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「安らぎと潤い、豊かな暮らしを支
える水道」の実現に向けて

松山市公営企業局

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

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

横浜市水道局の新たな老朽管更
新（耐震化）計画について

横浜市水道局

給水部給水課課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅彦

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

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

横須賀市上下水道局

施設部水道施設課
　　　　　　　　　　　　　　　渡邊　紀喜

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

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

宝塚市上下水道局

施設部長
　　　　　　　　　　　　　　　岩城　博昭

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

山形市

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

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

災害に強い水道を目指して
　～耐震貯水槽の設置～

佐賀市水道局

工務課長
                            　川副　直文

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

｢安らぎと潤い､豊かな暮らしを支える水道｣の実現に向けて

松 山 市公営企業局管理部建設整 備 課 主 幹 仙 波 聖 悟 主 任 伊 藤 幸 治

松山市は､愛媛県のほぼ中央､道後平野の北東部に位置する県都です｡水道事業はこれまでに4回の

拡張事業を実施しており､平成17年には旧北条市､旧中島町と合併し､四国初の50万人都市となりました。

今回のレポートでは､昨年策定された｢水道ビジョンまつやま2009｣において今後10年間の取り組むべき目

標を報告しています。

横浜市水道局の新たな老朽管更新(耐震化)計画について

横浜市水道局給水部給水課課長補佐鈴木雅彦

横浜市の水道が日本で初めて給水を開始して123年になります｡老朽化した施設や管路を計画的に更

新してきました｡現在進めている､横浜市の老朽管更新計画は平成22年度で最終年度となり､23年度以

降についての新しい老朽管更新計画を策定されました｡その計画の概要や災害対策､事業効果について

報告しています。

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

横須賀市上下水道局施設部水道施設課渡漫紀喜

横須賀市は､神奈川県の南東､三浦半島の中央に位置しており､水道事業は明治41(1908)年に市内

走水の湧水を水源として市中心部に給水を開始しました｡最近では､老朽化した施設の整備や管路の更

新を順次進められています｡今回､老朽管路の更新にあたり､急傾斜地における屈曲配管された既設管内

への新管挿入という､厳しい条件下でのパイプインパイプ(ＰＩＰ)工法による工事を実施しており､その概要

を報告しています。

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

宝塚市上下水道局施設部長岩城博昭

宝塚市は､兵庫県南東部に位置しており､人口22万6,000人､市域は101.69kｍ2で南北に細長い形を

しています｡宝塚といえば､世界的に有名な歌劇やアニメの神様手塚治虫氏の記念館などがあり､年間800

万人の観光客が訪れています｡水道事業は､昭和27年に給水を開始した小浜村と良元村の創設事業か

ら始まり､昨年度｢宝塚市水道マスタープラン｣を策定し､様々な課題の解決に取り組まれています｡今回の

レポートでは､アセットマネジメントを導入した施設の改築更新への考え方を報告しています。

山形市における停留式耐震貯水槽(災害対策用小型造水機併用)の採用事例について

山形市上下水道部水道建設課布設係主幹阿部博康

山形市は､山形県内陸部村山盆地の東南部に位置し､東は奥羽山脈､西は朝日･月山連峰に挟まれ､人

口は25万4,000人を数えます。水道事業は大正１２(1923)年に給水を開始しており､今回のレポートでは、

災害時の飲料水確保を目的にした応急給水･災害復旧拠点となる耐震貯水槽の設置に至る検討事項とそ
の工事概要を報告しています。

災害に強い水道を目指して～耐震貯水槽の設置～

佐賀市水道局エ務課長川副直文

佐賀市は平成17年及び平成19年の2度の合併で､北は福岡市､南は大川市と隣接する南北に長い市

となり､人口は24万人を数えます｡水道事業は､上記合併から現在市内には､旧佐賀市･大和町･諸富町区

域の3つの水道事業が存在しています｡今回のレポートでは､水源である神野浄水場から遠い地区に耐震
貯水槽を設置されたので､その概要を報告しています。
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~地震などの災害に強い水道の構築(震災対策)の取り組み~

