指標値(以下ＰI)｣を涼1111Iすることにより､本市

水道事業の現在の状況を分析した。

ＰＩのうち､管路整備に関わる項'1の算出結果

を表1に示す｡試算結果からIﾘlらかになった点は

次のとおりである。

･鉛製給水笹残存率については､比'陵的商い値

となっている。

･経年化率は､老朽桧更新'1ｆ業等の効果により

改善されてきている。

･史新率､新設率は他都市とＭ狸度となっている。



秋lI1Iliにおける地域水逆ビジョンと獅賂施織惟附 2５

･幹線榊路の事故割合が商く､衝路のi耐震化率

も低い価にとどまっている。

･有収率は肴実に向上しているものの､同規模１『

業休の''１では低い数値となっている。

･智路の'1F故削合が尚く､このうち非鉄製智路の

事故刈合が特しく高い。

･漏水率が尚く､給水件数洲たりの榊水堂も多い。

･管路点検率が低い値となっている。

３.管路施設整備の方針

前述のＰI分析結果より､木I|｢では管路施設

のＩ終備に関しては､次のような方針を

地域水道ビジョンに盛り込みたいと考え

ている。

1.耐震化率の向上

配水櫛の史新および新i没にあたっ

ては､これまで１１径200ｍｍ以ｋの管

路に耐鰹頓;を採用していたが､今後は

小口隆の播路についても､すべての配

水管を対･象に耐震化を進めていく。

2.老朽管の効率的､計画的な更新

老朽猫;の更新についてはこれまでも

計両的に進めてきたところであるが､本

市においては非鉄製管路の‘1Ｆ故削合

が商いことから､今後の更新制･lIj1iの策

定にあたっては､事故履歴の多いＰＰ

およびＶＰ等の更新に枝極的に取り組

むこととする｡また､更新対･象の櫛路に

は鉛製給水櫛が分岐されているものが

多いことから､鉛製給水楢:の解洲と併

せて．'脚業実施していく。

４.配水幹線整備計画の見直し

水需要が減少に転じたことに伴い､各

配水ブロックに水を供給するllIiLl水枠線

についても､路線および'1経などをIIj:検

討するとともに､耐震管路になっていな

いものについては､できるだけIIL期に布

設替えを行うなど､重要度や優先性を十

分に考噛しながら盤備計lII1iを兄1111:す。

このほか､昨年編入合併した地域に

ついても､浄水場や配水場の統廃合や

1117

2007

2103

2104

2１０５

2106

2107

2202

2210

3018

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5108

5111

5１１２

脆弱な管路のｲＩｉ設替えを進めながら､配水の効率

性および安定性の向l皇に努めたいと考えている。

５．おわりに

地域水道ビジョンは､水道聯柴の将来像とそれ

を実現するための施策を明らかにするものであり、

来年100刷年を迎える本市としては､次の100年

に向けた方向性を明確に示すとともに､策定にあ

たっては水道利川帝の考えを反映させ､進行管理

をする上では施策の進行状況や効果をⅢlらかに

しながら遂行していきたいと考えている。

配水幹線｢泉八橋線｣施工状況

表１秋田市水道業務指標試算結果

項目 Ｈ1５ Ｈ1６

鉛製給水管率 15.28 12.42

配水櫛延長密度(kｍ/km2） 9.07 6.0

経年化管路量 (％） 0.90 0.87

:路の更新率(％）棚 1.15 １．６２

棚路の史正率(％） (） ０

バルブの更新率(％） 1.24 1.18

符路の新設率(％） 0.6 0.8

枠線符路の事故測合(件/100kｍ） 1.58 2．７１

梼路の耐震化率(％） 4.91 4.58

有収率(％） 87.0 88.2

ダｸﾀｲﾙ鋳鉄播・鋼櫛率(％） 65.99 60.43

櫛路の』1Ｆ故割合(件／１００kｍ） 13.08 9.44

鉄製智路の覗故削合(i'|:/k、） 3.8 ２．３８

非鉄製管路の事故荊合(|'|:/k、） 36.59 21.05

給水管の泰故割合(件/１０００件） 5.18 4.45

洲水率(％） 10.62 9.33

給水件激当たり漏水{１t(ｍ３/年/件） 34.23 29.94

神路点検率(％） 1．６４ 0‘8８

バルブ投撒密度(基/k、） 12.07 11.72
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刃■■■■■■■■■■■■■■■■丘

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

鶴岡市における地域水道ビジョンと
耐震計画について

鶴岡市水道部

部長白幡均

１口■■■■自国■口画■■■■■■■

1．鶴岡市水道ビジョンの取り組み

･地域水道ビジョンの作成経緯について

、F成17年10月１日､Ⅱ|慨岡市ほか5町村が合

併し､火北一広い面枝(1,300kｍ2)に人1114万

3,000人が生活する新鶴岡市がスタートした｡合

併により水道'j『業は5上水事業と17の簡易水道

事業の迎営を余儀なくされ､事業所ごとに大きな

差異があった料金･加入金は､建設計噸･財政計

面からなる堆本,汁画を策定後､合併後5年以内

に統一することとなった｡また､巡桝形態も椛民へ

の急激な変化による影響を巻臆し､Ill町村に分

室を配し合併までと変わらぬ運尚が継続されて

いる｡合併後の新市水道事業基本制･画策定に

当たり､各‘jF業所の正しい評価が･砿要と考え､合

併と同時に'jf業所ごとに平成13年度から16年

度分について業務指標値の試算に取組み､旧

鶴岡上水道は３月に､また､他'１１:業所分は５月に

完了し公表してきた｡同じく５月には水道』l『業経

営審談会を開催､指標値による名.Ilf堆所の課題

分析を脱ﾘ'し､第2回目となる7)lにはビジョンの

骨格を示し､年内にはビジョンの策定を完了する

予定としている。

・業務指標値や管路更新評価値から見た本市

の管路現況

合併前の各市町村では､ⅡI脱海町を除き平

成13年10月に喋営用水供給'1f災による供給が

開始されたことから､水源は川水供給.!』『業にほと

んど依存している状況にある｡また､.-液要な施設

は川水受水に向け整備が進められ､幹線管路は

SII形､ＮＳ形を使用した耐漉化が脳'られてき

た｡しかし､旧温海町は石綿セメント管が多く残

存(約12kｍ)し事故割合も向く､全体での耐.震

化率も6.8％に止まっている。

一方､笹路更新評価価で'11慨岡i1丁と旧温海

'111で試算してみると旧慨岡Iliが42点､iI]温海町

は16点の結果が示された｡このことは経年化し

た緋鉄管､石綿セメント管､ビニル笹(ＴＳ継手）

が多く嚇故削合が商いこと､右効率が低いことに

起閃しているもので､早急な更新聯業の推進が

必要と分析している。

2.業務指標値(Ｐ1値)と管路更新評価値

梅路虹新評価値は布設年度が不明確であっ

たり､不明管が存在したりするなど必ずしも正確

な数値とはならなかったものの､あえて､分析のた

めに試算したものである｡また､虹新覗業の効果
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については､ビジョンを策定中のため目標年度は

示さず､鋳鉄管はＮＳ形鋳鉄管に､また石綿セメ

ンﾄ管､ビニル管はK形鋳鉄管に更新した場合の

試算である。

平成１６年度主な業務指標値

番号 項目 錨岡上水道 温海上水道 全体

２１０３ 経年化管路率(％） 13.3 1０．５ ９．１

２１０４ 管路の更新率(％） 0.22 2.42 ０．３５

2202 幹線管路の事故割合(件/100kｍ） ０ 11.6 ３．２

2210 管路の耐謹化率(％） 4.5 29.1 6.8

５１０２ ダクタイル鋳鉄管鋼管率(％） 59.6 1７．１ ４６．６

※全体＝(鶴岡十羽黒十櫛引十朝日十温海)蛎業所分

管路更新評価値(水道施設更新指針）

現 在 更新時

鋤岡上水道 温海上水道 鶴岡上水道 温海上水道

事故危険度点数 36.4 24.1 52.0 42.4

有効率点数 5６ ０ １５ 5６ ０ 4４ ７

水理機能点数 4７ ４ ３７ ４ 6５ ８ 5３ ８

耐震性強度点数 3８ ８ ２９ ３ 4６ ２ 4３ ７

水質保持機能点数 4８ ８ ３７ ２ 6６ ９ 5５ １

総合評価点数 ４２ 1６ 5５ 4７

※更新時の条件（餌岡）鋳鉄管→耐震管､石綿セメント管･ビニル管(ＴＳ継手)→K形鋳鉄管

（温海）石綿セメント管→耐震管､有効率を90％に変更

※業務指標値(Ｐ1値)と管路更新評価値の表を掲載

Ｂ・鶴岡市水道ビジョンについて

(1)ビジョンの特徴

１７の簡易水道の水源は地下水や湧水に依存

し､滅菌消毒のみの処理で濁度管理や取・配水

状況を把握できる施設となっていない箇所が多く

あること､管路の事故率が高いこと等から､重要課

題として安全性を高め､災害に強い施設づくりを

進め安定した供給を図ることで､お客様に安心し

て使っていただける水道の構築と料金体系･料

金の統一や業務委託の推進･組織機構の再編

による経費削減による健全な経営､お客様に信

頼される水道を柱に取り組みたいと考えている。

(2)管路更新と耐震化

Ｐ1値､評価値の示すとおり評価は低く､計画

的更新事業に早急に取り組まなければならない。

更新に当っては､国の地璽調査委員会が平成

17年に公表した庄内平野東縁断層帯の長期評

価と県の実施した被害想定調査により､本市は

庄内平野東縁断層帯に含まれ､最大想定マグニ

チュード7.5､断層の長さ約38kｍ､30年以内に発

生する確率は最大で6％､70％を超える世帯で

断水すると想定されていることや､国の省令改正

に伴い耐震基準が明確化されることなどから､管

路の耐震化､特に地下水を非常時用水源とし給

水拠点までの配水管路の耐震化を緊急なものと

して捉えて進めたい。

４.今後の展開

前述のとおり､業務指標による分析を基に､本

市ビジョンは経営審議会での意見を集約する形

で年内に策定し､計画に盛込まれた建設改良計

画等3年ごとに進捗度により施策の見直しを図る

など､計画推進体制の榊築も合せ実施することと

している｡合併直後で料金体系･料金やお客様

へのサービスの違いをどう統一するか､人口減少

が著しい簡易水道地域の整備のあり方等､多く

の課題を抱えた船出となったが､お客様の信頼

を失わないためにも耐露管の布設による安全で

災害に強い施設の構築に遜進したい。
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

管路施設整備における地域水道
ビジョンとガイドラインの活用

郡山市水道局

局 長 佐 藤 満

刃■■■■■■■■■■■■■固■■ぜ

１。はじめに

本市水道jji業は､明治45年４月に東北地方

で3番|･Ｉの近代水道として給水を開始した｡以来

90有余年が経過し､豊かな水を次代に引き継ぐ

ことが上'i務と考え､平成14年４ﾉー lに郡山市水道

聯業堆木釧･画｢ウォータープロジェクトこおりやま

21」(以「WPK21)を策定した。

WPK21は､のちに地域水道ビジョンとしても活

川されるが､策定時は､水道法の一部を改正する

法律が施行された時期であるとともに､平成12年

度をピークに本市年間総給水ＩＩｔが減少傾向とな

り､早急な維営環境の改善を進めなければならな

い状況であった。このためWPK21は､２１世紀の

雅盤となる,１，f水準な水道の榊築を[ｌ指して社会

経済の変化､お客様ニーズを的確に対･応するとと

もに､効率的かつ効果的な逆燃により､一ﾙｻの経

営雅盤の強化を図る憂期的視点に立った基本

計画となっている。

木市では､WPK21と併せて向己評価の重要

なツールとなる｢水道事業ガイドライン｣の137項目

の業務脂標を平成17年に拭算･公表したが､今

ITil､WPK21の大綱の一つである｢安定的かつ

災審に強い水道づくり｣を踏まえ､方ｲドﾗｲﾝ業務

指標について考察する。

2.業務指標値から見た郡山市の状況と

老朽管の更新について

(1)経年管の更新

WPK21大綱に記す｢安定的かつ災害に強い

水道づくり｣として､本市では､破裂による漏水を

防止するため､老朽管の更新-1『楽を実施してい

る｡WPK21策定以前も櫛の強度が劣る石綿セ

メント符を対･象に､ダクタイル鉄管に取り替える事

業に狩手し､ほぼ完了した。､F成12年度に赤水

の発ﾉkや破裂､漏水の多い鋳鉄櫛をダクタイル

鉄櫛に更新する事業にも杵手した｡'11道の横断

部や狭|壌な道路にも埋設されていて､比較的口

径の大きいものがあったが､全体延長約11kｍを

平成17年度までに完了した｡この結果、緊急的

な経年管の更新は､比較的早めに進んだことか
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ら経年化管路率は低いものとなった｡また､種極

的な管路更新の必要性が和らぎ､近年の管路の

更新率は低い水準となった。

(2)管路の耐震化

本市の老朽管更新事業は､一部で耐震継手

管を採用したが､大部分でK形ダクタイル鉄管を

採用してきたため､耐震継手管より耐震性が低

いものとなっている｡このため､管路の耐震強化

を図る必要があるが､経年化管路率及び管路更

新の必要‘性が低く､耐霞化推進の阻害要因とな

っている。

このような現状を踏まえ､平成17年度から全面

的にＮＳ形継手管を採用し､管路の耐震化率の

向上を図っているが､災害に強い水道づくりを目

指すため､さらなる対策を講じなければならない。

(3)幹線管路の更新

現在､配水幹線更新事業を進めている本市で

は､漏水の多発している箇所の早急な更新手当

てが必要な状況もあるが､断水できないこと､大口

径であることから､代替ルート､更新工法の検討が

必要になるとともに､今後の水需要予測､それに

見合った施設整備計画等､全体の幹線更新を

見据えた工事の工区割等､事業進捗への配慮

が必要であると考えている。

３.おわりに

全国の水道が100％近い普及となり､施設拡

張から維持管理の時代を迎えた現在では､災害

などの非常時に対応可能な施設水準の向上が

求められている｡しかし､それらには莫大な費用と

長い年月が必要である。このため､水道事業者

は､お客様にご理解とご協力をいただけるよう､ビ

ジョンを掲げ､業務指標等の活用による事業の選

択･集中を推し進めるとともに事業の透明性を向

上させていく必要があると考える。

水道管路に関係する業務指標と指標値

番号 業務指標名 単位
指標値

平成15年度 平成16年度

2103 経年化管路率 ％ 1.2 1.3

２１０４ 管路の更新率 ％ 0．７１ ０．７６

２１０７ 管路の新設率 ％ 0.53 ０．５８

2202 幹線管路の事故割合(100kｍ） 件 8.5 14.5

2210 管路の耐霞化率 ％ 4.4 4.6

3０１８ 有収率 ％ 88.9 ９０．２

５１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼管率 ％ 75.3 75.8

５１０３ 管路の事故割合(100kｍ） 件 ５．７ 5.9

５１０４ 鉄製管路の事故割合(100kｍ） 件 1.1 3.0

５１０５ 非鉄製管路の事故割合(100kｍ） 件 21.5 15.8

５１０７ 漏水率 ％ 0.4 0.4

５１１１ 管路点検率 ％ 2３ 2３
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

宇都宮市における地域水道ビジョン
と耐震化計画についてと耐震化計画につい
一第２次宇都宮市上水道基本計画

宇都宮市上下水道局

水道建設課長関口修

河■■■ ■■■■■■■画画■■■■旨

1．地域水道ビジョンへの取り組み噛を実現するため､策定するものである。

第２次宇都宮市上水逆JIf本Ｉ汁画は､２１世紀 第２次宇部宵市上水道基本計illIiは､節４次

を迎えて､より硬の,闘い､１１．３水推の水道の構築に 宇部宵I1f総合計仙i基本構想の||標年次と合わ

向け､社会経済環境の変化や利刑者ニーズに的せ､平成１６年度から平成22年度の７ヵ年とし

確に対応し､計画的かつ効果的な水道ﾘ:業経た。

第２次上水道基本計画の骨格

計画の目標

計画の方向性

雄本課題

市民が安心し信頼できる給水サービスと経営システムの確立

公共の福祉の確保公共の福祉の確保’

･ライフラインの担い手として

の寅務の遂行

･市民皆水道の実現

･安定給水の確保

･良質な水の供給

･市民サービスの向上

l企業としての経済』性の発揮企業としての経済』性の発揮

･利川者負担の抑制

･迅速かつ柔軟な事業遂行

･IIi民サービスの向上

･経営の効率化

2.業務指標値(Ｐ1値）

「水道事業ガイドライン｣の指標を試算し､第２

次宇都宮Ilf上水道基本計画の政策､施策の稲；

理Ⅲ標としても活用していきたいと考えている。
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以下に、平成15年度の業務指標値(Ｐ1値)を示す。

主な業務指標値

番号 項目

２１０３ 経年化管路率(％）

２１０４ 管路の更新率(％）

２２０２ 幹線笹黙の泰故割l合(件／１００ｋｍ）

２２１０ 笹確の而ｵ鱒化率（％）

５１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％）

５１０７ 漏水率(％）

B・宇都宮市上下水道局における地域水

道ビジョンの施策および施策内容

第２次宇都宮市上水道基本計画において

は、「市民皆水道の実現」「安定給水の確保」

｢良質な水の供給」「市民サービスの向上と経営

の効率化｣における施策を定めた｡その中でも、

老朽管更新および管路の耐濯‘性強化策に特化

した｢安定給水の確保｣について抜粋した内容

を以下に述べる。

[安定給水の確保］

水道はライフラインとして日常の市民生活にお

いて極めて重要な位置にあることから､水道施設

の機能を維持･向上を図るとともに､災害や事故

に強い水道を確立する必要がある｡以上のことよ

り危機管理体制の充実や､応急給水施設の整

備･水道施設の耐震化を進めなければならな

い。

基本方針は､ライフラインとして市民生活の安

定を確保し､また限りある水資源を有効に利用す

るため､水源確保､漏水対策､災害･事故対策を

総合的､計画的に進めることとした。

1)漏水の抑制について

①老朽給・配水管の布設替え

漏水調査や漏水修繕のデータに基づき､老朽

鋳鉄管と老朽ポリエチレン管の布設替えを計画

的に実施して､より効果的､効率的に漏水や赤

水の発生を抑制する。

②漏水調査の計画的推進について

漏水調査については､老朽管の多い市中心

部を重点化しながら計画的かつ合理的な手法に

15年度値

6.4

1.0

0.0

0.6

77.9

10.8

より実施し､早期の地下漏水の発見と修繕の対

応を図る。

2)施設機能の維持･向上について

①水道施設の適切な維持･管理と長寿命化の

推進

水道施設の老朽度や消耗度を的確に把握す

るとともに､施設の長寿命化が図れるような整備

手法､工法を取り入れ､施設の機能や能力が長

期的にわたって十分に発揮できるようにする◎

3)災害や事故に強い水道の確立について

①水道施設の耐震化の推進

各水道施設は､基幹施設を中心に､その老朽

度を勘案しながら計画的に更新､改良を行うとと

もに､宇都宮市水道耐震化指針に基づき必要な

耐震化を行い､ライフラインとして災害に強い安定

した水道施設を整備する。

４．まとめ

本市の老朽配水管更新については､第２次宇

都宮市上水道基本計画に基づき着実に整備を

進めてきた。しかし､水道事業を取り巻く環境は

年々厳しさを増し､限られた財源の中で､効果的・

効率的に事業を推進するためには､現在進めて

いる老朽配水管更新の全体的な見直しが必要

となり､平成18年度から2ヵ年の計画で総合的な

｢老朽配水管布設替計画｣の策定に着手したと

ころである｡特に､管路の耐震化率は取り組みの

遅れにより､全国的に見ても非常に低い値にとど

まっていることから､新に策定される布設替計画

と絡めて､施工'性･経済‘性に優れた｢高機能ダク

タイル鉄管｣の導入を図り､管路の耐震化率アッ

プに取り組んでいく必要があると考えている。
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

さいたま市における地域水道
ビジョンと管路施設整備について

新たな維持管理の視点

さいたま市水道局給水音

工務課長下村政裕

ｙ

岨

‘Ｌｌ
ロ■■■■■■■■■画■■■■■■官

１．地域水道ビジョンへの取り組み

さいたまIli水道Ｍでは､前)j･の｢ダクタイル鉄

梼No.78｣で紹介している逆り、､F成１６年９月

に､平成32年度を目標とする｢さいたま市水道事

業長期榊想｣を発表している。

この災期榊想は､平成13年度から､､』1時の第

６期拡帳'１１:業I;|･両の見直しや水稲笈〕多測など

の捌在にｲri:Ｆし､雌終的に､水道,j雛群議会に

おける約1年にわたる審議とパブリック.コメントを

経て作成したものである。

更に､､F成17年10月には､１１』4生労働省より、

水道課奨名で､地域水道ビジョンの作成につい

て通達がなされたところであるが､その記紋鞭項

等通達内容を検討したところ､地域水道ビジョン

の要件を洲足しているところから､この腫期榊想

を､さいたまIlfの地域水道ビジョンとして位慨付け

た。

その上で､平成18年度から平成22年度までを

薪業期|州とする､長期構想に雌づいたr1,期経営

計画に雑づき､今年度､①安全､②安定､③危機

櫛理､④利川荷､⑤経営､⑥環境の６つの雄本

施策からなる､様々な方策にｲ‘fJきしたところであ

る。

この1人l､椅路施設整備に関しては､安定施策

としての給水区域のブロック化､老朽管の更新、

危機祷理対･策としての施設の耐漉化といった方

策を､粘力的に推進していくこととしている。

２.業務指標値（Ｐ1値）

平成１６年度のさいたまIli水逆Ｍにおける楢；

路施,没盤備に関する主な業務指標Ｉ１Ｉｌｉの試算結

果は､次ページのとおりである。

消綿楢;や老朽鋳鉄管を､計iIIii的に更新をして

きた結采､ダクタイル鋳鉄管･鋼符率は､97.8％と

かなり商率を示し､阪神淡路大喪災後の平成７

年度からは､耐震型ダクタイル鋳鉄櫛を拡張･吏

新の全ての笹路整備について､ほぼ100％の採

川をしたことから､管路の耐鰹化率も28.4％とな

っている。

その反面､現行の老朽符対･象稲；が減少した結

果､管路の更新率は0.4％とかなり低くなってき

ており､このペースでいけば､1汁鋪:上､現在の全
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管路を更新するのに､250年の月日を要することと

なる。

主な業務指標値

（16年度は､岩槻区を含まない､旧さいたま市の試算結果｡22年度値は､岩槻区を含む目標値）

番 号 項目 16年度値 22年度値

2103 経年化管路率(％） 2.4

2104 管路の更新率(％） 0.4 0.5

2202 幹線管路の事故割合(件／100kｍ） 0.6

2210 管路の耐震化率(％）

5102 ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％）

3.さいたま市の地域水道ビジョン

(1)さいたま市水道事業長期構想の特徴

「さいたま市水道事業長期構想｣は､《いつで

も信頼される水道》、《市民生活を支えるたくまし

い水道》、《人と環境にやさしい水道》という将

来像を実現するために､前述の通り､6つの大き

な柱からなる様々な施策を､包括的かつ効率的

な組合せにより推進することとしている。

中でも､本格的に､管網ネットワークの再榊築に

着手することとし､順次､統括ブロック(3ブロッ

ク)､施設ブロック(10ブロック)と2つのステップに

より､現在､一体となっている給水区域を､ブロッ

ク化していくことを目指す。

水質制御面からの安心､配水コントロール面で

の安定､漏水制御､電力消費量やＣＯ２の抑制

面での環境など､長期構想における複数の主要

施策目標を､この給水区域のブロック化により､同

時に目指すことができることが､この長期構想の

大きな特徴であるといえる。

(2)管路更新および耐震化目標値について

今後､様々施策を進めていく上で､業務指標

を活用し､それぞれ具体的な数値化目標とその

目標年次を設定していくことが大切であるが､当

市水道局では､試行的に設定しているものはあ

るが､基本的には､現在検討中である。

特に､経年化管路率は､2.4％とそれほど大き

な値では無いと判断するが､今後､高度経済成

長時代に､積極的に整備した幹線級の管を含め

たダクタイル鉄管が分子に算定され､この指標が

28.4 33.4

97.8

急速に大きな値になることが明らかなため､管路

耐震化率など関連指標を含めた早急な目標の

設定が急務であり､新たな維持管理の観点から

の､管路の延命･更新計画事業の立案が必要で

あると考えている。

４.管路施設整備の今後の課題

前述の通り､今後､法定耐用年数を迎える管

路が大亜に発生してくることにより､管路の維持

管理のあり方､特に老朽度診断と延命方策が今

後の主要課題であると考えている。

また､主要管路については､耐防食'性､耐衝撃

性あるいは耐震'性の観点から､今後もダクタイル

鉄管を中心に整備していくこととなると予想され

るが､最近､金属給水等との異種管接合あるいは

腐食性土壌や他工事による損傷が原因と見られ

るダクタイル鉄管の急激な孔食現象等も稀に見

受けられ､これらに対する対策や､更に給水装置

との一体的な考えに基づいた､ダクタイル鉄管を

中心とした新たな水道配水管網システムの提案

が重要な課題であると考えている。
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

越谷･松伏水道企業団
＜越谷市､松伏町刀における地域水道

ビジョンと管路更新

越谷･松伏水道企業団

企業長須捜消光

司国 ■ ■■■■■■■蘭■■■画圃画匝

１．はじめに

当企業団の給水区域である越谷市､松伏町

は､埼玉県の火南部に位置し､越谷市は､昭和

33年､松伏|IIJは昭和35年から各水道:IIf業休と

して水を供給しておりました｡その後､昭和44年

４月11-1に両市町全域の水道事業として当企業

団が発足しました｡以来､人口の増加及び生活

水準の向上と産業経済の発展に伴う水需要の

増加に応えるため､拡張事業を実施し､施設の整

備を進めてまいりました｡平成17年度末現征で

は､給水面破76,53ｋ㎡(越谷Iｉｆ60,31ｋ㎡､松伏

町16.22knlf)､給水人1..134万8,370人､年|Al総

配水並4079万2,450,3となっています。

２.地域水道ビジョンについて

近年､全1.lil的に人口減少に転じる自治体が増

加する中で､当企業団では､区域内の人1-.1はし

ばらくの間増加が統くものの今後数年のうちにピ

ークをむかえ､減少していくものと予測されており

ます｡さらに､ライフスタイルの多様化､節水意識

の高まり､節水機器の将及､少子高齢化､火1.1

使用者の水道離れの影騨で水道事業はこれま

でと異なるIIjIniを迎えております。

水道事業を取り巻く環境が大きく変化する１１．１

で､厚生労働衿による｢水道ビジョン｣が公表さ

れ､それぞれの水道聯業体は地域特性に適った

将来計画を定め､聯業経営を行うよう求められ

ております。

こうした状況を踏まえ､平成１８年３月に平成

18年度から平成２７年度までの10年間をI;|､lIlIi

期間とする｢水逆‘１１:業雄本計画2006｣を策定し

ました｡この1汁lIl1iをl1j[生労働省の示す｢地域水

道ビジョン｣と位縦づけ､｢安全な水の安定給水

をめざして｣､｢給水サービスの向上をめざして｣、

｢持続可能な水道'１１:業経営をめざして｣を施策

の柱に､事業経営に取り組んでまいります。（施

策と事業については､同１のとおり）
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図１（水道事業基本計画2006の施策と事業） 3.水道管路の整備について

