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ダクタイル鉄管の更新基準年数
設定に対する評価

さいたま市水道局

給水部水道計画課

                        技師　濱野　直樹

　さいたま市は埼玉県の南東部に位置し、平成13年5月に旧浦和・大
宮・与野の3市合併によって誕生した。その後、平成17年には旧岩槻市
との合併を経て、平成26年度末時点では人口126万人、市域面積
217.43km2の中核都市となっている。
　今回のレポートでは、市内の配水管布設の総延長9割を占めるダクタ
イル鉄管の腐食係数別、布設年数別で管種毎に調査を行い、その結果を
検討し、更新基準年数を設定した過程を報告しています。

NS形ダクタイル鉄管（呼ぴ径600
および呼ぴ径400）による臨海部
配水管の布設替事例

大阪広域水道企業団

南部水道事業所

　　　　　　　　　整備課　日野　孝彦

　大阪広域水道企業団は、平成23年4月1日に大阪府水道部の事業を継承
し、大阪市を除く42市町村に水道用水を供給する水道用水供給事業と府
内の工業用水を供給する工業用水道事業を運営している。
　今回のレポートでは、耐震性能と給水安定性を大幅に向上させたバイ
パス配水管の概成により、基幹配水管路の更新として 初に着手した約
2kmにわたる配水管の布設替を実施している堺臨海6区での配水管布設替
工事について報告しています。

仙南・仙塩広域水道　高区・低区
連絡管整備事業について

宮城県企業局

水道経営管理室　施設管理班

　　　　　　　　技術主査　佐藤　正俊

仙南・仙塩広域水道事務所

工務班
　　　　　　　　技術主査　氏家　尚宣

　宮城県企業局が運営する「仙南・仙塩広域水道用水供給事業」は、水
源を南部に位置する七ヶ宿ダムとし、白石市にある南部山浄水場で浄水
処理を行い、県内の17市町に水道用水を供給している。平成23年3月11
日に発生した東日本大震災では、仙南・仙塩広域水道においても送水管
路の上流部で漏水事故が発生したことから下流側の受水全市町に対し、
長期間にわたる断水被害を起こし、改めて施設の耐震化やパックアップ
体制の強化などの必要性が認識された。
　今回のレポートでは、仙塩地区の送水管である高区系管路と仙南地区
の送水管である低区系管路の2系統の連絡管によってループ化し、高区
系管路から低区系管路へ送水を行うこととし、その事業の概要と工法や
管種の選定について報告しています。
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管路更新（耐震化）事業について

茨城県企業局

施設課

　　　　　　　　課長補佐　石川　光成

　茨城県企業局は、市町村に対して良質な水を供給する「水道用水供給
事業」、企業の生産活動に必要な工業用水を供給する「工業用水道事
業」および工業団地の整備やヘリコプター格納庫の運営を行う「地域振
興事業」の3つの事業を実施している。企業局では、総延長約1300kmの
管路を保有している中で、既に法定耐用年数を超え老朽化が進行してお
り、平成20年度に耐震化を考慮した老朽管路の更新に関する基本計画を
策定し、平成24年度には見直しも行っている。
　今回のレポートでは、地盤の評価方法を明確にし、各路線の優先順位
を設定した平成24年度の管路更新事業化計画を紹介するととともに、具
体的な管路更新事業の概要等を報告しています。

小規模自治体の水道事業計画
策定の取り組み

摂津市水道部

水道施設課

　　　　　　　　　　課長　末永　利彦

　摂津市は大阪府北部に位置し、東西6km、南北5km、市域面積14.87km2
で、人口は約8万人である。水道事業は昭和30年に給水を開始して以
来、4次にわたる拡張事業を実施し、増え続ける水需要に対応してきた
が、 近では人口減少や節水機器の普及等によって水需要は減少傾向に
ある。平成26年には「摂津市水道ピジョン」を策定し、将来にわたって
安定的に持続する摂津市水道事業の確立に向けて事業展開を行ってい
る。
　今回のレポートでは、施設の現況調査、施設更新における選択と集
中、今後の進むべき方向性を示しています。
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阪神・淡路大震災から20年を迎
えて－これまでの取り組みと今後
の方向性－

神戸市水道局事業部

浄水管理センター
　　　　　　　　　　　所長　三浦　正孝

事業部配水課
　 給水装置担当課長　橋上　重弘
　　　　　　 配水課　係長　小西　亮

　神戸市水道局は、平成7(1995)年の阪神淡路大震災から今年で20年の
節目を迎えた。今回のレポートでは、これまでの20年を振り返り、ハー
ド面の施設整備としての配水管の耐震化について、またソフト施策とし
て耐震化事業の見える化等の取り組みを紹介しています。また、最後に
は今後の神戸市の進むべき方向性を報告しています。

帯広市における老朽管更新事業
の取り組みについて

帯広市上下水道部

水道課建設係

　　　　　　　　　 　主査　吉澤　宏明

　帯広市の水道事業は、昭和26年に認可を得て、計画給水人口40,000人
でスタートし、現在では給水人口165,000人、給水区域内人口における
普及率は99.9%となっています。導送配水管の総延長は、1,067kmあり、
布設後40年以上を経過した管路が45km存在しています。
　今回のレポートでは、耐震化を考慮した老朽管路の更新において、全
国で初となる呼び径400GX形の採用、また小口径のS50形を試験採用した
ので、2つの施工事例を紹介しています。

福山市における呼ぴ径300GX形
ダクタイル鉄管の採用事例につ
いて

福山市上下水道局

工務部配水管整備課

　　　　　　主任（統括）　高橋　克佳

　福山市の水道事業は平成25年度末で給水人口450,781人、普及率
95.7%、配水管の総延長は2,823kmに達しています。管路耐震化の取り組
みとしては、平成24年度から5ヵ年計画で事業費100億円、延長125kmの
事業を進 めています。
　今回のレポートでは、平成26年度から採用したGX形ダクタイル鉄管の
施工事例2例を報告しています。

2015年 No.96



発行年 号数 タイトル 著者 概要

S50形ダクタイル鉄管の採用につ
いて

武蔵野市水道部

工務課

　　　　　　　課長補佐　鈴木　隆司

　武蔵野市では昭和29年に給水を開始し、現在、給水人口141,584人に
日量5万m3の水道水を供給しています。導送配水管の総延長は、297kmあ
り、そのうち配水管が277kmを占めています。武蔵野市では呼び径50以
下の小口径配水管を配水補助管として扱っています。
　今回のレポートでは、この配水補助管の更新においてS50形ダクタイ
ル鉄管を採用したので、その経緯と施工につ いて報告しています。

京都府水道用水供給事業　送水
管路更新・耐震化事業の推進
～安心・安全な給水体制の確保
を目指して～

京都府環境部

建設整備課　広域整備担当

　　　　　　　　　　　副課長　碇　正登

　　　　　　　　　 副主査　木村　順士

　京都府では、市町の自己水源だけでは水道水の安定供給が困難な府南
部地域の10市町に対し、水道用水の供給を行う「京都府水道用水供給事
業」を行っています。府営水道の3浄水場の耐震化は、28年度には終了
するが、浄水場から各受水市町に水を運ぶ送水管路の耐震化に今後は重
点的に取り組んでいくとしています。
　今回のレポートでは、送水管路の更新・耐震化計画を策定し、今後の
スケジュールや方向性を示しています。

かん水輸送管布設替え事業にお
けるダクタイル鉄管の採用事例
について

株式会社合同資源

千葉事業所鉱業部工務課

　　　　　　　　　　　課長　齋藤　祐二

　株式会社合同資源は、1934年の創業以来、ヨウ素分野のパイオニアと
して、高品質かつコスト競争力のある製品を世界に提供しています。日
本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随するかん水から生産され、現在
では千葉県、新潟県、宮崎県で生産されており、園内最大規模の水溶性
天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱える千葉県では国内の80%のヨウ
素を生産しています。
　今回のレポートでは、千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パイ
プラインの管路更新において、ダクタイル鉄管を採用したので、その工
事概要等を報告しています。

2015年 No.96
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ダクタイル鉄管の耐震性および
長期耐久性

犬山系導水路更新工事における
呼び径2000US形ダクタイル鉄管
の採用事例

名古屋市上下水道局

　　　　　　計画部長　小野田　吉恭

　名古屋市上下水道局は、大正3年に給水を開始して、本年9月に100周
年を迎えます。その間、8次にわたる拡張整備を経て、「断水のない
なごやの水道」の歴史を築いてきました。現在では、目指すべき高水準
水道システムとして「環境にやさしい水道」、「地震・事故に強い水
道」、「安全でおいしい水」の3つの視点の実現に取り組んでいます。
今回のレポートでは、その取り組みの1つとして犬山系導水路の更新工
事について報告しています。

災害用貯水タンク改良工事につ
いて

さいたま市水道局

給水部南部水道建設課
　　　　　　　　       主任　金子　恭久

給水部水道計画課
　　　　　　　　       主査　飛澤　政明

　さいたま市水道局では、昭和53年の宮城県沖地震を契機に昭和54年か
ら「事前対策」、「施設の耐震化対策」、「応急復旧対策」、「応急給
水対策」の4本の柱からなる震災対策を講じてきました。
　今回のレポートでは、東日本大震災の影響で貯水タンクに浮き上がり
が生じ、その原因を究明するとともに、対応と復旧方法、またダクタイ
ル製貯水タンクを採用した経緯について報告しています。

高松市における配水管網評価業
務について

高松市上下水道局

水道整備課　水道計画係

　　　　　　　　主任技師　中尾　信博

　高松市では平成17年以降、中長期的視点による管網整備計画策定を目
的とし「配水管網再評価業務」を実施しています。この業務では、管
体・土壌調査結果および各種既存資料より、耐震性評価、老朽度評価、
水理的重要度評価を実施し、総合的な評価による配水管の更新優先順位
を検討しています。今回のレポートでは、平成20年度と同様に図面管理
の管路デー夕、管体・土壌調査結果および平成25年3月に香川県より公
表された想定地震動等を利用して、再評価を実施し報告しています。

2014年 No.95
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明石市におけるGX形ダクタイル
鉄管による管路更新事例

明石市水道部

工務課

　　　　　　　　　　　主任　石田　富勇

　明石市では、平成23年度から平成32年度までの水道事業のあるべき姿
と方針を示す「明石市水道ピジョン」およびその実施計画である「明石
市水道事業経営計画」を策定しています。その中で「施設のパックアッ
プ体制の整備」や「管路の耐震化」の項目を重点的に取り組んでいま
す。
　今回のレポートでは、更新工事において長寿命でライフサイクルコス
トが低減できるGX形を採用したので、その施工事例を紹介しています。

佐久水道企業団における広報活
動および耐震化事業の推進例

佐久水道企業団

総務課

　　　　　 企画調整係長　蟹澤　良徳

　佐久水道企業団は、昭和30年に佐久平上水道組合として、国内初の農
村地方広域水道事業のモデルケースとして誕生し、現在では、佐久市を
はじめとする2市2町へ給水を行う広域水道事業を展開しています。
　今回のレポートでは、給水開始から発行している佐久水道新聞の活用
状況を紹介するとともに、水道管路の更新、耐震性貯水槽の設置およひ
耐震化への取り組みを報告しています。

2014年 No.95
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北多摩一号・南多摩水再生セン
ター間連絡管の整備

東京都下水道局

流域下水道本部技術部

　　　　　　　　設計課長　近藤　弘

　東京都下水道局では、平成25年2月に「お客様の安全を守り、安心で
快適な生活を支える」、「良好な水環境と環境負荷の少ない都市の実現
に貢献する」および「 小の経費で 良のサービスを安定的に提供す
る」を経営方針とする「経営計画2013」を策定した。今回のレポートで
は、主要施策として平成25年に稼働した「北多摩一号・南多摩水再生セ
ンター関連絡管」の整備事例、および連絡管事業を分かりやすく伝える
ための工夫を多数取り入れた「連絡管見える化施設」について報告して
います。

舞鶴市における呼び径300のＧＸ
形ダクタイル鉄管の採用事例に
ついて

舞鶴市水道部

水道建設課

　　　　　　　　配水係長　長谷　博司
　
　　　　　　　　技術職員　吉岡　広樹

　舞鶴市水道部では、平成22年3月「未来につなぐ安心で安全な水の安
定供給」を基本理念とした「舞鶴市水道ピジョン」を策定した。今回の
レポートでは、ピジョンの主要施策である老朽管の更新と耐震化におい
て、呼び径300GX形ダクタイル鉄管の全面採用にいたるまでの経緯を報
告しています。

Ｓ50形ダクタイル鉄管の採用に
向けて

横浜市水道局

給水部給水課

　　　　　　　　給水係長　小西　孝之
　
　　　　　　　　給水係　　 籾山　　 将

　横浜市水道局では、送・配水管が約9,100km布設されており、年間
110kmの事業量を確保し、更新を進めています。また、平成25年度から
は呼ぴ径75～200でGX形を全面採用しています。しかし、呼び径50の配
水管については、布設された管路を呼び径75に増径することとなり、安
定した水質確保のために呼び径の適正化や布設替えに伴う低コスト化を
期待し、S50形ダクタイル鉄管の採用を検討しました。今回のレポート
では、平成24年度～25年度にかけて、35現場、総延長約1.8kmの試験施
工を実施し、その経緯を報告しています。

2014年 No.94
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国営大井川用水農業水利事業に
おける呼び径800Ｕ形推進管の施
工事例

東急建設株式会社

名古屋支店土木部

　　　　　　　　　　　所長　木村　俊

　　　　　　　　　　　主任　小松　学

　国営大井川用水農業水平tl事業所は静岡県のほぼ中央の大井川および
菊川などの扇状地として形成された沖積平野に位置しています。本地区
の基幹水利施設である大井川用水は、昭和22年度から昭和43年度にかけ
て整備が行われていました。しかし、当該施設の老朽化による機能低下
が生じていました。今回のレポートでは、地区内の基幹水利施設の改修
事業の一環として、東急建設株式会社が平成25年8月から平成26年3月の
期間に実施した「島田1号・2号水路工事(その1)」において、推進工法
用ダクタイル鉄管(呼び径800、
U形)を施工した事例を紹介しています。

農業用ため池の改修における耐
震継手ダクタイル鉄管の適用事
例

岐阜県西濃農林事務所

　　　　　　　　技術主査　安江　晴貴

　農業用のため池は、かんがい用水を効率的に貯え、利用するために古
くから築造が進められ、現在では地域の貴重な水資源として、また憩い
の親水空間としても活用されています。全国に約21万箇所存在し、老朽
化等により豪雨や地震によって被災する事例が増加しているととから、
順次整備が進められています。今回のレポートでは、岐阜県海津市に位
置する腰越2号ため池の改修にあたり、標準的な鉄筋コンクリート構造
に替えて、取水施設(底樋)に耐震継手ダクタイル鉄管を採用した事例に
ついて紹介しています。

2014年 No.94
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郡山市における浄水施設統合事
業について

郡山市水道局

建設課

　　　　　　　　　　　　主任　大竹　徹

　郡山市の水道事業は明治45年4月に給水を開始し、昨年4月に創設100
周年を迎えました。現在の給水人口は約31万3千人、給水戸数は約12万5
千戸となっています。今回のレポートでは、平成25年3月末まで5ヵ年で
実施してきた浄水施設統合事業について報告しています。

東日本大震災による管路被害と
今後の管路耐震化に向けた課題

仙台市水道局

給水部

　　　　　　　　　計画課長　高橋　修

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、仙台市内では最大
震度6強を観測し甚大な被害が発生しました。今回のレポートでは、東
日本大震災が発生するまでの仙台市の管路耐震化の考え方、そして発生
後の管路被害の特徴を踏まえた上で、管路の耐震化への取組への評価と
今後の課題について報告しています。

ＧＸ形ダクタイル鉄管の全面採用
までの経緯

横浜市水道局

　　管路更新担当部長　近藤　博幸
　
　　給水部給水課
　　　　　　　　給水係長　小西　孝之

　横浜市水道局では、ＮＳ形ダクタイル鉄管による小口径管路の更新と
耐震化を進めてきました。ＮＳ形と同等の耐震性能を有し、長寿命化、
施工性の向上、コスト縮減が期待されるＧＸ形ダクタイル鉄管の開発さ
れたことで、平成22年度から24年度の3ヵ年に横浜市は試験施工を実施
しました。今回のレポートではその検証を行うとともに、ＧＸ形の本格
全面採用にいたるまでの経緯を報告しています。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

水道管路の更新と耐震化につい
て

広島市水度局

配水部配水課

　　　　　管路整備係長　鬼村　和人

　広島市の水道事業は、明治32年1月1日に給水を開始し、現在では広域
水道として広島市と安芸郡府中町および坂町を合わせて約120万人の
人々に給水しています。広島市における老朽管の更新については、昭和
40年度から計画的に取り組んでおり、平成24年度末までに約950kmの管
路を更新しています。今回のレポートでは、広島市における管路の耐震
化の管種選定基準、新たに策定した管路更新計画について報告していま
す。

松江市上下水道局における水道
管路耐震化計画について

松江市上下水道局

工務部　建設課

　　　　　　建設第二係長　田淵　亮

　松江市の水道は、大正7年に給水を開始し、現在では自己水源の忌部
水系、県営水道の飯梨水系・尾原水系の主要3水源で安定的に給水して
います。今回のレポートでは、過去に実施した老朽化更新計画を振り返
り、平成24年に策定した「第2次松江市水道事業経営戦略プラン」に示
された新たな配水管路耐震化計画について報告しています。

横手市における更新耐震化プロ
ジェクトと広報戦略の試行

横手市上下水道部

水道課

　　　　　計画担当主査　杉山　達範

　横手市は秋田県南部、横手盆地の中心に位置し、古くから羽州街道と
平和街道の交差する交通の要衝として発展してきました。水道事業は、
昭和29年8月に計画1日最大給水量6,200ｍ3で給水を開始し、平成17年に
郡内8市町村が合併したことに伴い、平成21年には計画給水人口82,000
人で運営しています。平成20年に上下水道部職員による「管路更新・耐
震化プロジェクト」を立ち上げ、現実的で効率的な計画の策定を目指し
ています。今回のレポートでは、「管路更新・耐震化プロジェクト」の
一環として、未来の担い手である小学生に送配水管の役割や管路耐震化
について出前授業を実施し、その内容や成果を報告しています。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

東日本大震災における津波被災
地域の耐震形ダクタイル鉄管管
路の挙動調査結

金沢大学教授

　　　　　　　　　　　　　　　宮島　昌克

日本ダクタイル鉄管協会

技術委員

　　　　　　　　　　　　　　　岸 　　正蔵
　　　　　　　　　　　　　　　金子　正吾

　2011年3月11 日に太平洋三陸沖を震源として発生した「2011年東北地
方太平洋沖地震」は、 観測史上最大規模となるマグニチュード9.0を記
録し、被災地は地震と津波により甚大な被害を受けています。今回のレ
ポートでは、耐震形継手ダクタイル鉄管がどのように津波や地盤変状に
耐えたのか検証するため、管路や継手の挙動を調査し、その概要と調査
果を報告しています。

バイパス送水管整備事業の概要
について

大阪広域水道企業団

南部水道事務所建設室

　　　　　　　　　　　主査　関田　堅一

　大阪広域水道企業団は、旧大阪府水道部と受水市町村が協力して府城
に安全・安心な水を安定的に供給し続けるために、平成23年4月1日に発
足しました。今回のレポートでは、 企業団で運営する3浄水場の既設送
水管に対するバイパス送水管の整備を進めており、その事業概要につい
て報告しています。

シールド内ＰＮ形ダクタイル鋳鉄
管のパイプ・イン・パイプ（ＰＩＰ）施
工の実施事例について

高知市水道局

浄水課　旭更新事務所

　　　　　　　　　　　所長　手島　和彦

　高知市水道局では、鏡川水系、高知分水系、仁淀川水系の3水系の水
源を確保し、約33万人市民に「いのちの水」を送り続けています。今回
のレポートでは、平成17年より創設から稼動している鏡川水系旭浄水場
の更新工事を実施し、その一環として第一取水所から旭浄水場を結ぶ導
水管の更新工事を報告しています。
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国営印旛沼二期農業水利事業に
おける軟弱地盤でのダクタイル鉄
管の採用事例について

関東農政局

印旛沼二期農業水利事業所

　　　　　　　　　　　次長　池田　富雄

　印旛沼二期地区は、干葉県北西部の成田市他3市2町にまたがり、印旛
沼を囲む低平地で受益面積約5,000haの県下有数の水田地帯です。今回
のレポートでは、循環かんがい施設を構成するパイプライン施工に際
し、軟弱地盤においてダクタイル鉄管を採用した事例を報告していま
す。

リスクマネジメントを取り入れた農
業水利施設の設計事例（鹿児島
県肝属中部地区）

農林水産省農村振興局

整備部　設計課
海外土地改良技術室　海外企画班

　　　　　　　　　　　　　　　入山　優
（前　九州農政局　肝属中部農業水
利事業所）

　国営肝属中部農業水利事業は、鹿児島県中央部に位置する鹿屋市・肝
付町に広がる1,537haの畑作農業地帯の農業の生産性を向上させ、我が
国の食料供給力の維持・向上に貢献することを目的として事業を遂行し
ています。今回のレポートでは、パイプラインの事故率を検討してダク
タイル鉄管を採用した事例を報告しています。

滑川市下水道事業におけるＧＸ
形ダクタイル鉄管の採用について

滑川市建設部

　　　　　　　　建設部長　砂田　光幸
　　上下水道課長補佐　川岸　弘明

　滑川市は、富山県中央部からやや東北よりに位置し、北は富山湾に面
しており、ほたるいかや海洋深層水のまちとして全国的に周知されてい
ます。今回のレポートでは、下水道設備の中で圧送管採用の経緯、工事
の概要、ＮＳ形・
ＧＸ形の耐震形ダクタイル鉄管を選定した経緯と施工を報告していま
す。

広島市下水道事業におけるＮＳ
形ダクタイル鉄管（呼び径500）の
採用事例について

広島市水道局

施設部管路課

　　　　　　　　主任技師　安永　孝治

　広島市の下水道事業は、明治41年から昭和初期にかけて整備した下水
道施設は昭和20年の原子爆弾による被災により壊滅的な打撃を受けまし
たが、その後昭和26年度から公共下水道事業に再着手し、現在では約
111万人の市民が暮らす市街化区域内での整備は完了しています。今
回、平成23年度の特定環境保全公共下水道事業として市北部の安佐北区
可部町勝木・飯室・鈴帳地区等の汚水を排水する目的で施工した「勝木
地区特環下水道築造23-20号工事」呼び径500ＮＳ形ダクタイル鉄管の布
設事例を報告しています。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

新耐震継手管GX形ダクタイル鉄
管の試験施工結果について

東京都水道局

多摩水道改革推進本部
　立川給水管理事務所　工務課
　　工事調整担当係長
　　　　　　　　　　　　　　　中山　和則
（前　給水部　配水課　施設管理係）

　東京都水道局では、耐震継手化緊急10ヵ年事業に基づき、平成20年度
末で24％であった耐震継手率を平成31年度末で48％にすることを目標
に、震災対策を強化しています。今回、GX形の採用にあたり、切管ユ
ニット限界性能試験を実施し、試験で得られた知見をもとに、GX形の施
工性、経済性の評価を報告しています。

水道管路の更新に向け

旭川市水道局

上下水道部　水道施設課
　水道事業係
　
　　　　　　　　　　　係長　南部　浩二

　旭川市の水道事業は、大正2年に軍用水道が完成したのが始まりで
す。その後、昭和23年に市が事業を引き継ぎ、昭和25年度に第１期拡張
事業に着手しました。その後、拡張整備事業を経て、現在では給水人口
32万人、１日最大給水量155,620m3となっています。今回のレポートで
は、GX形の採用に至る経緯、管路更新への考え方などを報告していま
す。

与謝野町における呼び径250ＧＸ
形ダクタイル鉄管の採用事例に
ついて

与謝野町水道課

　　　　　　　　　　　係長　赤西　秀幸
　　　　　　　　　　　主任　大門　洋

　与謝野町は、京都府北部に位置し平成18年3月に周辺3町が合併して誕
生した町です。水道事業は、上水道1、簡易水道13、飲料水供給施設1の
15事業を所管しています。今回、平成22年度のNS形で発注された工事に
おいて、工期の短縮や工事費の低減を勘案しGX形に変更して採用され、
その工事の概要と施工結果を報告しています。
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東日本大震災による水道施設の
被害状況と管路の更新計画

仙台市水道局

給水部計画課
　
　　　　　　　　　　　主幹　千葉　敏昭

　仙台市内は、昨年の東日本大震災において最大震度6強を観測し、上
下水道を含めたライフラインに甚大な被害をもたらしました。今回のレ
ポートでは、震災における仙台市の水道施設の被害状況と今までに取り
組んできた震災対策、今後の管路更新の計画について報告しています。

福井市における水道施設耐震化
の取り組みについて

福井市企業局

給水課
 
        　　　　　　　主幹　藤田　嘉裕

　福井市では平成21年度に策定した水道ビジョンにおいて「災害に強い
水づくり」を基本目標の一つに掲げています。今回、ビジョン実現に向
けて取り組まれている耐震化計画の策定、その実施において採用された
GX形ダクタイル鉄管などについて報告しています。

京都市水道100年の歩みと配水
管整備

京都市上下水道局

水道施設課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　今岡　孝志

　京都市の水道は、明治45年に給水を開始し、今年100周年を迎えまし
た。今回、水道事業のあゆみと、特に配水管の拡張、整備計画、また耐
震化への取り組みを中心に、今後の京都市水道の目指すべき目標を報告
しています。

基幹管路整備計画について
～万博配水幹線における安定給
水構築と展望～

吹田市水道部

工務室　建設グループ

　　　　　　　　　　　主幹　長田　誠一

　　吹田市の水道事業は昭和2年に給水を開始して以来、６次にわたる
建設拡張事業によって、現在では100％の普及率を達成しています。平
成22年に中長期水道ビジョンを策定され、その中で施設の更新耐震化を
図るため、現在の基幹管路の耐震化率30％を平成32年度に50％を超える
目標値を設定されています。今回、基幹管路整備事業として平成20年度
から5ヵ年計画で総延長3,660ｍを更新・新設され、報告しています。
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松江市における管路の更新計画

松江市水道局

工務部建設課　建設第一係
　係長
　　　　　　　　　　　　　　　鍛冶　紀夫

　松江市の水道事業は大正7年に給水を開始し､11回におよぶ拡張事業を
経て､現在では上水道事業3事業と簡易水道事業28事業が所管され､計画
給水人口約23万人､計画1日最大給水量11万㎥で事業を運営されていま
す｡今回のレポートでは､独自に策定された管路更新計画の背景や考え方
のベースになる客観的データの収集や解析を報告されています。

東日本大震災における道路盛土
部のNS形ダクタイル鉄管管路の
挙動調査

一関市水道部

給水課　技師
　　　　　　　　　　　　　　　小野　和将

　岩手県の南端に位置する一関市は､平成17年9月に周辺1市4町2村が合
併して誕生し､水道事業は平成25年度を目標に上水道事業と14の簡易水
道事業を統合する計画で運営されています｡平成23年3月11日に発生した
東日本大震災では､配水池が倒壊するなど､市内のほとんどの地域で断水
が発生しました｡今回､道路盛土部の復旧に合わせて､布設していたNS形
ダクタイル鉄管を掘り出し､その挙動調査を実施されたことが報告され
ています。

石川県水道用水供給事業送水管
耐震化事業の取り組みについて

石川県

環境部水道企業課
　送水管耐震化推進室
　　　　　　　課長補佐　　山口　浩幸

　石川県では平成19年3月に発生した能登半島地震を契機に送水管の耐
震化事業を平成22年度から順次取り掛かられています｡今回、埋設して
いる送水管が1系統であり､耐震化の手法として2系統日を新規で実施す
ることにより､災害時にも安定した水道水の供給が可能になる耐震化事
業を進められており､設備計画のコンセプトを報告されています。
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岐阜県営水道の送水施設に係る
安定給水対策～東濃西部送水幹
線(緊急時連絡管)事業とその後
の展望～

岐阜県

都市建築部　水道企業課
　県営水道係　技術主査
　　　　　　　　　　　　　　　山本　正疎

　岐阜県東部に位置する東濃地域と可茂地域では､昭和46年度からそれ
ぞれ独立した2つの用水供給事業を運営されています｡平成6年1月に東濃
地域の瑞浪市で発生した送水管破断事故により､多くの住民に多大な影
響を与えたことを受けて､2つの用水供給事業の水源および給水系統を耐
震管で結ぶ緊急時連絡管事業に着手されており､その計画の概要や管種
の選定等を報告されています。

新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管に
よる老朽管更新について

天童市上下水道事業所

上下水道課　水道施設係
　　　　　　　　　　　主任　鈴木　裕太
　　　　　　　　　　　技師　関 　　勝也

　天童市の水道事業は､大正12年に給水を開始して以来､6回におよぶ拡
張事業を行い増え続ける水需要に対応されてきましたが､現在では人口
の減少や地下水利用専用水道を導入する大口需要者の増加により給水量
は減少しています｡その中で、平成22年3月に策定した｢第六次天竜市総
合計画後期基本計画｣に基づき管路の耐震化を順次進められており､今
回､新耐震管GX形を採用するにあたっての経緯､現場の施工結果等を報告
されています。

熱海市における呼び径250GX形
ダクタイル鉄管の採用事例につ
いて

熱海市

上下水道温泉部  水道温泉課
        参事兼施設室長  佐藤  光俊
        施設室副室長     遠藤  克徳

　熱海市の水道事業は､明治40年に給水を開始し､8回にわたる拡張事業
を経て､増え続ける水需要に対応されてきました｡今回､熱海駅周辺に給
水している配水池が老朽化しているため､新たに平成31年までに新配水
池の築造を進められています｡従来､送配水管などの基幹管路にNS形を採
用して耐震化を進めていたが､今回､新配水池の配水管には施工性や耐久
性が向上したGX形を採用し､その工事内容を報告されています。
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2012年 No.90
管路の耐震化に向けた取り組み
におけるGX形ダクタイル鉄管の
採用による効果

出雲市上下水道局

水道施設課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　今岡　孝志

　出雲市の水道事業では､安心､安全な水道水の安定供給を目指して施設
の再構築､老朽管更新に取り組まれています｡従来、耐震継手のNS形を採
用し､配水管整備を進めてこられたが､平成23年6月からはGX形を採用し､
その採用に至る経緯や経済性を報告されています。



発行年 号数 タイトル 著者 概要

災害に強く水に不安のない福岡
県を目指して～北部福岡緊急連
絡管事業における取り組み～

福岡県

県土整備部水資源対策課
　　　　　　　　計画係長　因　孝一郎

北九州市水道局

給水部計画課計画係長
　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　敬

　平成17年3月20日､福岡県で震度6弱の福岡西方沖地震が発生しました｡
この地震がきっかけで､福岡県知事､北九州市長､福岡市長の会談で自然
災害や水道施設事故の危機管理対策として「水｣という極めて重要なラ
イフラインを確保することを目的に｢北部福岡緊急連絡管事業｣がスター
トしました。今回のレポートでは､この事業に関わる施設や工事の概要
を報告しています。

阿賀野市における新耐震管呼び
径100GX形ダクタイル鉄管の採
用事例について

阿賀野市上下水道局

上水道次長
                             長谷川　正行

　新潟平野の中央に位置する阿賀野市は､平成16年4月に周辺2市2町が合
併して誕生しました。水道事業は平成17年8月に｢阿賀野市水道事業経営
計画｣を策定し､平成20年4月には二つの水道事業の料金制度も統合しま
した。今回､市内主要幹線の更新工事において新耐震管GX形を採用し､そ
の工事概要や経済性､施工性を報告しています。

NS形ダクタイル鉄管から新耐震
管GX形ダクタイル鉄管への移行
について

高松市上下水道局

水道整備課改良係長
                              丸尾　健治

　香川県高松市の水道は､大正10年に給水を開始して以来､8回におよぶ
拡張事業を行い増え続ける水需要に対応し､現在では維持管理の時代に
移っています。平成23年3月に策定した｢水道施設耐震化計画｣に基づき
管路の耐震化を順次進めています。今回､新耐震管GX形を採用する決め
手になった経済性を他管種と比較し､分かりやすい表を駆使して報告し
ています。
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ダクタイル鉄管NS形から新耐震
管GX形への移行について
～筑前町における基幹管路耐震
化へ向けた取り組み～

筑前町

水道課
　　　　　　　　課長補佐　林　　 浩嗣
　　　　　　　　主任主事　藤尾　純一

　福岡県の筑紫平野の北部に位置する筑前町は､平成17年に旧夜須町と
旧三輪町の合併により誕生しました。合併前は上水道による給水は行わ
れておらず､簡易水道と専用水道で給水されていました｡合併後に福岡県
南広域水道企業団に加入し､平成26年度を目標に上水道創設事業に取り
組まれ､配水ブロック化を考慮した上で基幹管路の耐震化が進められて
います。その際に､今回NS形からGX形ダクタイル鉄管を将来的な新耐震
管と位置づけて採用したので､その工事内容を報告しています。

US形(LS方式)推進工法用ダクタ
イル鉄管による縦断曲線推進に
ついて

秋田市上下水道局

水道計画係　技師
　　　　　　　　　　　　　　　長谷部　稔

　秋田市の水道事業は､明治40年に東北地方で初めて給水を開始し､その
後､6回にわたる拡張事業と平成17年には周辺2町を編入し､現在では給水
人口約32万人､1日最大給水量12万㎥となっています。また､平成20年度
に改訂した｢秋田市水道事業計画｣に基づいて老朽化した基幹管路の耐震
化を積極的に進めています。今回、主要幹線である手形山配水幹線の更
新工事において､耐震性に優れた曲線推進工法によるUS形(LS方式)を採
用されました。その工事の概要と施工の結果を報告しています。

NS形ダクタイル鉄管の長距離さ
や管推進について

岡山県南部水道企業団

工務課主任
          　　　　　　　　　　 内藤  修一

　岡山県南部水道企業団は､昭和25年に岡山県南部上水道配水組合が設
立され用水供給事業を開始しました。その後､現在の倉敷市、玉野市､岡
山市に用水供給する岡山県南部水道企業団として､122,000㎥/日を送っ
ています。今回､重要幹線である呼び径900の送水本管の布設替え工事を
NS形さや管推進工法で工事を実施したので､その工事の詳細について報
告しています。
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大阪市水道局における事業継続
計画（BCP：Business Continuity
Plan）の策定について

大阪市水道局

工務部計画課
　担当係長（震災対策）
　　　　　　　　　　　　　　　相良　幸輝

　大阪市水道局では、大規模災害の発生により業務内容が平常時と大幅
に異なる「非常時」において「応急給水や応急復旧等の応急対策」と
「非常時にも継続すべき通常業務」とあわせた「非常時優先業務」を適
切に実施するための戦略計画として平成22年5月に事業継続計画（BCP）
を策定しています。今回このレポートではBCPの策定に至る背景、概要
等について報告しています。

嵐山町における新耐震管GX形ダ
クタイル鉄管の採用と管路耐震
化に向けた取り組みについて

嵐山町
　
上下水道課・水道担当　主任
　　　　　　　　　　　　　　　　栗原　淳

　嵐山町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東西2.5km、南北12kmと南北
に細長い地形を形成しています。水道事業は昭和39年に簡易水道として
スタートし、現在にいたるまで三回の拡張事業を行い、水需要の増加に
対応しています。今回、老朽管の更新において新耐震管GX形を採用し、
その工事概要や経済性、施工性などを報告しています。

新耐震管GX形ダクタイル鉄管の
施工について

東京都水道局

多摩水道改革推進本部　調整部
　技術指導課　工務係
　　　　　　　　　　　　　　　高橋　尚子

　東京の水道は、明治31年に通水を開始して以来、都民生活と首都東京
の都市活動を支えてきました。その中でも多摩水道改革推進本部は、広
域的な施設整備や管理による給水安定性の向上に取り組んでいます。今
回、新耐震管GX形の施工性や経済性を検証するため、平成22年12月から
平成23年1月にかけて施工を行ったので、その概要を報告しています。

室蘭市における呼び径100GX形
ダクタイル鉄管の採用事例につ
いて

室蘭市水道部

建設課水道工事係
　　　　　　　　　　　技師　岩上　慎二
　　　　　　　　　　　技師　中田　悠樹

　室蘭市は、北海道の中心的な重化学工業都市として発展しており、国
内有数のイルカや鯨ウオッチングポイントとしても有名です。水道事業
は全国で30番目、道内で4番目の大正5年に給水を開始しています。今
回、配水管改良工事において施工性や耐久性の優れたGX形を将来的な新
耐震管と位置付けて採用したので、その施工性を報告しています。
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信頼性の高い水道構築次世代に
継承していく木津川市水道を目
指して

木津川市

上下水道部　水道工務課
　担当課長
　　　　　　　　　　　　　　　池田　元次

　木津川市は、平成19年に木津川・加茂町・山城町の3町が合併して誕
生しました。水道事業は、3つの上水道事業と1つの簡易水道事業で市民
に給水しています。合併後の5月に水道事業の技術継承と技術向上のた
めに部内でSQC（技術職員スキルアップ）会議を立ち上げています。SQC
会議で老朽管路の更新工事において新耐震管GX形の採用について検討を
重ねました。その結果、導水管の一部区間で採用したので工事の概要と
経済性、施工性を報告しています。

京都市新山科浄水場導水施設の
耐震化について

京都市上下水道局

水道部施設課長
　　　　　　　　　　　　　　　盛田　茂樹

　京都市は平成19年12月に策定した「京の水ビジョン」において、「地
震等の災害に強い上下水道施設の整備」を重点推進施策の1つに掲げ、
厳しい財政状況のもと水道施設の耐震化に取り組んでいます。最大の浄
水場である新山科浄水場の老朽化した導水トンネルおよび導水きょの耐
震化を図るために、新たに接合井を設置し、導水きょと平行して耐震性
のある導水管を布設連絡する工事を実施したので、その工事の詳細につ
いて報告しています。

2011年東北地方太平洋沖地震で
の地盤変状および水道管路被害
状況調査結果（速報）

日本ダクタイル鉄管協会

技術委員会
東日本大震災復旧・復興対策本部

　2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、東北地方から
関東地方の広い範囲で強い揺れに見舞われました。このレポートでは、
管路の復旧日数の状況や地盤の変状、耐震管路の状況について報告して
います。
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「安らぎと潤い、豊かな暮らしを支
える水道」の実現に向けて

松山市公営企業局

管理部建設整備課
　　　　　　　　　　　主幹　仙波　聖悟
　　　　　　　　　　　主任　伊藤　幸治

　松山市は、愛媛県のほぼ中央、道後平野の北東部に位置する県都で
す。水道事業はこれまでに4回の拡張事業を実施しており、平成17年に
は旧北条市、旧中島町と合併し、四国初の50万人都市となりました。
今回のレポートでは、昨年策定された「水道ビジョンまつやま2009」に
おいて今後10年間の取り組むべき目標を報告しています。

横浜市水道局の新たな老朽管更
新（耐震化）計画について

横浜市水道局

給水部給水課課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅彦

　横浜市の水道が日本で初めて給水を開始して123年になります。老朽
化した施設や管路を計画的に更新してきました。現在進めている、横浜
市の老朽管更新計画は平成22年度で最終年度となり、23年度以降につい
ての新しい老朽管更新計画を策定されました。その計画の概要や災害対
策、事業効果について報告しています。

急傾斜地における屈曲配管され
た既設管内へのパイプインパイプ
工法（呼び径600PN形）

横須賀市上下水道局

施設部水道施設課
　　　　　　　　　　　　　　　渡邊　紀喜

　横須賀市は、神奈川県の南東、三浦半島の中央に位置しており、水道
事業は明治41（1908年）年に市内走水の湧水を水源として市中心部に給
水を開始しました。最近では、老朽化した施設の整備や管路の更新を順
次進められています。今回、老朽管路の更新にあたり、急傾斜地におけ
る屈曲配管された既設管内への新管挿入という、厳しい条件下でのパイ
プインパイプ（PIP）工法による工事を実施しており、その概要を報告
しています。

宝塚市水道事業におけるアセット
マネジメントを考慮した管路更新
の考え方について

宝塚市上下水道局

施設部長
　　　　　　　　　　　　　　　岩城　博昭

　宝塚市は、兵庫県南東部に位置しており、人口22万6,000人、市域は
101.69k㎡で南東に細長い形をしています。宝塚といえば、世界的に有
名な歌劇やアニメの神様手塚治虫氏の記念館などがあり、年間800万人
の観光客が訪れています。水道事業は、昭和27年に給水を開始した小浜
村と良元村の創設事業から始まり、昨年度「宝塚市水道マスタープラ
ン」を策定し、様々な課題の解決に取り組まれています。今回のレポー
トでは、アセットマネジメントを導入した施設の改築更新への考え方を
報告しています。
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山形市における停留式耐震貯水
槽（災害対策用小型造水機併用）
の採用事例について

山形市

上下水道部　水道建設課布設係
  主幹
                             　阿部　博康

　山形市は、山形県内陸部村山盆地の東南部に位置し、東は奥羽山脈、
西は朝日・月山連峰に挟まれ、人口は25万4,000人を数えます。水道事
業は大正12（1923）年に給水を開始しており、今回のレポートでは、災
害時の飲料水確保を目的にした応急給水・災害復旧拠点となる耐震貯水
槽の設置に至る検討事項とその工事概要を報告しています。

災害に強い水道を目指して
　～耐震貯水槽の設置～

佐賀市水道局

工務課長
                            　川副　直文

　佐賀市は平成17年及び平成19年の2度の合併で、北は福岡市、南は大
川市と隣接する南北に長い市となり、人口は24万人を数えます。水道事
業は、上記合併から現在市内には、旧佐賀市・大和町・諸富町区域の3
つの水道事業が存在しています。今回のレポートでは、水源である神野
浄水場から遠い地区に耐震貯水槽を設置されたので、その概要を報告し
ています。
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水道事業持続への展望 －人づく
りとものづくり－

新潟市水道局

技術部長　水道技術管理者
　　　　　　　　　　　　　　　大沼　博幹

　水道事業の使命は安全でおいしい水を安定して供給すること、市民か
ら信頼される水道であることです。そこにプラスアルファとして良好な
水道を次世代に引き継ぐことも重要です。今回のレポートにおいて、人
口減少社会を迎えた中で、水道事業が抱える課題を抽出し、その対策と
今後の事業計画、効率的なものづくり、「人づくり」について報告して
います。

緊急貯水槽の設置について －災
害に強い水道を目指して－

苫小牧市

上下水道部　水道整備課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　岩田　康幸

　苫小牧市は、人口約17万4千人、北海道の中央部に広がる石狩低地帯
の最南部に位置しています。水道事業は、昭和25年に創設事業として認
可を受け、昭和27年に給水を開始しています。平成20年に策定された
「苫小牧市水道ビジョン」の基本理念の一つである「災害に強い水道」
を目指し、平成21年度から緊急貯水槽の設置を計画されています。今回
のレポートでは、貯水槽の配置や容量、構造形式、材質などの検討、実
際の施工から設置に至るまでを報告しています。

小規模水道事業体でもやればで
きるアセットマネジメント －矢巾
町水道事業の実践から－

岩手県矢巾町

上下水道課　主任主事
　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　律司

　矢巾町の水道事業は1963年に創設認可以来、2回の拡張事業を実施し
1990年から第3次拡張事業を実施しており、普及率は97％に達していま
す。今回、矢巾町水道事業の取り組みの中で重要と考えられるポイント
を紹介し、同時に水道のアセットマネジメントについての考えを報告し
ています。

国営農業水利事業における地す
べり地帯へのNS形ダクタイル鉄
管適用事例

馬淵川沿岸農業水利事業所
　
次長
　　　　　　　　　　　　　　　三浦　耕三

　国営馬淵川沿岸農業水利事業により、馬淵川から湯田揚水機場にてか
んがい用水を取水し、右岸幹線用水路を経由して湯田吐出水槽まで圧送
した後、右岸支線用水路を経由して各受益地へ供給するパイプラインが
あります。このパイプラインの一部区間が地すべり防止区域内での施工
となり、その対策としてNS形ダクタイル鉄管を採用した設計、施工例を
報告しています。
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中能登町における水道事業の課
題と施設整備計画について

中能登町

上下水道課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　中

　中能登町は平成17年3月に3町が合併してできた新しい町です。水道事
業は、給水人口18,806人、99.4％の普及率となっています。今回のレ
ポートでは、町の総合計画を実現するために、計画の基本理念や国のビ
ジョンを踏まえ、「自然の恵み、これからも安全・安心な中能登町の
水」を基本理念とする目標を設定されました。その中の水道事業の課題
と施設の整備計画について報告しています。

西宮市水道施設整備計画とア
セットマネジメントを取り入れた老
朽管更新の考え方

西宮市水道局

工務部配水課
　計画給水チーム係長
　　　　　　　　　　　　　　　山崎　勝博

　西宮市は、兵庫県の南東部に位置し、水道事業は平成20年度末で給水
人口479,060人で、一日最大配水量は179,710㎥となっています。今回の
レポートでは、平成13年に策定された西宮市水道施設整備計画（平成20
年8月改訂）における管路整備の方向性や更新の方針などを報告してい
ます。

基幹管路の更新と耐震化検討
－名護～本部送水管について－

沖縄県企業局

建設計画課　計画課長
　　　　　　　　　　　　　  　東恩納　宏

　沖縄県の人口は、138万人で、そのうち約8割は沖縄本島の中・南部に
集中しています。今回、埋設年数が約40年を経過した名護～本部送水管
の施工と腐食性環境が相まって、腐食事故が発生するなど、管路の老朽
化が懸念されています。今回のレポートでは、管路の腐食老朽度評価お
よび想定地震動での耐震性評価を踏まえた耐震化の必要性を検討し、今
後の更新、耐震化の検討について報告しています。
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堺市の施設整備改良事業計画に
おける老朽管更新と耐震化の考
え方

堺市上下水道局

上水道部　配水計画課長
　　　　　　　　　　　　　　　村井　昌利

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

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

福井市企業局

給水課長
　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　優治

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

泉佐野市における配水管路の検
討について

泉佐野市上下水道局

水道工務課　課長代理
　　　　　　　　　　　　　　　植野　雅人

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

広郷浄水場緊急整備事業につい
て

北見市企業局

水道課長
　　　　　　　　　　　　　　　小野　政道

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

2009年 No.85



発行年 号数 タイトル 著者 概要

日比谷共同溝内呼び径2200雨水
管きょ布設工事について

前田・熊谷建設共同企業体（特）

日比谷共同溝作業所長
　　　　　　　　　　　　　　　安田　茂人

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

NS形ダクタイル鉄管（呼び径500）
による橋梁添架管の施工につい
て

新潟市水道局

　技術部管路課　幹線設備系
　　　　　　　　　　　　　　　杉山　洋介

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

2009年 No.85
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室蘭市における基幹管路の耐震
性向上について－NS形ダクタイ
ル鉄管呼び径500の採用につい
て－

室蘭市

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

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

さいたま市における管路の耐震
化対策とダクタイル鉄管の採用
事例

さいたま市水道局

前水道計画課長
　　　　　　　　　　　　　　　有吉　寛記

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

埼玉県営水道における管路更新
の検討方針について

埼玉県企業局

前水道担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　栗原　哲男

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

管路整備へのアセットマネジメン
トの適用について

大阪市水道局

工務部　計画担当課長
　　　　　　　　　　　　　 山崎　弘太郎

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

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

豊中市上下水道局

水道建設課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　牟田　義次

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

岡山市水道事業における管路更
新について

岡山市水道局

配水課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　宗友　信夫

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

2009年 No.84



発行年 号数 タイトル 著者 概要

苫小牧地区工業用水道改築事業
における耐震継手ダクタイル鉄管
の採用について

北海道企業局

工業用水道課
　　　　　　　　　　　参事　村上　聖志
施設計画グループ
　　　　　　　　　　　主査　金子　幸正

　北海道企業局の工業水道事業は、室蘭地区に給水を開始して以来、苫
小牧地区第一工業用水道、苫小牧地区第二東部工業用水道、石狩湾新港
地域工業用水道がそれぞれ給水を開始している。その中で、建設後37年
が経過した苫小牧第一工業用水の配水管は、老朽化や地震に対する脆弱
性による漏水事故が増加しており、平成18年度から既存施設の課題を改
善するために管路の改築事業を開始し、その概要について報告してい
る。

十日町市上下水道事業耐震化計
画について

十日町市上下水道局

次長
　　　　　　　　　　　　　　　貴田　幸吉

　十日町市は、新潟県の南部・長野県境に近く、千曲川が信濃川と名前
を変えて間もないところに位置している。平成17年に1市3町1村が合併
して「新十日町市」として事業をスタートさせた。水道事業において
は、1上水道、41簡易水道、7小規模水道、合わせて49の水道事業を経営
している。今回、合併後に統合した川西地区も含めた上水道耐震化計画
を策定し、その内容について報告している。

名古屋市水道の新たな大動脈、
その完成に向けて

名古屋市上下水道局

建設部長
　　　　　　　　　　　　　　　　 高見　享

　名古屋市の水道水は清浄な木曽川を水源とし、鍋屋上野・大治・春日
井の3浄水場で浄水処理し市内に給水している。春日井浄水場は、浄水
能力59万㎥/日を有し、3つの幹線によって給水区域に送水している。そ
の中で、通水から40年が経過した東名送水幹線（呼び径2000）は、老朽
化が進んでいる。事故等で給水の安定性を確保するために送水幹線の複
数化を検討し、平成4年から工事を行っており、今回、工事における技
術上の観点からの課題と対応について報告している。

管路の耐震化とNS形改良ゴム輪
の採用について

豊橋市上下水道局

管路保全課長
　　　　　　　　　　　　　　　柴田　教人

　豊橋市は愛知県の南東部に位置し、東は弓張山地を境として静岡県と
接している。水道事業は、1930年に給水を開始し8次にわたる拡張事業
を実施している。同局では水道管路の耐震化をはかる上でNS形ダクタイ
ル鉄管を採用しており、今回、改良ゴム輪を採用したのでその事例を報
告している。
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京都市水道事業における管路の
更新と耐震化について

京都市上下水道局

技術長
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　秀男

　このレポートでは、京都市の水道事業における配水管路の更新と耐震
化について、平成20年度を初年度として現在進めている上水道施設整備
事業（5箇年計画）の配水管整備の具体的な取り組みと今後の方向性を
述べている。

平成20年岩手・宮城内陸地震に
おける水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会

                  技術委員　飯出　淳
　　　　　　　　　　　　　　　小渕　清志
　　　　　　　　　　　　　　　山根　秀二
　　　　　　　　　　　　　　　林　 　昌信
　　　　　　　                 打越　聡
                          　  　荒川　範行

　平成20年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震（マグニチュード
7.2）では、岩手県内陸南部を震源とし、宮城県栗原市および岩手県奥
州市で震度6強、宮城県大崎市震度6弱を観測した。今回、この地震にお
ける震度6以上の水道事業体へのヒアリング調査結果をまとめている。

2008年 No.83
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札幌水道初のシールド内配管
（呼び径1500US形ダクタイル鉄
管）の布設について

札幌市水道局

給水部工事課
　　　　　　　　工事課長　木下　新一
　　　　　　　　工事一係　正源　直行

　札幌市の水道は198万人の市民の80％以上を供給する白川浄水場と基
幹配水池を結ぶ送水システムの整備を重要対策として取り組んでいる。
白川浄水場と平岸配水池間に2本の送水管が布設されているが、平岸配
水池と清田配水池間は第2送水管のみであるため、今回、白川浄水場と
清田配水池間を二重化すべく第3送水管の布設事業を計画し札幌市では
初めてのシールド工事を実施したのでその詳細を報告している。

仙台市水道局における耐震化計
画について

仙台市水道局

給水部長
                              　　江戸　哲

　仙台市の水道は、大正2年に仙台市のシンボルである「広瀬川」の上
流大倉川に水源を求めた創設事業に着手し、大正12年に給水を開始して
いる。その後、都市化の進展や経済活動の発展、生活環境の向上などに
より急激に水需要が増加したので、5次にわたる施設の拡張、整備等を
実施し現在に至っている。今後発生すると予想される宮城県沖地震への
対策も含めて施設の耐震化への取り組みを報告している。

ポリエチレンスリーブに関する共
同研究

東京都水道局

研修・開発センター開発課
　　技術開発担当係長　森川　智之
　　　　　　　　　　　　　　　古屋　泰徳

　東京都水道局では、水道独自の業務ノウハウや現場に直結した知識・
技術の継承・人材育成と実践的なトレーニングを集中的に行うために平
成17年10月に水道局研修・開発センターを開設した。今回、平成17年度
から日本ダクタイル鉄管協会と共同で実施したポリエチレンスリーブに
関する研究の概要を紹介している。

川西市水道事業における水道管
路の耐震化について

川西市水道局

工務課　課長補佐
                           　　肥爪　重信

　川西市は兵庫県の南東部に位置し、東は大阪府池田市と箕面市、西は
宝塚市と猪名川町、南は伊丹市、北は大阪府能勢町と隣接している。今
回、水道管路の現状と課題、施設の耐震化の考え方、管種選定の経緯と
評価を報告し、採用事例も紹介している。
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分散型耐震貯水槽U字タイプ（呼
び径2600,300㎥）の施工について

高知市水道局

配水課
　　　第二技術係長　   弘田　卓也
　　　第二技術係技査　宮田　昌和

　高知市の水道は、大正14年の創設以来、市域の拡大や市勢の伸展、市
民生活の向上に伴う水需要の増加に対応するために現在までに4回の拡
張事業を実施し、安全で良質な水を安定的に供給し、お客様の生活を支
えてきた。今回、高知市の水道事業の取り組むべき課題や事業運営の方
向を示した水道事業基本計画2007を策定している。近い将来発生する南
海地震対策への備えとして、今回、300㎥の耐震貯水槽を設置した計
画、設計、施工の詳細を報告している。

玄界島復興事業における配水管
耐震化について

福岡市水道局

配水部　西部管整備課長
　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　信茂

　平成17年3月20日、福岡市では観測史上最大のマグニチュード7、最大
震度6弱の地震が発生し、死者1名、重傷者50名、軽傷者875名の人的被
害と、住宅被害が、全壊136戸、大規模半壊8戸、半壊286戸、一部損壊
4,624戸に被害が及んだ。なかでも玄界島においては、ほぼ全ての島民
が避難しなければならない甚大な被害を受け、福岡市水道局ではライフ
ラインの復旧を目指した取り組みと復興事業に併せて、実施した島内の
配水管の整備について報告している。

ポリエチレンスリーブの実管路に
おける長期防食性能

ダクタイル鉄管協会
　
　　　　　　 　技術委員　清水　宏明
　　　　　　　　　　　　　 　宮田　健司
　　　　　　　　　　　　　 　船橋　五郎

　近年、ダクタイル鉄管の多くが外面防食のためにポリエチレンスリー
ブを装着して埋設している。協会では、布設されてから数十年が経過し
たポリエチレンスリーブ装着の実管路において、腐食性が強いと判断さ
れる埋設環境中で、その防食性能が確認できた5つの事例を報告してい
る。
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横浜市における技術の継承人材
育成

横浜市水道局

　技術管理者兼給水部長
　　　　　　　　　　　　　久保田　照文

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

豊川市の水道事業と水道管路施
設の耐震化について

豊川市

上下水道部　上水整備課長
　　　　　　　　　　　　　　　白井　忠好

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

大阪市水道局における技術の伝
承と人材育成について

大阪市水道局

工務部長
　　　　　　　　　　　　　　　速水　義一

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

阪神水道企業団の管路整備

阪神水道企業団

建設部長
　　　　　　　　　　　　　　　三島　和男

　阪神水道企業団は昭和11年7月に日本で初めての水道用水供給事業と
して設立され、昨年70周年を迎えた。このレポートでは企業団の管路整
備の経緯を振り返るとともに、今後の管路更新に向けての取り組みと課
題、そしてダクタイル鉄管協会に対する要望を報告している。
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平成19年能登半島地震における
水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会

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

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

平成19年新潟県中越沖地震にお
ける水道管路の被害について（速
報）

日本ダクタイル鉄管協会

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

　平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震では、信越地方を中心
に新潟県柏崎市や刈羽村などで震度6強を観測し、上下水道やガスなど
に多大な被害が生じた。このレポートでは、柏崎市の水道管路の被害に
ついてまとめたものである。
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函館水道100年と管路整備

函館市水道局

事業部長
                             　 天満　茂夫

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

下関市水道事業100年の歴史と
ダクタイル鉄管との歩み

下関市上下水道局

上水工務課長
                            　  白石　則仁

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

耐震管の採用と評価について

八戸圏域水道企業団

副企業長
                                大久保　勉

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

東京水道の沿革とU形ダクタイル
鉄管の採用

東京都水道局

建設部　工務課　調査係長
                               　  秋山　茂

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

配水管整備におけるPIP工法と今
後の水道事業の取り組みと課題

京都市上下水道局

技術長
                              　吉田　重光

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

稚内市水道事業の現況と耐震化
への取り組み

稚内市

水道部　導水管整備担当主幹
　　　　　　　　　　　　　　　野川　弘昭

　稚内市の水道事業の紹介と管路耐震化への取り組み、今後の事業計画
の課題と展望を報告している。
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釧路市における配水管の管種に
ついて

釧路市

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

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

実管路において長期間埋設され
た外面ポリエチレンスリーブ装着
管の評価

札幌市水道局

給水部　給水課長
　　　　　　　　　　　　　　　中村　郁也

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

旭浄水場更新工事における大口
径NS形管の採用と経緯について

高知市水道局

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

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

呼び径800PN形ダクタイル鉄管に
よるパイプインパイプ工法

福岡市水道局

配水部　東部管整備課
　　　　　　　　　　　　　　　松尾　新太

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

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

石垣市

水道部　施設課長
　　　　　　　　　　　　　　　宮良　長欣

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

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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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。

2006年 No.79
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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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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。
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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

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



ダクタイル鉄管第97号　

　平成27年11月　　





ダクタイル鉄管の更新基準
年数設定に対する評価

さいたま市水道局給水部水道計画課
技師　濱野　直樹

Technical Report 01 技術レポート

14 ダクタイル鉄管 平成27.10 第97号

　本稿では、腐食係数別、布設年数別の管種
毎に調査を行い、その結果を検討し、更新基準
年数を設定した過程を報告する。

１． はじめに
　さいたま市は、埼玉県の南東部に位置する県
庁所在地であり、全国で13番目の政令指定都
市である。いまに至るまでの経緯として平成13年
5月に旧浦和・大宮・与野の3市合併によりさいた
ま市が誕生した。その後、平成17年4月1日に旧
岩槻市との合併を経て、平成26年度末時点で
は人口126万人、市域面積217.43㎢の中核都市
となっている。
　水道事業の概要として配水管布設総延長
は、平成26年度末時点で約3,534ｋｍが埋設さ
れている。その延長の大半がダクタイル鉄管で

約3,292ｋｍ、総延長の約９割強を占めている。今
回、更新基準年数設定を行うにあたり、本市の
配水管の変遷の一覧表を表1の通り示す。
　さいたま市水道局では、事業の取り組みの一
つとして老朽管更新事業を行っている。これは
有形固定資産の法定耐用年数40年を超えるダ
クタイル鉄管、塩化ビニル管等の管種を中心に
更新を進めており、配水管総延長に対し毎年1％

（約35ｋｍ）の布設替えを行っている。しかし、
現状の更新率のペースで布設替えを行うと図1
に示す通り経年化管の割合が右肩上がりで増
加していくことがわかる。その理由として水道の
普及が飛躍的に伸びた昭和40年代から50年代

（高度成長期）に布設した多くの管路が法定
耐用年数を迎え、現在の布設替えのペースで
は更新が間に合わなくなる事態が懸念される。 
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表１　配水管の変遷
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図1　法定耐用年数を経過する管路延長および配水管総延長に占める割合

この結果からわかる通り、法定耐用年数に準じ
た更新を実施していくことは、現状以上に負担
が生じ、人員および財政面が不足する状況が
予想される。なお、ここで挙げられる管路の法定
耐用年数は地方公営企業法で40年と定められ
ているが、これは減価償却における考え方であ
り、実際に使用可能な年数は製造技術の進歩
に伴う品質の向上により、長寿命化していると考
えられる。このことについては、社団法人 日本水
道協会発行「解説　水道事業ガイドライン（ＪＷ
ＷＡ Ｑ100：2005）」にも「法定耐用年数を超えて
いる管路があっても、使用できないわけではない」

「実際に取り換えの必要な管については、管内
外面の調査結果と併せて検討していく必要があ
る」と記載されていることから、現地で調査を実
施し更新基準を検討することとした。今回の管
体腐食調査は、さいたま市内に埋設されている
配水管のうち総延長の約９割を占め、今後更新
対象延長が急激に増加するダクタイル鉄管を対
象とした現地調査および室内調査であり、その
結果について腐食予測式を用いて老朽度ランク
を求め、更新基準年数を設定するまでの流れを
報告する。
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２． 条件および調査方法
２－１　調査条件

　ダクタイル鉄管を腐食老朽度の面から評価す
るため、管外面の腐食を指標とする。この外面
腐食は埋設年数に加え、埋設環境（地盤・土壌）
の腐食性に強く影響を受けるとされていることか
ら、これらの因果関係を把握することが重要で
あると考える。
　今回の調査条件として、埋設年数、埋設環境
並びに管路更新支援システムを用いて腐食係
数別に26地点を調査箇所として選定した。また、
ポリエチレンスリーブ被覆箇所の腐食状況の確
認を行うため4地点を追加し、市内合計30地点
を調査箇所として選定したものを表2に示す。
　なお、腐食係数とは埋設環境の腐食性を示

す値であり、さいたま市の地盤の腐食性の強さ
に応じて求めたものである。ここでは、この値をハ
ザードマップｋ値として管路更新支援システムを
用いて算出した。
　また、調査箇所を以下４つの条件で区分し、
調査を行った。
区分１　 ハザードマップｋ値を統一、埋設年数別

の影響調査（12地点）
区分２　 埋設年数を統一、ハザードマップｋ値別

の影響調査（12地点）
区分３　 ポリエチレンスリーブの被覆効果の調査

（4地点）
区分４　 ハザードマップｋ値が高く、埋設年数が

長期の調査（2地点）

表2  調査箇所一覧
地点 属性

区分 № 住所 呼び径（mm） 布設年度（年） 埋設年数（年） ポリエチレンスリーブ有無 ハザードマップｋ値

1

1 南区曲本 250 1970 44 無 0.780
2 南区白幡 100 1975 39 無 0.780
3 西区土屋 100 1979 35 無 0.780
4 桜区上大久保 150 1979 35 無 0.780
5 南区南浦和 100 1981 33 無 0.780
6 南区文蔵 100 1981 33 無 0.780
7 南区根岸 100 1983 31 無 0.780
8 南区沼影 150 1983 31 無 0.780
9 南区文蔵 100 1985 29 無 0.780

10 南区辻 100 1985 29 無 0.780
11 桜区神田 75 1985 29 無 0.780
12 南区内谷 75 1986 28 無 0.780

2

1 中央区八王子 100 1982 32 無 0.813
2 見沼区膝子 150 1982 32 無 0.780
3 南区文蔵 100 1982 32 無 0.757
4 南区太田窪 75 1982 32 無 0.715
5 緑区大間木 100 1982 32 無 0.705
6 南区南浦和 100 1982 32 無 0.693
7 北区本郷町 200 1982 32 無 0.677
8 北区日進町 100 1982 32 無 0.656
9 緑区東浦和 100 1982 32 無 0.620

10 桜区西堀 75 1982 32 無 0.612
11 浦和区上木崎 100 1982 32 無 0.601
12 西区中野林 100 1982 32 無 0.531

3

1 中央区八王子 100 1988 26 有 0.813
2 西区植田谷本 100 1988 26 有 0.780
3 南区大谷口 75 1988 26 有 0.620
4 西区西遊馬 100 1988 26 有 0.531

4 1 桜区中島 100 1979 35 無 0.813
2 桜区中島 100 1972 42 無 0.813
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２－2　調査方法および結果

1） 現地調査

・埋設環境調査
　既設管路の一部を全周掘削し、埋設環境とし
て土被り、埋戻し状況の調査を行った。その結
果、既設管の土被りは浅い地点で1.10ｍ、深い
地点で1.80ｍという結果が得られ、30地点のうち
22地点の既設管の土被りは約1.20ｍである事を
確認した。また、30地点のうち27地点で埋戻しに
よる「砂置き換え」が行われていた。
・管体調査
　露出させた管外面の付着物をワイヤーブラシ
やテストハンマー等で除去した後、目視で管外
面の状況を調査した。腐食が認められた場合、
図2に示すように腐食の深さをデプスゲージ（孔
食計）、大きさ（長径、短径）をスケールで計測し
た。また、参考に腐食していない健全部の管厚
を外面から超音波厚さ計で測定した。その結果

を図3の通り示す。　　　　
　調査の結果、ポリエチレンスリーブを装着した
4地点は腐食が認められず、防食効果を確認す
ることができた。一方、上記4地点以外の26地点
のうち、20地点では外面の腐食が生じていること
を確認した。

図3　腐食調査結果

図2　腐食深さおよび腐食面積の測定方法
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・土壌および地下水の採取
　土壌の採取については、図4に示すように調
査対象管の周囲（管上、管横、管下）や掘削溝
内の地山から、土質や土色の異なる土壌を3検

体以上採取した。また、溝内に地下水が見られ
る場合は同時に採水した。
　土壌は全体で95検体、地下水は15検体採取
した。
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【実際の現地調査の流れ】

図4　土壌および地下水の採取箇所

図5　現地調査の流れ
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2） 室内調査

　各地点で採取した土壌および地下水の腐
食性を表3の内容で調査を行った。その結果、
ANSI腐食性評価点が高いほど管外面の腐食
が進行しているという結果が得られた。一方、
表2にある区分３よりポリエチレンスリーブの被覆
効果を確認する調査箇所において、ANSI腐食
性評価点が高く腐食性が強いとされる土壌に
布設後26年経過した管には腐食が認められな

3． 腐食予測式による老朽度評価
　得られた外面腐食深さの実測値および埋設
土壌の調査結果に基づいて腐食予測式から求
めた値（予測値）を用いて調査対象管および全
管路の老朽度ランクを評価した。老朽度ランクの
評価には、社団法人 日本水道協会発行の「水
道施設更新指針（平成17年5月）」を基準とし、
算出した結果を表4に示す。今回の考え方として
市内に埋設されている管のうち大部分を占める
呼び径75～150の管を基準に確認することとし
た。また、ここでは腐食深さの実態と今回行った
土壌調査結果を基にして、さいたま市内の腐食

かったため、ポリエチレンスリーブ装着による防
食機能を有していることが確認できた。
　30地点で得られた土壌分析データを用いた
相関分析の結果から、腐食速度は水分が多く、
硫黄分を多く含んだ腐食性の強い土壌ほど相
関が強く、外面腐食の進行は、土壌の腐食性に
よって促進されていることを統計的にも判断する
ことができた。

係数ｋ値を腐食予測式から求めた（なお、前述
のハザードマップｋ値は既存の地盤情報から求
めたものである）。

表3　調査内容および調査項目

調査項目

土壌分析

①土壌の種類および色　　　　　　
②土壌比抵抗測定　　　　　　　
③pH測定　　　　　　　　　　　
④Redox電位測定　　　　　　　
⑤含水比測定　　　　　　　　　
⑥硫化物有無の測定　　　　　　
⑦強制酸化試験後のpH測定　　　
⑧硫黄含有率の測定

土壌抽出水　　　　　
および　　　　　　　
地下水分析

①比抵抗測定　　　　　　　　　　
②pH測定　　　　　　　　　　　　
③硫酸イオン含有量測定　　　　
④塩素イオン含有量測定　　　　　
⑤蒸発残留物測定　　　　　　　
⑥腐食抵抗測定

土壌の腐食性評価 ANSI評価（ANSI/AWWA C105/A21.5）

調査内容

室内調査

腐食予測式

Ｙ=ｋ×ｔ0.374

Ｙ…管外面腐食深さ予測値(mm)
ｋ…埋設環境の腐食性評価係数

ｔ…埋設年数(年)
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4． 更新基準年数の評価
４－１．評価条件の設定

　さいたま市に整備されている管路は年代に
より地山埋戻し、川砂埋戻し、改良土埋戻し等
様 な々条件で埋設されている。今回の調査地点
では主に地山と砂のサンプル数が最も多く得ら
れた。原則的に砂は一律に腐食性が低いと評
価されているため、今回は地山の腐食しやすさ
毎に分類し検討することとし、さいたま市内の既
存の地形分類や表層地質分類情報を取り入れ

た。また、標高について、過去東京湾沿岸では、
約一万年あまり前の縄文時代より気温が上昇し
て氷河が溶け出したため、海水が増加し海面
高度は現在より最大5ｍ高く、当時は荒川や中川
にも海水が浸入していたようである。したがって、
現在のさいたま市域の標高5ｍ以下は旧海域と
判断して評価を行った。分類別に色分けしたも
のを図6に示す。

表4　老朽度ランク判別表

図6　地形、表層地質、標高の色別

地形分類図　名称 表層地質分類図　名称 地盤高

ローム

砂泥堆積物（河原・氾濫原）

砂泥堆積物（旧流路跡）

谷底平野（谷地田） 砂質堆積物

谷底平野（河道・氾濫原） 砂泥堆積物・泥質堆積物

自然堤防 泥質堆積物（後背湿地の腐食土）

氾濫原（湿地） 泥質堆積物（主として泥炭・湿地）

氾濫原（後背湿地） 泥質堆積物（谷地田の腐食土）

河原 泥質堆積物（河道・氾濫原）

後背湿地 泥質堆積物

旧流路跡 泥・シルト・砂の互層

火山灰台地

0～6ｍ未満

6ｍ以上

台地（腐食性低）

旧海域（腐食性高）

陸地（腐食性低）

再分類再分類

低地　（腐食性高）
未固結堆積物B（腐食性高）

未固結堆積物A（腐食性中）

ローム（腐食性低）

再分類

 

出典：[1/50,000都道府県土地分類基本調査の地形分類図及び表層地質図（国土交通所　国土政策局　国土情報課　監修）]
　　　このデータを参考に色分け分類をおこないました。
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　今回の調査箇所は30地点とサンプル数が多く
ないため、過去の調査で得られている16地点の
データを加え、計46地点のデータを用いて評価
を行うこととした。さらに精度をあげるため、既存

４－２．腐食深さの進行状況

　診断ブロックごとの外面腐食深さの進行曲
線を図7に示す。なお、表5の地盤情報による区
分別一覧のとおり腐食係数が低い区分（ｋ値
0.625）のグラフをＡ（青色）、腐食係数が比較的
高い区分（ｋ値0.840）のグラフをＢ（赤色）で表示

の地盤情報から腐食が進む地区とその他の地
区で分類し、表5の通り診断ブロックとして一覧
表にまとめた。

した。表4の老朽度ランク判別表を基にグラフを
検証していくと、腐食性の高い地区であっても3
種管の場合更新対象の老朽度ランクⅡ以上に
達するまでに60年以上、1種管の場合では100
年以上使用可能ということが判断できる。

表5　地盤情報による区分別一覧
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5． ダクタイル鉄管の更新基準年数の設定
　更新基準年数を設定するにあたり、管厚（1種
管、3種管）およびポリエチレンスリーブ装着の有
無、管外面の老朽度を基に検証を行った。
　分類Ⅰについて、今回の調査対象の管にして
おらず、管内面のモルタルライニングも施されて
いないことから、今まで通り40年で更新を検討す
ることとした。
　分類Ⅱについて、今回の調査対象の管であ
り、現地調査および腐食予測式による老朽度評
価から60年以上は使用可能という結果が得ら
れた。そのため、更新基準年数を60年とした。
　分類Ⅲについて、分類Ⅱの管の情報に加えて

ポリエチレンスリーブの防食機能の確認を行い、
布設後26年経過した管外面に腐食が見られな
かった。そのため、分類Ⅱで設定した更新年数に
ポリエチレンスリーブの効果確認年数25年を加
えた85年を更新基準年数とした。
　分類Ⅳについて、今回は3種管として調査を
行ったが、その情報を基に1種管の情報の老朽
度ランクと腐食深さを算出、判定し、100年以上
は使用可能という結果が得られたため、100年を
更新基準年数とした。
　上記事項をまとめたものを表6に示す。

図7　診断ブロックごとの外面腐食深さの進行曲線

3種管（4.2㎜）

1種管（5.7㎜）
φ150の場合の老朽度
ランクⅡに達する外面
腐食深さ
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6． おわりに
　今回、統計的な手法を用いることにより、ダクタ
イル鉄管の更新基準年数の設定を行った。評
価内容については管の外面や埋設されている
部分の土壌状況の評価によって更新基準年数
の検討を行い評価した。今後の課題として、水
道本管の漏水状況等を踏まえて更新基準年数

を長期に延長した配水管を中心に再度調査を
行い、更新基準年数延長の可能性を検証して
いく必要がある。そして、この検証に併せて、ポリ
エチレンスリーブ装着状況にみられる効果も調
査を行い、更なる更新費用の抑制と事業の効率
化を図っていきたいと考える。

表6　ダクタイル鉄管更新基準年数

  (注2)ポリエチレンスリーブ被覆

  (注1)内面ライニング



１．大阪広域水道企業団の工業用水道事業
　大阪広域水道企業団（以下「企業団」とい
う。）は、平成23年4月1日に大阪府水道部の事
業を継承し、大阪市を除く大阪府内の42市町村
に水道用水を供給する水道用水供給事業、お
よび府内の431社（平成27年3月末時点）に工業
用水を供給する工業用水道事業を運営してい
る。
　工業用水道事業は、堺・泉北臨海工業地域
における工業用水の需要に対応するため、昭和
34年度から昭和44年度にかけて「産業基盤整
備」として、一方、北摂、東大阪、泉州地域にお
いて地下水の汲み上げ規制が行われたことに
伴い昭和38年度から昭和54年度にかけて「地
盤沈下対策」として工業用水施設を建設してき
た。

　また、関西空港対岸のりんくうタウンや食品コ
ンビナートに工業用水を供給するため、昭和62
年度から平成6年度にかけ施設整備を進め、現
在管路延長は524ｋｍに及んでおり、年間約172
百万㎥の工業用水を供給している。

２．施設整備計画について
　当企業団の工業用水道施設は、浄水場や多
くの工業用水道管（以下、「配水管」という。）が、
今後、平成41年度までに、順次耐用年数を経過
し、本格的な更新の時代を迎えることとなる。
　このような状況の中、平成17年3月に長期的な
視点に立って危機管理対策の強化や機能向上
とあわせて、効率的に老朽化施設の改良更新
を進めるための「長期施設整備基本計画（目標：

事業実施と安定給水の両立を目指している。

３．臨海地区での取組
　企業団では、マスタープランによる整備方針に
従い、特に需要量が多い受水企業が集中する
堺・泉北臨海工業地帯に向けた配水幹線の更
新に向けた対策として、バイパス配水管の整備
を最優先に行ってきた。
　本稿では、耐震性能と給水安定性を大幅に
向上させたバイパス配水管の概成により、基幹
配水管路の更新として最初に着手した約2km
にわたる配水管の布設替を実施している堺臨
海6区での配水管布設替工事について紹介す
る。（図１）

平成41年度）」を策定した。その後、水需要の減
少傾向が明らかになり、その需要減の動向に即
した効率的な施設整備を行うため、「長期施設
整備基本計画」の見直しを行い、平成22年5月
に「施設整備マスタープラン（目標：41年度）」を
策定した。更に、平成26年度には、将来の水需
要の減少、臨海部において増加傾向にある漏
水事故への対応や東日本大震災による被災状
況を踏まえた災害対策等の新たな課題に対し、
より一層効率的に対応していくためマスタープラ
ンを改訂した。
　今後、マスタープランやその実施計画である
「中期経営計画2015-2019」に基づき事業を実
施するとともに、時代のニーズに柔軟に対応して
計画の内容を適宜検討・評価し、より効率的な

NS形ダクタイル鉄管（呼び径600および呼び径400）
による臨海部配水管の布設替事例

大阪広域水道企業団
　南部水道事業所　整備課

日野　孝彦
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図１　位置図
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４．配水管布設替工事（堺臨海6区・堺市）
１）経緯

　本工事の対象となる配水管は、堺市の臨海
部埋立地に布設されている呼び径600の鋳鉄
管（直管部AⅡ形、異形管部C形）であり、昭和
40年度に布設してから約50年が経過している。
　継手のボルトが海水成分を含む地下水により
激しく腐食していたため、昭和63年度から平成6
年度にかけて「配水管継手補強工事」として、
継手ごとの掘削によりＴ頭ボルトを取替え、延命
化を実施してきた。（図２）
　近年では、平成24年11月から平成25年1月に

かけて当配水管の下流部で漏水が頻発した
が、当該地域はマスタープランに基づく更新計
画により今回の工事で更新する予定があったこ
と、下流部の受水量が布設当初と比較して少な
くなっていたことから、緊急対策として漏水箇所
を含む区間約200mに呼び径200の仮設配管を
布設することにより対応してきた。

２）工事概要

　今回の布設替工事に伴い、平成25年度に実
施設計委託を行い、平成26年度から工事に着
手した。以下に工事の概要を示す。（図３）

　既設管は全線にわたり呼び径600であった
が、更新管は、現在及び今後の工業用水の需
要を考慮して上流部は呼び径600、下流部は呼
び径400とした。
　管種は、現地での施工性、耐腐食性を考慮し
てダクタイル鉄管とし、全線ＮＳ形継手により耐震
化された配水管路を構築することとした。

3）現場状況

　工事箇所は堺・泉北臨海工業地域の主要地
域の片側3車線、幅員10mの大規模な道路であ
り、大型トラック、トレーラー等の交通が非常に多
い。
　地下埋設物は、水道、NTTに加え、大容量の
電気、中圧ガスおよび石油輸送管などの重要埋
設物が輻輳しているうえ、海域が近い埋立地で

工事場所：大阪府堺市西区築港新町1丁地内～大阪府堺市西区築港新町3丁地内
工事期間：平成26年8月22日～平成28年1月29日
工事概要：配水管布設工 呼び径600（NS形）L=753.74m
 呼び径400（NS形）L=1,217.61m
　　　　　不断水割丁字管設置工 N=2箇所
　　　　　分岐管接合替工 （呼び径75～500〈NSおよびGX形〉）N=4箇所
　　　　　弁室築造工 N=23箇所
　　　　　配水管撤去工 呼び径600　L=2,260.78m

図３　工事概要図
図２　ボルトナット状況
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てダクタイル鉄管とし、全線ＮＳ形継手により耐震
化された配水管路を構築することとした。
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　工事箇所は堺・泉北臨海工業地域の主要地
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 呼び径400（NS形）L=1,217.61m
　　　　　不断水割丁字管設置工 N=2箇所
　　　　　分岐管接合替工 （呼び径75～500〈NSおよびGX形〉）N=4箇所
　　　　　弁室築造工 N=23箇所
　　　　　配水管撤去工 呼び径600　L=2,260.78m

図３　工事概要図
図２　ボルトナット状況

<撤去>
φ600 L≒1,540ｍ

<布設>
φ400 L≒1,220ｍ

仮配管
φ200　200ｍ

<撤去追加分>
　φ600 L≒720m

<布設>
φ600 L≒750m

新設管（本管）
新設管（分岐）
撤去管（本管）
撤去管（分岐）

27NS形ダクタイル鉄管（呼び径600および呼び径400）による臨海部配水管の布設替事例



4-2）地下水対策

　当初設計では地下埋設物等との交差による
矢板欠損部の地下水対策として、薬液注入工
法による地盤改良で対応することを計画してい
た。
　薬液注入工の施工時は、規制範囲を大型車
両が多数通行する2車線目まで占用することが
必要であったが、広い範囲で1車線を24時間規
制できることとなったことから、当初は検討対象
から外れていたウエルポイント工法が検討の対

象として浮上した。
　ウエルポイント工法とは、ライザパイプを対象と
なる地盤に打設し、真空ポンプにより強制的に吸
い上げ地下水位を一時的に下げ床付け面の安
定化を図る工法である。水道工事では採用実
績が少ないが、即日にライザパイプ設置、地下水
吸い上げ、管布設まで行えるため、薬液注入に
比べると施工効率を大幅に上げることができた。
　ただし、周辺への影響は否めないため、安全

あることから地下水位が非常に高い。
　また、当該地域は下水処理施設が無く工事
排水は道路排水施設を通じ直接海に排水され
るため特に注意を払う必要があった。
４）管布設時の工夫

　当該路線は老朽化が進み漏水が多発してい
る路線であること、石油精製企業等の生産活動
の生命線となる工業用水を供給していることか
ら、新管への切り替えを可能な限り早期に短時
間で行うことに主眼を置き、施工効率の向上を
主要課題とした。

4-1) 現場規制方法

　現道での開削工法による管布設にあたり、布
設する管口径が呼び径400～600と比較的大口
径であること、現場が埋立地であり地盤が軟弱
で地下水による影響が大きいことを考慮すると、
掘削～管接合～埋戻～仮復旧のサイクルを即

日復旧で行うにはせいぜい1日1本程度の進捗と
なることが予想された。
　そこで、受注者の多大な協力のもと、施工サイ
クルの効率化について所轄警察及び沿線企業
と協議を重ね、大型車両の通行が多いが直線
道路であることから視認性のよい規制表示を行
い、施工期間中の転落防止対策及び交通誘導
を適切に行うことを丁寧に説明することにより3車
線のうち1車線を24時間規制する許可を得るこ
とができた。
　これにより、即日復旧の必要性がなくなったこと
で、1週間で80～90m程度の進捗が可能となり、
掘削から床付け、管布設、埋戻し、転圧、仮舗装
の各ステップを効率的に施工でき施工期間の短
縮を図ることができるとともに、施工管理の面でも
管理しやすい現場環境を構築することができ
た。（写真 1、 2、 3）

写真1　現場規制状況

写真2　施工状況 写真3　継手施工状況
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4-2）地下水対策

　当初設計では地下埋設物等との交差による
矢板欠損部の地下水対策として、薬液注入工
法による地盤改良で対応することを計画してい
た。
　薬液注入工の施工時は、規制範囲を大型車
両が多数通行する2車線目まで占用することが
必要であったが、広い範囲で1車線を24時間規
制できることとなったことから、当初は検討対象
から外れていたウエルポイント工法が検討の対

象として浮上した。
　ウエルポイント工法とは、ライザパイプを対象と
なる地盤に打設し、真空ポンプにより強制的に吸
い上げ地下水位を一時的に下げ床付け面の安
定化を図る工法である。水道工事では採用実
績が少ないが、即日にライザパイプ設置、地下水
吸い上げ、管布設まで行えるため、薬液注入に
比べると施工効率を大幅に上げることができた。
　ただし、周辺への影響は否めないため、安全

あることから地下水位が非常に高い。
　また、当該地域は下水処理施設が無く工事
排水は道路排水施設を通じ直接海に排水され
るため特に注意を払う必要があった。
４）管布設時の工夫

　当該路線は老朽化が進み漏水が多発してい
る路線であること、石油精製企業等の生産活動
の生命線となる工業用水を供給していることか
ら、新管への切り替えを可能な限り早期に短時
間で行うことに主眼を置き、施工効率の向上を
主要課題とした。

4-1) 現場規制方法

　現道での開削工法による管布設にあたり、布
設する管口径が呼び径400～600と比較的大口
径であること、現場が埋立地であり地盤が軟弱
で地下水による影響が大きいことを考慮すると、
掘削～管接合～埋戻～仮復旧のサイクルを即

日復旧で行うにはせいぜい1日1本程度の進捗と
なることが予想された。
　そこで、受注者の多大な協力のもと、施工サイ
クルの効率化について所轄警察及び沿線企業
と協議を重ね、大型車両の通行が多いが直線
道路であることから視認性のよい規制表示を行
い、施工期間中の転落防止対策及び交通誘導
を適切に行うことを丁寧に説明することにより3車
線のうち1車線を24時間規制する許可を得るこ
とができた。
　これにより、即日復旧の必要性がなくなったこと
で、1週間で80～90m程度の進捗が可能となり、
掘削から床付け、管布設、埋戻し、転圧、仮舗装
の各ステップを効率的に施工でき施工期間の短
縮を図ることができるとともに、施工管理の面でも
管理しやすい現場環境を構築することができ
た。（写真 1、 2、 3）

写真1　現場規制状況

写真2　施工状況 写真3　継手施工状況
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性の担保を入念に行った。具体には、机上計算
で周辺地盤に与える影響（主に沈下量）を検証
し、現場では施工箇所周辺における沈下観測、
吸い上げた水の水質確認を1日2回行い、異常
値を観測した時点でウエルポイント工の稼働を
中断する管理計画を作成し現場に臨んだ。
　幸い施工期間中に規定値以上の沈下、水質
異常などは観測されず、地盤の安定を図りなが
ら確実に配水管を布設することができた。
（写真4）

4-3）工事排水処理方法

　工事排水については、路面の排水先が海域
に直結していることから排水基準に対応できる
濁水処理機を導入し、濁質を沈殿させたのち、
排水基準を満足する上澄み水のみを排水した。
処理工程としては、濁水に濁質を沈殿させるた
めの核となる高分子を加え、そこへ凝集剤として
ポリ塩化アルミニウムを添加、撹拌し濁質を沈殿

させるものである。
　本工事の路線は長距離に及ぶため、濁水処
理機の移設が必須となるが、仮設電力や設備
の移動手間の関係から、ホースを通行の影響に
ならない場所に伸ばし、約2kmの現場に2台設
置することで、設備移設、電力の確保等の手間
を省くこととした。

4-4）関係機関との調整

　道路管理者、所轄警察はもとより、隣接する工
場など関係機関との協議や調整についてもその
都度行い、試験掘についても多数実施した。ど
の地下埋設物も埋め立て当時に布設されたも
のが多く、残存している図面と実際の位置との
乖離が激しいものもあり、試験掘の重要さを改め
て認識した。
　受水企業への分岐管の既設から新設への
切り替え作業についても、断水しての切り替え作
業が困難な受水企業や短時間しか断水できな

い企業が多く、切り替え作業に対して多くの制約
があったが、不断水工法や夜間の数時間内で
の施工によって、受水企業へ影響を与えることな
く、切り替え作業を完了することができた。

５）既設管撤去

　既設管の撤去については、当初漏水実績の
ない上流側を残置させ、需要量が多く断水に
よって大規模な事故を誘発する可能性のある企
業への二重管として運用することで、片側が破
断した際も、受水企業への配水が可能となる設
計としていた。
　しかし、上流側についても漏水の多発する下
流側と同様の年数が経過し、海水等の影響を
受け脆弱化していることが否めないため、上流
側についても撤去することとした。現在は既設管
の撤去を施工中である。（写真5）
　また、今後の管の状況把握の参考とするた
め、今回の撤去管を用いて管体の腐食度調査
を実施している。

５．おわりに
　企業団で布設している配水管は、今後も今回
と同様の布設替等による管更新が主要な業務
となってくる。
　今回の工事は臨海部であったが、市街地に
は市街地の、工業地域には工業地域のそれぞ
れ特有の施工条件や規制があり、工事を安全
に円滑に施工するためには関係機関との協議
や調整が非常に重要であることを改めて実感し
た。
　受注者には技術力はもちろんのこと、そういっ
た関係機関との協議や調整といった総合力が
求められる。発注者である我々は、受注者に任
せきりにするのではなく、工事のプロデューサーと
して指揮をとらねばいけない。受注者が施工し
やすい環境を整えるともに、受注者からの提案
の是非を判断するためにより深い知識と、現場
の実情を把握していく必要があると感じた。
　発注者と受注者それぞれの立場はあったが、
工事を施工するという点において、双方が同じ

方向を向いて協力していけ
たことが今回の工事を円滑
に進めることができた要因で
はないかと考える。

写真4　ウエルポイント施工状況 写真5　管撤去状況
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し、現場では施工箇所周辺における沈下観測、
吸い上げた水の水質確認を1日2回行い、異常
値を観測した時点でウエルポイント工の稼働を
中断する管理計画を作成し現場に臨んだ。
　幸い施工期間中に規定値以上の沈下、水質
異常などは観測されず、地盤の安定を図りなが
ら確実に配水管を布設することができた。
（写真4）
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　工事排水については、路面の排水先が海域
に直結していることから排水基準に対応できる
濁水処理機を導入し、濁質を沈殿させたのち、
排水基準を満足する上澄み水のみを排水した。
処理工程としては、濁水に濁質を沈殿させるた
めの核となる高分子を加え、そこへ凝集剤として
ポリ塩化アルミニウムを添加、撹拌し濁質を沈殿

させるものである。
　本工事の路線は長距離に及ぶため、濁水処
理機の移設が必須となるが、仮設電力や設備
の移動手間の関係から、ホースを通行の影響に
ならない場所に伸ばし、約2kmの現場に2台設
置することで、設備移設、電力の確保等の手間
を省くこととした。

4-4）関係機関との調整

　道路管理者、所轄警察はもとより、隣接する工
場など関係機関との協議や調整についてもその
都度行い、試験掘についても多数実施した。ど
の地下埋設物も埋め立て当時に布設されたも
のが多く、残存している図面と実際の位置との
乖離が激しいものもあり、試験掘の重要さを改め
て認識した。
　受水企業への分岐管の既設から新設への
切り替え作業についても、断水しての切り替え作
業が困難な受水企業や短時間しか断水できな

い企業が多く、切り替え作業に対して多くの制約
があったが、不断水工法や夜間の数時間内で
の施工によって、受水企業へ影響を与えることな
く、切り替え作業を完了することができた。

５）既設管撤去

　既設管の撤去については、当初漏水実績の
ない上流側を残置させ、需要量が多く断水に
よって大規模な事故を誘発する可能性のある企
業への二重管として運用することで、片側が破
断した際も、受水企業への配水が可能となる設
計としていた。
　しかし、上流側についても漏水の多発する下
流側と同様の年数が経過し、海水等の影響を
受け脆弱化していることが否めないため、上流
側についても撤去することとした。現在は既設管
の撤去を施工中である。（写真5）
　また、今後の管の状況把握の参考とするた
め、今回の撤去管を用いて管体の腐食度調査
を実施している。

５．おわりに
　企業団で布設している配水管は、今後も今回
と同様の布設替等による管更新が主要な業務
となってくる。
　今回の工事は臨海部であったが、市街地に
は市街地の、工業地域には工業地域のそれぞ
れ特有の施工条件や規制があり、工事を安全
に円滑に施工するためには関係機関との協議
や調整が非常に重要であることを改めて実感し
た。
　受注者には技術力はもちろんのこと、そういっ
た関係機関との協議や調整といった総合力が
求められる。発注者である我々は、受注者に任
せきりにするのではなく、工事のプロデューサーと
して指揮をとらねばいけない。受注者が施工し
やすい環境を整えるともに、受注者からの提案
の是非を判断するためにより深い知識と、現場
の実情を把握していく必要があると感じた。
　発注者と受注者それぞれの立場はあったが、
工事を施工するという点において、双方が同じ

方向を向いて協力していけ
たことが今回の工事を円滑
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1. はじめに
　昭和40年代前半、建設省（当時）が宮城県南
部の七ヶ宿町に七ヶ宿ダム建設を計画し、その
水源を活用した水道用水の供給について検討
が進められた。昭和40年代後半には全国的な
人口の大幅な増加に伴い水需要も高まったが、
市町村が独自に水源を確保し水道用水を供給
することは困難であることから、県内の水道普及
率を高水準に保つため広域的な用水供給事業
への期待が高まり、「仙南・仙塩広域水道用水
供給事業」が具体化されることになった。
　昭和52年には水道法に基づく事業認可を取
得し、昭和53年度から本格的に建設工事に着
手した。当初、ダム取水系と河道取水系の2系
統により、日最大計画給水量を553,300㎥で計画
し、平成2年度より一部給水を開始した。平成5 図1　仙南・仙塩広域水道用水供給事業
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年度までには、ダム取水系の計画給水量となる日
給水能力量279,000㎥の施設整備を完了した。
　その後、人口予測が下方修正されるなど水需要
が停滞する中、受水市町の合意を得て河道取水
系の整備は休止することになり現在に至っている。

2. 仙南・仙塩広域水道用水供給事業の概要
　宮城県企業局が運営する、「仙南・仙塩広域水
道用水供給事業」は仙南・仙塩地域の17市町に
水道用水を供給する事業である。県南部に位置す
る七ヶ宿ダムを水源とし、白石市にある南部山浄水
場で浄水処理を行い、仙塩地区への送水管（高区

図2　仙南・仙塩広域水道　事業概要
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図3　危機管理検討会　バックアップ機能強化策

②他事業隣接管
　との接続

③部分バイパス化

③部分バイパス化

③部分バイパス化

③部分バイパス化 低区管路

凡例
軟弱地盤地域

高区管路 ①連絡管

系管路）と仙南地区への送水管（低区系管路）の2
系統で水道用水を供給している。
　運用中の施設（送水管路）の特徴としては、全国
屈指の高圧管路（最大1.7MPa）および大口径管
路（最大で呼び径2400）のため、緊急時の資材確
保が困難であること、2系統の送水管路を単一
方向で整備したことから、バックアップ機能に脆
弱性がみられていた。

3. 危機管理検討会
　供用開始から20年以上が経過し、初期に整
備した施設の老朽化や平成20年度には軟弱地
盤地域において漏水事故が発生し、漏水箇所
より下流側の2市2町で3日間の断水被害を起こ
した。この漏水事故を機に受水市町と危機管理
検討会を設置し、漏水事故等に対するバックアッ
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4.  東日本大震災と宮城県企業局新水道ビ
ジョンの策定

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災は
最大震度7を記録するという未曾有の大災害と

［3案の対策内容］（上から順に優先度が高い）

① 　高区・低区連絡管の整備（送水管路のループ化）
　 　単一方向の送水管同士を連絡管で接続することにより管路のループ化を図る。
②　送水管路の他事業隣接管との接続
　 　送水管と他事業者の配水管と接続することにより、用水の相互融通を確保する。
③　送水管路の部分バイパス管の整備
　　平野部に点在している軟弱地盤地帯の送水管路の部分バイパス化を図る。

　　以下、危機管理検討会での検討結果3案について示す。

なった。特に仙南・仙塩広域水道の送水管路に
おいては送水管路の上流部で漏水事故が発生
したことから下流側の受水全市町に対し長期
間にわたる断水被害を起こし、改めて水道施設
の耐震化やバックアップ体制の強化などの必要
性を認識した。
　平成22年に策定した「宮城県企業局長期水
道ビジョン」を、東日本大震災で得た教訓を踏ま
えて進化させ、今後50年、100年先を見据えなが
ら安全で安心な「水」を安定して供給していくた
めの基本的な方向性と、その実現のための方策
を取りまとめた「宮城県企業局新水道ビジョン」
を平成26年9月に策定し公表した。

プ機能の強化策を検討してきた。
　危機管理検討会での検討結果については、
平成22年4月に策定した「宮城県企業局長期水

道ビジョン」の主要施策として掲載し、水道用水
の安定的な供給を確保するため着実に整備を
図ることとしていた。

宮城県企業局新水道ビジョン
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起こした。そこで、これまで実施してきた対策の
効果や有効性を検証した上で、「3.危機管理検
討会」で検討してきたバックアップ対策の加速的
な整備が必要と判断し、平成24年度に優先度

が高い「①高区・低区連絡管整
備」について事業化した。
　高区・低区連絡管整備事業
は、単一方向で整備した高区系
管路と低区系管路を連絡管によ
りループ化し、高区系管路より低
区系管路へ送水を行うものであ
る。

大崎広水　水管橋伸縮管離脱

仙南・仙塩広水　伸縮可とう管離脱

5. バックアップ機能の強化
　東日本大震災以前から高い確率で発生が予
測されていた宮城県沖地震に備えて、各施設の
耐震化事業を進めてきたが、東日本大震災にお
いて多くの施設が被災し、長期間の断水被害を
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図4　連絡管整備の事業効果

6. 高区・低区連絡管整備事業の概要
　高区・低区連絡管整備の効果としては、低区
系管路での漏水事故発生時や、将来行う低区
系管路更新時に高区系管路からの送水が可能
となるため、低区系管路を断水することなく工事
を実施できることがあげられる。
　当事業の事業期間は、平成24年度から平成
31年度までの8年間で全体事業費約90億円と
なっており、呼び径800および1000の水道用ダク
タイル鉄管および鋼管を延長約13.1kmに渡り
敷設するものである。（図5 事業概要参照）
　当初計画では平成27年度に工事着手の予
定であったが測量設計業務の早期着手から各
関係機関との調整を迅速に実施し、1年間前倒
して平成26年度に工事に着手した。

　高区・低区連絡管整備事業の着手式には、
本事業に対する期待の高さから、受水市町の
首長を始め、多くの地元関係者の出席を賜り盛
大に開催することができた。

高区・低区連絡管整備事業着工式
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7. 工法・管種の選定
（1）工法選定

　事業ルートについては、主に県道岩沼蔵王線
を占用することにより開削工法で敷設するが、河
川横断箇所等については水管橋や推進工法を
採用し敷設することとした。

（2）管種の選定

　本事業で使用する管種は、呼び径800につい
てはすべて耐震型ダクタイル鉄管（NS形）、呼

び径1000については耐震型ダクタイル鉄管（NS
形）と鋼管を併用することとした。
　なお、耐震型ダクタイル鉄管（NS形）は、先の
東日本大震災においても被災事例は無く優れた
耐震性能の実績があり、また現場条件が狭隘で
人家が連坦している区間や道路改築事業との
工程調整が必要な区間においても優れた施工
性を有しているため採用した。

図5　高区・低区連絡管整備事業　事業概要
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現在施工中の現場状況写真

図6　現在施工中の標準横断図

8. おわりに
　東日本大震災の発生から4年半が経過した
が、高区・低区連絡管整備事業は宮城県企業
局の「水道復興に向けた一大プロジェクト」とし
て実施するものである。
　今後は「3.危機管理検討会」で記載した「②
送水管路の他事業隣接管との連携」も早期に
実現することにより、更なる安全・安心な水道用
水の安定供給を目指すこととしている。
　最後に、連絡管敷設工事については、平成26
年度に着手（NS形呼び径800、延長L=260m）
しており、平成27年度からは敷設工事も本格化

するが無事故・無災害で事業完成を迎えること
ができるよう鋭意努めていきたい。
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図1　水道用水供給事業、工業用水道事業の区域図

表１　水道用水供給事業の概要

名　称 県南広域水道用水
供給事業

鹿行広域水道用水
供給事業

県西広域水道用水
供給事業

県中央広域水道用水
供給事業

給水対象市町村等 7市町村1企業団 5市 13市町 10市町村1企業団

1日最 大 給 水 量 306,075㎥（306,075㎥） 108,000㎥（108,000㎥） 80,000㎥（80,000㎥） 78,000㎥（240,000㎥）

取 水 河 川 等 霞ヶ浦・地下水・利根川 北浦・鰐川・地下水 霞ヶ浦・鬼怒川・利根川 那珂川・涸沼川

給 水 開 始 昭和35年12月 昭和43年8月 昭和63年4月 平成4年1月

※平成27年4月現在、（　）は計画

表２　工業用水道事業の概要

名　称 那珂川工業用
水道事業

鹿島工業用
水道事業

県西広域工業用
水道事業

県南広域工業用
水道事業

県央広域工業用
水道事業

給 水 区 域 2市（2市） 2市（2市） 13市町（14市町） 5市町（12市町村） 3市村（7市町村）

給 水 先 6社9事業所 66社74事業所 109社119事業所 50社53事業所 12社14事業所

１日最大給水量 76,680㎥（76,680㎥） 885,000㎥（960,000㎥） 85,000㎥（85,000㎥） 40,000㎥（80,000㎥） 46,000㎥（62,000㎥）

取 水 河 川 等 那珂川 北浦・鰐川・地下水 霞ヶ浦・小貝川 霞ヶ浦 那珂川

給 水 開 始 昭和41年10月 昭和44年2月 昭和63年4月 平成9年7月 平成13年10月

※平成27年4月現在、（　）は計画
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がなされた。これを受け、平成20年度に耐震化
を考慮した老朽管路の更新を計画的に施工す
るための基本計画を策定した。この基本計画で
は、「管路情報の整理」、「既設管腐食調査およ
び解析」、「被害予測見直し調査」の3つの調査
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3.東日本大震災による被害状況
　管路更新基本計画策定後に東日本大震災
が発生し、企業局が管理する管路についても、
亀裂の発生や非耐震管の継手部の離脱など、
合計130箇所で被災した。継手部の離脱状況を
写真1に示す。

4.管路更新事業化計画
　前章のとおり、東日本大震災では、企業局の
管路も沿岸部を中心に甚大な被害を受けた。第
2章で説明したように、平成20年度に管路更新
基本計画を策定し、各管路の布設年度を考慮
した老朽度や管種、継手、地盤種別を考慮した
耐震性の評価を行い、各管路の更新順位を設
定した。この中では事業ごとの財政状況を考慮
し、管路更新事業にその他の事業を加えた場合
に事業費が平準化できるようにしてきた。
　しかし、平成20年度に行われた管路更新基
本計画においては、各管路が点数で評価され
ているため、被害確率が高い管路に挟まれてい
る短距離の老朽度が高く、被害確率の低い管
路が後で施工される（虫食い的な管路更新に

なってしまう）など、実際の施工に関しては不都
合な部分も多くあった。
　そこで、平成24年度に策定した管路更新事
業化計画において、地盤の評価方法を明確化
し、各管路の被害率を新たに設定した。その上
で、各路線の優先順位を設定し、どの区間を施
工するかを決定した。これにより、施工順位の設
定方法が明確となり、効果的、効率的に事業化
を行うことが可能となった。管路更新事業化計
画の検討フローを図３に示す。
4.1　基礎調査

　管種、口径、布設年度等の管路の概要を整
理したうえで、更新が必要な管路を対象に現地
調査を行った。

　今回の震災による企業局の被害額は約40億
円（H22年：約8億円（応急復旧）、H23年：約32億
円（本復旧））に上ったが、震災直後から迅速な
応急復旧を実施し、震災後2週間で応急復旧が
完了し、送水・配水を再開することができた。

表3　費用対効果結果まとめ（工業用水道事業）

 県南広域 6,676,337 15,175,450 2.27

 鹿　　島 37,945,788 69,320,975 1.83

 県西広域 15,505,564 39,878,828 2.57

 那 珂 川 2,521,611 4,373,474 1.73

 県央広域 4,169,533 7,539,779 1.81

 計 66,818,834 136,288,505 2.04

費用便益比  B/C事業名 総費用（千円） 総便益（千円）

図2　管路更新基本計画の業務フロー

次計画の設定」を策定し、各事業の財政計画に
基づいた更新計画を立てた。
　図2に管路更新基本計画の業務フローを示す。
　また、管路更新年次計画の投資有効性を把
握するため、費用対効果分析を行った。費用対

効果分析の結果まとめを表3に示す。全事業総
計の費用対効果分析によると、費用便益比1.00
以上となり、管路更新年次計画の投資有効性
が示された。

写真1　継手部の離脱状況（鹿嶋市）
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4.2　管路の現状分析・評価

　各管路について、最初に耐震性の分類（非耐
震管、耐震適合性のあるDIP-K形など、耐震
管）を行うとともに、被害率・経過年数・重要度に
より評価して、管路更新優先度の総合評価を行
い、水圧確保や効率性等の点から機能評価を
行った。

（1）被害率による評価

　管路の管種、口径、地形・地盤、液状化の危
険度等から被害率を算定し、管路更新の優先
度を評価した。表４に被害率による評価点数を
示す。
（出典「地震による水道管路の被害予測」（社団法人 日本水道協会））

Rm（α）=Cp×Cd×Cg×Cl×R（α）
　　　　Rm（α）：被害率（件/㎞）
　　　　Cp：管種による補正係数
　　　　Cd：口径による補正係数
　　　　Cg：地形・地盤による補正係数
　　　　Cl：液状化による補正係数

（2）経過年数による評価

　管路の経過年数により管路更新の優先度を
評価した。経過年数による評価点を表５に示す。

（3）影響水量による評価

　給水量により重要度を算定し、管路更新の優
先度を評価した。重要度による評価点数を表６
に示す。

（出典「水道施設更新指針」（社団法人 日本水道協会））

SIQ=50/（exp（0.5×0.6931/（IQmax－0.5）））
×exp（0.6931/（IQmax－0.5）×IQ）

S I Q：対象路線の重要度点数
IQmax：全路線における給水量重要度の最大値
＊重要度点数の値によって、評価点（VI）を5段階に分類

（4）総合評価

　以上により算出した（1）被害率の評価点
（VD）、（2）経過年数の評価点（VY）、（3）影響水
量の評価点（VI）を基に総合評価を行った。
　なお、各項目のウエイトは、これまでの経験や
専門家の知見等を考慮して設定した。
表７に各項目のウエイトを示す。

 被害率（Rm（α）） 評価点（VD）
 0.196以上 5
 0.147以上0.196未満 4
 0.098以上0.147未満 3
 0.049以上0.098未満 2
 0.049未満 1

表４　被害率による評価点数

表５　経過年数による評価点
経過年数 評価点（VY） 経過年数 評価点（VY）
40年～ 5 10年～20年 2
30年～40年 4 0年～10年 1
20年～30年 3 

表６　重要度による評価点数

 重要度による点数SIQ 評価点（VI）
 80～100 5
 60～80 4
 40～60 3
 20～40 2
 0～20 1

図3　管路更新事業化計画検討フロー
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　なお、各項目のウエイトは、これまでの経験や
専門家の知見等を考慮して設定した。
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写真3　接合状況

総合評価点数
=VD×0.54+VI×0.30+VY×0.16

4.3　管路更新（耐震化）事業

　更新対象管路の設定を行った上で、更新工
事区間およびそれらの優先度を検討し、施工方
法の設定、更新工事費の算定、更新年次計画
の作成および管路更新の整備効果を求めた。こ
の計画を基に平成24年度から概ね10年を目途
に更新（耐震化）を進めている。
　表８に管路更新（耐震化）事業の概要、図４に
管路更新手法のイメージを示す。

　管路更新（耐震化）は、液状化危険度（大）に
布設されてある非耐震管を更新するものであ
る。更新手法は、非耐震管路を挟むような形で
耐震管によるバイパス管路を布設する手法をと
る。当手法をとることによって、断水を伴うことなく
耐震化を図ることができる。

5.管種選定基準について
　企業局では、ダクタイル鉄管、鋼管を使用して
おり、経済比較、現場条件により管種の使い分
けをしている。

6.NS形ダクタイル鉄管による管路更新について
（1）工事概要

1）工事名：導水管布設（耐震化）工事
　　　　　　（茨城県常総市内）
2）管　種：NS形ダクタイル鉄管　呼び径600
　工事箇所の選定は、管路更新事業化計画よ
り更新対象管路の設定を行い、優先度を考慮し
て決定した。本工事箇所は、工業用水の導水管
の耐震化工事であり、企業へ配水するための基
となる重要な管路である。
　本工事場所は、軟弱地盤上の農道であるた
め、地下水の高い状況でも施工性に優れ、着実
な日進量が期待できるNS形ダクタイル鉄管を採
用した。

表７　各項目のウエイト
 項目 被害率 重要度 経過年数 合計値
 ウエイト 0.54 0.30 0.16 1.00

表８　管路更新（耐震化）事業の概要

 県　南 170.3 121.9 6.3 49.2  75.2（71.6）
 鹿　島 166.5 67.5 22.6 45.9 54.1（40.5）
 県　西 247.6 94.5 86.2 113.5 73.0（38.2）
 県中央 189.5 133.8 42.7 61.2 93.1（70.6）
 計 773.9 417.7 157.8 269.8 74.4（54.0）

管路延長
（㎞）事業名 耐震適合管

の延長（㎞）
更新延長
（㎞）

概算事業費
（億円）

耐震適合率
（％）

（水道用水供給事業）

 県　南 94.0 54.9 27.0 32.6 87.1 （58.4）
 鹿　島 141.5 40.3 49.5 212.9 63.5 （28.5）
 県　西 260.7 49.3 70.2 99.7 45.8 （18.9）
  67.6 26.6 18.6 26.4 66.9 （39.3）
 計 563.8 171.1 165.3 371.6 59.7 （30.4）

管路延長
（㎞）事業名 耐震適合管

の延長（㎞）
更新延長
（㎞）

概算事業費
（億円）

耐震適合率
（％）

※耐震適合率の（　）書きは、更新事業前の耐震適合率

那珂川
・県央

（工業用水道事業）

写真2　土被り確認状況

7.おわりに
　近年では、産業構造の変化や水利用の合理
化、受水企業の撤退、さらに高度成長期に急速
に整備した施設の老朽化など、水道事業を取り
巻く経営環境は大きく変化している。
　企業局の管路は、給水開始から50年以上が
経過し老朽化が進むとともに、一斉に大量更新
の時期を迎えるため、限られた財源の中で効率
的に執行する必要がある。
　このような状況を踏まえ、企業局では、健全な

図４　管路更新（耐震化）事業のイメージ

経営の持続と事業運営を図るため、アセットマネ
ジメントを導入し、長期収支計画を策定したとこ
ろである。
　特に、管路更新事業については、管路延長が
膨大であることや更新時期が集中することから、
経営に与える影響が大きいため、財政収支を踏
まえた中長期的な視点に立った更新を進めてい
くこととしている。

＊配水管を埋設した地盤の模式図

※液状化などの被害が懸念される「非耐震管」の更新（耐震化）を進める

＜管路更新（耐震化）事業のイメージ＞

鋼管（SP）

＜地盤の性状＞
三角州性低地

（液状化危険度：大）
ローム台地

（液状化危険度：なし）

耐 震 管配水管 非耐震管 耐震適合管
ダクタイル鉄管（K形） ダクタイル鉄管（K形）

例）バイパス管の整備

<更  新＞
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写真3　接合状況

総合評価点数
=VD×0.54+VI×0.30+VY×0.16

4.3　管路更新（耐震化）事業

　更新対象管路の設定を行った上で、更新工
事区間およびそれらの優先度を検討し、施工方
法の設定、更新工事費の算定、更新年次計画
の作成および管路更新の整備効果を求めた。こ
の計画を基に平成24年度から概ね10年を目途
に更新（耐震化）を進めている。
　表８に管路更新（耐震化）事業の概要、図４に
管路更新手法のイメージを示す。

　管路更新（耐震化）は、液状化危険度（大）に
布設されてある非耐震管を更新するものであ
る。更新手法は、非耐震管路を挟むような形で
耐震管によるバイパス管路を布設する手法をと
る。当手法をとることによって、断水を伴うことなく
耐震化を図ることができる。

5.管種選定基準について
　企業局では、ダクタイル鉄管、鋼管を使用して
おり、経済比較、現場条件により管種の使い分
けをしている。

6.NS形ダクタイル鉄管による管路更新について
（1）工事概要

1）工事名：導水管布設（耐震化）工事
　　　　　　（茨城県常総市内）
2）管　種：NS形ダクタイル鉄管　呼び径600
　工事箇所の選定は、管路更新事業化計画よ
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て決定した。本工事箇所は、工業用水の導水管
の耐震化工事であり、企業へ配水するための基
となる重要な管路である。
　本工事場所は、軟弱地盤上の農道であるた
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 県　南 170.3 121.9 6.3 49.2  75.2（71.6）
 鹿　島 166.5 67.5 22.6 45.9 54.1（40.5）
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 県中央 189.5 133.8 42.7 61.2 93.1（70.6）
 計 773.9 417.7 157.8 269.8 74.4（54.0）

管路延長
（㎞）事業名 耐震適合管

の延長（㎞）
更新延長
（㎞）

概算事業費
（億円）

耐震適合率
（％）

（水道用水供給事業）

 県　南 94.0 54.9 27.0 32.6 87.1 （58.4）
 鹿　島 141.5 40.3 49.5 212.9 63.5 （28.5）
 県　西 260.7 49.3 70.2 99.7 45.8 （18.9）
  67.6 26.6 18.6 26.4 66.9 （39.3）
 計 563.8 171.1 165.3 371.6 59.7 （30.4）

管路延長
（㎞）事業名 耐震適合管

の延長（㎞）
更新延長
（㎞）

概算事業費
（億円）

耐震適合率
（％）

※耐震適合率の（　）書きは、更新事業前の耐震適合率

那珂川
・県央

（工業用水道事業）

写真2　土被り確認状況

7.おわりに
　近年では、産業構造の変化や水利用の合理
化、受水企業の撤退、さらに高度成長期に急速
に整備した施設の老朽化など、水道事業を取り
巻く経営環境は大きく変化している。
　企業局の管路は、給水開始から50年以上が
経過し老朽化が進むとともに、一斉に大量更新
の時期を迎えるため、限られた財源の中で効率
的に執行する必要がある。
　このような状況を踏まえ、企業局では、健全な

図４　管路更新（耐震化）事業のイメージ

経営の持続と事業運営を図るため、アセットマネ
ジメントを導入し、長期収支計画を策定したとこ
ろである。
　特に、管路更新事業については、管路延長が
膨大であることや更新時期が集中することから、
経営に与える影響が大きいため、財政収支を踏
まえた中長期的な視点に立った更新を進めてい
くこととしている。

＊配水管を埋設した地盤の模式図

※液状化などの被害が懸念される「非耐震管」の更新（耐震化）を進める

＜管路更新（耐震化）事業のイメージ＞

鋼管（SP）

＜地盤の性状＞
三角州性低地

（液状化危険度：大）
ローム台地

（液状化危険度：なし）

耐 震 管配水管 非耐震管 耐震適合管
ダクタイル鉄管（K形） ダクタイル鉄管（K形）

例）バイパス管の整備

<更  新＞

47管路更新（耐震化）事業について
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1． 摂津市の概要
　摂津市は、昭和31年9月に味舌町、鳥飼村、
味生村が合併して三島町となり、その後、三宅
村の一部を編入し、現在の市域を形成し、昭和
41年11月に市制を施行して摂津市となった。
　摂津市の地形は東西6km、南北5kmのL字
型で市域面積は14.87k㎡であり、南部には淀川
が、中央部には安威川が東西に貫流し、北部の
千里丘陵から安威川に流入する正雀川、山田
川、大正川などの河川が南北に縦貫する平坦
地で形成されている。このため、地下水や表流
水等に水の便がよく、水道が普及するまでは自
家用の井戸や用水路、疎水によってまかなわれ
ていた。
　摂津市の上水道事業は、これまで水源として
いた地下水の水質不良や、急激な地域開発の

進行に伴う工業用水の大量利用による地下水
位の低下等によって、井戸水が十分に得られな
い状況となったため、昭和30年に事業が着手さ
れたものである。

２． 摂津市の水道事業の現状と課題
（１）水需要の減少

　摂津市水道事業は、昭和30年に給水を開始
して以来、大規模な宅地開発等による人口の増
加、市民の生活水準の向上による水需要の増
加に対応するため、4次におよぶ拡張事業を実
施してきた。しかし、現在は、人口減少や節水機
器の普及等によって水需要は減少傾向にある。
本市の行政区域内人口の将来見通しについて
は、摂津市駅周辺の開発や宅地開発等により
一時的に人口の増加が予想されるものの、長期



小規模自治体の水道事業計画
策定の取り組み
　　～施設更新計画における選択と集中～

摂津市水道部　水道施設課長
　末永　利彦

Technical Report 05 技術レポート

49小規模自治体の水道事業計画策定の取り組み　～施設更新計画における選択と集中～

図３　給水区域と主要な水道施設

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

(人）

年度

行政区域内人口

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

(m3/日)

年度

1日平均給水量
1日有収水量
1日最大給水量

的には少子高齢化社会がより一層進み、減少す
る見通しとなっている。また、水使用量は、顧客
の節水意識および近年における節水型機器の
普及等により減少傾向となっている（図１および
図２参照）。

（2）水道施設の老朽化と耐震化

　本市の４つの主な浄水・送水施設(図３参照)
は、昭和40年～昭和56年の高度成長期に建
設された。現在、これらの施設は、老朽化が目立
ち、施設の整備や更新などの大規模な事業に取
り組む必要に迫られている。
　管路についても、高度成長期に基幹管路を
はじめ、多くの配水管や給水管の供用を開始し
た。そのため、浄水・送水施設と同じく老朽化が
進んでおり、早急な対策が必要となっている。
　また、南海トラフ巨大地震など災害時への備
えとして、水道施設全般に対して、耐震化等の
減災対策にも取り組む必要がある。

図1　行政区域内人口

図2　給水量
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３．水道事業計画策定の取り組み
３．１　概要

　本市を取り巻く課題を踏まえ、平成26年に「摂
津市水道ビジョン」を策定し、本市水道事業の目
指すべき方向を定めた。「摂津市水道ビジョン」
では、アセットマネジメントに基づく財政計画・経
営戦略や、水需要予測などに基づく施設能力
の検証・配水計画の見直しを行い、実施計画を

作成して、水道ビジョンの実現に向けた考え方
や具体的な方策について検討を行った。現在、
これに基づき、将来にわたって安定的に持続す
る摂津市水道事業の確立に向けて、新たな事
業展開を行っている。
　以下に、水道施設の現況と、財源面を考慮し
た選択と集中についての内容を紹介する。

３．２　水道施設の現況調査

　施設の整備や更新計画において、選択すべ
きものは何か、投資を集中すべきものは何かを
検討するために、施設の状況調査を行った。
(１)各浄水・配水施設の状況

　本市の水道施設は、太中浄水場、鳥飼送水
所、千里丘送水所および中央送水所の４施設
で構成されている。平成25年度では、１日に平均

29,400㎥の水道水を市内に送水しており、自己
水32.6％、企業団水67.4％となっている。
　状況調査の結果、表１に示すように処理施設
や電気設備の更新が必要な施設が多いことが
分かった。

図４　摂津市水道ビジョン
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表１　各浄水・配水施設の状況
施設名称 施設の状況

（ア）太中浄水場

水処理設備
・更新していない沈澱池は、オイル漏れなどの不具合が発生、修理対応。
・�更新していないろ過池は洗浄不良によるろ過能力低下や一部の自動操作が不可能、手動操
作で対応。

配水ポンプ設備 ・4台あり最大3台が稼働。平成10年に更新、定期的に配水ポンプや電気機器を整備。

監視設備
（上位計算機、コントローラ、テレメータ）

・平成10年に設置。平成21､22年度に延命処置として一部機器を更新。

電気設備

・平成10年、23年の2回に別けて更新を実施。
・�年1回の保安点検では、数点の不良が発見されていたが、大きな故障につながるものはなく健
全な設備・発電機が設置から16年経過しており、大規模なオーバーホールが必要な時期となっ
ている。

（イ）鳥飼送水所

（緊急遮断弁を設置し
ており、給水拠点となる
施設）

受水設備 ・電動弁などは25〜36年が経過。一部の受水弁は36年経過しており更新時期を向えている。

配水池（6,000㎥）
・第３号配水池は天井部にクラックが発生。施工後36年経過しており、耐震性能はない。
・第４号配水池は緊急遮断弁付きの配水池であり、施工後24年経過。耐震性能はない。

配水ポンプ設備
・6台のうち最大3台が稼働。
・24〜36年経過したものがあり、現在は効率の良い4台の可変速ポンプを主に使用。

電気設備 ・平成26年に更新を実施し、安定した電源供給が可能となっている。

（ウ）千里丘送水所

（緊急遮断弁を設置し
ており、給水拠点となる
施設）

受水設備 ・流量調整弁は33年が経過しており、調節計等の電気部品が度々故障。

配水池（2,400㎥）
・�内部の防水は健在であるが、外面は錆等が発生している。施工後33年経過しており、耐震性
能あり。

配水ポンプ設備
・�3台中2台は昼間用、1台は夜間用。33年経過したものがあり、すべて固定速のモータのため、
配水圧力調整はバルブで制御している。

電気設備
・�33年間経過。老朽化による電気部品の動作不良がみられており、度々部品交換を実施してい
る。

（エ）中央送水所

受水設備 ・電動弁30年〜37年経過。2号受水弁は37年経過しており更新時期を向えている。

配水池（6,000㎥）
・�1号配水池はコンクリート強度がないため、長期の運用は不可能。施工後43年経過しており、
耐震性能なし。

・2号配水池は外面塗装が必要な状態。施工後37年経過。耐震性能なし。

配水ポンプ設備
・�4台中最大3台が同時稼働。経過年数は1〜2年。3台は可変速のモータ、１台は固定速にエ
ンジンポンプを設けた停電対策用となっている。

電気設備
・�受変電設備は、設置より23年経過しており年々絶縁抵抗が低下し機能の維持が難しくなって
きている。

（２）管路施設の状況

　本市の水道管路は、導水管・送水管・配水管
を合わせて約234kmが布設されている。管路
の多くは、昭和42年から実施された第2次拡張
事業および、鳥飼区域の区画整理事業時に布
設され、事業実施から40年経過した老朽管路
の延長は平成25年度末現在で73kmとなってい

る。また、布設後30年が経過した管も多く、図５の
ように水道ビジョンの目標年次である平成35年
度末には老朽管の延長が136kmとなり、半分以
上が老朽管となる。このうち、健全な管路の割合
は、導・送水管路で0％、配水本管では30%以下
となる。（図６参照）。
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図6　健全管路の割合図5　老朽管と健全管の推移割合

（３）経営状態

　本市の経営状態は、現状においては収益が
費用を上回っており、単年度で黒字を計上して
いる。
　しかし、収益的収入は90％以上を占める給水
収益が減少を続けており、今後もその傾向が続
くと思われる。また、収益的支出は、業務委託等
により減少傾向ではあるが、動力費や薬品費等
の高騰や、施設更新に伴う減価償却費の発生
によって大きく増加するため、将来的には上昇が
予想される。資本的収支は、現行の施設整備計
画に基づいて工事を行なえば、現在保持してい
る留保資金を補てんすることにより、平成33年度
までは、資金が枯渇することなく事業を継続でき
る状況にある。

３．３　施設更新計画における選択と集中

（１）水道事業の経営状況と更新計画の考え方

　本市では、料金改定を行わずに企業債を据
置して計画事業を行った場合、留保資金を補填
しながら平成33年度までは事業が継続できる状
況である。しかし、限られた財源で設備投資を継
続していくためには、耐用年数を超過した施設
を全て更新していく方法では経営は成り立たな

い。したがって、更新計画は、耐用年数を超過し
た施設をどれだけ延命し使用するか、事故に対
してどのようにバックアップしていくか、といった観
点から検討を行った。また、耐震化についても老
朽度に併せた耐震化計画を実行していくことと
した。
　以上より、施設の更新計画は、以下の3項目に
ついて設備投資費を集中させることとした。
　① 給水管の更新計画：鉛管をメーター装置の

前後で使用している箇所のみ更新する。
　② 浄水場・送水所施設の更新・耐震化計画：

主に受水の確保と電源の確保を最優先と
する。

　③ 管路施設の更新計画：企業団からの受水
管および送水所間を結ぶ基幹管路の更新
に集中する。

　また、通常運転の維持管理と応急措置のとれ
る施設計画においては、応急対策を市域全体に
とれる体制づくりが重要と考えている。本市とし
ては、『通常時の供給はもちろん、非常時の体制
や応急給水ができること』を重要視し、応急給水
の強化に財源を投入することとした。
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（２）重点項目

１）鉛給水管の更新計画

　鉛給水管は老朽化による漏水や、平成15年
の水質基準改正に伴い、鉛管の早期解消が進
められている。
　本市の鉛給水管は、鉛管対策事業や配水管
の整備、給水申請時の更新等によって、年々減
少しているが、平成25年度末の時点で6,322件
が残存している。また、鉛管対策は特定の地域
に集中して行ったため、鉛管残存箇所の点在化
が顕著となっている。 
　従来の更新計画では、路線単位で鉛管ととも
に配水管の老朽化対策、ポリエチレン管対策を
並行して、配水管・給水管の1次側・2次側をまと
めて更新を行っていた。

　今後は、鉛管の残存状況を再調査し、効率的
な更新計画の立案と、鉛管撤去に重点をおい
た更新を行うことで、鉛管の早期解消を図ること
とした。

2）浄水場・送水所施設の更新・耐震化計画

　浄水場・送水所施設の更新計画は、必要最
低限の施設維持を考えた計画とし、主に受水の
確保と電源の確保を最優先とした。
　また、耐震化計画は、施設の目視調査、物理
調査および静的解析による耐震計算といった耐
震診断を行い、耐震性が不足していると判断し
た施設は、災害時の水道水確保に主眼をおい
て更新や補強に取り組むこととした。

表２　浄水場・送水所施設の更新計画
施設名称 更新計画概略

（ア）太中浄水場 ・浄水場全体：今後井戸を掘ることは無く、自己水は減少していくため水処理施設はこれ以上更新せず、維持管理に重
点をおいていく。

・配水池：耐震性のない2号配水池は、自己水の減少量を見極めた上で水系縮小や水運用の方法を再検討し、その結
果必要であれば2号配水池の耐震化を行う。

・監視装置：すでに部品の入手が不可能な機器も存在しており、重要機器が故障した場合のリスクを考慮すると、早急
な更新が必要。

（イ）鳥飼送水所 ・鳥飼送水所全体：非常時における給水拠点の役割があり、確実に受水し衛生的な水道水を貯水する必要がある。そ
のため受水配管の更新と4号配水池の耐震化を優先する。

・配水池：36年間内面防水を実施していない3号配水池の内面防水と耐震化を実施し、衛生的に水道水を確保でき
るようにする。

・配水ポンプ設備：故障した場合に予備機を運転する事により対応可能なことから、更新を延期し整備に重点をおく。

・場内の配水管：2系統化を進め、配水管の安全性を確保する。

（ウ）千里丘送水所 ・千里丘送水所全体：災害時の給水拠点となっており、配水池の耐震性も有していることから、今後も整備等の維持
管理を継続していく。

・受電設備：耐用年数が大幅に超えている設備は、維持管理の限界にきていることから更新し、安定的な電源の確保
を行う。

・配水ポンプ設備：鳥飼送水所と同様に予備機で対応し更新は延期とする。

（エ）中央送水所 ・中央送水所全体：市内配水の他に太中浄水場の自己水不足分を補う企業団水を送水している施設であり、かつ水
道庁舎でもあるため、災害時には、隣接している市役所や消防と連携のとれた活動を実施していく必要がある。

・配水池：強度に問題がある1号配水池を撤去新設し、将来的に緊急遮断弁を設け新たな給水拠点とする。

・受電設備や発電設備：非常時の電源確保を確実なものとするために更新を行い、非常時の拠点として機能できるよ
うにする。
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３）管路施設の更新計画

　全ての管路を法定耐用年数で更新するとし
た場合、更新が必要となる管路の延長は平成
35年で136kmとなり、更新にかかる費用は約
124億円と試算された。このように、法定耐用年
数での更新計画は財政的に大きな負担となるた
め、アセットマネジメントを活用し、重要度に応じ
た更新基準を策定し、優先順位を検討する必
要がある。重要度に応じた更新基準で更新した
場合には、図8のとおり、財政負担も平準化するこ
とが分かった。
　現在、本市の事業は配水支管の更新が中心
となっているため、配水本管で漏水などの事故
が発生すると、断水区域が広範囲となり、市民
生活に多大な影響が生じると想定される。また、

地震などの災害発生時には、応急給水施設へ
の送水能力が不足する事態も考えられる。
　そこで、今後は基幹管路である企業団からの
受水管や送水所間を結ぶ配水本管を重要度
が高い管路と考え、優先して耐震化することとし
た。
　基幹管路の耐震化は、更新工事と併せて実
施していくこととした。管種はＳ形、ＳⅡ形、ＮＳ形、
ＧＸ形といった耐震型のダクタイル鉄管を採用
し、平成25年度末で管路延長11.439kmの耐震
化を完了している。
　また、配水本管の耐震化は今後、老朽管の更
新計画で平成35年度までに5.3kmを予定してい
る。

３．４　今後の水道事業経営の課題

　本計画を策定するにあたり、想定される巨大
地震や老朽化した施設の破損等による市民生
活への影響の軽減や、限られた財源を効率的
に利用することに配慮した。しかし、これらを遂行
していくためには下記に示す財政面・技術継承
等に課題が残っており、今後はこれらの課題を

図8　重要度・優先度を考慮した更新需要図7　耐用年数で更新した場合の更新需要
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解決しながら計画を遂行していくことが必要であ
る。

（１）財政面の課題

　今回の事業計画では、上記3項目を中心に事
業を実施した場合、鉛給水管更新に約7億円、
浄水場・送水所施設の更新計画に約30億円、
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管路更新に約22億円の計59億円の工事費用
が平成35年度末までに必要となる。
　水需要の減少といった経営環境が変化する
なか、将来にわたって持続可能な水道事業経
営を行うためには、経費節減や契約方法等の見
直しなど効率的な事業運営の改革とともに、新し
い水道料金制度を構築することが求められる。
　料金制度の見直しは従来から行われている
経営改善の手法であるが、これらの手法も併せ
て実施することにより、今後大きな変化を遂げて
いくであろう水道事業に対応できるような準備を
しておかなければならない。

（２）技術の継承

　熟練職員の退職などにより技術の継承や人
材の育成が急務となっている。そこで、機構改革
として民間業務委託の拡大と職員の強化が必
要な部署への適正配置を視野に入れ、技術部
門（工務課・浄水課）を一つの課とした。（図9参
照）
　今後は、課内における職員の流動性を高め、
工務課と浄水課のそれぞれの技術の継承を促
進していくことが重要である。

４． おわりに
　本市の水道事業を取り巻く環境は、景気の低
迷や給水人口の減少などと相まって、料金収入
の落込みが続いており、今後も、水需要は大幅
な伸びが期待できない。また、施設の老朽化や
災害に強い施設構築に多額の費用が見込まれ
るなか、経営の健全化を図ることが急務となって
いる。
　この課題を解決するため、各セクションの意見

と水道部全体を総括する立場という両面の考
え方を融合し、摂津市水道ビジョンの実行にむ
けて実現化方策を中心に実施計画を作成した。
今後は、これからの摂津市水道事業の舵切りを
する上で、これらの方策を念頭に置きながら、こ
の事業計画を実行し、形あるものにすることによ
り、本市水道事業の健全な運営を行っていく所
存である。

図9　組織体制（左図：旧、右図：新）
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上

　災害や事故時において、応急給水や応急復

旧活動が速やかに行えるよう、水道局危機管理
対策マニュアルや受援計画を整備するとともに、
破裂事故、水質事故対応などテーマを変えた訓
練を実施している。また、災害時の応急給水・復
旧のための広域連携、応援体制の確保を図る
ため、「大都市水道局災害相互応援に関する
覚書」や「兵庫県水道災害相互応援協定に基
づき、年1回合同訓練を行っている。平成23年の
東日本大震災や平成26年の丹波市でのゲリラ
豪雨災害に対して、本市職員を応援派遣し応
急活動などを行った。今後も、災害応援などあら
ゆる機会を通じて、防災の取り組みの重要性
や、市民との協働の必要性など、震災の経験・教
訓を積極的に情報発信していくこととしている。
また、本市は平成26年度に新潟市および岡山
市との覚書（写真4）を締結し、停電の長期化に
備えた自家発電設備の燃料確保体制の強化に
取り組むとともに、大規模災害により行政機能が
低下する中で、市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活への影響を最小限にとどめるた
め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。

１.はじめに
　平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災から
今年で20年の節目を迎えた。阪神・淡路大震災
では、神戸の水道施設は大きな被害を受け、多く
の市民が水道を使用できない不自由な生活を
強いられた。そのため、他都市等から支援もい
ただき給水タンク車による応急給水を実施した
が、市街地ではひどい交通渋滞や倒壊家屋に
より給水活動が困難を極めた。また、配水管を中
心にかつてない規模の被害が発生し、神戸水
道の水源の75％を担う阪神水道企業団からの
送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
復旧計画の立案や市民への適切な広報の実
施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
策に取り組んでおり、主に緊急遮断弁システムと
管路の耐震化を行ってきた。
　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。

新事業との整合を図りながら整備を行っている。
（図2）
（１）配水管の耐震化

　配水管は、阪神・淡路大震災において甚大な
被害を受けたため、その後管路更新時には全
て耐震管を採用している。すべての管路を耐震
化するためには長期間を要することから、配水
本管を概ね500ｍメッシュで耐震化し、地震発生
から10日以内に配水本管の通水・復旧を行う。
配水本管から道路上の仮設給水栓で給水を行
うことで、市民の水を運ぶ距離が概ね250m以内
となり、1人1日当たり20Ｌとより多くの水を入手し
ていただけるようになる。合わせて、防災拠点に
至るルートを耐震化し、10日以内に防災拠点へ
の水を確保する。さらに、配水支管を概ね200m
メッシュで耐震化することで、復旧の進んだとこ
ろから、運搬距離が概ね100m以内とより短くな
るとともに、1人1日当たり100Ｌとより多くの水をお
渡しできるよう、消火栓を利用して応急給水を行
うこととしている。なお、更新・耐震化路線の選定
には「配水管網再構築計画立案システム

（P-DES）」（Pipe network Diagnosis and 
Evaluation System）を活用して老朽度や耐震
性などの指標を用いて診断・評価を行い、優先

　配水管については、都市部の人口急増に伴う
赤水や出水不良、漏水事故に対応するため、昭
和30年代から老朽管をダクタイル鉄管に順次布
設替えを行ってきた。その後、一部の配水管に
ついては更新に合わせ耐震化を行っており、昭
和54年度には呼び径400のＳⅡ形管を埋立地で
初めて採用し、昭和62年度からは呼び径400以
上の配水本管に耐震管を採用した。大震災時
点での鋳鉄管総延長に占めるダクタイル鉄管の
割合は91.6％、耐震化率は9.0％であった。

３．阪神・淡路大震災を教訓としたハード
面の施設整備

　阪神・淡路大震災以後の施設整備について
は、震災の経験や教訓、市民の声をもとに「災害
に強く早期復旧が可能な水道づくり」を目指して

「神戸市水道施設耐震化基本計画」（図1）を
策定し、これに沿ってハード面である耐震化事
業に取り組んでいる。
　その主な内容は、被害の軽減・早期復旧を目
的とした「配水管の耐震化」、被災直後の応急
給水を目的とした「緊急貯留システムの整備」、
市街地での応急給水と早期復旧などを目的とし
た「大容量送水管の整備」などであり、施設更

順位をつけて事業を進めている。平成26年度末
の配水管の耐震化率は35.3％、また基幹管路

（導送配水本管）の耐震適合率は、平成26年度
末で70.8％となる見込みである。
（２）緊急貯留システムの整備

　震災時に、応急給水に活用できその有効性
が確認できたことから、震災後は計画を拡充し
て、配水池への緊急遮断弁の設置以外に、公
園等への大容量貯水槽の整備も進めている。
給水タンク車が渋滞の影響を受けずに水を運
搬することを考慮して、概ね半径2kmに1ヵ所、
応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
実施時の代替機能、②災害時に交通渋滞の影
響を受けずに応急給水拠点としての機能があ
る（貯留量約59,000㎥）、さらに③配水池や幹線
配水管が被災した場合でも、大容量送水管から
直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完

阪神・淡路大震災から20年を迎えて
―これまでの取り組みと今後の方向性―
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成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
取り組んできたが、震災時に市民の断水リスクを
少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

図2　神戸市の主な耐震化事業図1　水道施設耐震化基本計画表紙

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上

　災害や事故時において、応急給水や応急復

旧活動が速やかに行えるよう、水道局危機管理
対策マニュアルや受援計画を整備するとともに、
破裂事故、水質事故対応などテーマを変えた訓
練を実施している。また、災害時の応急給水・復
旧のための広域連携、応援体制の確保を図る
ため、「大都市水道局災害相互応援に関する
覚書」や「兵庫県水道災害相互応援協定に基
づき、年1回合同訓練を行っている。平成23年の
東日本大震災や平成26年の丹波市でのゲリラ
豪雨災害に対して、本市職員を応援派遣し応
急活動などを行った。今後も、災害応援などあら
ゆる機会を通じて、防災の取り組みの重要性
や、市民との協働の必要性など、震災の経験・教
訓を積極的に情報発信していくこととしている。
また、本市は平成26年度に新潟市および岡山
市との覚書（写真4）を締結し、停電の長期化に
備えた自家発電設備の燃料確保体制の強化に
取り組むとともに、大規模災害により行政機能が
低下する中で、市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活への影響を最小限にとどめるた
め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。

１.はじめに
　平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災から
今年で20年の節目を迎えた。阪神・淡路大震災
では、神戸の水道施設は大きな被害を受け、多く
の市民が水道を使用できない不自由な生活を
強いられた。そのため、他都市等から支援もい
ただき給水タンク車による応急給水を実施した
が、市街地ではひどい交通渋滞や倒壊家屋に
より給水活動が困難を極めた。また、配水管を中
心にかつてない規模の被害が発生し、神戸水
道の水源の75％を担う阪神水道企業団からの
送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
復旧計画の立案や市民への適切な広報の実
施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
策に取り組んでおり、主に緊急遮断弁システムと
管路の耐震化を行ってきた。
　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。

新事業との整合を図りながら整備を行っている。
（図2）
（１）配水管の耐震化

　配水管は、阪神・淡路大震災において甚大な
被害を受けたため、その後管路更新時には全
て耐震管を採用している。すべての管路を耐震
化するためには長期間を要することから、配水
本管を概ね500ｍメッシュで耐震化し、地震発生
から10日以内に配水本管の通水・復旧を行う。
配水本管から道路上の仮設給水栓で給水を行
うことで、市民の水を運ぶ距離が概ね250m以内
となり、1人1日当たり20Ｌとより多くの水を入手し
ていただけるようになる。合わせて、防災拠点に
至るルートを耐震化し、10日以内に防災拠点へ
の水を確保する。さらに、配水支管を概ね200m
メッシュで耐震化することで、復旧の進んだとこ
ろから、運搬距離が概ね100m以内とより短くな
るとともに、1人1日当たり100Ｌとより多くの水をお
渡しできるよう、消火栓を利用して応急給水を行
うこととしている。なお、更新・耐震化路線の選定
には「配水管網再構築計画立案システム

（P-DES）」（Pipe network Diagnosis and 
Evaluation System）を活用して老朽度や耐震
性などの指標を用いて診断・評価を行い、優先

　配水管については、都市部の人口急増に伴う
赤水や出水不良、漏水事故に対応するため、昭
和30年代から老朽管をダクタイル鉄管に順次布
設替えを行ってきた。その後、一部の配水管に
ついては更新に合わせ耐震化を行っており、昭
和54年度には呼び径400のＳⅡ形管を埋立地で
初めて採用し、昭和62年度からは呼び径400以
上の配水本管に耐震管を採用した。大震災時
点での鋳鉄管総延長に占めるダクタイル鉄管の
割合は91.6％、耐震化率は9.0％であった。

３．阪神・淡路大震災を教訓としたハード
面の施設整備

　阪神・淡路大震災以後の施設整備について
は、震災の経験や教訓、市民の声をもとに「災害
に強く早期復旧が可能な水道づくり」を目指して

「神戸市水道施設耐震化基本計画」（図1）を
策定し、これに沿ってハード面である耐震化事
業に取り組んでいる。
　その主な内容は、被害の軽減・早期復旧を目
的とした「配水管の耐震化」、被災直後の応急
給水を目的とした「緊急貯留システムの整備」、
市街地での応急給水と早期復旧などを目的とし
た「大容量送水管の整備」などであり、施設更

順位をつけて事業を進めている。平成26年度末
の配水管の耐震化率は35.3％、また基幹管路

（導送配水本管）の耐震適合率は、平成26年度
末で70.8％となる見込みである。
（２）緊急貯留システムの整備

　震災時に、応急給水に活用できその有効性
が確認できたことから、震災後は計画を拡充し
て、配水池への緊急遮断弁の設置以外に、公
園等への大容量貯水槽の整備も進めている。
給水タンク車が渋滞の影響を受けずに水を運
搬することを考慮して、概ね半径2kmに1ヵ所、
応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
実施時の代替機能、②災害時に交通渋滞の影
響を受けずに応急給水拠点としての機能があ
る（貯留量約59,000㎥）、さらに③配水池や幹線
配水管が被災した場合でも、大容量送水管から
直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完
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成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
取り組んできたが、震災時に市民の断水リスクを
少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

図2　神戸市の主な耐震化事業図1　水道施設耐震化基本計画表紙

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上

　災害や事故時において、応急給水や応急復

旧活動が速やかに行えるよう、水道局危機管理
対策マニュアルや受援計画を整備するとともに、
破裂事故、水質事故対応などテーマを変えた訓
練を実施している。また、災害時の応急給水・復
旧のための広域連携、応援体制の確保を図る
ため、「大都市水道局災害相互応援に関する
覚書」や「兵庫県水道災害相互応援協定に基
づき、年1回合同訓練を行っている。平成23年の
東日本大震災や平成26年の丹波市でのゲリラ
豪雨災害に対して、本市職員を応援派遣し応
急活動などを行った。今後も、災害応援などあら
ゆる機会を通じて、防災の取り組みの重要性
や、市民との協働の必要性など、震災の経験・教
訓を積極的に情報発信していくこととしている。
また、本市は平成26年度に新潟市および岡山
市との覚書（写真4）を締結し、停電の長期化に
備えた自家発電設備の燃料確保体制の強化に
取り組むとともに、大規模災害により行政機能が
低下する中で、市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活への影響を最小限にとどめるた
め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。

１.はじめに
　平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災から
今年で20年の節目を迎えた。阪神・淡路大震災
では、神戸の水道施設は大きな被害を受け、多く
の市民が水道を使用できない不自由な生活を
強いられた。そのため、他都市等から支援もい
ただき給水タンク車による応急給水を実施した
が、市街地ではひどい交通渋滞や倒壊家屋に
より給水活動が困難を極めた。また、配水管を中
心にかつてない規模の被害が発生し、神戸水
道の水源の75％を担う阪神水道企業団からの
送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
復旧計画の立案や市民への適切な広報の実
施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
策に取り組んでおり、主に緊急遮断弁システムと
管路の耐震化を行ってきた。
　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。

新事業との整合を図りながら整備を行っている。
（図2）
（１）配水管の耐震化

　配水管は、阪神・淡路大震災において甚大な
被害を受けたため、その後管路更新時には全
て耐震管を採用している。すべての管路を耐震
化するためには長期間を要することから、配水
本管を概ね500ｍメッシュで耐震化し、地震発生
から10日以内に配水本管の通水・復旧を行う。
配水本管から道路上の仮設給水栓で給水を行
うことで、市民の水を運ぶ距離が概ね250m以内
となり、1人1日当たり20Ｌとより多くの水を入手し
ていただけるようになる。合わせて、防災拠点に
至るルートを耐震化し、10日以内に防災拠点へ
の水を確保する。さらに、配水支管を概ね200m
メッシュで耐震化することで、復旧の進んだとこ
ろから、運搬距離が概ね100m以内とより短くな
るとともに、1人1日当たり100Ｌとより多くの水をお
渡しできるよう、消火栓を利用して応急給水を行
うこととしている。なお、更新・耐震化路線の選定
には「配水管網再構築計画立案システム

（P-DES）」（Pipe network Diagnosis and 
Evaluation System）を活用して老朽度や耐震
性などの指標を用いて診断・評価を行い、優先

　配水管については、都市部の人口急増に伴う
赤水や出水不良、漏水事故に対応するため、昭
和30年代から老朽管をダクタイル鉄管に順次布
設替えを行ってきた。その後、一部の配水管に
ついては更新に合わせ耐震化を行っており、昭
和54年度には呼び径400のＳⅡ形管を埋立地で
初めて採用し、昭和62年度からは呼び径400以
上の配水本管に耐震管を採用した。大震災時
点での鋳鉄管総延長に占めるダクタイル鉄管の
割合は91.6％、耐震化率は9.0％であった。

３．阪神・淡路大震災を教訓としたハード
面の施設整備

　阪神・淡路大震災以後の施設整備について
は、震災の経験や教訓、市民の声をもとに「災害
に強く早期復旧が可能な水道づくり」を目指して

「神戸市水道施設耐震化基本計画」（図1）を
策定し、これに沿ってハード面である耐震化事
業に取り組んでいる。
　その主な内容は、被害の軽減・早期復旧を目
的とした「配水管の耐震化」、被災直後の応急
給水を目的とした「緊急貯留システムの整備」、
市街地での応急給水と早期復旧などを目的とし
た「大容量送水管の整備」などであり、施設更

順位をつけて事業を進めている。平成26年度末
の配水管の耐震化率は35.3％、また基幹管路

（導送配水本管）の耐震適合率は、平成26年度
末で70.8％となる見込みである。
（２）緊急貯留システムの整備

　震災時に、応急給水に活用できその有効性
が確認できたことから、震災後は計画を拡充し
て、配水池への緊急遮断弁の設置以外に、公
園等への大容量貯水槽の整備も進めている。
給水タンク車が渋滞の影響を受けずに水を運
搬することを考慮して、概ね半径2kmに1ヵ所、
応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
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既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
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直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完

図3　「いつでもじゃぐち」の概要

表1　平成26年度末数値（見込み）

写真1　大容量送水管トンネルウォーク

成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
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少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上
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め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。
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送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
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施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
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　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。
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応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
実施時の代替機能、②災害時に交通渋滞の影
響を受けずに応急給水拠点としての機能があ
る（貯留量約59,000㎥）、さらに③配水池や幹線
配水管が被災した場合でも、大容量送水管から
直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完

図3　「いつでもじゃぐち」の概要

表1　平成26年度末数値（見込み）

写真1　大容量送水管トンネルウォーク

成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
取り組んできたが、震災時に市民の断水リスクを
少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上

　災害や事故時において、応急給水や応急復

旧活動が速やかに行えるよう、水道局危機管理
対策マニュアルや受援計画を整備するとともに、
破裂事故、水質事故対応などテーマを変えた訓
練を実施している。また、災害時の応急給水・復
旧のための広域連携、応援体制の確保を図る
ため、「大都市水道局災害相互応援に関する
覚書」や「兵庫県水道災害相互応援協定に基
づき、年1回合同訓練を行っている。平成23年の
東日本大震災や平成26年の丹波市でのゲリラ
豪雨災害に対して、本市職員を応援派遣し応
急活動などを行った。今後も、災害応援などあら
ゆる機会を通じて、防災の取り組みの重要性
や、市民との協働の必要性など、震災の経験・教
訓を積極的に情報発信していくこととしている。
また、本市は平成26年度に新潟市および岡山
市との覚書（写真4）を締結し、停電の長期化に
備えた自家発電設備の燃料確保体制の強化に
取り組むとともに、大規模災害により行政機能が
低下する中で、市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活への影響を最小限にとどめるた
め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。

１.はじめに
　平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災から
今年で20年の節目を迎えた。阪神・淡路大震災
では、神戸の水道施設は大きな被害を受け、多く
の市民が水道を使用できない不自由な生活を
強いられた。そのため、他都市等から支援もい
ただき給水タンク車による応急給水を実施した
が、市街地ではひどい交通渋滞や倒壊家屋に
より給水活動が困難を極めた。また、配水管を中
心にかつてない規模の被害が発生し、神戸水
道の水源の75％を担う阪神水道企業団からの
送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
復旧計画の立案や市民への適切な広報の実
施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
策に取り組んでおり、主に緊急遮断弁システムと
管路の耐震化を行ってきた。
　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。

新事業との整合を図りながら整備を行っている。
（図2）
（１）配水管の耐震化

　配水管は、阪神・淡路大震災において甚大な
被害を受けたため、その後管路更新時には全
て耐震管を採用している。すべての管路を耐震
化するためには長期間を要することから、配水
本管を概ね500ｍメッシュで耐震化し、地震発生
から10日以内に配水本管の通水・復旧を行う。
配水本管から道路上の仮設給水栓で給水を行
うことで、市民の水を運ぶ距離が概ね250m以内
となり、1人1日当たり20Ｌとより多くの水を入手し
ていただけるようになる。合わせて、防災拠点に
至るルートを耐震化し、10日以内に防災拠点へ
の水を確保する。さらに、配水支管を概ね200m
メッシュで耐震化することで、復旧の進んだとこ
ろから、運搬距離が概ね100m以内とより短くな
るとともに、1人1日当たり100Ｌとより多くの水をお
渡しできるよう、消火栓を利用して応急給水を行
うこととしている。なお、更新・耐震化路線の選定
には「配水管網再構築計画立案システム

（P-DES）」（Pipe network Diagnosis and 
Evaluation System）を活用して老朽度や耐震
性などの指標を用いて診断・評価を行い、優先

　配水管については、都市部の人口急増に伴う
赤水や出水不良、漏水事故に対応するため、昭
和30年代から老朽管をダクタイル鉄管に順次布
設替えを行ってきた。その後、一部の配水管に
ついては更新に合わせ耐震化を行っており、昭
和54年度には呼び径400のＳⅡ形管を埋立地で
初めて採用し、昭和62年度からは呼び径400以
上の配水本管に耐震管を採用した。大震災時
点での鋳鉄管総延長に占めるダクタイル鉄管の
割合は91.6％、耐震化率は9.0％であった。

３．阪神・淡路大震災を教訓としたハード
面の施設整備

　阪神・淡路大震災以後の施設整備について
は、震災の経験や教訓、市民の声をもとに「災害
に強く早期復旧が可能な水道づくり」を目指して

「神戸市水道施設耐震化基本計画」（図1）を
策定し、これに沿ってハード面である耐震化事
業に取り組んでいる。
　その主な内容は、被害の軽減・早期復旧を目
的とした「配水管の耐震化」、被災直後の応急
給水を目的とした「緊急貯留システムの整備」、
市街地での応急給水と早期復旧などを目的とし
た「大容量送水管の整備」などであり、施設更

順位をつけて事業を進めている。平成26年度末
の配水管の耐震化率は35.3％、また基幹管路

（導送配水本管）の耐震適合率は、平成26年度
末で70.8％となる見込みである。
（２）緊急貯留システムの整備

　震災時に、応急給水に活用できその有効性
が確認できたことから、震災後は計画を拡充し
て、配水池への緊急遮断弁の設置以外に、公
園等への大容量貯水槽の整備も進めている。
給水タンク車が渋滞の影響を受けずに水を運
搬することを考慮して、概ね半径2kmに1ヵ所、
応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
実施時の代替機能、②災害時に交通渋滞の影
響を受けずに応急給水拠点としての機能があ
る（貯留量約59,000㎥）、さらに③配水池や幹線
配水管が被災した場合でも、大容量送水管から
直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完

写真2　大容量貯水槽の工事見学会

成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
取り組んできたが、震災時に市民の断水リスクを
少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

写真3　応急給水訓練の実施状況

写真４　岡山市との協定調印式（平成26年11月21日岡山市庁舎にて）

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上

　災害や事故時において、応急給水や応急復

旧活動が速やかに行えるよう、水道局危機管理
対策マニュアルや受援計画を整備するとともに、
破裂事故、水質事故対応などテーマを変えた訓
練を実施している。また、災害時の応急給水・復
旧のための広域連携、応援体制の確保を図る
ため、「大都市水道局災害相互応援に関する
覚書」や「兵庫県水道災害相互応援協定に基
づき、年1回合同訓練を行っている。平成23年の
東日本大震災や平成26年の丹波市でのゲリラ
豪雨災害に対して、本市職員を応援派遣し応
急活動などを行った。今後も、災害応援などあら
ゆる機会を通じて、防災の取り組みの重要性
や、市民との協働の必要性など、震災の経験・教
訓を積極的に情報発信していくこととしている。
また、本市は平成26年度に新潟市および岡山
市との覚書（写真4）を締結し、停電の長期化に
備えた自家発電設備の燃料確保体制の強化に
取り組むとともに、大規模災害により行政機能が
低下する中で、市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活への影響を最小限にとどめるた
め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。

１.はじめに
　平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災から
今年で20年の節目を迎えた。阪神・淡路大震災
では、神戸の水道施設は大きな被害を受け、多く
の市民が水道を使用できない不自由な生活を
強いられた。そのため、他都市等から支援もい
ただき給水タンク車による応急給水を実施した
が、市街地ではひどい交通渋滞や倒壊家屋に
より給水活動が困難を極めた。また、配水管を中
心にかつてない規模の被害が発生し、神戸水
道の水源の75％を担う阪神水道企業団からの
送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
復旧計画の立案や市民への適切な広報の実
施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
策に取り組んでおり、主に緊急遮断弁システムと
管路の耐震化を行ってきた。
　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。

新事業との整合を図りながら整備を行っている。
（図2）
（１）配水管の耐震化

　配水管は、阪神・淡路大震災において甚大な
被害を受けたため、その後管路更新時には全
て耐震管を採用している。すべての管路を耐震
化するためには長期間を要することから、配水
本管を概ね500ｍメッシュで耐震化し、地震発生
から10日以内に配水本管の通水・復旧を行う。
配水本管から道路上の仮設給水栓で給水を行
うことで、市民の水を運ぶ距離が概ね250m以内
となり、1人1日当たり20Ｌとより多くの水を入手し
ていただけるようになる。合わせて、防災拠点に
至るルートを耐震化し、10日以内に防災拠点へ
の水を確保する。さらに、配水支管を概ね200m
メッシュで耐震化することで、復旧の進んだとこ
ろから、運搬距離が概ね100m以内とより短くな
るとともに、1人1日当たり100Ｌとより多くの水をお
渡しできるよう、消火栓を利用して応急給水を行
うこととしている。なお、更新・耐震化路線の選定
には「配水管網再構築計画立案システム

（P-DES）」（Pipe network Diagnosis and 
Evaluation System）を活用して老朽度や耐震
性などの指標を用いて診断・評価を行い、優先

　配水管については、都市部の人口急増に伴う
赤水や出水不良、漏水事故に対応するため、昭
和30年代から老朽管をダクタイル鉄管に順次布
設替えを行ってきた。その後、一部の配水管に
ついては更新に合わせ耐震化を行っており、昭
和54年度には呼び径400のＳⅡ形管を埋立地で
初めて採用し、昭和62年度からは呼び径400以
上の配水本管に耐震管を採用した。大震災時
点での鋳鉄管総延長に占めるダクタイル鉄管の
割合は91.6％、耐震化率は9.0％であった。

３．阪神・淡路大震災を教訓としたハード
面の施設整備

　阪神・淡路大震災以後の施設整備について
は、震災の経験や教訓、市民の声をもとに「災害
に強く早期復旧が可能な水道づくり」を目指して

「神戸市水道施設耐震化基本計画」（図1）を
策定し、これに沿ってハード面である耐震化事
業に取り組んでいる。
　その主な内容は、被害の軽減・早期復旧を目
的とした「配水管の耐震化」、被災直後の応急
給水を目的とした「緊急貯留システムの整備」、
市街地での応急給水と早期復旧などを目的とし
た「大容量送水管の整備」などであり、施設更

順位をつけて事業を進めている。平成26年度末
の配水管の耐震化率は35.3％、また基幹管路

（導送配水本管）の耐震適合率は、平成26年度
末で70.8％となる見込みである。
（２）緊急貯留システムの整備

　震災時に、応急給水に活用できその有効性
が確認できたことから、震災後は計画を拡充し
て、配水池への緊急遮断弁の設置以外に、公
園等への大容量貯水槽の整備も進めている。
給水タンク車が渋滞の影響を受けずに水を運
搬することを考慮して、概ね半径2kmに1ヵ所、
応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
実施時の代替機能、②災害時に交通渋滞の影
響を受けずに応急給水拠点としての機能があ
る（貯留量約59,000㎥）、さらに③配水池や幹線
配水管が被災した場合でも、大容量送水管から
直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完