松山市公営企業局

管理部建設整備課主幹

仙波聖悟

1はじめに

(1)松山市の水道の概況

本市は愛媛県のほぼ中央、道後平野の北東

部に位置する県都である。道後平野には、市内

を東西に流れる重信川、石手川があり、古くから

農業用水として、また地下水は飲料水として利用

されてきた。しかし、都市の発展とともに水需要の

増大や水質等の問題が発生し、昭和19年に創

設事業が着手された。しかし、戦時、戦後の資

金、資材不足などのため工事が遅れ、昭和28年

にようやく給水を開始することができ、昭和36年、

水道創設事業が完成している。

その後、本市の水道事業は、人口増加、市勢

に伴う水需要増加に対応するため、4回の拡張

事業を実施し、平成17年には、旧北条市、旧中

島町と合併し、四国初の50万都市となった松山

市を支える上水道となった。

現在、主な水源としては、石手川ダムと重信川

流域の地下水、北条地区では主に立岩川流域

の地下水を利用しており、 一 日平均給水量

管理部建設整備課主任

伊藤幸治

137，682m3 (平成21年度実績)、水源から浄水

施設まで、の導水管の延長は約30kmとなってい

る。また、送・配水管は延長約1，960kmとなって

おり、より安定した給水体制を整備してきでいる。

松山市の上水道ネットワークの概要図を図Hこ

示す。

図1 松山市の上水道ネットワーク
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(2)水道ビ‘ジ‘ョンまつやま2009(目標と課題)

このように、本市の水道事業は、昭和28年の

給水開始以来、市域の拡大や市勢の発展ととも

に増大してきた水需要に応えるため、数次にわた

る拡張事業や施設整備事業を実施し、市民の皆

様へ水道水を安定して供給することで、市民生

活や都市活動を支えてきた。

しかし、21世紀を迎えた本市の水道事業は、

全国の水道事業がそうであるように、①老朽化に

伴う水道施設の大量更新、②地震などの災害へ

の備え、③団塊世代退職に伴う技術継承、④地

球温暖化などの環境への対応、とpった課題に

加え、本市独自のものとして、⑤50万都市にふさ

わしい水資源の確保とpう課題を抱えている。

そこで、、本市では、将来の水道事業のあるべき

姿を描き、それを実現するための目標を立て、目

標と達成するための施策と施策に基づく今後10

年間の具体的な取り組みを示した「水道ビジョン

まつやま2009Jを策定した。

「水道ビジョンまつやま2009Jでは、将来像を「安

らぎと潤い、豊かな暮らしを支える水道」とし、その

実現に向けて2009年から10年間(平成21年か

ら平成30年)の間に取り組むべき5つの目標を

掲げた。(図2参照)

本報告では、このうち「地震などの災害に強い

水道の構築Jの取り組みについて紹介する。
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図2 水道ビ、ジ‘ョンまつやま 10か年プラン2009(平成21~30年度)

2地震などの災害に強い水道の構築(震

災対策)の取り組み

(1)地震など災害対策の必要性

本市は、市内近くに中央構造線系の活断層が

走り、これに沿った伊予灘を中心とする地域は、

地震が多発することから「特定観測地域」に指

定されている。具体的には、市域の被害が最大

となると予想される内陸直下型地震として、川

上・小松断層セグメントが活動して発生する地震

と伊予断層が活動して発生する地震の2ケース
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である。また、近い将来に発生する危険性が高い