当企業団では､創設以来人口の増加や生活

水準の向上に伴って増え続ける水需要に対し､３

回にわたる拡張事業を行ってまいりました｡また

水道事業基本計画に基づき､配水管網の整備

拡充､老朽管の更新など積極的に推進してまい

りました｡老朽管更新の整備内容としては､経年

化した石綿セメント管(ＡＣ管)については､昭和

62年度からダクタイル鉄管への布設替えを実施

しており､その後阪神･淡路大震災を契機として

平成8年度からは､耐震性の強い継手(ＮＳ．ＳⅡ

等)を有したダクタイル鉄管への布設替えを実施

しています｡なお､平成16年度末において､布設

替え可能な箇所は概ね完了しており､平成17年

度末のＡＣ管の残延長は､約13,9kｍ｢構成団体

の土地区画整理事業と都市計画道路事業等の

進捗に合わせて実施する｡」となっています。

「水道事業基本計画2006｣では､ＡＣ管の残

延長分の布設替えを継承するとともに､赤水等の

原因となる普通鋳鉄管(ＦＣ管:平成17年度末

約5,6kｍ)の布設替えについても平成18.19年

度の主目標として取り組むこととしており､管路の

耐震化率を現在34％から50％にまで整備する

計画となっております｡また配水幹線のうち､口径

400ｍｍ以上の大口径管について､継手部の状

況を調査し､腐食した継ぎ手ボルトの補修を実施

してまいります。

なお､これらの配水管の整備は､耐震化のほ

か､区画整理事地内の整備や給水不良地区の

解消､配水区域の2大ブロック化なども目的として

おります。
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４．おわりに

今後の課題として､必要最小限の人員と限ら

れた財源の中で管路などの施設の更新事業を

適切かつ効率的に行わなければなりません｡こ

のため､｢水道事業基本計画2006｣の進捗管理

等に｢水道事業方ｲドﾗｲﾝ｣の業務指標を活用し

ながら､事業経営に取り組んでまいります。
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

千葉県水道局の地域水道ビジョンと
危機管理対策

千葉県水道局技術部

計画課長三浦明

司国■■■■■■■■■■国■■■■■

1．地域水道ビジョンの取り組み

県営水道は､昭和11年に給水開始して以来、

増大する水稲要に対･処するため､数次にわたり

拡張事業を亜ねた結果､県民の約半数に当たる

279万人に給水する大規模広域水道に発展し

てきました｡この間の事業運営に当たっては､5か

年ごとに「'1$業計画(平成13年度～平成17年

度)」を策定し､班業の効率化や財政の健全化

を似|りＩ汁1iIIi的に実施してきたところです。

しかしながら､２１世紀を迎えた今11,少子｡i(､獅

化の進行､顔発する地震等に対する危機管理

対･策の確立等の課題を有するなど､水道事業を

取り巻く蝋境も大きく変化しています。

県営水道では､こうした状況を踏まえ､当面す

る今後5か年間の経営指針とするため､厚生労

働省から示された｢水道ビジョン｣を参考とし､地

域水逆ビジョンに位徹づける｢千染県水道局中

期経営1汁lllli(平成18年２月)」を策定しました。

特に､水道は県民の生活や経済活動を支える

第１級のライフラインとして非常に砿要と認識し、

東海地鰹や都市Ⅱ聖〔下型地鰹の発生の可能性

がI(‘はっている現在､「I'1期経噛I;|･lIl1i｣の4つの

基本'1標の1つに｢地震等の非湘昨にも強い水

道を1-l指す｣を掲げ､非常時に迅速な初動体制

を確立するため｢危機管理体制の允実｣と水の

確保と災害に強い施設づくりをll指す｢震災･渇

水等対･策の推進｣に取り組むこととしました。

なお､この計画の策定に当たり、蛎業懇談会

における需議､お客様アンケート､パブリックコメン

トを通じ､有識者･お客様のご意見を踏まえて取り

まとめたところです。

2.危機管理対策

(1)危機管理体制の主な取り組み

◇今後の少人数体制などを兇掘え､中長期的

な観点から新たな危機櫛哩のあり方を検討し、

これを踏まえ､各種マニュアルを適宜見直しま

す。

◇電話不通時にも対･応可能な桃帯電話のメ

ール機能をした｢非常時職典参集システム｣お



ア組織・職風数の計lﾒｌｉ的な管理
イ給与の適正化
ウコスト縮減

エ民間的経牲手捗の禰川
オ資産・資金の称効活川

ア業繍評価とⅢ棟符剛
イ経営分断の活川

ウ梢報化の推進
エ料金体系の研究

オ将来の縄営形態神の研究

ア水遊技術拠務研佐の充災
イ外部機関制１Ｍ研佐惇の活Ⅱ）

ア職、の能力の向止
イ国際貢献

ア宅地内鉛給水符更新助成制服
イ米符及地区の杵及促進

ウ商度浄水処珂水の給水区域初

ア検針・収納-限統さの多槻化
イ接存マナーの向上
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ア広聴サービスの充拠

イお容様満足度の卿lニ
ウ巡回サービス11〔の配偏

ア情報狐洩防止対粛の強化
イ傭側資巌梼瑚の強化
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3.今後の対応

計画目標を明確にして､事業の進捗状況を適

切に管理するとともに､その達成状況について

は､有識者等による第三者機関により客観的な

評価を得ることとし､より効率的･効果的な事業運

営に努めてまいります。

また､目標や達成状況の評価を公表することに

より､お客様への説明責任を果たすよう取り組み

ます。

よび｢被害情報収集システム｣を整備し､非常

時の情報伝達機能の向上を図ります。

◇県や関係市村との通信手段を確保するた

め､防災行政無線を整備するとともに､震災時

の停電に対処するため全ての事務所に自家

発電設備を設置します。

◇各種実践的な訓練強化と､関係市村や応

援事業体などの参加による総合的な訓練を実

施します。

(2)震災･渇水対策の主な取り組み

◇水源や給水の確保を充実

するため､水源の他水系化や本計画を着実

多様化を進めるとともに､他事

基本目標と主要施設

本計画を着実に推進するため､4つの基本目標と14の主要施策を定めました。

水禰要の兇油しと供給施故能力

水源の安定化

施設粧伽の惟巡
効率的な水迎川

安全でおいしい水づくりの推進

水質箭理の強化

高度浄水処理施設の推備・研究

の推進

クリーンエネルギーのｲ１.効活川

街エネルギーの椛進
資源のｲi効利川

環境側併許の蛎定・公災

ア
イ
ウ
エ
ア
イ
ウ

業体と連携を強化します。

◇施設の耐震化と復旧の迅

速化を図るため､以下のとおり

浄給水場や管路等の耐震化

を行うとともに､配水区域の細

分化を進めます。

･管路の耐震化は､耐震継手

について阪神･淡路大震災で

有効性が明らかとなり､軟弱

地盤等に採用してきたところ

でありますが､平成18年度か

ら管路の更新にあわせ全てに

採用することとし現在の耐震

化率の4％を平成22年度まで

に10％を目指します。

・浄･給水場の耐謹化率は、

現在90％であり､重要度や緊

急時の高い順から整備を進

め､５年間で95％までの向上

を図り､最終的には100％の

耐震化率を目指します。

・大規模災害時においても４

週間以内の復旧を目標とし配

水区域を33区域から段階的

に62の配水区域に細分化し、

より復旧時間の短縮を図りま

す。

(13)危樋管理体制の充実

千葉県水道局の地域水道ビジョンと危機管理対策

(1.1)蔑災・渇水等対策の推地

宅地内鉛給水符更新助成制度の検討
米符及地区の杵及促進

商度浄水処珂水の給水区域拡大

検針・収納-限統さの多槻化
接存マナーの向上
バリアプリー化の推進

広報の充丸

広聴サービスの充拠

お容様満足度の向止
巡回サービス11〔の配偏

情報狐洩防止対粛の強化

傭慨資巌梼瑚の強化

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ア
イ

危樋管理体制の独化
非常時職仇参製笹理システム
の整伽
施設及び符路の綾嘗愉餓収築
システムの鍍鯛

防災行政無線及び、家発迩
設備の充爽
各種情報通1↓『乎段のｲi効活用
と通信ネットワークの構纂

市村との連携強化
各穏実践的な訓練の強化

水源と給水の砿保

施設舘倣の惟巡

目標４
地霞等の非常時

にも強い水道を目
指します。



1．地域水道ビジョンへの取り組み

八千代市において掲げる第３次総合計画基

本椛恕は､雄本理念｢一人ひとりの市民が尊亜

されるまちづくり」「生活荷の視線で見たまちづく

り」「パートナーシップによる口立できるまちづくり」

のもと､将来部市像を｢一人ひとりが幸せを実感

できるﾉﾋ活都市｣とし策定した。

我々､八千代市上下水道脇は､将来都市実

現のため､以下の基本

雛
平成1８．１０鋪７９牙

価値観が多様化し､節水意識等の高まりも相ま

って､市民の水道に対･する要望は､並から質へと

移り変わっている。

今後も良好な水道水を安定して供給していく

ため､老朽化した水道施設の整備･更新を進め、

i耐震性の強化による配水施設の漏水防止､沖‘

水処理の改善､衛生対･策や環境保全への対･応

のほか､人口増による水需要に対応するため､水

画■■■■■■■■■■■■■■■■丘

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

八千代市における地域水道ビジョン
と災害･環境の強化策について

－(第３次総合計画基本構想)－

方針を火現する。

現況と課題

本市の水道は､昭和

42年に給水を開始して

以来､今日まで自己水

源(地下水)と北千葉

広域水道企業団から

の受水による水源を碓

保し､安心して飲める、

安全でおいしい水の安

定供給に努めてきた。

近年､生活様式および Ｌ

八千代市上下水道局

維持管理課長氏家 稔

■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■匠
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八千代市における地域水道ビジョンと災答･環境の強化策について 3９

源の確保と保全､水資源の有効利用を含む総合

的な水運用に取り組んでいく必要がある。

基本方針

水需要の変化に対応し､継続的に安全な水を

安定供給するため､浄水･配水施設を渇水や地

痩に強い施設に整備し､環境にもやさしい｢いつ

でも信頼される｣良好な水道水の供給を進める。

主な業務指標値(P1値）

番号 項目 15年度値

２１０３ 経年化管路率(％） 37.1

２１０４ 管路の更新率(％） 1.5

２２１０ 管路の耐震化率(％） 19.3

5１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％） 67.0

２.業務指標値(Ｐ1値）

「水道事業ヵｲドﾗｲﾝ｣による業務指標を試算

し､第３次総合計画基本構想の政策に活用して

いきたいと考えている｡以下に､主な業務指標値

を示す｡また､石綿セメント管の更新率を現況値

38.8%から､平成22年度までに59.9%にすること

を目標とした。

3.八千代市における地域水道ビジョンの

施策および施策内容

本市においては､「水道の運営基盤の向上」

｢安心･快適な給水の確保」「災害･環境対策の

強化｣毎に施策を定めた｡その中の災害･環境

対策の強化の施策を以下に示す。

災害･環境対策の強化

①取水･配水の効率的運用のために､水管理

センターの建設を検討し､取水･配水の効率的

運用を進め､環境負荷の低減を図る。

②有効率向上のために､漏水調査を継続的

に実施して漏水量の減少を図り､有効率の向上

および漏水に伴う二次災害の防止に努める。

③緊急時対策の推進のために､各施設の耐

震診断およびそれに基づく耐震化工事を進

め､地震などの災害に強い施設づくりを進める

とともに､災害時の給水拠点箇所に緊急用貯

水槽を設置する｡また､衝撃に弱く､漏水の原

因となる老朽管の石綿セメント管を耐震性のあ

るダクタイル鉄管に布設替えし､管路の耐震化

を図るとともに､管網の再整備に努める｡地霞

等の災害時において市民へ飲料水を円滑に

供給するための機材と､施設復旧に必要な非

常用機材を計画的に購入し､備蓄に努める。

４.高機能ダクタイル鉄管の採用について

本市においては､阪神･淡路大震災を契機に、

配水管に離脱防止継手ＳⅡ形を平成7年度から

採用した｡その後､平成10年度にＮＳ形､平成１７

年度には内面エポキシ樹脂粉体塗装を採用し、

良好な水道水の安定供給を目指した管路整備を

進めている。

5.当面の課題と対応

本市水道の普及が著しく進展した昭和40年

代に､価格や施工性などから布設された､石綿セ

メント管が多く残存している｡また､浄水場などの

水道施設についても同じく建設後30年以上経

過しているため､老朽化や劣化が進んでいる状

況である｡石綿セメント管については､昭和56年

度から計画的にダクタイル鉄管に更新している

が､今後も他の水道施設の拡張･改良等と均衡

に配慮しつつ､全体的な施設のレベルアップを図

っていくことが重要な課題であると考えている。し

かしながら､これらの施設整備には莫大な事業費

(平成22年度まで110億円)を要することから､そ

の資金を独自に負担することは極めて困難であ

るが､内部留保資金､企業債および補助制度等

を活用し第３次総合計画基本構想に基づいて

推進して行きたいと考えている。



丑

ダクタイル鉄概 平成１８．１０鋪79)）

|②効率狗な綴懲による適正料謹

ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

横須賀市における地域水道ビジョン
と管路整備計画について

～(横須賀市上下水道事業マスタープラン２０１０）～

くう繊毛
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沙横須賀市上下水道局

施設部長金井′|坑司
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|…で安全な生活空側の確侭

１．地域水道ビジョンへの取り組み

社会情勢や環境の変化に即応した水道蔀業

を迎駕するためには､従前どおりの物事の考え方

を排除し､発処1や視点をI|噴換して．'ＩＦ業の両:榊築

を似|らなければならない｡横須鮎|了上下水道局

としては､平成16(2004)年11)lに｢上下水道二，伽

業マスタープラン2010｣を制定した｡この計両で

は､水道サービスとド水道サービスの｢お客様の

満足度を雄大化する｣ことを経営11標とし､さまざ

まな角度から水道事業と下水道小柴に取り組む

べきJ1L本方針を示した｡経憐||標を達成するた

めに､６つの柱をたてて取り組んでいく。

恥'露侭諏堂左

地域・社会との共生

、
地i垂・識今去の共生

ＣＯＳＴ：Ｉ厩f誇お客観の互見老取り入れ、バランスの

取れた的砿な頚業諏営を弛逃する。

ー＝

4０

|③安全趣*の峰

|⑥護ちのうるむいときれいな川や測の剛幽

ＱＵＡＬＩＴＹ：尉却と１

、一一一一一一一一一一一一一一一廷一二二二二ニノＬ離職壁一二二1ノ２.業務指標値(Ｐ1値)の活用

本Iljマスターフqランでは､水道事業の政策､施の指標を試算し､小葉運営の適正化に活川して

策に関する16項目の独自群理指標を設定し進いくことにより雌小の経費で最大の効果を迭ﾉ父

↑｣袖;理している｡さらに､「水道1f業がｲドﾗｲﾝ」し､事業の剛みを強みに､強みをより強く｣して

業務指標値(Ｐ1値)の例

織安】こした給水

－______垂之______、〆

Ｉ・水質冠更当口宰_'の狸堅

Ｉ・水諏水質の晦薗保全
Ｉ・姑水の安全性の麺累
Ｉ・始水該塑への水闘保全の馳置かけ」
、一一一一一一一一一一一一一一一一一"

貢Ｏシ
〆一ー一一一一一ーー一ーー一一一一一

、

’・建合的江痘唆彊Zi用体溺の槻蕊．Ｉ

｜・老福淀産の更訴･璽偏
｜・給水の安定した唾画理朋

１，・災題･危湿f錘聖対賑の充災一一一一一一一一一一一一一一一一一″

くこシ
ド，汚水感伽の推進
’・症段の良好な保全

’・歳鱈の於咽笹理の向上
’・湿水対顕の抵迦
、一一一一一一一一一一一一一一

くこシ
ゲーーーーーーーー一一一一一一一ー一雨

・公共用水域の水E51句上
．まちのうるおいと活力の向上

稀癖

2103

2104

2202

2２１０

5１０２

項目

経年化管路率(％）

管路の更新率(％）

幹線管路の！ji:故荊合(件/100kｍ）

管路の耐獲化率(％）

ダクタイル鋳鉄櫛鋼笹率(％）

１６年度値

11.3％

0.5％

0.3

17.2％

76.4％

22年度価

20％以下

0.7％以上

0.3以下

21％Ｌ

78％程度

』上

備考

S40年代の管路の経年化

将路更新率向上

組織的事故対応能力の維持

廼新－１Ｆ業に＃

耐渡櫛極の杉

せ耐震化推進

用
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３.安定給水できる健全な都市資産を引

き継ぐための取り組み

水道.ljl:業は､厳しい財政状況のI|'でも､木市

の目指す活力ある都市づくりを支えるライフライン

としての使命を果たすと同時に､部市資産として

の健全な水道施設を次世代に引き継ぐ責務が

ある。本''７では､水道.'1f業の根本的なサービス

である安全で安定した水道水の供給は､一定の

水準に達しているものと考えている。

この施設水準を維持･向上させるため､適切な

維持櫛理により､施I没の延命化をIxlり､併せて

老朽化した施設の史新により､施設のl耐震性強

化などを行う。

１）維持管理時代の施設更新

水道‘l「業は､施設潅業であることから､膨人な

施設資産を有しており､施設の史新には､多額

な費剛を必要とする｡特に､高度成長期(昭和

40～50年代)に建設した施設が経年劣化し､更

新時期を迎えるにあたり､越設投盗と財政とのバ

ランスが大きな課題となる。

水需要が減少する時代には､既存施設を有効

に活川するストックマネジメントの視点が寵要とな

る｡また､施I没の余裕能力を活川し施Ｉ没を再椛築

するといった戦略的な更新計画が必要となる。

２)災害に強い水道システムづくり

都市４１蝿施設である水道は､|坂神･淡路大漉

災､新潟県rliI幽地鯉の状況でも分かるとおり､人

規模地震などの災害時にも､生命を守るライフラ

インとして砿要な施設である。

木Iliは､全国に先駆けて昭和54年度(1979年

度)から鰹災対･策事莱に杵手し､.i§要水道施設の

耐震性強化や応急給水施設の配備を猿極的に

行ってきた｡しかしながら､関東大漣災と同規模の

地震や阪神･淡路大鹿災規模の1111:下狐地震が発

礁した場合には､約1,400kｍに及ぶIlr内水道榊

路では､多数の管路破批が予想され､ある一定期

間は広域的な断水が発生するものと考えている。

今後とも､更新本業に併せて主要水道施設やlIIid

水管路網の耐震性強化を効果的に実施していく。

布殴閥〈但円Ｉ

６０００

Ｉ

いきたいと考えている。

業務指標値(Ｐ1値)の施設に閏する現在と将

来のI｣標ｌｌｌｌＩを表に示す。
０
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０
０
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横須f‘(市における地域水道ビジョンと稲:路』悠備,;１．画について

５．管路更新の今後の対応

櫛路施設は､全施投資産の約70％を占める

ため､符路更新小業は水道事業全体に影糾を

及ぼす重要課題である｡このため､2000年度か

らINid水笹路の機能診'析に取り細んでいる｡

機能診断は､マッピングシステムデータから粘

度の商い解析モデルを生成し､水理水賀解析を

行い全智路の基本性能を定{1t的に把握した｡さ

らに､腐食性地盤データ､地鯉時の地盤危険度

データを管路データに里：ね合わせて事故リスク、

地鰹リスクの定岐化を行った｡これらから､水理、

水磁､!』＃故､地鰹の4つの側l前から得点化を行

い､櫛略史新優先順位を設定し､さらに､配水ブ

ロックiii位の椅網特性を明らかにしている。呪

在､史新優先管路を更新することにより笹路網と

しての機能向上をＭる更新計.lIIIiの策定に収り

組んでいる。

木11iでは､ダクタイル鉄管が60％を占め今後とも

主力符極と考えており､ＮＳ形耐渡播路等への更

新により而的耐漢性能の向上を似Iりつつ､安定し

ておいしい水の供給を次世代にリ|き継いでいく。

８

１１

以前ＴＯＴ１４Ｓ５Ｓ１５Ｓ２０Ｓ２５Ｓ３９Ｓ３５Ｓ４０Ｓ４５Ｓ５０Ｓ５５Ｓ６０Ｈ２Ｈ７Ｈ２２Ｈ２７Ｈ３２

4.管路更新および耐震化目標値について

経年化率､耐渡化率を以下の施策で'1棟iIIIi

を達成する。

[経年化祷路率ｌ呪住は規絡外である水道杵

で､湖水瓶故や濁水の原肱lになる老朽櫛(cll〕

等)をI;'.'山i的に史新整備し､､Iえ成22年度(2010

年度)までに解洲する。

[耐獲化率]災害時の配水符の破樋等を減少さ

せるため､その地盤に適合するように配水榊路を

更新し､|耐震性適合率を向上する。

llI

lllll

§畷Ｉ認認識灘識駒一か
可Kl述の凸＆狙届皆麓時塾深更嵐する．

←:鯉雛雛W鶏÷
Ｉ醗態紫淵縦識

１．，１１』‘’

実績‘ ＊計画

lllIlＩ 刑’
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

静岡市における地域水道ビジョンと
耐震化計画について

－静岡市水道事業基本構想｡基本計画一

静岡市企業局水道部

参与兼水道建設課長

近藤徳司
～ﾙ‘、！'哩､‘~』４患

日 ■■■■■■■■■■■■■■■■庁

１．地域水道ビジョンへの取り組み向をIﾘlらかにする｢細剛市水道訓業堆本構想･ＪＩＬ

、I見成15年411に静岡市と満水市が合併して新し 木計画｣を策定しました。

い静岡市が誕化し､また､さらなる飛躍をIl指して、

平成17年4jllllに｢政令指定都市｣へと移行しま２.主な業務指標{直(Ｐ1値）

した。「活発に交流し価ｉｌｉｌｉを創り合う自立部市｣を将来にわたり､健全で安定した水道施設の椛築

テーマに､静岡市総合計画を策定し､この総合【汁画を目指すには､基盤施I没である取水､導水､浄水、

の11'で位獄1,1．けられた｢きれいな水を守るﾈｯﾄﾜー 送・配水施設を強化する必要があります｡一方､施

クの榊築｣を|l指して､新｢'1if岡市｣にふさわしい設の維持櫛理蜜､老,|;ﾉj化した施没の更新事業に

｢安全な水の安定供給｣のために上水道の幣備を要する経出の増加に加えて､企業Ｉ１ｌｉの倣還経費な

計画的に進めています。どにより､支出面において厳しい状況にあります。

木市水道覗業は､地震対･策､配水区域の兄直しこのようなことから､今後､計画的な覗業の推進、

による水運川､新たな社会'liIi郷に対応した水道の進捗状況の管理等において種極的に業務指標1,,1〔

経常形態など様々な課題があります｡こうした背鼓を活川して』jI:業を実施していきます。
のもと､これまでの長い歴史を持つ旧両市の水道

の特徴を生かしながら､新市にふさわしい｢新たな ３.静岡市水道事業の地域水道ビジョンについて
都市(まち)のＩﾘ１１１に向かう水道｣を基本理念とし、

（１）地域水道ビジョンの特徴
|l指す目標を掲げ､今後の水道覗業の進むべき方

目標達成の施策体系として､雑木榊想における

主な業務指標値

番号 項'１ １６年度値

２１０３ 経年化杵略掛蔓(％） 9.6

２１０４ 管路の 』新 緯(％） 0．３９

2２０２ 幹線符路の噸故割合(件／100kｍ） ０．０

2２１０ 管路の耐漉化率(％） 7.6

５１０２ ダクタイル銚鉄笹･鋼櫛;率(％） 7５．６
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●ぬホリーピズ⑩JE災

●画７”昼画Ｋ兜RKコミ茎ニヶーシコンの制函グ
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誌志詞ｊ

｢安定した給水の確保｣、「安全性の確

保と快適性の向上｣、｢地震･渇水対策

の充実｣、｢環境保全の推進｣、｢職客サ

ービスの向上｣、「経憐の健全化」の６

つの雑木方針を柱として基本施策を掲

げ､新しい都市にふさわしい水道：'ji:業を

推進し､,;|･画的に実施していきます。

(2)災害や渇水に強い水道の確立

平成７年１月に発生した｢阪神淡路

大震災｣、平成１６年１０月に発生した

｢新潟ﾘI1JII越地鰹｣は､災害時のライフ

ラインとして､水道水の供給の亜要性を

再認識させました。

今後]多想される東海地震などの被害

を雌小限に抑えるための基幹施i没の耐

震化をはじめ､以下に示す地愛や渇水

1.1Ｍ蝦燈麺既諒司

』鼎雨詫､芦~唾…ｴﾑｭﾛ。ｎ画

oｸﾘー ﾝｴﾈﾉ渉告の抱理
尤測児亜包シスデムのｎ入

f錨､当時扇曹弱諏雄１t~ｌ

●支室q哩監ご莞⑭誼侭

再鳥楠喧圃阿
■釦ｴ歴Ｈ◆▲ｆＪ２１'1⑳ZRh1

オ:mljn皿ｼクー のj“壁hZノロ'アク化

６W坪川頂死水

姉吊毒ｒＷ

毎
■

■
戸

一
四
●
一

宜愛唾ﾛ壇ンクー:郡ヨ

･*ftm陵･更認“化
寸間慌F躯ヌユ滅嵐

,!n1mIliにおける地城水道ビジョンと耐漢化I汁IIIIiについて

.Ｂ~$.Ｔ頭Ｆ塵3幅

●人ＷＱｍｌＲと璽園

●即脳鳳盟③極に
ｐで』いや則や】いい乳再

･‘1重…唾§
’１

,‘畠調

時においても運用できるシステムの充実を同ります。

①災害や事故時の安定給水のため､各配水拠

点間に連絡管をＩ没|,ザIiし､水の朴Ｗｆ運用を図り､主

要施設を管路で瑚状につないで､バックアップ体

制を強化し､管路のネットワークを形成する。

②消水地区の谷津浄水場から大平山配水池へ

の送水管路は配水{,tの90％を占めている主要

送水神であり､この櫛路に鞭故などが発生した場

合､配水に多大な影響を及ぼすことが想定され

る。したがって､このようなリスクの解消や大､Ｉえ山

配水池の負担軽減を|｣的として送水管路の似線

化を行う。

③木市においては､被災後３１１問一人－１１３，

の水を確保するために非常用耐震性貯水棚を盤

術してきた｡今後も､引き続き給水拠点の悠附を

図り､必喫に応じ大型非常川耐鰹性貯水棚の膿

備も行う。

④施投や管路の補強や耐・震化を進めてきたが、

まだ盤備されていない施設がある。今後は､耐鰹

化対･策を行っていない重要な施i没を中心に耐獲

診l折を行い､創設時の管路も含めた老朽化施設

の更新と合わせ､必要な補強や補修などの盤備

を行い､災害に強い施1没をF1指す。

副
産
山

川し､平成10年度からは､送・配水櫛にかかわらず

１１径300ｍｍ以上は原則S形､ＳⅡ形符を使用して

参りました。

これらの取り組みを受け本市の水道榔路の耐鰹

化率は､送水符においては､38.6％(平成17年3)ｊ

現在)となりましたが､導・送・配水管全休での耐鰹

化率では7.6％であり､ＰＩ脂標として定批された｢耐

鰹化率｣としては､とても満足できる水堆ではありま

せん。

「水道ビジョン｣で達成すべき施策｢i標として｢基

枠笹路を中心に管路網のl耐衷化を進める｡早期に

達成する｡」施策が必要となっています。

これら課題を解決するため､基幹櫛路の一聯の

耐震化と合わせ､経年稲:の布設替.，h業での小1.1

経配水櫛における|耐渡御採川でＮＳ形櫛の試験採

川（100ｍｍ～250ｍｍまで)を平成17年度から開

始しました｡そして､平成18年度から鋳鉄管管路小

柴にはすべて耐震管のＮＳ形管を使川し､静岡市

企業局主雌の｢ＮＳ符技能識習｣を'1本ダクタイル

鉄梅協会の全面支援を受け､７月末11までで約61,1

の実施を行い管業者の識習会が修ｒし､施工体制

を確立することができました｡これからは､一般土木

某荷を主体に術習会を予定しています。この場を

僻り､協会の特様にお礼I|'し上げます。

また､'''1-1征のｓⅡ形樋:を､経済性や施工性に優

れたＮＳ形櫛に替え､ｎ経500ｍｍ以_'二の管につい

ても､Ｓ形､ＫＦ形管に替えＮＳ形笹の採川を検討し

て参ります。

これらの取り組みが､ＰＩ掃標の｢耐漉化率｣を向

上させ、「水道ビジョン｣の実現につながるものと期

待しております。

嘗蕊

４.今後の水道管路耐震化への取組について

本市は静岡市水道堺業｢雑木榊想」「Ｊ１喋本計

画｣を策定し､施策に水道椅路の耐漉化を挙げ､地

震災害等に備えるべく従来からの取り組みを蹄ま

え､検討を進めてまいりました｡耐渡管採用の歴史

は､主に静岡地区で昭和５５年度から送水櫛でＳ

形､ＫＦ形符の使川をはじめ､､|Iえ成７年度より１１経

300ｍｍ以ドにおいても必要簡所にＳⅡ形柚:を使
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画■■■■■■■■■■■■■■■■丘