写真2　大容量貯水槽の工事見学会

成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
取り組んできたが、震災時に市民の断水リスクを
少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

写真3　応急給水訓練の実施状況

写真４　岡山市との協定調印式（平成26年11月21日岡山市庁舎にて）

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上

　現在では、震災を経験していない職員の割合
が約4割を超えており、震災に対する意識の低
下が危惧されている。このような状況を踏まえ、
職員を耐震化事業のＰＲを図るイベント等に参
加させ、それぞれの役割や責任を自覚させるこ
とによって、職員の意識向上を図っている。また、
耐震施策など様 な々情報をより市民の方に理解

しやすく伝わるよう、常に広報の実施方法を改善
できるような取り組みも進めている。その取り組み
の1つとして平成25年度より「水道の耐震化」が
進んでいることを、実際の大容量送水管の工事
ルートを歩くことで「ジッカン（実感）」していただ
ける様、「歩いて ジッカン！ 災害につよい水道づ
くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上

　震災直後の断水時に、「どこにいけば水があ
るのか」ということを知っていることで、市民の安
心感が増えると考えられるため、応急給水拠点
や「いつでもじゃぐち」、近隣市との連絡管を活
用して、地域住民と水道局が協働で応急給水
訓練を実施している。（写真3）また、災害時の初
期応急給水活動を地域住民が主体となって行
うことができるよう、応急給水拠点において、応急
給水設備を保管している倉庫の鍵を地域住民
の代表者に渡している。さらに、応急給水拠点
のシンボルマークを神戸市ホームページ上にも
掲載するとともに、応急給水拠点がどこにあるの
か一目でわかるように、看板で掲示している。（図
4）また、応急給水拠点のデータを容易に活用で
きるよう、オープンデータの取り組みも積極的に
行っている。これらの取り組みは、地域住民の防
災力向上に寄与できると考えている。

（３）職員の災害対応力の向上

１）災害対応力の向上

　災害や事故時において、応急給水や応急復

旧活動が速やかに行えるよう、水道局危機管理
対策マニュアルや受援計画を整備するとともに、
破裂事故、水質事故対応などテーマを変えた訓
練を実施している。また、災害時の応急給水・復
旧のための広域連携、応援体制の確保を図る
ため、「大都市水道局災害相互応援に関する
覚書」や「兵庫県水道災害相互応援協定に基
づき、年1回合同訓練を行っている。平成23年の
東日本大震災や平成26年の丹波市でのゲリラ
豪雨災害に対して、本市職員を応援派遣し応
急活動などを行った。今後も、災害応援などあら
ゆる機会を通じて、防災の取り組みの重要性
や、市民との協働の必要性など、震災の経験・教
訓を積極的に情報発信していくこととしている。
また、本市は平成26年度に新潟市および岡山
市との覚書（写真4）を締結し、停電の長期化に
備えた自家発電設備の燃料確保体制の強化に
取り組むとともに、大規模災害により行政機能が
低下する中で、市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活への影響を最小限にとどめるた
め、業務継続計画（BCP）の策定を進めている。

１.はじめに
　平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災から
今年で20年の節目を迎えた。阪神・淡路大震災
では、神戸の水道施設は大きな被害を受け、多く
の市民が水道を使用できない不自由な生活を
強いられた。そのため、他都市等から支援もい
ただき給水タンク車による応急給水を実施した
が、市街地ではひどい交通渋滞や倒壊家屋に
より給水活動が困難を極めた。また、配水管を中
心にかつてない規模の被害が発生し、神戸水
道の水源の75％を担う阪神水道企業団からの
送水が一時停止したこともあり、被災箇所の特
定にかなりの時間を要した。さらに、倒壊家屋、
地盤の液状化なども復旧工事の円滑な実施を
妨げ、復旧に最大10週間を要した。一方、水道
局本庁の圧潰や劣悪な道路交通事情等により、

被災状況の把握や情報収集にも支障をきたし、
復旧計画の立案や市民への適切な広報の実
施という面で課題を残した。

２.阪神・淡路大震災以前の地震対策
　本市では阪神・淡路大震災以前から地震対
策に取り組んでおり、主に緊急遮断弁システムと
管路の耐震化を行ってきた。
　緊急遮断弁システムは、災害直後における水
の確保のため、２池構造の配水池の内1池に緊
急遮断弁を設置するもので、昭和61年度より事
業を開始し、震災時には21ヵ所で整備されてい
た。その内18ヵ所で正常に作動し、全市で
42,000㎥の水道水が貯えられ、その水を飲料水
として給水タンク車による応急給水に活用した。

新事業との整合を図りながら整備を行っている。
（図2）
（１）配水管の耐震化

　配水管は、阪神・淡路大震災において甚大な
被害を受けたため、その後管路更新時には全
て耐震管を採用している。すべての管路を耐震
化するためには長期間を要することから、配水
本管を概ね500ｍメッシュで耐震化し、地震発生
から10日以内に配水本管の通水・復旧を行う。
配水本管から道路上の仮設給水栓で給水を行
うことで、市民の水を運ぶ距離が概ね250m以内
となり、1人1日当たり20Ｌとより多くの水を入手し
ていただけるようになる。合わせて、防災拠点に
至るルートを耐震化し、10日以内に防災拠点へ
の水を確保する。さらに、配水支管を概ね200m
メッシュで耐震化することで、復旧の進んだとこ
ろから、運搬距離が概ね100m以内とより短くな
るとともに、1人1日当たり100Ｌとより多くの水をお
渡しできるよう、消火栓を利用して応急給水を行
うこととしている。なお、更新・耐震化路線の選定
には「配水管網再構築計画立案システム

（P-DES）」（Pipe network Diagnosis and 
Evaluation System）を活用して老朽度や耐震
性などの指標を用いて診断・評価を行い、優先

　配水管については、都市部の人口急増に伴う
赤水や出水不良、漏水事故に対応するため、昭
和30年代から老朽管をダクタイル鉄管に順次布
設替えを行ってきた。その後、一部の配水管に
ついては更新に合わせ耐震化を行っており、昭
和54年度には呼び径400のＳⅡ形管を埋立地で
初めて採用し、昭和62年度からは呼び径400以
上の配水本管に耐震管を採用した。大震災時
点での鋳鉄管総延長に占めるダクタイル鉄管の
割合は91.6％、耐震化率は9.0％であった。

３．阪神・淡路大震災を教訓としたハード
面の施設整備

　阪神・淡路大震災以後の施設整備について
は、震災の経験や教訓、市民の声をもとに「災害
に強く早期復旧が可能な水道づくり」を目指して

「神戸市水道施設耐震化基本計画」（図1）を
策定し、これに沿ってハード面である耐震化事
業に取り組んでいる。
　その主な内容は、被害の軽減・早期復旧を目
的とした「配水管の耐震化」、被災直後の応急
給水を目的とした「緊急貯留システムの整備」、
市街地での応急給水と早期復旧などを目的とし
た「大容量送水管の整備」などであり、施設更

順位をつけて事業を進めている。平成26年度末
の配水管の耐震化率は35.3％、また基幹管路

（導送配水本管）の耐震適合率は、平成26年度
末で70.8％となる見込みである。
（２）緊急貯留システムの整備

　震災時に、応急給水に活用できその有効性
が確認できたことから、震災後は計画を拡充し
て、配水池への緊急遮断弁の設置以外に、公
園等への大容量貯水槽の整備も進めている。
給水タンク車が渋滞の影響を受けずに水を運
搬することを考慮して、概ね半径2kmに1ヵ所、
応急給水拠点を整備しており、平成25年度末に
計画していた全47ヵ所が完成した。また、平成20
年度より、災害・事故直後に地域の方が中心と
なって応急給水活動が可能となるように、順次
応急給水設備の再整備を行っている。

（３）大容量送水管の整備

　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
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縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
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４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
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施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
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震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。
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２）職員の意識向上
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とによって、職員の意識向上を図っている。また、
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くり」を開催している。

（２）地域住民の防災力向上
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（３）職員の災害対応力の向上
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　水源の大部分を、阪神水道企業団からの受
水に頼っている本市において、阪神水道からの
送水トンネルは生命線である。危険分散を考慮
して、既存送水ルートとは別ルートで、市街地直
下に大容量の送水幹線の整備を進めている。こ
の大容量送水管は、通常の送水機能の他に①
既設送水トンネルが被災した場合や更生工事
実施時の代替機能、②災害時に交通渋滞の影
響を受けずに応急給水拠点としての機能があ
る（貯留量約59,000㎥）、さらに③配水池や幹線
配水管が被災した場合でも、大容量送水管から
直接市内配水管網に送水でき、復旧期間の短
縮に寄与できると考えている。平成15年度より一
部区間は供用を開始しており、平成27年度末に
全線（芦屋市境～奥平野浄水場間12.8km）完

成の予定である。

４．阪神・淡路大震災を教訓としたソフト
施策の推進

　耐震化計画策定以降、様々なハード施策に
取り組んできたが、震災時に市民の断水リスクを
少しでも軽減するためには、市民の方に水道局
の行っている耐震化事業を理解していただき、
自分たちで行動できる仕組みを築いておかなけ
ればならない。つまり、ハード施策だけでなくソフト
施策も含めて一体的にバランスよく実施していく
ことが重要である。本市が取り組んでいる事例を
以下に示す。
（１）耐震化事業の見える化

　水道施設は地下にある施設が多いため、耐

震化しても市民にとっては分かりにくい。そこで、
配水管の耐震化の見える化として「いつでもじゃ
ぐち」を整備している。（図3）配水池から防災拠
点となる小学校等までの配水管の耐震化が完
了したことを示すシンボルとして、平成19年度か
ら小学校等に整備しており、平成26年度末現在
36ヵ所で整備が完了した。これは、平常時は水
飲み場として利用でき、災害時には地域の方が
主体的に応急給水活動を実施できるように応急
給水栓となるものである。また、大容量送水管や
大容量貯水槽等の耐震化工事の途中段階で、
地域住民などを対象に見学会を開催し、工事へ
の理解と耐震化事業の進捗を直に感じていた
だいている。（写真1）、（写真2）

５．今後の展開について
　本市では、配水管の耐震化は更新にあわせ
行っているが、各年度の更新延長については、
給水収益の状況や基幹施設の投資状況等も
踏まえて決定しており、近年は耐震化率の伸び
が鈍化してきている。さらに、平成24年より人口
が減少に転じており、今後ますます給水量の減
少が予測されている中で、膨大な管路を更新・
耐震化していかなければならない。これに対応
するため、平成25年度に「配水管網再構築計
画」を策定し、今後の配水量減少や消火水量も
考慮したうえで、更新時に適正口径とするため、
管路のダウンサイジングも進めている。
　また、施設の廃止や配水管網の再構築を行う
中で、まちづくりにあわせた配水管網の再整備を
行うとともに、相互に水融通を可能にする緊急時
連絡管を整備するなどして、隣接市との連携も
視野に広域での水道ネットワークの構築を促進
していきたいと考えている。

６．おわりに
　本市では、東日本大震災で新たに得た知見
や南海トラフ巨大地震への対応等、取巻く環境
変化を受け、現行の「神戸水道ビジョン2017」を
2年前倒しし、本年度より平成27年度中の策定
を目途に次期ビジョンの検討に取り掛かってい
る。主要事業のひとつである大容量送水管の完
成を間近に控え、本市の更新・耐震化事業は次
の新たなステージを迎えている。いつでも安全・
安心な水をできる限り安定的に供給するという
水道事業の使命を果たすため、次期ビジョンの
策定では、アセットマネジメントの精度向上を図り
つつ、安全性と経済性のバランスなど課題解決
に真摯に取り組み、今後も施設の更新・耐震化
を進めていきたいと考えている。
　また、本市では平成27年7月20日～22日の間

「変化に対応する水道システム」をテーマに第
10回水道技術国際シンポジウムを開催する予
定である。

　本年は、阪神・淡路大震災から20年目の節目
の年でもあるので「災害対策」をテーマとした情
報交換の場として大いに活用していただくととも
に、シンポジウムに合わせて参加費無料の展示
会も併設するので、ぜひ積極的な参加をお願い
したい。

　最後に、阪神・淡路大震災時の応急給水や
応急復旧、その後の復興の支援等にご尽力い
ただいた全国の水道関係の方 に々、誌面をお借
りしてあらためてお礼を申し上げる。

図4　シンボルマーク
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1．はじめに
　北海道東部十勝平野のほぼ中央に位置し、
面積は618.94平方㎞（東京23区とほぼ同じ）、人
口約17万人のまち。寒冷地でありながら降雪量
は比較的少なく、年間を通じて晴天が多いこの
地域は、恵まれた土地条件を背景に農業を主
要な産業とする十勝（1市16町2村）の中心地で
あり、農産物集積地、商業都市としての役割を
担っている。食と農林漁業を柱とした地域産業
政策の考え方を「フードバレーとかち」と総称し、
十勝全域とスクラムを組み、まちづくり全体に展
開しながら国内外へ地域の魅力を発信。「とか
ちのかち（十勝の価値）」を高めるために様々な
プロモーションを行っている。
　最近では、一昨年に公開された映画「銀の匙
　Silver Spoon」の劇中にも登場した「ばんえ

い競馬」も有名。体重1㌧を超える馬がおもりを
載せた鉄ソリを曳き、パワーとスピードを競う世界
で唯一の競馬開催地でもある。間近でレースを
観戦することができ、騎手の駆け引きの声や馬
の息づかいが感じられ、他では味わうことのでき
ない臨場感を持っている。このような観光と基幹
産業が一体となったまちづくりを進めているのが
帯広市である。

2．水道事業の概要
　帯広市は昭和26年に厚生省より上水道事業
認可を得て、計画給水区域412ha、計画給水人
口40,000人として市内一部の地域へ給水を開
始した。その後、市の発展と人口増加に対応す
べく4次の拡張事業を経て、水道水の供給を

4．ＧＸ形ダクタイル鉄管、呼び径４００の
採用経緯

　管路の更新もさることながら、寿命を迎えてい
る配水場等、施設の更新も重要な課題となって
いる。本市における配水場の１つ、「南町配水
場、配水池」は、水道施設全体の中でも市内広
域（本市給水区域の約30%）に配水する重要な
役割を担っている。この配水場は、昭和28年か
ら運転しており4池ある配水池のうち2池は59年
が経過、残りの2池でも42年が経過している。平
成17年度に行った耐震診断においても耐震補
強が必要と診断された。配水池のみならず施設
全体の老朽化が著しいことから、改築による手
法で再整備を計画。隣接地に陸上自衛隊帯広
駐屯地、十勝飛行場が在り、航空法による高さ
の制限区域内となる立地条件のなか、防衛省と
のクレーン作業に係る協議を行い現敷地内での
建て替えを平成25年度より3ヵ年継続（平成27
年10月末竣工予定）で施工中である。
　この改築工事に伴い当然、配水場内の送水
管も更新対象として計画。本市の基幹管路には
ＮＳ形ダクタイル鉄管（平成23年度より呼び径
250まではＧＸ形ダクタイル鉄管）を採用し基幹
管路の耐震化を進めていることから、当初計画
ではＮＳ形ダクタイル鉄管を採用の予定であっ
た。平成25年度、整備のための準備を進めてい
く段階で６月には呼び径300、翌２月には呼び径
400までが規格化され管の選定に選択肢が増え
ていった。この様な状況の中、本市においては、
既に呼び径250までのＧＸ形ダクタイル鉄管を採
用していること、耐震性能を有すること、ライフサ
イクルコストの低減として採用する管種の再検
討を行った。現在、施工中である配水池等コンク
リート構造物の法定耐用年数が50年、少なくとも

行ってきた。更に昭和56年には、将来の水需要
を見据え第２の水源として本市ほか近隣4町2村
を構成団体とする十勝中部広域水道企業団を
設立、平成7年度より企業団からの受水を開始
した。現在、給水人口165,000人、給水区域内人
口に対する普及率は99.9%となっている。
　本市の水道施設としては、過去、数回に渡り
清流日本一に選定された十勝川水系札内川の
伏流水を水源とする２つの浄水場（計画浄水量
計41,100㎡/日）と貯留容量計28,400㎡を浄水場
2箇所、配水場2箇所に配置、前述の企業団水
を合わせ、１日平均給水量約44,000㎡、導・送・配
水管総延長は1,067㎞となっている。

3．現状と課題、その取り組み状況
　拡張、整備事業によって1,067㎞となった導・
送・配水管のうち高度経済成長期にあたる昭和
45年以前に布設された硬質塩化ビニル管を中
心に布設後40年以上経過した管路が約45㎞
存在する。これらの硬質塩化ビニル管は、経年
劣化に加え管体強度や継手性能などにおいて
耐震性能が不足していること、事実、平成25年
度の自然漏水発生件数のうち約90%が硬質塩
化ビニル管に起因するものであった。また、昭和
50年頃より採用、布設してきたＡ形ダクタイル鉄
管についても40年を超過する管路が今後増加
していくことから、耐震化も考慮した管路の更新
が急務とされ、現在、塩化ビニル管の更新に取り
組んでいるところである。なお、更新工事に使用
する管種はダクタイル鉄管を基本としているが
呼び径50についてのみ二層ポリエチレン管とし
ている。ただし、今年度は、平成25年8月にＪＤＰＡ
規格制定されたＳ５０形ダクタイル鉄管を試験的
に一部採用した。

この構造物の供用期間内に寿命を迎えることの
ない長寿命管として、外面塗装に亜鉛系合金+
封孔処理+合成樹脂塗料を施すことによって自
己防食機能を持ち長期的な耐久性を期待でき
るＧＸ形ダクタイル鉄管の採用を決定した。本市

の場合、掘削作業時には必ず土留め施工とし、
独自に最小掘削幅を決定している。そのため、
鉄管メーカが示す省スペ－スによる掘削幅を適
用した管材費+施工費による経済比較は行って
いない。

　今回の施工現場は、呼び径400としては全国
初採用となり鉄管メーカ、製品取り扱い商社様
の接合指導、立ち会いのもと順調に完了するこ
とができた。施工性について、現場での切断作
業は呼び径400の場合、溝切り、挿し口加工が
必要となる（ＮＳ形と同様）ため呼び径300以下と
比較すると加工に時間を要する。ただし改良さ
れたゴム輪によって挿入力は格段に改善されて
いるとの評価を受注者より得ている。施工性、施
工時間短縮の面から今後、切管ユニットの開
発、規格化に期待したい。

６．Ｓ５０形ダクタイル鉄管の試験採用
６－１　施工概要

　本試験施工現場の施工概要を下記に示す。

　現在、塩化ビニル管の更新を実施していると
ころであるが、呼び径75以上を更新対象として
いる。呼び径50の塩化ビニル管については、更
新に使用する管種を選定中なのが現状である。
従来は二層ポリエチレン管を使用してきたが、作
業環境（施工時の天候や地下水の高低）に左
右されることや、金属管に比べ漏水音が響きにく
く音聴による漏水調査が困難になるなどの問題
があった。そこで将来的な維持管理性を考慮し
S50形ダクタイル鉄管を試験的に採用、施工を
行った。人力での接合作業であったが施工性の
良さを確認することができた。

帯広市における老朽管更新事業の
取り組みについて

帯広市上下水道部水道課
建設係主査　吉澤　宏明
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７．おわりに
　今回、呼び径400を採用、NS形ダクタイル鉄管
の同径との施工性を比較すると挿入力が少なく
接合が容易であったことから、特に大きな問題も
なく施工ができることを確認。今後も基幹管路の
更新はGX形ダクタイル鉄管を採用していく考え
である。また、呼び径50についても今後、老朽管
更新事業の選定管種の１つとして検討していく
考えである。
　今年度、本市において布設後30年以上経過
した管路の管体調査を実施。結果、最大腐食深
3.3㎜（布設後40年経過、A形ダクタイル鉄管呼
び径100、ポリエチレンスリーブ被覆無し、腐食箇

所は管頂側）、実施箇所平均腐食深1.2㎜、埋
設地域によっては全く劣化の見られない箇所も
あり、比較的土壌の良い地域であると判断した
と同時にダクタイル鉄管の長期耐久性について
実管路での検証もできた。
　耐震継手を有する管にて更新、更に自己防
食機能を備えたGX形ダクタイル鉄管は、100年
管路、超長寿命管路として期待できるダクタイル
鉄管であり、将来にわたり「安心」「安全」「信
頼」できる水道水を供給する使命を全うできると
考える。

5．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
５－１　施工概要

　本工事現場の施工概要を下記に示す。
　本市は積雪寒冷地であることから最小土被り
を1.50ｍ以上、より凍結のし易い土質（市内一部
の地域）では1.80ｍ以上と内規を持っているこ
と、また本現場においては流入管の高さおよび
流出管（配水池）の高さが決まっていることから
平均土被り2.50ｍとした。掘削幅についても前
述、土留め施工としているため、水道事業実務
必携の算定方法を使用せず、本市独自に、たて
込み簡易土留協会監修の積算マニュアルをもと
に埋設管呼び径ごとに決定している数値、
1.20m（呼び径400の場合）とした。
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1．はじめに
　北海道東部十勝平野のほぼ中央に位置し、
面積は618.94平方㎞（東京23区とほぼ同じ）、人
口約17万人のまち。寒冷地でありながら降雪量
は比較的少なく、年間を通じて晴天が多いこの
地域は、恵まれた土地条件を背景に農業を主
要な産業とする十勝（1市16町2村）の中心地で
あり、農産物集積地、商業都市としての役割を
担っている。食と農林漁業を柱とした地域産業
政策の考え方を「フードバレーとかち」と総称し、
十勝全域とスクラムを組み、まちづくり全体に展
開しながら国内外へ地域の魅力を発信。「とか
ちのかち（十勝の価値）」を高めるために様々な
プロモーションを行っている。
　最近では、一昨年に公開された映画「銀の匙
　Silver Spoon」の劇中にも登場した「ばんえ

い競馬」も有名。体重1㌧を超える馬がおもりを
載せた鉄ソリを曳き、パワーとスピードを競う世界
で唯一の競馬開催地でもある。間近でレースを
観戦することができ、騎手の駆け引きの声や馬
の息づかいが感じられ、他では味わうことのでき
ない臨場感を持っている。このような観光と基幹
産業が一体となったまちづくりを進めているのが
帯広市である。

2．水道事業の概要
　帯広市は昭和26年に厚生省より上水道事業
認可を得て、計画給水区域412ha、計画給水人
口40,000人として市内一部の地域へ給水を開
始した。その後、市の発展と人口増加に対応す
べく4次の拡張事業を経て、水道水の供給を
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　管路の更新もさることながら、寿命を迎えてい
る配水場等、施設の更新も重要な課題となって
いる。本市における配水場の１つ、「南町配水
場、配水池」は、水道施設全体の中でも市内広
域（本市給水区域の約30%）に配水する重要な
役割を担っている。この配水場は、昭和28年か
ら運転しており4池ある配水池のうち2池は59年
が経過、残りの2池でも42年が経過している。平
成17年度に行った耐震診断においても耐震補
強が必要と診断された。配水池のみならず施設
全体の老朽化が著しいことから、改築による手
法で再整備を計画。隣接地に陸上自衛隊帯広
駐屯地、十勝飛行場が在り、航空法による高さ
の制限区域内となる立地条件のなか、防衛省と
のクレーン作業に係る協議を行い現敷地内での
建て替えを平成25年度より3ヵ年継続（平成27
年10月末竣工予定）で施工中である。
　この改築工事に伴い当然、配水場内の送水
管も更新対象として計画。本市の基幹管路には
ＮＳ形ダクタイル鉄管（平成23年度より呼び径
250まではＧＸ形ダクタイル鉄管）を採用し基幹
管路の耐震化を進めていることから、当初計画
ではＮＳ形ダクタイル鉄管を採用の予定であっ
た。平成25年度、整備のための準備を進めてい
く段階で６月には呼び径300、翌２月には呼び径
400までが規格化され管の選定に選択肢が増え
ていった。この様な状況の中、本市においては、
既に呼び径250までのＧＸ形ダクタイル鉄管を採
用していること、耐震性能を有すること、ライフサ
イクルコストの低減として採用する管種の再検
討を行った。現在、施工中である配水池等コンク
リート構造物の法定耐用年数が50年、少なくとも

行ってきた。更に昭和56年には、将来の水需要
を見据え第２の水源として本市ほか近隣4町2村
を構成団体とする十勝中部広域水道企業団を
設立、平成7年度より企業団からの受水を開始
した。現在、給水人口165,000人、給水区域内人
口に対する普及率は99.9%となっている。
　本市の水道施設としては、過去、数回に渡り
清流日本一に選定された十勝川水系札内川の
伏流水を水源とする２つの浄水場（計画浄水量
計41,100㎡/日）と貯留容量計28,400㎡を浄水場
2箇所、配水場2箇所に配置、前述の企業団水
を合わせ、１日平均給水量約44,000㎡、導・送・配
水管総延長は1,067㎞となっている。

3．現状と課題、その取り組み状況
　拡張、整備事業によって1,067㎞となった導・
送・配水管のうち高度経済成長期にあたる昭和
45年以前に布設された硬質塩化ビニル管を中
心に布設後40年以上経過した管路が約45㎞
存在する。これらの硬質塩化ビニル管は、経年
劣化に加え管体強度や継手性能などにおいて
耐震性能が不足していること、事実、平成25年
度の自然漏水発生件数のうち約90%が硬質塩
化ビニル管に起因するものであった。また、昭和
50年頃より採用、布設してきたＡ形ダクタイル鉄
管についても40年を超過する管路が今後増加
していくことから、耐震化も考慮した管路の更新
が急務とされ、現在、塩化ビニル管の更新に取り
組んでいるところである。なお、更新工事に使用
する管種はダクタイル鉄管を基本としているが
呼び径50についてのみ二層ポリエチレン管とし
ている。ただし、今年度は、平成25年8月にＪＤＰＡ
規格制定されたＳ５０形ダクタイル鉄管を試験的
に一部採用した。

この構造物の供用期間内に寿命を迎えることの
ない長寿命管として、外面塗装に亜鉛系合金+
封孔処理+合成樹脂塗料を施すことによって自
己防食機能を持ち長期的な耐久性を期待でき
るＧＸ形ダクタイル鉄管の採用を決定した。本市

の場合、掘削作業時には必ず土留め施工とし、
独自に最小掘削幅を決定している。そのため、
鉄管メーカが示す省スペ－スによる掘削幅を適
用した管材費+施工費による経済比較は行って
いない。

　今回の施工現場は、呼び径400としては全国
初採用となり鉄管メーカ、製品取り扱い商社様
の接合指導、立ち会いのもと順調に完了するこ
とができた。施工性について、現場での切断作
業は呼び径400の場合、溝切り、挿し口加工が
必要となる（ＮＳ形と同様）ため呼び径300以下と
比較すると加工に時間を要する。ただし改良さ
れたゴム輪によって挿入力は格段に改善されて
いるとの評価を受注者より得ている。施工性、施
工時間短縮の面から今後、切管ユニットの開
発、規格化に期待したい。

６．Ｓ５０形ダクタイル鉄管の試験採用
６－１　施工概要

　本試験施工現場の施工概要を下記に示す。

　現在、塩化ビニル管の更新を実施していると
ころであるが、呼び径75以上を更新対象として
いる。呼び径50の塩化ビニル管については、更
新に使用する管種を選定中なのが現状である。
従来は二層ポリエチレン管を使用してきたが、作
業環境（施工時の天候や地下水の高低）に左
右されることや、金属管に比べ漏水音が響きにく
く音聴による漏水調査が困難になるなどの問題
があった。そこで将来的な維持管理性を考慮し
S50形ダクタイル鉄管を試験的に採用、施工を
行った。人力での接合作業であったが施工性の
良さを確認することができた。

帯広市における老朽管更新事業の
取り組みについて

帯広市上下水道部水道課
建設係主査　吉澤　宏明

Technical Report 02 技術レポート

７．おわりに
　今回、呼び径400を採用、NS形ダクタイル鉄管
の同径との施工性を比較すると挿入力が少なく
接合が容易であったことから、特に大きな問題も
なく施工ができることを確認。今後も基幹管路の
更新はGX形ダクタイル鉄管を採用していく考え
である。また、呼び径50についても今後、老朽管
更新事業の選定管種の１つとして検討していく
考えである。
　今年度、本市において布設後30年以上経過
した管路の管体調査を実施。結果、最大腐食深
3.3㎜（布設後40年経過、A形ダクタイル鉄管呼
び径100、ポリエチレンスリーブ被覆無し、腐食箇

所は管頂側）、実施箇所平均腐食深1.2㎜、埋
設地域によっては全く劣化の見られない箇所も
あり、比較的土壌の良い地域であると判断した
と同時にダクタイル鉄管の長期耐久性について
実管路での検証もできた。
　耐震継手を有する管にて更新、更に自己防
食機能を備えたGX形ダクタイル鉄管は、100年
管路、超長寿命管路として期待できるダクタイル
鉄管であり、将来にわたり「安心」「安全」「信
頼」できる水道水を供給する使命を全うできると
考える。

5．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
５－１　施工概要

　本工事現場の施工概要を下記に示す。
　本市は積雪寒冷地であることから最小土被り
を1.50ｍ以上、より凍結のし易い土質（市内一部
の地域）では1.80ｍ以上と内規を持っているこ
と、また本現場においては流入管の高さおよび
流出管（配水池）の高さが決まっていることから
平均土被り2.50ｍとした。掘削幅についても前
述、土留め施工としているため、水道事業実務
必携の算定方法を使用せず、本市独自に、たて
込み簡易土留協会監修の積算マニュアルをもと
に埋設管呼び径ごとに決定している数値、
1.20m（呼び径400の場合）とした。
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工事場所　帯広市南の森西２丁目（南町配水場内）
呼 び 径　500・400・300
管　　種　NS形S種（500）・GX形S種（400・300）
内面仕様　モルタルライニング
　　　　　呼び径500　L=380m
施工延長　呼び径400　L= 94m
　　　　　呼び径300　L=144m

NS形500のみ被覆有ポリエチレン
スリーブ被覆

1．はじめに
　北海道東部十勝平野のほぼ中央に位置し、
面積は618.94平方㎞（東京23区とほぼ同じ）、人
口約17万人のまち。寒冷地でありながら降雪量
は比較的少なく、年間を通じて晴天が多いこの
地域は、恵まれた土地条件を背景に農業を主
要な産業とする十勝（1市16町2村）の中心地で
あり、農産物集積地、商業都市としての役割を
担っている。食と農林漁業を柱とした地域産業
政策の考え方を「フードバレーとかち」と総称し、
十勝全域とスクラムを組み、まちづくり全体に展
開しながら国内外へ地域の魅力を発信。「とか
ちのかち（十勝の価値）」を高めるために様々な
プロモーションを行っている。
　最近では、一昨年に公開された映画「銀の匙
　Silver Spoon」の劇中にも登場した「ばんえ

い競馬」も有名。体重1㌧を超える馬がおもりを
載せた鉄ソリを曳き、パワーとスピードを競う世界
で唯一の競馬開催地でもある。間近でレースを
観戦することができ、騎手の駆け引きの声や馬
の息づかいが感じられ、他では味わうことのでき
ない臨場感を持っている。このような観光と基幹
産業が一体となったまちづくりを進めているのが
帯広市である。

2．水道事業の概要
　帯広市は昭和26年に厚生省より上水道事業
認可を得て、計画給水区域412ha、計画給水人
口40,000人として市内一部の地域へ給水を開
始した。その後、市の発展と人口増加に対応す
べく4次の拡張事業を経て、水道水の供給を

4．ＧＸ形ダクタイル鉄管、呼び径４００の
採用経緯

　管路の更新もさることながら、寿命を迎えてい
る配水場等、施設の更新も重要な課題となって
いる。本市における配水場の１つ、「南町配水
場、配水池」は、水道施設全体の中でも市内広
域（本市給水区域の約30%）に配水する重要な
役割を担っている。この配水場は、昭和28年か
ら運転しており4池ある配水池のうち2池は59年
が経過、残りの2池でも42年が経過している。平
成17年度に行った耐震診断においても耐震補
強が必要と診断された。配水池のみならず施設
全体の老朽化が著しいことから、改築による手
法で再整備を計画。隣接地に陸上自衛隊帯広
駐屯地、十勝飛行場が在り、航空法による高さ
の制限区域内となる立地条件のなか、防衛省と
のクレーン作業に係る協議を行い現敷地内での
建て替えを平成25年度より3ヵ年継続（平成27
年10月末竣工予定）で施工中である。
　この改築工事に伴い当然、配水場内の送水
管も更新対象として計画。本市の基幹管路には
ＮＳ形ダクタイル鉄管（平成23年度より呼び径
250まではＧＸ形ダクタイル鉄管）を採用し基幹
管路の耐震化を進めていることから、当初計画
ではＮＳ形ダクタイル鉄管を採用の予定であっ
た。平成25年度、整備のための準備を進めてい
く段階で６月には呼び径300、翌２月には呼び径
400までが規格化され管の選定に選択肢が増え
ていった。この様な状況の中、本市においては、
既に呼び径250までのＧＸ形ダクタイル鉄管を採
用していること、耐震性能を有すること、ライフサ
イクルコストの低減として採用する管種の再検
討を行った。現在、施工中である配水池等コンク
リート構造物の法定耐用年数が50年、少なくとも

行ってきた。更に昭和56年には、将来の水需要
を見据え第２の水源として本市ほか近隣4町2村
を構成団体とする十勝中部広域水道企業団を
設立、平成7年度より企業団からの受水を開始
した。現在、給水人口165,000人、給水区域内人
口に対する普及率は99.9%となっている。
　本市の水道施設としては、過去、数回に渡り
清流日本一に選定された十勝川水系札内川の
伏流水を水源とする２つの浄水場（計画浄水量
計41,100㎡/日）と貯留容量計28,400㎡を浄水場
2箇所、配水場2箇所に配置、前述の企業団水
を合わせ、１日平均給水量約44,000㎡、導・送・配
水管総延長は1,067㎞となっている。

3．現状と課題、その取り組み状況
　拡張、整備事業によって1,067㎞となった導・
送・配水管のうち高度経済成長期にあたる昭和
45年以前に布設された硬質塩化ビニル管を中
心に布設後40年以上経過した管路が約45㎞
存在する。これらの硬質塩化ビニル管は、経年
劣化に加え管体強度や継手性能などにおいて
耐震性能が不足していること、事実、平成25年
度の自然漏水発生件数のうち約90%が硬質塩
化ビニル管に起因するものであった。また、昭和
50年頃より採用、布設してきたＡ形ダクタイル鉄
管についても40年を超過する管路が今後増加
していくことから、耐震化も考慮した管路の更新
が急務とされ、現在、塩化ビニル管の更新に取り
組んでいるところである。なお、更新工事に使用
する管種はダクタイル鉄管を基本としているが
呼び径50についてのみ二層ポリエチレン管とし
ている。ただし、今年度は、平成25年8月にＪＤＰＡ
規格制定されたＳ５０形ダクタイル鉄管を試験的
に一部採用した。

この構造物の供用期間内に寿命を迎えることの
ない長寿命管として、外面塗装に亜鉛系合金+
封孔処理+合成樹脂塗料を施すことによって自
己防食機能を持ち長期的な耐久性を期待でき
るＧＸ形ダクタイル鉄管の採用を決定した。本市

の場合、掘削作業時には必ず土留め施工とし、
独自に最小掘削幅を決定している。そのため、
鉄管メーカが示す省スペ－スによる掘削幅を適
用した管材費+施工費による経済比較は行って
いない。

　今回の施工現場は、呼び径400としては全国
初採用となり鉄管メーカ、製品取り扱い商社様
の接合指導、立ち会いのもと順調に完了するこ
とができた。施工性について、現場での切断作
業は呼び径400の場合、溝切り、挿し口加工が
必要となる（ＮＳ形と同様）ため呼び径300以下と
比較すると加工に時間を要する。ただし改良さ
れたゴム輪によって挿入力は格段に改善されて
いるとの評価を受注者より得ている。施工性、施
工時間短縮の面から今後、切管ユニットの開
発、規格化に期待したい。

６．Ｓ５０形ダクタイル鉄管の試験採用
６－１　施工概要

　本試験施工現場の施工概要を下記に示す。

　現在、塩化ビニル管の更新を実施していると
ころであるが、呼び径75以上を更新対象として
いる。呼び径50の塩化ビニル管については、更
新に使用する管種を選定中なのが現状である。
従来は二層ポリエチレン管を使用してきたが、作
業環境（施工時の天候や地下水の高低）に左
右されることや、金属管に比べ漏水音が響きにく
く音聴による漏水調査が困難になるなどの問題
があった。そこで将来的な維持管理性を考慮し
S50形ダクタイル鉄管を試験的に採用、施工を
行った。人力での接合作業であったが施工性の
良さを確認することができた。

写真1　呼び径400　
　　　  鉄管メーカによる接合指導

写真2　呼び径400　接合指導状況

写真3　呼び径400　管（直管）接合（管挿入）状況

写真4　呼び径400　接合確認

写真5　布設状況　直管→仕切弁→異形管

５－２　施工結果

７．おわりに
　今回、呼び径400を採用、NS形ダクタイル鉄管
の同径との施工性を比較すると挿入力が少なく
接合が容易であったことから、特に大きな問題も
なく施工ができることを確認。今後も基幹管路の
更新はGX形ダクタイル鉄管を採用していく考え
である。また、呼び径50についても今後、老朽管
更新事業の選定管種の１つとして検討していく
考えである。
　今年度、本市において布設後30年以上経過
した管路の管体調査を実施。結果、最大腐食深
3.3㎜（布設後40年経過、A形ダクタイル鉄管呼
び径100、ポリエチレンスリーブ被覆無し、腐食箇

所は管頂側）、実施箇所平均腐食深1.2㎜、埋
設地域によっては全く劣化の見られない箇所も
あり、比較的土壌の良い地域であると判断した
と同時にダクタイル鉄管の長期耐久性について
実管路での検証もできた。
　耐震継手を有する管にて更新、更に自己防
食機能を備えたGX形ダクタイル鉄管は、100年
管路、超長寿命管路として期待できるダクタイル
鉄管であり、将来にわたり「安心」「安全」「信
頼」できる水道水を供給する使命を全うできると
考える。

5．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
５－１　施工概要

　本工事現場の施工概要を下記に示す。
　本市は積雪寒冷地であることから最小土被り
を1.50ｍ以上、より凍結のし易い土質（市内一部
の地域）では1.80ｍ以上と内規を持っているこ
と、また本現場においては流入管の高さおよび
流出管（配水池）の高さが決まっていることから
平均土被り2.50ｍとした。掘削幅についても前
述、土留め施工としているため、水道事業実務
必携の算定方法を使用せず、本市独自に、たて
込み簡易土留協会監修の積算マニュアルをもと
に埋設管呼び径ごとに決定している数値、
1.20m（呼び径400の場合）とした。

26 ダクタイル鉄管 平成27.5 第96号



工事場所　帯広市南の森西２丁目（南町配水場内）
呼 び 径　500・400・300
管　　種　NS形S種（500）・GX形S種（400・300）
内面仕様　モルタルライニング
　　　　　呼び径500　L=380m
施工延長　呼び径400　L= 94m
　　　　　呼び径300　L=144m

NS形500のみ被覆有ポリエチレン
スリーブ被覆

1．はじめに
　北海道東部十勝平野のほぼ中央に位置し、
面積は618.94平方㎞（東京23区とほぼ同じ）、人
口約17万人のまち。寒冷地でありながら降雪量
は比較的少なく、年間を通じて晴天が多いこの
地域は、恵まれた土地条件を背景に農業を主
要な産業とする十勝（1市16町2村）の中心地で
あり、農産物集積地、商業都市としての役割を
担っている。食と農林漁業を柱とした地域産業
政策の考え方を「フードバレーとかち」と総称し、
十勝全域とスクラムを組み、まちづくり全体に展
開しながら国内外へ地域の魅力を発信。「とか
ちのかち（十勝の価値）」を高めるために様々な
プロモーションを行っている。
　最近では、一昨年に公開された映画「銀の匙
　Silver Spoon」の劇中にも登場した「ばんえ

い競馬」も有名。体重1㌧を超える馬がおもりを
載せた鉄ソリを曳き、パワーとスピードを競う世界
で唯一の競馬開催地でもある。間近でレースを
観戦することができ、騎手の駆け引きの声や馬
の息づかいが感じられ、他では味わうことのでき
ない臨場感を持っている。このような観光と基幹
産業が一体となったまちづくりを進めているのが
帯広市である。

2．水道事業の概要
　帯広市は昭和26年に厚生省より上水道事業
認可を得て、計画給水区域412ha、計画給水人
口40,000人として市内一部の地域へ給水を開
始した。その後、市の発展と人口増加に対応す
べく4次の拡張事業を経て、水道水の供給を

4．ＧＸ形ダクタイル鉄管、呼び径４００の
採用経緯

　管路の更新もさることながら、寿命を迎えてい
る配水場等、施設の更新も重要な課題となって
いる。本市における配水場の１つ、「南町配水
場、配水池」は、水道施設全体の中でも市内広
域（本市給水区域の約30%）に配水する重要な
役割を担っている。この配水場は、昭和28年か
ら運転しており4池ある配水池のうち2池は59年
が経過、残りの2池でも42年が経過している。平
成17年度に行った耐震診断においても耐震補
強が必要と診断された。配水池のみならず施設
全体の老朽化が著しいことから、改築による手
法で再整備を計画。隣接地に陸上自衛隊帯広
駐屯地、十勝飛行場が在り、航空法による高さ
の制限区域内となる立地条件のなか、防衛省と
のクレーン作業に係る協議を行い現敷地内での
建て替えを平成25年度より3ヵ年継続（平成27
年10月末竣工予定）で施工中である。
　この改築工事に伴い当然、配水場内の送水
管も更新対象として計画。本市の基幹管路には
ＮＳ形ダクタイル鉄管（平成23年度より呼び径
250まではＧＸ形ダクタイル鉄管）を採用し基幹
管路の耐震化を進めていることから、当初計画
ではＮＳ形ダクタイル鉄管を採用の予定であっ
た。平成25年度、整備のための準備を進めてい
く段階で６月には呼び径300、翌２月には呼び径
400までが規格化され管の選定に選択肢が増え
ていった。この様な状況の中、本市においては、
既に呼び径250までのＧＸ形ダクタイル鉄管を採
用していること、耐震性能を有すること、ライフサ
イクルコストの低減として採用する管種の再検
討を行った。現在、施工中である配水池等コンク
リート構造物の法定耐用年数が50年、少なくとも

行ってきた。更に昭和56年には、将来の水需要
を見据え第２の水源として本市ほか近隣4町2村
を構成団体とする十勝中部広域水道企業団を
設立、平成7年度より企業団からの受水を開始
した。現在、給水人口165,000人、給水区域内人
口に対する普及率は99.9%となっている。
　本市の水道施設としては、過去、数回に渡り
清流日本一に選定された十勝川水系札内川の
伏流水を水源とする２つの浄水場（計画浄水量
計41,100㎡/日）と貯留容量計28,400㎡を浄水場
2箇所、配水場2箇所に配置、前述の企業団水
を合わせ、１日平均給水量約44,000㎡、導・送・配
水管総延長は1,067㎞となっている。

3．現状と課題、その取り組み状況
　拡張、整備事業によって1,067㎞となった導・
送・配水管のうち高度経済成長期にあたる昭和
45年以前に布設された硬質塩化ビニル管を中
心に布設後40年以上経過した管路が約45㎞
存在する。これらの硬質塩化ビニル管は、経年
劣化に加え管体強度や継手性能などにおいて
耐震性能が不足していること、事実、平成25年
度の自然漏水発生件数のうち約90%が硬質塩
化ビニル管に起因するものであった。また、昭和
50年頃より採用、布設してきたＡ形ダクタイル鉄
管についても40年を超過する管路が今後増加
していくことから、耐震化も考慮した管路の更新
が急務とされ、現在、塩化ビニル管の更新に取り
組んでいるところである。なお、更新工事に使用
する管種はダクタイル鉄管を基本としているが
呼び径50についてのみ二層ポリエチレン管とし
ている。ただし、今年度は、平成25年8月にＪＤＰＡ
規格制定されたＳ５０形ダクタイル鉄管を試験的
に一部採用した。

この構造物の供用期間内に寿命を迎えることの
ない長寿命管として、外面塗装に亜鉛系合金+
封孔処理+合成樹脂塗料を施すことによって自
己防食機能を持ち長期的な耐久性を期待でき
るＧＸ形ダクタイル鉄管の採用を決定した。本市

の場合、掘削作業時には必ず土留め施工とし、
独自に最小掘削幅を決定している。そのため、
鉄管メーカが示す省スペ－スによる掘削幅を適
用した管材費+施工費による経済比較は行って
いない。

　今回の施工現場は、呼び径400としては全国
初採用となり鉄管メーカ、製品取り扱い商社様
の接合指導、立ち会いのもと順調に完了するこ
とができた。施工性について、現場での切断作
業は呼び径400の場合、溝切り、挿し口加工が
必要となる（ＮＳ形と同様）ため呼び径300以下と
比較すると加工に時間を要する。ただし改良さ
れたゴム輪によって挿入力は格段に改善されて
いるとの評価を受注者より得ている。施工性、施
工時間短縮の面から今後、切管ユニットの開
発、規格化に期待したい。

６．Ｓ５０形ダクタイル鉄管の試験採用
６－１　施工概要

　本試験施工現場の施工概要を下記に示す。

　現在、塩化ビニル管の更新を実施していると
ころであるが、呼び径75以上を更新対象として
いる。呼び径50の塩化ビニル管については、更
新に使用する管種を選定中なのが現状である。
従来は二層ポリエチレン管を使用してきたが、作
業環境（施工時の天候や地下水の高低）に左
右されることや、金属管に比べ漏水音が響きにく
く音聴による漏水調査が困難になるなどの問題
があった。そこで将来的な維持管理性を考慮し
S50形ダクタイル鉄管を試験的に採用、施工を
行った。人力での接合作業であったが施工性の
良さを確認することができた。

写真1　呼び径400　
　　　  鉄管メーカによる接合指導

写真2　呼び径400　接合指導状況

写真3　呼び径400　管（直管）接合（管挿入）状況

写真4　呼び径400　接合確認

写真5　布設状況　直管→仕切弁→異形管

５－２　施工結果

７．おわりに
　今回、呼び径400を採用、NS形ダクタイル鉄管
の同径との施工性を比較すると挿入力が少なく
接合が容易であったことから、特に大きな問題も
なく施工ができることを確認。今後も基幹管路の
更新はGX形ダクタイル鉄管を採用していく考え
である。また、呼び径50についても今後、老朽管
更新事業の選定管種の１つとして検討していく
考えである。
　今年度、本市において布設後30年以上経過
した管路の管体調査を実施。結果、最大腐食深
3.3㎜（布設後40年経過、A形ダクタイル鉄管呼
び径100、ポリエチレンスリーブ被覆無し、腐食箇

所は管頂側）、実施箇所平均腐食深1.2㎜、埋
設地域によっては全く劣化の見られない箇所も
あり、比較的土壌の良い地域であると判断した
と同時にダクタイル鉄管の長期耐久性について
実管路での検証もできた。
　耐震継手を有する管にて更新、更に自己防
食機能を備えたGX形ダクタイル鉄管は、100年
管路、超長寿命管路として期待できるダクタイル
鉄管であり、将来にわたり「安心」「安全」「信
頼」できる水道水を供給する使命を全うできると
考える。

5．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
５－１　施工概要

　本工事現場の施工概要を下記に示す。
　本市は積雪寒冷地であることから最小土被り
を1.50ｍ以上、より凍結のし易い土質（市内一部
の地域）では1.80ｍ以上と内規を持っているこ
と、また本現場においては流入管の高さおよび
流出管（配水池）の高さが決まっていることから
平均土被り2.50ｍとした。掘削幅についても前
述、土留め施工としているため、水道事業実務
必携の算定方法を使用せず、本市独自に、たて
込み簡易土留協会監修の積算マニュアルをもと
に埋設管呼び径ごとに決定している数値、
1.20m（呼び径400の場合）とした。
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工事場所　帯広市西20条南5丁目

呼 び 径　50

管　　種　S50形S種

内面仕様　内面粉体塗装

施工延長　L=110m

　　　　　なしポリエチレン
スリーブ被覆

1．はじめに
　北海道東部十勝平野のほぼ中央に位置し、
面積は618.94平方㎞（東京23区とほぼ同じ）、人
口約17万人のまち。寒冷地でありながら降雪量
は比較的少なく、年間を通じて晴天が多いこの
地域は、恵まれた土地条件を背景に農業を主
要な産業とする十勝（1市16町2村）の中心地で
あり、農産物集積地、商業都市としての役割を
担っている。食と農林漁業を柱とした地域産業
政策の考え方を「フードバレーとかち」と総称し、
十勝全域とスクラムを組み、まちづくり全体に展
開しながら国内外へ地域の魅力を発信。「とか
ちのかち（十勝の価値）」を高めるために様々な
プロモーションを行っている。
　最近では、一昨年に公開された映画「銀の匙
　Silver Spoon」の劇中にも登場した「ばんえ

い競馬」も有名。体重1㌧を超える馬がおもりを
載せた鉄ソリを曳き、パワーとスピードを競う世界
で唯一の競馬開催地でもある。間近でレースを
観戦することができ、騎手の駆け引きの声や馬
の息づかいが感じられ、他では味わうことのでき
ない臨場感を持っている。このような観光と基幹
産業が一体となったまちづくりを進めているのが
帯広市である。

2．水道事業の概要
　帯広市は昭和26年に厚生省より上水道事業
認可を得て、計画給水区域412ha、計画給水人
口40,000人として市内一部の地域へ給水を開
始した。その後、市の発展と人口増加に対応す
べく4次の拡張事業を経て、水道水の供給を

4．ＧＸ形ダクタイル鉄管、呼び径４００の
採用経緯

　管路の更新もさることながら、寿命を迎えてい
る配水場等、施設の更新も重要な課題となって
いる。本市における配水場の１つ、「南町配水
場、配水池」は、水道施設全体の中でも市内広
域（本市給水区域の約30%）に配水する重要な
役割を担っている。この配水場は、昭和28年か
ら運転しており4池ある配水池のうち2池は59年
が経過、残りの2池でも42年が経過している。平
成17年度に行った耐震診断においても耐震補
強が必要と診断された。配水池のみならず施設
全体の老朽化が著しいことから、改築による手
法で再整備を計画。隣接地に陸上自衛隊帯広
駐屯地、十勝飛行場が在り、航空法による高さ
の制限区域内となる立地条件のなか、防衛省と
のクレーン作業に係る協議を行い現敷地内での
建て替えを平成25年度より3ヵ年継続（平成27
年10月末竣工予定）で施工中である。
　この改築工事に伴い当然、配水場内の送水
管も更新対象として計画。本市の基幹管路には
ＮＳ形ダクタイル鉄管（平成23年度より呼び径
250まではＧＸ形ダクタイル鉄管）を採用し基幹
管路の耐震化を進めていることから、当初計画
ではＮＳ形ダクタイル鉄管を採用の予定であっ
た。平成25年度、整備のための準備を進めてい
く段階で６月には呼び径300、翌２月には呼び径
400までが規格化され管の選定に選択肢が増え
ていった。この様な状況の中、本市においては、
既に呼び径250までのＧＸ形ダクタイル鉄管を採
用していること、耐震性能を有すること、ライフサ
イクルコストの低減として採用する管種の再検
討を行った。現在、施工中である配水池等コンク
リート構造物の法定耐用年数が50年、少なくとも

行ってきた。更に昭和56年には、将来の水需要
を見据え第２の水源として本市ほか近隣4町2村
を構成団体とする十勝中部広域水道企業団を
設立、平成7年度より企業団からの受水を開始
した。現在、給水人口165,000人、給水区域内人
口に対する普及率は99.9%となっている。
　本市の水道施設としては、過去、数回に渡り
清流日本一に選定された十勝川水系札内川の
伏流水を水源とする２つの浄水場（計画浄水量
計41,100㎡/日）と貯留容量計28,400㎡を浄水場
2箇所、配水場2箇所に配置、前述の企業団水
を合わせ、１日平均給水量約44,000㎡、導・送・配
水管総延長は1,067㎞となっている。

3．現状と課題、その取り組み状況
　拡張、整備事業によって1,067㎞となった導・
送・配水管のうち高度経済成長期にあたる昭和
45年以前に布設された硬質塩化ビニル管を中
心に布設後40年以上経過した管路が約45㎞
存在する。これらの硬質塩化ビニル管は、経年
劣化に加え管体強度や継手性能などにおいて
耐震性能が不足していること、事実、平成25年
度の自然漏水発生件数のうち約90%が硬質塩
化ビニル管に起因するものであった。また、昭和
50年頃より採用、布設してきたＡ形ダクタイル鉄
管についても40年を超過する管路が今後増加
していくことから、耐震化も考慮した管路の更新
が急務とされ、現在、塩化ビニル管の更新に取り
組んでいるところである。なお、更新工事に使用
する管種はダクタイル鉄管を基本としているが
呼び径50についてのみ二層ポリエチレン管とし
ている。ただし、今年度は、平成25年8月にＪＤＰＡ
規格制定されたＳ５０形ダクタイル鉄管を試験的
に一部採用した。

この構造物の供用期間内に寿命を迎えることの
ない長寿命管として、外面塗装に亜鉛系合金+
封孔処理+合成樹脂塗料を施すことによって自
己防食機能を持ち長期的な耐久性を期待でき
るＧＸ形ダクタイル鉄管の採用を決定した。本市

の場合、掘削作業時には必ず土留め施工とし、
独自に最小掘削幅を決定している。そのため、
鉄管メーカが示す省スペ－スによる掘削幅を適
用した管材費+施工費による経済比較は行って
いない。

　今回の施工現場は、呼び径400としては全国
初採用となり鉄管メーカ、製品取り扱い商社様
の接合指導、立ち会いのもと順調に完了するこ
とができた。施工性について、現場での切断作
業は呼び径400の場合、溝切り、挿し口加工が
必要となる（ＮＳ形と同様）ため呼び径300以下と
比較すると加工に時間を要する。ただし改良さ
れたゴム輪によって挿入力は格段に改善されて
いるとの評価を受注者より得ている。施工性、施
工時間短縮の面から今後、切管ユニットの開
発、規格化に期待したい。

６．Ｓ５０形ダクタイル鉄管の試験採用
６－１　施工概要

　本試験施工現場の施工概要を下記に示す。

　現在、塩化ビニル管の更新を実施していると
ころであるが、呼び径75以上を更新対象として
いる。呼び径50の塩化ビニル管については、更
新に使用する管種を選定中なのが現状である。
従来は二層ポリエチレン管を使用してきたが、作
業環境（施工時の天候や地下水の高低）に左
右されることや、金属管に比べ漏水音が響きにく
く音聴による漏水調査が困難になるなどの問題
があった。そこで将来的な維持管理性を考慮し
S50形ダクタイル鉄管を試験的に採用、施工を
行った。人力での接合作業であったが施工性の
良さを確認することができた。

写真6　布設状況　写真左　GX形呼び径400
　　  　写真右　NS形呼び径500

写真7　施工状況　呼び径50　メーカによる接合指導

写真8　呼び径50　管接合（挿入）状況

写真9　呼び径50　管布設状況

７．おわりに
　今回、呼び径400を採用、NS形ダクタイル鉄管
の同径との施工性を比較すると挿入力が少なく
接合が容易であったことから、特に大きな問題も
なく施工ができることを確認。今後も基幹管路の
更新はGX形ダクタイル鉄管を採用していく考え
である。また、呼び径50についても今後、老朽管
更新事業の選定管種の１つとして検討していく
考えである。
　今年度、本市において布設後30年以上経過
した管路の管体調査を実施。結果、最大腐食深
3.3㎜（布設後40年経過、A形ダクタイル鉄管呼
び径100、ポリエチレンスリーブ被覆無し、腐食箇

６－２　施工状況

所は管頂側）、実施箇所平均腐食深1.2㎜、埋
設地域によっては全く劣化の見られない箇所も
あり、比較的土壌の良い地域であると判断した
と同時にダクタイル鉄管の長期耐久性について
実管路での検証もできた。
　耐震継手を有する管にて更新、更に自己防
食機能を備えたGX形ダクタイル鉄管は、100年
管路、超長寿命管路として期待できるダクタイル
鉄管であり、将来にわたり「安心」「安全」「信
頼」できる水道水を供給する使命を全うできると
考える。

5．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
５－１　施工概要

　本工事現場の施工概要を下記に示す。
　本市は積雪寒冷地であることから最小土被り
を1.50ｍ以上、より凍結のし易い土質（市内一部
の地域）では1.80ｍ以上と内規を持っているこ
と、また本現場においては流入管の高さおよび
流出管（配水池）の高さが決まっていることから
平均土被り2.50ｍとした。掘削幅についても前
述、土留め施工としているため、水道事業実務
必携の算定方法を使用せず、本市独自に、たて
込み簡易土留協会監修の積算マニュアルをもと
に埋設管呼び径ごとに決定している数値、
1.20m（呼び径400の場合）とした。
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工事場所　帯広市西20条南5丁目

呼 び 径　50

管　　種　S50形S種

内面仕様　内面粉体塗装

施工延長　L=110m

　　　　　なしポリエチレン
スリーブ被覆

1．はじめに
　北海道東部十勝平野のほぼ中央に位置し、
面積は618.94平方㎞（東京23区とほぼ同じ）、人
口約17万人のまち。寒冷地でありながら降雪量
は比較的少なく、年間を通じて晴天が多いこの
地域は、恵まれた土地条件を背景に農業を主
要な産業とする十勝（1市16町2村）の中心地で
あり、農産物集積地、商業都市としての役割を
担っている。食と農林漁業を柱とした地域産業
政策の考え方を「フードバレーとかち」と総称し、
十勝全域とスクラムを組み、まちづくり全体に展
開しながら国内外へ地域の魅力を発信。「とか
ちのかち（十勝の価値）」を高めるために様々な
プロモーションを行っている。
　最近では、一昨年に公開された映画「銀の匙
　Silver Spoon」の劇中にも登場した「ばんえ

い競馬」も有名。体重1㌧を超える馬がおもりを
載せた鉄ソリを曳き、パワーとスピードを競う世界
で唯一の競馬開催地でもある。間近でレースを
観戦することができ、騎手の駆け引きの声や馬
の息づかいが感じられ、他では味わうことのでき
ない臨場感を持っている。このような観光と基幹
産業が一体となったまちづくりを進めているのが
帯広市である。

2．水道事業の概要
　帯広市は昭和26年に厚生省より上水道事業
認可を得て、計画給水区域412ha、計画給水人
口40,000人として市内一部の地域へ給水を開
始した。その後、市の発展と人口増加に対応す
べく4次の拡張事業を経て、水道水の供給を

4．ＧＸ形ダクタイル鉄管、呼び径４００の
採用経緯

　管路の更新もさることながら、寿命を迎えてい
る配水場等、施設の更新も重要な課題となって
いる。本市における配水場の１つ、「南町配水
場、配水池」は、水道施設全体の中でも市内広
域（本市給水区域の約30%）に配水する重要な
役割を担っている。この配水場は、昭和28年か
ら運転しており4池ある配水池のうち2池は59年
が経過、残りの2池でも42年が経過している。平
成17年度に行った耐震診断においても耐震補
強が必要と診断された。配水池のみならず施設
全体の老朽化が著しいことから、改築による手
法で再整備を計画。隣接地に陸上自衛隊帯広
駐屯地、十勝飛行場が在り、航空法による高さ
の制限区域内となる立地条件のなか、防衛省と
のクレーン作業に係る協議を行い現敷地内での
建て替えを平成25年度より3ヵ年継続（平成27
年10月末竣工予定）で施工中である。
　この改築工事に伴い当然、配水場内の送水
管も更新対象として計画。本市の基幹管路には
ＮＳ形ダクタイル鉄管（平成23年度より呼び径
250まではＧＸ形ダクタイル鉄管）を採用し基幹
管路の耐震化を進めていることから、当初計画
ではＮＳ形ダクタイル鉄管を採用の予定であっ
た。平成25年度、整備のための準備を進めてい
く段階で６月には呼び径300、翌２月には呼び径
400までが規格化され管の選定に選択肢が増え
ていった。この様な状況の中、本市においては、
既に呼び径250までのＧＸ形ダクタイル鉄管を採
用していること、耐震性能を有すること、ライフサ
イクルコストの低減として採用する管種の再検
討を行った。現在、施工中である配水池等コンク
リート構造物の法定耐用年数が50年、少なくとも

行ってきた。更に昭和56年には、将来の水需要
を見据え第２の水源として本市ほか近隣4町2村
を構成団体とする十勝中部広域水道企業団を
設立、平成7年度より企業団からの受水を開始
した。現在、給水人口165,000人、給水区域内人
口に対する普及率は99.9%となっている。
　本市の水道施設としては、過去、数回に渡り
清流日本一に選定された十勝川水系札内川の
伏流水を水源とする２つの浄水場（計画浄水量
計41,100㎡/日）と貯留容量計28,400㎡を浄水場
2箇所、配水場2箇所に配置、前述の企業団水
を合わせ、１日平均給水量約44,000㎡、導・送・配
水管総延長は1,067㎞となっている。

3．現状と課題、その取り組み状況
　拡張、整備事業によって1,067㎞となった導・
送・配水管のうち高度経済成長期にあたる昭和
45年以前に布設された硬質塩化ビニル管を中
心に布設後40年以上経過した管路が約45㎞
存在する。これらの硬質塩化ビニル管は、経年
劣化に加え管体強度や継手性能などにおいて
耐震性能が不足していること、事実、平成25年
度の自然漏水発生件数のうち約90%が硬質塩
化ビニル管に起因するものであった。また、昭和
50年頃より採用、布設してきたＡ形ダクタイル鉄
管についても40年を超過する管路が今後増加
していくことから、耐震化も考慮した管路の更新
が急務とされ、現在、塩化ビニル管の更新に取り
組んでいるところである。なお、更新工事に使用
する管種はダクタイル鉄管を基本としているが
呼び径50についてのみ二層ポリエチレン管とし
ている。ただし、今年度は、平成25年8月にＪＤＰＡ
規格制定されたＳ５０形ダクタイル鉄管を試験的
に一部採用した。

この構造物の供用期間内に寿命を迎えることの
ない長寿命管として、外面塗装に亜鉛系合金+
封孔処理+合成樹脂塗料を施すことによって自
己防食機能を持ち長期的な耐久性を期待でき
るＧＸ形ダクタイル鉄管の採用を決定した。本市

の場合、掘削作業時には必ず土留め施工とし、
独自に最小掘削幅を決定している。そのため、
鉄管メーカが示す省スペ－スによる掘削幅を適
用した管材費+施工費による経済比較は行って
いない。

　今回の施工現場は、呼び径400としては全国
初採用となり鉄管メーカ、製品取り扱い商社様
の接合指導、立ち会いのもと順調に完了するこ
とができた。施工性について、現場での切断作
業は呼び径400の場合、溝切り、挿し口加工が
必要となる（ＮＳ形と同様）ため呼び径300以下と
比較すると加工に時間を要する。ただし改良さ
れたゴム輪によって挿入力は格段に改善されて
いるとの評価を受注者より得ている。施工性、施
工時間短縮の面から今後、切管ユニットの開
発、規格化に期待したい。

６．Ｓ５０形ダクタイル鉄管の試験採用
６－１　施工概要

　本試験施工現場の施工概要を下記に示す。

　現在、塩化ビニル管の更新を実施していると
ころであるが、呼び径75以上を更新対象として
いる。呼び径50の塩化ビニル管については、更
新に使用する管種を選定中なのが現状である。
従来は二層ポリエチレン管を使用してきたが、作
業環境（施工時の天候や地下水の高低）に左
右されることや、金属管に比べ漏水音が響きにく
く音聴による漏水調査が困難になるなどの問題
があった。そこで将来的な維持管理性を考慮し
S50形ダクタイル鉄管を試験的に採用、施工を
行った。人力での接合作業であったが施工性の
良さを確認することができた。

写真6　布設状況　写真左　GX形呼び径400
　　  　写真右　NS形呼び径500

写真7　施工状況　呼び径50　メーカによる接合指導

写真8　呼び径50　管接合（挿入）状況

写真9　呼び径50　管布設状況

７．おわりに
　今回、呼び径400を採用、NS形ダクタイル鉄管
の同径との施工性を比較すると挿入力が少なく
接合が容易であったことから、特に大きな問題も
なく施工ができることを確認。今後も基幹管路の
更新はGX形ダクタイル鉄管を採用していく考え
である。また、呼び径50についても今後、老朽管
更新事業の選定管種の１つとして検討していく
考えである。
　今年度、本市において布設後30年以上経過
した管路の管体調査を実施。結果、最大腐食深
3.3㎜（布設後40年経過、A形ダクタイル鉄管呼
び径100、ポリエチレンスリーブ被覆無し、腐食箇

６－２　施工状況

所は管頂側）、実施箇所平均腐食深1.2㎜、埋
設地域によっては全く劣化の見られない箇所も
あり、比較的土壌の良い地域であると判断した
と同時にダクタイル鉄管の長期耐久性について
実管路での検証もできた。
　耐震継手を有する管にて更新、更に自己防
食機能を備えたGX形ダクタイル鉄管は、100年
管路、超長寿命管路として期待できるダクタイル
鉄管であり、将来にわたり「安心」「安全」「信
頼」できる水道水を供給する使命を全うできると
考える。

5．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
５－１　施工概要

　本工事現場の施工概要を下記に示す。
　本市は積雪寒冷地であることから最小土被り
を1.50ｍ以上、より凍結のし易い土質（市内一部
の地域）では1.80ｍ以上と内規を持っているこ
と、また本現場においては流入管の高さおよび
流出管（配水池）の高さが決まっていることから
平均土被り2.50ｍとした。掘削幅についても前
述、土留め施工としているため、水道事業実務
必携の算定方法を使用せず、本市独自に、たて
込み簡易土留協会監修の積算マニュアルをもと
に埋設管呼び径ごとに決定している数値、
1.20m（呼び径400の場合）とした。
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などを目標に掲げ，『夢・未来 輝く福山 100
周年』をキャッチフレーズに，市を挙げて
各種事業を実施する予定にしています。

２．福山市の水道施設の概要
　上水道の浄水場は，市内に７カ所あり，
主力浄水場の出原，中津原，千田の3つの
浄水場の総配水能力は186,600㎥／日，これ
に福田，熊野，山野，芋原の小規模浄水場
と県用水の受水を合わせると合計で208，370
㎥／日の施設能力を有しており，平成25年
度末現在，給水人口は450,871人，給水人口
普及率は95.7％，1日平均配水量は142，416㎥
／日，有収率は92.3％で，配水管の総延長
は2,823ｋｍに達しています。

　また，万葉集にも詠われ，潮待ちの港と
して栄えた「鞆の浦」は，テレビ・映画などの
ロケ地などに利用されています。本年ＴＢ
Ｓ系列で放送された日曜劇場「流星ワゴン」
のロケ地にもなっていました。
　平成24年度からは，市制施行100周年と
なる平成28年度を目標年次とする第四次福
山市総合計画後期基本計画をスタートさ
せ，将来都市像「にぎわい　しあわせ　あ
ふれる躍動都市　～ばらのまち　福山～」
の実現をめざし，備後地域の中核都市とし
てふさわしい，すべての市民が豊かさを実
感でき，市民一人ひとりがまちづくりの主
役として活躍できる自主・自立のまちづくり
を進めており，100周年記念事業への全員
参加や「100万本のばらのまち福山｣の実現

福山市における
呼び径300ＧＸ形ダクタイル鉄管の
採用事例について

福山市上下水道局工務部　配水管整備課
主査（統括）　髙橋　克佳

Technical Report 03 技術レポート

１．はじめに
　本市は，広島県の東南部で岡山県に隣接
し，瀬戸内海国立公園のほぼ中央に位置し
ており，大正5年に市制施行し，平成10年
には中核市へ移行，その後も周辺4町との
合併などにより，現在は人口約47万人，市
域面積518㎢を有する中核市となっていま
す。
　高速道路網や重要港湾などの物流基盤が
整い，電子部品，繊維製品などの製造業が
バランスよく立地しており，日本一の粗鋼
生産量を誇る製鉄所（ＪＦＥスチール㈱西日本
製鉄所）やオンリーワン・ナンバーワンの技
術力を持った企業が数多く集積し，自然災
害が少なく，活力ある産業集積と定住環境
に恵まれた都市として発展してきました。

　戦後復興の中で，市民が千本のばら苗を
植えたことから，「ばら」のまちづくりが始
まり，「ばら」を市の花とするとともに，協
働のまちづくりのシンボルとして位置付
け，「ばら」が咲き誇る5月には，「福山ばら
祭」を開催し，80万人以上の来場者を迎
え，多彩なイベントを行っています。

● ローラちゃん

３．福山市における管路耐震化の取組
　平成24年度から平成28年度までの5ヵ年計
画で，「第七次配水管整備事業計画」を策定
し，総事業費約100億円・更新延長約125km

（基幹管路：25km，重要管路：35km，一般
管路：65km）の事業を進めています。
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などを目標に掲げ，『夢・未来 輝く福山 100
周年』をキャッチフレーズに，市を挙げて
各種事業を実施する予定にしています。

２．福山市の水道施設の概要
　上水道の浄水場は，市内に７カ所あり，
主力浄水場の出原，中津原，千田の3つの
浄水場の総配水能力は186,600㎥／日，これ
に福田，熊野，山野，芋原の小規模浄水場
と県用水の受水を合わせると合計で208，370
㎥／日の施設能力を有しており，平成25年
度末現在，給水人口は450,871人，給水人口
普及率は95.7％，1日平均配水量は142，416㎥
／日，有収率は92.3％で，配水管の総延長
は2,823ｋｍに達しています。

　また，万葉集にも詠われ，潮待ちの港と
して栄えた「鞆の浦」は，テレビ・映画などの
ロケ地などに利用されています。本年ＴＢ
Ｓ系列で放送された日曜劇場「流星ワゴン」
のロケ地にもなっていました。
　平成24年度からは，市制施行100周年と
なる平成28年度を目標年次とする第四次福
山市総合計画後期基本計画をスタートさ
せ，将来都市像「にぎわい　しあわせ　あ
ふれる躍動都市　～ばらのまち　福山～」
の実現をめざし，備後地域の中核都市とし
てふさわしい，すべての市民が豊かさを実
感でき，市民一人ひとりがまちづくりの主
役として活躍できる自主・自立のまちづくり
を進めており，100周年記念事業への全員
参加や「100万本のばらのまち福山｣の実現

福山市における
呼び径300ＧＸ形ダクタイル鉄管の
採用事例について

福山市上下水道局工務部　配水管整備課
主査（統括）　髙橋　克佳

Technical Report 03 技術レポート

１．はじめに
　本市は，広島県の東南部で岡山県に隣接
し，瀬戸内海国立公園のほぼ中央に位置し
ており，大正5年に市制施行し，平成10年
には中核市へ移行，その後も周辺4町との
合併などにより，現在は人口約47万人，市
域面積518㎢を有する中核市となっていま
す。
　高速道路網や重要港湾などの物流基盤が
整い，電子部品，繊維製品などの製造業が
バランスよく立地しており，日本一の粗鋼
生産量を誇る製鉄所（ＪＦＥスチール㈱西日本
製鉄所）やオンリーワン・ナンバーワンの技
術力を持った企業が数多く集積し，自然災
害が少なく，活力ある産業集積と定住環境
に恵まれた都市として発展してきました。

　戦後復興の中で，市民が千本のばら苗を
植えたことから，「ばら」のまちづくりが始
まり，「ばら」を市の花とするとともに，協
働のまちづくりのシンボルとして位置付
け，「ばら」が咲き誇る5月には，「福山ばら
祭」を開催し，80万人以上の来場者を迎
え，多彩なイベントを行っています。

● ローラちゃん

３．福山市における管路耐震化の取組
　平成24年度から平成28年度までの5ヵ年計
画で，「第七次配水管整備事業計画」を策定
し，総事業費約100億円・更新延長約125km

（基幹管路：25km，重要管路：35km，一般
管路：65km）の事業を進めています。
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≪事業方針≫

　厳しい財政状況を踏まえ，管路をより厳
選しながら更新を行い，万一被災した場
合，市民生活に重大な影響を及ぼす基幹管
路および災害時に重要な拠点となる施設ま
での重要管路の耐震化並びに減災の視点に
立った管路の複線化などに重点をおき，目
標を定めて，安心・安全な給水の確保と効率
的な施設整備を図っています。
≪重点目標≫

○基幹管路・重要管路の重点的な更新およ
び耐震化

○管路のループ化・複線化によるバック
アップ機能の強化

○老朽管の更新および管網整備による有
収率の向上

≪進捗状況≫

　平成25年度末で計画の2年が終了し，事
業費ベースでは約40億円（進捗率約40％），
更新延長ベースでは約57km（進捗率約
46％），管路別の耐震化率も，基幹管路
62.3％・重要管路17.3％・一般管路15.3％と
上がり，管路全体の耐震化率は18.5％に達
し，計画は概ね順調に推移していると考え
ています。

※「第七次配水管整備事業計画2012年度～2016年度」2012年（平成24年）1月

≪耐震化の目標値≫
 基幹管路 重要管路 一般管路 管路全体

  2012年度（平成24年度） 61.0％ 15.7％ 13.9％ 17.0％

  2016年度（平成28年度） 70.3％ 27.3％ 15.5％ 19.9％

図1 基幹管路と更新予定路線
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≪事業方針≫

　厳しい財政状況を踏まえ，管路をより厳
選しながら更新を行い，万一被災した場
合，市民生活に重大な影響を及ぼす基幹管
路および災害時に重要な拠点となる施設ま
での重要管路の耐震化並びに減災の視点に
立った管路の複線化などに重点をおき，目
標を定めて，安心・安全な給水の確保と効率
的な施設整備を図っています。
≪重点目標≫

○基幹管路・重要管路の重点的な更新およ
び耐震化

○管路のループ化・複線化によるバック
アップ機能の強化

○老朽管の更新および管網整備による有
収率の向上

≪進捗状況≫

　平成25年度末で計画の2年が終了し，事
業費ベースでは約40億円（進捗率約40％），
更新延長ベースでは約57km（進捗率約
46％），管路別の耐震化率も，基幹管路
62.3％・重要管路17.3％・一般管路15.3％と
上がり，管路全体の耐震化率は18.5％に達
し，計画は概ね順調に推移していると考え
ています。

※「第七次配水管整備事業計画2012年度～2016年度」2012年（平成24年）1月

≪耐震化の目標値≫
 基幹管路 重要管路 一般管路 管路全体

  2012年度（平成24年度） 61.0％ 15.7％ 13.9％ 17.0％

  2016年度（平成28年度） 70.3％ 27.3％ 15.5％ 19.9％

図1 基幹管路と更新予定路線
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４．福山市における耐震管採用の取組
　本市は，沖積層の地盤や海岸を埋立てて
出来た埋立地で形成されています。そのよ
うな状況下で，管路の耐震化を図るため，
口径ごとに管種を定め，耐震管を全面採用
しています。
　ダクタイル鉄管の採用状況は，次のとお
りです。
　○呼び径 75～300：ＧＸ形ダクタイル鉄管
　○呼び径350～600：ＮＳ形ダクタイル鉄管
　平成18年度から「壊れにくい」「内外面が腐

５．呼び径300ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工事例
　平成26年度に呼び径300ＧＸ形ダクタイル鉄管を1，417ｍ布設した工事のうち2例を報告します。

　工事名 ①配水管布設工事 ②配水管布設工事

工 事 場 所
  

福山市田尻町地内

管種・口径 ＧＸ形1種管φ300 ＧＸ形1種管φ300
内 面 塗 装 エポキシ樹脂粉体塗装 エポキシ樹脂粉体塗装
施 工 延 長 518.2ｍ 438.0ｍ
土　被　り 0.8ｍ 0.8ｍ
掘　削　幅 0.65ｍ 0.65ｍ

食しにくい」「施工品質の確保」などの経済
性や施工性などを総合的に検討した結果，
ＮＳ形ダクタイル鉄管を採用しました。
　平成26年度からは，新たにコスト縮減・施
工性向上・長寿命を目的に開発されたＧＸ形
ダクタイル鉄管を採用し，今年度の布設延
長は，5,539ｍになる予定です。
　今後は，呼び径400ＧＸ形ダクタイル鉄管
の採用に向けて，検討を考えています。

事業計画図

事業計画図

福山市東深津町三丁目
および引野町一丁目地内

工事概要
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性や施工性などを総合的に検討した結果，
ＮＳ形ダクタイル鉄管を採用しました。
　平成26年度からは，新たにコスト縮減・施
工性向上・長寿命を目的に開発されたＧＸ形
ダクタイル鉄管を採用し，今年度の布設延
長は，5,539ｍになる予定です。
　今後は，呼び径400ＧＸ形ダクタイル鉄管
の採用に向けて，検討を考えています。

事業計画図

事業計画図

福山市東深津町三丁目
および引野町一丁目地内

工事概要
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1）施工結果

　①福山市東深津町三丁目および引野町一丁
目地内の配水管布設工事箇所は，国道182号
線交差点から東側へ呼び径300ＧＸ形管を約
520ｍ布設するもので，沿道には福山市内で有
数の卸売市場および店舗が密集しており，昼
間の交通量が多いため夜間施工としました。
道路使用許可は午後9時から翌日午前6時まで
でしたが，卸売市場に出入りする大型車両が
午前3時を過ぎると多くなるため，実質6時間で
作業を終える必要がありました。

　ＮＳ形の掘削幅は0.85ｍに対して，ＧＸ管は
0.65ｍと0.20ｍ狭めることができ，またＧＸ管の
継手接合時の挿入力が軽減され，施工性が
向上していることが確認できました。
　また，本工事では伏せ越し部が4ヵ所ありまし
たが，Ｔ頭ボルトナット数が8本であるＮＳ形曲管
に比べ，ＧＸ形曲管は4本であることや，Ｔ頭ボ
ルトナットの締め付け管理がメタルタッチであるこ
とからも，夜間施工での施工管理が容易でし
た。

７．おわりに
　今後も管路更新は，ライフラインとして災害
時にも安定した給水ができることを基本に考えて
いますが，経年管の急激な増加により，これら
の管路をすべて布設替えすることは財政的に
困難であり，法定耐用年数を超えても，配水
管としての機能に問題がないものは，今後，使
い続ける必要があると考えています。

写真1（直管の施工状況） 写真2（異形管の施工状況）

写真3（直管の施工状況）

写真4（配管技能講習会）

　②福山市田尻町地内の配水管布設工事箇
所は，主要地方道福山鞆線の直線部のた
め，実施では日進量が24ｍに達したことで，早
期に完成しました。

６．福山市独自の配管有資格者による施
工体制の確立

　本市では，高品質で災害に強く安心できる
水道施設を構築するため，平成20年度より，
配水管布設工事等の請負業者に，発注管種・
口径ごとに講習会受講修了者（有資格者）の施
工を義務付けて工事の品質確保を図っていま
す。
　平成26年4月からは，新たに管路の長寿命
化を図るためにＧＸ形ダクタイル鉄管を採用し，
耐震継手管の施工に関する知識や技能を修得
してもらうために配水管技能講習会を本市独自
で開催し，312人の受講修了者を有資格者とし
て認定しました。
　また，日本水道協会主催の配水管工技能講
習会（小口径管講習会）を平成26年4月以降に
受講した人も，同等の資格を有していると判断
し，施工可能としています。

　原則，布設後40年を経過した管路が経年管
の対象となりますが，漏水事故経歴や腐食調
査の結果を基に，使用年数を伸ばすなどアセッ
トマネジメントの視点を取り入れ，効率的な更新
と管路網の整備を行い，安定給水を確保して
いくため，管路種別ごとに毎年更新の優先順
位の見直しを行いながら，今後も経年管の更
新に取り組んでいきます。

　これにより，多くの資格者を確保することが可
能となり，更なる強固な施工体制が確立し，管
種の性能を最大限に引き出し，安心・安全な配
水を行うことができるものと考えています。
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1）施工結果

　①福山市東深津町三丁目および引野町一丁
目地内の配水管布設工事箇所は，国道182号
線交差点から東側へ呼び径300ＧＸ形管を約
520ｍ布設するもので，沿道には福山市内で有
数の卸売市場および店舗が密集しており，昼
間の交通量が多いため夜間施工としました。
道路使用許可は午後9時から翌日午前6時まで
でしたが，卸売市場に出入りする大型車両が
午前3時を過ぎると多くなるため，実質6時間で
作業を終える必要がありました。

　ＮＳ形の掘削幅は0.85ｍに対して，ＧＸ管は
0.65ｍと0.20ｍ狭めることができ，またＧＸ管の
継手接合時の挿入力が軽減され，施工性が
向上していることが確認できました。
　また，本工事では伏せ越し部が4ヵ所ありまし
たが，Ｔ頭ボルトナット数が8本であるＮＳ形曲管
に比べ，ＧＸ形曲管は4本であることや，Ｔ頭ボ
ルトナットの締め付け管理がメタルタッチであるこ
とからも，夜間施工での施工管理が容易でし
た。

７．おわりに
　今後も管路更新は，ライフラインとして災害
時にも安定した給水ができることを基本に考えて
いますが，経年管の急激な増加により，これら
の管路をすべて布設替えすることは財政的に
困難であり，法定耐用年数を超えても，配水
管としての機能に問題がないものは，今後，使
い続ける必要があると考えています。

写真1（直管の施工状況） 写真2（異形管の施工状況）

写真3（直管の施工状況）

写真4（配管技能講習会）

　②福山市田尻町地内の配水管布設工事箇
所は，主要地方道福山鞆線の直線部のた
め，実施では日進量が24ｍに達したことで，早
期に完成しました。

６．福山市独自の配管有資格者による施
工体制の確立

　本市では，高品質で災害に強く安心できる
水道施設を構築するため，平成20年度より，
配水管布設工事等の請負業者に，発注管種・
口径ごとに講習会受講修了者（有資格者）の施
工を義務付けて工事の品質確保を図っていま
す。
　平成26年4月からは，新たに管路の長寿命
化を図るためにＧＸ形ダクタイル鉄管を採用し，
耐震継手管の施工に関する知識や技能を修得
してもらうために配水管技能講習会を本市独自
で開催し，312人の受講修了者を有資格者とし
て認定しました。
　また，日本水道協会主催の配水管工技能講
習会（小口径管講習会）を平成26年4月以降に
受講した人も，同等の資格を有していると判断
し，施工可能としています。

　原則，布設後40年を経過した管路が経年管
の対象となりますが，漏水事故経歴や腐食調
査の結果を基に，使用年数を伸ばすなどアセッ
トマネジメントの視点を取り入れ，効率的な更新
と管路網の整備を行い，安定給水を確保して
いくため，管路種別ごとに毎年更新の優先順
位の見直しを行いながら，今後も経年管の更
新に取り組んでいきます。

　これにより，多くの資格者を確保することが可
能となり，更なる強固な施工体制が確立し，管
種の性能を最大限に引き出し，安心・安全な配
水を行うことができるものと考えています。
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Ｓ50形ダクタイル鉄管の
採用について

武蔵野市水道部 工務課

課長補佐　鈴木　隆司

Technical Report 04 技術レポート

１．はじめに
　武蔵野市は東京都の多摩地域東部にあり、
面積10.9km²の緑豊かで文化・芸術の香り高い
閑静な住宅地である。　
本市の水道は、昭和29年に給水を開始し、現
在、給水人口141,584人に日量5万ｍ³の水道水
を供給している。そのうち80％を市内27箇所の
深井戸から地下水を取水し、残りの20％は東京
都から分水して2箇所の浄水場から供給してい
る。
　管網の整備については、平成11年からは耐
震継手管を正式に採用し、にごり水対策と耐震
化の推進のため、老朽管の更新を継続的に進
めている。
　また、平成15年度より取水の安定確保のため
水源の更生・更新工事を計画的に行い、平成20

年度より円滑な水運用のため、浄水場施設の経
年劣化した設備の更新を進め、水の安定供給
を図っている。

2．管路更新の取り組み
　本市における導送配水管の総延長は297ｋｍ
で、そのうち配水管が277ｋｍを占めている。配水
小管である呼び径75～呼び径350を中心とし
て、老朽管の更新を鋭意計画的に行っている。
　平成11年度からＮＳ形ダクタイル鉄管を全面
採用して、耐震性の向上に努めており、平成25
年度末における管路の耐震化率は43.6％と全
国平均を上回っている。そして、平成26年度から
は、新耐震管であるＧＸ形ダクタイル鉄管を採用
し、管路の更なる耐震化を進めているところであ

る。
　総延長で7.8ｋｍあった石綿管の更新は、平成
6年から石綿管更新の補助金を活用して10ヵ年
計画で更新に取り組み、平成15年には全ての石
綿管の更新を完了している。また、昭和30年代
に布設した普通鋳鉄管が10.1ｋｍ残存している
ことから、赤水対策として継続的に更新を実施し
ている。
　呼び径50以下の小口径配水管を、配水補助
管という扱いにしている。この配水補助管のう
ち、昭和30年から40年代に布設した塩ビ管が、
経年劣化や出水不足解消のため更新が必要
であった。しかし、呼び径50以下の耐震性ダクタ
イル鉄管がなかったことから、仕方なく呼び径75
のＮＳ形ダクタイル鉄管により、口径を拡大して更
新を行ってきた。また、行き止まり部など滞留が懸
念される場所では残留塩素対策が必要となり、
呼び径50で更新する管種として水道用波状ス
テンレス鋼管（以下SUS管）、配水ポリエチレン
管、塩化ビニル管の比較検討を行った。その結
果として、平成19年から主に給水用配管として
用いられているSUS管により更新を行ってきた。
　しかし、このSUS管は統計上で耐震管として
計上できない等の不満があったことから、呼び
径50の老朽管更新について、耐震性を考慮し
た管種選定を実施したので以下に報告する。

３．管種選定
　樹脂管を含めて呼び径50の管種選定を実施
し、以下の点を考慮してＳ50形ダクタイル鉄管
（以下、Ｓ50形管）を採用することとした。

・ダクタイル鉄管は豊富な実績があり、将来も安
心して使用できる。

・管体強度が大きく、他工事で破損し難い。
・地震時の地盤変位（引張り、圧縮）に対し、管
の変形を伴なわずに継手の伸縮により地盤に
追従することができる。

・高い耐震性により複数回の地震に耐えること
ができる。
・水場でも施工できるため、補修や更新などの
維持管理がしやすい。

・呼び径75ＮＳ形と比較して、コストメリットがあ
る。

　また、管路を構成するうえで必要となる受挿し
バルブや給水管の材料としてステンレス製サド
ル、呼び径30,40の給水管に対応する呼び径
50×呼び径40の不断水分岐材などが供給され
ることが分かったことも採用を進めることにつな
がっている。
　平成25年8月には、横浜市水道局でＳ50形管
の施工現場を見学し、水道局職員や施工業者
にヒアリングする機会があった。当時はＧＸ形が
普及し始めた時期で、ＧＸ形から分岐するため
の材料が揃っていなかったが、軽量で運搬が容
易なことや押し輪がメタルタッチ構造となっており
施工スピードが早いことが分かった。またＳ50形
管の接合は、50ｃｍの掘削幅でも苦にならないと
いうことであった。

４．Ｓ50形管の採用
（１）Ｓ50形管の概要

　これまで耐震性のダクタイル鉄管は、呼び径
75以上のみであったが、平成26年4月に呼び径
50の耐震管であるＳ50形管が日本ダクタイル鉄
管協会で規格化（JDPA　G1052）された。表1
にＳ50形管の概要を示す。
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課長補佐　鈴木　隆司
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１．はじめに
　武蔵野市は東京都の多摩地域東部にあり、
面積10.9km²の緑豊かで文化・芸術の香り高い
閑静な住宅地である。　
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在、給水人口141,584人に日量5万ｍ³の水道水
を供給している。そのうち80％を市内27箇所の
深井戸から地下水を取水し、残りの20％は東京
都から分水して2箇所の浄水場から供給してい
る。
　管網の整備については、平成11年からは耐
震継手管を正式に採用し、にごり水対策と耐震
化の推進のため、老朽管の更新を継続的に進
めている。
　また、平成15年度より取水の安定確保のため
水源の更生・更新工事を計画的に行い、平成20

年度より円滑な水運用のため、浄水場施設の経
年劣化した設備の更新を進め、水の安定供給
を図っている。

2．管路更新の取り組み
　本市における導送配水管の総延長は297ｋｍ
で、そのうち配水管が277ｋｍを占めている。配水
小管である呼び径75～呼び径350を中心とし
て、老朽管の更新を鋭意計画的に行っている。
　平成11年度からＮＳ形ダクタイル鉄管を全面
採用して、耐震性の向上に努めており、平成25
年度末における管路の耐震化率は43.6％と全
国平均を上回っている。そして、平成26年度から
は、新耐震管であるＧＸ形ダクタイル鉄管を採用
し、管路の更なる耐震化を進めているところであ

る。
　総延長で7.8ｋｍあった石綿管の更新は、平成
6年から石綿管更新の補助金を活用して10ヵ年
計画で更新に取り組み、平成15年には全ての石
綿管の更新を完了している。また、昭和30年代
に布設した普通鋳鉄管が10.1ｋｍ残存している
ことから、赤水対策として継続的に更新を実施し
ている。
　呼び径50以下の小口径配水管を、配水補助
管という扱いにしている。この配水補助管のう
ち、昭和30年から40年代に布設した塩ビ管が、
経年劣化や出水不足解消のため更新が必要
であった。しかし、呼び径50以下の耐震性ダクタ
イル鉄管がなかったことから、仕方なく呼び径75
のＮＳ形ダクタイル鉄管により、口径を拡大して更
新を行ってきた。また、行き止まり部など滞留が懸
念される場所では残留塩素対策が必要となり、
呼び径50で更新する管種として水道用波状ス
テンレス鋼管（以下SUS管）、配水ポリエチレン
管、塩化ビニル管の比較検討を行った。その結
果として、平成19年から主に給水用配管として
用いられているSUS管により更新を行ってきた。
　しかし、このSUS管は統計上で耐震管として
計上できない等の不満があったことから、呼び
径50の老朽管更新について、耐震性を考慮し
た管種選定を実施したので以下に報告する。

３．管種選定
　樹脂管を含めて呼び径50の管種選定を実施
し、以下の点を考慮してＳ50形ダクタイル鉄管
（以下、Ｓ50形管）を採用することとした。

・ダクタイル鉄管は豊富な実績があり、将来も安
心して使用できる。

・管体強度が大きく、他工事で破損し難い。
・地震時の地盤変位（引張り、圧縮）に対し、管
の変形を伴なわずに継手の伸縮により地盤に
追従することができる。
・高い耐震性により複数回の地震に耐えること
ができる。
・水場でも施工できるため、補修や更新などの
維持管理がしやすい。
・呼び径75ＮＳ形と比較して、コストメリットがあ
る。

　また、管路を構成するうえで必要となる受挿し
バルブや給水管の材料としてステンレス製サド
ル、呼び径30,40の給水管に対応する呼び径
50×呼び径40の不断水分岐材などが供給され
ることが分かったことも採用を進めることにつな
がっている。
　平成25年8月には、横浜市水道局でＳ50形管
の施工現場を見学し、水道局職員や施工業者
にヒアリングする機会があった。当時はＧＸ形が
普及し始めた時期で、ＧＸ形から分岐するため
の材料が揃っていなかったが、軽量で運搬が容
易なことや押し輪がメタルタッチ構造となっており
施工スピードが早いことが分かった。またＳ50形
管の接合は、50ｃｍの掘削幅でも苦にならないと
いうことであった。

４．Ｓ50形管の採用
（１）Ｓ50形管の概要

　これまで耐震性のダクタイル鉄管は、呼び径
75以上のみであったが、平成26年4月に呼び径
50の耐震管であるＳ50形管が日本ダクタイル鉄
管協会で規格化（JDPA　G1052）された。表1
にＳ50形管の概要を示す。
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　異形管は水圧による不平均力に抵抗させる
ため図2のように、抜け止め押輪により継手部を
固定し、屈曲・伸縮しない離脱防止継手となって
いる。挿し口突部の有無に関わらずロックリング
は不要であり、以下の特長がある。
①ＧＸ形、ＮＳ形と同等の耐震性能

②外面耐食塗装による長期耐久性
③メカニカル継手、新形状ロックリングにより接
合・解体が容易
④メタルタッチ構造により、Ｔ頭ボルト・ナットのトル
ク管理が不要
⑤切管時の挿し口加工が不要

　直管の継手構造は、図1に示すようにロックリ
ングを内蔵したメカニカルタイプになっている。そ
して、ＧＸ形等の耐震管と同様に継手毎に±1％
の伸縮量があり、離脱防止状態では、挿し口突

部と受口内にセットされたロックリングが引っ掛か
り3DｋＮの引張力に耐えることができる（表2）。こ
のため、地震等で大きな地盤変位が発生した場
合でも、周辺の継手を引っ張り地盤の変位に追
従することができる。

図2　Ｓ50形管 異形管構造

図1　Ｓ50形管 直管構造

図3　試験施工場所

試験施工場所

　　　　　　表1　Ｓ50形管概要

 呼び径 50

 直管の有効長 4ｍ

 直管の管種（管厚） S種（6.0ｍｍ）

許容曲げ
角度

　　　　  表2　Ｓ50形管 継手性能

呼び径 離脱防止力
（kN）

伸縮量
（mm）

 50 ±40 4° 150

（２）試験施工

　管種選定の結果を踏まえて、平成25年に配
水補助管を対象とした老朽管更新の試験施工
を2件（合計延長282ｍ）実施した。当初は、行き
止まり部に限定して検討していたが、管網解析
の結果から、管網内での管内滞留の解消にも
効果が見込めることから、対象管路を広げて試
験施工場所の選定を行った。そのうち「吉祥寺
東町二丁目42番先配水補助管布設替え工事」
について概要を以下に示す。

工 事 名
　吉祥寺東町二丁目42番先配水補助管

　　　　　布設替え工事
工事場所　吉祥寺東町二丁目42番先（図3）
更新対象管　呼び径30　硬質塩化ビニル管
新　　管　Ｓ50形ダクタイル鉄管　Ｓ種管
施工延長　213.9ｍ
設計水圧　0.75ＭＰａ
土 被 り　0.7ｍ
施工時期　平成25年11月27日～平成26年2月28日

ゴム輪

T頭ボルト・ナット
（SUS304）

【ロックリング】

押輪（FCD420）
ロックリング
（SUS316）

ゴム輪 伸縮量
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　これらの試験施工では、以下の４項目につい
て確認した。
　・設計方法
　・施工性
　・給水の分岐方法
　・問題点の抽出

　設計では、従来の耐震管路と同様、一体化長
さ範囲内の直管の受口には、管の伸縮を防止
するためライナをセットする。この場合の一体化
長さは適用管路に当てはまることを条件に、一体
化長さ早見表により選定することができる。異形
管受口と切管挿し口部には抜け止め押輪をセッ
トする（図4）。
　試験施工後の業者ヒアリングでは、管が軽量
で吊込み据付、管の挿入、接合、という一連の作
業全てが人力で容易に実施できたことから、施
工性について高い評価を得られた。メカニカル
継手を採用し、メタルタッチ構造の押輪を使用し
て締め付けトルクの管理が不要となったことや、

ＳＵＳ製の新形状ロックリングの採用により、人力
で管挿入ができるようになったこともメリットとして
挙げられる。このため、管の施工を短時間で行う
ことができた（表3）。
　呼び径50の配水補助管からの分岐箇所で
は、不断水分岐を横方向から穿孔するため、こ
れまでの官民境界からのオフセット（1.2ｍ）では、
Ｌ形側溝を一度壊して、配管施工した後に復旧
するという手間がかかってしまう。このため、Ｌ形
側溝への干渉を避けるため官民境界からのオ
フセットを1.4ｍに変更した。

　この試験施工では、事前に水道部職員とコン
サルタント会社、武蔵野市管工事組合業者を対
象とした配管技術講習会を実施した。この講習
会を実施したことにより、新規で採用したＳ50形
管を適切に設計・施工することができた（写真1）。

（３）試験施工見学会

　東京都三市水道問題協議会では、東京都
水道局に編入していない、昭島市水道部、羽村
市水道事業所、武蔵野市水道部の3市で情報
交換や問題の共有・解決を連携して行ってい
る。この協議会での情報提供の一環として、平
成25年12月5日に「Ｓ50形管施工見学会」を開
催した（写真2）。

　高い耐震性をもつ呼び径50のダクタイル鉄管
を容易に施工できることから、好評であった。そし
て、この見学会がきっかけとなり、昭島市でもＳ50
形採用に向けて検討を行っているということであ
る。今後は、周辺事業体との相互協力のレベル
を更に向上させたいと考えている。

写真1　配管技術講習会写真
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※S50形ダクタイル鉄管管路の設計（JDPA T59）

42 ダクタイル鉄管 平成27.5 第96号



　これらの試験施工では、以下の４項目につい
て確認した。
　・設計方法
　・施工性
　・給水の分岐方法
　・問題点の抽出

　設計では、従来の耐震管路と同様、一体化長
さ範囲内の直管の受口には、管の伸縮を防止
するためライナをセットする。この場合の一体化
長さは適用管路に当てはまることを条件に、一体
化長さ早見表により選定することができる。異形
管受口と切管挿し口部には抜け止め押輪をセッ
トする（図4）。
　試験施工後の業者ヒアリングでは、管が軽量
で吊込み据付、管の挿入、接合、という一連の作
業全てが人力で容易に実施できたことから、施
工性について高い評価を得られた。メカニカル
継手を採用し、メタルタッチ構造の押輪を使用し
て締め付けトルクの管理が不要となったことや、

ＳＵＳ製の新形状ロックリングの採用により、人力
で管挿入ができるようになったこともメリットとして
挙げられる。このため、管の施工を短時間で行う
ことができた（表3）。
　呼び径50の配水補助管からの分岐箇所で
は、不断水分岐を横方向から穿孔するため、こ
れまでの官民境界からのオフセット（1.2ｍ）では、
Ｌ形側溝を一度壊して、配管施工した後に復旧
するという手間がかかってしまう。このため、Ｌ形
側溝への干渉を避けるため官民境界からのオ
フセットを1.4ｍに変更した。

　この試験施工では、事前に水道部職員とコン
サルタント会社、武蔵野市管工事組合業者を対
象とした配管技術講習会を実施した。この講習
会を実施したことにより、新規で採用したＳ50形
管を適切に設計・施工することができた（写真1）。

（３）試験施工見学会

　東京都三市水道問題協議会では、東京都
水道局に編入していない、昭島市水道部、羽村
市水道事業所、武蔵野市水道部の3市で情報
交換や問題の共有・解決を連携して行ってい
る。この協議会での情報提供の一環として、平
成25年12月5日に「Ｓ50形管施工見学会」を開
催した（写真2）。

　高い耐震性をもつ呼び径50のダクタイル鉄管
を容易に施工できることから、好評であった。そし
て、この見学会がきっかけとなり、昭島市でもＳ50
形採用に向けて検討を行っているということであ
る。今後は、周辺事業体との相互協力のレベル
を更に向上させたいと考えている。

写真1　配管技術講習会写真

表3　Ｓ50形管 施工性試験結果（参考）

図4　S50形管割図

DIP.S50 φ50×4.0m １本

DIP.S50 甲切管 φ50
DIP.S50 甲切管 φ50

DIP.S50 甲切管 φ50

DIP.S50 曲管 45ﾟ
DIP.S50 曲管 45ﾟDIP.S50 曲管 45ﾟ

DIP.S50 曲管 45ﾟ

DIP.S50 曲管 45ﾟ
DIP.S50 曲管 45ﾟ

DIP.S50 曲管 45ﾟ
DIP.S50 曲管 45ﾟ

DIP.S50 φ50×4.0m １本
DIP.S50 φ50×4.0m ９本

イ

イ

DIP.S50 φ50×4.0m ４本DIP.S50 φ50×4.0m １本

DIP(NS)φ75

DIP.S50 甲切管 φ50

DIP.S50 甲切管 φ50

DIP.S50 乙切管 φ50

DIP.S50 曲管 45ﾟ

DIP.S50 曲管 45ﾟ

DIP.S50 継ぎ輪

DIP.S ソフトシール仕切弁受挿し型 φ50

DIP.S50 甲切管 φ50 DIP.S50 甲切管 φ50

DIP.S50 曲管 22ﾟ1/2
DIP.S50 曲管 22ﾟ1/2 DIP.S50 曲管 11ﾟ1/4

DIP.S50 曲管 11ﾟ1/4イ

イ

DIP.S50 φ50×4.0m １本
DIP.S50 φ50×4.0m ５本

DIP.S50 甲切管 φ50

DIP.S50 φ50×4.0m 13本
DIP.S50 φ50×4.0m ３本

DIP.S50 甲切管 φ50
DIP.S50 乙切管 φ50

DIP.S50 甲切管 φ50

ビニール管補修継手
VW ソケット・エルボ φ50

DIP.K 帽　φ75

VPφ50

DIP.S50 挿受片落管 φ75(NS)×50
DIP.NS ソフトシール仕切弁受挿し型 φ75

DIP.S50 φ50×4.0m ９本
DIP.NS-K 甲切管 φ75

VW 直　管 φ50　L=4.2m

DIP.S50 受挿し片落管 φ75(NS)×50

ろくろ継手（メータ用）φ50
シモク（鋼管用）φ50

DIP.S50 φ50×4.0m １本

抜け止め押輪

ライナ装着時

試験回数

1回目

2回目

3回目

4回目

2.6

3.2

3.1

3.0

4.9

4.7

4.6

4.7

2.9 4.2

直　　管 抜け止め押輪 呼び径75
GX形直管

呼び径75
NS形直管

試験結果（分） 参考値（分）

※S50形ダクタイル鉄管管路の設計（JDPA T59）
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（４）正式採用

　平成25年度の試験施工の実施後に、Ｓ50形
管採用の効果を整理した結果、以下の内容が
挙げられたため、平成26年度からの本格採用に
踏み切り、11件（約2.3ｋｍ）の施工を実施した。
・既に耐震管を採用していたことから、容易に設
計を行うことができた。

５．配水補助管の更新計画
　現在、本市の人口は微増傾向にあるが、平成
30年以降には減少に転じるという推計が出てい
る。節水機器の普及や将来の人口減少による水
需要の減少から、水道水の管内滞留や水質劣
化が懸念されていることから、中長期的な需要
予測を織り込みダウンサイジングを踏まえた管路
施設の再構築が必要となっている。
　配水補助管を含めた配水管路の管網解析を
行ったところ、管内滞留により残留塩素濃度の
低下が懸念される呼び径75以上の管路が散見
された。その反面、呼び径40以下の配水補助管
を呼び径50に拡径しても水質上問題とならない
管路があることも分かった。このため、滞留の危
険性がある呼び径75以上の管路は適切な呼び
径にダウンサイジングし、拡径しても問題とならな
い配水補助管はＳ50形管により耐震性を向上さ
せるように、衛生性と耐震性をバランス良く組み
合わせて継続的に管路を更新していきたい。
　更新対象となる配水補助管の老朽塩ビ管は
39ｋｍあり、そのうち呼び径40以下の7ｋｍについ
ては、平成26年度から3ヵ年計画で全ての老朽
塩ビ管を更新する計画である。
　新水道ビジョンで提唱されている強靱という
観点において、管路を耐震化することが重要と

写真3　Ｓ50形施工写真

写真2　試験施工見学会写真

なる。ダクタイル鉄管は管体強度が大きく、高水
圧や重交通道路下など荷重条件が厳しい箇所
でも安心して使用できる。特に、災害時における
断水箇所を最小限にするためＳ50形管等の耐
震性の高いダクイタイル鉄管を用いて優先的に
更新していく計画である。

６．おわりに
　本市で課題とされてきた、配水補助管の耐震
性向上と管内滞留による水質劣化について、Ｓ
50形管による解決事例の報告を行った。
　Ｓ50形管は全国的に起こるといわれている人
口減少などによる需要減少に対応できる管とし
て開発された経緯がある。今後、Ｓ50形管を活
用することにより、安全な水道水の供給と、強靱
な管路施設を構築していきたい。
　また、老朽化により低水圧で管理せざるを得
ない地域の管路を更新していくことにより、貯水
槽から直結給水への切り替えを推進し、おいし
い水の供給に貢献したいと考えている。
　最後に、長期間使用される管路施設は、維持
管理のしやすさが重要であることから、Ｓ50形管
についても通水したままで、分岐・補修のできる
資機材等の更なる充実を期待したい。

・管接合における一連の作業が人力で容易に
でき、掘削幅50ｃｍで問題なく施工できた。
・施工が早く日進量が長かった。
・ＧＸ形と同様の外面耐食塗装を採用してお
り、長期の耐久性が期待できる。
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（４）正式採用

　平成25年度の試験施工の実施後に、Ｓ50形
管採用の効果を整理した結果、以下の内容が
挙げられたため、平成26年度からの本格採用に
踏み切り、11件（約2.3ｋｍ）の施工を実施した。
・既に耐震管を採用していたことから、容易に設
計を行うことができた。

５．配水補助管の更新計画
　現在、本市の人口は微増傾向にあるが、平成
30年以降には減少に転じるという推計が出てい
る。節水機器の普及や将来の人口減少による水
需要の減少から、水道水の管内滞留や水質劣
化が懸念されていることから、中長期的な需要
予測を織り込みダウンサイジングを踏まえた管路
施設の再構築が必要となっている。
　配水補助管を含めた配水管路の管網解析を
行ったところ、管内滞留により残留塩素濃度の
低下が懸念される呼び径75以上の管路が散見
された。その反面、呼び径40以下の配水補助管
を呼び径50に拡径しても水質上問題とならない
管路があることも分かった。このため、滞留の危
険性がある呼び径75以上の管路は適切な呼び
径にダウンサイジングし、拡径しても問題とならな
い配水補助管はＳ50形管により耐震性を向上さ
せるように、衛生性と耐震性をバランス良く組み
合わせて継続的に管路を更新していきたい。
　更新対象となる配水補助管の老朽塩ビ管は
39ｋｍあり、そのうち呼び径40以下の7ｋｍについ
ては、平成26年度から3ヵ年計画で全ての老朽
塩ビ管を更新する計画である。
　新水道ビジョンで提唱されている強靱という
観点において、管路を耐震化することが重要と

写真3　Ｓ50形施工写真

写真2　試験施工見学会写真

なる。ダクタイル鉄管は管体強度が大きく、高水
圧や重交通道路下など荷重条件が厳しい箇所
でも安心して使用できる。特に、災害時における
断水箇所を最小限にするためＳ50形管等の耐
震性の高いダクイタイル鉄管を用いて優先的に
更新していく計画である。

６．おわりに
　本市で課題とされてきた、配水補助管の耐震
性向上と管内滞留による水質劣化について、Ｓ
50形管による解決事例の報告を行った。
　Ｓ50形管は全国的に起こるといわれている人
口減少などによる需要減少に対応できる管とし
て開発された経緯がある。今後、Ｓ50形管を活
用することにより、安全な水道水の供給と、強靱
な管路施設を構築していきたい。
　また、老朽化により低水圧で管理せざるを得
ない地域の管路を更新していくことにより、貯水
槽から直結給水への切り替えを推進し、おいし
い水の供給に貢献したいと考えている。
　最後に、長期間使用される管路施設は、維持
管理のしやすさが重要であることから、Ｓ50形管
についても通水したままで、分岐・補修のできる
資機材等の更なる充実を期待したい。

・管接合における一連の作業が人力で容易に
でき、掘削幅50ｃｍで問題なく施工できた。
・施工が早く日進量が長かった。
・ＧＸ形と同様の外面耐食塗装を採用してお
り、長期の耐久性が期待できる。
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京都府水道用水供給事業［京都府営水道（条例上 名称）］

浄 水 場 の 名 称 宇治浄水場 木津浄水場 乙訓浄水場 合計

浄 水 場 の 所 在 地 宇治市宇治下居 木津川市吐師医王寺 京都市西京区御陵 －

水 源 の 種 別
ダム湖水〈天ヶ瀬ダム〉

（宇治川）
表流水

（木津川）
表流水

（桂川 〈保津川〉）
－

計 画 取 水 量 1.2㎥／秒 0.9㎥／秒 0.86㎥／秒 2.96㎥／秒

計画一日最大給水量
［現　状］

96,000㎥／日
［72,000］

72,000㎥／日
［48,000］

68,800㎥／日
［46,000］

236,800㎥／日
［166,000］

給 水 対 象 団 体
（給水開始年月）

城 陽 市（昭和39年12月）
宇 治 市（昭和40年  6月）
久御山町（昭和43年  4月）
八 幡 市（昭和43年  7月）

木津川市（昭和52年10月）
(旧木津町域）

京田辺市（昭和53年  7月）
精 華 町（昭和63年  7月）

向 日 市（平成12年10月）
長岡京市（平成12年10月）
大山崎町（平成12年10月）

10市町

京都府水道用水供給事業
送水管路更新・耐震化事業の推進

京都府環境部
建設整備課

広域整備担当

副主査　木村　順士

Technical Report 05 技術レポート

１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。

（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。

（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。

（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。

（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。

●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。

●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

表１　京都府水道用水供給事業の概要

京都府環境部
建設整備課
広域整備担当

副課長　碇　正登

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。
●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。

（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。

（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

図１　府営水道管路の状況（H25末現在）

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。

～安心・安全な給水体制の確保を目指して～
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京都府水道用水供給事業［京都府営水道（条例上 名称）］

浄 水 場 の 名 称 宇治浄水場 木津浄水場 乙訓浄水場 合計

浄 水 場 の 所 在 地 宇治市宇治下居 木津川市吐師医王寺 京都市西京区御陵 －

水 源 の 種 別
ダム湖水〈天ヶ瀬ダム〉

（宇治川）
表流水

（木津川）
表流水

（桂川 〈保津川〉）
－

計 画 取 水 量 1.2㎥／秒 0.9㎥／秒 0.86㎥／秒 2.96㎥／秒

計画一日最大給水量
［現　状］

96,000㎥／日
［72,000］

72,000㎥／日
［48,000］

68,800㎥／日
［46,000］

236,800㎥／日
［166,000］

給 水 対 象 団 体
（給水開始年月）

城 陽 市（昭和39年12月）
宇 治 市（昭和40年  6月）
久御山町（昭和43年  4月）
八 幡 市（昭和43年  7月）

木津川市（昭和52年10月）
(旧木津町域）

京田辺市（昭和53年  7月）
精 華 町（昭和63年  7月）

向 日 市（平成12年10月）
長岡京市（平成12年10月）
大山崎町（平成12年10月）

10市町

京都府水道用水供給事業
送水管路更新・耐震化事業の推進

京都府環境部
建設整備課

広域整備担当

副主査　木村　順士

Technical Report 05 技術レポート

１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。

（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。

（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。

（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。

（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。

●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。

●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

表１　京都府水道用水供給事業の概要

京都府環境部
建設整備課

広域整備担当

副課長　碇　正登

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。
●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。

（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。

（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

図１　府営水道管路の状況（H25末現在）

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。

～安心・安全な給水体制の確保を目指して～
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１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。
（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。
（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。
（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。
（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。
●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。
●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

※法定耐用年数（４０年）を
　超過した管路

図２　既設送水管路の現状（H25末現在）

全て宇治系管路

写真１　現地管体調査（宇治系管路）

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。
●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。
（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。
（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。
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１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。
（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。
（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。
（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。
（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。
●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。
●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

※法定耐用年数（４０年）を
　超過した管路

図２　既設送水管路の現状（H25末現在）

全て宇治系管路

写真１　現地管体調査（宇治系管路）

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。
●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。
（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。
（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。
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１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。

（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。

（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。

（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。

（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。

●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。

●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

図３　宇治系管路の更新ルート
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表２　更新スケジュール
　　　H27計画

・調査及び設計

・宇治市街地区間

　及び城陽線区間

　　送水管路更新

事業費：約8.7億円

　　　全体計画

事業期間：H25～H34

宇治系送水管路更新

　　（併せて耐震化）

総事業費：約90億円

　　  H26まで

・調査及び設計

・城陽線区間

　　送水管路更新

事業費：約2.4億円

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。

●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。

（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。

（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。
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１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。

（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。

（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。

（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。

（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。
●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。
●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

図３　宇治系管路の更新ルート
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表２　更新スケジュール
　　　H27計画

・調査及び設計

・宇治市街地区間

　及び城陽線区間

　　送水管路更新

事業費：約8.7億円

　　　全体計画

事業期間：H25～H34

宇治系送水管路更新

　　（併せて耐震化）

総事業費：約90億円

　　  H26まで

・調査及び設計

・城陽線区間

　　送水管路更新

事業費：約2.4億円

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。

●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。

（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。

（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。
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１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。
（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。
（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。
（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。
（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。

●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。

●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

図4　府営水道の水運用の概要

※１浄水場が機能を停止した場合には他の2浄水場からバックアップ送
水（最大給水量の約50％を確保）を行うことができる。

［非常時の水運用例］

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。
●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。
（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。
（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。

久御山広域ポンプ場
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１．はじめに
　京都府では、市町の自己水源だけでは水道
水の安定供給が困難な府南部地域の１０市町
（以下「受水市町」という。）に対し、水道用水の
供給を行う「京都府水道用水供給事業（以下
「府営水道」という。）」を行っている。
　府営水道では、昭和３９年度以降、水源の確
保を行いながら、宇治浄水場（Ｓ３９給水開始）を
皮切りに木津（Ｓ５２給水開始）・乙訓（Ｈ１２給水
開始）の各浄水場を整備し、それぞれ宇治川・
木津川・桂川の３川から取水した水を浄水処理
した上で、受水市町に対し水道用水を供給して
いる。（表１参照）

２．耐震化の取組状況
　府営水道は、受水市町の水源であり、府民生

活に欠かせないライフラインであるが、大震災が
発生した場合には、長期に亘って断水する恐れ
があり、安全かつ強靱な給水体制を確保するた
めには、水道施設（浄水場・管路）の耐震化の推
進が不可欠である。
（１）浄水場の耐震化

　府営水道の３浄水場では、耐震診断の結果、
すべての浄水場で耐震性が不足することが判
明したため、平成１６年度から供用年数が長い
宇治・木津浄水場の対策を先行して進め２３年
度に耐震化が完了した。
　現在、残る乙訓浄水場の耐震補強を進めて
おり、２８年度には３浄水場すべての耐震化が
完成する見込みである。

（２）管路の耐震化

　復旧に長時間を要する水管橋の耐震化を優
先的に実施することとし、２１年度に完了している。
　また、宇治浄水場導水管路の更新を２２年度
に完成させ、河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ
導水管路については、すべて耐震化を終えてお
り、前述のとおり、３浄水場すべての耐震化と併
せて、取水から浄水場出口までの耐震化が図ら

れる状況である。（図１参照）
　今後においては、残る浄水場から各受水市
町に水を運ぶ送水管路の耐震化に重点的に取
り組んでいくこととしている。
　送水管路の耐震化に当たっては、原則として
耐震継手管への布設替えとなり、莫大な費用と
長期の事業期間が必要であるため、老朽化に

伴う更新とも整合を図りながら実施する必要が
ある。
　このことから、次に示す基本的な考え方をもと
に送水管路の更新・耐震化計画を策定し、効率
的・計画的に実施することとした。
＜基本的な考え方＞

●老朽化に伴う更新は、布設年度・腐食性土
壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ被覆状況
を考慮し、管劣化状況を調査・診断して管路
の健全性を確認しながら実施
●耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管

径・地盤状況等から想定し、被害の大きいとこ
ろから、老朽化に伴う更新とも整合を図りなが
ら実施

３.既設送水管路の現状
　送水管路は、浄水場系ごとに宇治系管路、木
津系管路、乙訓系管路があり、各浄水場系管路
を接続する宇治・木津連絡管、乙訓－宇治・木津
連絡管に区分される。（図２参照）
　計画策定に当たり、既設管路の経年化、耐震
化および防食対策の状況を確認した。

　また、現地管体調査（現地掘削により管を露
出させ腐食状況を確認する調査）を実施した。
（１）経年化の状況

　建設年次に従って、「宇治系管路」「木津系
管路」「宇治・木津連絡管」「乙訓系管路」「乙
訓－宇治・木津連絡管」の順に古い状況であり、
送水管路（全長約７５km）のうち約１２kmが法
定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であ
るが、その全てが「宇治系管路」である。
（２）耐震化の状況

　昭和４０年代半ばまでに布設した「宇治系管
路」は、耐震性が低いＡ形ダクタイル鉄管と異形
管に高級鋳鉄管を使用しており、宇治系管路の
約９７％（Ｈ２５末現在）が非耐震管である。

　昭和４０年代後半以降に布設した「木津系管
路」「宇治・木津連絡管」は、Ｋ形ダクタイル鉄管
を使用しているため、液状化危険度の高い箇所
においては耐震性は比較的低い状況である。
（３）防食対策と劣化状況

　「宇治系管路」「木津系管路」「宇治・木津連
絡管」は、ほとんどがポリエチレンスリーブ被覆に
よる防食対策を施されていない状況である。
　現地管体調査では、ポリエチレンスリーブ被
覆が施されている箇所では腐食が確認されな
かったが、施していない箇所で腐食が確認さ
れ、特に、「宇治系管路」では最も深い腐食が確
認された。（写真１参照）

４　送水管路更新・耐震化事業
（１）基本方針

　優先順位を考慮し効率的・計画的に実施す
るため、「水道施設機能診断マニュアル（H23.3
㈶水道技術研究センター）」に準拠し、管路の更
新優先度（＝改善必要度）を定量的に評価し
た。
　その評価結果や前述の既設送水管路の現
状を踏まえ、次の基本方針に基づき、まず、「宇
治系管路」の更新・耐震化を最優先で取り組む
こととした。

＜基本方針＞

●宇治系管路の幹線・城陽線※は、布設年度が
古く（Ｈ２５末で４９年経過）、耐震性の低いＡ
形ダグタイル鉄管と異形管に高級鋳鉄管（直
管はダクタイル鋳鉄）を使用しているため、最
優先で10ヵ年（Ｈ34まで）で完了させる。
※宇治系管路の幹線から分岐して城陽市分
水点に至る間の分水管

●宇治系管路の完了に引き続き、液状化の危
険度が高い木津系管路に着手する。

（２）実施計画（宇治系管路）

　更新ルートを選定し、更新スケジュールの検討
および概算事業費の算出を行った。

①更新ルートの選定

　施工可能な更新ルート案と工法案の組合せ
を抽出し、複数案選定の上、施工性・維持管理
性・経済性等の観点から比較検討を行い、更新
ルートを選定した。
　工法については、開削工法を基本とし、地下
埋設物の輻輳箇所・住宅密集地・交通量が多い
主要道路については非開削工法（シールド工
法・推進工法）を採用した。
　その結果、宇治系管路を４区間に分け実施
することとし、特に宇治市街地区間は、道路幅員
が狭く多数の地下埋設物が輻輳し、開削工法
での施工が困難なためシールド工法を採用する
こととした。
②スケジュールおよび概算事業費

　必要となる調査（測量・土質・設計等）、工法に
応じた工程及び緊急性が高い区間の先行実施
などを踏まえ、更新スケジュールを設定し、概算
事業費（約90億円）を算出した。（表2参照）
＜実施順序＞

●「宇治市街地区間」は、シールド工法の採用
により長期間の工期を要するため、先行して
着手する。

●「城陽線区間」は、既存管路の状況から緊急
性が高いと考えられることから、宇治市街地
区間と並行して着手し、早期に効果を発揮出
来るよう既設の送水管路に暫定接続する。

●「久御山接続区間」「木津川大橋区間」は、
シールド工事に合わせて完成する。
　平成25年度から調査（測量・土質）および詳
細設計を進め、現在、「城陽線区間」の工事に
着手するとともに、「宇治市街地区間」の調査
（測量・土質）および詳細設計を行っているところ
である。

（３）事業効果

　経年管で耐震性が低い宇治系管路の更新・
耐震化を実施することで、飛躍的に管路の安全
度が向上する。（表３参照）

表３　耐震化率および経年化率

図4　府営水道の水運用の概要

※１浄水場が機能を停止した場合には他の2浄水場からバックアップ送
水（最大給水量の約50％を確保）を行うことができる。

［非常時の水運用例］

（４）事業の推進に当たって

　送水管路の更新・耐震化に当たっては、莫大
な費用と長期の事業期間が必要であるため、計
画的に実施するが、実際の更新に当たっては、
以下の点にも十分に留意して進めていくこととし
ている。
＜留意事項＞

●受水市町の理解を得るために、送水管路の
更新・耐震化の取組内容について受水市町
への情報提供に努める。また、受水市町との
埋設工事の同時施工等によるコスト削減等に
向けて情報共有を図る。
●既設送水管路は、原則として順次撤去する
が、他の目的への流用による有効活用につい
て検討する。
●送水管路の更新は長期に亘る事業であるた
め、埋設環境、道路状況および技術開発等の
状況の変化に対応しながら効率的な事業実
施に努める。具体的には、新たな道路計画に
伴うルート見直しや新材料・新技術等の採用
によるコストの縮減を検討する。

５．安心・安全な給水体制の確保
　府営水道は、昭和３９年から水道用水の供給
を開始して以来約５０年間にわたり、府民生活を
支えるライフラインとしての責務を担い、受水市
町とともに、安心・安全で安定的な水道用水の供
給に努めてきたところである。
（１）広域水運用システムの構築

　平成４年５月に宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１６km）し、さらに、平成２６年３月に
は、乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管路
を接続（約１０km）したことにより、３浄水場の送
水管路が久御山広域ポンプ場を中心に接続さ

れ、給水区域全域に対し相互にバックアップでき
る「京都府営水道広域水運用システム」が完成
した。（図４参照）
　このシステムは、３浄水場がそれぞれ異なる河
川から取水し、河川で発生するリスクを分散でき
るとともに、平常時から水運用を効率的・経済的
に行い、速やかに非常時の水運用に移行するこ
とができるものであり、地震、事故時などの非常
時や渇水・水質異常時に対しても、一層、安心で
安全な水道用水の供給が可能となった。
　現在、府営水道では、送水管路の更新・耐震
化を計画的に実施するとともに、大規模地震時
に長時間・広域で停電した場合でも、浄水機能
の停止を回避するため、非常用自家発電設備
の整備を進めており、これにより広域水運用が持
つ機能を最大限発揮させることができ、給水の
安心・安全は飛躍的に高まることとなる。
（２）今後の展望

　今日、水道事業においては、人口減少と節水
意識の高まりと相まって水需要は減少傾向とな
る一方、施設の経年化に伴う更新や耐震化の
必要性に迫られる中で、安心・安全な水の供給
や、災害時にも安定的な給水を行うための取組
が求められるとともに、その基礎となる運営基盤
の強化が必要とされている。
　京都府では、水道事業を取り巻くこのような課
題に対して、今後の府営水道のあり方につい
て、２５年３月に「京都府営水道ビジョン」を策定
し、概ね１０年後を見通した府営水道の取組の
方向性を定めた。
　今後、送水管路の更新・耐震化事業を計画
的に実施するなど本ビジョンで示す取組方策を
着実に進めていくことで、府民生活を支えるライ

フラインとして安心・安全で安定的な水道用水の
供給に努めていきたい。

久御山広域ポンプ場
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図1　ヨウ素の生産国と生産比率

図2　ヨウ素の用途
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９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。
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栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図1　ヨウ素の生産国と生産比率

図2　ヨウ素の用途

日本
30％

アメリカ4％ その他1％

推定（2013年）
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31,000ton

９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図3　ブローアウト法によるヨウ素製造

図4　取水から供給までの流れ
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９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図3　ブローアウト法によるヨウ素製造

図4　取水から供給までの流れ
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ガスホルダー
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ガス
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ガスパイプラインかん水パイプライン

需要家

９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図5　かん水輸送パイプライン概要図 図6　工事場所

９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図5　かん水輸送パイプライン概要図 図6　工事場所

９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図7　一般断面図
写真1　K形継手接合状況

写真2　管布設状況

９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。

工 事 名　 小土呂送水管及び長楽寺送ガス管
　　　　　　 配管工事
工 事 場 所　 千葉県長生郡睦沢町森地内
呼 び 径　 500
管　　　種　 Ｋ形（3種管）
内面塗装仕様　 モルタルライニング
外面塗装仕様　 合成樹脂塗装
施 工 延 長　 650ｍ
土 被 り　 1.2ｍ
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１．会社概要
　当社は、1934年（昭和9年）の創業以来、ヨウ
素分野のパイオニアとして、高品質かつコスト競
争力のある製品を世界に提供している。現在
は、「ヨウ素・無機ヨウ素化合物事業」「有機ヨウ
素化合物製造・開発事業」「ヨウ素リサイクル事
業」「天然ガス事業」と、4つの事業を展開すると
ともに、ヨウ素のトータルソリューション提供を掲
げ、研究開発に取り組んでいる。

２．ヨウ素の生産量
　全世界のヨウ素生産量は年間約31,000トン
で、日本の生産量は約9,400トン、世界の約30%
にあたり、資源少国の日本から輸出できる貴重な
国産天然資源と言える。（図1参照）
　日本のヨウ素は水溶性天然ガス鉱床に付随

するかん水から生産され、現在は千葉県、新潟
県、宮崎県で生産されており、国内最大規模の
水溶性天然ガス鉱床である南関東ガス田を抱
える千葉県では国内の約80%のヨウ素を生産し
ている。

３．ヨウ素の用途
　ヨウ素は古くから殺菌剤として利用されてお
り、家庭用、医療用殺菌剤としてだけではなく環
境殺菌剤として広く使われている。
　ヨウ素はＸ線を遮蔽することができるため、脳
や内臓の画像撮影に用いられ、高度医療技術
にヨウ素系Ｘ線造影剤なくしては成り立たない。
また、パソコン、携帯電話、液晶テレビ用ディスプ
レイに使われる偏光フィルムにもヨウ素が使用さ
れている。この他にもヨウ素は防カビ剤、工業用
触媒、飼料添加物、樹脂安定剤、除草剤等の広
い産業分野で利用されている（図2参照）。

４．ブローアウト法によるヨウ素製造
　当社は、かん水中のヨウ素取り出し方法に、ヨ
ウ素の気化しやすい特性を利用してブローアウ
ト法を採用している。
　かん水に溶解しているヨウ素イオンはそのまま
では気化しないため、かん水に酸化剤を加えて
ヨウ素イオンをヨウ素分子にする。ヨウ素分子に
酸化されたかん水を放散塔で降らせて、ブロ
ワーを用いて空気を向流で吹き込み（＝ブロー）、
ヨウ素分子だけを気化させ、かん水から追い出

す（＝アウト）。吸収塔内では還元剤を添加循環
させて、放散塔から追い出されたヨウ素分子をヨ
ウ化水素（ＨＩ液）として還元吸収させる。このＨＩ
液を抜き出し、酸化剤を加えるとヨウ素が晶析す
る。このヨウ素の結晶を溶融釜で加熱溶融して、
液体ヨウ素にする。液体ヨウ素から不純物を分
離し、精製されたヨウ素を液体のまま、造粒塔内
に滴下する。液体ヨウ素は造粒塔下部の水槽で
冷却固化、球状のヨウ素となるが、水分を含んで
いるため、回転乾燥機で乾燥させる。このように
して製造した、純度が高く、形状、粒度の揃った
高品質のヨウ素を計量して、容器に充填し、プリ
ル製品として出荷する（図3参照）。

５．かん水とは
　かん水とは、約300万年～50万年前の海域に
堆積した砂岩と泥岩の互層（上総層群）に閉じ
込められた化石海水のことであり、千葉県房総
半島の中央部から利根川にかけた地下数百m
以上の深さ一帯に存在する。
　かん水は海水とほぼ同じ塩分濃度（3％）を有
するが、その組織には大きな相違点がある。高
濃度の天然ガス（メタン）が溶解していることと、
ヨウ化物イオン濃度が約100～150ppmで海水
の約2,000倍に達することである。

６．天然ガスの分離とかん水の送水
　かん水を取水するためのプラントは、坑井・ガ
スリフトコンプレッサー・セパレーター（分離槽）・送
ガスコンプレッサー・送水ポンプ等により構成され
ている。
　坑井を掘削して、ガス層に多数の穴をあけた
孔明管を挿入した後に、地表に坑口装置を設置
する。そして、ガスリフトコンプレッサーにより、地層
中の水溶性天然ガス（ガスを含んだかん水）を
汲み上げる。

　汲み上げられたかん水は、セパレーターで天
然ガスとヨウ素を含んだかん水に分離される。
　天然ガスは、送ガスコンプレッサーで加圧さ
れ、ガスパイプラインを経由して、需要家に安定
して供給される。なお、天然ガスの一部は、千葉
事業所にある容量1万㎥のガスホルダーに一旦
貯蔵される。
　一方、天然ガスと分別されたかん水はポンプ
で加圧され、ヨウ素製造工場がある千葉事業所
まで、かん水パイプラインにより輸送される。

７．管路更新の取り組み
（１）既設輸送パイプライン概要

　千葉事業所と点在するプラントを繋ぐ輸送パ
イプラインの概略を図5に示す。この輸送パイプ
ラインは、千葉事業所の西側にある長柄・茂原エ
リアと、南側に位置する睦沢・大多喜エリアの大
きく2系統に分かれており、大部分のエリアにお
いてかん水パイプラインとガスパイプラインを並
行して布設している。輸送パイプラインは樹枝状
となっており、プラントは樹枝状の末端部に設置
されている。プラントで分離されたかん水は、枝
線から幹線に合流して、千葉事業所まで輸送さ
れる。

　かん水パイプラインは、呼び径700以下のダク
タイル鉄管と塩ビ管で構成されている。

（２）管路更新について

　輸送パイプラインは、事業の発展によるプラン
トの増設に伴い順次拡張を行ってきた。これらの
パイプラインは樹枝状に構成されており、漏水等
による断水は、企業活動に大きな影響を及ぼす
ことが想定される。枝線の断水については、他の
枝線の活用により影響を最小限に留めることも
可能であるが、幹線の断水の影響は計り知れな
い。

　軽量で施工が容易なことから塩ビ管を採用し
てきたが、布設してから50年以上経過した輸送
パイプラインの老朽化が懸念されるようになって
きたことから、更新することを決定した。
　この更新に先立ち管種選定を行い、管体強
度が大きく優れた耐圧性があることや、施工が
容易であること、これまでの実績から耐久性と安
全性が確認できていることから、長期間安心し

て使用できるダクタイル鉄管を選定した。また、埋
設地域一帯の地盤が良いことから、経済性を考
慮して、圧送管として豊富な実績のあるＫ形継
手を採用した。更に、長期耐久性を期待してポリ
エチレンスリーブを被覆した。

（２）施工結果

　本工事の施工状況を、写真1、写真2に示す。
　2班体制で施工を行い、車道の片側を交通規
制して、ダクタイル鉄管の吊り込み据付けを行っ
た。Ｋ形ダクタイル鉄管の接合は、日本ダクタイル
鉄管協会発行の接合要領書に従い実施し、継
手毎にチェックシートを記入することにより確実な
施工を行った。その結果、Ｋ形ダクタイル鉄管の
優れた施工性により、無事に工事を終えることが
できた。

（３）断水時間の短縮

　新設管と既設管を連絡するための繋ぎ込み
配管では、ヨウ素製造への影響を最小限に抑え
るため、断水してから再稼動までの時間を8時間
と設定した。
　断水してから、繋ぎ込み部の既設塩ビ管の撤
去を行うが、既設管内に残留したかん水を短時
間で完全に排出するため、塩ビ管にサドル分水
栓を取り付け分岐させてバキュームで汲み出し
た。汲み出したかん水は、3台のタンクローリーに
より千葉事業所と工事現場近くのプラントまで繰
り返し運搬を行った。撤去部の接続では、バルブ
一体型の特殊なＴ字管を用いることにより、バル
ブ設置手間を省き施工時間の短縮を図ることが
できた。また、撤去部を接続して通水した後に埋
め戻しを行い、後日、新設管と連絡した。

図7　一般断面図
写真1　K形継手接合状況

写真2　管布設状況

９．おわりに
　ヨウ素分野のパイオニアとして、高品質でコス
ト競争力のあるヨウ素を安定して供給し続ける
ためには、堅牢な管路の構築が必須となる。この
ため、今回実施した老朽管更新では、これまで
の経験や実績から圧倒的に信頼性の高いダク

タイル鉄管を用いることで、長期的に安心して使
用できるパイプライン構築ができたと考える。今
後も、長寿命で強靭なダクタイル鉄管を活用し
て、かん水輸送パイプラインの維持・更新を行う
所存である。

８．ダクタイル鉄管の採用事例
（１）工事概要

　本工事は、かん水の送水管とガス輸送管の
並列配管であり、呼び径500Ｋ形ダクタイル鉄管
と呼び径200ポリエチレン被覆鋼管を布設した。
工事場所と一般断面図を図6、図7に示す。
既設かん水管と既設ガス管は車道に埋設され
ているが、新設管は、維持管理を考慮して歩道

に移設した。
既設管はバックアップ管として使用することから、
維持管理面を考慮して、繋ぎ込み配管部の既
設管側と新設管側にバルブを設置した。以下
に、工事概要を示す。

工 事 名　 小土呂送水管及び長楽寺送ガス管
　　　　　　 配管工事
工 事 場 所　 千葉県長生郡睦沢町森地内
呼 び 径　 500
管　　　種　 Ｋ形（3種管）
内面塗装仕様　 モルタルライニング
外面塗装仕様　 合成樹脂塗装
施 工 延 長　 650ｍ
土 被 り　 1.2ｍ
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Technical Report 01
技術レポート�

1.はじめに�
　東京水道は、近代水道として明治31年に通
水を開始後、現在に至るまで都民生活とともに
首都東京の都市活動を支えてきた最も重要な
都市基盤施設の一つである。�
　近年においては、耐震継手化緊急10ヵ年事
業に基づき、平成20年度末で24％であった耐震
継手率を平成31年度末で48％にすることを目標
とするなど、震災対策を強化している。�
　このような状況において、耐震継手管の施工
性向上などを目指し、新型耐震継手管GX形（以
下、GX形という）が開発され、平成22年10月に日
本ダクタイル鉄管協会規格となった。GX形の採
用を検討するにあたり、給水部では、技術的課
題の検証や経済性の比較を目的として、東京都
23区内の2か所で試験施工を実施した。また、
GX形で新たに規格化された切管ユニットの限
界性能試験を実施した。��
　本報告では、これらの試験を通じて収集した
知見を基に、GX形の施工性・経済性の評価等

について報告する。�
　�

2.背景�
　我が国は、過去20年間にマグニチュード7以
上の大地震が16件発生した世界有数の地震国
であり、最大震度6弱以上の地震は23件記録さ
れている。�
　平成7年1月の阪神・淡路大震災における神
戸市の水道施設被害は、ダクタイル鉄管の管体
被害が10か所に対して、非耐震継手路線の継
手被害が700か所を数え、水道管路が地震時に
機能を維持するためには継手の離脱防止が不
可欠であることが明らかとなった。��
　当局は、阪神・淡路大震災などの大規模災害
での教訓を踏まえ、継手の離脱防止機能を有
する耐震継手管NS形（以下、NS形という）を平
成10年度から全面採用している。�
　しかし、NS形は、継手を曲げた状態で接合し
にくいこと、呼び径が大きくなるにつれて接合時
の挿入力が増大すること、切管施工時に挿口
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加工を必要とすることなど、配管には専門的な
技術・経験を有する技術者が必要となる。少子
高齢化社会を迎え、高度な技術・経験を有する
技術者が減少している現状で、地震に強い水
道管路を着実に構築していくには、耐震継手管
の施工性改善が喫緊の課題である。�
�

3.新型耐震継手管GX形の特徴�
　GX形の特徴として、接合時の挿入力の低減
化など作業性の向上、切管ユニットによる切管
施工の簡略化、自己防食機能を有する高機能
塗装などがある。各項目の詳細について、3.1か
ら3.3で記述する。�
3.1 作業性の向上�

　GX形直管では、受口形状やゴム輪形状を変
更したことにより、NS形と較べ約1/3の挿入力で
接合が可能である。挿入力の低減化により、NS

形では2台必要とした接合用工具（レバーホイスト）
がGX形では1台で接合可能であるため、掘削幅
の縮小を見込めるとしている。��
　GX形異形管は、押輪をボルトで固定するメカ
ニカル形式となっている。押輪と受口フランジ面
をメタルタッチさせることで接合完了となり、K形
などで必要であった寸法・トルク管理が不要であ
る。ロックリングは直管と同一であるが、出荷時に
ストッパで拡大された状態であるため、配管時の
仮預けが可能である（図1を参照）。�
3.2 切管ユニットによる切管施工の簡略化�

　GX形では、直管用・異形管用の切管ユニット
（P-Link、G-Link）がラインナップに追加された。�
　これら切管ユニットを使用することにより、切
管時の挿口加工を省略できるため、配管作業時
間の短縮や騒音低下が見込める（図2を参照）。

図1　GX形の継手構造�

図2　GX形の切管方法�
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3.3 自己防食機能を有する高機能塗装�

　GX形では、ダクタイル鋳鉄と管外面の合成樹
脂塗装の間に亜鉛系合金層を設けることにより、
軽微な傷を修復する自己防食機能を有している。
このため、GX形管では、従来のNS形などと比べ
て大幅な長寿命化が図れるとしている。自己防
食機能の概要について図3に示す。��

4.検証事項�
　試験施工で検証すべき事項を抽出するため、
平成23年6月に当局職員向けGX形説明会を開
催し、アンケートによりGX形に対する職員の意見
を集約した。��
　アンケートにおいて疑問・意見が多数寄せら
れた事項について、項目ごとに表1のとおり整理
し、試験施工等により検証を行うこととした。��
　掘削幅については、当局が現在実施してい
る管路工事のほとんどは布設後40年を経過した
老朽管の取替であり、既設管の撤去作業に必
要な寸法を確保する必要がある。�

　また、最低掘削寸法を60cm以上とするよう占
用要項で規定している道路管理者も存在する。�
　以上の点から、東京都23区内における試験
施工では、従来の掘削幅で実施することとした。�
　高機能塗装による自己防食は、大きな外傷を
受けた場合は自己防食機能が発揮されないため、
埋設物が輻輳している東京都23区内の状況では、
他企業工事による外傷を考慮する必要がある。�
　また、埋設環境として電気鉄道輸送路や高
圧架空線、外部電源装置などが存在すると迷
走電流による腐食の懸念がある。�
　以上の点から、東京都23区内における試験
施工では、GX形管を直接埋設せず、ポリエチレ
ンスリーブ被覆を実施することとした。�
�
5.切管ユニットの離脱防止性能試験�
　GX形で追加された切管ユニットは、図2のよう
に直管用のP-Linkと異形管用のG-Linkがある。
　P-Linkは、挿口突部のある短管と直管受口に
爪を備えた固定機構が一体化した切管ユニット
である。�
　G-Linkは、従来の離脱防止金具と同様に、異
形管の押輪に代えて使用するものである。�
　P-Link、G-Linkとも、押しボルトを締め付けるこ
とで切管の管体に爪が密着し固定する構造で
ある。�
　当局では、耐震管の性能として離脱防止性
能A級（離脱防止抵抗力3DkN）を満たすことを
条件としているため、平成23年8月に切管ユニッ

図3　GX形の自己防食機能概要図�

 検証項目 検証内容 検証方法�

 継手構造変更による 従来継手（ＮＳ形）作業時間との比較 試験施工による検証�
 施工性の向上�

 切管ユニットによる 切管ユニットの離脱防止限界性能 立会い試験による検証�

 施工性の向上 従来継手（ＮＳ形）作業時間との比較 試験施工による検証�

 施工性の向上による 従来継手（ＮＳ形）との日進量の比較 試験施工による検証�

 工事費の縮減等 工事費、材料費への影響 試験施工による検証�

表1 GX形検証事項および検証方法�
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トの離脱防止性能試験を実施した。�
　離脱防止性能試験は、油圧ジャッキにより試
験体に管軸方向の抜け出し負荷を与え、試験
体の破壊又は許容伸び量（水密性が確保でき
る伸び量）まで爪の滑りが生じた段階を、管路と
しての機能を維持できない状態とし、その時点
の負荷を計測した（図4を参照）。�
　切管ユニットの離脱防止性能試験結果を表2
に示す。��

　P-LinkおよびG-Linkは、3DkNの抜け出し負
荷に耐え、抜け出し量も小さく問題は生じなかった。�
　4DkN以上の抜け出し負荷において、表2の
ように、P-Linkは押しボルト取付部の破壊（φ150）
や許容伸び量まで爪の滑り（φ250）が生じた。
　G-Linkは、φ150、φ250とも、T頭ボルト用のボ
ルト孔周辺が破壊した。いずれの部材において
も、限界時の負荷は離脱防止性能A級以上で
あり、耐震性能に問題はない。�

図4　切管ユニット離脱防止性能試験�

  φ150� φ250��

 P-Link 33 39�

 G-Link 72 70

許容伸び量�
立ち会い試験状況�

P-Link G-Link

単位：mm

 

材料名称

 φ150 φ250�

  限界時負荷 限界時状態 限界時負荷 限界時状態�

 P-Link 886kN（5.9DkN） 材料の一部破損 1,194kN（4.7DkN） 許容伸び量まで爪の滑り�

 G-Link 690kN（4.6DkN） 材料の一部破損 1,060kN（4.2DkN） 材料の一部破損�

表2　切管ユニットの離脱防止性能試験結果�

※水密性が確保できる伸び量�
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6.試験施工�
　平成23年10月から、東京都23区内の2箇所（世
田谷区・大田区）で試験施工を実施した。工事
概要を表3に、試験施工の実施環境を写真1、2
に示す。�
　なお、両現場とも、工事による断水を最小限に
するため、仮配管を実施した。�
�

7.GX形試験施工の評価�
　施工性の向上に関し評価するため、GX形の

配管所要時間を計測し、NS形との比較を行った。�
　また、施工業者および監督員にアンケート調査
を実施した。�
　経済性に関し評価するため、試験施工路線
の工事内容をNS形で施工した場合の工事費に
ついても算出し、GX形の場合とコスト比較を行っ
た。�
　評価の結果を以下の、7.1から7.5で報告する。�

写真1　試験施工の実施環境�
（世田谷区給田）�

写真2　試験施工の実施環境�
（大田区大森東）�

  現場①（世田谷区給田） 現場②（大田区大森東）�

 呼び径 φ100～φ200 φ100～φ200�

 延長 約100ｍ 約240ｍ�

 土被り 0.80～1.35ｍ 1.10～1.30ｍ�

 
掘削幅

 
φ100：0.70ｍ φ100：0.70ｍ�

  φ150：0.75ｍ φ150：0.75ｍ�

 
（当局標準掘削幅）

 
φ200：0.85ｍ φ200：0.85ｍ�

 工事内容 高級鋳鉄管の布設替え 初期ダクタイル鉄管の布設替え�

 
隣接埋設物

 ガス管が掘削内に平行 
汚水取付管の横断多数�

  汚水取付管の横断多数�

表3　試験施工の工事概要�
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7.1 作業時間の比較による施工性の評価�

　GX形の施工性を検証するため、φ150のGX
形配管に要した施工総時間とNS形配管に要す
る施工総時間との比較結果を図5に示す。�
　なお、NS形接合形式別データは、当局多摩水
道改革推進本部（以下、多摩水という）の試験
施工時におけるデータを引用した。�
　いずれの現場においても、接合時間の短縮
がみられる。�
　継手別に着目すると、直管の接合時間はNS
形の約86％であり、異形管の接合時間はNS形
の約89％であった。�
　これらの点から、直管の受口形状・ゴム輪形

状の変更による接合時挿入力の減少や、異形
管の受口をメカニカル形式に変更した効果が
現れているといえる。�
7.2.切管ユニットに関する施工性評価�

　切管ユニット使用による接合時間の比較につ
いて、表4に示す。��
　なお、比較対象となるNS形の挿口加工・接合
所要時間については、多摩水の試験施工時に
おけるデータを引用した。�
　切管ユニットの使用による直管と切管の接合
時間はNS形の約61％、異形管と切管の接合時
間はNS形の約36％であり、切管ユニットの使用
による施工性の向上は顕著である。�

図5　φ150GX形とNS形の配管に要する施工総時間の比較（世田谷区、大田区）�

（世田谷区給田）� （大田区大森東）�
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7.3 工事業者、監督員アンケートによる施工性

評価�

　現場を担当した工事業者および当局監督員
に対して、施工終了後にアンケート調査を実施し
た。�
　主な意見としては、直管、異形管の継手接合
のしやすさや切管ユニットによる現地切管時間
の短縮など、施工性の向上をあげていた。�
　一方、新しい継手形式のため、通水用器具等
の改良や切管ユニットの材料管理への懸念な
どの意見もあった。�
7.4 日進量の影響に関する評価�

 GX形は、施工性の向上により配管時間が短縮
されることを確認したが、今回の試験施工では、
いずれの現場でも日進量についてNS形との明

確な差異は確認できなかった。��
　これは、一日の作業において、掘削、埋戻し、
仮舗装等の土木工事に必要となる時間が大半
を占めるため、配管時間の短縮が日進量に大き
く影響するものではなかったことによる。�
7.5 工事費の影響に関する評価�

　試験施工路線のGX形の工事内容について、
NS形で施工した場合の工事費を算出して比較
した結果を表5に示す。��
　GX形は、NS形に比べ、材料費が1割程度高
くなるが、接合費、切管・挿口加工費等を抑えら
れるため、掘削幅の縮小による土木工事費の縮
減が無くとも、全体としてNS形の工事費と大差
ない結果となった。��

表4　切管接合作業時間比較�

  呼び径150�

 P-Link Ｇ-Link GX形挿し口リング ＮＳ形挿し口リング�

 

電動カッター 電動カッター 
キールカッター：管切断・溝切り・ キールカッター：管切断・溝切り・�

 
(世田谷区給田） (世田谷区給田）

 挿し口テーパーを同時加工 挿し口テーパーを同時加工�

   
（大田区大森東） （多摩水試験施工報告書掲載データ）�

  管切断時間 03’25” 03’25” 07’30” 07’30” 05’30” 05’30”�

 切管 挿し口リング取り付け時間 －� －� 03’22” 03’22” 
15’00” 15’00”

�

  防食ゴム取り付け時間 02’22” 02’22” 02’22” 02’22”�

 接合１ P-Link接合時間 06’40” －� －� －� －� －��

 
接合２

 受口ー挿し口 直管－直管 異形管－直管 直管－直管 異形管－直管 直管－直管 異形管－直管�

  接合作業時間（吊り込み時間を除く） 04’39” 04’04” 04’39” 04’04” 07’10” 06’57”�

  合　　計 17’06” 09’51” 17’53” 17’18” 27’40” 27’27”�

  データ数 3� 5� 2� 2� －� －�

区　　分�

20 ダクタイル鉄管� 平成24.10 第91号�



8.まとめ�
　GX形は、土工等の条件を従来と同一とした
場合においても、従来と同程度の費用で施工
可能である。�
　日進量に明確な差が付くほどではないが、NS
形と比べて施工性が向上している。配管作業
の遅れによる交通開放遅延が頻発している現
状下で、施工性向上による作業時間の短縮は、
早期の交通開放へと繋がる。また、切管ユニット
使用により、溝切・挿口加工を省略できることで、

夜間工事等の切管施工時におけるキールカッター
のエンジン騒音低減が期待できる。�
　これらの点を考慮すると、GX形の採用は、水
道工事のイメージアップに寄与することが考えら
れる。�
　今回の試験施工結果では、比較的小規模の
現場を抽出し、GX形の施工性と経済性を検証
できた。今後は、大規模な現場において更なる
検証を行い、本採用に向けた検討を行う必要が
ある。�

 現場①（世田谷区給田） 現場②（大田区大森東）�

  ＮＳ形 ＧＸ形 ＧＸ形／ＮＳ形 ＮＳ形 ＧＸ形 ＧＸ形／ＮＳ形�

 土木工事費等 71.8 71.8 100.0％ 74.1 74.1 100.0％�

 配管・接合費 7.8 6.7 86.1％ 7.6 6.0 78.7％�

 材料費 20.4 23.7 116.2％ 18.3 20.3 110.9％�

 合　計 100.0 102.2 ―　 100.0 100.4 ―　�

表5　試験施工現場での工事費比較�

注）工事費比較は、当局「配水管工事積算基準」を準用し、NS形とGX形の掘削幅を同一として積算した（掘削幅は表3を参照）。�

（NS形の工事費合計を100として）�
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水道管路の更新に向けて�

旭川市水道局上下水道部　水道施設課�

水道事業係　係長　南部　浩二�

Technical Report 02
技術レポート�

1． 水道事業の概要�
　旭川市は北海道のほぼ中央に位置し、明治
23年に旭川村が置かれ、明治31年に鉄道が開通、
明治34年には札幌から陸軍第７師団司令部が
移駐し、終戦まで軍都として栄えた。�
　現在、行政区域面積746.6km2、人口35万人
を擁する北海道第２の都市として多彩な産業や
教育、医療などの都市機能を有し、また、雄大な
大雪山連峰を望み、石狩川をはじめ４本の一級
河川が市内を貫流するなど豊かな自然や旭山
動物園など様々な観光資源にも恵まれている。�
　本市の水道創設は、明治42年に第７師団内
においてチフスが発生したことにより、衛生的な
飲料水を確保するために上水道を敷設する気
運が高まり、師団の置かれた地域を給水区域と
する軍用水道が大正2年に完成したのが始まり
である。��
　戦後の昭和23年、この軍用水道を市が引き
継ぎ、昭和25年度に第１期拡張事業に着手した。
その後、数次の拡張整備事業を経て現在，第5

期拡張前期事業変更により、施設整備を実施し
ているところである。��
　平成23年度末の事業概要は，給水区域面積
253km2、給水世帯数約163,000世帯、給水人口
327,300人であり、給水区域内人口に対する普
及率は93.9％である。�
　水道施設は、石狩川と忠別川のそれぞれの
表流水を水源とする２つの浄水場、合わせて
155 ,620m3/日の浄水能力を有し、年間約
36,200,000m3を給水している。また、配水池は、
貯留量66,200m3を３配水場に配置し、導・送・配
水管総延長は2,222kmである。�
�

2． 管路更新の変遷と現況�
　軍用水道から市民水道へと移り変わった昭
和23年当時は普通鋳鉄無ライニング管を使用し
ていたが、当時の急増する配水管整備に対応
するため、経済性・施工性および耐腐食・電食
等について有利であるとの判断から、昭和28年
度から石綿セメント管を採用した。�
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　その後において採用してきた石綿セメントは、
交通量の増加に伴う道路整備による管埋設深
さの浅層化や除排雪が行き届くことによって誘
因する管の地下凍結、酸性土壌における管の
腐食、また、経年・老朽化によって管の強度が低
下するなど破裂・折損事故が発生するようになっ
たため、昭和48年度で採用を取り止めた。�
　記録によると昭和50年の冬期間における氷
点下15℃以下の日数は9日であったが、昭和51
年は26日、昭和52年にあっては30日と平年に比べ、
強烈な寒波に見舞われた。昭和48年度まで布
設してきた石綿セメント管がいたるところで破裂・
折損事故が頻発し、漏水発生件数は昭和52年
度には363件にのぼっている。結果として早期
に不採用としたことが被害の拡大を抑制したと
はいえ、石綿セメント管についてその対応を迫ら
れることになった。��
　この寒波を契機に昭和53年、地下凍結対策
と寒冷地における施設改善を目的に「寒波対策
委員会」を設置した。この委員会には特別委員
として学識経験者を加え、埋設管に対するメカ
ニズムの解析を行った。解析内容は、凍結温度
等の測定、凍上量、埋設管のひずみ、土圧測定

および石綿セメント管の強度試験に至り、その解
析結果を基に、配水管埋設深度を土被り1.2m
から1.4mに変更、給水管や消火栓の防寒工法
の改善、ダクタイル鉄管の採用などの改善項目
として挙げられた。�
　これを受けて、残存していた約360kmの石綿
セメント管更新の事業化を決定、昭和54年度よ
り着手した。その結果、四半世紀後の平成16年
度に事業を終え、現在は全廃と言える状況（残
0.22km）に至っている。�
　次に、経年化に伴う漏水の増加、出水不良・
赤水対策として、普通鋳鉄無ライニング管約
66kmの更新についても、昭和59年度から平成
20年度まで併せて実施し、同じくほぼ全廃（残
0.19km）までに至った。�
　その他、道路改良や下水道工事など他事業
に起因した管路の更新も実施しており、これらを
合わせた更新延長は約660kmとなり、配水管総
延長約2,210kmの内、約3割の管路更新を終え
ていることになる。その結果として、昭和53年度
当時と比較して平成23年度の有収率は13.7%アッ
プの87.4％に向上した。（図１参照）��

図1　配水管延長等の推移�

（m）�
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　なお、平成23年度の管種別内訳はダクタイル
鉄管が約1,440km（65%）、硬質塩化ビニル管が
約700km（32%）、ポリエチレン管、鋼管等が約
70km（3%）となっている。（図２参照）�
　当面の管路更新事業としては、平成15年度
に着手した硬質塩化ビニル管（TS継手）の更新
を進めている。この管は、昭和40年代に小口径
配水管として採用したもので、ＴＳ継手の経年
劣化による漏水が問題となっており、残延長約
270kmの内、240kmについて平成35年度まで
に更新する予定である。�
�

3． 耐震管の採用経緯�
（１）GX形ダクタイル鉄管の採用までの経緯�

　昭和53年に設置した「寒波対策委員会」の
検討結果を受けて、翌年度より呼び径150以上（昭
和59年度からは呼び径75以上）でダクタイル鉄
管を採用することとし、全面的な採用（主にT形、
K形継手）へと移行したが、以後、新たに開発さ
れたNS形などの耐震継手管採用には至らなかっ
た。その背景としては、旭川市で過去に震度４
の揺れを観測したのは3回、震度５以上の地震
は経験しておらず、地震の発生が全国的にも極
めて少ない地域で地震に対する意識が薄かっ
たことが挙げられる。��
　独立行政法人防災科学技術研究所におい
て公表された今後30年以内（平成19年1月地点）

に震度６弱以上の大地震が発生する確率は、
旭川市中心部で0.03％以下となっており、道内
主要都市や都道府県庁所在地と比較しても最
も低い数値となっている。��
　その一方で、平成20年3月の水道施設の技術
的基準を定める省令の一部改正に伴い水道施
設が保持すべき耐震性能が明確化されることに
なった。このことを契機に局内にワーキンググルー
プを組織して検討を行った結果、今後布設する
水道管については「耐震管」を採用することや
施工に際しては「長寿命化」を図ることの基本
的な方針を決定した。この条件に合致し、かつ、
総配水管延長の約９割を占める呼び径200以下
小口径管路で採用していたT形ダクタイル鉄管
に対応する管としてGX形ダクタイル鉄管に着眼
することとなった。�
　GX形ダクタイル鉄管は、耐震管であることは
勿論であるが、それ以外にも着眼したポイントは
次のとおりである。�
①外面耐食塗装仕様によりポリエチレンスリーブ
被覆を要しないことや直管ゴム輪の長期耐
久性能も評価されたことにより長寿命化が期
待でき、ライフサイクルコストの低減が図られる
こと�
②従来から使用していたT形ダクタイル鉄管の
布設掘削幅および直管部接合タイプ(プッシュ
オン）が同じで離脱防止機能があり、NS形と

図2　管種別内訳（平成23年度）�
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比較して経済性，施工性で優位であること��
　また、平成22年10月にGX形ダクタイル鉄管の
JDPA規格が制定されたことを受け、試験施工を
実施し一定の成果を得られたことから、平成23
年度からのGX形の本格採用を決定した。なお、
同年度末採用実績は呼び径75～200で約
13kmである。��
（２）耐震管の管種選定について�

　現在、本市では漏水防止対策として、呼び径
50～150のTS継手硬質塩化ビニル管の更新事
業を実施していることから、小口径管路に需要
があり、耐震管採用にあたっては最終的にGX形
ダクタイル鉄管と水道配水用ポリエチレン管の２
種に絞り込んだ。��
　イニシャルコストの比較検討として、モデル管
路を設定し１m当たりの布設単価を算出、「呼び
径75～150でGX形ダクタイル鉄管を採用した場
合（ケース１）」、「呼び径100～150でGX形ダクタ
イル鉄管を採用した場合（ケース２）」の２パター
ンでTS継手硬質塩化ビニル管更新完了までの
総事業費を算出して比較検討を行った。�
　GX形ダクタイル鉄管のライフサイクルコストと
耐震性能の優位性について十分に評価するも
のの、現在の厳しい財政状況を踏まえてイニシャ
ルコストの比較結果により、ケース２を採用するも
のとした。�
　したがって、呼び径100～250はGX形ダクタイ
ル鉄管を、呼び径300以上についてはNS形ダク
タイル鉄管を全面的に採用することにした。��

4． 水道管路の耐震化率�
　本市では前述のとおり、耐震管採用に積極
的でなかったことから、平成23年度末の耐震管
布設延長が約44kmであり、導・送水管を含めた
総管路延長の約2%と低い数値となっている。�
　また、「耐震性能を有する管路」は、ダグタイル
鉄管（T・K形継手）へ積極的に切り替えてきた
こと、地盤判定における「良い地盤」が多く分布
していることなどにより、同年度末の全管路耐震
化率は20.6％、基幹管路耐震化率については
64.8％となっている。（表１参照）�
　なお、地盤の判定については、市内1,517地
点のボーリングデータから液状化指数（PL値）を
算出して液状化領域を想定するレベル２地震
動液状化危険度分布図を作成（ゾーニング）し、
PL値５以下のエリアを「良い地盤」、PL値５を超
えるエリアについては「悪い地盤」と判定するこ
とで整理した。��
�

5． 更新計画の策定に向けて�
　当面の水道管路更新については、前述した
とおり漏水対策の硬質塩化ビニル管（TS継手）
の更新を継続し、併せて耐震管を採用すること
で水道管路の耐震化促進および漏水防止対
策を講じていくこととなるが、この更新事業完了
後は、主としてダクタイル鉄管の基幹管路並び
に経年する管路更新に着手する予定である。�
　長期的には、法定耐用年数を超える資産が
急激に増加する一方、水道料金収入が減少す

表1　耐震化率について（平成23年度末現在）�
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ることが予測され、管路更新の計画策定は、今
後の長期的に持続しなければならない水道事
業の運営方針に大きく影響するものである。�
　したがって、計画の策定に向けては、水道施
設データベースを整理・再構築し、アセットマネジ
メントの手法を活用しながら、近い将来、水道使
用者などへ情報公開とともに説明責任を果たさ
なければならないと考えている。�
　現在、計画策定に向けた具体的な作業を次
のように進めているところである。�
①マッピングシステムを活用した路線数約4万5
千件のデータベース化��

②重要度（基幹管路等、断水時の影響度）の
評価��

③優先度（平成24年度から実施しているダグタ
イル鉄管外面腐食度調査で得る外面腐食深
さによる老朽度や過去の補修履歴，事故の実
績など）の評価��

④路線単位の施工費設定��
⑤更新基準年数の設定（独自基準を設定して
いる他事業体等の知見を参考）（表２参照）�
⑥延命措置の不可判定��
⑦将来の水需要シミュレーションによる配水管網
の改編（ダウンサイジング）��
⑧投資期間の設定および投資金額（全管路更
新事業費）の算定��

⑨年度ごとの投資計画（事業費の平準化など
運営方針）設定��

⑩重要度、優先度（老朽度）、経過年数を複合
的に評価し、更新優先順位を設定��

　この更新計画は、平成28年度を初年度として
策定を予定している、『地域水道ビジョン』の一
端を構成するものであるが、更新基準年数に絡
む長期的（50年）な基本構想を設定し、これをバッ
クキャストして短期の実施計画（財政計画）に反
映させる。そのため、管路のデータベースの管理・

表2　水道管路の更新における基本的な考え方�
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更新および管路の評価方法の見直しを定期的
に実施する必要がある。�
�

6． おわりに�
　今後の水道事業にあっては、浄水場などの大
規模施設の更新事業も控えており、極めて厳し
い財政状況に直面している。このような状況にあっ
て、将来においても水道局の使命である「水循
環を司る心臓部」として「水を通じて市民生活、
都市活動を支え、そして守ること」を命題として、
水道事業の持続的経営にまい進する所存である。�
　最後に「日本ダクタイル鉄管協会」の関係者
におかれましては、これまでの研究開発に敬意
を表するとともに、より一層の技術開発や製品
の提供を切に願うところである。�
�
�
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与謝野町における�
呼び径250ＧＸ形ダクタイル鉄管の�

採用事例について�

与謝野町水道課�

主任　大門　洋�
与謝野町水道課�

係長　赤西　秀幸�

Technical Report 03
技術レポート�

1．与謝野町の水道事業の沿革�
　与謝野町は、京都府の北部日本三景の一つ
天橋立で知られる宮津市に隣接する町で、平成
18年3月に加悦町、岩滝町、野田川町の3町が

合併し誕生した人口約2万4千人の、俳人与謝
蕪村、歌人与謝野鉄幹・晶子のゆかりの町である。
　水道事業は、現在、上水道１事業と簡易水道
13事業、飲料水供給施設１事業の15事業から

図１　与謝野町の位置�

28 ダクタイル鉄管� 平成24.10 第91号�



福知山市�

工事施工箇所�
（2工区）�

工事施工箇所�
（1工区）� 宮

津
市�

京丹後市�

なり、浄水場22ヶ所により運営している。��
　給水人口は、平成24年3月末現在で2万096人、
計画給水量は1万6,231m3で、全体の約4割を
地下水源が占めている。�

 ��

2．加悦上水道整備事業とGX形ダクタイ
ル鉄管採用の経緯�

１）加悦上水道事業の概要�

　加悦上水道事業は、旧加悦町の加悦、明石、
温江、香河の４つの簡易水道事業を統合するた
めに、平成28年度末の完成を目指して、整備を
進めているもので、事業完了後の計画給水人
口は5,900人、計画給水量は2,840m3/日となる。�
　事業計画では、水源の開発を行い浄水場１ヶ
所新設し、４ヶ所を廃止（休止）することとしており、
現在水道水の供給を行っている６ヶ所の浄水場
（算所、加悦、加悦奥、明石、温江、香河）を３ヶ
所（算所、新加悦、香河）に整理統合する。また、

給水区域内の配水系統の見直しを行い、老朽
化した３ヶ所の配水池を廃止し、新たに配水池
を２ヶ所築造する計画である。��
2）GX形ダクタイル鉄管の採用について�

　今回、GX形ダクタイル鉄管を採用した工事は、
新設する加悦送水系（新加悦浄水場～新加悦
中継ポンプ場～新加悦奥配水池）の新加悦中
継ポンプ場から新加悦奥配水池までの区間(延
長L=2,916ｍ)で実施したものであり、平成23年
度施工分の施工延長はL=1,922ｍ、二条配管に
より配管延長はL=3,608ｍとなった。�
　GX形ダクタイル鉄管を採用した背景は、H22
年度工事（NS形ダクタイル鉄管）を発注後の平
成22年10月にGX形ダクタイル鉄管がJDPA規格
として制定され、NS形ダクタイル鉄管よりも工事
費の縮減、並びに工期の短縮等の効果が見込
まれたため、採用するに至った。なお、当該管路は、
重要な基幹管路であるため、様 な々管種がある中、

図２　工事場所の位置(左図)および施工箇所の拡大図(右図)
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強靭性があり、実績のあるダクタイル鉄管の耐震
管を採用してきた。�
 ��

3． GX形ダクタイル鉄管の施工概要�
 本工事は、新設する配水池からの送配水管布
設工事にGX形ダクタイル鉄管を採用した。工事
場所を図２、工事概要を表１に示す。�
�

4．施工結果�
　本工事において、施工は順調に完了した。��
　施工性は、直管の挿入力がNS形に比べて低
減し、掘削幅が減少したことから施工スピードが
速く、日進量が増加した。また、掘削幅が減少し
ても問題なく施工することができた。GX形の日

進量の増加はNS形と比較してかなり期待でき
るといえる。�
　また、現場は、写真１や写真２に示すように曲
線部が多く、切管の多い現場であったが、P-Link、
G-Linkでの施工により速くスムーズに施工する
ことができた。切管部の施工については、施工
業者からも「溝切り加工が必要ないので施工し
やすい」との評価を得た。工事の施工状況を写
真３～５に示す。��
　なお、当該管路では、水路横断においてもＧ
Ｘ形ダクタイル鉄管を施工しており、管路全体で
長期耐久性の期待される耐震化を図ることがで
きた。水管橋の施工状況を写真６に示す。�

�

表１　工事概要�

写真１　現地の状況①� 写真２　現地の状況②�
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5．今後の課題�
 今回の施工は、非常に延長が長く、曲線部の
多いものであったが、GX形耐震管の施工を順
調に終えることができた。また、施工業者も含め、
施工性・経済性等から判断し、総合的に評価が
高かったといえる。��

 今後は、NS形からGX形への採用変更をできる
限り促進していき、より実績のある耐震性と長期
耐久性のある管材を用いた耐震管路の構築を
進めていきたいと考える。�

写真6　施工写真（水路横断）�写真5　施工写真（直線部と曲管部）�

写真4　施工写真(伏越し部)

写真３　施工写真（曲管部）�
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東日本大震災による水道施設の�
被害状況と管路の更新計画�

仙台市水道局給水部計画課�

主幹　千葉　敏昭�

Technical Report 04
技術レポート�

1．はじめに�
　平成23年3月11日（金）午後2時46分にM9.0
の地震が発生した東日本大震災は、仙台市内
で最大震度6強を観測したほか、地震に伴い高
い津波を観測するなど東日本を中心に被害は
広範囲におよび、停電の長期化、燃料や物資の
不足に加え、福島第一原子力発電所事故によ
る放射性物質への対応も重なる未曾有の被害
となり、水道だけでなく道路、下水道、ガスなどの
ライフラインに大きな被害をもたらした。��
　こうした状況の中で、本市では水道施設の被
害と市内配水量の約1/4を占める宮城県仙南
仙塩広域水道の口径2,400の送水管破損によ
り送水が停止した影響などにより、最大で断水
戸数約23万戸、断水人口としては約50万人とな
り市内の約50％が断水となる水道被害が発生
したが、これまで本市が取り組んできた震災対
策等が一定の効果を示したことや、日本全国か
ら駆けつけた他都市水道事業体などの多く方々
の支援により、津波被害地区と宅地災害などの

地区を除き、発災から18日後の3月29日にはほぼ
市内全域で給水が可能となった。��
　ここでは、今回の震災における本市の水道施
設の被害状況と震災対策の要の一つである管
路の更新計画について述べることとする。�
　�

2．水道施設の被害概要�
（１）施設�

　本市の水道施設は、北部・西部の高台に複
数の水源と浄水場を配置し、そこから自然流下
による配水を基本とする地形を活かした合理的
な施設配置となっている。また、浄水場間の水
を相互に融通が図れるよう配水所への送水ルー
トの二系統化や、配水幹線レベルでの管網を整
備している。（図3参照）�
　東日本大震災では、主要浄水場である茂庭、
国見、中原、福岡においては、沈澱池の傾斜板
に一部破損や脱落といった被害が発生したもの
の、浄水処理に影響を与える大きな被害は発生
しなかった。一方、配水所などでは、一部の配水
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池で池内導流壁が倒壊したほか、場内の法面
や擁壁などの土木施設に多くの被害が発生した。
これらの浄水場や配水所などにおける被害箇所
数は、土木・建築・電気・機械設備など合わせて
169件に上った。��
　このほか、水質検査センターなどに設置してい
る分析機器が転倒・落下し、分析業務に支障を
来すこととなった。これらの分析機器の修理に
あたっては、長期に及ぶ停電により動作確認や
点検が遅れたことに加え、交通網の遮断によりメー
カーの専門技術者の派遣や修理部品の調達に
時間を要した。�

（２）管路�

　送・配水管および給水管（メーター一次側）の
被害箇所が1,064件に上った。そのうちの約5割
が給水管の被害で、送・配水管が約4割、空気
弁などの付属設備が約1割の被害であった。口
径400以上の基幹管路の被害としては、口径
800の国見第二配水幹線など6ヶ所で管接合部
の抜け出しなどが生じ、空気弁などの付属設備
では41ヶ所の被害があり、これが断水等の影響
が大きくなる要因となった。��
　管種別ではダクタイル鉄管の被害件数117件、
鋼管は12件、塩化ビニル管は297件などとなり、
塩化ビニル管の被害件数が約7割を占めている。
給水管の管種別では鉛管が約5割を占めている。
このような中でも、耐震補強した水管橋やSⅡ形
やNS形などの耐震継手のダクタイル鉄管の被
害は全くなく、その信頼性が確認される結果となっ
た。��
　管路被害の特徴としては、昭和30～40年代
に造成した団地の宅地被害が多い地域と管路
被害が多く発生している箇所が重なり、宅地被
害がなかった地区は大きな地震規模の割には
管路の被害が少なくなっている。このことから、
今回の管路被害は地震動による直接的なもの写真1　茂庭浄水場 沈殿池 傾斜板の脱落、ずれ�

図1　口径別被害状況�

＜φ40�
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より道路の陥没や隆起などの地盤変状による被
害が多かったと考えている。�
�

3．応急給水の状況�
　本市が所有する給水車6台のほか、18大都
市水道局災害相互応援に関する覚書に基づき
札幌市、東京都から7台、日本水道協会のネットワー
クによる新潟市、名古屋市などから48台、さらに、
都市間の応援として京都市、白老町などから4
台の給水応援隊の支援を受け、自衛隊や宮城
県管工業協同組合による給水応援を含めて、１

写真2　空気弁漏水状況�

写真3　DIP（K）φ500 漏水状況�

写真4　DIP（K）φ800 継手部漏水 修繕状況�

図2　管種別被害状況�

DIP 117�
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VP 297�
（68％）�
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日最大で75台の給水車が稼働し、3月31日まで
給水車延べ1,055台、2,800人による運搬給水が
行われた。�
　拠点給水所としては、発災当日の3月11日から
非常用飲料水貯水槽(100m3)を順次立ち上げ、
津波で被災した2ヶ所を除く19ヶ所を活用するこ
とができた。また、新潟市から提供を受けた30基
を含むキャンバス水槽43基を、非常用飲料水貯
水槽が設置されていない避難所を中心に設置し、
応急給水栓や臨時給水栓を含め最大72ヶ所に
おいて給水活動を行った。�
　このほか、地震発生直後から災害時拠点医
療病院として指定されている6ヶ所の病院への
給水を優先的に行ったほか、透析医療機関など
に対しても要請に応じて給水活動を行った。��
�

4．応急復旧の状況�
　応急復旧作業は、災害協定を結んでいる宮
城県管工業協同組合の作業班（１日最大33班）
のほか、前述の覚書に基づき、東京都と札幌市

からそれぞれ復旧応援隊1班の派遣を受けて行
われ、津波被害地区などを除く本市浄水場の
配水区域については3月21日に復旧し、その後、
宮城県仙南仙塩広域水道の受水開始後、3月
29日にほぼ復旧を完了することができた。また、4
月7日の余震では最大震度６強を観測し、再び
管路被害や停電などの影響で約3万戸が断水
したものの、3日後の4月11日には復旧することが
できた。�
�

5．水運用システム�
　本市では、給水区域をいくつかの小さいブロッ
クに分割した配水ブロックにより水量や水圧の
調整を行っている。また、浄水場や配水所など
の水源水量・配水量などの情報とあわせ配水ブ
ロックの水量、水圧、水質などの情報を一元的
に管理する監視制御システムにより効率的で弾
力的な水運用を図るとともに、配水管や給水管
などの管路情報を管理する施設管理システムを
整備している。�

写真5　津波に耐えたDIP（NS）φ150 
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　震災時は、サーバ等の機器について被害は
なく、庁舎内のネットワークも安定していたが、停
電の影響で情報が遮断する箇所が発生し、さら
に通信ネットワークを管理するプロバイダ側の停
電の影響から、監視制御システムによる配水状
況の監視ができない状況に陥った。そのため、
浄水場では各配水区域の状況に応じた運転を
それぞれ行うこととしたが、全浄水場が運転可
能であったことも幸いし、全施設能力の約8割の
浄水能力により対応することができた。復電後は、
配水所などの運転再開や配水ブロックごとの被
害把握と復旧計画の策定、幹線レベルでの復
旧計画の策定や応急給水計画にあたっての情
報提供などにおいてシステムが有効に機能し、
早期復旧に大きく貢献した。��
�

6．停電等の影響�
　主要4浄水場においては、停電時間が最大
98時間にも及び、非常用自家発電設備による稼
働を余儀なくされた。本市の燃料備蓄は24時間
運転可能な量を基本に整備してきたが、稼働継

続のために必要不可欠な燃料の調達は困難を
極めた。石油関連企業の油槽所も津波で被災
したため、石油連盟による大規模な供給が開始
されるまでの間、供給可能なガソリンスタンドや応
援事業体の協力を得て燃料を確保し、何とか浄
水場の運転を継続することができた。一方、浄
水処理の薬品（粉末活性炭、ＰＡＣ、次亜塩素
酸ソーダ、消石灰）等については、備蓄量や製
造所の復旧などにより影響はなかったものの、
電力供給や燃料のみならず薬品類のサプライ
チェーンが寸断することも、水道事業にとって大
きなリスクとなることをあらためて認識させられた。
��

7．管路の更新計画�
　管路の耐震化としては、昭和53年の宮城県
沖地震以降、漏水や赤水発生など機能障害を
起こしている管を更新する際に比較的地盤の
弱い地域などを対象に耐震管を採用してきたが、
平成14年度からは全面的に耐震管を採用して
いる。その結果、平成22年度の耐震化率は水
道事業ガイドラインで26％、耐震性を有するとさ

図3　水運用概念図�
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れる管を含めた率は83.5％となっている。�
　水道事業基本計画（杜の都水道ビジョン平成
22年度～平成31年度）では、配水幹線、老朽管
や塩化ビニル管（TS継手）などを、材質や継手
部分の強度などが耐震性に優れた管種（NS形
ダクタイル鉄管など）に更新するとともに、大規模
地震時等にも医療機関への配水経路を確保す
るため、災害拠点医療施設などへの管路を優先
的に耐震化することとし、耐震性の有する管路
の割合を平成31年度に87％に目標設定している。�
　更新にあたっては、破損時の影響度、管腐食
の進行度合い、地盤の強度や土壌の腐食性、
本市の地域防災計画の被害想定などを総合的
に勘案した上で優先順位を決定するなど、更新
の効果が高い路線から計画的に実施することと
している。東日本大震災を踏まえて、管路の耐
震化事業を推進対策推進事業に位置づけ重
点的に取り組むべき事業とし、可能な限り増加
に努めるなど見直しを図っている。�
　本市の配水管延長は平成22年度末で約
3,300kmとなっているが、年間更新量は約1％
弱の30km程度であるため、すべての更新には
単純に110年以上かかることになり、管路の長寿
命化への期待は高くなっている。耐震化へは
原則としてNS形を使用しているが、昨年度から
呼び径75～200の更新工事の一部でGX形を試
験的に採用している。これは施工性の確認と施
工企業の実績を積み上げる目的で試験施工を
実施しているもので、規定の狭い掘削幅で施工
する部分とNS形と同じ掘削幅で施工する部分
と両方を同じ現場で行っている。施工性につい
ては高評価をしているが、狭い掘削幅では直線
部分は大きな問題はないが異形管部分で少し
狭いのが気になるところである。試験施工は今
年度まで行い、その後の採用に向けて問題点
の整理を行っている。�
�
8．おわりに�
　水道施設や管路の被害は地震規模の割に
は軽微であり、これまで進めてきた震災対策が
一定の効果を示したものと考えている。水道施

設の耐震化は震災時の減災に大きく貢献し、配
水ブロック化や水系の二系統化は断水区域の
縮小化や早期復旧に有効に機能し、拠点給水
施設の中の非常用飲料水貯水槽は初期の給
水活動に有効に活用できた。しかし、東日本大
震災における広域的な被害は、これまで想定し
てこなかった多くの課題を浮き彫りにする結果と
なった。その中でも、電力供給や情報通信、燃
料や物資の流通といった社会機能が長期間に
わたって停止し、想定を超えた震災対応業務が
長期的に生じることとなり、エネルギー・物資・マ
ンパワーの不足など多くの教訓を残している。こ
れらの課題解決に向けては一事業体の対応で
はなく、広域連携による災害対応が重要になる
ものと考えている。�
　施設の耐震化や冗長化といったこれまでの
震災対策に加え、広域かつ横断的な連携による
人的・物的支援のネットワーク確立・強化と、ボラ
ンティアや町内会などとの地域における連携とい
う２つの方向性から、今後の災害対策の方向性
を再考したい。�

写真6　DIP（GX）φ150 布設状況�
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福井市における水道施設耐震化の�
取り組みについて�

福井市企業局給水課�

主幹　藤田嘉裕�

Technical Report 05
技術レポート�

1．はじめに�
　福井市では、昭和23年に発生した福井地震
（M7）により、水道施設に甚大な被害を受けた
経験から、平成２１年に策定した福井市水道ビジョ
ンにおいて「災害に強い水づくり」を基本目標の
一つに掲げ、とりわけ災害時のライフライン確保
と持続可能な水道事業を実現するため、基幹
施設の耐震化を中心に整備している。�

2．水道事業の沿革�
　福井市の水道事業の創設は、大正10年に水
道事業の認可を受け大正13年9月に給水を開
始したが、戦災・震災復旧事業や市域の拡大な
ど人口増加に対応するため、6次にわたる拡張
事業を行った。現在の水道施設の概要は、図1
のとおりであり、水系は9水系、水源は74ヶ所（県
水受水1ヶ所、表流水1ヶ所、地下水72ヶ所）、浄
水場は9ヶ所、配水池は23ヶ所となっている。�
�

3．水道事業の現状と課題�
　福井市の水道事業は、創設後約90年以上が
経過している状況にあり、表1からわかるよう
1970年から1980年にかけ多くの管路布設が行
われていることから、今後法定耐用年数を経過
した、施設および管路の早期の更新が急務となっ
ている。�
　平成22年度末の現有管路（約2,120㎞）のうち、
経年化管路は11％（約225㎞）老朽化管路は
0.3％（約7㎞）であるが、このまま更新しない場合、写真1　福井地震における配水管の損壊�

38 ダクタイル鉄管� 平成24.10 第91号�



40年後の2052年度（平成64年度）には、表2の
とおり、健全管路は全体の約7％（約143㎞）とな
ることがわかる。�
　また、施設についても表3より、管路と同じく
1970年代を中心に建設されており、健全度およ
び耐震診断の結果に基づく補強工事もしくは

更新工事が必要不可欠な状況にある。このよう
な現状と課題から、本市では平成22年度を「維
持管理・更新の時代」への転換期ととらえ、福
井市水道第7次整備事業を開始した。�
�第7次整備事業では、本市の水需要量の約8
割を供給でき、最重要施設である九頭竜浄水場

図1　現在の水道施設の概要�

表1　水道管路の布設年度別延長�
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の配水池の更新および地震等の災害時の被
害を最小限に抑えるため、基幹管路である導水管、
送水管、配水本管、医療施設などの重要施設
へ連絡する重要配水管の耐震化を優先的に進
めている。�
�

4．耐震化の推進方策について�
（1） アセットマネジメントの取り組み�

　高度成長期に築造された施設や法定耐用年
数を経過した管路が増加してくることから、これ
らの更新にかかる資金確保が必要である。しか
しながら今後の水需要は、人口の減少や節水

表2　管路の健全度�

表3　構造物および設備の取得年度別帳簿原価�
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機器の普及等から減少傾向にあるため、水道料
金等の収入と建設工事等の支出のバランスをと
りながら、健全経営を維持することが求められる。�
　そこで本市は、平成21年にアセットマネジメント
の考え方を取り入れ、水道ビジョンとともに、第７
次整備事業に反映させ、より効率的・効果的な
財政収支の見通しを検討した。�
　平成22年度には継続的な改善を行うために、
平成21年度の検討結果を基に更なる精度の向
上を図り、更新事業を適切に推進するため、不
足する財源については料金収入等の増加を想
定し、今後、水道料金改定が必要と判断される
場合の検討についても行った。�
（2） 耐震化計画の策定�

　すべての管路および施設を即時に耐震化す
ることは人的、経済的、構造的にも困難であり不
可能であると言わざるを得ない。したがって、個々
の施設の耐震化だけに頼らず、水道システム全
体としての耐震性の向上に努めることが重要と
なる。�
　そこで、本市においては、平成21年度に福井
市の全水道施設について耐震性を評価し、加
えて、地震が発生した時の水道施設の被害予
測や被害が発生した場合の応急復旧、応急給
水のあり方についても検討することにより、ハード、
ソフト両面からの耐震化計画の策定を行うことと
した。�
　想定する地震動は、レベル1地震動（震度階5
強程度）およびレベル2地震動（震度階7程度；
福井地震クラス）とした。被害想定においては、
レベル1地震動では被害は殆どなく、地震時配
水量が日平均を上回ったが、レベル2地震動で
は被害が多数発生し、地震時配水量が日平均
を大きく割り込み、市の断水率が96.9％となった。�
　さらに、応急復旧および応急給水においては、
必要となる人員や給水車の規模についても算
定し計画に反映させた。�
　なお、水道ビジョンの目標年次である平成30
年度までの耐震化計画の主な事業内容は以下
の通りとした。�
①導水施設（導水管）の耐震化計画�

　九頭竜系統の更新を実施。�
②送水施設（送水管）の耐震化計画�
　九頭竜系統の九頭竜浄水場～原目配水池
の送水管の耐震化を実施。�
③配水施設（配水池）�
　人工透析実施病院および総合病院のほぼ
全てに配水している九頭竜配水池，原目配水池
の耐震化を実施。�
④重要配水管�
　第3次救急医療施設に位置づけられる福井
県立病院を最も重要な病院と位置づけ，福井県
立病院への管路の耐震化を優先的に実施。��
（3） GISの導入�

　福井市では配管図の閲覧や更新、工事竣工
図の閲覧・入力、配管平面図の印刷など、水道
情報を一元的に管理するためにGIS（本市では
ライフラインGISと称する）を17年度に導入し本格
運用を開始している。�
　現在は、毎年更新された管路情報を更新し、
福井市における管路（約2,120㎞）の最新情報
を保存・整理することで、現状の耐震化状況や
今後の耐震化計画にも利用できるなど、耐震化
の進行管理には必要不可欠なデータベースとなっ
ている。��
（4） 耐震化実施の方策�

　管路の耐震化を実施するにあたり福井市とし
て採用する管種やその施工管理など管路の耐
震化布設基準を策定する必要があった。そこで
平成22年度に「給水課管路耐震化布設基準
検討会」を設置し、平成22年度～平成23年度
にかけ、検討会を4回、ワーキンググループによる
活動を9回実施した。�
①GX形ダクタイル鉄管の採用�
　呼び径100～250においては、ライフサイクルコ
ストに優れたGX形ダクタイル鉄管を新たに採用し、
呼び径300以上はこれまでと同様NS形ダクタイ
ル鉄管を採用することとした。��
　ただし、GX形ダクタイル鉄管は、NS形継手の
施工性の改善や経済性の向上、長寿命化を目
的に開発された継手であるが、本市では初採用
となるため、施工性や施工管理などに問題が無
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いか試験施工を実施し、良好な結果であったこ
とから採用することとした。�
② 仕切弁（ソフトシール弁）の採用��
　仕切弁については耐震性仕切弁の採用に
ついて検討し、フランジレスのソフトシール弁の採
用を決定したが、鋳鉄製仕切弁とソフトシール仕
切弁では開閉の回転数が異なり、締めすぎによ
る管・弁の破損を防ぐための区分が必要である
等の意見があった。�
　そこで目視で分かる方法として区別を表示し
た新たな鉄蓋を採用することになり、そのデザイ
ン等の検討についても行った。�
③ 耐震化布設基準の策定��
　耐震化布設基準（現行「配水管等工事設計
及び監理の手引き」の見直し、「福井市土木工
事共通仕様書　上下水道編」の見直し）の策
定を行い、新たに採用となった管種・弁栓類の
積算基準や継手施工時の接合要領などについ
て見直しを行った。�
④ 配水管技能者の資格要件��
　技術的水準を維持するため、本市の施工業

者に対して、GX形ダクタイル鉄管や呼び径500
以上の大口径管布設時に必要となる配水管技
能者の資格要件について説明会を開催した。
�GX形ダクタイル鉄管の布設工事資格要件は、
（社）日本水道協会が主催する「配水管工技能
講習会」のうち講習会Ⅰ（小口径管講習会）を
受講し、配水管技能者登録証（一般・耐震）を
取得していることを資格要件とした。�
　呼び径500以上の大口径ダクタイル鉄管の布
設工事資格要件として、（社）日本水道協会主
催「配水管工技能講習会」のうち講習会大口
径管（大口径講習会）を受講し、配水管技能者
登録証（一般・耐震・大口径管）を取得している
こと。または、日本ダクタイル鉄管協会が実施す
る「継手接合研修会」のうち、呼び径500以上の
耐震管講座を受講し、JDPA継手接合研修会
受講証（耐震大）を取得していることを資格要
件とした。�
　次に、資格用件を取得するために講習会を企
画し施工業者に対して講習会の受講を促し、平
成23年11月に日本ダクタイル鉄管協会の協力を

写真2　GX形ダクタイル鉄管技術説明会�
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得て、GX形ダクタイル鉄管に関する技術説明会
を開催し、１０７名の施工業者が参加した。�
　なお、JDPA継手接合研修会（耐震管呼び径
500以上）については県外での受講となるため
参加希望者を募り、日本ダクタイル鉄管協会の
協力を得て受講を促した。��
⑤ 本市職員に向けた技術説明会の実施��
　本市職員に対してもそれぞれの管種につい
て研修会（座学・実技）を開催し、施工管理上
の注意点等について受講した。�
　今後は導水管・送水管などの大口径管路の
更新が多くなるが、経験した職員も少ないため、
大口径管の継手の施工について指導を受ける
予定であり、継続した技術向上に努める。�
　�

5．福井市型から標準化へ�
　福井市ではこれまでに仕切弁や消火栓等、
福井市型製品を使用し整備を行ってきた。しかし、
大規模災害発生後の応急給水や応急復旧の
対応には、他水道事業体の応援が必要不可欠
である。�
　そこで、だれでも速やかに材料が入手でき補修・
修繕などが行える管路を構築することも耐震化
方策の一つと捉え、福井市型製品を廃止して
JISやJWWA規格への統一を図った。��
�

6．今後の方針�
　水道施設の耐震化は始まったばかりであり、
今後は水道利用者や水道事業体職員のこれま
で以上の耐震化の理解を促進させることが必
要である。そのためには、水道施設に被害を及
ぼすと想定される地震や予想される被害はどの
程度か、実施しない場合のリスク、被害時の水
道利用者の置かれる状況や水道事業体の責
務について職員自らが理解することが重要であり、
水道利用者に対しても積極的に耐震化の必要
性を説明するなど耐震化事業推進についての
理解に努めていきたい。�
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京都市水道100年の歩みと�
配水管整備�

京都市上下水道局�

水道部長　三田村　晃�

Technical Report 06
技術レポート�

1.はじめに�
　京都市は、京都府の南部に位置し、京都盆
地の北半分、山科盆地および丹波高原の東辺
の一部からなる内陸都市である。�
　人口は約147万人を有する政令指定都市で、
東京特別区を含めて全国第7位、京都府の人
口の約半分を占めている。�
　また、市政を施行した明治22年当時、上京区、
下京区の2区で構成された市域面積は2,977ha
であったが、順次周辺市町村を編入し、平成17
年の京北町との合併により、東西方向は約29km、
南北方向は約49kmにおよび、市域面積は約
82,790haとなっている。�
　京都市は平安建都以来、1200年を超える歴
史を積み重ねてきた歴史都市である。また、世
界遺産を含む数多くの国宝や重要文化財、寺
社仏閣、歴史的景観を形成する建築物や庭園、
土木遺産、長い歴史に培われた文化、伝統産
業などの歴史・文化遺産が今も存在し、京都を
訪れる多くの人 を々魅了している。�

2.水道の創設�
　京都市の水道事業は、第２疏水建設、道路
拡築および電気鉄道敷設とともに京都市三大
事業の一つとして、明治４２年に蹴上浄水場の
建設並びに配水管の布設工事に着手し、同４５
年３月に竣工、４月から給水を開始したことに始ま
る。計画給水人口は50万人、計画１日最大給水
量は68,100m3であった。��
　工事概要は、蹴上浄水場に沈澱池、ろ過池（ろ
過そう、導水みぞ、硫酸アルミナ溶液室など）、配
水池、ポンプ室を建設、配水管として、幹線52km、
支線139kmを布設するものであった。配水方式
は、地形を利用した自然流下式を採用した。また、
蹴上浄水場では、東山山麓の用地不足に対応
するため、日本で初めて急速ろ過方式を採用した。
　水源は、滋賀県大津市観音寺で琵琶湖から
取水することとし、水道水源と発電用水を確保
することを目的に、明治41年に第2疏水路（隧道）
の建設に着手し、同45年に完成した。この第2
疏水の流量は、毎秒15.3m3（550立方尺）で、明
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治23年に完成した第１疏水の北側にほぼ平行
して建設された。全長は約7.4km、蹴上で第１疏
水と合流している。��

3.水道100年の歩み�
　大正3年以降、急激な人口増加がみられ、加
えて同7年、隣接16町村の編入により人口が膨
れ上がったため、第一期拡張事業（大正13年～
昭和2年度）に取り掛かり、昭和2年6月、松ケ崎
浄水場（施設能力40,000m3/日、緩速ろ過方式
採用）が完成した。最高区配水池を五山の送り
火の「妙法」の「妙」がある松ケ崎西山に設け、
市の北部に給水を開始した。��
　その後、昭和6年に伏見市ほか26市町村の
編入があり、第二期拡張事業（昭和7～14年度）
を行うこととなった。計画給水人口92万人、１日
最大給水量173,000m3とし、松ケ崎浄水場の拡
張と、新たに山科浄水場（昭和11年完成、同50
年廃止）を新設したが、水需要が目標よりも上回っ
たため第三期拡張事業（昭和14～20年度）を計
画し、昭和20年に伏見浄水場（昭和52年廃止）
を新設し給水を開始した。�
　戦後は、人口の都市集中に伴い水需要が激
増したため、第四期拡張事業（昭和21～25年度）
として、松ケ崎浄水場の緩速ろ過池を増設した。
さらに、昭和22年に宮内大臣より御所防火用水
道の移管を受け、その改築により整備した九条
山浄水場（施設能力24,000m3/日、平成8年廃止）
が同24年に完成、一時的に給水制限を緩和す
るに至った。ところが、間もなく同年夏には水需
要が給水能力を超える事態となった。��
　第五期拡張事業（昭和25～32年度）として、

写真1　第二疏水柳山トンネル東口埋立水路工事�
（明治42年9月撮影）�

写真3　蹴上浄水場ろ過場の内部（明治45年3月撮影）�

写真2　完成時の蹴上浄水場（明治45年3月撮影）�

写真4　蹴上浄水場拡張工事（昭和35年11月撮影）�
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松ケ崎浄水場の拡張およびろ過池改良（豆砂
利で荒ごしする前処理池を設け緩速ろ過池の
ろ過速度を上げる２重ろ過方式を採用）を行った。
しかし、市周辺部高台地区では夏場の断水、中
心部では水圧低下や出水不良が年々広がって
きたため、松ケ崎浄水場の拡張工事完成を待た
ず、蹴上浄水場の拡張に取り掛かった。この第
六期拡張事業（昭和32～37年度）では、日本初
の大型高速凝集沈澱池を採用し、ろ過池などを
自動制御する中央管理室を設けた。�
　第七期拡張事業（昭和37～48年度）は、松ケ
崎浄水場の施設老朽化と原水の水質悪化によ
る処理能力の低下、山科区、伏見区および南区
での水需要の増加を背景として、山ノ内浄水場
（昭和４１年完成）および新山科浄水場（昭和４
５年完成）の新設、松ケ崎浄水場の拡張を実施し、
計画給水人口14 3万人、１日最大給水量
750,000m3となった。��
　事業施行中の昭和46年には、１日最大給水
量が施設能力を超えることが予想されたため、１
日最大給水量1,050,000m3の確保を目標とした
第八期拡張事業を計画した。その後の経済変
動などにより水需要の伸び悩みが続き、二度の
計画変更を行った。その結果、事業を前期（昭

和47～62年度）と後期（昭和63年度～平成5年度）
に分け、前期目標年次平成２年度、給水人口
154万人、１日最大給水量853,000m3、施設能力
927,000m3/日として、松ケ崎浄水場における緩
速ろ過池の急速ろ過池への改良、新山科浄水
場の拡張を行った。しかし、水需要が再び増加
し始め、平成７年度を目標年次に、計画１日最大
給水量を920,000m3、施設能力を1,020,000m3/
日と見直して後期事業に着手した。新山科浄水
場では、市南部での水需要急増に対応するため、
平成２年には第３系統浄水施設の拡張が完成、
市全体の施設能力は980,000m3/日となった。そ
の後の施設整備により、一旦は施設能力を
1,050,000m3/日としたが、平成2年度以降の水
需要の減少を踏まえ、平成15年度の蹴上浄水
場の全面改良時に、一部施設の建設を凍結し，
施設能力を951,000m3/日とした。�
　更に水需要の減少は続き、浄水場施設能力
に必要以上の余力が生じており、平成17年度
の水需要予測では、目標年次である平成37年
度で、計画1日最大給水量は612,000m3/日にな
ると予測された。このままでは、ますます非効率
な施設運営となることから、平成19年12月に策
定した、平成20年度からの10年間の京都市に

図1　給水量および施設能力の推移�

（千m3/年）� （千m3/日）�
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おける上下水道ビジョンである「京（みやこ）の水
ビジョン」とその実現に向けた前期５ヶ年の具体
的な実施計画である「京都市上下水道事業中
期経営プラン」において、より一層効率的な事
業運営を図るため、施設規模の適正化を実施
することとした。�
　近年の水需要の減少傾向をできるだけ反映
するため、負荷率の見直しを行い、平成37年度
での1日最大給水量を560,000m3/日、浄水場施
設能力の余裕率を25％程度として、施設整備を
実施していくこととした。具体的には、蹴上浄水
場で一部凍結していた1・2号沈澱池を建設した
上で、山ノ内浄水場を廃止し、また、松ケ崎浄水
場の一部施設を廃止することにより、平成24年
度末には施設能力は771,000m3/日となる。��
　今後、さらに松ケ崎浄水場の一部施設を廃止
するなどにより、平成37年度には、施設能力を
701,000m3/日とする予定である。��
�

4.配水管の拡張・整備の経過と�
　今後の取組�
（１） 拡張と整備�

　本市では明治42年の創設期から戦後の高度
経済成長期にかけては、急速な水需要の伸び
と給水区域の拡張に伴い、主に新設による拡張

事業を推進してきた。一方、昭和38年度からは、
配水管の更新事業にも着手し、創設当初からの
鋳鉄管（経年管）のダクタイル化に取り組んできた。�
　昭和50年代に入ると拡張事業に代わり、経年
管の布設替え、無ライニング管の更生、ＰＩＰ工
法等による更新事業が次第にウェイトを占めるよ
うになり、その整備手法を柔軟に変化させつつ、
着実に配水管路機能の向上を図ってきた。昭
和38年度から平成15年度まで計7期にわたって
鋳鉄管や石綿セメント管などから主にダクタイル
鋳鉄管への更新を目的とした配水管整備事業

写真5　建仁寺前配水管(24インチ管)の布設工事�

（明治44年1月撮影）�

図2　配水管整備事業と漏水件数および有収率の推移�
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に取り組んできた。また、平成16年度から19年度
までは、浄水施設等整備事業と配水管整備事
業を統合した上水道施設整備事業を実施し、
更なる水道施設の高水準化を図るため、引き続
き鋳鉄管のダクタイル鋳鉄管への布設替えや基
幹管路の耐震化等に取り組んできた。��
　配水管材料については、創設当初から昭和
52年度まで鋳鉄管を、昭和34年度以降、幹線配

水管等重要路線から順次ダクタイル鋳鉄管の
使用を開始し、昭和53年度以降は、全ての管路
において、ダクタイル鋳鉄管（一部橋梁添架等
は除く。）を使用するようになった。�
　これらの取り組みにより、昭和42年度では、有
収率は69.9％、漏水件数は約2,700件であったも
のが、平成19年度には、有収率86.5％、漏水件
数約90件と大幅に改善した。��

※ 年度は採用開始年度�※ (　)内の年度は，全管路において採用した年度�

表1　京都市における配水管の高機能化の経過�

写真6　高機能ダクタイル鉄管布設状況�

材　質�

鋳鉄製�

直　管�
創設期～�
昭和41年度�

異形管� 創設期～�
昭和52年度�

ダクタイル鋳鉄製�

直　管� 昭和34年度～�
(昭和42年度～)

異形管� 昭和42年度～�
(昭和53年度～)

継　手�

耐震性能を有する�
継手の採用�

K形� 昭和46年度～�
(平成10年度～)

離脱防止機構付き�
耐震継手の採用�

S形等� 昭和57年度～�
(平成15年度～)

内面�
ライニング�

エポキシ樹脂粉体�
塗装の採用�

直　管� 平成21年度～�
(平成21年度～)

異形管� 昭和52年度～�
(昭和61年度～)

外面被覆� ポリエチレンスリーブ被覆�
による外面腐食対策の採用�

昭和53年度～�
(平成15年度～)
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山ノ内�

松ヶ崎�

蹴上�

新山科�

⑧�

⑦�

⑥�

⑤�

②�

④�

③�

①�

　平成20年度からは、「京（みやこ）の水ビジョン」
および「京都市上下水道事業中期経営プラン」
を基に、建設改良事業として、上水道施設整備
事業と鉛製給水管単独取替事業を推進している。
その中で、配水管の整備に関しては、強度の劣
る鋳鉄管の布設替えを行い、平成24年度で鋳
鉄管の残存割合を0％とすること、また、平成29
年度で水道管路の耐震化率を14％とする目標
を立て、既設管更新の際には、全ての管路にお
いて耐震管を使用することにより、更新＝耐震
化との位置づけで、事業を推進しているところで
ある。平成21年度からは、継手が離脱防止機構
を有する耐震管、管外面へのポリエチレンスリー

ブの被覆、管内面のエポキシ樹脂粉体塗装の3
つの条件を満たした、いわゆる高機能ダクタイル
鉄管を全ての管路において採用し、市民の信
頼に応える高水準の水道構築を目指している。�
�
（２） 連絡幹線等の整備�

　本市においては、地震等の災害時や施設の
故障時においても安定した給水を確保するため、
浄水場間の相互融通を可能とする連絡幹線を
耐震管により昭和60年度から整備している。�
　また、近隣事業体である京都府および宇治市
との間で、地震や風水害その他の緊急時に相
互応援給水が可能となるよう連絡管を設置し、バッ

 給水区域 浄　水　場 備　考�

  ① 山ノ内浄水場 ⇔ 新山科浄水場 整備済�

 低区連絡幹線 ② 蹴上浄水場 ⇔ 新山科浄水場 整備済�

  ③ 蹴上浄水場 ⇔ 山ノ内浄水場 整備中�

  ④ 蹴上浄水場 ⇔ 山ノ内浄水場 整備中�

 
高区連絡幹線

 ⑤ 蹴上浄水場 ⇔ 松ケ崎浄水場 整備済�

  ⑥ 松ケ崎浄水場 ⇔ 山ノ内浄水場 整備済�

  ⑦ 蹴上浄水場 ⇔ 新山科浄水場 整備中�

 最高区連絡幹線 ⑧ 蹴上浄水場 ⇔ 松ケ崎浄水場 整備中�

表2　主な連絡幹線の整備状況�

図3　連絡幹線と浄水場の関係図�

整備済�

整備中�
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クアップ機能の強化を図っている。�
�
（３） 今後の取組�

　本市では，昭和30年代後半から昭和52年まで
に布設された直管部がダクタイル鋳鉄製でモル
タルライニングが施されており、かつ曲管等の異
形管が鋳鉄製で内面が無ライニングである管路
を初期ダクタイル鋳鉄管と称している。これらの
管は、経年劣化が懸念されるとともに、耐震性に
も劣ることから、順次計画的に更新していく必要
がある。この初期ダクタイル鋳鉄管は、平成23年
度末で市内に約557ｋｍ残存しており、これらを
全て更新するのに約1450億円の費用が必要で
あると試算している。��
　本市では，これまで実施してきた管体調査の
結果などを踏まえて、初期ダクタイル鋳鉄管のうち、
昭和41年までに布設された直管のライニング部
にシールコートが施されておらず、さらにポリエチ
レンスリーブが被覆されていない、内外面からの
腐食の可能性が高い管路を更新対象として計
画的に整備しているところである。�
　水需要が減少するなか、建設再投資額の削
減や配水管整備事業以外の建設改良事業と
のバランスもあり、ここ数年は、配水管の更新率は、
年間0.5％程度と低い状況となっている。平成
23年度末で、法定耐用年数40年を超える配水
管の割合は約20％であり、現在の更新率を継
続した場合、20年後にはその割合は約60％とな
る。このままでは、老朽化による漏水事故等により、
市民に多大な影響を与えることが懸念されると
ともに、無効水量の増加にもつながるものと予測
されるため、今後管路更新のペースアップが必

要不可欠である。��
　一方、平成23年度末の水道管路全体におけ
る耐震化率は、8.7％で、これは政令指定都市の
中でも低い数値となっている。これは、耐震管が
開発される以前の比較的早い時期から鋳鉄管
や石綿セメント管をダクタイル鋳鉄管へ布設替え
を行った結果であるが、一度大地震が発生し水
道施設が大きな被害を受けると，市民生活や産
業にも多大な影響が生じることから、地震等災
害に強い水道施設を構築するため、特に老朽
化に伴う配水管の更新に合わせた耐震化を図っ
ていくことが極めて重要である。��
　そのため、平成25年度からの次期事業計画で、
必要な財源を確保した上で、現在の配水管更

 
事業体 連絡管口径

 相互応援水量 
設置年度

�
   (m3/日)�

 京都府 φ400 20,000 平成16年度�

 宇治市 φ200 10,000 平成15年度�

表3　相互応援給水の内容�

京都市水道創設１００周年記念ロゴマーク�
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新事業を倍増させ、老朽管対策と耐震化のペー
スアップを図っていく考えである。�
�

5.おわりに�
　明治45年に給水を開始し、市民の皆様のくら
しに安らぎと潤いをお届けし続けてきた京都市
水道は、本年、100年の記念すべき年を迎えるこ
とができた。��
　これからも、限られた財源ではあるが、水質の
維持向上や災害への備え、また、老朽化した配
水管の更新や基幹施設の改築・更新および耐
震化を確実に実施していかなければならない。�
　本市では、今日まで受け継いできた市民の皆
様の貴重な財産である水道を未来へしっかりと
引き継いでいく決意を新たにし、将来にわたって、
安全・安心で環境に優しい水道水を安定してお
届けし続けることができるよう、全力で取り組ん
でいく。�
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基幹管路整備計画について�
～万博配水幹線における安定給水構築と展望～�

吹田市水道部　工務室　建設グループ�

主幹　長田　誠一�

Technical Report 07
技術レポート�

1. はじめに　～事業計画と耐震化～�
　吹田市の水道事業は、昭和２年（1927年）の
給水開始以来、6次にわたる建設拡張事業によ
りほぼ100％の普及率を達成し、現在では維持
管理の時代を経て、高度経済成長期に建設さ
れた水道施設の更新時代に移りつつある。�
　平成16年度（2004年度）には第1次上水道施
設等整備事業に着手、平成18年度（2006年度）
に策定された中期経営計画（平成18年度～平

成21年度）での同整備事業見直しを経て、「災
害に強い水道」「配水管網整備をはじめとする
安定給水の確保」等の基本指標に基づき、主
要送配水管の耐震化工事、管網整備等を進め、
安定給水に努めてきた。��
　平成21年に中期経営経計画の最終年度を
迎え、安定した水道システムの確立を基本方針
の一つとして、平成22年度（2010年度）には中
長期計画すいすいビジョン2020（平成22年度～

図1　管路整備事業の概要�
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平成32年度）策定にあたり必要な更新・耐震化
を的確に事業に反映させた第2次上水道施設
等整備事業を策定している。��
　�

2. 第2次上水道施設等整備事業に�
　おける基幹管路耐震化率�
　平成23年度末、吹田市の管路の耐震化率は、
基幹管路「導・送・配水本管（総延長69.9km）」
で約30%、配水支管を含めた全管路（総延長
702.7km）で約9%という水準であり、東南海・南
海地震、上町断層帯地震が想定されるもとで、
これまで以上のペースで耐震化を図らなければ
ならない。基幹管路における耐震化率は平成32
年度（2020年度）末に50％以上にすることを目
標としている。�
　現事業計画においては、管路整備を基幹管
路と配水支管に分類し、事業の推進を図ってい
る。各々の管路が有する役割・機能から整備の
方向性が異なるため、より効果的、効率的に事
業を推進するために分類している。�
�

3. 基幹管路整備事業�
　水輸送として欠かすことのできない、基幹管
路（導・送・配水本管）について、耐震化・バックアッ
プ化等危機管理の視点から、配水系統を面とし
て捉え、常時給水する区域の適正な給水量と
水圧の確保、非常時にバックアップすべき給水
量と水圧等について、勘案した設計を基本とし
ている。�
（1）管路耐震化事業（更新）�

　地震に強い管路を構築するため、既設の非
耐震管および溶接継手鋼管のうち老朽化が著
しい管路に替えて、新たに耐震性に優れた継手
（NS形等）を有するダクタイル鉄管を布設する。�
（2）基幹管路新設事業（新設）�

1）管路複線化�

　平常時および災害・管路事故等の非常時に
おいても、十分な水輸送機能を確保するため、
同一の機能を有する2路線以上の経路を確保
することを目的に行う。��
　管路の配置形態により2路線をほぼ平行に配

置する複線化のほか、単一管路を区域・ブロック
の外周に循環させるループ化等、より効果的な
手法を検討する。��
2）バックアップ化�

　災害、管路事故の非常時において、市民生
活に必要な飲料水の供給を継続するため、異な
る送配水場、ブロック等の既存施設間において
水を融通することを目的にバックアップに必要な
連絡管網を形成する。�
3）基幹管路整備�

　水需要の伸びが見込まれないなかでも、大規
模開発等の新たな需要が予測される地域に対し、
安定給水を確保するために、口径の変更、管路
の延伸等を行い、水輸送能力の増強と拡大を
目的に管路網整備を行う。�
�
4. 基幹管路整備事業による�
　新たな万博配水幹線計画�
　万博配水幹線という名称は吹田市水道部内
における俗称であり、これまでも重要な導・送・配
水本管路において町名を付けて呼ぶ慣習があっ
た。�
　同幹線は、日本万国博覧会が本市千里丘陵
で開催（昭和45年（1970年））された前後に布
設された管路で、万博調圧場「最大配水量
11,591m3/日（平成23年度実績）」から山田配
水場「最大配水量2,979m3/日（平成23年度実績）」
への送水と吹田市域東部方面への配水を担う
基幹管路であり、同方面の安定給水を進めるた
め、平成19年度（2007年度）に新たな万博配水
幹線の整備が計画された。これは第1次上水道
施設等整備事業における耐震管路事業（主要
幹線の耐震化を年次的にはかる）から中期経営
計画による見直しを経て、現計画である第2次上
水道施設等整備事業における基幹管路整備事
業として新たに万博配水幹線計画として策定し
たものである。��
　計画作成に際し以下の点を検討項目とした。�
�
�
�
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1）万博公園内（管理用場周道路下）における

鋼管呼び径900漏水対策�

[管路耐震化事業（更新）]�

　これまでも万博公園内（管理用場周道路下）
に埋設している万博配水幹線鋼管呼び径900
管路で度々漏水が発生し、その都度、電気防食
工事や特注の補修用カバーにより対応してきたが、
維持管理には限界があることと、今後の劣化状
況を把握し、適切な対策を講じることが難しい状
況となりつつあった。��
　平成19年（2007年）には同管路で立続けに3
度漏水が発生し、何とか断水せずに補修するこ
とができたが、今後、断水等による影響を考慮し、
また、漏水個所が管体上および継手箇所に見ら

れることから早急な管路更新が必要となった。（対
象管路鋼管呼び径900の更新延長は1,600ｍ）�
2）懸案事項による管路網整備�

[基幹管路新設事業（新設）基幹管路整備]�

　万博配水幹線から分岐する吹田市域東部方
面は、今後、大型開発が相次ぐことから、開発調
査等による需要量の予測からそれに見合った配
水区域、配水量の見直しを行い、管路整備によ
る安定給水確保が必要である。�
　また、吹田市域東部方面に位置する山田配
水場の老朽化したポンプ設備の更新と環境負
担の低減に配慮し、高圧受電を廃止するための
施策の一つとして万博配水幹線の整備を行う
必要がある。 �

3）管路網整備に伴う新規ルートの選定�

[基幹管路新設事業（新設）管路複線化]�

　万博配水幹線は万博公園内（管理用場周道
路下）を通り、「千里橋」に添架して中国縦貫自
動車道を挟み、同自動車道の北側から南側に
送配水している。�
　また、配水支管ではあるが、万博配水幹線か
ら分岐して万博公園内（管理用場周道路下）北
側を回り、「調和橋」に添架して中国縦貫自動
車道を跨ぐ、万博配水幹線の複線経路呼び径

400があるが、基幹管路として、同一の機能を有
する2系統による安定給水を目指すには、別ルー
トを新規に選定する必要がある。そのためには
中国縦貫自動車道の横断は不可欠である。�
4）万博公園内における配水支管呼び径400漏

水対策�

[管路耐震化事業（更新）、基幹管路整備]�

　平成20年（2008年）に3)に記す複線経路呼
び径400管路で漏水が発生した。同管路は調
和橋南詰以降、万博公園内スポーツ広場を横

図2　万博調圧場系配水幹線�
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断しており、今後も漏水が発生した場合（スポー
ツ広場内で漏水発生）、甚大な影響が考えられ
ることから非常時の安定給水確保を考慮した早
期の更新が望まれる。��
　　�

5．新たな万博配水幹線整備計画の作成�
　平成20年度（2008年度）から平成24年度（2012
年度）の5ヶ年に呼び径600総延長3,660mを上
流側から下流側へ順に更新・新設する。�
�

※万国橋橋面添架（新設）は日本万国博覧会
記念機構による耐震補強工事にあわせ平成
21年（2009年）に施工。�

　　また、当初は平成25年度（2013年度）まで
の6ヶ年の計画であったが、平成22年（2010年）
に万博公園内スポーツ広場で漏水が発生、
調査の結果、管体の腐食を確認したので、調
和橋南詰～万博公園内スポーツ広場に布設
する管路の更新ルートを1年前倒しとし、平成
23年（2011年）に施工した。�

1）ルートの選定�

　鋼管呼び径900管路更新ルートについて、万
博公園内を所管する独立行政法人 日本万国
博覧会記念機構と協議し、現況ルートに並行し
て万博公園内（管理用場周道路下）に埋設す
ることとし、新規ルートについては中国縦貫自動
車道を横断する必要があるので、万博公園内（管
理用場周道路下）にて更新ルートを横断部まで
延伸することとした。�
　なお、中国縦貫自動車道を横断する方法とし
て①水管橋にて単独跨道とする、②地中深く埋
設する、③既設橋梁に添架する等の案を比較
検討し、施工費と安全面を重要な要件とし、③
既設橋梁に添架することとした。�
　希望する添架橋梁は次の４つの橋を候補と

した。�
　1． 千里橋� 日本万国博覧会記念機構管理�
　2． 中央橋� 　　　　　　〃��
　3.  万国橋�  　　〃�
　4． 調和橋� 大阪府管理�
　千里橋、調和橋にはすでに呼び径600、400を
添架しており、中央橋は歩道橋の為、死荷重の
増加が許容できない。万国橋についてはPC橋
であるので吊り下げ添架は難しいが、橋面添架
なら可能であり、また万国橋本体の耐震補強工
事を実施するとの情報を得、同工事発注者であ
る日本万国博覧会記念機構と協議し、万国橋
橋面に添架することとした。�
　ここまでのルートについては、万博調圧場から
の配水管路と同口径の呼び径600とした。��

図3　万博配水幹線年度計画路線�
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2）中国縦貫自動車道横断後のルート、呼び径

の選定�

　万国橋南詰から大阪府道下を通り調和橋南
詰へ、調和橋南詰からのルートについて、「整備
案１．公道（大阪府道、吹田市道）下に埋設する
ルート」、「整備案２．大阪府道から万博公園内ス
ポーツ広場(敷地内歩車道部)に埋設するルート」
の二つの案を検討した。�
　整備案1は新設管○の延長が長くなり、東部
地域の安定給水を考慮すると既設配水支管○
を呼び径300から500に増径する必要があること
から建設費が大幅に増加する。��

　また、新設する場所が万博記念公園の大部
分を取り囲む環状道路（時計回りの一方通行路）
となり、施工時の安全対策、施工後の維持管理
面も懸念される。�
　よって、既設幹線の複線化と既設配水支管
の更新を兼ね、最短の距離で吹田市域東部方
面への安定給水ができることから、現況、既設配
水支管が埋設されている万博公園内スポーツ
広場下を通る○整備案2とした。同ルートの呼び
径については末端配水区・配水量を考慮し、管
網解析を行った結果、呼び径600とした。�
�

3）管種の選定�

　管種について、吹田市では昭和45年（1970年）
よりダクタイル鉄管を使用していることと、その耐

震性と資材調達、配管工確保の容易性が、水
道管路の耐震性向上による予防対策と災害時
の早期復旧には重要であり、管路被害を最小

図4　万博配水幹線整備案1

図5　万博配水幹線整備案2
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限に抑えることができることから、原則ダクタイル
鉄管（添架水管橋はステンレス鋼鋼管）を選定し、
内面仕様は塩素注入量の低減および管路の
残留塩素濃度の均一化、pH上昇の抑制残留
塩素の消費等に優れていることから内面エポキ
シ樹脂粉体塗装を採用した。�
　継手形式は、基幹管路ではこれまでも耐震性
能を有する継手（呼び径によりSⅡ形、S形、KF形）
を使用していたが、平成18年（2006年）より全て
の管路で使用しているNS形を採用した。�
�

6．今後の展望�
　平成24年7月現在、当該計画の最終年度（24
年度計画）に入っており、万博場周道路におけ
る更新管路を延伸し、万国橋北詰への連絡、万
国橋南詰～調和橋南詰への連絡を残すのみと
なった。本幹線の完成により、今後、水需要の
増加が見込まれる吹田市域東部方面の安定給
水、万博配水幹線の複線化が可能となる。��
　また、これにより万博調圧場にある制御弁を
調整し、新規幹線に減圧弁を設置（平成24年
予定）することにより、懸案事項の一つであった

吹田市域東部方面に位置する山田配水場から
のポンプによる常時配水を廃止し、万博配水幹
線直送の水圧によって運用が可能となる。�
　今後の課題として、既存万博配水幹線耐震化・
バックアップの検討、また、万博調圧場への送水
ルートが単線であり、老朽化（1967年竣工）して
いることから千里ニュータウン・万博・阪大地域
における配水場からの送配水管路を整備して
いく必要がある。�
　吹田市域全体の基幹管路の整備にあたって
は、事故等により管路に損傷が生じた場合、給
水に与える影響は大きく、被害も甚大となるため、
危機管理の視点から、経年劣化した管路の布
設替えによる耐震化と新設による複線化・ルー
プ化等も考慮し、配水ルートの多重化による水系・
区域単位での安定給水を目的とし、また、短期
的な効果発現を目指し、管路の脆弱性、影響の
大きさ等を総合的に勘案し、優先度の高いルー
トの選択と予算の集中により事業を促進してい
くことを基本的な考え方として進めていきたい。�
�

図6　事業計画による新たな万博系配水幹線�
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１

今号の概要(TechnicalReport）

松江市における管路の更新計画

松江市水道局工務部建設課建設第一係係長鍛冶紀夫

松江市の水道‘IF業は人lE7年に給水を開始し､11Ｍにおよぶ拡張聯業を経て､現在では上水道‘jF業3噸業と簡易水道甑業

28事業が所管され､計･IIIii給水人口約23万人､計画111岐火給水IItl1万ｍ3で事業を運営されています｡今111のレポートでは､独

自に策定された符路史新I;|･画の背景や考え方のベースになる客観的データの収集や解析を報涛されています。

東日本大震災における道路感十部のＮＳ形ダクタイル鉄管管路の挙動調査

一関市水道部給水課技師小野和将

岩手県の南端に位rtする一関Iliは､平成17年911にIIIj辺1Ilf411IJ2村が合併して誕′|畠し､水辿'１１:業は平成25年度を1.1際に|令

水道事業と14の簡易水道！l#業を統合する計画で運営されています｡平成23年311111.1に発ﾉﾋしたjl〔11本大震災では､配水池

が倒壊するなど､Ili内のほとんどの地域で断水が発生しました｡今lnI､道路盛土部の復''1に合わせて､ｲi殻していたNS形ダクタ

イル鉄管を掘り出し､その稚勤Ｉ淵盗を実施されたことが椛杵されています。

石川県水道用水供給事業送水管耐震化事業の取り組みについて

石川県環境部水道企業課送水管耐震化推進室課長補佐山口浩幸

石川県では平成19年3jlに発ﾉkした能登半島地漉を契機に送水符の耐震化1:業を平成22年度から順次取り掛かられてい

ます｡今ｕ､埋没している送水櫛が1系統であり､耐鰹化の手法として2系統日を新規で実施することにより､災害時にも安定した
水道水の供給が１１｢能になる耐震化１１ｆ業を進められており､幣附I;|･liIIiのコンセプトを報併されています。

岐阜県営水道の送水施設に係る安定給水対策～東濃西部送水幹線(緊急時連絡管)事業とその後の展望～

岐阜県都市建築部水道企業課県営水道係技術主査山本正疎

岐阜県東部に位縦する東濃地域と可茂地域では､昭和46年度からそれぞれ独立した2つの川水供給事業を運営されていま
す｡平成6年111にA〔波地域の瑞浪市で発'iＺした送水水笹破断'1『故により､多くの住民に多大な形響を与えたことを受けて､２

つの用水供給嚇業の水源および給水系統を耐震笹で結ぶ緊急時連絡符事業に勝手されており､その計両の概要や管種の選
定等を報告されています。

新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管による老朽管更新について

天童市上下水道事業所上下水道課水道施設係主任鈴木裕太

技師関勝山

天童市の水道i1I:災は､大IE12年に給水を開始して以来､611'|におよぶ拡張事業を行いjWえ統ける水滞要に対応されてきまし

たが､現在では人11の減少や地下水利用専用水道を導入する火I::l滞要者の増加により給水11tは減少しています｡その巾で、

平成22年３月に策定した｢第六次天竜｢'７総合計画後期雌本Ｉｉｌ･両｣に基づき管路の耐震化を順次進められており､今回､新耐震
管GX形を採剛するにあたっての経緯､現場の施工結果等を報告されています。

熱海市における呼び径２５０ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用事例 について

熱海市上下水道温泉部水道温泉課参事兼施設室長佐藤光俊

施設室副室長遠藤克徳
熱海市の水道'1F巣は､Iﾘl流40年に給水を|ﾙI始し､8Ｍにわたる肱帳1雌を総て､jWえ紬ける水滞嬰に対応されてきました｡今

回､熱海駅周辺に給水している配水地が老朽化しているため､W『たに平成31年までに新Imid水池を築造を進められています｡従

来､送配水管などの堆枠櫛路にＮＳ形を採川して耐鰹化を進めていたが､今回､新配水池の配水櫛には施I岩性や耐・久性が向
上したGX形を採川し､そのＩ:郡内容を報告されています。

管路の耐震化に向けた取り組みにおけるＧＸ形ダクタイル鉄管の採用による効果

出雲市上下水道局水道施設課主査今岡孝志

出雲市の水道iIi:業では､安心､安全な水進水の安定供給を|l指して施設の再構築､老朽榔史新に取り組まれています｡従来、

耐震継手のＮＳ形を採川し､配水笹盤備を進めてこられたが､､12成23年６月からはGX形を採川し､その採川に至る経緯や経済性

を報告されています。



1６ ダクタイル鉄柵 平成24.5第９())）

Technic熱鮮pOlrtO1

松江市における管路の更新計画

ｐ▼

松江市水道局工務部建設課

建設第一係係長鍛冶紀夫 心』

１．松江市の概要

宍道湖､中海といった11本有数の湖に抱かれ

た水の都､松江は､古代文化発祥の地として､ま

た風光明娠で自然環境に恵まれた国|祭文化観

光都市である。

明治4年(1871年)の廃藩侭県によって県庁

が撞かれ､同22年(1889年)４月に全'11の38市と

ともに市政を施行している｡平成17年(2005年）

３月の｢平成の大合併｣､更に平成23年(2011年）

８月には隣接する東出雲町を編入し､而秋は約

573kｍ2,人1.1は約20万8千人の山|喰一の都市

となり､平成24年(2012年)４月に特例市へ移行

した。

２.水道事業の沿革

木市の水道の創設は､一級河川斐伊川水系

忌部川に水源を求め､給水人1-15.万人､－１１雌

大給水並6300,3の計両で大正3年(1914年)に

皆工､千本ダム【写真1参照】、忌部浄水場を処

I没し､大正7年(1918年)6).llI-Iに通水を開始した。

本市は､宍道湖と,.'I海に抱かれるものの汽水

湖であるため水道資源として使用できないこと

から､水源に乏しく､これまで度重なる渇水に悩

まされてきた。Ifl己水源の開発にも限界があっ

たことから､昭和44年(1969年)には烏根県水道

川水供給'jI:業(布部ダム系)から日{,t,万ｍ３を

受水したが､昭和48年(1973年)の異常渇水時

には13411に及ぶ給水制限など厳しい状況を経

験した｡このII1fい経験から､昭和56年(1981年）

には島根隣↓水道川水供給,Iド業(1,1佐ダム系)か

らlIjlt2万5千ｍ3の受水を|ﾙl始し､概ね6別の水

を受水に依存することとなった。

平成17年(2005年)の松江市と近隣7町村と

の新設合併､舷びに平成23年(2011年)の東出

雲111｣.の細入により､現在は上水道3.,ｊｆ業と,h:務

委任による簡易水道28jj下業を所獅【似1,参照】、

計i町給水人口の合計は約23万人､計iilIi-l-l雌

大給水1,tの合,汁は約,１万ｍ3で運営している。
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図１松江市給水区域図(現地探訪Ｐ61参照）

平成23年(2011年)４月には､脇根県水道川

水供給小柴(尾原ダム系)からの受水を開始し、

本市の破年の課題であった水不足の解消を|､ｘｌ

ることができたところである。

３.水道事業経営戦略プランの策定

近年､尾原受水開始や水道施設の更新･耐

漉化需要の増加傾向をはじめ､簡易水道統合

問)廻､下水道との組織統合の|Al)辿など､水道-'jI：

業を取り巻く環境が大きく変化してきた。これに

より本市では､平成23年(2011年)７jlに新たな

地域水道ビジョンとなる「第二次松江11i水道小

柴経営戦略プラン｣を策定するため､松江市水

道ビジョン策定委興会を設澄し､抱える課題解消

に向けた取り組みなどを議論してきたところである。

その巾で､別途本市で設定する使川|眼界年
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数を超えた水道管が､平成24年度には40kｍに

達し､今後10年間で更新するとすれば､最低で

も年間4kｍを更新･耐痩化を図っていく必要が

あることも課題として掲げている｡このため､更新

計画を策定するとともに､更新費用の抑制とライ

フサイクルコストの縮減を図るべく調達方法の検

討や高耐久性資材の採用などを検討することと

したところである。

なお､管路の耐震対策としては､平成7年(1995

年)１月に発生した阪神･淡路大震災を契機に

新設･更新する呼び径75以上の対象管には耐

震管(ＮＳ形ダクタイル鉄管など)を採用しており、

現在の管路耐漉化率は30％を超える水準に達

している。

４.管路更新計画策定の背景

松江市水道事業は､大正7年(1918年)の給

水開始から高度経済成長期である昭和40年代

にかけて布設した管路が多く残存している。中

でも､法定耐用年数を経過した､いわゆる老朽

管(経年管)といわれる管は､総管路延長790kｍ

のうち約1/3を占める250kｍが現在も供用され

ているというのが現状である【表1参照】。

表１管 種別管路延長

延長距離【概算】

管 種 (k、）

老朽管 全管

普通･高級鋳鉄管 2６ 2６

ダクタイル鉄管 3４ 390

塩化ビニル管等の樹脂管 184 350

その他 ６ 2４

合計 250 790

この老朽管の更新にあたり､昭和50年代後半

から平成2年(1990年)にかけて､石綿セメント管

の更新は完了したものの､下水道や土木など他

事業により支障となる路線､また支障にならない

場合でも共同施工することによって費用の縮減

を図ることができる路線については､経過年数を

考慮して更新を行ってきた。また､水道単独工

事としても経過年数や漏水履歴を判断基準とし

て年間数路線の更新を行ってきた。

そのような中､平成16年(2004年)には市内

全給水量の約2割を賄う主要配水池直下の埋

設管路において､大規模な漏水が発生した｡本

局の最重要管路であるダクタイル鋳鉄製配水管

(呼び径600､外面ポリエチレンスリーブ装着なし、

本市では昭和62年(1987年)からポリエチレンス

リーブを採用)の分岐用継手部のボルト腐食が

原因で漏水し､修理のため配水池からの配水を

一時的に停止する事態となった(現在本市では

ステンレス製ボルトを採用)。幸い､バルブ操作で

配水系統を変更し､高台地区の一部で断水す

るのみで対応することができたが､この配水管は

布設後22年しか経過しておらず､当時､管路更

新計画の対象にも入っていなかった｡一方では、

法定耐用年数をはるかに超過しても､特に漏水

などの問題もなく供用している管路が市内には

かなり存在しているという実態もあった。

このことから､単に経過年数だけでは更新の

判断基準とならないことを痛感し､管路周辺土

壌の特性といった埋設環境や管路の重要度な

ど多くの判断材料を加味した更新計画の策定

に取り掛かることとした。

5.管路更新計画の策定の考え方

前述したとおり､特に古い鋳鉄管路の使用年

数は土壌特性により大きく左右されることから、

管路工事等に併せた土壌サンプリング調査に

基づき､既知の地質分布データや漏水履歴を勘

案し､独自に腐食性の程度を示す分布図【図２

参照】を作製した。

また､土壌サンプリングと同時に､既設管路の

孔食深さ測定を行い､土壌腐食性の程度毎(エ

リア毎)に孔食深さの進行度を検討した。

これにより､鋳鉄管やダクタイル鉄管の孔食速

度は､埋設環境によって異なるという試算結果

を得ることができた。

さらに本市では､今回の検討結果により､法定

耐用年数とは別に､古い鋳鉄管やダクタイル鉄

管の使用限界年数を基本的に75年に設定した。
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腐食性大

腐食性中

腐食性小

腐食性無

図２土壌の腐食性分布図(松江上水道）

この結果、既に使用限界年数を越えている梅路

は40kｍ程度存在することが判Iリル､更新蛮川

平準化の観点から､先ず更新計画第１期(10年間）

として､この使用限界を超えた笹路の史新を順

次行う予定である。

その後､第２期において､ポリエチレンスリーブ

未装着のダクタイル鉄管管路も含めて､孔食深

さの進行度や配水管網における喰要度(枠線

や支線の別など)等から判断した史新将路の優

先順位付けを行い､使用|浪界前での・史新（前

倒し)を検討･するなど効率的かつ効果的なＩ汁iIlIi

を進めることとしている。

６.おわりに

今回の検討により､状態盤祝による更新期の

見極めを行い､猶;路史新の適正化や資産の効

率的運用を進めていく。また､これまで感覚的に

行われてきた更新計III1iの策定作業に､様々な

データの裏付けを付加することで､市民に対する

説明黄任を果たすことにつながるものと考えて

いる。

今後も継統的にデータの収集や解析を実施し、

より糖度の商い状態慌祝を行うことで､安定的

な配水運川を|iⅡ'iIfすることなく､効率的な管路

更新を11指していく痔えである。
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東日本大震災における道路盛土部の

ＮＳ形ダクタイル鉄管管路の挙動調査

賀

一関市水道部
Ｉ

給水課技師小野和将 罵

１．－関市の水道事業の沿革

一関市は､岩手県の南端に位撤し､南は宮城

県､西は秋、県と接している。首都圏からは約

450kmの距離で､東北地方のほぼ中央､盛岡市

と仙台市の中間に位置している。平成17年９月

20日に､一関市､花泉町､大東町､千厩町､東山町、

室根村､川崎村の1市4町2村の合併により誕生

した｡総面種は1,133.10kｍ2と県内一の規模で

あり､東西は約63km､南北は約46kmの広がりが

ある。

当市の上水道事業は､市町村合併に伴い、

従来の４上水道事業(一関､花泉､千厩､東山）

を廃止し､新たに一関市水道事業として創設した。

簡易水道事業は､14事業(厳美･萩荘､真滝・

弥栄､舞川､大原､摺沢､摺沢第２､興田･猿沢、

磐清水･奥玉･小梨､田河津､大木､束稲､折壁、

津谷川､川崎)で運営している。

なお､平成25年度に上水道事業と簡易水道

１４事業を統合し､上水道事業とする旨の「簡易

水道覗業統合計画１１ド｣を､F成19年２月に厚生

労働大臣へ提出している。

２.東日本大震災の被害状況

平成23年３月111-1に発生した束1-1本大震災な

らびに４月71二1の余震により､一関市は2度にわた

り震度6弱の揺れを経験し､配水池が倒壊する

など大きな被害を受けた(写真1)。

３月11日の発災１１４１:後から市内のほとんどの地

耀塗ｈ
Ｅ④

幹
■も

写 真１倒壊した沢配水池
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１
１ 一関市の震度概要

１本震
発生時間平成23年３月11日(金)14時46分
地漣の規模マグニチュード9.0
震央距離178kｍ

雄大加速度1225.8gal
計測震度(震度６弱）

２最大余震

発生時間平成23年４月7日(木)23時32分
地震の規模マグニチュード7.1

震央距離１０７kｍ

雄大加速度870.8gal
計測震度(震度６弱）

注)(独)防災科学技術研究所地震データより

写真２ボックスカルバート
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図 １－関市と震源の位置関係および震度概要

域で断水が発生した。雄大で36簡所に給水所

を設侭し､復ⅡIに努め､簡易水道を含め全世帯

の復旧は3Il2411となった。

４jl711の余鰹でも一関地域を''１心に各地城

でI呼び断水となった。また､この余漉で沢配水

池が倒壊し､200トン余りの水が流'''1Ｉする被'存も

発生した｡妓大で28簡所に給水所をI没|i‘､１tし､全

世州の復''1は､4111311となった。ｋＩ記の2度の

地震の獲源位f'，tと一閃市における地鯉動の概

要を似11に示す。

圧試験(0.74MPa)でも同様に漏水がないことを

確認した。

今同､道路盛土部の復旧に合わせて管路を

掘り出し､挙動調査(伸縮鼓､屈曲角度､管の尚

さ)を実施したので､その結果を報告する。

Ｆ五

図２国道284号バイパス

唇

刺I本人鰹災における道路嘘上部のＮＳ形ダクタイル鉄櫛管路の挙動調梅

告上瞭再

！ｆ

擬一

３.国道２８４号のＮＳ形管路挙動調査

！:Iil道284牙バイパスは､現行111道284)j･の屈

曲部による交通渋滞の解消と､安全性の確保を

側的としたバイパス形式の進路である。切土と

盛土で構成され､延長は1.8kｍである。

東I~i水火鰹災時に建設途''1であった'11バイ

パスは､道路樵土部が約300ｍにわたって盛'二

表而の勉裂や沈下､側方へのはらみIIl1し等の

被害が生じた。被害が生じた簡所はボックスカ

ルバート(写典2)、滝沢橋(写典3)が途''１に配

睡されている。

歩道部には、道路述設と並行して’１篠

150ｍｍＮＳ形ダクタイル鉄稲:櫛路(以下､袴路）

を布設しており､地鰹時には0.4MPa～0.5ＭＰａ

の内圧を負荷して通水準備作業を行っていたが、

笹路からの派i水はなかった。また､余震後の水

同道284号

クスカルバート

滝沢橋(仮称）

７／－泰

『

－，9:錘Ｌ
国道284号バイパス》

汀

、



写真３滝沢橋(仮称）

2２ 平成24.5第90号

写真４全景

４.道路盛土部の被災状況

岩手県県南広域振興j1ijk木部一関土木セ

ンターの鰹災後の測Ｉｌｔ盗料をjILに､道路磯土部

の浬災後の状況を報杵する。道路樵土部の地

図３地盤高(震災前･震災後）
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以ドに示すように､約5%勾ljIiI｣の道Il1ff機ｋは

広範|〃:|に渡る沈ドと､柵進物近傍での盛上表

面の１．１．ﾐ縮､隆起､縦断心裂などl1j所的な地盤張

が発ﾉｋしたことがわかった。

2２

写真 ５ 横 断 亀 裂測点1230ｍ付近

②図3のＣ－Ｄ区間

［､瓶起点から(以下､測点)1400ｍ付近で沈

下し､測点1460ｍ付近で|隆起しており､平坦に

なる方向への変位を示していた。また､I鵬0.5ｍ

～1.0ｍの亀裂を伴う側方移動(写真8)が測点

1420ｍ～1480ｍ付近で発生していた。

震災前地盤

震災後地盤

(Ｃ－Ｄ区間)測点1440ｍ(Ａ－Ｂ区間)測点1260ｍ 震災前管路位置●

写真６縦断亀裂測点1260ｍ付近

鰹災前地盤高62.13ｍ

鰹災後地盤商62.22ｍ

震災後管路位置○震災前地盤ﾊ゙ Ii70.66ｍ

鰹災後地盤高69.94ｍ

NS形管踏布設籍所挫里

〃〆憲一－、、
(Ｃ－Ｄ区間)測点1460ｍ(Ａ－Ｂ区間)測点1300ｍ

一

渡災前地盤商61.71ｍ

漉災後地盤,蕗61.80ｍ

鰹災前地盤11.568.66ｍ

鯉災後地盤高68.22ｍ

rV一戸１１『‐、

／/'~も－－－－、、－－一

■
々
別

図４盛士断面図(震災前･震災後）

一方､滝沢橋近傍(Ｂ点)では縁石の割れ(写

真7)が発生しており､盛土表而が圧縮されてい

ることがわかった。

"

①図3のＡ－Ｂ区間

ボックスカルバートー'二部付近を起点として盛上

表面に横|折旭裂(写其5)が発生し､その30ｍほ

ど下流側では0.7ｍの道路携土部の沈下とのり

面側方へのはらみIIlIIしを伴って縦|析勉製(が典

6)が発生した。

蝿1水火渡災における進路盛･上部のＮＳ形ダクタイル鉄梼衝路の挙動調査
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①継手の伸縮量

各継手の'1|'縮{ｉｔは､柿し１１に表示された''１

線と受口端而の距離(111周4簡所)を計測して

式1より求めた。

ダクタイル鉄榊 平成24.5第90号2４

写真９測点1240ｍ付近から下流側を望む

忍一

罰:

『戸

愛

雲巽＝

垂 "

蕊騨
写真７盛土表面の圧縮測点1350ｍ付近 写真８縦断亀裂測点1460ｍ付近

５.管路の挙動調査方法

管路の挙動を訓盃するために進路被災区間

の管を掘削して露出させた｡測点1240ｍ付近か

ら下流側を見た状況を写真9､測点1500ｍ1,1.近

から上流側を見た状況を写真10に示す。

管路の挙動は､以ドの3項I告lを!;|･測した。

③管の有効長

符の有効長については､工覗竣工図により

求めた。

０＝a－８０※･･･(式1）

Ｑ:継手伸縮牡(m､）(4箇所の平均）

ａ:受口端而～2本目の白線までの間隔(mnl）

※白線間の距離(＝80mm）
、

■

弔 頓

②管の高さ(挿し口管頂部の標高）

管の商さは､受1-.1直近の怖しＩ|櫛噸部にスタッ

フ(標尺)を立て､レベル測MKで計測した。
図 ５ 継 手 伸 縮 量 測 定 位 置
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刺1本大震災における道路盛土部のＮＳ形ダクタイル鉄特将路の挙助洲在 2Ｅ
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５ 戸夢
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患Ｖ窯一・軒

写真1０測点1500ｍ付近から上流側を望む

測定状況を写典11､写典12に示す。

測点1220ｍ付近の継手は受1-1端面から2本

目の白線までが約75ｍｍ(写真11)となっており

継手は伸びていないが､測点1230ｍ付近の継

手は、受口端而から２本Llの白線までが約

130ｍｍ(写真12)となり約50ｍｍ伸びていること

がわかる。

（Ｑ＝a-80＝130ｍｍ-80ｍｍ＝50ｍｍ）

一

興

〆 『

Ｅ

､､､ﾉ｛
ｑｌ

－ｉｉ，１
m【Ｉ

9Ｆ

写真１１測点1220ｍ付近継手測定状況

凶

rd

■勺

写真１２測点1230ｍ付近継手測定状況

６.挙動調査結果

管路の挙動調査結果をlXl6～図8に示す。調

査結果から､道路盛土部に布設された管路は、

継手の性能の範州内で大きな地盤変位に追従

していたことがわかった。

①継手伸縮量および管路伸縮量

似'6に継手伸縮{１tおよび州略(''１縮11ｔを示す。

管路伸縮.Ｉｌｔは､継.f･伸縮{1tを基に(式2)により

求めた。

ルーヱビル…(式2）
ｋ=ｌ

スノ：管路基準′点からノ番目の管路伸縮量(m､）
２ｋ：管路基準点からｋ番目の継手伸縮量(皿）

測点1230ｍ付近で3簡所の連続した継手が

雄大'''1縮雌注')に達していた。当管路は各々の

継手が伸びて雌終的には離脱防止機構によっ

て管路の機能を維持していたことがわかる｡また、

測点1260ｍ付近で道賂樵上部は岐大0.7ｍ沈

下していたが､櫛路も道路盛土部に追従して伸

びを生じていた。

一方､測点1350ｍ付･近で磯上表1ｍのj･}縮が

起こっていたが､将路も追従して縮んでいること

がわかる。

ＡＢ区|H1では､斜面上部でkj所的な継手の

伸長､斜liiiド部でﾊ.j所的な継脹の収縮が生じ、

符路全体として地盤変位に追従していることが

Iﾘ1らかになった｡また､Ｃ－Ｄ区間では測点1420ｍ

～1480ｍ付近で幅0.5ｍ以上の縦|折旭裂が発

生したが､ＮＳ形ダクタイル鉄獅は､最大伸縮量

注')に達することで追従していたことがわかる。



図６継手伸縮量および管路伸縮量

ダｸﾀｲﾙ鉄笹 平成24.5節90場

A点．Ｄ点と､構造物に接統されるＢ点．Ｃ点の蛇

行:{,錐0として､測定誤差等の補正を行っている。

測点1420ｍ～1480ｍ付近で幅0.5ｍ以上の

縦断亀裂が発生したが､ＮＳ形ダクタイル鉄管は

雄大伸縮に加えて､岐大6.4｡(最大屈曲角8.注2)）

AI仙Ｉすることで追従していたことがわかった。
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注1)許容曲げ角度まで屈曲した状態での継手の最大伸縮強(±54ｍｍ）
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②水平方向屈曲角度および水平方向蛇行量

IXI7に水､'1を方向ﾙIIlllI角度および符路蛇行ＩＩｔ

を示す｡水､F方向ﾙ.illlll角度は､各継手のiIll綿

壮の左右の差から涼,1'1Iした｡また､櫛路蛇行11ｔ

は元の位N''1とからどれだけ水､F方向に蛇行したか

を(式3)で求めたものであり､地盤変位の小さい
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。,：管路蛇行量（､）
Ｌ：管長（､）
〃：水平屈曲角度（。）
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工燕起点からの距離(、）

注2)地震時や地盤沈下時の継手の簸大脳曲角(8｡）

図７水平方向屈曲角度および水平方向蛇行量
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盛土沈下(0.7m）
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2７

を除き地盤の変位と良く一致しており､地震時

の地盤変動に追従していることがわかる。

特に､APB区間では地盤が最大0.7ｍ沈下して

いたが､管路も全く同様の沈下挙動を示している。

なお､測点1460ｍ前後の管路と地盤は､若干

異なる動きをしているが､管路が縦断亀裂に伴

③震災後の標高変位(管路および地盤）

図8に震災後の標高変位(管路および地盤）

を示す｡震災後の管路高と地盤高の変位を､震

災前を基準にして示した｡なお､管路高の変位は、

地震時に布設されていた位置(舗装前であり地

表面から0.32ｍ下)を基準としている。

震災後に道路盛土部の地盤は､沈下と隆起

が発生していたが､管路高の変位は一部区間

う側方移動で沈下したものと推察される。
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東日本大震災における道路盛土部のＮＳ形ダクタイル鉄管管路の挙動調査

1４５０１５００

７．おわりに

ＮＳ形継手で構築されたグｸﾀｲﾙ鉄管管路は、

今回のような強い地震動で発生した道路盛土

部の亀裂や沈下などの地盤変状に対して､伸

縮屈曲.離脱防止機能を発揮し柔軟に追従す

ることで､通水機能を保持することが実証された。

また､国道284号バイパスは現在修復工事を

おこなっている。管路については､ＮＳ形管路を

解体し異常がないことを確認して､再布設を行っ

ている。

今後､これらの結果を参考にしながら､水道管

路の耐震化を進めていきたい。

1300１３５０１４００

工事起点からの距離(、）

1２００１２５０

図８震災時の標高変位(管路および地盤):震災前を基準とする
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別§ ダｸﾀｲﾙ鉄櫛 平成24.5節90号

'Mlmic熱鮮pOrtO3

石川県水道用水供給事業

送水管耐震化事業の取り組みについて

、『

ﾉヘ

１．はじめに

石川県では､．､Iえ成19年３月に発生した能登半

,島地震を契機として､未着手であった送水杵の

耐震化』jf業に平成22年度から櫛手することとな

った。'jI:業は緒についたばかりであるが､小柴

概要および今後の展望などについて紹介する。

２．本県の水道用水供給事業

(1)事業概要

石川県水道用水供給:'jI:業は､'１/刑41年度か

ら始められた手取川総合開発'1f業で処;没され

た手取川ダムに一Ｈ雄大44万ｍ3供給可能な水

源を確保し､現ｲ１２､－１|妓火24.4万ｍ3を供給可

能な施設を持ち､北は七尾市から南は加蛍I|『ま

で､送水櫛延長約184kｍで81|i4町に水道川水

を供給している。

第１期事業として昭和49年から送水櫛埋設に

苦手し､昭和55年に加蛍市からllI押水町(現《:ｉｆ

達志水町)に給水を開始した｡また､第２期'１１:業

石川県環境部水道企業課

送水管耐震化推進室

課長補佐山にＩ浩幸

として昭和56年から59年にかけて､羽咋市から

Ｉｌｌ能登島町(現七尾市)へ給水すべく送水管

埋設を行い､昭和60年に羽咋市から順次給水

を開始した。

(2)既設送水管の現状

延長184kｍに及ぶ既設送水管は大半が供

川開始以来30年以上経過し､老朽化が進んで

いる。肌設送水櫛のうち耐鰹適合性のある管は

約4削であり(表２参照)､耐震化が遅れている

状況である。

３.送水管耐震化事業

(1)事業のきっかけ

阪神淡路大没災を契機に兄面された｢水道

施『没iliil鰹:]二法指針｣に韮づき､平成12年度より

地上部の施設について順次耐･鰹化工事を実

施し､派･水場をはじめ調整池など主要な施設に

ついては耐震工‘lfを終えている。また､送水管

のうち水桶;橋についてもほぼ耐謹工事を終えて



石川県水道用水供給耶業送水管耐震化事業の取り組みについて 2９

事業概要

表１石川県水道用水供給事業の概要

主な施設

項目 内容

事業名 手取川広域水道建設事業

水源 手取川水系手取川ダ沙、

取水地点 白山市中島地内

浄水地点 白山市白山町地内

給水開始
一期地区 昭和55年７月1日

年月日
二期地区 昭和60年４月１日

給水能力

項目

給水区域

(8市4町）

一期地区

(6市3町）

二期地区

(2市１町）

内容

金沢市､小松市、

加賀市、白山市、

力､ほ<市､野々 市市、

津幡町､内灘町及

ぴ宝達志水町

七尾市､羽咋市及

ぴ中能登町

施設区分 櫛造形式等

貯水施設 手取川ダム(ロックフイルダム）

取水施設
取水口､沈砂池

取水ポンプ850ｋＷ4台

導水施設 管路延長1,013ｍ､調圧水槽

浄水施設
若水井､薬品沈でん池

急速ろ過池､管理本館ほか(1日当たり）

244,000,3

【440,000,3】
事業計画 昭和48年庇～平成41年度

計画給水人口 958.800人

(注)1.給水区域は､平成23年12月１日現在の市町です。

2.すみつきｶｯｺは､事業股終年度です。

表２既設送水管の耐震化の状況

管種 細別 延長(k､） 耐離適合

耐震継手を有している 1２．５ あり

ダｸﾀｲﾙ鉄管
K形継手等を有するもののうち

良い地盤に布設されている
0.0 あり

上記以外 106.3 なし

鋼管 溶接継手を有する 64.4 あり

ボﾘｴﾁﾚﾝ管 高密度､熱融若継手を有する 1.1 あり蕊

送水管延長 184.3

うち耐震適合性のある管 78.0

※水道配水用ポリエチレン管(融着継手)の使用期間が短

く､被災経験が十分ではないことから､十分に耐震性能

が検証されるには未だ時間を要すると考えられる。

出典:管路の耐漣化に関する検討会報告書(厚生労働省）

いるが､埋設されている送水管については､管

路が1系統しかなく､長期の断水を伴う送水停

止ができないため､耐震化工事に着手すること

ができなかった。

こうした中､平成19年３月に発生した能登半島

送水施設
延長184km､調整池3池

水管橋39橋､ポンプ場１ケ所

地震では､震度6強を観測した七尾市内で送水

管の継手が外れ､一時断水する被害が発生した。

この事故を契機として､災害時にも安定して

水道用水を供給することの重要性を改めて認

識し､平成22年度より送水管の耐震化事業に

着手することとなった。

(2)事業計画

本県の水道用水供給事業は､水源が1つで

あり､また供給範囲が南北に細長いことから､既

設送水管は1系統で整備された。

このため､送水管耐震化の手法を検討した結

果､耐震化の手法として2系統目として耐震管を

埋設することで耐震化を実施することとした｡こ

れにより､災害時にも安定した水道用水の供給

が可能となるほか､老朽化した既設管のメンテ

ナンスが可能となるようループ化も併せて図るこ

ととした。

これにより､ライフラインである水道水が災害か

ら守られることとなり､県民の安全･安心を確保

することが可能となると考えている。

なお､既設送水管の耐震化については､２系
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統化の完成後､メンテナンスが可能となることから、

点検補修を行うこととし､必要な部分について

は耐漢管に取り替えることとしている。

(3)整備計画

全体の施工延長130kｍ､事業費860億円､事

業期間約20年を見込んでいる。

なお､覗業効果を早期に発現させるため､1期・

2期に分けて盤備を進めることとした。

第１期では､次の区間を優先的に整備する。

①河北潟周辺､木場潟周辺､邑知潟周辺、

亦浦潟周辺など1欧弱地盤地域

②送水稗が被災した場合､甚大な被害をもた

らす|Ｘ間(慨来浄水場近隣）

③道路盤備との|ril時施工等よるコスト縮減が

似'られる簡所(金沢外環状道路海側幹線、

河北縦断道路）

第２期では､残りの!;|･画路線を整備する。

(4)管種の選定

既『没送水櫛には､ダクタイル鉄管と鋼管が使

用されているが､鋼播については､これまで篭食

が生じ対応に苦慮している地域があったことや、

施工時間が|混られるrlI､現場溶接施工は品賀

確保が難しいと想定された｡一方､ダクタイル鉄

管は､'電食の不安が少なく､ＮＳ形等の耐震継

手は伸縮可とう性を有し､地渡時においては離

脱防止機能が働き､耐鰹癖路の柵築が可能と

なる点や､施工性も良くＩ:期の短縮につながる

点を重視した｡また､実紙面においてもこれまで

発生した大規棋地鰹において被害が皆無であ

った点についても考慮し､ＮＳ形ダクタイル管を

採川することとした。

４.事業執行体制の変遷

行川以では､?“祁業と水道川水供給郡業

を企業局で行ってきた｡既般送水管を建設した

当時は､第１期の昭和49年から54年度は手取川

水道建設覗務所､また､第２期の昭和56年から

59年度は能登送水建設亦務所をi好き､それぞ

小松市

一両

ロ

磯。
白山市

Ｏ
｜
■

手取川ダム

加賀市

｡~､_‘曲溌…霊ッ

ダｸﾀｲﾙ鉄管

図１送水管耐震化事業計画図

一
ｍ認

峡給点

飼礎池

既段送水西一

計画送水箇Ｉ期一

R1浬i送水笛Ⅱ期。。。｡。。。

凡例
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れ20人規模の専任職貝を瞳いて建設にあたっ

ていた。

平成22年4jl､麺気事業の売却に伴い企業

局が廃止され､水道･下水道行政を所管する環

境部に水道川水供給'jI:業を所管する水道企業

課を慨くこととなった。

また､併せて､送水管耐震化事業を推進する

ため､環境部長が室長を兼務する送水管耐震

化推進室を設慨した｡室には､剛地班､計画班

および建設班を縦き10人の専任職員を配種した。

その後平成23年度に業務用地班､調査設計第

１班および第２班に再細した。

耐鯉化の［､1ｆにあたって現地WI:務所を構え

て実施することも選択肢としてあったが､厳しい

11ｲ･政状況卜．､行財政改蛸が進められている渦

''1にあり､また技術職員の確保についても､いわ

ゆる剛塊の世代にあたる職興が大堕に退職し

ているため附雌な状況にあった。

一方､上木行政を司る上木部においては､公

共:‘jl:業削減のrl.'､道路.覗業をはじめ様々 な事

業の規模が縮小されているが､出先の土木総

合撫務所は､恥に土木工率を行うばかりでなく、

地域の防災拠点でもあるため､事業規模が縮小

されても､それに応じた人員削減は難しい状況

にあった｡これらの状況を背禁として､関係部局

で調盤を|剃った結果､耐震化事業の調査.設計

は環境部の送水櫛耐漉化推進室で行い､工事

については発注から施工祷理までを上木部に

委託することとなった。

５.耐震化事業の現在までのあゆみ

．‘１１:業を特手した平成22年度は､知事選挙の

年であったことから､当初予算は骨格予算で､政

策的な'肘業については､６月議会で審議･承認

され､６月から送水稗耐震化事業がスタートした。

初年度は､4億円程度で調査設計のみと考え

ていたが､この.蛎業が地域経済浮揚のための

側而もあり､欺気浮揚が喫緊の課題とされてい

ることから､工小費を含めて30億円の予算が計

上されることとなった。

公共:ﾘ業が減少しているなか、県下の大半

の地域での聯業であり､建設業界から少なから

ず注目を集めていたようである。

前年度までに雑木計両は取りまとめてあった

ものの､測妓もボーリングデータもなく､実施設計

が済んでいない状況下で､多額の予算が付けら

れ､その執行が危ぶまれたが､なんとか工事発

注までこぎ着けることができた。

後述するが､道路制･lIlIiとの盤合を図ることで

のコスト縮減を|l指しているが､築造中の金沢外

環状道路海側枠線については､供川開始時期

が決まっており､できる限り供川前に送水管を埋

設するために､|混られた時間の中で､土木総合

事務所とぎりぎりの_［栂I洲盤を行うことで､埋設

工了lfを間に合わせることができた。

Ｌｔ
雨

二四

ﾛ、

写真１海側幹線施工中の状況

平成22年度は'ｊｆ堆費30億円で開削工:hjf47

件(呼び径700～900)､施Ｔ延艮8.5kｍの工亦

発注を行った。

平成23年度は'1『柴蛮40低'11で､開i1ill工事に

DlIえて推進工‘|『も発注し､現在､施-1二が進めら

れている。

６.コスト縮減策

耐震化11f業を進めるにあたり様々なコスト削

減策を検討している｡主なものを列記する。

(1)送水管口径の縮小

新設する送水櫛の１１径については､受水市

町との協議により､現在の立任水+1t(現在の協

定水{it24.4万ｍ3の70％に柵当する水瞳)に見
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合う規模に改めることで､約15％のコスト縮減を

図っている。

(2)道路計画との調整

道路整備計画と調嬢し､棚ililiIl復||:Iや交通規

制の省略を図ることでコスト縮減を図ることとし

ている｡国道159号､金沢外環状道路海側幹線、

河北縦|折道路などが対･象となっている。

しかしながら､国道159号羽咋道路について

は事業化の目途が経っておらず､所袴する脚土

交通省とは調整を図っているものの課題も多い。

(3)河川渡河

河川等の横断について､既設の送水管は多

くは水管橋で渡河しているが､定期的に再塗装

が必要であるなど､維持管理蜜が高くなってい

たため､2系統化にあたってライフサイクルコストを

含めて検討した結采､経済的であることから原

則的に推進工法で計画することとした。

昨年発生した､東日本大震災においては津

波により多くの水管橋が被害を受けたと報告さ

れている。本県の場合､津波対.策を念頭に置い

ていたわけではないが､結果的に津波防災につ

ながっていると思われる。

(4)縦断計画

既設送水管については､施設の老朽化に伴

い空気弁で漏水事故等が多く発唯しており対．

応に苦慮している。このため､２系統化にあたっ

ては､空気弁が極力少なくなるような縦断計画

とすることとした。

埋設深さはやや深くなるが､トータルでは経済

的との試算がある。

(5)建て込み簡易土留め

開削工事における仮設として下水道で一般

的に使われる建て込み簡易土留めを使川して

いる｡下水道管の長さは1本2.43ｍであることから、

建て込み簡易土留めは､これに合わせて切梁

間隔が3ｍで製作されているが､使用するＮＳ形

ダクタイル鉄管の直管の長さは1本6ｍ(呼び径

300以上)であり､このままでは吊り込みができない。

このため建て込み簡易土留めの中央に管吊り

込み用のビｯﾄを設けることで対応している。

(6)推進立坑

推進部については原11Ｉ的に下水道川のヒュ

ーム杵をさや符として､そのr1.1に水道櫛を挿入

することとしている。

下水道工戦の場合､立坑の寸法については、

推進機やヒューム笹の長さによって決まる｡使川

するＮＳ管は6ｍなので4ｍ縄度に切符する必要

が生じる。これでは多くの残欄;が生じて不経済

なので､極力長尺の符を埋,没できるよう配臆した。

具体的には､長尺の笹を水平に陥り降ろすには、

立坑内の切梁間陥を大きく取らなければならず、

腹起材の|断面を大きくする必要が唯ずる・この

ため､立坑の設計では500×500のＨ鋼の2段亜

ねまでを検討に加えることとした。

７.技術的課題への対応について

(1)技術講習会の実施について

既設送水管の埋般工.'1fが完了して既に20年

以上が経過し､この間､維持修繕I:ﾘＦ等は行わ

れているものの､大規模な送水符埋設工郡を実

施していない｡また本県には流域下水道があるが、

その事業に桃わっていた職典も少なく､土木技

術職典で上下水道を経験した者がほとんどいな

くなり､現場櫛哩や検在要領のノウハウが乏し

い状況であった。

このため､1-1本ダクタイル鉄笹協会などの協力

を得て､講習会を開催した。

①配管技術研修会

平成23年４月2711,11木ダクタイル鉄笹協会か

ら指導典を派進していただき､県職風に対してＮ

lP1

調濡

写真２日本ダｸﾀｲﾙ鉄管協会による配管技術研修会
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S形ダクタイル鉄笹の概要説明や､管接合実演、

施工管理のポイント等について学んだ｡また､施

工業者には､継手の品質確保のため､(社)日本

水道協会または'1本ダクタイル鉄管協会主催の

継手接合研修会の受講者に作業させるように

義務付けた。

②推進技術識習会

平成23年８月101.1､本県に縁のある公益社団

法人Ⅱ木推進技術協会呼務理事の石川和秀

氏を招いて惟進技術紙稗会を開催し､技術職

貝や建設コンサルタントの机当者らが聴講した。

墨書諺
』－ＺｚＺ凌

画彦

一ｷ盛

Ni逃按伽や霞
可蓉一＝Ｊに

■ﾛ巳画

ｑ

望亀
毒

■

写真３推進技術講習会の状況

③推進工噸現場兄学会

平成24年２月６１二I､推進工事の現場見学会を

行った。石川上木総合.撫務所で担当者から概

要を聞いた後､rllll市内の推進工.'jfの現場に

行き､現場監将らから説明を受けた。

写真４現場見学会の様子

(2)設計マニュアルの作成

送水管埋設についての設計について､県内

の設計コンサルタントの協力を得て､設計の手

引きとなる｢石川県水道用水供給頓業送水

管耐震化設計マニュアル(案)」を作成し､設計

の統一性を図ることとした。

Ｂ､今後の課題

送水笹耐鰹化１＃業がスタートして2年が経過

した。「IiL期にｴﾘｆ発注を」という雌優先の課

)週に応えるべく､駆け足で調査から_｣二事発注ま

で進めてきた｡２系統化を進めるにあたっては、

既設管の様々な間)辿点を克服できるような設計

に努めているが､まだまだ検討すべき課題も多い。

今後､少しずつではあるがこれら諸問題を解

決できるよう設計･計画の改蒋を進めていくことで、

災害に強い､安全安心な水道川水供給:!』i:業の

構築に努めていきたい。
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岐阜県営水道の

送水施設に係る安定給水対策
～東濃西部送水幹線(緊急時連絡管)事業とその後の展望～

淵

岐阜県都市建築部水道企業課

県営水道係技術主査山本正尊

１。はじめに

岐阜ﾘI蝋部に位置する束濃地域及び可茂

地域においては､昭和40年代の急速な経済発

嵯や都市化の進展による水需要の増加や水源

水磁の著しい悪化により､各々の市町営水道で

は必要な供給量の持続的確保が困難な状況と

なっていた。

このことから､市町より新たな水源の確保と広

域的な水道整備について県に強く要望された

ことを受け､両地域において､県営による二つの

用水供給事業を創設し､昭和46年度から建設

に着手した。 富山兜

図１ｌ岐阜県営水道位置図



岐唯ﾘ,哨水逆の送水施設に係る安定給水対策～東濃IIli部送水幹線(緊急時辿絡櫛)１F災とその後の腿望～３５

県営水道の送水施設建投に事は昭和51年

までの5年間で実施されたが､その中でも暫定給

水を必要とした束淡ＩｊＩｉ部地域においては､資材・

人材･の少ない厳しい条件のもと､わずか2年の

蝿期間で建I没が行われた。

なお､刺殻当時の給水規模は6市4町約28万

人であったが､３５年経過した現在では､７市4町

約50刀人の′k活川水を供給するまでに至って

いる。

２.緊急時における安定給水対策

岐唯県では､地鰹等で大規模な漏水郡故が

発生した緊急時を処｛定し､3段階に分けた必要

水ＩｌＩｇとそれを確保するために整備すべき施設

の計画を策定している。

第１段階として､住民が飲用等､生命維持に

必要雌小限な{1tとして､1111人20Ｌを､調整池

の;悠備により確保する。

第２段階として､洗顔､炊事､風呂､トイレ等､数

日周期の化活に蚊低限必要な並として､１日1人

100Ｌ分を､火濃西部送水幹線(緊急時連絡管）

'11:業で確保する。

第３段階として､惟民がほぼ通常の生活を営

むことができる{IIEとして､１１１１人250Ｌ分をバック

アップ櫛(獅路2砥化)整備事業により確保する

こととしている。

Ｂ､既設管路施設の課題と事業統合

県街の川水供給'１１:業を創設して以来､束漉

地域と11｣.茂地域では､それぞれ独立した2つの

川水供給’11:業が､水滞.要噛加に伴う拡張や緊

急時の安定給水対･策についての施設整備を

実施してきたが､供川開始後35年が経過し､多

くの施投が廼新の時期を迎えつつある。

まもなく法定耐川年数を迎える管路施設も老

朽化が進行し､特に悔定給水のため短期間で

建i没した束濃西部地域の鋼管路では､直流電

鉄からの漏れ遁流による電気腐食で漏水が多

発している。

しかし､呪獅路は単線のため､事故発生時や

笹路史新時にはl析水が不可避である。

これまで電食防止設備の投慨や､塗膜損傷

個所の修繕に努めてきたが､地''１埋設されてい

る管路施設の維持梅哩には限界があると共に、

劣化の進行状況を正確に把挑;し､適切な措祇

を講じていくことには難しい現実がある◎

平成6年１月には瑞浪ili内で送水本管破断

』jl:故(呼び径1100ベローズ型i''１縮'１Jとう管)が

発生し､復Ⅱ|までに火濃I)ｌｉ部地域において最

大31J間にも及ぶ断水被'Ｉｉｆをもたらし､１８万6千

人の住民雑活に多大な影稗をIj,えた。

写真１平成6年度断水事故

写真２平成6年度断水事故ベローズ部

この蛎故を契機に､I淵盤池の終備など様々な

安定給水対･策に取り細んできたが､束濃地j或と

可茂地域の独立した川水供給.ijI:業のままでは、

緊急時における,'117鯛111逆などの聯業推進に限

界があった。

更[なる危機梼理の強化と合理的な給水系統

の確立のため､平成15年度末に束濃地域の用

水供給:蛎業が可茂地域をi淡り受けし、「岐阜東
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図２東濃西部送水幹線運用図

部上水道用水供給覗業｣として届出ることで､１

つの用水供給事業に統合した。

この事業統合により､東濃地域と可.茂地域の

水源及び給水系統を耐震管で結ぶ｢東濃西部

送水幹線(緊急時連絡管)事業｣に着手し､送

水系統の冗長化を図ることとした。

４．束濃西部送水幹線(緊急時連絡管)事

業の概要

本事業は､東濃地域の肥田調整池と可茂地

域の川合浄水場間を約30kｍの耐震管で結び、

緊急時において両地域間の水道水を相互融通

するものである。

なお､通常時には．可茂地域から東淡西部地

域への送水管として使用する。

平成16年度より工事に着手し､平成24年度

写真３連絡管布設状況

には管路及びポンプ場等の建設が佳境を迎え

ると共に､管路とI'.'間地点に位侭する調整池の

水張り･洗管などの通水準備作業が控えている。

当幹線が完成することで､平成25年度からは

緊急時においてFlIIt約20,000,3の水が相互融

通でき､一方の送水が停止した場合でも､束濃

西部地域では1人1H100L､可茂地域では1人１

１二I250Lまでの牡を確保することができる。

５.送水管の管種選定

束濃西部送水枠線(緊急時連絡櫛）は､緊

急時における送水管としての役測を有すること

から､相互融通に際して他の路線より耐震性に

優れ堅牢であること､また､万が一:被災しても､地

元緊急指定業者で早期に復旧できることを考

慮し､既設管路に採川突絞がある鋼管とダクタイ

ル鉄管について以下の点を比較検討し､選定

を行った。

①耐謹適合性があること。

②基本呼び径600(一部の区間で呼び径800、

呼び径450)において､安価であること。

③特殊技能を要せず､地元建設業者にて容

易に施工可能であること。

その結果､耐震適合性のある管種の中から、

基本呼び径において経済性が優れており､特

殊技能を必要としないダクタイル鉄箔;を選定し、

内而11:様には安価なモルタルライニングを採用

した、
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また､地漉や洪水による被災を老臆し､河川

横l折部には水管橋を設けず､開削又は推進工

法で施工することとし､万が一被災しても迅述に

復11-1が行えるよう､すべてをダクタイル鉄笹に統

一して整備することとした。

束濃西部送水幹線(緊急時連絡僻)の建設

当初は接合形式にＳ形(異形櫛ＫＦ形)を採川

していたが､ＮＳ形が規格化された､Iえ成17年度

からは一部エリfにて､平成18年度以降は全て

ＮＳ形を採川している。

岐阜県では標準仕様,1$で､配揃;技能背の資

格要件に'１本水道協会の配水椿｣二技能講習

会又はＦ１木ダクタイル鉄欄:協会の紙習会受誰を

義務付けているため､適時'１本ダクタイル鉄祷

協会による地元雌I没薬特向けのI祇習会を開催し、

配符技能者の養成にも努めた。

なお､束淡西部送水枠線(緊急時連絡槽）'ｊＩ

業の進･渉状況は､総延艮30kｍにおける符路の

うち､平成23年度末呪ｲ１２で29kｍが布設を完了

している。

９－＝一

＝ Ｉ Ｆ皇

。

写真４日本ダクタイル鉄管協会による配管講習会

6.1散底した事業費の縮減

束濃I)[i部送水幹線(緊急時述絡櫛）蛎業は

平成15年度に総鞭業変約93億''1で小葉採択

を受け耕手したが､多額の蛮川に対･し様々な対

策を行うことでコスト縮減に努めてきた。

以下にその代表的な術例を紹介する。

なお､徹底したコスト縮減に努めた結果､現時

点で約1割削減でき､総'1f業賛は約84.億111まで

抑制できる兄込みである。

（１）更新工事と新規工事の同時発注によるコ

スト縮減

可茂地域の浄･水処理施設として稼働してい

る川合浄水場は､東濃西部送水幹線(緊急時

連絡管)顎業完成後において東濃西部地域へ

の送水拠点となる。

老朽化が進行していた川合浄水場の既存送

水ポンプ設備更新を相互融通用の送水ポンプ

設備と同時発注し､両ポンプ設備を新設ポンプ

棟内に再配置すると共に､関係する受変電設備、

中央監視設備､遠方監視設備の更新も､束濃

Iﾉ9部送水幹線(緊急時連絡管)事業と併せて

再構築を図った。

これら老朽化設備の更新計画を新規覗業に

併せるためには､法定耐用年数を大幅に超過し

た設備の延命修繕が必要であったが､別々の準

業実施に比べ､既存設備の改良費が抑制でき

たことで､コスト縮減が図れたと考えている。

写真５川合浄水場

藷零J
＝ 二

『’

写真６川合浄水場送水ポンプ
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(2)新設ポンプ場の設計手法見直しによるコス

ト縮減

緊急時に可茂地域から束濃地域へ送水する

ためには､川合浄･水場からI|'間地点にあたる調

整池までの揚程約150ｍをポンプで2段に分けて

揚水する必要があるため､管略途''１に新I没の柿

下増圧ポンプ場が必要となる。

柿下増圧ポンプ場では7.5,3/ｍin×110ｍの

増圧ポンプが3台必要となったことから､低始動

迩流高効率電動機を採川し､始動補倣装慨の

省略と給配電容賦の縮小を行うことでイニシャ

ルコストの縮減を回った。

また､ポンプ台数についても､緊急時の相互

融通に必要なポンプ能力分は平湘時の予備機

とすることで休止ポンプ設備を持たない設計とし

た。

を単独で建股することとしていた。

しかし､川地の確保や各水榊にＮ･柵する施

設などトータルコスト縮減の観点に立ち､調盤池

及び配水池の水位､送配水方式などの施設規

模並びに仕様などのI渚元について検討した結果、

総貯水{1t12,000,3の調盤.配水池を共I『,建設

することを関係帯lHlで合意した。

コストを単独建設した場合と共lIilで建設した

場合で比較すると､建設鋤ベースで約,億円の

i1iIl減効果となった。

現在､共同迎川に係る維持笹理協定締結に

向けた協議を進めているが､この取り組みを川

水供給小業と水道瓶業の施,没共同化による新

たな広域化のひとつと位価付け､今後も更なる

連携を模索していきたい。

画

仏
画

写真８建設中の調整･配水池

lｑ

Ｉ ｉ－
腸

fｌｌＩＬ

蔵

ダクタイル鉄櫛

７．用水供給事業と水道事業の施設共同化

東濃西部送水幹線(緊急時連絡笹)の1,11間，

地点に調整池を建設する計画を進める巾で､近

隣の受水団体から､調整池の至近に給水地点

と配水池を設ける計両が示された。

通常､水道施設の建設は､計画に基づき水

道事業体ごとに進められているが､雌の調整池

と受水剛体の配水池を共用することで､施設盤

備や維持管理費用の削減を似Iることが出来るこ

とから､その事例を紹介する。

当初､計画では貯水雌9,000ｍ３のり,↓I淵整池

に併せ､受水団体が貯水雌3,000,3の配水池

凸

ＬＬ
量

８.今後の展望

(1)東濃西部送水幹線(緊急時連絡管)後の

課題

平成24年度末の束濃西部送水幹線(緊急

時連絡笹)完成により､束浪地域と可茂地域が

物理的に接続されると､名実ともに1つの川水供

給iIf業としてjI『業運営が可能となる。

また､耐漣適合性のある櫛路により水源を多

砺化し､緊急時においてもｲ;I:|〃剛1逆ができること

で､危機管雌体制も向上すると期待している。

しかしながら､まもなく法定耐川年数を迎え、

束淡VLi部送水枠線で補完されない耽設将路約

慰・′簿
也些'一鳳醗

く

し

写真７柿下増圧ポンプ場
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150kｍの大部分は､今後も老朽化が進行し事

故発生の危険性は改善されない状況がある。

特に延憂約100kｍを1条で送水している東濃

地域では､大規模な漏水事故が発化した場合、

連絡櫛で相7踊り1通を行っても､給水が持続でき

る区域は限定的である。

また､既設梅の更新工獅を行うI際にも､1条の

送水櫛ではI析水を1171避出来ないという課題が

ある。

(2)バックアップ管の整備と老朽管の更新

これら課題を九服するためには､束渡西部送

水枠線(緊急時連絡樵)を除く既設笹路をバッ

クアップ化(２重化)し､櫛路全休に冗長性を持

たせることが必要なため､平成21年からバックア

ップ笹雅本榊恕に着手している。

基本椛恕では､バックアップする管路の実施

優先度評価に川水供給本業に即した客観的指

標を使川して定jIt評価を行うと共に､現時点で

状態が不健全と判定した楢;路は法定耐用年数

の1.5倍(60年)､状態が健全と判定した管路は

法定耐川年数の２倍(80年)となる期間までの

盤備完了を1.1棟として設定した。

また､給水人にIが減少に極じ､給水量も減少

していくことが兄込まれる中でも健全な事業経

･事故による送水管断水→送水管が１条のため断水
,老朽送水管の更新が断水により不可

Ｉ

営が維持できるよう､ダウンサイジングを含めた一

屑のコスト縮減対･策を実施すると共に､アセット

マネジメント手法を川い､長期的財政収支計画

において30年先までの収支バランス維持に努め、

将来に渡り水逆利用街に今以上の負担となら

ない実現可能な計lI11iとした。

計画では､約135kｍのｲＩｉ設延長を整備期間

約40年(1期約10年､全休4期)で試算し､うち第

１期小業分を'jf業期間平成23～34年度､本業

変約117臆''1のバックアップ笹;終備,脈業として

車莱化を決定した。

当初は平成25年度の工i脱‘1f･子を計画してい

たが､東北地方太､ド洋沖地鯉の被害を教訓す

るため岐Ｉｉ叫がi没慨した岐';叫鰹災対.策検証

委員会からの提-i､.ﾔを受け、.I:『肘粁手を平成２４

年度に前側して実施する]う定である。

東日本大鰹災以降､桶;路の耐鰹化や冗長化

の必要性が示されるなか､束濃IILi部送水幹線(緊

急時連絡符)供用開始後も､バックアップ管の

整備と共に､既設管の史新･史生計画などの課

題を克服しつつ､岐恥東部地域の住民に信頼

される持統可能な水道１f柴の実現に努めてい

きたい。

バツ

･事故による送水管断水→バックアップ管で送水可能
･老朽送水管の更新が断水泰同辞して可能

図３バックアップ管整備事業のイメージ
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新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管による

老朽管更新について

天童市上下水道事業所上下水道課

水道施設係 主任 鈴木裕太

①
同

天童市上下水道事業所上下水道課

道施設係技師関勝也

１.天童市の水道事業の沿革

木Iliの水道:!j業は､大正

12年2jl6I-1にi;|･Ｉ師給水人

1.19,500人､計両一日最大

給水IIt950m3/I｜の創設水

道として、‘lf業経営の認可

を受け､大柾14年５月１日か

ら給水を開始した｡その後、

社会環境の変化に対･応す

るため､給水区域や給水人

１１､給水{,tおよび水源の数

次の.‘肘業経営変更認可を

受け､水道施設の充実に努

めてきた。

(平成23年３月３１日現御

～

現在は､平成20年５月に田麦野簡易水道の

上水道統合(第６次拡張事業)をもって､水道説

梁としての拡張率業は完了した。（計画給水人

1-167,000人､I計画一日最大給水堂30,900,3/側）

一一

図１１給水区域および施設位置

２.天童市の水道事業の現状

本市は､昭和30年代前半から土地区画整理

小業による宅地開発が進められてきたことにより、

人１１とともに給水雌が増加してきた。しかし､近

年は人１１の減少や､餓気の低迷による業務用、
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4１新耐震管GX形グｸﾀｲﾙ鉄管による老朽椛史新について

震適合した配水池を築造することにより平成２３

年には耐漉化率81.1％となった。

ポンプ場については､平成20年にi耐震化5.0

％であったが､改めて耐鹿診断を行った結果、

耐喪化率90.7％が確保されていることを確認した。

②老朽管の更新

(耐震管による整備）

本市の送・配水獅網は､平成22年度末で総

延長462kｍになっており､側2に示すように主に

ダクタイル鉄符と水道川硬磁塩化ビニル管を使

川している。後述する第六次天童市総合計画

後期JIL本I;|･III1iのI;hlIIi期間内に耐川年数を超え

工場用水11tの伸び悩み､地下水利用専用水道

を導入する火１１需要者の増加により､給水量が

減少する傾向にある。

平成22年度の実絃は､一日最大給水堂は

22,008,3/日であり､現在認可を受けた計画の

一日妓大給水{1t30,900,3/F1に対･して約70％

の削合となっている。

３.天童市の水道施設の耐震化の現状と課題

①配水池･ポンプ建屋の現状

配水池については､平成20年に耐鰹化率3.0

％であったが､新たに耐震診'折を行うことや､耐

石綿管その他
１．２％４．２％

０
．
０
．
０

２
１

可
錆

０．６％ ダクタイル鋳鉄管
７７．４％

図２管種別布設延長割合
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る管路延奨は､図3の通り約671ｍl(全体の14.6％）

にのぼる。

これらの耐用年数を超えた老朽管は､計画的

な更新はもちろん､史新と合わせて､耐震化を

図る必要がある。

(基幹管路の整備）

老ｲ;り笹の史新にあたっては､地震等の災害

に備え恭枠病院､透析医旅機関など重要な施

設に対する給水の確保や被災地の断水に応急

給水を容易にするための基幹となる管路の設

定など､優先順位を考慮した耐震管路の布設

,;|･ill1iの検討を行っている。

また､ﾘ,↓や近隣の水道事業体などの関係機

関と緊忽時の相〃:脇ﾉJについて強化を図り､広

域的なバックアップ体制についても検討を行う。

よって､ハードとソフトの両面で耐.震化を進めて

いる。

の経営の健全化を推進する。

(おいしい水の安定供給）

・ライフラインの整備更新

、麦野簡易水道の上水道への統合をもって、

水道事業としての拡張盤備郡業は完了してい

ることから､新たに行われる芳焚土地区画整理

.'jI:業や工業I､Ⅱ地1悠備'1f業などの開発事業が挙

げられている。

また､地渡などの災害に対･応できる送配水施

設への改修や老朽櫛の更新に合わせた管路

のlliil鯉化を惟進する。その一環として､八幡山

配水場に､郷側配水池に代わる配水池の増設や、

災害時の迅述な側'1をI|的とした.上水道施設

の管理システムを導入する。

笹路耐獲化(老朽化史新)蛎業を掲げて､現

況の全体櫛路耐鰹化率(平成23年)27.9％､基

幹梼路耐遮化率(平成23年)37.8％を､平成２８

年度までに耐・艇化率50％以上となるよう計画し

ている。４.第六次天童市総合計画後期基本計画

上記の現状と課題から､市が掲げる｢第六次

天童市総合計画後期基本計画｣において､お

いしい水の安定供給の確立を組み込み､天童

市として今後取り組む計画である。

(基本方針）

天童市では､平成22年３月に｢第六次天童市

総合計lIlIi後期基本計画｣を策定している。

社会経済情勢の変化や本市の課題を踏まえ、

新たな視点で本Ilfの将来のあるべき姿を定める

必要がある｡その実現に向けたまちづくりを進め

ていくため､これからの時代を切り開く総合的な

指針として､第六次天竜市総合計画を策定した。

水道.'１１:業としては､安全な水を安定的に供給

するため､施,没の増設と継続的な更新本業を実

施する｡また､水資源の有効利用を図るため､漏

水洲在'1#業を行う。さらに､効率的な事業運営

により､安定した財政基盤を確立し､水道本業

５.アセットマネジメントの導入

昭和30年代前半から進められた土地区画整

備郡業に加えて､昭和60年頃から布設延長の

増加が見られる。今後､禰農路の吏新を行わない

場合､平成42年頃には､全休の笹路の45％が

経年化笹路になることが予想される。また､図４

のように今後の水滞要見込みが減少傾向にあり、

料金収入も減少することが予想される。

璽ｌ－Ｂｍ大｜唾'一日平臆

図４計画給水量の推移
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仮復旧 本復旧

ライフサイクルコストについて
そこで､アセットマネジメントを導入して椅路耐

震化(老朽化更新)聯業を!;1.両的に､かつ効率

的に進める。

＜更新時期＞

ＧＸ弱ダクタイル 震雲嘩
…
鉄管Ｉ １的年

図５自己防食のメカニズム

…

15pＤＩＦ。

層

睡謬ざクタイル践壱Ｉ６０年

６.ＧＸ形の採用経緯

この様な状況の''１，老朽櫛の更新を行う猶:硬

の再検討を行った｡櫛極採川のポイントは､ＮＳ

形と同等の耐獲性能を有する､徳路布設黄の

低減､ライフサイクルコスト低減とした｡その巾で、

特に注目したのは撞寿命化によるライフサイクル

コストの低減である。

比絞を行ったのは､現在採用しているＮＳ形と

平成22年10月にJDPA規格になったGX形である。

ＧＸ形は外面塗装に亜鉛系合金十封孔処理

十合成樹脂途料を施している｡その結果､椛牝

陽極作川(亜鉛による鉄の腐食を守る作川)が

従来の亜鉛溶射よりも､瞳期にｌｉり作川する｡ま

た､施工現場等で傷がついて鉄部が鵬出しても、

亜鉛化合物が堆破して鉄部の露出を防ぐこと

により防食効果は継続される。（似15）

牒砦
雄密粒度As(2（

４０早目 弱零目 １２n年旧

耐用年数

ＧＸ形ダクタイル鉄管：100年

ＮS形ダクタイル鉄管：６０年

図６更新時期の比較ＧＸ形一ＮＳ形

７．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工

7.1施エ概要

本j冒事現場の施工概要を表1に示す。上被

りは0.9ｍ､掘削溝幅は平成23年度水道事業実

務必携より算出した0.5ｍを採用した｡工事の掘

i1illl析而を図7に示す。

表１ＧＸ工事施行概要

」

亜鉛化合物堆澗

Iツ5０

新耐鯉柚:GX形ダクタイル鉄櫛による老朽補更新について

図７掘削断面

篭）
一一

○
烏
Ｐ
ｌ

クラッシ即一ラン
（RC卜40）

通唄授石(M-40】

一
『
一
】
『

侵輝窟職

坐埋坐、、、、、、、、、、、、、、、、1､、k、、、、、、、、、、」尺

詐上記の外面塗装の改良から､ＧＸ形は長期的

な耐久性が確保できると判l折した。

また､長期耐･久性が期待できると将来の更新

工事回数が減ることによって､工小費の削減、

工事鼓の削減による環境負荷の低減､近隣住

民への負批柊減が図れる。ＧＸ形とＮＳ形の更

新時期の比較を図6に示す。

耐.剛年数については､ＧＸ形は100年､ＮＳ形(ポ

リエチレンスリーブ被狸)は60年とした。

ゴ１

_j二亦名

工亦場所

呼び径

管極

内面仕様

施工延長

平成23年度耐震化事業

道満地内配水管整備工事

天童市道満地内

150,75

GX形(S種）

エポキシ樹脂粉体塗装

呼び径150L＝640ｍ呼び径75Ｌ=34ｍ
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7.2施工結果

本工'jFにおいて､施I二は順調に完了した｡工

事の施行状況は写真1～4に示す。

今回は､本櫛に呼び径150のＧＸ形､枝祷に

呼び径75のＧＸ形を布設した。

施工性については､ＮＳ形にと比べ､戒管に

ついては挿入力の低減､異形槽については取

り回しが良くなったことで､施工会社の評判も良

写真１掘 削 状 況 ①

写真３ＧＸ形施工状況①

く施工できた。

また､現地切管作業も､挿し口溝切り加工が

不要となり時間短縮を図ることが出来た。

掘削幅については､平成23年度水道亦業実

務必携に準じて施工を行った｡ＮＳ形と比べ狭く

なったが､継手の施工性改善により､支障なく施

工できることを確認した。

Ｕ

鼎

←

写真２掘削状況②
(幅500ｍｍ深さ1170ｍｍ）

露ｈ

Ｐ

蟻 蕊 “
写真４ＧＸ形施工状況②

理欝夢

毎口

年o
申

ら９句
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Ｂ,おわりに

今回､ＧＸ形の施工を行った結果､施工‘性の

改善により狭い掘削幅でも支障なく施工できる

ことが確認できた。また､長期耐久‘性によって、

GX形路線は100年後に更新することで計画を

すすめていく考えである｡平成24年度には､ＧＸ

形に完全移行する予定である。

近年､人口の減少や節水意識の向上等により、

水道水の需要は伸び悩んでいる。

一方､水道水に対するニーズは高度化､多様

化しており､災害に負けない安定性が求められ

ている。

このような状況のなか､将来にわたり、「安全」

｢安心」「信頼｣できる水道水を供給する使命を

全うしたいと考える。

の工区についても､ＮＳ形と比べスムーズな施工7.3その他のＧＸ形施工工区概要の工区についても、

平成23年度に表2に示す工区を布設した｡どを行うことができた。

表２工区概要

新耐震管GX形タｸﾀｲﾙ鉄管による老朽管更新について

Ｎｏ． 工区 施工概要

１ 石鳥居地内配水管整備工事
呼び径150

呼び径100

l80m

l33m

２ 高木地内配水管整備工事 呼び径７５ 187ｍ

３ 高木地内配水管整備工事(第２工区） 呼び径７５ lO8m

４ 大町地内配水管整備工事 呼び径150 150ｍ

５ 小路地内配水管整備工事 呼び径100 170ｍ

６ 清池東地内配水管整備工事 呼び径100 18ｍ

７ 芳賀土地区画整理事業地内配水管布設工事

呼び径７５

呼び径100

呼び径150

呼び径200

呼び径250

810ｍ

2,326ｍ

ｍ
、
ｍ

司
人
Ｆ
Ｄ
再
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熱海市における呼び径巳Ｓ０ＧＸ形

ダクタイル鉄管の採用事例について

《〃

ｉｉｉ

課熱海市上下水道温泉部水道温泉

戸口…→‐一－画胃

相
桟
灘

ダｸﾀｲﾙ鉄笹

図ｌ１熱海市水道事業の概要

に移行､史に昭和32年には網代町を合併し､現

在に至っている。

就業者を産業別にみると約85％が卸売小売・

飲食･宿泊業等をはじめとする第３次産業(サー

ビス業)に就いている｡市制施行以来､恵まれた

自然環境とｳﾆ地条件のもとにその特性を活かし、

観光淵泉部Iliとして地歩をlIIflめてきた｡平成1９

＝

１．はじめに

熱海市はI朔剛県の妓束端､伊豆半島東側の

付け根に位蔽し､東方は相模》難に面し､西南北

の三方は箱根山系の山で囲まれている。海上

約10kｍにはＩＩ４下唯一の離島初島があり､北東

には千歳川を県暁として神奈川県湯河原町と

接し､静岡u1噸南1111.､伊豆の|制市､伊東市とも

接している。

Ilrの而枇61.61kｍ2のうち約50％は山林で柿

成されており､急峻な地形のため平坦地が少ない。

･ili街地は､海岸から111腹にかけて階段状に発

進しているのが特徴的である。

近代熱海の歴史は明治時代とともに始まり、

明治の文豪や普名人たちの来湯により繁栄を

迎えた｡その後､明治22年に熱海村は伊豆山村、

泉村､初島村を合併して新しい熱海村となり、

上多側;j･とド多鐙村は合併して多賀村となった。

明治24年には町制をしき熱海町となり､その

後の昭和12年４月10Ｈ、多賀村を合併して市制

熱海市上下水道温泉部水道温泉課

施設室副室長遠藤克徳佐藤 光 俊参事兼施設室長
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年4111011には市制施行70周年を迎え､今後は

長期滞在型の世界の保養地づくりを目指して

いくところである。

２.熱海市水道事業の概要

本I1iは古来より温泉は豊窟であったが､清水

は乏しいという悩みがあった。そのため水道覗

業の創設は早く､IﾘＩ治40年である。この当時､市

町村水道があったのは横浜市､函館市､長崎市

等の16簡所だけで､本市は全国で17番口に古

い刺1没である。

昭和22年の第１期拡張から昭和56年の第８

期拡張まで水逆施投を拡張盤備し､現在に至っ

ている｡この第８期拡張｣皇事では三島市､函南町、

本市のIIj三に及ぶﾘ,↓企業肘への陳情の結果、

雌企業ﾙjも理解を示して駿恵水道が完成し､用

水が供給される。

水道施般として､水源は市内に16箇所あり、

主なものとしてj,l那|濫道(湧水)､宮川(表流水)、

泉川(表流水)がある｡駿豆水道(柿田川湧水）

はIli外にある水源で､本市の水の約半分に使

川されている。

また､地没災祥時等における駿豆水道の安

定供給を似Iるため、「熱海調整池｣が県企業局

によって平成8年に完成されたことにより、

県営駿豆水道(柿田川）

↓1０００，３

相の原受水槽

３０００，s ↓↓

相 の 原 第 ４ 配 水 池

①県施設のポンプ等が故障､停電等で停止し

ても4～6時間の水道水が確保可能

②地震災祥時､紫怠遮|折弁により確保された水

道水が応急給水の水源となる

などにより一瞬の安定給水が図られるようになっ

た。

本Ilrは階段状に発達した尚低差のある地形

から､配水池などは120施i没以上あり､これら水

道施設や梼路の老朽化に伴う維持祷理及び

．更新が今後の砿要な細辿となっている。

表１熱海市水道事業の概要

給水人1-1 39,610人

給水栓数 19,464栓

将及率 99.5％

一|｣妓大配水.１１ｔ 52,482,3

一日平均iWd水:Ｉｌｔ 39,211,3

３.ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用

熱海駅周辺の市街地に配水している林ヶ久

保配水池は､昭和37年築造のため老朽化が進

んでいる｡平成31年までの老朽施設更新計画に

より､代替として新たに悔刷配水池を築造中で完

成後は林ヶ久保配水池をi益止する予定である。

９０００ｍｇ

，{ 熱海調整池 ’
↓ 3４００，３

’姫の沢トンネル配水池

↓ １０００ｍｇ

初川ＰＣ配水池

2000,3↓
丹那水源(湧水）

Ｉ初川ＰＣ配水池」
１－，／

’梅園配水池’
－－－－－－－－－－－－－－－ーノ６０００，３ -惨’

桃山第２配水池

！！ CIOIO８１０１０ Oｍ３

林ヶ久ｲ呆配水池

ＧＸ形

呼び径250×3条写

/|lＡ

、Ｉ‐‐--‐

来 宮 配水池

⑤⑤ 既設ＦＣ

市街地

ﾓL鱗・
＝"〕~~７

－－、‐

一一一一一一一一一一一一一・一・一－屋

図２水系経路
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本市は､送配水管などの基幹管路にＮＳ形グ

ｸﾀｲﾙ鉄管を採用して耐震化を進めているため、

今同の新配水池の送配水管にはＮＳ形を考え

ていたが､施I冒性や耐久性が向上したGX形の

特長を活かすことができる次の点を考慮し､ＧＸ

形を採川した。

､布没する道路は主要道路(県道)で交通11tが

多く､適切な迂回路がないため通行止めにできず、

片側交互通行にしかできない｡また毎日施.工終

了後は仮復I|]を行い､交通規制を解除する必

要がある。

･当初設計ではＮＳ形呼び径350と呼び径300の

２条配櫛を予定していたが､呼び径350の浅層

埋設が不可能であるため､埋設深1200ｍｍ以

上を確保すると土留工が必要となってしまう。

･施」:区間はカーブが連続し､また縦断勾配の

変化する区間であるため切管による溝切加工

が多く発生する。

･111の配櫛延長は妓低10ｍ以上とする。

･長が命化を期排する。

(当初計画断面） 配管断面

GLiごg入Ｑ

雨
空

罵耐『概要を表2に示す｡また､工率の施工状況

を'ﾉj:典1～5に示す。

ＭＢＹＤ

離籍ﾝ120,

／
,〃，〃9吻令溌甥"へ、 〃〃，”影〃?”Aj筋〃、、

亡
ト
ー
』
つ

ヨ
竜
乏
・
毎
昌
薗
■
国

竜 竜

ダｸﾀｲﾙ鉄拙

図４工事場所

再皇下亘屋堅判
(iIC-40》

、…J”

４.工事の概要

木ｌ:亦は､新設する梅園配水池からの送配

水榊布殻~I･水にGX形ダクタイル鉄植;を採用した。

一
『
↑
》

学駐止菖里辿

ﾉﾘz)索域

図３配管断面

丘、 nnp1P

矢種
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写真２

表２エ事概要

熱海Ilfにおける呼び侭250GX形ダクタイル鉄椛の採川'1＃例について

よる防食効果が一般上｣笈と'111程度までとはいか

ない。また､上硬の急激変化にも対･応でき､より

確実な捷期ｌＩｉＮ･久性確保のためにポリエチレンス

リーブ被糎を施した。

ＧＸ形ダクタイル鉄管には新たな外面耐食塗

装が施されているため､一般的な土壌の埋設環

境であればポリエチレンスリーブ被裡無しで長期

耐久性を期待できるが､本市のような温泉斑密

な地域においては､ＧＸ形の新外面耐食塗装に

Ｌ ，

：

露
二五些旦

駁
鷺区

2ダダ課

画

。

ｿ

ノ

&

写真１

罪耗へ、弓溌
声
］

藤；

［'j下名

.［1f場所

呼び径

管極

内面仕様

施’二延長

I噺低差

ポリエチレンスリーブ被裡

主要地方逆熱海幽南線送配水槽布I没.l:小

熱海Ili悔刷1111.地内

250×3条

GX形(S極）

エポキシ樹脂粉体塗装

236ｍ×3条

23.6ｍ(平均勾配約10％）

あり
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熱海市における呼び怪250GX形グｸﾀｲﾙ鉄梓の採川ﾘＩ例について

５.施工結果

勾配のある道路での呼び径250ＧＸ形3条配

管という決して容易ではない施工環境ではあっ

たが､ＧＸ形の施工性向上により､無事に竣工で

きた｡道路事‘情から懸念していた復旧は早くなり、

計画通りの日進量を施工することができた。

本市の多くは入り組んだ道路線形のため､配

管工事では切管作業が多い傾向にあるが､ＮＳ

形配管で苦労していた溝切加工がなくなり施工

性が良くなった。

また､配管業者からは｢配管に必要な工具が

少なくなり､良い｡」「接合時の挿入が軽くなった

ので配管しやすくなった。」などの声があり､好

評であった。

６.おわりに

今回は､呼び径250GX形の3条を施工したが、

ＮＳ形と比べ接合や切管作業などの施工性向

上を確認できた｡また､接合時の管理(チェック）

ポイントが簡便になったことで､接合ミスの減少に

もなると思われる。

今回施工した下流の約250ｍについても呼び

径250×2条での配管を計画しており､ＧＸ形によ

るスムーズな施工を期待する。

東海地震等の大規模な災害の発生が予想さ

れるため､本市では老朽施設更新を計画してお

り､水道施設の耐震化や老朽化した施設の改築・

更新を早急に進める必要がある。水道管路の

耐震化や更新にＧＸ形ダクタイル鉄管は貢献で

きると考える。

今後は､送配水管など基幹管路の耐震化及

び更新は口径の大きい管路が対象となるため、

呼び径300以上のＧＸ形が開発されることを期

待する。

５１
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管路の耐震化に向けた取り組みにおける

ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用による効果

出雲市上下水道局

ｒ一二.＝雫

【瀞１
Ｍ，』

Ｉ

水道施設課主査今岡孝志 、派

１．はじめに

出雲市では安心､安全な水道水の安定供給

を卜I指し､平成17年３月の新市合併以来､配水

施設の再構築､老朽管更新等に取り組んでいる。

特にこれまでは､呼び径75～100は一般継手の

ダクタイル鉄管(T形､Ｋ形)､呼び経200以｣二は

耐獲継手のNS形ダクタイル鉄櫛(以下､ＮＳｊｌ邦;）

を利川しながら配水管整備を進めてきたが､火

'1本大漉災以降､当市でも史なる耐鰹化促進が

必要であると考えた。そこで､今後のliiil･鰹榊布

設にはＧＸ形ダクタイル鉄禰;(以下､ＧＸ形榊)が

総合的にＮＳ形管より優れていると判断し､､ド成

23年61.1よりGX形管を採用することに決定した。

２．ＧＸ形管採用の経緯

(1)耐震旋策とＧＸ形管採用による効果

本市が策定している｢出雲市水道ビジョン｣の

施策目標である､｢良質でおいしい水の供給｣と｢い

つでも使える水の供給|等の'-1標を実行するため、

低コストでさらに長寿命化が期待できるＧＸ形耐

震管の採用により､以下に示す方策が可能と考

えた。

①管路の高水準化の推進

厳しい財政状況の1.'１，ライフサイクルコストに

優れ耐震性を備えたＧＸ形採川により､管路

の機能向上を図ることができる。更にＧＸ形が

備えている長寿命化の効果で､将来的な管

路更新時期の大幅延長が期待できる。

②地震災害の対応の強化

過去の大規模地震でも被審のない1m鯉形ダ

クタイル鉄管と同等の継手性能を持ったＧＸ

形を布設することで､大地漣が発生しても市

民に対し安定した給水を行える。

③水道サービスの向上の推進

施工が早いＧＸ形は､工.４区域における市民へ

の環境負担の軽減が可能である｡史に､施工現

場における耐震管布設ｴﾘのＰＲで市腿に対・

し水道事業の方針を理解して頂くこともできる。
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３．ＧＸ形管の施工

ＧＸ形櫛の初採川呪場は､簡易水道統合幣

備の一蝿で､水11t･水髄の不安定な平111河下

地城の'安定給水を行う!脈堆で､久多兄町～万

』d諸経費
1画土木工事費
口配管工事費
|可材料費

ＧＸ形管|<形管

年以上の耐久性が期待できるとされている。

そこで､GX形符の採用にあたっては､上壌分析、

ｌｊＦ故臓)藤の再確認､史にハザードマップによる

腐食性土壌の位慨予測等､総合的な検討を行

った結果､埋設環境ハザードマップを使川し､ポ

リエチレンスリーブを被狸するかrffかを検討して

いくこととした。

符路の耐獲化に向けた取り組みにおけるＧＸ形ダクタイル鉄棉の採川による効果

(2)ＧＸ形管の経済性検証

ＧＸ形の採川検討に際して､本市はＴ形．Ｋ

形との組み合わせで施工していたが､呼び径

150はＫ形で､呼び径250はＫ形､ＮＳ形との配管

工事費比較を‘jf前に行った｡その結果､呼び径

150.250ともＫ形を100%とした場合､ＧＸ形は96％

とＫ形並のコストで耐震管路の椛築が可能であ

ることを検証できた。

(3)ポリエチレンスリーブ被覆要否の検討

ＧＸ形管は新しい外面耐食塗装であるiIli鉛

合金による耐食被膜があり､特殊な腐食性土壌

を除いてポリエチレンスリーブを必要とせず､100

Ud諸経識

、土木工事費
口配管工事費
１－|材料費

ＧＸ形管K形管 ＮＳ形管

図２呼び径250配管工事比較
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川町の送配水管である。

工二抑'二籍:久多兜町～万田町送配水符布設工'jド

．-1己'h:場所:腸根県出雲市久多兇町地内外

［'１１:期11:平成24年３月151-1まで

［'1柵喫:送配水管布設［ＧＸ形智呼び篠250×1167ｍ

ＧＸ形笹呼び経150×1192.3ｍ

ＧＸ形櫛：呼び径150×640.0ｍ

Ｐｑ

図３工事場所

ｕ

,型毛弓竃…
《

ダクタイル鉄柵

_潅“

鐸鍔

職

塗鐸騨露謬．

写真１工事現場状況
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梅路の耐震化に向けた取り組みにおけるＧＸ形グｸﾀｲﾙ鉄楠の採川による効果

５．おわりに

ＧＸ形榊による棚略ｌ:１１は､経済性と施工性

に期待し､順洲に正'j『を終ｒすることができた。

市民のライフラインを良期に維持していくためには、

今後の笹路更新の検討において耐鯉祷を枝極

的に採川していくことが飯要である。

特に､本市においては､今後とも計両的に施

設の吏新､耐鰹化を進めるとliil時に､施設の長

寿命化をIxIりながら､安定給水の確保に努めて

いくことが腫要であると考えている。

環境ハザードマップによる要否判定の結果、

ポリエチレンスリーブの被膜が不要となった

ことから､符ｲiii没スピードが向ｌ１した。（ただし、

腐食性土壌等においてはポリエチレンスリー

ブを使川するⅡ:様としている）

蛤

Ｆ、

４.ＧＸ形管採用による効果の検証

ＧＸ形笹を採川した結果､以下に示すような

効果が得られた。

(1)ＮＳ形将呼び径250では掘削|幅が80ｃｍであっ

たが､ＧＸ形桶;は60ｃｍになりｋ並および舗

装1,tが減少したことで､経済効果も良く環境

影郷の減少につながった。

(2)ＮＳ形の雌本榊砿は3種御を採用しているが、

切櫛川は1棚;を用いて加工する必要があり、

梓祁の混在によるI没Ｉ汁や材料管理が煩雑

であった。ＧＸ形ではS極のみで施工ができ

るので､投計や材料櫛理が容易になった。

(3)土工賀の減少等の経済性の効果により、

ＮＳ形管で『;|･iiIiiしていた施工延長に対して

２０％祝度の布設距離を伸ばすことができた。

(4)施工は､iiII:櫛部分の施工性の改善と､埋投

一室
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今号の概要今号の概要

災害に強く水に不安のない福岡県を目指して～北部福岡緊急連絡管事業における取り組み～

福岡県県土整備部水資源対策課計画係長因孝一郎

北九州市水道局給水部計画課計画係長西藤敬

平成17年3)12011､柵耐県で鰹度6弱の価岡西方沖地漉が発'kしました｡この地震がきっかけで､棉岡UiL知

訴､北ﾉL州ili蜂､偏岡Ili良の会Ｉ談で|望l然災'１iや水辿施設１１:故の危機梼理対策として「水｣という極めて亜痩

なライフラインを確保することを||的に｢北部柵岡緊急連絡符'1f業｣がスタートしました，今1111のレポー|､では､この

事業に関わる施,識の慨喫や工１fの概要を､服得しています‘，

阿賀野市における新耐震管呼び径１００ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用事例について

阿賀野市上下水道局上水道次長長谷川正行

新潟平野のI|'央に位慨する|ｉＩ１側1市は､､F成l(j年‘lj言Iにl1lil辺2市2町が合併して誕生しました‘,水道4ﾖI:業は

平成１７年811に｢阿賀野''７水道gIf業経街!;|･lIIIi｣を策定し､､|え成2()年411には二つの水道,i縦の料金制度も統

合しました“今'''1､市lﾉﾘ腹要幹線の1廼新Ｉ:‘Ifにおいて新liil渡御GX形を採川し､その［州Ⅲ.要や維済性､施［

性を服〈I了しています，

ＮＳ形ダクタイル鉄管から新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管への移行について

高松市上下水道局水道整備課改良係長丸尾健治

番川県高松il7の水道は､火IE1()年に給水を開始して以来､81111におよぶ拡推'1f業を行い増え続ける水滞洩

に対応し､現在では紺淵:理の時代に秘っています、ド成２３年3jlに策定した｢水道施殻|耐渡化!;|･lIhi｣に雑づ

き管路の|耐漉化を順次進めています』今'１１|､新耐潅梢:GX形を採川する決めｆ･になった維済性を他符極と比校

し､分かりやすい炎を駆使して柵'『しています。

ダクタイル鉄管ＮＳ形から新耐震管ＧＸ形への移行について

～筑前町における基幹管路耐震化へ向けた取り組み～

筑前町水道課課長補佐林浩嗣主任主事藤尾純一

綿岡県の筑紫､|え野の北部に位li4‘,iする筑前町は､､|え成１７年に''1夜弧'''1.とⅡ'二輪町の合併によりI抵ﾉI北まし

た。合併前はｋ水道による給水は行われておらず､簡易水進とＩ,lji川水道で給水されていました｡合併後に柵岡

県南広域水道企業Ijlに川1人し､､ド成２６年度を１１棟に上水逆創設.‘贈堆に取り組まれ､配水ブロック化を．考瞳し

た'二で堆幹柵Ilffの耐渡化が進められています‘,その|紫に､今lIIlNS形からＧＸ形ダクタイル鉄符を将来的な新lii,｜

震横:と位置づけて採川したので､その．［'1剛ﾉ､I容を柵!『しています

ＵＳ形(ＬＳ方式)推進工法用ダクタイル鉄管による縦断曲線推進について
秋田市上下水道局水道計画係技師長谷部稔

秋IllIIfの水道‘f:業は､Iﾘl治40年に東北地方で初めて給水を開始し､その後､６１'11にわたる拡鋲'１f業と平成

17年には周辺2町を細人し､現/１２では給水人’’約32ﾉj人､111岐人給水{虹２ﾉjm3となっています‘,また､､|え成

2()年度に改訂した｢秋IllIIf水道‘l『業堆本制-1111i｣にj‘Lづいて琶朽化したｊＩＬ枠符蹄のI耐鯉化を枇極的に進めて

います‘､今回、ｉ２要幹線であるr･形111配水枠線の虹析［Ｗにおいて､Iiii,嘘性に優れた''１１線推進I:法によるＵＳ

形(LS方式)を採州されました。その［11:の概要と施I言の紬'ｲ蛙報告しています‘

ＮＳ形ダクタイル鉄管の長距離さや管推進について
岡山県南部水道企業団工務課主任内藤修一

岡山ﾘ,Ⅷ部水進企堆|､１１は､11側'25年に岡11川'i(|j１名水辿lilil』水荊|合がI没虻され川水供給’1f災を|州始しま

した』その後､呪/Eの府１敗Iii、K1l1v'|i､岡lllIlrに川ﾉ|く供給する岡111ﾘ!↓|('i部ﾉiく辿企災I､11として､122,0()()ｍ:'／|Ｉ

を送っています今1,1､'荷饗幹線である呼び係900の送水本竹;のni投什え'二‘IfをＮＳ形さや符推進l冒法で_［'1ｆ

を実施したので､そのｌ:'１１:の詳細について服(1.i･しています‘，
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Technic~J. Report 01 
技術レポート

災害に強く水に不安のない

福岡県を目指して
~北部福岡緊急連絡管事業における取り組み~

福岡県県土整備部水資源対策課

計画係長図 孝一郎

はじめに

平成23年3月11日(金)14時46分に東北地方

太平洋沖地震が発生し、東北地方では水道施

設についても約230万戸が断水するとpう未曾

有の被害となった。

東日本大震災が発災して17日後の、3月28日

に福岡県と北九州市が共同事業として行ってき

た北部福岡緊急速絡管が完成し、北九州市と福

岡市を中心とした福岡都市圏の間で、1日当たり

最大50，000m3の水道用水を相互に応援送水

することが可能となった。

東日本大震災の被災地では、事業体及び関

係者の懸命の努力により、急速に復旧していっ

たが、想定外の地震・事故に備え、広域的なパッ

クアッフ。機能強化を図ることの重要d性を強く認識

させられた。

1 経緯

北部福岡緊急連絡管事業は、平成14年12月

に福岡県知事、北九州市長および福岡市長の

北九州市水道局給水部計画課

計画係長斉藤敬

トップ。会談を開催し、“水に不安のない北部福岡

地域づくり"をテーマに「北部福岡広域水利用

協議会」を発足することで合意したことを契機と

している。

同協議会は、福岡県副知事、北九州・福岡両

政令市・福岡都市圏代表市の助役、企業団等を

図1 緊急連絡管全体
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構成員として平成15年3月に設立され、具体的

な課題について検討・協議を重ねた。

その後、平成17年3月20日に、福岡県にとって

は近代的地震観測が始まって以来最大となる震

度6~~の福岡県西方沖地震が発生した。

これを契機に同年6月に行われた福岡県知

事、北九州・福岡両市長との会談において、地震

のような自然災害、あるいは水道施設事故やテロ

攻撃などの危機管理対策として、「水Jとpう極

めて重要なライフラインを確保することを目的に、

「北部福岡緊急連絡管事業」の検討を進めるこ

ととなり、平成18年 12月に着工したものである。

2 事業スキームについて

今回の緊急連絡管事業は、県が主体的に取

り組む広域的な危機管理対策事業である。

また、緊急連絡管は、緊急時に直ちに対応でき

るように維持用水を常時流しておく必要があるこ

とから、この活用方策として、施設の老朽化や自

己水源の水質悪化等が課題となっていた宗像・

糟屋地域の一部に供給することとなった。

北九州市においては、遠賀川河口堰に工業

用水の水利権を持っており、若松区響灘地区に

おける将来需要を見直したところ、維持用水に必

要な水量が確保出来ることから、北九州市が用

水供給事業を行うこととした。

このため、北部福岡緊急連絡管事業は、緊急

時の広域的なライアラインを形成するための福岡

県主体の緊急連絡管整備事業と北九州市の水

道用水供給事業の2本柱となっている。

3 水運用について

(北九州市から福岡都市圏へ応援する場合)

遠賀川河口堰から取水し浄化したものを本城

浄水場から送水する。本城浄水場配水区域の

ブロック変更等によって、本城浄水場の供給水

量を軽減することで福岡都市圏に1日当たり最

大50，000m3を送水することができる。

(福岡都市圏から北九州市へ応援する場合)

福岡都市圏では、特定の水源に限定しておら

ず、海水淡水化施設や多々良浄水場など、東部

の水源のうち、その時点で取水可能な水源から

取水し浄化したものを送水する。送水量につい

ては、福岡市で配水コントロール等を実施し、多

々良浄水場の配水エリアの一部を他の浄水場

からの配水でカバーするなどして、多々良浄水場

と海水淡水化施設から送水する。

(平常時)

平常時の水運用は、北九州市が水道用水供

給事業として、1日当たり20.000m3を宗像地区事

務組合(宗像市、福津市)、古賀市、新宮町に供

給する。

4 事業効果について

福岡県内の給水人口約470万人のうち、北九

州市と福岡都市圏(17市町)を合わせた給水人

は約326万となり、県内の給水人口の約70%

がこの地域に集中していることから、今後、安定

給水を確保するための緊急連絡管の役割は非

常に大おものがある。

福岡県地域防災計画においては、災害発生

10日後の応急給水において、飲料水・炊事用

水・トイレ用水の目標水量を20'U/人・日と設定

している。緊急連絡管による1日50，000m3の給

水で、約250万人の飲料水や最小限の生活用

水の確保ができるため、福岡都市圏や北九州市

で広域的な断水が発生した場合でも、緊急連絡

管によって水道用水が供給されれば最低限の

生活は可能となる。

5 施設の概要

施設は、M7クラスの内陸直下型地震に耐えら

れる設計となっている。

( 1 )送水管(耐震管)

1日最大50，000m3を双方向に送水するに必

要な送水管は、北九州市本城浄水場から垂見

調整池(容量2，000m3X2池、宗像市池田)ま

で、延長約18kmを呼び径900のダクタイル鉄管

(S形および異形管KF形)、垂見調整池から下

原配水場(福岡市東区)まで、延長約29kmを呼

び径 1000の鋼管で整備した。(総延長約

47km) 
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福岡都市圏

| 宗像地区事務総合 | 

新宮町 古賀市 福津市 宗像市

|下原配水当面|

~ヨ

(2)送水ポンフ。

1日最大50，OOOm3を送水するために必要な送

水ポンプを本城浄水場内(北九州市側から送水

する場合)と下原配水場付近(福岡都市圏側か

ら送水する場合)に整備した。北九州市から福岡

都市圏への送水、福岡都市圏から北九州市へ

の送水の何れの場合も、垂見調整池までポンプ

圧送し、その後は自然流下で受水者まで到達す

るものであるロ

なお、本城浄水場内は水道用水供給事業と

兼用するため、1日最大70.000m3を送水するの

に必要な送水ポンプを整備した。

(3)そのイ也設備

垂見調整池内および本城浄水場から約

29km地点の飯盛山(古賀市)には追加塩素注

入設備を設置し、本城浄水場から監視制御を実

施する。

また、本城浄水場では、遠賀川原水の水質悪

化に対応するため、平成12年8月に高度浄水処

理設備(上向流式生物接触ろ過)を整備したが、

今回新たに35，OOOm3j日を増設した。

これらの施設は何れも水道用水供給事業の

専用施設として整備を行った。

6 工事の概要

福岡県と北九州市が事業の実施に関する

「施工協定書」を締結し、北九州市内の工事は

北九州市が、北九州市外の工事については、道

路状況を始めとして地元の実状や、管轄する警

察署の交通規制等に関する許可手続きなどを熟

知している福岡県に工事を委託することで効率

図2

的な事業の推進を図ることとした。

(1)ルート選定等

約 47kmにわたる緊急連絡管の基本ルートの

選定など全体の基本設計は北九州市水道局が

行い、市域外の詳細な実施設計は福岡県の各

土木事務所が行った。

また、市域外の垂見調整池、ポンプ設備等に

ついては、北九州市が設計、施工を実施した。

(2)管径および、管種の選定

緊急連絡管は、垂見調整池までポンプ圧送し、

垂見調整池からは自然流下による送水方法であ

る。

ポンプ圧送の場合、管径を小さくすれば工事

費は安いが摩擦損失が大きくなり、ポンプ設備等

のイニシャルコストと電力費のランニングコストが

嵩み不経済となることから、管路関係費とポンプ

関係費の和が最も経済的となるように、管径及び

管種を決定した。

写真1 本城浄水場内送水ポンプρ
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(3)本城浄水場(北九州市)----垂見調整池区間