海洋性地震として南海地震の1ケース、以上3ケ

ースの地震を大きな被害を与えうる可能性のある

想定地震として設定している。南海地震につい

ては地震発生確率が30年以内に60%程度、50

年以内には80-90%、地震規模がM8.4前後で

東南海地震と連動して同時発生した場合は

M8.5前後に達すると推定している。つまり、本市

は、地震の潜在的な危険と常に隣り合わせにあ

り、「ライアライン」としての上水道の地震対策は、

非常に重要である。

以上のようなことから、本市では、「水道ビジョン

まつやま2009Jにおいても「地震などの災害に強

p水道の構築 (震災対策)Jを目標に、「災害に

強い施設の構築Jと災害時に円滑な活動ができ

るような仕組みをつくるための 「災害対応能力の

向上」を対策と掲げている。

以下に、「災害に強い施設の構築(震災対

策)Jの具体的な取り組みを示す。

(2)災害に強し、施設の構築 (震災対策)

1 )主要施設の耐震化

主要施設の耐震化は、被害をできるだけ最小

限にとどめるため、まずは、人が出入りする建築物

から進めていくこととした。現在、公営企業局庁

舎と市之井手浄水場管理本館の耐震化がすで

に終了している。今後、表1、表2に示すように順

次耐震化を進めて~)く予定である。

表 1 浄水施設耐震化計画表

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

浄水施設耐震率 0.0% 47.9% 47.9% 67.7% 93.7% 93.7% 100.0% 

浄水場名 浄水施設能力

市之弁手 97，∞Om'j日

かきっぱた 40，200m'j日

高井神田 32，ωOm'j日

垣 生 20，∞Om'j日

竹 原

北条ポンプ場 10，720m'j日

院 内 2，l00m'j日

耐震化海水施設能力(m3j日) 97，000 137，200 189，800 202，620 

※浄水施設耐震率=耐震化されてL喝浄水施設能力÷全浄水施設能力(202，620m31日)

表2 主要な配水池 (容量3.000m3以上)の耐震化計画表

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

配水池耐震施設率 45.3% 50.2% 61.1% 61.1% 75.5% 

名 称
容量
何)m

3

昧生配水池 6，100 

平田配水池 4，800 

鷹子第1配水池 3，200 

鷹子第2配水池A 5，500 

東野配水池 3，700 

松山総合公園配水池 14，000 

※平成21年度の配水池耐震施設率は29.5%

※現在、市之井手配水池の耐震化を実施中、同配水池の耐震化完了で配水池耐震施設率は45.3%となる予定。

※残りの15配水池についても順次耐震化の計画を予定。
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2)基幹管路の耐震化

基幹管路の耐震化は、これまで、導水管、送水

管及ひ、300mm以上の配水管を対象に進めてき

ており、現在、基幹管路約230kmのうち約12%

が耐震性の高いNS形ダクタイル鉄管等の耐震

管となっている。(図3 基幹管路の管路構成グ

ラフ)