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

岐阜市の現況と地域水道ビジョン
について

岐阜市上下水道事業部

部長北川哲美

■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■旨

１。はじめに

岐唯Iiiは､平成18年１月１日に隣接する柳津

町と合併し､面稜約202kｍ2､人口約42万人の

｢新岐恥市｣が誕生した｡これに伴い､水道事業

も給水人1.二.'約36万人､一||最大給水'1t約16万

ｍ3,1肥水笹延長約2150kmとして､新しくスタート

したところである｡現在､平成15年度策定の｢岐

阜市水道張業基本!;|･両｣において定めた『安全

な水蹴･安定給水の確保』、『災'拝対･策等の充

実』、『経営の安定した水道鞭業』の些本方針を

基に､上水道第９期拡張索業､第３期水道整備

事業を鋭意進めているところである。

２.地域水道ビジョンへの取り組み状況

平成16年６月に厚生労働省から｢水道ビジョ

ン｣がボされ､平成17年10月には｢地域水道ビジ

ョン｣の策定についての通達を受けたところであ

る。これを受けて､木11丁における当而の｢地域水

道ビジョン｣として、「岐阜市水道Ｊｌｆ業藤本計画

書｣を位侭づけたところである。これには､平成1５

年度よりﾊIil辺市町村と岐I;1.11i広域合併脇i議会

を設置し､､I之成17年度末の合併を１．I指して協議

を重ねてきた背景があり､新たな｢地域水道ビジ

ョン｣の策定については､合併後に合併市町村

の状況を蹄まえたｋで策定することとしたからで

ある｡スケジュールについては､平成19年度の策

定に向け現在検討･中である。

3.現状の業務指標における考察

水道櫛路に関する主な業務指標と指標値を

表に示す｡この指,標値について､本市水道:蛎業

の基本方針の1つである「災害対策等の充実」

の観点から考察したい。「2104管路の史新率

(年間における更新率)」はドがっているものの、

｢2103経年化管路率｣からは全体における管の

更新が進んでいると言える。併せて｢2210管路

の耐震化率」も若実に向上している。また、

｢5102ダクタイル鋳鉄梅･鋼符率｣も倣かではあ

るが上向きになってきており､整備の効采が伺え

る。また､もう１つの方針である｢安全な水衝･安
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定給水の確保｣の観点からは､「2103経年化管

路率｣の減少にも関わらず､「5107漏水率｣のは

っきりした低下が見られないことや「3018有収

率｣の大きな向上が見られないことから､今後､更

に老朽管の布設替えを進める一方で､漏水の原

因究明にも努めなければならないと考えている。

４.今後の対応

今世紀前半の発生が予想される東海､東南

海､南海地痩が同時に起きた場合､東海地区を

中心に広範囲に亘って水道施設への大きな被

害が予想され､その復旧には1年半以上かかると

の専門家研究グループによる想定結果が最近の

新聞で発表されている｡前述のとおり､配水管路

の耐震化を進めているところであるが､こうした災

害による影響を見ると､更なる耐震化を進め､非

常時に備えなければならないと考える。しかしな

がら､水道事業を取り巻く状況は､社会経済状況

の停滞に加え､水需要の低迷等により大変厳し

いものになってきている。

こうした状況を踏まえ､経営の効率化､合理化

を図るため｢岐阜市上下水道事業中期経営プラ

ン｣を策定し､経営の安定化に向けて努力してい

るところである｡今後､より効率的･効果的な耐震

化整備が求められるところであるが､こうした業務

指標値を把握することで事業の客観的評価や

他都市の比較ができることから､今後の事業に役

立てたいと考えている。

表水道管路に関する主な業務指標と業務指標値

番 号 項 目 14年度値 15年度値 16年度値

2103 経年化管路率(％） 13.0 11.3 9.8

2104 管路の更新率(％） 2.4 1.5 1.4

2107 管路の新設率(％） 1.4 1.1 1.3

2210 管路の耐硬化率(％） 2.0 ３．６ ５．０

3018 有収率 74.4 74.5 74.9

5102 ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％） 45.8 46.7 47.3

5103 管路の事故割合(件／100km） 0.5 ０．４ ０．４

5104 鉄製管路の事故割合(件／100km） 0.1 ０．１ ０．１

5105 非鉄製管路の事故割合(件／100km） 0.8 0.7 ０．１

5107 漏水率(％） 20.1 19.1 19.2
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

鈴鹿市の現状と地域水道ビジョン
について

鈴鹿市水道局工務課

計画グループﾘーダー水野孝夫

■■■画■■■■■■■■■■■■■官

１．はじめに

鈴鹿市の水道事業は鈴鹿川の地下水を主水

源として､昭和25年に給水を開始して以来拡張

,lIf業を埴ね､平成15年４月にすべての簡易水道

の統合を終え､平成17年度末現在で給水人’’

約19万8,000人､普及率99.8％の蛎業規模で、

111最大８万7,000,3を配水している。

水道水源の内訳は､全体の約80％を鈴鹿川

の地ド水に依存し､約15％を用水供給郡柴から

受水､残りを鈴鹿山系の渓流水でまかなってい

る。

当市には自動車産業を中心に多くの企業が立

地し､伊勢湾岸の内陸-1二業都市として発股して

きたことから､水道水についても工業用の濡要が

比1校的多かったが､平成8年頃から~I冨業川の水

需要が漸減している。

2.業務指標値(平成１７年度Ｐ1値)から

見た鈴鹿市の管路状況

鈴鹿市の梅路総延長は約1,280kｍであり､そ

のうちダクタイル鋳鉄管･鋼櫛の占める割合は約

67％である｡残り約33％の大半が聴化ビニル笹

である。

また､法定l耐用年数40年を超えた管路総延

長は約47kｍ､経年化管路率は約4％である。

水道施設史新指針に荘づき､全管路施設の

物理的評価を行ったところ､50点を上回り『全休

的に許容できる状態である』とのI;､'2価となった。

また､管種を鋳鉄櫛･鋼楢;に限定しこの評価を

行うと90点となり、『全体的に健全な状態にあ

る』との評価となった。

老朽槽更新については､当市第５期拡張事

業の中で重要な施策として位綬づけ､特に石綿

櫛および鉛笹については収組みが早く残数は

ゼロとなっている。

今後は､法定年数にとらわれることなく､適切
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な維持管理を行い管路の延命化を図るとともに、

管路の重要度や費用対効果など総合的に判断

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。

当市の管路耐震化率は､管路全体で約2％であ

り､基幹管路の導水管･送水管･呼び径300以上

の配水管に限っても約12％となっており､他市に比

べ取組みがかなり遅れているのが現状である。

一方､水道施設更新指針に基づき､管種を鋳

鉄管･鋼管に限定した場合の耐霞度を見ると､７０

点以上となる。

当市の管路耐震化の考え方は､老朽管更新

時に耐震化することを原則として､導水管･送水

管および呼び径150以上の配水管について耐

震化するとしており､今後は呼び径100以下(呼

び径50は塩ビ管)についての耐震化が課題とな

っている。

３.地域水道ビジョン策定へむけて

当市における給水人口は当面増加すると考え

られるが､水需要は伸び悩んでいるのが実情で

ある。

一方､将来にわたり安全でおいしい水を安定

して給水するためには､老朽施設の更新事業が

不可欠となっており､さらに企業債の償還がピー

クを迎えることもあり厳しい経営状況が続くものと

思われる。

当市では､行政活動の効果について客観的

な評価を行うために､平成15年度より行政評価

を導入してきた｡また､平成17年度には第５次鈴

鹿市総合計画を策定し､この実施計画において

目標値を設定し事務事業評価を行うというシステ

ムが確立されてきた。

水道事業においては､当市の現状を把握する

ために平成17年度に､水道事業ガイドラインに基

づく業務指標の試算を行ったところである。

今後は､この業務指標を分析･評価することに

より､中長期的な経営計画や地域水道ビジョンの

策定にも活用し､将来を見通した水道経営を推

進したいと考えている。

主な業務指標値(P1値）

番号 項目 17年度値

2103 経年化管路率(％） ． ４

2210 管路の耐震化率(％） ２

基幹管路の耐震化率(％） 1２

5102 ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％） 6７

業務指標値から見た評価

項 目 点数

全管路の施設の物理的評価 50点以上

全管路の施設の物理的評価(ダクタイル鉄管･鋼管に限定） 90点

ダクタイル鉄管･鋼管の耐震度 ７０点以上
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～地域水道ビジョンと管路施設整備～

彦根市における地域水道ビジョン
と耐震化計画について

彦根市水道部

工務課長塚田勇三

鱗

■■ ■ 画■■■■面■■■■■■■■げ

１．はじめに

彦根Ilfは､滋黄県のほぼ111央､琵琶湖の東北

部に位f‘.fし､市街地のrll火に井伊家35万ｲ．iのllil

'二億･彦根城がそびえ､火に石I:''三成ゆかりの佐和

山城跡があり､遠くに霊'１'制〕'･吹１１１を仰ぎ見ることが

でき､また中ｉＩ１ｌ道､北国街道の分岐点にあることか

ら､交通の要術として栄えてきたところです。

一方､彦根市の水道1i:業は､昭和33年12月

に創設'1『業認可を得て以来､拡張獅業を推進

し､現在第5次拡張'侭業としてI汁画給水人１１１１

万8,700人､一円雄大給水瞳6万8,800,3､計画

11棟年次を､F成28年度(2016年)としておりま

す。

2.これまでの取り組み

近年の厳しい社会経済情勢や散気低迷等に

よる給水収益の減少や老朽施股の改良等､投費

的経蛮の増大などから､平成11年11.1に料金改

定を実施しましたが､水道料金審議会の答申の

｢'1で｢水道郡業の効率的な経営の推進｣を強く

求められ､その対･応を凶るため､部内に全職員が

参IIIIiするプロジェクトチームを設け､水道.'1ｉ業全

般にわたる鞭務鄭柴の総点検を実施し｢経営効

率化に向けた些本構想｣を策定しました。

こうした中で､平成15年に新たな水道１１:楽の

経営効率化に向けた目標を設定するため､これま

で実施してきた雑木構処1の検紙を行うとともに、

彦根市行政改妓大綱や総務行より通達のありま

した｢地方公営企業の経営の総点検について」

などから､経憐改‘ＩｌＩｆの推進に収り組み､平成１６

年度に｢彦根I|了水道事業経営改革プラン」「彦

根市水道事業中期経営計画｣を策定し､平成１７

年度には｢水逆聯莱がｲドﾗｲﾝ｣に雑づく業務指

標を試算し公表するとともに｢彦根市水道.領業

経営改革プラン｣を彦根''７の地域水道ビジョンと

して位祇づけています。

Ｂ､耐震化計画について

彦根I|『では｢市雌がつくる安心とI雁動のまち

彦根｣を将来部市像に掲げ､市の総合発展計画

｢ひこね２１世紀創造プラン｣にJILづき､各砿施策

を腔開しており､また､彦根市は束南海･南海地
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震防災対策推進地域に指定されたことから､ライ

フラインの確保や機能向上を図るなど､防災対･策

の強化を進めており､平成15年度には水道基幹

施設の耐震診断を実施するとともに､耐震化に

向けた取り組みを中期経桝計iiI1iに基づき実施し

ています｡管路計画では､全布設延災721kｍの

うち石綿欄;の残延災は8.4kｍですが､塩化ビニ

ル椿が472kｍと全榊成比の66％を占め､漏水の

主な原因となっていることから､毎年度石綿笹と

ともに耐鰹管への史新を行っています。

また楢:路の新設では､現在口徒150mm以上の

配水管を耐震継手を有するダクタイル鉄祷で布

設しており､将来的には１１径75mmまで耐震化を

図ることにしています｡管路の改良では､導水管

成17～22年度)を基本として､施投の更新や耐

震化など進めていくことになりますが､本計IIIIiで

は､数値'－１標や財政効果を具体的に赦値で示

し､!;|画の達成度を評価検Ｉ征することにより､計

画の実効性を商め､公開性と透明性を確保する

とともにさらなる合理化やコスト縮減に努め｢安全

で良礎な水道水の安定した供給｣を||標に､地

方公営企業としての公益性と経済性を十分発

揮して､本業を推進していくことにしております。

蚊後になりますが､彦根I|『では来年３月２１ｐ

から11月25口まで｢国宝･彦根城築城400年祭」

が|ﾙl催されます｡機会があればぜひ彦根の持つ

歴史･文化など､ホンモノ、の魅力を堪能してみて

ください。

や送水桶;など主要な管賂の耐漉化

を進めていますが､全体の管路|耐震

化率は低く､今後の大きな課題とな

っています｡また基枠施i没のうち耐

震設計基準を満たさない配水池やボ

ﾝブﾂ棟などの改築と併せ貯水容吐の

増{,tや向家発電装祇､緊急遮|析弁

のi没置､応急給水施設の整備など

災',i訓寺の対応に備えております。

楠別且の内容･別篭日闘

は.揮合により蜜豆にな

る珊合がございます.あ
らかじめご了泳ください．J織弓黒雲織饗i翌瀞鵜蕊

'’公（西の丸三”天秤禍､屑屋)平慮'9年３月２１日(祝)－１１月25日(日）｜結別歴－１

４.おわりに

今後､水道'脈業の運営は､地域水

道ビジョンに基づく''1期経鴬計両(平

(主な業務指標値）

番 号 項1．１ 平成17年礎
燕ｉ

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

２１０３ 経年化笹路率(%） 2５．５ 26.7 2８．２ ２９．７ 31.3 32.6

２１０４ 将路の史新率(%） 2.2 1.6 1.2 1２ 1.2 1.4

2210 智路の耐震化率(%） 2.2 5.5 6.8 8.2 9.5 1１．０

５１１１ 神路点検率(%） 3.6 1４．９ 1４．９ 1５．３ 1５．３ 1５．３

２２０７ 浄水施設耐漉率(%） 12.9 1２．９ 1２．９ 1７．６ 1７．６ 1７．６

2２１６ 自家用発電設備容IIt率(%） 55.4 55.4 ５５．４ 55.4 5５．４ 5５．４

2202 枠線笹路の71ｆ故割合(件/100km） 0.0 ０．０ 0.0 0.0 0.0 0.0

５１０２ ダクタイル鋳鉄符･鋼笹率(%） ３３．２ 33.9 ３４．６ 35.3 ３６．０ ３６．７

2217 警報付施設率(%） 68.4 85.7 ８５．７ 85.7 ８５．７ ８５．７

2105 榔路の更生率(%） ０．０ 0.0 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
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大津市の管路更新評価と
地域水道ビジョン

大津市企業局

水道技術管理者中尾 英敏 ‘4戯

汀■■■■■■■■■■画■■■■■■
１．はじめに大津市水道事業の現状

大津市は近畿間に屈し､滋賀県の県部でもあ

る｡また､京阪神の通勤圏にあることから､そのベ

ッドタウンとして発峡し､人口流入が現在も続いて

いる｡人口問題研究所の公表によれば､今後もし

ばらくは人に1が増えると1..j『われている全国でも数

少ない部市である。

平成18年３月20日に隣接する志賀町と合併

し､人に132万7,000人の新しい大津市としてのス

タートを切ったところである｡市域的には､日本雌

大の湖｢琵琶湖｣に接しており､南北45.6km､束

禰20.6kｍ､而私i374km2の細長い地形をしてい

る。

水道事業については､合併に併せ､事業統合

を図った｡これにより現在は市内に7浄水場を有

する上水道:il『業と6簡易水道事業を運営してい

る。

2.業務指標からみる大津市の水道事業

業務指標の試算については､現在進めている

上水道第８次拡張事業計画の見直しを行って

いた時期であり､I｣前に合併という状況が控えて

いたことから､合併後､数値が大きく変わることも

予想された。しかし、「まずは行動することが大

-ｉＩＵとの立場に立ち､｢水道那業方ｲドﾗｲﾝ｣に基

づき､137項1.1の業務指標のうち129項I:Iについ

て指標値を試算し､平成17年11月にホームペー

ジにおいて公表した。

管路更新の面から大津市の水道事業を評価

すると､｢経年化櫛路率｣は"2.1％"、｢櫛路の更

新率｣は"0.94％，，になっており､経年化管路率

としては比較的低い｡布設後40年を経過した櫛

路を経年管蹄とすれば､「管路更新率｣は2.5％

以上を目指すべき指標であると考える。

また､平成１５年度の「管路の新設率」は

‘‘1.33％，'、「管路の耐漢化率｣は"7.6％'，にな

っており､同規模揃業体と比較して高い数．値を

示している｡管路新設の事業推進に比例し､結

果として､管路の耐震化率が高まったものであ

る。
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「グｸﾀｲﾙ鋳鉄管､鋼管率｣は"89.7％"と同

規模の郡業休では非常に『商い数値になってお

り､管路総延長に占めるダクタイル鋳鉄管や鋼

管の割合が多いことを示している｡一方､｢鉄製

管路のﾘ故割合｣は‘‘3.0件／100km”、「非鉄

製補:路の事故割合｣は‘‘67.3件／100km，､を比

較すると､非鉄製櫛路の事故割合が高い数値

を示すことから､その事故内容を分析し､検討す

る必要がある。

※（財)水道技術センター｢水道事業ガｲドﾗｲﾝ業務指標(Ｐ

I)猟定結果について｣より

３.大津市の管路整備事業

笹路更新蛎業については､これから策定する

事業も含め､次のようなものがある。

①浄.水場間連絡幹線整備蛎業

災害時の相互応援給水や平常時における効

率的な水運川を図ることを目的として、4浄水場

間を幹線管路で連絡する那業を実施している。

②老朽鋳鉄管布設替‘l『業

飲料.水の安定供給と漏水による郡故の未然

防止､さらに赤水対.策や耐漉化対.策として､平

成27年度をI|標年次として実施している。

③主要施設耐震化事業

平成18年度､主要施設の耐漣診断を実施し

ており､今後､水道蛎業の基本方針や主要施設

拡張･改良ji1F業と調整を図りながら､耐震化事業

計両を策定する。

④送・配水紳線更新改良事業

未読手の老朽化した送・配水幹線管路の史

新を､喰要な郡業として位侭付け､実施計画を

策定する。

４.地域水道ビジョン策定に向けて

近年､全国の水道郡業体がそれぞれの地域

特性を踏まえ､地域水道ビジョンを策定しつつあ

る｡大津市においても､現在､策定を進めている

ところであるが､大津市の地域水道ビジョンを策

定するうえで､欠かせない当面の課題を次にあ

げる。

①多くの水道施設が大規模な更新時期を迎え

ていること。

②志焚町との合併に伴う上水道整備計画の兇

祇し｡

③高い確率で発生すると予測される琵琶湖西

岸断岬帯を漢源とする地震対･策。

等々である。

これらのことを踏まえ､平成18年度は上水道

整備計画を核とする｢大津市水道ビジョン」(施

設整備編)を策定する｡さらには､平成19年度に

は､経営面等を補完し､最終的な｢大津市水道

ビジョン｣を策定していくものである。

【大津市の管路更新に関する主な業務指標値】

業務指;際名
業務指標値

平成１４年度 平成１５年度 平成16年度

2１０３ 経年化管路率 １２．１
２１０４ 智路の更新率 ０．８７ 0．６７ 0．９４

２１０７ 榊路の新設率 1．３５ 1．３３ 1．１３

2２１０ 補;路の耐・謹化率 6.4 ７．６ １０．０

5１０２ ダクタイル鋳鉄符､鋼管率 8９．８ 8９．７ 8９．５

5１０４ 鉄製智路の事故割合 3.0 3.0 4.4

５１０５ 非鉄製管路の郡故測合 1２４．０ 6７．３ 8０．０
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粥

長岡京市の現状と地域水道ビジョン
への取組みについて

長岡京市上下水道局総務課

経営改善担当課長補佐板ｲ;多保

画■■■ ■■■■■■■■画画■■■匠

１．はじめに

本市の水道亦業は､地ド水を唯一の水源とし

て､昭和38年に給水を開始しました｡その後､大

手企業の工場進出と民間開発による人口の増

加が進んだことにより､水滞要が急激に増加し、

水源である地下水を過剰に汲み上げ､地下水位

の低下や地盤沈下などの地下水障害を招きまし

た｡そこで､地下水の汲みｋげ姓の適正化に務

め､汲み上げ.牡の抑制を似Iるとともに､不足する

水{1t分の代替水源の確保に努め､平成12年１０

月から表流水を水源とする京都府営水道(用水

供給)を導入しました｡この結果、地下水と府常

水道の二元水源による安定給水の確保は出来

ましたが､その後､水需要の減少や受水費用の

負机により水道'1『業経営は非常に厳しい状況と

なりました。

このため､蔀業の健全化に向け､平成１５年７

月に｢長岡京市水道郡業懇談会｣を投職し､①

地下水と府営水道の二元水源のあり方､②施設

整備計画の方向性､③水道料金のあり方につ

いて諮問し､平成16年10月に提言をいただきま

した。

この提言を受けて､平成16年12月議会にて

水道料金改定のi誰決を得､併せて､水道噸業

経営のより一岬､I汁両性･透lﾘl性の商い'1Ｆ業経

営を実施するため､「長岡京市水道或業経営改

善I汁I山i(平成17年度～21年度)」を平成17年

2)lに策定しました｡これは､:長岡京I|『版の｢地

域水道ビジョン｣にあたるものと位織付けていま

す。

しかし､次期I;|･I両iの兇11〔':しの|際には､厚生労

働衿より示された｢地域水道ビジョン｣の内容を

より加味したものにしたいと.考えています。

2.現状の業務指標と管路更新評価値

業務指標の試算にあたっては､平成12年１０

月から開始した府営水道の受水により､本市の

水道ﾘf業がどのように推移したかを検証するた
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め､受水開始前の平成10年度と平成15年から

16年度の3カ年を試算の対象としました。

試算結果から評価できる事項と今後の課題と

なる主な事項は､次のとおりです。

(1)｢2103経年化管路率｣は､事業の歴史が浅

いことと､昭和49年以降は､公共下水道工事に

伴う移設工事等により管路が更新され､平成１５

～16年度は共に0.2％と良好な数値となってい

ます。

(2)「2004管路の更新率｣は､平成10年度が

1.73％と比較的良好でありましたが､府営水道の

受水後は赤字経営のため建設投資が低く､平

番号 業務指標

２１０３ 経年化管路率

２１０４ 管路の更新率

2210 管路の耐震化率

3003 総収支比率

3018 有収率

5102 ダクタイル鋳鉄管･鋼管率

5105 非鉄製管路の事故割合

以上の分析を踏まえ､本市西部地域や周辺に

は､金ヶ原断層等の活断層が多く存在することか

ら､地震などの災害に強い水道施設の構築に向

成15年度0.58％､平成16年度0.97％と管

路更新サイクルが100年以上と悪化して

います。

(3)「2210管路の耐震化率｣は､平成１０

年度0.5％に対し､平成15年度2.3％､平

成16年度2.9％と向上していますが､いず

れも低いレベルとなっています。

(4)｢5105非鉄製管路の事故割合｣は､建

設投資が低い年度においても､石綿セメン

ト管等の老朽管敷設替を計画的に継続

実施してきましたことから､指標は改善し

｢有収率｣も向上しています。

単位 10年度 15年度 16年度

％ ０ 0.2 0.2

％ 1.73 0.58 ０．９７

％ 0.5 2.3 2.9

％ 101.3 98.6 98.3

％ 88.4 90.6 90.6

％ 74.4 78.1 78.3

件/100kｍ 56.0 42.7 42.7

け､適正な管路更新サイクルの確保と耐震化率

の向上および石綿セメント管の全廃を目指し､敷

設替計画を効率よく推進します。
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３.長岡京市水道事業経営改善計画(平成１７年度～２１年度）

一経営目標における各施策の実施内容と数値目標(抜粋)－

経営目標 重点施策

信頼される お客様サービス
サービス の向上

広報広聴活動の

充実

環境への配慮

安全な水の

安定供給
安定給水の確保

危機管理の充実

安全でおいしい水の供給

経営基盤の 経営の効率化

強化

財務の健全化

実施Ｌ内～容

鉛管(給水管)の取替促進

コンビニエンススト

アでの料金

地下水施設の検討､整備

広報紙｢水だより｣とホ
ームページの内容充実

水道施設の公開

ＩＳＯ14001認証取得と環境会

計導入の検討

老朽管､石綿セメント管の

布設替と有収率の向上

危機管理計画の見直しと

災害

東第２浄水場排水池の瀕蓋化

緊急貯水槽の設置

自動水質監視装置の設置

浄水場の統合

配水区域の見直し

職員数の削減

累種欠損金の解消

企業債残高の抑制

自己資本構成比率の改善

総収支比率の改善

企業債償還元金対減価償却額

比率の改善

平成15年度末

7,283件

未実施

未実施

実施済

未実施

未実施

残存延長3,082ｍ

有収率９０．６％

一部実施済

未実施

Ｏか所

Oか所

２浄水場

未実施

３８人

5,728万円

６２億9,341万円

４９．４％

９８．６％

８５，３％

5５

平成21年度末

4,300件

実施済

実施済

継続実施

実施済

実施済

残存延長625ｍ

維持目標

実施済

実施済

３か所

７か所

1浄水場

実施済

３４人

０万円

５８億9,900万円

５４．５％

１０３．８％

７９，２％

４．まとめ

今後の水道事業経営は､「安全でおいしい水

を｣という市民の強い要望に応えることを基本

に､危機管理を含めた｢安定した供給体制｣の

整備と適切な経営手法による｢経営基盤の強

化｣に取り組んでまいりたいと考えています。

特に､老朽施設の更新については､地下水と

表流水の二元水源を有効に活用できることを前

提とし､施設規模は過大とならないものを構築し

たいと考えています｡具体的には､現有の2浄水

場体制では浄水施設能力が過剰であるため､昨

年度から2浄水場間の連絡管工事に着手し､浄

水場の統廃合事業を進めています。

また､将来､統合した浄水場の更新時には､廃

止する浄水場の跡地を活用し､現有施設で課題

となっている､病原性微生物および揮発性有機

化合物等にも十分に対応できる､高度な処理機

能を持った浄水場を建設する計画であります。
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ロ■■■■■■■■■■■■■■■圃匠
～地域水道ビジョンと管路施設整備～