本城浄水場から垂見調整池までの約18kmに

ついては、呼び径900のS形ダクタイル鉄管を、ま

た、異形管についてはKF形を採用した。

布設ルートは、国道および主要地方道が大部

分で、多くは開削工法で、あったが、交通量の多い

交差点や河川の横断部は推進工法を採用した。

写真2 高度浄水処理施設

①S形・KF形夕、クタイル鉄管の継手構造と継手性能

S形、KF形ダクタイル鉄管の継手構造と耐震性能を表1に示す。

表 1 S形、 KF形継手構造と耐震性能

項目 S形管路Co900)

ボルト・ナット

糊

ボ

長

桝

剖

特

[特徴]

伸縮性、可とう性および離脱防止機構を有する

鎖構造管路用の伸縮継手である。

継手性能

①継手伸縮量:管長の士1%(:t60mm) 

②許容屈曲角:O900_2
0

00'

地震時に曲り得る最大屈曲角:7。

③離脱防止力:3DkN(与 0.3D tf、D:呼び径

mm) (管路を地中で'100m引張る時の管と土

の摩擦力に相当)

地盤変状

吸収性能

継手が管路100m分の管と土の摩擦カに耐える

だけの離脱防止力を持つため、(継手1箇所当り

の伸び出し量)X (100m聞の継手箇所数)だけ

の地盤変状(亀裂、崩壊、流動)を吸収できる。

従って、以下に示すように管路として1mまで、の亀

裂や液状化による地盤流動にも耐える。

60mm/継手X(100m/管長6m)=1000mm=lm 

異形管や一体化長さ範囲内にある直管には、直

管と遣う構造の継手を使用する必要がある。(下

図参照)

異形管の継手構造

および

一体化長さ範囲内

での継手

ロッヲリング

②S形.KF形夕、クタイル鉄管の施工性

-全担当職員、全施工業者向けダクタイル鉄管

(S形 .KF形)継手施工講習会を実施した。北

九州市井手浦浄水場にて、座学(確認テスト実

施)と実技を2回(計5日間)行い、職員 14名、

施工業者49名が参加し、施工業者に対して受

講証明書を発行した。

-現場での接合作業は、継手講習会受講証明書

の保有者か施工経験者限定とした。

-施工性の向上を図るため、水圧試験用テストバ

ンドを北九州市が購入し、施工業者間での調整

後、北九州市から施工業者へ貸与し、融通し合

うことで効率的な運用を行った。
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③施工工期

本城浄水場から垂見調整池までの約18km

(一部鋼管含む)を39工区に分け、平成19年度

から平成22年度の4カ年で完成できた。ダクタイ

ル鉄管の施工は、天候や地下水の有無、地盤条

件(軟弱地盤)等に大きく左右されないため、計

画通りの工程で進捗出来た。特に、ダクタイル鉄

管の継手接合は、接合後すぐに埋め戻しできるた

め、最大2本/日ペースで布設することができた。乙

の施工スピードの早さが、全体の工事を工期内で

完了させることにつながったと考えている。
写真3 ダクタイル鉄管S形呼び径900布設状況

表2 年度別完成延長 (m)

年度 北九州市水道局管内

H19年度 2，900 

H20年度 800 

H21年度 900 

H22年度 200 

合計 4，800 

※一部鋼管(水管橋)含む

(4)垂見調整池~下原配水場 (福岡市)区間

垂見調整池~下原配水場の約29kmについ

ては、呼び径1000鋼管とした。同区間について

も、主要地方道、国道が主なルートとなったことか

ら、開削工法を基本としたが交通用の多い交差

点、狭路道路、河川、 JR横断部等については推

進工法を採用した。

写真4 垂見調整池

福岡県(北九土木管内) ダクタイル鉄管総延長

3，900 6，800 

5，300 5，200 

2，800 3，500 

1，700 1，900 

13，700 17，400 

容量:2000m3X2池

水深:6.0m 

HML: 118m 

(満水時の標高)

構造:ブレストレストコンクリート
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アおわりに

北部福岡緊急連絡管の完成後、現在、維持

用水を活用して、宗像市および新宮町に水道用

水を供給し、施設の機能維持を図っている。

また、緊急時に、迅速な応援を可能にするため

には、応援水量の決定までの事務手順、流量の

増加による濁りへの対応、バルブ操作の手順等

をあらかじめ決めておく必要がある。このため、緊

急連絡管の完成に合わせて、福岡県、北九州市

および福岡市(福岡都市圏代表)の3者で、「北

部福岡緊急連絡管の運用に関する協定書」お

よび「オヒ部福岡緊急連絡管の運用マニュアル」

を定めたところである。

緊急連絡管が、緊急時の迅速な水の供給に

効果を発揮し、災害に強く、水に不安のない福岡

県の実現に大きく寄与できるよう引き続き北部福

岡都市圏における連携、情報交換を図りたい。
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Technic~J Report 02 
技術レポート

ダクタイル鉄管

阿賀野市における新耐震管

平成23.10第89号

呼び径lOOGX形ダクタイル鉄管の

採用事例について

1 .はじめに

阿賀野市は、平成 16年4月に安田

町・京ヶ瀬村・水原町・笹神村の2町2

村が合併し誕生した。新潟平野のほぼ

中央に位置し、南側に阿賀野川が流

れ、東側には標高1.000m級の山々が

連なる五頭連峰を背にして形成された

扇状地に6，500ha余りの水田が広がっ

ている。また、白鳥飛来地として有名な

瓢湖は、昭和29年、日本で初めての人

工給餌の成功によって、国の天然記念

物に指定、平成20年にはラムサール条

約登録湿地として認定されている。人

と野鳥が共存できる貴重な野鳥保護

のメッカとなっており、白鳥の他、毎年

十数羽しか飛来しないミコアイサのよう

な珍鳥を探すのも楽しい。五頭連峰を

背景にレンギョウ、桜、あやめ、あじさい、

ハスなど、四季折々に訪れる人の憩い

の場として親しまれている。

阿賀野市上下水道局

上水道次長長谷川 正行

図1 阿賀野市の位置

福島県

|・給跡鴎 |

栃木県
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2.水道事業の沿革

阿賀野市の水道事業は、旧安田町の水道事

業と他の1町2村および旧豊浦町の一部(現新

発田市)を給水区域としていた水原町外3ヶ町

村水道企業団を継承し創設した。

図2 阿賀野市水道事業の主要施設配置図

昭和初期の頃、毎年発生する伝染病対策が

重要課題であり、特に昭和7、8年において伝染

病が多発し、患者の50%が死亡したことで、その

対策が急務で、あった。そこで昭和11年旧水原町

の中央部を流れる安野川の伏流水を水源とする

上水道工事に着手、昭和12年に町中心街で給

水が開始された。その後、県の指導のもと、水源

に恵まれない笹神村・京ヶ瀬村・豊浦村(現新発

田市の一部)の3村に水道を供給することが合

意され、後に水原町外3ヶ町村水道企業団が設

立された。

安田町は一部山麓の地域を除いては昔から

良質な飲料水に恵まれず、近代化が進むにつ

れ、井戸、河川水の水系感染から伝染病に悩ま

されることになった。そ乙で、昭和35年町制施行

記念事業として水道事業の創設を計画し、昭和

37年に安田町水道事業を創設した。

現在の阿賀野市水道事業の水源は、阿賀野

川の表流水(毎秒0.28m3)と阿賀野市渡場地

内の三つの水源地から地下水をくみ上げてい

る。

表 1 阿賀野市水道事業の概要

(平成21年度末実績)

給水人口 51，432人

配水管延長 431km 

給水件数 16，941イ牛

給水施設能力 39，460m3j日

一日最大配水量 25，351m3j日

一日平均配水量 21，574m3j日

3.阿賀野市水道ビジ.ヨン

平成17年8月に「阿賀野市水道事業経営計

画jを策定し、向こう10年間の水道事業経営の

基本方針を示し、この方針に則り阿賀野市合併

時の課題で、あった二つの水道事業の事業統合

(料金統合)を平成20年4月に実現させ、その他

の施設更新についても着実な実施に努めてい

る。また、「阿賀野市水道事業経営計画」の3年

サイクルでの見直し版の位置づけで「阿賀野市

水道ビジョン」を策定、平成21年度を初年度と

し、事業統合後の新たな課題についてもその方

向性を示している。

レピュー飯
(計冨見回し)

図3 阿賀野市水道ビ、ジ‘ョンの位置づけ
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本市の水道事業は、今後、石綿セメント管を含

む老朽管路の更新事業および取水・配水施設

の施設整備事業など水道水の安定供給ヘ向け

ての対策事業が年次的に発生し、経営に大きく

影響を及ぼしてくる中で、事業統合後の経営安

定化を目指した、中長期的な財政収支計画に基

づく施設の整備・更新が必要である。

4.GX形ダクタイル鉄管採用の経緯

本市では石綿管が12.5km残っており、H27

年度を目標に残存率0%を目指している。また、耐

震性の低い硬質塩化ビニル管 (TS継手)につ

いても耐震管への更新を進めている。平成20年

から主要幹線にはNS形ダクタイル鉄管を採用

し、耐震化を進めているが、今回NS形と同等の

耐震性能を有し、また、施工性や耐久性が向上し

た新耐震管GX形ダクタイル鉄管を採用すること

で更新の迅速化が図れると考え、本工事におい

て検証を行った。

図4 GX形直管の継手構造

図5 GX形異形管の継手構造

5.工事概要

本工事現場の施工概要を表2に示す。土か

ぶりは0.85m~ 1.85m、掘削溝幅は50cm(土か

ぶりが深い箇所で、は、矢板の内法寸法で、50cm)

で、あった。 工事の施工状況を写真1~4に示す。

工事名

工事場所

呼び径

管 種

内 面 仕 様

施工延長

平成23.10第89号

表2 工事概要

第8次配水管整備事業

配水管布設替工事山本新線

阿賀野市山本新地内

100 

GX形 (1種)

エポキシ樹脂粉体塗装

40m 

写真1 掘削状況

写真2 掘削断面
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写真3 GX形直管接合状況

写真4 GX形布設状況

6.GX形の施工性

本工事において、GX形ダクタイル鉄管の施工

は降雨の中で、の作業で、あったが、順調に完了し

た。GX形の施工は、50cmの掘削幅は狭く感じ

られたものの、直管および異形管の接合ともに、

NS形に比べスピーディに接合することができた。

また、切管についても、切管ユニットを使用するこ

とで、NS形のように溝切加工が必要なく、切断の

みで構わないところも評価で、きる点で、あった。

7.おわりに

今回、GX形を実際に施工して検証した結果、

NS形に比べ接合および切管作業の施工性が

向上していることを確認することができた。GX形

は施工性が向上していることもさることながら、管

外面に亜鉛系合金溶射および封孔処理を施す

ことにより、一般的な土壌においてはポリエチレン

スリーブを装着しなくても従来のNS形にくらべ長

寿命が期待できる。長ヲ|く景気の低迷や節水意

識の浸透などによる給水収益の減少など、厳しp

財政運営の中、ライフサイクルコストを考慮した費

用対効果が大いに期待できるGX形を採用する

ことで、さらなる耐震化を進めていきたい。
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Technic~J Report 03 
按術レポート

NS形ダクタイル鉄管から

新耐震管GX形ダクタイル鉄管への

移行について

高松市上下水道局

水道整備課改良係長丸尾 健治

1 .高松市の水道事業の沿革

高松市の上水道は、明治23年2月15日の市

政実施後、特に沿岸地帯の井戸水の水質が悪

く衛生上危険な状態にあったため、都市の発展

に伴い上水道創設が急務だとする意見が起こ

り、明治30年に英人ノりレトン氏らによって調査が

進められた。その後、時代の進展に伴い、明治41

年4月上下水道敷設調査委員会が発足し、明治

44年8月には東京大学教授工学博士中島鋭治

氏に調査を委嘱した結果、香川郡弦打村(現高

松市鶴市町)の御殿香東川伏流水を水源とする

案で大正元年8月上水道敷設を市議会議決後

内務大臣に認可を申請、大正3年3月25日に認

可を得て周年12月1日に水道敷設事務所を開

設した。当時の計画は、計画給水人口75，000

人、1人1日111L~ 、 1 日最大給水量8 ，347m3 、 76

万円の予算で、あった。その後、この計画に基づい

て配水管工事が施工されたが、第1次世界大戦

の影響で、材料資材価格が暴騰し、入手が困難

となったため、事業年度を変更して、大正10年9

月1日にようやく給水を開始し、周年11月2日通

水式を行った。総事業費144万6117円を投じ起

工以来8年の歳月を要し、本市多年の懸案であ

る上水道が実現した。

その後、8期にわたる拡張事業を行い、現在

は、維持管理の時代に至っている。

2.高松市の水道事業の現在

本市は、平成17年度に周辺6町と合併したこ

とに伴い、平成18年1月10日に塩江簡易水道事

業を除く5町の水道事業を統合し、目標年次を平

成30年度とする水道施設整備事業変更認可を

受け事業推進に努めてきたが、将来にわたり安

定した水道事業運営が持続出来るように、平成

22年度において塩江簡易水道事業を上水道事

業に統合し、渇水時の水源開発や水道施設の

耐震化を主たる内容とする目標年次を平成42年

度とした水道施設整備事業計画の変更認可を

受け、現在、事業を進行中である(表1参照)。
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表 1 水道施設整備事業の概要

(ア)目標年度 平成42年度

(イ)計画給水人口 411，500人

(ウ)計画給水量

1日最大給水量 155.500m3 

(エ)施工予定年度 平成 23年~42年

3.本市の水道施設の耐震化の現状と課題

(1)水道施設耐震化計画の策定

本市は、平成15年12月に国の中央防災会議

において、地震防災対策を推進する必要がある

地域として、今世紀前半にも発生する可能性が

高いとされる「東南海・南海地震対策推進地域」

に指定されている。そ乙で、平成17年3月に、平

成 16年度の台風を教訓|として作成された高松

市地域防災計画(一般対策編、防災対策編)を

基本とし、平成21年3月には、本市で将来大きな

被害が予想される、南海地震 (M8.4、震度5弱

~6強)、中央構造線地震 (M7.7、震度 5弱~

7) 、長尾断層地震 (M7.1、震度5~~~7) を想定

地震として、高松市防災会議で、見直しを図った。

一方、水道については、国において、「水道の

耐震化計画等策定指針(平成20年 3月)Jや
「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を

改正する省令(平成20年 3月に改正10月施

工)Jが示され、水道施設の耐震化の推進や震

災時の応急対策等の策定が求められるようにな

ったことを受け、平成21年3月に「高松市水道局

震災対策マニュアル」を策定するとともに、23年

3月に「水道施設耐震化計画Jを策定した。

(2)水道管路の耐震化の現状と課題

本市の水道管の耐震化については、昭和57

年度から海岸の埋立地などの軟弱地盤の地震

対策として、重要な導・送・幹線配水管を中心に

耐震管の布設を行ってきた。しかし、平成15年に

県内で高松市を含む3市6町が「東南海・南海

地震対策推進地域Jに指定されたことを踏まえ、

平成18年度から呼び径75以上の管路につい

ては耐震形ダクタイル鉄管 (NS形)を採用し、耐

色分検索凡例
圃性橿II ' ~...壇Z語 審馬車ランク

-・・圃ラ μタ E

闘嗣・圃ランク E

ランクE

-圃園田ランクN

ランクV

r' 

40 

ノグ
ゑ

図1 老朽度評価結果

震化の推進を図っている。

特に、本市の水道施設は、昭和40年代以降

の高度成長期に建設・布設されたものが多く、こ

れらの施設の老朽化が進むとともに、改良・更新

時期を迎えている。

具体的には、平成18年度に導入した 【管路管

理システム】を駆使し、市内に200箇所の中大口

径 (300 ~1100)の老朽鋳鉄管について、老朽

度調査や更新優先順位の検討などを行ってい

る。その結果、昭和40年代に布設した中大口径

の管路において、腐食性環境に埋設された管路

については、腐食による老朽化が想像以上に進

んでいることがわかり、小口径管についても腐食

性環境に埋設されている管路については、同様

な腐食による老朽化が進んでいる可能性が高い

ことが分かった。

また、本市の配水管では、呼び径150以下の

占める割合が約76%(鋳鉄管59%・塩化ピニル

管39%・その他2%)を占めており、耐震性のない

硬質塩化ビニル管が多くなっている。

したがって、本市としては、水道管路の耐震化

を進めるにあたり、これらの老朽管及び非耐震管

の管路更新が喫緊の課題となっている。

本市の布設年度別配水管布設延長および耐

震化率の状況を表2、表3に示す。
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表2 配水管布設延長

年度別 配水管延長(m) 導水管延長(m) 総延長(m)

平成15年度 13，085 。 13，085 

平成16年度 12，446 1，231 13，677 

平成17年度 13，525 1，632 15，157 

平成18年度 15，754 672 16，426 

平成19年度 13，848 319 14，167 

平成20年度 13，371 。 13，371 

平成21年度 20，268 479 20，747 

平成22年度 18，592 。 18，592 

表3 平成22年度現在 高松市上下水道局耐震化率算出表(良質地盤のK形継手管含む)

使用区分 耐震管路延長 (m)

配水支管 113，323 

基幹管路
68，759 

(内、K形継手40，245)
ニノヒ¥ 体 182，082 

4.GX形の採用経緯(呼び径250迄の

小口径管路の耐震化推進)

以上の分析の結果、本市では、配水管延長の

大部分を占める呼び径150以下の水道管にお

いて、老朽管や塩ピ管を含め耐震化を推進する

必要が急務であるが、これらの水道施設の更新

および耐震化には、膨大な経費と期間を要する

ことから、耐震管の機能をもち施工性が高く、より

経済性の高い管路が求められるようになってき

た。

そこで、平成18年度から離脱防止機能等に優

れたNS形ダクタイル鉄管を採用し、年間約2万

江を布設して耐震化を推進している。また配水

用ポリエチレン管も採用している。小口径管で現

在採用している主たる管種の問題点について次

の様に考える。

① NS形夕、クタイル鉄管の問題点

小口径管において同管種を埋設するにあたっ

ては、配管担当者の技術力および経験値が要

求され、かつ施工時間では切管挿口加工作業

が必要になるため、従来のT形やK形に比べて

時間がかかるほか、コスト面でもK形よりも5~10

全管路延長 (m) 耐震化率(%)

1，960，204 5.8 

200，326 34.3 

2，160，530 8.4 

%高くなるなど、耐震化率の向上を目標とする本

市にとっては、財政的な課題がある。

② 配水用ポリエチレン管の問題点

上記のNS形の問題点を考慮した結果、平成

20年から呼び径100迄の管路に関し、配水用ポ

リエチレン管とNS形ダクタイル鉄管を併用する形

で採用している。配水用ポリエチレン管は、施

性や経済性においても優れているものの、気象

条件等の制約を受けることや、他の工事からくる

破損事故など外的な衝撃からの弱さが問題にあ

げられる。

iGX形ダクタイル鉄管」は、従来の耐震管の

耐震性能はそのままのフ。ッシュオンタイプの離脱

防止機構継手であり、施工性の向上、経済性の

向上、長寿命化、環境負荷の低減を実現したも

のであり、従来の耐震管の設計コンセプトを全面

的に見直したものである。特に、採用におけるメリ

ットは、長寿命化と従来の耐震管 (NS形)、一般

継手(K形)と施工方法はほぼ同様で、かつ容易

になっている点である。具体的に、その運用方法

と他の管種との比較を以下に示す。
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5.GX形ダクタイル鉄管の運用方法と他

の管種との比較

本市では、現在、NS形ダクタイル鉄管を経済

的に運用するにあたり、 1種管と3種管の併用で

使用してきた。理由は、これまでのNS形管は、3

種管の場合に切管がで、きなかったため、切管加

工が必要な場合は1種管、それ以外は3種管と

併用することによりコスト削減を図ってきたからで、

ある。

そこで、 GX形ダクタイル鉄管を使用する場合

は、以下のようなメリットを踏まえ、呼び径75-

150についてS種管に統一して採用することとし

た。

① G-Linkを使用することによって、3種管相L

にあたるS種管で、あっても、NS形のように切管

時の加工の必要性がなく、施工時間の短縮

が図れること。

② コスト面でもメリットが期待で、きること(表4参

照)。

表4(1) NS形 (NSクゾレーバーおよびタッピンク、使用)との金額比較(呼び径75の例)

接合形式 切管方法 材料費 切管加工費および接合費 合計(材料費+接合費)

切管用し口リング(夕、yヒ。ンねじタイプ)使用
l種と3種との価格差 締し口リング(夕、yピン) 比10率0 切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

NSグルー"ーによる切断・溝切り加工 l∞ 100 

NS形
切管用し口リング(タッヒ.ンねじタイプ)使用

l種と3種との価絡差 婦し口リング(タッピン) 比10率0 切断固溝切り加工 リング取り付け
比率 比率

キールカッター!こよる切断・溝切り同時加工 205 161 

切管問しロリング(リベットタイプ)使用
l種と3種との価絡差 持し口リング(1)ペット)

比率
切断・講切り・面取り加工 リング取り付け

比率 比率

キールカッターによる切断・溝切り面取同時加工 72 207 150 

P-Link 使用
P-Link 

比率
切断 取り付け

比率 比率

エンジンカッターによる切断加工 206 40 110 

G-unk使用
G-unk 

比率
切断 G-Link使用による割増

比率 比率

GX形
エンジンカ・ノターによる切断加工 189 22 93 

切管用し口リング使用
l種とS種との価絡差 帰し口リング

比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

NSグルー"ーによる切断・鴻切り加工 158 100 125 

切管周し口リング使用
l種とS種との価絡差 待しnリング

比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

キールカ州ーによる切断・溝切り加工 158 207 186 

表4(2) NS形 (NSクゾレーバーおよびタッピンクイ吏用)との金額比較(呼び径100の例)

接合形式 切管方法 材料費 切管加工費および接合費 合計(材料費+接合費)

切管用し口リング(タッピンねじタイプ)使用
1種と3種との価絡差 帰し口リング(タッピン)

比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率
トーーーー

NSグ)~-"ーによる切断・溝切り加工 l∞ 100 100 

NS形
切管用し口リング(夕、yピンねじタイプ)使用

l種と3種との価絡差 帰し口リング(タッピン)月子切断・溝切り加工 リング取り付け
比率 比率

キールカッターによる切断・溝切り同時加工 201 156 

切管用し口リング(リベットタイプ)使用
l種と3種との価絡差 備し口リング(リベット)日主切断・講切り・面取り加工 リング取り付け

比率 比率

キールカ州ーによる切断・溝切り・面取同時加工 73 204 145 

P-unk使用 日竺 切断 取り付け
比率 比率

P-Link 
エンジンカ州ーによる切断加工 206 38 113 

G-unk使用 出主 切断 G-Link使用による自l精
比率 比率

G-unk 
エンジンカヴターによる切断加工 184 22 94 

GX形

日主 比率 比率切管用し口リング使用
l種とS種との価絡差 指し口リング 切断・溝切り加工 リング取り付け

NSグルーパーによる切断・溝切り加工 91 100 98 

切管用し口リング使用
l種とS種との価絡差 持し口リング 世主 切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

キールカyターによる切断・溝切り加工 91 204 153 
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表4(3) NS形 (NSク〕レーバーおよびタッピンク、使用)との金額比較(呼び径150の例)

接合形式 切管方法 材料費 切管加工費および接合費 合計(材料費+接合費)

切管用し口リング(タッピンねじタイプ)使照
l種と3種との価格差 持し口リング(夕、yピン)

|比率
切断・j需切り加工 リング取り付け

比率 比率

NSグルーパーによる切断・溝切り加工 100 l∞ 100 

NS形
切管用し口リング(夕、yピンねじタイプ)使用

l種と3種との価格差 備し口リング(タッピン)
l比率

切断溝切り加工 リング取り付け
比率 比率

キールカッターによる切断・溝切り同時加工 100 198 148 

切管用し口リング(リベットタイプ)使用
l種と3種との価格差 挿し口リング(リベット)

比率
切断・講切り面取り加工 リング取り付け

比率 比率

キールカ州ーによる切断・構切り・面取同時加工 76 203 139 

P.Link 使用
:比21率6 切断 取り付け

比率 比率
P.Link 

エンジンカッターによる切断加工 40 130 

G-Unk使用
G-Link 団主 切断 G-unk使用による割構

比率 比率

エンジンカッターによる切断加工 165 25 96 
GX形

比率 比率 比率切管用し口リング使用
l種とS種との価格差 掃し口リング 切断・溝切り加工 リング取り付け

NSグルーパーによる切断・溝切り加工 97 100 98 

切管用し口リング使用
l種とS種との価格差 掃し口リング

比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

キールカッターによる切断・溝切り加工 97 2∞ 147 

表4(4) NS形 (NSグルーバーおよび、タッピンク、使用)との金額比較(呼び径200の例)

接合形式 切管方法 材料費 切管加工費および接合費 合計(材料費+接合費)

切管用し口リング(夕、yピンねじタイプ)使用

NSグルーパーによる切断・溝切り加工
l種と3種との価絡差 摘し口リング(夕、yピン) 比l∞率 切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

100 l∞ 

NS形
切管用し口リング(タッピンねじタイプ)使用

キールカッターによる切断・溝切り同時加工
l種と3種との価格差 挿し口リング(タッピン)

比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

100 192 1143 

切管用し口リング(リベットタイプ)使用

キールカッターによる切断・溝切り・面取同時加工
l種と3種との価格差 挿し口リング(リベット)

比率
切断固講切り面取り加工 リング取り付け

比率 比率

P.Link 使用

エンジンカyターによる切断加工

G.Link使用

エンジンカyターによる切断加工
GX形

切管用し口リング使用
l種とS種との価格差

NSグル-/~ーによる切断 ・溝切り加工

切管用し口リング使用

キールカッターによる切断・溝切り加工
1種とS種との価格差

③ S種管に統一できることから、管種の取り間違

p等の単純ミスが未然に防げること。

④ 切管加工時だけでなく全体的なコスト面でも、

掘削幅の縮小でNS形に比べ約5%-10%と

の経費の削減が図れること。

⑤経済面だけを比較すれば配水用ポリエチレン

管が最も経済的な管路となるが、今後の管路

に求められる長寿命化(耐周年数100年程

度)も検討項目のーっとして必要であると考え

られる。

P.Link 

G-Link 

掃し口リング

締し口リング

77 197 133 

比23率5 切断 取り付け
比率 比率

43 146 

直主 切断 G-Unk使用による寄贈
比率 比率

184 26 111 

l 比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

103 100 102 

比率
切断・溝切り加工 リング取り付け

比率 比率

103 194 145 

⑥ NS形と比較して施工性が向上したことによ

り、配管工による技術の差がなくなり，品質向

上が図れる。

なお、呼び径75-150で他の管種との経済比

較の結果を表5に示す。
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表5 夕、クタイル鉄管の経済比較

く呼び径75 ※ K形夕、クタイル鉄管を100%とした場合の金額比率>

管種
材料費 配管工事費 土木工事費 直接工事費

諸経費
工事価格 [参考]

比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%) LCA (100年)

K形ダクタイル鉄管 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NS形ダクタイル鉄管 113% 112% 109% 111% 111% 74% 

GX形ダクタイル鉄管 102% 98% 99% 100% 100% 40% 

配水用ポリエチレン管 78% 52% 102% 87% 88% 87% 

備考)LCA(100年)の金額比率は、各種管路の耐周年数を、K形40年、NS形60年、GX形100年、ポリエチレン管40年とした場合の試算結果である。

く呼び径100 ※ K形夕、クタイル鉄管を100%とした場合の金額比率>

管種
材料費 配管工事費 土木工事費 直接工事費

諸経費
工事価格 [参考]

比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%) LCA (100年)

K形ダクタイル鉄管 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NS形ダクタイル鉄管 113% 113% 109% 107% 106% 71% 

GX形ダクタイル鉄管 119% 98% 85% 102% 101% 41% 

配水用ポリエチレン管 93% 60% 87% 88% 88% 88% 

備考)LCA(100年)の金額比率は、各種管路の耐周年数を、K形40年、NS形60年、GX形100年、ポリエチレン管40年とした場合の試算結果である。

く呼び径150 ※ K形ダクタイル鉄管を100%とした場合の金額比率>

管種
材料 費 配管工事費 土木工事費 直接工事費

諸経費
工事価格 [参考]

比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%) 比率(%) LCA (100年)

K形ダクタイル鉄管 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NS形ダクタイル鉄管 106% 108% 99% 103% 103% 69% 

GX形ダクタイル鉄管 112% 94% 78% 97% 96% 39% 

配水用ポリエチレン管 106% 70% 89% 97% 97% 97% 

備考)LCA(100年)の金額比率は、各種管路の耐周年数を、K形40年、NS形60年、GX形100年、ポリエチレン管40年とした場合の試算結果である。

6.まとめ

以上に示したように、 GX形ダクタイル鉄管は、

長寿命化が図れ、NS形ダクタイル鉄管に比べて

コスト縮減・施工性にも優れていることから、早期

の導入が望まれるところである。本市でも平成22

年度に庵治町の海岸付近で試験的に1現場を

実施し、平成23年度においても呼び径75-200

で2，3箇所予定している。ただし、本市では材料

支給を実施していることから、現在、資材倉庫で

ストックされているNS形ダクタイル鉄管の直管

(1、3種)および異形管 (NS形受挿しパルプF等も

含)の在庫状況を考慮し、一定期間はNS形ダク

タイル鉄管とGX形ダクタイル鉄管を併用しながら

NS形ダクタイル鉄管をGX形ダクタイル鉄管への

完全移行を早期に進めてpく予定である。



34 ダクタイル鉄管 平成23.10第89号

Technic~J Report 04 
技術レポート

ダクタイル鉄管NS形から

新耐震管GX形への移行について
~筑前町における基幹管路耐震化ヘ向けた取り組み~

筑前町水道課

課長補佐林 浩 嗣

1 .筑前町の概要

. 

筑前町は、平成17年3月22日に旧夜須町と旧

三輪町の合併により誕生した。福岡県の中南

部、筑紫平野の北部に位置し、東は朝倉市、西

は筑紫野市、南は小郡市、北は飯塚市および嘉

麻市に接し、面積約67平方キロメートル、人口約

2万9千人となっている。

地勢をみると、北部から北東部にかけては、夜

須高原、目配山等の高原や里山が連なり、南端

は、米・麦・大豆の普通作を中心とした農業地帯

である。近年は福岡都市圏や久留米広域圏に

近接しているとpう恵まれた立地条件を背景に、

人口が増加している。

2.筑前町水道創設事業について

筑前町は、平成17年度の認可取得から、平成

26年度を目標年度に、上水道の創設事業を進め

ている。

合併前は、上水道事業による給水は行なわれ

ておらず、一部地域で簡易水道と専用水道によ

筑前町水道課

主任主事 藤尾純一

図1 筑前町の位置

る給水が行なわれているが、すべて地下水に依

存していた。このような中、一部で依存している

地下水の枯渇や水質の悪化、下水道の普及に

よる生活様式の変化に伴う水需要の増加などに

対応するために、平成17年3月に福岡県南広域

水道企業団に加入し、浄水受水により水源を確
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保すると共に、同年4月から水道事業に着手し

た。

事業は順調に進んでおり、平成20年度に施

設の一部が完成し、平成21年7月1日には、写真

の「四三嶋受水場」、「城山配水場」および約

95kmの配水管を整備し、一部で給水を開始し

た。現在の管路総延長は、日乎び径50-500で約

128kmとなっている。

今後は高所地区に配水するための「栗田配

水場」の建設など、創設事業の完了を目指して、

施設整備を進めてpく。

表 1 給水状況(平成23年3月31日現在)

給水区域内人口 (人) 29，083 

給水人口 (人) 4，647 

普及率 (%) 16.0 

計画給水人口 (人) 22，116 

計画一日最大給水量 (m3) 5，140 

一日最大給水量 (m3) 1，890 

3.水道創設事業における基幹管路の耐

震化

3.1 基幹管路の決定

筑前町の配水管は、一部供用を開始した現時

点においては、城山配水場からの 1ルートのみ

で、町内全域に配水を行っている。今後は、「現

状把握の容易性」、「平常時の配水管理と維持

管理の向上」、および「非常時対応の向上」の

観点から、給水区域を現在建設中の栗田配水場

が配水を受け持つ高区ブロックと、城山配水場

の受け持つ給水区域を面積により分割した低区

3ブロックの4つの配水ブロックに分割する計画

である。

このブ、ロック化に伴い、各配水ブロック境界の

末端管路が行き止まりとなり、水の滞留が懸念さ

れることから、ブロック外周をルーフ。化するための

幹線を、日乎び径150ダクタイル鉄管で追加する計

画である。

||荒木浄水場 11

医霊司・・・・・五五J4・..........・・・・・・・・・芸品沿…・.
. ←- r田島直園、+一 . 

-一一
~ r白50LJilj 水リjL J __ o【'-=-:

口 。gσ 山直面 I J 
何 〈錦慮へ〉 四三嶋受水場・

城山配水場 四三嶋受水場

図2
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図3 ブ‘ロック境界線表示

さらに、配水ブロック化を考慮、した上で、以下の

3つの観点、により重要度評価を行い、特に重要

な幹線を抽出した。

①防災拠点影響度

町内23箇所の防災拠点への給水に及ぼす

影響を元に、幹線ごとの重要度を算出した。

②断水人口影響度

幹線事故の影響で断水する人口を予測し、幹

線ごとの重要度を算出した。

③流量割合影響度

配水池からの総配水量に対し、幹線が受持つ

水量の割合を元に、幹線ごとの重要度を算出し

た。

前述のブロック外周をループ化するための幹

線と、重要度評価により抽出された特に重要な

幹線を、筑前町の基幹管路と位置づけ、重点整

備することとした。

3.2 基幹管路の管種選定

前述のとおり選定した基幹管路の整備には、

以下に示す理由からNS形ダクタイル鉄管を採用

することとした。

①国の施策から

「水道ビジョン(厚生労働省健康局、平成16年

6月)Jにおいて、基幹管路の耐震化を100%に

することが目標として掲げられている。この水道ビ

ジョンを実現するツールとして作成された「水道

事業ガイドライン((社)日本水道協会、平成17年1

月)Jにおいて、耐震管としてNS形ダクタイル鉄

管等の離脱防止機構付継手が代表的な管種と

して挙げられているロ

②経済性から

市街地で一般的な設計条件での工事費(管

材料費、工事費及び経費)で比較した場合、管

種によっては、多少幅があったがダ、クタイル鉄管

の経済性は高く、更に耐周年数(高機能ダクタイ

ル鉄管は60年)を考慮した場合はより経済的で

あった。今後の管種選びは「ライフサイクルコスト」

を重視した、経済性の観点から見ていくことが重

要と考えた。

③過去の地震や台風(豪雨)などの災害におい

て無被害とpう実績から

厚生労働省の調査報告書などから、NS形ダク

タイル鉄管等離脱防止機構付継手は、これまで

の地震において被害はなく、最大震度を記録し

た阪神大震災や、新潟県中越沖地震においても

無被害で、特に地震による液状化が多く発生し

た今年3月の東日本大震災においても現時点

(平成23年6月)ではNS形の被害は報告されて

いない。

最近の温暖化傾向によるゲリラ豪雨が日本全

五lで多発しており、がけ崩れや路肩の崩壊、傾

斜地での亀裂崩壊の被害がいたるところで発生

しており、このような自然災害にも耐えうる管路の

構築が望まれている。
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4.NS形かうGX形ダクタイル鉄管への

移行

4.1 NS形とGX形の比較

現在、水道創設事業における施設整備の進

捗率は62%となっており、約2/3が完了し、残りの

1/3を3ヵ年で、実施する計画で、ある。そこで、今後

も急ピッチで、工事を進めていく必要がある。

そこで、NS形と継手の性能は同じでありなが

ら、「施工性、経済性、耐久性」が向上したGX形

の採用を検討するため、比較を行った。

表2 NS形とGX形の特徴と違い

.GX形とNS形は同じ

①継手伸縮量:管長の:t1% (175-1100 :t40mm) (1150-1250 :t 50mm) 

②許容曲げ角度:175-1250 4
0

00' (地震時に曲がり得る最大屈曲角:8
0

00')
継手の性能|

③離脱防止力:3DkN(=0.3Dtf、D:呼び径) (管路を地中で、100m引っ張るときの管と土の摩擦力に相当)

(財)国土開発技術研究センター:地下埋設管路耐震継手の技術基準(案)S-l級A級に属す

ゴム輪の改良

Twin Bulb構造

16 

直管の挿入

力の低減

q
L

向。

ー
抑
入
力

(
k
N
)

異形管の施

工性の向上

メタjレタッチ

・T頭ボルト締め付け時のトルク管理が不要

T頭ボルト ・本数が半分
t Y薗ボルト由'-'IlJ

と竺ご..... (TII耐レト E JIIUII("_-:.J 阻 J GXIB J 

ー‘iii.{， rコム・ ! 竺 ! 一 H-1 
11 r聖誕ZL抽)I j語H 一 ; 

同 ;\-t .. マー.+-.~ '250 I B J 4 ， 

• 少ないボルトの本数とメタルタッチで、飛躍的に施工性が向上

切管作業の

簡素化

新しp爪構造と外面耐食塗装により、長期にわたる

確実な離脱防止性能を確保

勺

NS形異形管の継手構造(プッシュオンタイプ)

挿し口リンク

①切管・潟加工

ゅ|何時~ I
②切管用挿し口リンク・のセット

-溝加工に手間がかかる

.加工精度を要する

耐久性 100年 60年
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4.2 実管路での検証

さらに、既にNS形で管路布設工事を計画中の

7工区のうち、最も施工条件の厳しい中牟田・

植工区を選定し、施工性と経済性の向上につい

て比較・検証することとした。

表3 工区概要

No. 工区 施工概要

1 中牟田・石植工区 呼び径150X908m

2 石植・松延工区 呼び径150X984m

3 朝日工区 呼び径150X700m

4 二工区 呼び径150X393m

5 新町久光工区 呼び径200X1，036m 

6 栗田工区 呼び径150X853m

7 森山工区 呼び径200・250X1，463m

中牟田・石植工区を選定した理由を以下に示

す。

-筑前町と福岡都市圏を結ぶ国道386号線に埋

設するため、昼間の交通量が多いため夜間工事

となる。

-国道のため、土被りが1.25mと通常の浅埋設

0.7mより深い。

-夜間工事のため、切管時(専用工具による挿し

口加工)の騒音を極小化する必要がある。

本工区においてGX形を採用することにより、

以下のようなメリットが期待できる。

-掘削幅が狭いため、仮復旧時の交通に与える

影響、並びに本復旧時の舗装範囲を小さくでき

る。

-施工性の向上により日進量が伸びることから、夜

間工事工程が短縮でき、周辺環境への影響を小

さくできる。

また、NS形とGX形で、工事費用の比較を行っ

た結果、直接工事費で約10%の削減が出来るこ

とを確認した。削減の主な理由は、国道386号線

は度重なる舗装の補修で、舗装厚が20cmと非

常に厚いため、掘削l幅の縮小が、掘削・埋め戻し

費用の削減だけでなく、仮舗装・本舗装費用の

削減にも大きく影響した。

5.GX形ダクタイル鉄管の施工

5.1 施工概要

本工事は、国道386号線に、呼び径150GX

形ダクタイル鉄管を布設する工事である。工事の

概要を表1に、施工条件を表2に示す。

本工事の布設延長は934mでほぼ直線の管

路であるが、伏せ越し部が数箇所ある。特に水路

下越し部は土被りが深く1.8mとなっている。

また、布設場所は一般的な埋設環境と判断

し、ポリエチレンスリーブの装着は行わない。

表4 工事の概要

工事件名 筑前町水道創設事業

配水管布設工事

(中牟田・石植工区)

工事場所 朝倉郡筑前町中牟田・石植地内

契約工期 平成23年5月6日~平成23年11月11日|

工事概要 管布設工事(延長:934m)

呼び径150

表5 施工条件

施工区分 夜間施工
「ー

土被り 1.25m 
埋設条件

掘削幅 0.50m 
(一般部)

(素掘り)

土被り 1.80m 
埋設条件

t屈首リ中高 0.80m 
(水路下越部)

(軽量鋼矢板)
一

5.2 施工結果

GX形ダクタイル鉄管による管布設作業は、夜

間施工にも関わらず、トラブルもなく完了した。

直管部については、NS形よりも狭い掘削幅で

あったが、日進量は初日が直管5本、日を追う毎に

1本ずつ増え、最大10本=50mの施工が出来

た。(写真1、2)

異形管部については、メカニカルタイフ。の継手

で、あらかじめロックリンクゃ拡大用のストッノTが装着
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されていることから、K形と同様の接合作業であり、

さらに、K形よりもボルト・ナットが少なく、インパクトレ

ンチを用いての接合で、あったため、NS形から施工

性が向上したことを実感できた。(写真3，4)

写真1 直管部の布設状況

写真2 直管部の接合状況

6.おわりに

今回は、既にNS形で設計済みの管路をGX形

に変更し、経済性と施工性を中心に検証した。G

X形は、特に直線部の作業性が良く、全線夜間施

工による工事にも関わらず、平均40mとpう日進

量で工事が進んでいる。これは、GX形継手接合

の施工性が向上していること、切管作業が簡略化

され作業時間が短縮されたこと、掘削幅の削減に

より掘削・埋め戻しの土量が減少したこと、などが

施工スピード向上の要因となっていると考えられ

る。また、布設場所は一般的な埋設環境と判断し、

ポリエチレンスリーブを装着しないで布設したこと

も、施工性の向上に寄与していると感じた。

写真3 異形管接合状況

写真4 伏せ越し部接合状況

一方で、、水路下越し部は土被りが深く矢板施

工となり、設計掘削I隔で、はO.8mで、あったが、夜間

施工であることと、 GX形継手の初めての施工と

pうことを考慮し、掘削幅を約 1mとし設計より

O.2m広くして施工した。今回GX形での施工が

スムーズに完了したことから、今後、当初設計どお

りの掘削幅で施工を行い、土被りが深い矢板施

工の場所での施工性を検証していくことを、今後

の課題にしたい。

今後は、他の6工区においてもGX形での施

工を行い、筑前町の水道創設事業が予定どおり

完成し、町民に安全で断水のない安心な水運用

が出来ることを念頭に業務遂行していきたい。
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Technic~J Report 05 
技術レポート

US形 (LS方式〉推進工法用

ダクタイル鉄管による

縦断曲線推進について

秋田市上下水道局

水道計画係技師長谷部稔

1 .はじめに

秋田市は、秋田県のほぼ中央に位置し、日本

海に面している。市の東部には出羽山地があり、

南部を雄物川、そして市街地を旭川が流れる、水

と緑豊かな美しい街で、面積は905.67km2、人口

は約33万3，000人、東北では仙台市に次ぐ県庁

所在都市である。

秋田市水道事業の歴史は古く、旭川上流の

藤倉水源地からの取水により、明治40年に東北

で初めて給水を開始した。

その後、時代の要求に適切に応えるため、大正

11年から平成3年まで、浄水場や配水池の新設

など、6回にわたる拡張事業などを実施した。

また、平成に移ってからは、老朽化した施設の

更新、災害時の安定給水、高度化・多様化する

利用者ニーズなど、より高度な課題に対応するた

め、「秋田市水道事業基本計画」を策定し、老朽

配水管や石綿セメント管の更新を進めるとともに、

災害時にも安定的な給水を確保するため、配水

場の新設や増設を行った。

さらに平成17年1月には、隣接する河辺町と雄

和町を編入し、両町の5つの水道事業を引き継p

だことにより、給水区域も大きく広がり、平成19年

度からは秋田市水道事業に統合し経営している。

このように、拡張事業や市町合併により、創設

、u時2万6，500人で、あった給水人口は、 100年

の時を経た現在、当時の12倍以上となる32万

44人(平成23年3月31日現在)まで増え、一日

最大給水量は約12万m3となっている。

2.工事の目的

秋田市では、平成20年度に改訂した「秋田市

水道事業基本計画Jにおいて、老朽化した基幹

管路の耐震化を積極的に進める方針を定め、平

成28年度までに約9kmの送配水幹線整備を予

定している。

手形山配水幹線は、本市最大の配水場である

手形山配水場(有効容量4万800m3)に直結する

重要幹線であり、第4期拡張工事(昭和38年~

昭和43年)で整備されたものである。すでに、当時
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の夕、、クタイル鉄管の耐周年数である40年を経過し

ているほか、継ぎ手が耐震性能を有していないこ

とから、早急に整備すべき路線として、平成22年

度から耐震管への更新工事を行っている。

また、主力浄水場である仁井田浄水場(配水

能力 15万4，600m3j日)と手形山配水場を結ぶ

送水管の一部が、手形山配水幹線と同じルート

で同年代に埋設されているため、送水管の一部

も併せて更新することとした。

図1 整備計画概要図

3.整備計画の概要

現在、手形山配水幹線は、図1で示すとおり

手形山配水場から西方に山の法面(高低差約

50m 法長約240m)を下り、県立秋田高等学

校のクoラウンドや野球場の敷地を通った後、県道

を南下するルートとなっている。

このように山の法面や高校敷地内に埋設され

ている管の更新計画であることから、新設管のル

ート検討に苦慮したが、幸いにも高校側の協力が

得られ、学校敷地を借用で、きることとなったため、

既設管の近くに送水管(呼び径1000X2条)を

土被り1.2mで、開削工、法により埋設することが可

台Eとなった。

手形山法面部分については、①法面の市道

部分に開削で埋設する方法、②法面に露出配

管する方法、③法面下を推進工法で埋設する方

法の3つの案について比較検討した。

この結果、法面上部の土質が盛土および緩い

粘性土であるため、①案では、一時的な保護は

行うものの、将来的に地震や降雨によって、法面

が崩壊する危険性があること、②案では、滑動防

止のためのスラストブロック打設および、固定用の

アースアンカー等を岩盤に設置する必要があり、

工事費が高くなるほか、外面塗装の維持管理費

など多くの問題点があることが明らかとなった。

一方、③案については、高低差約50mの、法面

下を縦断曲線で、約274m推進する方法につい

て調査したところ、泥水式や泥濃式推進工法に

よる施工が可能との結論に至り、工事費の安価

な泥水式推進工法を採用した。

4.縦断曲線推進工法の概要

高低差約50mを縦断曲線で、約274m推進す

る縦断設計したところ、曲線施工個所は3箇所、

約160m区間で、あった。曲率半径は約400mが2

箇所、約500mが1箇所となり、予想したよりも緩

やかな縦断となった。(図2)ただし、到達部の約

送・配水管推進工 DIP4> 1. 000 US形 (LS方式) 2.3種推進延長 L=274.4m

R司詰m

A L区手形山脈線

B工区 手形山送水管

直線

叫開田型

R請銀m 直線

11. 0 84.0 60.0 16.0 20.0 60.0 23.4 

推進」こ法周グクタイル鉄管 US形 (LS方式) L=276.∞m 骨ゆOOX40∞-69本 X2条

図2 送・配水管推進縦平面図
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40m区間は傾斜角度が16。以上になる。また、配

水幹線と送水管が離隔約1.2mで、配置される。

以上から、施工には高度な推進技術および安全

管理が要求された。

5.推進管の選定

1)推進管種の選定

推進工法の管種は、推進工法用鉄筋コンクリ

ート管をさや管とし、NS形ダクタイル鉄管を挿入

する方式と、推進工法用ダクタイル鉄管を直押し

する方式の2工法について検討した。この2工

法を比較すると、さや管方式では管挿入に必要

となるキャスターのスペース、施工誤差等を考慮、

し、呼び径1650X2条のさや管が必要となり、そ

れに合わせた立坑も築造する必要があることか

ら、工事費が3割程度高額となるため、直押方式

による推進工法用ダクタイル鉄管を採用した。

継手形式は、耐震に優れ、曲線推進に適応で

きるセットボルトを用いないUS形 (LS方式)を採

用した。

継手

適用

表 1US形 (LS方式)

推進工法用ダクタイル鉄管の特徴

①離脱防止性能3Dkn(D:呼び径)

②許容曲げ角度 1
0

50' (呼び径:1000)

カーブ推進区間でも本管推進工法による施工が可能

(従来は、さや管推進工法で対応)

図3 US形 (LS方式)

推進工法用ダクタイル鉄管

2)管長選定 (表2・図5参照)

推進工法用ダクタイル鉄管の管長は、6m管と

4m管の2種類から選択できる。

管長は、設計継手屈曲角が、曲線推進部で許

容曲げ角度の1/2以下(1050ソ2=0.9170

) にな

るように設定しなければならない。

各管長で検討したところ、6m管のカーブ1の

屈曲角が 0.857。となり、規定角度の93%となっ

た。よって、曲線推進部における施工誤差等を考

慮、すると4m管と比べ余裕が少なp 。

また、6m管の吊り下ろしに必要となる立坑は

かなり大掛りなものとなり、仮設鋼材の入手や施

工が困難となる。

以上のことをふまえ、本工事の推進管は4m管

に決定した。

表2 設計継手屈曲角

カーブNo
曲線半径

Rm 

カーブ1 401.0 

カーブ2 431.7 

カーブ3 499.9 

L 

。

3)塗装の概要

管長m
設計継手

屈曲角。

4.000 0.571 

6.000 0.857 

4.000 0.531 

6.000 0.796 

4.000 0.458 

6.000 0.688 

。=2.tan-1(L/ (2. R)) 

。:設計継子屈曲角C)
R:最小曲率半径(m)

L:推進管有効長(m)

秋田市上下水道局では、送配水管に使用す

るダクタイル鉄管は、安定的な水質確保や、管路

の長寿命化対策のため、内面エポキシ樹脂粉体

塗装管を採用しているが、本工事で使用する推

進管の内面塗覆装はモルタルライニングが標準

となっていたことから、無溶剤形エポキシ樹脂とセ

ラミックの混合物をモルタルライニングの上に塗布

することで、長寿命化に適したものとした。
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6.推進工法の選定(表2・表4・図4参照)

本工事の推進工法は、図2および表3の条件

で施工可能な、泥水式推進工法および泥濃話

推進工法を比較検討し、経済性から泥水式推進

工法に滑剤を2次注入し、推進抵抗を減ずる施

工方法を採用した。

推進工法用ダクタイル鉄管における曲線推進

では、継ぎ手屈曲角に応じて、管の許容耐荷力

が5-7割ほど小さくなる。よって、設計継手屈曲

角と総推進力から、3種管タイプB(標準フランジ・

リブ+クッションリング)で、の施工となった。また、推

進工事完了後、配水幹線推進区間のほぼ中間

地点に、地上から立坑を築造し、割T字管(呼び

径1000X呼び径800)による推進管からの分岐

を予定しており、推進管に働く土圧等について

検討した結果、3種管で、は不適合で、あったため、

分岐部分のみあらかじめ2種管により推進した。

表3 土質条件

土質種別 ~混じり粘土 玉石混り砂礁 シルト岩 採用値

適用延長 98.8 99.9 75.7 274.4 

地下水位 GL-1.75m GL-4.15m なし GL-1.75m 

N 値 3 50 35 28.9 

機 率 2 48 。 18.2 

単体体積重量 15 20 19 17.9 

内部摩擦角 (0) 。 42 20 20.8 

表4 総推進力および、許容耐荷力

泥水式推進工法

|総推進力| 2，313kN 

呼び径1000推進工法用us形ダクタイル鉄管

管種
直線時 曲線推進時

許容耐荷力 補正係数

l種管 9，020kN 

2種管 9，020k 
0.300 

3種管 8，040k 

4種管 6，860k 

到達直前 B.C.点推進力 F'

直線時許容耐荷カ

直線跨許容謝荷カ

xO.5 

直線跨許容耐荷カ

xO‘3 

曲線時

許容耐荷力

2，706kN 
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粘着力(C) 33 。 205 68.4 図4 US管 (LS方式)推進方式選択基準図

図5 周面摩擦抵抗低減(滑剤2次注入)システム概要図



44 ダクタイル鉄管 平成23.10第89号

7.施工にあたって

1)掘進機

一般的に推進工法用の掘進機は、推進工法

用鉄筋コンクリート管の外径に合わせて製造され

ている。このため、鉄筋コンクリート管に比べ外径

の小さい推進工法用ダクタイル鉄管への接続で

は、推進管部分のオーバーカット量が多くなること

により、周辺地盤の沈下、方向修正不能に伴う

蛇行などが予測されるため、本推進工事では、-

Bり小さい呼び径900の侃進機を呼び径1000

推進工法用ダクタイル鉄管の外径に合うよう鉄

板で加工し、施工精度の向上を目指した。

写真1 掘進機

2)推進設備

本工事は高低差約50mでの推進工事である

ことから、一般的に記載されている計算式では、

適切な推進設備を選定できないため、下記の計

算式を使用した。

(5尼水輸送設備計画〕

-送泥側ポンプロ総揚程:THl(m液柱)

1O-1XP 
TH 1= (L + H' + h + 10) X hfl -H' ートH"+~

THI:送泥側の総揚程

L 推進延長 (m)

H' 立坑の深さ (m)

H" :推進区間の標高差 (m)

ぷ日， pl. 

(到達立坑掘進機天端高一発進立坑地盤高)

10 :バルブおよび、エルボの相当直管長さ (m)

b :立坑から調整槽までの距離 (m)

hfl :送泥管摩擦抵抗値 (m液柱1m)

VI 送泥管内流速 (m/sec)

P 切羽水圧(kN/m2)

(通過層毎の地下水位基準高一発進立坑管中心高)

ρ1 :送泥水比重

-中継ポンプの検討

①ポンフ。実揚程による中継ポンフ。の台数n1(台)

従来どおりの計算方法とする。

②吸込可能揚程による台数n2(台)

送泥側へのポンプ設置であることから、本計算

は省略する。

-排泥側の総揚程:TH2 

推進区間の標高差 H"を考慮すると、排泥側

の総揚程はマイナスとなり、排泥ポンプの設置は

不要となるが、ポンプ停止時の土砂沈降等によ

り、管の閉塞等が予測されることから、安全を採

り、排泥ポンプ以降の損失抵抗により機器を選定

する。

TH2=佳+H'+b+h+1o)Xhfz+H'ー話"+h
※柑しない 封宇土浜手 ※考慮しない

γ ーヌ党〉※楠山、

TH2:排泥側の総揚程

h :プラント土砂フルイの高さ 5.0(m) 

P 切羽水圧(kN/m2)

h企:排泥管摩擦抵抗値 (m液柱1m)

h :立坑から処理槽までの距離 (m)

ρ2 :排泥水比重

注)式中の( )を変更して計算した。

3)安全管理

推進工事は、機器類の操作を遠隔操作で行

っているが、機器の点検や推進終了後の裏込め

作業等の際、最大傾斜16
0

以上かつ、セラミック

混合樹脂により円滑となっている管内での作業

が必要となり、安全対策が重要となる。

特に、推進工事中の管内は、重さ約200kgの

中継ポンプや送排泥管等が設置されており、滑

落により作業員の事故に繋がる可能性があるこ

とから、推進管の養生も兼ねゴムマットを全線に

敷設のうえ、図6に示すとおり継手部の隙間に溝

形鋼を渡し、中継ポンフ。の固定を図った。
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φ100伽m ダクタイル鋳鉄管

鋼材仁100

図6 管内中継ポンプ設置詳細図

4)水圧試験

大口径の水圧試験はテストノTンドを使用して、

継手部を直接確認するのが一般的である。しか

し、急傾斜であり、内面塗装の表面に水が付着

すると滑りやすく危険な状態になるため、充水に

よる水圧試験に変更して水圧試験を実施した。

写真2 水圧試験状況

8.施工結果

1)施工精度および推進力 (図7・図8・図9参照)

施工精度の向上を目指し実施した掘進機の

加工や、姿勢制御装置の運用により、A.B両工

区において推進蛇行量上下、左右ともに:t40mm

の範囲にとどまり、継ぎ手の許容屈曲角以内に

庁内めることがで、きた。

また、立坑位置変更に伴う推進延長等の変更

(変更後延長 L=281.4m(71本)高低差

H=49.41m)や東日本大震災の影響に伴う停

電、材料手配不可により長期間推進工事を中断

したにもかかわらず、管周への定期的な滑剤注

入等により、設計推進力2.313kNに対して、最大

で、も2，OOOkNと余裕をもって工事を完了すること

が出来た。

写真3 推進管内

2)施工上の注意点

縦断曲線推進の施工は、泥水式推進工法の

送排泥水のみならず、滑剤、裏込め材等の輸送

にも水頭差により大きな圧力が必要となり、推進

土被りの浅い場所では地上への噴出が予測さ

れた。実際、当現場においても、循環型の送排泥

水で、は確認されなかったものの、地山に直接圧

入する滑剤や裏込め材の注入時に、既設管(開

削施工)との交差館所や、土被りの浅い箇所に

おいて、少量の噴出が確認された。これにより、

縦断曲線推進の施工にあたっては、通常推進時

以上に路線の見回り等を実施し、周辺住民や環

境への配慮、を心がける必要がある。
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問団
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図7 推進蛇行量推移表 (上下)
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図9 推進力推移表
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9.おわりに

今回のダクタイル鉄管による推進工法は、延長

281.4m、高低差 49.4m、曲線区間3箇所 (R

400 X 2箇所、R500 X 1箇所)を、耐震性を保

持しながら行うもので、あった。よって、非常に難易

度が高く、全国的にも実績を確認できないほど希

なケースである。

このような施工条件で採用したUS形 (LS方
式)推進工法用ダクタイル鉄管は、耐震性能に加

え、セットボルトレスによる容易な施工'性、カーブ推

進への追従性等から、予想以上の施工結果を

得ることができ、本管の採用は適切な選定で、あっ

たと思われる。

昨今、工事に対する住民のニーズは多様化し

ており、交通規制や騒音等に対する制約はます

ます厳しくなるなか、今回のような長距離や縦断

曲線で、の推進工事が今後ますます必要となって

くると思われる。本報告が同様の推進工事を計

画されている方々の一助となれば幸いである。

写真4 発進立坑

写真5 発進立坑(推進完了後)

写真6 到達立坑(推進完了後)
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Technic~! Report 06 
技術レポート

NS形ダクタイル鉄管の
塵暗離さや管推進について

1 .はじめに

(1)岡山県南部水道企業団の沿革

岡山県南部水道企業団は、倉敷市・玉野市・

岡山市に水道用水を供給する一部事務組合で

ある。昭和25年に企業団の前身である岡山県南

部上水道配水組合が設立され、2市3町(玉野

市・児島市・児島郡琴浦町・福田町・浅口郡連島

町)へ用水供給事業を開始した。その後、市町

村合併、供給対象の増減等を経て、現在3市

(倉敷市・玉野市・岡山市)へ供給している。

(2)事業の経緯

当企業団は創設当時、計画送水量33，750m3j

日で、あったが、その後、度重なる拡張事業を行い、

施設整備を実施してきた。昭和45年には灘崎町

(現岡山市)が新たな供給対象となり、3，OOOm3j

日の送水を開始した。また、昭和51年には高度成

長時代を反映して給水量の増大に応じるため、第

4期の拡張計画(166，OOOm3j日)に着手した。し

かし、その後の水需要の低迷により計画供給量の

岡山県南部水道企業団

工務課主任内藤修一

写真1 西阿知浄水場周辺

見直しを行い、現在の契約供給量は122，OOOm3j

日となっている。

2.施設概要と取り巻く課題

(1)施設の概要

当企業団は高梁川水系を水源として、表流水

80，OOOm3j日、伏流水37，OOOm3j日を取水して
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pる。送水施設は送水ポンプ施設・送水管・調整

池からなり、西阿知浄水場より増圧ポンプ所・追

加塩素注入所を経由して構成市ヘ送水してい

る。

二二二二送水管尚を耶す

図1 施設の概要図

(2)送水施設に対する課題

当企業団の送水管路延長約90kmのうち、40

年の法定耐周年数を経過した経年管は平成20

年度末で、約42kmあるが、特に送水管路のうち、コ

ンクリート管が598m残っている。この管路の更新

は緊急度が高いものとの考えから、早急に以下

改良工事を実施した。

3.工事概要

事業名称:福井地内2号送水本管布設替工事

事業目的:更新計画の緊急性が高い福井地内2

号送水本管のコンクリート管区間にお

ける布設替

採用管種:呼び径900NS形ダクタイル鉄管

工 法:さや管推進工法

さや管:呼び径1350推進用コンクリート管

スノf ン:スノfン1 1017.6m 

スノfン2 197.1m 

施工場所:倉敷市中島~倉敷市福井~倉敷市

福田町古新田地内

本計画区域は岡山県南部水道企業団の西

阿知浄水場より約3.0km南下した位置にあり、瀬

戸内海沿岸平野の倉敷平野に属し、高梁川水

系の河川の侵食・運搬・堆積作用により形成さ

れた扇状低地に位置している。

図2 施工場所の見取図
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4.計画における技術的課題と対応策

(1)管種選定

今回、布設替を行う2号送水本管は重要な幹

線送水管の一つであり、そのため管路としてはそ

の信頼性や災害に強い管材料・継手が求められ

る。したがって、計画口径が900mmで、あることか

ら、『水道施設の技術的基準に定める省令』等に

より、離脱防止機構付きダクタイル鉄管(NS形ダ

クタイル鉄管)と水道用塗覆装鋼管(溶接継手)

との比較検討を行った。
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(2)非開削工法が採用された理由

本計画ルートは大正末期までに廃川となった

東高梁川に沿ったもので、沖積から洪積砂層お

よび砂磯層の分布が確認され、伏流水が多い場

所である。また、本計画の県道水島港線は上下2

車線道路の水島工業地帯へのアクセス道路で

あり、大型車両の通行も多く、地下埋設物も輯鞍

しているため、地理的条件・環境負荷などを考慮、

し、非開削工法とした。

(3)管路に求められる性能

今回の更新管路は、当企業団の重要な幹線

送水本管の一つであり、地下7mの位置に埋設

されている。そのため管路としてはその信頼性や

災害に強い管材料・継手が求められている。

耐震性・施工性などをNS形ダクタイル鉄管と

水道用塗覆装鋼管(溶接継手)で比較検討し

た。鎖構造であるNS形ダクタイル鉄管は継手部

に伸縮性・可とう性があり、地盤の不同沈下およ

び地震時の地盤挙動に追従できる。一方、水道

用塗覆装鋼管(溶接継手)は一体となるため、長

距離管路の場合は途中に伸縮可とう管を設置し

なければ、地盤の不同沈下および地震時の地盤

挙動によって発生応力が増加し、座屈する恐れ

があるため、不安が残る。

(4)施工性の比較

NS形ダクタイル鉄管と水道用塗覆装鋼管(溶

接継手)の施工性を比較すると、NS形ダクタイル

鉄管の方が短時間で施工することができる。

(5)イニシャルコストの比較

イニ、ンャルコストについて、NS形ダクタイル鉄

管と水道用塗覆装鋼管とを比較した。その結果、

水道用塗覆装鋼管の方が安価で、あった。

(6)総合評価

水道施設更新指針(日本水道協会)によると、

「高機能ダクタイル鉄管の耐周年数は60年以上

あるものと考えられる。」とある。イニ、ンャルコストで、

は水道用塗覆装鋼管が優れているが、施工性や

ライフサイクルコストの低減などを考慮し、NS形夕、、

クタイル鉄管を採用した。

(7)さや管推進工法が採用された理由

非開削工法でダクタイル鉄管を使用して直押

し推進施工を行う場合、推進工法用US形ダクタ

イル鉄管になる。US形継手の伸縮性について、

伸び代はあるが縮み代はない。一方、直押し推

進施工はできないが、NS形ダクタイル鉄管は伸

縮代があり、大きな地盤変状に対して安全性が

証明されている。以上のことから、 NS形ダクタイ

ル鉄管の圧縮方向の縮み代を確保でき、非開削

としながら耐震管 (NS形ダクタイル鉄管)が布設

可能な、さや管推進工法を採用した。

なお、スパン1の挿入距離は1，017mあり、日本

最長級のさや管推進工法となった。

5.施工における技術的課題と対応策

( 1 )さや管推進における技術的課題

さや管推進工法において、推力伝達リングが

保持している許容抵抗力に対し、推進力が超え

ないことが条件になる。特に、スパン1は1kmを

超える長スパンになるため、さや管の僅かな屈曲

で、あっても、挿入管の通過に伴って実推進力が

大きくなり、推力伝達リングが保持している許容

抵抗力を超えてしまう恐れがある。したがって、

設計推進力に対する実推進力との比較照査を

行った。



S形ダクタイル鉄管の長距離さや管推進について 51 

(2)推進力の考え方

区間No.jの始点における推進力Fjは、以下に

示す計算式にて検討した。

【線形が直線の場合}

Fj=Fj-l+ WjLj (μS+i) 

【線形が曲線の場合]

Fj-l ， (1-an) 

Fj=一一一+W'Lp(μS+i)αn ，.. ~ p 't-'"~ ， ~ / an (1-α) 

ここで、

Wj:管+付属品の単位長さ重量 [kN/ml 
Fj 推進力【kN】

Fo 初動抵抗(=1.0)【kN】

Lj 区間jの距離【m】

μ :摩擦係数

S 安全率(=1.2) 

:勾配

α :推進力伝達率

(=cosθ-μ'sin8) 

n カーブ区間の管の本数【本】

θ :継手曲げ角度

Lp 管長(=6.0)【ml

(3)推進力伝達リングの許容抵抗力

推力伝達リングについては、短距離スパン用

(タイプA)と長距離スパン用(タイプB)の2種類

用意した。タイプBは、大きな推進力の掛かる元

押し側に用いる。

タイプA:通常タイプ

タイプB:溶接補強タイプ

(4)設計推進力

元押し推進力の計算結果を以下に示す。

スノTン1:297.5kN

スノ号ン2:59.2kN

(5)推進力の計測

実際の推進力を計測するため、専用発進台に

ブルドン管を装着し、空運転時の計測値を差し引

いて計測した。以下に、設計推進力と計測値を

フ。ロットしたグラフを示す。

300 

250 

200 

三150

員100

柴田

297.5 

200 400 600 800 1000 

推進距離 [m] (jlJ達立坑からの距高齢

ー設計推進力・計測値

図4 推進力の結果(スパン1)

6.施工状況

写真2 さや管の直押し推進状況

写真3 NS形ダクタイル鉄管の仮置状況
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写真4 NS形ダクタイル鉄管の推進状況(スパン1恨1])

写真5 中詰工の施工状況(流動化充填材)

写真6 中詰工の施工状況(流動化充填材)

7.施工結果

今回の施工工事において、以下の知見が得ら

れた。

-スパン1は、日本最長級のさや管推進工法とな

ったが、設計推進力と推進力の計測値を照査し

た結果、本計算式による推進力の妥当性を確認

し、また、推力伝達リングを採用したことにより、設

計通りにさや管推進工事を完了することができ

た。

-スパン2は管路線形が縦断方向および水平方

向に緩やかなカーブを描いていたが、NS形継手

はカーブに追従でき、計画通りの施工ができた。
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今号の概要

大阪市水道局における事業継続計画(ＢＣＰ:BusinessContinuityPlan)の策定について

大阪市水道局工務部計画課担当係長(震災対策）相良幸輝

大阪市水道局では､大規棋災',Ifの発ﾉkにより業務Iﾉ1容が平常時と大幅に災なる｢非湘If｣において｢応急給

水や応芯復旧等の応急対･策｣と｢非湘昨にも継統すべき通常業務｣をあわせた｢非常時催先業務｣を適切に実施

するための戦略計画として平成22年511に‘１１:堆継統i汁両(BCP)を策定しています｡今IIlIこのレポートではＢＣＰ

の策定に至る背最､概要群について報杵しています。

嵐山町における新耐震管GX形ダクタイル鉄管の採用と管路耐震化に向けた取り組みについて

嵐山町上下水道課･水道担当主任栗原淳

嵐山町は､埼玉県のほぼ中央に位『tし､東西2.5kｍ､南北12kｍと南北に細災い地形を形成しています｡水道

１１:業は昭和39年に簡易水道としてスタートし､現在にいたるまで三回の拡張掘業を行い､水需要の増加に対

応しています｡今回､老朽符の史新において新耐渡筏GX形を採用し､その工側慨要や経済性､施工性などを報

告しています。

新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工について

東京都水道局多摩水道改革推進本部調整部技術指導課工務係高橋尚子

束戚の水道は､明治31年に通水を|ﾙl始して以来､都民生活と首都東京の都ilr汚助を支えてきました｡その中

でも多摩水道改革推進本部は､広域的な施Ｉ没1終備や梅理による給水安定性の向上に取り組んでいます｡今回、

新耐鰹欄:GX形の施工性や経済性を検I;11;するため､平成22年12月から平成23年ｌｊｌにかけて施1を行ったの

で､その概要を報告しています。

室蘭市における呼び径１００ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用事例について

室蘭市水道部建設課水道工事係技師岩上慎二技師中田悠樹

室蘭市は､北海道の中心的な重化学.砿業都市として発展しており、剛内有数のイルカや鯨ウオッチングポ

イントとしても有名です｡水道蛎菜は全lmIで30瀞11､道内で4番目の大正5年に給水を開始しています｡今同、

配水笹改良工事において施工性や耐久性の優れたGX形を将来的な新耐漢智と位I州１.けて採用したので､その

施工性を報告しています。

信頼性の高い水道構築｡次世代に継承していく木津川市水道を目指して

木津川市上下水道部水道工務課担当課長池田元次

木津川Iliは､平成19年に水洲t町･加脚11｢･liI城lIIIの31111.が合併して誕生しました｡水道'1蝶は､3つの上水道事

業と１つの簡易水道事業で市鴎に給水しています｡合併後の５月に水道］lf業の技術継ﾉ侭と技術向上のために

部内でｓＱｃ(技術職員スキルアップ)会縦を'ﾘﾉ:ち上げています｡sQc会,雛で老ｲ;'j櫛賂の虹新工ﾘ＃において新耐

漉榊GX形の採用について検討を砿ねました｡その結果､導水管の一部区間で採川したので|:､１i:の概要と経済

性､施工性を報告しています。

京都市新山科浄水場導水施設の耐震化について

京都市上下水道局水道部施設課長盛田茂樹

京都市は平成19年12月に策定した｢京の水ビジョン｣において､｢地震等の災'iifに強い上ド水道施設の整備」

を亜点推進施策の１つに掲げ､厳しい財政状況のもと水道施設のi耐震化に取り組んでいます｡雄大の浄水場

である新山科浄水場の老朽化した導水トンネルおよび導水きよの耐震化を図るために､新たに接合井を設織

し､導水きよと平行して'耐謹性のある導水符をｲIiI没連絡する工事を実施したので､その’倉,jfの詳細について

報告しています。

２０１１年東北地方太平洋沖地震での地盤変状及び水道管路被害状況調査結果
日本ダクタイル鉄管協会東日本大震災復旧･復興対策本部

2011年３月11日に発生した東北地〃ﾉk平洋沖地鰹では､東北地方から関東地方の広い範lﾉI|で強い掘れに見舞わ

れました｡このレポートでは､管路の復lllIl数の状況や地盤の変状､耐震榊路の状況について報告しています。
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今号の概要

｢安らぎと潤い､豊かな暮らしを支える水道｣の実現に向けて

松 山 市公営企業局管理部建設整 備 課 主 幹 仙 波 聖 悟 主 任 伊 藤 幸 治

松山市は､愛媛県のほぼ中央､道後平野の北東部に位置する県都です｡水道事業はこれまでに4回の

拡張事業を実施しており､平成17年には旧北条市､旧中島町と合併し､四国初の50万人都市となりました。

今回のレポートでは､昨年策定された｢水道ビジョンまつやま2009｣において今後10年間の取り組むべき目

標を報告しています。

横浜市水道局の新たな老朽管更新(耐震化)計画について

横浜市水道局給水部給水課課長補佐鈴木雅彦

横浜市の水道が日本で初めて給水を開始して123年になります｡老朽化した施設や管路を計画的に更

新してきました｡現在進めている､横浜市の老朽管更新計画は平成22年度で最終年度となり､23年度以

降についての新しい老朽管更新計画を策定されました｡その計画の概要や災害対策､事業効果について

報告しています。

急傾斜地における屈曲配管された既設管内へのパイプインパイプエ法(呼び径600ＰＮ形）

横須賀市上下水道局施設部水道施設課渡漫紀喜

横須賀市は､神奈川県の南東､三浦半島の中央に位置しており､水道事業は明治41(1908)年に市内

走水の湧水を水源として市中心部に給水を開始しました｡最近では､老朽化した施設の整備や管路の更

新を順次進められています｡今回､老朽管路の更新にあたり､急傾斜地における屈曲配管された既設管内

への新管挿入という､厳しい条件下でのパイプインパイプ(ＰＩＰ)工法による工事を実施しており､その概要

を報告しています。

宝塚市水道事業におけるアセットマネジメントを考慮した管路更新の考え方について

宝塚市上下水道局施設部長岩城博昭

宝塚市は､兵庫県南東部に位置しており､人口22万6,000人､市域は101.69kｍ2で南北に細長い形を

しています｡宝塚といえば､世界的に有名な歌劇やアニメの神様手塚治虫氏の記念館などがあり､年間800

万人の観光客が訪れています｡水道事業は､昭和27年に給水を開始した小浜村と良元村の創設事業か

ら始まり､昨年度｢宝塚市水道マスタープラン｣を策定し､様々な課題の解決に取り組まれています｡今回の

レポートでは､アセットマネジメントを導入した施設の改築更新への考え方を報告しています。

山形市における停留式耐震貯水槽(災害対策用小型造水機併用)の採用事例について

山形市上下水道部水道建設課布設係主幹阿部博康

山形市は､山形県内陸部村山盆地の東南部に位置し､東は奥羽山脈､西は朝日･月山連峰に挟まれ､人

口は25万4,000人を数えます。水道事業は大正１２(1923)年に給水を開始しており､今回のレポートでは、

災害時の飲料水確保を目的にした応急給水･災害復旧拠点となる耐震貯水槽の設置に至る検討事項とそ
の工事概要を報告しています。

災害に強い水道を目指して～耐震貯水槽の設置～

佐賀市水道局エ務課長川副直文

佐賀市は平成17年及び平成19年の2度の合併で､北は福岡市､南は大川市と隣接する南北に長い市

となり､人口は24万人を数えます｡水道事業は､上記合併から現在市内には､旧佐賀市･大和町･諸富町区

域の3つの水道事業が存在しています｡今回のレポートでは､水源である神野浄水場から遠い地区に耐震
貯水槽を設置されたので､その概要を報告しています。
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図 画面置盟国圃・・圃圏齢-，----1• 
r安5ぎと潤い、豊かな暮§しを
支える水道jの実現に向けて
~地震などの災害に強い水道の構築(震災対策)の取り組み~

松山市公営企業局

管理部建設整備課主幹

仙波聖悟

1はじめに

(1)松山市の水道の概況

本市は愛媛県のほぼ中央、道後平野の北東

部に位置する県都である。道後平野には、市内

を東西に流れる重信川、石手川があり、古くから

農業用水として、また地下水は飲料水として利用

されてきた。しかし、都市の発展とともに水需要の

増大や水質等の問題が発生し、昭和19年に創

設事業が着手された。しかし、戦時、戦後の資

金、資材不足などのため工事が遅れ、昭和28年

にようやく給水を開始することができ、昭和36年、

水道創設事業が完成している。

その後、本市の水道事業は、人口増加、市勢

に伴う水需要増加に対応するため、4回の拡張

事業を実施し、平成17年には、旧北条市、旧中

島町と合併し、四国初の50万都市となった松山

市を支える上水道となった。

現在、主な水源としては、石手川ダムと重信川

流域の地下水、北条地区では主に立岩川流域

の地下水を利用しており、 一 日平均給水量

管理部建設整備課主任

伊藤幸治

137，682m3 (平成21年度実績)、水源から浄水

施設まで、の導水管の延長は約30kmとなってい

る。また、送・配水管は延長約1，960kmとなって

おり、より安定した給水体制を整備してきでいる。

松山市の上水道ネットワークの概要図を図Hこ

示す。

図1 松山市の上水道ネットワーク
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(2)水道ビ‘ジ‘ョンまつやま2009(目標と課題)

このように、本市の水道事業は、昭和28年の

給水開始以来、市域の拡大や市勢の発展ととも

に増大してきた水需要に応えるため、数次にわた

る拡張事業や施設整備事業を実施し、市民の皆

様へ水道水を安定して供給することで、市民生

活や都市活動を支えてきた。

しかし、21世紀を迎えた本市の水道事業は、

全国の水道事業がそうであるように、①老朽化に

伴う水道施設の大量更新、②地震などの災害へ

の備え、③団塊世代退職に伴う技術継承、④地

球温暖化などの環境への対応、とpった課題に

加え、本市独自のものとして、⑤50万都市にふさ

わしい水資源の確保とpう課題を抱えている。

そこで、、本市では、将来の水道事業のあるべき

姿を描き、それを実現するための目標を立て、目

標と達成するための施策と施策に基づく今後10

年間の具体的な取り組みを示した「水道ビジョン

まつやま2009Jを策定した。

「水道ビジョンまつやま2009Jでは、将来像を「安

らぎと潤い、豊かな暮らしを支える水道」とし、その

実現に向けて2009年から10年間(平成21年か

ら平成30年)の間に取り組むべき5つの目標を

掲げた。(図2参照)

本報告では、このうち「地震などの災害に強い

水道の構築Jの取り組みについて紹介する。
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図2 水道ビ、ジ‘ョンまつやま 10か年プラン2009(平成21~30年度)

2地震などの災害に強い水道の構築(震

災対策)の取り組み

(1)地震など災害対策の必要性

本市は、市内近くに中央構造線系の活断層が

走り、これに沿った伊予灘を中心とする地域は、

地震が多発することから「特定観測地域」に指

定されている。具体的には、市域の被害が最大

となると予想される内陸直下型地震として、川

上・小松断層セグメントが活動して発生する地震

と伊予断層が活動して発生する地震の2ケース
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である。また、近い将来に発生する危険性が高い

海洋性地震として南海地震の1ケース、以上3ケ

ースの地震を大きな被害を与えうる可能性のある

想定地震として設定している。南海地震につい

ては地震発生確率が30年以内に60%程度、50

年以内には80-90%、地震規模がM8.4前後で

東南海地震と連動して同時発生した場合は

M8.5前後に達すると推定している。つまり、本市

は、地震の潜在的な危険と常に隣り合わせにあ

り、「ライアライン」としての上水道の地震対策は、

非常に重要である。

以上のようなことから、本市では、「水道ビジョン

まつやま2009Jにおいても「地震などの災害に強

p水道の構築 (震災対策)Jを目標に、「災害に

強い施設の構築Jと災害時に円滑な活動ができ

るような仕組みをつくるための 「災害対応能力の

向上」を対策と掲げている。

以下に、「災害に強い施設の構築(震災対

策)Jの具体的な取り組みを示す。

(2)災害に強し、施設の構築 (震災対策)

1 )主要施設の耐震化

主要施設の耐震化は、被害をできるだけ最小

限にとどめるため、まずは、人が出入りする建築物

から進めていくこととした。現在、公営企業局庁

舎と市之井手浄水場管理本館の耐震化がすで

に終了している。今後、表1、表2に示すように順

次耐震化を進めて~)く予定である。

表 1 浄水施設耐震化計画表

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

浄水施設耐震率 0.0% 47.9% 47.9% 67.7% 93.7% 93.7% 100.0% 

浄水場名 浄水施設能力

市之弁手 97，∞Om'j日

かきっぱた 40，200m'j日

高井神田 32，ωOm'j日

垣 生 20，∞Om'j日

竹 原

北条ポンプ場 10，720m'j日

院 内 2，l00m'j日

耐震化海水施設能力(m3j日) 97，000 137，200 189，800 202，620 

※浄水施設耐震率=耐震化されてL喝浄水施設能力÷全浄水施設能力(202，620m31日)

表2 主要な配水池 (容量3.000m3以上)の耐震化計画表

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

配水池耐震施設率 45.3% 50.2% 61.1% 61.1% 75.5% 

名 称
容量
何)m

3

昧生配水池 6，100 

平田配水池 4，800 

鷹子第1配水池 3，200 

鷹子第2配水池A 5，500 

東野配水池 3，700 

松山総合公園配水池 14，000 

※平成21年度の配水池耐震施設率は29.5%

※現在、市之井手配水池の耐震化を実施中、同配水池の耐震化完了で配水池耐震施設率は45.3%となる予定。

※残りの15配水池についても順次耐震化の計画を予定。
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2)基幹管路の耐震化

基幹管路の耐震化は、これまで、導水管、送水

管及ひ、300mm以上の配水管を対象に進めてき

ており、現在、基幹管路約230kmのうち約12%

が耐震性の高いNS形ダクタイル鉄管等の耐震

管となっている。(図3 基幹管路の管路構成グ

ラフ)

本市で、S形等、ダクタイル鉄管の耐震継手の

採用は、昭和54年 (1979年)にかきっぱた浄水

場から長泉水源地問の送水管路の一部で採用

したのが最初である。その後、平成4年3月にでき

CIP 
4.5% 

DIP耐震継手以外
83.5% 

た湧ヶ測配水池や祝谷東町配水池への送配水

管には、SII形を採用しており、現在、NS形ダクタ

イル鉄管を主体とした耐震化を図っている。

今後は、基幹管路の耐震化率100%を目指し

て、管種、経過年数、老朽度、液状化の可能性な

ど各管路の状況を踏まえ、優先度の高いものから

耐震化を進めてpく予定である。また、基幹管路

以外の管路についても、液状化が予想される地

域などの、被害の影響が大きし瓦ところを、優先し

て耐震化を進めてpく予定である。

その他 | 口 DIP耐震継手

0.1% 

DIP耐震継子
| 口 DIP耐震継子以外

8.1% 
l 口 sus

口 SP

• VP 

• CIP 

• ACP 

. その他

図3 基幹管路の管路構成グラフ

3)重要施設への給水ルートの確保

地震などの災害時においては、特に、医療に

必要な水を確保する乙とが重要となる。平成7年

の阪神・淡路大震災で長期間断水したことにより

人工透析機器が使えず、患者をヘリコプターで被

災地から搬送しなければならなかった教訓も踏ま

え、対策を行っておくことが重要で、ある。

そこで、本市では、応急給水拠点となる配水池

と医療機関や救護所をつなぐすべての給水ル

ートについても、耐震化を進めていくことが重要

であると考えている。

4)応急給水拠点の整備

地震などの災害時における飲料水などの確保

には、応急給水拠点となる配水池の整備が重要

となる。水道施設の大部分を占める水道管路約

1，990kmすべての耐震化ができればそれに越し

たことはないが、そのためには膨大な費用と数十

年とpう期間を要すため、地震などの災害時にお

いて応急給水拠点となる配水池を整備すること

で、飲料水などを確保することが有効である。

その具体策として、本市では、緊急遮断弁が設

置されていない主要な配水池を対象に、必要に

応じて緊急遮断弁を設置している。また、応急給

水拠点となる配水池からでてpく配水管を耐震

化することにより、直接応急給水ができる区域を

順次拡大してpく予定である。

5)災害時パックアッフ。機能の強化

地震などによって被害を受けた施設や管路の

機能を補完するためのパックアップ。機能を強化

することも重要である。特に、本市では、水源を石



24 ダクタイル鉄管 平成22.10 第87号

手川ダムと重信川水系の地下水に依存するた

め、水の相互融通は、その効果が非常に大きPと

思われる。

連絡管としては、乙れまでに、垣生浄水場と竹

原浄水場と結ぶ約5kmの連絡管と松山地区と

北条地区とを結ぶ約5kmの連絡管を整備して

きた。

平成16年度から取り組んでいる「石手川ダム

の表流水」と「重信川水系の地下水」との相互

融通を図るため、東野配水池と鷹子第2配水池

の連絡管約4kmが平成21年度に完成した。

整備状況を写真1に示す。

写真1 連絡管の整備状況

90，∞o 

3アセットマネジ‘メント導入による経営

改善

上述した「災害に強い施設の構築(震災対

策)Jからも分かるように、今後も整備していく必

要のある水道施設は膨大であり、将来像を実現

するためには、ばく大な費用がかかる。このため、

水道財政の健全性をL功ミに維持していくかが重

要な課題となる。

水道事業はネットワーク型の装置産業であり、

事業用資産に占める固定資産(水道施設)の割

合が大きpi高固定費低変動費型Jの事業であ

る。このため、具体的な方策としては、これらの固

定費をいかに抑えていくかが「水道財政の健全

性」を維持することにつながるといえる。

つまり、水道施設においては、いかにLCC(ライ

フサイクルコスト)を圧縮できるか、とpった視点か

らの固定資産管理が求められる。

今後、本市においては図5に示すように、昭和

40年代後半から50年代にかけて構築した多く

の水道施設が更新時期を迎えようとしているが、

これを一度に更新してしまうのは得策ではなく、ま

た経営資源からみても現実的な対応とはpえな

Po (図5 年度別布設延長グラフ)

そこで、LCCを見据えた水道施設の修繕や更

新など固定資産の管理手法としてアセットマネジ

メントを導入し、限られた経営資源とPう制約の

中にあっても、水道施設のライアラインとしての機

80，000 

70，000 

60，∞o 

50，000 

(m) 

40，00。
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昭和
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図5 年度別布設延長グラフ
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能を低下させないよう、中長期的視点に立った資

産管理を行っていく必要がある。

本市においては、アセットマネジメントシステム導

入に際し、まず、管路はデータ整備が不十分な北

条地区や久谷地区の情報のデータベースを、また

管路以外の施設は、保守点検や修繕履歴など

の維持管理に関するデータベース化を進めてい

く予定である。

また、図6に示すように、施設の診断、機能評

価、影響度評価を考慮した更新計画を的確に行

うとともに、長期的な資産への影響を踏まえた

LCCの考慮、により、より効果的・効率的な更新と

耐震化を図っていきたいと考えている。

施設整備

管路布設 砂E副 画
新

良

繕

更

改

修

図6 J7セットマネジメントシステムのフロー

4おわりに

本稿では、「水道ビジョンまつやま2009Jの地

震などの災害に強い水道の構築について主に

ご紹介した。南海地震は東南海地震と相まって

発生する可能性があり、その場合の被害は甚大

になるとともに、南海地震は30年以内に発生す

る確率が60%程度といわれていることから、施設

の耐震化整備が急務である。

また、一方で、渇水に対する整備も重要であり、

50万人都市となった松山市の水道施設の課題

は非常に多い。しかし、水道ビジョンに掲げた将

来の目標に向かつてど、うすればその目標を達成

できるかを考え、アセットマネジメント導入による経

営的な視点も考慮、にいれた取り組みを実行して

pくことにより、中長期的なビジョンの実現は可能

であると考える。

本市は、本来、水道に求められている「公衆衛

生の確保」や「ライアラインとしての役割」にとどま

らず、よりお客様に満足していただける水道サー

ビスの提供を目指し、今後も、水道への信頼を継

続・発展させていき、本市の水道の将来像を「安

らぎと潤い、豊かな暮らしを支える水道」と掲げ、

将来にわたって、お客様一人ひとりの豊かで潤

いのある生活を支えていけるよう、着実に取り組

んでいきたい。
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~ 調 【I}司

横浜市水道局の新たな
老朽管更新〈耐震ft)計画について

横浜市水道局

給水部給水課課長補佐鈴木雅彦

盤石 技術レポートl

高度経済成長期に整備された水道施設の多

くが老朽化しつつあり、更新時期を迎えようとし

ている。

横浜市の水道は、123年の伝統があると同時

に、その歴史ある水道資産を維持するために、計

画的に更新を進めていかなければならない。横

浜市では、これまでも老朽管の更新を進めてきた

が、水道施設の安定性をより一層向上させるに

は、経過年数だけでなく、これまでの漏水事故等

の実績や耐震性も考慮して、更新対象管を選定

する必要があると考えている。

これは、お客さまサービス向上の観点、から、漏

水事故等に対して事後対応的な方法でなく、予

防保全的に対応すべきと考え、さらに、長期的に

は、次世代の負債となるような水道資産を残す

べきではないという考え方によるものである口

現行の老朽管改良計画は、平成22年度が最

終年度となっていることから、23年度以降につい

て新しい老朽管更新計画を策定する必要があ

る。老朽管の更新にあたっては、管種や継手を

耐震性の高いものに代えていくことで、耐震化を

進めていくことにつながり、計画的に老朽管の更

新と耐震化を進めていくものとして、新たな計画

を策定しているところである。

1現行の老朽管改良計画の概要と進捗

横浜市の送配水管は、約9，000km布設され

ている。布設年代をみると、昭和40年代から昭

和 60年代で年間200~350km、昭和 45年と昭

和55年にピークがあり、その後減少し平成4年以

降は年間 100~150kmとなっている。(図1参

照)

現行の老朽管改良計画は、平成12年度に事

業化し、昭和39年以前に布設された内面がモル

タルでライニングされていない鋳鉄管、亜鉛メッキ

鋼管、硬質ポリエチレン管、硬質塩化ピニル管等

を対象として、約821km(12年度時点)を22年

度までに改良する計画である。(表2参照)

また、腐食性土壌対策として、磯子区、港南

区、青葉区を中心とする呼び径300以下のダクタ
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イル鉄管を優先的に、平成12年度から毎年5km

程度改良する計画である。対象となる配水管は、

硫化物を多く含む腐食性の激しい海成粘土層

に埋設されているポリエチレンスリーブの施されて

いないタヲタイル鉄管であり、布設後20数年で孔

食による漏水が発生している。平成17年に呼び

径800の配水管が腐食性土壌で漏水したため、

4∞ 
350 

3∞ 
2ω 

延長
2∞ (km) 

150 

1∞ 
ω 

昭
和
幻
年

昭
和
初
年

昭
和
8
年

年
代
不
明

昭
和
犯
年

昭
和
幻
年

昭
和
必
年

呼び径400以上の大口径管についても計画的

に改良を進めている。具体的には、腐食危険度

の高い地域に埋設されている配水管を対象とし

て、呼ひ、径400以上の幹線配水管34kmを平成

18年度から10か年計画で改良することにした。

(表3参照)
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図1 配水管の年代別布設延長

表 1 現行の老朽管改良計画の対象管

具体的な管の種類 呼び径 平成12年度時点の延長(km)

内面がモルタルでライニングされていない鋳鉄管(S39以前に布設) 75以上 471 

亜鉛メッキ鋼管(亜鉛鍍鋼管) 50以下 165 

硬質ポリエチレン管 // 119.1 

鉛管 // 0.5 

硬質塩化ビニル管 1/ 65 

計 820.6 

表2 老朽管改良延長 (km)

※H21まで実績、H22は計画

※達成率は821kmlこ対する割合

※改良延長は、現行の老朽管改良計画の対象外の前倒し施工分があるためH22年度821kmを超える延長となっている。

表3 腐食性土壌対策 (平成17年 10月現在)

呼び径
腐食危険度の局い区域内

布設延長(km)

400未満 126 

400以上 34 

計 160 
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2 r老朽管改良(耐震化)計画報告書Jの概要

現在進めている老朽管改良計画は、平成22

年度まで、となっているが、老朽管改良は継続的

に実施して行く必要がある。

平成23年度以降の老朽管改良計画を策定す

る必要があることから、19年度に外部委員を含め

た横浜市水道局老朽管改良(耐震化)計画策定

委員会を設置し、老朽管更新の対象、優先順位、

計画案の比較検討を行い、基本計画を策定した。

老朽管更新に当たっては、漏水事故の低減効

果や耐震化の進捗、更新の優先順位の設定に

よる投資効果の確保等を考慮して、管路の適切

な更新サイクル、適切な事業規模を設定すること

が必要となる。

(1)老朽管更新の対象

老朽管更新対象は、漏水発生割合の高い管

種・呼び径、重要度(断水影響)を考慮して選定

した。

漏水発生割合は、本市漏水事故の実績に基

づいて設定された漏水発生割合(件/100km/

年)の値を用いた。(表4参照)

重要度は、漏水発生割合、断水をした場合の

影響指数、復旧に要する時間から算出した。(表

5参照)

重要度の視点から更新対象管路を抽出する

と、呼び径400以上の管路に偏ることになるが、

耐震化の視点から、呼び径300以下の地震時の

漏水件数の多さを無視することはできない。また、

ポリエチレンスリーブの施されていない硬質塩化

ビニルライニング鋼管や、耐衝撃性硬質塩化ピニ

ル管の平常時の漏水発生割合が高いことも考

慮、し、更新対象管路に含めることにした。

(2)更新優先順位の設定

更新優先順位は、平常時の影響指数である

重要度だけでなく、耐震化の視点である地震時

の標準被害率や、更新時の施工性を考慮し呼

び径の区分を設けて設定した。

各呼び径において、重要度の高Lものから順に

優先順位を設定し、その中でも、地域性を考慮し、

想定地震に対して震度7が予想される地域や液

状化が予想される地域内の管路を優先した。ま

た、呼び径50以下の管路については、硬質塩化

ピニルライニング鋼管及び耐衝撃性硬質塩化ピ

ニル管が非常に高い漏水発生割合を示している

ことから、更新順位を上位に位置付けた。

優先順位①ー④のグループは、重要度が高

い、または漏水発生割合が高い管種であり、平常

時においても、更新の必要性が高い管路と考え

られる。また、地震被害を軽減させることを念頭に

置き、それぞれの呼び径についてバランスよく更

新を進めることにした。(表6参照)

表4 管種と漏水発生割合(例)

管 種
漏水発生割合
(イ牛/100km/年)

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 0.58 

管|
(40年超過) 1.30 

鋼
(40年以内) 0.54 

局級鋳鉄管 2.51 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 8.70 

硬質塩化ビニルライニング鋼管(ポリエチレンスリーブ無) 20.1 
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表5 重要度によるグループ分け

呼び径 管 種 重要度 順位 グループ

400~ 局級鋳鉄管 682~3，420 6~16 

鋼管 (40年超過)
A 

400~ 313~5，832 3~19 

400~ 鋼管 (40年以内) 300~1，251 11~21 

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 13~29 
B 

400~ 158~ 790 

100~300 鋼管 (40年超過) 19~ 789 14~40 C 

400~ 夕、、クタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有) 63~ 313 19~35 D 

100~300 局級鋳鉄管 7.2~ 293 23~48 

~ 50 硬質塩化ビニルライニング管(ポリエチレンスリーブ無) 14~ 43~ E 

100~300 鋼管 (40年以内) 4.2~ 169 28~51 

100~300 夕、、クタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 1.7~ 68 34~54 

100~300 ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有) 0.7~ 27 38~57 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管
F 

~ 50 6.2~ 49~ 

~ 50 硬質塩化ビニルライニング管(ポリエチレンスリーブ有) 1.4~ 55~ 

100~ ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有、耐震管) O.O~ 14 44~60 G 

※順位は、管種別・呼び径別で重要度を算出した場合の順位

※重要度順位1位及び2位は、現老朽管改良計画の老朽管であり、22年度までに更新することから、表からは除いている。

表6 管種と呼び径による更新優先順位

呼び径50以下 呼び径75-300 呼び径400以下

管 種 液状化
その他

液状化
その他

液状化
その他

-震度7 -震度7 -震度7

ポリエチレンスリーブ有及び耐震管

ダクタイル鉄管 ポリエチレンスリーブ有 ⑨ ⑩ 

ポリエチレンスリーブ無 ⑦ ⑧ 

呼び径700以上(40年以内) ⑤ ⑥ 

呼び径700以上(40年超過) ③ ④ 
鋼 管

呼び径600以下 (40年以内) ⑤ ⑥ 

呼び径600以下 (40年超過) ① ② 

鋳 鉄 管 高級鋳鉄管 ③ ④ ① ② 

HIVP 耐衝撃性硬質塩化ピニル管 ③ ④ 

VLGP 
硬質塩化ビニルライニング鋼管

(ポリエチレンスリーブ有)

VLGP 
硬質塩化ビニルライニング鋼管

① ② 
(ポリエチレンスリーブ無)
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(3)老朽管改良(耐震化)計画案の検討

横浜市水道局老朽管改良(耐震化)計画策

定委員会では、50年後である2060年度 (H72年

度)までを計画年次と想定し、年間必要更新年

度について、次の3つの案を検討した。

A案年間100km 更新周期 90年

B案年間120km 更新周期 75年

C案年間150km 更新周期 60年

各計画案共通して、災害医療拠点病院等へ

の重要路線を含む呼び径400以上の管路が全

て耐震化される。各案の特徴については表7の

通りである。

3新たな老朽管更新(耐震化)実施計画

委員会からは、実施計画の策定にあたって、横

浜市の地形・地質条件や道路状況等、地域性や

老朽管の布設状況等を考慮して、事業量(更

新)延長を決定することを提言されている。

(1)耐周年数の設定

実施計画に移行するために、管種ごとに耐周年

数を表-8のように設定し、「新たな老朽管更新

(耐震化)計画」について3つの案を検討した。

(2)更新期間の区分

平 成23年から50年間を第1期 (H23-H32)、

第2期 (H33-H42)、第3期 (H43-H52)、第4

期 (H53-H72)に分けて、既設配水管の改良

対象の大枠と工事費についてとりまとめた。

(3)各案の比較

ア第1案

耐周年数を短期に想定したため、第1期、第

平均では、更新延長130km/年、事業費238

億円/年となる。

イ第2案

概ね平準化されているが、第2期から第3期

に事業量が多くなっている。50年間の平均で

は、更新延長115km/年、事業費214億円

/年となる。

ウ第3案

想定耐用年数を長期に設定しているため、

50年間で更新時期を迎える管が少ないことか

ら、50年間の平均では、更新延長100km/

年、事業費190億円/年となる。

(4)実施計画案

実施計画案では、第1案から第3案の検討結

果を踏まえて、更新延長、事業費、耐震化率等を

相対的に検証した結果、第3案をベースに、想定

地震に対して、震度7が予想される地域や液状化

が予想される地域の更新を早めた案を作成した。

改良対象延長は、年間110km程度となって

pるが、現在、第1期の実施計画を策定している

ところで、ある。

4災害対策

本市は、これまで災害に強い体制づくりに努め

ており、非常時においても飲料水をはじめ生活用

水を確保し、市民へ円滑に応急給水するため、

配水池に緊急遮断弁を設置して災害時の給水

拠点とするとともに、災害用地下給水タンク134

基、緊急給水栓358か所を整備した。

配水池は、震度5弱以上の地震が発生し設定

2期に更新が集中する結果となる。50年間の した水位以下となった場合に浄水場からの遠隔

表7 各案の特徴

A案 B案 C案

呼び径75から呼び径300までの管 呼び径75から呼び径300までの管 呼び径75から呼び径300までの管

路について、ポリエチレンスリーブ 路について、ポリエチレンスリーブの 路について、耐震管ではないダク

の施されていないダクタイル鉄管を 施されていない管路がすべて更新 タイル鉄管の更新まで行うことがで

含む耐震管でない管路が多く残る される。さらに、ポリエチレンスリーブ、 きる。従って地震災害に強い管路

ことになる。平常時の漏水件数に の施されていないダクタイル鉄管の を構築することができる。ただし、更

改善は見られるが、地震時の被害 うち、想定地震に対して、震度7が 新費用は莫大なものとなり水道事

については決して小さく抑えられて 予想される地域や液状化が予想さ 業経営の面からの考察も必要とな

L亙るとは考えられない。更新費用 れる地域の更新が完了するため、 る。

については、3つの案の中で最も 地震時の被害については、大きな

少ない。 改善がみられる。
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管種別想定耐周年数

管 種 第 1案 第2案 第3案

硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VLGP)
40年 実績により想定

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)

鋳 鉄 管 50年
埋設条件の影

鋼 管 40年 50年 60年
響が大きいの

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 50年 60年 70年
で、幅をもたせ

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有) 70年 75年 80年
て想定

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有・耐震管) 70年 75年 80年

表8

(注)第3案をベースに、想定地震に対して、震度7が予想される地域や液状化が予想される地域の更新を早めた事業計画案を作成した。
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5事業効果

これまで進めてきた老朽管の更新事業の成果

として、漏水破裂修理件数が着実に減少してき

ており、10年前の3割程度となっている。

現在、想定地震による被害の復旧に約1か月

程度かかると見込んでいるが、今後の耐震化の

効果として、第1期が終わる平成32年度末には、

10日以上短縮できると予測している。

図2

操作で2槽のうち1槽の緊急遮断弁を閉じ飲料

水を確保し、もう1槽は、消火用水などに使用する

ため、弁を開放しておく乙とにしている。さらに、大

災害時においても最低限度の給水が確保できる

よう、引き続き基幹施設の耐震化を図るとともに、

パックアッフ。体制の構築を進めていくことにして

6終わりに

水道料金収入が減少していく中で、耐震化を

あわせた老朽管更新には、莫大な費用がかかる

が、水道事業を持続させていくために、財政的に

も効率的、効果的な更新計画が必要である。50

年先とpうスパンの長期的視点から策定してお

り、将来の横浜市民に対して、責任をもって水道

事業を推進できるものとなると考えている。

pる。

管路については、平成8年6月から呼び径400

以上と想定地震に対して震度7が予想される地

域や液状化が予想される地域内に布設する配

水管に耐震管を採用してきた。平成18年度から

は、新設配水管の布設について、全面的に耐震

管を採用し、災害に強いライアラインの構築を進め

ている。また、医療機関への給水を確保するた

め、災害医療拠点病院、救急医療告示機関を指

定し、その施設に至る路線を整備優先路線とし

て耐震化を進めている。
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急傾斜地における屈曲配管された
既設管内へのパイプインパイプ工法

〈呼び径600PN形)

横須賀市上下水道局

施設部水道施設課渡漫紀喜

鹿野・ 技術レポート|

1はじめに

横須賀市は、神奈川県の南東、三浦半島の中

央部に位置し、東京から約50km、横浜から

20km圏内にあります。

市域は約100km2、三方を海に固まれ、東は東

京湾、西は相模湾にそれぞれ面しており、暖冬涼

夏の気候に恵まれています。

地形は、山地、丘陵からなる起伏のため、坂道

やトンネルの多さが本市の特色となっています。

本市の水道は、市制施行の翌明治41年 (1908

年)、市内走水の湧水を水源として市中心部に給

水を始め、100年を超える歴史があります。

この間、本市では、昭和29年 (1954年)の旧

軍港市転換法による旧海軍水道施設の譲渡、

昭和30年代からの水需要増大に対処するため

県内の他水道事業体との相模川等の水源開

発、さらに、昭和54年 (1979年)からの宮ヶ瀬ダム

開発に参加するなど水源確保を図り、ライアライン

である水道水の安定供給に努めてきました。

本市水道事業の計画給水人口は45万人、計

f
 

神奈川県

図1 横須賀市位置図

画1日最大給水量は32万m3となっています。平

成21年度(2009年度)の主な業務実績は、給水

人口418，033人、普及率 100%、年間給水量

66，053，947m3、1日平均給水量180，970m3、1日

最大給水量 201.648m3、年間有収水量

59，472，081m3、有収率90.0%、配水管延長

1，447，783mで、す。

近年は、老朽化した水道施設の更新や鉛給水

管対策、水質基準への対応とpった新たな取り組

みも必要となってきており、限られた経営資源を有
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効に配分しながら、施設整備を進めています。 たものです。工法選定にあたっては、地理的条

件、環境負荷、工事費等を考慮し、主たる区間に

おいて、非開削で管の更新が可能なPIP工法を

採用し、併せて、管種は、離脱防止機能付き継手

を有する呼び径600PN形ダクタイル鉄管を採用

しました。更新総延長は874mで、そのうちの

708mをPIP工法 (PN形)、 166mを開削工法

(NS形)で施工しました。また、PIP工法での施

今回、老朽化管路の更新にあたり、急傾斜地

における屈曲配管された既設管内への新管挿

入とpう、非常に厳しい条件下で、のノTイプインパ

イプ(PIP)工法による工事を実施しましたので、

その概要を紹介します。

2工事の概要

本工事は、大正10年 (1921年)に布設した鋳 工区間のうち318mが急傾斜地における屈曲配

鉄管が老朽化したため、耐震化を目的に更新し 管区間になっています。

区間

(立坑No.)

1→ 2 

2→ 3 

3→ 4 

4→ 5 

5→ 6 

6~7 

(工事概要)

工事件名:西逸見町地区配水本管布設工事

工事場所:横須賀市西逸見町1丁目 36~2丁目 10

既設管:大正10年布設の普通鋳鉄管

(30インチ、印鑑継手、内面無ライニング)

挿入管:呼び径600PN形ダクタイル鉄管

表1 区間別の採用工法

延長※
工法 継手(m) 

30 PIP PN形 既設管内

64 
PN形 新設さや管内

67 
PIP 

備 考

318 PIP PN形 既設管内(急傾斜、最大勾配24.9%、屈曲)

200 PIP PN形 既設管内

117 開削 NS形 既設管撤去

※立坑内の配管延長を除く

図2 全体図
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3 PIP工法の施工における課題

3.1 管路線形に対するPIP工法の可否

管路線形を図3、図4に示します。平面線形

は、緩やかなカーブを描いており、最小曲率半径

は106mで、す。縦断線形は、発進側から到達側

に向かつて下り勾配で、あり、最大傾斜角度は14
0

〈曲線傾斜区間〉

骨600 PNDIP L=707.9m 

パイプ・イン・パイプ工法

図3 平面図

φ600 PNDIP L=707.9m 

パイプ・イン・パイプ工法

開削工盆

図4 縦断図

3.2 曲管の有無

既設管内をテレビカメラで調査した結果、本区

間において55/8。曲管を3個確認しました。PN

SP 

(最大勾配24.9%)でした。平面・縦断線形とも

に、複雑に屈曲していることが想定されたため、

新管挿入前に既設管路の詳細データを得る必

要がありました。

写真1 カーブ

司

v一

写真2 坂

形呼び径600の許容曲げ角度はどであり、55/ 

8。曲管への新管の挿入は出来ないので、新管を

挿入するための対応策が必要になりました。

図5 曲管位置
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3.3 急傾斜における新管の滑動

下り勾配における新管挿入時の管の滑動を照

査した結果、PIP工法施工中にのみ最大傾斜角度

140 

(最大勾配24.9%)付近で管が滑動する恐れが

あることが判りました。新管の滑動は、地震時におけ

る継子部の伸ひ、代不足やロックリンク、、への過度な

加重を引き起こすほか、管路長にも影響を与えてし

まうため、滑動防止対策が必要になりました。

4対応策

4.1 模擬管による調査

新管挿入に先立って、直管2本分に相当する

5 

度角

度
げ

角

曲

曲

容
屈
許一一

4 

q

d

q

L

 

・
)
悩
庶
母
国

。
o 50 100 1 50 200 250 300 

延長(m)

図6 模擬管 (3.5m)の屈曲角度

4.2 曲管の撤去

事前に確認された3個の曲管については、新

管挿入前に、曲管とその前後の直管の一部を掘

削して撤去し、代わりにさや管として呼び径700の

ヒューム管を設置しました(図7参照)。曲管が有し

図7 HP設置図

模擬管(角度測定機能付)を挿入し、新管の挙

動(屈曲角度)を確認しました。模擬管は、PN形

管の標準管長で、ある4m管(一部発進側の直線

は6m管)を使用しましたが、数箇所で許容曲げ

角度を超える値になりました。そこで、再度3.5m

の模擬管を挿入したところ、曲げ角度が許容値

内に納まることが確認できたので、新管の有効長

は3.5m'こ決定しました(図6参照)。なお、図6に

示した屈曲角度の値は、安全率(=1.2)を考慮し

ています。

表2 PN形管の仕様結果

挿入順序 管長(m) 補強タイプ

先頭管 3.5 標準

2~75本目 3.5 溶接リング

76~86本目 3.5 フランジ・リブ

87~88本目 6 フランジ・リブ

最後管 (調整) プランジ・リブ

ていた曲がり角度を、新たに設置したヒューム管の

複数箇所の継手ヘ分散させることにより、新管を

許容曲げ角度内で挿入することが可能になりまし

た。これにより、発進立坑から到達立坑まで一気に

新管を挿入することが可能になりました。

写真3 HP設置
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4.3 滑動防止設備の設置

滑動防止策の第一点目として、発進立坑に滑

動防止装置を設置しました(図8参照)。管挿入

時に万が一管が滑動しでも、PN形管受口が滑

動防止装置に引っかかるようにしました。また、第

二点目として、発進立坑内にウインチを設置し、既

設管内を介してワイヤを先頭管に固定しました。

先頭管を常時発進立坑側から引張ることにより、

既設管内に挿入されたPN形管の滑動も防止し

ました。

ダクタイル鉄管36 

『¥

滑動防止装置

が、これは55/8。曲管の代わりlこ設置したヒュー

ム管の区間です。また、200m付近から挿入力の

上昇が少ない理由としては、傾斜による新管の

滑動力の増加が考えられます。

図8

5施工結果

5.1 挿入力

新管の挿入力を図9に示します。急傾斜地に

おける屈曲配管区間において、全て許容値内で

あることが確認できました。区間中の30m付近及

び、190m付近で一部突出した値を示しています

ーー許容挿入力

一一範工挿入力
.・・設計挿入力

300 250 150 200 

挿入距離(m)
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挿入力結果図9
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5.2 摩擦係数

挿入時の動摩擦係数の実測値を図10に示し

ます。計画値は0.4に設定しましたが、実測値は
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ヒューム管内の値を除くと平均で0.44になり、概

ね計画に近い値が得られました。
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図10 摩擦係数結果

。 50 

6今後の課題

6.1 既設管路の調査

既設管内にPIP工法で施工する場合は、既設

管路の線形及び管種(異形管の有無等)の情

報が重要になります。調査を事前に行い、設計や

施工に必要な情報を入手する必要があります。

6.2 断水計画

既設管路の調査を事前に行うためには、断水

を伴う場合が多く、調査を考慮した断水計画の

検討が必要になります。

6.3 挿入管長の変更

設計時は、PN形定尺管長の4m管及び、6m

管を挿入する乙とを計画していましたが、模擬管

による調査の結果、3.5m管への変更になりまし

た。設計と異なる管長を採用することで、PN形管

の製作納期や材料金額にも影響があります。今

後は、より経済的かつ効率的な施工をするため

の、設計管長での挿入を可能にする方策の検討

が必要です。

300 

7おわりに

本工事の実績は、今後さらに需要が高まるであ

ろうPIP工法の適用範囲を拡大するための一つ

の実証データになります。本報告が、非開削技術

や維持管理技術の発展に少しでも貢献できれば

幸いです。
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宝塚市水道事業における
アセットマネジメントを考慮した
管踏更新の考え方について

宝塚市上下水道局

施設部長岩城博昭

E霊長い 技術レポートE

1はじめに

本市は、兵庫県南東部に位置しており

人口が約 22万 6000人、市域は約

101.89km2で、南北に細長い形をしてい

ます。武庫川の扇状地に発達した南部

市街地は市街化区域となっており市域

の約1/3を占めております。また、市域

の約2/3を占める北部西谷地域は市

街化調整区域として定められ、自然が豊

かな農村田園地帯となっております。本

市は明治時代から温泉地として有名でし

た。明治19年に宝塚温泉が開発され、阪

鶴鉄道伺，JR)や箕面有馬電気鉄道(現

阪急電鉄)開業により、より多くのお客様

が訪れるようになりました。大正時代に発

足した宝塚婦人唱歌隊から発展した世

界的に有名な「宝塚歌劇」やアニメの神

様手塚治虫氏を記念した「手塚治虫記

念館J、かまどの神様「清荒神」、安産祈

願で有名な「大本山中山寺」など観光資

30Km 
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図1 宝塚市位置図
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源も数多くあり年間800万人を超える観光客が訪

れています。本市は昭和29年の市制施行以来、

大阪-神戸から約20km圏にあり、時間的に30分

程度とpう位置関係から阪神間のベッドタウンとし

て発展してきました。昭和40年代後半には日本一

の人口急増都市で毎年10%近い人口の増加が

あり、上水道を始め公園や学校等の社会資本の

整備に力を注ぎました。(図1 宝塚市位置図参

照)

2水道事業について

本市の水道は合併前の昭和27年に給水を開

始した小浜村と良元村の創設事業に始まりま

す。認可内容は、計画給水人口と計画給水量は

それぞれ20，000人、3，600m3j日でしたが、それ

以後7回にわたる拡張事業を実施し、現在は、平

成27年度を目標年次とした第7期拡張事業を実

施しております。事業概要は計画給水人口

245，000人、計画一日最大給水量113，800m3j日

で、主要な事業として、小浜浄水場整備事業(ク

リプト及び老朽化対策)と北部地域送配水施設

整備事業(簡易水道の統合)を実施しており、両

事業とも今年度内に完成する予定で鋭意施工

中です。

本市の水道施設は人口急増による影響や地

形的な要因により、比較的小規模な施設が数多

く存在しております。水源は、地下水(浅井戸6

本・深井戸19本)、河川表流水(武庫川)、ダム

水(川下川ダム)と多岐にわたり、浄水場は施設

能力5，000m3j日から25，000m3j日まで、7箇所、加

圧所は28箇所、配水池は46箇所となっており、

同規模の水道事業体に比べ施設を多く保有し

ています。また、管路施設は、導水管17km、送

水管71km、配水管686kmで、合計774kmとなっ

ております。

平成21年に地域水道ビジョンとして「宝塚市

水道マスタープラン」を策定しましたが、安定・安

心・継続等について今後の方針をとりまとめてい

ます。その中で、課題解決の方策として、水源の

確保、施設の耐震化、水質の向上等への取り組

みを求めています。

3管路施設について

管路施設は水道事業における施設の中でもエ

ンドユーザーに直接供給する役目を持った施設で、

事故等が発生すると即座に断水や赤水が発生

するなどお客さまの生活ヘ与える影響が大きい

施設であるとともに、水道事業における資産の中

でも非常に大きな割合を占めています。本市の

管路施設は昭和40年代の人口急増期に整備さ

れたものが多く、老朽化が進んでおり、その対策

が急がれております。また平成7年に発生した阪

神・淡路大震災により管路施設も大きな被害を

受け復旧に1ヶ月半を要した地域もあり、耐震化

が求められております。(写真1)

写真1 被災状況

(1)これまでの取り組み

平成11年度に管路更新計画を策定し、老朽

化対策と耐震化対策を策定しました。老朽化対

策として、主要な管路について線的な検証を行

い、管種、布設年度、水圧、外荷重等の項目につ

いて数量化し、スパンごとに集計し評価を行い、

最後に工学的検討を加え、5段階の優先順位付

けを行いました。大規模開発地等については面

的な評価を行し瓦ました。改良の優先順位につい

ては、外圧に弱い石綿管及び塩ビ管(表1:震災

による管種別被災状況、被害率参照)がまだかな

り残存していたため、まず石綿管と塩ビ管の改良

に取り組むこととし、現在、石綿管はほぼ全廃と

なり、塩ビ管の改良工事を推進しています。塩ビ

管の改良のめどが立った時点で鋳鉄管の改良に

着手する予定としています。(図2 管路更新計

画図参照)
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図2 管路更新計画図

阪神・淡路大震災による管種別被災状況

宝塚市被災箇所244カ所内訳

表1 管種別被災状況、被害率

管 種 被災箇所数

鋳 鉄 管 169 

石 綿 管 45 

塩化ビニール管 30 

また、鋳鉄管の老朽管改良対象路線は、異形

管等の内面に粉体塗装がなされていない昭和

56年以前に布設された管路を対象としており、

総延長約250kmとなっています。

次に耐震化計画については、施設の上流にあ

たる導水管、送水管についてはすべて耐震化

し、配水管については、呼び径150以上の管路

は耐震化するとともに呼び径150未満でも、緊急

避難所や病院等の災害時の復旧拠点となる施

設に至る管路は耐震化するとpう方針を立て計

画を策定しました。耐震化ルートは、管網計算に

よる流向を参考に極力配水池から防災拠点まで

の最短ルートととし、施工の優先順位については

管路延長(km) 被害率(箇所/km)

475.1 0.356 

16.4 2.744 

41.4 0.725 

老朽度、地盤特性(液状化)等を考慮して決定し

ました。(図3 耐震計画図参照)

(2)管路施設の課題

老朽化対策として、具体的な鋳鉄管の年度別

改良計画、施工延長、時期等は決定しておりませ

ん。年間約5，000m程度の改良工事を実施してき

ておりますが、下水道工事に伴う移設工事あるい

は道路改良工事に伴う布設替え工事等の他工事

関連工事に予算を割くことが多く、老朽化対策工

事の実施については十分ではありません。

耐震化対策については、北部西谷地域に多く

残存する塩ビ管について耐震化計画を策定して

おり、現在実施中ですが、南部地域の計画策定
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図3 耐震化計画図

が求められています。

(3)アセットマネジ、メント

本市の管路施設は人口急増期の昭和40年

代に布設されたものが多く、布設後40年を経過

する管路がこれから増加してきます。

鋳鉄管の耐周年数が40年となっておりますの

で、管路の健全性を維持するためには年間

45，000 

40，000 

35，000 

量30，000

!:!! 25，000 

20，000 

15，000 

10，000 

5，000 

。
昭2和5 30 35 40 45 50 55 

20km程度の更新工事を実施する必要性があり

ますが、人口減少や節水機器の普及等が水道

財政に及ぼす影響を考えると不可能に近い数字

であるといえます。アセットマネジメントlこ関する考

え方を導入した計画的・効率的な水道施設の改

築 ・更新計画を策定する必要があります。

平成
60 2 7 12 17 22 

図4 年度別布設延長
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4これからの取り組み

老朽化対策として、布設後40年で改良するこ

とは不可能であるため、管路の長寿命化をはかる

必要があります。本市においては、ポリエチレンス

リーブや防食ナットにより長寿命化をはかつてお

り、管路の布設年度別延長を基に、時間計画保

全に基づき使用実績を踏まえた更新基準を設定

し、取導水管、送水管は法定耐周年数 (40年)

で、配水管は60年で更新する事としております。

その結果、経年化管路は発生するが、老朽化管

路は発生しないものと考えております。なお、配

水管の更新基準を一律に設定しましたが、今後

は、管路更新計画等により、埋設環境に応じた更

新基準を検討していこうと考えております。本市

の場合、2027年頃から配水管の更新需要が増

加するものと予想され、2051年までに300億円

を超える資金が必要になってくるものと見込まれ

ます(図5 管路更新工事費参照)。その場合、

市内一円での更新工事が見込まれるので、資

金面、マンパワー等工事の実施方法を検討する

必要があるとともに、アセットマネジメントの考え方

を導入し、機能診断等による改良工事の前倒し

による平準化や長寿命化による使用年数の見

7，000 

6，000 

更新需要

5，000 

4，000 

3，000 

百万円 2，000 

1，000 

。

直しを検討するなど水道事業経営に及ぼす影

響を最小限に抑える必要があります。また、導水

管・送水管など基幹管路の更新方法について、

管路更新計画に基づいた実施計画を作成して

pきますが、その際、パックアッフ。の確保など、工

事期間中の給水確保方策を検討する必要があ

ります。

次に耐震化対策ですが、本市の地域防災計

画における想定地震動としては、有馬高槻構造

線を震源として、マクゃニチュード7・2の直下型地

震が発生し、震源付近では震度7また市内の広

p範囲で震度6強の強い揺れとなり、水道管路

施設においては市内全域で650箇所の被災を

被り、また火災も28箇所で発生し7000棟が焼失

するとされています。現在基幹管路耐震化計画

延長は約338kmとしておりますが、耐震化済み

延長は約25kmで、耐震化整備率は8.2%と低い

レベルにあり、管路の耐震化は大きな課題となっ

ています。本市は平成7年の阪神・淡路大震災

により非常に大きな被害を受けており、安定給水

をはかるために耐震化は重要な施策になってい

ますが、限られた予算の状況もあり、耐震化率の

向上は牛歩の知くとなっています。管路更新計

‘欣 )$<欣 ，1多〈 ‘1次 ，1多c ‘手ピ ，)$< .1次
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図5 管路更新工事費
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-配水管被災箇所

図6 阪神・淡路大震災による配水管被災箇所図

画策定時から時代も変わり、良好地盤に埋設さ

れているK形管は耐震性能を有していると判断

で、きるようになったので、平成22年において、耐

震化計画の見直しをする予定としています。地

盤の判定については、地質や液状化危険度を

考慮し、地質図や活断層図を元に良好な地盤の

判定をしていきますが、それら以外にも阪神・淡

路大震災の被災状況(図6配水管被災箇所

図)を考慮することで生のデータを活用することと

なり、より現実的な地盤判定が出来るものと考え

ています。

老朽管対策も耐震化対策も緊急かつ重要な

課題でありますが、予算の裏付けがなければ絵

に描いた餅になってしまpます。水道事業を安定

して継続していくために適正な更新工事のボリュ

ームを設定する必要があり、そのためにはよりレベ

ルアッフ。したアセットマネジメントを作成し、実行し

ていくことが必要であると考えています。

5最後に

平成20年度に策定した「宝塚市水道マスター

プラン」では、「安心J. I安定J. I持続J. I環
境J. I国際」とpう5つの課題に関して本市の目

指すべき方向性を定めておりますが、老朽管路

の更新や管路の耐震化を進めることは、お客様

の健康で文化的な生活を支え、安心・信頼に応

えることになり、マスクープランの目標の一つである

「安心」に関する課題解決になると考えていま

す。また、「安心」に関するもう一つの項目である

水質につきましては今後「水安全計画」を策定

することに取り組んでまpります。水道法第1条

にあります「清浄にして豊富低廉な水」の供給が

出来て当たり前ではありますが、お客様に安心し

て水道を使っていただけるように、水道施設の整

備に取り組んでまpります。
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山形市における
停留式耐震貯水槽(災害対策用小型湯水
機併用)の採用事例について

山形市上下水道部水道建設課布設係

主幹阿部博康

盤整;ふ: 技術レポート 1

1はじめに

山形市は山形県内陸部村山盆地の東南部に

位置し、東は宮城県境を南北に走る奥羽山脈、

西は朝日・月山連峰に挟まれており、面積381.58

km2を有し市域の約65%は丘陵地帯で、あり、市

街地は蔵王山系を水源とする馬ヶ崎川の扇状

地に三角形に形成されている。

人口は約25万4，000人で、春は霞城公園の

観桜会や植木市、夏は東北四大祭りに数えられ

る花笠まつりや俳聖芭蕉が俳句を詠んだ山寺

(宝珠山立石寺)、秋は馬ヶ崎川の河原での日本

一の芋煮会フェステイノVレ、冬は樹氷で名高い

蔵王スキー場と四季折々の風物詩等がある。

2山形市の水道事業の概要

山形市水道事業は、大正12年 (1923年)蔵

王連峰を源とする馬ヶ崎川の伏流水を水源に全

国49番目の近代水道として市内に給水したの

が始まりで、当時の計画給水人口は7万人、計画

1日最大給水量5.844m3、配水管総延長約

山 形 市¥

図1 山形市位置図
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48kmで、あった。

以来、産業経済の発展と近隣地域との合併に

よる市域の拡大と人口の増加に応えるため、県

営蔵王ダムや最上川など新たな水源の確保と、

第1次から第4次にわたる拡張事業を経て、平成

20年度末現在では、給水人口24万6，982人、普

及率99.93%、一日最大給水量は8万8，316m3に

達している。

現在、当市の水道事業は市民生活の重要な

ライアラインとしての使命を果たすとともに、お客さ

まから満足していただける水道を目指し、80余年

が経過している。

量から質、拡張から維持管理の時代に入って

からは、平成5年策定の「山形市ふれっしゅ水道

整備事業基本計画」に基づき、見崎浄水場への

高度浄水処理施設導入や老朽化した松原浄水

場の更新などに取り組んだ。

暮らしを支える水道施段
山形市の水調とE水区峨

.耐震貯水槽設置箇所

平成14年度に策定した「山形市第2次水道

事業基本計画21スタートフラン」は厚生労働省

が提唱する「地域水道ビジョン」の要件を満たし

ていたが、水道事業ガイドラインの業務指標を活

用するため見直しを行い、平成18年度に「山形

市第2次水道事業基本計画21スタートプラン

2ndステージ」を策定し、維持可能な水道事業を

実現するために必要な経営の健全化や老朽施

設の計画的な更新・改良、施設の耐震性の強

化、鉛製給水管対策、水運用体制の確立等、鋭

意事業を進め、これまで以上に安全で良質な水

道水の供給に努めている。また、災害時の飲料

水確保を目的に、市内6箇所に震災用緊急貯水

槽を設置するとともに、主な配水池には、緊急遮

断弁を設置するなど緊急給水拠点基地として機

能を持たせ、市民の飲料水確保に努めている。

図2 耐震貯水槽設置位置図

3災害時における応急給水施設の

整備目的

当市において、平成7年1月17日の阪神・淡路

大震災を教訓に、災害時における市民の飲料水

を確保するため、水道施設及び管路が破損し断

水した場合を想定し、平成7年度に「飲料水確
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保対策Jについての検討を行pi飲料水専用貯

水槽J設置を決定している。

平成20年度現在、耐震貯水槽が市内5箇所

に設置されている状、況で、あったが、山形市地域

防災計画では耐震貯水槽は分散設置すること

にしており、設置状況をみると、市内南西部には

耐震貯水槽がない状況となっていた。

また、災害時の飲料水の確保目標を1日に1人

3E とすると~JR山形新幹線西側地区の人口が

約 100，000人であるため、300m3以上の飲料水

が必要になるが、これまで、は200m3しか確保され

ていない状況で、あった。

そのため、市内南西部に位置し、災害時には、

応急給水・災害復旧拠点となる上下水道施設管

理センター隣接地に市内6箇所目となる耐震貯

水槽を設置したものである。

4耐震貯水槽設置についての検討事項

設置にあたっては、水道施設設計指針に基づ

き検討を行った。

水道施設設計指針より(抜粋)

【震災対策用貯水施設は、想定される地震に

よる水道施設の被害予測及び総合的な震災対

策計画等に基づいて設置場所を選定し、応急給

水人口に給水できる容量を決定し、既設送・配水

系統に影響を与えない位置関係を考慮して接続

しなければならない。

また、十分な水密性を有し、外部の管路が破

損した場合にも、施設内の水が流出したり、汚水

が流入したりしないような構造とするとともに、停

留による水質の劣化や残留塩素の低下等に十

分留意し、適切な施設管理を行い、水質の安全

確保に努めなければならなp】となっている。

( 1 )流入・流出管の整備ルート及び呼び径の検討

停留による水質の劣化や残留塩素の低下等

を防ぐ為には、耐震貯水容量の3倍以上の水量

(1日当たり)を常に循環させるのが望ましいが、

耐震貯水槽設置予定箇所周辺に埋設されてい

た配水管(呼び径75-100)必要水量が確保で

きなかった。そのため、循環に必要な小ブロック区

域の設定や、流入管ルート及ひ酉E水管呼び径の

見直しなど、検討を行った。

検討結果

①既設配水管の呼び径を増とする改良延長が

約 1km必要となり事業費が膨らむ。

②歩道内には多数の埋設物があるため、仮設や

移設が必要となり工事期間が長くなる。

③整備計画ルートが県道四車線の都市計画道

路となっており工事を行った場合、交通渋滞

等が予測される。

以上のことから、経費等を考慮し、従来建設し

てきた循環式での耐震貯水槽ではなく、水の停

留を前提とし、災害対策用小型造水機を併用し

た貯水槽(以下、停留式耐震貯水槽と呼ぶ)で

行えないか、検討することとなった。

(2)循環式耐震貯水槽カEら停留式耐震貯水槽

への変更検討

当市で設置した耐震貯水槽5基は、全て循環

式を採用していたが、今回設置予定の耐震貯水

槽を停留式で、検討を行った。

検討結果

既設配水管を使用することが出来るため、工

事期間の短縮や事業費が縮小できるが、反面、

停留による水質の劣化や残留塩素低下及び水

にアルカリ成分が溶け出し水質のアルカリ性化が

懸念される。

対応策としては、停留による水質の劣化や残

留塩素の低下は、災害対策用小型造水機を併

用し、停留水を再処理することで解決できた。

また、アルカリ成分が溶け出し水質がアルカリ

性化する問題については、従来の内面モルタル

ライニングを内面樹脂塗装で可能か確認する必

要が生じた。樹脂塗装管は、残留塩素減少率が

モルタルライニング管より少なく、耐アルカリ性もあ

りpH対策に有効とされているためである。

以上のことを踏まえて、循環式耐震貯水槽と

停留式耐震貯水槽の比較検討を行った。
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(3)比較検討結果

循 環 式 停 留 式

150，000千円 50，000千円
事業費

1kmの配水管布設替え工事費含む

事業期間
18ヶ月 5ヶ月

1kmの配水管布設替え工事期間含む

水 質 無 有

劣化問題 造水機併用

iv) 
緊 急 2基 盆E

遮断弁 水の流出・流入防止に仕切弁2基

v) 
維 持 有 有

管理費 緊急遮断弁の維持管理 造水機の維持管理・メンテナンス

評 価 。 。
以上のことから 停留式ダクタイル鋳鉄製耐

震貯水槽O1500mm 100m3 1基

設等が建設され、使用水量が増加した場合に

は、循環式に対応出来る構造とした。

内面樹脂塗装管と決定し、将来近隣に大型施

5工事概要

1 工事名

2 工事場所

3 工 期

4 工事概要

南石関地区耐震貯水槽設置工事

山形市南石関地内

着工 平成21年 7月 3日

完成 平成21年12月15日

耐震貯水槽100m3 1基

ダクタイル鉄管 LUF形 呼び径1500X5，000mm 11本

延長L=57.8m

帽・栓各1組

流入管 NS形呼び径150 延長L=50m

排水管 NS形呼び径150 延長L=20m
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耐震貯水槽断面図 ol500 V二100m3(分散型 )
ダクタイル鋳鉄管
い15ωx5000Lxl1本) 栓(由1500)

ト2SL醐よ→。。ι 醐ー」棚ーし側」てす汁→ω___l_捌ー」蜘十 蜘___l_糊-J42SI

エ櫨二1 珊
血 明叩

山

耐震貯水槽掘削埋設断面図

10600 

咽 世] 描「珊
山明

Y 1ヤ「

図4 耐震貯水槽断面図及び埋設断面図

写真1 設置状況

写真3 テストバンド、による水圧試験状況

{/ 

写真2 耐震貯水槽内部状況

写真4 給水装置部
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6停留による水質劣化や残留塩素低下

等の水質検査

停留式ダクタイル鋳鉄製耐震貯水槽の設置工

事が完成した後、三ヶ月間貯水したのち災害対策

用小型造水機で再処理した水においても水質

検査を行ったが、残留塩素・アルカリ性化等の水

質基準に異常は無く、災害時の飲料水確保目標

をクリアできた。

写真5 耐震貯水槽と災害対策用小型造水機接続状況

写真7 水質試験状況及び処理水採取状況

8おわりに

今回建設した耐震貯水槽は、災害時の飲料

水確保が目的であるが停留式であるため、水質

の劣化や残留塩素低下等の問題があり、直接耐

震貯水槽より応急給水が出来ない課題を、災害

用小型造水機を使用し停留水を再処理すること

で解決できた。

今後は、停留水の水質検査を定期的に行い、水

質劣化や残留塩素低下等を把握し耐震貯水槽

ア災害時における耐震貯水槽及び

災害対策用小型造水機使用訓練

今回設置した停留式耐震貯水槽は、当市でも

初めて採用したため、職員に対し災害対策用小

型造水機を使用して、災害時における応急給水

訓練を実施し、作業手順等を確認した。

写真6 災害対策用小型造水機操作状況

写真8 応急給水状況

の、水の入替え時期等を決定する事が必要である。

最後に、水質がアルカリ性化する問題につい

て、内面樹脂塗装管を使用することで解決した。

しかし、100m3の耐震貯水槽を呼び、径1500で設

置した場合、管延長57.8mと長くなるため、更なる

大口径への塗装技術の進歩に期待するものであ

る。



50 ダクタイル鉄管

|Technical Report 謹

災害に強い水道を目指して
~耐震貯水槽の設置~

佐賀市水道局

工務課長川副直文

平成22.10第87号

監11 技術レポート|

1佐賀市について

佐賀市は、平成17年及び平成19年の2度の

合併で、北は福岡県福岡市や糸島市、南は九州

ーの大河川である筑後川を挟んで福岡県大川

市と隣接する南北に長い市になりました。

佐賀市の北部には「ぬる湯」で知られる古湯

温泉や熊の川温泉があり、名物の鯉料理が示す

ように清流に恵まれています。南部は海苔の生

産高日本一の有明海に面しており、日本では有

明海と八代海の一部にしか生息していないムツ

ゴロウがシンボル的な存在として知られていま

す。平野部では、クリークが縦横に走っており、少

ない水を融通し効率的に使う工夫が近世初期か

ら形づくられています。

また、今年の2月には「トンボ飛び交うまち佐

賀」として、環境都市宣言を行いました。佐賀の

自然を未来に受け継ぐために、様々な施策に取り

組んでいるところです。

図1 佐賀市水道事業の概要
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2水道事業の概要

佐賀市の水道事業は、平成17年10月の市町

村合併に伴い、それまでの佐賀市・大和町・諸富

町の水道事業を統合し、新たに佐賀市水道事業

として発足しました。

乙の内、諸富町については、佐賀東部水道企

業団の構成市町であり、水道事業の全般を同企

業団に委託しています。

また、平成19年 10月の南部三町(川副町・東

与賀町・久保田町)との合併においては、事業統

合は行わず、現在、佐賀市の行政区域内には3

つの水道事業が存在しています。

【佐賀地区】

佐賀地区では、藩政の初期に市内を流れる多

布施}11を改良し、現在では一級河川である嘉瀬

川の清流を佐賀城下に導いて住民の生活用水

として利用していました。

しかし、明治時代に入ると年々川の水質が悪

化し、伝染病の大流行もあり、上水道の布設の要

望が高まったことから、大正3年に創設の認可を

受け、大正5年に市内3ヶ所の水源地から2，300

戸に給水(日量4，500m3)を開始しました。

その後、人口の増加と生活様式の変化により

大幅に需要量が増大し、地下水規制法の施行も

あったことから、水源をそれまでの地下水から河

川表流水に求め、多布施}11から取水許可を得

て、左岸に神野浄水場(日量50，000m3)、右岸に

神野第二浄水場(日量35.000m3)を整備し、合

わせて日量85，000m3の施設能力を有する施設

となっております。

また、平成4年には当時の水需要予測を基に、

佐賀県の東部地区で構成された佐賀東部水道

企業団から日量42，890m3の受水が可能となり、

二元給水方式による安定的な給水体制が確保

されております。

【大和地区】

大和地区では、昭和35年にそれまで点在して

いた12の組合営の簡易水道を公営として順次

引き継ぎ、平成4年に全ての簡易水道事業を統

合し、大和町上水事業として発足しました、

その後、伸び続ける人口増加に対応するため、

給水区域の拡張を図る一方で、地下水源の水

量不足などを要因として平成12年には川上浄

水場を整備し、日量7.610m3の給水能力を有し

ています。

【諸富地区】

諸富地区では、昭和32年に筑後川を水源とし

た水道事業の創設認可を受け、昭和35年から

給水を開始しました。

水道利用者の増加と生活環境の変化により

水不足が生じ、さらに水源水質の不安定化が顕

著となったため、県営工業用水道事業からの暫

定分水を水源とした浄水場の新設に着手し、昭

和51年に完成しました。

これにより安定給水を確保し、昭和55年には、

普及率も100%に達し、平成6年には佐賀東部

水道企業団ヘ事業統合して日量7，350m3の協

定水量を確保しています。

3災害対策について

平成19年3月に策定した「佐賀市水道ビジョ

ン」では、その基本方針の一つに「災害に強い水

道」を掲げています。

その中で「施設の耐震化」や「ノfックアップ。機

能の強化」とともに、災害対策として「応急給水

体制の確立」と「災害復旧体制の確立」、「災害

対策マニュアル、災害応援協定の充実」を図っ

ています。
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地震時などの大規模な災害の発生により、浄

水場や配水管が被災して配水ができなくなった

場合には、配水池の貯留水を応急給水に利用

し、避難所や病院・福祉施設などを対象に応急

給水を実施することとし、これに使用する給水タ

ンク車や車載用タンクを計画的に整備するととも

に、ポリタンクや給水袋などの応急給水資材につ

いても計画的な備蓄を行っています。

しかしながら、水源から遠い地域では、災害時

には道路やクリークにかかる水管橋の寸断などで

給水車が配車できない恐れが高く、そうpう地域

で「災害に強い水道」を目指すためには、耐震性

貯水槽が有効であり、設置検討を行いました。

4耐震貯水槽の設置

(1)貯水槽設置について

近年、大型地震が多発する中で、全国各地で

緊急避難場所や公共施設の敷地内などに耐震

性貯水槽が設置されています。

佐賀市では「災害時などのライアラインを維持

する上で最低限の確保は必要」なことから、水源

である神野浄水場から遠く、嘉瀬地区の緊急避

難所に指定されている嘉瀬小学校に耐震貯水

槽を設け、緊急時の応急給水拠点とするものとし

ました。

図3 嘉瀬小学校の位置

佐賀市水道局では、九州各県の水道事業体

と災害時の応援協定を結んでおり、3日あれば応

急復旧が可能であることから、貯水槽の容量は、

計画避難人口5，000人に対し1人1日31Zの水を

3日間給水できる量としました。

したがって、貯水槽の容量は、

容量(m3)=計画避難人口X3('~ぷ /日・人)

X3(日)/1000 

= 5，000 X 3 X 3/1000 = 45 ~ 50m3 

であるため、50m3としました。

(2)貯水槽の構造形式

貯水槽の構造は、容量が50m3で、あることから、

「地下埋設型」とし、材質は施工性、経済性、維持

管理の観点からダクタイル鉄管を採用しました。

ダクタイル鉄管による耐震貯水槽は、配水管の

一部に大口径のダクタイル鉄管を組み込み、貯

水槽の役割を果たさせるもので、、平常時は水道

管路の一部として機能し、地震などの災害時に

は管路が破損しても、貯水槽への流入出管路の

緊急遮断弁が閉じることで水槽内の水が貯留さ

れ、緊急用水源として活用することができます。

ダクタイル鉄管による貯水槽の特徴として、

①強度が大で、両慢性、水密性に優れている。

引張強さ420N/mm3以上、伸び10%以上

の強度を有し、内外圧に対する安全性が高

く、阪神・淡路大震災で耐えた実績がある。

②停滞水の懸念がなく、飲料水として使用で

きる。

配水管路の一部を形成しているため、水の

停滞がなく、常に清浄な水が確保される構

造となっている。

③貯水規模および形式が選択でき、設置場所

の制約が少ない。

パイプ構造で、呼び径、長さ、形状などが選

択でき、校庭、公園、広場、駐車場、道路下

などに埋設し、地上は有効活用できる。

④耐久性に優れている。

鋳鉄としての優れた耐久性を有し、かつ、内

面にモルタルライニング、外面に防食塗装を

施しているので耐久性がある。

なお、ポリエチレンスリーブ被覆工法を併用
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すれば一層効果的である。

⑤施工性が良い。

施工性が良いので、工期が短縮できる。

が挙げられます。

また、災害時の給水には、手押しポンプおよび

エンジンポンプのどちらでも給水でき、停電時にも

対応で、きるようになっています。

5耐震貯水槽設置工事

(1)耐震貯水槽の仕様、規格

今回、設置した貯水槽は、JDPAG10411ダク

タイル鋳鉄製貯水槽(耐震用・緊急用)Jに基づ

いたものであり、各部の仕様を下記に示します。

0*ひ、径:: 1500 

貯水槽形式:分散型

容量:50m3 

継手形式 :LUF形

長さ:28.85m 

緊急遮断弁:圧力低下検知式、

自動手動復帰兼用型

(2)耐震貯水槽の設置

貯水槽は嘉瀬小学校のグラウンド内に設置し、

児童への安全性を考慮、してフェンスで、囲い、夏

休み期間中に工事を行いました。

夏休み期間中に工事を完了させる必要がある

ため、貯水槽は比較的簡単な構造である「分散

型」としております。

貯水槽の設置位置と構造は下記の通りです。

円

山

口

図4 耐震貯水槽の設置位置

_.:t._旦J止一

且ムE宣 _._... . 且且H

A叫止~主人司 ..，J.!.L .J.叫~主人、 ノ戸旦

1串鼎一十十→半どと辺i江叫1

I 1 t ‘.1 …《川川n仁 1 .…:0川a肘 ぐ 1"，川..11 11 

図5 耐震貯水槽の構造(分散型)
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(3)耐震貯水槽の施工状況

耐震貯水槽は8月4日から工事現場にて施工

写真1 貯水槽の吊込据付

写真3 継手接合工

写真5 地域説明会

を開始し、28日に緊急遮断弁室を含む本体の設

置工事が終了しました。

ム;
仇 ・l!!!!IIOOiIII地心

-・a
唱・・・『'

E
 

写真2 貯水槽の設置

写真4 緊急遮断弁室

写真6 演習風景
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6おわりに

今後の課題として、老朽管はもとより幹線配水

管の更新、災害時に向けた各連絡管の整備等、

様々な問題が山積みするなか、災害に強い水道

を目指し、水道局一丸となり、先人達が築き上げ

てきた水道を次世代に安心して継承できる様、努

めていきたいと考えております。

また、今回の緊急貯水槽設置工事に際し、地

元の皆様を始め、自治会、福祉協議会、小学校

並びに関係団体の皆様からご協力いただきまし

たことに、あらためまして感謝申し上げます。
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今号の概要

水道事業への展望一人づくりとものづくり一

新潟市水道局技術部長水道技術管理者工学博士大沼博幹

水道事業の使命は安全でおいしい水を安定して供給すること可市民から信頼される水道であること

です。そこにプラスアルファとして良好な水道を次世代に引き継ぐことも重要です。今回のレポート

において、人口減少社会を迎えた中で、水道事業が抱える課題を抽出し、その対策と今後の事業計

画、効率的なものづくり、「人づくり」について報告しています。

緊急貯水槽の設置について一災害に強い水道を目指して一

苫小 牧 市上下水道部水道整備課課長岩田康幸

苫小牧市は、人口約17万4千人、北海道の中央部に広がる石狩低地帯の最南部に位置しています。

水道事業は、昭和25年に創設事業として認可を受け、昭和27年に給水を開始しています。平成20年に

策定された「苫小牧市水道ビジョン」の基本理念の一つである「災害に強い水道」を目指し、平成２１

年度から緊急貯水槽の設置を計画されています。今回のレポートでは、貯水槽の配置や容量、構造形

式、材質などの検討、実際の施工から設置に至るまでを報告しています。

小規模水道事業体でもやればできるアセツトマネジメントー矢巾町水道頭業の実践から－

矢巾町上下水道課主任主事吉岡律司

矢巾町の水道事業は1963年に創設認可以来、２回の拡張事業を実施し1990年から第３次拡張事業を実

施しており、普及率は97％に達しています。今回、矢巾町水道事業の取り組みの中で重要と考えられ

るポイントを紹介し、同時に水道のアセットマネジメントについての考えを報告しています。

国営農業水利事業における地すべり地帯へのＮＳ形ダクタイル鉄管適用事例
馬淵川沿岸農業水利事業所次長三浦耕三

国営馬淵川沿岸農業水利事業により、馬淵川から湯田揚水機場にてかんがい用水を取水し、右岸幹

線用水路を経由して湯田吐出水槽まで圧送した後、右岸支線用水路を経由して各受益地へ供給するパ

イプラインがあります。このパイプラインの一部区間が地すべり防止区域内での施工となり、その対

策としてＮＳ形ダクタイル鉄管を採用した設計、施工例を報告しています。

中能登町における水道事業の課題と施設整備計画について

中能登町上下水道課主査中村中

中能登町は平成17年３月に3町が合併してできた新しい町です。水道事業は、給水人口18,806人、９９．４

％の普及率となっています。今回のレポートでは、町の総合計画を実現するために、計画の基本理念や

国の水道ビジョンを踏まえ、「自然の恵み、これからも安全・安心な中能登町の水」を基本理念とする

目標を設定されました。その中の水道事業の課題と施設の整備計画について報告しています。

西宮市水道施設整備計画とアセットマネジメントを取り入れた老朽管更新の考え方
西宮市水道局工務部配水課計画給水チーム係長山崎勝博

西宮市は、兵庫県の南東部に位置し、水道事業は平成20年度末で給水人口479,060人で、一日最大

配水量は179,710,3となっています。今回のレポートでは、平成13年に策定された西宮市水道施設整

備計画（平成20年８月改定）における管路整備の方向性や更新の方針などを報告しています。

基幹管路の更新と耐震化検討一名護～本部送水管について一

沖 縄 県企業局建設計画課計画課長東恩納宏

沖縄県の人口は、138万人で、そのうち約8割は沖縄本島の中・南部に集中しています。今回、埋設年

数が約40年を経過した名護～本部送水管の施工と腐食性環境が相まって、腐食事故が発生するなど、管

路の老朽化が懸念されています。今回のレポートでは、管路の腐食老朽度評価および想定地震動での耐

震性評価を踏まえた耐震化の必要‘性を検討し、今後の更新、耐震化の検討について報告しています。
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1 .はじめに

水道事業の使命は安全でおいしい水を安定

して供給すること、市民から信頼される水道であ

ること、そして良好な水道を次世代にヲ|き継ぐこと

にあると考えている。

この使命を果たしていくためには、日常の運転

管理、維持管理、品質管理を着実に実行するこ

と、事故・災害に強い水道を構築すること、施設

の老朽度を適切に評価し効率的な更新を実施

新潟市水道局技術部長

水道技術管理者

工 学 博 士 大 沼 博 幹

u削111聞11聞11捌11聞11ι~ I目11聞11削1111聞1111 l. 1即111 1削1111111

することであり、そしてこれら業務を適切に実行で

きる人材育成が最も重要な課題である。

人口減少社会を迎え、今後の厳しp経営環境

を乗り越え事業を持続していくためには、経営資

源である「ヒト、モノ、カネ」の有効活用であり、最

終的には「人づくりと効率的なものづくり」にある

と思う。以下、常日頃考えていることを述べてみ

たい。

表1 浄水場運転の管理目標値と異常値の定義(例)

異常時の定義と対応
管理目標値

一次体制 二次体制 三次体制

原水濁度 200度超、上昇傾向 300度超、上昇傾向 1000度超

原水PH値 7.3超、水温25
0

C以上 7.5超、26
0

C以上

沈澱水濁度 0.4-0.6度 0.8度超、上昇傾向 1.5度超、上昇傾向 2.0度超、上昇傾向

ろ過水濁度 0.04度以下 0.07度以下を維持不可 0.08度維持不可 0.09度維持不可

配水PH値 7.5 

*一次体制:監視強化・情報連絡、二次体制:緊急動員、三次体制:取水制限・停止など
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2.水道事業に必要な技術

2-1運転管理、維持管理、品質管理の確実な実施

(1 )運転管理に関する技術

浄水場の運転管理や送水・配水ポンプの運

転管理を確実に実行しなければならない。この

ためには沈澱処理水やろ過水、最低保証水圧

などそれぞれのプロセスで管理目標を定め、この

目標を達成するための方策を明確にしておく必

要がある。具体的な事例をpくつかあげると次の

とおりである。(表1参照)

①沈澱処理水の管理目標値の設定と異常時

対策

②ろ過水の管理目標値の設定と異常時対策

③配水池残留塩素濃度の目標値設定と異常

時対策

④管網末端の残塩・水圧の管理目標値設定

と異常時対策

また、近年進められている浄水場運転監視業

務などの委託においても局職員が最終責任者と

しての役割を果たす技術力が必要である。

(2)維持管理に関する技術

浄水場・配水場の電気・機械設備の維持管

理については、予防保全を励行することが基本

であり、日常の保守管理があってこそ異常事態

への速やかな対応が可能となる。また、職員が設

備・システムの内容をよく理解することで、設備の

老朽度の評価や効率的な設備投資を計画でき

る技術力を確保していくこととなる。

管路の維持管理における代表的な業務とし

ては、バルブの位置や開閉状態の把握、正確な

分り易Pl万分の1管路図の整備、断水工事の

適切な執行などがあげられる。地下埋設された

配水管の管理にあたり、正確な管路図が無けれ

ば手も足も出なくなる。分り易い管路図の整備

や精度向上には十分に経営資源が配分される

べきである。

そして、これら維持管理情報の精度向上が効

率的なアセットマネジメントの基礎情報となること

を十分に認識する必要がある。

(3)品質管理に関する技術

品質管理は水道事業の基本であり、「安全で

おいしい水の提供」なくして水道事業は成り立

たないとd思っている。この分野では様々なツール

が用意されており、事業体としてはこれらのツー

ルをうまく活用することが大切である。当局の事

例は次のとおりである。

①水質の管理目標値の設定とその対策(表

2参照)

② 「水道GLPJの取得と継続

③ 「水安全計画」の策定と確実な実行

表2 水質管理目標値(給水栓)

項目 管理目標値

総トリハロメタン濃度 水質基準値の50%以下

農薬濃度(比の総和) 管理目標値の10%以下

残留塩素濃度 0.5mg/L以下

臭気強度 2以下

2-2事故・災害に速やかに対応できる技術

水道が市民から信頼されるためには、大規模

な事故や災害に速やかに対応しなければならな

い。このためには「計画カと現場力」を有し、個々

の施設の特徴を理解しつつ水道システム全体を

傭搬できる技術者が必要である。また、日常の運

転管理、維持管理、施設評価を通して施設をよく

知っている現場技術者の力が大切である。

H20達成率 検査数

100% 48件 (12箇所X4回)

100% 2432件 (38項目X16回X4系)

81% 1152件 (96箇所X12回)

100% 48件 (12箇所X4回)

例えば、配水管網の水理的な余力や弱点、老

朽管の有無、耐震化の状況、内面腐食状況、パ

ックアッフ。機能、当該浄水システムの特徴、電気・

機械設備の老朽化、過去のトラブル事例などを

職員がよく理解していることが緊急時の速やか

な対応の条件である。

また、危機事象の定義を明確にし、速やかな情

報伝達と市民向けの速報が危機管理の要であ
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り、これらの課題に適切に対応する力が必要であ

る。

2-3効率的な設備投資を判断する技術

水道は装置産業であり、効率的な施設運用と

設備投資が事業経営の要諦である。

このためにはインハウス技術者がそれぞれの

施設の耐久性や耐用寿命、水理特性、耐震性

能、パックアップ。機能など、水道システムの長所・

短所をよく理解していなければならない。そして、

限られた経営資源である「ヒト、モノ、カネ」を有効

に生かすことが最も大切である。効率的な設備

投資を行い、水道事業を持続させていくために

は、最終的には「人づくりと効率的なものづくり」

が原点と思う。

3.長期的視点に立った施設整備のあり方

効率的な施設整備を進めるためには、厚生労

働省の定めた「水道事業におけるアセットマネジ

メントに関する手引き」にも示されているとおり、施

設の老朽度評価と長期的視点に立った更新の

見通しを明らかにし、この長期構想、を背景に中長

期施設計画と短期的な実施計画の策定が必要

である。

当市では40年後 (2050年)を想定した超長期

施設整備構想を策定しているが、以下構想の概

要とそこから明らかとなりつつあることについて浄

水配水施設と管路施設に分けて述べてみたい。

3-1浄水・配水施設の耐用寿命と整備構想

(1 )対象施設

当市では広域合併後の効率的な水運用のた

め、浄水場の統廃合を進めているが、アセットマネ

ジメントの対象としては、今後も継続使用する5

取水施設、6浄水場、 13配水場の土木施設、電

気・機械設備とし、施設能力は440，000m3/dとし

ている。

(2)施設・設備の耐用寿命(更新周期)

アセットマネジメントにおいては施設の老朽度を

評価し、実際に使用可能な寿命(耐用寿命=更

新周期)を定め、施設の更新需要を算定しなけ

ればならない。効率的な設備投資のためには設

備ごとの耐用寿命の算定が重要なポイントであ

る。

当市では、これまでの維持管理実績を踏まえ

表3のとおり耐用寿命を定めた。主なものは以下

のとおりである。

表3 浄水施設耐用寿命例(更新周期)

コンクリート構造物

構築物の内面防水

受変電設備

電気設備

自家発設備

配水ポンプ設備

消毒設備

薬品注入設備

沈澱池機械設備

ろ過池電気設備

監視制御装置

①土木施設

機能保全のため30年で内面防食の実施。適

切な維持管理によりコンクリート構造物は100年

以上の耐用寿命を想定。

耐周年数 更新周期

60年

20年

20年

15年

15年

16年

16年

17年

17年

10年

100年以上

30年

35年

35年

35年

35年

30年

30年

40年

30年

23年

②建築施設

屋上防水を20年、外壁補修を30年で実施。

適切な維持管理で100年以上の寿命を想定。

ただ、し、建物の設備更新は別途対応。
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③電気・機械設備

適切な維持管理を前提に耐用寿命の基本を

35年とし、設置環境や施設の重要度を考慮して

施設別に設定。

(3)施設の更新需要

更新需要算出の基本となる更新単価はこれ

までの決算から単価を想定し、施設別に更新費

用を算出した。将来の更新需要を図1に示す。

なお、乙の事業量には施設個別の更新費用の外

に毎年度経常的に行われている小規模な施設

更新費用も含めている。

(4)アセットマネジメントから学ぶこと

浄水・配水施設においてはコンクリート構造物

の寿命がアセットマネジメントlこ大きく影響する。コ

事業費(百万円)

2.500 I 

2，000 

1，500 

1，000 

500 

2015 2020 2025 2030 

西
暦
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D
 

ハUn
4
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図1 浄水・配水施設長期構想、の更新需要ク、ラフ (2010，__2050年)

ンクリート構造物を継続使用できれば主要な事

業は設備更新となり、更新費用を抑えることがで

きる。しかし、コンクリート構造物の造り替えが必

要な事態となれば、浄水場・配水場の抜本的な

更新となり事業費も膨大となる。

コンクリート構造物の寿命評価が今後の重要

な課題になると考えているが、少なくとも定期的

に防水や防食を施し、施設の老朽化進行を大

幅に遅延させることが次世代に良好な資産を引

き渡すキーポイントと考えている。

浄水場・配水場の中には休止できない施設が

多くある。例えば、着水井や洗浄タンク、ろ過池集

水渠などの休止困難な施設についても長寿命

化のため積極的なメンテナンスが必要であり、こ

れを支える技術開発が必要である。

また、必要最小限の電気・機械設備に関する

議論も必要である。土木構造物に比べて電気・

機械設備の耐用寿命は短いことから、将来の更

新費用最小化のためできるだけシンプルな設備、

簡易な制御を心がけるべきである。水需要が減

少している今日、施設にも余裕が生まれており、こ

の余裕を活用し設備や制御の簡素化が図られ

るべきと思う。

3-2管路施設の耐用寿命と整備構想

(1 )対象施設

アセットマネジメントの対象管路としては、取水・

導水管(12km)、送水管 (42km)、配水幹線

(208km)、配水支管 (4，399km)の総計約

4，600kmを対象としている。

(2)管路の耐用寿命(更新周期)

管路の更新周期の算定においては、はじめに

管種別の管路の基本耐用寿命(表4、DIP関

係)を定めこれに重要度係数(表5)を加昧し更

新周期を算出した。
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更新周期=基本耐用寿命×重要度係数

(3)管路の更新需要

管路の更新需要を図2に示す。なお、管路に

ついては長寿命化の効果をみるため2100年ま

での更新需要も積算した。これらの結果から次の

事項を読み取ることができる。

①すでに耐用寿命を経過した管があるが、これ

は新潟地震の復旧で布設された管路が更

新時期を迎えたものである。現在計画的に

更新を進めているが、広域合併に伴う浄水

場の統廃合後に集中的に更新する予定で

あり、これが終了すると暫くは更新需要の少

ない時期を迎える。

②その後2035年頃から更新のピークを迎え、

この期間が概ね25年間続くこととなる。こ

のピークを緩和するために、基幹管路を中

心に更新の前倒しが必要になると思われ

る。

③ 2060年頃から再び更新需要の少ない時

期を迎え、ほぼ15年間更新需要がゼロの
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管路の重要度係数

区分 重要度 管路延長

重要度A 10万m3/d以上の導送水管 0.85 15km (0.3%) 

重要度B
3-10万m3/dの導送水管

0.90 46km (1.0%) 
700mm以上の配水幹線

2-3万m3/dの導送水管
重要度C 500mm -600mmの配水幹線 0.95 99km (2.2%) 

重要施設向け配水管

重要度D
1-2万m3/dの送水管 1.00 102km (2.2%) 
400mmの配水幹線

重要度E 200mm以上の配水支管 1.05 786km (17.2%) 

重要度F
100mm以上200mm未満

1.10 2，010km 
配水支管 (43.8%) 

重要度G 75mm以下配水支管 1.15 
1，526km 
(33.3%) 

表5管路の基本耐用寿命 (DIP関係)

基本耐用寿命 対象管路

耐用寿命40年 CIP 

耐用寿命50年 DIP 

耐用寿命100年 ポリスリーブDIP

表4

耐用寿命=基本耐用寿命*重要度係数
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時期がある。これは管路の長寿命化の効果で

ある。当市では1994年からすべてのダクタイ

ル鉄管でポリスリーブ被覆を採用しており、こ

の効果が2060年以降の更新需要の縮減に

現われている。ちなみに、1980年頃からポリス

リーブ被覆全面採用の事業体があると聞く、先

見の明に敬服する次第である。

(4)アセットマネジメントから学ぶこと

長期的に見たとき長寿命管網を構築すること

が最も効率的な投資となる。1100年管網」の構

築が将来のためのキーワードになると思う。

アセットマネジメントの精度を上げるためには、

既設管路の耐用寿命の評価がポイントである。

管外面の老朽度評価については、腐食性土壌

の分類や地下水の影響など今後研究が進むこ

とを望むものである。管内面の老朽化について

も、モルタルライニング劣化の定量化やゴム輪の

耐周年数に関するデータの蓄積などが必要であ

る。

また、水道事業体が日々の水道管工事から老

朽化情報を集め、この情報をデータベース化し経

年管更新に反映していくことが大切なことであ

る。

同時に水道工事庖に良い施工を促す施策も

必要である。漏水原因を分析していくと施工に

起因する事例も時々見受けられる。材料の選

定、設計、施工の三拍子が揃わないと 1100年

管網」は構築されない。入札制度において技術

力を評価する「総合評価方式」の積極的導入も

必要である。

3-3今後の課題

(1 )将来の姿と当面の課題

国立社会保障・人口問題研究所の人口予測

(中位置推計)によると、現行1億2，700万人の

人口が40年後の2050年には25%減の約9，500

万人と推計されている。

少子高齢化について今後政府がどのような

政策を打ち出し、どのような社会を目指すのか、

これは政治の問題であり、水道事業者が将来の

姿を見通すことは非常に困難である。自信をもっ

て2050年の水需要を予測し、財政見通しを立

てることは神業に近いと思う。

このような状況にあって、いま水道事業者がし

なければならないことは、施設の老朽化を適切に

評価し、優先順位を明確にして、収入を腕みなが

ら計画的に施設更新を進めることである。超長期

施設整備構想、のもと中長期施設計画を定め、財

政計画と整合した実施計画のもと事業展開する

ことが大切である。

(2)施設の長寿命化

効率的なものづくりの基本の一つは長寿命

化にある。1100年管網」など新たに造る施設は

長寿命であることが当然であるが、既存の施設の

長寿命化が技術的課題の一つになると思う。コ

ンクリートの塩害・防食・中性化対策、設備のシン

プル化、管路の老朽度評価・延命対策などが今

後のキーワードになると考えている。

4.おわりに

経営の神様と言われた松下幸之助氏の言葉

に「企業は人なり」とある。改めて意味の深い言

葉と思っている。

人口減少社会を迎えた今日、水道は水需要の

減少、施設の老朽化、高品位の水質確保、災害

対策の強化、技術の継承など多くの喫緊の課題

を抱えている。

水道GLP、水安全計画、水道ビジョン、アセット

マネジメント、施設設計指針、維持管理指針、耐

震工法指針など、水道界では困難な時代を乗り

越えるための多くのツールが用意されている。

改めて言うまでもないが水道は装置産業であ

る。様々なツールを活用した「効率的なものづく

り」が水道事業の持続と良好な水道を次世代に

引き継ぐ根本にあると思う。そして効率的なもの

づくりを成し遂げるためには「人づくり」が原点に

あると考えている。
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苫小牧市上下水道部水道整備課

課長岩田康幸
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する工業基地を始め、石油備蓄基地や道内初の

油ガス田を抱えるエネルギー基地、さらには、廃家

電リサイクル企業や廃フ。ラスチック発電所が稼働

するリサイクル産業基地などが集積する工業都

図1

オホーツク海

苫小牧市の位置

太平洋

1 .苫小牧市の概要

苫小牧市は、人口約17万4千人、北海道の中

央部に広がる石狩低地帯の最南部、太平洋を

望む勇払平野に位置しています。特定重要港

湾「苫小牧港」や北海道の空の玄関口「新千歳

空港」を擁し、道都「札幌市」にも近接する、海と

空と陸の流通拠点都市として発展してましミりまし

た。

その歴史は、寛政12年(西暦1800年)、広大

な勇払原野に八王子千人同心が開拓のクワを

入れたことに始まります。以来、農業・漁業・林業

などの第1次産業に依存していた苫小牧は、明

治末期の製紙工場の立地を契機に、工業都市

として歩み始めました。

その後、世界初の内陸掘込み、港の築造によっ

て飛躍的な発展を遂げ、現在では、北日本最大

の国際貿易港を有する都市に成長しています。

紙・ノりレプや自動車部品、金属加工などを主と
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市として、進展しています。

一方、水揚げ全国一を誇るホッキ員をはじめと

した漁業や樽前牛(たるまえぎゅう)に代表される

畜産業など、食糧生産でも当市は重要な役割を

担っています。また、自然環境においては国内初

のバードサンクチュアリやラムサール条約登録湿

地に認定されたウトナイ湖を背後に持ち、世界的

にも珍しい三重式活火山である樽前山(たるまえ

ざん)、その裾野には5つ星に認定されるオートキ

ャンフ。場などがあり、自然豊かな緑と水のまちでも

あります。

2.水道事業の概要

当市の水道事業は昭和25年に創設事業とし

て認可を受け、昭和27年に市内の一部に供給

を開始したのが始まりです。

その後、昭和38年の苫小牧港の開港とともに、

拡張の時代に入り、昭和40年に第1次拡張事業

によって緩速ろ過方式の高丘(たかおか)浄水場

が稼働し、その後の第2次拡張事業において昭

和 52年に急速ろ過方式の錦多峰(にしたっぷ)

浄水場を稼働させています。現在は、計画給水

人口18万2千人、計画最大給水量8万5百m3
/

日で、事業を行っています。

2つの浄水場は、いずれも河川表流水を原水

としており、さらに非常用として2個所の地下水源

を持ち合わせています。緩速ろ過方式の高丘浄

水場は、市内配水量の約62%、急速ろ過方式の

錦多峰浄水場は約38%を担っています。

その配水管路延長は、平成20年度末で̂l，l63km

(導送水管13km、配水本管80km、配水管1，

070km)となっています。

- 浄水施t量
品 配水泡・n水範録 音ポンブ蹴

太平洋

図2 苫小牧市水道事業施設概要図
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3.水道事業の課題と対策

前述したように、当市の北西には、火山ガスや

火山灰噴出に対する警戒が必要な標高1，041

mの活火山、樽前山があります。

この樽前山は、過去に5度の大噴火を起こし

ており、近年では、昭和56年の小噴火に留まっ

ているものの、一度噴火すると降灰などによる影

響が大きく、特に西側に位置する錦多峰取水場

では河川表流水を取水できなくなる危険性があ

ります。

また、当市においては過去に幾度かの地震に

より大きな被害を受けており、東西に長く、南北に

多数の河川が市街地を貫流するとpった地勢

条件から、道路の寸断や橋梁の被害に伴って、

市街地が分断される危険性もあります。

このように、火山の噴火や地震などの自然災

害に対して、被害の影響を受け易い街とpうこと

から、重要なライアラインである水道施設について

4.緊急貯水槽の検討

1 )配置

「苫小牧市地域防災計画」で指定されている

避難所を基に、災害避難所の現状、収容人員・

既存施設の耐震化状況や貯水槽設置の可能

性を把握した上で検討を行いました。全22箇所

も災害対策の充実が求められています。

こうした状況を踏まえ、平成20年に策定した

「苫小牧市水道ビジョン」では基本理念の一つ

である「災害に強い水道」を目指し、災害対策の

充実を図ることとし、そのー施策として「緊急貯

水槽の設置」を挙げています。

緊急貯水槽の設置は、災害時の初期の応急

給水活動が円滑に行えることから、飲料水確保

による被災住民の生命維持に寄与し、市民の日

常生活においての精神的安定感を与える効果

も期待できることになります。

そこで当市では、厚生労働省の補助金制度

(水道水源開発等施設整備費国庫補助)を活

用して指定避難所に10年間で10基の緊急貯

水槽の設置計画を立て、平成21年度から事業

をスタートしています。最終的には17基の緊急

貯水槽の設置を目指し、市民の安心確保に努め

ています。

の給水拠点の内、浄水場やポンプ場など緊急時

に対応可能な既存貯留施設を除いた17箇所に

緊急貯水槽の設置を計画しました。

表 1 緊急貯水槽整備予定箇所

区 分 設置場所

既 設 1箇所 日の出公園

第1次整備事業 (H21-H25) 5箇所 沼ノ端小学校、泉野小学校、やまなみ分校、拓勇小学校、澄川小学校

第2次整備事業 (H26-H29) 4箇所 勇払小学校、若草小学校、糸井小学校、ウトナイ小学校

第3次整備事業 7箇所 錦岡小学校、樽前小学校、北星小学校、北光小学校、西小学校、東小学校、明野小学校

計 17箇所

2)容量

「苫小牧市地域防災計画」における応急給水

量の目標値を「水道の耐震化計画等策定指針

の解説Jに基づき次のように示しています。これ

は、被災直後の応急期に必要な飲用水確保策と

して、緊急貯水槽を設置するとし ヴ観点から、第1

段階(応急期)における応急給水量を基に必要

水量を算出し、貯水槽容量を決定しています。

3)構造形式、材質、貯水方式

緊急貯水槽の構造形式は、設置場所や水圧

条件などから、「地下埋設横型ノTイプ式」とし、材
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表2 給水量の段階に応じた緊急給水の用途(水道の耐震化計画等策定指針の解説より)

! 一人一日当たり給水量 | 用 途

3'1;/人・日 | 飲料用(生命維持に最小限必要)

20'1;/人・日

100 ~;/人・日

飲料・水洗トイレ・洗面等(日周期の生活に最小限必要)

飲料・水洗トイレ・洗面・風呂・シャワー・炊事等 (数日周期の生活に最小限必要)

表3 応急給水目標量(苫小牧市地域防災計画より)

応急復旧推移 期間
1人 1日 応急給水量

備 考
必要量 (1日当たり)

第一段階(応急期) 3日間 31z 522m3 生命維持に必要な水量

第二段階(復旧期) 7日間 20 'i，e 3，480m3 炊事・洗面に必要な水量

第三段階(復興期) 11日目以降 100'1; 17，400m3 不便であるが通常の生活に必要な水量

表4 拠点別対象人口および必要貯水量

第1次整備事業 (H21-H25) 第2次整備事業 (H26-H29)

設置箇所 給水人口 必要容量 貯水槽の 設置箇所 給水人口 必要容量 貯水槽の

(人) (m3) 容量(m3) (人) (m3) 容量(m3)

沼ノ端小学校 7，986 71.9 60 勇払小学校 2，468 22.2 40 

泉野小学校 11，167 100.5 100 若草小学校 7，315 65.8 60 

やまなみ分校 6，324 56.9 60 糸井小学校 7，589 68.3 60 

拓勇小学校 11，330 102.0 100 ウトナイ小学校 3，636 32.7 40 

澄川小学校 14，045 126.4 100 

合計 50，852 420 合計 21，008 200 
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図3 緊急貯水槽整備予定箇所図
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質は、槽内防水性や施工性、経済性、維持管理

の観点から比較検討し、夕、、クタイル鉄管を採用し

ています。

また、設置場所は基本的に学校敷地内を計

画しており、児童への安全性や設置スペースの

観点から、地上に弁室を設ける必要のない「集

中E型」とし、貯水方式については、外部からの

汚染物質の流入を確実に防止できる「強制貯水

方式」を採用しています。

4)非常用給水設備

緊急貯水槽からの給水方法は、エンジンポン

プおよび手動ポンプによるもので、、「多栓式給水

1) 規キ各、イ士キ義

器具(仮称)Jなどの接続により、一度に10数個

の容器への給水が可能となります。

5.緊急貯水槽の施工

こうした緊急貯水槽の設置に関する検討結果

に基づき、平成21年度からいよpよ事業を開始

したわけです。初年度は市街地の東に位置する

小学校敷地(沼ノ端小学校)に設置し、今年度は

市街西地区の予定となっています。

なお、平成21年度に施工された工事概要は

以下のとおりです。

0規 格 :JDPA(日本ダクタイル鉄管協会)G 1041ダクタイル鋳鉄製貯水槽(耐震用・緊急用)

O容 量 :60m3 集中 E型用

0呼び径 :2600mm

0長 さ :12.28m(直管3mX3本、帽1.64mX1本、栓1.64mX1本)

O継手 :LUF形

0水 圧 :13.0kgf/cm2(7.5kgf/ cm2+衝水圧5.5kgf/cm2
) 

O土被り:1.9m

0遮 断 弁 :EC-TWスプール型自力式緊急弁(貯水槽搭載型)管内水圧低下検知式、手動復帰式

O工 期 :166日間

l|  

沼ノ端小学校

¥之
図4 沼ノ端小学校緊急貯水槽 配置図



緊急貯水槽の設置について 一災害に強い水道を目指して一

平面図

縦断面図
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図5 沼ノ端小学校緊急貯水槽 詳細図

2)施工状況

写真1 緊急貯水槽吊り込み 写真2 緊急貯水槽設置

写真3 緊急遮断弁設置
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6.おわりに

この度の緊急貯水槽設置事業が平成21年

度からスタートできましたのも、補助事業としてご

指導を頂きました厚生労働省や北海道をはじ

め、沼ノ端小学校、施工会社、メーカーなど関係

各者、機関の皆様方のご協力の賜物であり、あら

ためて感謝申し上げます。

今後も災害への備えとして、ハード面としての

緊急貯水槽の設置は無論のこと、災害発生時

の初動体制の確立とpったソフト面の充実も図

って参りたいと考えております。そのほかにも基

幹管路や施設の耐震化は勿論、老朽施設の更

新など総合的かつ早急に施策を講じていかなけ

ればならないものと考えております。

維持管理の時代となった今日、取水から供給

までの水道システムにおいても、環境を注視した

新エネルギーの活用を含めた事業運営が求めら

れています。

こうした中で、ライアラインとしての災害に強い既

存基盤の強化とpう点においても、安定供給の

下で、のバランスのとれた整備手法と計画が大切

であると考えています。

命の水を預かる水道事業者として、今後も職

員一丸となってこうした課題の対処に、非力なが

ら努めてまいる所存です。

平成22.5第86号
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小規模水道事業体でもやれば
できるアセットマネジメント

一矢巾町水道事業の実践から-

1II111111111llllllllll[111111111 

1 .はじめに

水道は命の水を供給するだけではなく、社会

経済活動を支えるインフラストラクチャーとして必

要不可欠なものとして整備されてきた。そしてわ

が国の水道普及率は97%を超え、安全で安定し

た水道水をごく当たり前に、そして安心して使用

できる環境が整備されている。

しかし、それらの水道施設の多くは高度経済

成長期以降、特に1975年前後と1998年前後を

投資のピークとして整備されたもので、今後20年

以内に順次更新時期を迎え、適切な更新が行な

われない場合、深刻な老朽化を招く恐れがある。

矢巾町の水道事業は1963年の事業創設認

可以来、これまでに2回の拡張事業を経て1990

年から第3次拡張事業を実施している。その有

形固定資産額は45億円に達し、普及率は97%

を超える水準となった。大多数の住民が水道を

利用できる環境を整備したことで「つくる時代」か

岩手県矢巾町上下水道課

主任主事吉岡律司

1111111111 111111111-，111111111・
ら「維持管理する時代」、そして水道普及のため

に整備した資産を「更新・再構築する時代」への

転換期を迎えている。

一方で人口減少に伴い縮小してpく社会環境

のなかで、水道料金収入も同様に減少する傾向

にあり、このまま対策を講じなければ更新需要を賄

う資金の不足のみならず適切な維持管理に必要

な資金まで、もが不足する事態が懸念される。

水道事業を持続可能なものとするためには、中

長期的な視点に立ち、技術的な知見に基づいた

施設整備・更新需要の見通しを検討し、事業を展

開していく必要がある。

また、受益者負担を原則とする水道事業にお

いては、施設更新、すなわち事業の維持のために

は相応の負担が必要であることについて、住民の

理解を得るための情報提供を適切に行っていく

必要がある。

本稿では、矢巾町水道事業の取り組みの中で
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重要だと考えられるポイントを紹介しながら、水道

のアセットマネジメントについて考えてみる。

2.アセットマネジ.メントについての共通

認識の必要性

どこの水道事業体にも、モノについての計画や

カネについての計画があり、それに基づき事業が

展開されている。

矢巾町で言えばモノについての計画が拡張計

画であり、カネについての計画が財政計画であ

る。そして、計画を実際に展開しているヒトに着目

すると、技術系の職員が拡張計画を担当し、事務

系の職員が財政計画を担当している。しかし、水

道施設をより良いモノにしたいとpう技術系職員

の思いは、厳しい財政状態の中で経営を考える

事務系職員の思いと衝突する場合が多く、最終

的に必要性よりカネの問題で意思決定されてし

まう場合が多い。

実際に筆者は他の自治体から「アセットマネジ

メントに取り組むのは良いが、お金がないから更

新はできなpJと言う質問を数多く受けている。

フォアキャスト的手法の限界

施設の大規模更新は、中小水道事業体にとって

深刻な問題ではあるが、むしろお金がなpからこ

そ頭(知恵)を使うとpう能動的な対応が必要で

あろう。

アセットマネジメントへの取り組みに先立ち、ま

ず行わなければならないのは施設の評価やデー

タの整理ではなく、実は健全な状態で水道を次

の世代ヘヲ|き継ぐためには何をするべきかとい

う認識を職員間で共有することである。これが出

来ていなければアセットマネジメントは、実効的な

取り組みにならないであろう。

矢巾町では 「水道事業の持続可能性」につ

いて、職員間で徹底的に議論を繰り返す事で、

技術系・事務系の職員の共通認識を醸成した。

結果として、フォアキャスト的手法1で、策定してい

たこれまで、の計画に対し、アセットマネジメントで

は、あるべき姿を設定し、それを実現するために

はどのようにしていくのかということ、すなわちパ

ックキャスト的手法2'こマネジメントをしていく必要

があることを石室言忍できた。

1¥ックキャスト的手法にシフト

っah ，/tu-ーー------、一一ーへ 〔あるべき姿つ ;/- 、、、、〆
( 改良耐震化 ; ~一一r

~--- ----棒
，....."色 .，--~ 崎町

-ーι 了 維持管!
/ " '-
{ 修繕悶 ) -_ー

/.--ー一人 、 毎
i経営計画 ノち/ー-_-.......... 