本市で、S形等、ダクタイル鉄管の耐震継手の

採用は、昭和54年 (1979年)にかきっぱた浄水

場から長泉水源地問の送水管路の一部で採用

したのが最初である。その後、平成4年3月にでき

CIP 
4.5% 

DIP耐震継手以外
83.5% 

た湧ヶ測配水池や祝谷東町配水池への送配水

管には、SII形を採用しており、現在、NS形ダクタ

イル鉄管を主体とした耐震化を図っている。

今後は、基幹管路の耐震化率100%を目指し

て、管種、経過年数、老朽度、液状化の可能性な

ど各管路の状況を踏まえ、優先度の高いものから

耐震化を進めてpく予定である。また、基幹管路

以外の管路についても、液状化が予想される地

域などの、被害の影響が大きし瓦ところを、優先し

て耐震化を進めてpく予定である。

その他 | 口 DIP耐震継手

0.1% 

DIP耐震継子
| 口 DIP耐震継子以外

8.1% 
l 口 sus

口 SP

• VP 

• CIP 

• ACP 

. その他

図3 基幹管路の管路構成グラフ

3)重要施設への給水ルートの確保

地震などの災害時においては、特に、医療に

必要な水を確保する乙とが重要となる。平成7年

の阪神・淡路大震災で長期間断水したことにより

人工透析機器が使えず、患者をヘリコプターで被

災地から搬送しなければならなかった教訓も踏ま

え、対策を行っておくことが重要で、ある。

そこで、本市では、応急給水拠点となる配水池

と医療機関や救護所をつなぐすべての給水ル

ートについても、耐震化を進めていくことが重要

であると考えている。

4)応急給水拠点の整備

地震などの災害時における飲料水などの確保

には、応急給水拠点となる配水池の整備が重要

となる。水道施設の大部分を占める水道管路約

1，990kmすべての耐震化ができればそれに越し

たことはないが、そのためには膨大な費用と数十

年とpう期間を要すため、地震などの災害時にお

いて応急給水拠点となる配水池を整備すること

で、飲料水などを確保することが有効である。

その具体策として、本市では、緊急遮断弁が設

置されていない主要な配水池を対象に、必要に

応じて緊急遮断弁を設置している。また、応急給

水拠点となる配水池からでてpく配水管を耐震

化することにより、直接応急給水ができる区域を

順次拡大してpく予定である。

5)災害時パックアッフ。機能の強化

地震などによって被害を受けた施設や管路の

機能を補完するためのパックアップ。機能を強化

することも重要である。特に、本市では、水源を石
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手川ダムと重信川水系の地下水に依存するた

め、水の相互融通は、その効果が非常に大きPと

思われる。

連絡管としては、乙れまでに、垣生浄水場と竹

原浄水場と結ぶ約5kmの連絡管と松山地区と

北条地区とを結ぶ約5kmの連絡管を整備して

きた。

平成16年度から取り組んでいる「石手川ダム

の表流水」と「重信川水系の地下水」との相互

融通を図るため、東野配水池と鷹子第2配水池

の連絡管約4kmが平成21年度に完成した。

整備状況を写真1に示す。

写真1 連絡管の整備状況

90，∞o 

3アセットマネジ‘メント導入による経営

改善

上述した「災害に強い施設の構築(震災対

策)Jからも分かるように、今後も整備していく必

要のある水道施設は膨大であり、将来像を実現

するためには、ばく大な費用がかかる。このため、

水道財政の健全性をL功ミに維持していくかが重

要な課題となる。

水道事業はネットワーク型の装置産業であり、

事業用資産に占める固定資産(水道施設)の割

合が大きpi高固定費低変動費型Jの事業であ

る。このため、具体的な方策としては、これらの固

定費をいかに抑えていくかが「水道財政の健全

性」を維持することにつながるといえる。

つまり、水道施設においては、いかにLCC(ライ

フサイクルコスト)を圧縮できるか、とpった視点か

らの固定資産管理が求められる。

今後、本市においては図5に示すように、昭和

40年代後半から50年代にかけて構築した多く

の水道施設が更新時期を迎えようとしているが、

これを一度に更新してしまうのは得策ではなく、ま

た経営資源からみても現実的な対応とはpえな

Po (図5 年度別布設延長グラフ)

そこで、LCCを見据えた水道施設の修繕や更

新など固定資産の管理手法としてアセットマネジ

メントを導入し、限られた経営資源とPう制約の

中にあっても、水道施設のライアラインとしての機
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能を低下させないよう、中長期的視点に立った資