高槻市の地域水道ビジョンと
管路施設整備について

高槻市水道部管路整備課

計画チームリーダー山I崎文雄

;Ⅱ

■■■国■■■■■■■■■■■■■■

１．地域水道ビジョンへの取り組み

木市水道部では､平成13年２月に｢,萄槻市水

道1f業基本1汁lII1i(平成13年～22年度)」を策定

した｡今日まで｢安全･安定した給水」「僑頓され

るサービス」「経営基盤の強化｣を経営の柱とし、

5年ごとの実施計画である｢経営効率化計画｣を

策定し､Ｉ.|標櫛理と事務Jli:業評価を行いながら

健全な事業経営と使川-荷サービス向上に取組ん

でいる。

、F成18年度からの後期経営効率化I汁凹策定

にあたっては､ビジョンを意識した経営分析･評価

を行い計両のF1標値をI没定した。

２.施設整備における地域水道ビジョンに

ついて

(1)２２年度を目標としたハード面の主な課題

１１１１身近5ヵ年(17年度まで)の整備･改良,jf業とし

て､①自己水＝地下水(約3割)の有効利用(配

水系統の兇il1'Ｌ)､②施設の統廃合(五領浄水

場､岡本1.11配水池を廃止)､③基幹施I没の耐漉

化(大冠浄水場)､④管路の耐震化､⑤給水拠点

整備､⑥近隣市町との非常剛連絡管整術､⑦鉛

製給水管の解消､⑧直結直圧給水の拡大等に

取細んできた。

本年４月からスタートした第６次施設等整備.蛎

業と改良事業（１１棟年次22年度)では､①安定

的な自己水確保の新たな取水j'二築造､②既設

ＰＣタンクの耐漣袖強､③基枠施設大冠浄水場

の液状化対･策､④経年管(CIP)の更新と耐震

化､⑤経年幹線符の延命化対策､⑥電知没備

等老朽施設の更新など総郡業賀75億|:1.1を兄込

んで､現在計･両的に進めているところである。ま

た､鉛製給水楢;は100％解消を脚標に取組んで

いる。

(2)管路更新および耐震化について

本ｒＩｆの水道管は呼び径75以上で約735kｍあ

り､効率的な維持杵理により96.3％の揃い有収

率を維持している｡平成9年3jlに策定した｢水

道施設耐震化計IIl1i｣では､限られた財源の巾で

効果的･効率的に４１:業を推進していくため､|仮

神･淡路大震災における管極･ＩＩ径別被蒋率を

参考に､耐震智;(S･Sll､鋼管)､準耐震符(被害
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率の比較的低いＤＩＰＫ形)､経年笹(CIP)に分

類し､経年管を優先的に更新しながら耐震榊路

を榊築していくこととした。当時は呼び径200以

上がＳ･SII形管､150以下はＫ形管により盤備

を行なってきたが､南海･東南海地震も高い発生

確率が想定されることから､昨年度､呼び径75以

上でＮＳ形管を採川した。

また､呼び径400以上でノースリーブの経年幹

線積;路については､平成17年度に実施した埋

設環境調査(土質､湧水､硫化物､土壌比抵抗、

ボルトの劣化度等)結果に蛙づき､将本体の劣

化が少なくボルトの劣化が進んでいる街路につ

いて､ボルトの取替えと継手部の補強により管路

の延命を似Iって行くこととし､今年度からスタート

したところである。

こうした取り組みを通して管路の耐震化､経

年管の更新の目標を下表のようにした。

数値目標

項目

鉛給水管の解消

経年補(CIP)の史新

管路の耐震化

(準耐渡管路を含む）

(注)呼び径75以上の笹路

埜準

(平成12年度）

残存

残存

18,820簡所

118kｍ

51.5％

耐震化370km

総延長718kｍ

実 績

(平成16年度）

残存

残存

13,190簡所

８９ｋm

57.8％

1m鰹化425km

総延長735kⅢ

１１標

(平成22年度）

残存

0箇所

残存

４９km

65.6％

耐鰹化494kｍ

総延奨753kｍ

(参考)現状の主な業務指標

番号 項目 16年度値 17年度値

２１０３ 経年化笹路率(％） 2．９０ ３．３２

２１０４ 笹路の史新率(％） 1．０３ １．５２

２２０２ 枠線管路の:1Ｆ故割合(件／100km） 1．７４ 3．４７

２２１０ 管路の耐鯉化率(％） 2．６７ 3．７０

５１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％） ７３．８９ ７３．３８

※業務指標に目標Ili1iは設定していないが､他｡'I:業体との比較､外部への’'１'i報提供資料､』１１:業計画の'1安などとして
算出活川することする。

３．まとめ

水道:iIf業共通の課題ではあるが､本市におい

ても料金収入が減少しつづけるなか､施設と人

の大{【t更新期を迎える｡経営准盤の強化を図り

ながら､これまでの取り組みを史に継承発展さ

せ､社会状況の変化や市民ニーズに対応した高

水準で効率的な水道撫業を椛築しなければなら

ない。特に木市では､職員130人のうち､50歳以

|皇が約８削を占めており民間活川を含めた技

術･技能の継承は喫緊の課題である。当面､平

成18年度から始まった後期経営効率化計画の

課題解決と||標達成に､組織を上げて迦進する

と共に､次期の新ビジョン(平成23年～32年度）

策定にあたっては､他１f業の業務指標を参考に

した分析評価による、標設定を行い､より効率性

や透明性の商い計iIlIiとしていく考えである。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■丘

～地域水道ビジョンと管路施設整備～

岡山市における地域水道ビジョンと
耐震化計画について

岡山市水道局

配水課長永里γ秀樹

4薗帥螺自ら

■■■■■■■■■■ 蘭 ■ 画 ■ ■ ■ ■ ■

1．地域水道ビジョンの取り組み

平成,2年に概ね10年間の‘1K柴運営指針とし

て｢岡山市水道事業総合基本計画｣を策定し、

｢快適な生活環境を支えるたくましい水道」「人と

環境にやさしい水道｣を目指し､鞭業を推進して

いるところですが､政令市の実現を目指す岡山

市の水道術業が未来にわたって｢安心･満足｣を

維持して新しい時代にふさわしい水道の礎を築

くためには､近年の水道が抱える『課題や環境変

化を踏まえ､長期的な視点に立って今後の方向

性を明らかにし､計'111i的に事業を推進することが

求められています｡このため策定から5年が経過

し平成の大合併や水道ビジョンの公表などから、

現在の｢岡山市水道』}f業総合推本計iiI1i｣を見

直し､新たな事業運営の指針となる｢新総合基

本計画｣の策定を行っています。

「新総合蕪本計I,LIIi｣は岡１１'１１丁の地域水道ビジ

ョンとして位鍾付け､計画期間は平成19年度か

ら平成28年度までの10年間としています○

２.業務指標値（Ｐ1値）

(1)２１０３経年化管路率(％）

平成16年度末の配水管の総延長約3,949kｍ

に対し13.4％と他郁市に比べると経年櫛の割合

が多い｡今後は耐川年数を迎える管路が増える

ため微増傾向にあります。

(2)２１０４管路の更新率(％）

経年櫛の解消に向けて更新･整備を行ってい

ますが､限られた財政のrl･'で計画的かつ効率的

な更新が必要となっていることから､徹路施設の

総合的評価を行い､史新順位を|､l-ける業務を行

っています｡更新率は年々低下しており経年化

管路率の増加に繋がっています。

(3)２２０２幹線管路の事故割合(件／１００

ｋm）

本市では呼び径400以上の配水管を幹線と

しています｡幹線棚略には印ろう管が10％弱埋

設されており､事故時には影響度が大きいことか

ら､半期解消が望まれています。
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平成１６年度業務指標値

番号 業務指標

2１０３ 経年化櫛略率(％）

２１０４ 管路の史新率(％）

２２０２ 幹線笹路の事故剖合(件／100km）

2２１０ 管路の耐震化率(％）

5１０２ ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％）

※呼び径400以上では27.8％

(4)２２１０管路の耐震化率(％）

智路史新に合わせて､枠線管路は市全域で

耐渡型継手としています｡そのため管路全体の

耐隻鰹化率は3.8％と低いのですが､呼び径400以

上の幹線管路の耐渡化率は27.8％となっていま

す。

(5)５１０２ダクタイル鋳鉄管･鋼管率(％）

年々率は上がっていますが､呼び径100ｍｍ以

上のビニル管はまだ約350kｍの延長が布i没され

ています｡今後､枝極的に湖水'jfI孜率のI(.｛iい路

線からダクタイル鉄笹に布設替えすることにより、

ダクタイル鋳鉄管･鋼管率の上昇に勤めていきま

す。

Ｓ、岡山市の地域水道ビジョンについて

(1)地域水道ビジョンの雄本施策の6本性

①老朽施設更新やクリプト対策等による附加

性の商い水道システムの確立｣②管路の耐鯉化

や緊急給水体制整備などによる｢災害に強い水

道づくり｣③水源保全や水衝監視体制の強化な

どによる｢安全でおいしい水の供給｣④水源林の

育成や哩境マネジメントによる｢資源循環狐の水

道システムの構築｣⑤直結給水の拡大や鉛製給

水櫛の廃止などによる｢給水サービスの向上｣⑥

民間活力の活用とＩＩ１ｆ報公開等による｢偏頼と満

足に審える水道づくり」

(2)耐鯉化について

平成7年度に岡山ﾘｉＬが行った想定震度による

液状化診断において南部の干拓地､埋立地及

び低地については液状化が発生する可能性が

あると､ドﾘ断されたことから､配水管の破批がﾉｋじ

ても断水等の被害が岐小限となるよう､主.要lIIid将

１６年度

1３．４

1．０６

0.4

＊３．８

６１．０

路(呼び径200以上)の耐鰹笹(抜止め機能付

の鋳鉄符及び溶接鋼描)によるネットワーク化を

I｣指しています｡また､全地区の配水幹線(呼び

径400以上)については､耐漉梅を布設していま

す。平成１６年度までに、､1ﾐ要な配水猫:(呼び

200以上)の耐震化率は17.7％となっています。

４．まとめ

平成１６年度に水道ビジョンと水道ガイドライン

の公表､さらに岡lIIIliと近隣2町との合併などが

あったことから､今の総合雑木計画を見ili[し､今

年度''１に新総合基本計両をまとめる予定です。

新総合堆本計画では業務指標値などを川いて

２１世紀における岡山市の水道のあるべき姿を股

望し､Ilf雌の方々の信頼と澗足に応えるため､矩

期的な砿点目標､長期的な１１棟を整理し､市此

の視点に立って｢たくましい水道」「やさしい水

道｣の実現に向けて4ｆ業を推進していく考えで

す。

今後も水道施設の耐鰹性の向上のみならず、

水道システム全体として災fI1fに強く､フレキシブル

な水道の実現を目指したいとぎえています。



発行年 号数 タイトル 著者 概要

ダクタイル鉄管US形カーブ推進
工法の施工事例

埼玉県第一水道建設事務所

浄水施設担当グループリーダー
　　　　　　　　　　　　　　　爪川　博夫

　埼玉県大久保浄水場では、水処理の安全化と沈でん池への負担を軽減
するため平成13年から沈砂池の整備を実施し、その際の導水管布設工事
でUS形推進工法用ダクタイル鉄管を使用し、全国的にも稀な並列カーブ
推進工事の概要をまとめて報告している。

さいたま市水道局における施設
整備計画と老朽管更新事業

さいたま市水道局

施設課長
　　　　　　　　　　　　　　　　島崎　肇

　さいたま市の水道事業は、給水開始から70年が経過し施設の老朽化が
顕著になっている中で、水道の将来の方向性と目標を示すために、平成
16年9月に長期構想を策定しており、その概要を報告している。

川越市における管路更新の考え
方について

川越市上下水道局

水道施設課　計画担当主幹
　　　　　　　　　　　　　　　　飯島　茂

　川越市の水道事業は昭和27年5月に給水を開始し、配水管路では
1,360kmの施設を擁しているが、今後の更新事業において災害に強く耐
久性の高い管路の再構築を目指していくことを報告している。

費用対効果分析を活用した水道
老朽管更新計画

金沢市企業局

建設課　担当課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　河口　多吉

　金沢市では平成15年度に「水道老朽管更新計画」を策定、その更新計
画において合理的で耐震性、維持管理面の機能向上を意図し、布設替え
の優先度を定義しており、その報告をしている。

鯖江市における老朽管更新事業
について

鯖江市

都市整備部　上水道課長
　　　　　　　　　　　　　　　田中　憲男

　鯖江市では昭和35年8月に給水を開始し、以来3度の拡張事業を行い、
第4次鯖江市総合計画で水道事業は管路等の施設の効果的な更新と耐震
管を採用するなどレベルの向上を図ることとしており、その報告を行っ
ている。

2006年 No.78



発行年 号数 タイトル 著者 概要

名古屋市における送配水幹線の
更新優先度の定量評価等につい
て

名古屋市上下水道局

技術本部管路部配水課
　　　　　　　　　　　　　　　　小島　昇

　名屋市では平成18年度から22年度を計画期間とする「名古屋市上下水
道事業中期経営計画」に基づき「第2次配水管網整備事業」を策定し、
その中で更新優先度の定量評価の内容を報告している。

豊中市水道局における施設整備
の取組みについて

豊中市水道局

水道建設課計画係
　　　　　　　　　　　　　　　片羽　正俊

　豊中市水道局では平成16年度に策定した「豊中市水道長期基本計画」
に基づき、効率的な更新事業の実施を行い、ここでは主に管路更新とそ
の取組み状況と課題について報告している。

管路更新計画の策定について

広島県企業局

水道整備室長
　　　　　　　　　　　　　　　西山　淳作

　広島県企業局では、昭和40年代に布設した管路の老朽化による漏水事
故を防止するために「管路更新計画」を策定し、計画的に取り組んでい
くことを報告している。

高松市における配水管更新優先
順位検討

高松市水道局

局次長　水道整備課長事務取扱
　　　　　　　　　　　　　　　多田　弘二
　　　　　　主任技師
　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　智義

　高松市では平成29年度を目標年次とした水道施設整備事業を実施して
おり、その中で配水管を計画的、効率的に更新していく課題を挙げてお
り、その報告を行っている。

将来管網における機能評価を考
慮した管路整備計画案の検討

長崎市上下水道局

浄水課　副主幹
　　　　　　　　　　　　　　　松山　満幸

　長崎市では、「上水道統合整備事業」および「配水施設整備事業」の
中で施設の改良、更新について、将来の管網形態を鑑み、非常時の対応
性から管網機能評価を行い管路整備計画を定量的に検討したので、その
報告をしている。

2006年 No.78
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ふ。⑤⑤⑤側関慰問⑤悶問問。側 、

ー-宅士士宝."，、-_....司唱a・・・・・

ZFF当Z宝

ダクタイル鉄管us形カーブ
推進工法の施工事例

~高機能化・長寿命化を目指して~

埼玉県第一水道建設事務所

浄水施設担当グループリーダー

爪川博夫

叩 問。ω 問問側関慰問⑤ い

1 .はじめに

埼玉県大久保浄水場は、昭和43年に給水を

開始以来、施設の拡張等を行いながら現在施設

能力日量1，300，000m3を有する県内拠点の浄水

場として、さいたま市を始めとする県南・県央地域

や川越市、所沢市等の西部地域にも用水供給を

行っている浄水場である。

本浄水場も築後30有余年が経過し施設の老

朽化が進む中、「安心・安全そして良質な水の供

給」を基本理念とし「埼玉県営水道長期ビジョ

ン」の達成に向けて施設整備を実施していると

ころで、ある。

現大久保浄水場は、沈砂池がなく、取水され

た原水は直接分水井から沈でん・ろ過池にて水

処理を行ってきた。しかし、台風等による河川

(荒川)の洪水時等において原水濁度の急上

昇に対する水処理が懸案となってきた。

そこで、水処理の安定化と沈でん池等の水処

理施設への負荷の軽減を目的として、沈砂池の

整備を行うこととなった。建設場所は、場内では

スペース的に困難であることから、既存施設の北

側に新たに用地を確保し、建設することとなっ

た。

工事は平成13年度に着手し、既に沈砂池、

取水ポンプ棟は完成したが、現在、導水管や原

水管・返送管の布設工事、また取水ポンプ等の

設備工事を実施中であり、平成19年度の完成

を目指している。

導水管工事では、us形推進工法用ダクタイ

ル鉄管を使用し、2条の並列カーブ推進工法で



16 ダクタイル鉄管 平成18. 5 第78号

施工した。また、既存導水管への接続は、水処

理に影響を与えないよう2条の既設導水管を、

途中から1条ずつ切断し連絡することとした。

原水管工事では、曲率半径R=30mを含めた

シールド工法で施工し、ダクタイル鉄管を配管す

る。そして、同一の立坑から、2本の原水管シール

ド工事と返送管推進工事の3本の管路を施工

する。

よって、本報告書は全国的にも事例が少ない

と恩われるus形推進工法用ダクタイル鉄管によ

る並列カーブ推進工事と、曲率半径R=30mを

含むシールドトンネル内へのダクタイル鉄管の配

管工事について、沈砂池工事の概要を含め述

べるものである。

2.全体工事概要

本事業は、一期工事として日量900，000m3の

沈砂池、取水ポンプ棟の築造と、導水管や原水

管・返送管の布設工事、特高変電所の増築、電

気室、共同溝の築造、さらに電気・機械工事とし

て、取水ポンプ棟、沈砂池の電気・機械設備、取

水ポンプの製作設置、変電所電気設備等の工

事を実施するものである。

大久保浄水場は、現在中央系、西部系の2ヵ

所の取水口から取水し系統別に水処理を行っ

ている。図1に大久保浄水場全体平面図を示

す。

今回新設される沈砂池への原水の流入は、

西部系の取導水施設を使用し、西部系導水管

図1 大久保浄水場全体平面図

を途中から切り回し新設導水管に接合、沈砂池

に原水を流入させる方法とした。

原水は、河川|から自然流下により流入する。そ

のため、既設導水管との接合地点は地下約11m

の深度での接合となり、大規模な仮設工事が必

要である。原水管は、中央系・西部系の各系列の

分水井に配管するために、2本の配管が必要で

あり、場内施設への影響を極力少なくすることか

ら、シールド工法で施工することとした。特に中央

系への配管は、構造物の直下を通過することか

ら、深い、深度で、の施工となった。

沈砂池、取水ポンプ棟の工事は平成17年3

月に完成したが、その他の工事は平成16年 10

月から平成17年3月に発注し平成20年3月の完

成を目指している。
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3.地質概要

大久保浄水場の周辺は、荒川左岸に位置し

水田が広がる湿地帯で荒川低地と呼ばれてい

る非常に軟弱な地盤地帯である。ボーリング調査

の結果によると、深度4-6m程度に粘性土、そ

の下に含水量が多い「シルト質細砂」または「シ

ルト混り砂」が、深度25m程度まで、厚い層となって

pる。上部砂層は、均等性があり流動化現象を

誘発する恐れがある。また、地下水位が非常に高

く、被圧水のある地盤地帯である。

図2 導水管概要図および、立坑架設図

立坑架設図および、土質柱状図

件~J式連続刊号~65O
H-440X3∞XIIXI8.制50

m体長L..27.5Om
芯村長L..22.5Om
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4.導水管布設工事

4.1 導水管工事概要

主な工事内容は、推進工法による導水管の布

設、既設導水管との接続、推進部から沈砂池まで

の開削による配管および発進立坑内への流量

計室の築造である。

導水管の口径は呼び径2200で、既設導水管

の接合部から流量計室までは2条、流量計室か

ら沈砂池までは、将来管を含め3条配管とした。

推進工事は、既設導水管との取り合いを行う

必要があるため、土被り約7m、曲率半径R=

1，000mの曲線を含む延長263mのカーブ推進施

工とした。推進管は、離脱防止機構付き継手であ

るUS形推進工法用ダクタイル鉄管を使用し、泥

水工法で1条ずつ並列施工した。

導水管概要図および立坑架設図を図2に示す。

4.2 導水管施工方法の検討

導水管は、将来配管(二期工事分)を含めると

3条必要となる。そのため、将来管の埋設用地の

確保もしておく必要がある。施工場所は、図2およ

び以下に示す状況で、あった。

① PC浄水池の北側道路含む宮民境界まで

の幅員が約12mで、ある。

② 20，000m3のPC浄水池や汚泥排水池が隣

接している。

③ 浄水池からの配管や送水管が隣接して布

設されている。

④ 線形は構造物の状況から曲線となる。

従って、狭い場所で既設構造物に影響を与え

ないよう施工する方法としては、次の3案を考え

た。

1案 開削工事で、の導水管布設

2案 中間立坑による推進工事

3案 カーブ推進工法での施工

そこでこの3案について比較検討を行った。主

な各課題は下記のとおりである。

1案 開削工法での導水管布設

開削工法には、次のような課題があった。

① 掘削深さが底盤基礎を含め約11mと、深く、

掘削幅は7-8mと広くなるととから、SMW工
法等の採用や切梁・腹起用の中間杭が必要と

なり、大規模な仮設が必要となる。

② 地下水がGL-1.5mと高く、被圧層があるこ

と(沈砂池工事より)から、地下水低下工法や

底盤改良等が必要となる。

③ 配管時の重機ヤードとして桟橋等の仮設が

必要となる。

④ 掘削土の搬出(土捨て場)の問題。

⑤ 掘削による既設構造物への影響が懸念さ

れる。

⑤ 作業範囲が広くなり、工期的にも長く必要と

なる。

2案 中間立抗による推進工事

推進延長が130m程度の直線施工で、あり、安

全確実な方法であると考えられたが、次のよう

な課題があった。

① 中間立坑が、将来管の施工時において支

障になる。

② 中間立坑の築造で、既設埋設管が支障と

なる。

③ 中間立坑の位置および施工ヤードの用地が

不足する。

3案 カーブ推進工法での施工

乙の案は、周囲構造物等への影響が少なく、

工期の短縮・工事範囲の縮小ができる方法で

あるが、次のような課題があった。

① 耐震管路の構築と、カーブ推進工法の施工

が可能な管種の選定。

② 2条並列カーブ推進工法のため、高い施工

精度が要求される。

上記のように各工法とも課題があるが、経済性

からみると3案が最も優れている。そこで、コスト縮

減は最優先課題の一つであることから、3案を採

用した。カーブ推進工法では、推進掘進機を転

用して1条ず、つ並列施工する方法を採った。

4.3 管種の選定
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直押し方式の推進用管は、「推進用鉄筋コン

クリート管」、「推進工法用ダクタイル鉄管」、「推

進用鋼管」の3種を対象に検討した。以下に比

較した内容を述べる。

. 推進用鉄筋コンクリート管

カーブ施工に優れている反面、蛇行しやす

い。また、水道用の耐震管路としては馴染まない

と言える。

@推進用鋼管

溶接による剛結合となるため、カーブ推進工

法は施工が困難であると考えた。

@推進工法用ダクタイル鉄管

耐震性を考慮するとus形管となる。しかし、U

S形管はU形管と比較してカーブへの追従性に

劣るが、当案件は曲線半径 R=l，OOOm程度の

カーブ推進工法であるため、us形で施工可能と

判断した。

図3 US形推進工法用ダクタイル鉄管継手図

以上の点から、us形推進工法用ダクタイル鉄

管を採用した。また、水道施設更新指針にも述

べられているように、外装コンクリートによって外

面防食対策が施されている高機能ダクタイル鉄

管は、耐用年数が60年以上あると考えられる点

も、採用のポイントとなった。

4.4 導水管工事の施工状況

推進工事は、泥水式推進工法(セミシールド

工法)にて昼夜間工事で施工した。その施工状

況は以下のとおりである。

① 管の接合

管の接合は、最初の数カ所は要領が得られ

ず時間が掛かったが、その後は順調な工程で施

工を行えた。平均的な管の接合時間は1時間

30分で、あった。

② 推進管の蛇行と到達精度

工事の課題で、あった施工精度は、1条目が左

右最大42mm.上下最大45mm、2条目が左右

最大44mm・上下最大46mmで、あった。到達精

度については、 1条目が左右25mm.上下

継ぎ棒 外装コンクリート

20mm、2条目が左右22mm.上下15mmで、あっ

た。

以上のように良好な精度で施工を完了するこ

とが出来たのは、現場の技術力はもとより、us形

推進工法用ダクタイル鉄管の曲げ性能が巧く先

導管に追随できたこと、また管のセット角度が適

切で、あったためで、あると考えられる。

③ 推進力の状況

推進力は推進管の周辺摩擦による抵抗と掘

進機前面の土圧抵抗により決定される。そのた

め、推進力の低減は、周辺摩擦抵抗を如何に少

なくできるかである。

この工事では、入念な滑材注入を行い理論推

力最大619.7tに対し、施工時推力は最大630t

の推力で、治まった。

4.5 既設導水管の連絡工事

既設導水管との連絡工事については、2案を

比較した。1案は不断水工法による施工、2案は

2条の導水管を1条毎に断水・切断して連絡す

る方法である。
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とから、2案を採用した。1案は安定給水を行う上で最良の方法であ

るが、非常に高額となる。そこで、吉見浄水場の

完成で、大久保浄水場から送水していた荒川

図4に既設導水管との接続工程、図5に配管

手順を示す。

右岸の西部地区に応援給水が可能となったこ

図 4 西部系 (1)接続詳細工程表

工種 数量 単位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

止水工 2 個所 堤内外ゲート止水 庭内外ゲート止水撤去

水替工 1 式
取水ポンプ井、到達立坑内

既設管切断 3 個所

吊り防護撤去 1 式

既設管撤去 4 本

受防碓(A) 6 個所

配管、接合 11 本

目地工 1 個所

断水期間

図5 接合工程と配管手順

|No.1歪IJ達立坑 配管工| (西部系① 接続時)

①| 受防護(B) |.5箇所(断水前)

事
②| 切断部モルタル撤去 |・3箇所(断水前)

事
③| ゲート全閉 |・全開確認(断水作業)

事
④| 止水工 |・ダイパーによる止水作業

ヰ
⑤| 既設管切断 |.3箇所、キールカッター使用(断水作業)

ヰ
⑤| 吊り防護撤去

事
⑦| 既設管撤去 |.4本、100tクレーン使用

事
③| 受防護(A) |.5箇所

事
⑨| 新設管配管、接合 |.9本、50tクレーン使用

事
⑩| 水圧試験 |・2箇所

事
⑪| 目地仕上 |.1箇所

事
⑫| 新設管配管、接合 |・2本、50tクレーン使用

事
⑬| 止水材撤去工 |・配管完了後ダイパーにて止水材撤去

事
⑪| ゲート全開
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既設導水管との接合は、開削にて既設導水

管を露出させた後、吊防護にて養生を行い新設

導水管の接合を行う計画とした。

図6に既設接続部吊防護工図、図7に既設

管接合配管図を示す。

図6 既設接続部吊防護図

吊り防護工平面図 A-A断面図 B-B断面図

11 

11.. Ilト

伊 11九
" 