云~ーー/(鰍計薗 〉
ノ叱，n '-・~ 戸_/

f財政計画 〉

[示二LJL-1

図1 フォアキャスト・バックキャス卜

出典:筆者作成
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3.矢巾町アセットマネジ‘メント

現在、水道のアセットマネジメントは2009年7月

に厚生労働省が発表した「水道事業におけるア

セットマネジメントlこ関する手引き」により、体系的

に取り組むことが可能となっている。またJW-A

MS (Japan Waterworks-Asset Management 

System)とpう支援システムが提供されている

ので水道事業の規模に係わらず着手可能な環

境にある。

水道におけるアセットマネジメントとは、地域水

道ビジョンlこ掲げた水道事業を持続可能なものと

して実現するために、中長期的な視点に立ち、水

道施設のライフサイクル全体にわたって効率的

かつ効果的な管理運営について体系化された

実践活動を指すものである。

(1)地域水道ビ、ジ、ヨンとの関連性

矢巾町では業務棚卸法を活用し政策体系を

可視化することで戦略的に業務を展開しており、

短期の視点でのマネジメントは日常業務に定着

している。

一方で、次の世代ヘ適切に水道を引き継いで

pくための戦略とpう意味では具体策に欠けて

いた部分があった。そとで中長期の視点にたち、

マクロマネジメントの実施

地域水道ビジョンで、の「あるべき姿」を実現してい

くための手段としてアセットマネジメントに取り組ん

でいる。

地域水道ビジョンで、は50年後のわが町の水

道のあるべき姿を創造するため、住民参加により

ビジョンを策定している。ビジョンで、は「あるべき

姿」と政策展開の方向性を示し、そこから今なに

をするべきか、どのような計画や戦略が必要なの

かを考えるパックキャスト的手法で、長期・中期・短

期の基本計画を策定している。

具体的な事項については、地域水道ビジョン

に示す政策展開の方向d性とアセットマネジメント

の情報に基づき、それを実現するための長期基

本計画(50年)、中期基本計画(15年)、経営計

画 (6年)の基本計画群を策定する。なおアセット

マネジメントは、「水道事業におけるアセットマネジ

メントに関する手引きjに準じて行い、①必要情

報の整備、②ミクロマネジメントの実施、③マクロ

マネジメントの実施、④更新需要・財政収支見通

しの活用、⑤住民参加の5つの要素で構成して

pる。(図2参照)

なお、実践にあたっては、適宜進捗管理を行い

ながら、水道技術管理者を中心にこれら各構成

要素を有機的に連結させて日常業務に定着する

計画体系 情報共有

l更新績賞|

l の
| 必軍陣|

|更新銀資|
l の
| 効果 | 

同
画

図2 矢巾町アセットマネジ‘メントの基本的な考え方

出典:矢巾町上下水道課
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ょう展開している。

(2)必要情報の整備

アセットマネジメントをより実効的なものにしてい

くためには、その必要性について職員間で共通

認識をもつことが重要であることは述べたが、より

精度を高いものにしていくためには、必要情報の

整備が重要である。

矢巾町では、アセットマネジメントの実施にあた

って、対象施設の台帳の再確認を行うとともに点

検履歴や修繕記録、施設診断の結果等を一覧

できるように管理方法を見直した。

アセットマネジメントを日常的な活動にしていく

ためには、そのデータを使用しやすいように管理

しておく必要があり、「使えるデータ」に整理して

おく事が重要である。また、日常的活動において

収集・整理された各種情報をデータベース化する

ことで、その管理の高度化を図ることができる。

なお、長年使用してきた水道施設の中には、点

検履歴や修繕記録が既に廃棄処分となってしま

ったものがある。これらの資産については現場の

状態を調査し、以降の維持管理が適切に行なわ

れるよう情報の収集と整理を行う必要がある。

以上が初期段階で必要な作業であり、後に説

明するミクロマネジメントに密接に関係する作

業である。

また、必要情報の整備としては、この他にもマク

ロマネジメントにつながるものとして、更新需要の

見通し及び財政収支の見通し等の検討に必要

な情報を整理する必要がある。

(3)ミクロマネジメントの実施

ミクロマネジメントとは、日常的に行なう水道施

設の運転管理と保全管理のことである。水道施

設の運転管理とは、対象資産が正常に運転する

ための管理に加え、システム全体として効率的な

運転ができる事を視野にいれた管理を指す。ま

た保全管理とは、対象資産が正常に運転できる

よう機能を保持することを目的に行われる管理、

すなわち日常の点検や整備などの保全業務、機

能そのものを評価し改善する診断・更新等の機

能向上業務である。

このミクロマネジメントについて、矢巾町では技

術系の職員が担当し、水道技術管理者の指示

のもと、必要情報の整備から段階的に取り組み

を進めている。なお、ここで段階的に進めている

としたのには理由がある。このような取り組みは

マニュアル化し、より高い水準で完成されたシス

テムで行われることが望ましいのは確かである

が、水道は数多くの資産で構成される施設の総

体であり、異なる環境で稼動する個々の施設の

状況を簡単にマニュアル化することができない

からである。また、その取り組み自体も時間を要

することから、現場をかかえた職員には負担が大

きいものになる。

とは言え、ミクロマネジメントの要素が完全にな

るまで、アセットマネジメントに取り組めないと言うの

であれば到底、所期の目的は達成できない。必

要情報を整備する段階からミクロマネジメントに

至る過程では、日常業務を通じて取り組み可能

な管理の水準から高めていくとpう考え方を中

心に取り組む必要がある。

(4)マクロマネジメントの実施

マクロマネジメントとは、ミクロマネジメントで得ら

れた情報を基に、中長期の視点から更新需要の

見通しゃ財政収支の見通しについて検討する

もので水道施設全体の資産管理のことを指す。

矢巾町では、更新需要見通し及び財政収支

見通しの検討にシナリオプランニング3の手法を

活用している。そこで施設の耐周年数や更新財

源としての企業債の償還期間などを分析し、50

年間の見通しについて複数のシナリオを比較分

析することで、地域水道ビジョンに掲げるあるべき

姿を達成するためには何が良いのかを検討し

た。

マクロマネジメントの成果については、矢巾町

水道事業マネジメントサイクル(図3参照)をもっ

て展開する。

矢巾町の地域水道ビジョン及び、長期基本計

画等の基本計画群はアセットマネジメントを前提

に策定しているので、そのサイクルをまわす過程
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において随時、水道施設の健全度の推移や財

政状況の推移等を勘案し、水道事業の持続可

能性の観点から、その妥当性について評価を行

なう。妥当性が確認できない場合には、マクロマ

ネジメントの見直し(更新需要や財政収支見通

しの再検討)を行うとともに、変更点は政策財務

の考え方で予算に反映させ、月次経営統制をも

ってそのサイクルをまわしていくことによりアセット

マネジメントの実効性を高めている。

参加型肝価システム I I 

(水道サポーター)

ll 鵬航よる政策傾向礎として畑(plan)~策定する側計画憎む) I一一一一』一一一一l

lカウンターベィ l
lリング・パワー l

総合計画
(町の基本編想)

地縁水道ビジョン
(あるべき姿)

畏期釜本計画等の計画群
(アセットマネジメント)

』一一一一『一一一ー

出典:矢巾町上下水道課

図3 矢巾町水道事業マネジ‘メントサイクル

また、マクロマネジメントにシナリオプランニング

の手法を活用することにより、長期にわたる計画

の不確実性に係る予測能力の限界などに対応

できるほか、乙の情報を住民に公開する乙とで更

新需要の見通しゃ財政計画についての合意形

成を図るための資料とするととができる。

複数のシナリオをもとにしたマクロマネジメント

の成果は、地域水道ビジョン等の計画策定に向

けた検討への活用が可能である。矢巾町では、

マクロマネジメントの実践により得られる中長期の

更新需要及び財政収支見通しの検討成果を基

に、自らの水道事業のあるべき「将来像」を可視

化させ、その実現化方策を地域水道ビジョンに反

映させている。マクロマネジメントの成果を地域水

道ビジョン等に活かすことで、両者を有機的に結

びつけることができるのである。

(5)住民参加

矢巾町のアセットマネジメントで他の事業体と

大きく異なるのが、アセットマネジメントから得られ

た情報を公開し、その情報を基に住民参加で地

域水道ビジョンや基本計画群の政策の方針を検

討していることである。

地域水道ビジョンが、美文で、飾られた形式的な

ものとならないよう、施設の状態・更新需要・財政

収支見通しといった具体的な複数のシナリオを

共有し、議論を重ねることで住民も納得できる実

効的な将来像を策定するのである。矢巾町では

住民参加のビジョン創りに2年間をかけたが、毎

月開催するワークショッフ。にアセットマネジメントか

ら得られた情報を可視化し分かりやすく提供す

ることで、住民と丁寧な議論を繰り返してきた。結

果として水道施設のリスクコミュニケーションがで、
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き、保全管理のあり方まで踏み込むことができ

た。

加えて、矢巾町は住民参加で、ビジョンを策定し

てきたことから、評価についても住民参加で行う

こととし、住民とともに設定する目標値を「めざそ

う値」と呼び、アセットマネジメントの展開を評価す

ることとしている。

これまで、水道は、ナショナルミニマム・シピルミニ

これまでの関係

マムとして整備されてきたが、これらの水準は本

来水道事業者が設定するものではなく、当該地

域において形成されるべきものである。

しかし、水道が日常生活で、はあって当たり前の

ものとして、住民の関心が薄れてしまった状況の

なかでは、水道事業者が政策のひとつとして住

民参加を位置づけ、積極的に合意形成にむけた

取り組みを推進する必要があると考えられる。

目指している関係

出典:筆者作成

図4 職員と住民の関係性

4.課題と怒る管路の更新と耐震化

平成20年度末現在の矢巾町の配水管延長

は、209，668mとなっている。そのうちダクタイル鉄

管は132，501mとなっており、平成16年度からは

呼び径150以上の幹線管路はNS形ダクタイル

鉄管を採用し管路の耐震化を図っているところ

である。今後も地域水道ビジョンを達成するため

の基本計画群に基づき管路の更新をすすめるこ

ととしているが、併せて配水本管等の基幹管路

についても耐震化をすすめることとしている。

加えて、管路情報の適正な管理と効果的な運

用を図るため平成21年度からGISシステムの構

築を進めているところである。

構築するデータベースがアセットマネジメントの

手引きでいうミクロマネジメントを行う際の情報と

してどうあるべきか、GISの活用をより実効的なも

のとするべく構築を進めている状況にある。

また、これまで紙ベースで管理していた情報に

ついてGISを活用することで一元的に管理し、

アセットマネジメントの構成要素の検討に役立て

たいと考えている。

矢巾町では図4で示しているとおり、水道事業
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の持続可能性を図るためには住民との合意形成

が不可欠であり、水道施設の更新についてもリス

クコミュニケーションが重要だという認識にたって

pる。

しかし、水道サポーターワー夕、ンョッフ。を運営し

ていく過程では、実際に目に見える浄水場等の

施設更新の必要性や故障のリスク等については

住民から比較的容易に理解を得ることができた

が、既に地中に埋設されている管路については、

矢巾町が理想とする水準で更新を行うことにつ

いて理解を得るのは困難な作業で、あった。

管路は実際に見ることができないことに加え、

矢巾町では自然災害による断水等を経験したこ

とがないため、水道サービスを受ける住民にと

っては、目に見えてその水準が変わることのない

管路の更新の必要性をイメージすることが難しL瓦

のである。

まして耐震化を含めた更新となるとその必要

性については総論賛成、各論反対の論調がより

強くなる{頃向にあった。

矢巾町のワークショッフ。で、は、夕、、クタイル鉄管協

会より映像資料の貸与を受け、管路の重要性に

ついて繰り返し説明を行ってきたが、今後は一般

の住民にもアセットマネジメントの情報を公開しな

がら更新と耐震化についての情報共有を図りた

pと考えている。

5.おわりに

本稿では矢巾町のアセットマネジメントの基本

的な考え方について、各構成要素について説明

するとともに、実際に取り組んで、実感した「職員

間の共通認識」の必要性を指摘した。

水道事業における経営資源は「ヒト・モノ・カ

ネ」である。アセットマネジメントはモノとしての水

道施設、カネの問題である財政収支について、地

域水道ビジョンに掲げた水道事業を持続可能な

ものとして実現するための実践活動である。

しかし、アセットマネジメントはヒトが行うものであ

り、ヒトの水準がその実効性に大きな影響をおよぼ

すことになる。モノとカネについて取り組みながら

その管理水準を高めていくよう、アセットマネジメン

トに対応したヒトを育成していく必要がある。

またアセットマネジメントの取り組みにあたって

は、目指す管理水準を念頭におきつつも現状の

データ整備状況をベースにまずは実施可能な手

法で着手する乙とが実務において重要であり、矢

巾町もその方針で進めている。

仮に必要な情報が不足しミクロマネジメントの

実施に不十分な点がある場合でも、日々の業務

でデータを構築しながら取り組むことが可能であ

るし、マクロマネジメントについても簡便な手法を

用いて中長期の更新需要や財政収支の見通し

の検討も十分可能である。アセットマネジメントを

完全な状態で導入することが目的ではないのだ

から、まずは着手してみることが重要であり、チャ

レンジする姿勢を大切にしたいものである。

矢巾町では、アセットマネジメントの実践を一過

性の取り組みで終わらせることのないよう、その

情報を住民と共有しながら、継続的に取り組むこ

とにより、健全な水道を次世代に確実に引継げる

よう責任をもって事業を展開していきたいと考え

ている。

注

1本稿ではビジョンが明確にならないまま、現在の状態か

ら将来を考えるとpう意昧で使用する。

2本稿で、はビジョンを明確にし、その将来から現在を考え

るとL瓦う意昧で使用する。

3シナリオプランニングは確率論的なアプローチをする手

法と、因果関係論的に将来がどうなるのか、それがどの

ような因果関係により起乙りうるのかを明らかにしてストー

リー化する手法があるが、矢巾町では後者を採用してい

る。

参考文献

・厚生労働省健康局水道課『水道事業におけるアセットマ

ネジメント(資産管理)に関する手引きj2009年7月

-日本水道協会 『水道維持管理指針2006年版j2006年

12月
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1 .はじめに

本事例は、国営馬淵川沿岸農業水利事業に

より、馬淵川から湯田揚水機場にてかんがい用

水を取水し、右岸幹線用水路を経由して湯田吐

出水槽まで圧送した後、右岸支線用水路を経由

して各受益地へ供給するノfイフ。ラインのうち、揚

水機場から吐出水槽までの幹線用水路及び吐

出水槽からの支線用水路の一部区間が地すべ

り防止区域内での施工となり、その対策として

NS形ダクタイル鉄管を採用した設計・施工例を

紹介するものである。

地すべり地帯のノTイプラインの設計・施工に関

して参考になれば幸いである。

2.事業概要

本事業の実施地区は岩手県北上山系北部に

位置し、県内第二の河川である馬淵川沿岸の二

戸市および一戸町にまたがる2，382haの農地を

馬淵川沿岸農業水利事業所 = 
次長 三浦耕三 富

1111111110111111111旧1111111・
受益地としている(図1および図2)。一戸町奥

中山地域は標高400-600mのなだ、らかな高原

で、高冷地野菜や畜産などの土地利用型農業が

図1 馬淵川沿岸(二戸地区)位置図
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図2 馬淵川沿岸(二戸地区)概要
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行われている。また二戸市にあっては馬淵川左

右岸の標高100-300mの丘陵地帯で、果樹・き

ゅうり・たばこなどの野菜主体の複合農業が展開

され、特に舌崎地域のりんご栽培は岩手県内で

最も古く120年の歴史を有するといわれている。

しかしながら、本地区は内陸性特有の気候で

降水量も乏しく、畑地かんがい施設が未整備で

あったため、しばしば干ばつ被害に見舞われてき

た。豊かで安定した畑作農業の実現に向けて、

新規水源として馬淵川支流の平糠川に大志田

ダムを建設するとともに、揚水機場などのかんが

い施設を整備することにより、農業生産性の向上

と経営の安定を目指している。

3.右岸幹線用水路・支線用水路

3.1 管路概要

右岸幹線水路の概略平面図を図3に示す。

右岸幹線用水路は南から北へ流下する馬淵

川の右岸・金田一温泉近傍に建設される湯田揚

水機場と湯田地内に建設される吐出水槽とを結

ぶ延長2.6kmの呼ひ、径250のポンプ。圧送式パイ

プラインであり、路線の高低差は図4に示すように

190mと大きp。

右岸支線用水路は吐出水槽から受益地まで

を結ぶ延長13.5kmの呼ひ、径350-150の自然

庄式ノfイプラインであり、そのうち上流1.8kmは呼

び径350で幹線用水路と並列配管される。

3.2 地すべり防止区域

全国の地すべり分布は図5に示されるとおり

である。地域によって大きな偏りがあり、地質的素

因と密接な関連があるとされている。

当該管路付近は図3に示すように国土交通

省所管の地すべり防止区域に指定されており、

流れ山や滑落崖様の地形など、地すべり区域に

特有の地形が多数認められる。近年の観測では

図3 右岸幹線水路と地すべり防止区域
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図4 右岸幹線水路縦断図

明瞭な変位は認められておらず、地すべり区域

としては比較的安定していると考えられるものの、

当区域においては過去の地すべりが大正4年、

昭和27年と約40年の間隔で発生しており、近い

将来に再度発生する懸念もある。右岸幹線用水

路・支線用水路の計画路線の一部がとの地す

べり防止区域の中を通過していることは明らかで

ある。管路布設場所周辺の状況は図6に示すと

凡例

。第三紀層地すべり

図5 全国の地すべり分布1)

おりであり、斜面部においては地すべり計を設置

しながら施工した。

3.3 吐出水槽計画

右岸支線用水路の起点となる湯田吐出水槽

は、平面寸法18.0mX18.0mX有効水深4.5m、

有効貯水量1，446m3の地下式フラットスラブ形式

である。設置位置は詳細な現地調査・空中写真

判読等により新たな地すべり範囲が推定された

ため、それらの地すべり区域の最外周より外側

の地点に計画した。

図6 管路布設位置周辺の状況
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4.管種選定

パイプライン継手は、地すべりによる亀裂、崩

壊、流動など、の地盤変状によって、継子の伸び

量を超える変位が生じると離脱する場合がある。

当地域においては、このような地盤変状が想定さ

れるため、高い性能を有する継手や連続した埋

設形式がとれる管種が必要となる。また、当該管

路の重要性及び管路沿いに住宅地が点在して

pること、高圧パイプラインであることを考慮する

と、継手の離脱が二次的に地域に及ぼす影響が

極めて大きいことから、高い安全性が求められ

る。

当該管路の圧力、口径などから採用可能な管

種としては下記の種類が考えられる。

(1) T形ダクタイル鉄管

(2) K形ダクタイル鉄管+離脱防止押輪

(3) NS形ダクタイル鉄管

(4)両フランジ鋼管+伸縮可とう管

(5)管端ステンレス鋼管+伸縮可とう管

この中から、以下の理由により (3)NS形ダク

タイル鉄管を採用することとした。

(1) T形ダクタイル鉄管は上記の中では最も安

価であるが、離脱阻止機構を有さない。

らバ入 ì~
NS形直管r (呼び径75-450)

ロッタリング心出し周ゴム ライナ心出し用ゴム

一段勝点~一一:三~
ライナを使用したNS形直管 (呼び径75-450)

(2) K形継手+離脱防止押輪の組み合わせ

に対して、 (3)NS形ダクタイル鉄管は経済的に

大差なく、また上水道等での使用実績が豊富で

ある。鋼管は内面塗装ができないためには)(5) 

が対象となるが、高価である。

NS形継手は図7に示すように大きな伸縮余

裕量を有し、地盤変状に追従する。そして限界ま

で伸び出した後は離脱阻止機構により管路の連

続性を保ち、通水機能を維持できる構造であり、

当該管路に対して有効と判断される。過去に豪

雨によって法面崩壊した現場で、も、NS形継手は

管路の通水機能を維持した事例が数多く報告さ

れている2)，3)。

右岸幹線用水路・支線用水路の管種選定な

らびに配管設計は下記のとおりである。

(1)地すべり区域内のすべての管、および地す

べり区域の境界を越えて最初の異形管まで

をNS形ダクタイル鉄管とし、異形管部のスラ

スト対策は継手の一体化によることを基本と

する。

(2)その外側は内圧によって管種を区分し、T形

ダクタイル鉄管または硬質ポリ塩化ビニル管

とする。

ヱ止主主L ロyクJング凶し周ゴム

l ン~ 、~ー..........，←
/ " " 屈曲防止

NS形異形管l (呼ぴ径75-250)

ボルトナソト

NS形異形管 (呼び径300-450)

図7 NS形ダクタイル鉄管の継手構造
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5.構造設計上の留意点

5.1 凍結深ならびに積雪深

当該管路は寒冷地に位置し、構造設計におい

て考慮すべき気象条件は、凍結深ならびに積雪

深である。

二戸観測所の10年確率の値をもとに、標高補正

を行って凍結深を求めると、表1のとおり75.7cm

となる。また10年確率最大積雪深は表2に示す

ように64cmで、ある。

これらを考慮して図8に示す標準断面を決定

した。

/ 
/ 

チ ゲトケブパ ド
血

血

血
出
」

下・・・エ(ヲラヲシャーラン船-.40) t=似国

訟側周{ヲラヲシャーラン船棚~

CYY-MAZY: 2狩哉

図8 右岸幹線水路標準断面

表 1 凍結深

観測所 標高 凍結日数
最大凍結指数

対象地点標高 定数
凍結指数 凍結深

(積雪を考慮しない) (標高補正) (cm) 
(m) (day) 

(OC.day) 
(m) C 

F (OCday) z=C' FO.5 

_p 87 73 233 260 4.4 296.1 75.7 

表2 積雪深

観測所
標高

(m) 

最大積雪深

(cm) 

_p 87 64 
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5.2 スラスト対策

右岸幹線用水路・支線用水路の並列配管区

間は、管路の機能上、両方同時に水撃圧が作用

することはない。そこで、この区間の屈曲部のスラ

スト力については、それぞれ単独の管路として検

討することとした。

また、地すべり区域内の幹線用水路・支線用

水路単独配管区間及び並列配管区間の屈曲

部のスラスト対策としては、NS形継手による一体

化長さを確保し、スラストブロックを省略することを

基本とした。一方で、地すべり区域の管路では

特に大きな変位の発生が懸念されるため、継手

の一体化範囲をできるだけ小さくし、伸縮可とう

性を発揮できる構造とすることが望まれる。一体

化の範囲内のNS形継手は、図7に示すようにラ

イナを用いて伸縮しない構造にすることから、管

路が長距離にわたって一体化されると鎖構造管

路の機能を十分に発揮できない。一般に、一体

化長さは50mを超えないように検討すべきとされ

ているが、本事例で、は一体化長さを30m以内と

なるよう設計することとし、スラスト対策として一体

化長またスラストブロックの併用による対策とし

た。異形管部の施工状況を図9に示す。

図9 異形管部の施工状況

6.おわりに

本事業では、事前に土質・地層構成等の調査

を実施し、地すべり区域への管路布設とL汚点

に配慮して管種選定や構造検討を実施した。平

成22年度の供用に向けて、現在、布設工事も大

詰めを迎えているところであり、順次通水試験を

行い、管路機能を確認する予定としている。

本事例が同様の管路設計・施工の一助となれ

ば幸いです。

参考文献

1)土質工学ハンド、ブック(第8刷)P1316より引用

2)板橋濯、高橋純一 (1999):斜面崩壊の地滑りによる耐震継

手ダクタイル鉄管の挙動調査結果、ダクタイル鉄管、No.66、

p.14・21

3)小泉明 監修 (2005):平成 16年台風による水道施設の

被害写真集、日本水道新聞社
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1 .はじめに

(1)中能登町の概況

石川県鹿島郡中能登町は、平

成 17年3月に(旧)鳥屋町・鹿島

町・鹿西町の3町が合併し、人口

20，192人(平成17年2月28日現

在)、面積89.36km2として新しい

一歩を踏み出した町である。
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中能登町は石川県の北半分を占める能登半

島の中央に位置し、南は羽咋市、西は志賀町、

北は七尾市、東は富山県氷見市に隣接してい

る。

主要な集落は旧街道沿いに細長く分布し、東

側の山地から富山県側へは、3本の県道が通じ

古くから交流があり、神社・寺院群、それらを舞台

とした祭りなどの伝統文化を地域の重要な資産

とした魅力あふれる町である。

(2)中能登町の水道事業について

新生中能登町の水道事業は、現在給水人口

18，806人(平成18年3月末日現在)であり、計画

給水区域内人口 18.918人に対し99.4%の普及

率となっている。

上水道事業としては、合併の折に(旧)鳥屋

町、鹿島町、鹿西町におけるそれぞれの上水道

事業を合算し、計画給水人口22，220人、計画一

日最大給水量15，005m3の規模で、合併創設認

可を受け、その後、平成18年度に水道ビジョンを

視野に入れた変更認可を受け事業運営にあたっ

ている。それぞれの事業における沿革を表1に示

す。

また、水道事業計画においては、平成19年3

月に策定した中能登町総合計画の「安全・安心

でf央適な住環境づくり」を実現するために、総合

計画の基本理念や国の水道ビジョンを踏まえ、

「自然の恵み、これからも安全・安心な中能登町

の水」を基本理念とし、乙れに対する基本目標を

設定した(図2)。さらに、将来にわたって持続可

能な水道事業を図るために、現状の経営面およ

び施設状況の課題を検討し、今後の施設整備

計画、経営計画の方針を策定したものである。

本報告では、ここで検討した水道事業の課題

と水道施設の整備計画について紹介する。

表 1 水道事業の沿革

認可 目標 給水人口 計画1人1日最大給水量 計画1日最大
事 業

年月 年数 (人) (リットル/人/日) 給水量(m3/日)

[旧鹿島町上水道]

意リ 設 S47.3 S56 8，000 400 3，200 

創設変更 S48.1 S56 8，000 400 3，200 

第1次拡張事業 S53.1 S62 10，000 600 6，000 

[旧鳥屋町上水道]

意リ 設 S43.12 S53 6，500 250 1，625 

第1次拡張事業 S56.3 S70 6，700 650 4，355 

第l次拡張事業変更 H12.8 H25 6，020 723 4，355 

{旧鹿西町上水道]

意リ 設 S44.12 S57 7，000 300 2，100 

創設変更 S52.3 S57 6，500 480 3，120 

第 2次 変 更 S55.3 S64 6，200 750 4，650 

第1次拡張事業 S58.3 S67 6，200 750 4，650 

[中能登町上水道]

合併創設 H17.3 H25 22，220 675 15，005 

変更 H19.3 H37 18，860 535 9，600 
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| 申能登町水道事業の基本理念 | 

“自然の恵み、とれか5も安全・安心恕申能登町の水"

積極的な経営改善

効果的な整備計画策定

施設の潟水浴化

情報管理の高度化

老朽施設の更新

耐震対策の実施

災害マニュアルの盤備

安心・安全忽給水の確保

水質管理の適正化

地下水の確保・保全

水道サービスの充実

住民ニーズの抱握と対応

積極的な情報開示

図2 中能登町の水道事業の基本目標

2.中能登町水道事業における現状と

今後の展望

(1)フjくj原

中能登町の水源は表流水1箇所、地下水9箇

所、県営水道1箇所の合計11箇所あり、その取

水可能量総計は29，010m3j日で、ある。しかし、必
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要水量9，600m3j日に対して約3倍にもなること、

一部水質不良や施設障害を起こしている水源が

あることなどから、当水道事業においては、現行の

11の水源を幾つかの良質水源に集約し、今後

の更新費用の節約及び維持管理の容易性を図

ってpく予定である。
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図3 中能登町水道事業の現状課題
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(2)送配水施設

町全体で、送水ポンプ施設は6箇所、送水管

は全長約13km。配水池は10箇所、総容量は

6，315m3で一日最大給水量(平成20年度実績:

7，314m3)の約21時間分の容量があり、配水管

の総延長は約217kmとなっている。しかし、良質

水源等の整理に伴い送配水施設の整理も必要

であり、管末付近に水圧不足を生じている区域も

あることから、今後維持管理を考慮した配水区域

の見直しを行うとともに、計画的に老朽施設の更

新と統廃合を進めてpく予定である(図3)。

また、地震時にも被害を最小にし、早期回復が

図れるように、給水拠点の確保と応急給水に対

応できる基幹施設の耐震化を進めていくことが

重要であり、老朽施設の更新にあわせて耐震化

を図る予定である。
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(3)経営状況

当町の給水人口は急穏の変化をしながら減

少傾向を示してるが、核家族化等の影響もあり一

日平均有収水量および一日平均給水量はほぼ

横ばいとなっており、今後もこの傾向がつづくと

予測される(図4)。このような中、中能登町の水

道事業は、収益では漸減傾向である一方、建設

面(資本)では老朽管更新などを中心とした支出

が増加することを懸念しており、計画的な設備投

資と財源の確保が必要と考えている。

また、近年、業務の複雑化や高度化によって

職員一人が負担する業務量が増加している状

況であるため、これらの業務の効率化なども求め

られている。具体的には民間活用などによる人材

の確保や業務の改善、人材の育成、情報の活用

も検討していく必要があると考えている(図5)。

年度

図4 給水量の実績と将来推計

~施段整備上の課題~

O施設の老朽化及び耐震化

0管路の更新

O給水区域の見直し

0水質管理と新基準への対応

~経営および維持管理上の課題~

O伸びない収益

O計画的な設備投資

O財源の確保

0人材の確保

O業務の改善

O人材の育成

O情報の活用

図5 水道事業の主な課題
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表2 施設整備の事業計画の概要

事業名称 概 要

緊急時用連絡管整備事業 良川.尾崎、後山ー花見月の連絡管整備

緊急時用配水池整備事業 越路配水池、後山配水池の更新

緊急遮断弁設置整備事業 久江配水池、春木配水池への設位

代替水源施設整備事業 春木・在江水源久江配水池までの導送配水施設

水道施設改良更新事業 老朽化した水道施設の改良吏新

水圧適正化事業 水圧不足が生じてL、る地区の配水管網盤備

3.施設整備事業計画

以上のように、当事業では、統合による課題が

山積しているのが現状であるが、ここでは、経営

にも大きく影響してくる送配水施設の整備計画

について述べる。

(1)政策の方向と施設整備

現在の施設に起因する課題に対して、安定給

水の確保とサービスの向上を目標に定め、表2に

示す6つの事業が必要であるとした。水道施設

の現状と計画を図6に示す。

(2)施設整備事業の内容

これらの事業においては、地震における被害を

想定し、水道のシステム化を考慮した整備計画を

検討した。具体的には、緊急時に各配水区間で

必要水量の相互融通を図る「連絡管整備事業」

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

圃固

や、配水池の貯水量を増量して緊急時に対応す

るための「配水池整備事業」、昭和44年から昭

和 52年に建設された老朽化が進行している既

設の基幹施設の更新と耐震化を図るための「水

道施設改良更新事業」などである。

特に、管路の被害においては、耐震管と呼ば

れる管路が1%未満であり、地盤がよくない沖積

層で占める市街地などを中心に、管の破損による

被害が想定されていることや、良質地盤に布設さ

れている管路でも、古い水管橋の前後には可と

う管が設置されていないなど、地震時には漏水

図6 水道施設の現状と計画
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写真1 呼び径250NS形ダクタイル鉄管

等の被害が予測される。また、「中能登町地域防

災計画」では、邑知潟の地震で1，052箇所、加賀

平野の地震で419箇所の上水道管の被害箇所

が想定されている。

特に、大きな口径の管路に被害が発生した場

合、道路の陥没や家屋などへの浸水・損傷とp

った二次災害を生じるとともに緊急車両の交通

障害にもなるため、整備計画では、これらの耐震

化を優先的におこなっていく必要性がある。な

お、当水道事業の送配水管における管種構成は

下図のようになっており、現在はダnクタイル鉄管の

耐震継手を主体とした管路の耐震化を進めてい

るところで、ある。

平成21年度に実施した送水管布設事業の状

況を写真1に示す。

2.9% 

ロ 鋳鉄管

.ダクタイル鉄管(耐震型継手)

ロダクタイル鉄管(一般管)

白 石綿セメン卜管

ロ硬貨温化ピニル管

・ その他

図7 送水管の構成

0.4% 0.9% 

圃ダクタイル鉄管(耐震型継手)

ロ ダクタイル鉄管(一般管)

0.1% I白 石綿セメント管

口硬貨岨化ピニル管

. その他

図8 配水管の構成

(3)施設整備事業とアセットマネジ、メント

平成20年7月に厚生労働省から「アセットマネ

ジメントの手引き」が出されたが、この考え方は、

当町の施設整備事業においても非常に重要で

ある。当水道事業では、前述のとおり、収入は漸

減傾向にあるが、老朽管の更新などの資本的支

出が増加すると見込まれたため、将来的なコスト

負担が心配された。そこで、これを踏まえて経営

への影響が最小限になるように、当事業計画で

は、目標年次である平成30年までの約半分の期

間(平成19年から平成24年)で主要な施設整

備を完了させることにより、後半には資本的収入

を回復させるよう策定した。

また、当計画には、できるだけ長寿命でライフサ

イクルコストが安いものを採用することが有効であ

るため、長寿命なNS形ダクタイル鉄管を採用し

ていきたいと考えている。

4.おわりに

当水道事業計画では「自然の恵み、これからも

安全・安心な中能登町の水」の基本理念を元

に、「安心、安全、安定」の面から計画的な事業を

推進していくことを示した。さらに、水道施設整備

計画においては、緊急連絡管の整備や耐震化を

図るなど将来想定される地震に対して被害を最

小にできる整備計画を策定した。これは、昨年に

発刊された水道施設耐震工法指針・解説2009

年版においても基本方針として示されている「水

道システム全体として速やかに一定の給水が確

保できるような施設整備に努める」とも整合性の

とれるものである。また、年度ごとの収入と支出の

関係を整理し、今後の財政の見通しと計画も示

した。

今後は、これらの計画を着実に実行していくた

めに、アセットマネジメントの視点も取り入れ、耐震

化の必要性など、事業の考え方とその効果を明

確にし、住民への説明も実施していくことで、新

生中能登町として持続可能な水道事業を目指し

ていきたいと考える。
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西宮市水道施設整備計画と
アセットマネジメントを

取り入れた老朽管更新の考え方

1II 111 11 11 11 ~llll l ll ll û lll ll ll ll 

IIIIIII III II DIII IIII II ~ IIII I II II 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL，IIIIIIIIIIII 

---------

1 .はじめに(西宮市水道整備の歩み)

西宮市は兵庫県の南東部にあり、大阪湾北

部沿岸に臨み、阪神地域の中央部に位置し

ています。市域面積は、1叩0∞0.1凶8km2で

山岳部と南部の平野部に分カか当れています。本

市の給水人口は、平成20年度末で479，060

人、一日最大配水量は、179，710m3となってい

ます。

西宮市の水道は、大正時代に誕生しまし

た。当時の西宮町では、酒造期になると「宮

水」のくみ上げにより地域の井戸が枯れ、火

災や公衆衛生上の問題などが生じ生活に支

障をきたしたため、寄付金を主な財源として、

大正11年に水道施設の設置に着手し、大正

12年に一部の給水を開始しました。その後、増

加する水需要に備え、昭和11年に設立された

現在の阪神水道企業団へ加入し、さらに水需

要と水質の悪化に対応するため、拡張事業や

西宮市水道局工務部配水課 = 
計画給水チーム係長 山崎 勝 博 語
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図1 西宮市位置図
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施設整備事業を行い、浄水施設を充実させると

共に配水管の整備にも努め、昭和54年には阪

神電気鉄道が経営していた甲子園水道を統合

し、南部地域のほぼ全域に水道が普及しました。

一方、北部地域では、昭和26年に西宮市との合

併後、公営水道の布設が緊急の課題となってい

ました。昭和29年から33年にかけて簡易水道を

布設・改良し、給水を開始しましたが、慢性的な

水不足に悩まされていました。このため、昭和50

年に丸山浄水場、昭和52年には丸山貯水池を

完成させて、北部全域が給水可能となりました。

さらに、平成6年には渇水と需要の増加に対応

する為、県営水道からの受水を開始しました。ま

た、平成20年4月には、それまで南部地域と北部

地域に分かれていた事業の統合認可を受けまし

た。

西宮市は、平成7年1月に発生した阪神・淡路

大震災により、まちは壊滅的な打撃を受けました

が、その一方で私たちは多くの教訓を得ました。

その一つに都市基盤としての水道の重要性があ

り、水道がいかに欠かすことの出来ない都市基

盤であるかを再認識させられました。本市ではこ

の大震災を教訓|に、災害に強く早期の復旧が可

能な水道システムを構築する為、震災直後の平

成7年に「西宮市水道耐震化指針」、平成8年

には「西宮市水道施設耐震化基本計画」を策

定し、耐震管の採用、パックアッフ。機能の強化、

配水区域のブロック化、管路のメッシュ耐震化、

施設の耐震化の方向性を示しました。また、地震

対策以外にも水需要の減少への対応など取り

組むべき課題が山積していることから、平成13

年には「西宮市水道施設整備計画J(西宮ウォ

ーターリニューアル21(略.NWR21))を策定し

(平成20年8月改定)、この中で浄水場等の施

設の統廃合や、前記耐震化基本計画で示され

た方向性を基に、管路の整備を進めることとし、ま

た、平成19年には、「西宮市水道ビジョン」を策

定し、西宮市の水道局として将来進むべき方向

性を定めています。

今回、厚生労働省より示された、「アセットマネ

ジメントの手引き」に基く40年間の長期的な視点

でのアセットマネジメントの検討にあたっては、す

でに作成されていた、西宮市水道施設整備計画

(整備期間20年)との整合を図りました。その中

の老朽管更新計画の考え方をまとめましたので

報告します。

2.現状と課題

西宮市は、給水人口は微増しているにもかか

わらず、節水器具の普及などにより配水量は逓

減し、給水収益は横ばい状態を示しています。

浄水場等の施設については、老朽したものが

多く、NWR21においては、アセットマネジメントの

観点から現状を再評価し、阪神水道企業団から

の受水量を増量することにより、7つの浄水場を

2つ(鳴尾、丸山)に統廃合する計画としました。

現在は、中新田、北山、武庫川、越水の4つの浄

水場を廃止及び休止し、平成23年2月末の鯨

池浄水場停止に向けて、周辺の管路整備を実

施しています。

一方、管路については、総延長は約1，200km

となっており、布設年度別延長は、 1984(昭和

59)年の45.8kmを頂点にピラミッド形となっていま

す(図2参照)。乙の中で法定耐周年数の40年

を過ぎた管路延長は、全体の15.7%にあたる約

187km (年代不明含む)におよび、管体強度の

弱いCIP管やVP管がその内の72%を占めてい

ます(図3参照)。これらについては、近年、破損

事故や漏水が増加傾向にあり耐震化等の早急

な対策が必要であり、現在、耐震性に優れたNS
形ダクタイル鉄管で更新を進めています。(参考

に全体での管種別延長を図4に示す)
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3.管路の更新需要とNWR21

もしも、今後、更新事業を行わなかった場合

は、20年後には、629.1km(全体の53%)、また、

30年後には、903.2km(全体の76.1%)の管路

が順次法定耐周年数を迎えていくことになりま

す。仮に、これらについて法定耐周年数で管路

の更新事業を行うとした場合、2010年には、既に

法定耐周年数を越えている管路の更新需要は

約185億円となり、2011年から2045年の35年間

では総額829億円、年平均24億円の更新需要

となってしまpます。この場合、法定耐周年数が

40年である乙とから、2045年以降には、再度、同

様の更新需要が発生することになります(図5参

照)。
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いては60年、その他は80年で更新すると設定し

てみると、約40年間においては、現状の更新事

業費程度で推移することも分かりましたが、これ

では、更新の先延ばしに過ぎないとも言え、90年

先までの更新需要を見てみると、図6のように40

年先には、更新需要が増大し、将来に多大な負

担を残してしまうことが確認できました。

ダクタイル鉄管

しかし、現状の水道事業運営において、法定

耐周年数の40年で管路のすべてを更新するこ

とは、財政への影響や、人員の配置など、事業の

運営は困難と思われます。

このことから、重要度・優先度による仕分けが

必要となります。本来は、ミクロマネジメントに示さ

れるような機能診断等の総合評価が必要です

が、仮に、重要度のみの観点から基幹管路につ

56 
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したので、NWR21を図7のように当てはめ、事業

費と更新時期を調整することにより平準化が図

れ、健全度も維持できることが確認できました。

図6

次に、これらを平準化させる必要があることにな

りますが、すでに策定されているNWR21では、ア

セットマネジメントの観点での前倒しの考え方も取

り入れ、20年間での整備・更新が策定されていま

2∞9年度-2045年度は年間15億円の

範囲で前倒しでの更新を行う。
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25，白川

20，似)()

15，000 

更
新
然
襲
百
万
円

5，α)() 

〆〆〆〆〆〆〆〆/:〆〆〆〆〆〆〆〆〆/
〆ぷ/〆〆〆〆ぷ/ぷ~<' ，ダf .1'ぷ，〆〆〆ぷ〆

西暦年度

|・ 取糊水符口送水管.配水本管口配水支符|

管路更新需要(前倒しでの更新を考慮した場合)図7



西宮市水道施設整備計画とアセットマネジメントを取り入れた老朽管更新の考え方 57 

施設部門
(施設部にて整備)

臨圏
優先度高‘- ー-・俳優先度低

図8 管路の整備更新の方針

4.管路の整備・更新の方針

では、どのような順で整備・更新するかとpう乙

とになりますが、図8のようなイメージとなっていま

す。(①高→⑤低)

①重要施設への耐震管路整備は、NWR21に

おいて、最優先項目と位置づけており、今後10

年間を目処に整備予定ですが、前期5年間は重

要施設への耐震管路整備区間と重なる②~⑤

を優先することとし、整備状況を確認しながら、後

期5年間で②~⑤の対策で整備出来ていない

区間を整備し完了する予定としています。

②CIP管対策は、現在CIP管が約65km残存し

ており、破損事故等も増加傾向にあることから重

要対策課題と位置付け、平成21年度より国庫補

助対象事業として、約10年間でCIP管の解消を

目指しています。

施工箇所の優先度は、地震時に液状化現象

が起こるとされる地域を高くしています。

③NWR21に基づき管路整備を行う事業です。

施工箇所の優先度は施設の統廃合に伴うもの

や、布設年度の古い箇所を高くし、20年間での

完了を目指しています。

④老朽vp管対策は、布設年度が古い硬質塩

化ビニル(vp)管約114kmを対象に整備する

計画です。

施工箇所の優先度は高い順に

1.呼び径100以上。

2.漏水履歴があるもの。

としています。

⑤老朽DIP管対策は、本来、管体調査や土壌

調査などを行い、腐食状況を確認しながら対策

すべきと考え、布設年度の古い管より布設替を

行い、撤去管の管体状況などを調査・確認しな

がら、効果的な調査方法などの検討を行ったうえ

で、更新順位を決定したいと考えています。

以上の5項目の優先順位により耐震化を進め、

現在の耐震化率14.2%(平成20年度末)を、平

成40年度には、39.5%となるよう計画を実施し

ていくこととしています。
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5.今後の課題

地中の管路は、目に見えない資産で、老朽化も

確実に進み、それに伴う破損事故も増加傾向に

あります。現状では、アセットマネジメントの必要情

報として個々の管路についての機能診断、評

価、整理が十分であるとはいえません。

今後は、マッピンクゃシステムの精度をさらに高

め、より的確な診断評価による効率的、効果的な

更新計画としていく必要があると考えています。

これからも、安全で、安定した給水を第一に考

え、維持管理と更新を行っていきますが、受益者

負担が原別である水道事業は、お客様に理解を

得る必要があるため、厚生労働省のアセットマネジ

メントの手引きを基に、今回作成したアセットマネ

ジメントにより、資産状況の見える化を図り、説明

に活用することや、レベルアッフ。に向けた取組み

を行っていく必要があります。

平成22.5 第86号
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基幹管路の更新と耐震化検討
一名護~本部送水管について-

1IIIIIIIIIInllllllllliJIIIIIIIII 

1 .はじめに

沖縄県の現在人口は138万人で、そのうち約8

割は沖縄本島の中・南部に集中している。また、

気候は亜熱帯海洋性で、気温が平均22.7度と1

年を通して温暖で、あり、年平均降雨量は約

2，037mm(那覇)で、全国平均1，718mmを上回

る比較的雨量の多い地域である。

しかし、本県の水源は十分なものではない。こ

れは、人口密度が高いために年間の1人当たり

水資源賦存量が約1.837m3/ 年・人で、全国平

均約3，230m3/ 年・人の57%にすぎないことや、

沖縄の河川が本土の河川に比べて勾配が急で

流路延長が短いことから、降った雨が短時間で、

海に流れ出てしまうためである。このことから沖縄

本島のほとんどの市町村は独自の水源を確保で

きず、当局がダムや河川などから取水し浄水処理

した上でこれらの市町村に水道用水を供給して

いる。

沖縄県企業局 建設計画課

計画課長東思納宏

11111111101111111111111111111・
当局では、沖縄本島北部の比較的水源に恵

まれた国頭村、大宜味村、東村、宜野座村を除

く本島22市町村と海底送水管で結ぼれた伊江

村に1日当たり約41万2.000m3(H20実績)の水

道用水を供給し、工業用水事業についても主に

中南部に立地する90の事業所へ1日当たり約1

万4，300m3(H20実績)の工業用水を供給し、

企業の生産活動を側面から支援している。

したがって、当局が管理する基幹管路(特に

導 ・送水管)は、水源のない各市町村や多くの

事業所ヘ水を送るとしヨう非常に重要な役割を

担っており、これらが漏水すれば、多大な影響を

もたらす。このため、これらの基幹管路の機能を

維持管理していくことは当局の役割として非常

に重要なことである。

今回、本紙面で紹介する「名護~本部送水

管」については、埋設年数が約40年となり、当

時の施工と腐食性環境と相まって、近年、外面
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図1 名護~本部送水管の位置

腐食による漏水事故が発生するなど、管路の老

朽化が懸念されている。また、今後起こりうる巨大

地震に対しても対応できる耐震化も同時に図っ

ていく必要があることから、これらの管路につい

て、管路の腐食老朽度評価および想定地震動

での耐震性評価を踏まえた耐震化の必要性を検

討し、今後の更新およひ

のでで、、その概要を報告する。

2.名護~本部送水管の概要

名護~本部送水管路は昭和50年度に開催さ

れた「沖縄国際海洋博覧会」の会場及びその周

辺地域へ水道用水を供給するため急ピッチで布

設した管路で、名護浄水場から本部配水池まで

の基幹管路である。

送水管路の属性を以下に示す。

①種 類:呼び径400K形ダクタイル鉄管

(2種管及び3種管相当規定管厚7.5mm

及ひ、7.0mm)

②布設年:1973-1974年(埋設年数約37

年)

図2 調査方法のフロー

③防食仕様:外面普通塗装(ポリエチレンスリ

ーブ未装着)，内面モルタルライニング

④場 所:名護浄水場から本部配水池(図

1参照)

⑤ 延 長 : 約24km

3.腐食老朽度評価

現地の試掘調査や掘上撤去管の調査、並び

にそれらの埋設環境の調査(土壌の腐食性分

析)を行うことにより、腐食原因の推定と当該管路

の老朽度が早急に更新すべきかどうかの判断を

行った。調査方法のフローを図2に示す。また、現

地の試掘調査や掘上撤去管の調査などの調査

方法及び結果について、以下にその詳細を示

す。
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3.1 調査方法

①現地試掘腐食調査:管路を試掘し、付着物を

ワイヤーブラシ等で除去しテストハンマー等で

叩き、腐食が認められた場合は深さをデプスゲ

ージ(孔食計)、スケール等で測定した。また、

目視による埋設環境調査を行った。

②土壌の腐食性分析:現地で採取した土壌を

室内に持ち帰り、腐食性を調査した。

③掘上撤去管の調査(腐食調査):腐食による

漏水が発生した撤去管についても、現地試

掘調査と同様にテストノ、ンマーで腐食の深さ

を測定した。

④掘上撤去管の調査(管体強度):腐食調査完

了後、只町WAG105-1971 (水道用遠心力ダク

タイル鋳鉄管ー改正)に基づいて、へん平試験

を行った。各掘上撤去管から長さ300mmの

管状試験片を各々1個切り取り、金属材料圧

壊試験機を用いて、図3に示すように管状試

験片に垂直荷重を徐々に加え、表1に示すへ

ん平量までへん平させた時、管の内外面に割

れやその他の欠陥が生じたかどうかを調査し

。
た

3.2 調査結果

これらの調査により以下のことが判った。

(1)腐食原因の推定

調査地点NO.1-NO.5の5箇所の管を直接

診断した結果、最大腐食深さは 1.8mm-

4.8mmあり、5.0mm以上の腐食も管底部に見ら

れた。

埋設環境の調査により、当該管路で生じた腐

食は、当該地域特有のものである腐食性の強い

地盤(シルト岩や粘土等の存在)、腐食性の強い

地下水(沿岸部による海水の影響)、保護砂の腐

食性(貝殻や珊瑚殻の混在)，こよって促進され

たものと推定される。

(2)掘上管調査

現地調査後に撤去した管や漏水事故管の健

全部から採取した試料による引張強さや伸び、ブ

リネル硬さは、いずれも布設当時の規定値を満

足しており、経年による材質強度の劣化はない。

表1 呼び径400ダクタイル鉄管のへん平量の規定値

呼び径

300-450 

備考)呼び径400ダクタイル鉄管の規定へん平量は66mmで

ある。

図3 へん平試験方法

(3)漏水事故管の調査

腐食貫通部を含む部分からリンク、状試料を採

取して、へん平試，験を行った結果、腐食が進行し

ている管では規定のへん平量を満足せず、健全

な管体に比べリングへん平強度は低下していた。

(4)当該管路の更新の必要性について

以上の調査結果により、外面腐食が進行して

pる当該管路は、リングへん平強度は低下して

おり、地震時には地盤変状により管体強度への

影響が懸念されるため、早急に管路更新を行う

必要があることが判った。

図4 想定地震動
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4.耐震性評価

4.1 管路被害率の算定

4.1.1 調査方法

(1)データ整備(想定地震動、地形分類、液状

化の有無の設定)

①想定地震動※):沖縄本島で予測されてい

る地震動を50mメッシュデータとして入力し、管

路属性として設定した。(出典もとのデータは

1kmメッシュデータで、あるが、本業務で、は50mメ

ッシュデータとして入力した。)メッ、ンュデータ入力

状況を図4に示す。図4より、管路の埋設箇所

のほとんどが震度6弱に相当することが判った。

※)内閣府防災情報の「地震被害想定支援

ツール」のマニュアルに準じて求めた。(h仕p:// 

www.bousai.go.jp/oshirase/h17/ 

yureyasusa/) 

②地形地盤分類の設定

地形・地盤データについては、(社)全国国土

調査協会が発行している地形分類図を管路管

理システムの50mメッ、ンュデータとして入力し、管

路属性として設定した。50mメッシュデータ入力

状況を図5に示す。

③液状化の有無の設定

液状化の有無は、②地形地盤分類の設定で

本部配水池

設定した地形地盤情報をもとに、地形分類による

液状化の判定基準が指針として明示されている

共同溝設計指針に従い判断し、管路管理システ

ムの50mメッシュデータとして入力し、管路属性

として設定した。

(2)管路被害率の算定

管路の被害率及び被害件数は、(社)日本水

道協会から示されている「地震による水道管路

の被害推定式」を用いて算出した。

Rm(v)=CpXCdXCgXC!XR(v)………(式・1)

ぬn(v):最大速度vtこ対する被害率[イ牛/km]

Cp :管種に関する補正係数

Cd :管径に関する補正係数

Cg :地形・地盤に関する補正係数

0:液状化に関する補正係数

R(v):標準被害率[件/km](= 3.11 X 10-3 

X (v-15) 1.30) 

ただし、v孟 15の場合は、R(v)=Oとする。

v 地震動の最大速度 [kain(cm/s)] 

被害件数[件]=

被害率[件/km]X管路延長[km]……(式ー2)
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4.1.2 評価結果

(社)日本水道協会の被害推定式に従って耐震

性評価を行った結果、想定される地震(震度5強

-6弱)が発生した際に推定される被害率は、平

均で約0.16件/km、最大で約0.49件/km、被

害件数は約3.8件となり、当局の送水管にとって

重大な被害が発生する乙とが考えられる。

4.2 応答変位法による耐震性評価

(社)日本水道協会「水道施設耐震工法指

針」の耐震計算方法に基づき、K形で布設した

場合における当該管路の耐震性を評価した。

4.2.1 評価方法

下記の2通りについて評価を行った。

(1)健全な場合

計算条件:1974年施工当時のダクタイル鉄

管K形3種の管厚:t=7.5-7.0mm

(2)ダクタイル鉄管が腐食により老朽化して管厚

が薄くなっている場合

図6 地震時における管体発生応力

4000∞ 
35αX氾

3αX沿O

E 
き25附

4ミ
tま2氏以)Q

S 
盟国 15αX氾

1α)Q()O 

5αXlO 

4500∞ 
4α)Q()O 

35αXlO 

E3叩

択 25αXlO

tま
ま量 2α以)Q• 15αX氾

1α)Q()O 

5αXlO 

。

管庫(附n)

今帰仁村字仲宗根地内(測定点1)

管庫(附n)

今帰仁村字仲宗根地内(測定点2)

計算条件:管路全体の平均管厚は1.8-

2.3mm(平均的腐食深さ:5.2mm)

4.2.2 評価結果

(1)健全な場合

規格管厚の場合、常時の荷重とレベル1とレ

ベル2地震動のいずれに対しても、発生応力は

ダクタイル鉄管の耐力以下で継手の屈曲角度も

許容屈曲角に比べて十分に小さしもので、あっ

た。

ただし、継手伸縮量はレベル2地震動に対し、軟

弱地盤として安全率2倍を見込んだ、場合、K形

継手の伸び量では不十分である。

(2)腐食していた場合

レベル2地震動で管の許容耐力以上となるた

めには管厚2.5mm以上必要で、ある(図6)が、腐

食が進行している場合、発生応力が許容応力に

達せず耐震性が発揮出来ないことが分かった。

4.3 耐震性評価結果

管路被害率の算定結果及び応答変位法によ

る耐震性評価の検討結果から判断すると、当該

管路は早急に耐震化を図ることが望ましpと考

えられる。

活断層伐掛

図7 当該地区の活断層1)
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5.更新管種の選定

ダクタイル鉄管 (K形継手等)を地盤条件の良

p箇所に埋設する場合、これを各事業体の判断

により、両捜管と見なすことが可能である。つまり、

更新するにあたっての採用管種としては、悪い地

盤に対してのみ耐震性能を有するNS形ダクタイ

ル鉄管を採用し、良い地盤に対してはK形ダクタ

イル鉄管を採用することが可能である。

そこで、当該地区において、地盤状況や活断

層の状況を文献等から調査し、K形夕、、クタイル鉄

管の採用が可能かどうかを検討した。

この結果、当該管路については、管路の途中

に軟弱地盤が点在していることや、管路に対して

並行、垂直に活断層(確実度皿)が存在している

ことが判った(図7)。地震があった場合には、大き

な影響をもたらすと考えられる。そのため、当該送

水管は全線耐震性に優れたNS形ダクタイル鉄

管を採用することとした。

6.まとめ

当該管路は、当管路の埋設地点は沖縄特有

の腐食性土壌の環境にあるため、全体的にみて

腐食による老朽化が進んで、いること、老朽化によ

り耐震性が低下していることやレベル2地振動を

見込んだ場合に、地震による被害の影響度が大

きpことなどから早急に耐震化を図ることが望まし

pことが判った。さらに、管路の途中に軟弱地盤

が点在していることや、管路に対して並行、垂直

に活断層が存在していることから、部分的に耐震

管を採用するのではなく、全線耐震性に優れた

ダクタイル鉄管のNS形(ポリエチレンスリーブ被覆

あり)による布設替えを早急に行うことが望ましい

ことも明石室となった。

「アセットマネジメントの手引き(厚生労働省)J
によると、更新基準を決定する際には、時間計画

保全ではなく、使用実態や事故・故障履歴などを

参考に状態監視保全によって設定することが望

ましいとうたわれている。状態の良いものは可能

な限り長期に継続使用することを基本としつつ、

今回のような管路については、実際の使用実態

や事故履歴にもとづいた検討行い、適切な時期

の更新が必要である。ポリエチレンスリーブ被覆

の管路については海岸部や強腐食性の場所で

もその有効性が実証されている※)ことから、今後

の更新計画では初期ダクタイル鉄管のポリエチ

レンスリーブ未装着の管路を対象にすべきと考え

る。

当該管路は平成21年度から平成25年度に

かけて布設替えを行うこととしているが、その完

成により同地域の安定供給に大きく寄与できる

こととなる。

沖縄県企業局では、現在、施設整備計画の

策定を進めており、本計画において施設の更新

を行う際は、耐震化を図ることで災害に強いシス

テムを構築し、県民への安定給水に努めたい。

参考文献

※ダクタイル鉄管協会誌(第82号)iポリエチレンスリープの実

管路における長期防食性能J)

1)引用

新編日本の活断層ー分布図と資料(東京大学出版会:

1995)J 
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今号の概要

堺市の施設整備改良事業計画における老朽管更新と耐震化の考え方

堺市上下水道局上水道部配水計画課長村井昌利

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

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

の現状と課題､今後の管路更新の考え方について報告しています。

福井市における管路更新及び耐震化計画について－災害時に強い水道を目指して－

福井市企業局給水課長渡辺優治

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

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

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

設の耐震化について報告しています。

泉佐野市における配水管路更新の検討について

泉佐野市上下水道局水道工務課課長代理植野雅人

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

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

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

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

広郷浄水場緊急整備事業について

北見市企業局水道課長小野政道

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

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

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

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

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

業として実施したことを報告しています。

日比谷共同溝内呼び径２２００雨水管きょ布設工事について

前田･熊谷建設共同企業体(特）日比谷共同溝作業所長安田茂人

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

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

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

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

ＮＳ形ダクタイル鉄管(呼び径５００)による橋梁添架管の施Ｔについて

新潟市水道局技術部管路課幹線整備係杉山洋介

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

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

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

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

老朽管更新と耐震化の考え方

|1... 
「1....・
1 .はじめに

堺市の水道事業は、明治43年4月に全国で

18番目の近代水道として給水を開始して以来、

平成22年には給水100周年の節目を迎える。

平成 21年 4月現在においては、給水面積

150km2、給水人口85万人、年間給水量1億

200万 m3、普及率はほぼ100%となっている。

水源については、全量を大阪府営水道からの

高度浄水処理水を受水する乙とにより、水量・水

質ともに十分確保できている。また、施設につい

ては、戦争時期を除くと、拡張につく、拡張を繰り

返し、15次にわたる拡張事業を実施してきたが、

人口増加が停滞し、経済安定期に入ったことか

ら、平成6年3月に第15次拡張事業を打ち切っ

た。

之のように発展してきた水道事業も、給水人口

の横ばpまたは微減傾向や企業や家庭の節水

機器の普及など、によって、給水量は平成4年の

• 

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

1111111111 

・・園田盟国・・・・・
1億1，300万m3をピークに、逓減傾向が続いてい

る。そして、高度成長期に整備した水道施設の大

量更新時期を目前に控えており、水道事業として

の課題が山積していると共に、さらなる経営の効

率化に取り組むことが求められている。

そこで、本市では、先人たちが築いてきた水道

を持続的に維持していくために、水道事業の経

営方針と施策目標を明確にし、その実現のため

に取り組むべき主な施策を掲げた「堺市水道事

業中期経営計画J(平成19年3月)を策定した。

乙の中期経営計画では、「健全な水循環の一

翼を担い、安全・安心で良質な水を安定供給し、

お客さまとともに歩む堺の水道」を基本理念とし

た。その重点戦略として、お客さま起点の経営を

進めること、持続的かつ安定した経営を進めるこ

と及び安定給水に向けて最適な水道システムを

構築することを掲げている。「安定給水に向け

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

耐震化を計画的に事業推進することが特に重

要なところである。

2.水道管路の現状と課題

浅香山浄水場をはじめとした本市の基幹施

設は、高度成長期の昭和40年代に建設された

ものが多く、これらの水道施設は老朽化が進み、

更新時期を迎えている。そのため、抜本的な施

設の再構築が必要である。

水道管路において、口径300mm以下の配水

支管は、平成20年度現在で、約2，000km布設さ

れており、単年度の配水管布設延長は、昭和30

年代後半から急激な伸びを記録し、昭和47年

度のピーク時は年間100kmを超え、その後は平

均40kmで、推移している。また、口径350mm以

上の配水幹線管については、その多くが昭和30

年から40年代の拡張時代に布設し、約200km

ある(図1参照)。

このように本市では特に昭和40年代に布設さ

れた大量の配水管が、順次、耐用年数を迎える

ため、事故未然防止のための計画的な老朽管

更新が必要であり、同時に、より一層の安心、安

全で安定した給水を行うための耐震管路網の

構築を行っていくことが重要な課題である。

-・老朽管:

既に耐周年数 (40年)を経過した管路。

強度も低く、事故や漏水を未然に防止する上

でも早急に更新が必要なもの。

Eコ経年管:

今後10年で耐周年数を経過する管路。

管種、埋設環境によっては更新が必要なもの。

図1 堺市の老朽管と経年管

3.管路耐震化の考え方

3.1 耐震継手採用の経緯

耐震管路網の構築については、先に述べたよ

うに、「安定給水に向けて、最適な水道システム

の構築」を中期経営計画に掲げているほか、具

体的な整備事業計画(新世紀第二次配水施設

整備事業計画)においても、「災害に強い信頼さ

れる施設を構築することJを実施目標としており、

管路の耐震化に積極的に取り組んでいる。

本市では、昭和58年度から大口径管(呼び径

500以上)に耐震継手(S形)の使用を始めた。さ

らに阪神淡路大震災後の平成7年度から小口

径管についても軟弱地盤等に耐震継手 (SII 

形)の使用を始めた。平成12年の整備事業計画

においては、耐震化計画路線を設定し、計画的

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

平成20年度からは高機能ダクタイル鉄管(耐震

継手かつ内面粉体管)の全面採用に移行した。

下記にその詳細を示す。

( 1 )新世紀第一次第一期配水施設整備事業

計画(H12---16年度):一部耐震管の採用

「大阪府水道地震対策基本方策」及び「堺

市水道局地震対策基本計画」に基づき、避難

所、医療機関等までの防災拠点に至る管路の

耐震化を図るとともに、液状化地域または人口密

度や配管密度の高い地域は500m間隔で、配

500m 

メッシ

lkm 

管密度が低い地域で、は1krn間隔で、管路の耐震

化を図ることを最終目標として耐震化計画路線

を設定した。実施計画では、震災の被害が高い

と予測されている地域(泉大津美原線より北側)

を耐震型継手(NS形管等)で耐震管路網を構

築し、非液状化地域である泉大津美原線より南

側の配水支管(呼び径300以下)についてはK

形管で耐震化を図るものとした(図2参照)。な

お、泉大津美原線北側地域で、あっても耐震化計

画路線以外はK形管を布設することとしており、

全ての路線に対して耐震型継手管の布設路線

とはしていなかったo

線

大津美原線

図2 新世紀第一次第一期配水施設整備事業計画における管路耐震化整備方針

(2)新世紀第一次第二期配水施設整備事業

計画(H17---19年度):耐震継手管へ全面

移行

「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推

進に係る特別措置法に基づく耐震推進地域」に

堺市が指定されたことや、厚生労働省が平成16

年6月に「水道ビジョン」を発表し、その中で東南

海・南海地震の可能性が高い地域においては

早期の管路耐震化を進める必要性が示された。

さらに、同年、水道事業ガイドラインにおいて耐震

管が定義されたことから、全市において早期の

管路耐震化を進めるために平成17年度に全管

路を耐震継手管(離脱防止機能付き継手管)ヘ

全面移行を図ることにした。

耐震継手には、離脱防止機能を有して、ポリ

エチレンスリーブを装着すれば法定耐周年数以

上の寿命が期待できるダクタイル鉄管を標準的

に使用することとした。この主な理由としては、水

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

額を低減する効果が期待できるからである。

(3)新世紀第二次第一期配水施設整備事業

計画(H20"_'24年度):エポキシ樹脂粉体

塗装管へ全面移行

より安心・快適な水の供給を行うために、平成

20年度にダクタイル直管について、モルタルライ

ニングから内面エポキシ樹脂粉体塗装管ヘ移

行し、高機能ダクタイル鉄管の全面採用を行っ

た。

4.管路更新計画~策定状況

4.1 概要

本市では平成11年6月に「新世紀配水施設

整備計画(基本計画)Jとして、21世紀における

四半世紀を展望した水道施設の整備計画を定

めた。平成12年3月には基本計画の11か年の

整備事業計画(平成12年度~平成22年度)と

して「新世紀第一次配水施設整備事業計画」

を定めた。しかし、大規模な配水幹線管の更新

等を行うため、平成19年3月に策定した中期経

営計画との整合性も図りながら、前整備事業計

画を平成19年度で打ち切り、新たに平成20年3

月に、「新世紀第二次配水施設整備事業計画」

として、10か年の整備事業計画(平成20年度~

平成29年度)を定めた。

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

この整備事業計画の実施目標は、①災害に

強い信頼される施設を構築すること、②蛇口に

いつでもおいしい水をお届けすること、③水のマ

イスターを目指すことを揚げ、配水池の耐震化や

老朽管の更新などの配水管対策などを重点的

に取り組む方針を策定した。

ここでは、乙の取り組み方針のうち、配水管の

老朽管対策ならびに耐震管の対策について以

下に詳細を述べる。

4.2 老朽管対策

「より一層の安定給水を確保するため、予防

的・計画的に施設の更新を進める」ことを取り組

み方針として掲げ、具体的に、ある一定時期に

大量に布設された水道管を管種や布設年度等

を考慮し、図3に示すにように配水幹線管(呼び

径350以上)で、47.4km、配水支管(呼び径300

以下)で、354.3kmの管路を計画的に更新してい

く予定である。配水支管では、平成23年度末ま

でに「石綿管」や「印ろう鋳鉄管」は全面解消す

るものとし、「高級鋳鉄管」や「昭和49年以前の

塩化ピニル管」は「老朽管」として積極的に更

新を行ってpく予定である。また、事故対策とし

て、泉北丘陵住宅地区に分布する腐食性の強

い海成粘土層地域での管路更新を行い、より一

層の安定供給を図る予定である。

図3 老朽管対策の内容
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この更新により、図4に示すように、現況から老朽管の大幅な解消が可能になる。

菅路延長(on:'
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図4 布設年度別管路延長(現況及びH29年末目標)

配水幹線管では、平成11年度から15年度の

聞に地盤の腐食性調査と管体腐食の実態調査

を実施し、これらの関連分析から腐食の進行が

早く漏水の可能性の高い箇所を選定し、更新優

先対象管路47.4krnを決定した。その更新優先

対象管路選定は、老朽度評価で既にランク I

(計算上、管厚より腐食進行が大きく貫通腐食し

ていると想定されているもの)に相当する管とラン

クII(水圧・土圧に対して安全率1未満のもの)

に相当する鋳鉄管を選定した。さらに、ランクEで

あるダクタイル鉄管(特に、腐食性の強い海成粘

土層地域等に埋設されたポリエチレンスリーブ未

装着の管)から整備計画期間中(平成29年度ま

で)にランク Iに進行すると想定される管も選定

した。これらの鉄管更新優先対象管路の選定フ

ローを図5に示す。

l4  

~ ~ 

5吋

老朽度評価

管種

整備期間中の

老朽度評価

配水幹線管(呼び径350以上)

| ランク 111] [ ランクIV ] 

円
八
〉

対策 更新対象(老朽化) 74.4km 更新対象外

図5 更新優先対象管路の選定フロー
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4.3 管路の耐震化対策

「地震災害時にも必要な給水が行え、渇水等

の給水制限の際でも、効率的に水運用ができる

送配水システムを構築する」ことを取り組み方針

として掲げ、具体的には、避難所、救急病院等へ

の給水ルートの耐震化を優先的に行いながら、

耐震管路網の整備を推進する。管路の耐震化

率については、平成20年度に10.6%で、あったも

のを平成29年度の最終年には、26.7%を目指

す。また優先耐震化網の構築を業務指標として

新しく取り入れ、優先耐震化計画延長(550km)

として、これに対して優先的に耐震化を行う。

この優先耐震化計画延長(550km)について

は、新世紀第一次第一期配水施設整備事業計

画で設定した耐震化計画路線とした。

表1 耐震化率(業務指標)

業務指標 H19年度 H20年度

管路の耐震化率(%) 8.4 10.6 

優先耐震化網の構築(%) 19.3 24.0 

5.まとめ

水道施設の大量更新時期を迎えていることか

ら、施設更新に合わせて耐震化を図ることが必

要である。

そ乙で、本市でほ、新世紀第二次配水施設整

備事業計画において、これらの現有施設の更新

需要を先送りせず、老朽管の取替えと市内全面

での耐震化に積極的に取り組んでいく方針を示

した。

これにより、施設の更新、再構築に的確に対

応でき、持続可能な水道を実現するための中長

期のスパンで更新の需要量とそのピークの把握

や、長期的な事業費の平準化を図ることが可能

であり、より効率的な管路更新を計画することが

できたと考える。

6.今後の課題

近年、厚生労働省では、改訂水道ビジョン

(厚生労働省 H20.7.11公表)やアセットマネジ

メント手法を重点取組項目と位置づけており、施

設関連データの整備状況、中長期的更新需要、

料金設定・経営収支などを立入検査時の重点

検査項目としているほか、水道アセットマネジメン

トマニュアルも活用できる手引きを策定された。

特に管路更新計画の策定にあたっては、アセ

ットマネジメントの考え方を取り入れることが重要

であると考える。管路におけるアセットマネジメント

H24年度

19.4 

30.5 

H29年度 備考

26.7 
管路総延長に対して耐震化を行った管路
延長の割合

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

の基本的な考え方を図6に示す。

このように、管路の更新優先順位を管体調査

や管路診断評価によって検討し、さらに長期的な

視点で水道施設全体として更新需要のピーク時

期や必要投資額を把握するとともに、更新投資を

実施した場合の財政の影響についても定量的か

っ継続的に把握することが重要である。

これまで本市が取り組んできた管路更新計画

や耐震化計画では、老朽管の管路の実態把握

に基づき、更新優先順位をおこなっているなど、

この考え方に近い

方法で実施してき

た。

今後は、高機能

ダクタイル鉄管の

全面採用等により

さらにライフサイク

ルコストを最小化

できると予想でき

るなどさらに財政

投資額についても

再度検討を進める

とともに、長期的

視点に立ち、効果

的に管路更新を

[DOプ7盤強盗

申

隻裳2盆飽
投資効果の倹liE
管理水準の見直し

継続して実施して
図6 管路におけるアセット

pく予定である。
マネジメントの考え方
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1.福井市の概要

福井市は、九頭竜・足羽・日野の三大河川の

扇状地である福井平野に発展してきた。

幕末の藩主は、名君の誉れ高い松平慶永(春

獄)で、その時代には橋本左内、由利公正、橘曙

覧、笠原白翁ら、多くの優れた人材を輩出し、さま

ざまな分野で活躍した。

明治22年に市制が施行され、福井市が誕生し

た。当時の人口は約4万人、面積は4.43km2で、あ

った。

その後、鉄道の開通や織物産業の興隆によっ

て福井県における中心都市となり、隣接町村を編

入、平成18年2月には旧美山町、越廼村、清水町

の3町村と合併し、現在の人口は27万人を超え、

面積は536.17km2となっている。その問、昭和2

0年7月の空襲、昭和23年の福井大震災と壊滅

的な打撃を受け、さらに風水害と幾多の災害に見

舞われたが、市民の不屈の精神によって魁り、今

日の『不死鳥のまち福井』を築きあげてきた。

2.水道事業の概要と課題

本市の水道事業は、大正10年に認可を受け、

大正13年9月に給水を開始した。

創設時の計画給水人口は10万人で、一人一

日最大給水量146eであり、その水源を良質な

地下水に求めた。以降、周辺町村との合併によ

る市域の拡大、市街地周辺の土地区画整理の

著しp進捗などによる市勢の進展による水需要

の急激な増加に対応するべく、現在までに6次に

渡る拡張事業を行ってきた。その間の特筆すべ

き事業として昭和55年に従来までの地下水源に

加え、市内を縦断する一級河川 九頭竜川の表

流水を全国でも例を見ない農業用水合理化事

業として8万m3/日のオく利利用許可を取得した。

平成18年2月1日の合併により、給水人口は、

26万2千人となった。
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図1・表1のとおり、水系は9系統あり、水源は7

4箇所(県水受水1箇所、表流水1箇所、地下水

72箇所)、浄水場は9箇所、配水池は24箇所と

なっている。

また、総管路延長は平成20年度末で2，039k

m(導水管29km、送水管47km、配水管1，963k

m)である。

系 統 水源数

九頭竜系 表流水:1箇所

井戸:26井

丸山系 井戸:4井

篠尾系 井戸:1井

一本木系 弁戸:13弁

江端系 井戸:4井

足羽系 井戸:5井

森田系 井戸:7井

川西系 井戸:4井

清水系
県水:1箇所

井戸:8'井
」

• 燈豊配水i也

羽坂配水;也

• 末配水j也

• 

_*0 

片粕配水池 竺本木浄水場

• 滝波配査池健康の森配水j世 江端浄水場

' ・真裏砲水i也. . 

t 杉谷ft2水泡
真集浄水場 畠 .・ 回治島配水，也

セ工尻配水池 包治鳥浄水場 . 西新配水池

図1 福井市水道事業施設概要図

表1 福井市水道事業の主な施設

浄水場名称 配水池名称

九頭竜浄水場 九頭竜配水池、原目配水池、羽坂配水池、末配水池

丸山浄水場 丸山配水池

篠尾浄水場 篠尾配水池、高尾配水池

一本木浄水場 足羽山配水池

江端浄水場 杉谷配水池、江尻配水池

田治島浄水場 田治島配水池、鹿俣配水池、西新配水池

森田浄水場 森田配水池

川西浄水場
川西配水池、燈豊配水池、川西南配水池、国見低区配水池、

国見高区配水池

真栗浄水場
真栗配水池、片粕配水池、滝波配水池、健康の森配水池，

笹谷配水池

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

管路の耐震化率も他の事業体と比較して低い状況にある。

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

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

必要性がある。
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2.2 福井市の管路経年度

本市の管路延長を口径別(呼び径50以上)

に分けたものを図2に示す。本市に存在する最

大口径は呼び径1350(K形ダクタイル鉄管)で、

九頭竜川の表流水を九頭竜浄水場に送る導水

管に使用している。次に大きい口径は呼び径12

00で、九頭竜配水池からの配水管である。管路

総延長2，039kmの内、呼び径100の延長は約9

20km布設されており、次いで、呼び径150の布

設延長が約350kmで、ある。

1，000 

900 

800 

700 

500 

400 

300 

20Q 

100 

。

次に、布設年度別延長を図3に示す。既に配

管の耐周年数となる40年を経過した管路(以下

「経年管」という)は全体の8.4%を占め、今後も

増加してpく傾向にある。

更に、昭和35年前後と昭和45年付近で大口

径の管路を布設しており、導・送・配水本管等、

重要な位置を占める多くの管路が法定耐周年

数の観点から布設替えの時期を迎えている。ま

た、大口径水管橋や添架管に採用されている鋼

管の劣化度の把握とその更新も重要な課題で

ある。
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図2 口径別延長
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3.経年管更新事業と管路耐震化への取

り組み

本市は、ライアラインの高機能化と有収率向上

による事業経営の安定を図る目的で、昭和62年

に「老朽管更新計画」を立て現在まで継続して

布設替を行なってきた。この計画は経年管とは

別に、管種を定め、計画的に実施するもので対象

は、普通鋳鉄管、石綿セメント管、鋼管類、ビニー

ル管であり、呼び径50については、HIVPに、呼

び径75以上はダクタイル鉄管を採用した。特に、

昭和45年度まで布設され、昭和62年時点で15

Okm残存していた石綿セメント管については、重

点的に更新を図り、区画整理事業等で道路線形

が変更となる路線を除き、ほぽ布設替えを終了し

ている。

全体計画に対する進捗率は平成20年度末で

59.2%となっている。ただし、近年の人口減少と

水需要の低迷により、更新費用の捻出が困難な

時代に入り、昨今の更新進捗ペースは低下して

pる状況にある。

平成7年の阪神・淡路大震災以降、各地で頻

発する大規模地震での水道施設の被害状況か

ら水道のライフラインとしての役割が再認識され、

災害に強い水道施設整備が求められている。

管路の耐震化を進めるにあたり、その管種・継

手の選定にあたっては、地域の特性・実情等を

踏まえ、選定されるべきである。厚生労働省の

「管路の耐震化に関する検討会」でまとめられた

レベル2地震動を想定した管種別の耐震適合性

によれば、K形やT形継手のダクタイル鉄管は、

その埋設環境によってはレベル2地震動におい

ても耐震性を有するものとしている。

福井地震 (M7)を想定した液状化危険度分

布図図4(出典;福井県地盤工学会)によれば、

本市は広く液状化、側方流動の影響を受ける可

能性が高い地域に属する。このことから、耐震管

種 ・継手の選定にあたっては、離脱防止機構付

き継手を有するダクタイル鉄管を採用することと

した。

本市は平成7年度から基幹管路の更新にS形

継手を採用し、平成9年度から呼び径100以上

の更新に際して、液状化が予測される地区、橋

梁取付部、拠点給水用管路についてNS形継

手を採用した。さらに平成19年度からは呼び径

100以上の管路更新、新設は全てNS形継手を

使用している。

図4 液状化分布図 (福井地震)
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4.基幹管路耐震化事業(九頭竜系水源井

導水管耐震化)

本市の九頭竜浄水場の水源は日量最大8万6

千m3の表流水と26井の地下水で、構成され、7箇

所の浄水場に不足水量を補水しており、配水能

力の約8割を担う、主力浄水場である。

各水源から浄水場に送水する導水管路を最

優先基幹管路と位置づけ、呼び径150から呼び

径300までの導水管を平成9年度からNS形、S

E形に更新を行っている。更新済みの総延長は

4，230mで、更新率は表2のとおり、53.5%となって

pる。

表2 管路別延長集計表

管径別延長集計 (m)

管径 全延長
非耐混化 耐震化

(D PN ，DCPM，DCPT) (DCPNS，DCPS2 ) 

150 1，045 231 814 

200 886 398 488 

250 3，802 1，630 2，171 

300 1，245 489 757 

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

九頭竜系水原井導水管 耐震化率

耐震化管路延長… 4，230 

全管路延長… 7，900 

5.配水区域フ‘ロック化と配水施設耐震化

事業(森田浄水場建設)

本市では昭和23年の福井地震の経験を基

に、地震災害に強い水道を目指し、平成7年度に

認可を受けた「福井市水道第6次拡張事業」に

基づき、市北部の森田・川西北・川西南の3配水

区を独立した福井北配水区域とし、森田地区に

XI00 = 53，5 % 

新たな地下水源を求め、その拠点となる森田浄

水場を平成19年度に完成した。

この森田浄水場からの配水方式は、突発事故

発生時や停電時でも安定した給水ができるよう、

自然流下方式を採用した。そのため、上部には森

田配水区配水用の水槽、下部に川西浄水場送

水用(川西北配水区・川西南配水区)の水槽を

有する配水塔を築造した。
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図5 福井北配水区域図

森田浄水場 計画1日最大給水量

森田配水区 :8，500m3j日

川西浄水場送水用 :7，900m3j日

配水塔は、福井市の北の玄関口の国道8号線

付近に位置し、ランドマーク的存在になるため、水

道事業のみならず、福井市全体のイメージアップ。

を図れるようなものが求められた。配水塔の設計

にあたり、一般市民から公募を行い、ワー夕、ンョッフ。

を開催し、配水塔のデザイン、浄水場全体のイメー

ジ等、広く意見交換を行いながら議論を進めた。

実現性、経済性、維持管理など多岐にわたり検

討の結果、配水塔のデザインについては「美昧し

L瓦水からお米 コシヒカリ発祥の地 福井」をコ

ンセプトとした形の案となった。また、市民を対象に

配水塔の愛称を公募したところ。350点を超える

応募があり、審査の結果、(マイアクア)に決定し

た。

配水塔の設計にあたっては、レベル2・ランクA

の設計基準を満たす構造とし、最も重要な水槽

は、水密性を確保するためプレストレストコンクリー

ト造とし、隔壁を設け滞留水・短絡流が生じない

ようにした。

この隔壁は、地震時のスロッシング戸、現象の対策

としても有効に作用する。

また、水槽下部には、電気室・自家発電室・薬

注室などの浄水場の機能に必要な部屋を集約

し、市民に親しまれる配水塔となるように、展望デ

ッキや水の循環などの環境をテーマとした展示室

を設けた。
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図6 森田配水塔(マイアクア)構造図・全景写真

森田配水塔[マイアクア]概要

①規模・構造 地下1階地上5階建て・RC造

②建築面積

③延床面積

④形状

⑤水槽容量

(水槽部はPC造)

497.48 m
2 

2.381.29ぱ

20.0mX 26.0m (楕円)X46.2m (地上高)

上部水槽(森田配水区配水用):1，OOOm3X2池 LW工=39.0m

HWL=45.7m 

下部水槽(川西浄水場送水用): 900m3Xl池 LWL =32.0m 

HWL=35.0m 

平成21.11第85号
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森田地区送水管 (NS形呼び径400)布設状況

ロックリング心出し用ゴム

図7 NS形構造図

6.おわりに

平成16年度に厚生労働省が公表(平成20年

度改定)した「水道ビジョン」においては、「水道

事業者が自らの事業の現状将来見通しを分析・

評価した上で、目指すべき将来像を描き、その実

現のための方策等を示すもの。jとしている。

当局においても、この趣旨を踏まえ、本市水道

事業の課題を抽出し、課題解決のための目指す

べき将来像として基本理念を設定、計画期間内

における適切な目標を設定し、これらの目標を実

現するための方策を水道利用者に公表すること

で本市水道事業計画のコンセンサスを得るべく、

本年度に、福井市水道ビジョンを策定・公表す

る。とりわけ管路の適正な更新無くしては将来に

わたり、安全で安定した事業運営は望めないこと

から、30-40年先を見据えた更新需要や必要更

新投資額を把握し、財政収支への影響について

も定量的に把握するアセットマネジメントの手法を

反映しつつ、管路・施設の耐震化計画を確立し、

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

-聞--E 
a---
圃闇・・・
-SE--
-

泉佐野市の位置図1

1.はじめに

泉佐野市は大阪府の南部に位置し、背後に金

剛生駒和泉固定公園に指定された和泉山脈を

擁し、美しい山と海、緑あふれる自然環境にある。

また、平成6年に開港した関西国際空港の開港

に伴う人口の増加と共に、商業・サービス業も盛

んになりつつある。

本市の水道の現況は、平成19年度末現在で

給水人口が 99，612人、一日最大給水量は

50，390m3で、配水管路の総延長は約420kmで、

ある。また、水源は水道用水供給事業の「大阪府

営水道」からの受水が全体の約80%を占め、残

りの20%を自己水で、賄っている。

水道施設の中でも安定供給を続ける上で管路

が重要な役割を担っていることは言うまでもない

が、本市では管路更新を毎年継続的に進めてき

ており、現在は、鋳鉄管及び、塩化ビニル管を中心



泉佐野市における配水管路更新の検討について 33 

とした老朽管の更新に積極的に取り組んでいる

ところである。今後は、水需要の急増期に建設し

た管路が多く存在し、既に耐周年数の40年を過

ぎるなど老朽化がさらに進むことが懸念されると

ころで、ある。

このような状況の中で、本市では、平成19年

度に厳しい財政状況の下、今後とも市民ヘより

安定した給水を続けるために、中・長期的な視点

に立って非常時の給水の確保などを踏まえ、計

画的で効率的に更新事業が進めるための「配

水管路更新計画」を検討し策定した。

計画の検討にあたっては、市域全体を把握で、

き、各種管路の予測など多くの、ンミュレーションが

可能である管路管理システムを活用して、管路

の技術的な検討と評価を行って更新計画をまと

めたもので、今回その概要を報告する。

2.配水管の現状

本市の配水管の管路延長は、図2に示すよう

に約420kmで、ある。ここで、経年管を「埋設後40

年を経過した鋳鉄管(CIP)J、「ポリエチレンスリ

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

と、全体で約70kmになる。この内訳は、CIPと

DIPが19.2km(4.6%)、その他の管種が50.7km

(12%)となっている。

また、現在の管種構成は、図3に示すとおり、ダク

タイル鉄管が全体の60.6%と最も多く、そのほとん

どは1966年-1985年に外面防食を目的としたポ

リエチレンスリーブが装着されていないダクタイル鉄

管である。このため、図2に示すように、今後10年

間、管路更新がなかった場合、経年管となる管路

延長はさらに76km増加することになる。

なお、耐震管路は全体で、39km(9%)で、ある。

30，000 

25，000 

-現状の経年管

- 更新がなかった場合の10年後の経年管

- 耐震管

- 一 般 管

20，000 管路延長約420km(φ40以上)

ε 

自15，000
諮
正凶

10，000 

5，000 

05 ↑5 
・1:li1C亘書儲輔自日謂

ωω

。
ohα 。∞∞ωho 

的

O
O
N

ω
∞∞ 

0
0

∞
 

ω
0
0
 

O
O
O
N
 布設年度(年)

図2 配水管の埋設状況
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CIP 
6.3% 

耐震DIP
7.3% 

ACP 0.3% 

図3 管種別管路延長比

3.管路更新計画の策定手順

本計画の検討にあたっては、管路の口径、管

種、布設年次などの多くの管路情報を持つ「管

路管理システム」を活用し、管路更新に関する各

種技術的な評価検討を行い計画案の策定を行

った。

策定手順は図4に示すとおり管路管理システ

ムの評価に必要な管体腐食調査結果や水圧測

基本情報

定結果を整備し、さらに地形・地盤情報や液状

化危険度情報及び医療機関・避難所などの重

要施設情報を併せて整備し、次の老朽度、耐震

性、水理的重要度の各評価を行った。

最終段階において、これらの評価結果をもとに

管路更新の優先順位を決定し、更新計画を策

定するものである。

現地調査の情報

-地形地盤情報
・液状化危険度情報
.重要施設情報

総合評価による更新優先順位の検討

管路更新計画案の策定

図4 管路更新計画案策定までの手順
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4.管路の評価

4.1老朽度評価

(1)外面腐食による評価

老朽度評価は図5の手順で、行った。

くものである。なお、外面腐食の深さの予測は、管

路管理システムに管体・土壌調査結果や地盤情

報を入力し、既存の外面腐食深さの予測式から

予測した。

DIPとCIPについては、埋設環境の腐食性に

よって生じる外面腐食が老朽化の主原因であ

る。このため、これらの管体の老朽度については、

外面腐食の、深さによって評価した。評価基準は

(社)日本水道協会「水道施設更新指針」に基づ

この結果、老朽度ランク 1(更新対象)に該当

する管路は存在しなかったが、老朽度ランク E

(更新対象)の管路が1.1km存在することが判っ

た。

老朽度評価

外面腐食による老朽度評価
(DIP、CIP)

管体・土壌調査結果や

地盤情報を用いて評価

事故率による老朽度評価
(全管種)

既存の事故率評価資料
をもとに評価

老朽度ランクによる評価

図5 老朽度評価方法

表1 配水管路の外面腐食による老朽度評価結果(単位:m)

管種
I E 

老朽度ランク別延長

皿

CIP 。 。 7，789 

DIP 。 1，114 6，848 

合計 。 1，114 14，637 

備考)老朽度ランク:(社)日本水道協会，更新施設更新指針(H17.5)

老朽度ランク 1:貫通腐食した状態【更新対象】

老朽度ランク II:腐食が進行し、内外圧に耐えられない状態{更新対象】

百 V 

18，921 。
72，009 32，984 

90，848 32，984 

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

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

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

合計

26，710 

112，955 

139，583 
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(2)事故率による評価

塩化ビニル管などその他の管種については、

過去の事故情報から算出される事故率により評

価を行った。乙の結果、1年間に発生する可能性

のある事故件数は35件であり、そのうち、VP(硬

質塩化ビニル管)、HIVP(耐衝撃性硬質塩化ピ

ニル管)の事故件数は26件であり、全体の3/4

を占めていた(図6参照)。

4.2 耐震性評価

管路管理システムの配水管データに整備した

地形・地盤情報並びに泉佐野市地域防災計画

(泉佐野市防災会議平成18年3月)に示されて

いる想定地震動(図7)、液状化危険度(図8)を用

いて被害件数と被害率、さらには断水人口を算

出した。

想定地震動

5(強)

・・・・・・ 6(弱)
• __  .6(強)

図7 想定地震動

ACP O.4f!牛1.3%

PE， PPW， PP 
0.1件 0.3%

DIP 

0.9件 2.7%

図6 1年間に発生しうる事故件数

この結果、地震被害件数は304件であった。

また、全管路の地震被害率は、平均で0.73(件/

km)と阪神淡路大震災相当の被害が想定され

ることが判った。なお、初期断水率は6.8%、初期

断水人口は約6，900人と試算された。

図8 液状化危険度
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4.3 水理的重要度評価

水理的に重要な路線を抽出するため、「重要

施設配水ルート寄与度」と「断水影響人口」を求

めた。前者は、配水池から重要な医療機関や避

難場所などの重要施設までの配水ルートを水理

解析の結果から抽出し、その寄与度を評価したも

のである。また後者は、各管路を断水させた時に

有効水頭15m未満となる給水人口を評価したも

のである。

この結果、学校・病院などの重要施設に水を

供給している主要管路のうち、耐震化されていな

p管路が多く存在することがわかった(図9参

. :重要施設(病院、小学校、公民館等)

ーー:重要施設までの主要な配水ルートのうち非耐震管

剛一 :重要施設までの主要な配水ルートのうち耐震管

Pl :配水池

照)。想定するような地震が起こった際には、大

半の重要施設には水が届かない可能性もあり、

今後は医療機関や避難場所とL亙った重要施設

の中でも、特に重要な施設への配水ルートの耐

震化を早急に進めていく必要があることがわか

った。

断水影響人口評価では、管路末端で、ノくイパ

スのない行き止まりの管で断水影響人口の大き

p管路が抽出された。また、老朽化した管路や

小口径の管路でも断水影響人口の大きい重要

な管路が抽出された。

図9 重要施設配水ルートの耐震化状況
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5.管路更新計画案について

(1)管路更新の優先順位の考え方

以下に示す考え方で、管路更新の優先順位を

決めた。

①管路が持つ事故を起こす危険性と周辺に及

ぼす影響の大きさ及び埋設場所の重要度を考

慮し、事故発生の未然防止と事故影響の極小

化を目標とした。

②整備路線や整備地区を設定し、効率的かっ

効果的な管路整備を目標とした。

(2)管路更新計画案の策定

平成21年度以降の10年間の基本となる管路

更新計画(更新総延長44.7km)を、管路更新の

優先順位に基づき作成した。

なお、当計画案によって管路更新を実施した

場合の費用便益比(事業実施により生み出され

る社会的な効果と事業に要する費用との比較)

をあらかじめ算出し、事業の妥当性を確認した。

評価方法は(社)日本水道協会「水道事業の費

用対効果分析マニュアル」により算出し、その結

果、平成30年度末における費用便益比(B/C)

は1.4であり、当事業は妥当で、あることが判った。

1)更新延長

本市における当面の財政計画に基づき、VPや

CIPの更新を中心とし、年間4.5km(平均更新率

1.0%)とした。

2)更新に採用する管種

更新に採用する重要施設の管種は、長寿命

でライフサイクルコストが最小となること、耐震性に

優れているNS形ダクタイル鉄管を中心とした。

6.おわりに

今回実施した管路更新計画の策定では、管

路管理システムのデータを用いた現状管網の老

朽度評価により、今後老朽化した管路が急増す

ることが分かった。また、各管路の耐震性や重要

度についても把握し、更新優先順位を明確にす

ることがで、きた。

今後は、このような管路更新計画案をベースに

老朽管更新と耐震化を計画的に進めることによ

り、市民への給水の安定並びに災害に強い管路

整備を効率良く実施していきたいと考えている。
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について
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l.はじめに

北見市は、平成18年3月に、北見市・端野町・

常呂町・留辺薬町の1市3町が合併し、北海道で

は第1位、全国でも第4位の広大な面積を持つ人

口約13万人のオホーツク圏の中核的な役割を担

う都市であります。

この中で、北見自治区(旧北見市)の上水道事

業は、昭和27年に給水を開始して以来、4次にわ

たる拡張事業を重ね計画給水人口134，240人、

計画1日最大給水量64.400m3として現在に至っ

ております。

水道水源は、流路延長約120kmの一級河川

常呂川の表流水を取水していますが、自然由来

のフミン質を多く含むことから、平成10年粒状活

性炭による高度浄水処理を開始しました。

また、常呂川は多くの支川が流れ込んで、降雨

時には濁度・色度等の変動が大きく水質が不安

定な河川であることから、平成19年6月から数度

北見市企業局

水道課長小野

園田・・・・

-1111 
a・・政道 11111111 

111111111111 
111111111111 

にわたり浄水処理が不可能な高濁水が発生し、

取水停止と大規模断水により市民の日常生活や

産業・経済など各方面に大きな影響を与え、早急

な対策が求められております。

2.事業概要

水質が不安定な原水に対し、平常時の浄水処

理効率を高めることはもとより、高濁度水が発生し

た場合においても、浄水処理が継続できるよう原

水を確保する滞水池の新設、並びに、給水量を

確保するための配水池の増設を行う緊急整備事

業を平成20年度国庫補助事業として採択を受

け、平成20年5月上旬に着手し、平成21年度早

々の供用開始を目指し工事を進めた結果、平成2

1年6月1日に供用開始をすることができました。

滞水池・配水池の完成により、原水に高濁度

水等が発生し取水を停止した場合においても、約

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

OmX有効水深9.6m、有効容量14，000m3X2

池)の施設で、浄水処理施設の着水井前に建設

しました。

配水池についても、計画1日最大給水量の12

時間を確保するため、不足分として、 5，870m3

(RC造内寸法横27.70mX長さ33.50mX有

効水深3.5m，有効水量=2，935m3X2池)の配

水池を増設し、滞水池と合わせて全体事業費と

して約30億円を投じました。

1， I ~ 
I ~ ~ 

圃4

図 1

「水道施設の技術的基準を定める省令」が昨

年10月1日より施行され、新たに建設される浄水

場などの基幹水道施設には、レベル2地震動でも

機能が損なわれない耐震性が求められていま

す。

本工事においても、既設導水管からの取出し

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

し、滞水池などの構造物の耐震設計と併せて、基

幹施設を中心とした水道施設の耐震化を図りまし

た。

平常時は取水した河川表流水が滞水池を経

由して、自然流下により浄水場内のpH調整池に

流入することで水質変動の軽減化にも役立って

pます。

一方で、河川に高濁度水等が発生し、取水を

停止した場合には、導水ポンプで滞水池内の水

をpH調整池に送ることにより安定した浄水処理

が継続されることから、水道原水水質改善施設の

機能を兼ね備えております。

施設平面図

写真1 連絡管布設状況 (8形呼び径1100)
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図2 完成予想図

滞水池断面図

写真2 施工状況(平成20年6月撮影)

この事業は、緊急を要することから、上記滞水

池・配水池の付帯設備として連絡配管工事及び

導水ポンプ室建築・電気・機械工事を同時に進

め、着工から1年とpう短期間で、地元9社の共同

配水池断面図

写真3 施工状況(平成20年6月撮影)

企業体の連携により、平成21年6月の供用開始

にこぎつけました。

工事の大半を平成20年度中に完成させるとい

う歴史に残る難工事でありました。
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3.滞水池整備の効果について

滞水池・配水池が整備されるまでの緊急対応と

して、平成19年度には既存の天日乾燥ろ床 (2

池、11000m3)を仮滞水池に転用し、取水停止の

場合でも市内の配水池と合わせて給水可能時間

が約12時間となる対応を図りました。

また、常白川の濁りが200度に達した段階で、

濁度計(図3)がそれを検知し、自動的に浄水場

写真4 仮滞水池

4.滞水池の運用について

完成後における滞水池は、平常時と非常時で

運用を切り替える計画であり、平常時の使用方

法は、図4に示すように、図4の左側の取水口①

①車車m
'宮崎岨*_.

と沈砂池の流入バルブを閉めて濁り水の流入を

遮断する施設も平成20年8月から稼働させ、降

雨時は河川|ノTトロールも併せて行うことで、濁り

水の流入防止に努めました。

この結果、平成20年度については、取水停止

18回を数えましたが、市民生活に影響なく浄水

処理を継続し、安全で安心な水道水を供給する

ことがで、きました。

今

図3 新設濁度計

より取水し、導水管により浄水場まで送られた水

を、浄水施設の手前で滞水池に流入させ、そ乙か

ら自然流下により浄水施設に流入させるもので

す。

!噂車ポンフ憲 i

図4 計画処理フロー図(平常時)
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図5 計画処理フロー図(非常時)

次に、非常時の使用方法は、高濁度が発生し

た場合、図5左側の取水施設入り口、×印のとこ

ろで取水を停止し、同時に滞水池の流入弁を閉

止します。

閉止後、導水ポンプにより浄水施設に原水を

送る乙とにより、取水停止後も継続的に浄水作業

が可能となります。

5.今後の施設整備について

今後の整備としては、平成22年度以降から緊

急整備事業の一環として広郷浄水場北側に取

得した用地に、天日乾燥ろ床の整備を進める予定

です。

現在使用している天日乾燥ろ床は、浄水処理

工程で沈澱池等から排出される排水を滞留させ、

排水中の汚泥を分離沈澱させた後、上澄みを河

川に放流しています。

沈澱した汚泥を1年間かけて乾燥させていま

すが、天日乾燥ろ床の面積が小さいことから、堆

積汚泥が厚く乾燥が十分に進まない状況です。

この対策として、堆積汚泥を天日乾燥ろ床内で十

分に乾燥させることで汚泥処理の軽減が図れる

様に、より広い面積の天日乾燥ろ床が必要となっ

たものです。

訓子府川 ー~町ー
』一.、_/

、
I ;←』、

‘〆〆
/ 

/ 

工事予定箇所

工事予定箇所

これにより、平成20年度実績数値の年間排出

量で試算すると産業廃棄物処理費用約37，000

千円の軽減が見込まれます。 図6 天日乾燥ろ床工事予定箇所

43 
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写真5 天日乾燥ろ床予定地

また、浄水場の整備に加えて、広郷浄水場から

三輪ポンプ場までの送水管路の複線化、水管橋

の耐震化、老朽管更新などの施設整備を行い、

高機能化した浄水場から給水区域まで、地震な

どの非常時においても安全性の高いライアライン

を確保する方針です。

6.おわりに

配水池は、既設配水池の高さや配管の関係

で地下構造物になることから、土圧や凍結を考慮、

し、RC構造となりましたが、滞水池は、壁厚がRC

構造より薄く使用材料も少なくてすみ、施工日数

が短縮でき、ひび割れの発生が少ないことにより

漏水が少ないPC構造物としました。

滞水池、配水池の建設と平行し、取水停止時

に使用される導水ポンプ室の建設及び各連絡配

管工事の整備を進め、当初予定のとおり平成21

年6月1日より供用を開始することが出来ました。

新しL瓦滞水池及び増設配水池の供用開始を

機に、より一層市民の皆様に安全で安心な水道

水の供給を目指して今後とも事業を進めてまいり

ます。

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

1 1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 1.圃圃

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

本稿では、東京都下水道局発注の日比谷共同

溝工事に伴う千代田区霞が関一、三丁目付近再

構築工事、及び日比谷共同溝工事に伴う千代田

区霞が関一、三丁目付近再構築その2工事につ

いての施工実績について紹介する。

国

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

1111111111 

・・・m・・・・・・・・・
2.工事概要

本工事は日比谷共同溝内(桜田門立坑~虎ノ

門立坑間)約846mの区間に雨水管(呼び径

2200ダクタイル鉄管)を配管布設する工事であ

る。概要を表lおよび図1に示す。また、日比谷共

同溝標準断面図および側面図を図2に示す。

表1 工事概要

工事名称
日比谷共同溝工事に伴う千代田区霞が関一、三丁目付近再構築工事

日比谷共同溝工事に伴う千代田区霞が関一、二丁目付近再構築その2工事

工事場所 東京都千代田区霞が関一、=丁目

工 期
平成20年1月9日~平成21年3月3日

平成20年12月2日~平成21年7月31日(その2工事)

管延長
その1工事:呼び径2200ダクタイル鉄管 701m 

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

3.配管布設工事

(1)使用管材

本雨水管きょが接続される第二溜池幹線は、

豪雨時には圧力管状態となる。そのため、それに

接続する本雨水管きょも圧力管状態で流下する

ことになる。また、共同溝内での露出配管でもあり

難燃性が要求されること、及び施工性が良いこと

等を勘案し、共同溝内配管でも使用実績が多い

ダクタイル鉄管が採用されている。



一日比谷共同溝内呼び、径2200雨水管きょ布設工事について- 47 

(2)継手形式

共同溝内はインパートコンクリートや中床版に仕

切られており、狭小な空間内で配管布設作業を

行わなければならない。従って、シールド内配管や

トンネル内配管で実績の多いU形継手が採用さ

れている。(図3)

(3)管投入、運搬方法

管投入設備を設置する発進基地には、共同溝

発進立坑として路上の常設作業帯が確保されて

pる虎ノ門立坑を使用した。(写真1、2)

写真1

虎ノ門立坑(図4)から管を搬入し、桜田門立

坑側(図5)から順次配管作業を行った。

管の運搬には、運搬機構に加え、管の芯出し

ボルト

図3 U形継手構造図

写真2

据え付けのための4本の油圧ジャッキが装着さ

れた特殊台車を使用した。(図6)
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虎ノ門立坑図4

特殊運搬台車図6
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(4)施工状況・手順

① 立坑脇の置場よりクレーンで管を吊り上げ、

立坑内に吊りおろす。発進立坑の覆工受け桁

や路下ヤードの切り梁等が支障となるため、縦

吊りで投入する。

縦吊りであること、大口径で重量も6t近くあ

ることなどを考慮し、吊りおろしの際には特殊吊

り金具を使用した。(写真3)

② 立坑下で管を回転させ、水平にする。

バッテリーカーおよび運搬芯出し兼用特殊台

車を所定の位置に据付ける。

吊りおろされた管や接合部品、管固定用バ

ンドを台車に積み込む。(写真4)

③ 管の積み込まれた特殊台車をバッテリーカ

ーで所定の位置まで運搬する。(写真5)

シールド坑内の運搬速度は、安全のため平

均時速3krn/h以下とした。また、蛇行部等は

減速し'慎重に運転を行うようにした。

④ 接合箇所に到着したら、既設管の受口内面

と接合管の挿し口外面を清掃し、滑材を塗布

する。

⑤ 特殊台車の4個の油圧ジャッキにより高さを

調整し、既設管の受口に接合管の挿し口を挿

入する。

写真3

写真4

写真5

49 
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⑥ 抜け出し防止用のレノfーブロックを設置して

管を引き込んでおいてから、ジャーナルジャッキ

で接合管の受口部を持ち上げ、特殊台車を引

き抜き、同時にレールも撤去する。(写真6)

⑦ 特殊台車を引き抜いた後、管受け台を設置

し、ジャーナルジャッキを撤去する。

③ 引き抜いた特殊台車に撤去したレール等を

積み込み、台車を発進立坑に回送する。

⑨ 日本ダクタイル鉄管協会の接合要領書に従

い、U形継手の接合を行う。

⑩ 接合完了後、固定バンドで管を管受け台に

固定する。(写真7)

⑪ 配管布設完了後に基礎コンクリートを打設す

る。共同溝内標準部においては120。基礎とし、

曲管部やT字管部については、不平均力が作

用するため、鉄筋コンクリート360。基礎とする。

(写真8)
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5)安全対策

日比谷交差点は、過去に台風および豪雨時に

道路冠水した実績があり、その水が作業中の共

同溝内に流れ込む危険がある。

そのため、正副の気象担当者を定め、坑内の

作業員退避経路を明確にした。(図7)

また、作業前には当日の施工個所から一番近

p避難経路を把握し、朝礼時に避難経路を指

示するなど、作業中止連絡体制や退避方法につ

いて、責任者および作業員に徹底した。

連結 連絡
・・・・ ・・・・砂気鮪任者‘....

-• -..竃筒・ PH8

:納町

虎ノ門立坑

図7 作業中止連絡および‘避難経路

4.おわりに

共同溝とpう限られたスペースを他事業者と分

け合いながら、同時進行で配管施工していくとい

う非常に難しい工事で、あった。資材搬入などで他

事業者と競合することがないよう、緊密に連絡を

取り合い、頻繁に工程を調整する必要もあった。

工事が輯鞍するため、工程管理と同時に、安全

管理にも最大限の注意を払った。

難工事であるにも関わらず、限られた工期内

で、無事完成することができた。施工にあたりご

協力いただいた関係各位に深く感謝する次第

である。
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NS形ダクタイル鉄管
・〈呼び径500)による橋梁添架管

の施工について

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

1 .はじめに

新潟市は、信濃川・阿賀野川の2大河川によっ

て形成された新潟平野の最下流部に位置し、これ

らの支川・派川である中小河川や低地の排水を目

的とした人工河川も市内に多く流れている。

このような特徴、地域性を持った本市の水道

事業は、明治43年に信濃川表流水を水源とし

て計画給水人口65，000人の規模を有する全国

14番目の市営水道として創設した。その後、5回

の拡張事業と市町村合併により、計画給水人口

874，080人、一日最大給水量567，732m3となっ

ている。

本市は、昭和39年の新潟地震で地盤の液状

化により管路を中心に甚大な被害を受けた。現

在もこの経験を教訓に、配水管整備における取り

組みのーっとして、地震時等における危険分散

等を目的とする配水ブロックシステムの構築を進

めるとともに、大ブロック聞における相互連絡機能

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

11111111 
1111111111 

111111111111 

の強化に取り組んでいる。

本年度、平成19年度より3ヵ年で、取り組んで、き

た松浜橋上流橋連絡管整備事業が完了する。

この整備事業は、阿賀野川を挟む両給水区域

の相互連絡管を整備するもので、あり、川幅約

1kmの阿賀野川の横断については、新設される

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

鉄管(呼び径500)を選定し、施工については道

路橋架設工事に合わせて進めてきた。整備事

業全体としてはまだ完了を迎えていないが、今回

は架設工事を終えた「松浜橋上流橋添架管」の

設計と施工について報告する。

2.松浜橋上流橋連絡管整備事業

(図1参照)

(1 )目的

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

伴う広域連絡管の整備を進めている。阿賀野川

以北については、南浜配水場(東港浄水場受

水)・内島見配水場(東港浄水場受水)・長戸呂

浄水場の3系統による給水から、広域連絡管整

備計画により平成19年度末には長戸呂浄水場

を休止し、南浜配水場及び内島見配水場の2系

統での給水となる。

これにより、阿賀野川以北の浄水場は東港浄

水場(東港企業団からの受水)のみとなるため、

非常時のパックアッフ。として、阿賀野川を挟む両

配水場系の連絡路線の確保が必要となった。

ただし、水道単独では阿賀野川を横断すること

は非常に困難であり、施工費も多額となる。この

ため、新規ルートとして、平成21年9月の開通を

目指し国土交通省が整備する一般国道113号

松浜橋上流橋ルートを連絡路線に選定し、道路

工事との同時施工により呼び径500の配水管を

布設することとした。

日本海

~松浜橋上流11連絡管盤備司陣重量~

+目的

松浜橋上流橋連絡管

阿賀野川両岸各配水系統の相互連絡

(緊急時のパックアップ機能〉

南浜配水燭系 寸
内島見配水渇系 トー相互連絡

竹尾配水燭系 J 

争計画年次

平成19年度~平成21年度

(3力年計画〉

~ V. 
e口径 i / 

品5001胴

争延畏

約7.7km

+i司川繊断

阿賀野川/橋梁添架

NS臼P品5∞
L=1.1αコm(添架部L=941m)

新井郷川分水路/縄梁添架

SUS304L5αコA
L=275m (添架部L=1'12m)

派川加治川/淘底繍過

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

開賀野市

図1 松浜橋上流橋連絡管整備事業概要図

(2)事業概要

計画年次:平成19年度一平成21年度 (3カ年)

呼び径:500

管路延長:約7.7km(竹尾系呼び径500(東区

松崎)ー南浜系呼び径400(北区太

夫浜)) 

単独施工区間(東区)レ約1.4km

道路築造工事同時施工区間

L=約3.5km

単独施工区間(北区)L=約2.8km

河川横断:阿賀野川，新井郷川分水路，派川加

治川 (3箇所)

阿賀野川/松浜橋上流橋への橋梁

添架

NS.DIP呼び径500 L=1，100m 

(内添架部レ941m)

新井郷川分水路/新井郷川本線橋

への橋梁添架

SUS304L500A 

レ275m(内添架部レ112m)

派川加治川/推進工法による河底

横過

HP日乎び径:700・PN-NS.DIP日乎び

径 500 L=100m (内推進部L=

34m) 
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事業費:総事業費 1.641百万円 (松浜橋

上流橋添架管工事費 325百万円)

今回の相互連絡管整備事業は、上

水道事業における安全対策事業とし

ての位置付けから、総事業費の2分

の1が一般会計からの公営企業繰出

金となる。

運用方法:完成後は、竹尾系・南浜系・内島見系

の各配水本管が連絡され、緊急時に

は相互のパックアップ。が可能となる。

通常時の利用方法は、現在の南浜系

の一部を竹尾配水場からの給水とす

る。

3.一般国道 113号松浜橋上流橋事業

(図2参照)

(1)事業概要

事業名:一般国道113号松浜橋上流橋事業

事業主体:国土交通省(北陸地方整備局新潟

国道事務所)直轄権限代行

目 的:阿賀野川下流域における交通量の増

加と、河川断面での交通容量不足に

対し、慢性的な交通渋滞の緩和を目

的とする。

区 間:新潟市東区津島屋~新潟市北区

西名目所 L=3.1krn 

道路計画:暫定形 2車線(1期線)

完成形 4車線(1期線+n期線)

完成時期:暫定形新潟国体開催(平成21年

9月)前の開通

完成形未定

L =3. lkm 

図2 一般国道113号松浜橋上流橋事業概要図(新潟国道事務所HPより)

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

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

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

橋種:鋼・開断面箱桁形式

橋長 :L=937.0m 

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

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

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

火大会も「阿賀野川ござれや花火」とpう名称で親しまれている。

〆¥〈1i
/乱 505025 

5@74000=370000 

r r . 

@ @ @ @ @ @ @ 
/ 

937000 

350 431025 

4@74000=296000 73175 73175 

650 650 

図3 松浜橋上流橋平面図

[ 1期線]

今回施工 (暫定形2車線)
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図4 松浜橋上流橋標準断面図

4.松浜橋上流橋添架管の設計

(1)設計条件

管路設計に際して、添架位置は環境の良い桁

内部を選定したが、道路橋の詳細設計はほぼ完

了していたため、橋桁鋼材の形状変更や切欠き

等による構造上の影響・変更が最小となるよう占

用位置を決定した。

その他の道路橋形状による各種制約や橋梁

の設計伸縮量などの主な設計条件は以下のとお

りである。

① 火気厳禁

箱桁形式であり、底面が塞がれていることや比

較的コンパクトな形状となることから、桁内部で

の作業においては、原則火気厳禁とされた。



56 ダクタイル鉄管 平成21.11第85号

②施工時間の短縮

道路の供用開始が間近であり、同時施工とな

る橋梁上部工事等の工程を遅らせることのな

pょう、作業の調整・協力体制に加えスピーデ

ィな施工が要求される。

③施工誤差への対応

橋長が長大であるため、施工精度の高さ及び

施工誤差への対応が要求される。また桁架設

時のキャンパーの沈み込みへの対応が必要

となる。

④温度伸縮への追従

橋長が長大であるため、温度伸縮による橋桁

全体の変位が大きい。

⑤設計伸縮量

橋梁の設計伸縮量から添架管の設計伸縮量

を求め、図5に示すとおり対応可能な構造と

する。

オ仁弓仁q:r[

図5 松浜橋上流橋添架管設計伸縮量

⑥結露

橋梁は箱桁形式であり、底面が塞がれた形状

となっているため、管路の結露水が橋桁内部

に溜まり腐食を引き起こす可能性がある。この

ため、桁内部における結露対策が必要である。

(2)管種選定

本管路は重要度の高い基幹管路である。日

本水道協会発行の「水道施設耐震工法指針・

解説(1997年版)Jによれば、このような管路に

用いる管種には、離脱防止機構を有する鎖構造

継手のダクタイル鉄管、もしくは溶接鋼管とする

ことを推奨している。

本添架管において注目すべき項目としては、

施工性が挙げられる。まず、施工延長や工期など

により、橋台背面から管を送り込むような施工方法

は非常に難しい。また、今回は箱桁内において原

則火気厳禁となることから、箱桁内での溶接作業

が不可能である。これらのことから表1に示すとお

り施工性に優れるダクタイル鉄管を選定した。

表1 各管種の特徴(呼び径500)

ダクタイル鉄管 溶接鋼管

']lS G 5526，5527 'JIS G 3443、3451、

規格
'JWWAG 113、114 3468 

'JDPAG 1042等 'JWWAG 117、118

'WSP 047等

-継手の伸び、屈曲に -溶接継手により一体

より地盤の変動に順 化ができ、地盤の変

応できる。 動には管体の強度

耐震性能

.NS、S形等の継手 及び変形能力で対

は、大きな伸縮に対 応する。

応でき、さらに離脱防 -地盤変動の大きpと

止機能を有するの ころでは、伸縮携管

で、より大きな地盤変 (継手)の使用文は

動に対応できる。 厚肉化で対応でき

る。

-接合は簡単な工具 -溶接継手は、専門技

を使用するだけで済 術や熟練工および

施工 み、短時間で確実な 特殊な工具を必要

J性 施工ができる。 とする。

-現地塗装は不要。 -溶接完了後、現場

塗装を必要とする。

-管体強度が大きい。 -管体強度が大きい。

靭性に富み、衝撃に 靭性に富み、衝撃に

他のそ

強い。 強い。

-重量が比較的重い。 -重量が比較的軽

-各継手がゴム輪にて p。

絶縁されているため -電食に対する配慮

電食を起こしにく~ )0 が必要である。

価評 。 。
参考文献:(社)日本水道協会発行「水道施設設計指針

(2000年版)J
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また、継手の選定にあたっては、離脱防止機

構付き継手の最新のスペックとし、表2に示すと

おり、より施工性に優れたNS形を採用した。

表2 夕、クタイル鉄管継手比較表(呼び径500)

NS形 S形

規格 JDPAG1042 JIS G 5526.5527 

鰹手伸縮量 土問問 :t611l1ll 

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

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

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

1t5∞異形菅 被告時間 15~~砂 雄官時間 21介却砂 (昨形l

詩情 @ 。

NS形ダクタイル鉄管の採用により、他の設計

条件に対しても、施工性と継手の特徴を生かし、

以下のような対応、が可能となった。

-施工時間の短縮

溶接作業により橋桁に対する養生や現地塗装

が必要となる鋼管に比べ、NS形継手は特殊な

工具を必要とせず、スピーディに施工で、きるた

め、施工時間の短縮につながる。

-施工誤差への対応、

橋長が長く、施工誤差の影響は非常に大きく

なることが懸念されるが、万が一誤差が生じた

場合でもNS形継手を使用することにより、継

手毎に誤差を吸収できる。加えて、ダクタイル鉄

管は現地での切り管対応が可能であるが、鋼

管では管端部の処理が必要となるため、誤差

への対応が難しい。

また、桁架設時のキャンパーの沈み込みに対し

ても各継手部における可とう性により追従可能

となる。

・温度伸縮への対応

橋梁及び管の温度伸縮に対しては、 NS形継

手の特徴である伸縮性により追従できる。

照査結果は、橋桁の伸縮量が6m当り5.4mm、

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

めどちらも十分に対応可能である。

(3)伸縮部

橋梁設計伸縮量より検討すべき添架管の伸

縮量は以下のとおりである。

• A1部設計伸縮量 596mm (ー298mm~+298mm) 

. P7部設計伸縮量 398mm (-183mm一+215mm)

'A2部設計伸縮量 584mm (ー292mm~+292mm)

この伸縮量に対して、NS形継ぎ輪の伸縮性を

利用し、添架管が橋梁の移動に拘束されず、橋

梁の軸方向に対して縁を切るような構造とするこ

ととした。

各伸縮箇所とも継ぎ輪を2個設置することによ

り、伸縮量600mm(:t300mm)以上の対応が可能

となる。ただし、:t300mm確保のため、継ぎ輪胴付

間隔を標準の260凹から170mmヘ変更し設置す

ることとした(図6参照)。

計340mmの縮み可能
一一一ーラー 4毛一一一ー

170mmの絡み可能 170mmの縮み可能

一一ーさ』 唖妥一一一 一一一三F 唱を一一一

唖壬一一ー ーーーさ捧

150mmの伸び可能

4妥一一一 一一ーさF

150mmの伸び可能

4三一一一一 一一一ーさh

計300mmの伸び可能

図6 継ぎ輪の伸縮量

-継ぎ輪2個の合計縮み量

通常:260mm/個→260X 2 = 520 mm (QK) 

今回:170皿/個→170X2=340mm(QK)

.継ぎ輪2個の合計伸び量

通常:60mm/個→60X2=120凹 (NG)

今回:150mm/個→150X2=300mm(QK) 

継ぎ輪の胴付間隔 (y1)

(通常:26吋
今回:170mm
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(4)防食・防露対策

露出配管においては、外気と管路内の水との

温度差による結露が、管体や箱桁形式である橋

梁の腐食を引き起こす可能d性がある。このため、

管路への結露防止対策が必要である。その対策

としては、保温材の被覆、外面に特殊塗装を施

すなどの方法が考えられる。表3に結露防止に

対する比較検討の結果をまとめた。

表3 結露防止仕様比較表

工場加工 i釦 Il地加工 i主2

刊。ー陀 FCI>-SO 多湿圃断 降下暗擬

ポリエチ Lン曹 スパイラル望。ト ステンレス鋼偏 アルミガラスヲロス

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

外 11 位 3刷 任意 (9180叫 刊加以よ 7帥醐以よ

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

厚在薄くで曹る. f皇遣庫 bi厚い. 慢彊厚bi厚い.

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

助金性能 @ 。 。 6 

コスト t与 。 。 串

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

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

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

えられる. 掛鷺が占葺. 財揖bl占葺.

。 @ 

'" '" 

被覆加工の品質確保と現地での施工時間短

縮のため、現地加工を極力避けて工場加工仕様

とすることとし、工場加工仕様の2案については、

保温性・施工性が同等であるため、箱桁内とpう

設置環境の良さを考慮し、コスト面に優れるFCD-

SDを選定した。

外気温50
0

C(橋梁設計での最大値)、水温20

OC (夏季平均水温)、相対湿度90%(I保温]IS

解説屋内非空調部分及び屋外部分」より)を

結露時の条件として保温厚さを求め、保温材被

覆仕様を図7のように決定した。

30 ジャケット

スパイラルダクト (亜鉛鉄板製)

実外径588mm

図7 保温材被覆断面図

継手部に関しては、現地での保温加工とな

る。図8のように継手部を成形ウレタンとプラスチ

ッ夕、ンートで、覆い、その内部にウレタン原液を注入

し発砲・充填する。外装にはポリエチレン熱収縮

カバーを設置し、日常の温度伸縮量に追従可能

な仕様とした。

現場発泡保温材 (硬貨ウレ9ンフオーム)

図8 現地保温加工詳細図

(5)支持金具

支持金具については、図9に示すとおり橋桁

の構造、スペース等の制約から片持ち梁形式とし

た。また、添架管のNS形継手部が可携性を有

するため、直管1本 (6m)につき2箇所設置し、

継手部、継ぎ輪部の現地保温材加工箇所が支

持金具と接触しないよう配管設計を行った。支

持間隔は3.0m以下とした。
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図9 支持金具標準断面図

伸縮部は、管と同等の偏心が可能なものとし、

伸縮時には図10のような挙動となる。
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支持金具(主300m.)

図10 A1橋台部伸縮時挙動(参考)

5.松浜橋上流橋添架管の施工

(1)橋梁上部工施工計画

橋梁上部工の架設方法は、台船架設を基本

とするが、地形に合わせた3ノザーンとなる(図

11、12参照)。

① 仮設桟橋からの架設(水深が浅く、台船の進

入が不可能なため。)

② 台船による架設

③ 仮設べントによる架設(陸地部分であるため。)

① 恒股横川書からの軍位 ③台船による鍵盤 ③ 恒位ペントによる鍵盤

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

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

図11 橋梁上部側面図

図12 橋梁上部平面図

(2)添架管設置方法

道路橋架設の①、②、③の3ノ汐ーンとも、各

箇所における箱桁組立時に支持金具及び管の

据え付けを同時に行うこととした。

作業手順は、箱桁1ブロック組立完了後の床

版設置前に配管を行うことを基本とし、支持金

具設置→管設置→継子部現地保温材加工が

1サイクルとなる。支持金具及び管の吊り込み等

は、箱桁組立に使用する大型クレーンを兼用し、

箱桁組立の一連の作業の1つとして作業を行う

ことにより効率化を図った。配管完了後、床版等

を設置し、ジャッキ移動や台船架設等の作業へ

移ることとした(写真1、2参照)。

写真1 添架管設置状況

写真2 橋桁地組状況
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写真3 河川上の作業状況

写真4 床版設置前の配管状況

P4-P12の各ブロック間の接続部9箇所につ

いては、①~③の施工後に河川上で継ぎ輪によ

る接続を行った。ブロック境の床版を設置する前

に接続作業を行うが、使用する継ぎ輪及び切管

等は予め箱桁内に預けておき、台船上のクレーン

から吊り込んで、設置を行った(写真3、4参照)。

(3)施工上の注意事項

橋桁は、地組後の架設・床版設置・舗装等の

各施工時にキャンパーの沈み込みが生じる。

今回、NS形継手により追従は可能で、あった

が、沈み込みの変位は管の軸方向変位となり各

ブロック聞の接続において影響が大きいため、据

付位置等の管理が非常に重要で、あった。このた

め、管設置時に幾つかの継手や支持金具を仮

止めの状態としておき、変位の確認後、調整が

可能となるような施工方法をとった。また、配管

完了後も橋梁工事の作業に合わせて変位の確

認を行い、異常のないことを確認し竣工となっ

た。

6.おわりに

今回施工したNS形ダクタイル鉄管による橋梁

添架は、新潟市にとって、初めての試みであり、

非常に貴重な経，験となった。

前述のとおり、新潟市内には河川や水路が多

く、橋梁添架管を含む水管橋の設置数が比較

的多いと思われるが、新潟市では水管橋の管材

料についての明確な選定基準を定めておらず、

その都度現場条件に合わせた配管計画を行っ

ている。今後は基準策定の必要性も検討しなけ

ればならないと考えるが、基準のない現段階にお

いて、ある程度の自由度を持って設計を行ったこ

とが、今回の初めての試みに繋がったと考える。

施工規模が呼び径500、延長約lkmと非常に

大きく、新潟市としては今後このような路線の整

備は多くないと思われる。しかし、NS形の特徴を

十分に生かして現場条件に対応し、作業も順調

に進み、無事設置完了となったことは、結果とし

てNS形ダクタイル鉄管が橋梁添架管の選択肢

のーっとなり得ることを確認で、きた事例となっ

た。

今後、NS形の添架管を検討する上で、特筆

すべきメリットは、長スパンにおける追従性である

と考えられる。今回の施工手順における管設置

後の数段階に亘るキャンパーの沈み込みに対し

ては、溶接鋼管では対応がさらに困難なものに

なったので、はなL功叱思われる。このため、NS形

ダクタイル鉄管による橋梁添架は、今回のような

施工性、追従性が要求される現場において非常

に有効と考える。
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今号の概要

室蘭市における基幹管路の耐震性向上について

一ＮＳ形ダクタイル鉄管呼び径５００の採用について一

室蘭市水道部建設課水道工事係長佐藤肇ほか

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

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

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

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

さいたま市における管路の耐濯化対策とダクタイル鉄管の採用事例

さいたま市水道局前水道計画課長有吉寛記

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

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

づいた管路の耐震化対策や更新計画の推移､今後の耐霞化対策を報告しています。

埼玉県営水道における管路更新の検討方針について

埼玉県企業局前水道担当部長栗原哲男

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

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

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

紹介するとともに管路の更新の考え方について報告しています。

管路整備へのアセットマネジメントの適用について

大阪市水道局工務部計画担当課長山崎弘太郎

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

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

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

のアセットマネジメント導入手法について報告しています。

呼び径２５０ＦＴ形水管橋の施工について(ダクタイル鋳鉄製単独水管橋）

豊中市上下水道局水道建設課長牟田義次

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

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

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

しています。

岡山市水道事業における管路更新について

岡山市水道局配水課長補佐宗友信夫

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

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

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

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

-NS形ダクタイル鉄管呼び径500の採用について-

室蘭市水道部建設課水道工事係 室蘭市水道部建設課水道工事係

係長 佐藤肇 岩上慎二

1 .はじめに

室蘭市は、北海道の南西部に位置し太平洋と

内浦湾(噴火湾)の境に突き出した絵鞠半島を

中心に市域が広がっている、海に固まれた街であ

る。給水区域内は山岳から平地に至る地形があ

り標高差が大きいとpう特徴がある。

街の面積は3，596ha(市街化区域)と狭く、人

口密度は平成18年8月1日現在で、 1，225.82

人/kぱと、北海道では札幌市に次いで2番目に

高い都市である。

鉄鋼業を中心に石油精製、造船等で発展して

きた北海道を代表する重化学工業都市である

が、市内には観光名所として東日本最長の吊り

橋の白鳥大橋や、水平線を一望できる地球岬が

有り、また、道内有数の温泉街である登別温泉

や、サミットで話題となった、洞爺湖が近隣地域に

存在する等、工業と観光が融和した地域特性を

持っている。その為、長年にわたり苫小牧市と並

ぶ胆振地方の中核都市として発展してきた。

， 

図1 室蘭市位置図

2.室蘭市の水道事業の概要

本市の水道は大正3年に認可を受けて創設さ

れ、当時は室蘭に進出してきた日本製鋼所から

受水したのがはじまりである。

その後急激な人口の増加、大雨や大雪による

水の濁りが問題となり、取水河川をチマイベツ

川、ペトトル川とし、昭和15年にチマイベツ浄水

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

い、知利別浄水場、千歳浄水場が建設され3浄

水場体制で給水を行ってきた。しかし、人口は昭

和45年の17万人をピークに減少傾向であり、平

成21年1月現在では約9万6千人と10万人を割

り込み、施設稼働率が低下したため、平成18年

度には知利別浄水場を休止し2浄水場体制とし

た。また、給水区域内では起伏が激しいとしヴ地

形的な特徴があり、配水池16箇所やポンプ場23

箇所と給水規模に比べ、多くの配水池やポンプ

場が存在し、職員の減少に伴い維持管理に多く

の手間を要することが課題となっている。

， 

図2 室蘭市水道施設概要図

3.耐震管採用の経緯と管路の高機能化

への取り組み

(1)幹線管路の耐震化

阪神・淡路大震災以降、毎年のように発生して

pる大地震での水道施設の被害状況から、水道

のライアラインとしての役割が再認識され、災害に

強い水道施設整備の必要'性が高まっている。

幸い本市では、既往地震では最大で震度4が

観測されているのみであり、水道創設時代から大

地震は発生していない。しかし、ライアラインとして

の信頼性を高めるため、平成17年度から幹線管

路(呼び径150以上の導・送・配水管)は、NS形

の高機能ダクタイル鉄管を採用し、管路の耐震

性の向上を図っているところである。

(2)水質改善への取り組み

近年では水道需要者からの水質面の要求の

高まりが見られ、これらの要求にこたえるため、赤

水や濁水の防止をはじめとした水質改善への取

り組みを行っている。具体的には、消石灰炭酸ガ

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

る内面エポキシ樹脂粉体塗装管の採用などで、

よりおいしい水の供給を進めているところであ

る。

(3)本市の老朽管の現状と対策

1)管路施設の老朽化の現状

平成19年度末現在、本市の総管路延長は約

576km、その内、導・送水管は約76km、配水管

は約500kmで、ある。これらの中で配水管布設後

40年以上経過した老朽管延長は約123.5kmと

なっており、全体の21%程を占めている。その

為、将来にわたっての給水の安定d性、安全性を

確保するため、これらの老朽管対策の推進が課

題となった。

HP 
0% 

総延長576km

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

図3 管種別管路延長

2)老朽管から高機能ダクタイル鉄管へ

このような背景を踏まえ、平成19年度には「水

道施設管路更新第1期計画」を策定し老朽管対

策を進めている。

更新対象管路は、埋設後40年以上が経過し

た鋳鉄管や鋼管などであり、その中でも、重要幹

線を優先に耐震管 (NS形ダクタイル鉄管)の布

設替えを行い、老朽管対策と耐震性の向上を同

時に進めている状況である。

管路の耐震化率は徐々に向上しているが、ま

だNS形ダクタイル鉄管を採用してから期間が数

年と短いため、耐震化率は11%と十分に高い値

とは言えず、配水管路の耐震化への取り組みが

急務であると考えている。

図4 NS形夕、クタイル鉄管の構造図

(呼び径:500)

4.NS形ダクタイル鉄管施工事例及び施

工性

(1)中口径NS形ダクタイル鉄管の採用について

本工事の配水管改良にあたり、既設管の口径

が呼び径500と幹線管路であり、調達の安定性

やコスト面及び施工性などの観点から、NS形ダク

タイル鉄管を採用した。

(2)工事概要

1)工事名:新富町1丁目配水管改良工事

2)管 種:呼び径500NS形ダクタイル鉄管

(3)夕、クタイル鉄管の施工性

NS形ダクタイル鉄管を使用することで、施工性

が良好で、あった事も有り、当初工期より施工日数

の短縮が達成できた。また、施工業者からの声と

して次のような点が挙がった。

①中口径NS形ダクタイル鉄管の施工性につい

ては、小口径の管と違い管厚が一種類で全て

の管で切管が可能なため、急な配管変更にも

すぐ対応でき施工に優れている。

②管接合時に伸縮代の確保に工夫が必要で、

挿入長さを規定値よりも1cm程度短くして挿
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入することで、ボルト締付け後に規定値が確保

できた。

③直管と異形管の継手構造が同じなので複数

の継手形式が混在せず、接合する時に間違

いにくしミので、よかった。

④勾配が急なところや、地下水がある水場でも、

施工が容易で、あった。

⑤K形と違い挿し口を受口の中心になるように

管を吊っておかないと、パックアップリンク守が入

らないことがあった。また、切管の挿し口加工が

K形と遣い特殊工具等が必要となり、少し苦

労した。

図5 埋設!状?兄

図6 ロックリンク拡大状況

5.今後の施設改良の展望について

昨年3月「水道施設の技術的基準を定める省

令」が改正となり、同年10月から施行されてい

る。本市においては「水道施設管路更新第1期

計画」において、 10ヵ年の実施期間を定め、施設

改良を進めているところであるが、実施期間中に

おいても適宜施設の現地調査を行い、老朽度を

的確に把握し、計画の随時見直しによる効果的

な施設の改良を推進中である。

また、この省令改正により導・送・配水管の幹

線管路の耐震化が義務づけられたことから、ます

ます、管路の耐震化の重要性が高まってきてい

る。本市においても、今後とも、重要幹線の更新

に際しては、耐震管であるNS形ダクタイル鉄管

を積極的に採用するとともに、国庫補助対策にそ

って補助事業を視野にいれて、地域ごとに管路

更新を行い、従来にも増した「安全で安定したお

pしい水」の供給を図ってpく計画である。

6.おわりに

本市では、前述の計画的な管路更新を進め

ているところであるが、一方で施設建設から約70

年が経過し、老朽化したチマイベツ浄水場の施

設更新を平成20年度から行っている。新浄水場

は、耐震性能が強化された施設へと生まれ変わ

るとともに、運転が自動化され、水の濁度変化に

対しても速やかに対応出来るシステムが導入さ

れ、平成22年度中に新浄水場が完成する予定

である。

管路施設の耐震性強化と新浄水場の運用開

始を機に、より一層の安全で安定した水の供給

を図っていきたい。

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

1 .水道事業の沿革

さpたま市が位置する埼玉県南部は、関東平

野北部から東京都江東地区に連なる浦和水脈

と呼ばれる豊富な地下水に恵まれた地域であ

る。したがって、当地における飲料水は従来から

浅井戸に頼ってきた。

昭和初期、埼玉県南部では国有鉄道による京

浜東北線の運行開始など交通網の発達ととも

に、東京の近郊として急速に都市化が進み、人

口増加が著しくなってきた。さらに、伝染病や大

規模な水不足が多発した乙とにより住民の上水

道への期待が高まり、昭和9年、当時の浦和市、

大宮町、与野町等、一市二町二村の共同運営と

pう広域化の先陣として、当局の前身となる水道

事業が設立され、深井戸を水源とする浦和浄水

場、大宮浄水場を拠点として昭和12年4月1日

から給水を開始した。創設時の給水人口は1万

5千人で、一日最大給水量4，400m3j日、普及率

13.4%であった。

さいたま市水道局

前 水 道 計 画 課 長 有 吉 寛 記

表 1 水道事業概要 (H19)

給水区域 さpたま市全域(217.49km2)

給水人口 1，203，306人

普及率 99.9% 

一日:巨大給水量 420，850m3j日

計画一日最大給水量 480，000m3j日

一日平均給水量 380，153m3j日

有効率 94.9% 

さし￥たま市水道局は、その名を創設当初の埼

玉県南水道組合から埼玉県南水道企業団、そし

てさいたま市水道部を経て、全国13番目となった

政令指定都市への移行を契機に現在の名称、と

した。本市は、都心から北ヘ約20kme:Pう地の

利を生かしたベッドタウンとして発展してきでおり、

旧岩槻市との合併もあり、平成19年度には、給

水人口約120万人、一日最大給水量約42万m3

を有する事業となった。当局の水道事業の概要

を表1に示す。



さpたま市における管路の耐震化対策とダクタイル鉄管の採用事例 21 

給水を開始して以来70年余りを経過した現

在、その普及率はほぼ100%となり、水道事業

は、今や生活のみならず都市活動においても欠

くべからざるものとなっている。

2.管路の耐震化対策

2. ， 管路耐震化の方針

厚生労働省では平成16年6月に「水道ビジョ

ン」を策定した。その主要施策のひとつである

「災害対策等の充実」では、安定的な生活用水

の確保の重要性に鑑み、水道施設の機能を十

分に発揮すべく「基幹管路の耐震化率を100%

とする。」といった施策目標を掲げたところであ

図1 水道施設整備計画の体系

る。その後、近年頻発している地震災害を念頭

に置き、同省では耐震化の推進を図るため、平

成 18年度に「管路の耐震化に関する検討会」

を産官学諸兄の参画により開催した。その結果

として平成20年3月には、水道施設の技術的基

準を定める省令の一部改正を行い、水道施設の

耐震性能をより明確なものとして具体化し、平成

20年4月から2ヵ年をかけて「水道施設・管路耐

震性改善運動」を実施し、管路の耐震化率の向

上に向けキャンペーンを展開している。

当局における管路の耐震化については「老朽

管更新事業」と「耐震化事業」に位置付け鋭意

推進中である。その方針としては、水道ビジョンと

時を同じく策定した、さいたま市版地域水道ビジ

ョンである「さいたま市水道事業長期構想」

(H16.9)の下、平成18年 1月に取り纏めた「水

道施設整備計画J(図1)により定めている。そし

て、同年3月制定の「中期経営計画」と整合を図

り、常にレビューしながら耐震化事業を展開して

pる。

なお、当局の水道管路については、これまでの

生活基盤整備としての面的整備により、将来想

定される水需要に対しておおむね対応できる施

設が既に構築されており、現在では、昭和40年

代までに布設した管路を中心に更新時期を迎え

ることから、維持管理を主眼とし、耐震化に向け

質的な充実を図るべく更新・改良していくことと

している。

2..2 管路耐震化対策の推移

1)管路の耐震化率

わが国の上水道の歴史では、昭和30年から

40年代にかけて、都市近郊において水道ブーム

がおこり、高度経済成長の波に乗って飛躍的な

水道普及率の向上が見られた。乙のことは当局

においても例外ではなく、当時の合併による市域

の拡大もあり、拡張に次ぐ拡張により大量の管路

整備がなされた結果、平成19年度末の管路布

設総延長は、約3，400kmとなった。当局管内に

布設されている管種とその延長を表2に示す。

表2 導送配水管の布設延長
(単位:m)

管種
平成19年度 (2007)

導・送水管 配水管 計 割合

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

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

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

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

石綿管 562 27，301 27，863 0.83% 

塩ピ管 76 236，620 236，696 7，02% 

ポリエチレン管 12，218 12，218 0.36% 

ステンレス管 12，749 12，749 0.38% 

鋼管 143 5，059 5，202 0.15% 

その他 381 8，376 8，757 0.26% 

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

NS.S形等の耐震継手管に鋼管やステンレス管

を加えた耐震化率については、31.4%と全国水

準を超えた数値になっている。なお、厚生労働省

の「管路の耐震化に関する検討会」で報告され

たように、地盤の良いところでのダクタイル鉄管

(K形継手等)も耐震性能を有しているため、そ

れらを考慮すれば耐震化率は59.2%となる。

その理由は、断水被害を最小限にすることを目

的に、必要な量の水の安定した供給と、地震・渇

水・事故などに備えた災害対策の充実を目指し、

昭和48年度から高級鋳鉄管の更新を開始した

ことに加え、昭和51年度からは石綿セメント管の

更新を積極的に推進してきたことが挙げられる。

さらに、平成7年 1月に発生した阪神・淡路大震

災を契機として、全国に先駆け耐震性の高いN

S.S II形継手管を、それまでの一部採用に変え

全面的に採用したことから、その後は必然的に更

新イコール耐震化となったことによるもので、ある。

そして、現在も管路更新とともに耐震化対策を促

進する事業を継続してきでいる。

2)管種・継手の変遷

ここで、当局における管種・継手の採用基準に

ついて基本的な考え方をまとめてみる。

これまで使用してきた管種や継手として、創設

期には印鑑継子高級鋳鉄管が採用され、昭和

20年代前半からは地場産業とpうこともあり、石

綿セメント管を多用した。しかし、ダクタイル鋳鉄管

の規格が制定された後の昭和30年代後半から

はA形継手を採用し、昭和40年代になるとT形

継手のダクタイル鉄管を、それまでのA形継手に

替え採用することにした。これは、抜け出し阻止

の'性能を重視し始めたことによるもので、あった。そ

の後昭和40年代後半になると、用途に応じてK.