産管理を行っていく必要がある。

本市においては、アセットマネジメントシステム導

入に際し、まず、管路はデータ整備が不十分な北

条地区や久谷地区の情報のデータベースを、また

管路以外の施設は、保守点検や修繕履歴など

の維持管理に関するデータベース化を進めてい

く予定である。

また、図6に示すように、施設の診断、機能評

価、影響度評価を考慮した更新計画を的確に行

うとともに、長期的な資産への影響を踏まえた

LCCの考慮、により、より効果的・効率的な更新と

耐震化を図っていきたいと考えている。

施設整備

管路布設 砂E副 画
新

良

繕

更

改

修

図6 J7セットマネジメントシステムのフロー

4おわりに

本稿では、「水道ビジョンまつやま2009Jの地

震などの災害に強い水道の構築について主に

ご紹介した。南海地震は東南海地震と相まって

発生する可能性があり、その場合の被害は甚大

になるとともに、南海地震は30年以内に発生す

る確率が60%程度といわれていることから、施設

の耐震化整備が急務である。

また、一方で、渇水に対する整備も重要であり、

50万人都市となった松山市の水道施設の課題

は非常に多い。しかし、水道ビジョンに掲げた将

来の目標に向かつてど、うすればその目標を達成

できるかを考え、アセットマネジメント導入による経

営的な視点も考慮、にいれた取り組みを実行して

pくことにより、中長期的なビジョンの実現は可能

であると考える。

本市は、本来、水道に求められている「公衆衛

生の確保」や「ライアラインとしての役割」にとどま

らず、よりお客様に満足していただける水道サー

ビスの提供を目指し、今後も、水道への信頼を継

続・発展させていき、本市の水道の将来像を「安

らぎと潤い、豊かな暮らしを支える水道」と掲げ、

将来にわたって、お客様一人ひとりの豊かで潤

いのある生活を支えていけるよう、着実に取り組

んでいきたい。
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横浜市水道局の新たな
老朽管更新〈耐震ft)計画について

横浜市水道局

給水部給水課課長補佐鈴木雅彦

盤石 技術レポートl

高度経済成長期に整備された水道施設の多

くが老朽化しつつあり、更新時期を迎えようとし

ている。

横浜市の水道は、123年の伝統があると同時

に、その歴史ある水道資産を維持するために、計

画的に更新を進めていかなければならない。横

浜市では、これまでも老朽管の更新を進めてきた

が、水道施設の安定性をより一層向上させるに

は、経過年数だけでなく、これまでの漏水事故等

の実績や耐震性も考慮して、更新対象管を選定

する必要があると考えている。

これは、お客さまサービス向上の観点、から、漏

水事故等に対して事後対応的な方法でなく、予

防保全的に対応すべきと考え、さらに、長期的に

は、次世代の負債となるような水道資産を残す

べきではないという考え方によるものである口

現行の老朽管改良計画は、平成22年度が最

終年度となっていることから、23年度以降につい

て新しい老朽管更新計画を策定する必要があ

る。老朽管の更新にあたっては、管種や継手を

耐震性の高いものに代えていくことで、耐震化を

進めていくことにつながり、計画的に老朽管の更

新と耐震化を進めていくものとして、新たな計画

を策定しているところである。

1現行の老朽管改良計画の概要と進捗

横浜市の送配水管は、約9，000km布設され

ている。布設年代をみると、昭和40年代から昭

和 60年代で年間200~350km、昭和 45年と昭

和55年にピークがあり、その後減少し平成4年以

降は年間 100~150kmとなっている。(図1参

照)

現行の老朽管改良計画は、平成12年度に事

業化し、昭和39年以前に布設された内面がモル

タルでライニングされていない鋳鉄管、亜鉛メッキ

鋼管、硬質ポリエチレン管、硬質塩化ピニル管等

を対象として、約821km(12年度時点)を22年

度までに改良する計画である。(表2参照)

また、腐食性土壌対策として、磯子区、港南

区、青葉区を中心とする呼び径300以下のダクタ
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イル鉄管を優先的に、平成12年度から毎年5km

程度改良する計画である。対象となる配水管は、

硫化物を多く含む腐食性の激しい海成粘土層

に埋設されているポリエチレンスリーブの施されて

いないタヲタイル鉄管であり、布設後20数年で孔

食による漏水が発生している。平成17年に呼び

径800の配水管が腐食性土壌で漏水したため、

4∞ 
350 

3∞ 
2ω 
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ω 
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呼び径400以上の大口径管についても計画的