図7 既設管接合配管図

既設管接合配管図 平面図 。断面図

⑥断面図
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4.6 既設導水管の露出状況

既設導水管は、昭和47年に呼び径2200のU

形推進工法用ダクタイル鉄管を2条推進施工し

たものである。

既設導水管の露出した状況を確認すると、外

装コンクリートが多少浮いているような部分もあっ

たが、状況的には良好で、あった。極端で、はある

が、埋設後30年以上経過しているU形推進工

法用ダクタイル鉄管は、今後も30年間は利用で

きるのではないかと思われるほどで、あった。

5.原水管・返送管工事

原水管は、沈砂池に入った原水を取水ポンフ。

により浄水場内に輸送するための圧送管路であ

り、返送管は浄水場の沈でん・ろ過池等の洗浄

水等を取水ポンプ井に戻すための管路である。

大久保浄水場は、2.全体工事概要でも述べ

たが、中央系と西部系の2系統の取水・水処理

を行っている。そのため、新設原水管も2系統へ

の配管が必要となる。また、返送管も系統別の

既設取水ポンプ井に戻しているが、沈砂池の整

備により統合した新設取水ポンプ井に戻す方法

となった。

原水管は中央系・西部系とも呼び径2400で、

施工延長は中央系が627m、西部系が183mで、

ある。返送管は呼び径2200、延長105mを布設

するものである。

5.1 原水管工事の概要

原水管工事は、場内での施工が主となるた

め、既設構造物、浄水場の運転・管理に支障を

及ぼさないよう施工しなければならない。そこで、

施工可能と思われる数ルートを設定し、既設構

造物の図面調査、現地調査、試掘調査等を入

念に行った。また既設構造物の防護等も考慮、

し、ルート毎の経済比較等も行った。

その結果、施工距離は長くなるが、安全性が

高く経済性にも他のルートと大差がないことから、

曲率半径R=30mを始め多くの曲線を含むシー

ルド工法での施工とした。図8に原水・返送管全

体平面図を示す。

掘進深度は、一部既設構造物の直下を掘進

し、中央系が15m、西部系が12mと設定した。返

送管については、既設管の一部を利用するため

既設管の深度に合わせ9mとした。

シールド工法は、泥土圧式を選定し口径はセ

グメント内径~3200mmとした。 シールド内にはダ

クタイル鉄管を配管し、セグメントの空隙にはエア

モルタルを充填する。

発進立坑は、原水管のシールド線形、返送管

の推進位置関係及び用地的制約から、2本のシ

ールドと推進の発進立坑を同一立坑として、設

置位置・形状を決定した。立坑の形状、シールド・

推進の発進位置等は図9に示すとおりである。

シールド工事は、中央系管路の掘進を平成18

年1月中旬に開始し、到達後は問機を転用し、深

度 12mの西部系の掘進を行う。

返送管の推進工事は、2本のシールド工事が

完成した後、泥水式工法により導水管と同様に

us形推進工法用ダクタイル鉄管で施工を行う。

写真 us形推進工法施工風景
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5.2 シールド内配管

シールド内の管種は、ダクタイル鉄管のU形・U

S形の2種類を採用する。U形管はシールドトンネ

ル中央部に使用し、us形管は立坑とシールドト

ンネル部との地震時の挙動差の吸収を考慮し

て、シールドトンネルの立坑付近に使用した。

曲率半径R=30m部分の配管は、継手部の

許容曲げ角度を考慮し異形管との組み合わせ

による配管とした。

6.おわりに

現在は、原水管・返送管の中央系シールド工

事を行っている。今後は浄水場内での施工が

主体となる。よって、「安定給水の確保」とpう

観点から、場内既設構造物に影響を及ぼさない

よう工事管理をすることと、既設管との切り替え

が最大のポイントとなる。

設備改良工事には、新設工事とは異なる苦

労・難しさがある。しかし、設備改良工事は今後も

避けては通れないので、如何に安全に経済的

に施工を行うかが、課題であると考える。そして、

ソフト面・ハード面を含め、事故・災害に強い水道

の構築を目指して行かなければならない。

当事務所では、今回紹介した工事の他に、

「埼玉県営水道長期ビジョン」を基本にしたより

安全で良質な水の供給を行うため、新三郷浄水

場の高度浄水施設の導入に向けた準備を進め

ている。また、杉戸町水道の設備改良工事に併

わせ、行田浄水場から用水供給を行うために呼

ひ、径400の送水管布設工事を約5km施工中で

ある。乙こでは全路線、離脱防止機構付き継手

であるNS形ダクタイル鉄管を採用している。

今後、改良工事や修繕工事が増大する中で、

この報告書が少しでも若い職員の技術の伝承

に繋がることを希望したい。

平成18. 5 第78号
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明問問問問問 問 ぬ い

ー曹長::ra~ヨ理=翠 司匙

さいたま市水道局における
施設整備計画と老朽嘗更新事業

さいたま市水道局

施設課長 島崎肇

明。。。⑤問問側関関ぬ い

1.はじめに

さし当たま市は、平成13年5月1日に浦和-大宮-

与野の3市合併により誕生した。埼玉県の南東

部に位置する県庁所在地で、都心から 20~ 30

km県内に位置し、人口118万人とpう全国で9番

の人口を有している。

古くは中山道の宿場町として発展してきた歴

史をもち、現在は東北・上越など新幹線5路線を

始め、]R各線や私鉄線が結節する東日本の交通

の要衝となっている。

平成15年4月1日には、全国で13番目の政令

指定都市へと移行するとともに、平成17年4月1

の岩槻市との合併を経て、関東圏域を牽引す

る中核都市として、更なる発展を目指している。

2.さいたま市の水道事業

本市の水道は、昭和12年(1937年)に豊富な

地下水を水源として給水を開始し、人口増加や

生活水準の向上など水需要の増加に対処する

ため、数次にわたる拡張事業を行い、安全な水の

安定した供給に努めてきた。

昭和43年には、増大する水需要と地下水汲

み上げによる地盤沈下等に対処するため、埼玉

県営水道からの受水を開始し、現在では水源の

約 96%が用水供給事業からの受水となってい

る。

平成16年度末における水道事業の概要は次

のとおりである。
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表1水道事業の概要

給水区域面積 217.49km' 

給水人口 1，178，620人

1日最大給水量 439，260m3j日

1日平均給水量 387，746m3j日

配水管路延長 3，203 km 

全国的に人口減少に転じる都市が増える中

で、当市では、今後もしばらくの聞は人口が緩や

かに増加し、平成32(2020)年頃にピークに達す

るものと予測されている。

一方、節水機器の普及やライフスタイルの変化

等により1件あたりの使用水量は減少してきでお

り、給水収益は横ばいから減少に転じていくもの

と推定されている。

本市の水道は、給水開始から70年余が経過

し、水道施設の老朽化が顕著になってきているこ

とから、配水管や浄-配水場などの基幹施設の

更新-改良や耐震化などを計画的に実施してい

く必要がある。

今後は、給水収益が伸び悩む一方で、施設の

更新や危機管理対策など、直接給水収益と結び

つかない事業が主体となっていくことから、より効

率的な事業運営が求められている。

3.水道事業長期構想

前述のごとく、今般、水道事業を取り巻く経営

環境は、少子-高齢化の進行や経済の低迷など

による水需要構造の変化、地球規模の環境問

題の顕在化、災害やテロへの対応、地方分権の

進展など大きく変化してきでいる。

こうした状況のなかで、本市水道の将来の方

向性と目標を示すため、平成16年9月に作新学

院大学の石井教授を会長とする水道事業審議

会に諮問し、水道事業長期構想、を策定した。

この長期構想、は jpつでも信頼される水道」、

「たくましい水道」、「環境にやさしい水道」を基

本理念とし、①安全、②安定、③災害対策、④サ

ービス、⑤経営、⑥環境とpう6つの基本施策を

掲げ、50の施策と目標達成のための指標、スケジ

ュールなどを示しており、厚生労働省の「水道ビ

ジョン」に対応する、さいたま市版地域水道ビジョ

ンに位置づけている。

図1 さいたま市水道事業長期構想、のイメージ、

「さいたま市水道事業長期構想J(平成16年9月策定)
(水道ビジョンに基づく地域水道ビジョン:厚生労働省)

基本理念

いつでも信頼される水道

市民生活を支えるたくましい水道 11 人と環境にやさしい水道

6つの基本施策

[安全][ 安定)[災害対策][サービス][経営)[環境)

口口口口凹DD~mllll 50の施策 IIII~~~DD凹口口口口

水道施設の整備に関わる施策(14施策)
についての具体的な事業

施設整備計画
(6つの柱となる事業)
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4.中期経営計画

長期構想、に基づく 6つの基本施策の実現に

向け「中期経営計画」を平成18年3月に策定し

た。この経営計画は、さいたま市全体で取り組む

「行政改革推進プラン」の水道事業における取

組みを具体化したもので、もあり、平成18から22年

度までの今後5年間で取り組む事業運営のため

の方針を定めている。

この経営計画においては、①給水サービスの

一層の充実、②収支バランス確保による現行料

金の維持、③適正な定員管理と給与制度、④業

務委託の推進等民間的経営手法への取り組み

など経営基盤強化のための取り組み目標を示す

とともに、具体的な施策として、給水区域の配水

ブロック化、水道施設の更新-改良や耐震化など

維持管理を中心とした、現行の第六期拡張事業

にかわる新たな施設整備事業を含め、次のような

28の事業を平成18年度から実施していくことと

している。

〔安全〕

・地下水源設備の改良更新

.鉛給水管の解消

・配水管内の水質劣化防止

.水道GLPの取得

・貯水槽水道の管理充実

.直結給水の普及促進

〔安定〕

-拠点施設の整備

・自己水ブロック化

-老朽管の更新

・漏水防止

-浄水場の一元管理

〔災害対策〕

-施設の耐震化

・応急給水施設の整備

〔サービス〕

-配水支管の整備

・コールセンター導入

.電子申請の充実

・訪問診断サービス実施

〔経営〕

・中期経営計画の進行管理

.職員の適正配置

・料金徴収業務の外部委託

.勤務体制の見直し

・情報システムの最適化

.水道用地の有効活用

.外郭団体の改革推進

〔環境〕

-環境対策事業の推進

-浄-配水場の省エネルギー対策

.低公害車の導入促進

.建設副産物の再利用、再資源化

5.施設整備計画

施設整備計画は、長期構想、における水道施

設の整備に係る14の施策を実現するため、中期

経営計画と調整を図りながら平成18年2月に策

定したものである。

長期構想、の目標である平成32年度を最終目

標年次としているが、当面の事業期間としては、

経営計画に併せ、平成22年度までの5ヵ年を

第一次施設整備事業としている。

計画の事業内容は、①老朽化した深井戸の

改良・更新を行い、地下水源の保全と有効活用

図2 配水ブ.ロックイヒのイメージ. 

• . -
|東部統括ブロック i
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を図るための「地下水源整備事業」、②ポンプや

電気設備など、老朽化した施設の計画的、効率

的かつ効果的な改良、更新を推進する「拠点施

設整備事業」、③効率的な配水制御とともに、水

質管理やパックアッフ。機能の強化を図るため、給

水区域の配水ブロック化を推進する「配水ブロッ

ク整備事業」、④道路内における輯そう給水管

の解消など、安定給水のための配水支管整備を

推進する「配水支管整備事業」、⑤石綿セメント

管や老朽管の計画的な布設替により漏水や事

故防止に努め、安定した給水を図るための「老朽

管更新事業」、⑤水道の基幹施設である浄-配

水場施設の耐震補強工事や水道管の耐震化を

進める「耐震化事業」の6つの柱となる事業で構

成されている。

なお、給水区域の配水ブロック化については、

水圧の均等化、災害時の対応の迅速化、漏水量

の低減や水質管理の向上など、効率的で環境に

やさしい水道施設として、今後の施設整備事業

の中心事業となっている。

図3 施設整備計画の基本事項および、スケジ‘ュール

基本事項

①目標年度

②計画給水量

③計画一日最大給水量

6.老朽管更新事業

(1) 配水管の布設状況

本市には3，203kmの配水管が布設されており、

管種別の内訳は表2のとおりである。

耐震継手管については、平成7年度から採用

し、布設率は配水管全体の26%となっている。

表2 配水管の管種別内訳

鋳鉄管 I 91.0% 

温化ビニール管 6.3% 

石綿管 2.0% 

鋼管等 0.7% 

2020年度(平成32年度)

1，330，000人
475，000m3

/日

スケジュール

2020年度
(平成32年度)

配水管の口径別の内訳は表3のとおりであり、

当市の場合、小口径管o100の布設率が高くなっ

ている。
表3 配水管の口径別内訳

O75以下 11.1% 

o100 57.5% 

O150 13.6% 

O200 5.4% 

O250 3.2% 

O300 3.3% 

O350 1.2% 

O400以上 4.6% 
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(4)配水管更新事業

石綿セメント管の布設替については、16年度

末において56kmが残っていることから、早期解

消を図るため、平成21年度を目途に積極的に布

設替を推進してpく。また、印ろうおよびメカニカ

ル継子高級鋳鉄管については平成19年度まで

に解消の予定である。さらに、約16kmある無ライ

ニングのダクタイル鋳鉄管についても、布設替工

事を実施していくこととしている。

その後、耐周年数を超えるダクタイル鋳鉄管(ラ

イニング管)についても更新してpく予定である

が、恐ろしいことに平成32年度には配水管の

20%にあたる630kmの配水管が耐周年数を迎え

るとととなる。

年度別配水幹線 (<t400以上)布設延長

(3)配水幹線更新事業

昭和43年の県水受水開始以来、基幹施設で

ある配水場から需要地へ向けて配水幹線が布

設されてきた。施設整備の目標年次である2020

(平成32)年度には耐用年数を超える配水幹線

の延長は約78kmとなる。

また、配水幹線の耐震継手管の布設率は13%

であり、配水支管の26%に比べ耐震化率が低く

なっている。

配水幹線は、安定した給水を確保するために

欠かせない重要な管路であり、漏水事故等によ

る影響は非常に大きなものとなる。事故等を未然

に防止するためには、老朽化した管路の更新が

必須となる。

一方、配水幹線の更新については、施工やパ

ックアップ。方法など様々な問題を解決していかな

ければならない。

さpたま市水道局における施設整備計画と老朽管更新事業

図5
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図4のグラフは、給水を開始した昭和12年か

ら年度毎の配水管の布設延長を示している。配

水管の法定耐周年数は40年であるが、平成17

年度現在、昭和40年以前の管が耐用年数を超

えていることとなる。グラフが示すとおり、今後、高

度成長とともに布設してきた大量の配水管が耐

周年数を迎えることとなる。

また、昭和43年度付近に布設延長の突出が

見られるが、これは昭和43年度から埼玉県営水

道からの受水を開始するため、県水受水のため

の配水幹線(大口径配水管)を布設したもので

あり。近い将来、これらも同じく耐周年数を迎え

る。

(2)老朽管対策

当市ではこれまで、老朽管対策として、石綿セ

メント管ならひ、に印鑑および、メカニカル継手の高

級鋳鉄管を老朽管と位置づけ布設替を実施し

てきた。

石綿セメント管の布設替は、昭和51年度から

実施しており、全体延長528kmのうち、平成 17

年度末までに474km (90%)の布設替が完了す

る。また、高級鋳鉄管の布設替は、昭和48年度

から実施しており、全体延長238kmのうち、平成

17年度末までに211km (89%)の布設替が完了

する。

今後は、耐周年数を超える配水支管や重要

度の高い配水幹線(O400以上)の老朽化が進

むため、配水幹線と配水支管に分けて更新事業

を実施していくこととしている。

年度別配水管布設延長図4
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7.おわりに

本格的な施設の改良・更新時代を迎える中、

本市では、長期構想、中期経営計画、施設整備

計画を策定し計画的に事業を推進していくこと

としている。

一方、水道施設の重要な位置を占める配水

管については、更新が必要な管が大幅に増加し

ていくことが懸念されている。

配水管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く必要があると考え

ている。

なお、今回紹介した長期構想、および中期経営

計画については水道局のホームページ(http://

www.water.saitama.saitama.jp/)に掲載して

pます。

平成18. 5 第78号
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切抑制問問問 問 的 側 、

-・・・・・・F 哩二~‘、.. ・・・・・・田園 司叫温・・・・・・

事場幽量屡司匙

川越市における管路更新の
考え方について

川越市上下水道局水道施設課

計画担当主幹飯島茂

明~慰問問問附側 、

1.川越市の沿革

埼玉県の南西部に位置する川越市は、古くは

長禄元年[1457年〕大田道真・道濯父子が川越

城を築いたのに端を発し、江戸の北の守りの地

として有力な大名が配され、また豊富な物資の

供給地として江戸との物流を確立し商人の町

として大きく栄えた。

明治になると県内ーの商業都市として繁栄

し、大正11年には県内で最初の市制を施行し

川越市が誕生した。その後、昭和30年に隣接す

る9ケ村を合併し市域を拡大した。

都心から30kmの首都圏に位置するベットタウ

ンであるとともに商品作物を生産する近郊農業、

交通の利便性を活かした流通業、伝統に培われ

た商工業、豊かな歴史と文化を資源とする観光

など、充実した都市機能を持つ都市として県内

南西部地域の中心として発展を遂げている。ま

た、近年では首都圏に位置する「歴史と文化のま

ち」として脚光を浴び、古さと新しさが共生し、多

くの文化財など観光資源とあいまって、年間460

万人の観光客が訪れている。

図1 川越市
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2.川越市水道事業の概要

川越市の水道事業は、昭和26年9月に計画

給水人口 32，000人、計画一 日最大給水量

5，000m3j日の上水道布設認可を取得し、昭和

28年2月工事に着手、翌年の5月1日より市街地

の一部に向けて給水を開始した。

その後、昭和40年代に入ると宅造ブームが始

まり、給水人口の増加に伴う水需要が急速に増

加したため、数次の拡張事業が計画され、昭和

49年には給水区域は市内全域に拡大されるとと

もに、県営水道からの県水受水を開始した。

平成16年度末における給水人口は、332，000

人、給水戸数129，000戸、年間給水量約42，132

千m3
'こ達している。

3.配水管路の現況

川越市の配水管路は、呼び径50から呼び径

800まで、総延長1，360kmで、あり、管種はダクタイル

鉄管が約39%、硬質塩化ビニール管が約59%、そ

の他として無ライニング鋳鉄管、鋼管等である。

当市の特徴として、他市と比較し硬質塩化ビ

ニール管の占める割合が高いが、これは昭和40

年代の急激な宅地化等による水需要の増加に

対処するため、安価で施工性の良い硬質塩化ビ

ニール管や石綿セメント管を使用したこと、並びに

給水申請に伴う配水補助管制度(昭和44年)に

起因している。

しかし、石綿セメント管の更新については、平成

5年度より実施した第7次拡張事業において石綿

管更新事業として位置づけ積極的に更新を実

施した結果、概ね完了している。

4.耐震化に伴う管路更新への取り組み

平成7年の阪神・淡路大震災や平成16年の新

潟中越地震と大規模地震が頻繁に発生し、ライフラ

インの機能麻療により住民生活に甚大な被害をもた

らしている。災害による住民生活への影響を最小

限に止めるためにも安全なライフラインを構築するこ

とが責務である。

川越市は、前述したように平成5年より石綿管更

新事業を積極的に実施し、管路の強化を図ったが、

耐震化とpう点においては整備されなかった。

また、現状において約800kmの硬質塩化ビニー

ル管が布設されており、災害時における被害の拡

大が危↑具されるところである。

配水管路の耐震化については、本市の配管状

況を踏まえ災害時に受ける被害を想定し、「水の確

保」はもとより防災拠点、病院等重要施設への給

水ルートを明確にして行うことが最善と考え、現在

「大規模地震時における配水管路被害想定」の

業務委託を行っている。

当業務委託は、大規模地震時における配水管

路の被害を想定し、管路の重要度を評価し「基幹

管路」の選定を行うものである。

次項においてその業務の概要について述べ

る。

5.配水管被害想定業務の概要について

5.1 業務の目的

川越市の現状管網において、水理解析が可

能なモデルを構築し、このモデルをベースに想定

地震を被災したときに予測される被害件数、断

水率、断水人口を、ンミュレーションし、今後の管路

面捜化計画の基礎データとする。このデータを基

に配水管の耐震化計画を策定する。

5.2 業務内容

地震時における配水管路の口径、管種、地形

地盤、液状化のデータに基づき被害予測を行

う。次に配水管路の被害予測の結果から、水理

解析を併用して断水率を算出し、人口データをも

とに断水人口を求める。断水率や断水人口の

分布状況について検討を加える。

地震時の配水管の被害想定や水理解析モ

デル構築は、以下の資料を使用して行う。

【使用する資料】

① 川越市上水道管種別配管図

(1:1500) 

② 川越市上水道配管平面図 (1:2500)

③ 管路属性(管種、口径)

④ 地震時被害想定に用いる液状危険
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度、地形地盤属性等は国土地理院データ

⑤ 地震被害想定を行う地震動は、阪神

淡路大震災データ

⑦ 川越市消防水利図(川越市地区消防

⑥ 被害率、被害件数の算出は日本水道

協会の被害推定式

5.3 被害想定のフローチャート

組合)

③ 水圧測定調査報告書(平成16年度版)

⑨ 平成16年度、町丁別水量集計

⑩ 平成16年度、大口使用者データ

大規模地震時における配水管被害想定のブローチャートを図2に示す。

図2 配水管被害想定のフローチャート

START 

① 管路データの入力 r 一一一一

(呼び径 150以上)/ ~ I+-一一|※川越市上水道幹線図より

↓ 
② 地形デー夕、地震

動データ等の入力

l ※地形・地盤データ:国土地理院の数値地図データ
!※液状化データ:地形・地盤データより判定
i※地震動データ:250，400，600，800galを設定
1 ※人口データ:統計情報研究開発センター

③ 管路被害率の算出 |←(三同時五時計町二二二j

④ メッ、ンュ毎の管路被
害件数、被害率の算出

くきコ
5.4 被害想定方法

川越市の配水管路の大規模地震時における

被害状況を、日本水道協会の被害推定式を用い

て想定した。この被害推定式は、1995年に発生

した兵庫県南部地震での水道管路の被害分析

結果をベースに日本水道協会から提案されたも

のであり、現時点での水道管路の被害推定には

最も適した経験式である。

この日本水道協会の被害推定式では、配水

管路の路線ごとに地震時の被害率を算出する

ため、被害想定の対象となる全ての路線につい

て下記のデータをあらかじめ準備する必要があっ

た。
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図3 日本水道協会の被害推定式による被害想定に必要なデータ

配水管路の被害想定に

必要なデータ

「 管 種

管路データ寸

「 地形・地盤

地形データ → 
L 液状化

地震動データ

以下に、被害推定に必要なデータの入力と管路被害率の算出方法について詳述する。

5.5 管路データの入力

川越市上水道幹線図より、呼び径150以上の

配水管について、GISシステムを使って入力し、

管路データをデジタル化した。デジタル化した管

路データには、始点と終点の座標値と併せて、管

種、口径を管路属性として入力した。

5.6 地形データの入力

地形データは、国土.交通省(国土地理院)の

1kmメッ、ンュ数値データ1)を入力した。このメッシ

ュ数値データは、)11越市全域が1kmのメッシュで、

分割されており、地形データが各メッ、ンュに設定

されている。さらに、この地形データを、後述する

日本水道協会の被害推定式の補正係数と対応

させるため、地形・地盤分類と液状化分類に関

連付けした。なお、この液状化分類に関しては、

共同溝設計指針2)に基づpた関連付けとなって

pる。

5.7 地震動データの設定

今回の被害想定では、地震動データとして震

度5強~震度7の4区分の震度階を想定した。ま

た、この4区分の震度階は表 1 にならい、 250~

800gaHこ対応、させた。なお、参考としてこれまで、

の主要な地震時に観測された加速度を表2'こま

とめる。

表 1 地震動の設定 3)

震度
加速度 設定した加速度
(gal) (gal) 

5強 250 250 

6弱
400 

400 

6強 600 

7 400以上 800 

表2 主要な地震時の加速度 4)5)

地震名 都市

2003年新潟県 小千谷市

中越地震 長岡市

神戸市

1995年兵庫県 宝塚市

南部地震 尼崎市

大阪市

5.8 その他データの入力

(1)人口データ

加速度
観測機関(gal) 

898 気象庁

430 気象庁

818 気象庁

694 ]R 

472 運輸省

80 気象庁

メッシュごとの人口データは、財団法人統計情

報研究開発センターより公刊されている平成12
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年国勢調査 6)データから、標準地域メッシュの第

3次地域区画である1kmメッ、ンュごとに集計さ

れた人口データを用いた。

(2)重要拠点データ

重要拠点データは、J11越市防災マップから

1kmメッシュ上にフ。ロットし入力した。

恥n(α)=Cp . Cd . Cg. CJ . R(α) 

R(α) =2.88 X 10.6 X (α-100)1.97 

ここで、

5. 9 管路被害率の算出

水道管路被害は、(社)日本水道協会「地震

による水道管路の被害予測(平成10年11月)J 
に示された、管体・継手の被害推定式[式 (1)

(2)]を用いて想定した。この被害推定式は、

1995年に発生した兵庫県南部地震での水道管

路の被害分析結果をベースに日本水道協会から

提案された経験式である。

(1) 

(2) 

匙n(α):最大加速度αに対する被害率(イ牛/km)

管種

ダククタイル鉄管

鋳鉄管

硬質塩化ビニル管

鋼管

石綿セメント管

R(α) :最大加速度αに対する標準被害率(件/km)

Cp :管種に関する補正係数(表3参照)

Cd :管径に関する補正係数(表3参照)

Cg :地形・地盤に関する補正係数(表3参照)

CJ :液状化に関する補正係数(表3参照)

α :地震動の最大加速度(galまたはcm/s2)

表 3 補正係数7)

管径 地形・地盤

0.3 ~75 1.6 改変山地

1.0 ~ 100~~ 150 1.0 改変丘陵地(段土)

1.0 ~200 一~450 0.8 谷・旧水部

0.3 ~500~~800 0.5 沖積平地

1.2 良質地盤

5. 10 被害想定結果の算出

液状化

1.1 なし 1.0 

1.5 部分的 2.0 

3.2 全体的 2.4 

1.0 

0.4 

日本水道協会の被害推定式から各管路の被

害率および被害件数を算出し、被害件数から、地

震の受け易さを示す被害確率を求め、モンテカル

ロシミュレーションを用いて震度5~震度7の4種

類の想定地震に対する被害状況を予測する。

被害想定結果については、現在精査中であ

る。
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6.おわりに

川越市は、前途したように配水管路として

1，360kmの施設を擁しており、その内約59%が災

害時に脆弱とpわれる硬質塩化ビニール管が占

めている。

こうした状況の中、配水管路の耐震化につい

ては、多くの時間と費用を要することから、災害時

の被害状況、水需要、防災拠点、病院等重要施

設への給水ルート等々を総合的に考慮した基幹

管路を設定し整備することが、より効率的と考え

参考文献)

1)国土地理院:数値地図.http://www.gsi.go担/MAP/index.html 

2) (社)日本道路協会:共同溝設計指針，1986

3) (社)農業土木学会:土地改良施設 耐震設計の手引き，2004.3

4)気象庁ホームページ，

ている。

このため、今後の川越市における管路更新は、

システムとしての耐震対策および耐震性の低い

施設の改良計画をもとに積極的に進めて行きた

pと考えている。

なお、平成18年度より離脱防止機構付き継手

(NS形)を採用することにより、災害に強く耐久

性の高い管路の再構築を目指し事業を推進して

pく所存である。

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/kyoshin/jishin/041023_niigata/1756/niigata_main.htm 