KF.S形継手のダクタイル鉄管も布設することと

なった。さらに上述のとおり、より耐震性能を高め

るため、平成7年度に離脱防止機構付き継手を

全面採用することとし、主流として今日まで使用

している。言い換えれば、ダクタイル鉄管の歴史

とともに歩んで、きたと言っても過言で、はないと考

える。

このように、管路の新設や老朽管の更新事業

にあたっては、実績、信頼性、耐震性を考慮して

K形 .T形継手のダクタイル鉄管を中心に整備し

てきた。

また、震災対策としては、想定した地震動に対

する耐震d性の評価を行った結果をもとに、地盤

条件の悪い地域や重要な管路(導水管)には、

かねてよりSII形などの離脱防止機構付き継手

を使用し、積極的に耐震化に取り組んできたとこ

ろである。

3)管種・継手の選定基準

管種・継手の採用に際しては、それぞれの課

題に対する検討を慎重に行った上で、決定し、将

来にわたって満足で、きる仕様にすることはもちろ

ん、採用後、すぐに布設替とpうような事態を避

け、市民生活に影響を及ぼさないものとすること

が水道事業者としての責務である。したがって、

管種・継手の決定にあたっては、長い実績と信

頼性、管体強度、耐震性を選定基準の判断材

料としている。

そして、その耐震適合性の判定方法について

は、工学的検証に照らした上で過去の実績をも

踏まえ、地域の実情に応じた管種・継手の選別を

各事業体が行うべきだと考えている。それには、

第一に管体強度を考慮することが重要となる。

表3に管種ごとの機械的性質を示すが、この表

からわかるように管体強度が小おものは、長期

表3 管種ごとの機械的性質

曲げ強さ (N/mm2) 

ダクタイル鉄管

420以上

600以上

鋼管

400以上

600以上

硬質塩化
ピニル管

49以上

78-98 

ポリエチレン管
(PEI00) 

20以上

24 
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耐久性に加え地震時の地盤の変位に追随し耐

えうるのか不安が残る。

また、厚生労働省の「管路の耐震化に関する

検討会」でまとめられた管種別の耐震適合性を

表4に示す。これによると、K形やT形継手のダク

タイル鉄管は、その埋設環境によってはレベル2

地震動においても耐震性を有するものとしてい

る。当局では、良好な地盤条件においては、K

形-'1形継手のダクタイル鉄管をその耐震性能の

評価に基づき確認した上で、耐震性のある管種・

継手と判断し従前から採用してきたところであ

る。

表4 主な管種別の耐震適合性(レベjレ2地震動)

管種・継手 耐震適合性

ダクタイル鋳鉄管 (NS形継手等) 。
。

ダクタイル鋳鉄管 (K'T形継手等)
(良い地盤)注1

硬質塩化ビニル管 (RR継手) × 

配水用ポリエチレン管(融着継手) 注2

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

ベル2地震動に対する耐震性能を満たす。

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

する。

3_管路更新計画の推移

図2に示すとおり、当局では老朽管対策と有効

率向上対策の両面から、いち早く管路の更新計

画を定め石綿セメント管・高級鋳鉄管をターゲット

とした管路整備事業を耐震化対策と並行して積

極的に実施してきた。

このことから、昭和40年代後半には当時の総

延長の約半数である640kmを占めていた石綿セ

メント管は、隣市との合併により撲滅時期が4年

程度先送りとなったものの、平成20年度からはそ

の更新率をこれまでにも増して高め、平成21年

度にはほぼ解消することとしている。

同様に、当時620km余りも存在したダクタイル

以外の鋳鉄管についても、国庫補助を活用しな

がら石綿セメント管の更新に先が見えてきた平成

12年頃からその更新延長を増加してきた結果、

平成19年度末には掘削規制などで施工が不可

能な路線を除き更新を完了したところである。

他方、塩ピ管については、平成17年度におけ

る総延長の6%強にも上る約200kmが合併により

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

(S61- 国庫補助)
.:. S51- 石綿セメント管の布設省

(H7- 国庫補助)

震災対策(sn-s形継手)
.:-S53- 導水管とφ200以上の配水管

ACP:H21年度 基幹管路・重要路線を抽

CIP :H20年度 出し、更新優先順位付け
三

図2 管路更新計画の推移

増加したこともあり、異形管が高級鋳鉄製である

初期のダクタイル鉄管とともに、今回の省令改正

に基づき、今後の耐震化(更新)計画に加えるこ

ととして現在検討中である。

なお、導水管については、これまで、の震災対策

において更新を実施してきでおり、今後も、前述

の「水道施設整備計画」に基づき、水道施設の

耐震化事業の一環として順次更新予定としてい

る。
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4.耐震化対策の課題

昨今、国会の場においても水道施設の耐震化

の遅れが議論されているが、耐震化計画の策定

に当たっては、いかに効率的かつ計画的に耐震

管路にしていくかが必要であり、また、水道事業ガ

イドラインに基づく業務指標(pI)を利用しその活

用を図ることも重要である。

そのためにはまず、基幹管路の定義をしっかり

認識し、地域の実情に応じ重要路線を見極めた

上で更新の対象を選定しなければならない。さら

に、管路耐震化の基本的考え方に立って、更新

優先順位を見直し決定していくべきである。そし

てその際には、地盤条件に適応した管種の選定

が先決となる。

一方、水道使用者に対しては、高料金となるこ

とへの理解を求め、PI値などを示して情報提供

し、改良・更新の必要性を理解していただくことが

肝要であると考えている。

表5に、管路の口径別割合と、その口径ごとに

耐震管が占める割合を示す。なお、当局における

耐震管の定義は、離脱防止機構付き継手のダク

タイル鉄管と鋼管 (SSPを含む)としている。

表5 管路の口径別割合と耐震化率 (H19)

当局の場合、呼び径100の布設率が圧倒的

に高い。これは、従前の右肩上がりの水需要予

測の基、水道の防災対策としての役割を担う消

火栓設置のために、管網計算上は呼び径75以

下でも対応できるものの、口径をアップ。したことに

起因している。

ここで、口径ごとの耐震管が占める割合につい

ては中小口径管が高く、呼び径400以上の配水

幹線についてはその割合が低くなっていることが

最大の課題となっている。

配水幹線は、昭和43年にそれまで深井戸とし

ていた水源のほとんどを用水供給からの受水に

図3 年度別配水幹線布設延長

転換したことから、その時期に基幹施設となる配

水場を構築し大量に整備したものである。現在

使用している主要管路は当時のものが多く、管

種は、主にK形継手のダクタイル鉄管である。そ

して、配水幹線における耐震管の布設率は現状

で約25%であり、現在推進中である施設整備の

目標年次としている平成32年度には、恐ろしい

ことに耐周年数を超える配水幹線延長が約59

%となることも予測されることから、早期の更新が

課題となっている。

さらに、配水幹線の更新は容易で、はなく、代替

路線の選定や、受持つ水量のパックアッフ。に対

応した施工方法の選定など、様々な問題をクリア

していかなければならないとしヴ課題もある。

乙れらの課題に対処するためには、施設整備

計画の軸としている配水ブロック化を勘案した

更新対策として十分な検討を実施する必要が

ある。加えて、基幹管路の選別による重要路線

選定や、更新優先順位の決定に加え、財政計

画に適合した効率的な耐震化計画の策定が、

今後における重要な課題となっているところであ

る。

ただし、日本水道協会の水道施設更新指針

にある手法に準じ、配水管全体の評価を実施し

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

られたのは幸いなことではある。

5. 管路耐震化対策の事例 (PN形継手

のダクタイル鉄管の採用事例)

当局では、2章に記述した水道施設整備計画

に基づき、老朽管更新事業と並行して、水量・水

圧・水質コントロールにおける維持管理の向上、

ならびに、平常時・非常時の水運用の向上、そし

て、それらの計画立案の容易化を目的とした配水

ブロック構築事業を実施している。現在は、平成

22年度までに給水区域の4統括ブロック化を目

権進管芯国F 一一一
附管芯山L一一一

1&国

指し、ブロック構築のために必要な配水幹線を布

設しており、その工事におけるPN形継手のダクタ

イル鉄管の採用事例を紹介する。

工事の概要としては、配水場からの流出管を新

設するため呼び径600のダクタイル鉄管を約290

m布設するもので、近傍の河川の伏せ越しをする

必要があることから、配水場敷地内に発進立坑を

設け、図4に示すとおり地表下約10mを泥水式推

進工法により設置した呼び径800の鉄筋コンクリ

ート管を鞘管とし、呼び径600のPN形継手のダク

タイル鉄管を約117m挿入するもので、ある。

図4 施工図および施工写真

PN形継手のダクタイル鉄管は、パイプ・イン・パ

イプ用に開発されたものであるが、その外径が

NS形継手のダクタイル鉄管よりも小さく、推進用

の鞘管口径の縮小が可能であることから経済的

であり、本工事においても採用したところである。

6.今後の管路耐震化対策

当局では、平成 20年度から更新延長を

10，000m増加し、管路更新率を1.0%とする事業

を推進している。しかしながら、耐震化に向けた

管路の更新は多額の費用を要し、短期・集中的
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に行うことが困難な状況にある。

したがって今後は、更新時期の平準化や費

用の最小化を図るためのアセットマネジメントやラ

イフサイクルコストを考慮することが重用であり、

従来までの管種や布設年度のみに偏らず、施

行事業の費用対効果を最大限に発揮でき、併

せて水道利用者への説明が十分に行える管路

耐震化(老朽管路更新)計画の立案が急務とな

っている。

6. ， 配水ブ.ロック化との整合

前述のとおり当局で、は配水ブロックの構築を

推進中であり、更新優先順位の選定にあたって

は、配水ブロック化の構築と整合のとれた計画

の策定をすることとした。すなわち、配水ブロック

内の基幹管路の役割をより明確なものとし、優

先的に更新すべき重要路線の早期耐震化と共

に、事故時の二次災害影響の大きい軌道・河

川・国道を横断する経年配水管を解消するため

の手法を確立することとしている。そして、将来

予定している小ブロック構築時等における配水

管網機能の再評価や計画の見直しに際して

は、その作業を職員の手によって行うことがで、き

るような管路更新支援システムの導入を目指し

ている。

6.2 配水管網機能評価

配水管路の機能及び役割を明確にするた

め、現在運用中のマッピンクツステムデータを基

に、既存の地盤情報・地域防災関連情報・過去

の漏水データ等を活用し、以下に示す3項目の

配水管網機能評価を実施中である。

①老朽度評価

埋設環境ごとに管路の腐食度を設定し、各管

路の予測深さを基にした評価。

②耐震性評価

さpたま市の防災関連情報を基に被害想定

に基づく被害率等を考慮、。

③重要度評価

地域防災計画と整合を図った重要拠点への

供給寄与度を考慮。

これら3項目の評価を実施した上で、メッ、ンュか

らラインへとターゲ、ットを絞り込む。すなわち、工事

名単位で、の評価を行った後、総合評価すること

で更新優先順位の検討が容易に行えることとな

る。

なお、評価に当たっては、配水幹線・配水支管

別の更新優先順位を基本として、平常時と地震

災害の発生時に分け、財政面・組織面・施工条

件・更新対象地区等のバランスを熟慮した上で

の決定が肝要である。また、施策点については、

基幹管路の更新優先度を高くする等、当局独自

の重み付けにより評価するものであるが、管体調

査や地質調査など実データに基づく更新優先順

位の妥当性と、実現可能な配水幹線更新計画

の検討が今後の課題となっている。

7.おわりに

近年の地震災害から改めて明らかになった課

題として、都市施設にとどまらず中山間地におい

ても、基幹管路の重要性が挙げられている。我が

国約40兆円にものぼる水道資産の7割を占める

と言われる管路については、その耐震化率が平

成 18年度末において基幹管路で11.9%と低迷

している状況下にある。他方、水道事業ガイドライ

ンに見る日本の管路更新率の平均は1%でしか

ない。

配水管路の適正な管理なしに安全で安定した

給水は望めないことから、今後は、いかに効率的

かつ計画的に配水管を更新していくかについ

て、英知を結集して取り組んでいかなければなら

ない。そのため、当局のみならず、管路更新に併

せた耐震化対策の実施にあたっては、次の事項

を念頭に置き推進する必要があるものと考える。

まず、事業経営を勘案し、長期的な視点に立っ

た計画の策定と着実な実施の展開を目指すこと

が重要である。当然のことながら、施設更新を先

送りにしていると、水道サービスの低下はもちろん

のこと、あるときには水道そのものが破綻すること

も考えられるであろう。対症療法ではなく、予防保

全の考え方を確立した上で対応すべきことは明

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

とが必須であり、厚生労働省で纏めているアセッ

トマネジメントに関する手引きを活用するなど中長

期の展望を持った施策の推進が必要となってい

る。今回の省令改正や、本年度にも拡充が予定

される補助メニューなども十分に利用し、効率的

な管路の更新と同時に耐震化を促進すべきであ

る。

さらに、拡張と更新の遠pを再認識する必要

がある。施設の拡張に明け暮れた時期が過ぎ去

り、全国的にも97%以上の国民が利用する中、

水道は無くてはならない存在であり、蛇口から水

が出るのは当たり前の時代となっている。反面、

断水の経験をしたことの無い年代の人々が多数

となってきていることもあり、工事施工にあたり水

道利用者のコンセンサスを得るのが困難な場合も

多い。したがって、管路更新の実施にあたって

は、現在置かれている水道施設の状況を見極

め、将来の方向性を明確に示すと共に、耐震化

の意義をも含め、しっかりとした説明責任が求め

られている。

水道ビジョンにも提示されているとおり、今後も

安全で安定した水供給を「持続」するには、積極

的な管路施設の維持管理を行い、浄水場で処

理した清浄な水を輸送過程である管路で劣化さ

せることなく、たとえ非常時においても良質な水道

水の供給を図ることが大切である。そのために

は、水道事業体がそれぞれ保有するデータを最

大限に活用することにより、地域の実情に応じた

耐震化計画の策定が急務になっているものと考

える。

27 
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埼玉県曽水道における管路更新の
検討方針について

1 .はじめに

埼玉県の水道用水供給事業(以下「県営水

道」とpう。)は、人口増加と生活水準の向上に

よる水需要に対応するととも

に、地下水の過剰汲み上げ

による地盤沈下の防止対策

として、昭和43年 4月に大

久保浄水場から浦和市、大

宮市、与野市(現さいたま

市)等の県南中央地域に給

水を開始したのが始まりであ

る。現在は、図1に示すとお

り、5つの県営浄水場から

2，665，000m3
/日の施設によ

り、62団体 (65市町)に対し

水道水を供給し、これら市

町の水道の8割弱を賄うま

でとなり、県民生活や都市

活動を支える重要な事業と

埼玉県企業局

前水道担当部長栗原哲男

なっている。一方で、給水開始以来40年が経過

し、管路をはじめ多くの水道施設が今後更新時

期を迎える。

図1 県営水道の給水区域
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埼玉県営水道における管路更新の検討方針について

そこで、本稿では県営水道における送水管路

の現状等を紹介するとともに、今後大量に更新時

期を迎える管路の更新について、その検討方針

を概説する。

送水管路
総延長
754.9 

(単位:km)

管種別・口径別の送水管路延長

るものであるが、このように管路の供用開始年度

には大きなノTラツキがあるため、耐周年数を迎え

た管路を一律に更新することは、投資が集中す

ることになり、財政計画上好ましpことではない。

そこで、更新計画の策定に当たっては、他の施

設整備とあわせて、一度期に施設整備及び更

新への投資が集中しないよう、平準化することが

重要と考えている。

図2

2.管路の現状

(1 )送水管路の状況

県営水道における平成19年度の管種別・口径

別の送水管路延長を図2に示す。管種別に見る

と、送水管路総延長754.9kmのうちダ、クタイル鋳

鉄管が648.6km(85.9%)、鋼管が 106.3km

(14.1%)となっている。また、口径については、ダク

タイル鋳鉄管及び鋼管ともに呼び径600-1，000

のものが最も多いが、呼び径100の小口径のもの

から、呼び径1，500を超える大口径のものまで様

々な口径が存在している。

(2)送水管路の経年化状況

平成19年度末現在の送水管路の供用開始

年度別延長を図3に示す。これより、昭和43年に

県営水道で初めて供用を開始した管路について

は、法定耐周年数である40年を経過したことにな

るが、昭和49年度及び59年度に他の時期よりも

突出して供用を開始していることが見て取れる。

乙れは、乙の年度に新規に2浄水場が稼働したこ

とに伴い、新たな区域ヘ給水を開始したことによ

対
総
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長
比
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送水管路の併用開始年度別延長図3



30 

(3)管路の耐震化率

ダクタイル鉄管
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平成21.5 第84号

水道施設については、地震が発生した場合に

おいても生命の維持や生活に必要な水を安定し

て供給する必要があるため、管路をはじめ水道

施設の耐震化を図り、被害の発生を抑制し、影

響を小さくすることが求められている。しかし、平

成18年度末現在における基幹管路の耐震化率

は全国平均で約12%であり、必ずしも十分に耐

震化が図られていると言える状況ではなく、近年

発生した大規模な地震においても、水道施設に

多大な被害が生じている。このようなことから、厚

生労働省では平成19年度に、水道施設の備え

るべき耐震性能をより明確なものとし、水道施設

の更新の際等に適切な耐震性能を

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 

有する水道施設の整備が図られる

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

省令第15号)の一部改正を行った

ところで、ある。

・園田近接工事による損傷

10H c二二コ弁類の劣化・損傷等

E二二コ腐食

図4 管路の耐震化率

45，000 

40，000 

35，000 

近年の県営水道における管路の

沈下等によるフランジ部破損

8円一. .  回復旧費用
復

30，000 I日

耐震化率(PI2210※)の推移を図 発

4に示すが、耐震化率は平成19年 存6
数

件

2 

費

25，000買
千

20，000巳

15，000 

10，000 

5，000 

度末現在で、約37%となっている。こ

れは、県営水道では新規に布設す

る管路については、離脱防止機構

付き継手を有する耐震管等を採用

していることによるものである。先に

示した全国平均12%と比較してもそ

の数値は高い値を示しているが、県

営水道は県内水道事業者の主要

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 0 

な水源となってL亙るとpう事業の性

格を考慮すると、さらに耐震化率を向上させること

が重要と考える。このため、経年化に伴う管路の

更新に当たっては耐震管に切り替え、耐震化率

を向上させていく必要があると考えている。

(※PI:水道事業ガイドラインσ羽川町AQ100)に基

づく業務指標。数字は業務指標の番号。以下同

様。)

(4)管路における漏水事故の発生状況

図5に平成12年度以降の県営水道における

漏水事故の発生状況を示す。いずれも大規模

図5 漏水事故の発生状況

な断水や道路陥没等に起因する二次的な被害

に至るような事故ではないものの、毎年、小規模

な漏水事故は発生しており、近年は発生件数が

上昇傾向にあることが分かる。また、要因別に見

ると、全体的に腐食による漏水が多く発生してい

る。なお、管種による区分では、平成19年度に発

生した11件の漏水事故のうち、 10件は鋼管で

発生するなど、電食に起因した鋼管での漏水事

故が多く発生している。特に、小口径の鋼管は、

布設時に溶接箇所の内面塗装ができないため、

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

示す。

(5)管路の維持管理状況

写真1 漏水復旧(鋼管呼び径700)

県営水道では適切な管路機能の維持を目的

に、管路を管理する浄水場ごとに管理エリアを設

定し、専門の技術者を配置して管路の維持管

理を行っている。県営水道における管路施設の

主要な管理内容を表1に示すが、実施に当たっ

ては地域性等を考慮して管理エリアを細分し、

定期的かつ計画的に管理を行っている。この他

にも、一部の浄水場では制水弁の実効性の調

査や、管内流速を上げて排水作業を行う管の洗

浄作業等を試験的に実施している。

足や溶接箇所からの漏水事故が多くなってい

る。鋼管(呼び径700)で発生した漏水箇所に、

表 1 管路施設の主要な管理内容

内容 標準的な頻度 実施事項

0漏水の有無
0弁室及びその周辺の破損の有無

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

0弁類からの漏水の有無

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

水管橋塗装 10年に1回
0水管橋の塗り替え塗装
0ボルト・ナット類の点検

電気防食 随時
0防食電流の調査
0電気防食設備の設置

(6)管路に関する主な業務指標

県営水道では平成17年度から水道事業ガイ

ドラインに基づく業務指標(pI)を試算し、公表し

ている。近年の管路に関する主な業務指標を表

2に示す(一部再掲)。

表 2 管路に関する主な業務指標

番号 指標名 定義 H17 H18 H19 

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

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

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

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

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

県営水道では昭和43年の給水開始以来約

40年が経過しているが、管路の法定耐周年数は

40年であるため、現時点では経年化管路率

(PI2103)は0%となっている。しかし、来年度以

降、耐周年数を迎える管路が発生することから、こ

の指標は年々上昇していく乙とが見込まれる。そ

のため、計画的な管路の更新が必要となるが、管

路の更新率(PI2104)についても0%となってい

る。管路の耐周年数が40年であることを考える

と、この指標が今後2.5%程度 (100%+40年)を

維持していくことが必要であるが、2.5%以下で推

移した場合は更新サイクルが追いつかないことを

意味する。また、管路以外の施設についても、今

後、急速に老朽化が進行していくことが予想さ

れ、老朽化した水道施設を更新せずに放置する

と、施設事故を誘発し突発的な断水や地震時の

被害拡大、漏水事故の発生など、安定的な給水

に支障を来すリスクが高くなる。さらに、道路上で

大規模な漏水が発生した場合、近隣の家屋に対

する浸水被害が発生するだけでなく、道路の陥

没による二次的な被害も発生してしまうおそれが

ある。つまり、水道水の安定的な供給には、管路

を含めた水道施設の適切な管理と適時の更新

が必要不可欠であると考えている。

このように、更新需要の増加による全体的な事

業量の増大が予想される一方で、老朽化した水

道施設の更新事業は、その後の給水量の増加に

結びつく事業ではないことから、水需要が伸び悩

んでいる現状を考慮すると、財源の確保が課題と

なるだけでなく、場合によっては財源不足も懸念

される。

また、埼玉県企業局(水道用水供給事業、工

業用水事業及び地域整備事業)では今後、技術

職員の大量退職が見込まれている。図6に平成

20年度の埼玉県企業局における技術職員の年

齢構成を示すが、今後10年間で現在の技術職

員の約44%が退職することとなり、技術継承だけ

でなく、施設の更新需要の増加への対応策とし

て、退職した再任用職員を活用することも検討し

ていきたい。

ダクタイル鉄管 平成21.5 第84号

さらに、耐周年数を迎えた管路から順に劣化

度合いは比例するものではなく、埋設された環

境によっても劣化状、況は変化するもので、ある。よ

って、劣化の原因となる環境条件を除去するとと

もに、管路の劣化状況を把握するための実証的

な実験も今後検討していく必要があると考えて

pる。
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図6 埼玉県企業局における技術職員の年齢構成

4.管路の調査

(1 )管路データの収集

管路データは、管路の更新計画の策定に先

立ち実施する管路調査に必要不可欠な情報で

ある。しかし、県営水道では、管路データは特定

の部署で一元的に管理されている訳ではなく、

管路を管理するそれぞれの浄水場において個

別に管理されている。したがって、今後の管路更

新に当たっては、正確な管路データを計画的か

っ体系的に収集・整理し、特定の部署で一元的

に管理することが重要と考える。また、管路データ

は現在各浄水場で保管・管理されている工事

台帳、工事完成図、管路台帳、事故記録、試掘

記録、占用許可書、電食調査報告書、管理年

報、現地調査等により収集することとなるが、収

集に当たってはチェックリストを作成するとともに、

容易に検索や補正・追加ができるように収集デ

ータの台帳化及び、ファイリング化を図る必要があ

ると考える。今後収集する必要があると思われる

管路データの種類(例)を表3に示す。
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表3 管路データの種類(例)

分類 情報源

管体情報
工事台帳・工事完成図・管路台

帳・試掘記録等

工事完成図・管路台帳・占用許
埋設環境情報 可書・電食調査報告書等

管路水理・水質情報 管理年報等

事故情報 事故記録・管理年報等

苦情情報 事故記録・管理年報等

社会的情報 管路台帳・管理年報等

(2)管路調査の実施

導 ・送水管は必要な水量を安定的に輸送す

るための重要な施設であるが、そのほとんどが地

中に埋設されており、直接的に目視することがで

きない。したがって、収集した管路データをもとに

管路調査を行うことによって、その機能を評価す

ることが重要と考える。

管路調査の実施に当たっては、管外調査、管

種類

①布設年度・価格 ②管種 ③管厚 ④口径 ⑤延長

⑥布設場所 ⑦管路名称 ③管路付属施設 ⑨ポリエ

チレンスリープの有無 ⑩電気防食の有無 ⑪工事履歴

⑫管路状況 ⑬工事施工者

①土被り ②舗装仕様 ③占用種類 ④交通量 ⑤土

質 ⑤地下水位 ⑦近接する他事業者の埋設物の有無

⑧迷走電流の有無

①水量・水圧・水質 ②流向 ③流速係数

①発生年月日 ②原因 ③発生箇所 ④漏水状況

⑤修理方法 ⑥事故の影響

①発生年月日 ②原因 ③発生箇所 ④苦情内容

⑤対応方法

①受水事業者情報 ②市街化状況 ③重要施設の有無

内調査、管厚調査、水質調査、土壌調査、周辺

環境調査等を実施して、管路の構造面・水理

面 ・水質面・環境面について現状を把握する必

要があるが、表4に県営水道で今後考えられる

管路調査の項目を示す。そして、これらの調査結

果に基づき、将来的な劣化の進行度合いにつ

いても予測する必要があると考えている。

表4 管路調査の内容

分類 調査種別 調査項目

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

管厚調査等 等

水理面 管内調査等 通水断面積、水圧等

水質面 水質調査等 pH値、濁度、残留塩素濃度等

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

査等 無等
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5.管路更新計画

(1 )優先順位の検討

ダクタイル鉄管 平成21.5第84号

管路の更新計画の策定に当たっては、先に収

集した管路データや管路調査の結果を分析・評

価し、更新の対象とする管路を選定した上で、こ

れらの中から更新の優先順位を決定する必要が

ある。優先的に更新が必要な路線は、鉄道横断

箇所や交通量の多い国道横断箇所等の重要な

管路、管路調査の結果から経年劣化の著しい

管路等を選定するなど、優先順位の決定に当た

っては、評価の容易性や客観性を確保するた

め、定量化を図ることが望ましpと考える。優先順

位の定量化に際して考えられる検討要素を表5

に示す。

表5 優先順位の検討要素

種別 要素

0管路の経年劣化状況
管路の物理的評価 0将来的な劣化状況の進行予測

0鉄道、国道等の横断部
災害時の影響評価 0耐震管の布設状況

O管路の複数系統化やパックアップ体制の状、況

0受水地点の貼り付け状況(地点数、受水量、配水池容量等)

受水事業者固有の影響評価 0受水事業者における県水転換率

0受水事業者における井戸の保有状況

(2)更新計画の策定

近年、耐震化を含めた水道施設の更新の問

題が水道事業の運営に最重要課題のひとつと

して認識されるようになり、水道施設の更新には

アセットマネジメントの活用が重要と言われてい

る。また、厚生労働省では平成19年度以降の立

入検査において、アセットマネジメントを重点検査

項目と位置付けているなど、管路の更新計画の

策定に当たっては、アセットマネジメントの考え方を

取り入れることが重要であると考えている。表6に

水道におけるアセットマネジメントの一般的な基本

要素を示す。このように、管路の現状や災害時に

おける影響度等を評価した上で、更新の優先順

位を検討し、長期的な視点に立って、水道施設

全体として更新需要のピーク時期や必要更新投

資額を把握するとともに、見積もった更新投資を

実施した場合の財政収支の影響についても定

量的に把握し、現行の料金水準や資金確保水

準の妥当性についても定量的に評価することが

重要であると考えている。

表6 水道におけるアセットマネジ‘メントの一般的な基本要素

項目 内容

0資産の基礎情報(名称、種別、所在地、取得年度・価格、規模、材質

必要情報・データの整備 等)

0資産の状態情報(点検結果、診断結果等)

個別施設単位での維持管理・ 0日常的な維持管理(運転管理、点検調査等)

診断評価 0技術的な診断評価(健全度診断、耐震診断等)

水道施設全体での中長期見通し
0中長期の更新需要見通し

の検討
0中長期の財政収支見通し

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

たっては耐震'性の向上を図るため、耐震管への

取り替えを進めるとともに、管路調査の結果や管

路の漏水事故状況等を考慮して経済的な管種

を選定するなど、イニシャルコストだけで、なく維持

管理性を考慮したライフサイクルコストを最小限

に押さえることも必要と考える。さらに、停滞水対

策-として残留塩素等の水質面を考慮した口径ダ

ウンや水運用面を考慮した口径の最適化、送水

過程における水質劣化の防止、省エネルギー対

策としての配置等についても検討する必要があ

ると考える。このように、管路の老朽化は管路施

設全体のレベルアップを図る絶好の機会ととら

え、耐震面、コスト面、水質面、水運用面、環境面

など、多方面からレベルアップ。を図っていきたいと

考えている。

なお、更新財源の確保については、昭和49

年度に大規模に供用を開始した管路が供用開

始後約35年を経過したことになるが、当時の取

得価格が約158億円に対して、平成20年度末

現在の残存価格は約36億円となっており、管路

の減価償却期間が40年であることを考えると、

償却期間の40年を経過した際はこの減価償却

費が減少するため、当該費用を更新費用に振り
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管路整備へのアセットマネジメント
の適用について

大阪市水道局工務部

計画担当課長山崎弘太郎

1 .はじめに

安定給水を使命とする水道事業者にとって、

耐震化をはじめとする施設整備の推進は重要な

責務である。しかしながら、その実施においては

多額の費用を伴うため、給水収益の増加を見込

めない厳しい経営状況が続く中では、費用対効

果の高い施策を優先的に実施することが重要で

ある。

大阪市では、施設整備の推進に当たって、必

要な施設の信頼性水準を損なうことなく取-浄

配水施設に係る投資費用の削減を図るアセット

マネジメント(以下AM)に基づく最適な資産管

理による効果的な施設保全方法の導入を進め

ており、資本費の抑制と東南海・南海地震など切

迫度の高い災害リスクへの対応を両立しつつ、

将来にわたって持続可能な水道事業運営の実

現を目指している。本稿では、大阪市の管路施

設の中でも延長割合で大部分を占めるダクタイル

鋳鉄管を中心に、管路施設の保全更新業務へ

のAM導入手法について報告する。

2.アセットマネジメント分析の手順

AMの基本的な考え方は、ライフサイクルコスト

の最小化を目指して、維持管理の効率化、保有

施設の長寿命化による投資費用の平準化を図

高品
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| 資産の評価(現状把纏)

斥可3i -亡二」
| 資産の劣化分析(予測)

( 51恥 よユ
| ライフサイクルコスト分析
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| 保全更新戦略の立案
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; 事業実施結果の評価

フ
ィ
ー
ド
バ
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図1 j7セットマネジメントの運用



管路整備へのアセットマネジメントの適用について 37 

表1 データベース構築における基礎資料

配水管管体調査

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

概 要
(調①査管項体目調)査(組織調査成分分析

強度試験等)
②管体外面調査(腐食量)
③管体内面調査(腐食量モルタル

ライニング厚さ中性化深さ等)

開始年度 昭和47年度一

データ数 約 550

ることであり、本市水道事業での管路施設の保

全更新業務においては、図1に示す運用フロー

を適用する。

3.データベースの構築・更新 (Step1 ) 

AMの運用にあたっては、管路施設に係るデ

ータベースの構築が不可欠であるが、これまで、本

市で取り組んできた「配水管管体調査」、「管路

情報収集蓄積業務」、「管路情報管理システム」

において蓄積したデータ資産を基礎資料として

活用する(表1、図2)。

管路情報収集蓄積業務 管路情報管理システム

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

査を実施。 を活用したシステムで、従

来の紙ベースでの水道管
理図や台帳類、工事竣工

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

②土壌の色 ベースとして蓄積。

③土質

平成3年度一 (運用)平成8年度一

約45，000 約118，000(セグメント)

データ入力蓄積

4.水道管路の現況と資産評価(Step2)

本市の管路施設は、普通-高級鋳鉄管、ダクタ

イル鋳鉄管、鋼管など、種々の材質を持つ管路が

混在している(図3)。現在は、普通・高級鋳鉄管

を経年管として位置づけ、耐震化推進の観点か

ら早期解消に向けて更新を進めているが、それら

は、主として埋設から40-60年を経過した管路

が中心となっている。同様の経過年数で更新を

進めていくと仮定した場合、10-20年後には、更

新事業費が現行水準と比較して著しく高騰する

ため、その平準化-低減化が課題である(図4)。

昭手凶o45 50 55 60平成元 5 10 15 20 
!ことJ

サンブリンク調査

警量事?亘量量盤管

ダクタイ'jTo謝野 :約150件

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

ては、管材料や施工方法の高度化を考慮した上

で、管路の耐周年数を適切に設定することが重

要となる(図5)。

ダクタイル鉄管

一 方、その資産価値は、布設総延長約

5，000kmの管路に対して取得価格ベースで約

6，000億円と試算されるが、経過年数で減耗する

ことを加味した場合、耐周年数の設定によって資

38 

国普通・高級鋳鉄管(幹線)
夕、クタイル鋳鉄管(幹線)

口鋼管(幹線)
ロ普通・高級鋳鉄管(小管)
図ダクタ イル鋳鉄管(小管)

本市水道の管種構成
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|アセ ットマネジメントに基づく資産管理により管路の資産価値を適正解価|
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2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 

経過年数60年で更新すると仮定した場

合の年度別更新整備事業費予測

図4
管路システム全体の資産価値の試算

のみとなる。本市では、大阪市内の地盤における外

面腐食の進行予測式を算定しており、土壌が良好な

場合と、腐食性が高い場合のそれぞれについて、外

面腐食深さの経年的な予測曲線が得られている(図

6)。本市使用の口径300mm未満のダクタイル鋳鉄

管について、規格管厚(1種管7.5mm)から、許容差

(1.0mm)及び各種外圧条件に対しそれぞれ1.0の

安全率を見込んだ計算必要管厚(1.2mm)を控除し

た厚さまで腐食が進行した際に耐周年数に達するも

のとして関値を設定した場合(図7)、ポリエチレンスリ

ーブで被覆されておらず土壌条件が悪い区間につp

ては、外面腐食の進行により約40年で耐周年数を

迎える可能性があるものの、土壌条件が良好な区間

に関しては、100年を超えても所要の管厚を維持する

ことが予測された。

図5

(2)継手部腐食

本市では、ダクタイル鋳鉄管においてFCD製とス

テンレス製のボルト・ナットを従来から使用してきたが、

5. 管路の劣化分析(Step3)

ダクタイル鋳鉄管の資産価値を左右する実質

的な耐周年数に影響を与える主要な劣化要因

は、過去の調査結果より管外面及び継手部の腐

食である。

(1 )外面腐食

管外面の腐食については、管路の埋設条件

に大きく左右され、主な要因は「ポリエチレンスリ

ーブによる被覆の有無」と「管体周辺の土壌条

件」である。ポリエチレンスリーブは、埋設から20

年を経過した時点でも、物性面での性能劣化や

埋設管の外面腐食が生じていない乙とや、ポリエ

チレンスリーブが採用された管路では、これまで外

面腐食が原因となる漏水が発生していないこと

から、外面腐食に対する防食対策として信頼性

が高い工法であると判断できる。従って、管体周

辺土壌の腐食性が外面腐食の主要因となり得

るのは、ダクタイル鋳鉄管全延長の約70%を占め

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

防食効果をより一層高めるため、平成5年度より

FCD製のボルト・ナットに対して亜鉛合金ナットや

フッ素樹脂コーティングによる対策を施している。

既往の経年化したダクタイル鋳鉄管に係る劣化

状況調査において、ボルトの欠損や痩せ細りの

報告がなされており、本市においても、ポリエチレ

ンスリーブで被覆されておらず防食性能が低いボ

ルトの使用区間がダクタイル管路の1/3程度の

延長で残存している。なお、継子部のゴム輪に

ついては、これまでの調査において20年使用後

にも新品時の規格値を満足するなど、顕著な劣

化進行は確認されていない。

-外面腐食の観点からの

実質的な耐用年数40年程度。

[今後の検討線題]

》普通・高級鋳鉄管に続く

早期更新着手後討

・外面腐食の観点からの

実質的な耐用年数100年以上。

[今後の検討課題]

》異形管部劣化の観点からの

供用可能年数飼査

〉外商腐食、継手部腐食の

継続劉査

図7 管厚と外面腐食

(3)実質的な耐周年数(図8)

劣化分析の結果、土壌の腐食性が高い場所

でのポリエチレンスリーブ未装着管路(約30%)に

ついては、外面腐食の観点から実質的な耐周

年数は40年程度にとどまる可能性があり、ポリエ

チレンスリーブ装着管路(約30%)や土壌条件が

良好な場所でのポリエチレンスリーブ未装着管路

(約40%)は、実質的な耐用年数は100年以上見

込めるとpう結果となった。ただし、初期ダクタイ

ル管において異形管部に錆乙ぶの発生が懸念

される無ライニンク守管も残存しており、今後、内面

-外商腐食の観点からの

実質的な耐周年数100年以上。

[今後の検討課題]

》 内面劣化の観点からの

供用可能年数調査

》ポリエチレンスリーブの

耐久性継続調査

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

なる精査を行う必要がある。

6. ライフサイクルコスト(LCC)分析

(Step4) 

LCC分析により、本市の管路システムに対する

妥当投資水準の推定を行った。LCC分析におけ

る費用の構成は更新事業費と劣化リスク損失費

用とし、その合計額を分析期間(60年)で除する

ことにより、年間経費としてLCCを算出した。な

お、劣化リスク損失費用としては、平常時における

漏水事故の発生による損失(漏水リスク損失

額)、地震時における管路被害による損失(地震

リスク損失額)、管路内水質の劣化による損失

(水質劣化リスク損失額)、とpう3つの観点から

リスク損失を貨幣換算することにより定量化を行

った。

年関係費(LCC)={更新事業費+劣化リスク損

失費用(漏水リスク+地震リスク+水質劣化リス

ク)}/分析期間

LCC分析の結果(図9)、本市の既設管路(水

管橋や橋梁添架管などの鋼管を除く)に対する

年間更新事業費としては、60-70億円程度が

妥当な水準であり、事業量(更新延長)に換算す

ーー・ 更新事業費 「口水質劣化リスク犠失額

200 

150 

E 
毎日

制 100
~ 
町『-= 
与す

50 

。

|回地震リスク損失額
ーー リスク損失額 「田漏水リスク損失額

ー園田ライフサイクルコスト

(更新車業費+リスク損失額)

30 40 50 60 70 80 90 100 110 

年間更新事業費({意円)

図9 ライフサイクルコスト分析の結果

ると、配水幹線で、年間5km程度、小口径管で、年

間40-50km程度、すなわち毎年全管路延長

の約1%強の更新が適正な水準と試算された。

劣化分析

管路の物理的耐用年数の推定
ー申_._.-ーーーーーーー畠

-ダクタイル鋳鉄管の

ーーーー

目的
ー『 ーー

実質的な耐用年数は、

7.適切な保全更新戦略の立案(Step5)
基本的に100年以上。

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

+ 

ライフサイクルコスト分析

管路に対する妥当投資額の推定
ーーーー由ーーーーーーーー-

-妥当投資額は、
年間60-70億円程度※

-適正な更新事業量
幹線 5km程度波

小管 40-50km程度
'"水管1昌橋梁通架曹などの鋼曹を除く

劣化分析とLCC分析により、管路の実質的

な耐周年数や管路更新事業費の妥当投資額

を算定した結果を踏まえ、保全更新戦略の基

本方針を策定する(図10)。

当面は、耐震化と漏水・破裂事故の未然防

止の観点から、普通-高級鋳鉄管の早期解消

に向けて、当該管路の更新を集中的に進める。

(管路の保全更新戦略立案

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

いては、使用材料や施工方法の高度化の変遷

を加味した上で、リスク分析を踏まえた上での

LCC分析による妥当投資額の算定結果に基づ

いて、管路の供用目標(実質的な耐周年数)の設

定を、現行の「経過年数40-60年で更新」から

「経過年数100年程度で更新」に戦略的かつ

円滑に遷移を図っていく必要があるものと考え

ている。具体的には、管路の仕様(耐震性)や機

能(重要度)、劣化条件をもとに、管路保全戦略

導・送・配水管 ) 

• -劣化条件が悪い一部管路は
経過年数60年程度で更新

〈〉アセットマネジメントに基づ〈管路の事量停戦略

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

』凪

厳脱防止継寺当
ダクタイル管 l

輔副<~ 

・劣化条件が慈い一部管E告は
維持管理による延命化を倹討

〈 : a十蘭的洗浄排水

現時点でのボリュームソ.ーン

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

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

一部管路は前倒し吏斬

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

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

.持管理による延命化を検討

図11 今後の更新対象管路
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を早期更新型、標準供用型、長寿命化の3つに

体系化し、それぞれの保全更新戦略をもとに更

新時期の設定や更生工法の実施検討などの対

応を計画的に推進する(図11)。

管路の更新に伴って取り組んで、いく具体的な

管路ネットワークの整備方針は、次のように想定

される。

①配水幹線 口径400mm以上の中大口径管

路については、配水管路網のメイントランクである

浄・配水場を水源とした基幹管路網「送配水幹

線ネットワーク(送水管、配水幹線)Jと、 1次配水

ブロックの骨格を形成する「配水準幹線」の役割

を担っており、普通・高級鋳鉄管の早期解消を図

り、基幹浄水施設と一体となった「耐震スケルトン

(骨格)Jの形成に努める。特に、浄水場から給・

配水拠点である配水場に至るルート上のメイントラ

ンクである「送配水幹線ネットワーク(送水管、配水

幹線)Jは、ひとたび漏水・破裂事故が発生する

と、給・配水拠点である配水場に至るルートの安定

性が低下し、その影響が広範囲に及び市民生活

や都市活動に甚大な影響を与えることが懸念され

るため、当該管路を「耐震化最重点ライン」

(170km程度)と位置付け(図12)、優先して高規

格耐震管へと更新を進めるものとする。

rrtf弓

図12 耐震化最重点ライン

②小口径管 口径400mm未満の小口径管路

については、管口径(管容量)のダウンサイジング

回
叫

により、水質管理面では、管路内滞留時間の抑

制効果が期待できる一方、水圧管理面では、損

i将来 i 一次配水プロック管路

Cl>IOOや 1500101など

(φ2α)mm未満〉

.普通・高級鋳鉄管更新

。 配水管新E量

4砂配水管口径の適正化

フレーム管はゆ200-300mm

その他供給管はゆ75-150mm

4惨事宇線からの分厳箇所の

盤理等

図13 2次配水ブ、ロックの整備イメージ、



管路整備へのアセ ッ トマネ ジメントの適用について 43 

失水頭の増加も懸念される。そこで、小口径管路

の整備にあたっては、管路の役割を明確にし、フ

レーム管のループ化と配水準幹線からの水源確

保など、2次配水ブロック内で、の配水水圧の均一

化に重点、をおいた整備を進める(図13)。

8. おわりに

管路施設は、面的に広く道路下に埋設されて

pるため、浄水施設のような水需給バランスに連

動した規模(口径)の変更や供用中に新たに機

能を回復向上させる改造や追加は困難である。

そのため、AM本来の主旨である長寿命化等の

機能向上は、そのほとんどが古い管を順次更新

するとpう単純な手法で達成され、管路設備へ

の本格的なAMの導入については、これまで具

体的な手法が明確化されていなかった。本市で

は、実際に事業運営にあたる水道事業者として、

AMに期待する成果が主として施設の供用目標

や保全更新戦略、その結果としての経営資源の

配分戦略の立案にあることを踏まえ、新たに実用

性の確保を重視した分析手法の開発を進めて

pる。その結果、管路施設についても、浄水施設

と同様に適切な供用目標を設定するなど、劣化

分析やLCC分析に基づく戦略的な保全更新戦

略を行うことによって、今後の集中的な投資を回

避で、きることが明らかとなった。また、高規格耐震

管などの一部管路については、これまでの近代

水道の歴史に匹敵する100年程度の期間、今後

も管路を供用していくことを前提とするため、維持

管理の充実や継続的な劣化動向調査の実施は

もとより、これまで困難とされていた延命化工法

の開発検討などの取組も不可欠となる。さらに、

本稿で、は紙面の都合で、取り上げなかったが、管

路付属設備や水管橋橋梁添架管を中心に採

用している鋼管の劣化動向の把握も重要な課

題である。

近年の給水量の減少や技術継承など、水道

事業を取り巻く環境は、ますます厳しい状況とな

っており、市民に対して事業規模や計画等の説

明責任を果たしていくことが重要となってきてい

る。そのため、本市では、こうしたAMに基づく施

設整備の考え方について市民とのコミュニケーシ

ョンを積極的に行いながら、水道事業の持続性確

保の観点から適正水準の管路整備を推進し、健

全な管路システムを次世代に対して着実に継承

を図っていくこととしている。本市における導入事

例が各事業体におけるAM導入にあたっての一

助となれば幸いである。
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呼び径250FT形水管橋の施工に
ついて

〈ダクタイル鋳鉄製単独水管橋)

1.はじめに

豊中市は大阪府の北部に位置する住宅都市

で、平成19年度現在、給水人口約387，000人、

一日最大給水量約142.000m3j目、配水管延長

約760kmとなっている。

本市の水源は、全体の約9割が大阪府営水道

からの受水で、残りl割が本市北西部を流れる猪

名川の伏、流水を水源とする自己水となっている。

本市の管路整備事業の中心は新設から更新

にシフトしており、財政基盤の安定性を確保しつ

つ、施設の老朽化や高度化に対応するために、

継続的かつ計画的な事業の実施が不可欠とな

っている。

今回、更新事業の一部として千里丘陵内に位

置する、天竺川を横断する水管橋のダクタイル鋳

鉄製水管橋(呼び、径250Xスパン18.9m)の架設

工事を行ったので報告する。

豊中市上下水道局 水道建設課

課長牟田義次

図1 豊中市の位置

2.工事概要

(1)工事名

豊中市水道配水管敷設工事

(No2.新千里南町2丁目)
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(2)工事場所

豊中市新千里南町2丁目地区

(3)河川名

淀川水系(一級河川)天竺川

(4)水管橋

老朽既設水管橋の更新工事

・管 体 ダクタイル鉄管

-呼び径 250mm 

-スノfン18.9m

-型式 ダクタイル鋳鉄製FT形水管橋

なお、既設の水管橋は昭和44年に大阪府企

業局が開発した千里ニュータウン南部に位置し、

天竺川を横断する鋼管製ものである。現在も千里

南地区を給水区域とする準幹線であり、経年化に

伴う内外面の腐食による通水障害や、漏水が懸

念されていた。今回現位置にダクタイル鋳鉄製水

管橋を敷設することにより、水理機能の回復およ

び耐震化を図ることを目的とした。

写真1 内面腐食状況(鋼管<jJ250)

3.採用の経緯

水管橋を選定するにあたり、

①施工性

②経済性

③耐周年数

回転止め金具

「

支間長 L-18.9m 

④維持管理が容易である

⑤河川管理者からの施工条件付加

(占用期間、掘削の条件)

等を考慮、した上で、

・耐震継手を使用することにより、河川横断部で

の伸縮性が確保できる。

-可とう管が不要(橋台と埋設管部との接続-継

ぎ輪による沈下対策)。

-長寿命化が図れる。

-既設の橋台の再使用が可能である。

-施工が容易である。(特殊工具必要無し)

とpうことから、ダクタイル鋳鉄製水管橋を採用す

ることとした。

4.設計

水管橋の設計は、「ダクタイル鉄管による水管

橋の設計と施工J(JDPA T 41、日本ダクタイル

鉄管協会)に基づいて行った。

呼び、径250Xスパン18.9mの設計は、下記の条

件を考慮し設計を行った。

設計条件

①管種 1種管(内面粉体塗装)

②管外径 271.6mm 

③規定管厚 7.5mm 

④設計管厚 6.5mm 

⑤設計水圧 1300kN 1m2 

⑥水管橋の支間長 18.90m 

⑦水管橋管体重量 10.031kN (1022.9kg) 

③空気弁 1)O75 2)0.52kN(53.0kg) 

⑨水平震度 0.30 

⑩風荷重 1.5kN 1m2 (風d速40m/s相当)

⑪管の温度変化 -100Cー400C

⑫管の弾性係数 160X 106kN 1m2 

⑬管の許容引張応力 140 X 103kN 1m2 

⑬管の線膨張係数 10X 10-6;oC 

⑬ キャンノ守一 支間長 1/200

「

図2 管路図
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今回、架設したダクタイル鋳鉄製水管橋の管

路図を図2に示す。

1FT形継手構造図」

T頭ボルト・もどり止めナット テ-/'::リング

。
<l::> 

θ。=キャンノT角

INS形継手構造図」

ゴム輪 ロックリング心出し用ゴム

ロックリング

図3 水管橋用継手の構造図

6，施工方法

ダクタイル鋳鉄製水管橋の主な施工方法は

以下の4通りである。

① 仮設支持台を使用した一括吊り込み工法

② 仮設支持台を使用した単管吊り込み工法

③ 固定金具を使用した一括吊り込み工法

④ 仮設支持台および固定金具を使用した単

管吊り込み工法

今回の水管橋は、①の施工方法とし、既存の

鋼製水管橋を前もって撤去した後、新設の水管

橋を現地で陸組み立てし、クレーンにより一括で

吊り込み設置し、なお既存水管橋の支持補強

材 (H鋼)を仮設支持台として利用した。仮設施

工標準図を図4に示す。

写真2 鋼管製水管橋 (工事前の状況)

|クレーンによる一指吊り込み|

河床

時用足場¥。♀l
図4 仮設施工標準図
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6.施工手順

(1)作業用足場の設置

具体的には、図4に示すように既存水管橋の

支持補強材を利用し、単管ノ号イプにて作業用足

場を仮設した。

写真3 仮設作業用足場設置

(2)管の搬入

水管橋材料は2車線の道路の1車線と歩道を

道路規制し、ラフタークレーンを配置し、材料搬入

を行った。

写真4 材料搬入の状況

(3)継手接合

① FT形継手(図3参照)は受口に挿し口を挿

入した後、ボルト・ナットを締め付ける構造で、あ

り、非常に容易に接合できた。

写真5 FT形継手接合状況

② NS形継手(図3参照)は、所定の接合工具

を用いて伸縮代を確認しながら接合した。

写真6 NS形継手接合状況

(4)水管橋の吊り込みとキャンバ-調整

歩道上で全スパン分を陸組みし、クレーンで管

路全体を一括で、吊り込み、仮の管受け台に据え

イ寸けた。

次に管路のキャンノTーは両サイドのNS形管の

継手を利用し、こう配を調整した。

なお、当水管橋はメーカーで工場出荷前にい

ったん全数仮組みしたもので、あり、管本体の線形

を確保するための現地で、の再接合とキャンパー

調整は非常に容易で、あった。

写真7 新設管吊り込み状況

写真8 新設管設置状況
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7.施工工期

呼び径250X18.9mの水管橋を架設するの

に、管の現地への搬入~接合一水管橋の据え

付け調整まで約半日間(実働4時間)と短期間で

かつ問題なく施工を行うことができた。(表1参

照)

また、既設水管橋の撤去から当水管橋の完成

まで、の日数は9日間で、あった。(表2参照)

完成した水管橋は、設計通りの緩やかなアー

チ形状で、あった。

平成21.5第84守

表1 水管橋仮組~据付まで、の所要時間

水管橋材料搬入

o250Ff、
NS接合部陸組

管吊り込み・据付

キャン){一調整

Ø2~'>:<~8..:~m 
据付時間

11 I 12 I 13 

4時間(実績)

表2 既設水管橋の撤去~夕、クタイル管製FT水管橋の完成まで、の工程表

で~
日 数 (日)

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

' 』 I 

橋台の一部撤去 聞周回
E . 
' I 

既設水管橋の撤去

戸ーl

仮説支持台の設置・撤去

同『 同国
(吊り足場等)

管吊り込み・据付・接合 同 l
キャンノfー調整・付属設備取付 同

水管橋前後の配管
『

橋台コンクリートの打設 田園町
t 

水管橋塗装

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

現在、当市は更新を中心に事業を行ってい

る。水管橋あるいは橋梁の添加部などを改築更

新する際、従来であれば、既設部が鋼管の場

合、再度鋼管に置きなおしていたが、耐震継手と

FT形継手の使用により、小規模(支間長20~

25m程度)水管橋であれば対応可能とpうこと

もあり、今回ダクタイル鉄管で管路を構成した。施

工に際し特殊作業を必要とせず、短期間で施工

が出来かつ耐久性に優れたダクタイル管路を使

用することにより、より安全な水道管路を構築す

ることができた。当市においては、拡張の時代に

埋設した水道施設の多くが更新の時期を迎え

つつある中、改築・更新に当たってはより効果的

かつ効率的な更新が必要となっている。今回、

ダクタイル鋳鉄製FT水管橋を採用したことは費

用対効果の上でもメリットがあったものと考える。

写真9 完了状況

49 
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岡山市水道事業における
管路更新について

1 .はじめに

岡山市は、旭川|と吉井川が瀬戸内海に注

ぐ岡山平野の中央に位置し、温暖な気候や

風土に恵まれた都市である。

瀬戸大橋、岡山空港、山陽自動車道など広

域高速交通網が整備され、交通の結節点と

pう地の利を生かした各施策を展開し、さらに

平成19年1月の建部町・瀬戸町との合併によ

り、新「岡山市」が誕生し、本年4月には全国

で18番目の政令市に移行したところで、ある。

本市の水道事業は、明治38年7月、わが国

8番目の水道として給水を開始し、市民の暮ら

しと都市活動を支えながら、本年で104年目を

迎えている。

近年の水道事業をめぐる現状を見ると、少

子高齢化社会や節水型社会の到来による水

需要の減少傾向は続き、取り巻く社会環境は

大きく変化している。こうした環境の変化を踏

まえ、本市では平成19年9月に「岡山市水道

岡山市水道局配水課

課長補佐宗友信夫

事業総合基本計画(アクアプラン2007)Jを策定

し、その具体的計画を示したアクションフ。ランに基

づき、事業を進めているところである。

水需要の減少による財政状況の厳ししミ中、水

道施設の老朽化による更新、災害対策などの安

定性の向上に向けた事業を推進する一方、これ

らに伴う財政負担は大きしものがあり、計画的か

っ効率的な施設更新が求められている。

特に負担の大きい老朽管の更新計画の策定

にあたり、管路機能評価による管路更新の考え

方を取り入れたので紹介する。

2.本市の管路状況

平成18年度末における本市の総管路延長は

約4，300km'こ及び、このうち耐周年数40年を過

ぎた経年管が約550kmを占めている。今後は、

高度経済成長期に布設した管路が耐周年数を

超えることから経年管の延長はさらに増加すると

予測される。
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の残存延長が増加するにともない、老朽管の残

存延長も増加すると考えている。

岡山市水道事業における管路更新について

経年管のうち老朽管は耐震性が劣るだけでな

く、赤水の発生や破裂、漏水及び折損事故の原

因となり日常生活や経済活動に多大な影響を及

ぼすこととなるので、将来にツケを回さず計画的

に改良を進めていかなければならない。

一方、過去5ヵ年の管路更新実績は約42km

/年であり、仮に現在の更新ペースを今後も続け

た場合、経年管の増加ペースに更新ペースが追

いっかなくなり、図1に示すように約40年後の平

成 58年には2，164kmの経年管が残存すること

になる。なお、本稿では、耐周年数40年を経過し

た管路を経年管とし、そのうち更新を必要とする

管路を老朽管と位置付ける。したがって、経年管

-'・、

門 門
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年度

増加する経年管残存延長

(1 )現況管路データ

評価対象管路は、合併前の岡山市における

呼び径100以上の管路で、延長は約2，360km

である。管路口径別延長距離(表1)、管種布設

年代別延長(表2)を見ると、ダクタイル鋳鉄管の

割合は約8割を占め、安全性の高い管路システ

ムが構築されているように見えるが耐震継手を持

つダクタイル鉄管は6.1%に過ぎず、逆にリスクの

高い鋳鉄管(CIP)と石綿管の延長は合わせて

約100km(4.2%)に及ぶ。

また、法定耐周年数40年を経過した管路は約

176kmで7.4%、法定耐用年数25年では約

294kmで'12.5%とpう状況である。

図1

3.管路機能評価

前述したように、現在の更新ペースでは将来

的に老朽管の残存延長が増加していくことは避

けられず、リスクも増加していくこととなる。管路施

設の更新や改良事業費は、水道事業の大きなウ

エートを占めており、計画的かつ効率的な更新

が必要となる。そこで、本市では管路機能評価と

題し、呼び径100以上の管路を対象として、管

種、布設年度、事故歴等、管路の物理的な性能

や管路システムにおける重要性など多方面の観

点から管路を定量的に評価、診断し、管路更新

の優先順位付けを実施した。管路機能評価の

概要を以下に述べる。
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表1 管路口径別延長距離 (単位:m)

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

総計

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

125 6 2，618 1，414 94 4，132 (0.2%) 

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

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

225 531 531 (0.02%) 

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

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

350 15，073 82 282 111 15，548 (0.7%) 

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

450 606 239 663 19 1，526(0.1%) 

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

550 130 2，094 2，224 (0.1%) 

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

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

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

900 2，740 339 653 3，732 (0.2%) 

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

1100 1，607 399 229 2，235 (0.1%) 

1200 567 567(0.02%) 

1350 440 2，709 3，149 (0.1%) 

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

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

表2 管種布設年代別延長

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

1988-1997 
-1982 -1987 

1998-2007 

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

耐震DIP 670 2，622 7，309 46，291 87，176 

CIP 66，334 9，861 16 

ACP 18，101 4，818 6 3 4 

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

SUS 664 942 

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

PP 219 2，674 

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

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

法定耐用年数40年を経過した管(約176km、延長比率約 7.4%)

法定耐周年数25年を経過した管(約294km、延長比率約 12.5%)

(2)物理的評価と重要度

(単位:m)

総計

1，725，745 (73.2%) 

144，067 (6.1%) 

76，211 (3，2%) 

22，932 (1%) 

39，931 (1.7%) 

1，606 (0.1%) 

345，180(14.6%) 

2，893 (0.1%) 

2，(315080，5%6) 5 

物理的評価は、管路の基本的なデータである

管種、口径、布設年度等と維持管理面から把握

している事故歴、水理機能、水質保持機能等の

デー夕、さらには、地質データや管体調査結果から

得られた、土質、地形、腐食状況等のデータを活用

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

S2:管路の水理機能 (0-100点)

S3:管路の水質保持機能 (0-100点)

S4:管路の耐震度 (0-100点)

これら、Sl-S4の相乗平均を物理的評価点数

(S)とした。

次に、重要度は、管路が受け持つ給水の役割

の大きさを定量的に示すもので、次の4つの分類

により配点し、その合計点を重要度(1)とした。

T1:埋設環境による事故発生時の影響

(0-10点)

T2:重要拠点施設への配水ルートによる影響

(0-30点)

T3:管網機能としての重要性

(0-30点)

T4:施策

(0-30点)

(3)更新優先順位の決定

更新優先順位点(K)は、物理的評価が小さく

重要度が大きい管路ほど優先順位の高い管路

として整理するもので次式により算出する。図2

に更新優先順位点の算出方法を示す。

K= ((100-S)2+F)+ (0-141.4点)

以上の手法により、従来の古くて重要な管路

から更新するとしヴ、定性的(感覚的)な更新判

断を定量的に示すことが可能となり、具体的な更

新の必要性を示すことができる。

物
理
的
評
価
S

図2 更新優先順位点の算出方法

4.老朽管更新の考え方

厚生労働省が進める水道ビジョンや水道ガイド

ライン及び水道事業の運営状況報告(水道法39

条関連)では、法定耐周年数の40年を一つの

基準として更新事業を捉えているが、管路の老

朽度とpう点では、管体調査の結果、一部管路

を除いては40年以上経過した管路でも健全性

が確認できた。

今後も水需要が伸び悩む厳しい財政状況が

予測されることから、管路更新は「高機能ダクタイ

ル鉄管」などの長寿命材料を使用し、管体調査

などで劣化状況を確認しながら、効率的かつ経

済的な管路更新を進める必要があると考えてい

る。基本的な管路更新の方針を以下に示す。

①物理評価の低い管路を早期に更新し管路の

リスクを減少する。

②呼び径100以上の管路は、費用対効果を考

慮、し基本的には現在の更新率(1%)を維持しな

がらダクタイル鉄管 (100年更新)で効率的な更

新に努める。

③呼び径75以下の管路は、事故時の影響範囲

等が小さpことから、事故歴等の状況に応じて更

新を進める。

5.高機能ダクタイル鉄管へのアプローチ

100年更新を1サイクルとすれば、100年の耐久

性をもっ管路が必要となる。本市では、平成7年

度にポリスリーブ全管巻を標準とし、その後平成18

年度には従来のモルタルライニングから内面エポ

キシ樹脂粉体塗装に移行した。さらに翌年の平成

19年度にはダクタイル鋳鉄管の標準品を従来の

T形継手及びK形継手からNS形継手に変更し、

耐震化への取組みを進めることとした。

このことで、本市のダクタイル鋳鉄管路はダクタ

イル鉄管協会が提唱している全管ポリスリーブ

巻、エポキシ樹脂内面粉体塗装、耐震型継手を

施す高機能ダクタイル管を標準的に使用するこ

ととなり、今後埋設するダクタイル鋳鉄管路には

100年の耐久性を期待するものである。
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6.おわりに

管体調査による管路の物理的評価と重要度

に着目した管路機能評価は非常に有効なもので

あり、評価結果をもとに現在は管路更新計画を

策定中である。今後も、管体調査を継続し、管路

機能評価の更なる精度向上を目指しながら定期

的な更新計画の見直しを実施する考えである。

管路の老朽化は確実に進行する。繰り返しにな

るが、厳しい財政状況の中でも効率的かつ経済

的な管路更新を目指さなければならない。ダクタ

イル鉄管については、更なる技術の進歩により

100年と言わず200年耐える管材料の開発を期

待するものである。

平成21.5 第84号
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お詫び

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

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

図6 主な連絡幹線と浄水場の位置図

. (誤り)・

③ ③ ⑤ 

③ 

① ② ④ 

. (正)・

③ ③ ⑤ 

③ 

①
 

② ④ 
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今号の概要

苫小牧地区工業用水道改築事業における耐震継手ダクタイル鉄管の採用について

北 海 道 企業局工業用水道課参事村上聖志ほか

北海道企業局の工業用水道事業は、室蘭地区に給水を開始して以来、苫小牧地区第一工業用水道、苫小

牧地区第二東部工業用水道、石狩湾新港地域工業用水道がそれぞれ給水を開始している。そのｌｌｉで、建設

後37年が経過した苫小牧第一工業用水の配水管は、老朽化や地漣に対する脆刺性による淵水事故が増加し

ており、平成18年度から既存施設の課題を改善するために管路の改築事業を開始し、その概要について報

告している。

十日町市上下水道事業耐震化計画について

十日町市上下水道局次長貴田幸吉

十Ｈ町市は、新潟県の南部・長野県境に近く、千曲川が信濃川と名前を変えて間もないところに位置し

ている。平成17年に1市３町１村が合併して「新十日町市」としてﾘ『業をスタートさせた。水道覗業におい

ては、ｌ上水道、４１簡易水道、７小規模水道、合わせて49の水道事業を経営している。今回、合併後に

統合した川西地区も含めた上水道耐誕化計画を策定し、その内容について報告している。

名古屋市水道の新たな大動脈、その完成に向けて

～春日井送水幹線布設における技術上の取り組み～

名古屋市上下水道局建設部長高見享

名古屋市の水道水は消浄な木曽川を水源とし、鍋屋上野・大治・存日井の３浄水場で浄水処理し市内に

給水している。春日井浄水場は、浄水能力59万ｍ3／日を有し、３つの幹線によって給水区域に送水してい

る。その中で、通水から40年が経過した東名送水幹線（呼び径2000）は、老朽化が進んでいる。１Ｆ故等で

給水の安定性を確保するために送水幹線の襖数化を検討し、平成4年から工Dlfを行っており、今回、工事に

おける技術上の観点からの課題と対応について報告している。

管路の耐震化とＮＳ形改良ゴム輪の採用について

豊橋市上下水道局管路保全課長柴田教人

蝋橋市は愛知県の南東部に位iivMし、東は弓張山地を境として静岡県と接している。水道事業は、1930年

に給水を開始し８次にわたる拡張覗業を実施している。同局では水道管路の耐震化をはかる上でＮＳ形ダ

クタイル鉄智を採用しており、今１１１１、改良ゴム輪を採剛したのでその事例を報告している。

京都市水道事業における管路の更新と耐震化について

京都市上下水道局技術長鈴木秀男

このレポートでは、京郁市の水道事業における配水智路の更新と耐震化について、平成２０年度を初年

度として現在進めている上水道施股整備事業（5箇年訓仙i）の配水袖;盤備の具体的な取り組みと今後の方向

性を述べている。

平成２０年岩手・宮城内陸地震における水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会技術委員飯出淳ほか

平成20年６月１４日に発生した岩手・宮城内陸地震（マグニチュード7.2）では、岩手県内陸南部を震源と

し、宮城県栗原市および岩手県奥州市で震度６強、宮城県大崎市で震度６弱を観測した。今回、この地震

における震度６以上の水道事業体へのヒアリング調査結果をまとめている。
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苫小牧地区工業用水道改築事業
における耐震急継手ダクタイル

鉄管の採用について

1 .はじめに

工業用水道施設をはじめ、道路・河川・橋梁と

pった我が国の高度成長期に建設されたインフ

ラの多くが老朽更新の時期を迎え

ている。

北海道企業局の工業用水道

事業は、室蘭地区工業用水道が

昭和42年度に給水を開始して以

来、昭和45年度に苫小牧地区第

一工業用水道、昭和54年度に苫

小牧地区第二東部工業用水道、

平成11年度に石狩湾新港地域

工業用水道がそれぞれ給水を開

女台してきでいる。

建設後37年が経過した苫小牧

第一工業用水の配水管は、老朽

化や地震に対する脆弱性による

漏水事故の増加及び受水企業

の水需要動向の変化による配水

北海道企業局工業用水道課 施設計画グループ

参事村上聖志 主査金子幸正

管の給水能力の不足等が生じており、耐震管へ

の布設替えや増口径化が要求されている現状に

ある。

市内角
¥。

バ'
苫ニ・東部工水

図1 北海道の工業用水道事業
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本稿では、これらの既存施設の課題を改善す

るため、平成18年度から管路の改築事業を開始

してきでいるので、その概要について報告する。

2.苫小牧地区工業用水道事業の概要

北海道では苫小牧地区において、隣接して2

つの工業用水道事業を運営している。

(1)苫小牧地区第一工業用水道事業

苫小牧地区第一工業用水道は、苫小牧臨海

工業地帯に工業用水を供給するため、昭和43

年4月に着工、昭和45年4月に一部給水を開始

し、昭和47年3月に最大給水能力100，OOOm3j日

として施設が完成している。

施設の概要としては、樽前山東麓を源とし広

大な湿地帯を流れる勇払川に設けた取水堰より

取水し、導水路を経て、揚水ポンプにより浄水施

設に送水し、浄水処理後、配水管により各受水

企業に供給している。

(2)苫小牧地区第二及び東部地区工業用水道

事業

苫小牧地区第二工業用水道は、苫小牧臨海

工業地帯における工業用水需要の増加に対処

するため、昭和47年4月に着工し、昭和54年3月

に最大給水能力100.000m3j日としての施設が

完成している。

苫小牧東部地区第一工業用水道は、苫小牧

東部地域における基盤整備の一環として計画さ

れ、国の「沙流川総合開発事業」に参画し、多

目的ダムであるこ風谷ダム及び平取ダムを水源

とする専用施設の建設を予定していた。

平成11年4月に苫小牧地区第二工業用水

道に暫定水源を求め給水を開始したが、経済情

勢の変化から時のアセスメント(事業再評価)の

結果、両ダムからの撤退を決定し、現在の「苫小

牧地区第二及ひ東部地区工業用水道」に改称

し、苫小牧東部地区へ給水を行っている。

施設の概要としては、安平川河口から上流約

8キロメートルの地点に設けた取水堰から取水

し、導水路、浄水施設を経て送水ポンプにより配

水塔に送水し、配水管により各受水企業に供給

している。

図2 苫小牧地区の工業用水道事業
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3.苫小牧地区工業用水道の現況と課題

整理

(1)工業用水道事業の現況

表3-1に示すとおり、苫小牧地区における2つ

の工業用水道は、平成20年4月1日現在で、最

大給水能力の合計200，000m3j日に対して、基

本契約水量は130，025m3j日となっている。

建設後37年が経過した苫小牧第一工業用水

道の配水管は、老朽化や地震に対する脆弱性

による漏水事故が顕在化している。また、受水企

業の水需要動向の変化による配水管の給水能

力の不足が生じており、耐震管への布設替えや

増口径化が必要な現状にある。

表3-1 苫小牧地区工業用水道の契約状況

(平成20年4月1日現在)

苫ー 苫苫東 合計

給水能力
100，000 100，000 200，000 

(m3/ 日)

契約水量
58，300 71，725 130，025 

(m3/ 日)

受水企業
5 31 36 

(社)

給水開始
S45.4.1 S54.4.1 

(年度)
t 

(2)漏水事故の発生状況

苫小牧地区の管路は、表3・2、3-3に示すよう

に、PC管の布設割合が多く、漏水実績も他の管

種に比べ突出している。

平成15年9月の十勝沖地震(苫小牧市:震度

5弱)では、7箇所においてプレストレストコンクリー

ト管(以下、PC管)からの断水を伴う漏水事故が

発生し、復旧費用として約26，000千円を要して

pる。(表3-5)

また、十勝沖地震以外でも、昭和57年3月の

浦河沖地震(同:震度4)と平成5年 1月の釧路

沖地震(同:震度4)において、それぞれ1箇所に

おいて漏水事故が発生し、復旧費用として約

5，000千円と約3，000千円を要している。

さらに、平成16年10月には、地区の主要幹線

道路を横断している鋼管の腐食による漏水が発

表3-2 配水管路の構成

苫ー 苫二苫東 計

管径 呼び径150-1100呼ぴ径150-1100

PC管
9.20 6.59 15.79 
(53.6) (17.5) (28.9) 

ダクタイjレ 7.69 29.38 37.07 
鉄管 (44.8) (78.3) (67.7) 

鋼管
0.28 1.57 1.85 
(1.6) (4.2) (3.4) 

計
17.17 37.54 54.71 
(100.0) (100.0) (100.0) 

注:()内の数値は計に対する比率で%を表す

表3-3 漏水発生の構成
(件)

苫ー 苫二苫東 言十

23 5 28 
PC管

(62.2) (13.5) (75.7) 

ダクタイjレ
。 2 2 

鉄管 (0.0) (5.4) (5.4) 

鋼管
3 1 4 

(8.1) (2.7) (10.8) 

2 1 3 
その他 (5.4) (2.7) (8.1) 

言十
28 9 37 

(75.7) (24.3) (100.0) 

事故率 0.8件/年 0.3件/年

注1:その他は、空気弁接続のフランジ、人孔フランジ等からの

漏水

注2:事故率は，件数を経過年数で除した。

(苫ー37年、苫二苫東28年)

注3:( )は総合計に対する比率で%

生し、復旧費用として12，000千円を要するととも

に、主要幹線道路は2万台/日の交通量があり、

復旧工事による交通規制によって2~3km離れ

た交差点まで迂回しなければならないとしヴ二次

被害をもたらしている。

(3)苫小牧地区の工業用水道の需要予測

苫小牧地区の工業用水道事業の需要量の

将来予測は、平成16年度の契約数量と北海道
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における需要に関する検討資料を基本に時点

修正を行った。

予測結果は、表3・4に示すとおり、現状の約

130，000m3
/日から平成30年度に約2，000m3

/日

が増加し、約132，000m3
/日となるが全体として

は大きな増減は見込まれる状況にはない。

表3-4 苫小牧地区の工業用水道需要の

予測 (m3/日)

(4)既存施設による対応の課題整理

既存工業用水道施設による対応の限界とし

て、i)漏水事故等の施設の脆弱性、ii)配水管路

の流下能力の低下、iii)防災の観点から工業用

水道に対する期待等があり、解決すべき課題に

ついて整理すると次のとおりとなる。

① 安定給水の確保

配水管路の漏水事故は、給水開始から過去

35年間に37件の漏水が発生しており、年平均

で1件以上の漏水が発生している。なお、近年

では増加傾向にあり経年劣化が原因と思われ

る。表3・5に示すとおり、平成15年9月の十勝沖

地震では7件の断水を伴う漏水事故が発生して

pる。

また、施設別、管種別の漏水は、表3-2、表3・3

に示すとおり、苫小牧地区第一工業用水道のP

C管が最も発生件数が多く、耐震性にも問題が

あるPC管が幹線に用いられているため、今後の

地震発生時に大規模な断水を伴う漏水の発生

が懸念される現状にある。

②配水管路の流下能力低下

配水管路の流下能力低下は、i)給水区域内

の給水位置の変化によるものと、ii)経年による

通水能力の低下による2つの要因がある。

給水位置の変化については、苫小牧臨海工

業地帯の水需要が、当初、幹線の上流側にあっ

たものが、下流側の幹線末端に移っている状況

にある。(表3-6)

また、経年による通水能力の低下は、流速係

数の実績値から推測すると、幹線で布設当初の

通水能力が90%以下までイ氏下している区間もあ

り、今後もさらに低下することが懸念されている。

(表3・7)

表3-5 2003年十勝沖地震による漏水箇所

及び復旧額

漏水箇所数(件)

苫ー | 苫二苫東

3 4 

復|日額

(千円)

26，000 

表3-6 苫小牧臨海工業地帯の受水企業の給

水量、給水位置の変化 (m3/日)

表3-7 主な配水幹線の通水能力の低下

流速係数実測値・1

現状通水能力・2

苫一幹線

95 

86% 

勺:、流速係数実測値平成 15、16年の平均値

南幹線

89 

81% 

*2:現状通水能力(%)=流速係数実測値+110X100

③ 防災の観点、カ=らの工業用水道に対する期待

苫小牧市は、「日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法J(平成17年9月1日施行)において、

地震が発生した場合に著しい地震災害が生じる

おそれがあるため、地震防災対策を推進する必

要がある地域(=推進地域)に指定されている。

このため、火災の拡大を防ぐ等の応急活動のた

めに工業用水道に対する耐震化の要請もある。

また、本地区は写真に示すように既往の地震

においても地割れや液状化現象などの地盤変

状 1)が複数認められており、地震対策の必要性

が高い特徴がある。
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|血歯固圃圃圃幽
珂ーニ一一弓

写 真1 2003年十勝沖地震に伴う道路の

不同沈下

写 真2 2003年十勝沖地震に伴う噴砂現象

(5)耐震継手ダクタイル鉄管の採用経過

①改築事業の基本方針

管路の改築にあたり、需要水量及び給水位置

の見直しに伴p要求される送水能力の確保はも

ちろんのこと、地震時においても安定給水が可能

な耐震性能を有する管路とする必要がある。

特に高度な分業体制がとられる産業構造にお

いては、地震時の工業用水停止は受水企業の

みならず企業グループ全体に広範な2次影響を

与える懸念があり、工業用水道としてもより高度

なリスク管理が重要である。

このような観点から、地震時の大きな地盤変状

の要因となる液状化を対象として耐震性を確保

するため、液状化区間に耐震管(耐震継手のダ

クタイル鉄管または溶接継手の鋼管)を布設し、

非液状化区間には一般管を布設する基本方針

を設けた。

②液状化判定と耐震継手ダクタイル鉄管の採

周

液状化の判定は、苫小牧地区の地盤を①北

西部から北部にかけての山地丘陵地域、②北東

部の台地地域、③平野部の3つに大分し、液状

化が危↑具される地域ごとに、ボーリングデータにも

とづいた液状化抵抗係数の算出 (FL法)による

判定を行った。

最終的には供給の安定性などの理由から、全

面的に耐震管にはS形継手のダクタイル鉄管、

一般管にはT形継手のダクタイル鉄管を採用し

た。

「工業用水道施設の技術的基準を定める省

令」には、管路の耐震性能に言及した改正はさ

れていないが、水道にあてはめれば工業用水道

は耐震化が求められる基幹管路に相当する施設

であり、本改築事業は「水道施設の技術的基準

を定める省令」に定められた基幹管路と同等の

耐震性能を実現する見込みであり、一層の安定

供給への期待が寄せられるところである。

③課題解決と改築事業の必要性，(4)既存施設による対応の課題整理」で列

挙した課題を解決し、改築事業の基本方針を達

成するため、i)管路の劣化更新、ii)管路の耐震

化、iii)増口径化を目的に改修を行うこととしてい

る。

安定給水を確保するとともに、経営面における

より効率的で安定した事業運営を目指して、改築

事業の実施を決定している。

|パックアップリング |

図3 耐震継手ダクタイル鉄管 (8形)の構造図
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4.苫小牧地区工業用水道改築事業の概要

(1)広域化に向けた施設整備

苫小牧地区の工業用水道は、2つの事業が

隣接していることから、改築事業の施設整備は、

最終的に広域化・統合化を意図しながら計画し

ている。

具体的には、両事業聞を連絡する接続管路を

計画し、広域的な水運用を可能とすることで、渇

水・漏水事故時の切廻し、迂回供給等の弾力的

な措置ができるよう計画している。

また、経営面においても、事業の統合化により、

資金運用規模が大きくなり、スケールメリットが働

くことで、改良・補修等を必要とする際には緊急

度に応じて、必要な措置・優先度の選択幅が広

がる等のメリットがある

(2)改築事業計画

2工業用水道事業の広域化を念頭に、配水管

の老朽更新及び耐震化を行い、もって、安定給

水の確保、より効率的な事業運営を目指して、配

水管の改築を平成18年度より実施している。

改築事業は、経済産業省の工業用水道事業

費補助を受け、配水管路の更新改良を主として

実施することとしている。

く苫小牧地区工業用水道改築事業>

.事業期間:平成18年度~平成23年度6カ年

・総事業費:約3，900，000千円

・補助金名:工業用水道事業費補助金

.所管省庁:経済産業省

-配水管布設工

O管種:ダクタイル鉄管、鋼管

O管径:呼び径500-呼び径1100

0総延長:10.95km 

-工事工程

表4-1改築事業計画及び実績

H18 H19 H20 H21 H22 H23 

苫一幹線

西幹線

南幹線

東幹線

接続線他 箇-

投資実績(百万円) 645 755 719 

進捗率(%) 17 36 55 

接合工事 4砂 • • 
5.おわりに

現在、広域化に向けた苫小牧地区工業用水

道改築事業は3年目に入り、配水管布設工事に

ついても予定どおりの工程で進んでいる。平成

20年度には既設配水管との接続工事を行うこと

により、一部の区間において新設配水管路の供

用を開始している。

苫小牧地域においては、トヨタ自動車北海道(械

の立地を受けて、自動車関連企業の進出が活発

化しつつあり、平成18年には自動車部品製造業

のアイシン(株)北海道が苫小牧東部地域におい

て操業を開始しており、この両工場については工

業用水が活用されているところである。さらに、苫

小牧東部地域には、国における国内産ノfイオエタ

ノールの生産拡大に向けたノTイオ燃料地域利用

モデル実証施設としてオエノンホールデインクゃス

(株)が進出し、この工場についても平成20年度よ

り工業用水の活用が決定している。

このように、工業用水道は、地域の雇用、経済

の発展に欠かせない基盤であり、また環境産業

への支援等を通じて、地球温暖化防止に向けた

取り組みにも間接的にかかわっている。

今後とも、時代の変化を的確に捉え、しっかりと

した産業基盤としての工業用水道を構築し、産

業及び地域経済の発展に寄与してpく所存であ

る。
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出典

ダクタイル鉄管 平成20.10第83号

(平成19年度新苫一幹線5工区)

写真3 ダクタイル鉄管接合状況

(平成19年度新苫一幹線5工区)

写真4 夕、クタイル鉄管埋設完了状況

1)2003年十勝沖地震地盤災害調査報告書 (社)地盤工学会
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十日町市上下水道事業
耐震化計画について

十日町市上下水道局

次長貴田幸吉

1 .十日町市の概要

十日町市は、新潟県の南部・長野県境に近く、

千曲川が信濃川と名前を変えて問もないところ

に位置し、東は南魚沼市、北は小千谷市、西は

上越市、柏崎市、南は湯沢町、津南町などと接し

ている。

平成17年4月1日に十日町市、中魚沼郡川西

町、問中里村、東頚城郡松代町、同松之山町が

合併して「十日町市J'こなった。

新生「十日町市」の総面積は592平方キロメ

ートルで、新潟県の総面積12，582平方キロメー

トルの4.7%にあたる。

人口は、平成12年の国勢調査によると65，033

人で、あったのが、平成17年には62，058人となり、

昭和50年以降減少傾向を示している。世帯数

は、ほぼ横ばい傾向で、一世帯当りの世帯人員

は年々減少傾向にあり、核家族化や一人暮らし

の世帯が増えてきている。

中央部には、日本一の大河信濃川が南北に流

。

刀り
福島県

、-ー

群馬県

図1 十日町市の位置

れ、十日町盆地とともに雄大な河岸段丘が形成さ

れている。西部地域には渋海川が流れており、

流域には集落や棚田が点在している。
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国内有数の豪雪地帯であり、毎年の平均積雪

は2mを超し、 l年の3分のl以上が降積雪期間と

なっている。この気象条件が、独特の生活文化

の形成や経済活動などに大きく影響している。

2.水道事業の概要

市町村合併に伴い、十日町市と川西町にあっ

た上水道は経営統合(信濃川を挟んで両岸にあ

るため、施設統合は困難)したが、簡易水道及び

小規模水道はそのまま引き継ぐこととなった。

そのため現在は、 l上水道、41簡易水道、7小

規模水道(飲料水供給施設等)、合わせて49水

道を経営している。

他に地元が行っている組合営水道が8地区あ

り、市全体の普及率は98.05%となっている。

上水道の水源は、市の中央に信濃川があるに

も拘らず、全て地下水(浅井戸、深井戸)である。

これは、JR東日本が首都圏ヘ電力供給をする発

電用水として取水をしていて、市内が減水区間と

なっているためである。簡易水道の水源も、十日

町、川西、中里の各地域は同様に地下水である

が、西部の松代、松之山地域では渋海川支流の

表流水を用いているところが多い。

平成19年度業務調べ(上水道、簡易水道・小規模水道)

ア 人口、給水人口、普及率、未普及人口

人口
給 水人口

普及率 未普及

(行政区域内) 計画給水 上水道 簡易水道 組合営 計 人口
人口 小規模水道 水道 (B+C+D) (E/A) 

(A-E) 

A 人 B 人 C 人 D 人 E 人 % 人

62，152 72，257 33，908 26，804 231 60，943 98，05 1，209 

イ 給水戸数、年間総配水量

給水 戸 数 年間総配水量

上水道 簡易水道 全体 上水道 簡易水道、小規模水道 全体

小規模水道

P P P Fm3 Gm3 Hm3 

11，306 8，498 19，804 4，380，664 2，814，661 7，195，325 

ウ給 水量

給水 戸 数 年間総配水量

上水道 簡易水道 全体 上水道 簡易水道、小規模水道 全体

小規模水道 (F/年間日数) (G/年間日数)

(H/年間日数)

1m3 Jm3 Km3 Lm3 Mm3 Nm3 

15，675 9，912 25，587 11，969 7，690 19，659 
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一日一人当たり最大給水量 年間総配水量

上水道 簡易水道 全体 上水道 簡易水道 全体
(I/B) (J/C) (K/(B+C)) (L/B) (M/C) (K/(B+C)) 

リト JッL リト JッL リト Jレy リト Jッ" リト 2ッ" リト '" 

452 370 421 353 287 324 

エ 年間有収水量、有収率

年間有収水量 年間総配水量

上水道 簡易水道 全体 上水道 簡易水道 全体

小規模水道 (O/F) 小規模水道 (K/(B+C)) 

(M/C) 

Om3 
Pm3 Qm3 % % % 

3，744，092 2，427，101 6，171，193 85 86 86 

オ供給単価、給水原価、料金収入

供給単価 給水原価 料金収入

上水道 簡易水道 全体 上水道 簡易水道 全体 上水道 簡易水道 全体
小規模水道 小規模水道 小規模水道

円1m3 円1m3 円1m3 円1m3 円1m3 円1m3 千円 千円 千円

200 197 199 159 288 178 750，588 478，093 1，228，681 

3.上水道事業耐震化計画策定の経過

合併前の平成14年度 (15年度予算編成時)

に、旧十日町市において、上水道耐震化計画を

策定することを決めたが、その理由として明確な

ものがあるのではなく、次のようなことから総合的

に判断したものである。

。全国的にいえることであるが、阪神・淡路大震

災以降、災害時のライアライン確保について市

民の関心が高まっていた。

0当地域では、以前から地震が度々発生してお

り、平成 13年 1月には、震度5~~の地震があっ

た。そのため、市民に漠然とした地震に対して

の不安があった。

0当市には、信濃川の両岸に大規模な活断層

があり、その活動により直下型大地震が発生

する可能性があることが近年の調査で明らか

になってきていた。当時は、このことについて

は、あまり市民には知られていなかったが、一

部の識者から懸念されていた。

0当市の水道事業は昭和32年に市街地の一

部に給水開始をして以来、50年近く経過して

おり、多くの施設が更新時期になっている。そ

のため、計画的な更新順位を定める必要があ

るが、水道システム全体を考えた更新計画は、

耐震化計画に連動するものが多いと思われ

。
た

まず、平成15年度事業として計画策定に先

立ち、3箇所にある配水池の耐震診断を実施し

た。これは、当市上水道の水源は全て地下水で
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あり、浄水方法も除鉄、除マンガン装置として急速

ろ過機を設けているだけであるので、取水塔や沈

殿池、ろ過池などの施設がなく、最も大きな構築

物が配水池であることと、破損した場合に影響が

大きいのが配水池であると思われることからであ

る。

昭和55年に増築したPCタンクは別として、RC

造の水槽はまだコンクリートを現場練りしていた時

代のものなので、その品質には不安を感じていた

が、実際に試，験を行ってみると劣化はなく、鉄筋

の腐食もなかった。築造当時に携わった人々の

努力に感心した。

診断結果は、PCタンクは地震動レベル Eでも

安全であり、RC造は地震動レベル Iでは安全で

あるが、地震動レベルEでは一部損壊の危険が

あるという内容で、あった。

平成16年に、コンサルタントに計画策定業務

委託を発注し、作業を行っていた最中の10月23

日に新潟県中越地震が発生した。当市の最大震

度は6強であり、人的被害としては死者9名(十日

町8名、川西1名)、重傷70名(十日町55名、川

西 14名、中里1名)、住家被害としては全壊107

棟、大規模半壊156棟、半壊962棟とpう大きな

被害を受けた。水道においては、断水日数が旧

十日町市上水道で6日間、旧川西町上水道では

16日間にも及んだ。

このため、そのまま策定作業を続けることに疑

問を感じ、作業を一時中断し、被災状況を確認し

て弱い箇所の洗い出しゃ、対応で苦慮したこと

の検討などを行い、現実的な内容を盛り込む必

要があると考えた。

平成17年になって、改めて計画策定を行うこ

とにしたが、官頭に紹介したように4月1日に合併

をし、上水道も統合したことから、川西地域も含め

た計画を策定することとした。

4.計画策定の纂本方針

新潟県中越地震を体験したことから、「地震に

強い水道づくりJの必要性を痛感し、そのための

方策を検討した。

前記したように、以前から活断層の存在が指

。
'''''‘ ，.-̂ JJY 

図2 十日町断層帯

摘されていたが、平成17年4月13日に政府の地震

調査委員会・地震調査研究推進本部により「十日

町断層帯の長期評価Jが公表された。それに基づ

き、マクゃニチュード7.4程度、最大震度7程度の地

震を想定して、計画を策定することとした。

本来であれば、主要施設だけを地震動レベル

E対応にすればよいのであるが、当市の水道シ

ステムを考えると、末端配水管と付属施設(倉庫、

車庫等)以外は全て主要施設になり、当初からそ

れらは検討の対象外としていたことから、本計画

に載せるものは、全て地震動レベルHに対応す

る計画とした。

5.被害想定

想定する直下型大規模地震が発生した場合

に受ける被害想定は次のとおり。なお、被害想定

は地震動レベルEにおける発生予測であり、レベ

ル Iの地震では、一部老朽化の著しい構築物

や管路の被害発生は予想されるが、レベルHの

ような大規模な被害は発生しない。
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0水源(井戸)施設

.鉄筋コンクリート構造の浅井戸にひび割れ発

生。

・鋼製ケーシング構造の深井戸は概ね安全主

要な水槽構造物(ポンプ槽、配水池)。

-現在の耐震指針(平成9年)以前に築造され

た水槽構造物は十分な耐震強度を有してい

ないため耐震診断と耐震補強が必要 (PC構

造の水槽は安全)。

-被害が想定される既設の水槽構造物、十日町

地区:4箇所川西地区:8箇所。

0主要な建築構造物

.昭和56年以前に築造された建築物は耐震構

造でなく、阪神・淡路大震災ではこの年代以

前に築造された建築物に被害が集中した。

-被害が想定される建築構造物、十日町地区:6

箇所川西地区:5箇所。

0管路(導水管、送水管、配水管で給水管は含

まない)

-管路の被害想定件数、十日町地区:140箇所

(推定被害率0.879件/Km)。

川西地区:100箇所(推定被害率1.218件/

Km)。

-給水管を含めた全被害管路の復旧 (94%)に

要する労力(十日町市上水道全体)1日当り

18班(l班3-4人で65人)で30日間。

通常は、エリアで被害想定を検討すると思う

が、配水地の受け持つ区域が決まっているため、

施設が破損すると自ずと断水区域が決まるの

で、施設ごとの被害想定をすることにした。

6.計画の目標

耐震化計画の目標は、水道の断水が住民に

与える影響を考慮し、次のとおり設定した。

標1:応急復旧を4週間以内に完了する。

目標2:応急給水の目標水量を、地震発生から

28日までを4段階に分け、目標水量、市民の水の

運搬距離、主な給水方法を定める。

目標3:医療施設、避難所など重要施設への

給水を確保する。

7.耐震化計画の内容と構成

目標を達成するために、地震が発生しても壊

れない施設にするための「構造物、管路の耐震

化」と、被災をした場合の「影響の最小化」に分

けて、次のことを計画した。

(1 )構造物、管路の耐震化

①主要な水道施設の耐震化の計画

-主要な施設の耐震診断を行い、必要な施設

には耐震補強を行う。

②老朽化した管路や地震に弱い管路の耐震化

.石綿セメント管や普通鋳鉄管など、老朽管路

や地震に弱い管路の布設替えを計画的に実

施する。

③災害重要施設(避難場所、病院など)の給水

確保

・災害重要施設(避難場所、病院など)の主要

な管路には耐震管を使用する。

(2)影響の最/J ¥化

①取水、浄水、送水など、主要な設備の電力パッ

クアップ

・非常用自家発電設備の設置。

②浄水、送水貯留施設の大容量化(応急給水

水源の確保)

・浄水池の新設。

③中央管理棟の耐震化と水道施設の集中管理

.中央管理棟の建替え。

-電気計装施設の充実(十日町市上水道全

体の水道施設を集中管理)。

④主要な配水池に緊急遮断弁を設置

.拠点給水施設とする。

-応急、復旧作業用水の確保0

.二次災害の防止。

⑤応急給水の充実

・運搬給水(応急対応マニュアルの作成)0 

・拠点給水(耐震貯水槽の設置)。

-仮設給水栓(消火栓に仮設給水栓を接続)。
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8.管路の耐震化における使用管種

当市では、呼び径75以上はK形ダクタイル鉄

管を使用していたが、現在はより耐震性に優れる

NS形ダクタイル鉄管をメインとして採用している。

なお、NS形ダクタイル鉄管は、平成15年度から

基幹管路において使用し始め、平成19年度よ

り、呼び径75以上の全口径で使用している。

9.耐震化事業計画

耐震化工事には膨大な費用と長期の時間を

要するため、計画目標が効果的に達成できるよ

う、優先順位を設け計画的に実施することとし

た。

A:特に緊急性が高く、早期に実施に移すもの

(短期整備目標)

B:Aにヲ|き続き実施するもの(中期整備目標)

C:緊急性は高くないが、実施の必要があるもの

(長期整備目標)

今後(当面)は、優先順位Aの耐震化工事の

中でも緊急性の高いものから順次、実施に移す

ことが重要であると考えている。

事業内容については割愛するが、十日町市の

概算事業費 (単位;万円)

優先順位 十日町地域 川西地域 計

A(短期) 175，000 110，000 285，000 

B(中期) 141，000 64，000 205，000 

C(長期) 140，000 10，000 150，000 

計 456，000 184，000 640，000 

ホームページに「十日町市上水道耐震化計画」

(概要)があるので、参考にしてもらいたい。

(h仕p://www.city.tokamachi.niigata.jp) 

現在、送水管(呼び径250)、配水管(呼び径

300)、連絡管(呼び径200)の耐震化布設替工

事を実施中であり、使用管種はいずれもNS形ダ

クタイル鉄管である。なお、既設管は昭和32年

の給水開始時に布設された普通鋳鉄管である。

写真1、2に示すような場所を含む実際に被災し

たところ(=弱いところ)を優先的に事業化して

pる。

写真1 新潟県中越地震による被災箇所(1) 

(呼び径250NS形ダクタイル鉄管で仮配管中)

写真2 新潟県中越地震による被災箇所(2)

(呼び径250NS形ダクタイル鉄管で仮配管中)

10.事業実施の課題

実施計画は公表していないが、財政シミュレー

ションは行っており、市議会等には優先順位A

(短期)を実施するだけでも10-15年が必要と

言舌している。

過疎化により人口が減少し、給水収益が減少

している状況にあって、将来の財政状況を予測

することが難しpことから、期間に幅を持たせた。

シミュレーションどおりに実施で、きれば、Aは10年

で可能であるが、今後の収入傾向が読み切れな

いのが現実である。通常のトレンドでの予測はで
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きるが、減少要因がその限りであるかは不確実で

あり、経営状況が悪化することも懸念される。

また、当市の水道料金は、供給単価が200

円1m3と高額になっており、安易に使用者に更

なる負担を求めることもできない。

したがって、多少時間がかかっても緊急'性の

高いものから順次、確実に実施するとpう姿勢が

重要であると考えている。

この計画は、あくまでも上水道而撰化計画であ

り、簡易水道は含まれていない。

昭和56年以降に築造された簡易水道施設に

ついては、概ね耐震化構造となっていると考えら

れるが、それ以前に築造された施設については

不十分であると想定される。

簡易水道統合計画に基づき、近年中に簡易

水道も上水道に統合することから、本年度予定し

ている「地域水道ビジョン」の策定の中で、耐震

化の方針について検討を行うこととしている。

1 1 .おわりに

今回の執筆依頼にあたり、平成16年 10月23

日に発生した新潟県中越地震の際に、全国の皆

さんから支援を頂いたことに感謝し、日頃からの

備えの大切さを、身をもって体，験したことを伝えら

れれば幸いであると思い書くことにした。

当市のような小規模水道事業体で、あっても、

当然のことながら、災害は待ってくれなかった。さ

らに昨年7月16日には新潟県中越沖地震が発生

し、当市では震度5強を記録した。

幸いにも中越沖地震での水道施設の被害は

僅かで、あったが、大地震が続けて襲ってくる恐ろ

しさも体験し、「備え有れば憂い無し」とpう言葉

を噛み締めることとなった。

耐震化計画とpうと大きな計画を策定するよ

うに思われるが、事業体の規模に応じた身の丈

にあった計画を作れば良いと思われる。大上段

に構えて計画を作ってしまうと、計画倒れになっ

てしまい、実施で、きなくなってしまう。絵に描いた

餅にしないようにすることが大切であると感じた。

31 
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正当ヰデi[

名古屋市水道の新たな大動脈、
その完成に向けて

~春日井送水幹線布設におげる技術上の取り組み~

1 .計画概要

名古屋市の水道水は清浄な木曽川を水源と

し、鍋屋上野・大治・春日井の3浄水場で浄水処

理して市内に給水している。なかでも春日井浄

水場は、3浄水場の中で最大の浄水能力59万

m3/日を有し、浄水処理した水は東名送水幹線

(呼び径2000)、東春送水幹線(呼び径1800)、

名北幹線(呼び径1800)によって給水区域に送

水している。

これらの送水ルートのうち、東名送水幹線は日

最大39万m3の送水能力によって名古屋市東

部丘陵地域への給水を受け持っている。この幹

線は、春日井浄水場から東名高速道路に沿って

猪高配水場まで埋設されており、本市東部の水

道の大動脈としての機能を発揮している。

しかし、東名送水幹線を中心とする東部丘陵

地域の給配水システムは安定供給の観点から

以下のような問題を抱えている。

名古屋市上下水道局

建設部長高見 享

①東名送水幹線は通水から約40年が経過し、

施設の老朽化が進み、空気弁漏水などの事

故も多くなりつつある。

②事故時や更新時にも給水に一定の安定性を

確保するためには、送水幹線についても複

線化しておく必要がある。

③鳴海配水場への送水が他の配水場を経由

しているため、送水エネルギーのロスが生じて

pる。

春日井送水幹線は、以上のような問題の解

消を目的に、災害に強く、「断水のなpJ管路づ

くりと安定給水を確保するために平成4年に着

工した。
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大治浄水場• 

春日井浄水場

E 
O 

O 

浄水場

配水場

既設幹線

図1 名古屋市の給水区域、浄水場、配水場の配置および、春日井浄水場カEらの幹線

2.事業概要

春日井送水幹線布設計画の事業概要は以下

のとおりである。

表 1 事業概要

布設経路
春日井浄水場一犬山系導水路一

国道302号共同溝

布設延長
l1，800m 

(但し、5，700mは共同溝入構)

管 種 ダクタイル鉄管

口 径; 呼び径1800

工事方法 開削・推進・シールド

工 期 平成4-22年度

3.施工

春日井送水幹線は、大きく3段階に分けて施

工された。本稿では、各段階における技術上の

観点からの課題と対応について報告する。

表2 施工段階

段階 期間
工事内容

(延長)

1 平成4-12年度
推進工法

(4.5km) 

2 平成13-17年度
シールド工法

(1.6km) 

共同溝入満
3 平成18-22年度

(5.7km) 
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庄内川

春日井送水幹線計画概要図

問では、ボルトレスU形推進工法用ダクタイル鉄

管を採用した。また、曲線部では、受け口端面と

挿し口のフランジ面との聞に推力伝達用クッショ

ン材(スチロール樹脂製)を設け、部分的な接触

による管体への偏圧や、フランジの破壊を防止し

た 。 平均の日進量は、 6.7~7.0mで、あり、ボルトレ

ス推進管の使用により管接合に要する時間が短

縮されたことで良好な日進量を確保することがで

きた。

図2

(1)超泥水推進工法とボルトレスU形推進工法

用夕、クタイル鉄管

始点である春日井浄水場から国道302号共同

溝部は、推進およびシールド工法を中心に施工し

た。この推進区間では、超泥水加圧推進工法

(泥水推進工法)を採用した。

在来の推進管では、外面に植込みボルト接合

用の穴の凹凸が存在することにより、坑口通過

時に泥水などの漏れが発生したり、機が挟まるこ

とにより推力が上昇するといった問題があった。

このような問題を軽減するため、この推進工法区
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写真1 シールド機

写真2 セグメント施工後

(2)泥土圧式シールドとセグメント内配管

途中、春日井市瑞穂通3丁目から岡市篠田町

にかけての約1.6kmはシールド工法を採用した。

工法としては、泥土圧式シールド (~2880) を採

用したが、同区間には国道19号春日井共同溝及

び当局の東春送水幹線があり、それらを下越しす

るため、離隔を十分確保した上でシールド掘削で

施工した。掘削と同時に5分割鋼製セグメント(外

径~2750) を設置し、掘削日数は延7ヶ月、平均

進量は12m/日で、あった。掘削土砂の搬出作業

の迅速化のため、立坑部で垂直ベルコンを使用

して地上部まで揚泥した。

シールド掘削に引き続いて、二次工事として進

めたセグメント内配管にはU形ダクタイル鉄管を

使用した。布設後、セグメントとの間隙にはエアモ

ルタルにより充填を行った。なお、管種は開削部

分は2種管をセグメント内配管には3種管を採用

した。配管施工にあたっては、配管時に必要な

芯出し作業も行える運搬台車をバッテリ一機関

車によりセグメント内へ移動させて使用した。車

両は、パ、ソテリ一機関車の加速、ブレーキ距離な

どを詳細に検討した上で選定した。

管を搬入する立坑部分は、5m管の搬入にお

銅製セグメン卜

図3 シールド工断面図

いて、離隔の余裕がなく、さらに地上部ヤードから

の吊り降ろし深が約24mで、あることもあり、搬入

にあたっては細心の注意を払った。セグメント内

の配管には延 5ヶ月を要し、平均日進量が

13.5m/日で、あった。

作業環境の安全性を確保するための留意点

としては、施工箇所が深所であるため十分な換

気が必要で、あったことで、ある。管運搬の支障とな

らないよう風管を設けずに、セグメント及び布設

済み管路を風管として十分な換気を確保した。

(3)共同溝入溝

型道302号東北部共同溝5.7kmへの入溝は

平成18年度から始まり、その初年度工事として

庄内川横断部を含む約1.5kmが施工された。

共同溝の標準構造は2連ボックスカルパート、水

道部分はW3200mmX H2900mmとなってお

り、カルパート延長は20mで、ある。なお、みなし共

同溝部については内径~5450のシールドとなっ

ており、水道部分としては床面の幅で、3130mm、



36 ダクタイル鉄管 平成20.10第83号

有効高さ3798mmとなっている。

共同溝内配管は通常の埋設やシールド工事

などとは異なり、基本的には露出配管である。こ

の施工にあたって、以下の点について考慮し

た。

【管種面}

継手作業や現場調整の施工容易性、モルタ

ルライニングの信頼性、作業環境などから、全ス

パンに亘りダクタイル鉄管を採用した。継手につ

いては、地震発生時に対応できるよう伸縮機能

を有するS形ダクタイル管を採用した。なお、管厚

に関しては、管体に直接外圧がかからないことか

ら3種管を採用した。

【塗装面】

共同溝内は定期的に換気されているが、通常

は高湿度の環境である。共同溝内露出配管とp

うこともあり、布設通水された後の材料の発錆を

防ぐ必要がある。そのため、塗装は220μm以上

の塗厚を確保した。ただ、この塗厚も鉄管搬入時

に剥離することが避けがたく、現場での補修が必

要となる場合もあった。

【防護面】

異形管部にはUF形継手を使用するとともに、

コンクリート巻き込みをした上で共同溝へのアンカ

ー設置による防護を施工した。直線部ではプレキ

ャスト架台に配管した上で銅製サポートを行って

pる。

続pて施工の詳細についてであるが、共同溝

に設置された搬入口(平均200-250mごとに設

置)から管を搬入し、管を施工箇所まで運搬して

接合するまでが一連の流れである。工事が複数

工区に分かれているため、搬入にあたっては工

区間で連携を図り、円滑な搬入となるよう配慮し

た。

この東北部共同溝は、電気事業者(中部電力

株式会社)、通信事業者 (NTT西日本株式会

社)との3者にわたる共同溝で、あった。そのため、

他企業の設備や共同溝内の蛍光灯などlこ対し、

施工時に破損させないように注意が必要で、あっ

た。共同溝の内部形状などを考慮して管を共同

溝内に運搬、接合するための台車として、「管を

運搬するための運搬台車」と「管を接合するた

写真3 共同溝内配管状況

写真4 防護状況

写真5 圧内川横断部立ち上がり管状況

めの据付台車」を製作した。なお、運搬台車を共

同溝内で移動させるために運搬用特殊車を採

用した。

共同溝内の勾配箇所で、あっても運搬台車が

運搬用特殊車と離脱することのないよう、細心の
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写真6 運搬台車

写真7 管据付台車

注意を払うとともに、据付台車についても転倒防

止対策を講じた。

また、共同溝の折れ点においては、ダクタイル

鉄管の曲管により布設した。しかし、共同溝折れ

角とダクタイル鉄管規格の曲管角度が異なるとと

もに、使用する継手形式が許容曲げ角度がO。で

あるUF形で、あったため、前後のS形の布設で許

容折れ角を計画的に実施するなど、管理通路幅

を確保するために注意を要した。

写真8 鉄管搬入状況その1

写真9 鉄管搬入状況その2

。。∞
N

3200 

図4 共同溝断面図
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図5 庄内川横断断面図

4.通水による効果

春日井送水幹線の通水後の運用方法は、春

日井浄水場から鳴海配水場までの送水である。

現在、鳴海配水場へは、鍋屋上野浄水場からの

送水と、春日井浄水場から猪高配水場を経由し

て、一部配水幹線を用いた送水とpう2つの方

法で送水されている。春日井送水幹線の完成

で、春日井浄水場から鳴海配水場まで直接送水

できるルートが確立し、東部丘陵地域への給水

に対する東名送水幹線への負担が軽減される

ことになる。また、長年の課題で、あった、東名送水

幹線の事故時や更新時のパックアッフ。が可能に

春日井浄水場

こう
.，..... 

なることも合わせると、水運用の安定性はこれま

でよりも大幅に向上する。さらに、地盤高的に有

利な春日井浄水場からの送水に一本化すること

によりエネルギー効率の面からも改善される、浄

水場からお客さまのじゃ口まで到達する時間が

短縮されるとしヨう試算もされており、現在よりも新

鮮な水をお客さまに届けることが期待される。

5.おわりに

春日井送水幹線の布設は順調に進捗してお

り、春日井市内の6.1kmは前述したとおりすべ

て完成し、現在は、東北部共同溝の残り4.2km

を順次布設しており、平成22年度の布設完了、

平成23年度の通水を目指している。

都市化の進展に伴い施設を拡張できた時代

は終わり、現在は完成された市街地での施工を

余儀なくされる時代となった。この平成の大工

事を20年近く前に計画された諸先輩方、工事に

かかる問題や課題を乗り越えてきた工事関係者

の皆様方に改めて敬意を表したい。そして、将

来にわたり安定した水運用を維持し、安全で効

率的な運用を見据えての施設整備の推進に期

待したい。

春日井浄水場

鍋屋上野浄水場• 

図6 鳴海配水場への送水方法の変化 (左)現在(右)春日井送水幹線通水後
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管路の耐震化とNS形改良
コム輸の採用について

1.豊橋市の水道事業

豊橋市は愛知県の南東部に位置し、東は弓

張山地を境として静岡県と接する。地形は東の

山地から西の三河湾へと緩やかに傾斜し、南部

は台地を形成し太平洋に面す

る。市域面積 261平方キロメー

トル、人口約38万人を擁する

本市は、農業・工業・商業のバ

ランスのとれた活力あるまちとし

て発展し、平成11年には全国

22番目の中核市に指定され

た。

本市は1906年(明治39年)

に市制を施行して以来、交通

の要衝としての優れた地理的

条件も手伝い、工業の発達を

背景として年々成長を続けてき

た。しかし、その一方で飲料水

として井戸水を使用していたた

豊橋市上下水道局

管路保全課長柴田

め、人口の増加により水質悪化及び水の枯渇を

まねき、赤痢・腸チフス等の伝染病による死亡率

は、大阪・名古屋・東京などの上下水道を完備し

ている都市に比べて高く、上下水道を含めた都

図1 豊橋市の位置
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市施設の整備が急務となっていた。このような

時代背景を受けて計画立案された本市の一般

用水道は、1927年(昭和2年)に着工し、2年8か

月に及ぶ大規模な工事を経て、 1930年(昭和5

年)に市域への給水が開始された。その後、8次

にわたる拡張事業により、安定給水の確保・水

資源、の有効活用を図るため、更なる自己水源の

確保に努めると共に、耐震を考慮した配水管網

の整備、配水池の増設等を実施した結果、現在

は浄水場2か所、取水場1か所、配水場4か所、

給水所11か所に加え、高台へ水を送るための加

圧所が8か所、常時水質・水圧などを監視する

水質計測所が12か所、適性水圧による給水を

実現するため標高10mごとに設置された圧力制

御所が9か所の合計47か所の水道施設を備

え、その全ての施設を小鷹野浄水場で集中管理

しており、平成18年度末の普及率は99.31%に

達する。

2.水道事業の運営目標

当局では、平成17年度から平成22年度まで

の6年間を計画期間とした「豊橋市上下水道事

業中期経営計画」を策定し、その中で事業運営

の目標として以下の項目を掲げている。

図2 圧力コントロールシステムの概略

(1)現行水道料金体系の維持

現行の水道料金は、昭和59年4月1日に改

定したもので、中核市35市の中で8番目に安

価な料金となっている(平成16年度末現在)。

今後の水道料金は、県営水道の料金値上げ

に影響を受けるが、本計画期間中は現行の料

金体系を維持し、良質なサービスを提供してい

く。

(2)安全で、安心な水道水の供給

日常生活に欠くことのできない水を、すべて

のお客様に安全で安心な水として供給するた

め、水道施設の適正な維持管理及び水質管

理体制の充実を図る。

(3)安定給水の確保

すべてのお客様に安全で安心な水を安定

的に供給していくために水需要を的確に把握

し、既設水源の効率的な水運用を図るなど減

少傾向にある自己水の保全に努める。また、水

道施設の耐震化についても計画的に推進し

ていく。

水道事業の運営目標の中でも、安定給水の確

保を実現するための管路耐震化は当局にとって

大きな課題である。なぜなら、本市は大規模地震

対策特別措置法に基づく東海地震防災対策強

化地域であると同時に、東南海・南海地震に係わ

る地震防災対策の推進に関する特別措置法によ

る東南海・南海地震防災対策推進地域でもある。

想定されるこれらの地震が発生した場合には、市

域の広い範囲で震度6強の揺れとともに液状化

の危険性が指摘されている。そのため当局では、

上水道の基幹施設である取水場・浄水場・配水

場等の耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補

強・施設内管の耐震化などを行うとともに、災害時

に備えて配水池を増強し、全市民が必要とする最

小限の水を約7日分確保している。また、導送水

管や配水本管、重要施設(病院、避難所等)への

配水管など基幹管路(基幹管路延長115，902m)

の耐震化を重点的に実施してきた結果、本市の

基幹管路耐震化率は11.6%(平成17年度)となっ

ている。また、同時に老朽管等の耐震化も併せて

計画的に実施しており、管路全体の耐震化率は、

4.5%(平成16年度)、6.4%(平成17年度)、7.1

%(平成18年度)と着実に向上してきている。

3. NS形ダクタイル鉄管による管路耐震化

(1) NS形ダクタイル鉄管の耐震性能

当局では水道管路の耐震化を推進していくに

あたり、呼び径100以上の管路については全面
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的にNS形ダクタイル鉄管を採用している。NS形

をはじめとする耐震型ダクタイル鉄管は、埋立地

や軟弱地盤などを中心に全国で採用されており、

これまで多くの大地震を経験しているにも関わら

ず未だ無被害とpう実績は、その耐震性能を十

分に証明するものであると考える。また、本年3月

28日に公布 (10月1日施行)された水道施設の技

術的基準を定める省令の一部を改正する省令に

従い、管路の耐震化を進めていく上で管種選定

の参考とすべきとされる「管路の耐震化に関する

検討会報告書J(厚生労働省健康局水道課

HP:http://www.mhlw.go.jp/topics/ 

bukyoku/kenkou/suido/houreil 

suidouhou/index.html)においても、鋼管ととも

に基幹管路がレベル2地震動に対して有するべ

き耐震性に適合する管種とされている。

(2) NS形改良ゴム輪の採用

NS形ダクタイル鉄管は呼び径450以下の継

手がプッシュオンタイプ。で、あり(異形管は呼び径

250以下)、接合時には挿し口でゴム輪を圧縮し

ながら挿入する必要があるために大きな挿入力

が必要である。挿入力が大きくなることにより、異

形管を引き込む際に管が振れて接合しにくい場

合があるといった声を耳にすることがあったが、こ

のたび、呼び径250以下のNS形ダクタイル鉄管

について、水密性能を確保しつつ挿入力の低減

を実現した改良ゴム輪が開発、実用化された。

本改良ゴム輪は、従来のゴム輪の断面の一部

を減肉、断面形状を変更したもので、、ゴム輪の材

質、硬度は従来のゴム輪と全く同様である。本改

良ゴム輪の性能試験では従来のゴム輪と比較し

て挿入力は約3割低減することが確認されてい

る。

ロックリング，["出し用ゴム

図3 NS形継手の構造(呼び径75---呼び径250)

従来形(タイプ 1) 改良形(タイプ 11)

図4 NS形ゴム輪の形状

変更箇所

本改良ゴム輪の実用化により、日本ダクタイル

鉄管協会では、平成20年2月にダクタイル鉄管

協会規格 (JDPAG1042)を改正し、従来のゴム

輪をタイプI、改良ゴム輪をタイプHとして規格

化している。

当局では、NS形ダクタイル鉄管による管路耐

震化を図ってL瓦く上で、 NS形ダクタイル鉄管の

施工性を更に向上させることを狙い、乙の改良ゴ

ム輪を採用することとした。
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15 

10 

5 

。

仁コ従来形(タイプ 1) .改良形(タ

150 
呼び径

図5 挿入力測定結果(メーカー技術資料より抜粋)

異形管が振れる力 (Fsin8)

接合に使われる力 (Fcos8) 

|挿入力の低減(F>f)1 I接合角度の低減(8)グ)1

ι ι  
異形管が振れる力が低減し、接合性向上

(Fsin8>fsin8' ) 

図6 異形管の振れ止め効果(メーカー技術資料より抜粋)

NS形ゴム輪を従来ゴム輪(タイプ1)から改良

ゴム輪(タイプll)に変更したことにより、配管施工

業者からは、

①継手の接合が軽くなった。

②受口へのゴム輪の装着が楽になった。

③特に障害物を回避するための切り回し区間

では異形管の接合に手間取ることがあった

が、改良ゴム輪では接合時に管が振れにくく

なり、かなり施工性が向上した。

とpった意見が寄せられていることから、改良ゴム

輪の採用は施工性向上に効果的で、あったと判断

で、きる。

写真2 NS形改良ゴム輪の受口装着形状

写真3 NS形ダクタイル鉄管による切り回し配管

4.おわりに

本市の水道事業経営は、節水型社会の定着

等により水需要は減少傾向にあり、料金収入の

伸びはあまり期待できない状況である。また、昭

和30年代から40年代に整備・拡張した水道施

設の更新時期を迎えるとともに、施設の両捜化な

ど地震・災害対策に係わる施設の改築等も急務

となっている。これら収入増に直接結びつかな

p経費が増加してpく状況の中にあっても、水道

は日常生活に欠くことのできない重要施設であ

り、地震・災害対策などライアラインとしての機能を

維持してpくため、水道事業として様々な施策を

展開し、安全で安心な水を安定的に供給してい

く使命がある。当局では、今後もゴム輪の改良に

よりこれまで以上に施工性が向上したNS形ダク

タイル鉄管を管路整備の基軸に据え、予想される

東海・東南海地震や全国各地で頻発しているよ

うな内陸直下型地震に対しても被害を生ずるこ

とのない水道施設を構築することにより、「豊橋

市上下水道事業中期経営計画」に掲げる事業

運営目標である安定給水の確保を実現していき

写真1 NS形ダクタイル鉄管の接合形状 たい。
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京都市水道事業における
管路の更新と耐震化について

1 .はじめに

近年、我が国では、少子高齢化社会の到来や

地方自治体における財政状況の悪化、気候変動

に伴う地球温暖化や環境保全問題への対応、

大規模地震の頻発など、様々な情勢の変化が起

きている。そして、老朽化する社会資本への対

応、その中でも水道など

のライフラインの地震対

策が課題となっており、

財政制約のある状況の

での社会資本整備

のあり方が問われてい

る。

こうした中、本市の水

道の1日最大給水量の

推移をみると、図1にあ

るように平成3年度をピ

ークとして年々減少傾

向にあり、平成19年度

の1日最大給水量と1人 1日平均給水量は、平

成3年度と比較して、それぞ?れ約27万m3/目、

約 100e /人・目減少している。これは、産業構

造や市民の生活様式が節水型社会へと変化し

ているためであり、もはや、これらが大きく回復す

る要因も見当たらない状況である。従って、今後

1，000，000 /
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図1 京都市の1日最大給水量の推移
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図2 年度別配水管延長

は「節水型社会の到来による水需要の減少」を

前提とした事業運営が求められている。また、こ

のことは有収水量及び料金収入の減少につな

がることであり、本市の水道事業の財政収支は、

ますます厳しい状況となっている。

一方、図2で本市の年度別配水管延長をみる

と、本市の配水管路の多くは、昭和40-50年代

以降に整備されており、これらは、順次、耐周年

数を迎え、管路施設の大量更新時期を向かえる

こととなり、それらの計画的かつ適正な対応が必

要となってくる。

厚生労働省では、近年、頻発している大規模

地震 (M6以上)を受け、平成20年3月に「水道

施設の技術的基準を定める省令の一部を改正

する省令Jを公布し、水道施設の備えるべき耐震

性能の明確化を図り、水道事業体に対し水道施

設の計画的な耐震化を進めるよう通知されたとこ

ろである。京都市においても大規模地震がいつ

起きても不思議でない状況であることから、水道

施設の耐震化、特に管路施設の耐震化が急務

となっている。

このように、厳しい財政制約がある中、本市に

おいては、特に今後、老朽化を迎えてpく配水管

路の適切な更新と耐震化が求められており、安

全・安心な水道水を安定的に供給し、持続可能

な水道事業運営を実現していくためには、これら

の積極的な取組みが不可欠であると考えてい

る。

本稿では、京都市の水道事業における配水管

路の更新と耐震化について、現在、進捗中の平

成20年度を初年度とする上水道施設整備事業

(5筒年計画)のうち、配水管整備の具体的取組

みと今後の方向性を中心に述べる。

2.現状と課題

(1)京都市水道事業の概要

本市の水道事業は、琵琶湖に水源を求め、明

治45年、琵琶湖第2疏水と蹴上浄水場の竣工

により始まった。以降、京都市政の発展に伴い8

期にわたる拡張事業を行い、平成8年度には浄

水場の施設能力が105万m3j日になった。しか

し、蹴上浄水場の施設更新時に、当時の水需要

の状況を見極めた結果、施設能力の半分の水

量の復元を見合わせ、平成20年度における4浄

水場の施設能力は合計95万1千m3j日となって

pる。本市の事業概要を表1に示す。

一方、本市の水源である琵琶湖の水質は、毎年

のように、プランクトンの異常発生によるかび臭等の

異臭味が発生しており、本市では、原水への粉末

活性炭注入や中間塩素処理への切替えなどにより
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表 1京都市の事業概要(平成19年末現在)

項目 数値

給 水 人 口 1，451千人

水 道 普 及 率 99.9% 

t色 水 件 数 732千件

施 設 能 力 951，000m3j日

配水管延長 ※ 3，854km 
年 間 給 水 量 210，900千 m3

一 日最大給水量 625，200m3j日

一 日平均給水量 576，100m3j日

※配水管延長には、呼び径75未満の配水補助管を含む。

対応してきた。しかし、平成16年度に改定された水

質基準に、かび臭物質が追加されたことにより、現

状の浄水方法では、もはや対応に限界があるものと

判断し、平成19年度に「京都市高度浄水処理施

設基本計画」を策定し、粉末活性炭処理と粒状活

性炭処理を組み合わせた高度浄水処理施設の整

備を図っていくこととした。

(2)京(みやこ)の水ビ‘ジ、ョンについて

本市では、平成19年度に上下水道局の新た

な経営戦略として、事業の基本理念や今後 10

年間に取り組むべき課題や目標を示した「京(み

やこ)の水ビジョン」を策定した。また、併せて、そ

の実現に向け、事業推進、効率化推進、そして財

政健全化の3つの計画で構成する「京都市上

水道中期経営プラン(2008-2012)Jを策定し

たところである。このビジョンで、定めた基本理念の

下で、我々に課せられた社会的な役割や使命を

果たしつつ、中長期的な視点に立って、様々な

課題に取り組み、上下水道サービスの質的な向

上を図っていくため、5つの施策目標を設定して

pる。管路施設の改築・更新と耐震化について

は、その中で重点推進施策のーっとして位置づ

けている(図3)。

(3)配水管整備の現状と課題

これまでの配水管整備は、石綿セメント管や鋳

鉄管(普通鋳鉄管)の布設替えを主な事業目的

として取り組んできた。この事業は、昭和38年度

から第1期配水管整備事業として始まり5ヵ年を

1期間として、その後、7期にわたり実施し、平成

16年度からは上水道施設整備事業の一環とし

て実施してきた。(詳細は2007ダクタイル鉄管第

80号に掲載)。以下に主な取組みについて述

べる。

① 鋳鉄管整備

鋳鉄管整備事業として、老朽管の更新等を図

るため、主に昭和の初めから布設された強度の

劣る普通鋳鉄管や高級鋳鉄管をダクタイル鉄管

に布設替えを行ってきた。その結果、平成19年

度末のダクタイル化率(鋳鉄管延長に対するダク

タイル鉄管延長の割合)は99.3%となり、支線配

水管(呼び径300以下の配水管を言う。以下同

じ)については平成20年度末に、幹線配水管

(呼び径350以上の配水管を言う。以下同じ)に

京(みやこ)の水ビジョンの5つの施策目標

l毎日安心して使うことができ，災害にも強い水道・下水道を目指します

11環境への負荷の少ない水道・下水道を目指します

川将来にわたって使い続けられるよう水道・下水道の機能維持・向上に努めます

IV皆梯のご要望におこたえし司信頼される事業を展開します

V経営基盤を強化し、将来にわたり安定した経営を行います

配水管路更新に係る主な重点推進施策

地震等の災害に強い上下水道施設の整備

基幹施設の織能維持・向上のための改築更新

図3 京(みやこ)の水ビ、ジ、ヨンでの位置づけ
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ついても平成24年度末には100%を達成する

見込みである。

本市の管種別配水管路延長は図4のとおりと

なっている。平成19年度現在の配水管路延長

は約2，525km、そのうち、鋳鉄管は約2，488km、

鋼管が約36km、ビニル管が約0.6kmとなってい

る。石綿セメント管については、平成16年度にす

べて布設替えが完了している。

次に、これらの事業効果について、配水管の

漏水発生件数の推移を図5でみると、ダクタイル

鉄管への布設替えの進捗と共に漏水件数は年

々減少傾向にあり、併せて、有効率も向上してお

り、大きな効果を挙げてきたことがわかる。しかし、

平成19年度の有効率は90.6%となっているが、

依然として厚生労働省が水道ビジョンで示した

98%には至っていない。
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② 配水管路等の耐震化

配水管路等の耐震化については、管路自体

の耐震化とパックアップ。システムの構築(連絡幹

線の整備)を進めている。このほか、近隣都市と

の間で地震等災害時に給水の融通を可能とす

る緊急時連絡管を整備している。

ア管路の耐震化

幹線配水管については平成2年度から、支線

配水管については、平成15年度からすべての

管路において耐震継手を採用している。その結

果、水道ガイドラインに基づく管路の耐震化率は

徐々に向上し、平成19年度で、6.5%となっている

が、相対的には依然として低く、さらなる積極的な

取組が課題となっている。

イ 連絡幹線の整備

地震災害時に、本市の浄水場開で給水の相

互融通を可能とするため、浄水場や配水幹線を

結ぶ連絡管線を整備している。このパックアッフ。

システムの構築により、システムとしての耐震性の

向上を図っているところである(表2、図6)。

写真1 連絡幹線の整備(葛野連絡幹線シールドマシン搬入状況)

ウ 他都市との緊急時連絡管

地震等災害時に備えて近隣市町村と応援協

定等を締結し緊急時連絡管を整備している。京

都府と宇治市については相互応援給水協定を、

長岡京市、向日市については緊急応援協定を締

結し、水道水の供給あるいは受水を可能として

pる。

特に、京都府営水道とは、最大で1日約2万

m3の相互応援給水を想定しており、平成 18

年度には京都府営水道において大雨による取

水障害が発生し、本市から緊急給水を行った。こ

のように、緊急時連絡管の整備は、大規模地震

やそれ以外の災害時にもリスクの軽減を図るため

には有効な手段であることが実証された。

以上のように、これまでの配水管整備等の取

表2 主な連絡幹線の状況

給水区域 浄水場 備考

低区連絡幹線
①山ノ内冷水場。新山科浄水場

施工中
②蹴上浄水場 。新山科浄水場

③蹴上浄水場 。山ノ内浄水場
施工中高区連絡幹線 。松ヶ崎浄水場

④蹴上浄水場 。新山科浄水場

最高区連絡幹線 ⑤蹴上浄水場 。松ヶ崎 施工中
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③ 

③ 

① ② ④ 

図6 主な連絡幹線と浄水場の位置図

組みの結果、平成24年度中には、強度の劣る鋳

鉄管(普通鋳鉄、高級鋳鉄管等)の布設替えが

ほぼ完了する目処が立った。今後は、昭和30年

代半ばから50年前半にかけて布設した異形管

部分に鋳鉄管を採用している初期ダクタイル鋳

鉄管への対応と、管路自体の耐震化のさらなる

向上が、本市の配水管整備の新たな課題である

と考えている。

3.上水道施設整備事業(平成20-..24

年度)における配水管整備

先に述べたように、これまで取り組んできた強

度の劣る鋳鉄管の布設替えについては、計画

期間内の平成24年度中には解消できる見込み

である。今後は、初期ダクタイル鋳鉄管の布設替

えを実施していく考えある。

一方で、平成19年の新潟県中越沖地震本

年6月の岩手・宮城内陸地震など、近年、比較的

大きな地震が発生しており、地震等災害に強い

配水システムの構築が求められている。

そこで、平成20年度から実施している上水道

施設整備事業(平成20-24年度)の配水管整

備は、①耐震性のさらなる向上、②管路寿命の

延命化、③安全で快適な水の供給などの水質

改善等を目的に高機能ダクタイル鉄管(離脱防

止機構付き継手:NS形など、内面エポキシ樹脂

粉体塗装、外面ポリエチレンスリーブ巻き)を使用

し、配水管路の高機能化を図り、これまでの機能

維持にとどまらず、今後は、より高機能な水道シス

テムを構築していくこととしている。

なお、高機能ダクタイル鉄管については、地震

時においても安定した給水が可能で、安全でv快

適な水の供給と、外面腐食を防止し管路の長寿

命化(ライフサイクルコストの縮減)を図ることが期

f寺できる。

(1)今後の配水管整備の考え方と整備目標

配水管路の耐震化を計画的に推進し、地震

等災害時に強い配水システムを構築するため、

下記の管路から計画的に高機能ダクタイル鉄管

に布設替えすることとした。

ア 重要な幹線で早期に布設替えすることが望

ましし、配水管

イ 浄水場等を連絡し、地震等災害時にバックア

ップを可能とするための幹線

ウ 異形管部が鋳鉄製 (CIP)である初期ダクタイ

ル鋳鉄管

--



(2)整備に関わる数値目標

強度の劣る鋳鉄管については、平成19年度

末で、約22km残存している。これを今期5箇年

内ですべて解消する(図7)。併せて、初期ダク

タイル鋳鉄管の布設替えに着手する。また、今後

の配水管整備には高機能ダクタイル鉄管を使

用するなど、管路耐震化率の向上を目指し、5カ

年計画の終了年度となる平成24年度での数値

目標は、図8に示すとおり10.3%である。
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なお、平成20年度からの5ヵ年で、の配水管整

備延長は、幹線配水管では12.5km、支線配水

管で、は88km、合計約100km、事業費約270億

円を予定している(表3)。

京都市水道事業における管路の更新と耐震化について

5箇年の配水管整備延長(平成20-24年度)(km) 表3

合計

12.5 

88 

幹線配水管 6.7 5.8 

支線配水管 53 35 

※布設替えには、初期ダクタイル鋳鉄管対策を含む

新設布設替

幹線配水管:2脱|

強度の劣る鋳鉄管の残存率

=鋳鉄管残存延長/配水管延長
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強度の劣る鋳鉄管の残存率の予定図7

管路耐震化率

=耐震管の延長/管路の総延長
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0.0 

が施されているが、曲管やT字管などの異形管

部分は鋳鉄製で、内面は無ライニンク。となってい

図8

(3)初期ダクタイル鋳鉄管の布設替えについて

本市では、初期ダクタイル鋳鉄管とは、直管部

はダクタイル鋳鉄製で、内面にモルタルライニング
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るものをいい、ダクタイル鋳鉄管に比べ、管体強

度が弱く、地震など大きな外力により継手が抜け

出す可能性も高く、耐震性に劣っている。

また、昭和42年以前のライニング部にはシー

ルコートが施されていないためライニングの中性

化が進行している。さらに、これらの管路にはポリ

エチレンスリーブが被覆されておらず、このまま放

置すると内外面からの腐食により漏水が多発す

る可能性がある。従って、従来の鋳鉄管の高機

能ダクタイル鉄管へ布設替えが完了した後は、

初期ダクタイル鋳鉄管を積極的に布設替えして

pく計画である。

今後、これらの初期ダクタイル鋳鉄管約570

kmをすべて布設替えするためには、約1，500億

円の費用が必要であると試算しており、平成20

-24年度の5箇年では表4に示すとおり33.8km

の整備を予定している。

4.今後の取組みと方向性

(1)管路耐震化計画の策定

管路の耐震化については、先に述べた上水

道施設整備事業の中で、鋳鉄管等の布設替え

や新設の際に、耐震継手を使用するなどにより

対応してきた。

今回一部改定され、平成20年 10月に施行さ

れる予定の「水道施設の技術的基準を定める

省令」への対応と、耐震化計画の策定に関わる

厚生労働省から通知を受け、本市では、現計画

との整合を図りつつ、新たな管路耐震化計画の

策定について検討を進めてpく。

(2)水道管路情報管理システムの活用

本市では、平成11年度から水道管路情報管

理システムの開発に着手し、平成16年度から一

部機能の運用を行い、平成19年度から本格運

用している。

現在、管路情報管理システムのデータを用い

て、モデル地区を設定し、「水理・水質」、「老朽

度」、「耐震性」、「水理的重要度」など現状管

網の多面的な評価を行い、優先順位を決定し、

その技術的評価に基づき、管路耐震化計画の

策定を目指し作業中である。

表4 初期夕、クタイル鋳鉄管整備延長 (km)

布設年度 整備対象 (平成20-24年度)

延長 整備予定延長

幹線 昭和34-41年 72 5.8 

支線 昭和36-52年 500 28 

計 572 33.8 

写真2 破損事故を起こした鋳鉄管(昭和35年製)

平成20年度には、すべての給水区域で管網

評価を完了する予定であり、技術的な定量評価

による優先順位の決定が可能となる。今後は、こ

れらの評価内容や優先順位の設定を精査し、更

新に併せた新たな管路耐震化計画の策定と必

要に応じて現行の上水道施設整備計画を見直

していく考えである。

(3)管路耐震化計画策定に当たっての考え方

①中長期的な財政収支に基づく更新計画

厳しp財政制約にある中、責任を持って公営

企業としての使命を果たし、安定した水道事業

経営を継続していくためには、財政担当部署と

の十分な調整を図り、財政的な裏づ、けを持った

実現可能な更新計画とすることが必要あり、その

ためには、事業の平準化を図るとともに、さらなる

コスト縮減策を検討してpく。また、実施する事業

については、選択と集中の考え方を取り入れて

pくことが重要であると考えている。

②業務指標 (PI)等を用いた市民への説明責

イ壬

管路の更新に当たっては、多額の費用と時間

を要する。しかし、更新を先延ばしすることは、受

益者である市民に安定供給ができなくなるばかり

でなく、将来の財政的な負担増につながる。水
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道事業者はこうしたことを、水道事業ガイドライン

(業務指標)等を用いた定量的な評価をもってア

ウトカム(事業による受益)などを、計画あるいは事

業実施の各段階で、市民に十分説明し理解を得

ていかなければならないと考えている。

③鉛製給水管単独取替事業との整合性

本市では、過去に加工がしやすく柔軟性があ

るため、給水装置において鉛製給水管が使用さ

れてきた。その結果、その道路部における残存率

が平成19年度現在約33%あり、大都市の中でも

鉛製給水管の残存している割合が最も高い状

況となっている。本市では、鉛による水質不安の

払拭と漏水防止及び有収率の向上のため、平

成20年度から10年間で道路部にある鉛製給水

管をすべて解消する計画を策定した。

その鉛製給水管を効率的に解消するために

は、従来から実施してきた配水管の布設替え等

に併せて取り替えることが重要となってくる。そこ

で、配水管の更新に併せた新たな管路耐震化

計画の策定に当たっては、施工時期や施工場所

の調整を図ることに留意する。

5.おわりに

以上述べたように、厳しい財政制約がある中で

の管路施設の適正な更新と、それと整合が図ら

れた新たな管路耐震化計画の早期策定が求め

られている。

本市では、この計画策定にあたっては中長期

的な財政収支に基づいた実現可能な計画にす

ることが重要であり、そのためには、可能な限り技

術的評価による定量的な数値に基づく優先順

位の設定が不可欠であると考えている。

そこで、水道管路情報システムのデータを活用

し、定量的な評価に基づく優先順位付けを行い、

適正な更新と耐震化を図ってpく予定である。そ

して、管路施設を含む水道施設の適切な更新と

耐震化を図ることにより、持続可能な水道事業を

実現し、「京の水ビジョン」の基本理念でかかげ

ているように、ひと、まち、くらしを支える京の水を

明日へつないで行きたいと考えている。
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平成20年岩手・宮城内陸地震に
おける水道管路の被害について

1 .はじめに

平成20年6月14日に発生した岩手・宮城内陸

地震(マク守ニチュード7.2)では、岩手県内陸南部

を震源とし、宮城県栗原市および岩手県奥州市

で震度6強、宮城県大崎市で震度6弱を観測し

た。今回の地震の特徴は、管路被害が主に山間

部に集中していたことと、管路の被害率が0.06

件/krn(栗原市)と過去に発生した震度6以上の

地震に比べ、小さな値で、あったといえる。

本報告は当地震における、震度6以上の水道

事業体へのヒアリング調査結果をまとめたもので、

ある。

2.地震の諸元

(1)発生時刻:平成20年6月14日

午前8時43分

(2)震央:岩手県内陸南部

〈北 緯 峨02分 ) 

東経140度 53分

日本夕、クタイル鉄管協会 技術委員

飯出 淳 小測清志

山根秀二 林 昌信

打越 聡 荒川範行

(3)震源深さ:8km

(4)規模:マグニチュード(M)7.2 

(5)各地の震度(震度6以上)

〔震度6強〕宮城県栗原市、岩手県奥州市

〔震度6~~J 宮城県大崎市

また、震度の分布を図1に示す。

図1 各地の震度分布
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(6)地震加速度

地震時の最大加速度を表1に示す。最大加

速度は、栗原市栗駒で観測された699.1galで、

あった。

表1 気象庁での最大加速度値1)

最大加速度 (gaI)
都道府県 観測点名 震度

南北 東西 上下

栗原市栗駒 6弱 414.5 689.3 280.7 
宮城県

大崎市古川三日町 6弱 231.9 312.0 129.6 

奥州市水沢区大鐘町 5強 353.9 252.4 194.9 
岩手県

一関市舞川 5弱 384.7 331.9 162.1 

注) 震度は各観測点での数値である。

3.断水状況

宮城県、岩手県および秋田県の11事業体に

おいて、5，560戸が断水状態となった。図2に被

災地全域の断水戸数の推移と、震度6以上を記

録した栗原市および奥州市における断水戸数

の推移を示す。7月30日時点においても、栗原

市で71戸、岩手県一関市で26戸が断水中であ

るが、これらは道路が寸断されているため全戸避

難している地域である。道路復旧にあわせて復

旧予定となっている。

4，000 

3，500 出
3，000 

断 ・，1"'0

2，500 
水 '‘ . ' 2，000 
戸

数
1，500 

:¥ 
1，000 

500 
町j一・ 、←、‘¥ --去. -.. 

合成

699.1 

341.5 

388.1 

400.0 

4.管路の被害状況

今回の地震により震度6以上を観測した栗原

市、奥州市および大崎市の3事業体における

導・送・配水管に発生した管路被害について以

下に示す。

4.1 宮城県栗原市

(1)水道事業の概要

栗原市は平成17年4月に、築館町、若柳町、

栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鴬沢町、金

成町、志波姫町、花山村の9町1村の合併によ

り誕生した事業体で、水道事業は築館、若柳、

栗駒、瀬峰、志波姫、高清水の6水道事業と、15

簡易水道および、5飲料水供給施設により給水を

行っている。

表2に栗原市の管種別管路延長を示す。延

長比率は硬質塩化ビニル管が63%、夕、、クタイル

鉄管が18%である。また、表3に管種-口径およ

び地区別の被害箇所数と被害率を、表4に表2

と表3を管種・口径別に集計し直したものを示

す。

|一一一一全断水戸数

一一奥州市

06/14 6/18 6/22 6/26 6/30 7/4 ア/8 7/12 7/16 7/20 7/24 7/28 

図2 断水戸数の推移2)
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表2 栗原市の管種別管路延長

~ 上水道 簡易水道

築館 若柳 栗駒 瀬峰 志波姫 高清水 計 文字 栗駒 耕英

鋳鉄管(印簡継手) 10，242 2，609 12，851 

ダクタイル鉄管(耐震継手) 6，048 2，573 4，538 13，159 

ダクタイル鉄管 (A形継手) 34，709 19，335 21，241 7，638 22，046 10，185 115，154 5，226 9，346 

鋼管(ねじ継手) 7，381 1，333 265 3，112 1，492 1，963 15，546 1，485 2 

石綿セメント管 37.406 5，291 9，658 7，614 1，055 6，012 67.036 

硬質塩化ピニル管2) 64，758 88，685 114，271 41，880 71，472 32，862 413，928 28，655 24，786 9，128 

ポリエチレン管3) 16，066 6，271 3，661 1，657 27，573 55，228 

コンクリート管 170 170 

ステンレス管 58 114 12 184 

その{也 2，819 69 34 820 3，742 5.057 1，394 4，011 

合計 160，490 134，034 157，936 64，486 128，210 51.842 696.998 40，423 35，526 13，141 

ぷ------王土
簡易水道

大川口 鷲沢 沢辺 北部 赤児 越戸滝/沢 山内 温湯 花山沢 大笹荒谷

鋳鉄管(印能継手) 70 

ダクタイル鉄管(耐震継手)

ダクタイル鉄管(A形継手) 1，593 6，993 19，078 4，536 5.083 50 

鋼管(ねじ継子) 324 2，954 35 68 132 65 

石綿セメント管 4，198 1，561 600 95 

硬質塩化ピニル管2) 14，430 38，105 36，790 36，587 7，617 11，300 2，360 1，355 2，000 7，353 

ポリエチレン管3)

コンクリート管 16 16 

ステンレス管

その{也 983 5，780 6，340 10，525 1，991 95 80 1，120 4，677 

合計 17，330 58，030 64，920 52，316 14，691 11，742 2，440 1，420 3，120 12.030 

注 1)本データは、栗原市上下水道部殿のデータによる導・送・配水管延長である。(平成19年3月31日現在)

2)当データでは硬質塩化ビニル管は全てRR継手となっている。

3)ポリエチレン管の延長には二層管を含む。

表3 管種・口径および地区別の被害箇所数と被害率(栗原市)

区分 上水道
簡易水道

文字

管種 DIP SP ACP VP VP PP SUS DIP SP VP DIP 
(A) (ネジ) (TS) (RR) (A) (ネジ) (RR) (A) 

40 1 

50 1 1 1 

75 1 2 2 1 1 

呼び径 100 2 2 6 1 1 6 

125 

150 3 1 1 3 1 

250 2 1 1 

被 害件数計 2 5 12 3 4 1 1 1 2 9 2 

管路延長(km) 115.2 15.5 67.0 0.0 413.9 55.2 0.2 5.2 1.5 28.7 9.3 

被害率(件/km) 0.02 0.32 0.18 注3) 0.01 0.02 5.43 0.19 1.35 0.31 0.21 

〔単位:mJ

真坂 一迫 | 

24，564 20，158 

543 543 

62，829 103，820 

9.128 17，366 

97，064 141，887 

言十
合計

70 12，921 

01 13，159 

96，627 211.781 

7.251 22，797 

6，454 73，490 

387，115 801，043 

01 55，228 

186 。184 

68，547 72，289 

566，080 1，263，078 

栗駒

VP PP 
(RR) 

1 1 

1 

2 1 

24.8 0.0 

0.08 注3)
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区分
簡易水道 飲料水供給

一迫 大川口 鷲沢 沢辺 北部 山口

管種 VP SP VP DIP ACP VP PP VP VP VP VP 
(RR) (ネジ) (RR) (A) (RR) 円ち) (RR) (RR) (RR) 

40 1 

50 1 1 l 

75 1 1 6 5 

呼び径 100 1 1 

125 1 

150 1 1 

250 

被害件数 計 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 5 

管路延長(km) 103.8 0.3 14.4 7.0 4.2 38.1 0.0 0.0 36.8 36.6 (データなし)

被害率(件/km) 0.01 3.51 0.07 0.14 0.24 0.21 注3) 注3). 0.03 0.03 注3)

表4 管種・口径別の被害箇所数と被害率(栗原市)

管種 DIP SP ACP 

40 。 。 。
50 。 1 。
75 1 2 2 

呼び径 100 3 2 6 

125 1 。 2 

150 1 1 3 

250 。 2 1 

被害件数計 6 8 14 

管路延長(km) 211.8 22.8 73.5 

被害率(件/km 0.03 0.35 0.19 

VP PP SUS 

2 。 。
4 3 。
15 。 。
9 。 1 。 。 。
4 。 1 

2 。 。
36 3 1 

801.0 55.2 0.2 

0.04 0.05 5.43 

合計

2 

8 

20 

20 

3 

10 

5 

68 

1164.52 

0.06 

DIP:ダクタイル鉄管(A形継子)

SP 鋼管 (ネジ継手)

ACP:石綿セメント管

VP :硬質塩化ピニル管

PP :ポリエチレン管

SUS:ステンレス管

注 1)本データは、表2と表3を管種・口径別に集計し直したものである。

2) VPの被害件数36件は、RR継手管路が32件、TS継手管路が4件である。

(2)被害状況

主な被害状況は以下の通りである。

①合計68件の被害が発生し、被害率は0.06

件/kmで、あった。

②ダクタイル鉄管の被害件数はA形継手漏水の

6件であり、被害率は0.03件/kmで、あった。な

お、耐震継手のダクタイル鉄管は、市内に約

13km布設されていたが、被害はなかった。

③鋼管の被害件数は8件であり、被害率は0.35

件 /kmで、あった。被害形態はねじ継手部の

漏水で、あった。

④硬質塩化ビニル管の被害件数はRR継手32

件、TS継手4件の合計36件で、あった。被害

率は0.04件/kmで、あった。被害形態は継手

部の漏水および管体の亀裂で、あった。

⑤ポリエチレン管の被害は3件であり、被害率は

0.05件/kmで、あった。被害形態は管体の亀

裂で、あった。
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写真1 呼び径100VP管体破損

4.2 岩手県奥州市

(1)水道事業の概要

奥州市は平成18年2月に、水沢市、江刺市、

前沢町、胆沢町、衣川村の2市2町1村の合併に

より誕生した事業体で、水道事業は、今年度より

旧市町村の水道事業を引き継ぎ、新たに創設事

東北新幹線

写真2 道路崩壊状況(耕芙地区)

業をスタートしたところである。(旧衣川村ーには2つ

簡易水道がある。)

表5に奥州市の管種別管路延長を示す。延長

比率は硬質塩化ピニル管が45%、ダクタイル鉄

管が35%である。また、図3に奥州市の給水区域

を示す。

前沢区

図3 奥州市の給水区域3)
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(3)被害状況

主な管路被害は以下の通りである。

① 胆沢区の上水道

管路被害は、胆沢区の上水道で29件発生し

た。特に、胆沢ダムの建設予定地内にある導水

管に大規模な被害が生じた。この導水管は平成

21年度に移設する予定であり、既に導水管

7.4kmのうち、4.2kmで、移設が完成している。こ

の管路は無被害で、あったため、残りの3.2kmで、

仮設配管を行い、急速移設予定のラインで送水

を実施した。移設完了区間4.2kmのうち、約

1.9kmがNS形ダクタイル鉄管が使用されていた

が被害はなかった。

表5 奥州市の管種別管路延長
〔単位:mJ

ι------ごと 上水道 簡易水道
合 計

水沢 江刺 前沢 胆沢 計 江東IJ 前沢 衣川 計

鋳鉄管 19，676 15，913 3，675 01 39，264 。270 。 270 39，534 

ダクタイル鉄管 187，719 132.581 52.556 92.912 465.768 46.649 9.048 7.312 63.009 528.777 

鋼管 7.609 609 1.297 3.154 12.670 。 78 12.383 12，461 25，131 

石綿セメント管 49.719 300 3.280 12.448 65，747 963 200 。1，163 66.910 

遠心力鉄筋コンクリート管 36，490 。 。 01 36，490 。 。 。 。36.490 

硬質塩化ビニル管 192.384 76.512 86.359 160.376 515.631 60，417 18.648 79，715 158，780 674，411 

ステンレス管 625 523 276 215 1，639 。 。 。 。 1，639 

ポリエチレン管 5，541 32.693 6，046 80，995 125，275 。 。 。 。125，275 

その他 。 。 o I 37，816 37，816 17，995 5，156 o I 23，151 60，967 

l口k 計 499，763 259，131 153，489 

写真3 導水管破損状況(北股簡易水道)

② 簡易水道

北股簡易水道および衣川簡易水道で合計

53件の被害が確認されている (7月23日時点)。

特に、北股簡易水道は岩石崩落により導水管

(硬質塩化ピニル管呼び径125~150ライン)が

破損した。

なお、衣川簡易水道は、道路崩落により導水

387，916 1.300，299 126，024 33，400 99，410 258，834 1，559，133 

写真4 道路崩壊状況(衣川簡易水道)

管が約1.4kmの範囲で、使用で、きなくなり仮設配

管により対応しているため、被害箇所数は不明

である。

その他の配水管で、は硬質塩化ビニル管、石

綿セメント管、鋼管、ポリエチレン管の管路は被害

が生じたが、ダクタイル鉄管の管路には被害がな

かった。
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4.3 宮城県大崎市

(1)水道管路の概要

大崎市は平成18年3月に、古川市、松山町、

三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町、田尻町

の1市6町が合併し誕生した事業体で、水道事業

は古川、松山、三本木、鹿島台、岩出山、鳴子、田

尻それぞれの地区の水道事業と、鳴子簡易水道

および岩出山簡易水道により給水をおこなって

pる。表6に大崎市の管種別管路延長を示す。

延長比率は硬質塩化ビニル管が47%、ダクタイ

ル鉄管が35%である。また、表7に管種-口径およ

び地区別の被害箇所数と被害率を、表8に表6と

表7を管種・口径別に集計し直したものを示す。

(2)被害状況

主な被害状況は以下の通りである。

① 合計19件の被害が発生し、被害率は0.03

件/kmで、あった。

②鋳鉄管の被害件数は1件であり、被害率は

0.02件/kmで、あった。被害箇所は水路伏せ

越し部で、あった。

③ダクタイル鉄管に被害はなかった。また、耐震

継手のダクタイル鉄管は約12km布設さてい

たが、被害はなかった。

④鋼管の被害件数は1件であり、被害率は0.07

件/kmで、あった。

⑤石綿セメント管の被害件数は4件であり、被

害率は0.11件/kmで、あった。被害形態は継

手の抜けおよび管体の亀裂で、あった。

⑥硬質塩化ビニル管の被害件数は11件であ

り、被害率は0.02件 /kmで、あった。被害形

態はTS継手部の亀裂および管体の亀裂で

あった。

⑦ポリエチレン管の被害は2件であり、被害率は

0.03件/kmで、あった。被害形態は管体の亀

裂で、あった。

表6 大崎市の管種別管路延長
〔単位:mJ

Lよ-----互と 上水道
簡易水道

合計
鳴子 岩出山 計

鋳鉄管 40，896 。 40，896 

ダクタイル鉄管(耐震継手) 7，766 4，000 4，000 11.766 

ダクタイル鉄管(一般継手) 335，631 11，091 23，542 34，633 370，264 

鋼管 12，855 906 272 1，177 14，032 

石綿セメント管 30，360 7，554 7，554 37，913 

硬質塩化ピニル管 436，891 25，603 51，378 76，981 513，872 

ポリエチレン管(融着) 36，968 887 887 37，855 

ポリエチレン管(その他) 61，172 2.049 948 2，997 64，169 

ステンレス管 1，761 58 58 1，819 

合計 964，299 48，089 80，198 128，287 1，092，585 

注 1) 本データは、大崎市水道部殿のデータによる導-送配水管延長 (平成20年3月31日現在)であり、

上水道は、古川・松山・三本木-鹿島台-岩出山鳴子-田尻の7水道事業合計の配水管延長の

みで、導 ・送水管延長は含まれていない。
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表7 管種・口径および、地区別の被害箇所数と被害率 (大崎市)

区分
上下水道

簡易水道

鴫子 岩出山

管種 CIP SP ACP VP ACP VP PP VP 

13 1 

20 1 1 

25 1 1 

30 1 1 

日乎び径 40 1 1 1 

50 

75 1 1 1 1 1 

100 2 2 

150 1 

CIP:鋳鉄管

SP 鋼管

59 

被害件数 計 1 1 3 4 

管路延長(km) 40.9 12.9 30.4 436.9 

1 5 

3.3 25.6 

2 

1.6 

2 

51.4 

ACP:石綿セメント管

VP 硬質塩化ピニル管
PP ポリエチレン管

被害率(件/km) 0.02 0.08 0.10 0.01 0.30 0.20 1.29 0.04 

表8 管種・口径の被害箇所数と被害率(大崎市)

CIP SP ACP 

13 

20 

25 

30 

呼び径 40 

50 

75 1 l 1 

100 2 

150 1 

被害件数計 1 1 4 

管路延長(km) 40.9 14.0 37.9 

被害率(l'牛/km)旦旦u 0.07 0.11 

VP PP 

1 

1 1 

1 

2 

2 1 

2 

2 

11 2 

513.9 64.2 

0.02 0.30 

合計

1 

2 

1 

2 

3 。
5 

4 

1 

19 

670.9 

0.03 

CIP:鋳鉄管

SP 鋼管

ACP:石綿セメント管
VP 硬質塩化ピニル管

PP :ポリエチレン管

注 1)本データは、表6と表7を管種-口径別に集計し直したものである。

写真5 呼び径100VP管体亀裂 写真6 呼び径100VP継手部亀裂
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写真7 呼び径30PP管体亀裂

写真8 呼び径150ACP継手部抜け

写真9 呼び径50SPとVPの取合部漏水

5.まとめ

本地震による管路被害の特徴は以下の通り

で、あった。

(1)過去の大地震に比べて少ない被害

今回の地震における被害率は、栗原市で

0.06件/km、大崎市で、0.03件/kmで、あった。

この被害率は、震度6以上で、あった阪神・淡路

大震災の芦屋市での1.61件 /km、西宮市での

0.72件 /km及び能登半島地震の門前町での

0.32件 /km、新潟県中越沖地震の柏崎市での

0.58件/kmに比べて小さL叶直で、あった。

(2)山間部で、多カ3った被害

今回の地震では、市街地においては上水道や

道路などのライフラインおよび建物被害が少なか

った。しかし、震源地に近い山間部に存在する簡

易水道では導水管の被災も発生した。管種別で

は、硬質塩化ビニル管 (RR継子、TS継手)や石

綿セメント管の被害が多くを占めていた。

今後、樹枝状管路となる山間部の管路は、上

流側から順に耐震化を進めると共に、近隣の事

業体や簡易水道との連絡管路の整備を進めて

pくことが必要と考えられる。

最後に、被災後のご多忙の中、現地調査やヒアリ

ング調査にご協力いただきました奥州市、栗原

市、大崎市の職員の皆様には、心より感謝を申し

上げます。

【参考資料】

1)気象庁HP

h仕p://www.jma.go.jp/jma/index.html 

2)厚生労働省HP

h仕p://www.mhlw.go.jp/ 

3)奥州市地域水道ビ‘ジ、ョン

http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/ 

soshiki/ suidou/06_zaimu/vision_00-

07.pdf 
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今号の概要

札幌水道初のシールド内配管(呼び径１５００ＵＳ形ダクタイル鉄管)の布設について
札幌市水道局給水部工事課長木下新一ほか

札幌市の水道は198万人の市民の80％以上を供給する白川浄水場と荘幹配水池を結ぶ送水システムの整備

を重要政策として取り組んでいる。白川浄水場と平岸配水池間に2本の送水管が布設されているが、平岸配

水池と油田配水池間は第２送水将のみであるため、今回、白川浄水場と#iii田配水池間を二亜化すべく第３送

水管の布設事業を計画し札I幌iliでは初めてのシールドエ事を実施したのでその詳細を報告している。

仙台市水道局における耐震化計画について

仙台市水道局給水部長江戸哲

仙台市の水道は、大正2年に仙台市のシンボルである「広瀬川」の上流大倉川に水源を求めた創設事業に

若手し、大正12年に給水を開始している。その後、都市化の進展や経済活勤の発展、生活蹴境の向上など

により忽激に水需要が珊加したので、５次にわたる施設の拡張、整備等を実施し現在に至っている。今後発

生すると予想される宮城県沖地震への対策も含めて施設の耐震化への取り組みを報告している。

ポリエチレンスリーブに関する共同研究

東京都水道局研修・開発センター開発課技術開発担当係長森川智之ほか

東京都水道局では、水道独自の業務ノウハウや現場に直結した知識・技術の継承・人材育成と実践的な

トレーニングを集中的に行なうために平成17年10月に水道局研修・開発センターを開設した。今回、平成

17年度から日本ダクタイル鉄楠協会と共同で実施したポリエチレンスリーブに関する研究の概要を紹介し

ている．

川西市水道事業における水道管路の耐震化について

川西市水道局工務課長補佐肥爪重信

川西市は兵庫県の南東部に位徹し、束は大阪府池田市と箕面市、西は宝塚市と猪名川町、南は伊丹市、

北は大阪府能勢町と隣接している。今回、水道祷路の現状と課題、施投の耐震化の考え方、櫛種選定の経

綿と紳価を報告し、採用那例も紹介している。

分散型耐震貯水槽Ｕ字タイプ(呼び径２６００，３００，３)の施工について

高知市水道局配水課第二技術係長弘田卓也ほか

高知市の水道は、大正14年の創設以来、市域の拡大や市勢の伸腰、市民生活の向上に伴う水需要の増加

に対応するために現在までに4回の拡張事業を実施し、安全で良質な水を安定的に供給し、お客様の生活を

支えてきた。今回、高知市の水道蛎業の取り組むべき課題や事業運営の方向を示した水道堺業基本計画2007

を策定している。近い将来発生する南海地震対莱への術えとして、今Iul、300,3の耐震貯水ｌＷを設置した計

画、ｉ没'i１．、施工の詳細を報告している。

玄界島復興事業における配水管耐震化について

福岡市水道局配水部西部管整備課長吉岡信茂

平成17年３月20日、福岡市では観測史上最大のマグニチュード７，股火漣度6弱の地震が発生し、死者1名、

砿傷者50名、軽傷者875名の人的被害と、住宅被'i1fが、全壊136戸、大規模半壊8戸、半壊286戸、一部損壊

4,624戸に被害が及んだ。なかでも玄界烏においては、ほぼ全ての島民が避難しなければならない甚大な被

害をうけ、細瑚市水道局ではライフラインの似旧を目指した取り組みと復興事業に併せて、実施した島内

の配水欄;の整備について報告している。

ポリエチレンスリーブの実管路における長期防食性能

ダクタイル鉄管協会技術委員清水宏明ほか

近年、ダクタイル鉄管の多くが外而防食のためにポリエチレンスリーブを装着して理殺している。協会

では、布設されてから数十年が経過したポリエチレンスリーブ装粁の実笹路において、腐食性が強いと判

断される埋設環境中で、その防食性能が確i認できた5つの事例を報告している。
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札幌水道初のシールド内配管
(呼び径1500US形ダクタイル鉄管)

の布設について

札幌市水道局給水部工事課

1 .はじめに

札幌市では市民198万人の生

活用水の80%以上を供給する白

川浄水場と基幹配水池(平岸、清

田、西部)を結ぶ送水システムの事

故及び災害時のパックアッフ。機能

の確保または、更新時の代替機能

と緊急時には貯留管路としても利

用できる応急給水設備を備えるな

¥ 

¥~薗111浄水場

ど、複合機能を有した送水管整備を

重要政策として取り組んでいる。本

市の送水システムは、白川浄水場と

平岸配水池聞に白川第1送水管

(昭和43年布設)と第2送水管(昭

和52年布設)が布設され二重化さ

白川第3送水管は白川狩;f<.J:易から平岸配水池を経由し消田配水池までの
ルートである。また、白川沖水上易から平岸配水池のルートは未定である。

れている。平岸配水池と清田配水

池聞は第2送水管のみで、白川浄水場と清田配

水池聞を二重化すべく第3送水管の布設を事業

計画した。

図1 白川送水ルート図

現在、白川第3送水管布設計画の内、第1期

事業の工事を進めておりその概要について紹介

する。
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表 1 白川第3送水管の概要

第l期事業

経路 平岸配水池一清田配水池

口径 呼び径1500

延長 約6km

工期 平成 15年一20年

工法 開削工法7工区

推進工法8工区

シールド工法2工区

2.布設計画の概要

川第3送水管の第1期事業区間(平成15

年~平成20年)の平岸配水池から清田配水池

間約6km(呼び径1500)には、札幌市の観光ス

第2期事業

経路 白川浄水場~平岸配水池

口径 呼び径1800

延長 約 llkm(予定)

工期 平成20年一30年(予定)

工法 未定(計画中)

ポットで、ある羊ケ丘展望台を取り囲むように独立

行政法人北海道農業研究センターの試験農場

が広がっている。

図2 シールド区間
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新設ルートは、災害発生時を考慮して既設ル

ートとは別路線を選択する必要があり、工事によ

る市民生活への影響、経済性、リスク削減等の

観点、から、試験農場を横断する案が総合的に有

利で、研究センターに条件付で横断の承諾許可

を得た。平成15年度から第1期事業として送水

管の布設工事に着手している。

試験農場区間は、非開削の条件下で送水管

を約2.9km布設することから、札幌水道では初の

試みである「シールド工法」を採用し、銅製セグメ

ントを鞘管としてus形ダクタイル鉄管 (呼び径

1500)を配管し耐震管路を構築した。

表2 シールド工事概要

清田工区 羊ケ丘工区

施工延長 一次翻工呼び径2350 L=1848.3m 施工延長 一次磁工呼び径2350 L=1054.9m 

二次器工呼び径1500 L=1848.7m 二次礎工呼び径 1500 レ1056.0m

配管曲線 平面曲線 R=460m 2ヶ所 配管曲線 縦断曲線 R=600m 2ヶ所

立 坑 ライナー7。レート呼び径9，300 深さ20.5m 立坑 ライナー7。レート呼び径9，300 深さ20.0m

水道管 ダクタイル鉄管呼び径 1500 水道管 ダクタイル鉄管呼び径 1500

USJf34手重 6m US形4種 6m

US形 1種 6m(調整管) US形 1種 6m(調整管)

付A布 設 備 応急、紙水マンホール1ヶ所 凍結工法 凍結土量V=121m3

空気弁呼び径200 2ヶ所 放射凍結管20本

放射測温管8本

連絡管3本

3.縦断線形と管種選定

3.1管路線形の検討

現場は本市東部に発達する丘陵地と火山灰

台地に位置し、地層構成は図3のとおりで南東に

向けて緩やかな傾斜がある。この長距離シールド

掘進方法選定にあたっては、マシン外径

2480mmで玉石混じりの土質を含む掘進延長

約3kmで、の施工は全国的にも実績が少なく、

事期間短縮を図るためシールド区間両端からの

2工区施工とし、試験農場内の地中でシールドマ

シンをドッキンク守する施工方法を使用した。また、

農業研究センターとの布設条件としては、最小

被り10mを確保すること及び、河川横断部におけ

る最小離隔の確保、さらには大容量送水管の貯

留容量を最大限活用できることなどがあり、これら

を総合的に評価して縦断線形を決定した。

シールド総延長 2.9km 

1.8km 1.1km 

火山灰質シル卜

地
中
接
合

10最 清
町I ，1、

24 河里)11 

り 戸ハ「 t坑

支妨軽石流堆積物部
磯混じり砂砂1喋

--、』ー
~ご一一-..__ シルト・粘土 一一-

~ 『

図3 地質構成縦断図 町---ー
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3.2 管種と接合形式の検討

川第3送水管は耐震管種を採用することと

しており、管種の選定にあたっては 「ダクタイル

鉄管」と「鋼管」の特性、経済性等の比較検討

を千子った。

検討の結果、工期が短く経済性も優位なダク

タイル鉄管を採用することとした。

また、ダクタイル鉄管の接合形式については

us形とPN形を比較検討した。今回の条件で

は、スパン延長が長くPN形の元押し挿入工法

は難しいため、us形vr(ビニールチューブ)方

式を使用してシールド内を運搬することとした。

チューブ内充てんモルタル

ビニールチ寸ーブ
Jム輪 ~PJ愉事11輪ボルト継ぎ棒

にて山タル

ロックリング

図4 US形VT方式

4.施工状況

4.1シールド施工

「----r--..一一一一「

シルト・粘土層、玉石混じり砂傑層等の互層地

盤掘進であるため磯対応型泥水式シールドマシン

で掘進した。

①羊ケ丘立坑、清目立坑の両立坑からシー

ノレド掘進し、地中ドッキン夕、、した。

② ドッキンクゃ部で、は高被圧水が予想されたた

め、全国的に古くから実績があり、信頼性

の高い凍結工法を実施した。

4.2シールド内配管

各工区の配管延長が異なるため羊ケ丘工l五

(延長 1，056m)は昼 間作業、清田工区 (延長

1，848m)については昼夜間作業で施工した。

耐震形継手
配水管は管と管をつないで延長していますが、

その接合部分を継手とし川、ます。そして、大きな

地震が起きても抜けない構造になっているのが

耐震形継手です。札幌市では、地盤が軟弱な

地域にこの耐震形継手を採用しています。

地震発生時
矢印の方向に力カず働いて

も管がずれるだけで抜けな

い構造になっている。

平常時の状態
接合部分に余裕を

もたせている。

図5 耐震形継手

写真1 シールド内凍結

① 仮設備(充填材プラント、軌条設備等)の

設l.E!.o

② ドッキンクゃ部にus形継ぎ輸を据付け。

③ 両立坑から管を投入し、専用台車に載せ
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た管をバッテリ一機関車で、運搬。

④ 継ぎ輪を起点として水道管を設置し各平

坑に戻る方向へと配管した。

⑤ ゴム輸を管内から挿入し押輪等により接

合した後、ロックリンクゃを締め付けるためビ

ニールチューブPの中にモルタルを充填し

..t也rl'f，妥合地点、 モルタルノ，.:;クe 銅製セグメント

B=l.Om 

固定した。

モルタルの充填を確実に行うため、立坑上

部でセメントと砂をそれぞれ計量し分別して

おくととで、シールド内で作業効率を上げ、ビ

ニールチューブ内で、の詰まりを防いだ。

発進立坑 時

3 日

配行運搬台 ι|王

浮上防止材

L=I.Om 

図6 シールド内配管

-j恵 国圃E
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写真2 配管状況
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4.3鞘管間隙充填工

材料の容積変化が少なく、長距離圧送ができ

る充填材を使用し、セグメントとダクタイル鉄管と

の間隙に充填した。確実な充填をするため注入

量管理の他に、圧力計及び検知センサーを併用

して確認を行った。

センサーが向流動化材の充てん完 fを
感知し検知1ライトを!.'.

