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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。
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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 



十日町市上下水道事業耐震化計画について 27 

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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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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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、
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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。

49 

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

3.0 
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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

20.0 

-.. -..-，・，，・'--・'

目標(平成24年度):10.3% 
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管路耐震化率の推移と目標値
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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 



発行年 号数 タイトル 著者 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
　　　　　　　　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。

2008年 No.82



発行年 号数 タイトル 著者 概要

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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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

~<l弁呼びíH∞-2
此P法民Q ~ 
墜2ラン引開ンジふtcu位並7魁笠立1t2盟
権7ランジ'1:t~z0ふた呼びífl跡目血性-l
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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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今後の水道事業
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 

20 
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図7-1

35 

プローブ電流密度

28 

浸漬日数(日)

21 14 7 
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ポリエチレンスリーフ f纂1cm

42 

プローブ電流密度図7-2

ポリエチレンスリーブ f纂10cm
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図7・3
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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。

42 

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。
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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



川西市水道事業における水道管路の耐震化について

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



54 ダクタイル鉄管 平成20.5第82号

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



分散型耐震貯水槽U字 タイプ(n千び、径2600mm，300m3)の施工について

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



62 ダクタイ jレ鉄ff 平成20.5第82号

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
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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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