5) (社)日本水道協会，1995年兵庫県南部地震による水道管路の被害と分析，1996.5

6) (財)統計情報開発研究センター:H12国勢調査， http://www.sinfonica.or.jp/ 

7) (社)日本水道協会:地震による水道管路の被害予測，1998.11
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魚。⑤⑤⑤制問問問問問的側 、

ー官~:raD1哩ヨ理=翠 弓k

費用対効果分析を活用した
水道老朽管更新計画

金沢市企業局 建設課

担当課長補佐河口 多吉

航。約問問問問閥的 。⑤⑤側 、

1. はじめに

金沢市企業局では市民生活に欠くことので

きないガス事業、水道事業、発電事業、工業用

水道事業、下水道事業の5つの事業運営を通じ

て、豊かな市民生活を支えるために快適な水環

境の創造とエネルギーサービスの向上に努め

ている。

水道事業においては、昭和5年に供給を開始

し、以来5次にわたる拡張事業により整備を進

め、平成16年度現在、給水人口450，519人、年

間配水量59，118，321m3、普及率99.0%に至って

pる。

しかしながら、近年の水需要の動向について

は、経済不況や節水型社会の到来に加えて、少

子化の人口動態の変化などの要因により、平成

8年度をピークに減少傾向にある。また、本市にお

いては戦災を受けなかったこともあり、市内中心

地の旧市街地において創生期に建設された鋳

鉄管CCIP)による管路が現在もなお使用されて

pることから、錆による赤水苦情が多発し、昭和5

0年から更生工事を主体に措置を施してきた。

しかしながら、近年になって旧市街地を中心

に、老朽化による漏水事故が増加し、平成15年

度実績で49件(配水管の修繕件数)にものぼり、

平成13年度から更生から更新工事に主体を切り

替え、整備を実施してきた。

さらに、本局においては、ガス本支管の更新計

画との整合を図る必要があり、さらなる効率的、合

理的な更新計画策定が求められていた。このよ

うな背景の中、諸施設の更新計画推進を今後の

最重要課題と位置づけ、本局内部に検討ワーキ

ングを発足させ、平成15年度に「水道老朽管更
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新計画」を策定した。現在、整備方針に基づいた

更新工事を推進している。

2.水道老朽管更新計画策定の概要

本市における老朽管の対象管種は、漏水事故

の元凶と判断される鋳鉄管 (CIP)を対象とし、平

成 17年2月現在、全更新延長は420km(送水管

5，314m、配水本管28，331m、配水支管386，32

7m)と全管路延長の18%をも占める。

更新計画策定においては、次世代に託すべく

施設のあり方を見据えた計画が重要であり、本市

においては、効率的、合理的な更新計画を基本コ

ンセプトに、耐震性、維持管理面の機能向上等を

意図するとともに、離脱防止機構付きダクタイル鉄

管による耐震化路線を明確化し、財政計画を含め

た布設替えの優先度を定義した。

く耐震化対象路線>

.送水管路、配水管路(幹線)を耐震化の最重

要路線と位置づけ、老朽管を優先的に更新す

る。

φ配水本管から給水拠点までの管路を準幹線と

位置づけて耐震化路線と考え、老朽管を優先的

に更新する。

.上記のほか、緊急輸送道路に埋設されている

管路についても漏水等を起こさないよう耐震化路

線とする。

く布設替え優先度>

布設替え優先度については、送・配水本管を

最重要路線と位置づけ、第1次更新対象とし、最

優先に整備を実施する。

また、災害時の給水拠点ルートおよび、緊急輸送

道路内の管路や配水ブロックの連絡管等を第2

次更新対象とし、それ以外を第3次更新対象とし

て優先度を定義した。

図1 老朽管更新計画と布設替え優先度関連図

耐震化対象路線

耐震化の最重要路線

送水管路

配水本管(幹線)

耐震化の路線

給水拠点ルート

緊急輸送道路埋設管路

図2 対象老朽管位置図
又

布設替え、

優先度一」

第1次

第2次

{旧市街地区域]

昭和4年布設

その他配水管

第3次

印ろう継手(インチ管)

【郊外】

昭和35年-45年布設

A形継手

一一一一 鋳鉄管 (CIP)

一一一ダクタイル鉄管(DIP)等

※図面は83頁の技術レポート参考資料をご参照くださL、。
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本更新計画においては、特に更新工事におけ

る道路復旧の工事費の占める比率が高いため、

積極的に他所管の工事やガス工事との同時施

工を優先する等、財政面への十分な検討も含め

た策定が求められていた。

老朽管更新事業に係る投資は、直接収益に

結びつくものではないため、市民への説明責任

と理解を得る必要がある。このため更新事業の

事業効果を明確にするため、費用対効果分析に

よる検証を行い、布設替え優先順位の妥当性の

検証を行った。

3.費用対効果分析を活用した更新計画

1)更新計画策定のフロー

更新計画策定にあたり、以下のフローのとおり

費用対効果分析を活用し、図lに示した布設替

え優先度の検証を行い、更新計画策定を行っ

た。

.老朽度ランク

鋳鉄管の老朽度ランクについては、「鋳鉄管

路の診断及び更新・更生計画策定マニュアル

(財団法人水道技術研究センター)Jを活用し、本

市における現状を一部反映した評価指標を作成

し、管路毎のランク付けを行った。

.対象管路

対象管路は、第1次更新対象となる送水管路、

配水本管の幹線22路線(送水管延長4.9km、

配水本管延長22.2km)、および第3次更新対

象となる配水支管(本市マッピンクゃ基本図メッシ

ュ:1229メッ、ンュ、配水支管延長389.2km)につ

いて費用対効果分析を行い、事業効果が高い

管路を更新の最優先管路と位置付け、更新計画

へ反映するものとした。

なお、費用対効果分析については、「水道事

業の費用対効果分析マニュアル(案)(社団法人

日本水道協会)J (以下、マニュアル)を活用し、一

部本市の現状を反映して算定した。

図3 更新計画策定フロー

更新計画策定

老朽度ランク

幹線管路(送水、配水本管)

老朽管22路線

配水支管 ョコタテ

1229メッシュ(単位400mx300m)

|ガス更新計画との整合|
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2)費用対効果分析の算定方法

費用および便益の算定ついては、対象管路

別に図4に示すとおり管路更新費用を他所管の

工事やガス工事との同時施工による土工、舗装

費の節減を含めて費用算出を行った。

事業効果を示す便益については、本市の現

状を反映し、マニュアルにはない項目を追加し

算定を行った。

図4 費用対効果の考え方

更新事業の費用 (C)

更新事業の便益(8)

(1) 
地震による

断水被害の減少

費用

管路更新費

マニュアルにはない更新事業の便益算定項目

として幹線管路については、地震時のみならず

平常時における事故の給水への影響を評価し、

断水被害の減少を費用換算し追加計上した。算

定については、全国の過去の幹線事故率を算

出し、今後50年スパンで、の事故の増加率を考慮、

し、更新後における被害軽減額とした。

また、配水支管においては、管路が無ライニン

グの場合、更新をしなければ、近い将来、管路の

更生が必要となるため更生工事費の節減効果を

計上することとした。さらに配水支管の更新に併

せて実施される鉛給水管の更新工事および今

後、行政機関が道路舗装の打ち替えを行うことの

代替工事として、その事業効果も便益換算し算

出した。

3)費用対効果の算定結果

幹線管路における事業効果(B/C)を路線別

ガス工事同時施工路線
土木、舗装費による節減

更生工事の節減rT-の節減舗装復旧費の節減

+ 
(V) I (羽)I (w) I 

に示したものを図5、配水支管の分析結果を図6

に示した。

図5 幹線管路路線別 (B/C)

_ 2.0-

仁コ 1.5-2.0

_ 1.0-1.5 

- -1.0 
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図6 配水支管メッシュ単位 (S/C)

本

E 

_ 1.6~ 

_ 1 .4~1.6 

~ 1.2~1.4 
直己 1.0~1.2
四国 ~1.0 __;" i 

※図面は83頁の技術レポート参考資料をご参照ください。

幹線管路の路線別の算定結果においては、

市南東部に位置する昭和5年に創設された末浄

水場からの創設期配水系統(大桑配水系統)が

事業効果が最も高いことが検証され、早期着手

する対象管路が定量的に判断できた。また、配水

支管のB/C(平均値)と比較しても幹線管路の

事業効果が高いことが確認され、布設替え優先

度における第1次更新対象管路は検証の結果、

幹線管路が妥当であるとことが確認できた。

一方、配水支管のメツ、ンュ別算定結果で、は、創

設期に建設された旧市街地が最も事業効果が

高く、旧市街地周辺から郊外にかけて事業効果

は低い結果であることが確認され、布設替え優先

順位の妥当性が検証された。

4)更新計画の基本方針の策定

以上の検証結果を踏

まえ、本市における水道

老朽管更新計画の基

本方針として図7に示

すとおり、幹線管路につ

いては、事業効果の高

p末浄水場からの配水

長~18 

繁 華街 |担ス医

対象地区
旧市街地 ガ;

郊外

市内全域 4

系統を中心に厚生労働省の国庫補助事業の採

択を受け、概ね20年後の平成37年度までを更

新対象期間とし、現在、更新計画を推進してい

る。配水支管については、対象地区を区分し、事

業効果の高い繁華街、旧市街地を中心に概ね4

0年後の平成57年度を目標に長期更新計画を

策定した。

昭和初期に建設された創設期管路は、漏水

事故等の機能障害、埋設環境の著しい変化に

より危険度が更に増大していくと考えられる。ま

た、直下型地震としては、全国的にみて生起確

立の比較的高いと思われる森本富樫断層が中

心市街地を南北に縦断しており、耐震化を含め

た老朽管更新事業は水道事業者としての使命

と考えている。

本更新計画の推進により市民への快適な暮

らしを約束し、より良い社会的環境づくりヘ貢献

できるものと期待している。

4.中長期基本計画(マスタ一フラン2006)
本局では、平成13年度の下水道事業の統合

を機に、「快適な水環境の創造とエネルギーを通

して、豊かな市民生活に貢献します。Jを経営理

念とする「経営ビジョン2002Jを策定した。

このビジョンで、は、経営理念、事業の方向性、

基本戦略が唱われているが、財政計画、経営目

標および重要施策については今後の課題とされ

ていた。

一方、金沢市を取り巻く環境は、日増しに厳し

しものとなっており、将来にわたり持続的に事業

経営を行うためには、経営理念に基づく明確な

経営目標を設定し、その目標を達成するための

様々な施策を早急に実施することが喫緊の課題

図7 長期更新計画

H27 H37 H47 H57 管路区分
時施Z

問時前工 配水支管
ガス何時施 単陸路工

幹線t路 幹線管路
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で、あった。

このような状況の中、「経営ビジョン2002Jで

示された事業の方向性や基本戦略を踏まえつ

つ、近年の事業動向や、現状の経営課題に対し

有効に機能する新たな基本戦略を設定し、併せ

て、それらを柱とする具体的な経営目標と重要

施策を明示した中長期基本計画を策定すること

とした。

本計画では、経営理念の実現に向け「経営ビ

ジョン2002Jに揚げた基本戦略を発展的に吸収

し、本局の主要3事業となる水道事業、ガス事業

及び下水道事業について新たな6つの基本戦

略を策定した。さらに各事業における最重要課

題を分析し、22の経営目標を掲げるとともに、65

の具体的な重要施策を体系付け、平成18年度

から平成27年度の10ヵ年を計画期間として実

施していくものである。また、本基本計画の公表

に先立ち、ノTブリックコメントの募集を行p、市民

と共につくり上げる基本計画とした。

本基本計画における水道事業の取り組みは、

市民生活に欠くことの出来ない生活基盤を拡充

するため、「水道老朽管更計画」を基礎とし、更

なる安心、安定の追求を継続して行ってpくもの

でる。

5.おわりに

地方公営企業は、公共の福祉を増進するた

め、市民生活に身近な社会資本の整備を行い、

必要なサービスを提供することが使命である。ま

た、その達成のためには、将来にわたり質、量共

に常に安定供給を継続することが必要である。

今後は、市民に過度の負担がかからないよう

適正な老朽管更新事業を推進し、市民に更に

信頼される水の供給を推進するものである。

図8 中長期基本計画概念図

-E豆翠霊園
-サービス水準の向上
.安全・安心の追求
・環境対策の強化
.経営の健全化

・業務執行体制の強化
・聡員の資質と能力の向上

-E霊童霊童.
-65施策一

・窓口業務の改普
・危機管理体制の確立
.下水道資源の有効利用
.規制緩和への対応
・経営分析の強化

-経営目線の共有化 他

. .....‘r~ 可'~

~ [経営理念1 ~ 
E 快適な水環境の創造と E 
Eエネルギーサービスを通して E
J豊かな市民生活に貢献します L

'-'i'. U、J

-・E詩書冨E調・・
-22目標一

・利便性の向上
-危機管理の充実
・循環型社会への貢献
.営業の強化

・新たな経営手法の導入
.意磁改革の推進

【行動計画1
・コールセンターの霞置
・近隣事業者との相E応援体制の構築
.下水処理水の有効利用
-大口供給における規制緩和への対応強化
.外部監査制度の導入
・回線管理制度の充実 他
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ふ側関問。ωω~ぬ い

E・・・・・F 哩士士主a・当_.・・・・ー・唱a・・・・・

lI't輔 諺画監

鯖江市における老朽嘗
更新事業について

鯖江市都市整備部上水道課長

田中憲男

吻問問問。⑤悶悶慰問側 、

1.はじめに

鯖江市は福井県の中央部に位置し、江戸時

代から地域の中心部を北陸道が通る交通の要

衝であり、古くから越前地方の中心都市として

栄えてきた。本市は、昭和30年1月15日に今立

郡と丹生郡の2町5村が合併して誕生し、昨年

市制50周年を迎えた。

本市の代表的な産業には、1500年の伝統を

受け継ぐ日本最古の越前漆器をはじめ、繊維、

眼鏡産業などがあり、中でも眼鏡フレームでは国

内の90%、世界の20%のシェアを誇っている。ま

た、昨年の国勢調査においては人口増加数およ

び増加率で、も県内市町のトッフ。であり、「快適で

住みやすい市」との評価を得たものと考えている

が、さらに良い地域社会を構築するため、「融和と

協働」を基本理念に、平成18年度からの5カ年を

対象とした「第4次鯖江市総合計画」の策定を

進めている。

2.水道事業の現状

鯖江市の水道事業は昭和35年8月に給水を

開始し、昨年45周年を迎えた。この間、3度の拡

張事業を実施して現在に至っており、平成16年

度末現在の給水人口は66，970人、普及率は

100 %に達している。また、日野川の治水と上水

道、工業用水および農業用水の安定確保を目

的として、昭和56年度から国と福井県が共同で

実施してきた日野川流域水資源総合開発事業

の中の日野川地区水道用水供給事業が18年

度に完成し、受水を開始する予定である。以下

に、本市の水道事業の状況を示す。
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(1)平成16年度末現在の管種別布設延長

水道施設の現状のうち管路について、平成16

年度末現在の管種別布設延長を表1に示す。

表1 平成16年度末現在の管種別布設延長 (単位 m) 

ι~ 導水管

ダクタイル鉄管 10，409.57 

鋳鉄管 。
鋼 管 2，308.40 

石綿セメント管 402.00 

硬質塩化ビニル管 775.20 

ステンレス管 。
その他 。
メE与Z、 計 13，895.17 

(2)管路に関する業務指標

「水道事業ガイドラインJに基づいて平成16年

送水管 配水管 メ口b、 計

2，976.35 452，594.00 465，979.92 。 4，003.80 4，003.80 

1，304.50 3，337.31 6，950.21 

107.00 6，237.94 6，746.94 

560.00 107，182.03 108，517.23 。 2，746.87 2，746.87 。 75.11 75.11 

4，947.85 576，177.06 595，020.08 

度末の業務指標を試算した。このうち、管路に関

する指標を表2に示す。

表2 管路に関する主な業務指標

番号 業務指標名

2007 配水管延長密度

2103 経年化管路率

2104 管路の更新率

2107 管路の新設率

2210 管路の耐震化率

3018 有収率

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率

(3)本市における水道事業の現状

表1および表2から、本市における水道事業の

現状は次のように考えられる。

① 年間配水量の有効率は93.6%と高く、有収率

も90.5%である。

②管路のうち、ダクタイル鋳鉄管・鋼管率は79.48

%と高く、中でもダクタイル鉄管の比率は78.31% 

に達している。

実績値(平成16年度)

6.78 km/km2 

2.11 % 

0.81 % 

0.68 % 

1.7 % 

90.5 % 

79.48 % 

③経年化管路率は2.11%で、この内訳は石綿

セメント管 (=6，746.94m)、法定耐周年数を上

回る鋳鉄管(=4003.80 m)および鋼管(=

1812.6m)である。一方、管路の更新率は0.81% 

であり、経年管は今後も増加することから適切に

更新していく必要がある。

④管路の耐震化率については1.7%にとどまっ

ており、十分とは言えない。
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3. r第4次鯖江市総合計画」における水

道事業の課題

本市の水道は、これまで3度の拡張事業を経

て普及率の向上に努めてきた結果、普及率は

100%に達し、さらに93.6%とpう高い有効率を実

現するに至っている。しかし、創設期に整備され

た水道施設の老朽化が認められ、現在は2.11% 

である経年化管路率も今後は増加が予想される

ことから、今後は、より適切な施設の維持管理と

計画的な更新を行いさらにレベルの向上に努め

なければならないものと考えている。

また本市では、前述の「第4次鯖江市総合計

画Jの中で、「快適でイ主みよいまちをつくる」とpう

施策において、水道事業が取り組むべき課題を

「安全で、安心なおいしい水を安定供給する」と

し、本市水道事業の現状を踏まえて、この課題の

実現のために次の指標について達成水準を定

めた。

表3 水道事業が取り組む課題の具体的な指標と達成水準

指 標

有収率

石綿セメント管の更新率

4. r水道施設更新指針Jの活用

実績値

90.5% 

94.53 % 

昨年5月「水道施設更新指針」が制定された

が、本市においても水道事業が取り組む課題の

具体的な指標として、老朽管の更新率を取り上

げている。そこで、同指針に基づき配水管につい

て管路施設全体の総合物理評価を試みた。乙の

試算は、本市全体の状態を把握するため、路線

別の評価ではなく、配水管全管路施設の老朽

度、事故危険度、漏水、水理機能、耐震度および

水質保持機能を総合的に100点満点で定量評

価したものである。

その結果、表4に示すように全管路施設を対象

に行った総合物理的評価点数は59点となった。

これは、同指針に照らした評価では、「全体的に

一応許容できるが弱点を改良、強化の必要があ

基準時点

平成16年度

平成16年度

る」と評価される。

達成水準(平成22年)

92% 

100% 

本市の水道は、これまで積極的にダクタイル鉄

管を採用して普及率の向上に努めてきた結果、

93.6%とpう高い有効率を実現するに至ってい

る。一方で、、管路の耐震化率は1.7%、管路の耐

震度の評価点数は37.9点で十分とは言えず、過

去に経験した福井地震のような大規模災害にお

いては弱点となりかねない。したがって、今後の

管路の更新に際しては、重要度も考慮したうえで

優先順位を決めて実施するとともに、管路の耐

震性の向上を図るためNS形ダクタイル鉄管を採

用する方針である。なお、これにさきがけて、本年

2月には呼び径500配水管の移設工事にNS形

ダクタイル鉄管を採用し、管路のI傾化に本格的

に取り組み始めたところである。
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表4 配水管路全体の総合物理評価結果

効果判定項目

配水管路の老朽度

管路の事故危険度

管路の漏水

管路の水理条件

管路の耐震度

管路における水質劣化

総合点数

管路の総合物理的評価

5.おわりに

平成16年6月に発表された「水道ビジョン」で

は、老朽施設の更新や人口減少時代の到来な

ど変革期を迎えた日本の水道について将来のあ

るべき姿が示された。同ビジョンに示された各種

の政策目標について、本市の現状を踏まえて課

題を整理し、さらに具体化して取り組んでいく必

要がある。そのため、「水道施設更新指針」や先

に制定された「水道事業ガイドラインJ等を活用し、

管路を始めとする施設の効果的な更新と、耐震

管を採用するなどレベルの向上を図って、「安全

で安心なおいしい水を安定供給する」とした本

市の課題の達成に向けて取り組んでいく予定で

ある。

経年化係数 更新前点数

0.9595 

58.9 

82.4 

0.9595 68.7 

37.9 

69.5 

59.0 

一応許容できるが弱点を改良、
強化の必要有り

平成18. 5 第78号
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名古屋市における送配水幹線の
更新優先度の定量評価等について

cr水道施設更新指針」を参考にして)

名古屋市上下水道局 技術本部管路部配水課

小島昇
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1.はじめに

本市は、伸び続ける水需要に対応するため、

昭和30年代後半から40年代の拡張期に管路

施設を集中的に整備してきたが、これらが順次40

年を経過し更新の時期を迎える。こうした状況に

対応するため、このたび平成18年度から22年度

までを計画期間とする「名古屋市上下水道事業

中期経営計画(みずプラン22)Jに基づき「第2

次配水管網整備事業」を策定した。この事業で

は呼び径400以下の配水支管の老朽化対策とし

て普通・高級鋳鉄管(FC)の解消を図るとともに、

法定耐周年数を経過したダクタイルA形継手管

(DA)も更新の対象としている。DAについては、

FCに比べて管体強度が強いことに加え内面や

外面の防食対策を施してあるものもあるため、内

外面の劣化度を調査・判断して布設替えで対応

していくこととしている。

一方、呼び径450以上の配水本管と送水管を

合わせた送配水幹線は、今後老朽化が急激に進

行してpく見込みであることに加え、その更新には

膨大な費用がかかる。しかし、更新が遅れると漏

水の発生確率が高くなり、ひとたび漏水が起これ

ば市民生活や社会生活に与える影響は大きい。

そこで、送配水幹線に対しては更新優先度を定

量的に評価し、更新優先度の高いものから対策を

行うとともに、布設替えで対応するものと、より長く

使い続けるための対策を講じるものとを選択して

対応するとpった考え方が必要となる。本市では、

平成17年5月に(社)日本水道協会から発行され



本市においては送配水幹線のうちFCについ

ては、道路整備や河川改良工事に同調して工

事を行う場所を除いて、更新をほぼ完了してい

る。現在の更新対象の中心は、全継手または異

形部のみが印ろう継手のダクタイル鉄管 (DSお

よびDA(異形部DS))である。図1に示すとお

り、ダクタイル印ろう継手管は昭和32年から42年

にかけて布設しており、その延長は約90kmで、あ

る。印ろう継手は、受口(ソケット)に挿口を挿入

し、間隙の奥に麻(ヤーン)またはゴム輪を詰め、

鉛で固定して水密性を保つものである(図4)。

本市における送配水幹線の破裂・漏水は、管体

での腐食や破裂によるものよりも継手部の漏水

が多く、平成5-16年度の12年間における総漏

水件数58件のうち約71%にあたる41件(平均

3.4件/年)が印ろう継子部の漏水であることから

も、早期の改良が望まれる。

また、送配水幹線は、耐震性を高め安全・安心

を確保することが最も重要であり、耐震管への布

設替えを基本と考えている。その際においても、

工事費や将来の水需要等を考慮して、開削工

法やPIP工法等の非開削工法等を選択して実

施していくこととしている。

第78号

た「水道施設更新指針」を参考にして、上記で述

べた考え方を取り入れた送配水幹線の改良計画

を策定中である。ここでは、主に更新優先度の定

量評価等の内容を以下に紹介する。

5 平成18.ダクタイル鉄管48 

2.送配水幹線の大量更新時代の到来

平成16年度末における送配水幹線の管種・

布設年度別延長を図1に示す。昭和45年度に

布設した約36kmを最高に、昭和30年代後半か

ら50年代前半の拡張期に送配水幹線を大量に

整備してきたことがわかる。

次に、平成16年度末における送配水幹線の

経過年数の分布を図2に示す。平均経過年数は

29.8年であり、法定耐周年数40年を超えた管の

割合を示す経年化管路率は18.0%となってい

る。管路全体における経年化管路率の4.6%と比

較して、送配水幹線は老朽化が進んでいる。

現在のペース(約3km/年)で布設替えした場

合、約30年後の2035年度時点における経過年

数の分布を図3に示す。現在の布設替えのペー

スでは更新が遅れていき、平均経過年数は46.8

年、経年化管路率は66.7%に上昇するため、老

朽化対策が急務となっている。

管種・布設年度別の送配水幹線図1
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図2 送配水幹線の経過年数の分布
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図3 約30年後における送配水幹線の経過年数の分布
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図4 印ろう継手の構造
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3.更新優先度の定量評価

現在、過去の調査結果等から更新優先度が

高いとされた紀左ヱ門幹線、庄内幹線等を布設

替えしているところである。しかし、同一幹線にお

いても、例えば配水場付近の上流部分と下流部

分では管路の役割が異なるので、図5のように同

幹線をいくつかの区間に分割して評価を行う

ことが重要である。

そこで、平成17年5月に(社)日本水道協会か

ら発行された「水道施設更新指針」を参考に、物

理的および重要度の点から総合的かつ定量的

に更新優先度を再評価する調査を実施している

ところで、ある。

表1に、この調査で用いた総合物理的評価お

よび重要度評価の評価項目および配点を示

す。総合物理的評価は、経過年数や管路の埋

設環境といった物理的特'性による評価や地震

時における相対危険度等を評価項目として点数

化する。この値が大きいほど管路の状態が悪く、

更新優先度が高いことを示している。

重要度評価は、最大流速やパックアッフ。の

無とpった水運用上の重要度による評価や重要

施設への給水寄与度等を評価項目として点数化

する。この値が大きいほど管路としての重要度が

高いことを示している。

それぞれの評価項目は、例えば最大流速につ

いては、 lm/s以上のものを28点、 O.5~l.Om/s 

のものを14点、 O.2~O.5m/sのものを8点、 O.2m/

S未満のものをO点といった指標を定めて得点化

する。それぞれの指標を適宜定めてすべての評

価項目について得点化し、各区間ごとに総合物

理的評価点数および重要度評価点数を算出す

る。その結果を次項に示す送配水幹線の改良計

画に反映することとした。この評価は本市の実情

を考慮して定めたものであり、各水道事業の実情

を反映することが重要であると考えている。

図5 送配水幹線の区間分割イメージ、
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表1 総合物理評価および重要度評価の評価項目および配点

ア.総合物理的評価

評価項目

経過年数

管の材質

継手の種類

物理的特性による評価 内面のライニング

ポリスリーブの装着

配水管分岐部のFC箇所数

管路の埋設環境(腐食性土壌等)

地震対策上の評価
地震時における相対危険度

(東海地震、東南海地震、濃尾地震)

漏水時の社会的影響による評価 道路種別(緊急輸送道路等)

経験による評価 過去の漏水・破裂履歴

合計

イ.重要度評価

評価項目

最大流速

水運用上の重要度による評価 大口需要者への給水寄与度*

パックアッフ。の有無(断水時の圧力変化率)

地震対策上の評価 重要施設への給水寄与度*

合 計

*給水寄与度とは当該区間が各施設への配水ルートになっている度合を示す指標である。

51 

配点 配点

(点) (点)

7 

7 

7 
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10 10 
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100 100 

配点 配点

(点) (点)

28 
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ロτ|

30 30 
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4.定量評価に基づく今後の改良計画 越え」等の改良方法を選定するものとしている。