に改良を進めている。具体的には、腐食危険度

の高い地域に埋設されている配水管を対象とし

て、呼ひ、径400以上の幹線配水管34kmを平成

18年度から10か年計画で改良することにした。

(表3参照)
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図1 配水管の年代別布設延長

表 1 現行の老朽管改良計画の対象管

具体的な管の種類 呼び径 平成12年度時点の延長(km)

内面がモルタルでライニングされていない鋳鉄管(S39以前に布設) 75以上 471 

亜鉛メッキ鋼管(亜鉛鍍鋼管) 50以下 165 

硬質ポリエチレン管 // 119.1 

鉛管 // 0.5 

硬質塩化ビニル管 1/ 65 

計 820.6 

表2 老朽管改良延長 (km)

※H21まで実績、H22は計画

※達成率は821kmlこ対する割合

※改良延長は、現行の老朽管改良計画の対象外の前倒し施工分があるためH22年度821kmを超える延長となっている。

表3 腐食性土壌対策 (平成17年 10月現在)

呼び径
腐食危険度の局い区域内

布設延長(km)

400未満 126 

400以上 34 

計 160 
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2 r老朽管改良(耐震化)計画報告書Jの概要

現在進めている老朽管改良計画は、平成22

年度まで、となっているが、老朽管改良は継続的

に実施して行く必要がある。

平成23年度以降の老朽管改良計画を策定す

る必要があることから、19年度に外部委員を含め

た横浜市水道局老朽管改良(耐震化)計画策定

委員会を設置し、老朽管更新の対象、優先順位、

計画案の比較検討を行い、基本計画を策定した。

老朽管更新に当たっては、漏水事故の低減効

果や耐震化の進捗、更新の優先順位の設定に

よる投資効果の確保等を考慮して、管路の適切

な更新サイクル、適切な事業規模を設定すること

が必要となる。

(1)老朽管更新の対象

老朽管更新対象は、漏水発生割合の高い管

種・呼び径、重要度(断水影響)を考慮して選定

した。

漏水発生割合は、本市漏水事故の実績に基

づいて設定された漏水発生割合(件/100km/

年)の値を用いた。(表4参照)

重要度は、漏水発生割合、断水をした場合の

影響指数、復旧に要する時間から算出した。(表

5参照)

重要度の視点から更新対象管路を抽出する

と、呼び径400以上の管路に偏ることになるが、

耐震化の視点から、呼び径300以下の地震時の

漏水件数の多さを無視することはできない。また、

ポリエチレンスリーブの施されていない硬質塩化

ビニルライニング鋼管や、耐衝撃性硬質塩化ピニ

ル管の平常時の漏水発生割合が高いことも考

慮、し、更新対象管路に含めることにした。

(2)更新優先順位の設定

更新優先順位は、平常時の影響指数である

重要度だけでなく、耐震化の視点である地震時

の標準被害率や、更新時の施工性を考慮し呼

び径の区分を設けて設定した。

各呼び径において、重要度の高Lものから順に

優先順位を設定し、その中でも、地域性を考慮し、

想定地震に対して震度7が予想される地域や液

状化が予想される地域内の管路を優先した。ま

た、呼び径50以下の管路については、硬質塩化

ピニルライニング鋼管及び耐衝撃性硬質塩化ピ

ニル管が非常に高い漏水発生割合を示している

ことから、更新順位を上位に位置付けた。

優先順位①ー④のグループは、重要度が高

い、または漏水発生割合が高い管種であり、平常

時においても、更新の必要性が高い管路と考え

られる。また、地震被害を軽減させることを念頭に

置き、それぞれの呼び径についてバランスよく更

新を進めることにした。(表6参照)

表4 管種と漏水発生割合(例)

管 種
漏水発生割合
(イ牛/100km/年)

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 0.58 

管|
(40年超過) 1.30 

鋼
(40年以内) 0.54 

局級鋳鉄管 2.51 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 8.70 

硬質塩化ビニルライニング鋼管(ポリエチレンスリーブ無) 20.1 
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表5 重要度によるグループ分け