ブ'eJMrli;泌川センサー

① 約120m配管後、間仕切壁を設置して2
入区間を仕切る。

② 充填材を圧送管により奥部から間隙に注

人する。

③ 圧力計及び検知センサーにより注入配管

を切り替え計画量を充填する。

図7 充填材注入状況図

写真3 間仕切壁完了
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る。管路高低差で貯留水を最大限に利用するた

め、清目立坑に応急給水設備を設けた。

ダクタイル鉄管

4.4応急給水設備

この管路は、災害等で送水停止時に約6，000

m3の貯留水を応急給水できる機能を有してい
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清田立坑配管図8

いて無事施工することができた。今後、施工環境

が厳しくなるなか、本市においてもシールド工法に

よる耐震管路構築の機会が増えてくると予想さ

れる。本報告が関係各位のご参考となれば幸い

である。

5.おわりに

札幌水道では初の試みであるシールド工事は、

幾度かのトラブルには遭遇したが所定の精度を

確保し予定通り掘進を完了した。シールド内への

送水管布設についてもダクタイル鉄管us形を用
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仙台市水道局における
耐震化計画について

1 . 仙台市水道事業の概況

(1)仙台市水道事業の沿革

仙台市の水道の歴史は大都市の中では比較

的浅く、大正2年に仙台市のシンボル「広瀬川IJ
の上流「大倉川」に水源を求めた創設事業に着

手し、給水人口3万人、配水能力13，440m3j日の

水道事業として大正12年に給水を開始したこと

に始まる。その後、都市化の進展や経済活動の

発展、生活環境の向上等により急激に水需要が

増加したので、新規ダム参入や宮城県仙南・仙

塩広域水道からの受水など安定的な水源確保を

柱とした、5次にわたる施設の拡張・整備等を実

施し、現在、基幹的施設整備は完了している。

現在の本市の水道事業の概要は {表 1]のと

おりである。

なお、本市は昭和53年 6月にマグニチュード

7.4、震度5の「宮城県沖地震」を経験しており、

これ以降は特に地震対策の強化に重点を置い

て事業を実施しているところである。

仙台市水道局

給水部長江戸

表1 仙台市水道事業の概要

行政区域面積 788.09km2 

給水区域面積 362.88km2 

給水人口 1，007，827人

普及率 99.4% 

1日最大配水量 395，494m3 

1日平均配水量 344，381m3 

有効率 94.3% 

(平成18年度末現在)

(2)仙台市水道事業基本計画及び、仙台市水

道事業中期経営計画

第 5次拡張事業完成により建設拡張時代は

終罵し、本格的な維持管理時代を迎えたので、

平成12年3月に新たな経営戦略の枠組みを構

築するため、「安定給水JIサービスの向上JI経
営の安定化」を基本目標とした「仙台市水道事

業基本計画(平成12年度~平成21年度)Jを策

定し、事業運営にあたっている。
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計画期間の前半(平成12年度~平成16年

度)においては、各種事業に着実に取り組んだ

結果、概ね当初予定していた目標を達成する乙

とがで、きた。

しかしその一方で、水需要の減少が顕著化

し、経営状況が急速に悪化してきたことや、今後

p確率で発生すると見込まれる宮城県沖地

震を想定したライアライン機能の強化など、事業

運営の根幹に関わる新たな課題も生じ、その対

策が急務となってきた。

このため、これらの新たな課題への対策を中

心に、取り組むべき施策を体系づけ、 「徹底した

経営の効率化JI災害対策等の充実JI老朽化

施設の計画的な更新JIお客様サービスの充

実JI環境に配慮した事業運営Jを重点取組項

とした「仙台市水道事業中期経営計画(平成

17年度~平成21年度)Jを策定した。なお、この

計画は、本市における 「地域水道ビジョン」として

位置付けている。

との計画に基づき、水需要の減少等を考慮し

た富田浄水場(施設能力47，900m3j日)の休止

(平成18年度から)、委託化の推進による職員

数の削減などの経営効率化に取り組んでいる。

また、災害対策等の充実のため、水道施設の

耐震化などは、以下に述べる施策を実施してい

る。

2.仙台市の地震対策の基本的な考え方

政府の地震調査研究推進本部の調査による

と、宮城県沖地震の発生確率は、平成19年1月

1日を基準として、 10年以内:60%、20年以内:

90%、30年以内:99%と、極めて高い値が示され

ている。

現在、 「宮城県沖地震 (単独型・連動型)J及
び 「長町一利府断層による地震」 が想定されて

pるが、連動型の地震動はレベル1とレベル2の

中間程度、長町一利府断層による地震ではレベ

ル2程度になると見込まれており、平成14年作

成の 「仙台市地震被害想定調査報告書」 による

と、水道施設の被害想定は 【表2]のとおり最大

で、20，000箇所となっている。

水道は、市民生活及び都市機能を維持するた

めの基本的な施設となることから、地震時におい

ても給水機能はできるだけ確保されなければなら

ない。

また、水道は水源から給水装置に至るまでの

各種施設が広い地域内に有機的に連結されて

給水機能を果たしていることから、個々の水道施

設の耐震化はもちろん進めなければならないが、

強い地震発生時には何らかの被害を受けること

を前提に、被害範囲の最小化・限定化と、パック

アップ機能の充実を図る水運用機能の強化な

ど、水道施設全体としての耐震化も図っていく必

表2 仙台市における地震時の水道施設の被害想定

被害想定

想定地震 長町一利府断層による地震 宮城県沖地震 宮城県沖地震

(単独型) (連動型)

地震規模 (M) 7.5 7.5 8.0 

震度(市街地) 6強 5強 5強

配水管
被害箇所数

2，604箇所 873箇所 1，180箇所

給水管 17，499箇所 5，867箇所 7，930箇所

給水支障人口 175，000人 56，000人 78，000人

配水管 9日 3日 4日
復旧所要日数

給水管 15日 5日 7日
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要がある。

前述のとおり、被害を受けることを前提として、

本市では施設の耐震化、水運用機能の強化並

びに非常用設備の整備などの震災対策(事前

対策)に取り組むとともに、被災後の応急、給水、

応急復旧の迅速化とpった事後対策も進めてお

り、事前事後の双方についてバランスを図りなが

ら取り組んでいる。またこれらの対応を効果的に

実施できるように、危機管理マニュアルの整備、

他都市等との応援協定の締結、市民への情報

提供や市民との協働による応急給水訓練なども

千子っている。

3.地震対策(事前対策)について

(1)管路の耐震化

① 使用管種の変遷

これまで本市が使用してきた管路の管種は、

普通・高級鋳鉄管(CIP)、石綿セメント管(ACP)、

ダクタイル鉄管(DIP)、鋼管(SP)、硬質塩化ビニ

ル管のTP)など、多種にわたっている。また、DIPに

ついてもA形、K形、S.SII形、NS形などの継手

形式を採用してきた。

昭和53年の宮城県沖地震前には、小口径管

はDIP(A、問、VP、呼び径500程度以上の大・

中口径管は、これらに加え鋼管を混在して使用し

てきた。昭和54年以降は、宮城県沖地震での被

の教訓や、耐震継手の開発に伴いDIP(S、S

II)の採用を開始したが、使用は地盤や重要性

などを考慮、の上、配水幹線等の一部に限られ、

配水支管の大部分はDIP(A)やVP(主にRR)に

よる整備となっていた。

平成7年度からは、阪神・淡路大震災での被

害状況を考慮して、布設基準をより明確化し、呼

び径800以上は鋼管、呼び径700以下はDIPを

使用することとし、DIP(S、SII)は主要管路及び

軟弱地盤地域等に、その他の地区はDIP(ぬで

布設することとした。なお、この頃からDIP(NS)

の開発が進められてきたので、本市でも試験採

用を経て、平成14年度からはすべて耐震管で

布設することとしている。

なお、呼び径100以下の小口径管に限定され

るが、施工性や経済性等の理由により、昭和39

年から昭和57年までVP(TS)、昭和57年以降平

成3年度までVP(RR)を採用してきでおり、現在

もVPが約900km程度残存している状況にあ

る。

② 管種別の布設状況

現在(平成18年度末)の導水管・送水管・配

水管の総延長は約3.500kmとなっており、その

内訳を【表3]に示す。

水道事業ガイドラインに基づく耐震化率は、全

体では21.9%、導・送・11乎び径400以上の配水管

(配水幹線)とpった基幹管路は50.1%、配水支

管では17.5%となっている。

表3 仙台市における管路の布設状況・耐震管路延長・ガイドラインによる耐震化率

総延長 (km) 耐震化延長 (km) 耐'点化率

導水管 39.3 13.6 34.6% 

送水管 194.4 62.4 32.1% 

配;t<.幹線呼び径400以上 228.6 155.4 68.0% 

配水支管呼び径75-350 3，026.2 530.8 17.5% 

基幹管路(導・送・配水幹線) 462.3 231.4 50.1% 

合計(配水小管除く) 3，488.5 762.2 21.9% 
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③ 管路の更新計画 (耐震化計画)

水道事業ガイドラインでは、耐震管をSP、離脱

防止機構付き継手形式のDIPなどと定義してい

るが、本市では過去の地震等の経験から 【表4]

に示すとおり、DIP(A、旬、VP(RR)についても一

定の耐震性を有する管路として位置付けてお

り、現段階では本格的な更新の対象にはしてい

ない。

表4 仙台市における管路の耐震性能評価

耐震'性 管種・継手

DIP(S，S II等)

耐震性の優れた管路 DIP(NS) 

SP 

耐震性を有する管路(1) DIP(A，K等)

耐震性を有する管路(ll) VP(RR) 

VP(TS) 

耐震性に劣る管路
CIP(印能)

CIP(A) 

ACP 

耐震性に優れた管、耐震性を有する管以外の

うち、地震に対して特に脆弱とされるACPについ

ては、平成9年度までに全て更新が完了してい

る。また、地震に対する脆弱性に加え、通常時にも

赤水の発生や管内閉塞による出水不良など、水

量、水質、水圧管理上支障の可能性が高いCIP
については、平成21年度までに道路計画との整

合により施工できない一部を除き、概ね解消する

予定である。

VP(TS)については、現在はCIP更新の方を優

先的に進めていることから、本格的な更新事業の

実施には至っていないが、漏水多発路線等の機

能障害が生じている管路を優先して年間約

2.5kmペースで、更新している。

また、DIPについても、初期段階には管内無ライ

ニング管が含まれていたため、赤水発生、出水

不良などの機能障害が生じている管路を中心に

年間約1kmペースで、更新している。

上記の一般配管部に加え、水管橋、添架管に

ついても、主要な路線から計画的に耐震診断を

備 考

年間約2.5kmペースで、更新実施(漏水多発路績等)

H21年度までに概ね更新完了予定

H21年度までに概ね更新完了予定

H9年度までに更新完了

行い、必要と判断された箇所について、補強等

の耐震化工事を実施している。

(2)基幹施設の耐震化

浄水場等の基幹施設については、総じて地

盤の状況や基礎の工法を考慮、の上設置してお

り、昭和53年の宮城県沖地震にもその機能に

重大な支障を生じることはなかった。

しかしながら、平成7年の阪神・淡路大震災を

契機に「水道施設耐震工法指針」が大幅に改

訂された乙とや、仙台市地域防災計画が見直さ

れたことから、貯水・取水施設から浄水場までの

浄水施設等について耐震診断を実施した。対

象とした187施設のうち、15施設について何らか

の耐震補強が必要と示されたため、平成 13年

度に「浄水施設整備計画」を策定し、平成26年

度を目途に計画的に耐震補強工事を実施する

こととした。平成18年度までに6施設の耐震化

工事を完了し、今後は残る施設の耐震化を着実

に推進していくが、老朽化も進んでいることから、
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場合によっては新たな検討も必要と考えている。

配水所・配水ポンフ等の配水施設についても、

現在、施設の簡易診断を進めているところで、あり、

この結果に基づく詳細診断の実施を行った上で、

「配水施設整備計画」を策定し、順次耐震補強

事を実施してしミく。

(3)水運用機能の強化 (水道システムとしての

耐震化)

前述のとおり、水道の耐震性能の強化には、

個々の施設の耐震化を図るほか、水道をシステム

として捉えた対策を進めていく必要がある。

本市においては、システムの耐震化策として、

「水運用機能の強化」を図っており、 {図1]に示

した施策を実施している。

水運用システムの強化
-監視制御システム
.施設管理システム

七ヶ宿ダム

① 水系聞の相互融通機能の整備

通常時の給水の安定化や効率化、災害時の

相互融通機能の充実を図るため、本市主要4浄

水場水系と宮城県仙南・仙塩広域水道からの受

水系の5大ブロックについて、送水管 ・配水幹線

網の整備及びこれらの相互融通施設の整備を

進めている。

本市では過去の拡張事業の中で、送水レベル

での多系統化や配水幹線の二重化を図ってき

たが、特に昭和53年から平成12年までに実施し

た第5次拡張事業において、自己水源系と広域

水道系による水源の複数多系統化と、配水レベ

ルでの相互融通機能強化を図るため、茂庭浄水

場水系、国見浄水場水系及び広域水道水系を

連絡する中央配水幹線(共同溝内 ・呼び径

jレープ化された配水幹線

図1 水運用機能強化のイメージ‘
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1000)や、国見浄水場水系、福岡浄水場水系を

連絡する将監(しようげん)配水幹線(呼び径

800)の整備を行った。現在、未完成の部分もあ

るが、総合的な水運用を実施している。

② 配水ブ.ロックの再編

本市は、全国に先駆けて昭和38年からフ守ロッ

ク配水システムを採用している。これは、前述の

浄水場水系及び広域水道受水系を大ブロッ夕、

一定の区域ごとに計量設備を持たせた中ブロッ

ク、更に圧力調整の単位ブロックに相当する小ブ?

ロックに分割し配水することで、通常時は効率的

水運用を図るとともに、漏水を防止し有効率を向

上させ、被災時には被害影響範囲の限定化、復

旧の迅速化を図るものである。実際、昭和53年

の宮城県沖地震でも、断水区域の限定化などそ

の効果が実証され、平成 15年の「宮城県北部

地震(仙台市:震度5強)Jの際にも、漏水箇所が

速やかに特定できたなど、極めて有効に機能し

ている。

現在、このブロック配水、ンステムの更なる機能

向上を図るべく、中フゃロック単位について平均

5，000m3j日程度のブロックとなるようー再編成を進

めている。最終的に142ブロックにする計画で、

市成19年度末までに117ブ口、ソクの再編が完了

している。

③ 水運用システムの強化

本市の水道施設は、昭和62年度の周辺1市

2町との合併により引き継いだ施設もあり、膨大

かつ複雑な状況にある。また、給水区域は、標高

がOm-約370mと広範で、ある上、この間も起伏

に富んでいるので、水道施設も様々な形態で配

置されている。このような施設を効率的に運転・

管理するため、浄水場と受水施設及び各配水

所等基幹施設の運転状況の情報を一元化及び

共有化し、更に一部の遠隔操作も行える「監視

制御システム」と、施設・管路の情報把握や解析

などの技術的支援を目的とする「施設管理シス

テム」からなる「水運用システム」を構築し、現在

その拡充を進めている。本年は、東北大学の協

力を受け、災害時のより詳細な被害想定を目指

すとともに、迅速な復旧を支援するための機能の

充実を図っているところである。

4.応急対策(事後対策)その他の対策に

ついて
これまで、述べたように、地震による水道施設の

被害をできるだけ軽減し、給水を継続するため、

施設の耐震化をはじめとする各種対策を講じて

pるが、実際の災害時には、何らかの被害を受け

ることは免れないと考えている。このため、本市で

は被災を想定した対策についても進めている。

(1)応急給水対策

被災時の応急給水活動の拠点となる施設に

ついては、被害が最も大きくなると予想されてい

る長町一利府断層による地震を対象に整備を進

めている。

まず、運搬給水の主要な補給基地として、市

内中心部近郊に有効容量57，000m3を有する

「青葉山隠道配水所」を設置し、100万人市民に

対し、1人1日あたり3リットルの飲料水を最大19

分確保した。その他地盤が良好で被害を受け

にくpと考えられる市内北西部の丘陵地に設け

た主要配水所についても、飲料水の確保及び二

次災害の防止を図るため、緊急遮断弁の設置を

進めている。

方、市内東南地区の平野部では、配水所を

利用した応急給水拠点から離れていることや、道

路網の寸断により効率的な運搬給水ができない

恐れがあることから、有効容量100m3の非常用

飲料水貯水槽を、地域防災計画における指定避

難所として位置付けられている学校等に計画的

に設置しているほか、耐震化された配水幹線上

に応急給水栓の設置を進めるなど、地形や水道

施設の状況を考慮した応急給水施設を整備し

ている。

その他、病院等に対し、効率的かつ大量の運

搬給水が求められるため、市が保有している全6

台の給水車の2台を2m3車から3m3、4m3車へと

増強している。また、大型水槽車を保有する民間
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業者等からの借り上げを行うために、業界団

体と協力協定を締結している。

(2)応急復旧、その他の対策

応急復旧対策その他について、下記に掲げ

る対策を講じている。

-局による復旧用資機材の備蓄

-民間工事業者等との緊急連絡体制の整備

・応援協力体制等の強化 (17大都市、日本水

道協会等による相互応援協定等の締結)

・職員訓練の充実 (危機管理マニュアルの整

備、各種防災訓練等への積極的参加、他都

市との合同訓練)

-市民の災害対応力向上(地震対策に関する

広報の充実、市民参加型訓練の実施、「水

道局職員退職者応援隊」の設立など)

5. 耐震化対策に係る今後の展開

言い古された言葉ではあるが、地震対策は収

入増加を伴わない事業であり、その実施にあたっ

ては財政状況等に大きく左右される。しかしなが

ら、水道は市民生活、都市活動に欠かすことの

できないライアラインなので、地震対策は着実に

実施しなければならない。

全ての施設を耐震化するなど、地震対策に全

くの不安がない状況とすることが望ましいが、現

実的にはこのような対応には莫大な費用と相当

の時間を要することとなる。

前述の「仙台市水道事業基本計画」 及び

「仙台市水道事業中期経営計画」の計画期間

が平成21年度で終了するため、現在平成22年

度以降の計画策定に向けた検討を行っていると

ころであるが、次期計画においても、間違いなく

地震対策が本市事業の大きな柱となる。

次期計画策定の上で考慮、しなければならな

p地震対策の主な事項は以下のとおりである。

(1)管路の耐震化

① 基幹管路

前述のとおり、導水管・送水管・配水幹線とp

った基幹管路については耐震化率が約50%と

なっているが、本市において「耐震性能を有す

る」と位置付けているDIP(A、K)を含めると約

93%に達する。今後、基幹施設についてはレベ

ル2対応が必要と考えているが、厚生労働省に

おける「管路の耐震化に関する検討会報告書

(平成19年3月)J (以下「報告書Jepう。)によ

ると、基幹管路ではDIP(A)は対応不可能、DIP

(めは地盤が良好な箇所においては対応可能と

整理されているので、当面はDIP(A)の更新を急

がなければならない。ただし、DIP(A)の延長は相

当あるため、基幹管路の中でも水運用上の重要

性等を精査の上、順次更新していく必要がある。

② 配水支管

配水支管については、CIPが平成21年度まで

にほぼ解消されることとなるため、今後は当面VP

(TS)を主に更新することとなるが、その延長が約

450kmと、これまでCIP、ACPの更新事業に着

手した際とは比較にならないほど多く残存する。

しかしながら、「報告書」 におpて、VP(TS)は配

水支管が備えるべき耐震性能として、レベル1に

対しても対応不可能と評価されていることから、

将来的には可能な限り更新を行うことが重要で

あると考えるが、当面は配水支管の中でも主要な

路線となる箇所を優先するなど、効率的に進めて

L功ミなくてはならない。

その他、「報告書」 でレベル1には対応可能で

あるが、レベル2では不安が残るとされたVP(RR)

やDIP(A)などについても放置できないが、全面

的な更新は不可能である。このため、ある程度の

被害を想定した上で、病院や指定避難所への経

路など重要な路線については優先的に耐震管

路に更新し、それ以外の箇所では迅速な復旧が

行えるような準備をしておくなど、状況に応じた対

応方法を今後策定してpく。

(2)基幹施設の耐震化

前述の「浄水施設整備計画」を着実に実施

するとともに、「配水施設整備計画」を早期に策

定する。なお、本市の主力浄水場のうち国見浄

水場、茂庭浄水場は昭和30年代から40年代に
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整備され、近い将来法定耐周年数を迎えようと

している。まだ両浄水場とも具体的な更新計画

は検討していないが、仮に更新するとなった場

合には、言うまでもなくレベル2地震動への対応

を図るほか、被災時の浄水機能低下を最小限に

するための、浄水ユニットの細分化なども考慮、し

なければならないだろう。また、両浄水場の導水

路は、現在通水を止められないなどの理由によ

り、点検等を実施できない状況だが、これについ

ても、最新技術等を駆使しながら点検・耐震診断

等を実施できる手法について検討を始める。

(3)水運用機能の強化

現在の計画を着実に継続することに加え、水

源系統が広域水道からの受水の 1系統のみと

なっている箇所が郊外に複数存在するため、今

後これらについても水源系統の二重化を図って

pく。

なお、これまで、本市の水運用計画は、広域水

道からの受水は安定性が確保されていることを

前提としていたが、広域水道も平成2年4月の通

水開始以来まもなく20年を経過するため、新た

な事態も想定されるので、広域水道からの受水

は止まらないとpう前提を見直さなければならな

p転換期にさしかかったと言える。

以上、水道施設の耐震化にあわせて、水運F

機能の一層の向上を図っていく必要がある。

6. 終わりに

本市は近い将来高い確率で生じると見込ま

れる「宮城県沖地震」や、「長町一利府断層地

震」に備えて、施設の耐震化など様々な地震対

策を講じている。先の「宮城県北部地震」などの

大きな地震では軽微な被害は生じたものの、現

在の地震対策の有効性を確認する絶好の機会

となった。今後も、大規模地震は繰り返される可

能性が高く、地震対策に終わりはない。

本市は、全国的にも地震対策が進んでいると

評価されており、事実事業の多くが地震対策-に

関連するもので、かなり力を注いでいると自負し

ている。ただし、これまで述べてきたようにまだま

だ課題となる事項も多く、 「万全」とはとても言え

ない状況である。

この「万全Jに一歩でも近づくように、厳しp財

政状況の中における地震対策に関する事業の

考え方や効果、市民の皆様へのお願いなどにつ

いて積極的に情報提供し、いただいた様々な意

見を生かすことで着実に地震対策を進めてい

き、次世代に誇れる仙台市の水道システムを構

築していきたいと考えている。
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ポリエチレンスリーブに
関する共同研究

東京都水道局 研修・開発センター開発課

技術開発担当係長 森 川 智之

1.研修・開発センターの開設

東京都水道局は、約2万1千haに及ぶ水道

水源林、有効貯水量1億8千万m3を超える我国

最大の水道専用ダム等の水源施設を始め、多く

の浄水場、給水所、更には約2万5千kmtこも及

ぶ配水管網など、膨大かつ多様な施設を保有し

ている。安全でおいしい水を安定的にお客さまに

お届けするためには、これらの施設を365日24時

間常に良好な状態に維持し続けるとともに、原水

水質に応じた適切な浄水処理や、震災・渇水等

の異常時や漏水事故等の緊急時対応などに的

確に対応するため、水道独自の業務ノウハウや

現場に直結した知識・技術が極めて重要となる。

東京水道では、こうしたノウハウや知識・技術の

基礎を、近代水道100余年の歴史の中で世代を

越えて蓄積してきたが、いわゆる 12007年問題」

とpわれるベテラン職員の大量退職や効率的な

業務執行のためのアウトソーシンクゃの進展などに

より、これらを知何に円滑に次世代に継承してい

表 1 東京都水道局の概要

給水面積 1，222.6km2 

給水人口 1，237.4万人

普及率 100% 

配水管延長 25，473km 

一日平均配水量 438万 m3

くかが大きな課題となってきた。

こうした状況を踏まえ、水道事業独自の業務ノ

ウハウや現場に直結した知識・技術の継承・人

材育成と、局が直面する課題に対応するための

研究開発に、これまでにも増して積極果敢に取り

組むことが不可欠であるとの認識の下、平成17

年10月、実践的なトレーニングを集中的に行うた

めの研修施設・機能と、各種研究開発を支える

開発フィールド施設・機能を備えた水道局研修・

開発センターを開設した。

、[/センターは、

I 少数職員による事業運営時代を支える人

材育成
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を支える人材育成

2. ポリエチレンスリーブに関する共同

研究の実施

、lL胃ではダクタイル鉄管の防食方法として、ポ

リエチレンスリーブを採用している。しかし、異形

管部、特にT字管部における施工が煩雑である

ことから、施工者の技能によってはポリエチレンス

リーブ本来の機能を十分に発揮させることができ

ない場合がある。今後、熟練施工者の減少が見

込まれることから、施工環境や施工者の能力差

写真1 他企業工事により損傷されたと思われる

スリーフ

研修・開発センター

ニーズの変化に
対応し、現場に

反映できる
技術開発

研修と技術開発の相乗効果の発揮

にかかわらず、誰もが簡単かつ確実に施工でき

る外面被覆の方法が求められる。また、施工後に

おける他企業工事などによりポリエチレンスリーブ

が損傷する事例(写真1)もあることからこれらへ

の対応も求められている。

そこで、日本ダクタイル鉄管協会との共同研究

として、以下の事項に取り組んだ。

① ポリエチレンスリーブにつけられた傷がポリエ

チレンスリーブの防食性能にどのような影響をあ

たえるのかを電気化学的な試験を行うことにより

検証した。その結果、ポリエチレンスリーブは、良く

施工された時は良好な防食性能を示したもの

の、傷や施工不良があると本来の防食性能を発

揮できない場合があることがわかった。

②当局職員提案制度より提案のあったポリエチ

レンスリーブにファスナーをつける方法を検討し

た。①の電気化学的試験の結果を考慮し、施工

環境が悪く施工不良となり易L河字管部につい

て、ファスナーをつけることで施工性を改善した

専用のポリエチレンスリーブを開発した。
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表2にこの共同研究の概要を示す。本稿で

は、電気化学的試験として 「ポリエチレンスリーブ

の損傷許容性実験jを、またIT字管専用ポリエ

チレンスリーブの開発」について紹介する。

表2 IT字管専用ポリエチレンスリーブの開発等に関する共同研究」の概要

平成17年度

・ポリエチレンスリーブの損傷許容性実験

・マクロセル状態でポリエチレンスリーブに傷がついている場合 (ステンレス給水管接続状態での評価1)

.T字管専用ポリエチレンスリーブの開発

平成18年度

・マクロセル状態でポリエチレンスリーブに傷がついている場合 (コンクリートマクロセル環境下での評価)

・マクロセル状態でポリエチレンスリーブに傷がついている場合 (ステンレス給水管接続状態での評価2)

.ポリエチレンスリーブ内の溶存酸素濃度の検証について

.T字管専用ポリエチレンスリーブの作成と現場試験施工について

.ポリエチレンスリーブ.のフィ-)レド

3. ポリエチレンスリーブの損傷許容性

についての電気化学的試験

3.1 鉄の腐食について

3.1.1 イオン化傾向

金属には水溶液中で電子を金属中に残し陽イ

オンになろうとする性質があり、この性質をイオン

化傾向と呼んでいる。イオン化傾向の高さは金属

の種類によって異なり、一般にイオン化傾向の高

p金属ほど錆びやすく、イオン化傾向の低い金

属ほど錆びにくpといえる。イオン化傾向の高い

金属にはアルミニウム、マグネシウム、亜鉛などが

あり、イオン化傾向の低い金属には金、白金など

があげられ、鉄はこれらの中間に位置する金属で

ある。水溶液中で金属が陽イオンを放出するとき、

金属中には電子が滞っており電気的な'性質を示

す。この電気的な性質の強さを表したものが電

位である。イオン化傾向の高い金属の電位は低

く、イオン化傾向の低い金属の電位は高い。

3.1.2 腐食のメカニズムについて

一般に、鉄が錆びるということは鉄分子Feが

Fe203となることで、あり、鉄が水や土壌中など電解

溶液 アノード カソード

Fe2+ 電流
溶存酸素

2H20+02+4e-→40H 

鉄
電流

図2 さび発生の概念図

質に接しているときに発生する。このときまず、Fe2
+

と電子が分離しFe2
+が鉄本体から溶けだす。こ

の反応をアノード反応と呼び、この反応の起こっ

ている場所をアノードと呼ぶ。

ここで、Fe2
+の溶けだしにより鉄本体中に残さ

れた電子eーは行き場を求めて鉄中を移動し電流

となる。鉄表面に接している水に溶けている酸素

02とこの電子eーが反応するとOHーを生成する。

この反応をカソード反応と呼び、この反応の起こ

っている場所をカソードと呼ぶ。
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3.1.3 模擬欠陥片 (プローブ)を用いた腐食電

流の測定

腐食電流を測定するためには、腐食電流回路

に電流計を設置する必要がある。しかし、実際

に金属表面上に電流計を設置するのは不可能

なため、塗膜の欠陥部を模擬した金属片(プロー

ブ)を接続する (IZl3参照)。

これにより、プローブと検体とを接続する銅線

上に電流計を設置できるほか、塗膜欠陥の面積

を変えて実験で、きるメリットがある。フ。ローブを使っ

た手法は笠原らが「プローブを用いて地下埋設

管の陰極防食レベルを評価する方法」※におい

て地中埋設ガス配管の陰極防食レベルを評価

する方法として提唱したものである。この手法で

は、プローブを塗膜ホリデイ(欠陥部)直下の浮

に例えて次のように原理を示している。

塗膜ホリデイ直下のパイプの一部が、図41こ示

すように浮島として存在している状況を想定す

る。浮島部分と他のパイプ部材を電気的に導通

させておけば浮島上の塗膜ホリデイは管体上の

他のホリデイと等価である。そこで、図5に示すよ

うにこの浮島部分をノTイフ系から取りだし導線等

で接続した形を考えれば、これはノTイプ上の塗膜

ホリデイを模擬している。この導線上に電流計を

挿入することでプローブ上の塗膜ホリデイから流

出する腐食電流を計測することができる。本手法

を用いることにより本実験中における腐食の程度

を計測しポリエチレンスリーブの効果を評価するこ

とが可能となる 。

本実験中、プローブはダクタイル鉄管管体に塗

布されているアクリル系塗装の欠陥部の模擬であ

り、ポリエチレンスリーブ被覆管においてはポリエチ

レンスリーブの傷の模擬である。ここから鉄が錆び

ていくことを想定しており、これはアノードを模擬し

ていることになる(写真2参照)。一方、ポリエチレ

ンスリーブにつけた傷は、ストレート状の切傷でこの

箇所での鉄の溶けだしは考慮していない。これ

は、腐食電流の通電部(絶縁不良部)または溶存

酸素供給を行う場所と考えており、カソードを模擬

している。このため、プローブ、とポリエチレンスリーブ

につけた傷はともにポリエチレンスリーブの傷を表

現しているものの実験中の役割が異なる。

.ョここで'i'!1流をillllる

電子eの移動

図3 プローブの考え方

ノ吋フ外l而

ー---ーーーー |防食被桜i |ザ1食被桜

」キ--' ノTイプ部材 ノ、ィプ部材

パイプ内l而

図4 塗膜欠陥の 図5 塗膜欠陥をパイプ

概念図 の外に出し電気的

に導通させた時の

概念図

国国・Ir嘘U~圃

(面積1cm2) (面積5cm2) (面積10cm2
)

写真2 プローブ写真

3.2 ポリエチレンスリーブの損傷許容性の検

証について

(1)目的

ポリエチレンスリーブに傷がついた場合に、ダク

タイル鉄管の腐食に影響を及ぼすスリーブ内の

溶存酸素濃度と腐食電流を調査した。

(2)試験方法

傷をつけたポリエチレンスリーブを被覆した供

試管に、塗膜傷部を想定した供試片を接続、水

槽中に浸潰し、スリーブ内の溶存酸素濃度、プロ

ーブ電流および、電位を測定した(図6参照)。

1)供試管

①供試管:呼び径 150X1m ダクタイル鉄管
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実験設備概要

後に測定を行った。

①プローブ電流(またはプローブ電流をプローブ

面積で除したプローブ電流密度)

②ポリエチレンスリーブ内の溶存酸素濃度

(3)試験結果

①プローブ電流

プローブ電流密度は、アノード面積が小さいほ

ど大きい傾向が認められた。

プローブ電流密度の計測結果を図7-1、図7-

2、図7-3に示す。図中、点線で示したのは水槽

の水を入れ替えた時点である。

プローブ電流密度はいずれの場合もプローブ

面積1cm2(図7-1、7・2、7-3'こおいてー←線で、示

したもの)が最も高い値を示した。また、ポリエチレ

ンスリーブの傷なし(図7・1参照)および傷 10cm

(図7-3参照)においては、プローブ面積10cm2

(図中線一←で示される)で最も電流密度が低く

(管内は水道水を満たした状態)

内面:エポキシ樹脂粉体塗装

外面:アクリル系樹脂塗装(亜鉛溶射なし)

②模擬欠陥片(プローブ:アノードとなる)

ショットブラスト処理したダクタイル片、大きさは

1cm2、5cm2、10cm2

※試験中は、模擬欠陥片と供試管を電気的に

接続させた状態で保持した。

③スリーブの傷の大きさ

傷の形状は一文字形状で長さを1cm、5cm、

10cm、傷がない場合の4条件

2)浸漬水

水槽中にNaClで、比抵抗1，0000・cmに調整

した水道水を満たし、 1週間毎に水を入れ替え

た。

3)試験期間:約4週間

4)測定項

下記項

図6

について水槽の水を入れ替える前

ポリエチレンスリーブ俗語なし

30 
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図7-1
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プローブ電流密度
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浸漬日数(日)

21 14 7 
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プローブ電流密度図7-2
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なる傾向が認められた。 図7-1~7・3 中、

縦点線で示されるのは水槽の水を入れ

替えたときであるが、水槽の水を入れ替

えるとすべての傷の状態で電流密度の

上昇傾向を観測した。

② 溶存酸素濃度

溶存酸素濃度測定結果を図8・1、図

8-2、図8-3に示す。図中、縦点線で示し

たのは水槽の水を入れ替えた時点であ

る。水槽の水の入れ替えによりポリスリー

ブ内の水中の溶存酸素濃度も上昇する

傾向が確認された。

~8-1~8・3に示される溶存酸素濃度

は、水槽の水の入れ替えによる上昇があ

るものの、実験期間中漸減傾向を示し

ている。

この中で、プローブ面積10cm2(図中

-←線で、示される)は、傷なし(図8-1参

照)および傷 1cm(図8・2参照)では

4mg/l前後まで減少しているが、傷

10cm(図8・3参照、35日付近)において

は5.3mg/lまでの減少にとどまってい

る。傷 10cm(図8-3)においてはすべて

のプローブ条件において同様に溶存酸

素濃度は高水準で推移したといえる。ま

た、水槽の水の入れ替えにより、溶存酸

素濃度も上昇傾向を示した。
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3.3 考察

ポリエチレンスリーブ被覆の内側の溶

存酸素濃度が漸減傾向を示したことか

ら、ポリエチレンスリーブは埋設環境にお

いて溶存酸素のダクタイル鉄管表面へ

の接触を抑制する機能があることが確

認された。これが鉄管表面のカソード反

応を抑制し腐食反応全体を抑制するこ

とにつながるポリエチレンスリーブの防食

効果とpえる。前述の通り、プローブ、面

積 10cm2で、傷10cmのときの溶存酸素

濃度低下が5.3mg/lにとど、まっている。

このときのフ。ローブ電流は105μAを示し
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ており(図9参照、35日目付近参照)、腐食

電流が比較的多く計測されている。これは

ほかの条件よりは腐食反応が起きているこ

とを意味しているが、その時の腐食電流密

度を見ると10.5μA/cm2で、あり(図7-3、35

日目付近参照)、鉄管の腐食の値としては

ごくわずかである。

一方、腐食速度に直接影響のあるプロ

ーブ電流密度を見てみると、プローブ面積

1cm2でポリエチレンスリーブ傷lcm、35

前後の値が27μA/cm2(図7-2参照)と

番高くなっている。また、ポリエチレンスリ

ーブ傷の大きさにかかわらずプローブ面積

1cm2の値が高い傾向が認められる。ポリ

エチレンスリーブ傷無しおよび傷の大きさ

lcmにおいてプローブ面積5cm2と10cm2

の値はほぼ同程度となっているが、これは

傷が小さかったためにカソード反応に必要

な溶存酸素の供給が抑えられているため

と考えられる。

このことは、溶存酸素の供給が多いポリ

エチレンスリーブ傷 10cm.プローブ面積

5cm2の場合における腐食電流密度が、ポ

リエチレンスリーブ、傷無し及び傷lcmの場

合に比べ大きくなっていることとも整合して

pると考えられる。

以上のように、腐食電流密度はプローブ

面積、ポリエチレンスリーブ傷の大きさが小

さくても減少しないことから、スリーブ施工の

場合には小さな傷でもつかないように十分

注意する必要がある。しかし、非常に厳し

p腐食条件である今回の実験条件でも、

最大で27μA/cm2(図7・2)という値であ

り、ダクタイル鉄管の腐食を考えた場合には

寸¥さpfl直で、ある。
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浸漬日数(日)

プローブ電流(プローブ面積10cm2
)

35 28 21 14 ア

図9

こと、その一方、その効果を担保するためには十

分注意し傷などがつかないよう施工することが重

4. T字管専用ポリエチレンスリーブの

作製と評価について

4.1 T字管専用ポリエチレンスリーブ開発の背景

前述の電気化学的実験によりポリエチレンス

リーブがダクタイル鉄管の有効な防食手法である
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自 粘着テープ ゴムノTンド

1宇管の本線部にあたるポリエチレンスリーブ℃切り

込みを入れてτ字管に被せた上で、たこ足状に切

り込みを入れた根管部分を被せる。

最後は粘着テーフ。とコームバンドで仕上げることにな

っている。

図 10 現行T字管部スリーブ被覆施工手順

要であることが確認された。このため、T字管部に

対しても施工環境や施工者の能力差にかかわら

ず誰もが容易かつ確実に施工できるポリエチレン

スリーブでの外面被覆の方法の開発が求めら

れ、今回の日本ダクタイル鉄管協会との共同開

発へと至った。

4.2 ポリエチレンスリーブ試作案および検討結果

実管路での装着を想定し複数案を検討したと

ころ、図11に示す方法が施工時間、施工の簡便

性・確実性に優れていると判断された。また、写ア

3、写真4にその様子を示す。

スリープを被せる スリープをたたむ ファスナーにて核合

圃圃圃圃圃圃圃 ファスナー

司圃圃圃圃圃 ファスナー

一一 ~耳

人 聞に同組し本柑柑叩管制削f似flIHはω{は似U叩立幻p刈ス烈刈!リ吋J

うにして、1箇所をファスナーにて張り合せる。ファスナーを使用す

ることで時1mが大幅に低減される。

図11 今回発案されたスリーブ被覆方法

写真3 試作したT字管用スリーブ

4.3 スリーブの試験施工

作成したτ字管専用ポリエチレンスリーブを、、

同の施工する配水小管新設工事の現場におい

て試験施工を行い、現場での施工性を調査した

上で改良を加えた。

写真4 スリーブの取付状況

アンケートによる意見収集をおこなったところ、フ

ァスナ-1こ噛んだ土壊が原因で、ファスナーが締まら

ないというトラブルが報告された。そのため、現場

ヘ搬入し施工の直前まで、ファスナーの溝部分に
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砂などの異物が侵入しファスナーの円滑な動きを

妨げることがないようにファスナーにカバーを取り

付けることとした。表3にアンケートの結果を示す。

ファスナーのカバーは、ファスナーを二重にする

ことにより行った。これにより、施工の直前までフ

ァスナー溝部が塞がれ、現場で、ファスナーを閉め

ると同時にカバーが外れる構造とした。

表 3-1 アンケート調査結果

NO. 1 2 3 4 5 

支所 西部 東ー 1 東-2 南ー 1 西部

l¥l l'庁 杉位!.o(/i仲間[ iJ:1 oJll!.o(([11 i9111 iJ:1リII!'(・1'.Jt-7111 kIHl.o(!U/;条 .111 f~~W U~ Jf /;3 111 21書j血先

Ilt川谷!.o(上北沢5111281血

11 1・f 、1"北 18!1・5)!1711 千1I~ 1 8年 6 J1 1711 ‘1'.，tI(I8{1・7)!511 千成18H)!1011 "f-，tI(I8!fI0)J26JI 

11 i量 ;150-;1∞ ;250-，250 ; 150一;150 ; 150-; 150 ，150-，1∞ 
地 f~ド なし 少しある なし 多い なし

時IIlhfr H!目l ill:11 f証111! 11:1日l Wlll 

k 主{ r4i 4まり 借り 附れ a，1tl 

従米，.，と比べた施 E 施lしにくl、 施仁しやすい 施Iしにくい 施1:しやすい 施工しやすい

施1:時1111 JAくなった ~lくなった どちらとも，tえない どちらとも"えない ~lくなった

施1:町iJr. 符をJ書介してから胞1: 先に施工してから符を持合 先に胞1:してから符を権合 先にぬ1:してから作を峻合 ffをf書作してから脆1:

テー7と比べてファスナーは? 使いにくt、 どちらともπえない [史l吋こくl、 どちらとる"えない 使いやすい

F 袋 いいえ いいえ いいえ i;!.l、 いいえ

スライダーの大きさ ちょうど良い ちょうど良い ちょうど良い もっと大きく ちょうど良い

砂“てけおれしやままるばコいと胞ミ、な.フ水lど:ァなでがスときフ'ナでまァーせiス"がMナん11ーしH に
給水弁)TIも欲しい， チペ..，7の/fl:'1がItIoJj向なら ファスナーのi崎を深くした/jが 寸法もちょうど良い 77").ナーが海

その他、怠見等
l、

ぬい制l水弁のスリープtlll 良いのでは?途中で外れた である改良品あったJjがnいな
.i!.して欲しい

総合判定 × 。 × 。 。

表3-2 アンケート調査結果

NO. 6 7 B 9 10 

支所 中央 東二 南-2 北 部 1 北 部 2

地所 東京r.!I l'H~!i( 11(12 1114搭 託川区東日移型5-23 kl日阪大将来5-34-35 練局灰存11-16nll1 番地ー13昏地 練馬区在日目IHll11番地-13番地

11 1.t 千成19年1J11011 千成19年Ifl11日 、F成19{1・1)J22日 千成19年2111211 千成19年2111311 

11 If ，3∞-，3∞ ，200一，100 ，2∞-，1∞ ; 150-;75 ，10-;75 

I出ド水 なし なし 少しある なし なし

時II1Hif !lilll! !lilll! !IUl1! Hls! HlllI 

x主[ UIII~れ D"れ 附れ 附れ a，1れ

従来1.'と比べた施工 ~てしやすい !JI縫{慣れていないため) 特にl刊健だと且1わない 闘雑l守まて句瞳Eが既定と翼立っている} 特にl封建と思わない

施工時101 短くなった 短くなった 傾くなった どちらと也，1えない ~Jくなった

施I:Jriff. 符を修介してから胞t: 符を彼合してから施工 符を線合してから施 E 管を線合してから縫E 管を修合してから随I

テープと比べて77スナーはヲ 使いやすい 1史いやすい 使いやすい 使いやすい 使いやすい

T' ~を l孟l、 いいえ どちらとも，tえない l主I、 いいえ

スライダーのJにきさ もっとkきく もっと大きく もっとkきく もっと大きく ちょうど良い

77").ナーを強くす7lに2るしナて嗣ほj!本Jし弁、内、II分:~ 仕切り弁があればいい鋭符
施1今tなま工でっしてのづお随らりl、lとかHのなil怠りが目見指11:{式が3だlifliのったたものと

JJl刷に立会い.f'士川Ji法を脱III!しな

その他.怠~~手 It切弁川もほしい 水111、.2fmけで、3きmるのよ7う い 1.5‘2.0 ため がら利lfIしてもらった所、使いやすい
との怠見に変わった

総合判定 。 。 。 t:;. 。
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前表中、No1，No3で、ファスナーに砂が詰まり

施工できないとしヴ意見があり、総合判定でixJ
がついた。これを受け、ファスナーを二重にするな

どの改良を施したところ、No4以降の試験施工で、

は良好な総合判定 (7事例中、0が6事例、残り1

事例がム)となった。

この取り組みは日本水道新聞や水道公論で

紹介されたほか、当研修・開発センターの展示室

に展示しており今後、実用化に向けて事務的ヱ

続きを進めてpく予定である。

5. おわりに

研修・開発センターでは、水道に対するニース。

の変化への対応や現場に即した技術開発をより

効果的、効率的に進めるため、大学等の研究機

関や民間企業と様々な共同研究のスキームを組

み実施している。今回の日木ダクタイル鉄管協会

との共同研究では、水道施設の中で大きな比重

を占める管路の防食手法として使用しているポリ

エチレンスリーブ被覆について電気化学的な検

証を行った。

ポリエチレンスリーブの有効性を腐食電流とp

う視点から検証したが、その結果ポリエチレンスリ

ーブはダクタイル鉄管の防食子法として非常に有

効であることが示された。その一方、その効果を

確保するためには十分注意し傷などがつかない

ようにする必要があるが、腐食を加速する要因が

なければ少しの傷があったとしても一定の効果が

維持されることも示すことができた。

また、かねてより諜題で、あったT字管部へのポ

リエチレンスリーブ被額の煩雑な施工手順を改

するT字管専用のポリエチレンスリーブも開発す

ることができた。現場での試用段階ではあるが、

施工部署からも良好な反応を得ており、今後の

並及が期待される。

今回の日本ダクタイル鉄管協会との共同研究

の成果が、安全で、おいしい本道水を安定的に供

給していくためのライアライン整備の一助となれば

幸いである。

※参考文献

笠原晃明:プローブを用いて地下埋設管の陰

極防食レベルを評価する方法、p3、1981年
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川西市水道事業における
水道管路の

耐震化について

1 .川西市水道事業のあゆみ

川西市は兵庫県の南東部に位置し、東は大阪

府池田市と箕面市、西は宝塚市と猪名川町、南は

伊丹市、北は大阪府能勢町と豊能町に隣接して

pる。東西に狭く、南北に細長い地形で、気候は

温暖である。北部は山岳の起伏に富み、その一部

は猪名川渓谷県立自然公園に指定され、南部は

平坦で、市の中心街が形成されている。

市制施行前の川西町地区丘陵地は、地下水

に乏しいため、人口増に伴う生活用水の不足をき

たしていた。住民は、工場からの水の供給を受

け、また、濯概用水を使用するなど、苦境の状況

下にあった。昭和20年代後半、環境改善の意識

の高まりによる町営水道布設の要望に添い、昭

和27年7月、兵庫県土木部長に「新規上水道事

業調査票」を提出した。翌昭和28年2月、計画

給水人口 20，000人、計画 1日最大給水量

5，000m3j日(取水量)とする認可申請書を厚生・

建設両大臣に提出して、昭和28年4月、待望の

川西市水道局工務課

課長補佐肥爪重信

図 1 川西市の位置

「川西町上水道事業」の認可を得た。

その後、人口急増に伴う水需要に対応するた

めに拡張事業を重ね、現在は平成18年に取千

した第2回変更、5期拡張変更認可を推進して
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黒川配水池
pるところである。同事業は、平成27年度を目標

に計画給水人口185.000人、計画1日最大給水

90，100m3/日である。水源内訳は、自己水源

が地下水 14，500m3/ 日と表流水(猪名川)

2，500m3/ 日、兵庫県営水道からの受水が

54，100m3
/日としている。

平成18年度末現在、普及率99.9%、給水人

160，033人、1日最大配水量54，967m3/日であ

る。近年の水需要動向については、給水人口は

微増傾向にあるものの、rn民の節水意識の高まり

等から給水量は平成11年度をピークに減少傾向

にある(図2参照)。

H9 HIO H 1 H12 H' 3 H14 H15 H16 H' 7 H18 Hl9 

図2 年度別日平均配水量・有収水量の推移

2. 水道管路の現状と課題

2.1 水道管路の現状

水道事業創設期より第5期拡張事業認可を

経て、施設の拡張、改良を重ねてきた。その結

果、図3に示すように、市営久代浄水場、県営多

田浄水場を起点とし、20箇所25池の配水池と

約540kmの導送配水管を整備してきた。

導送配水管の現状を表1に示す。

(1)導水管

導水管は、管路全体の0.7%を占めている。導

水管の中では、ダクタイル鉄管が100%を占めて
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図3 主要施設と配水区域

pる。

また、夕、、クタイル鉄管では、耐震形継手が約

1km布設されている。

(2)送水管

送水管は、管路全体の3.3%を占めている。送

水管の中では、ダクタイル鉄管が97.3%を占めて

おり、残りが鋼管である。

表 1 導送配水管の管種別布設延長
Uilf立:m)

よぞぎ
ダクタイル鉄管

鋳鉄管 鋼管 石綿作 j箆ピ管 ホリエチレン管 その他 計ー 比率(%)
耐詩形 左記以外

導水竹: 999 2，758 。 。 。 。 。 。 3，757 0.7 

送水管 2，223 14，885 。 471 。 。 。 。17，579 3.3 

配rロ~本管
3，778 405，310 。 4，560 。 88 91 413，827 76.6 

支管 。 1，166 。 816 。103，214 。 3 105，199 19.5 

言十 7，000 424.119 。 5.847 。103，214 88 94 540，362 100 

比率(%) 1.3 78.5 0.0 1.1 0.0 19.1 0.0 0.0 100 
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(3)配水本管

配水本管は、管路全体の76.6%を占めてい

る。配水本管の中では、ダクタイル鉄管が98.9%

を占めており、残りは鋼管などが占めている。

(4)配水支管

配水支管は、管路全体の 19.5%を占めてい

る。配水支管の中では、塩化ピニル管が98.1%

を占めており、残りはダクタイル鉄管、鋼管となっ

ている。

(5)管路全体

管種別に見ると、ダクタイル鉄管が全体の79.8

%を占め、次いで、配水支管で使用されている塩

化ビニル管が19.1%となっている。

2.2 水道管路の課題

配水管については、平成5年度からの石綿管

更新事業等により約80%がダPクタイル鉄管となっ

ている。また、基幹管路には35箇所の伸縮可とう

管を設置した。これらにより、平成7年の阪神・淡

路大震災で、は水道管路の被害は少なかった。し

かしながら、一部A形高級鋳鉄管の継手の抜け

や破損、橋の破断による水管橋 (SGP)の破損

があった。

一方で、平成16年に厚生労働省が公表した

「水道ビジョン」において、災害対策等の充実を

主要施策のーっとして位置付けている。具体的

な目標として、導水管・送水管 ・配水本管とpっ

た基幹管路の耐震化率を概ね10年間(平成25

年度まで)で100%にすると掲げられている。

以上のことを踏まえて、当市においても喫緊の

課題として、基幹管路の耐震化の推進を掲げ、

取り組んでいる。

しかし、 管路の耐震化は、 主要送配水管

22kmのうち、約30%は既に完成しているもの

の、管路全体では1.3%と、全国比で低水準に留

まっているのが現状である。

今後、予想される震災害に向けた耐震化計画

を策定するとともに、財源・人員不足等の現状を

踏まえ、効率の良い事業展開を目指す必要があ

る。そこで、管路が備えるべき耐震性能を明確に

し、管種・継手の耐震レベルの評価・整理を行っ

ていくことが課題である。

3.水道管路施設の耐震化の考え方と定義

3.1 耐震化の考え方

、ν市では阪神・淡路大震災で水道施設に被

害を受けた経験を生かし、管路施設の耐震化及

ひび、ノパ〈ツクアツフ

L当施設づづ、くり別Jを目指している。地域水道ビジョン

やそれに基づく財政計画、施設更新計画の中

で、効率的・効果的に耐震化を行っていくことが

重要である(図4参照)。

合
|財政計画・施設更新計画|

令
|地域水道ビジョン|

図4 耐震化の考え方

管路施設の更新が100年スパンを必要として

pる現状では、最も費用対効果の高いところから

管路施設の耐震化を取り組むことを基本とす

る。すなわち、導水管、送水管、配水本管はもちろ

んのこと、拠点医療施設や災害時に拠点給水地

点、となり得る施設ヘ配水される管路について優

先的に更新・耐震化を行ってpく。

また、耐震化の完了には非常に長期間を要

し、その耐震化構築の期間中、水道システムは大

地震によりどこかで壊れるものだとしヴ割り切りが

必要である。しかし、被災したときの被害の大きさ

や復旧の困難さ等を指標として、被害を最小限

にする耐震化の優先順位付けが必要である。他

の事業体からや同一事業所内で、のパックアッフ。



48 ダク タイ ル鉄管 平成20.5第82号

を可能とする連絡管の整備も効率的・効果的で

あると言える。

3.2 管路耐震化の定義

管路の耐震化率は、離脱防止継手のダクタイ

ル鉄管を対象としているため、1.3%程度と低い

値を示している。

方で、厚生労働省 「管路の耐震化に関する

検討会Jl)で、過去の震災経験等に基づき、管路

が備える耐震性能と管種 ・継手ごとの耐震レベ

ルの適合性が整理され、具体的で明確な方向

性が示された。その中で、比較的安定した良い地

盤ではK形等のダクタイル鉄管は、継手の抜け

出し等の被害率が低いことが示されている。その

ため、K形等のダクタイル鉄管を良い地盤におい

て基幹管路として使用しても、レベル2地震動に

対する耐震性能を有すると整理されている。

管路の耐震化の定義として、布設箇所の地

盤を考慮して、離脱防止機能を有するNS形ダク

タイル鉄管とK形等のダクタイル鉄管をうまく使

い分けながら、本市独自の管路更新事業計画の

策定を目指す。

現在実施している管路耐震化事業と老朽管

更新事業の位置付ーけを行い、管路の定義を表2

に、既存の管種 ・継手と今後の採用管種 ・継手

及び改良計画などの具体策を表3に示す。

4. 耐震管管種選定の経緯と評価

水道ビジョンによる長期的な政策目標に基づ

き、水道管路施設の更新と耐震化を考えていく

上で、高機能ダクタイル鉄管の採用検討を行っ

た。ここで、高機能ダクタイル鉄管とは、①離脱防

止機能付き継手、② 内面エポキシ樹脂粉体塗

装等、③ポリエチレンスリーブを装着したダクタイ

ル鉄管のことを言う。この高機能ダクタイル鉄管

は、60年以上の耐周年数が期待できると言われ

ているの。

表2 管路の定義

ぷボと 管路定義 適用範囲 口 f歪

導水管

基幹管路 送水管 呼び径200-600

管路 耐震化
配水池から第一分岐点までの配水管

準基幹管路 直接、給水装置を分岐しない配水管 呼び径150-600

配水幹線 上記以外の配水管 呼び径 75-200

老朽管更新 配水支管 配水支管 呼び径75-150

表3 管路別の採用管種・継手友び改良計画

ぷ}iマ管路定義 主な既存管種・継手。掠用管種・継手 改良計画

延長約22kmを村象とし、現在約30%の更新

基幹管路
ダクタイル鉄管 (K形)

ダクタイル鉄管 (NS形) 平成24年度までに全て更新予定
鋼管(溶接継手) NS形の布設替えならびに継手の耐震補強、frtl

縮可とう管設置等実施

ダクタイル鉄管 (A.K。{良い地盤 } 地盤調査により、要耐震となる箇所は上記に含み、比

特路耐震化 準基幹管路
形) ダクタイル鉄管 (K形) 較的安定した地盤では既設K形の使用を可とする

鋼管(溶接継手・ネジ [悪い地盤 ] 経年劣化した配水管は随時布設替えの際に、耐震管

継子) ダクタイル鉄管 (NS形) を採用

ダクタイル鉄管(A.K形) [良い地盤 ]

配水幹線 鋼管(ネジ継手) ダクタイル鉄管 (K形)
経年劣化した鋳鉄管をNS.K形に布設替え

塩化ビニル管ほR継子) {悪い地盤 ]

ダクタイル鉄管 (NS形)

配水支管 鋼出ダタ符化タピ(イヰニJレジJSレ継止符4守子ほ()AR ・ K斤~) 平成13年度より、既設A形等経年劣化(30年超)した
老 朽管更新

制章子)
ダクタイル鉄管 (K形)

配水支管の異形管を基本に、老朽管更新事業を実施

注) 本表は既設管路を対象とするものであり、新設管布設に当たっては、上記の定義に限らず般極的な耐震性構造を備えた管路に

て整備する。
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このことを受け、 当市では平成 17年度からK

形で内面エポキシ樹脂粉体塗装を採用し、ポリ

エチレンスリーブについては腐食性の強い土壌

等の埋設環境により装着している。離脱防止機

能を有する継手、すなわちNS形の採用につい

ては、被災地の埋立地、造成地、液状化発生地

域などで優れた耐震性の実績が認められたこと

から、同じく平成17年度に採用した。

当初の経済比較では全体工事費でK形に比

べて約20%高で、あったことや、既設管との連絡

方法、施工管理などの問題があり、一部の幹線

道路及び地盤が不安定な箇所で、且つ新設管

布設に限定し使用してきた経緯がある。

しかし、近年の技術改良による継手工法の簡

素化、切断溝切り機器のコストダウン、または継手

工歩掛の減により、同比で、3%の増まで、下がっ

た。長寿命化によるライフサイクルコストが減少す

ること、過去の大地震により無被害であることなど

で、管路耐震化事業の主要材料として評価する

とともに高機能ダクタイル鉄管を積極的に使用で

きるものと考える。

5. 耐震管採用事例

5.1 国道173号道路整備工事に伴う配水管

布設工事

平成19年度、兵庫県土木部施工の国道173

号道路整備工事に伴い、配水管布設工事(呼び

径200)の計画に当たり、占用箇所の一部に盛

表4 国道173号道路整備工事に伴う

配水管布設工事概要

項目 内容

工事名
国道173号道路整備工事に伴う配水管布設

工事

工事
鋳鉄管布設工:NS形呼び経200、レ275.0m

概要

土箇所や軟弱地盤箇所が確認された。このこと

から、準基幹管路と位置付けるとともに、震災害

時の破損による影響が大きいことなどを考慮した

結果、NS形ダクタイル鉄管を採用した。

写真1 布設状況(直線部)

写真2 布設状況(異形管廻り)

写真3 NS形継手挿し口加工

なお、工事概要を表4に示す。また、施工状況

を写真 1~3に示す。

5.2 緊急時用連絡管工事

川西市の水源は猪名川流域水源と地下水源

を持っているが、近年の異常気象により少降雨
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のため、猪名川支流にあるー庫ダムの水位が低

下することにより、深刻な渇水状況が今後ますま

す予想される。実際に過去40%の取水制限を受

け、配水区域内の減圧対策を実施した経緯があ

る。仮に、猪名川水系が取水停止になれば、

158，000人の市民の生命に係わる被害が生じる

こととなる。

そこで、この対策として、比較的安定して取水

可能な地下水を受け持つ配水区から猪名川水

源を受け持つ配水区に送水を目的とした連絡管

を、平成21・22年度に国庫補助採択を受け整備

しようとするものである。

施工に際しては、主に主要幹線道で市の中心

部に位置し、更に掘削時においてはライアラインの

轄鞍地帯である条件下のため、水道管の選定に

w たっては、耐震機能を持ち、なおかつ長期にわ

たり送水機能が保持できる耐周年数の優れた

NS形ダクタイル鉄管に決定した。

なお、工事概要を表5及び図5に示す。

表5 緊急時用連絡管工事概要

項目 内容

工事名 緊急時用連絡管工事

工事
鋳鉄管布設工:NS形呼び径350、L=1466.9m
県道推進工 :K形呼び径350、L=23.5m

概要 連絡管取出工:NS形呼び径450、L=3.1m
既設管連絡工:K形呼び径200、L=4.1m

図5 緊急時用連絡管工事概要

5.3 水管橋(単独水管橋)布設替工事

既設水管橋の改良を実施するに当たり、災害

に強い水道管を目指す現状に見合った耐震性

構造を備えた材料を基本とし、橋ならびに橋台

の影響を受けることがないことや、単独配管が可

能であることとした。また、基幹管路であるため、

施工期間をできる限り短くすることやコスト等を

鑑み、総合的に検討した。その結果、全ての要

求を満たすことが期待できるNS形ダクタイル鉄

管を採用した。

性能的にはNS形継手の屈曲及び離脱防止

性能により、両岸部の不同沈下及び地震時の

地盤変動による橋台間の相対変位などを無理

なく吸収することができ、長期的耐震性能に優

れている。

なお、工事概要を表6に示す。

表6 水管橋布設替工事概要

内容

水管橋耐震化工事 (3箇所)

銑鉄管布設工:NS形呼び径150、L=50.0m

6. まとめ

全ての水道施設の耐震化を行うためには、

100年以上を要すると言われている。そのような

中で、前述した管路の耐震化に関する検討会で

の位置付けは我々事業体にとっては大変重要な

ものである。また、先の見える事業として前向きに

取り組むための説明責任を果たすことができる。

特に基幹管路の耐震化を行っていくことは、財政

事情を鑑みると厳しい事業展開と考えることがで

きる。そうし ミう意味で、K形管路の占める割合の

大きp当市では、地盤調査、管路老朽化調査等

を行い、NS形管路との使い分けにより効率的に

管路耐震化事業を実施することも可能であると

考えている。

以上のことから、効率的・効果的な管路耐震化

業を目指し市民に安心・安定した水の供給を
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するためには、タヲタイル鉄管の果たす役割は非

常に大きしものと思われる。事業体側も各種材

料の選定に当たっては、メーカー側の技術提供

の受け入れだけではなく、各メーカーに対し、我々

事業体職員が技術の提案、提起を行うことでより

一層効率的な事業が可能となる。そのために、個

々のスキル向上、そして継承することが今後の課

題と捉え、事業推進に向けた体制造りをしたいと

思う。

【参考資料】

1)厚生労働省健康局水道課:平成18年 度管路

の耐震化に関する検討会報告書、平成19

年 3月

第6回厚生科学審議会生活環境水道部配布

資料、http://www.mhlw.go.jp/shingi/

2007/10/dl!s102ら15j.pdf

2) (社)日本水道協会:水道施設更新指針、

平成17年 5月
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分散型耐震貯水槽U字タイプ
〈呼び径2600，300m勺の
施工について

高知市水道局配水課

第二技術係長弘田 卓也 第二技術係技査 宮田 昌和

はじめに

向知市の水道事業は大正14年の創設以来、

市域の拡大や市勢の伸展、市民生活の向上に

伴う水需要の増加に対応するため、これまで4期

にわたる拡張事業を進めて面的・量的拡充を図

り、安全で良質な水を安定的に供給して、市民生

活を支えてきた。

また昨年には、国の「水道ビジョン」を基調とし

つつ、高知市水道事業の取り組むべき課題やこ

れからの事業運営の方向を示す指針として、「高

知市水道事業基本計画2007Jを策定した。この

基本計画は、今後10年を見据えた「地域水道ビ

ジョン」と言えるものであり、 「安心Ji安定Ji持続」

「災害Ji環境」の5つの視点から、基本理念を

「快適な市民生活を支える安心と信頼の水道」と

した。この理念を基に4つの基本目標と7つの基

本方針を策定し、施策の展開を図っている。

2院，~理会

快適な爺民生還を支える安心と信組の水道

基本方針

。水薄から蛇口までの統合的な水質管理

O 良質で安全な水を安定的に供給

0 運曾&盤の強化

0 お客さまに観しまれる水道の権準

O 施段の震災対賓の推進

'0災害時に観能す晶体制の破立

O 環績への負荷の低滅
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その中でも特に災害に対する施策は、近い将来

に発生する南海地震への備えとして、急務事項

と位置付けている。

1 .貯水槽を設置するに至った経緯

現在高知市では，災害に強い水道施設の構

築のため，平成15年に策定した災害対策計画に

基づき、旭浄水場の更新工事、基幹管路の耐震

化、送水管路の二重化、緊急遮断弁の設置、非

常用貯水槽の設置など様々な事業を推進して

pる。

このうち非常用貯水槽は、災害の発生時初期

に、交通の遮断等で給水車による飲料水の運搬

が困難な状況を想定し、市内全域を対象に25基

の設置を順次実施している。(図1)

2. 貯水槽の容量を決定する際の基準

通常、60m3クラスを標準サイス守として、生命維

範股 4白 世置予定植 眠圃揖岨

樹園田 送 車幹線(既鮫)

-・・送水幹線二E直化(集} 向 10.8km 。
ー 応急給水割M 6 4 

. 応急対策用費織材傑曽蟻a 6 " 合緊急遮断 弁 6 4 

- 持常問貯 水 4・ 25 16 

. 応急車青木後 60 60 

¥ 抑 制点線時 間 1・勾~.aJ1 31陶 製 直

持に最低限必要な水量(1人1日3eで6，000人

分)を、被害直後の混乱期に3日間供給できるこ

とを目標としている。

市内の緊急時の応急給水拠点としては、針木

浄水場と旭浄水場、南部配水池、一宮送水所、

布師団水源等を指定しているが、上記の拠点は

市街地の周辺地区に位置している。そのため、

今回施工の竹島公園の非常用貯水槽は、市街

地中央ブロックの応急給水拠点、と位置付けて、

300m3サイズ
P

とすることになった。

3.緊急遮断弁付帯の判断基準について

標準サイズと定める60m3サイズの非常用貯水

槽では、サイフォンブレイク方式を採用しているが、

今回施工した300m3サイズは、市街地中央ブロッ

クの応急給水拠点であることを考慮して、圧力感

知式の緊急遮断弁を併設することとした。

図1 貯水槽計画
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図2 貯水槽本体の構造

【管材の納入順序の決定】

今回の非常用貯水槽は、経済性、施工性及

び周辺環境を考慮して、U字形状を採用してい

る。管は直管X12本、45。曲管X4本、他に栓、中日

の組み合わせで、合計で18本。また作業構の上

部は、50tonクレーンを用いて接合作業や吊り込

み作業を行うため、広い作業スペースが必要とな

る。(写真1)

このことから管はなるべく地上には降ろさず、

施工順序(図1参考)に合わせて納入日を3回に

分け、構内ヘ仮置きすることとした。(写真1、2、

図3)

4. 貯水槽の概要・仕様

竹島公園での施工スペース及び経済性、施工

性、周辺環境などを考慮した結果、 JDPA(日本

ダクタイル鉄管協会)G 1041、ダクタイル鋳鉄製

貯水槽の規格に準じて、貯水槽の仕様を以下の

ように決定した。

-形式 :分散型

・継手 :LUF形、UF形

・容量:300m3(U字形状)

.日乎ひ、f歪:2600

4000 

mw
ゆ
ド
。

『

H
H寸
H
H
H曲

5. 貯水槽の施工

今回の300m3貯水槽設置工事は、施工規模・

製品数量ともに60m3サイスゃとは異なって大規模

となり、工期面からも工事の遅延は許されない状

況で、あったので、事前に以下の課題を設定し対

策を検討した。

1)管材の納入順序の決定

2)矢板類と管との施工隙間の決定

3)管の施工順序の決定

4)管の浮上防止対策の検討

5)緊急遮断弁室の水密性確保

-管長:59.5m(直管4mX12本、

450

曲管X4本、栓・帽×各1本)

・給水口:3箇所

-採水口:1箇所

・防食:外面ポリエチレンスリーブ、内面コンク

リートモルタルライニング

-連絡管:n乎び径250(NS形ダクタイル鉄管)

.緊急遮断弁:震度感知、水圧感知型緊急

遮断弁(水圧自動遮断方式)

貯水槽本体の構造を図2に示す。

32387 

29466 

τ1 
1I~-lr 
|l 11 Il 

¥i.iil亙
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写真1 50tonクレーン吊り込み状況 写真2 構内仮置き状況

両陣

図3 納入計画(搬入 1回目)

【矢板と管との隙間の検討】

管の吊り込みは、管胴体部、受口外面が矢板

の切梁や火打ちに接触させないよう、また接合

時においても安全な隙聞を確保出来るかどうか

を事前に検討し、矢板・切梁の高さ、間隔を決定

し施工を進めた。(写真3)

今回は管と切梁との間隔を約40cm離した。

この間隔が狭いと、管材の水平移動や接合作

業がスムーズに行えず作業の安全性も下げかね

ないので、設計及び施工段階で入念な協議が 写真3 切梁と管との間隔状況

55 
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必要で、あった。

【管の施工順序の検討】

管の据付方向がわずかでも違うと、限られた掘

削幅の中に管が収まりきらない恐れがあったた

め、据付・接合の順序は特に入念に協議を重ね

て決定した。U字部分は曲管4S
0

X4本を配置し

て180。とし、管の据付方向を転換することとした。

それゆえ、曲管の位置決めを最優先とした。直管

(①~③)を先に接合させて一体化させ、その後

に曲管4本(①~④)を接合した。その後も事前

協議で予定していた作業工程どおり、継手接合

作業とテストバンドによる水圧試験を実施した。結

果として継手接合17箇所、水圧試験10箇所を

述べ日数13日で実施することが出来た。(写真

4、5、図4)

【管の浮上防止方法の検討】

着工に先立ち、試験掘削をしたところ地下水は

少なかった。

しかしながら、施工完了~通水まで、管の露出

期間が長期になるため、大雨による水位の変動

の可能性も想定して協議を行った。検討策とし

て、管の基礎部にはコンクリート基礎と砂基礎を

併用させた。 また、コンクリート基礎部からアンカ

ーを設置して、ワイヤーで管の浮上を防止した。

図4 施工順序

平成20.5 第82号

写真4 接合状況(曲管部)

写真5 接合状況(全景)
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(写真6)

【施工勾配の検討】

貯水槽内に空気溜まりが極力発生しないよ

う、また、定期点検や清婦時の水抜きを容易に

するため、貯水槽本体に勾配をもたせることにし

写真6 浮力防止状況

た。施工前の協議により、栓側と11I官側で約3.7

%。の勾配とし、砂基礎で、高さ調節を行った。施

時に発生する微妙な高低差は、土のうを活用

する事で適宜修正を加えながら配管し、最終的

に栓側と帽側で、20cmの高低差をつけることと

なった。(写真7、図5)

写真7 貯水槽の勾配

守
H
H寸
H
H曲

守
H
H寸
H
H
H国

常
H
H寸
H

4

図5 施工勾配

{緊急遮断弁室】

緊急遮断弁室の設置を現場で、速やかに行う

ため、レジンコンクリート製品を採用した。現場での

コンクリート打設ではなく、メーカーの製造段階で

弁体をレジン製の弁室に据え付け、完成品として

現地搬入することで、緊急遮断弁の搬入-!居

付 ・埋め戻しまで、の期間を大幅に短縮する事が

出来た。(写真8)
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写真8 緊急遮断弁・弁室組立状況

6. おわりに

300m3サイス守の非常用貯水槽は、高知市では

初の試みで、あったため、計画~設計~施工の各

段階で課題を想定し、入念に協議を重ねていっ

た。その結果、施工中に大きな問題も無く完工を

迎えることがで、きたのは大きな収穫で、あった。(写

真9)

今後の課題としては、

① 災害時の円滑な給水活動を 行うために

給水器具等を用いて職員に対する給水

訓練を実施し、周知を図る。(写真10)

② 地域住民や防災組織との情報交換や合

同の給水訓練を行うなど、地域との連携を

~る 。

など、ソフト面の強化が挙げられる。

写真10 給水訓練

写真9 配管完了状況
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玄界島復興事業における
配水管耐震化について

福岡市水道局配水部

西部管整備課長 吉岡

角
U

1 .はじめに

平成17年3月20日、福岡市では観測史上最

大のマク守ニチュード7、最大震度6~~の地震が発

生しました。震源地は福岡県西方沖で、死者1

名、重傷者50名、軽傷者875名の人的被害と、

住宅被害が、全壊136戸、大規模半壊8戸、半

玄界島の位置図

》，

~， 、- ・福岡市内
中心部

図1

---丸

- '. v 
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壊286戸、一部損壊4，624戸に上る、福岡市政始

まって以来経験したことのない、すさまじい災害と

なりました。山間部、都心部を問わず相次いで避

難勧告が出され、なかでも玄界島(写真1，2)にお

いては、ほぼ全ての島民が避難しなければならな

p甚大な被害を受け、仮設住宅などでの生活を

強いられることとなりました。

写真1 被災直後の玄界島①

2.玄界島の復興方針について

玄界島の本格的な復興は、玄界島復興委・ー

会 (13名の地元組織)と福岡市が協議を重ね、

被災住宅が密集する島の斜面地の住環境改

と災害防止を図るためi面的整備事業として斜

面地の大規模な造成工事が実施されることとな

り、この方針を受け、本市水道局も早期着手、

期完了を目指し水道の復興計画の検討を開始

した。

工事の発注にあたっては、インフラの整備が造

成工事完了の後にしか着手できないことから、造

成工事が概ね完了する平成18年末を目標と設

定した。

しかし、復興にかかる各種の土木工事は、予

想以上に困難であり工程全体に遅れを生じ、現

実的には、工事着手可能な時期は、平成19年9

月まで伸びることとなり、厳しい工期の中、更に短

p期間での工事完成を迫られることになった。

市民生活の安定と経済活動の回復に向け、福

岡市の各セクションが一丸となって復興に取り組

み、我々本道局職員も一日も早いライアラインの復

旧を目指して取り組んできました。

本稿では、本市水道局が玄界島復興事業に

併せ、実施した島内の配水管の整備について紹

介します。

写真2 被災直後の玄界島②

3. 本市の配水管耐震化について

本市の水道施設においては、ダムや浄水場等

の基幹施設については殆んど被害が無かったも

のの、博多湾沿岸部や中央区を中心に多数の

漏水が発生した。

その被害を損傷状態により区別すると、管体

の折損と継手の離脱(表1)であり、折損につい

ては、昭和40年代までに布設された管(高級鋳

鉄管表2)であり、現在採用しているダクタイル鉄

管で、折損に至る被需は無かった。また、継手につ

いては、一般継手 (A.K.T形)で離脱が発生し

ており、特にその大、ドがプッシュオンタイフ。のT形

であり地盤の変状等に追従できず継手が離脱し

たものと判断されるもので、あった。(写真3，4，5)

表1 今回の地震による水道管の被害状況

項

配水管

日

消火栓等付属物

公道上給水管

被古状況

継手離脱、折損等

継子破損等
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表2 鋳鉄管 (呼び径300以下)の抗張力変遷

西暦 冗号
管種

普通鋳鉄管(インチ管) 普通鋳鉄管 高級鋳鉄管 高級鋳鉄管(薄手管) ダクタイル鉄管

1914 大正3年

1925 大正14年

1926 昭和1
124N/mm2 

1932 昭和7年
123N/mm2 

1933 昭和8年

1937 昭和 12年
245N/mm2 

1938 昭和 13年

1939 昭和 14年

1940 昭和 15年

1941 昭和 16年

1942 昭和 17年 245N/mm2 

1948 昭和23年

1949 昭和]24年

1950 日召平日25壬ド

く~!ì)lOi7./<~~1951 昭和26年

1952 昭和27年 196N/mm2 

1953 昭和28年 』

1954 昭和29年

1959 昭和34年

1960 昭和35年

1961 昭和36年

1964 昭和39年

1965 昭和40年 本市の夕、クタィ ル鋳鉄管採用戸手度

1967 昭和42年

1968 昭和43年

1970 昭和]45年

1971 昭和46年

1972 昭和47年

1974 昭和49年

1975 昭和50年

1976 昭和56年

1982 昭和57年

1988 昭和63年

1989 平成元年

現在

本市は、平成7年 1月に発生した、阪神・淡路

大震災以降、水道施設の耐震化の必要性を強

く認識し、地震対策について検討を行い、平成

15年3月に策定された「福岡市水道施設耐震化

計画」に基づき、平成 17年度から配水管の新

設・改良時に、耐震化を進めているところである。

しかし、それ以前については、公有水面埋め立て

事業等、地盤変状や軟弱地盤における不等沈

373N/mm2 

392N/mm2 

412N/mm2 

420N/mm2 

下が予想される地域で耐震継手のS形(呼び径

500以上)・SII形(呼び径75-450)を採用して

いたものの、それ以外の区域では耐震継子をも

っダクタイル鉄管の布設は行っていなかった。

このため、今回の地震で、現在埋設されている

継手の主流である一般継手において伸縮量の

許容値を越え離脱漏水するとpう結果になった

ものであり、これに対し、耐震継手は被害が全く
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発生しておらず、耐震継子の離脱防止機能の

さと耐震化 (耐震継手)の重要性を再認識した。

今後の耐震化方針として、地震発生による影

響が大きpと想定される耐震化区域について

は、これまでの耐震化事業と併せて、平成20年

度から、救急告示病院や避難所などへの給水ル

ートを優先的に耐震化する「耐震ネットワーク」を

構築し、計画的に整備を進めて行く予定である。

写真3 被害状況 (離脱T形)

4.玄界島での耐震管(NS形ダクタイ

ル鉄管)の採用について

耐震性能に優れた継手等は多くあるが、今回、

玄界島においては、耐震性能だけでなく、離島の

特殊な条件も鑑み以下のような利点から、NS形

ダクタイル鉄管を採用することとした。

NS形夕、、クタイル鉄管採用の利点

①警固断層マクゃニチュード7.1の地震時に耐え

る高水準なライアラインを構築する必要があり、

NS形は今回の地震でも被害が全く発生する

ことがなかったSII形と同様に大きな伸縮余

裕代と離脱防止機構を併せ持った継手構造

である。

② 各管種と比較し、地震発生時の被害抑制に

実績がある。(図2参照)

③ スリッフ。オンタイプ(受け口に挿し込むだけ)の

継手構造であり接合作業が容易で施工性が

優れていることから、工事期間の短縮効果が

期待できる。

写真4 被害状況 (離脱K形)

写真5 被害状況 (折損)

④ 他埋設物工事(ガス、下水等)が完了していな

pことや、急斜面の曲線道路に合わせた微妙

な曲げ配管等が必要となる可能性が予測さ

れ、押し輪やボルトの締め込み等の必要がな

~ )NS形継手は、許容範囲内で容易に微調整

が可能である。また、ボルトの締め忘れ等の心

配がない。

⑤ ダクタイル鉄管は管体強度が強いことから、他

上回設物工事による破損事故等の抑制が図れ

る。

⑥ 地下水位が高い海岸沿いの道路布設の際、

多少の水場で、あってもNS形で、あれば接合が

可能である。(他の管種では溶接・溶着がE

難な状況が予測された)

⑦未舗装の道路を大型車両が頻繁に走行して

pる状況であるが、この影響による屈曲や離

脱による漏水の心配がない。
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阪神・淡路大震災管種別平均被害率
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阪神・淡路大震災管種別平均被害率

11995年兵庫県南部地震による水道管路の被害と分析J) 
図2

(参考文献:日本水道協会

「J4ず./

~-.' _.，，'" .7 去、山漁港

，.... 

・・・・斜面地内道路 両区玄界島地内配本膏布設I'!i;1∞DIP-NSE L= 1.440m 

欄間 斜面地内道路丙区玄問地内配本管制 ['li，75DJP-XSE L=34伽

・・H ・E成地丹道路 間医玄界島地Jl.J¥'o.2配本管制o'H1i引∞DJP-NSEL=41im 

上水道施設計画平面図図3
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6. 工事概要

玄界島への給水は、西区宮浦から海底配管

(呼び径150SP 約4，OOOm)により送水し、島

内に設置する2箇所の配水池(低所配水池、高

所配水池)から配水を行っている。今回の地震

では、幸いなことに海底配管、配水池とも被害が

無かったが、被災住宅が密集する地域(水道の

被害が大きかった地域)は面的整備が行われる

ため、造成工事に併せた斜面地の配水管整備

事及び、造成地外道路の配水管の改良(耐

震化)工事を実施することとした。(図3参照)

①斜面地内道路

工事件名:西区玄界島地内配水管布設工事

請負金額:39，900，000円

工事期間:平成19年7月27日から

平成20年2月11日

布設延長:呼び径100DIP-NS形

(エポキシ樹脂粉体塗装)

L=1.440m 

呼び径75DIP-NS形

(エポキシ樹脂粉体塗装)

L=340m 

②造成地外道路

工事件名:西区玄界島地内NO.2配水管布

設工事

請負金額:17，850，000円

工事期間:平成19年7月26日から

平成20年 1月11日

布設延長:呼び径100DIP-NS形

(エポキシ樹脂粉体塗装)

L=417m 

6.工事施工

本来であれば、完全に造成工事が終わった

後、他工事との競合なく工事が着手できる予定

で、あったが、現場は、土木工事の遅れを取り戻す

ための追い込みで、24時間体制で工事が施工さ

れている状況で、あった。また、市営住宅等の建築

事も開始(写真6，7)されており、島内の至る所

で工事が行われ、狭い島の道路を大型車両や

平成20.5第82号

写真6 戸建住宅の建築ラッシュの状況

写真7 斜面地の急カーブでの施工状況

写真8 DIP-NS形呼び径100施工状況
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機が頻繁に走り回っており、とても道路を掘削

し、水道管の布設がで、きる状況で、はなかった。更

に、 10月中旬から戸建住宅の建築が開始される

ことが決定しており、水道工事が施工できる期間

は約1ヶ月間と大変短く非常に厳しい条件となっ

た。

しかし、このような状況の中、NS形ダクタイル鉄

管の施工性の良さは十分に発揮された。当該

事の標準埋設深度は60cmの浅層埋設で、実施

する計画としていたことから、当初予定でも、ある

程度の進捗を期待しており、一日当り布設延長を

30-40m程度、現場実働期間は約50日間と見

込んでいた。ところが、現実的にはこの期待を大

きく上回り、一日当り布設延長が40-60m(写真

8)、現場実働日数も概ね30日間と大幅短縮を達

成し、我々の最大の使命である給水や建築工事

に必要な工事用水の確保に影響を及ぼすことな

く無事故で現場作業を終えることができた。

また、当初予想、のとおり他埋設物工事と競合

し埋設深度がラップする箇所も多かったが、許容

曲げ範囲内での微調整により配管を行い、工期

の短縮のみならず、曲管材料の追加や材料の

納品待ち、運搬船のチャーター費等を必要最小

限に抑えることができ、全体的なコストダウンに繋

げることができた。

7. おわりに

現在、玄界島は福岡市が実施する大規模な

土木工事やライアラインの整備が概ね完了し、戸

建住宅の建築が順調に進んでおり、島民の仮設

住宅での生活も終わりが近づきつつある乙とを大

変嬉しく思っている。

約2，000mの配水管布設工事をわず、か30日

程の短い期間で無事に終えることができたのは、

高品質、高機能な管材料の開発や配管技能者

が技術力向上に努めてきた成果であり、一昔前

と比較できないほど継手構造等の水道技術が進

歩していることを再確認した。

最近では厚生労働省においても「管路の耐震

化に関する検討会報告書(平成19年3月)Jに

おいて、NS形ダクタイル鉄管等の耐震性の位置

付けも明確化されてきており、今回使用した管材

の適切さを裏打ちする形となった。

そして、今回の地震を通してもう一つ大きなこ

とを学んだ。それは、 「一致団結」の強さである。

工事の実施にあたり、島民の早期復興にかける

熱い想いが玄界島復興担当部をはじめ、我々復

興事業に携わる全ての関係者に伝わり、目標達

成のためにー丸となって取り組み、他の工事にお

いても厳しい工程の中、助け合い譲り合って工事

を施工できたこと、これが個々の持つ能力以上の

力を発揮する原動力になったもので、あり、次世代

までイ云えなければならない大切な精神だと痛感し

た。

今後は、今回の地震の経験や被害状況を分

析したデーターを活かし、耐震化計画や災害応急

復旧対策計画の見直しに反映させていくととも

に、危機管理に対する意識改革や日頃の実施訓

練にも積極的に取り組み、非常事態に備えていき

たい。
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ポリエチレンスリーブの
実管路における長期防食性能

1.はじめに

近年，ダクタイル鉄管の多くは，外

面防食のためにポリエチレンスリーブ

を装着して埋設している。このポリエ

チレンスリーブ法は，写真1に示すよう

に管の布設現場で、厚さO.2mmの軟

質ポリエチレン製チューブpを夕、、クタイ

ル鉄管の全長にわたって装着する

方法である。圏内では，1968年に実

管路で採用され，その後広く普及し，

防食効果を発揮している。

、u協会では，布設されてから数十

年が経過したポリエチレンスリーブ装

着の実管路において，腐食性が強

pと判断される埋設環境中で，その

防食性能が確認できた5つの事例

を，今回，水道事業体様のご協力を

千辱てまとめることができたので幸R

する。

日本夕、クタイル鉄管協会技術委員

清水宏明

宮田健司

船橋五郎

写真1 ポリエチレンスリーブ装着状況
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2.ポリエチレンスリーブ法について

(1)海外での歴史

ポリエチレンスリーブ法は1950年代はじめに米

到で研究が開始され，防食効果を確認後，1954

年に鋳鉄管の実管路に採用されて，その後急速

に普及した。1972年には米国国家規格として

ANS1/A羽川町AC105/ A21.5iPolyethylene 

Encasement for Gray and Ductile Cast-1ron 

Piping for Water and Other LiquidsJが制定さ

れ，数回の規格改正を経て，現在のANS1/

AWWA C105/A21.5・1999iPolyethyleneEn-

casement for Ductile-1ron Pipe SystemsJに

至っている。同規格の付録の項には，土壌の腐

食性の強さを評価して，ポリエチレンスリーブ法を

ダクタイル鉄管に装着するべきか否かを判定する

基準が示されている。その評価基準を表1に示

す。この土壌の腐食性評価法で、は，比抵抗，pH，

Redox電位，水分及び硫化物の5項目の分析結

果を用い，評価点数の合計が10点以上であれば

腐食性の強い土壌であると判断してポリエチレン

スリーブを装着することが必要と記されている。

参考までに，砂，海成粘土とpった腐食性の異

なる数種類の土壌について，ANS1/AWWA

C105/ A21.5-1999に示される基準で評価した

壌の腐食性評価点数(以下，ANS1評価点とpう)

を図1に示す。海成粘土やコークスがらなどの

ANS1評価点は20点以上のものも存在して腐食

性が極めて強いのに対しロームや砂のANS1評

価点は5点未満で腐食性は弱くなっている。

また，ポリエチレンスリーブ法は海外でも広く採

用されており，1981年には英国国家規格(BS

6076)，1985年には1SO規格(1SO8180)，ドイツ

業規格(D1N30674)などが制定されている。

表， ANSI/AWWA C1 05/A21.5-99の土壌の腐食性評価基準

調査項目 測定値 評価点数

< 1500 10 

1500-1800 8 

比抵抗 1800-2100 5 
(n'cm) 2100-2500 2 

2500-3000 1 

>3000 。

0-2 5 

2-4 3 

pH'l 4-6.5 。

6.5-7.5 。*

7.5-8.5 。

>8.5 3 

> 100 。

Redox電位 50-100 3.5 

(mV) 0- 50 4 

< 0 5 

水はけが悪く，常に濡れている 2 

水分 水はけは悪くないが，一般に湿っている 1 

水はけが良く，一般に'吃燥している 。

検出 3.5 

硫化物 痕跡 2 

なし 。

注1)pHが6.5-7.5の巾性域の場合(表中の*印)の評価点数はO点であるが，硫化物が存在(検出文は痕跡)して，Redox電位が

100mV以下である場合は，3点を加算する。
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②管全周にポリエチレンスリーブを装着すること

により、管周囲の環境を均一に保ち、酸素濃

淡電池によるマクロセル腐食を防ぐ。

ダクタイル鉄管

③ポリエチレンスリーブと管の隙間に地下水が浸

入しでも、その浸入水が自由に移動しないた

め、腐食反応に必要な溶存酸素が消費され、

腐食が進行しない。

④迷走電流に対して遮蔽物として働き、局所的

な電食を防ぐ。

(なお、ダクタイル鉄管の継手は管1本ごとにゴ

ム輪を介して接合しており、管路は1本ごとに

電気的に不連続となっているため、夕、、クタイル

鉄管は電食を受けにくくなっている。これまで

評 25
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点
数

京20

68 
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に電鉄の迷走電流による影響は確認されて

いない)

⑤土壌中で起こる微生物腐食を防ぐ2)。
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3.実管路での調査結果

ポリエチレンスリーブが装着された実管路にお

いて、今回、水道事業体様のご協力が得られた

5つの事例を以下に報告する。これらの事例は、

pずれも腐食性が強いと判断される地盤に長期

間使用されたポリエチレンスリーブについて、その

防食性能を確認させていただいた結果である。

また参考までに、各事例において、水道事業体

様が採取された土壌や地下水の分析結果を付

表 1に示す。

3.1 埋立地

埋立地に埋設された事例の中で、その環境の

腐食性が強かったものを以下に示す。

①事例 1(大阪市水道局)3) 

大阪市水道局では、図2に示す市内の埋立

地において、実管路にポリエチレンスリーブを装

着した埋設実験を昭和55年に開始されている。

この埋設実験は当協会との共同研究となってい

る。本実験では、ポリエチレンスリーブを装着して

いない管も同時に埋設されており、これらの管を

2年後、6年後、 10年後、20年後に一部ずつ掘り

上げて腐食状況を調査されている。

埋設20年後の調査結果を表2、写真2及び

(2)日本での歴史

日本では、1960年代に埋設実験等を行い、防

食効果が確認できた後1)、1968年に実管路に初

めて採用された。1975年には、日本鋳鉄管協会

(現日本ダクタイル鉄管協会)規格としてJCPAZ

2005 iダクタイル鋳鉄管防食用ポリエチレンスリ

ーブ」が制定され、現在は日本ダクタイル鉄管協

会規格JDPAZ 2005・2001に至っている。この

2001年の改正では、寒冷地におけるポリエチレ

ンスリーブの施工性向上と、より大きい引張強さ、

伸びを有する材料への変更を行い、更なる性能

の向上を図った。その結果、現在のポリエチレン

スリーブは、寒冷地においても柔軟性がある、す

なわち硬くならない材料を用いており、耐衝撃性

にも優れているとpう特長を持っている。また、

2005年 1月には日本水道協会規格として

JWWAK158i水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエ

チレンスリーブJが制定された。

(3)防食原理

ポリエチレンスリーブ法の防食原理は次のとお

りで、ある。

①管と埋設土壌が直接接触することを防ぐ。
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写真3に示す。この埋立地の土壌の多くは粘上

系のものであり、比抵抗が低く、塩素イオンを多く

合み、ANSI評価点が最大15.5点の強腐食性

で、あった。また、同様に地下水も塩素イオンを多く

含んでおり、海水の影響を受けて強腐食性であ

った。一方、管外面の状況は、ポリエチレンスリー

ブを装着していない管で最大深さ2.5mmの腐

食が認められたが、ポリエチレンスリーブを装着し

た管では、このような腐食性環境で、あっても、表

面の一部に赤錆が発生している程度で腐ー食は

認められなかった。

図2 大阪市内の埋立地における調査地点の位置

表2

11乎びf歪(mm)

埋設期間(年)

埋設環境
埋設土壌

地 F本

腐管外食面状況の
スリーブ装着あり

スリーブ装着なし

大阪市内埋立地での調査結果

400 

20 

粘土質シルト (b-;i大ANSI評価点:15.5点)

あり(海水の影響あり)

腐食認められず

最大腐食深さ2.5mm

写真2 ポリエチレンスリーブ装着なし 写真3 ポリエチレンスリーブ装着あり

(腐食認められず)(最大腐食深さ:2.5mm)
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②事例 n(大阪府水道部)4) 

大阪府水道部では図3に示す府内の埋立地

において，19年間埋設されたポリエチレンスリーブ

装着管の腐食状況を3地点、で調査されている。

調査結果を表3，写真4及び写真5に示す。こ

の地区の埋立地は砂系の土壌が多く，地下水位

が高い環境で、あった。採取されたいくつかの地下

水を分析されたところ海水の成分と類似してい

るものがあり，管周囲の砂も，この海水の影響を受

けたと考えられるために比抵抗が低く，ANSI評

価点の最大値も12.0点と高かった。これらの地

下水や砂は，ポリエチレンスリーブ内に混入してい

たようであるが，写真5に示すように管外面に腐

食は認められなかった。

図3 大阪府内の埋立地における調査地点、の位置

表3 大阪府内埋立地での調査結果
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19 

砂(必~SI評価点 : 12.0 点)

あり(海水に近P)

腐食認められず

写真4 ポリエチレンスリーブ取り外し前 写真5 ポリエチレンスリーブ取り外し後

(腐食認められず)
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③事例皿(福岡市水道局)5) 

福岡市水道局では、図4に示す市内の埋立

地において、29年間埋設されたポリエチレンスリ

ーブ装着管の腐食状況を調査されている。

調査結果を表4及び写真7に示す。調査地点

は地下水位が高く、ANSI評価点、が15.5点であ

る腐食性の強い粘土も存在していたが、写真6

に示すように管外面に腐食は認められなかった。

また、福岡市水道局では、この調査地点以外

でも、ポリエチレンスリーブ装着管の腐食状況をこ

れまでに30地点以上(埋立地以外のものを含

む)で実施されており、ポリエチレンスリーブの良好

な防食効果を確認されている6)。

図4 福岡市内の埋立地における調査地点、の位置

表4 福岡市内埋立地での調査結果

H乎ひ1歪:(mm) 500 

埋設期間(年) 29 

埋設環境
| 埋設土壌 粘上(必~SI評価点 :1 5.5 点)

| 地下水 あり(海水の影響あり)

管外面の腐食状況 腐食認められず

写真6 ポリエチレンスリーブ取り外し後

(腐食認められず)
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3.2 泥炭地帯

①事例N(札幌市水道局)7) 

札幌市水道局では、図5に示す市内の泥炭

地帯において、16年間埋設されたポリエチレンス

リーブ装着管の腐食状況を調査されている。泥

炭は、低湿地に育成した植物が低温で嫌気性

の環境下に堆積してできた高有機質土であり、

比抵抗が低く、硫酸イオンを多く含有する酸性

壌でもある。図6に示すように札幌市内の北部に

はこの腐食性の強p泥炭が広く分布している。

調査結果を表5及び写真7に示す。調査地

点にはANSI評価点が15.5点である腐食性の

強い泥炭が存在していたが、写真7に示すよう

に管外面には一部で赤錆が発生している程度

で腐食は認められなかった。

また、札幌市水道局では、この調査地点以外

でも、埋設後 19-25年が経過したポリエチレン

スリーブ装着管の腐食状況をこれまでに40地点

以上(泥炭地帯以外のものを含む)で実施され

ており、ポリエチレンスリーブの良好な防食効果を

確認されている8)。

図5 調査地点、の位置

図6 札幌市内の泥炭地帯における調査地点の位置

(国土交通省土地・水資源局国土調査課監修「北海道表層地質図J) 
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表5 札幌市内泥炭地帯での調査結果

Il乎ひ1壬(mm)

埋設期間(年)

埋設環境 問性撰
| 也下水

管外商の腐食状況

100 

16 

泥炭(必~SI評価点 :15.5 点)

あり

腐食認められず

写真7 ポリエチレンスリーブ取り外し後

(腐食認められず)
3.3 海成粘土地帯

①事例 V(横浜市水道局)9) 

横浜市水道局では、図7に示す市内の土丹

分布地帯で、14年間埋設されたポリエチレンスリ

ーブ装着管の腐食状況を調査されている。市内

に分布している土丹は、砂質粘土が堆積しー長年

にわたって堅く凝固した土壌で、あり、比抵抗が低

く、硫酸イオンを多く含有する海成粘土の一種で

ある。

調査結果を表6に示す。調査地点にもANSI

評価点が14.5点である腐食性の強い土丹が存

在していたが、管外面に腐食は認められなかっ

た。

図7 横浜市内の土丹分布地帯における調査地点、の位置
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横浜市内海成粘土地帯での調査結果表6

100 

14 

土丹(ANSI評価点:14.5点)

なし

腐食認められず

埋設環境

の規定値を満足していたとpう結果が得られて

いる。

試験結果を図8及び図9に示す。ポリエチレン

スリーブの引張強さや伸びは，経年的な物性変

化が認められず，優れた長期耐久性を有してい

ることが確認されている。

4.材質調査

事例 Iの大阪市水道局では，埋設20年後の

管の腐食状況を調査するとともに，ポリエチレンス

リーブの材質についても調査を実施されている。

調査内容は，引張強さや伸びの物性試験であり，

pずれのポリエチレンスリーブも，その当時の規格
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(参考)海外でで、の実絹10ω)1川

防食効果を確認している。1958年にポリエチレンスリーブを装着した管を腐食性の強い土壌に埋設し，45年後の2003

年に掘り起こしたところ，管に腐食は認められなかった。土壌は比抵抗が460n'cmであり微生物が活発に活動でき

る環境であることから，埋設環境は極めて腐食性が強いと~ ~える。 同時に45年間使用したポリエチレンスリーブの材質，

強度を調査したところ，現在の規格の規定値を超えており長期耐久性を有していることが確認された。これら以外，=， 

も，ポリエチレンスリーブ法は埋設実験や実管路において優れた防食効果を発揮していることが確認されている。 I

5.おわりに

75 

腐食性地盤と言われる埋立地、泥炭地帯、海

成粘土地帯に埋設された実管路において、ポリ

エチレンスリーブ法は良好な防食効果を発揮して

pることが確認された。

タイル鉄管の防食対策として機能しており、長期

にわたりその役割を果たすものと考えている。

この手法は、日本国内に限らず、海外でもダク
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土壌ー土壌抽出水及び地下水の分析結果並びに土壌の腐食性評価結果

項目 土壌 土段抽出水2)及び地下*-

ANSI 
試料の 比抵抗1) Redox 合本比 l硫化物 強制椴 1硫黄 比抵抗 pH 硫椴 j包素 蒸発 椴度 アjレカリ 評価
採取 上質 上色 (o'.cm) 電位 (水分) の有無 化後の 含有率 イオン イオン 残留物 度 点数
位置 pH 合有11 合有iE

事例No 名称 ① ② 
(mV) (%) (%) (0，・cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (点)

管上 粘上質シルト tリイ黒 1200 850 260 14 検出 0.258 580 6.9 720 147 1310 6 34 12.5 

事例 I 管下 相il民シルト tリイ黒 480 500 250 33 検出 0.086 1000 7.5 63 195 576 5 66 15.5 

地下水 480 7.2 115 448 1134 6 214 

管上 4殻iltじり似 JI音オリー7- 235 200 297 24 なし 6 0.090 150 7.3 387 2200 4384 4 12 12.0 

事例 H 管下 H殻混じり砂 時灰黄 185 160 323 20 なし 6 0.080 210 7.4 216 2000 2762 4 12 12.0 

地下*- 42 7.9 2340 15900 32000 5 118 

管上 民殻iHじり砂 I~I黄褐 16410 10310 536 11 なし 7 0.036 8550 8.2 15 11 114 。 47 1.0 

司王仔1]皿 J也IU 粘土 黒 930 860 128 68 検n'l 7 0.635 830 8.4 244 74 1023 。 44 15.5 

地下水 1120 7.8 133 90 556 1 75 

管横 砂 灰黄褐 17900 17900 346 30 なし 6 0.060 10110 5.3 20 2 94 3 6 2.0 

事111]N 地山 泥炭 黒褐 450 1450 315 240 検出 1 1.490 570 4.1 1377 13 2496 176 。 15.5 

地下*- 3360 6.7 63 10 176 5 10 

シjレト 2610 1930 241 29 検出 7 0.073 2600 7.5 89 8 444 6 74 10.5 

事仔I]V

上丹 1830 1020 325 14 検出 7 0.080 450 6.9 679 22 1892 4 30 14.5 

付表1

注 1)比抵抗①は保取したままの状態，比抵抗②は純水による飽和"-:lJ~の状態で、祖11定した値で、ある。

2)土壌をJ;i{;燥させた後，質量比2.5の純水を111]えて24時間以り討立させた11寺の上澄み液を，遠心分離で不純物を除去した後の溶液である。

備考)各事仔1]で、は，採取後に分析された抱数11司の t壊から代表的な2検体を選定し，表に記載した。
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今号の概要

横浜市における技術の継承･人材育成

横浜市水道局技術管理者兼給水部長久保田照文

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

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

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

や人材の育成に向けた横浜市水道局の取り組みを報告している。

豊川市の水道事業と水道管路施設の耐震化について

豊川市上下水道部上水整備課長白井忠好

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

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

の耐震化への取り組みと､実際に採用した現場の施工事例を報告している。

大阪市水道局における技術の伝承と人材育成について

大阪市水道局工務部長速水義一

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

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

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

環としての職員研修の取り組み状況について報告している。

阪神水道企業団の管路整備

阪神水道企業団建設部長三島和男

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

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

クタイル鉄管協会に対する要望を報告している。

平成19年能登半島地震における水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会技術委員西槙伸充ほか

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

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

た事業体の管路被害状況､また石川県企業局の被害状況を報告している。

平成19年新潟県中越沖地震における水道管路の被害について

日本ダクタイル鉄管協会技術委員打越聡ほか

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

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

たものである。
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横浜市における技術の
継承・人材育成

・聞副

1 .はじめに

横浜水道は、わが国最初の近代水道発祥の

地として1887年(明治20年)に給水を開始して

以来、今年で120年を迎える。この間、市勢の発

展に合わせ職員を大量に採用し、水源の開発や

給水区域の拡大など、水道事業を拡張して、お

客様に安全な水を安定して供給してきた。特に、

1970年代の高度成長が大きな要因となって人

口急増や、生活水準の向上に伴うライフスタイル

の変化等により水道の普及が強く求められ、今で

は水道普及率が100%となり、全市民が安全で

良質の水道水を得ることがで、きる状、況となってい

る。

このように、高度成長期に入局した職員は、近

く退職を迎えるが、この職員たちは拡張事業時代

から維持管理、さらには経営の時代を経験したこ

とから幅広い知識を有している。一方、維持管理

時代に入局した若い職員は、水源開発や給水区

域拡大のための基本計画策定、大規模工事の

設計・監督の経験がないため、ベテラン職員が退

横浜市水道局

技術管理者兼給水部長久保田 照文

職した後には技術の継承が危↑具されている。そこ

で本市では、若い職員など次第を担う人材の育

成に向けた基本方針として「水道局人材育成ビ

ジョン」ゃ「技術研修計画」を策定し、人材は組織

の財産とpう立場に立ち、技術の継承、技術力の

向上を図ることを目指している。

2.本市の経営環境

わが国の経済環境は、経済成長が低迷を続け

るほか人口動向が増加から減少に転ずるなどを

理由に非成長・非拡大の時代に入ったと厳しい

見方をされている。

本市の水道を取り巻く環境も、以前に増して、

少子高齢化や節水機器の普及など、一人当たり

の使用量が減少傾向にあり業務環境が大きく変

わってきているとともに、そのスピードも速くなって

pる。このほか水道水を安心して使用してもらう

ためには、多様化・複雑化している様々な課題に

取り組むことが求められている。
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本市が置かれている課題

r 
『維持管理Jr経営』の時代 11

収入の伸び悩み 水需要の低迷

施設の更新改良 災害対策の強化

少数精鋭の組織 効率的事業運営

|お客様ニーズの多様化・高度化|

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

市民協働

3.事業の将来像

本市では、2006年7月に策定した「水道事業

長期ビジョン・ 10ヵ年プρラン」の中で、様々な環境

の変化などに伴う課題を解決しながら、将来的に

もトップレベルの水準を維持し、快適な市民生活

川横浜水道事業長期ビジ‘ヨン|卜、

f快適な市民生活を支える安心の水道J

-トップレベルの安全でおいしい水

.蛇口にいつでも届く新鮮な水

-災害に強い信頼のライフライン

.きめ細やかなお客様サービス

-創造と挑戦の活力ある企業風土

.環境にやさしい水道

、ーーーーーーー---園田J

f 
、

運営形態の多様化

民間的手法の導入 民間委託推進

業務指標(pI)による事業の指標化

経営の比較・評価

、
職員構成と技術継承

年代構成・職種構成の歪み

熟練者の退職技術継承危機管理

職種転換推進 意欲と能力向上

ノ

を支える安心の水道としてし瓦く道程を示してい

る。また、長期構想の中に掲げた項目立、2004年

に厚生労働省が策定した「水道ビジョン」にも同

様な考え方が示されている。

水道ビ‘ジ‘ョン

『世界のトップランナーを目指して

チャレンジしつづける水道』

安心:すべての国民が安心しておいしく飲め

る水道水の供給

安定:いつでもどこでも安定的に生活用水を

確保

持続:・地域特性に合った運営基盤の強化

-水道文化・技術の継承と発展

-需要者ニーズを踏まえた給水サービ

スの充実

環境:環境保全への貢献

国際:わが国の経験の海外移転による国際

貢献

※「水道ビ‘ジ‘ョン」は、水道のあるべき将来

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

(a)職員の年齢構成の歪みと技術継承・職種転

換の促進

本市の職員全体の年齢構成は、50歳代が約

半数を占めており、次のピークが30歳代とpう歪

んだ組織形成をしている。今後10年間で高度成

長期に採用された職員の大量退職を迎えるにあ

たり、拡張時期等に取得した知識や技術の継承

が重要な課題となっている。

特に、技術職は、50歳台が57%を占めている

一方、40歳未満が23%に満たない状況にあり、

技術分野における技術継承や次世代を担う核と

なる人材育成が大きな課題となっている。

(下図参照)

職員構成
|平成17年度資料|

聡員数
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(b)意識改革と能力開発の充実

本市は、お客様満足度の向上や効率的な事

業経営の推進を目的とした研修の実施により、

職員の意識改革と能力開発を積極的に取組む

ことにしている。また、課題としては、今後も引き

続き経営改革の推進を図っていくことが求めら

れている。

(c)人材育成サイクルの活性化

人材育成を行うためのシステムは、①能力開

発計画一②事業での実践-③実績評価-④評

価を反映した能力開発とpう継続的な取組みを

必要としている。

このほか、2004年から人事考課制度のーっと

して、管理職と職員との面談による能力開発の

アドノくイス評価を行い、職員の状況に合わせた

人材育成を行っている。また、課題として、組織

全体の能力向上が求められており、能力開発の

情報共有や研修と業務を連動させた効果測定

の活用など一層の活性化が求められている。

5.人材育成の基本的考え方

(a)職員一人ひとりの意欲と能力の発揮

本市では、将来にわたって快適な市民生活を支

える水道サービスを提供できる組織であることが

求められている。そうした組織であるためには、組

織を支える職員一人ひとりが自己の能力向上に

努め、意欲と能力を発揮していくことが重要と考

えている。そして、人を育てる職場風土を持った

組織であることも必要と考えている。そこで意欲と

能力を発揮するには、職員がそれぞれの能力を

生かし、互いに能力を高めあう関係であるととも

に、経営責任者(局長・部長職)・運営責任者(課

長職)が日々の業務を通じて職員の成長への取

組みを促していくことを重要なポイントとして挙げ

ている。

(b)次世代につなぐ人材育成

安全でおいしい水を安定してお客様に使ってもら

うことは、将来の水道事業にとっても、常に変わらぬ

使命であるが、現在、本市では業務の効率化を目指

し、少数精鋭の組織機構へと変わろうとしていると

ころである。少数精鋭の組織で使命を果たしていく

には、次世代にも通用する技術の継承や技術力の

向上を図ることが必要となっている。また、職員の年

齢構成、職種別構成を踏まえ、高度な専門知識・技

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

6.人材を育成する具体的な取組み

の能力開発」、「職員が生き生きと働ける風土の

情勢と環境の整備J、「人を育てる制度の充実」

の視点で、総合的に施策を進めていくことにして

本市は、人材育成の具体的な取組みを「職員

(a)職員の能力開発

安心して水をお使いいただ

ける、お客様に信頼される

確かな技術の維持・向上

pる。

創造と挑戦

事業環境の変化に対応

し、創造と挑戦への意識・

意欲の酸成とスキルの習

得・活用

~ 
技術の継承 市民等との協働

業務を通して培われ蓄

積された知識と経験に基

づく技術の次世代への

継承の推進

環境負荷低減など社

会的課題の取組や人

権尊重など社会との協

働の意識の醸成

(b)職員が生き生きと働ける風土の情勢と環境の整備

職員が生き生きと働ける

ための支援

・仕事と生活の両立支援

(c)人を育てる制度の充実

人を育てる風土の醸成

'OJTの活性化と推進

.内部講師の養成

・国際協力事業を通した

人材育成

職員のキャリア選択の多 Y 職員の意欲向上

様化 ¥・職員提案制度

-企業内転職制度の充実 J • グループミーティング

・転職者育成プログラム / ・水道局職員表彰制度

人材育成を効果的に行う

ための環境整備

・研修施設環境の整備

-情報収集と活用の仕組み

きめこまやかな

人材育成

-人事考課制度

・考課者研修の実施

.リーダー人材の育成
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7.技術研修計画の策定について

(1)求められる職員像として

「自らを考え行動する水道のフ。ロフエツ、ンョナ

ノレ」を目指す職員像を以下に掲げた。

施する。また、急速なIT化、環境保全に対する

社会的な認識の高まりなどを始めとした変化に

対応できるよう、職員に新たな業務知識やスキ

ルを身につけさせるとともに、職場組織における

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

感、誇りを持った職員 (b)局内講師の育成

・お客様ニーズを捉える完成とそれに応じる知識

と技術を持った職員

講師講習会等の実施により、局内講師を務

めることができる人材を計画的に育成し、職員

育成の環境づくりを行うとともに、各職場に高

p指導教育を持つ職員が増えることにより、人

を育てる組織風土を醸成するほか、近く退職す

る職員の中で経験が豊富、講師としての人格

を有する職員を再任用職員として確保する。

-目標の達成のため、自ら考え常にチャレンジす

る職員

(2)重点施策

(a)職員のレベルアップ(技術継承)

全体のレベルアッフ。を目指して、基礎知識を

備えた職員の育成や応用が利く職員を育成す

るための講義、実習及び実技による研修を実

また、技術研修を実施するに当たり、研修テ

キスト、フ。レゼ、ンテーション内容及び指導要領等

を整備することにより、研修水準の確保を図る。

(3)職員のレベル別修得知識

分 類 年 数

新任職員 入局2年以内

経験の浅い職員 3-5年目

中堅職員 6-10年目

ベテラン職員 11年目以降

(4)技術継承が必要な項目

職員がこれまでの経験の蓄積により得た技術

のうち、マニュアルなどに従えば行えるもので、はな

有すべき技術・知識

水道事業の基本的技術・知識を持っている。

水道事業の基礎知識を持ち、業務に必要な技術・知識

と関連する技術を取得している。

水道事業の基礎地知識を幅広く知り、業務に関し高度

な実務技術・知識と関連する技術を取得しており、実

務に関した指導ができる。

水道事業に関し、幅広い知識を持ち、業務に関し高度

で専門的な技術・知識を取得しており、それらを活用し

て経験の浅い職員に対して指導ができる。

く、ノウハウが必要となる専門的技術や、現在は

採用されていない旧型材料の修理方法など50

才代後半の職員が退職により失う可能性がある
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技術継承が必要な技術

区分 項 目 継承対象職場等

給水装置修繕材料(旧型材料)・工法 給水維持課管理係、給水維持係

給水装置旧型材料の構造と止水方法 給水維持課管理係、給水維持係

断・通水計画立案及び実務
工事課管理係

(大口径管路を含む)

給配水 水道管修理技術 管理所維持係、給水維持課管理係、
給水維持係

漏水管理技術 給水課漏水管理係
地域サービスセンターお客様係

使用配管材料の変遷及び取扱方法 給水部の技術職員

水処理 水処理実務 浄水場浄水係

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

浄水場管理室業務の実務

設備 電気・機械設備の維持管理

共通 事故・故障時の対応(危機管理)

技術、また災害時や事故時などの緊急時にも迅

速・的確な対応を行うための技術を、継承が必要

な技術として職場外研修及びOJTにより継承し

ていく。

また、業務の効率化や委託化を進めていくな

かで、受託事業者の監督指導や新技術の対応

など将来にわたり事業を担っていく上で必要とな

ることからも、これらの技術の継承を行ってpく。

(5)職場内研修 (QJT)の充実

ア)QJTの目的

OJT (On the Job Training)は、仕事中、

仕事遂行を通して訓練をすることであり、管

理職や先輩が、職務遂行を通して、

①組織メンバーとして成長するための布石

②仕事に必要な知識や技能、取り組み姿勢

③仕事をすることの価値や達成感等

浄水場管理室職員

浄水場電機係、浄水場浄水係

技術職員

を、部下や後輩に、どう効果的にかつ有効

に身につけさせるか、意識的に取り組み育

成・指導の活動である。実施にあたっては、

職員のもつ知識・能力が効率よく統合・活用

することによって、組織としての力と能力を高

めることができ、人材こそが最も重要な経営

資源で、あるとの立場にたって、管理監督者が

自分の重要な役割であることを強く認識する

必要がある。

イ)QJT指導の進め方

指導を進めるにあたっては、部下の育成につ

いて自己診断を行うとともに、PDCAサイクルの

流れに沿って進めてpく。特にOJTの成否は計

画による部分が多くを占めるため、目標達成に向

けての手段、手順の明確化、進捗管理及ひ、チェ

ックポイント・チェック時期等をあらかじめ定めてお

くことにしている。

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

能力把握、達成田 1..'¥ 
標を設定し、指導育 1 1/

成方法を決定

指示、指導の実施 1"'''1到達レベルの把 1"'''1未達成の場合、原

百/1握、指示-指導・フォ |可/1因を究明し修正。褒

ローの振返り めて激励等



32 ダクタイル鉄管

ウ)具体的な指導内容

各職場においては、業務遂行にあたってのマ

ニュアル類が整備されていることから、基本的な

業務処理内容についてはこれらを活用しながら

指導を行ってpく。

また、それ以外にも報告、相談、グループミーテ

インク、、、会合への出席同行時などの機会を捉え

て、指導を行ってpく。

8. おわりに

数年前から、本市では工事検査部門や研究

部門などに経験豊富な職員を退職後の再任用

職員として配置し、間接的な職員指導をしてきで

pるが、2007年度からは人材育成部門にも事

務、土木、電気各1名を配置した。この再任用職

員は、人材育成部門で研修講師として、また職

員の相談役(メンター)としての役割を担うことも

期待して、さらに充実していくことを考えている。

一方、技術の継承方法であるが、いわゆる暗

黙知の部分を的確に継承するには、映像や音を

駆使するとともにベテランの解説が加わることに

より伝承できると考え、「水道技術を映像で残す

専門委員会」を30名程度の職員で立ち上げ、研

修教材等のビデオ製作を行うほか、一部の民間

企業で取り入れている「感性向上研修(痛さ、熱

さ、怖さを疑似体験する研修)Jを現場実習等で

取り入れ、若手職員の経験不足を少しでもカバ

ーしていくことにしている。

そして、研修等の実施は、職員一人ひとりが自

己の能力向上に努め、意欲と能力を発揮できる

職場作り、制度の整備や職場風土を醸成して人

が育つ組織作りを推進することが可能となり、快

適な市民生活を支える安J心の水道としてお客様

満足度を高めることが出来ると考えている。

平成19.11第81号
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.技術の継承・人材育成

盟国・・・・1冨《祖国・・・・田富揖

豊川市の水道事業と
水道管路施設の
耐震化について

豊川市上下水道部

上水整備課長 白井忠好

1 Il 
1 .豊川市水道事業の沿革

豊川市の水道事業は、昭和23年10月30日に

事業認可を受けて以来、来年で60周年を迎えよ

うとしている。

昭和14年豊川海軍工廠の建設に先立って軍

関係施設に給水するための水道施設が旧海軍

によって建設された。昭和20年8月7日の戦禍に

より工廠が壊滅状態となり、同月15日の終戦と同

時に軍は解散し水道施設は閉鎖され、その経営

母体を失うことになった。しかし、旧軍関係の残

余施設に給水をする必要があり、また、市民の保

健衛生と文化生活の向上のため、昭和21年に

国に対して水道施設の無償貸与を申請し、その

水道施設を維持管理することになり、本市が直

接経営する水道となった。

これ以後、旧工廠内外に埋設されている余剰

水道管の掘起整備工事に着手し、市街地区に

布設替えして配水管の拡張を行い、昭和23年1

0月30日に創設事業認可を得て、旧軍関係施設

のみならず一般家庭にまで給水を始めたもので

ある。

さらに市勢の進展に伴い給水区域の拡大と人

口の増加による水需要の増大に対応するため、

昭和34年に第1期拡張事業を開始して以来、積

極的に事業を推進し、第6期拡張事業まで進ん

だ。そして平成18年2月1日、旧一宮町との合併

に伴い、旧一宮町水道事業との統合を実施し、

平成18年末現在、給水人口 140，259人、給水

普及率は99.7%にまで着実に発展している。

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

図1 豊川市の位置
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系統 取水・浄地鳴設 送水・配オ錨設 給オd世茎

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

取水量1，300mlf日

図2 給水フ口一

2.豊川市水道事業の現状と課題

(1)現状

近年、恒常化している渇水や阪神・淡路大地

震を教訓|に、水道のライアラインとしての役割が再

認識され、渇水や災害に強い施設整備の必要

性が高まっている。

本市においては、旧海軍工廠時代に布設(昭

和45年3月31日まで)された管路は更新された

が、その後の第3期拡張時代の老朽管が現在も

多く残存し、また、配水場などの主要施設におい

ても経年変化しており、こうした老朽化施設の更

新事業も重要な課題となっている。図3に本市の

水道の重要幹線管路(呼び径350以上)の管種

構成比を示す。

白 ダクタイル鋳鉄管(一般継手) 49.6%  

ロ 夕、クタイル鋳鉄管(耐震継手) 37.2% 

白 鋳鉄管 10.2%  

口 鋼管 2.0% 

置 ステンレス管 0.45%  

ロコンクリート管 0.47%  

図3 重要幹線管路(呼び径350以上)の管種構成



豊川市の水道事業と水道管路施設の耐震化について 35 

(2)課題

こうした状況を踏まえ、安定性の高い水道を推

進するためには、恒常的な渇水対策として自己

水源の確保と既設水源の有効活用を図るととも

に、地震等の災害に強い水道システムの確立に

努めている。また、市民が安心して水道を利用で

きるよう水道の水質確保、適切な浄水処理を目

指している。

一方で、水道事業は、地方公営企業法の定め

に基づいて、独立採算制をとっている。こうした

水道施設の改良や水源確保などには、莫大な費

用が必要になるが、効率的な経営を行うとともに

経営基盤の強化を図り水道経営の健全化を進

めていく。

表1に将来目標及び実現する手段を示す。

表 1 将来目標及び実現する手段

目標

①取水浄水施設の整備

水の安定供給 ②配水施設の整備

③緊急時の配水対策

①有収率の向上
水の適正な料金

②水道業務委託化の推進

一一
3.管路の耐震化への取り組み

(1) NS形ダクタイル鉄管の採用の経緯

阪神・淡路大震災では、水道施設に大きな被

害をもたらした。被災直後の断水は、約130万戸

に及び、特に神戸市、西宮市、芦屋市において

は、ほぼ全域にわたり断水した。

本市では、平成7年1月29日から3月1日の問、

神戸市へ応急復旧のため水道職員及び豊川市

上下水道工事協同組合員を合わせ、延べ481

名を派遣した。被災者の困惑状況や水道施設

ゴム給 ロッヲリング心出し周ゴム

図4 NS形夕、クタイル鉄管の継手構造

手段

経年施設の更新

計画的な配水管の新設、布設替

経年施設の更新

配水ブロック化の推進

連絡管の新設

中央監視施設の改修

経年管の布設替

の被害状況を目のあたりにすることにより、被害を

最小限に抑えるための水道施設づくりが重要で

あることを痛感させられた。

こうした経験もあり、これまで呼び径350以上

の大口径管については、S形、SII形、NS形ダク

タイル鉄管を採用してきたが、本年度から呼び径

100以上の管についてもNS形ダクタイル鉄管を

採用し、管路の耐震化率の向上を図っていくも

のである。

(2)老朽管カ、ら耐震形夕、クタイル鉄管へ

平成 18年度末の本市の総管路延長は約

833kmで、あり、この内建設後40年以上経過した

老朽管総延長は33km(全体の4.0%)となって

pる。

これら40年以上経過した老朽管の中で基幹

管路及び、管網整備事業で新たに新設する管

路の内、重要幹線を優先にNS形管を布設して

pる状況である。年々、管路の耐震化率は向上

しているが、その値は低く、管路の耐震化への取

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

以下に、採用しているNS形ダクタイル鉄管の施工事例を示す。

(1)工事の概要

①工事名:正岡町配水管布設替工事

(下水管の布設に伴う移転工事)

写真1 施工現場の状況

写真2 呼び径100NS形管の接合状況

(2) NS形ダクタイル鉄管の施工性

NS形ダクタイル鉄管の施工性については、受

口に挿し口を挿し込むだけのスリップ。オンタイプ。の

継手であるため、施工性に優れている。以下に、

部内での主な意見を示す。

①継手の接合は、数回程度行えば要領が分かる

ようになるので、施工業者が接合要領を短期

間で習得できる。

②接合時間は短く、簡単である。

③受口に挿し口を挿し込むだけのスリッフ。オンタイ

プの継手であるため、ボルトの締め忘れの心

配がなく、安心感がある。

④多少の地下水がある水場での接合も可能であ

る(写真2参照)。

②管種:呼び径100NS形ダクタイル鉄管(3

種管)

③布設延長:80m

写真3 呼び径100NS形管のゴ.ム輪チェック状況

5. おわりに

豊川市は「文化の薫る健康福祉都市」づくりを

目指している。刻々と変化する時代の潮流を的

確に捕らえ、個性的で魅力あるまちづくりを進めて

pくためにも、水道はその基盤をなすものであり、

整備拡充は欠くことの出来ない重要な事業であ

る。水道の三原則である清浄、豊富、低廉のテー

マを追い求めつつ、より災害に強い水道システム

の構築と効率的で、健全な経営を図っていかなけ

ればならない。

こうした中、近年、全国各地で地震が多発して

pるが、NS形ダクタイル鉄管などの耐震形ダクタ

イル鉄管は被害が皆無であり、その耐震性能が

証明されている。

こうしたことから、今後も引き続き水の安定供給

のため、NS形ダクタイル鉄管を積極的に採用し、

①計画的な配水管の新設、布設替、②老朽管の

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

大阪市水道局における
技術の伝承と人材育成

について

工務部長速水義一

盟国国盟国・・・・・・園田..由
1. はじめに

わが国の技術の発展・維持を支えてきた団塊

の世代のベテラン職員が大量に退職する時期を

迎える、いわゆる 12007年問題が」取沙汰されて

久しpが、今後ますます多様化・高度化する水

道の様々な課題に対処しながら、現在の給水サ

ービス水準を確保し向上させるためには、水道施

設 ・事業の運営に関する専門的な知識・経験を

有する技術者を継続的に養成・確保していくこと

が不可欠である。しかしながら、技術者の確保や

技術の継承の中心となるべき水道事業体には、

周知のとおり全国で6万人近くが勤務しているも

のの、45歳以上の職員が半数近くを占め、若年

者の割合が年々低下しており、豊富な経験・ノウ

ノ1ウを有する職員の確保や水道技術の伝承と

人材育成がますます重要な課題となっている。

本市水道局においては、大量退職のピークが

早期に訪れたため、2007年問題の直接的な影

響は少ないといえるが、 一方で、他の年代に比

べ、40代-50代の中堅職員が不足気昧であると

ともに、市政改革による平成19年度からの5年間

にわたる新規採用の凍結など、技術の継承・人

材育成について予断を許さない状況であるとい

える。

本稿では、本市水道局における技術の伝承と

人材育成に関する取り組みについて、本市の水

道版マスタープランである「大阪市水道グランドデ

ザイン」における戦略上の位置づけや、技術継承

の一環としての職員研修の取り組み状況につい

て報告するとともに、今後の人材育成に関する

方針についても紹介する。ごの「大阪市水道グ

ランドデザイン」は、当局の「経営方針」と合わせ

て、大阪市版水道ビジョンを構成するもので、ある。

2.大阪市水道の技術継承の考え方

本市水道の「大阪市水道グランドデザイン」に

おいては、「施設整備戦略」、「危機管理戦略」、

「地球環境戦略J、「技術拠点戦略」の4つの戦

略を展開し、お客様のニーズ・満足度を反映させ

ながら各種事業整備計画等、具体の取り組みを

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

としている。図1に施策の体系を示す。

ダクタイル鉄管

このなかの、「技術拠点戦略」において「技術

の継承Jを施策の柱として掲げており、体系的・
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調査研究体制

-技術研究委員会

・浄水技術R&Dプログラム

・技術開発共同研究等審査会

・高付加価値型技術開発委員会

・おいしい水計画

.最適先端処理技術実験施設

-水道技術センタ一実務研修・JICA専門家養成研修

水
道
技
術
の
継
承

技術交流

-国際会議、各種会議への参加

・技術談話会の開催

・水道協会誌等への投稿

その他の取り組み

-浄水管理技術の標準化 (1809001取得)

・他都市との技術協力

・水道事故事例の集積・教訓化

水道技術継承の体系図1

マを体系的に整理し、これらに継続的に取り組

んでいくべき浄水場と水質試験所による体制を

整備するとともに、併せてその成果を定期的に

内外に報告するシステムとして、平成13(2001) 

年度にスタートさせた。R&Dプログラムの体系を

図2に示す。

3.技術継承の個別の取り組みと研修等

の実施状況

1)浄水技術R&Dプログラム

浄水技術R&Dプログラムは、本市水道の浄

水水質を巡る現状と諸課題を踏まえつつ、当面

する喫緊の課題から長期にわたる検討課題に至

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

高度浄水処理システムの機能改善評価

未規制物質に対する処理性評価

管内水質制御の最適化に関する評価

浄水トータルシステムのリスク評価と管理

浄水場における排水処理システムの機能改善評価

浄
水
技
術
R
&
D
プ
ロ
グ
ラ
ム

j争フk技付すR&Dブρ口ク、ラムのイ本系図2

を目指した調査研究を進め、順次、実用的な形で

今後の施設整備に反映させることが、事業経営

の効率性・合理性に基づく信頼性の高い水道

整備に寄与するものと考えている。

平成16(2004)年11月、学識経験者を含めた

研究開発委員会を発足させ、産宮学連携のもと

で調査研究を推進しており、「現行水道システム

を前提とした機能改善」 から「新たな水道システ

ムの構築J'こ至る2つのステッフ。によりアフ。ローチ

し将来の水道システムのあり方を見据えて実施し

ているところである。現在、ヒートアイランド対策とし

ての水道水のミスト散布など、水道資源を活用し

た都市環境貢献策の推進に関する調査をはじ

め、多面的かつ拡張性をもった諸テーマで、研究

を実施している。

4)大阪市水道おいしい水計画

平成17(2005)年度からは、「おいしい水」と

pう観点、から、水道事業を見つめ直し、水道水の

2)水道局技術研究委員会

技術研究委員会は、技術系の課長全員で構

成するもので昭和45(1970)年度に設置し、委

員会に分科会や作業部会を適宜設けることによ

り、高度浄水処理、直結増圧ポンプによる直結給

水範囲の拡大、地球環境にやさしい排水処理設

備、IS09001認証取得による浄水場品質マネジ

メントシステムなど、その時々の重要な技術テーマ

に取り組み、実用化に努めているが、今後とも、

継続的に調査研究を推進し、水道技術の貢献

に努めていきたい。

3)大阪市水道・高付加価値型技術開発委員
..6、
τr:r;; 

水道事業の水準を維持・発展させていくため

には、水道を取り巻くめまぐるしい環境の変化を

的確に見据えつつ、これに追随、リードするに足

る水道技術の研鎖を図ることが重要であり、常に

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

お客様との双方向のコミュニケーションの充実を

接点とした「大阪市おいしい水計画」を策定し、

「おいしい水」観点から様々な関連事業を体系

化し、技術戦略、PRコミュニケーション戦略のキ主の

もと、新規事業等も含め、持続的に推進するなど

検討を進めているところで、ある。

5)技術交流に関する取り組み

局内においては、技術談話会(昭和 25

(1950)年発足)を開催し、職員が培ってきた様

々な知見、技術的成果についてフ。レゼ、ンテーショ

ンを行う場として、これまで平成19年8月の開催

で第187回を数え、また、近年では近隣都市の参

画も得ながら進めている。

また、水道局が発行する「水道事業研究J(昭

和24(1949)年発刊)を通じて職員間の技術的

な情報交換や知識の共有に努めている。さらに

は、全国水道研究発表会(日本水道協会)や国

内外の会議・ワークショッフ。における調査研究報

告や水道協会雑誌、水道技術関連雑誌等への

投稿を奨励することで、職員の技術交流及びス

キルアップ。につとめている。写真1に技術談話会

の様子を示す。

写真1 技術談話会(柴島浄水場総合管理棟大会議室)

6)技術研修の実施

こうした水道技術に関する取り組みと並行し

て、体系的に水道技術を学び、実務に活かすた

めの研修体制として、専門別技術研修を実施す

るとともに、実務研修の場である「水道技術センタ

ー」を平成2(1990)年 10月に設立し、主に配管

工事の研修を実施している。

その他、国際協力に向けた人材育成のため

の]lCAによる専門家養成研修や水道分野に

おける技術職員養成のための国立保健医療科

学院研修への職員派遣を行っている。

また、水質試験所では、水源から浄水場、給

水栓に至る一貫した水質管理を的確に実施す

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

に支えられた水道水質管理に係わる技術を継承

すべき技術として位置づけ、職員一人ひとりの技

術レベルの向上とともに、水質管理、水質測定、浄

水処理等の技術を確実に技術継承し、さらに所に

おける種々の業務上の成果や調査研究での成

果等を職員全体で共有するため、計画的な技術

研修(I集談会J)を年間8回程度実施しており、

さらにそのうち2回程度は局内外からの講師を迎

えて、危機管理から水質分析までの幅広い内容

で実施している。

4. 今後の取り組み方針

安全で良質な水の安定供給やおいしい水の実

現を図るためには、水源から蛇口に至るトータルシ

ステムとして施設全体がバランス良く機能するこ

とが重要であり、浄水処理はもとより、水源の保

ふ、水質管理、配水管理、耐震性の向上等多く

の分野における技術的課題に対応していく必要

がある。こうした技術的課題の解、決に当たって

は、継承すべき水道技術の精査を行うとともに、

現行の体制を基礎にし、実証実験に基づく調査

研究体制や体験型手法に基づく実務研修体制

を強化していくなど、多彩な方策を講じることによ

り効率的で高水準な技術継承システムを確立

し、将来の人材育成を図ることが重要である。

そのため、今後とも、産官学各分野との幅広い

連携を図りつつ、大阪市水道局技術研究委員

会、大阪市水道浄水技術R&Dプログラム、大阪

市水道高付加価値型技術開発委員会、大阪市

写真2 管連絡(平成19年度新規勤務職員実務研修:配水部門)



42 ダクタイル鉄管 平成19.11第81号

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

水道おいしい水計画‘国際協力等における取り

組みを引き続き推進していくとともに、水道技術セ

ンターにおける実務研修についても、技術研修の

再構築を図りながら多様なニーズにも対応可能

な体験型研修施設について検討を行うなど、新

しp実証実験施設の設置を中心とした総合的か

っ先進的な実験環境を整備し、併せて国内外に

おける他都市等との技術交流や受け入れ研修を

積極的に検討していくこととしている。

5. おわりに

現在水道を取り巻く状況は、水道ビジョンにも

示されているように、水道事業に携わる技術職員

の確保が困難になる中、安定的に経営を持続さ

せるとともに、国際化への対応等についても急務

であり、技術職員に求められる知識・技術・技量は

今後、ますます高まるものと考えられる。さらには、

近年、わが国においても技術に関わる様々な問

題が発生しているとともに、技術者の社会への

関わりが注目されているところであり、基幹的ライ

アラインである水道システムを、お客様が安心して

いただけるよう、安定的・持続的に不断の改善、

技術革新に取り組みながら発展させるためには、

未来に向けた技術の伝承・人材育成が組織運

営上、最も重要な要素となってくるものと考えて

pる。
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.技術の継承・人材育成・・・・・・.....

阪神水道企業団の
管路整備

1 .はじめに

阪神水道企業団は昭和11年7月に日本で初

めての水道用水供給事業として設立され、昨

年設立70周年を迎えた。創設事業である1期

事業が完成し給水を開始したのが、昭和17年

のことである。1期事業で建設した管路は送

水トンネルも含め約56.4kmで、あり、そのうち

約33%が高級鋳鉄管(国産)であった。昭和

29年には日本で初めて立吹ダクタイル鉄管を

採用するなど、鉄管は企業団の管路整備に欠

かせない存在であった。本稿はこれまでの管

路整備の経緯を振り返り、今後の課題及び今

後の取り組み等について述べるものである。

2.管路建設の経緯

阪神水道企業団は兵庫県内の神戸市、尼崎

市、西宮市及び芦屋市(以下、構成 4市)に

水道用水を供給している。大阪市に隣接する

兵庫県阪神地域は都市活動を支える安定した

水源に乏しいことから、昭和11年に淀川から

導水するために共同して企業団(当時は阪神

建設部長三島和男

上水道市町村組合)を設立した。昭和17年に

完成した1期事業から、平成21年度に完成予

定の5期事業まで、構成 4市の水需要増加に

対応するため数度の拡張事業を実施してき

た。現在では計画施設能力1，289，900m3
/dの

うち 1，128，000m3/dまでの施設整備を実施

し、構成 4市の給水量の約80%を供給してい

る。企業団の現在の施設概要を図 1に示す

が、浄水場等の基幹施設の建設と合わせて

取 ・導 ・送・配水管路の布設工事も行ってき

た。管路建設の経緯として、事業毎に建設し

た管路延長を管種別の延長(構成比)と合わ

せて表 1に記載した。

創設事業である 1期事業では、淀川取水ポ

ンプ場、 (旧)尼崎浄水場、西宮ポンプ場等

の施設と淀川導水路、尼崎送水路、越木岩送

水トンネル等の管路を建設している。戦争中

での施工であり、送水圧の高いトンネルへの

送水路や管圧の高い市内配水管には鋳鉄管を

使用しているものの、送水管圧の低い淀川導

水路や尼崎送水路などは鉄筋コンクリート 管
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/ 

I....更新対象竃路|

大阪湾

図1 施設の概要

表1 管路建設の経緯

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

(fJ".l!r) 1匝)J (km) (mm) 

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

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

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

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

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

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

，1t 1.289.9 185.3 45.3 24.4 49.4 

を使用しており、また、神戸市方面へは六甲

山中に建設したトンネルにより自然流下方重

で送水することで鉄の使用を抑制している。

昭和31年度に完成した 2期事業では、 1期

事業で建設した(旧)尼崎浄水場等の増設を

行ったほか、 (旧)甲山浄水場等の施設が建

設され、淀川ポンプ場から(旧)甲山浄水場開

の淀川導水路 (2期)や甲山送水トンネル等

の管路が建設された。2期淀川導水路は主と

して高級鋳鉄管を使用したが、甲東ポンプ場

から甲山浄水場開(揚程100m)の高圧箇所

を中心に立吹ダクタイル鉄管(印能継手)を

日本で初めて採用した。

高度成長期に継続して実施した 3期及び4

期事業で企業団の主力施設である大道取水ポ

ンプ場、猪名川浄水場、甲東ポンプ場等の施

設、大道導水路(3期及び4期)、猪名川送

水路、甲東送水路及び芦部谷送水トンネル等

の管路を建設した。 3期事業からは鋳鉄管に

かわり全面的にダクタイル鉄管を使用してい

15.6 

44.3 

76.3 

32.4 

26.7 

符 ~R~事

剣1守 コンクリート・符 fi綿セメント符 トンネル

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

ま能川 17.8 31.6 10.0 17.7 1.8∞ 10.0 17.7 

0.8 2.1 2.7 7.0 .l<~直川 1.8∞ 2.3 6.0 

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

1.8 7.9 3.6 15.8 .l<使川 施 Cf.<L.. 