各区間における定量評価に基づく送配水幹

線の今後の改良計画案を以下に示す。図6に示

すように、総合物理的評価点数を更新優先度の

指標とし、各区間を点数に応じてランク分けする。

司 6'こおける①~③のランクに該当する総合物理

的評価点数の高いものが早急に対策が必要で

あり、当面の改良対象である。改良対象管路のう

ち、重要度評価点数を指標として 「管路の布設

この計画は、早急に対策が必要なものから先

に対策を講じることができ、重要な管路ほど万全

な対策を施すことになるので、早く効果的な更新

を実現することができる。

これにより、更新対象管路を約14年で改良す

ることができ、ダクタイル印ろう継手管については

2019年頃までに老朽化への対応を完了すること

がで、きる。
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ロロ

重要度ランクにより

改良方法を選択

図6 更新優先度の定量評価に基づく改良計画イメージ
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5.おわりに

本稿では(社)日本水道協会発行の「水道施

設更新指針Jを参考にして送配水幹線に対する

物理的および重要度の定量評価を行い、更新

優先度を明確にすることができた。今後、これら

の考えに、並行する管路の口径や耐震性等の状

況、工事の連続性等の定性的な判断も取り入れ

ながら送配水幹線の改良計画を策定・実施する

予定であり、老朽化する大量の送配水幹線のス

トックを監視し、その維持管理策を推進することで

「本道ビジョン」に示されている「持続可能な水

道」の実現を目指していきたい。

①一③
早急に対策が必要

=当面の改良対象
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7 
E謡瞳語聖

豊中市水道局における施設整備
の取組みについて

~効率的な管路更新の確立に向けて~

豊中市水道局水道建設課計画係

片羽正俊

ふ。⑤⑤問制約的問問問問 、

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17年度末現在、給水人口約388，000

人、一日最大給水量約152，000m3j日、配水管

延長約760kmとなっている。

配水形態は，全体の約9割が用水供給事業体

である大阪府営水道からの受水で，残りの1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は、

効率的な更新事業の実施が必須となっている。

ここでは、主に管路更新について、取組み状

況と課題および次期施設整備基本計画書の基

本的な考え方について述べることとする。

2. 施設整備事業の沿革

豊中市の水道は昭和3年に創設され、その後

の人口と水需要の急激な増加に対応すべく4次

にわたる拡張事業を実施し、計画給水人口

502，000人、計画一日最大給水量216，575m3j 

日の施設能力を有するに至っている(図1)。

拡張事業後は、赤水や出水不良への対策、給

水サービスの質的向上並びに合理的かつ効率

的な水運用の実現等を目的とした配水管整備事

業に着手し、現在に至っている。
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図1 豊中市の配水系統
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3. 管路更新の取組み状況

3.1管路状況

豊中市では、現在口径100mm以上にはダFク

タイル鋳鉄管を、50mm以下には給水管を含め

HIVPを使用している。

内面防食については、エポキシ樹脂粉体塗装

を昭和48年に異形管に採用し、平成5年度から

は異形管・直管ともに採用している。

外面防食については、ポリエチレンスリーブを

昭和52年度に継手部および土質状況に応じて

管路にも使用し、昭和58年度からは全管路に被

覆している。

これらの防食工法により、現在敷設している管

路は、長期間にわたり通水能力や強度を維持す

ることが可能で、60年以上の耐用年数はあるもの

と考えている。

しかし、本市の管路は昭和20年代から40年代

にかけて敷設したものが多く、これらの管路は老

朽化が進んでおり、事故や耐震性に関する脆弱

性が懸念される(図2)。

図2 年度別管路延長
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令、 敷設年度

3.2管路指標

豊中市では、良質な水を安定して供給すると

pう水道事業体としての責務を継続的に果た

し、今後の進むべき方向性を明らかにするため、

平成32年度 (2020年度)を目標年度とする「豊

中市水道長期基本計画J(以下、長期計画とp

う。)を平成16年度に策定した。

現在この長期計画を「地域水道ビジョン」と位

置付け、さらにこれを達成するための具体策とし

て、「第一次中期取組プログラム(平成16年度

~平成20年度)J (以下、プログラムとpう。)を作

成し、現在取組んでいる。

プログラムでは、管路に関する項目として IFC

管(鋳鉄管)残存率Jや「配水小ブロック化率Jと
pった独自の評価基準を掲げ、実施にあたって

はPDCAサイクルによるフォローアップ。を図りなが

ら、その進行を管理している(表1)。

また、平成17年には水道事業ガイドラインに基

づく業務指標を試算・公表し、プログラムの指標

と連携させながら管理していくこととしている。
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(表2)。 全で安定した給水の確保」と「災害に強い管網

の構築」に重点を置き、以下のような項目を掲げ

て取り組んでいる。

これらの指標を分析・検討することで、経年変

化や他の事業体との比較が可能となり、今後取

組むべき方向性が明確になるものと考えている。

3.3現在の取組み

現在進行中の新配水管整備事業では、「安

①配水小ブロック化の推進

② 老朽管等の更新

③重要路線の耐震化

表 1 管路に関する主な取組事項と指標値

取組事項 取 組 指 標
取組指標値

平成15年度 平成16年度

老朽管の更新 FC管残存率(%)
(FC管稽存総延長/口径300mm以下の配水管総延長)X100 11.1 10.4 

管路の耐震化 管路耐震化率(%)
23.9 25.4 (耐震性管路延長/耐震化対象配水管路総延長)X100 

配水幹線 パックアッフ。率(%)
の整備 (2系統以上で配水可能な区域面積/給水区域面積)X100 56 56 

配水ブロック化 配水小ブロック化率(%)
36 38 の推進 (小ブロック化されている区域面積/給水区域面積)X100 

鉛問題の 鉛管残存率(%)
14.7 14.1 

早期解消 (公道部鉛管使用給水栓数/総給水栓数)X100 

(第一次中期取組プログラムより一部抜粋)

表2 水道事業ガイド、ラインにおける管路に関する主な業務指標と指標値

業務指標値
番 τ~ コ 業 務 指 標

平成15年度 平成16年度

2103 
経年化管路率(%)

5.6 6.6 (法定耐周年数を起えた管路延長/管路総延長)X100 

2104 
管路の更新率(%)

0.7 0.9 (更新された管路延長/管路総延長)X100 

2107 
管路の新設率(%)

0.4 0.3 (新設管路延長/管路総延長)X100 

2202 幹線管路の事故割合(件/100km)
0.0 1.4 

(幹線管路の事故割合/幹線管路延長)X100

2210 
管路の耐震化率(%)

9.1 9.4 (耐震管延長/管路総延長)X100 

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 80.3 81.2 

5103 管路の事故割合(件/100km)
6.8 4.0 

(管路の事故件数/管路総延長)X100 

5104 鉄製管路の事故割合(件/100km)
5.6 2.8 (鉄製管路の事故件数/鉄製管路総延長)X100 

5105 
非鉄製管路の事故割合(件/100km)

18.8 15.5 (非鉄製管路の事故件数/非鉄製管路総延長)X100 

5107 
漏水率(%)

6.1 4.5 (年間漏水量/年間配水量)X100 
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①配水小ブロック化の推進

昭和54年度に策定した「豊中市配水ブロック

化基本計画」を基に実施しているブロック化事

業は、管路整備事業の中核的位置づけとなって

いる。

配水系統ごとの大ブロックについては、分割が

完了しており、さらに管理区域を細分化する配水

小ブロックについては、計画49ブロックのうち、

21ヵ所が平成17年度末現在で完成している。

配水小ブロックの注入点には、配水圧管理の

適正化や漏水防止対策を目的に、流量計、水圧

計および必要に応じて減圧弁を設置しており、こ

れらのデータを常時監視している。

配水小ブロック化で、は、投資効果を高めるた

め、既設管網を有効に利用するとともに、老朽管

の更新や耐震化の推進などと整合性を持たせ

た効率的な整備を心がけている。

②老朽管等の更新

豊中市では、材質強度が弱く漏水の原因とな

り易い鋳鉄管を老朽管と位置づけ、優先的に更

新している。また、異形管無ライニングのダクタイ

ル鋳鉄管、内面腐食により漏水や赤水が懸念さ

れる鋼管、埋設条件が悪く外面腐食による漏水

が懸念される管路についても順次更新している。

さらに、老朽管更新の際には、「鉛管解消実施

計画」に基づき、道路部分の鉛管を全て取り替

え、鉛管の早期解消に努めている。

③重要路線の耐震化

耐震化事業では、口径200mm以上の主要管

路や、配水池から病院等の施設までの重要路線

の耐震化を優先的に進めている。この他の管路

についても、応急給水の確保や応急復旧の迅速

化を図るために、必要に応じて耐震管を使用して

いる。また、小口径で、あっても河川の横断や軟弱

地盤には耐震管を使用している。

管種については、耐震性に関してトラブルフリ

ーとされているNS管を敷設している(写真1)。

管路の耐震化では、耐震管の機能を発揮させ

るために、幹線から支管に至るまで一連の耐震ネ

ットワークが図れるように構築している。

写真1 高機能夕、クタイル鉄管 (NS形呼び径350)の敷設状況
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4.管路更新の課題と対応策

豊中市では、長期的視点による効率的な配水

施設整備を行うため、「配水施設整備基本計画

書J(以下、計画書とpう。)を平成5年に策定し

ている。この計画は、新たな配水池の建設やそ

れに伴う幹線整備、高圧給水を可能とする施設

の構築など、主として基盤施設の増強に重点を

置いたもので、計画目標年次は平成初年度とし

ているが、現時点において概ね目標を達成する

見通しにある。

一方、本市では平成2年度に給水量のピーク

を迎え、その後は減少傾向を辿り、給水収益の増

加を見込めない中で、老朽化する施設への対応

が迫られている。また、危機管理の観点からは、

今まで以上に安全性や安定性の確保が求めら

れている。

そのため、業務の効率化を推進しながら財政

基盤を強化し、その状況と整合性を持たせた効

率的な更新計画の策定が必要と考えている。

管路については、単に経過年数や事故履歴

から判断して更新を行うのではなく、支障が生じ

た場合のリスク(重要度)の評価、代替路線の確

保、適正な更新工法の選択などから総合的に判

断する必要がある。

実施手法としては、他都市との比較を可能と

する水道事業ガイドライン、更新計画策定の参考

となる手引書や指針、さらに客観的評価を容易と

するGISなどがあり、更新計画策定のための手

法が整いつつある状況にある。

水道ビジョンにおいても、水道を取巻く状況変

化に対し、計画的更新を実施してpく体制を築

き上げなければならないと示している。

以上のようなことから、顕在化する課題への対

応を明確にし、客観的評価を取入れた効率的な

配水施設整備を行うため、平成18年度に計画

書の改訂に取組むこととした。

次期計画書の基本的な考え方については、

次章で述べたい。

5.次期計画書の策定に向けて

5.1基本方針

管路整備を行ううえでは、まずその内容や目的

を明確にする必要がある。次期計画書では、整

備事業を、①老朽管の更新、②小ブロック化に向

けた配水支管の整備、③配水幹線の整備の3つ

のフレームに分類することにしている。

整備方針については、基本的には現在の計

画書を踏襲することにしているが、先にも触れた

とおり、事業の多くは新設から更新にシフトしてい

ることから、「施設更新レベルの最適化」をメイン

とした方針を考えている(図3)。

図3 配水施設整備基本計画書の基本方針

配水施設整備基本計画書(平成5年版)

1.配水ブロック化の推進

2.配水池貯水能力の増強

3.パックアップ。体制の確立

4.自己水の有効利用

5.給水水圧の適正化，高圧給水への対応

6.水運用体制の確立

7.水質を考慮した配水管網整備

整備事業の

中心は新設
から更新へ

次期配水施設整備基本計画書

(平成18年度策定予定)

1.施設更新レベルの最適化(新規)

2.災害に強い配水施設の構築(新規)

3.財政状況を考慮した施設整備事業の平準化(新規)

4.配水小ブロック化の推進(継続)

5.パックアップ体制の確立(継続)

6.自己水の有効利用(継続)

7.給水水圧の適正化(継続)

8.水運用体制の確立(継続)

9.水質を考慮した配水管網整備(継続)
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5.2管路更新の流れ

効率的な管路更新を実現するためには、管路

が持つ機能を客観的かつ的確に評価するととも

に役割を明確にし、可能な管路については延命

化を図るなど、事業の平準化を図る「計画的な更

新」が必須となる。

そこで、本市では図4に示す管路更新を考え

ている。

①管路機能の評価

豊中市では、管路の持つ機能を客観的に判

断する手法として、先般(社)日本水道協会から

発刊された「水道施設更新指針」を参考にする

こととした。

評価を行うにあたっては、膨大な管路情報が

必要となることから、現在稼動中のGIS(地理情

報システム)に管路評価機能を付加することとし

た。

評価方法は、管路(路線)ごとに点数化し、結

果を表形式と図面で確認できるものとしている

(図5)。

図4 管路更新のフロー

ぐ ①管路槻能の評価 〉← GIS~mいた管路機能
の定量的評価(点数化)

⑬ 更新対象管路の選定〉←
ランク分けによる更新対

象管路の選定

〈 ③優先順位の決定 〉 ← 事押や重要度などか
合的に優先順位を

決定

( ④更新時期の決定 〉← 27主鍔321を考
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を法方新更p

り'カ果
'
h月
4

4
心
af用

定

費

決↑
 

¥
lノ

図5 管路評価機能のイメージ

1. GISから管路情報
を表計算ソフトに出

力
3.計算結果(点数など)を

GISに戻し、更新対象路

線を優先度別に表示
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②更新対象管路の選定

管路機能評価による点数化に従ってランク分

けを行い、更新を必要とする管路を選定する。

③優先順位の決定

更新対象管路について、事故歴、代替性の有

無や重要度などを、蓄積データやシミュレーション

を用いて総合的に判断し、優先順位を決定す

る。場合によっては修繕対応を行うなど、ライフサ

イクルコストまで含めた総合的な優先順位の決定

を行う。

④更新時期の決定

他の事業とのバランスに配慮するとともに、財

政状況等を加昧し、事業の平準化を図れるよう

更新時期を決定する。更新にあたっては、費用

対効果を分析し、最も適した更新方法を選択す

る。

6.その他の取組み

その他の取組みとして、耐震診断と漏水防止

対策が挙げられる。

耐震診断では、新耐震基準が適用される以前

に建設された配水池やポンプ場など7つの躯体

施設を対象に、平成17年度から実施しており、現

在まで、に2ヵ所の配水池の診断を終えている。そ

の結果、いずれも地震動「レベル2Jへの対応力

がないことが判明したため、今年度中に補強工

事を実施することとしている。

また、漏水防止対策では、配水小ブロックで、管

理しているデータなどを基に、地域を限定した効

率的な調査・修繕を行い、有収率の向上に努め

ている。

さらに、従前から蓄積している有収率や漏水修

繕履歴などのデータを利用して、地域ごとの特性

や復元率を解析し、今後の漏水防止計画に反

映させていくこととしている。

7.おわりに

管路更新計画の策定では、管路機能を適正

に評価・把握するうえで、保守・点検など日常の維

持管理業務で得られる情報源が重要となり、これ

らの情報をpかに整理し、有効に活用していくか

が大切であると捉えている。

また、敷設替えにあたっては、単に新たな管路

とするだけではなく、耐震ネットワークや配水小ブ

ロックの構築、さらにはノくックアップ。整備などとの

整合を図り、付加価値の高い管路整備により投

資効果を高めていくことが必要であると考える。

建設から維持管理の時代へと変化する中、管

路の持つ重要度、更新の効果および需要者の

満足度をトータルで捉えた評価をはじめ、指標値

などの積極的活用、PDCAサイクルによる厳格な

進行管理などを行い、施設更新レベルの最適化

を図っていきたいと考えている。
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管踏更新計画の策定について

広島県企業局 水道整備室長

西山淳作

叩附関側関問 問問 、

1 .はじめに

広島県の工業用水道事業は、昭和37年に広

島湾沿岸部の重化学工業に使用する工業用水

を確保するため、広島市の中心部を貫流する太

田川を水源とし、建設に着手したのが始まりであ

る。昭和40年から給水を開始し、現在では、太田

川東部工業用水道事業、太田川東部工業用水

第2期事業、沼田川工業用水道事業の3つの事

業により、広島市東部から福山市に至る瀬戸内

海沿岸および広島中央テクノポリス地域である東

広島市の企業等に対して、 1日当たり約26万m3

の工業用水を給水している。

また、水道用水供給事業では、水源の確保が

困難な市や町への水道用水を広域的に供給す

るため、昭和46年に慢性的な水不足に悩んでい

た安芸灘地域島唄部への建設に着手したのが

最初である。現在では、広島水道用水供給事

業、広島西部地域水道用水供給事業、沼田川

水道用水供給事業の3事業により、広島県内10

市3町および愛媛県内1町に1日最大約32万m3

の水道用水を供給しており、県民生活の充実・

向上、産業の発展と活性化に積極的な役割を

果たしてきでいる。

しかしながら、これらの事業を開始して30年以

上が経過し、その問、少子化の急速な進展によ

る人口の伸び悩みゃ産業構造の変化、省資源

意識の高まり等から、水需要の伸びは鈍化し、水

道事業は新設・拡張から改良・維持管理の時代

に移行している。

こうした状況を踏まえ、地震・渇水などの災害

や施設事故等の非常時においても水の供給に
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図1 広島県の工業用水道

平成18. 5 第78号

EH聖書雲E扇雇ヨ~;fJ~

図2 県営水道用水供給事業

る安定した水の供給に努めている。

2.現状と課題

企業局では、工業用水道事業が、昭和37年

の太田川東部工業用水道に着手してのち、昭

図3 既設管路の現状
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表 1 既設管路の内訳

~450mm 1500mm-
以下 1950mm 

ダクタイル鋳鉄管 61.5 17.2 

工水 鋼管 0.7 7.4 

ポリエチレン管 0.6 。
ダクタイル鋳鉄管 132.5 118.4 

用水
鋼管 2.0 17.6 

計 197.3 160.6 

構成比 48.4% 39.4% 

※隠道、海底管を除いた管路延長

和40年に沼田川工業用水道、昭和48年には太

田川東部工業用水道第2期水道に着手した。

水道用水供給事業では、昭和46年に広島水

道用水、昭和48年に沼田川水道用水および広

島西部地域水道用水に着手し現在に至ってい

る。

各々の事業により整備された施設は、建設後

かなりの年数が経過し、現在では、 40年以上を

経過するものもある。

管路においても昭和40年代に布設した管路

(全体の4割にあたる管路)が耐周年数の40年

を迎えようとしていることもあり、今後、老朽管へ

の対応が重要な課題となっている。

このため、管路の老朽化による漏水事故を防

止し、安定した水の供給を図るため「管路更新

計画」を策定し、計画的に取り組んでいくこととし

ている。

3.更新計画の策定

管路の更新には、多額の費用が必要であり、

経営に与える影響などを考慮し、中・長期的に取

組む必要があることから、平成16年度に実施し

た基礎調査(建設年度・土壌・事故歴等の調

査)の結果に基づき、管路の老朽度を把握した

上で、各管路の事故発生時の住民生活や企業

生産活動への影響などを加昧し、優先度を5段

階 (1-V)に分類し、平成20年度から平成29

~1000m- 世1500mm
~2000以上 計 構成比

1450mm -1950mm 

8.6 2.9 。 90.2 22.1% 

10.0 1.7 。 19.8 4.9% 。 。 。 0.6 0.1% 

0.6 。 。 251.5 61.7% 

21.2 02.2 02.6 45.6 11.2% 

40.4 6.8 2.6 407.7 100.0% 

9.9% 1.7% 0.6% 100.0% 

年度までの10年間の第1次更新計画を策定し

た。

第1次更新計画では、優先度の高いIVJに該

当するものについて更新を行うこととし、漏水事

故時の影響や国道・主要幹線の交通量などを踏

まえ計画的に実施する。

なお更新計画は、事業の進捗状況や新たな漏

水事故の発生時など、必要に応じて見直しするこ

ととしている。

4.更新優先度の考え方

更新優先度の設定に当たり、まず管路の老朽

の傾向を把握するため、「埋設年数」、「土壌の

腐食性」、「漏水事故歴」の3項目から、概略の老

朽度評価を行い、老朽度を「大」・「中J. I小」の

3段階に分類する。

続いて老朽度「大」のものについて、さらに「腐

食性の強さ」、「電気・防食対策」、「影響度レベ

ル」の3項目による評価を行い、更新優先度を

11 -V Jの5段階に分類する。

(1)概略の老朽度評価

一般的に管路の老朽化は、管の埋設後の

経過年数や埋設されている土壌の腐食性によ

り進行するものと考えられる。

そこで、老朽の主要因である「埋設年数」と

「土壌の腐食性」の2項目に、「漏水事故歴J
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表2 基準項目および属性区分

基準項目 地形分類 表層地質分類 沿岸・内陸分類
腐食性
強弱

A 丘(造陵成地地，埋、改立変地等地) A 堆(泥積，泥岩岩，粘E土，頁岩等)A 沿岸部
強

属性区分 B 山地、低地 B 
堆積岩 1(砂、樺、 B 
砂岩等)、火山岩

号ヨ
C 台地、段丘 C 変成岩、深成岩 C 沿岸部

*腐食性「強J-Aが含まれる区域 *腐食性「小J -Bがlつ含まれる区域

*腐食性「中J-Bが2つ含まれる区域 *腐食性「なし」ーその他の区域

〈参考文集〉

1)(掬クボタ:i地盤情報を利用した埋設管の腐食予測方法J第50回材料と環境討論会講演集(2003)，PP85-86 
2)(鮒クボタ:i地盤情報を利用した全国の埋設環境腐食性評価J，第51回材料と環境討論会，PP85-88

を加えて、「大J. I中J. I小」の3段階で概略

の老朽度評価を行った。

[評価項目

。埋設年数・・・・・・法定耐周年数の40年を目安

とし、3段階に分類する。

(40年以上、30-39年、29年以下)

O土壌の腐食性・・・・・・腐食性土壌の有・無

O漏 水 事 故……管の腐食による事故歴の

有 ・無(平成10年度から平成17年度)

類し、優先度の高いIVJから順次更新すること

とする。

評価項目立、老朽の進行速度に関係のある

「腐食性の強さ」と「電食・防食対策」の2項目

に、漏水事故時に受水団体へ与える「影響度

レベル」を加え、優先度を分類する。

[評価項目1

(2)更新優先度の設定

0腐食性の強さ・・・・・・土壌を国土交通省の土

地分類基本調査図および試掘による土壌

調査結果から「強J. I中J. I弱J. Iなし」の4

段階に分類するD概略の老朽度評価の「大Jについて、さらに次

の評価項目から優先度を5段階(1-V)に分

表3 影響度レベル

影響度「大」
導水管路(取水場から浄水場までの管路)など，全体の

送水に影響を及ぼす管路

送水管路のうち，受水路体への影響度の大きい管路

工水:各事業における系統ごとの送水比率が1/2以上で

影響度「中」 ある管路

用水:事業における系統ごとの県営水道の依存率が1/2

以上である管路

影響度「小」 上記以外の送水管路
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図4 策定フロー

更新優先度IVJの管路について更新を行うこ

ととし，事業ごとに事業費の平準化を考慮しな

がら計画を策定。

。電気・防食対策・・・・・・電食・防食対策の有無

(電食対策とは、外部電源等により埋設管に

電流を流し腐食を防止する対策である。ま

た、防食対策とは、埋設管をポリエチレンスリ

ーブ等による保護をしミう。)

O影響度レベノレ・・・・・事故発生時における受

水団体への影響で、「大J. I中J. I小」の3

段階に分類する。

9 

く子

老朽化の主要因であるl埋設後の経過年数J

と「土壌の腐食性」の2項目に「漏水事故歴」

を加えた3項目で，老朽度を3段階に分類。•••• ザ

老朽度「大」の管路を老朽化の進行に影響のある

「土壌腐食性の強弱Jと「管路の電気・防食村策の

有無j及び漏水事故時の県民生活や企業生産活動

への「影響度レベル」により優先度を5段階に分類。

5. まとめ

近年、主に沿岸部や島艇部において、管路の

老朽化による漏水事故が増加しており、平成16

年度には、長時間にわたり断水となる漏水事故

が発生した。

こうした漏水事故を未然に防止するためにも、

この度策定した「管路更新計画」は必要不可欠

なものであり、管路の更新に当たっては、その現

況を確認しながら計画的、効率的に進めていくこ

とが重要であり、また、同時に、耐震管を考慮する

など、地震による災害にも強い水道にしていくこと

が必要であると考えている。

これからも「安心」で「良質」な水の「安定J供
給を基本に、県民・企業から信頼される効率的な

事業運営に努め、県民福祉の向上と地域経済

の発展・活性化に貢献してpく。
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高松市における配水管更新
優先順位検討

-管路の老朽度評価および管路更新について-

高松市水道局

局次長水道整備課長事務取扱多国弘二

水道整備課主任技師遠藤智義

明 附問問問問問問⑤ い

多国弘二 遠藤智義

1. はじめに

高松市の上水道事業は大正10年9月に給水

を開始し、これまで、8度の拡張事業を行ってきた。

また、平成17年度に1市6町が合併した結果、平

成17年度末現在、給水人口が約42万人となり、

1日最大給水量185.000m3の能力を有している。

しかし、近年は、節水意識の向上、節水機器の普

及等により水需要は伸びていない。また、今後の

少子高齢化社会の到来による人口の減少によ

り、水需要量は増加しないと考えられる。乙のよう

な状況下で、昭和40年代の拡張時代に建設し

た施設・管路が経年化しており、それらの更新が

必要となってきている。そこで、以下の5項目をキ

ーワードとし、平成15年度から、平成29年度を目

標年次とした水道施設整備事業を実施中であ

る。

①安心して、いつでも使える水道システムの実現

②お客様の視点に立った水道

③経営の効率化と財政の健全化

④事業推進体制の確立

⑤環境への配慮、

これらの整備事業の中で、特に配水管を効率

的、計画的に更新していくことが大きな課題のー

っとなっている。そこで、、中長期的視点による管

網整備計画策定のため、図1に示すように、老朽

度評価、耐震性評価、水理的重要度評価を実施

し、総合的な評価による配水管更新優先順位を

検討している。これまでに、旧市内で老朽度評価

を実施したので、その内容について以下に報告

する。



高松市における配水管更新優先順位検討一管路の老朽度評価および管路更新について一 67 

図1 管路管理システムを利用した更新優先順位の検討

長FtzEEZ有面:22建信号

-耐震性評価
・水理的重要度評価

ふ
総合評価による配水管更新優先順位の検討

2. 老朽度評価の概要

当市の配水管延長は平成 15年度末現在、

1，457kmで、ある。その内訳は、図2に示すように

全体の85%がダクタイル鉄管と鋳鉄管である。こ

の中で、呼び径350mm以上のダクタイル鉄管と

鋳鉄管(布設延長合計119.4km)は、図3に示す

ように、 1966年度から1975年度に布設されたも

のが多く、経年化しつつあることがわかる。また旧

図2 管種別の配水管延長の割合

(全ての呼び径)

14% 
塩化ピニル管

81% 
ダクタイル鉄管

市内では、ポリエチレンスリーブの採用は1982年

度以降であることから、大部分の配水管にポリエ

チレンスリーブが装着されておらず、埋設環境によ

っては、漏水事故等の増加が懸念されている。そ

こでまず、日乎ひ、径350mm以上のダクタイル鉄管・

鋳鉄管について、図4に示す手順により老朽度

評価を実施することにした。

図3 鋳鉄管・夕、クタイル鉄管の布設年度別延長

(呼び径 350mm以上)
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(1)腐食調査

当市では平成13年度より計画的に旧市内全

域において腐食調査を行っている。平成 17年

度末現在、管体腐食調査および土壌・地下水調

査を41地点で、行った。また、日常業務を利用し

て、土壌のみの調査も26地点で、行った。図5に

-1935 1936 - 1946 - 1956 - 1966 - 1976 - 1986 - 1996 -
1945 1955 1965 1975 1985 1995 