呼び径 管 種 重要度 順位 グループ

400~ 局級鋳鉄管 682~3，420 6~16 

鋼管 (40年超過)
A 

400~ 313~5，832 3~19 

400~ 鋼管 (40年以内) 300~1，251 11~21 

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 13~29 
B 

400~ 158~ 790 

100~300 鋼管 (40年超過) 19~ 789 14~40 C 

400~ 夕、、クタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有) 63~ 313 19~35 D 

100~300 局級鋳鉄管 7.2~ 293 23~48 

~ 50 硬質塩化ビニルライニング管(ポリエチレンスリーブ無) 14~ 43~ E 

100~300 鋼管 (40年以内) 4.2~ 169 28~51 

100~300 夕、、クタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 1.7~ 68 34~54 

100~300 ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有) 0.7~ 27 38~57 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管
F 

~ 50 6.2~ 49~ 

~ 50 硬質塩化ビニルライニング管(ポリエチレンスリーブ有) 1.4~ 55~ 

100~ ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有、耐震管) O.O~ 14 44~60 G 

※順位は、管種別・呼び径別で重要度を算出した場合の順位

※重要度順位1位及び2位は、現老朽管改良計画の老朽管であり、22年度までに更新することから、表からは除いている。

表6 管種と呼び径による更新優先順位

呼び径50以下 呼び径75-300 呼び径400以下

管 種 液状化
その他

液状化
その他

液状化
その他

-震度7 -震度7 -震度7

ポリエチレンスリーブ有及び耐震管

ダクタイル鉄管 ポリエチレンスリーブ有 ⑨ ⑩ 

ポリエチレンスリーブ無 ⑦ ⑧ 

呼び径700以上(40年以内) ⑤ ⑥ 

呼び径700以上(40年超過) ③ ④ 
鋼 管

呼び径600以下 (40年以内) ⑤ ⑥ 

呼び径600以下 (40年超過) ① ② 

鋳 鉄 管 高級鋳鉄管 ③ ④ ① ② 

HIVP 耐衝撃性硬質塩化ピニル管 ③ ④ 

VLGP 
硬質塩化ビニルライニング鋼管

(ポリエチレンスリーブ有)

VLGP 
硬質塩化ビニルライニング鋼管

① ② 
(ポリエチレンスリーブ無)