22.5 67.6 .l<~上 IIJ .j..f，J!1IJ 施 lなし

28.7 15.5 31.5 17.0 10.0 5.4 20.4 11.0 

る。 3期及び4期事業で大道導水路や猪名川

送水路の低圧部でプレストレストコンクリー

ト管を採用している。

昭和53年度から実施している 5期事業で

は、 3. 4期施設に増設する形で大道ポンプ

場、猪名川浄水場及び甲東ポンプ場等の施設

や導送水管路の建設を行ったほか、阪神二淡

路大震災で被災した尼崎及び甲山浄水場を統

合する(新)尼崎浄水場の建設や浄水水質の

改善を目的とした高度浄水施設の建設も行っ

てきた。市街地での管路布設のため主として

シールド工法や推進工法により施工した。ま

た、震災での被災経験も踏まえ山岳トンネル

坑内にも管路を布設した。これらのトンネル

内配管のほとんどは空隙部分にモルタルを充

填する方式としたため、鋼管の採用割合が多

くなったが、ダクタイル鉄管を採用した区間

については管内から継手作業を行う U形ダク

タイル鉄管を使用した。
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3.管路更新の取り組み

， )阪神・淡路大震災での被害

平成7年1月17日に発生した阪神-淡路大震

災は6，434名の方が亡くなられた、戦後圏内

で発生した最大の自然災害であった。建築物

や鉄道、道路等の社会基盤施設や水道、電

気、通信等ライフラインも大きな被害を受

け、長期間にわたり都市機能がマヒした。、

企業団も浄水場等基幹施設に大きな被害が生

じたほか、管路で、は延長181.0km(当時)の

うち126カ所で管体破損や継手の抜け出し等

の被害が生じた。管種別の被害箇所数を表 2

に示すが、鋳鉄管の被害が最も多く、次に鉄

筋コンクリート管が多い。これらは昭和12-

31年度に布設されたものであり、経年管であ

ることや継手が伸縮性に乏しい構造であるた

めである。ダクタイル鉄管ではA形管やK形

管で継手の抜け出し等の被害が断層近接地な

どで発生した。また、地震には強いと考えら

表2 管種別被害箇所数

管樋 箇所数 構成比(% 備考

$)1鉄管 78 61.9 

ダクタイル鋳鉄管 16 12.7 AJ彩、K形に被害

鉄筋コンクリート管 24 19.0 

プレストレスコンクリート管 5 4.0 

石綿符 1 0.8 更正工事を実施

鋼管(水管備を含む) 0.8 水管矯MI縮管に被害

トンネル 1 0.8 

れていた山岳トンネルにも被害が生じた。

漏水事故や水質劣化防止の観点から昭和55

年度から計画的に管路更新に取り組んできた

が、本格的な更新工法である既設管内挿入

法 (PIP)や布設替だけでなく、鋳鉄管や

石綿セメント管にポリエチレン管等を挿入す

る更生工事で対応した管路もあり、耐震性の

観点からは不十分であった。そのため、耐震

性向上の観点からは更生工事を実施した管路

も含め経年管路を計画的に更新することが今

後の管路整備の課題となった。

地震直後から漏水箇所の応急復旧工事を実

施したが、被災したコンクリート管路や鋳鉄

管路(延長18.3km)は、阪神-淡路大震災級

の地震動(レベル 2地震動)に耐えうるよう

に口径が1200mm以上の大径管は P1 P、

中・小径管はS形ダクタイル鉄管等への布設

越を行う災害復旧工事を実施した。

2 )管路更新の取り組みと課題

震災後、企業団内に「水道施設耐震化計画

検討委員会J (委員長住友恒京都大学教授

(当時) )を設置し、今後の施設整備の進め

方について検討を行った。管路整備について

は被災が予想される管路の耐震化と系統別管

路の相互連絡を早期に実施するよう提言を受

けている。

平成 7年度からは被災管路の復旧工事を行

うとともに、耐震性に乏しい経年管路につい

ては管路更新計画を作成し工事を実施してい

る。管路の重要度、管種、劣化事象などから

優先度を決め、工事期間中の水運用及び財政

への影響も考慮、し計画を作成し、事故の発生

など状況に応じて適宜見直しを行っている。

また、厚生労働省の水道管路近代化推進事業

に関する補助制度を活用し事業費の節減に努

めている。

更新の方法としては、大径管についてはP

1 P、中・小径管についてはS形等のダクタ

イル鉄管への布設替を標準工法としている。

企業団では、平成 5年度に地盤の良くない臨

海部での配水管布設替工事で初めて S形ダク

タイル管を使用したが、震災後は布設替も 4

め新設管路はS形及びNS形等高機能ダクタ

イル鉄管を使用することとしている。

平成7年度から 18年度までに、淀川ポンプ

場から甲東ポンプ場間の導水管(鋳鉄管及び

印能継手のダクタイル鉄管)、猪名川浄水場

から甲東ポンプ場開の送水管(プレストレス

トコンクリート管)及び尼崎市内の配水管

(鋳鉄管)等の延長約23kmの管路を更新し

た。その結果、管路の耐震化率は地震発生前

の平成 5年度末に14.1%であったものが18年

度末には47.8%となり、大きく向上してい

る。表 3に過去 5年毎の漏水事故の発生件数

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

ことは更新の成果である。

しかし、まだ更新すべき対象管路延長が約

表3 漏水事故発生件数

年度 件数

S46-50 53 

S51-55 46 

S56-60 20 

S61-H2 22 

H3-7 15 I 

H8-12 

H13-17 

90kmもあり、今後も計画的に管路更新に取

り組む必要がある。大道取水場から猪名川浄

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

管、プレストレストコンクリート管、鋼管)

や六甲山中の 3期芦部谷送水トンネル(標準

馬蹄形内径2500mm、延長8.1km) などの企

業団の基幹管路の更新を進めるためには多く

の課題があり、管路延長が長く工事による断

水期間も長期になるために工事期間中の水運

用方法や渇水や事故等非常時の対応等につい

て構成 4市と十分に調整を行い、事業費の確

保や工事コストの縮減を図ることが必要であ

る。 しかし、企業団の使命である「安全で安

心な水を安定して供給することjを今後とも

持続していくためにはこれら基幹管路の更新

は必要不可欠なものであり、企業団の総力を

挙げて取り組んでいかなければならない。

4. おわりに

企業団の管路整備について振り返り、現在

取り組んでいる管路更新の状況について整理

してみると、鋳鉄管の時代からダクタイル鉄

管の現在まで、水道事業にとって鉄管の存在

は不可欠であることが再認識された。水道事

業が発展してpく過程でダクタイル鉄管の果

たした役割は大きなものであり、それは今後

とも変わることはないものと考えている。そ

こで、借越ながら日本ダクタイル鉄管協会に

対して要望をさせていただきたいと思ってい

る。

給水量の減少等による厳しい財政状況のな

かで必要な事業費を確保し、経年管路の更新

を進めていくことは、ほとんど全ての水道事

業体にとっては共通する最重要な課題と考え

る。このため、管路更新を計画的に進めてい

くためにはより低コストで耐震管路を布設で

きる材料や工法の開発が必要である。また、

管路のリース化、 PFIの利用等事業体側の

費用負担の平準化や財政負担の軽減を図れる

制度の提案なども要望したい。

人口減少化社会の到来は現実となったが、

団塊の世代の大量退職が始まる2007年問題と

も関連して配管工事に関わる技術者の確保も

大きな課題と考える。約30年前に私が企業団

に就職した当時に立ち会った鋳鉄管の補修工

事では、職員が鉛を溶かして印鑑継手の補修

を行っていたが、現在はそのようなことがで

きる職員はいなくなっている。印鑑継手を補

修する技術は現在では必要のないものだろう

が、管内等の狭所でボルト締め等の作業を行

う技術者の確保は今後も可能であろうか。前

記の要望とも関連するが作業効率性のよい継

手や狭所作業を行うロボットなど省人化技術

の開発は必要ではないだろうか。また、管路

管理を効率的に行えるよう、例えば漏水の発

生や腐食の程度などの管路状況が地表面から

把握できる技術の開発なども望まれる。

これらの要望は決して一方的に協会に押し

つけるものでなく、事業体も一緒に協力して

実現するべきものと考えている。

最後になりましたが、遠心力ダクタイル鉄

管誕生50周年、また協会創立60周年おめでと

うございます。今後とも水道事業を支える良

きパートナーであり続けることを祈念して止

みません。
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平成19年能登半島地震における
水道管踏の被害について

日本夕、クタイル鉄管協会 技術委員

西槙伸充 川原聡

高橋新平 大演博保

森田真子 荒川範行

園田E・・・・・・・・・園田園田・
1 .はじめに

平成19年3月25日午前9時41分に発生した

能登半島地震(マクゃニチュード6.9)では、能登半

島を中心に、石川県七尾市、輪島市および穴水

町で震度6強、志賀町、中能登町および能登町

で震度6弱を観測し、上下水道やガスなどのライ

フラインに大きな被害が生じた。

水道については、石川県および富山県の3市

5町において、約1万3300戸が断水した。

本報告は、地震発生翌日の3月26日から現地

に入り、水道管路の被害状況について調査を実

施した内容を取りまとめたものである。

2.地震の諸元

(1)発生時刻:平成19年3月25日

午前9時41分

(2)震央:北緯37度 13.2分

東経136度41.1分

(3)震源深さ:11km

(4)規模:マク守ニチュード(M)6.9

(5)各地の震度(震度6以上)

〔震度6強〕石川県七尾市、石川県輪島市

石川県穴水町

〔震度 6~~J 石川県志賀町、石川県中能登町

石川県能登町

また、震度分布を図1に示す。

図 1 各地の震度分布1)
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また、5章では能登半島に用水を供給している

石川県企業局の被害状況について示す。

ダクタイル鉄管

4.1 被害件数

輪島市、七尾市および穴水町で発生した被

害件数の合計は166件で、あった。その値を管路

延長で除した被害率は0.16件/kmで、あった。

図3に上記3事業体を合計した管種別の被害

率を示す。

夕、、クタイル鉄管の被害率は、最も低く0.08件/

kmとなっている。ただし、被害は全て一般継手

のダクタイル鉄管に発生したもので、地滑り地帯

でも布設されていた耐震継手のダクタイル鉄管

には被害は発生していない。鋳鉄管が0.25件/

km、石綿セメント管が0.27件/kmとほぼ同等の

被害率で、あった。鋼管は1.77件 /kmと高い被

害率となったが、ほとんどがネジ継手の継手漏水

である。塩化ビニル管の被害率は比較的低く、

0.14件/kmで、あった。鉄筋コンクリート管の被害

は全て穴水町において発生したO250導水管の

継手漏水である。

都道
観測点名

最大加速度(gal)

府県 誕度
南北 東西 上下 合成

輪島市門前町走出・ 1303.8 

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

七尾1打旧鶴浜岡T・6 745.9 

愉臼市鳳至IUT 463.6 438.8 189.7 473.7 

※印は、地方公共団体または独立行政法人防災科学研究所

の震度観測点、を示す。

3. 断水状況

石川県および富山県下の3市5町において

約1万3300戸が断水状態となった。図2に被災

地全域の断水戸数の推移と、震度6強を記録し

た輪島市、七尾市、穴水町における断水戸数の

推移を示す。最後まで断水していた輪島市の深

見地区(旧門前町)37戸の水道管工事が4月7

日午前に完了し、すべての断水は解消された。

なお、輪島市立病院では断水による透析用水

への不安から転院することもあった。
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(6)地震加速度

地震時の最大加速度を表1に示す。

旧門前町では兵庫県南部地震を大きく上回る

1304 galを記録した。

表1 地震時の最大加速度1)
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図3 主な管種別被害率

(輪島市、七尾市、穴水町の合計)

。、、~ニー・ I ~ 
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図2 断水戸数の推移2)

4.2 管路の被害形態

表2に各管種ごとの主な被害形態を示す。

ダクタイル鉄管については一般継手の抜け、

鋳鉄管および石綿セメント管は管体の破損、ネジ

継手の鋼管は継手部からの漏水、塩化ビニル

管は継手の抜けおよび管体破損が主な被害形

態であった。

4/6 

4.震度6強を観測した事業体における

被害状況

今回の地震により震度6強を観測した輪島

市、七尾市および穴水町の3事業体における導・

送・配水管に発生した管路被害について以下に

示す。
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以下に輪島市、七尾市および穴水町の3事業体

の管路被害概要等についてそれぞれ示す。

表2 管種別被害形態

管種 被害形態

ダクタイル鉄管(一般継手) 継手抜け

鋳鉄管 管体破損

石綿セメン卜管 管体破損

鋼管(ネジ継手) 継手漏水

塩化ビニル管 継子抜け管体破棋

4.3 輪島市における被害状況

(1)水道管路の概要

導・送・配水管の延長距離(平成19年5月現在)

導水管 2.618km 

送水管 32.602km 

配水管 348.065km 

(2)被害状況

輪島市においては合計70件の被害が発生

し、被害率は0.18件 /kmで、あった。ダクタイル鉄

管、鋳鉄管および石綿セメント管に発生した管路

の被害件数および被害率を表3に示す。

ダクタイル鉄管の被害件数は16件で、被害率

は0.13イ牛/kmで、あった。うち、14件が継手抜け、

2件が継手漏水ですべて一般継手のダクタイル

鉄管に発生したものである。なお、耐震継手のダ

クタイル鉄管は地滑り地帯である旧門前町皆月

表3 輪島市における管路の被害件数・被害率

管種 DIP 

75 4 

100 4 

150 
口径

200 1 

250 5 

300 2 

被害件数計 16 

管路延長 (km) 123.4 

被害率(件/km)

DIP:ダクタイル鉄管

CIP:鋳鉄管

ACP:石綿セメント管

0.13 

CIP ACP 

1 5 

1 2 

2 

1 

3 9 

4.9 16.4 

0.61 0.55 

地区や主要幹線に約13.3km布設されていた

が無被害で、あった。鋳鉄管、石綿セメント管の被

害は全て管体破損であった。

その他の被害としては、鋼管(ネジ継手)の継

手漏水等(被害率2.38件/km)、塩化ピニル管

の継手抜け、管体破損等(被害率0.15件/km)

が発生した。

図4 輪島市 (旧門前町)における

被害地点、フ。ロット図3)

(61頁カラー参照)

図5 輪島市(旧門前町)における

被害地点プロット図3)

(61頁カラー参照)
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(3)被害地点

主な被害発生地点を図4、5に示す。

管路被害は海岸部や河川近傍の地盤が軟弱

な箇所に集中していた。このような地盤において

は、写真1に示すような地盤の亀裂や段差およ

び液状化などの地盤変状が多く認められた。特

に旧門前町では液状化によりマンホールの浮上

被害が多く発生していた。

4.4 七尾市における被害状況

(1)水道管路の概要

導 ・送・配水管の延長距離(平成18年3月末現

在)

導水管 12.772km 

送水管 15.908km 

配水管:536.745km 

(2)被害状況

七尾市においては合計73件の被害が発生

し、被害率は0.13件/kmで、あった。ダクタイル鉄

管、鋳鉄管および石綿セメント管に発生した管路

の被害件数および被害率を表4に示す。

ダクタイル鉄管の被害件数は12件で、被害率

は0.04件/kmで、あった。うち、1件が継手抜け、6

件が継手漏水、5件が付属設備の被害で、あっ

た。被害はすべて一般継手のダクタイル鉄管に

発生したものであり、耐震継手のダクタイル鉄管

は無被害で、あった。鋳鉄管の被害形態は継手

漏水、石綿セメント管の被害は継手抜け、継手漏

水および管体破損で、あった。

その他の被害としては、鋼管(ネジ継手)の継

手漏水等(被害率1.78件/km)、塩化ピニル管

の継手抜け、管体破損等(被害率0.15件/km)

が発生した。

表4 七尾市における管路の被害件数・被害率

(件)

管種

75 

100 

150 
口径

200 

300 

400 

被害件数計

管路延長 (km)

被害率(件/km)

DIP:ダクタイル鉄管

CIP:鋳鉄管

DIP 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

12 

280.8 

0.04 

ACP:石綿セメント管

(3)被害地点

CIP 

2 

2 

11.5 

0.17 

主な被害発生地点を図6に示す。

ACP 

7 

10 

1 

2 

20 

89.8 

0.22 

七尾市においても管路の被害は海岸部や河

川近傍の軟弱地盤に集中していた。写真2に海

岸部での噴砂跡を示す。

図6 七尾市における被害地点フ。ロット図3)

(61頁カラー参照)
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写真1 旧門前町で発生した地盤の亀裂

(幅50mm、段差90mm)

写真2 七尾市海岸部における噴砂跡

4.5 穴水町における被害状況

(1)水道管路の概要

導・送・配水管の延長距離(平成17年3月末

現在)

導水管 3.481km 

送水管 9.623km 

配水管 80.040km

(2)被害状況

穴水町においては合計23件の被害が発生し、

被害率は0.25件/kmで、あった。ダクタイル鉄管に

発生した管路の被害件数および被害率を表5に

示す。

ダクタイル鉄管の被害件数は7件で、被害率は

0.12件/kmで、あった。うち、2件が継手抜け、5件

が仕切弁に発生した被害で、あった。T形継手の

抜けによる被害を写真3に示す。被害はすべて

一般継手のダクタイル鉄管に発生したものであり、

耐震継手のダクタイル鉄管は無被害で、あった。

その他の被害としては、鋼管(ネジ継手)の管

体破損が1件(被害率0.57件/km)、鉄筋コンク

リート管の継手漏水が 15件(被害率4.95件/

km)発生した。なお、鉄筋コンクリート管の被害は

取水口から宇留地浄水場への~250の導水管で

あり、この管路の被災により配水システム全体に

大きな影響を与えた。

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

(件)

管種 DIP CIP ACP 

75 5 

100 1 1 
111歪

200 1 

250 15 

被害件数計 7 1 15 

管路延長 (km) 57.7 1.7 3.0 

被害率(件/km) 0.12 0.57 4.95 

DIP:ダクタイル鉄管

CIP:鋳 鉄 管

ACP:石綿セメン卜管

(3)被害地点

主な被害地点を図7に示す。

管路の被害は海岸部や河川近傍の軟弱地

盤に集中している。ダクタイル鉄管の継手抜けは

2件発生したが、いずれも軟弱地盤において発

生した。写真4に穴水町で発生した地盤の段差

を示す。

写真3 T形継手の抜け

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

5.石川県企業局における被害状況

5.1 概要

石川県企業局の水道用水供給事業は、手取

川ダムを水源とし、七尾市能登島以南の7市5町

に水道用水を供給している。一日の最大供給能

力は244，000トンである。石川県企業局の管路の

概要を図8に示す。

5.2 管路延長

石川県企業局の送水管路は口径 100-

2000mmまで幅広く布設されており、管路の総延

長は184.29kmで、ある4)。

使用されている主な管種はダクタイル鉄管およ

び鋼管である 。ダクタイル鉄管は、延長で約

120kmで、あり全体の64%を占めている。そのうち

耐震継手のダクタイル鉄管が約13km布設され

ている。

5.3 被害件数

石川県企業局において発生した管路被害は、

能登島付近で発生したO250T形ダクタイル鉄管

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

(一般継手)で、は0.008件/kmと非常に小さp値

で、あった。

また、耐震継手のダクタイル鉄管は無被害であ

った。

5.4 被害発生地点

被害発生地点を図9に示す。

被害は~250T形ダクタイル鉄管の継手の抜け

であり、能登島大橋を能登島ヘ渡る手前で発生

した。被害発生地点は海岸部で、周辺の地盤に

は液状化が発生しており、写真5に示すように噴

砂の跡が見られた。その他、一般継手のダクタイ

ル鉄管は比較的良い地盤に布設されており、被

害は発生しなかった。

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

¥一七ml /
三明

約40cmの段差(写真6、7参照)が発生していた

が、無被害で、あった。

6.まとめ

①管路の被害率は、輪島市、七尾市および穴水

町の合計で0.18件 /kmで、あった。また、能登

半島へ用水を供給している石川県企業局で

は管路延長184.29kmで、被害は1件(被害率

0.005件/km)で、あった。また、最も被害率が高

かった穴水町の値は0.25件/kmで、あり、兵庫

県南部地震における芦屋市(1.61件/km)や

西宮市 (0.72件 /km)に比べ低い値で、あっ

た。

②各管種の被害形態はこれまで発生した兵庫県

南部地震、新潟県中越地震などと同じ傾向で

あった。一般継手のダクタイル鉄管は継手の抜

けおよび漏水、鋳鉄管は管体破損および、継手

七尾市 庵 I\~
離主主立山 l

シーワイトライン(1

l._ fiJlI __、
/¥f缶JI).，ー話

ー丈二~石凱lJ 花鴎 Y
m s、...-.、骨♂，へ

井田 陣 s 

件800S形管

埋設地点、B

縄辺

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

(件8008形被害なし)

写真7 地盤に発生した段差(約40cm) (地点B)

漏水、石綿セメント管は管体破損、ネジ継手の

鋼管は継手の抜けおよび漏水、塩化ビニル管

については管体破損および継手の抜けが主

なもので、あった。

③一般継手のダクタイル鉄管の被害発生地点

は、河川に沿った地域、海岸部および盛土部

等地盤の悪いところで発生しており、被害発生

の要因としては液状化などの地盤変状による

ものと考えられる。また、耐震継手のダクタイル

鉄管は地滑り地帯など、大きな地盤変状が発

生した地盤にも約40km(その他、石川県企業

局では約13km)布設されていたが被害は発

生せず、改めてその耐震性能が確認された。

なお、石綿セメント管や塩化ビニル管は地盤変

状が見られない地盤でも被害が発生してい

た。

【参考資料】

1)気象庁HP

h仕p://www.jma.go.jp/jma/index.html 

2)厚生労働省HP

h仕p://www.mhlw.go.jp/ 

3)平成19年(2007年)能登半島地震水道施設

被害等調査報告書平成19年7月能登半島地

震水道施設被害等調査団(厚生労働省健康局

水道課)

4)石川県企業局HP

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

平成19年新潟県申越中地震に
おける水道管路の被害について

〈速報〉
日本夕、クタイル鉄管協会 技術委員

打越聡 森田真子

辻研吾 香川崇哲

山根秀二 荒川範行

1 11 

1 .はじめに

平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖

地震(マクゃニチュード推定6.8)では、信越地方を

中心に新潟県柏崎市や刈羽村などで震度 6強

を観測し、上下水道やガスなどのライアラインに大

きな被害が生じた。

水道については、新潟県および長野県の6市

3市町村で約6万戸が断水した。

特に、柏崎市及び刈羽村では、地震発生時に

ほぼ全戸断水となり、全面復旧までに約2週間を

要する結果となった。

本報告は、主に柏崎市の管路被害について

現地調査した結果(速報)をまとめたものである。

2.地震の諸元

(1)発生時刻:平成19年7月16日

午前10時13分

(2)震央:北緯37度33.4分、

東経138度36.5分

(3)震源深さ :17km

(4)規模:マク守ニチュード(M)6.8

(5)各地の震度(震度6以上)

[震度6強]新潟県柏崎市、新潟県刈羽村、

新潟県長岡市、長野県飯綱町

[震度6!9!9J新潟県上越市、新潟県小千谷市、

新潟県出雲崎町

また、震度分布を図1に示す。

図1 震度分布図
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(6)地震動の大きさ

①加速度値

最大加速度値を表1に示す。

最大加速度は、柏崎市西山町池浦で測定さ

れた1018.9galで、あった。

断水戸数及び水道の復旧に要した日数※表2

ダクタイル鉄骨56 

※厚生労働省ホームページによる。

(断水戸数は7/16(月)14時現在)

100% 

都道
観測点名 震度

最大加速度包al)

府県 南北東西上下 合成

K-NET柏崎 6強 667.0 514.0 369.0 813.0 

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

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

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

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

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

主な震度測定点における最大加速度値ポ表 1

80% 

断 60%

水
率 40%

都道 市町 断水戸数 復旧までに要し
府県 村名 (戸) た日数(口)

柏崎市 42，060 16 

車rr i~，j U， ~ 刈羽村 1，400 16 

長岡市 3，250 

長野県 飯綱10T 50 3 

※気象庁資料による。

②加速度波形

柏崎市と震源近くの出雲崎町で、の加速度

波形の例を図2に示す。 20% 

|柏崎市 (k-net)南北

水道の復旧状況図3
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断水被害が大きかった柏崎市(高柳地区を

除く)での、送配水管の管種別被害件数及び被

害率を表3'こ示す。
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送配水管の管種別被害件数及び被害率注)

管栂 DIP，CIP SP VP PE 
計

(二層管)

被害件数
(件) 212 56 221 2 536 

管路延長
522.1 17.4 (km) 253.7 30.1 823.3 

被害率
(件/km) 0.41 3.22 0.87 0.07 0.651 

注) R本水道協会新潟県支部資料による(高柳J地山区を除くο)。

〔…椀件…理伝恥…の集鮒計一で一〕

査により変更の可能性がある。

表3加速度波形の例

断水被害及び水道の復旧状況

震度6強を記録した市町村の断水戸数及

び復旧に要した日数を表2に示す。

また、地震発生時から水道復旧に至るまで

断水率の推移を図3に示す。

図2

3. 
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5.相崎市の地形

柏崎市中心部の地形分類を図4に示す。

柏崎市の中心部は、鵜川、鯖石川に挟まれた

低地・谷底平野と砂丘からなっている。また、国

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

1重立地

!制・自lii平野

Elt!宅街

iBPl，j'181:lJ 

IHi 

Cコ 断絶

圃薗 H丘

じコモ.r;:蜘ltn'ilぽ 品

，tfl 

土地理院HP(H19.7.30)によれば、これらの地

域は広範囲にわたって液状化が多数発生して

pる。

図4 柏崎市中心部の地形分類(国土地理院HPより) (62頁カラー参照)

6.管路の被害状況

以下、柏崎市における管路の被害状況例を以

下に示す。

現在(8月5日現在)、管路被害の全体の詳細

は把握出来ていないが、継手の抜けなどによる

漏水は、主に液状化した地盤などで発生してい

た。

なお、柏崎市では、NS形などの耐震形ダクタ

イル鉄管を平成10年度から布設延長約140km

埋設されていたが、被害はなく、その有効性が確

認された。

(， )液状化地盤での被害状況例

1)旧河道・旧水部での液状化地盤

管路の被害が多く発生した橋場町は、液

状化が生じやすい旧河道・旧水部を含む地

域であり、図5、図6に示すように概ね液状化し

た地域と管路被害地域が一致することがわ

かる。(なお、地震直後はU字溝に液状化によ

って生じた噴砂が溜まったため、 写真1に示

すように道路脇に取り除いた砂を盛っている

光景が見受けられた。)
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図5 鯖石川改修記念公園周辺の液状化状況

(国際航業(株)航空写真判読図による)

(62頁カラー参照)

国6 橋場町における旧水部(青色)と漏水地点、

(62頁カラー参照)

写真1 橋場町漏水地点付近の噴砂跡

写真2 液状化地盤での被害例

(橋場町DIP-K形ct600継手抜け)

ダクタイル鉄管 平成19.11第81号

2)砂丘傾斜部での液状化地盤

図7に示す、配水幹線(呼び径500K形ダク

タイル鉄管)上で漏水被害が発生した。管路

は、砂丘から平野へと地形的に変化する砂丘

斜面に沿って埋設されており、被害はその末端

部で生じていた。

その場所では、液状化による地盤変状(亀

裂，噴砂)が認められており、傾斜部に沿って地

盤が移動したものと思われる。

また、配水幹線と直交する家屋被害が大き

かった「えんま通り」沿いに埋設されていた呼

び径300のNS形管路には被害は無かった。

図7 配水幹線被害箇所

(62頁カラー参照)

写真3 砂丘傾斜部で認められた

液状化による噴砂跡
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写真4 砂正斜面(末端部)

写真5 砂丘斜面での被害例

(DIP-K形件500継手抜け)

写真6 えんま通り

(2)盛土地盤での被害状況例

道路盛土部において、管路被害が発生した。

以下に代表的な例として、鯨波駅近くの国道8号

線沿い、及び茨目の道路上で生じた漏水による

被害を示す。

国道8号線の盛土部は、約100mにわたり円弧

状に滑り落ち、それに伴い赤坂山浄水場へ向か

う3本の導水管のうち2本が法尻部及び国道下

で継手の抜け出しによる被害が生じた。

また、その名の通り昔は池だった佐藤池運動

広場北東側にのびる道路は、田んぼの中に盛土

して造られていた。その道路下に埋設されてい

た管路で被害が生じていた。また、被害地点近

傍では液状化による道路の亀裂や噴砂跡が認

められた。

図8 盛土の崩壊に伴う被害地点(鯨波)

(62頁カラー参照)

写真7 盛土の斜面崩壊状況(鯨波)
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写真8 盛土崩壊部での被害例(鯨波)

(DIP-K形併600継手抜け)

図9 盛土地盤での被害地点(茨目)

(62頁カラー参照)

写真9 田んぼの中の盛土地盤(茨目)

ダクタイル鉄管 平成19.11第81号

8.まとめ

当地震による管路被害の特徴は以下の通り

であった。

(1)柏崎市内は、鵜川、鯖石川、別山川に挟まれ

た低地・谷底平野と砂丘からなっており、液

状化が多数発生していた。管路被害は、この

ような液状化した地盤や道路の盛土部など

悪い地盤で発生していた。

(2)その一方で、柏崎市では、NS形などの耐震

形夕、、クタイル鉄管が平成 10年度から約

140km布設されていたが被害はなく、その有

効性も確認出来た。

(3)今後、地盤条件などを考慮して、基幹管路

の耐震化を積極的に進めていく乙とが重要

である。



技術レポート5 力ラー函面 一，T;

図4 輪島市 (旧門前町)における

被害地点プロ ッ ト図3)

図6 七尾市における被害地点プロ ッ ト図3)

図5 輪島市 (旧門前町)における被害地点プロ ッ ト図3)

図7 穴水町における被害地点プロ ッ ト図3)
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図7 配水幹線被害箇所

図8 盛土の崩壊に伴う被害地点 (鯨波)

図9 盛土地盤での被害地点 (茨目)
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今号の概要

函館水道100年と管路整備
函館市水道局事業部長天満茂夫

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

の管路整備のあり方について報告している。

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

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

の方向性について報告している。

耐震管の採用と評価について
八戸圏域水道企業団副企業長大久保勉

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

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

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

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

クタイル鉄管の開発の経緯､その後の展開について綴告している。

配水管整備におけるＰＩＰ工法と今後の水道事業の取り組みと課題

京都市上下水道局技術長吉田重光

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

ついて､また今後の京都市水道事業のあり方について報告している。

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

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

釧路市における配水管の管種について

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

実管路において長期間埋設された外面ポリエチレンスリーブ装着管の評価

札幌市水道局給水部給水課長中村郁也

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

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

旭浄水場更新工事における大口径ＮＳ形管の採用と経緯について

高知市水道局配水課旭更新事務所所長森下明技師芝大悟

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

呼び径ＢＯＯＰＮ形ダクタイル鉄管によるパイプインパイプエ漆

福岡市水逝局配水部東部管整備課松尾新太

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

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

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

函館水道100年と
管路整備

1.はじめに

函館市は、北海道の南端部に位置し、津軽海

峡を隔てて青森県と向かい合い、比較的温暖な

気候、恵まれた自然を背景に、早くから陸・海・空

の交通の要衝として発展を遂げ、集積された都

市機能と異国情緒あふれる町並みなどの特性を

生かしつつ、北海道と本州の結

節点として、また、南北海道の中

核都市として発展してきた。さら

に、函館山からの美しい夜景など

観光の街としても知られている。

平成16年 12月には近隣4町村

と合併し国内屈指の水産都市に

なり、また、平成17年には北海道

新幹線の新青森・新函館聞が着

工、さらに同年10月には中核市ヘ

移行するなど、着実な歩みを続け I fJ 

ている。

函館市水道局

事業部長天満茂夫

2.函館水道の沿革

函館市は、天然の良港に恵まれ、早くから南北

海道の中心都市として発展し、安政6年 (1859

年)には日米修好通商条約により横浜・長崎とと

もにわが国最初の貿易港として開かれ、西欧文

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

がもたらされた。

しかし、当時の函館は水利の便が悪く、日常の

飲料水にも事欠き、さらに津軽海峡に突き出た地

形であるため風が強く、ひとたび火災が発生する

とたちまち大火となり多くの犠牲者を出した。加え

て、明治19年に発生したコレラの猛威により多く

の人が死亡した。

このようなことから、水道建設の要望が市民の

聞に高まり、幾多の曲折を経て、明治21年に念

願の一大事業に着手した。この事業は、水源を

写真2 送水管布設工事(創設事業)

亀田川本流に求め、函館山山麓の元町配水池

まで、英国製の鋳鉄管9，400m(導・送水管)を布

設し、横浜に次ぐ日本で2番目の近代水道として

翌 22年に完成した。水道の完成は当市の発展

に大きく寄与し、この画期的な都市機能の近代

化を契機として、産業経済の振興はもとより、保

健衛生の向上および防災体制の整備が進めら

れ都市機能が増大し、北海道における中核都市

として一大飛躍を遂げた。

その後も人口の増加が著しく、明治27年・28

写真3 疎水式
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年には第1次拡張事業を行ったがなお'慢'性的な

水不足に悩まされ、大正6年には第2次拡張事

業に着手した。しかし、第1次世界大戦の影響に

よる資材不足のため工事が遅れ大正13年に完

了した。このとき造られた水道施設は今日の函館

市上水道の礎であり、特に扶壁式コンクリート造

の笹流ダムはわが国で実例がなく注目された。

昭和9年には強風下の大火により全市給水

戸数の大半を焼失した教訓|から、昭和10年防火

水道を目的とした第3次拡張事業を計画し、戦後

の混乱期を経て昭和25年に完了した。

水需要は昭和17年頃から激増していたため、

昭和25年から第4次拡張事業に着手し、亀田川

上流に重力式コンクリート造の中野ダムを築造、

赤川高区・低区浄水場の施設を増設して昭和

38年に完了した。

その後も水需要の増加が予想されていたた

め、昭和41年から第5拡張事業に着手し、新水

源の開発を松倉川の上流に求め赤川低区浄水

場まで導水、施設の拡張整備を昭和47年に完

了した。

さらに、生活水準の向上、産業経済の急速な

発展とともに昭和48年には、隣接市との合併に

より水需要が飛躍的に増大したため、新たな水

源、を汐泊川上流に求め、旭岡浄水場の新設等

を行う第6次拡張事業に着手し昭和54年に完

了した。このことにより、 当市の上水道はようやく

安定した水の供給が確保されることとなった。

平成元年には水道創設100周年を迎え、記念

式典を盛大に挙行し新しい第一歩を踏み出し

た。

写真4 笹流ダム(第2次拡張事業)

表 1 事業計画の推移

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

旭岡送配水設備事業 日召51.4 日召56.3 第5箇6期年配計水画管事増業設 平9.4 平 14.3



函館水道100年と管路整備 17 

図1 函館市上水道施設系統図(簡易水道除く)

3.鋳鉄管か5夕、クタイル鉄管ヘ

水道創設当時の管路整備は、導・送・配水管と

も英国の会社から購入した印ろう継手の鋳鉄管

を使用しており、その後、メカニカル継手を含め昭

和45年頃まで鋳鉄管を使用していた。

ダクタイル鉄管は、昭和30年代後半に初めて採

用し昭和41年に始まった第5次拡張事業から本

格的に採用された。さらに、昭和43年の北海道

十勝沖地震(震度5)において、送・配水管約180

箇所の被害などにより約4千世帯1万4千人が

断水の影響を受けたことから、地震災害時直後

の水の確保、早期復旧、応急給水の充実を図る

ため、被害発生の抑制対策として耐震性の低い

鋳鉄管(印ろう継手)および鋼管(印ろう継手)の

老朽管路を対象に、管体強度が強く、耐久性の

あるダクタイル鉄管への布設替えに取り組み始め

た。

平成17年度末における導・送・配水管総延長

は約1，070km(簡易水道事業を除く)で、その内

写真5 配水本管布設工事(鋳鉄管)

ダクタイル鉄管延長は約740km、タヲタイル鉄管

率は69%となっており、ポリエチレン管を使用し

ている呼び径50の配水管を除く管路延長に対

するダクタイル鉄管率は87%に達している。

これまで進めてきた管路の更新は耐震性のみ

ならず、赤水の発生抑制、破裂事故件数の減

少、また、漏水防止事業、水圧コントロール事業と

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

17年度には95.5%までに向上している。こ

のことは事業効率の向上のみならず、水循

環系への負荷低減ともなり、ダクタイル鉄管

への布設替えは水の安定供給、有効利用

の観点からも大きな効果を上げたものと考

える。

また、離脱防止機構付き継手夕、、クタイル

鉄管は、昭和62年度から呼び径300以上

の幹線管路に採用しており、平成6年度か

らは、埋立地や海岸沿いの軟弱地盤地域

の布設替え・新設工事に呼び径 100以上

すべて離脱防止機構付き継手を採用して

pる。導-送-配水管の耐震管延長は、現

在、離脱防止機構付ーき継手ダ、クタイル鉄管

と溶接接合の鋼管を合わせて約70kmとな

っている。

ダクタイル鉄管 平成19. 5 第80号

写真6 配水本管布設工事

(離脱防止機構付き継手夕、クタイル鉄管)

表2 管種別配水管延長 (簡易水道除く)
(単位:m)

平成17年度

H乎び径; DIP CIP SP PP 
ACP 

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

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

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

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

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

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

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

当市の水道は今年で創設119年を迎え、これま

で面的・量的拡大の施策を中心に6次にわたる

施設拡張を重ね、その後は、施設の更新・改良な

ど質的向上に重点を置いた事業展開を図ってき

た。

管路整備においては、創設期、戦前、戦後の鋳

鉄管の時代からダクタイル鉄管時代を経て施設

更新の時代に入り、印ろう継手管の更新につい

ても平成24年度の完了を目標として計画的に事

業を進めており、おおむね計画通りに完了する予

定である。

一方、当市においては印ろう継手管のほか、メ

カニカル継手の鋳鉄管や導入後40年を経過し

ている採用初期のダクタイル鉄管もあり、今後こ

れらの更新計画の策定が必要となる。

このような状況のもと、国が策定した「水道ビジ

ョン」の中に、長期的な政策目標として「地震等の

自然災害、停電、水質事故等の非常時でも、施

設への被害を最小限に抑えるための施設整備を

推進する」と提言され、市民の生活様式や社会

経済活動が高度化、多様化した今日において

は、水道が停止した場合の市民生活や社会経済

活動に与える影響は大きく、災害時においても可

能な限りその影響を最小限に抑えるために必要

な措置を展開することが求められている。また、こ

れからの管路整備においても、耐震化などの機

能向上を目指した事業展開が必要となり、今後

離脱防止機構付き継手の採用地域の範囲拡大

についても検討することとしている。

しかし、施設の更新や災害対策への取り組み

は料金の増収に結びつかず、将来的にも給水量

の増加が期待できない状況や、厳しい財政状況

下多額の資金が必要となることから、コスト縮減な

どによる効率的な施設整備が必要となる。

5.おわりに

当市の水道は創設以来、都市の発展に伴っ

て増加する水需要に見合う施設の拡張を行い

今日の水道を築き、市民生活と市勢発展を支え

てきた。

水はどのような時代にあっても市民生活や都

市活動にとって一時も欠かすことので、きないもの

であり、都市活動の基盤となる水道の重要性は

今後ますます大きくなるものと考える。

今日の水道を取り巻く環境は渇水や震災に対

する危機管理、自然との調和、利用者ニーズの

変化、循環型社会への転換などと大きく変化し

ており、また、人口の減少などにより今後水需要

が大幅に増加することは見込まれない状況にあ

る。

当市の普及率は99.7%に達し、拡張の時代か

ら維持管理の時代を迎え、21世紀を支える水道

を構築していくためにも、これまでの歴史を振り返

り、国が策定した「水道ビジョン」を踏まえて長期

的な視点に立ち、函館の水道が将来にわたり安

全で良質な水を安定的に供給できる、利用者か

ら信頼される水道であり続けることを目標にその

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

との歩み

下関市上下水道局

上水工務課長白石則仁

1.はじめに

下関市は(当時は赤間関市)、明治22年に人

口26，556人(明治22年 12月31日:30，739人)の

小さな港町として誕生し、海岸線に沿ったわず、か

な平地と、その背後の丘陵地に人家は密集し、市

街地を形成していました。市域の拡張は、大正10

年の生野村を市域に編入したのを皮切りに、昭

和8年に彦島町、昭和12年長府町、川中村、安

岡町を編入、その後も近隣町村の編入を繰り返

し、平成17年2月13日の、いわゆる平成の大合

併として、菊川町・豊田町・豊浦町・豊北町の豊

浦郡4町と下関市が合併し新市「下関市Jが誕

生しました。

現在の下関市は、関門海峡を隔てて北九州

市と対面し、隣接する市域として北東部に長門

市、美祢市、山陽小野田市があり、面積は

715.79km
2

で、広島市や仙台市、青森市と肩を並

べます。

本市の地形は彦島を基点に北東に扇形状に

広がりを見せ、周防灘、日本海、関門海峡と三方

を海で、固まれており、海岸線延長は約225kmtこ

も及び全国でも屈指の長さを有します。中国山脈

の主軸部の終わりにあたる本市には、地域を峻

別するような高い山脈はなく、華山の713mを最

高に、 600~700m級の中起伏山地と400~

500m級の小起伏山地と、ほぼ高さの揃った丘

陵が海岸線まで、広がっており、平野部は海岸線

沿いに広がりを見せているほか、合併により菊川

町の小日本といわれる盆地平野部が本市最大

の平野部となりました。河川は二級河川の木屋

川が市内最大級で、本市の主要な水道水源とな

っています。

なお、本市は大小併せて 18島を有しており、

関門海峡に浮かぶ「船島」は、NHKの大河ドラマ

でも放映されましたが、武蔵・小次郎の決闘の地

「巌流島」として全国的に有名です。機会があれ

ば是非一度お立ち寄りいただけると幸いです。
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図1 給水区域図

2.下関市水道事業の沿革

本市は、明治22年市制施行と同時に「赤間関

市」として誕生し、明治35年に「下関市」と市名

を改め、平成14年6月に市名誕生百周年を迎え

ました。さらに、平成17年2月13日には旧下関市

と近隣豊浦郡4町とが合併し、新市「下関市」が

誕生して、同年10月に中核市の仲間入りを果た

しました。

本市水道事業の歴史も古く、明治24年に当時

内務省の顧問技師でした英国人W.K.ノりレトン

氏が踏査作成した水道布設計画に基づき、明治

34年に工事着手し明治39年1月1日に岡山につ

いで全国で9番目に給水を開始し、平成18年 1

月1日に給水開始百周年を迎えました。給水開

始当時は行政区域内人口が約5万人で、あったこ

とから、貯水量100万m3の内日貯水池と日最大

給水量約6，300m3の高尾浄水場のみで給水し

ていましたが、市町村合併や市域の発展とともに

給水量も増加し、これらに対応するため浄水場・

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

備をほぼ完了させました。平成17年度末現在の

施設能力は、計画給水人口313，810人、計画一

日最大給水量167.050m3で、水道普及率は97.4

%となっています。

8期の拡張事業が完了し水道施設基盤が整

備されましたが、災害や渇水に強い水道の構築、

老朽施設の更新、市民ニースゃの多様化による

「より安全でおいしい水」が求められ、バランスの

とれたゆとりある施設とともに、質的な整備を充実

することが重要な課題となり、平成6年度に策定

した「下関市ふれっしゅ水道'21J基本計画に基

づき、「安全・安定・安心 3AJを念頭に、平成8

年度から第1期水道施設整備事業として、また、

平成13年度から第2期水道施設整備事業とし

て施設の整備更新を推進しているところです。

主要事業といたしましては、本市主要水源である

木屋川水系と内日水系の二つの水系を導水管

で連絡し、災害や渇水時に双方の水系で効率

的な水運用を行うとともに、市内の各配水区にお

いて配水池容量が計画一日最大給水量の12時

間分以上確保できるよう、新たに配水池を3ヶ所

築造しています。また、市内の85%の給水を賄う

長府浄水場が築後60年以上経過し老朽化とと

もに抜本的な整備を必要としているため、浄水場

の更新が今後の重要な課題となっています。

さらに、新市として取り組んで行くべき事業に

つきましては、合併時に「下関市ふれっしゅ水道・

21J基本計画及び旧豊浦郡4町の各整備計画

を基に策定した「新市建設計画」を再度精査・整

理し、厚生労働省が提示した「水道ビジョン」など

を反映させ、今後の新市の施設整備計画のマス

タープランとなる「下関市水道事業基本計画」を

策定しましたので、今後この計画に基づき鋭意推

進していく考えです。

3.水道用鋳鉄管とダクタイル鉄管

水道事業において、お客様へ安全で安定的

に水道水を送るために水道管の管種選択は非

常に重要ですが、水道用鋳鉄管の変遷をみる

と、明治26年に普通鋳鉄管が国内で生産開始

され、日本水道協会の前進である上水協議会で

規格鋳鉄管が標準化(吋規格)されたのが大正

3年と記録されています。その後、大正14年に管

のサイズ、がメートル法に標準化され、昭和8年に

水道用高級鋳鉄管が規格制定されましたが、日

華事変などの煽りを受けてか、鋳鉄の節約のた

めに管厚を薄くした臨時日本標準規格管が昭和

13年に発足しています。一方、ダクタイル鋳鉄は

昭和23年 (1948)にアメリカで発明され、鋳鉄組

織内の析出黒鉛形状を片状から球状に変えるこ

とで、従来の鋳鉄に比べ2倍以上の強度と高い

靭性を有したことから、この鋳鉄を素材とした鉄

管が開発され「ダクタイル鋳鉄管」となったわけで、

すが、日本水道協会がダクタイル鋳鉄管を標準化

したのが、発明から11年後の昭和32年で、日本

水道協会規格となったのは昭和36年、国家規

格となったのが昭和49年でした。

このように、水道用鋳鉄管には長い歴史ととも

に進化してきたわけですが、本市の水道も創設

時の配水管を除き、その時代時代に規格化され

た水道管を採用してまいりました。

4.本市の導・送・配水管とダクタイル鉄管

本市の平成 17年度末の管路総延長は約

1，450kmあり、管種構成はDIP:67%、CIP:2%、

SP:2.5%、HIVP:17.8%、VP:9.8%、そのイ也:0.9

%となっています。管の使用口径は、 50mm-

1000mmで、最も多いのは配水管の150mm-200

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

本市において、創設時に使用された配水管

は、長崎の伊利斯商会が輸入した英国のレイドロ

ー会社製の口径12吋 (300mm)から口径4吋

(100mm)でした。その後、配本区域拡張に伴

い、大正11年度から昭和5年度まで「配水管整

理拡張」として主務省の認可を受け、普通鋳鉄

管 (CIP)約35kmを布設した記録が残っていま

す。それ以降も拡張事業に併せ配水管を布設

していますが、使用管種は、本市がダクタイル鉄

管 (DIP)を採用した昭和39年度までの聞は、大

正14年以前の吋規栴管 (CIP)昭和13年度か

ら昭和23年の臨時日木規格管 (CIP)、昭和32

年以前の無ライニングゃ鋳鉄管(CIP)、石綿セメン

ト管でした。拡張事業を進める中で、市民からの

無ライニング鋳鉄管による赤錆水苦情や通水能

力の復元、石綿セメント管の外圧に対する脆弱

性が危慎されることから、抜本的な配水管整備が

必要となり、昭和51年度から第1期配水管整備

事業に取りかかり始めました。当時の配水管総

延長が440kmあり、その内、整備が必要な老朽

管(吋規格管や臨時日木標準規格品、印ろう継

手管)が118kmありましたので、起債を財源とし

た整備計画を立てて、平成14年度までの27年

間をかけて布設替に取り組みました。さらに、導送

水管更新の取組といたしましては、平成6年度

から平成14年度までの9年間で内日貯水池から

高尾・日和山浄水場開の創設当時の導水管約1

3kmの更新事業を完成させています。

5.今後の展望

本市は地勢的に活火山需がなく、歴史を振り

返っても死者が生じたというような大きな被害を

もたらした地震の発生はありません。本市近隣に

おいて、給水開始以来発生した比較的規模の

大きp地震は、昭和54年の伊予灘地震、平成9

年の山口県北部地震、平成17年の福岡西方沖

地震がありますが、幸い、いずれも震度4の記録

にとど、まっており、水道施設への直接的な被害は

ありませんでした。阪神・淡路大震災を契機に調

査した本市の地震予測によると、歴史地震データ

を用いた再現期間100年に対する震度階級で

は、本市において震度4~5に相当する地震動

が想定されるとの報告がなされています。また、

本市の東側に豊浦町から菊川町を通り、下関市

に至る北西一南東方面の大規模な左ずれの菊

川断層が分布しており、この断層が動いて、地震

が起こった場合には、震度5弱~6強に相当する

地震動が想定され、そのほかの関連する活断層

としては、小倉東断層が関門海峡の手前で消滅

表 1 山口県活断層データ (菊川断層、小倉東断層)

断層名

菊川断層

小倉東断層(周辺)

確実度 活動度

B 

しており、その北方延長方向に本市が位置して

いることも注意する必要があります。

本市においての地震発生の可能性が低いと

は言え、阪神・淡路大震災の被害を目の当たりに

すると地震対策の必要性を感じるところですが、

この震災において、あらためて水道の断水が市

民の命に直結していることと、水道施設の維持

C 

長さ (km)

27 

17 

傾斜

垂直

管理の重要性を再認識させられたところです。

震災による断水原因は主に配水管の破損と継

手の離脱と言われていますが、明石市水道局の

報告書においても、配水管の折損は、鋳鉄管の

被害が約90%を市めており、ダクタイル鉄管の被

害は生じておらず、ダクタイル鉄管の強靭性が実

証されています。
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本市では、先述しましたように昭和51年度から

ダクタイル鉄管に布設替えを実施し、現在は、施

設の安全やバランスなど優先順位を考慮した計

画を策定して経年劣化した硬質塩化ビニル管の

更新事業に取り組んでいます。また、石綿管につ

いては、合併後下関市となった旧町の送・配水

管に石綿管が残っており、旧町からの継続事業

として年次計画により平成20年度までに更新す

る予定です。

耐震管路の構築については、本市においては

現在、既設の導送配水管を計画的に耐震継手

管に布設替えする予定はありませんが、これまで

は特に重要管路で呼び径600以上の大口径管

及び軟弱地盤への布設に際しS型、sn形の耐

震継手管を採用してきました。しかし、平成16年

に厚生労働省が発表した水道のあるべき姿とそ

れを実現する具体的施策を示した水道ビジョンlこ

より、特に地震対策の充実、強化を図ることが重

要な施策目標とされたこと、また最近他都市で発

生した地震において耐震管路の有効性が認めら

れたことなどから、局のこれまでの基準を見直し、

導送配水管の更新時に iNS形継手」の耐震継

手管を採用することとなりました。これは、NS形

継手が従来のS型、sn形継手に変わり、より使

いやすく費用も低減されたことと呼び径が75から

1000まで準備されたためです。このことにより、

本市ではさらに、今後の管路整備においてもNS

形継手管の使用範囲の拡大を図るため、呼び径

300以上の配水幹線の更新時にNS形継手管を

採用して、基幹配水管路の耐震化の拡大を進め

ることとしています。

今や水道界はもとより我々を取り巻く社会環

境は著しく変化しており、常に時代に適応した管

路を構築していくためには、今後も常に水道界や

関連業界などに注意深くアンテナを張り、最新情

報を積極的にキャッチし、その中でも本市に必要

かつ重要な情報を的確に取捨選択していかな

ければならないと考えています。

6.おわりに

現在、本市の水道事業に携わっている我々も

今後の100年を考えた場合、これまでの100年の

歴史の中でイ章大なる先人の知恵とたゆまぬ努力

の結晶として構築された水道施設を今の一時期

を引継ぎ、また後輩たちヘノ〈トンタッチしていかな

ければなりません。本市の水道事業も未普及時

代から高普及時代ヘ、また建設拡張の時代から

維持管理の時代ヘ、さらに今後予想される多く

の経年劣化した施設の更新整備とともに多様化

する市民ニース会に伴う質的充実を図っていかな

ければならない時代へと移ってきております。水

道事業の中でも大きな比重を占める施設である

水道管路の更新事業については、これまではな

かなか表舞台にはなじまない地道な事業とLヴ

見方もありましたが、現在では、より高水準な水道

システムの構築を担う中心的な施設として、その

役割を果たすべき事業として捉えているところで

す。幸いにも、タイミングよく日本ダクタイル鉄管協

会が次世代に託する鉄管として高機能ダクタイ

ル鉄管の普及拡大を図っており、本市としてもそ

の採用について順次、段階的に進めていくことと

しております。

本市では平成17年度から平成26年度までの

10年間の長期財政計画を策定し、その財政収

支の裏づけにより計画的に建設改良工事を実

施しておりますが、近年の節水意識の向上など

による給水収益の減少、また、水道事業基本計

画の推進に必要な多大な事業資金の投入等、

より厳しい経営の時代に突入しております。その

ため、今後とも更新整備などの建設改良事業を

着実に進めていくためには、長期にわたる事業と

なる整備計画については常に精査しながら進め

るとともに、必要であれば大胆な計画の見直しも

臆することなく、公営企業としても民間企業に負

けないよう、より一層のコスト意識を持って、市民

の皆様から信頼され支持される水道の実現に努

めてまいります。
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耐震管の採用と評価
について

1 .十勝沖地震の発生

昭和43年5月13日から15日にかけて、青森県

東部太平洋側は積算雨量が162.5mmに達する

豪雨に見舞われていたが、翌16日は久し振りに

五月晴れの空が広がり、明るい気分に満ちあふ

れていた。ところが午前9時49分、いつもと違っ

た微震が40秒ほど続いた後突知強震へと変わ

り(最高震度5、マクゃニチュード7.8、数日後7.9に

訂正)死者46名、行方不明者2名とpう青森県

史上最大規模の地震災害へと発展した。

三島の湧水は濁りが発生したが、火災発生中

のため塩素注入量を増やし、自家発電で給水を

継続した。蟹沢の湧水は数日来の豪雨のために

濁っており取水停止で、あったが、ヒューム管製導

水管(呼び径600)のカラー継手が破損して、全く

使用不能の状態で、あった。表流水を処理する根

城浄水場は、水源・浄水場とも被害が軽微で運

転に支障はなかったが、継続的な停電により送

水が停止していた。そして市内の配水管が至る

ところで破損し漏水したため、根城浄水場から送

八戸圏域水道企業団

副企業長大久保勉

水している配水池は午後2時頃には空となり、

旧市内全域で断水が発生した。しかし、火事が

終わってからの断水となったため火災の消火に

は役立った。地震がおさまると、直ちに災害の調

査復旧を開始し、一方で運搬給水の動員が始ま

った。当日の運搬給水は職員 50人により延べ

106回行った。配水管修理は指定工事業者10

社50人を動員し12ヵ所を終了させたが、大半は

翌日に持ち越した。

地震発生の時、水道事業管理者の田港一政

は、津市で行われていた研究発表会に数年振

りに出席し、若い技術者の研究動向に目を配っ

ていた。場内に「北海道・東北各県の代表の方

は至急フロントに参集されたpJとの掲示があり、

何事かと思っていると、「東北地方に大地震」と

pうことであり、八戸市が大火らしいとpうだけ

で、詳しpことは不明で、あった。電話も通じず、テ

レビニュースで、も断続的なd情報しか入らなp。と

にかく急いで帰ることとして、14時に名古屋に着

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

翌朝7時に着いた盛岡からも列車の見通しは

立たず、国道も所々不通とのd情報があったので、

昔の殿様が参勤交代の時に通った山の中の道

をタクシーで飛ばし、地震発生の丁度24時間後

の10時、庁舎に帰り着いた。

そして、錯綜した応急給水現場や修理現場に

立ち、主要地域からの復旧を指示し、順次断水

区域を狭めながら、10日後の5月26日にようやく

全市給水にこぎつけることができた。断水世帯数

は51，129戸、応急給水に要した運搬車綱は延

111台、運搬回数640回の労力を費やしながら、

運搬給水量は853m3に過ぎなかった。

2.耐震管の開発

八戸地域は昔から地震の多い所と言われてき

た。観測開始の 1936年以来最近の70年間で

も、八戸測候所で観測された震度4以上の地震

は40回で、おおむね3年に2回発生している。こ

れらのほとんどは日本海溝北部にあたる三陸地

域で太平洋プレートとユーラシアプレート境界にお

ける低角逆断層タイプの地震で、いわゆるプレー

トテクトニクス(相互作用による運動現象)によるこ

とが知られている。

十勝沖地震で水道の管路が如何に高速で大

亘の水の輸送施設で、あるかを思い知らされた田

溢は、新潟地震後に見直された「水道施設の耐

震工法」ゃ「水道施設の震害対策要綱」は一番

被害の多い管路について極めて抽象的に書か

れており、具体的に地震被害に強い水道管路を

形成するにはどうすればよpのかとpう難問に突

き当たった。

地震被害と一概に言うが、水道施設のうち建

築構造物，土木構造物のほとんどは被害を受け

ていない。これは上水道施設が地盤の良い場所

に土木学会，建築学会の基準による耐震設計、

施工が行われているからである。しかし、施設を

連絡する導・送・配水管は、場所を選ぶことが出

来ず、施設から施設を結び、お客様の給水装置

へと繋がっている。そもそも日本の国土全体は火

山灰土に覆われているといっても過言で、はない

し、しかも単位面積あたりの降雨量は多いときて

pるから、軟弱地盤の表層土に管を布設してい

ると思っても差し支えない。それが至る所で切断

されては水道システムの機能を満たさず、無用の

長物と化すので、これまでと同じ材質や継手の

水道管に切り替えただけでは、将来再び十勝沖

地震のような被害を受けると考えたのである。

これまで、、管路については容易に安価に漏水

がなくとpうことで接合されてきたきらいがある。

そこで、管路を個々の管体の集合体である構造

物として捉えるのではなく、接合したもの全体とし

て一つの構造物として設計・施工すべきと考え

たのである。例えば、管路が鎖状構造物として継

手で自由に抜き差しでき、また曲げることが可能

であるが抜け出さない、2キロも3キロもの莫大な

構造物で、あって、しかも地震の強大な加速度の

影響にも何ら被害を起こさない一体である構造

物でなければならないと。

翌44年、地震に強い水道、特に主要管路の

耐震化の検討をメーカーと協同で行うこととし、ダ

クタイル鉄管協会で久保田鉄工(株)(現(株)クボタ)

の宮本研究員と会い、ダクタイル鉄管の耐震形

継手の性能について話し合って、 11ヶ所の継手

で軸方向にスライドしてかつ抜け出さない、そして

ボールジョイントのように折り曲がり、そのうえ漏水

しないもの」とpう厳しい要望を出した。宮本研

究員は「よくわかりました、研究しましょう」と約束

され、研究開発に取り組まれたのである。回、進元

管理者も武庫川の研究所に毎年足を運んで督

励した。

3.耐震管の採用と検証

耐震形継手の要素としては、伸縮性に富み、

屈曲性があって、最終的には抜け出さない離脱

防止機能のある構造であることが必要である。田

没元管理者は「十分に私の思うような結果にな

らなかったが・・.Jと言ってはいたが、S形ダクタイ

ル鉄管、ダクタイル鋳鉄製ボールジョイントが開発

され、八戸市の第2期拡張事業で昭和50年に

通水開始した白山浄水場系配水幹線に全国に

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

鉄管を2，842m、一方、市内へは呼び径1000の

S形ダクタイル鉄管をループ状に配し、いわゆる

ループ幹線として3.679m布設した。このループ

配管は、全体延長18キロメートル、管内水量

14，140m3の耐震貯水槽となる画期的な構想、で

あった。

その後、昭和52年に国土開発技術研究セン

ターが示した「地下埋設管路耐震継手の技術

基準(案)Jでは各種継手の耐震性能(伸縮性

能)をS-1からS-3類に、離脱防止機能をA級

からD級に区分しているが、S形ダクタイル鉄管

は何れも最上級で適合している。

昭和52年以降は耐震継手の材料費が高価

であるといったこともあって、亀裂、崩壊、流動等

の塑性変形が発生する地盤、いわゆる軟弱

地盤、液状化地盤、地質の境界地域等に地域

を限定して使用していた。しかし、昭和61年に

八戸市を中心に11市町村で構成される八戸圏

域水道企業団が創設され、約800平方キロメート

ルに及ぶ給水区域の水道システムを傭敵した

時、旧水道事業体の既存配水池は中心となる白

山浄水場から樹枝状に配置されていて相互融

通が困難であり、しかもパックアップ。体制は難しp

とpう理由から、地震被害を最小限に留めるべ

く、昭和62年から連絡送水管の全てをS形ダクタ

イル鉄管によって布設した。また配水管について

は地盤状況を考慮しながら布設してきたが、三陸

はるか沖地震や阪神・淡路大震災では耐震管の

全てに被害がなかったことと、三陸はるか沖地震

余震では比較的地盤の良い地域に被害が集中

したこと、小口径についてはNS形ダクタイル鉄管

の開発が行われ、施工が簡素化・低廉化した事

等を踏まえ、平成8年度からは全面的に耐震管を

採用することとなった。平成18年度末の耐震化

率は28%を越えると予想されている。
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図1 八戸圏域水道の耐震管延長推移

留意しなければいけないのは、地震に強い水

道の建設を目指し良い部材を使うのだから、部材

の機能を十分に発揮させるようにきちんと施工し

てもらう事である。企業団ではダクタイル鉄管協

会の応援を得て耐震管施工技術講習会を開催

してきでおり、圏域内で延べ約1，800人の終了

者を輩出してきた。耐震管による布設が急激に

普及している折、平成15年から日水協で主催し

ている配水管工技能講習会ではあるが、講習会

場から遠隔地にいる受講者の費用負担を少なく

して多くの配管工を養成する仕組み作りが必要

であろう。
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表1 耐震管施工技術講習会の実績

参加

年月日 名 称
社数 人数

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

向上 講義・実技見学 34 63 

S 61.12.11 一般管路の施工技術 144 

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

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

S 63.5.30-6.1 向上 42 133 

S 63.6.2-4 向上 45 60 

H 1. 6. 6-9 向上 43 119 

H 7.9.27-29 向上 52 109 

H 7.10.2-4 向上 95 

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

H 8.3.13 耐震管(NS形)設計施工技術講習会 44 74 

H 8.7.16 UF、US形継手要領現場説明会 23 35 

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

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

H 10. 3. 3-4 耐震管(NS形)設計施工技術習会 18 48 

H 10.4.14 耐震管 (S形)設計施工技術講習会 26 68 

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

H 12. 3.28-31 向上 57 96 

H 12. 9.25 -30 向上 50 92 

H 14. 6.10-13 向上 34 65 

計 1，757 

4.耐震管の検証

水道やガス・電信電話などはライアラインとして

その重要度を増している。土木構造物や建築構

造物は地震動の加速度や大きさについて影響

度が計測されているが、これら地下埋設管路に

ついてどんな力が加わり、どんな力で破壊された

か又破壊されなかったとpう地震観測の生データ

が乏しく、埋設管路の耐震研究がかなり遅れて

pるといわれていた。

そのため、耐震管路の安全性の検証及び今

後の耐震研究に役立つ資料収集を主な目的と

し、S形ダクタイル鉄管を使用した白山配水池連

絡管及び配水幹線2ヶ所に地震計・地盤や管体

のひずみ計・継子部伸縮計・管体加速度計等を

設置し、地震時の管路挙動観測を昭和50年より

開始した。一部計測で、きなくなった項目はあるも

のの、約30年とpう長期にわたって実際の管路

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

全国水道研究発表会、日本水道協会雑誌を始

めとして、土木学会等で発表してきた。これらの

一連の研究から得られた管体発生応力と継手

伸縮量の式が日水協の「水道施設耐震工法指

針・解説J(1997年)に採用されている。

管路での地震観測記録の分析結果をもとに、

S形、NS形等耐震型継手ダクタイル鉄管管路の

安全性をみると、阪神・淡路大震災クラスの地震

動に対し、八戸地域の地盤の固有周期は0.43

-1.31秒であり、地盤最大歪みは0.16%で、安

全率を2倍考慮しても0.32%である。耐震型継

手の伸縮量は::t1%であることから、十分な安全

性を有していることになる。文、直下型地震に対

しでも、23km離れた最も近い折爪断層でマグニ

チュード7の地震を想定しても地盤歪みは0.36

%と計算できるので、安全率を2倍考慮しても十

分な安全性を有していることになる。なお、液状

化に対しては、本観測所で発生していないため

議論できないが、阪神・淡路大震災でも全く被害

がなかったことから安全'1空は類推される。

平成6年 12月28日に発生した三陸はるか沖

地震の震度6は観測史上最大である。水源の濁

りのほか管路の破損で断水した戸数は最大

30，000戸であったが、2日目に15，000戸、3日目は

5，000戸、5日目には完全に解消した。地震規模

の割に被害が少なく復旧が早かったのは、少な

からず耐震管で整備してきた結果であると分析

している。

ループ幹線の一部として単独水管橋に呼び

径 1000S形ダクタイル鉄管、ダクタイル鋳鉄製ダ

ブルボールジョイントを載せ、唯一目に見える耐震

管路として水道百選にも選ばれた西水管橋があ

る。三陸はるか沖地震後、継手の伸縮量を測定

した結果、1ヶ所で、最大伸び量67mmが記録さ

れていたが、継手の最大伸び量は80mmなの

で、完全には伸ひ、きっていなかった。全長350m

の管路の総和はわずか3mmで、あり、継手部の

伸縮により変位を吸収していることが検証でき

た。

写真1 三陸はるカ=沖地震給水状況



30 ダクタイル鉄管 平成19. 5 第80号

5.おわりに

阪神・淡路大震災のあと、平成7年1月31日付

け朝日新聞に、「耐震水道管も破損」とpう見出

しが載った。当企業団では耐震管は、伸縮し、屈

曲し、かつ離脱防止機構のある継手を持つダク

タイル鉄管と認識していただけに目を疑ったが、S

形を示しているわけではないので安堵した。

ダクタイル鉄管のメカニカル継手にはK形、S

形等があり、それぞれ伸縮性能(耐震性能)があ

るので、国土開発技術研究センターによる「地下

埋設管路耐震継手の技術基準(案)Jでは各種

継手の耐震性能(伸縮性能)をS-1からS-3類

に区分している。K形等の離脱防止機構のない

メカニカル継手をもっダクタイル鉄管も一定の耐

震性があるとして位置付けられているものの、管

路の被害は地震動の大きさや固有周期の他に

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

動きが大きい所では伸縮性能を超えた場合には

抜け出すことがあるので、離脱防止機能を持って

いて最終的に抜け出さないとpうことが耐震管と

して最も望ましpものであると認識している。水

道施設更新指針(日本水道協会平成17年)に

ある一般継手と離脱防止機構付き継手の更新

事業費、費用対便益比の比較にも明らかなよう

に、水道管の更新は離脱防止機構付き継手の

耐震管採用によって高く評価されるで、あろう。

今後、管路の維持管理時代へと入っていく

が、将来、地震災害が起こった時に、経営の効率

化で職員が減少していて指示する職員がいな

い、少子高齢化社会の影響で配管技術者・熟

練技術者がいないとしヴ状況では復旧に時間

がかかる事態が予想される。こうした事のないよ

う日頃から壊れない水道づくりと技術者の育成

にカを入れていかなければならない。当企業団

は財政的に年間の布設距離が30数キロメートル

と限られるので、耐震管発祥の地といえども、今

後60年間で離脱防止機構付き耐震管による更

新事業が完了するとpう息の長い取り組みとな

るが、S形、NS形がスタンダードな耐震管であると

の認識をもって事業を進めていくこととしたい。
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東京水道の沿革と
U形ダクタイル鉄管の採用

1 .東京水道の沿革

東京の近代水道は、明治31年 12月、淀橋浄

水場が完成し、神田-日本橋地区に給水を開始し

たことにより女台まった。

以来、およそ一世紀以上にわたり東京水道は

首都東京の発展とともに拡張を続け、昭和63年

には給水普及率100%を達成した。今日では、給

水区域は特別区23区と多摩地区25市町、給水

人口約1，200万人、施設能力日量686万m3、配

水管延長約2万 5千kmと世界で、も有数の大規

模水道となっている。(表l参照)

しかし、ここまでの道程は決して平坦ではなか

った。

大正12年に発生した関東大震災、第二次世

界大戦による被災、戦後の復興による水道需要

の急増、慢性的な水源の不足に加え「東京砂

漠」といわれた昭和39年のオリンピック渇水の発

生など、幾多の困難を克服して今日の東京水道

を築いてきた。

東京都水道局建設部工務課

調査係長秋山茂

これまでの水道事業の歩みを紹介すると、明

治44年完成の「創設水道」以来、大正2年から

昭和12年にかけて多摩川を水源とする村山貯

水池、山口貯水池、境浄水場などを建設した「第

一水道拡張事業」、昭和7年から戦争を挟んで

昭和30年代にわたる小河内ダムの建設をはじ

め、東村山浄水場、長沢浄水場などを建設した

「第二水道拡張事業」を推し進めるとともに、「江

戸川系水道拡張事業」、「中川・江戸川系水道

緊急拡張事業Jにおいて金町浄水場の拡張を

進めてきた。

昭和30年代以降、高度経済成長に伴う首都

圏や都市への産業と人口の集中等により、東京

をはじめとする大都市地域で深刻な水不足が国

家的課題となった。このため、昭和36年「水資源

開発促進法」、「水資源開発公団法」が制定さ

れ、昭和37年の「利根川水系における水資源開

発基本計画J(通称フルプラン)策定と水資源開

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

れた。東京水道も、小河内ダムの完成により多摩

川の水源開発が限界に達していたことから、この

フルプランによる施設に水源を依存することとな

り、昭和38年の「第一次利根川系水道拡張事

業」の着手から四次にわたる一連の拡張事業を

行い、浄水場の新設や導・送水施設の整備を昭

和60年まで、行ってきた。利根川からの導水計画

はオリンピック渇水を契機に促進され、昭和40年

に利根川と荒川を結ぶ武蔵水路が通水し、長年

の悲願で、あった「利根川の水を東京へ」が実現

した。

この間には、昭和40年3月、新宿副都心計画

の具体化に伴う淀橋浄水場の廃止、水源である

多摩川の水質悪化に伴う玉川浄水場の取水停

止、多摩地区の各市町村が個別に経営していた

水道事業を、昭和48年から多摩地区24市町

(平成14年4月1日より25市町に変更)水道の都

営一元化を実施してきた。

現在は、さらなる安全で、おいしい水の供給を目

指し、平成5年の金町浄水場の第一期高度浄

水処理の導入に始まる、利根川系浄水場の全

量高度浄水処理を平成25年度の完成を目途に

進めるとともに、砧浄水場、砧下浄水所の膜処理

施設等の整備を図っている。

表 1 東京水道の推移

年 度 給水人口 (人)

昭和30年度 5，626，700 

昭和40年度 8，004，297 

昭和50年度 10，511，577 

昭和60年度 10，982，415 

平成元年度 10，979，350 

平成10年度 11，187，290 

平成17年度 12，246，087 

2.東京水道における管網整備・更新

東京水道では、安全でおいしい水を安定的に

供給していくために管網の整備・更新を積極的

に進めている。

ここに、現在進めている主な管路事業を紹介

する。

一つ目は、信頼性の高い送・配水管ネットワー

クの構築である。清浄な水を安定して供給する

ため、効率的な水運用や非常時におけるパック

アップ。機能を強化することを目的として、浄水場と

給水所との間及び給水所聞を連絡する広域的

な送水管路ネットワークの整備を進めている。(図

1参照)乙の整備の一環として、現在、区部にお

いては平成23年度完成を目指して東南幹線を

整備している。また、多摩地区においても平成22

年度完成を目指して多摩丘陵幹線の整備を行

配水管管理延長 (km) 普及率(%)

5，620 80.0 

7，725 90.2 

16，022 98.3 

19，559 99.8 

20，658 100.0 

22，855 100.0 

25，262 100.0 

っている。

さらに、多摩地区においては、樹枝状に整備さ

れている配水本管のネットワーク化を図り、相互

融通・パックアッフ。機能を高めていくこととしてい

る。

二つ目は、経年管更新推進計画(KOフ。ロジェ

クト)である。

ますフ。ロジェクトは、強度が低く破損による漏水の

恐れや濁り水の原因となる経年管(普通鋳鉄

管、高級鋳鉄管等)を更新する計画であり、平成

14年度にフ。ロジェクトをスタートし、平成25年度ま

でに経年管を全廃するものである。

阪神 -淡路大震災においては、これらの管の

被害率が近年布設された水道管の5.3倍にのぼ

ったと言われている。東京都では、河川や鉄道

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

していくために整備を進めている。

三つ目は、初期ダクタイル鉄管取替え事業であ

る。初期夕、、クタイル鉄管とは、ダクタイル鉄管が開

発された当初で、昭和30年代後半から40年代に

布設しダクタイル鋳鉄製の直管と高級鋳鉄製の

異形管を混在して使用しており、外面をポリエチ

レンスリーブで被覆されていない管及び異形管の

内面が無ライニングの管をいい、経年管と同様、

内外面の腐食により近年漏水や濁り水発生の

一因となっている。

この頃の管路の問題点としては、

①異形管部の大半が高級鋳鉄製のため耐震性

が低い。

凡例
ハ浄水場。給水所

圃圃圃送水幹線

整備が求められる幹線

多摩E陵手線ノ

② 異形管内面が無ライニングのため、錆の発生

が著しく赤水の要因となる。

③ ポリエチレンスリーブが未被覆であり、外面腐

食、ボルト腐食が進行している。

④継手は呑込みが浅く、離脱防止機構を備え

ていないため、地震時等の抜出しが懸念され

る。

等がある。このため、都内に布設されている約2

万5千kmの配水管のうち、経年管とともに、①漏

水の防止、②耐震水準の向上、③濁り水の防止

の観点から優先度の高い初期ダクタイル鉄管の

計画的な取替を平成17年度から平成28年度を

目途に実施し、安全で、おいしい水の安定的な供

給を確保するものである。(表2参照)

図1 送水管ネットワークの概念図

表2 経年管及び初期ダクタイル鉄管解消計画

経年管の解消率

初期ダクタイル

鉄管の解消率

H17年度末

(実 績)

95% 

H17年度末

(実績)

7% 

3.ダクタイル鉄管 (U形)開発の経緯と

その後の展開

東京水道におけるダクタイル鉄管の採用は、配

水本管(呼び径400以上)が昭和35年から昭和

H21年度末 H25年度末

(計画) (目標)

99% 100% 

H21年度末 H28年度末

(計画) (目標)

19% 55% 

36年、配水小管(呼び径75-350)は昭和42年

から昭和48年である。

継手構造は、配水小管がA形、配水本管がA

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

後半からの水需要の増加とともに急速に増大し、

これに合わせて大口径管の採用も拡大してい

った。(表3参照)

大口径管の布設については、特に都市部にお

いて埋設物の輯鞍や軌道横断、河川横断等都

市部特有の条件から開削で布設することが困難

な場合が多い。従来、このような場所ではあらか

じめトンネルを設け、その中に配管する工法や短

p区間ではそのまま管を押し込む工法(直押し推

進)が用L汚れていた。トンネル内配管では、大口

径鋳鉄管の場合でも全て外面からの接合方式

であり、トンネル断面を管外径に対して余裕を取る

ことにより不経済なため、施工が困難ではあるが

鋼管での管布設が多く用いられていた。しかし、

鋼管は、接合時溶接とpう高度な技術を必要と

するζと、溶接時に発生するガス、煙がトンネル内

に充満し施工能率を低下させるとともにその排除

や接合箇所の防食対策、検査方法等の問題が

あったことから、より施工が簡単で布設速度の速

p鋳鉄管継手の開発が求められていた。

このような背景から、従来のメカニカルジョイント

を内面から施工できる継手が開発されれば極め

て有効で、はないかと言う東京都水道局を中心と

した提案が内面継手管誕生のきっかけとなり、メ

ーカ-，こよって開発研究が進められた。その結

果、ダクタイル鋳鉄製内面継手管について一応

機構上の成案がまとまり、供試管の製作とともに

各種の基礎的な試験を実施し、製品として製作

することの確信が得られたので、昭和40年 7月

東京都水道局に対して正式の採用願が提出さ

れた。

これに対して、東京都水道局では独自の立場

において技術的検討を行うとともに、その判断資

料になると考えた諸試験を実施した。試験は、昭

和40年9月から11月の聞に数回に渡って既定

の項目について行った。試験方法は、呼び径

2000のU形ダクタイル鋳鉄供試管を用いてトン

ネル内配管、極端に狭い開削溝内配管で直管

のみならず異形管における施工性等の検証も行

った。併せて、呼び径1000、1600のU形ダクタイ

ル鉄管施工試験も行った結果、呼び径1000の

U形のダクタイル鉄管でも内側から十分作業が

できることを確認し、内面継手管は開削、トンネ

ル、さや管内等の配管に適しているとして昭和

41年3月、呼び径1000~2000のU形ダクタイル

鉄管の採用を決定した。

なお、接合部の水圧試験においては、新たに

内面継手用のバンドを使用するため慎重に行う

必要があることを確認し、水圧は5kg/cm2~ 15 

kg/cm2の範囲で、行ったが漏洩等はなかった。

この接合方法は世界初の内面継手の開発で

あり、工事全体を合理化できる継手として広範囲

に使用で、きるものとなった。内面継手のU形は、

内倶~(U chigawa)がその名の由縁となってい

る。

表3 東京水道の配水本管管理延長 (単位:km) 

配水本管
年 度 ~ 計

呼び径400-900 呼び径1000以上

昭和30年度 12.9 11.8 24.7 

昭和40年度 230.6 106.0 336.6 

昭和50年 度 639.7 291.0 930.7 

昭和60年 度 947.3 436.0 1，383.3 

平成10年度 1，469.9 508.2 1，978.1 

平成17年度 1，722.2 542.8 2，265.0 

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

写真1 立坑搬入 写真2 トンネル及び管運搬

写真3 トンネル内運搬台車 写真4 接合状況

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

区東銀座に至る第二青山線に呼び径1500のU形

ダクタイル鉄管をシールド内配管(昭和41年6月一

昭和41年12月)で最初に使用した。管運搬は、トン

ネル内の管運搬用レールをいかに計画どおりに布

設するかが配管効率に直接影響する重要な問題

で、あった。当初は、窮屈なトンネル内での運搬作業

に不慣れなため予想外に手間取り、立坑の吊り下

しから配管現場まで3-4時間を要していたが、作業

の慣れとともに時間をかなり短縮することができた。

配管作業においても、 1口の接合に40分-60分を

要していたが、慣れるに従い所要時間を短縮するこ

とができるようになった。

ダクタイル鉄管は鋳鉄特有の耐食性を持ち、強

靭性に富み、施工性に優れ、また、維持管理も容

易なことから水道管としての信頼を得てきた。この

ため、ダクタイル鉄管の大口径化が強く要望され

ていた中で、東京都では村山下貯水池から東村

山浄水場までの導水管新設工事(昭和46年 12

月一昭和48年1月)で、開削及びトンネル内配管

の施工において呼び径2600U形ダクタイル鉄管

を最初に使用した。

また、多摩川の羽村取水堰から村山・山口貯

水池に至る羽村線導水路の改修工事(昭和60

年12月一昭和61年5月)において、世界最大径

の呼び径2900のU形ダクタイル鉄管を使用し

た。呼び径2600の施工においては、大口径であ

り接合部品も大きく重量もかさむため作業性が

悪くなると予想したが、作業台を備えておけば問

題なく安全に施工できることが確認できた。接合

時間は、4人の作業員で、40分程度で、あった。呼

び径2900の施工はコンクリートの既設導水路内

に布設するもので、導水路内とU形ダクタイル鉄

管との間隔が狭p(片側85mm)ため特殊な管

運搬用台車を使用した。

さらに、軌条の設置方法を工夫した結果、導水

路やトンネル内での内空断面と管外面との間隙

が狭小な中でも施工が可能であること等が確認

できた。

結果として、内面継手管は従来のメカニカル

継手A-II形 (K形と同じ)と性能的には殆んど

同一であり、安心して使用できるものであると判

断し、その後は多くの送・配水管などの重要路線

で使用してきている。

施工状況写真

写真8 水圧試験(東西幹線呼び径2000)

写真7 管布設状況(東西幹線呼び径2000)
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1.お4_1_ 1，714 _!_ 1，714 _I_ 1.264 

Z978 2，978 

図2 共同トンネル(呼び径2600)

写真10 村山下貯水池~東村山浄水場開

管布設状況(呼び径2600)

4.今後の展望

鋳鉄管の材質は、普通鋳鉄、高級鋳鉄、ダクタ

イル鋳鉄へと変遷し、接合方法も印能継手からA

形、K形を経て耐震継手へと改善されてきた。

東京水道では、これまでの種々の継手を諸条件

に応じて使用してきたが、阪神・淡路大震災の被

害を教訓に、平成7年度から優先度の高い重要

路線等を対象として耐震継手管の使用拡大を

図っており、さらに、平成10年度からは全面的に

耐震継手管を採用し、管路全体の耐震性の強

化に取組んできている。

今後、耐震継手管の新規採用では、平成19

年4月よりNS形の対象管径拡大(呼び径300~

1000) を行う予定である 。 併せて、呼び径400~

1000の内面塗覆装をモルタルライニングからエ

ポキシ樹脂粉体へ変更する予定である。

写真9 共同トンネル内配管(呼び径2600)

写真11 ボルト締め付け

5.終わりに

東京は1200万人の都民が生活の場としてい

るとともに、我が国における政治、経済の中心であ

り、安定給水に支障が生じた場合、都民生活はも

とより圏内外の社会経済活動に大きな影響を及

ぼしかねない。

このため、安定的かつ効率的な配水の確保及

び耐震性の強化を図るため、送・配水管の新設・

取替え、配水池の整備、非常時におけるパックア

ッフ。機能の強化が強く求められている。

こうした中、送・配水の基幹をなす鋳鉄管にお

いては、離脱防止機能のないU形からUS形ダク

タイル鉄管に変わってきている。東京水道が首都

東京を支えるライアラインとして、安全でおいしい

水を安定的に供給していくために、夕、、クタイル鉄

管の果たすべき役割は大おものがあり、今後の

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

， .はじめに

本市における配水管路整備の歴史は、明治42

年の創設期から戦後の高度経済成長期にかけ

では、急速な水需要の伸びと給水区域の拡大に

伴い、主に拡張事業を実施してきた。

昭和50年代に入ると経年管の布設替え、無ラ

イニング管の更正、PIP(ノTイプインパイプ)工法

等による更新事業が次第にウェイトを占めるように

なり、その整備手法を柔軟に変化させつつも、着

実に配水管路機能の向上を図り、水道整備を推

進してきたところで、ある。

以下に本市の配水管整備事業の変遷と、第8

期拡張事業の一環として採用されたPIP工法及

び今後の取り組むべき課題について、その概要

を述べる。

2.配水管整備事業の変遷

(1)整備事業の背景

わが国は戦後著しい経済成長を遂げ、それに

伴p個人消費も飛躍的に伸び続け、電化製品の

普及や核家族化により生活環境・様式が大きく

変化した。

その様な背景の下、昭和30年代後半からは

本市の周辺部においても大規模な宅地開発や

土地区画整理事業及び工業団地等の造成が

進み、水需要は増加の一途をたど、っていった。

一方、旧市内の配水管は、明治末期から大正

年間に布設されたものが多く、経年化による老朽

化が進み、赤水や出水不良によりその機能回復

が強く望まれていた。この様な状況を解消するた

め、昭和38年度から平成15年度まで、7期に亘っ

て、主にダクタイル鉄管への更新を行う配水管整

備事業に取り組んで、きた。(表1 配水管整備事

業の変遷参照)

(2)整備事業の内容

管路整備は、初期に布設された経年管の布

設替えから始まったが、整備事業の進捗にあわ

せ、徐々に更新対象とする経年管の布設年度を

下げ、対象管路の範囲拡大を行ってきた。

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

350mm以上)及びエポキシ樹脂ライニング工法

(~300mm以下)による更正工事を実施した。 ま

た、同時期からPIP工法による布設替えと、折損

事故が多発していた石綿セメント管の布設替え

にも着手した。

約300km布設されていた石綿セメント管は、第3

期から第7期事業において計画的にダクタイル鉄

管へ更新することにより、そのほとんどが解消さ

れ、一部私有地にO.lkm残存するのみとなった。

表 1 配水管整備事業の変遷

事 業 名
第 1期配水管 第2期配水管 第3期配水管 第4期配水管

整備事業 整備事業 整備事業 整備事業

事業年度 昭和38-42 昭和43-46 昭和47-54 昭和田一63

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

施工延長 (km) 242.7 274.4 527.2 708.0 

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

漏水発生割合(件/km)(最終年) 1.7 2.3 0.5 0.13 

有収率 (%) (最終年) 69.9 77.7 78.3 80.7 

対 象経 年管 昭和2年以前 昭和7年以前 昭和9年以前 昭和9年以前

-経年管の布設替 -経年管の布設替 -経年管の布設替 -経年管の布設替

-無ライニング管更正 -無ライニング管更正

主な事業内容 (PIP，EL，ML) (PIP，EL，ML) 

-石綿管布設替 -石綿管布設替

(下へつづく)

事 業 名
第 5期配水管 第6期配水管 第7期配水管 上水道施設

整備事業 整備事業 整備事業 整備事業

事業年度 平成元一5 平成6-10 平成11-15 平成16-20

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

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

配水管漏水件数(最終年) 103件/年 53件/年 51件/年

漏水発生割合(件/km)(最終年) 0.04 0.02 0.02 

有収率(%)(最終年) 82.3 84.1 85.6 目標87.0

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

鋳鉄管 鋳鉄管 経過した鋳鉄管 経過した鋳鉄管

-経年鋳鉄管の布設替 -現地モルタル・エポ -鋳鉄管布設替 -鋳鉄管布設替

-現地モルタルライニン キシ樹脂ライニング

主な事業内容 グ管整備 管整備

(PIP，布設替) (PIP，布設替)

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

された現地エポキシライニング工事及び現地モル

タルライニング工事については、赤水や出水不良

対策として、大きな成果を挙げてきたが、外面腐

食の進行による管体強度の劣化により、折損事

故が多発する傾向が認められた。そのため、ライ

ニング工事を施した管路についても更新対象と

し、第5期事業から布設替え及びPIP工法により

更新している。

このように長年に亘る配水管整備により、平成

17年度末における配水管のダクタイル化率は

98.5%に達しており、配水管の漏水件数は年々

減少傾向をたど、っている。その結果、有収率は

86.1%にまで向上した。

5 

(3)耐震管路の採用

幹線配水管 (~350mm以上)には、昭和 30

年代に開発されたメカニカルジョイント形のA形、

K形とpった離脱防止機能が備わっていない継

手が採用されていたが、昭和56年度からは耐

震性を考慮し、伸縮性・屈曲性を備え、離脱防

止機能を有した鎖構造であるS形やPIP工法用

に開発されたPII形を採用している。

また、支線配水管 (~300mm以下)について

は、A形、 T形が採用されていたが、阪神・淡路

大震災以降、軟弱地盤地域、広域避難場所へ

の給水路線、ネットワーク上の重要路線等を対

象として、SII形やNS形を採用しており、平成

15年度からは全ての路線に用いている。

平成19.ダクタイル鉄管40 
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このように配水管整備のあり方も時代とともに

変化していく中で、平成16年度から実施してい

る上水道施設整備事業では、第7期配水管整備

事業を更に発展させ、 IPつでも、どこでも、だれ

でも安心して利用できる水道」の実現に向けて、

①水道施設の耐震性向上、②取水・給水の安

定性の確保、③水質・水圧・情報など市民サービ

スの質的向上を目標として事故や地震等の災害

に強く安全性の高い管路の構築を目指してい

る。

3. PIP工法の採用について

(1)採用の経緯

第8期拡張前期事業(昭和47年度一昭和63

年度)において昭和49年に施工されたPIP工

法は、市内の主要な幹線道路である西大路通の

今出川通~丸太町通問、約770m区間の配水

管布設替え工事に採用されたのが本市で最初

で、あった。

その当時の西大路通は、市内交通や観光にと

って重要な路線で、あり、交通量の増大と車両の

大型化により、埋設管を取り巻く環境は著しく変

化し、管体強度が耐え得ない状況となっていた。

そのため、昭和27年に布設された~900mmの高

級鋳鉄管の折損事故が多発し、その都度、沿道

住民に多大な影響を及ぼしている状況で、あっ

た。

この様な状況に鑑み、新たな幹線配水管布設

計画を策定し、次の理由によりPIP工法を採用

することとなった。

(2)採用理由

ア 西大路通は水道管、ガス管、電話ケーブ

ル、下水道管の地下埋設物が車酔奏してお

り、また、道路中央には路面電車が走行す

るなど、新たな水道管を布設するスペース

がなかった。

イ 西大路通は金閣寺から竜安寺へ通ずる

重要な観光道路で、あり、観光パスなどの大

型車両の通行が多く、開削工法による施

工が困難で、あった。

ウ 既設管が鞘管となり内挿管と共に二重

構造となることから、将来の埋設工事による

加害事故のリスクが低減する。

エ 布設管は内挿管となるが、将来に亘り

幹線配水管で使用するため、新たな分岐

の必要がなかった。

オ 掘削は立坑のみであるため、舗装復旧

費の軽減が図れた。

カ 既設管を撤去する必要がない。

キ 開削工法に比べて工期の短縮が図れ

る。

などの理由により採用された。

(3)内挿管の開発経過

当時、河川、軌道横断等で特厚遠心力鉄筋コ

ンクリート管を圧入し、その中に鋼管やダクタイル鉄

管を布設した事例はあったが、長スパンにわたり限

られたスペースに可能な限りの大口径の水道管を

布設するとしヴ試みは、初めてのことで、あった。

そのため、鋼管とダクタイル鉄管の2種類の管

種について、以下の比較検討が行われた。

ア鋼管での検討

(ア)既設900mmの蛇行偏移量の程度により

可携性の継手を相当数必要とし、その継手

構造の如何で内挿管径が小さくなる。

(イ)既設管の推定偏移量から考えて短辺の

鋼板を加工し、管内に据付けた後ジャッキン

グにより正円とし、管軸に縦・横断方向の溶

接を必要とする。また現地管内での現場溶

接が必要である。

(ウ)上記(イ)により作業環境が著しく低下し、

これに伴い立坑が増加し、工期が延びる。

イ ダクタイル鉄管での検討

ダクタイル鉄管では上記(ア)-(ウ)は解決で

きたが、既存の継手構造(A形、K形)を用いると

受口が大きく、当初の目的である可能な限りの大

口径の内挿管布設が困難で、あった。そのため、

材質はダクタイル鉄管で、継子部外径は出来る

だけ小さくすることとし、再三にわたる継手の性能

試験や挿入方法の実験が繰り返された。

その結果、口径は~700mm (6m管)で、継手

形式には水密性が高く、既設管の蛇行に順応出

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

し防止と挿入に必要な推進力を伝達させるため、

ロックリングを設けることとされた。

施工に当たっては、当初から懸念されていた

既設管の蛇行による偏移が最大で1023/で、あっ

たため、挿入管の許容曲げ角度3。以内に収まり、

約4ヶ月の施工期間で無事に工事を終えることが

できた。

このPIP工法により布設された幹線配水管

は、本市の西北部地域に配水する重要な管路

であり、30有余年経過した現在においてもその

機能を損なうことなく、脈々とその役割を果たして

pる。

セットボルト

4.今後の水道事業の取り組みと課題

(1)業務指標値 (PI)を用いた次期更新に向けて

本市では創設期の施設や高度経済成長期に

拡張建設された多くの施設が更新・改良の時期

を迎えており、水需要の増加が見込めない今日

の状況下で、料金収入に直結しない更新費用の

増大が重要な課題となっている。

今後の管路更新計画では、現在構築中の管

路情報管理システムによる管路事故履歴や水道

事業ガイドラインの活用により、管路機能の評価

等、数値化した指標を用いることで、①客観的な

フ。ライオリティの評価、②可能な限りの事業費の

平準化、③限られた財源の有効活用等の面から

ゴム輪 管受口

図3 継手の構造参照

効率的な計画策定が重要であると考えている。

同時に、更新は災害対策や維持管理等の機

能向上を図る好機でもあることから、単なる機能回

復ではなく、水質の変化や市民ニーズ、の変化な

ど、長年の環境変化に対応し得る将来を見据え

た機能向上を図らなければならない。そのため、

今後は内面エポキシ樹脂粉体塗装直管などの高

機能ダクタイル鉄管の採用等について、費用対

効果やライフサイクルコストを考慮し、検討しなけ

ればならないと考えている。

本市の業務指標(pI)では 12103経年化管路

率Jは平成17年度末で4.9%であり、図4布設年

度別配水管延長でも明らかなように、今後数年の

聞に、この値が増えることになる。12104管路の更

新率」は1年に何%更新されたかを示す指標で

あるが、管路の経年化は年間2.5%(法定耐周年

数40年で100%の更新)のスピードで進むことに

なり、これに対し本市の更新率は0.57%と低い状

況にある。また、 12210管路の耐震化率J5.5%、

15107漏水率J8.1%となっており、いずれも他都

市と比較して下位に位置しているが、これらの業

務指標値の相関を十分検討し、本市の事業に反

映する必要があると思われる。

(2)技術の継承

今日までの水道事業に大きな役割を果たし、現在

もその担い手である技術系職員の大量退職とpう、

pわゆる 12007年問題」が目前に迫っている。

水道事業は技術的・現業的要素を多く含む業

務であり、「安全・安心・安定供給」の確保を図る

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

おいては、職員のより一層の技術力強化が必要

である。また、直営による工事設計・現場修繕が

然で、あった時代から、現在では机上での書類

チェック作業へとその業務形態が変化しており、

今後現場経験の少ない職員が若年層を中心に

急増すると考えられることから、技術研修の強

化・充実が喫緊の課題である。

5.おわりに

西日本内陸の活断層が活動期に入ったとき

われて久しい今日、大地震時においてもライフラ
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図4 布設年度別配水管延長

表2 管路に関する業務指標 (PI)参照

水道事業ガイドラインの業務指標

番号
平成15年度 平成16年度 平成17年度

項 目

2103 経年化管路率 (%) 3.8 4.4 4.9 

2104 管路更新率 (%) 0.72 0.49 0.57 

2107 管路の新設率 (%) 0.69 0.6 0.48 

2202 幹線管路の事故割合 (件/100km) 0.5 0.5 0.7 

2210 管路の耐震化率 (%) 4.4 4.9 5.5 

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 (%) 69.8 70.1 70.4 

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

5104 鉄製管路の事故割合 (件/100km) 5.4 6.6 9.3 

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

5107 漏水率(%) 8.3 8.2 8.1 
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インを確保するため、順次配水管の相互連絡管

布設、配水池増強、緊急、遮断弁設置等の地震

防災対策の推進、更に将来にわたる安定取水・

給水の確保のためにエンドレスの施設更新を着

実に進めている。

今後とも、市民の皆様とのパートナーシッフ。を

大切にしながら、公営企業としての経済性の発

揮と公共の福祉を維持するため、更なる経営の

効率化を図るとともに、水需要に見合った適正か

っ効率的な施設規模での整備・更新を進めて

L瓦きたい。

また、水道水の安全性の保証と、快適性を確

保するため高水準の水道施設づくり、及び災害

に強いパックアッフシステムを構築することによ

り、リスク削減を目指さなければならない。そして、

21世紀における ipのちの水」のライアラインをし

っかりと守り、給水サービスの向上に努め147万

市民と年間4、730万人が訪れる観光客に親しま

れる京都市の水道事業を守っていく必要があ

る。

写真1 二受丁字管(創設|期、明治43年)

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

1.稚内市水道事業の沿革

稚内市は日本の最北端に位置し、宗谷海峡を

挟み、ロシア・サハリン州と国境を接している人

約4万2，000人の漁業と酪農・観光を基幹産業

としている街です。

本市の水道事業は、大正11年に創設事業の

許可を受け、貯水池・浄水場・配水池などを整備

し、大正14年に計画給水人口7，350人、一日計

画最大給水量632m3で、創業を開始しました。

創業開始以来、第1次及び第2次の拡張事

業を実施して、貯水池や配水池の増設など水道

施設の整備を推進してきましたが、昭和37年の

第3次拡張事業では、水源を声問地区の「大

沼」に変更し、「萩ケ丘浄水場JI大沼ポンプ場」

を建設して、昭和56年まで「大沼」から水を供給

してきました。

写真1 萩ヶ丘浄水場

写真2 大沼ポンプ場
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写真3 北辰ダム

その後、事業活動の進展や人口増加などの

要因で水の需要が高まり、より良質で豊富な水

源が求められるようになったことから、昭和51年

から昭和56年の第5次拡張事業で、上声問地

区に水道水源の専用ダムである「北辰ダムJ(総

貯水量670万m3)を建設し、「タツニウシュナイ

川」の豊富な水を利用して、現在まで、市民の皆

様に安全でおいしい水を供給しています。

現在、第6次拡張事業計画の認可を受けて

老朽管の更新など水道管路施設の整備を推進

し、平成17年度末の給水人円は4万1，297人、

一日最大給水量は2万3.805m3で、普及率は

99.7%となっています。

表1 事業概要

事業名 認可年等
計両円標 'JJ業費 計画給水 ー円計画最大

主な事業内容等
年 次 (千円) 人口(人) 給水量(m3/n) 

創業開始 大正14年 165 7，350 632 貯水池.、浄水場・配水池

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

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

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

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

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

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

項 目 単位 H15年度末 H16年度末 H17年度末

給 水 人 口 人

給 水 戸 数 P 

年間給水量 m31年

年間有収水量 m31年

有 収 率 % 

一 日最大給水量 m31日

一 日平均給水量 m31日

普 及 率 % 

2.稚内市水道事業の特徴

(1)北海道で5番目に長い導水管路施設

本市の導水管路は、上声問地区の専用ダム

である「北辰ダム」から「大沼ポンプ場」まで、呼び

径900の鋼管とダクタイル鉄管で布設され、管路

延長は約26kmに及ぶ道内では5番目に長い距

離となっています。

この導水管路は、昭和51年から昭和56年の

第5次拡張事業で建設されたもので、建設以来、

約 30年が経過して老朽化が進み、近年では毎

年何度も漏水事故が発生するなど安心して水を

送ることが困難な状、況に至っています。

「北辰ダム」の他に水源がない本市としては、

水道の原水を送る導水管路は、市民のライフライ

ンとして最も重要な施設であり、危機管理体制を

42，335 41，803 41，297 

19，086 19，076 19，320 

7，243，261 7，143，140 6，963，951 

5，743，906 5，678，796 5，557，233 

79.30 79.50 79.80 

25，108 27，613 23，805 

19，790 19，570 19，079 

99.70 99.70 99.70 

十分に確立し常に安全に安定した供給ができる

よう整備しなければなりません。

このため、平成20年度より導水管路の更新工

事に着工する予定で、上声問地区の「北辰ダ

ム」から「大沼ポンプ場」まで、導水管更新の整備

を進めることにしています。

本市は、幸いにして今日まで、大きな地震によ

る災害の発生がなかった街で、すが、平成17年7

月、政府の地震調査研究推進本部で、これまで

地震の空白地帯とされてきた稚内近傍の「幌延

断層帯」が、大地震を引き起こす可能性の高い

「主要活断層」に指定されたこともあり、導水管更

新の整備事業ではNS形管を採用し整備を進め

たいと考えています。

表3 管路施設実績
[単位:m]

項目 導水管 送水管 配水管 合計

O50mm以下 1，122 159，070 160，192 

O75mm 4，397 39，109 43，506 

o 100mm 13，328 57，501 70，829 

o 150mm 172 39，470 39，642 

O200mm 16，875 26，917 43，792 

O250mm 734 630 1，364 

世300mm 8，419 8，419 

O350mm 8，316 1，566 9，882 

O400mm 1，600 1，600 

併450mm 1，324 1，324 

O500mm 663 663 

O600mm 10，142 10，142 

O700mm 1，509 1，509 

O800mm 

O900mm 26，414 26，414 

合 計 26，414 46，453 346，411 419，278 

(注)平成17年度末現在
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(2)風力を活用した環境に優しい水道づくり

本市は、日本の最北端に位置する地理的な要

~から、日本海とオホーツク海の海から一年を通

して強い風が吹き付ける 「風の街」です。

この強い風を有効に活用して、風力で発電し

た電気を「萩ケ丘浄水場」の運転に必要な電力

として供給(発電電力が不足の時は電力会社か

ら購入)し、余剰電力は電力会社に売電して収

入を得ることで、水処理コストを削減し環境に優し

p水道づくりを行っています。

新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO)の補助金を受け、平成11年度から平

成 12年度の2ヶ年で、総事業費5億、5，244万円

(補助金2億7，139万円)で、1基当りの定格出力

660kwの風力発電設備3基を建設し、平成12年

写真4 風力発電

12月に運用を開始、平成13年4月から北海道電

力株式会社に売電を開始しています。

建設コスト(補助金を除いた総事業費/発電

出力)は、風力発電設備1kw当り約14万円で、

発電コスト(金利、減価償却費、保守委託修繕費

等の年間経費/年開発生電力量)は、1kwh当

り約5.8円となっています。

平成17年度の実績では、風力発電による発電

電力量は465万9，409kwh/年、自家消費電力

量は85万2，115kwh/年、余剰電力量は380万

7，294kwh/年、購入電力量は47万3，976kwh/

年となり、余剰電力として北海道電力株式会社

に売電した金額と、購入電力及び保守委託修繕

費などに要した金額との差額分、約1，883万円が

風力発電による収入となっています。

表4 風力発電の仕様

項 目 仕様概要

風車メ ーカ ベスタス(デンマーク)

機 種 名 V47-660kw 

発 電 所 出 力 660kwX3基=1，980kw

風 車 形 式 UPウインド

カットイン風速 4m/s 
性

定格風速 15m/s 
能

カットアウト風速 25m/s 

ロータ直線 47m 

ロタ
回転速度 28.5rpm 

プレード数 3枚(材質FRP)

命リ 御 自動可変ピッチ制御

ブ レ キ フルフェザーリング方式

増 速 機 遊星歯車

形 式 巻線型誘導発電機

発

電
定格出力 660kw 

機
電 圧 690V 

周波数 50Hz 

タ ワ 円筒鉄板型

避雷システム プレード内に避雷導線

昇圧 ト フ ンス 6，600V /690V 
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表5 風力発電の実績

① ② ③ ④ ⑤ 

年度 項目 単位 浄水場必要 自家消費

電力量
発電電力量

電力量
余剰電力量 購入電力量

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

金 額 (円/年) 24，733，576 30，467，851 

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

金額 (円/年) 26，567，771 21，811，645 

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

金額 (円/年) 35，179，135 10，899，500 

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

金額 (円/年) 39，192，563 9，744，439 

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

金額 (円/年) 40，433，498 8，375，204 

① 浄水場必要電力量 :浄水場の動力運転等に必要な電力量

② 発電電力量 :風力で発電された電力量

③ 自家消費電力量 :風力で発電された電力量のうち浄水場で消費された電力量

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

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

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

保守委託

修繕費等

1，296，220 

5，953，300 

→ 
11，482，370 

11，167，475 I 

13，233，240 I 
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3.管路耐震化 NS形管(呼び径600)

の取り組み

(1)管路の耐震化対策

平成 17年度末の本市の管路総延長は約

419.3kmとなり、このうち建設後20年以上経過し

ている老朽管総延長は約75.2kmとなっていま

す。

管路施設の経年化管路率は0.1%、また、管路

の耐震化率は1.3%と低く、耐震化対策につい

ての取り組みが遅れている現状です。

管路の耐震化は、管路を更新する時でなけ

れば実施できないことから、導水管・送水管・配

水管など、全ての既存管路施設を対象に更新時

に実施することを基本とし、管路の耐周年数や老

朽化の状況、他の整備事業との関連などを十分

(呼び径500，__ 1 000 ) 

に考慮しながら取り組みを進めることにしていま

す。

(2) NS形管(呼び径600)の採用と経緯

本市では、平成14年度より厚生労働省国庫

補助事業の老朽管更新事業を進めており、事

業ではNS形管を採用して整備しています。

NS形管(呼び径600)を採用することにしたの

は、政府の地震調査研究推進本部で、「本市の

日本海沖においてマクゃニチュード7.5以上の地

震発生確率が上昇したこと。JI本市近傍の幌

延断層帯が主要活断層に指定されたこと。」ま

た、 INS形管の施工実績で検討した結果、呼び

径500以上の口径については、施工時の切管

管種のしばりがなく、1種類で対応できて残管の

問題が解決できること。」などによるものです。

離脱防止性能

伸縮量

備考)D:管の呼び径、L:管長 (mm)

図2 NS継手の構造

(3) NS形管(呼び径600)の評価

NS形管(呼び径600)は平成18年度から採用

していますが、施工箇所が市街地で下水道・道

路側溝などの埋設物を、曲管などによる伏せ越し

配管で交わして施工する場合に、従来発生して

いた切管における残管がほとんど、無かったため、

コスト縮減に効果があったと思われます。

また、施工性においては、従来の中口径NS形

管より継手部の施工時間が短縮できたことや、

設計積算においては、異形管を含めNS形管の

みで設計できるため、S形管の設計よりも簡素化

できたことなどが評価として上げることができま

す。

(4) NS形管(呼び径600)の施工技術の課題等

本市も含め北海道においては、冬季聞の施工

では雪と寒さによる凍結などの問題を避けること

はできません。継手施工時には、受口に氷が張り

付く・低温によるゴムの硬化などが一番の問題と

なっています。

平成19年2月現在NS形管(呼び径600)を採

用し工事を施工していますが、以前冬季聞に呼

び径200の小口径NS形管を施工した時よりも管

の接続がスムーズであるとの現場での声があり、

従来よりも施工性が向上していると思われます。

今後も、冬季間の施工性についての技術向

上を期待しています。
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4.今後の課題と展望

水道の普及が向上し維持管理が主体となっ

た現在、浄水場の改修や老朽管路の更新など、

新たな取り組みを進める時代を迎えています。

健全な水道経営のもとで、利用者に「満足で、き

るサービスの向上」ゃ「事業の透明性」を確立し

ながら、「安全で安定した水の供給」を実現する

ためには、より効率的で経済的に「災害や事故に

強い水道JI人と環境に優しい水道」の施設を

一日も早く構築することが、これからの水道事業

者に求められる重要な課題であると考えていま

す。

本市では、平成14年度からNS形管を採用し

老朽管路の更新を実施していますが、今後も、適

切な更新事業計画に基づき、老朽管更新事業

や緊急時給水拠点確保等事業など、国の補助

制度を積極的に利用し、主要幹線を中心に災害

による被害を最小限に抑え、人と環境に優しp水

道施設の整備を推進することにしています。

(1)老朽管更新事業

老朽管更新事業は、総事業費約14億 7，000

万円で総管路延長約13.600mを整備するもの

で、平成14年度から事業を開始し平成24年度

の完成を目指しています。

平成18年度まで約6.700mの整備を完了し、

この更新事業に際しては、NS形管を採用するこ

とで災害に強い管路を構築し、安定した水道の

供給が確保できることになります。

(2)緊急時給水拠点確保等事業

緊急時給水拠点確保等事業は、総事業費約

7億 8，000万円で総管路延長約5，300mと配水

ポンプ場施設を整備するもので、平成19年度か

ら平成28年度までの事業期間で進めることにし

ています。この事業の整備区域は、給水人口が

約 1万人で本市では最大の配水区域であり、ま

た、学校など災害時の避難場所や病院などの施

設が数多くある地域で、この事業により災害時の

飲用水及び医療用水などを確保することが可能

となり、緊急時における給水確保の向上を図るこ

とができます。本事業でも、地震などの災害に対

応できるNS形管を採用することにしています。

5.おわりに

本市の水道事業は、利用者の視点に立ち「安

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

めています。

近年、人口の減少や経済活動の停滞などで

水道収益が低下していることに加え、他の自治

体と同様に地方交付税の財源が年々減少する

など、水道事業を取り巻く環境は一段と厳しい時

代を迎えています。

このような状況を的確に踏まえ、水道経営の効

率化や合理化に努め健全な経営基盤を確立し

ながら、今後、管路施設の更新にあたっては、地

震などの災害や他の非常事態に柔軟に対応で

きるNS形管を積極的に採用し、耐震化対策を推

進し未来につなぐ水道施設づくりを目指したいと

考えています。
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釧路市における配水管の管種
について

1.はじめに

釧路市は、北海道の東部、太平洋岸に位置

し、「釧路湿原」、「阿寒」の二つの国立公園を

はじめとする雄大な自然に恵まれた街であり、東

北海道の中核・拠点都市として社会、経済、文

化の中心的機能を担いながら着実な発展を続

けております。

酪農を主力とする豊かな農業生産、豊富な森

釧路市上下水道部 水道整備課

水道施設計画主幹小田嶋 武雄

林資源を有する林業、そして国内有数の水揚げ

量を誇る水産業など、日本の食料基地とpえる地

域です。

また、特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」ゃ

「タンチョウ」が生息するなど、魅力あふれる地域

の資源を活かし、環境と調和した国際観光都市

として世界ブランド“くしろ"を発信していますo

ill..成17年10月11日には、旧釧路市、旧阿寒

図 1 新しい釧路市
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町、旧音別町が合併し新しpi釧路市」が誕生し

ました。

2.釧路市水道の紹介

本市の水道施設は、主に愛国山花・阿寒・画

別の三つに大別されます。各施設での浄水処理

方法は遠いますが、いちばん浄水能力の大きい

愛国浄水場を本誌で紹介します。愛国浄水場の

水源である新釧路川は、屈斜路湖から釧路湿原

θ 
|中音別町配水池 |

を貫流しているので、水質は、湿原の影響を受け

ています。湿原は、保水性が高く、面積も広いた

め、遊水池の役割を果たし、洪水や渇水から私た

ちを守ってくれます。しかし、湿原の泥炭層は、水

に色をつけ、有機物などを溶かし込み、季節によ

り水質に変化をもたらすことから、浄水処理を難し

くしています。浄水場では、原水の状況に合わせ

た処理を的確に行い、安全でよりおいしい水をつ

くるために日夜努力しています。

|貝塚送配水ポンプ湯 1

@ I高山ポンプ湯 |

の

図2 釘11路市の水道施設(上水道・簡易水道)の紹介

平成17年10月11日の市町村合併により本市

は人口19万5千人、行政区域は222.10km2から

1362.75 km2と6倍になりました。よって、水道施

設はこれまでの愛国浄水場・山花簡易水道施

設に、新たに阿寒湖畔浄水場・阿寒浄水場・直

別浄水場・音別浄水場・二俣飲料水供給施設が

加わり合計6施設、水道管総延長は998，615m 

となりました。

また、水道管の管種別布設割合は図3に示す

構成となっています。
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569m 0% 

ポリエチレン管

265，318m 27% 

ステンレス管

518m 0% 

鋼管 23，217m 2% 鋳鉄管

ダクタイル鉄管

塩化ビニール管

52，028m 5%  

88司269m 9%  

ダクタイル鉄管

(離脱防止付き継手)

13，789m 1% 

図3 釦11路市 水道管管種別布設割合 (H17)

平成19. 5 第80守

ダクタイル鉄管

(K・T形等)

539，457m 54% 

3.釧路市水道の重点課題

①老朽鋳鉄管更新工事

本計画を策定し、平成17年度から平成18年

度にかけて耐震調査を実施しています。耐震

調査終了の平成19年度以降に愛国浄水場の

耐震補強工事を行う予定です。

本市で、水道創設期に布設されたものから

昭和45年までに布設された鋳鉄管(平成17

年度末鋳鉄管残延長 88，269m)のうち、

製造が中止された規格外の管や、過去に漏水

を起こしている管を中心に取替えを行ってきま

したが、維持管理上問題のある管の大部分が

更新を終え、現在は大口径配水管幹線の更

新を行っています。

②愛国浄水場耐震調査

愛国浄水場は本市最大規模の浄水場で

す。他に代替施設が無いため、断水となると市

民生活や市の経済に大きな影響を与えてしま

し法す。幸いにも釧路沖地震や東方沖地震で

は大きな被害を受けませんでしたが、昭和32

年に建設されたことなどを考え合わせると、コン

クリート強度や耐震構造としての所定の安定

度が確保されているか調査が必要と判断しま

した。平成16年度に愛国浄水場の耐震化基

③阿寒地区石綿セメント管更新事業

阿寒地区の阿寒簡易水道と阿寒湖畔簡易

水道には、上水道管路総延長の約1.2%程度

の石綿セメント管が使用されています。漏水防

止対策及び耐震対策の観点より平成19年度

から平成24年度にかけて更新事業を実施す

る予定です。

更新延長阿寒簡易水道 :O75-O200 XIO，597m 

阿寒湖畔簡易水道:O75-O200X 1，339m 

4.耐震管採用に至る経緯

本市の水道事業は、昭和2年に供給を開始し

て以来、79年が経過しています。その問、本市で

は震度5以上の地震が11回観測されました。(表

1参照)

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

水となりました。また、電気復旧後も配水管の漏

水が発生しました。この結果、配水量が平常時

の3倍、水圧は平常時の6割まで低下し、給水車

による運搬給水を1週間続けた記録が残ってい

ます。

その後も、根室沖・釧路沖・十勝沖地震など次

々と大きな地震に見舞われ、その都度、被災・復

旧を繰り返しています。

こうした経験を踏まえ、早くからライアライン整備

事業として浄水場構内連絡管や導・送・配水幹

線管に伸縮可とう管の設置や耐震管を採用して

きました。また、石綿セメント管や鋳鉄管について

は、道路工事や下水道工事に合わせて積極的

にダPクタイル鉄管への更新を行っています。その

結果、平成17年度には管路耐震化率を3.8%ま

で高めることが出来ました。

表 1 釧|路市で観測した震度5以上の地震

西 暦 和暦 月日 地震名 M 震度

1952 S27 3月4日 十勝沖地震 8.2 5弱

1958 S33 11月7日 択捉島南東沖地震 8.1 5弱

6月7日 根室半島南東沖地震 7.4 5弱

1973 S48 6月17日 釧路沖地震 5.7 5弱

6月24日 根室半島南東沖地震 7.1 5弱

1987 S62 1月14日 十勝支庁南部地震 6.6 5弱

1993 H5 1月15日 釧路沖地震 7.5 6弱

8月31日 根室半島南東沖地震 6.3 5弱

1994 H6 
10月4日 北海道南東沖地震 8.2 6弱

2003 H15 9月26日 十勝沖地震 8 5弱

2004 H16 11月29日 釧路沖地震 7.1 5弱

※気象庁が発表している地震データーベースによる。

しかし、本市の配水管は、市で布設する配水

管延長より民間団地開発等により布設される配

水管延長が上回ることもあるため、現状(平成18

年度)の使用管種のまま平成29年度まで推移す

ると、管路耐震化率は3.3%となり、平成17年度

より耐震化率は低下すると予想しています。そこ

で、使用管種を全て耐震管ωにすることで、管路

耐震化率を24.3%まで向上させることができ、今

後予想される地震災害時の安定供給は飛躍的

に向上することとなります。(図4参照)

よって、地震多発地帯で、ある本市の更なる安定

した水道供給の向上を目指し、平成19年度より

使用管種を全て耐震管とすることとしました。
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) 恒三 川l乎び径50 配水用ポリエチレン符

呼び径75-NS形ダクタイル鉄管

水道管種布設割合の予測

ています。

しかし、割"路沖地震や阪神淡路大震災など

で、1種2層式ポリエチレン管の亀裂や冷間継手

離脱、夕、、クタイル鉄管でも継手の抜けによる漏水

が散見されたことから、平成19年度からの使用

管種について再検討を行ってきました。

その結果、平成19年度から呼び径75以上の

使用管種を「水道ビジョン」や 「水道事業ガイドラ

イン」で定める離脱防止機構付き継手を有する

NS形ダクタイル鉄管としました。

図4

5.高機能ダクタイル鉄管の採用に

ついて
(' )水道管路の耐震性向上

平成18年度までの呼び径75以上にお

ける使用管種は、配水枝管にはK形・T

形、配水幹線管にはNS形等の離脱防止

機構付き継手であり、釘"路沖地震以降国

庫補助事業である石綿セメント管や鋳鉄

管の更新事業を推進することで、石綿セメ

ント管布設率は2%、鋳鉄管布設率は9

%、ダクタイル鉄管・鋼管率は58%となっ

/ポポリエチレンスリーブ等|

備考)D:管'の呼び径、L:管長 (mm)

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

比べ、水質への影響(残留塩素の消費、pH上

昇等)が小さく、おいしい水の供給に貢献できる

粉体塗装に変更しました。

また、市発注の配水管工事だけではなく、民間

施工で最終的に本市が維持管理を予定してい

る水道管路についても、高機能ダクタイル鉄管を

適用することとしました。

(2)水道管の長寿命化

地方公営企業法施行規則では配水管の法

定耐周年数を40年と定めていますが、ダクタイル

鉄管協会から高機能ダクタイル鉄管の耐周年数

を60年とする資料が発行されました。本市にお

いても、高機能ダクタイル鉄管の機械的性質・長

期水密性・耐震性及び従来のポリエチレンスリー

ブ防食法による優れた防食性を評価し、水道管

の長寿命化を図ることが可能であると判断しまし

た。

(3)高機能ダクタイル鉄管採用に伴う事業費増

加額

平成19年度から高機能ダクタイル鉄管を採用

するに当り、事業費の増加額について試算しまし

た。本市は配水幹線管については従来から耐震

管を採用してきたことに加え、現在の鋳鉄管更新

は配水幹線管を重点的に実施していることもあ

り、事業費増加額は全体事業費の2.1%増に留

まりました。よって、現行の計画枠を大きく変更し

なくても十分対応できる結果となりました。

6.高機能ダクタイル鉄管導入にあたって

の対応

平成19年度から高機能ダクタイル鉄管を採用

するにあたって、以下の項目について徹底してい

きたいと考えています。

①高機能ダクタイル鉄管技術講習会の実施

②設計図への使用管種明記、施工前図面確

認の徹底

③宅地開発等を実施する民間事業者への周

知

7.終わりに

釧路市上下水道部では、平成5年に発生した

釧路沖地震で、鋳鉄管や石綿管など老朽管漏

水が多発し、長期間の断水で市民生活に多大な

影響を与えました。その経験をふまえ、銀"路沖地

震以降、水道施設の耐震化に積極的に取り組ん

でまいりました。

石綿管については平成7年度から、鋳鉄管に

ついては平成8年度から国庫補助事業を活用

し、地震にも強いダクタイル鉄管への更新を行っ

てきました。その結果、釘"路沖地震以降に発生し

た地震では、いずれも漏水

被害を僅かに抑えていま

す。

平成17年 10月11日に3

市町が合併した新しPI釧
路市」は、平成19年度から

高機能ダクタイル鉄管の全

面採用を決定いたしまし

た。

写真1 NS形ダクタイル鉄管布設状況

今後も、大口径の配水幹

線管更新事業、阿寒地区

石綿セメント管更新事業を

始めとした水道施設の耐

震化を積極的に進め、市民

に更に信頼される水道供

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

の評価

1.はじめに

札幌市では、昭和48年頃から市内を横断する

]R函館本線以北を中心とした地域で、地中に埋

設される鋳鉄製配水管の腐食漏水事故が散見

されるようになってきた。このため、昭和53年度に

これらの配水管の継子部にポリエチレンスリーブ

を装着する防食方法を採用し、さらに昭和58年

度からは、管全体に装着する対策(写真1参照)を

講じてきた。

写真1 ポリエチレンスリーブ装着状況

札幌市水道局給水部

給水課長

中村郁也

今回、本市ではポリエチレンスリーブの防食効

果を評価するため、これらの配水管の腐食調査

を実施したので報告する。

2.札幌市水道事業のあゆみ

札幌市の水道事業(以下「札幌水道」とpう)

の歴史は比較的浅く、政令指定都市の中でも最

も後発の水道である。これは、札幌市が豊平川

に由来する良質で豊富な地下水に恵まれ、当初

は水道の必要性があまり認識されていなかった

ためである。

しかし、都市化や人口増加により地下水の水

質汚染が進み、公衆衛生の向上や消防水利の

確保などを目的として水道の必要性が認められ

るようになり、日本初の近代水道が横浜に誕生し

てから50年後の昭和 12年に、当時としては最

新の技術を導入した藻岩浄水場をはじめとする

水道施設が完成し、札幌水道が創設された。

また、創設から半世紀が経過し、水需要の増

加に対応してきた時代から施設の維持管理や
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4.配水管の整備事業

(1)ポリエチレンスリーブの採用

札幌市では、市内を横断する]R函館本線以

北を中J心とした地域に粘土や泥炭などの腐食性

配水管の総延長は現在約6，190km(図4参照)

に達しており、このうち鋳鉄製は約81%に相当

する約4，990kmを占めている。これら膨大な配

水管は、日常的な保守管理と維持管理業務、さ

らには老朽管や外面腐食管(漏水事故の危険

性が高くなっている管)等の更新事業などにより

高い有収率を維持している。

今後は、給配水管情報システム(マッピンクゃシ

ステム)等を有効に活用し、引き続き、より適正な

管網の整備と計画的な更新を進めるとともに、効

率的な維持管理を進めていくことが必要と考え

ている。
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札幌水道の給水区域

3.札幌水道の現状と課題

これまで配水管を含む水道施設は、長期的な

見通しのもと計画的に拡張整備(図3参照)や維

持管理を行ってきた。しかし、高度経済成長及び

急速な人口増加に伴う給水需要の増加に対応

して短期間で整備してきた水道施設が、今後、次

々に更新時期を迎える中、より効率的な対応が求

められることになる。

市内一円に網の目のように張り巡らされている

改良・更新が重要となる時代を迎える中、平成9

年度から平成14年度にかけては、老朽化した藻

岩浄水場の大規模改修を行った。

現在は、全国でも有数の大規模水道事業体

の一つに成長して、 100%近い普及率を達成し

(図2参照)、市民生活及び都市活動を支えるラ

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

管(以下、配水管とpう)の外面に腐食が生じて漏

水事故に発展した事例が散見されるようになっ

た。

このため、本市では、冒頭に記したように、昭和

53年度から継手部、昭和58年度から管全体にポ

リエチレンスリーブを外面に装着する防食対策を

講じてきた。しかし、それ以前に布設した配水管に

は本格的に防食対策を実施していないため、外

面腐食による漏水事故の危険性が懸念された。

(2)管路の腐食調査

l)JR函館本線以北地域の配水支管の調査

昭和63年度に外面腐食管の更新を目的とし

て、腐食が予測される地域内の呼び径350以下

の配水支管856kmを対象に、管体付近の土壌を

採取する調査を開始した。

その後、平成5-6年度には土壌調査と並行し

て腐食促進条件を特定する作業を実施した結

果、腐食塩分濃度の高い粘土や泥炭が分布する

地域が腐食を促進させる傾向にあり、特に青粘土

(青灰色の粘土)が存在する地域や青粘土と泥

炭が混在するような地域では、腐食促進がより顕

著で、あることが明らかとなってきた。平成7年度に

は、これまでの調査のまとめとして、土質分布図及

び腐食度予測式の作成、並びに腐食深さの推定

を行い、さらに、これらから得られた残存管厚値を

用いて五段階の漏水発生の危険度(腐食度ラン

ク)を設定して腐食度評価マップ。を作成したo

これらの結果をもとに、平成9年度からは外面

腐食管更新事業をスタートさせた。評価対象の配

水支管延長856kmのうち、更新計画管路(腐食

量が許容厚以内である腐食度ランクVを除いたも

の)の延長は330kmで、あったが、早急な対処が必

要である腐食度ランク I.lIの管路を優先的に更

新し、平成17年度まで、に200kmの更新を完了し

た。なお、更新の際には離脱防止機構付きのダク

タイル鉄管を使用して耐震性の向上も同時に図

った。

2)配水本管及びJR函館本線以南の配水支

管の調査

平成9年度からは呼び径400以上の配水本管

とJR函館本線以南の配水支管の調査を新たに

実施し、平成7年度に作成した腐食度予測式が

これらの配水管にも適用できるかどうかを確認し

た。

その結果、本市の腐食性土壌はJR函館本線

以北のみに分布し、予測式の適用はその地域の

みを対象と考えていたが，JR函館本線以南の南

区にも当初想定していなかった腐食性土壌が存

在することや配水本管の布設時に行う良質土に

よる置き換えが腐食抑制に効果があることが分か

った。

このため、平成12年度には、①'JR函館本線以

南の南区も含めた配水支管の新腐食度予測式、

②良質土の置き換えの有無を考慮した配水本管

の新腐食度予測式、③市内全域の新土質分布

図の作成を行い、予測精度の向上を行った。ま

た、数多くの調査データが収集できた配水支管に

ついては、腐食予測を行う場合に統計学上の信

頼区間の考え方を用いて、一つの土質条件に対

して予測されうる最も大きな値(信頼限界値比算

出した。

【旧予測式:函館本線以北の配水支管(O75-

350)】

Y=exp(・0.518+土質係数)T O.285 

【新予測式①:全配水支管(O75-350)] 

Y = exp (-0.408+土質係数)TO.257

S=Y'expjt(村 )Jv・ln(Y)f

【新予測式②:配水本管(O400-2000)] 

Y=exp(-1.838+土質係数・0.587o) T O.257 

Y:腐食深さの予測値(mm)

s:腐食深さの信頼限界値(mm)

T:埋設年数(年)

o:良質土による置き換え有り=1、無し=0

t(札γ):検定統計量

O :自由度

γ:両側確率(=80%)

v:分散

質係数:表l参照
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表1 土質係数

土質 予測式

(新 l二質分布図の分沼1) |日 新① 新②

砂・シルト 0.000 0.000 0.000 

粘土 0.205 0.419 2.293 

泥炭 0.656 0.738 2.452 

青粘土 1.032 0.985 2.593 

泥炭+青粘土 0.392 1.386 2.852 

火山灰質砂(南区) 0.589 2.375 

粘土混じり磯(南区) 0.504 2.333 

シルト(南) 0.771 2.470 

これらの結果をもとに、市内全域のポリエチレ

ンスリーブが装着されていない未防食配水管路

2，962kmを対象に腐食度ランクを再評価(表2参

照)し、腐食度評価マッフ。の見直しを行った。

対象地域の拡大と予測式の見直しにより、更

新計画管路の延長は約880kmとなったが、早急

な対処が必要である腐食度ランク I.IIの管路

(配水支管109km、配水本管11km)を優先的に

更新し、平成16年度からの5ヵ年計画で、配水

支管10km/年、配水本管2km/年の更新を行

っているところである。

ただし、全ての未防食配水管路の更新には

長期間を要することから、将来における各管路の

腐食度ランクの推移を見極めることが重要で、あ

り、今後も調査や再評価を繰り返し実施し、効率

的かつ効果的な更新事業を進めていく考えであ

る。

表2 腐食度ランク別延長(km)

危険度 ランク 配水支管 配水本管

I 37 2 

H 72 9 

田 25 23 

N 676 37 

V 1，861 220 

言十 2，671 291 

5.ポリエチレンスリーブ装着管路の調査

市内全域のポリエチレンスリーブ未装着管路

は、前述のとおり計画的な更新事業を進めてい

るが、その一方でポリエチレンスリーブによる防食

効果を確認するため、平成15年度に市内全域を

対象として管路の調査を実施した。

(1)調査方法

ポリエチレンスリーブが装着されている配水支

管を対象に市内45地点(表3、表4参照)で管路

を掘削して露出させた後、ポリエチレンスリーブを

取り除いて管外面や継子部のボルト・ナットの腐

食状況を調査した。また、管周囲の良質土による

置き換えの有無や地下水の有無、管周囲の土質

(置き換え無しの場合)などの埋設環境も調査し

た。

表3 行政区別(配水管理事務所別)の調査地点数

調査場所 調査地点数

北区(北部) 9 

東区(北部) 7 

]R 白石区(東部) 7 

函館 以北 厚別区(東部) 5 

本線
西区(西部) 8 

手稲区(西部) 7 

以南 南区(中部) 2 

計 45 

表4 管路属性別の調査地点数

布設年(年)
管路属性 計

S53 S55 S56 S58 S59 S60 

75 。。。1 。1 2 

呼 100 1 。1 6 13 10 31 

び 150 。1 。1 。3 5 

f歪 200 。。1 2 。3 6 

300 。。。。。1 1 

言十 1 1 2 10 13 18 45 

(2)調査結果

布設後18-25年が経過したポリエチレンスリ

ーブ装着管路(昭和53-60年布設)において、

直管や異形管外面の腐食状況を調査した結

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

ったが、腐食は全く認められなかった(表5、図5、

写真2参照)。残りの2地点も、深さ0.5mm程度の

軽微な腐食が認められた程度で、あった。

また、調査45地点のうちメカニカルの継手部が

露出できた35地点では、ボルト・ナットの腐食状況

も調査した。このうち、約半数の17地点では腐食

が全く認められなかった。残りの18地点は、一部

にボルト・ナットのかんごうしていない所のネジ山な

どが腐食しているものも認められたが、水密機能

を低下させるような腐食ではなく、その殆どは赤錆

が生じている程度の軽微なもので、あった。なお、こ

れら18地点のうち14地点は、地下水が存在して

いた場所もしくは良質土による置き換えがなかっ

た場所(表6参照)であり、埋設条件の悪い場所で

あった。

表5 埋設環境別の管体腐食調査結果

埋設環境 外面腐食の状況

置換え 地下水 発錨 認め
合計

の状況 の状?兄 有り られず

有り 。 17 17 
有り

無し 2 11 13 

有り 。 6 6 
無し

無し 。 9 9 

言1・ 2iU 43 45 

注)pずれも管表面に赤錆が生じていたが，孔食状の腐食は

認められなかった。

軽微な

腐食有り

図5 ポリエチレンスリーブの効果(検体数N=45)

写真2 ポリエチレンスリーブ除去後の管外面状況

(呼び径200、埋設年数22年)

表6 ボルト・ナット発錆地点i主)の埋設環境

埋設環境
地下水の状況

合計

有り 無し

置換え 有り 5 4 9 

の状況 ~し 5 4 9 

言1・ 10 8 18 

注)ボルト・ナットの一部には、かんごうしていない所のネジ山な

どが腐食しているものも認められたが、水密機能を低下させ

るような腐食が生じているものはなく、そのほとんどは赤錆

が生じている程度のもので、あった。

6.ポリエチレンスリーブの防食効果

(1)調査地点の埋設環境

今回調査を行った45地点の位置を平成12年

度に作成した新土質分布図にフ。ロット(図6参照)

し、各調査地点の土質を確認した結果、腐食性

の強い粘土や泥炭、青粘土の埋設環境(表7参

照)にあるものは、全体の60%に相当する27地点

で、あった(表8参照)。

このような強腐食性の環境においても、配水管

には殆ど腐食が認められなかったことから、ポリエ

チレンスリーブの防食効果は非常に高いものと考

えられる。
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(83頁技術レポート資料参照)

図6 新土質分布図と調査地点(旗印)

表7 札幌市内で認められた土壌の腐食性

土壌 硫黄 ANSI 
土質 比抵抗 合有率 評価点

(採取土壌) (n'cm) (%) (点)

泥炭 960 0.309 13.5 

青粘土 1300 0.262 15.5 

泥炭+青粘土 930 0.629 17.0 

[参考]一般の砂 > 10000 < 0.005 0-2.0 

表8 土質別の調査地点数

土質

(新土質分布図の分類) 調査地点数

砂・シルト 18 

粘土 7 

泥炭 12 

青粘土 3 

泥炭+青粘土 5 

計 45 
'-・E・-

備考)今回の調査では，火山灰質砂(南区)，粘土混じり傑(南

区)シルト(南)の各土質に該当する地点はなかった。

(2)ポリエチレンスリーブの装着効果

今回は、厚別区においてポリエチレンスリーブ

が装着されていない管路4地点でも腐食状況を

調査した。呼び径は100-200、布設年は昭和

52-56年で埋設年数が22-26年で、あった。

この調査では、いずれの地点も管外面の腐食

は認められなかったが、ボルト・ナットは2地点(残

りの2地点、はT形管路のため無し)で、調査を行っ

た結果、昭和52年に埋設されたA形管路の1地

点で顕著な腐食が認められた(写真3参照)。しか

し、この地点と同一地区内で昭和53年に埋設さ

れたA形管路では、ポリエチレンスリーブを継手部

に装着していたために腐食は全く認められず(写

真4参照)、ポリエチレンスリーブの装着効果が確

認できた。また、ポリエチレンスリーブが装着された

45地点のうち、地下水が存在した地点は23地点

で、あったが、管外面の腐食は全く認められなかっ

たことから、ポリエチレンスリーブの地下水に対す

る腐食抑制効果も確認できた。

これらの調査結果を踏まえ、腐食性の強い土

壌にポリエチレンスリーブを使用することは、装着

後20年を経過した管体の状況から、ダクタイル鉄

管の法定耐周年数(40年)を超えての使用に耐

えうる腐食抑制効果は十分にあるものと考えられ

る。

さらに今後も継続して装着することで、更なる

長寿命化の効果が期待できるものと推察される。

。
写真3 ボルト・ナットの外観状況(1) 

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

(ポリエチレンスリーブ装着有川埋設後25年)

7.今後の取り組みについて

本市は、創設以来、給水需要に的確に対応し、

安全・安定給水を確保するために管路の整備を

行ってきている。このような状況の中、「管路の新

設率」は平成14年度が1.02%、平成15年度が

0.84%であるが、「管路の更新率」は年1.6-1.7

%となっている。このように更新率が新設率を上

回っている乙とから維持管理のウェイトが高まって

し渇一面が伺える。ここで更新率の見方を変えて

みると、今後も年に1.6%程度の更新率を維持す

ると仮定した場合には、概ね60年で全ての管路

の更新を完了することになり、換言すれば、管路

の更新ペースが約60年(100/1.6)であると捉える

ことがで、きる。

本市では、使用している管種の殆どがダクタイ

ル鉄管であるが、ポリエチレンスリーブ装着による

防食措置を施している場合には、耐周年数は60

年以上と想定している。特に、今回実施したポリ

エチレンスリーブ装着管路での調査結果は、その

ことを裏付けしてくれたものと考えている。

したがって、更新率に基づく更新ペースと耐周年

数が符合することになり、良好な更新が進められて

pるとしミう評価が可能になるものと考えている。

次に、維持管理面について見てみると、「経年

化管路率」は0.15-0.16%、「管路の事故割合」

は0.6-0.8%、「漏水率」は4.3%であり、いずれ

も全国的に見ても低い値となっている。これらの

状況は、管路の多くが、本市が急成長した1970

年代以降の比較的新しい時期に集中的に布設さ

れたとしヨう背景に加え、管路更新や漏水防止など

の維持管理が効果的に実施されてきたことを表し

ているように思われる。

以上のように良好な管路整備・維持管理を進め

る一方で、今後、集中的に整備した管路の更新が

一斉に訪れる時期が必ず到来する。仮に、更新率

が現在と同水準で推移するとした場合、平成15

年度で0.15%である「経年化管路率」は2020年

頃から急上昇し、2040年には30%を超えることが

見込まれるが、現下の厳しp財政状況を勘案する

とそれらの経年化管路を一挙に更新することは到

底不可能と考えられる。このため、今後とも管路機

能の健全性を確保していくためには、適切な維持

管理は勿論のこと、延命化の推進に加えて更新

費用の平準化を図ることは必須となり、管路・管網

の重要度や費用対効果など総合的な観点から診

断評価を行い、優先順位を考慮した管路整備を

実施することが必要であると考えている。

8.おわりに

老朽施設の改良・更新や災害対策、水源水質

保全など、が水道施設整備の大きなウェイトを占め

つつある中、本市では、今後の四半世紀を見据

えて、様々な課題に適切に対応し、将来にわたっ

て安全で良質な水を安定して供給していくため

の道標として、平成16年4月に「札幌水道長期

構想」を策定した。この長期構想、は、本市におけ

る「地域水道ビジョン」となるものであり、「利用者

の視点に立つJとの理念を基本方針とし、「安全

で良質な水の確保」、「安定した水の供給」、「利

用者に満足される水道」、「健全経営のもと自律

した水道」の4つの目標を掲げている。

今後は、利用者にとって普段何気なく利用し

ている水道をより意識していただき、水道事業へ

の理解につなげていくことが、利用者の視点に

立った事業運営に不可欠だと考えている。また、

水道事業ガイドラインの業務指標を活用して利用

者に水道事業をわかりやすく伝えることや、好評

を得ている「さっぽろの水」や「じゃく、ち通信」など

様々なツールを用いて積極的なPRに努めてい

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

1 .高知市水道事業の沿革

高知市の上水道は、市街地を東西に貫く鏡

川、高知分水としての吉野川水系、瀬戸川およ

び地蔵寺川、そして清流として全国的にも有名な

仁淀川の3河川を水源とし、また本宮町と布師団

の2つの地下水源を持ってpます。3河川はいず

れも水質が良好で、また全く水系の異なる河川で

あることから、良質で、渇水に強い水道水源として

大変優れたものとなっています。

創設以来の旭浄水場は、鏡川自流、日量最大

4万m3、鏡ダム生産水、日量最大2万m3を鏡川第

1取水所で伏流水を取水しています。その他に、

第4期拡張事業で建設された針木浄水場では、

高知分水を鏡川経由で鏡川第2取水所から日量

最大6万3千m3の表流水を取水し、仁淀川の大

渡タ冶生産水を伊野町にある仁淀川取水所で同

6万m3(将来同12万m3)伏流水を取水していま

す。

2つの浄水場と地下水源を合わせての施設

所長 技師

森下明 芝大悟

能力は、最大19万1千m3となり、高知市内で今

後予想される水需要にも十分対応できるものとな

っています。

2.高知市水道事業の特徴など

(1 )地震対策

平成7年の阪神淡路大震災以来、全国的に

管路の耐震化が水道事業体の重要課題となっ

ています。太平洋に面する本市においても、マグ

ニチュード8.4程度が想定され、今後30年間で

50%の確率で発生するとされる「南海地震」は、

まさに目前に迫った危機で、あり、耐震性を備えた

施設と管路の構築は最優先されるべき課題とし

て取り組んでおります。

具体的には、旭浄水場更新をはじめ、送水幹

線の二重化、耐震性非常用貯水槽の設置や配

水池での緊急遮断弁設置、復旧・給水用資機

材の備蓄などであり、「災害に強い水道づくり」を

目指して計画的に事業を実施しております。
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(2)高機能ダクタイル鉄管の採用

高知市は、江戸時代初期まで「河中(かうち)J

と称されていました。その名が示すとおり、河川

の堆積物により地盤が形成されてきたため、軟弱

地盤であると同時に、地震時には広範囲で液状

化の発生が懸念されています。

そこで、平成13年度より適宜、NS形管(内面

粉体)を重要管路などに採用してきましたが、平

成 15年度には呼び径150-450において、さら

に平成17年度からは呼び径500-1000まで全

面的にNS形管を採用することとしました。

また、水道水の水質衛生面に対する関心が高

まっている今日、赤水や出水不良などの解消を

念頭においた住民サービスに努めることも、重要

であると考えております。

これらのことから、内面の仕様は、「安全でお

pしい水道水の安定供給」をめざして、PH変動

の少ない内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA

Gl12)を平成6年度より採用しております。

3.旭浄水場更新事業の目的

上水道事業の開始と共に1925年(大正14

年)に創設された旭浄水場は、水道事業の拡張

に伴い増築を繰り返しながら今日まで休むことな

く稼動し、市民に水を供給し続けてきました。ルネ

ッサンス様式を基調とした大正時代の建造物を

今に残すその優美なたたずまいは市民からも愛

され、いわば高知市上水道のシンボルともpえる

施設であり、近代水道百選にも選ばれました。

しかし、運転開始から80年余りが経過し、老朽

化は避けられず、また「水道ビジョン」の長期施策

標である「南海地震対策」の観点からも早急な

更新が必要となりました。

写真1 旭浄水場全景

施設更新を実施する概要は以下の通りです。

(1)更新工事の内容

①工事期間 : 平成17年~平成26年 (10年間)

②工事内容 : 送配水管の全面更新

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

配水池の全面更新(9，000m3X3基、緊急遮断弁設置)

浄水施設(送水ポンプ設備等)、浄水処理施設の全面更新、

導水管の全面更新
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③工事の上での注意点

-既存施設の運転・配水を継続しながら、限ら

れた敷地内で慎重に工事を実施する。

. I水道山公園」として市民に開放している場

所での工事となるので、安全を最優先とする。

-公園は、高知市の桜の名所であり、桜への

影響を最小限とするルート選定と法面掘削を検

討する。

-浄水施設から配水池までの送水管・洗浄本

管は、大口径管で二条の急斜面配管となる。

写真2 施工中の旭浄水場

(2)配管部分の概要

①配管ルートの検討

現存施設を稼動しながら配管施工を実施する

ので、既存の送・配水管のルートは使用できな

い。また施工場所は「水道山公園」として市民に

常時開放しているので、安全を最大限考慮しつ

つ、桜の木を極力回避したルートを選定した。ま

た、市民に対し水道山公園を「全面立ち入り禁

止」とすることは難しいので、施工箇所を四工区

に分割し、一工区ごとに工事を進め、それ以外は

開放することとした。

施工後の斜面復旧方法は、崩壊防止の観点

からコンクリート吹き付け工も考えられるが、当該箇

所は公園として開放するため、緑化を優先し張

芝を施工することとしている。

②管種の選定

送水管(呼び径800)、配水管(呼び径900)

のいずれも、高知市上水道システムの最上流に

位置する重要管路であり、耐震性・耐久性・経済

性を考慮して、NS形を採用した。

図1 公園と桜に影響の少ない配管検討図

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

③NS形管施工(傾斜配管)の留意点

-配水池が浄水場に隣接する水道山公園の頂

上に位置し、送・配水管の施工は、最大45
0

の

斜面配管となる。斜面配管でIP点が長い箇

所については、管l本ごとにアンカーブロックを

打設し、管の滑動を防止する。

-斜面における曲管使用部は、不平均力と圧密

沈下を考慮して、必要に応じて防護コンクリー

トを施工する。

-掘削に関しては、桜の木に影響がある箇所は

矢板施工とする。

-呼び径800、900の大口径管は、自重により施

工後に管が沈下するおそれがある。特に斜面

配管部では一日で施工が完了しないこともあ

り、下部の管底部にジャッキを据え、管の沈

を抑制し、レベルを確認しながらの施工を行う

こととする。

-当現場は、複雑な曲線施工部が複数あるが、

NS形異形管の継手は、曲げ修正が出来ない

ので、配管前にあらかじめ測量し、管の軸線と

ひねり角度を確認しながら行う。

-継ぎ輪によるせめ配管部分も、測量を繰り返し

ながら管の軸線を合わせて接合を行う。

④NS形管(呼び径500~900) の評価

-従来のS形・UF形の管路に比べ、部品点数

の低減、施工の容易さにおいて、施工時間の

短縮に有効である。

-斜面の配管施工においては、UF形に比べ、

管外側からの接合となるので安全性が高い 0

.管材費と、施工時間の短縮によってコストダFウ

ンが図られる0

・斜面配管で継ぎ輪を使用しなければならない

場合は、若干の滑動が見られ、隙間のy寸法

の確保が困難となる。平常時では動かないよ

うに改良できれば施工性が向上するので、検

討をお原夏いしたい。

-大口径の切管方法は2工程であり、切断と加

工にかなりの時間を要する。1工程にするなど

施工時間が短縮されれば工期短縮にもなるの

で、検討をお願いしたい。

4.おわりに

本工事は「施設の稼動を続けながらJI周辺

環境に配慮しJI限られたスペースの中でJI安全

に工事を実施する」とpう課題と向き合いながら

施工を実施しております。

先人たちの残してくれた高知市上水道のシン

ボルである既存施設の特性を生かし、送・配水管

路では高機能ダクタイル鉄管等、適宜新しい技

術を取り入れ、維持管理、及び耐震性に優れた

施設を作り上げたいと考えております。

本報告が、厳しい経営環境の中、よりよp水道

施設の構築と維持に取り組んでおられる水道技

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

1.はじめに

「活力あるアジアの拠点都市」づくりを目指す

福岡市は、昭和53年5月20日から287日間に及

んだ大渇水を契機に様々な安定給水対策に取

り組んで、きた。

具体的な施策として、①取水系統の複数化、

②水管理センターによる効率的な配水コントロー

ル、③配水幹線の相互連絡化、最近においては

④海水淡水化事業などがあげられる。

また、福岡市総合計画の一環として、増大す

る水需要に対応するために、西暦2015年(平成

27年)に、給水人口143.9万人、施設能力78.0

9万m3/ 日を目標としている年次計画をあわせ

て推進中である。

さらに、平成17年の福岡県西方沖地震をうけ

て、災害時の水の安定供給を最重要課題とし、

地震による配水管路への被害を最小限にとどめ

る為、市内一円に耐震化整備区域を設定し、そ

の区域内での配水管の改良や新設を行う場合

は、耐震性に優れた管を使用する様にしてきた。

福岡市水道局

配水音B

東部管整備課

松尾新太

今回、福岡市東区に位置する香椎副都心地

区からアイランドシティ聞における呼び径800配水

幹線の東区香椎浜1丁目地内の推進工事にお

いて、耐震性に優れたPN形管によるノTイフ。イン

パイプ工法を実施し、採用したPN形管による施

結果について報告するものである。

〈

j'I~ ( 

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

800配水幹線工事について

本市の配水管路網は、多々良・乙金・高宮・夫

婦石・瑞梅寺の5つの浄水場付属の配水池と

福岡地区水道企業団からの受水による下原配

水場からなる自然流下系で構成されている。

現在、東区志賀島方面への配水系統は、下

原配水場系からの1系統のみであり、事故時等

のライアライン機能強化及び、アイランドシティの水

需要に伴う配水管整備等に併せて、松崎配水

場(多々良浄水場配水池)系から志賀島方面へ

の配水2系統化を目的とした配水幹線整備を進

めており、今回はその一部として香椎浜1丁目地

内で、工事を行ったもので、ある。

3.パイプインパイプ工法による呼び径

800配水管布設計画

3.1 施工位置とパイプインパイプ工法の採用

図2に福岡市東区香椎浜1丁目地内の施工

場所を示す。本交差点を横断するには、雨水ボ

ックスカルパート(口5，000X 2，500)の下を横断

する必要があり(図6参照)、また本交差点は、交

通量が多く、交通に支障が生じる可能性もあり、

開削工、法が困難とされ推進工法による、パイプイ

ンパイプ工法によることとした。

図2 施工箇所
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3.2 管種選定

(1)管材料の選定

パイプインノfイプ工法の管材料の選定につい

ては、本管路が基幹管路であることから、ダクタイ

ル鉄管と鋼管で比較検討し、次の理由によりダク

タイル鉄管を採用することにした。

表1 夕、クタイル鉄管と鋼管の比較

項目 ダクタイル鉄管

-強度が大であり、耐久性がある。

-強靭性に富み、衝撃に強い。

長所 -継手に伸縮可とう性に加え離脱防止力を

併せ持ち、管が地盤の変動に追従できる。

-施工性がよい。

-重量が比較的重い。

短所 -継手の種類においては、異形管防護を必

要とする。

今回は、施工箇所が推進工事の立坑だった

ため、多少の湧水があり、安全性を確保するため

に電気溶接を必要としないダクタイル鋳鉄を採

用した。

また、ダクタイル鉄管にはノfイプインノfイプ工法

鋼 管

-強度が大であり、耐久性がある。

-強靭性に富み、衝撃に強い。

-溶接継手により一体化ができ、地盤の変動に

は、長大なラインとして追従できる。

-施工性がよい。

-溶接継手は、熟練工や特殊な工具を必要とす

る。

-電食に対する配慮、が必要である。

専用管としては、PI形、PII形およびPN形管が

あるが、地震を考慮し、可とう性、伸び代があり、か

っ離脱防止力においては、 A~Dランク中のAラ

ンク(水道施設設計指針2000年P457)であるP

N形管を採用した。

表2 耐震管の性能比較

布設方法 継手形式

PII汗妥

パイプインノTイプ専用

PN~ 

(2) PN形の構造と特長

図3にPN形継手の構造を示す。

PN形継手は、PII形継手の離脱防止性能を

向上させるため、以下に示す改良を加えたもので

ある。なお、受口外径D5す、法、挿し口外径D2'す

法は、PII形管と同じである。

① 受口溝部残肉 (C'寸法)を受口内面側に

厚くし、受口端面から受口溝部までのす法 (B

寸法)を長くしたことにより、離脱防止力がPII

伸縮代 離脱防止力

(%) (kN) 

+1 
-0 

1.5D 

+1 
-0 

3.0D 

D は日乎て1f歪

形管より増加した。

② ロックリンクゃを受口外面から挿入するため長

穴を設けた。

③ セットボルトをPII形管の6個からPN形管の

9個に3個追加した。

④ ロックリンクゃを受口外面から挿入しやすくす

るため、分割部にテーパーを設け、形状を変更

した。
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受口外面長穴

(円周1ヵ所)

/
p
/
 出口

粗
末
口
献

PN形継手の構造 (呼び径700""'"1350) 図3

呼び径800PN形とP11形の比較

項目 PN形 Pll形

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

伸び量 (mm) 55 

許容曲げ角度 CO) 3.0 

P 265 250 

Ds 862.8 
寸法

D2' 812.8 
(mm) 

c' 14.25 11 

B 45 30 

セットボルト数(個) 9 6 

表3



呼び径800PN形ダクタイル鉄管によるパイプインパイプ。工法 73 

(3)PN形管の接合方法(ロックリンクゃのセット方法)

従来のPII形管は受口の所定の位置に予め

ロックリンク。を仮セットしておき、受口に挿し口を挿

入することで、ロックリングを設置する。一方、PN

形管は、受口に挿し口を挿入した後、ロックリンクや

¥‘ 

、
々々

のセットする位置の受口外面に設けられた長穴を

利用し、専用のロックリンク。挿入器を使って、ロック

リングを継手の受口溝内に設置する。

ロックリングの挿入状況を図4に示す。

ロックリング

受口外面長穴

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

写真2 PN形継手接合状況 (ロックリンク挿入)

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

(1)工事の概要

①工事名称:東区香椎浜1丁目地内呼び径

800配水管布設工事

②さや管:呼び径1000推進用鋼管(外

径 1016mm)、推進延長17.5m鋼製ボーリ

ング一重ケーシング式推進工法

③立坑:発進立坑3，991X 3，520、到達立

坑呼び径3，000円形ライナープレート

I一一寸 lI! I~ 

I 11・5

-p・• 
~r 

十能Ji主延長 17，504m 

銅製作管ポーリングー酌ーシング式推進工法一21，00へ

④土被り:5.75m~6.13m

⑤配水本管:呼び径800PN形ダクタイル鉄管

PN形管体延長19.0m(PN-KF形受挿し

短管1.0m+PN形甲切管2.0mX8本+両

挿し短管1.0m+PN-KF形受挿し短管

1.0m) 

i zw 
¥一一

理

図5 施工場所平面図
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旦..ムZ主墨丘皇1

Kf.oa・.aoo省9O(VB)

卜

図7 配管図

(2)施工結果

本工事において、立坑築造場所は、交通量が

多い交差点部であった事、また、推進長が短い事

を考慮し、3，991X 3，520の発進立坑を選定し

た。今回の立坑で施工できるPN形管の管長が

2mとなり、合計11本の管を2日間で完了した。

管挿入工事の施工量は、以下の通りで、あっ

た。

表4 挿入工事施工結果表

施工日

2 

4.おわりに

本数(本)

3 

8 

延長 (m)

5 

14 

今回、福岡市東区香椎副都心地区からアイラ

ンド、ンティ聞における配水管布設工事の一環とし

て、東区香椎浜1丁目地内呼び径800配水管布

設工事を行ったが、工法及び管種の選定にあた

っては、事前調査・各種工法との比較検討の結

果、福岡県西方沖地震をふまえて耐震性を考慮、

備考

呼び径800X10001本、呼び径800X2000 2本

呼び径800X10002本、呼び径800X2000 6本

し、PN形管によるノTイプインノ号イプ工法に決定し

た。

今後福岡市においても配水幹線の更新時期

に入るが、交通量の増加地下埋設物の輯鞍等

に伴い、管路更新工事においてさらに同種の工

事が増えてくると予測される。本報告が関係各

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

1 .はじめに

石垣島は琉球弧及び日本列島の最南端に位

置し、四方が海に固まれた個性あふれる島々か

らなる八重山諸島の中核を担う「日本最南端の

自然文化都市」として、石垣市は市制施行60周

年を迎えることとなった。

陽光あふれる温暖な亜熱帯の島は、3月中旬

に日本一早い海聞きが開催され、コノりレトブルー

に輝く風光明婦なi}ll平湾」やラムサール条約湿

地に登録された「名蔵アンノりレJのマングローブ

林、ヤエヤマヤシ群落など数多くの自然景観が

残されている。

また、宇宙への夢を育む施設として、世界とつ

ながる20mの電波望遠鏡(VERA石垣局)や南

十字星の見える105cm光学赤外線望遠鏡(石

垣島天文台)があり、8月にはライトダウンをして

「南の島の星まつり」が行われる。

また、世界のアスリートたちが熱戦を繰り広げる

iITUトライアスロンワ-)レドカップ。石垣島大会」が

石垣市水道部

施設課長

宮良長欣

写真1 川平湾の風景

4月に開催されるなど、豊かな自然環境と伝統文

化に恵まれた石垣ヘ、年間77万人余の観光客

が訪れている。

2.石垣市水道事業の概要

石垣市の水道事業は、昭和25年に米国民政

府の資材援助を受け着々と建設準備を進めてき

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

来なくなったため、石屋市と民間の出資により石

垣市上水道株式会社が設立された。

水源地は、沖縄県最高峰の於茂登母(525.8

m)を源流とする本市三大河川の一つである名

蔵川の上流地点(白水第1水源地)から取水を

行い、大座原の浄水場より自然流下方式で給

水を開始した。

その後、新たな白水第2・第3水源地の整備や

水施設の新設、鉄バクテリアの侵食による既

設導水管の総取替などに巨額の施設整備費が

必要となり、民営による水道事業経営では限界

に達しているとの判断から、水道事業の経営が

石垣市へ移管され、昭和36年に石垣市水道事

業として新たにスタートし、現在は上水道事業と

簡易水道事業を推進中である。

表 1 石垣市水道事業の計画概要

上本道事業 簡易水道事業

第6次拡張事業 第2次拡張事業
事業名

(平成15年度一23年度) (平成15年度一23年度)

計画給ぶ人「寸 45，100人 3，900人

計画取水量 30，160m3j日 2，340m3j日

計画最大給水量 28，100m3j日 1，945m3j円

水源種別 河川水及び地下水 河川水

給水面制 57，61km2 

浄水方法 緩述ろ過方式

3.原水調整池の概要

白水原水調整池は、白水ダムの建設中止(ラム

サール条約湿地に「名蔵アンノりレ」が指定され

る)に伴い、名蔵川水系からの安定的な取水量

の確保と将来の水需要並びに渇水等に対応す

るため、9，000m3/日を安定的に供給する代替施

設として整備することとなった。第6次拡張事業

40，55km2 

緩速ろ過方式

計画の主要事業として、平成15年度より事業に

着手し、平成19年度には1号池(写真2)が完成

(平成20年供用開始)する予定である。

計画に際しては地震に対する施設の重要度や

安全性を重視し、地震動レベル2で、設計を行って

pる。

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

本市の主な管路整備は、配水本管を鋳鉄管

からダクタイル鉄管のA形ヘ、そして現在はK形

を主要管種として整備を行ってきている。今回、

原水調整池建設に伴い、①ダクタイル鉄管布設

予定区間が原水調整池からポンプ室への基幹

施設として整備を行う流出管(呼び径500)であ

ること、②埋設深度が約4m~9mと非常に、深くE

つ施工箇所が軟弱地盤であるため、災害時にお

ける安全性の確保が求められることから、耐震性

や施工性を重視し、石垣市では初めてNS形ダ

クタイル鉄管を採用した。

今回の調整池の設計・施工にあたり、 1基のタ

ンクから流入管・流出管・排水管・オーバーフロー

図 1 NS形管の5条配管

管・床排水管が設置されるなど、5基分のノTイプ

が輯鞍した状態での複雑な配管設計や、タンク

(支持杭O800X543本)と弁室との連絡部の不

同沈下対策などが特筆すべき点である。

NS形ダクタイル鉄管による鎖構造継手は、継

手部の可とう'性によって地盤変動に無理なく追

従する。今回の、軟弱地盤による不同沈下と、深

層部とpう点で、は絶対に継手の離脱があっては

ならないため、この継手の機能を最大限に生か

すと共に、構造部との取り合いは通常NS形継

ぎ輪2個使いで十分であるが、既設管からの流

用とpう観点から、可とう管も設置することとして

pる。

図2 深層埋設部の配管

写真3 施工中の原水調整池(1号池・6万m3)
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写真4 施工状況1

5.沖縄県の水道サービス評価(業務指標

かう見た事業概要)

沖縄県の水道事業は平成18年現在、上水道

事業が25事業体、簡易水道事業34事業からな

っており、復帰後3次にわたる「沖縄振興開発計

画」や平成14年度からの「沖縄振興計画」に基

づき、高率補助による水道施設整備が促進され

たことから、水道普及率はほぼ100%に達してい

る。

平成17年1月に日本水道協会規格として制定

された「水道事業ガイドラインJを踏まえ、日本水道

協会沖縄県支部の諮問機関である水道問題研

究会の研究テーマとして「沖縄県の水道サービス

写真5 施工状況2

評価」を取り上げた。

研究会の構成メンバーは、 1県9市1企業団を

中心とし、 137項目の業務指標について比較検

討を行p、「沖縄県の水道サービス評価-業務

指標から見た事業概要」の報告書が平成18年3

月に刊行された。

管路の耐震化率に関しては、沖縄県全体の

水がめである北部ダムからの導・送水管を持つ沖

縄県企業局の耐震化が目立つが、まだ全体に各

事業体とも低い。ダクタイル鉄管化については、

各事業体共早い段階より管路の整備に取り組ん

でおり、石垣市においてはほぼ100%のダクタイ

ル鋳鉄管・鋼管率となっている。

今b
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図4 夕、クタイル鋳鉄管・鋼管率

6.まとめ

石垣市水道事業は、昭和47年(本土復帰)に

水道法に基づく水道事業の変更認可申請を行

い、その後、給水人口並びに需要量の増加や多

様化する需要者のニーズに応えるため各施設整

備の拡充を行ってきた。

また、老朽管の更新や住宅の郊外化による管

路整備については、ダクタイル鉄管を基軸に事業

を推進してきたが、業務指標の分析評価により、

離島における問題点や各施設の耐震化、技術職

員の育成など、今後の取り組むべき多くの課題を

確認することができた。これらの課題を今後策定

予定の地域水道ビジョンに反映させて行きたいと

考える。

NS形ダクタイル鉄管の採用にあたっては、安

全な施工に関する研修会の実施や技術者の技

術の習得(耐震管路の設計と施工について)が

必要である。

今後は、高機能ダクタイル鉄管を標準品として

の位置付けも検討しながら、需要者に対する信頼

性を確保し、災害時にも安心できる水道システム

の機能強化を図って行きたいと考えている。

結びに、石垣市と友好都市である稚内市が、

NS形ダクタイル鉄管を通して今号(第80号)に共

に寄稿できたことに対し感謝申し上げる。
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ダクタイル鉄管第79号　

　平成18年10月　



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。
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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。



石狩市水道ビジョンについて 1７

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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～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。
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･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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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）



Ⅱ 、 紬水サービスの1句上をめざ し て
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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。

"………~[妻驚苧.…
Z元弄雨三=貢扇面両可雨Fマラ面両Ｅ１

‘''…~…つ庭…遍璽｡画一に:要諦罵蒜ｼ･ﾝ…

【．､安全な水の強昏定柏木をめざして

一
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一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
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2..些遮鉛水のための捺印シスチムの桐塞Ｉ

（１）置画システムの璽唾

一[窒票
シスチ旦弓qTB庭師
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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特路更新

（１）G■窪電卓化のB十画的写輝壷一唾壱詩由､麺面冬璽中改軍プラン

(室)睡鹿の白邸上･定ロ垂唾の■亦企一ｍ画の白画上･宜旦璽画の画挿0

(③》鹿四国庵《、釦、亨璽命毎唾化の裁誼

(4)醇宮至便⑮垂哩春宰画一『水廻事鍾ガイドライン』の堰用

《Ｓ》四・繭への面画一画･原への面画

－[爵悪態富ﾂフ

匡嘉三三蓑：

《１》画宣の企平唾

《垂》錘客寺画霜匿包田交上

－地下か軒u廟への対屈乙

璽垣RF哩卓ﾛｰｰ廷亨垂⑮虹池
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じ

ｍ､特統可旋な木型躯築継街をめざして

哩麗:鴛二……
…

[蝋：
帝璽 口

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
ウバリアプリー化の推進

ア広報の充丸

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
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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
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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。
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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
ＳＵＰＰＬＹ：供鑑

Ｆ －

戸．次、。βJ増一

ｋ‐
覇
』

沙横須賀市上下水道局

施設部長金井′|坑司

ロ■■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■ｒ

|…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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１
１

４１

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
０
０
０
０
０

０
０
ｐ
０
ｐ
Ｏ

０
０
０
０
岨
Ｑ

５
４
３
２

Ｉ
｜

’

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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●リーピス血０９ＦⅧ70ｍに

●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
異慨川低馳＃〈

一一ー~

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
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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



4４ ダクタイル鉄笹 平成１８．１０第79号

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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羽■■■■■■■■■■■■■■■■■
～地域水道ビジョンと管路施設整備～

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。
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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
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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
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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



30 ダクタイル鉄管

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



32 ダクタイル鉄管 平成18. 5 第78号

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



川越市における管路更新の考え方について 35 

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

明。ω~ω問。~。ぬい

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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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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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 (，水道施設更新指針Jを参考にして)

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)
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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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明問問問問問附側 、

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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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

更新
を法方新更p

り'カ果
'
h月
4

4
心
af用

定

費

決↑
 

¥
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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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ふ。⑤⑤附慰問問問則的。⑤側 、

-~:tôD1理5理=司匙翠

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



62 ダクタイル鉄管

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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E尋醤SS4

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。
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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)

100 

r-圃ーーー 合計:119.4km 

「ー一寸 ，---， 1寸 rll Ir寸

n
u
n
u
n
U
A
U
A
U
n
u
n
U
 

Q

d

R

U

7

'

ι

U

R

d

A

サ

q
J

(
Eぷ
)
出
掛
結
時

20 

10 

合計:1457krn 0 

(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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図6

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
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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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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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A形継手

一一一 鋳鉄管 (CIP)

一一一一 ダクタイル鉄管(DIP)等

.41頁 図6 配水支管メッシュ単位 (B/C)

E園 2.0-

- 1.5-2.0 
I .p I 
面 1.0-1.5

園田 -1.0 
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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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