布設年度

調査地点の位置を示す。

1)管体腐食調査

掘削により長さ約2mの埋設管を露出させ

て、管体に付着した錆および土砂等をワイヤー

ブラ、ンやテストハンマーで除去した後、管外面
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図4 老朽度評価のフローチャート腐食深さを孔食計(デプスゲージ)で測定し

た。測定した管外面腐食深さの中で最大のも

のをその地点の管外面腐食深さとした。

2)土壌および地下水の調査

採取した土壌、地下水と土壌抽出水につ

いて、表1に示す項目を分析した。なお、土壌

抽出水とは、土壌を乾燥させた後、それに質

量比2.5の純水を加えて、24時間以上浸漬さ

せた時にできる上澄液のことである。

平成18. 5 第78号

埋設環境の腐食性分布状況の把握

表 1 分析項目

項目

土壌
土質、土色、比抵抗、 Redox電位、含水比(水分)、硫化物の有無、
過酸化水素水 (H2U2)による強制酸化後のpH、硫黄含有率

土壌抽出水および地下水|比抵抗、 pH、硫酸イオン含有量、塩素イオン含有量、蒸発残留物、酸度、アルカリ度

図5 調査地点の位置
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- 管体腐食調査および土壌・地下水調査地点 (41地点)
土壌のみ調査地点 (26地点)
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(2)データ解析

1)相関分析

管体の腐食に何が影響を及ぼしているかを

調べるため、相関分析を行った。相関分析で

は腐食性評価係数k(ヮ=k.ta注)のにここでは

仮 にα=0.4としてkを算出した)と埋設環境因

子との相関係数を求めた。相関係数は、その

絶対値が1に近L刈まど2変数間の相関関係

は強いと判断される。表2に示すように、k値

は、ANSI評価点、含水比、Redox電位等と

強い相関を示した。

注)腐食は、一般的に「埋設環境の腐食性」と「埋設年数」に支配されると考えられ、埋設金属管

の管外面腐食深さヮ[mmJを表す式として、①式が用いられる。

ヮ=k.to •••• • ••• • •••••••••••••••• •• ••• ...① 

ただし、 ヮ:管外面腐食深さ(mm)

k:埋設環境の腐食性評価係数(以下、k値とpう)

t:埋設年数(年)

α:定数

表 2 k値と埋設環境因子の相関係数

(サンフ。jレ数n=381))

項目 相関係数 相関判定2)

土質 0.397 。
明度(土色) 一0.032

彩度(土色) -0.411 。
比抵抗 -0.197 

Redox電位 -0.436 。
含水比 0.476 。
硫化物の有無 0.354 。
pH (H202) 3) -0.049 

硫黄 含有 率 0.123 

pH -0.080 

硫酸イオン含有量 0.198 

塩素イオン含有量 0.130 

蒸発残留物 0.242 

酸度 0.047 

アルカリ度 -0.085 

ANSI評価点4) 0.482 。
注 1) 腐食が認められなかった調査地点のデータは除外した。

2) 統計的に有意な相闘が得られた変数聞にO印またはO印を付けた。

。:I r I孟 0.413(0=38で、危険率1%時の有意水準)

0:0.413> I r I注 0.320(0=38で、危険率5%時の有意水準)

3) 過酸化水素水に絶対値記号が必要より強制酸化させた時の土壌のpH値で、ある。

4) 米国国家規格ANSIIA WW  A C105/ A21.5・99(ダクタイル鉄管類のポリエチレン装着)の付録の項

に記載されている基準により行う腐食性評価である。
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測式が得られた。Xijのカテゴリー分類を表3'二万

す。なお、管外面腐食深さの実測値と②式によ

る予測値の重相関係数は0.641と高く、精度の

高い式が得られた。参考として、管外面腐食深さ

の実測値と予測値の関係を図6に示す。

5 

2)管外面腐食深さ予測式の作成

管外面腐食深さを目的変数とし、土壌の

質、比抵抗、ANSI評価点等の埋設環境因子

および埋設年数を説明変数として重回帰分

析を行った。

その結果、②式に示す管外面腐食深さ予

平成18.ダクタイル鉄管70 

ヮ=k.tα 

= exp (-0.622+0.0・Xll+0.157. X12+0.388. X13 

+0.0・X21+0.364.X22+0.569. X23) Xt0.423 

X ijのカテゴリー分類

Xll 土質が砂系であれば1、それ以外はO

X 12 :土質がシjレト系であれば1、それ以外はO

X 13 :土質が粘土系であれば1、それ以外はO

X 21 :ANSI評価点がO点以上7点以下の時は1、それ以外はO

X 22 :ANSI評価点、が7.5点以上14.5点以下の時は1、それ以外はO

X 23 :ANSI評価点が15点以上の時は1、それ以外はO

表 3

管外面腐食深さの実測値と予測値の関係
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実
測
値
(
対
数
)

0.336 

0.336 

実測値(対数)

まず、作成した予測式から各地点のk値を求め

た。各調査地点のk値を図7に示す。図7に示す

k値の分布と地盤情報をもとに腐食性の観点か

ら解析を行った結果、土壌分類が腐食性に強く

影響を及ぼしていることがわかった。土壌分類区

の土壌分類名ごとに集計したk値を表4に示す。

(3)埋設環境の腐食性分布状況の把握

老朽度を面的に評価するため、各調査地点

のk値と国土交通省から公表されている既存の

地盤情報(地形分類図、土壌分類図、表層地質

図)を用いて、旧市内全域における埋設環境の

腐食性分布状況を調べた。
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図7 各調査地点、のk値
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表4 土壌分類別のk値の基本統計量

土壌No. 土壌分類名 データ数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

1 褐色低地土壌 1 0.628 0.628 0.628 

2 粗粒灰色低地土壌 15 0.537 0.912 0.653 0.131 

3 黄色土壌 2 0.773 0.773 0.773 

4 乾性褐色森林土壌(黄褐系) 2 0.537 1.039 0.788 0.355 

5 細粒灰色低地土壌 16 0.537 1.339 0.865 0.244 

6 灰色低地土壌 14 0.537 1.847 1.088 0.413 

7 その他 17 0.537 1.398 0.808 0.285 

土壌別のk値の平均値は、表4に示すように差

が認められた。ここでは、各土壌間でk値の平均

値に有意な差があるか、すなわち、各土壌の腐食

性の強さに差があるかを、一般的に用いられる分

散分析。IS29041 ~4 (データの統計的な解釈

方法))により行った。

分散分析の結果、各土壌間で腐食性の強さに

有意な差が認められた。これらの結果から、表4に

示す土壌No.1からNo.7の土壌を腐食性の異なる4

種類に再分類し、各土壌に該当する地域を低地

A、低地B、低地C、丘陵地・山地とした。なお、土

壌サンプルがない地域についても、既存の情報

から判断して、4つの地域に統合した。それぞれ

の地域の管外面腐食深さ予測例を図8に、地域

ごとのk値および土壌分類名を表5に、旧高松市

における埋設環境腐食性分布を図9に示す。
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図8 地域ごとの腐食深さ予測例

(ポリエチレンスリーブが装着されていない管)

5 平成18.ダクタイル鉄管72 
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地域ごとのk値および‘土壌分類目

地域名称 kfl直 土壌分類名 腐食性の強さ

低地A 1.088 灰色低地土壌、グライ土壌
強い

イ民地B 0.829 褐色低地土壌、細粒灰色低地土壌、その他

丘陵地・山地 0.780 
残積性未熟土壌、乾性褐色森林土壌、乾性褐色森林土壌(黄褐系)、
褐色森林土壌、褐色森林土壌(黄褐系)、黄色土壌、暗赤色土壌

弱p

f~ :f:也 C 0.653 粗粒灰色低地土壌、粗粒褐色低地土壌

表5

N

↓
す

.低地A 腐食性が強い.i民地B T 
丘陵地・山地 l 

口低地C 腐食性が弱い

※図面は84頁の校術レポート参考資料をご参H尽くださL、。

旧高松市における埋設環境の腐食性分布図9
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(4)管外面腐食深さの予測および老朽度ランク付け

(3)で求めた地域ごとのk値を用いて、各管路の管

外面腐食深さを予測し、管路延長119.4kmの呼び

径350mm以上のダクタイル鉄管・鋳鉄管について、

老朽度のランク付けを行った(腐食深さを求める際に

は信頼限界値を考慮した)。老朽度の定義と、対策

例を表6に示す。また、老桁度ランク別布設延長を図

10に示す。なお、ポリエチレンスリーブが装着されてい

る管は対象外とした。

検討した119.4kmの管路の内、更新対象のランク

I、ランク Eの管路延長の合計は79.9kmで、あった。

高松市における配水特更新優先順位検討一行路の老初度評価および管路児新について一

老朽度ランクの定義と対策例1)

ランク 定義 対策例

I 
貫通腐食した状態

更新対象
(規定管厚-管厚許容差)

H 
内外圧に耐えられない状態

更新対象
(設計安全率1.0未満)

皿
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
(設計安全率1.0以上2.0-2.5未満)

町
腐食深さが管の腐食代2.0mmを超える状態

10年以内に再診断
(設計安全率2.0-2.5以上)

V 腐食深さが管の腐食代2.0m以下の状態 20年以内に再診断

表6

参考文献1)ぶ道施設更新指針，P.70， (2005) 

夕、クタイル鉄管・鋳鉄管の老朽度ランク別布設延長

(呼び径350mm以上)

合計:119.4km 

20.6 

図10

ハv
n
u
n
u
n
u
n
u
n
U

ハU
n
u
n
u
n
u
n
U

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

司

i

(
E
M
{
)

似
槻
穏
健

o 
v 対象外

O 

N m山

老朽度ランク

め、継続して腐食調査を実施するとともに、日常業務

を通じて土壌などの必要な情報を収集し、将来の管

路更新計画の策定に取り組んでいきたい。

また、平成18年4月より、高機能ダクタイル鉄管を

全面採用することとした。今後、管路更新を実施して

pくことで、より災害に強い、耐久性に優れた管路網

を構築していきたい。

H 

3. まとめ

今後は、本報告の老朽度評価結果に併せて、耐震

性評価、水理的重要度評価を実施し、平成18年度中

に更新優先順位付けを検討する予定である。今厄、

38地点の調査結果を用いて実施した老朽度評価で

は、予測精度の高い予測式を作成することができた

が、調査データの少ない土壌分類が存在し、今後もデ

ータ蓄積の必要があると考える。従って、旧市内を含

I 
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将来管網における機能評価を
考慮した管路整備計画案の検討

長崎市上下水道局浄水課

副主幹松山満幸

吻問問問問問問ぬ い

1 .はじめに

本市の水道事業は、明治24年 (1891年)に

横浜、函館に次ぐ我が国3番目の近代水道とし

て給水を開始した。

しかし、港を中心として山に閉まれ、大きな河

川もないなど、水源に恵まれず、また平坦地に乏

しく高低差が著しいとしヴ地形条件の中、7回に

わたる拡張事業を経て、平成16年度末には普

及率97.6%、給水人口432，594人に達してい

る。

また、平成17年1月4日に長崎市、香焼町、伊

王島町、高島町、野母崎町、外海町および三和

町が合併し、平成18年 1月4日には、長崎市と

琴海町が合併し、新長崎市が誕生した。

本検討では、運用している管網解析システムの

旧長崎市における平成14年度末のデータを用い

た。平成14年度末の送配水管延長は1，700km

に達するが、鋳鉄管(約62km)、石綿セメント管

(約8.5km)など比較的漏水事故が起こりゃすい

管種が残存している。また、塩化ビニルライニング

鋼管(約440km)においても一部で漏水事故が

発生しており、これらの管路が更新時期に近づい

ていると考えられる。

現在、水道事業は、第8次5ヵ年継続事業を実

施中であり、より一層の安定給水を念頭に置き、

「上水道統合整備事業」および「配水施設整備

事業」を行っている。これらの新幹線管路の整備

や配水施設の改良、更新には、多額の費用を要

するため、市民の理解と協力が必要であり、費用

対便益を考慮した、定量的な評価手法が求めら

れている。

今回、将来計画の管網形態を考慮し、安定

性、安全性、効率性、平常時の信頼性、非常時の

対応性から管網機能評価を行い、管路整備計画

を定量的に検討したので報告する。
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写真 本河内高部ダム (1891年完成)

2.管路の現状

管種別口径別延長を表1に示す。また、管種

別布設年度別延長調書を表2に布設年度別延

長分布図を図2に示す。

平成14年度末の送配水管延長は1，700km

に達する。主に、ダクタイル鉄管(DIP)が約58

%を占め、その内、離脱防止機構付き継手を有

する耐震管が約1.2%占めている。

図1 旧長崎市の水道施設

また、石綿セメント管 (ACP)や鋳鉄管(CIP)
が、約69km残存しており、耐周年数注)を超えるも

のが、約220kmt二達する。さらに、図2に示すよう

に今後、昭和40年代の高度成長時代に建設さ

れた管路がいっせいに更新時期を向かえる。した

がって、浄水場と市民を直結する重要な役割を

果たしている管路施設を知何に適切に更新し、

再構築を図るかが重要な課題となっている。

表 1 管種別口径別延長 (単位:m)

75mm未満 75-150mm 175-250mm 300-450mm 500-900mm 1000mm以上 言十

DIP 15，275 754，231 132，099 48.495 22.080 3，928 
976，108 
57.0% 

DIP 21，031 
(S、sn、NS) 12，443 5，433 3，155 1.2% 

CIP 33.995 11，365 11，766 2，702 
59，829 
3.5% 

VP 32.758 23，583 251 
56，592 
3.3% 

HIVP 3，663 5，633 
9，296 
0.5% 

SP 285 37，157 28.952 40.056 29，120 3，149 
138，719 

8.1% 

SGP-VB 440，039 73 
440，113 
25.7% 

GP 1，578 190 
1，7670 

.1% 

ACP 277 7，496 1，598 328 
9，698 
0.6% 

言十
493，875 874，801 179，698 103.800 53，902 7，077 1，713，153 

28.8% 51.1% 10.5% 6.1% 3.1% 0.4% (100%) 

注)昭和31年、地方公営企業法施工規則において耐周年数は、鋳鉄管は40年、その他は25年と定められたが、平成

13年にすべての管種において、40年と改正されている。
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表2 管種別布設年度別延長

1976-1985 
言十管種 1926-1955 1956-1965 1966-1975 1986、19951996-2002 

-1980 -1985 

67 3.968 137，190 133，275 206，271 272.798 222，539 
976，108 

DIP (57%) 

DIP 
1，752 8，898 9，789 592 

21，031 

(S、so、NS) (1.2%) 

27，398 22，869 9，551 11 
59，829 

CIP (3.5%) 

1，134 1，433 22，436 4，732 2，981 22.012 1，865 
56，592 

VP (3.3%) 

315 7，168 123 181 1，463 47 
9，296 

HIVP (0.5%) 

3，605 3，329 13，990 10，910 42，171 33，084 31.629 
138，718 

SP (8.1%) 

15，708 510 32，395 40，339 90.793 132.498 127，870 
440，113 

SGP-VB (25.7%) 

321 162 593 20 411 70 191 
1，767 

GP (0.1%) 

404 2.561 5.530 1.204 
9，698 

ACP (0.6%) 

言十
48，637 35，147 228，852 191，160 351，706 472.918 384，912 1，713，153 
(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

備考 網掛け部分は耐周年数 (DIP，CIP:40年、その他:25年)を超える管路

100 
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60 
5 50 

自誼韓ロ 40 
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20 
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図2 布設年度別延長分布
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3. 評価概要

本業務では、平成14年度末の管路デー夕、将

来計画幹線管路データおよび老朽度、地震など

の評価データを管路データ管理機能を有する管

網解析システムに入力を行い、定量的な評価を

行った。評価は、各管路毎に「水圧面」、「水質

面」、「水理的重要度面」、「老朽度面」、「耐震

面」から行い、それらの結果をもとに、幹線管網の

検討、配水管整備計画の整備優先順位の検討

を行った。

業務の流れを図3に示す。本報告では、以下

に、幹線管網の検討、管路整備計画の策定を述

べる。

図3 業務フロー

計画準備
・評価方法検討

-給水サービス目標の検討。
配水管データおよび評価データ整備
.H14年度末管路
.将来管路

・評価関連データ(水理状況、事故状況、埋設環境等)。
幹線管網の検討

立
機能評価の実施
・水理、水質面(水圧、流速、残留塩素濃度等)
・老朽度面(事故情報分析・外面腐食による評価)

・耐震面(想定地震による管路被害率の推定)。
管路更新優先順位の検討

マ
管路整備計画の立案検討

4. 幹線管網の検討

(1)幹線管路の抽出

旧長崎市の水道は、本河内浄水場、手熊浄水

場など8ヵ所の浄水場から、配水池を経て給水され

ている。給水区域は、標高差が300m以上と一般

的な水道事業体と比較して大きく、給水区域内の

配水圧を確保するとともに水圧の調整機能を持

つ減圧槽や高所用のブースターポンプの配置な

ど、複雑な配水形態を有している。そこで、対象管

路の障害により下位の配水施設に与える影響の

大きさから、つぎの項目に該当する送配水管路を

幹線と定義し、管路データより抽出を行った。

①供給先施設が配水池や減圧槽である送配

水管のうち、その経路において流量が最も

大きい管路

②口径が~300以上の管路

③流量が50m3/h以上の管路

④水系間の連絡機能を持つ管路

⑤幹線管路間で、10m3/h以上連絡機能を持

つ管路

抽出した幹線管路の流量別口径別一覧を表

3および図4に示す。幹線管路延長は約348km

となり、管網全体の管路延長約1700kmの約

20%に相当する。
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表3 流量および、口径別管路延長(幹線)
単位:m

流 量 口径 (mm)

(m3/h) 
合計

~100以下 ~150 一世 250 ~300 一~500 ~600-世 1000 ~ 1100以上

0-50 55，073 60.138 40，800 9，575 37 165，623 

50-100 28 38，696 22，811 1，489 63.024 

100-150 13，329 12.568 2，050 27，947 

150-200 1.678 8，097 1，010 10，784 

200-250 1，568 5，654 550 7，772 

250-300 3，957 9，534 13.491 

300以上 21，525 27.029 10，768 59.322 

総計 55，102 119，386 120，988 41，702 10，805 347，963 

図4 幹線管路

(2)幹線管網の検討

手熊浄水場の増強に伴う管路布設などの将

来計画を含んだ幹線管網に関して、管網解析を

もとに幹線整備効果の検証を行った。

幹線管路のうち、下流側への送水能力の低

下により間接的に発生する断水被害の大きさを

指標として、管路区間毎の重要度を求め、幹線

整備効果の検証を行うとともに、非常時に水系

間の連絡管として機能する管路を抽出した。抽

出手法は、管路区間ごとの断水を想定した管網

解析を行い、有効水頭が15mを下回る需要者

の集計を行って管路区間毎の重要度を求め、

送水機能の代替が可能な管路を抽出した。検

討の結果、事故等で管が破損・漏水し、その影

響人口が10，000人以上となる管路が、幹線管

路延長348kmの約30%(約 104km)であること

が分かった(図5)。そのうち、鋳鉄管や法定耐周

年数を超えるダクタイル鉄管や鋼管が約14%を

占めており、断水影響人口が10，000人以上とな

るような重要な管路区間においても老朽管が存

在していることが分かった。
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図5 断水影響人口分布図

断水影響人口 10，000人以上

5. 管路整備計画の策定
(1)管網機能評価

管路整備優先順位の検討のため、将来計画

を含んだ配水管網モデルに対して、「水圧面J，

「水質面J，I老朽度面J，I耐震面」の機能評価

を実施した。特に、「老朽度面」における事故率

評価では、過去6ヵ年(平成10年度~平成15年

度)の漏水調査業務結果および修繕履歴(全

492件)を用いて管種・布設年度別の事故率を

算出し、評価を行った。以下に詳細に示す。

(2)配水管事故率評価

漏水調査業務委託報告書(平成6年~15

年)、修繕工事請求書兼報告書(平成 10年~

15年)による管路の事故情報および経年管調書

(平成10年一15年)による管路延長(5ヵ年分の

累計)を用いて、管種別口径別布設年代別の事

故率を集計した。その結果を表4に示す。なお、

管路延長があり、事故がなかったところの事故率

は、類似の区分や全国初事業体の事故率(I水
道管路更新システム開発調査報告書J厚生労

千々浄水主
J 

働省)などを参考に補完した。その特徴を以下に

示す。

'DIPおよびSPの事故率は、 1965年以前に布

設されたDIPを除き (CIPの可能性有り)、布設

年代にかかわらず0.1件/km/年以下で、推移し

ており、特にDIPの事故率は、最大でも0.01件/

km/年で、あった。

.ACP、VP、GPおよびCIPの事故率は、布設年

代が古くなるに従って高くなり、最大は、ACPで

0.791件 /km/年、VPで0.707件/km/年、GP

で、2.284件/km/年、CIPで、0.244件/km/年で、

あった。

また、表4より、管種別布設年代別事故率の平

均値は、ACP(0.386件/km/年)→VP(0.323

件 /km/年)→CIP(0.233件/km/年)→GP

(0.083件/km/年)→SP(0.042件/km/年)→

DIP(0.004件/km/年)の順で高いことが分か

った。
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布設年代 (参考)

管種 lコf歪 -1965 1965-1975 1975-1985 1985-
口径別合計

全国初事業体の事故率

延長(km) 件数 |事故率 延長(km)I件数 事故率 延長(km) 件数 事故率 延長(km) 件数|事故率 延長(km) 件数|事故率(平均)
(件/km/年)

75mm未満 0.0 。 。。 。 。 56 。0.001 56 。
DIP 75-250mm 0.0 (3rt.') 487 5 0.010 1，629 5 0.003 2，676 4 0.001 4，793 17 0.004 

300mm以上 7.6 。0.013 
0.020 

224 3 0.013 231 。 220 。0.001 683 3 0.004 

DIP計 7.6 (3i~l) (0.392) 712 8 0.011 1，860 5 0.003 2，952 4 0.001 5，532 20 0.004 

75mm未満 0.0 。 。。 。 。 。 。 。 。
CIP 75-250mm 215.4 68 0.316 85 19 0.222 。 。 。 。 301 87 0.289 

300mm以上
0.250 

95.8 8 0.084 20 2 0.100 。 。 。 。 116 10 0.086 

CIP計 311.2 76 0.244 105 21 0.199 。 。 。 。 417 97 0.233 

75mm未満 0.0 。 。。 。 。 1 。0.058 1 。
SP 75-250mm 7.1 1 0.141 5 6 1.333 75 5 0.067 104 6 0.058 191 18 0.094 

3∞mm以上 3.1 。0.141 44 4 0.090 207 。0.067 76 o 0.058 331 4 0.012 0.280 

SP計 10.2 1 0.098 49 10 0.205 282 5 0.018 181 6 0.033 523 22 0.042 

75mm未満 17.4 42 2.416 214 66 0.309 682 44 0.065 1.595 44 0.028 2.508 196 0.078 

GP 75-250mm 1.0 。0.280 7 1 0.149 24 4 0.167 11 2 0.174 43 7 0.162 
0.280 

300mm以上 0.0 。 。 。 G 。 。 。 。 。
GP計 18.4 42 2.284 220 67 0.304 601 48 0.080 1，607 46 0.029 2，447 203 0.083 

75mm未満 11.3 8 0.707 139 45 0.309 26 12 0.455 71 4 0.057 247 69 0.279 

VP 75-250mm 0.0 。 79 40 0.504 2 。0.455 63 20 0.319 144 60 0.416 
0.490 

300mm以上 0.0 。 。 。 。 。 。 。 。 。
VP計

75mm未満 1.4 。0.400 。 。 。 。 。 。 2 。
ACP 75-250mm 13.5 15 1.111 27 4 0.149 。 。 。 。 40 19 0.472 

0.400 
3∞mm以上 4.0 。0.400 3 。0.149 。 。 。 。 7 。

ACP計

75mm未満 0.0 。 。 。 。 。 。 。 。 11 

75-250mm 0.0 。 。 。 。 。 。 。 。 11 
不明

3∞mm以上 0.0 。 。 。 。 。 。 。 。 8 

不明 0.0 。 。 。 。 。 。 。 。 3 

不明計 0.0 。 。 。 。 。 。 。 。 33 

年度別合計 377.7 145 0.384 1，335 195 0.146 2，780 70 0.025 4，874 80 0.016 9，366 523 0.056 

表4

E刀

鞘
寸
∞
咽注)斜体事故率は、類似区分よりの補完値。注1)事故台帳にはDIPと記載されていたが、CIPの可能性がある。
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(3)管路更新優先順位の検討

管網機能評価結果をもとに、「水圧面J.I水
質面J，I老朽度面J，I耐震面」の評価指標毎に

「危険度JXI影響度Jtこよって「リスク」を定量

化した(表5)。さらに幹線管路に該当する管路

を対象に、幹線整備効果の検証結果を踏まえた

「送水機能J.I計画との整合性J， I重要度J，

「非常時の送水機能Jを評価し、これらの結果を

用いて管路の更新優先順位付けを行い、年間

の管路更新費用の実績値をもとに、更新優先度

ランクとしてA-Cに分類した。

その結果、最も更新優先度が高いランクAに

は、約69km(管路延長比率約4.1%)、次に更新

優先度の高いランクBには、約159km(管路延

長比率約9.1%)が更新対象管路として抽出さ

れた(図7) 。 また、 ~ 150以上の管路において、ラ

ンクA，Bに該当するCIPや老朽化したSPが約

22km (~ 1 50以上管路延長比率約3 . 7%) あり、

急に布設替えが必要と考えられる。 ~ 100以下

の管路では、事故率の高いVPおよびHIVPの

整備優先度が高い傾向を示した。図6に長崎市

中心部における管路更新優先ランクを示す。

表5 各評価指標における「危険度jと「影響度」の評価項目

評価指標 「危険度」 「影響度J

水圧面 動水勾配 流量

水質面 内面状況，流速 流量

老朽度面
外面状況，事故率， 流量，立地条件，用途区域，
有効水頭 断水人口

耐震面 地震被害率
流量，立地条件，用途区域，

断水人口，重要拠点寄与度

図6 長崎市中心部における更新優先ランク

- ランクA

-・・ ランクB
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6.まとめ

今回の検討結果から、定量的評価にもとづく

管路整備計画の検討が可能となった。今後、こ

の検討結果を維持管理業務に活用し、管路の

更新を軸として効率的に水道管路の再整備を

行い、今後ともより一層「安全でおいしい水Jの
安定供給に努め、市民サービスの向上を図って

pきたい。

また、再整備の一環として、耐震性を考慮し、

手熊浄水場における送水管の増強に口径

600mmのNS形ダクタイル鉄管を採用し、平成

18年 1月に工事を開始した。従来のS形管路に

比べて、使用する接合部品が少なく、かつ継手

の接合が簡略化されており、非常にスムーズに施

工することができた。今後とも積極的に使用して

pくことで、より災害に強い管網を整備していきた

p。

平成18. 5 第78号
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- 技術レポート④金沢市企業局

.38頁図2 対象老朽管位置図

.40頁図5 幹線管路路線別 (B/C)
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.41頁 図6 配水支管メッシュ単位 (B/C)
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国技術レポート⑨高松市水道局

.72頁 図9 旧高松市における埋設環境の腐食性分布
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