30 ダクタイル鉄管 平成22.10第87号

(3)老朽管改良(耐震化)計画案の検討

横浜市水道局老朽管改良(耐震化)計画策

定委員会では、50年後である2060年度 (H72年

度)までを計画年次と想定し、年間必要更新年

度について、次の3つの案を検討した。

A案年間100km 更新周期 90年

B案年間120km 更新周期 75年

C案年間150km 更新周期 60年

各計画案共通して、災害医療拠点病院等へ

の重要路線を含む呼び径400以上の管路が全

て耐震化される。各案の特徴については表7の

通りである。

3新たな老朽管更新(耐震化)実施計画

委員会からは、実施計画の策定にあたって、横

浜市の地形・地質条件や道路状況等、地域性や

老朽管の布設状況等を考慮して、事業量(更

新)延長を決定することを提言されている。

(1)耐周年数の設定

実施計画に移行するために、管種ごとに耐周年

数を表-8のように設定し、「新たな老朽管更新

(耐震化)計画」について3つの案を検討した。

(2)更新期間の区分

平 成23年から50年間を第1期 (H23-H32)、

第2期 (H33-H42)、第3期 (H43-H52)、第4

期 (H53-H72)に分けて、既設配水管の改良

対象の大枠と工事費についてとりまとめた。

(3)各案の比較

ア第1案

耐周年数を短期に想定したため、第1期、第

平均では、更新延長130km/年、事業費238

億円/年となる。

イ第2案

概ね平準化されているが、第2期から第3期

に事業量が多くなっている。50年間の平均で

は、更新延長115km/年、事業費214億円

/年となる。

ウ第3案

想定耐用年数を長期に設定しているため、

50年間で更新時期を迎える管が少ないことか

ら、50年間の平均では、更新延長100km/

年、事業費190億円/年となる。

(4)実施計画案

実施計画案では、第1案から第3案の検討結

果を踏まえて、更新延長、事業費、耐震化率等を

相対的に検証した結果、第3案をベースに、想定

地震に対して、震度7が予想される地域や液状化

が予想される地域の更新を早めた案を作成した。

改良対象延長は、年間110km程度となって

pるが、現在、第1期の実施計画を策定している

ところで、ある。

4災害対策

本市は、これまで災害に強い体制づくりに努め

ており、非常時においても飲料水をはじめ生活用

水を確保し、市民へ円滑に応急給水するため、

配水池に緊急遮断弁を設置して災害時の給水

拠点とするとともに、災害用地下給水タンク134

基、緊急給水栓358か所を整備した。

配水池は、震度5弱以上の地震が発生し設定

2期に更新が集中する結果となる。50年間の した水位以下となった場合に浄水場からの遠隔

表7 各案の特徴

A案 B案 C案

呼び径75から呼び径300までの管 呼び径75から呼び径300までの管 呼び径75から呼び径300までの管

路について、ポリエチレンスリーブ 路について、ポリエチレンスリーブの 路について、耐震管ではないダク

の施されていないダクタイル鉄管を 施されていない管路がすべて更新 タイル鉄管の更新まで行うことがで

含む耐震管でない管路が多く残る される。さらに、ポリエチレンスリーブ、 きる。従って地震災害に強い管路

ことになる。平常時の漏水件数に の施されていないダクタイル鉄管の を構築することができる。ただし、更

改善は見られるが、地震時の被害 うち、想定地震に対して、震度7が 新費用は莫大なものとなり水道事

については決して小さく抑えられて 予想される地域や液状化が予想さ 業経営の面からの考察も必要とな

L亙るとは考えられない。更新費用 れる地域の更新が完了するため、 る。

については、3つの案の中で最も 地震時の被害については、大きな

少ない。 改善がみられる。



31 横浜市水道局の新たな老朽管更新(耐震化)計画について

管種別想定耐周年数

管 種 第 1案 第2案 第3案

硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VLGP)
40年 実績により想定

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)

鋳 鉄 管 50年
埋設条件の影

鋼 管 40年 50年 60年
響が大きいの

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ無) 50年 60年 70年
で、幅をもたせ

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有) 70年 75年 80年
て想定

ダクタイル鉄管(ポリエチレンスリーブ有・耐震管) 70年 75年 80年

表8

(注)第3案をベースに、想定地震に対して、震度7が予想される地域や液状化が予想される地域の更新を早めた事業計画案を作成した。
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5事業効果

これまで進めてきた老朽管の更新事業の成果

として、漏水破裂修理件数が着実に減少してき

ており、10年前の3割程度となっている。

現在、想定地震による被害の復旧に約1か月

程度かかると見込んでいるが、今後の耐震化の

効果として、第1期が終わる平成32年度末には、

10日以上短縮できると予測している。

図2

操作で2槽のうち1槽の緊急遮断弁を閉じ飲料

水を確保し、もう1槽は、消火用水などに使用する

ため、弁を開放しておく乙とにしている。さらに、大

災害時においても最低限度の給水が確保できる

よう、引き続き基幹施設の耐震化を図るとともに、

パックアッフ。体制の構築を進めていくことにして

6終わりに

水道料金収入が減少していく中で、耐震化を

あわせた老朽管更新には、莫大な費用がかかる

が、水道事業を持続させていくために、財政的に

も効率的、効果的な更新計画が必要である。50

年先とpうスパンの長期的視点から策定してお

り、将来の横浜市民に対して、責任をもって水道

事業を推進できるものとなると考えている。

pる。

管路については、平成8年6月から呼び径400

以上と想定地震に対して震度7が予想される地

域や液状化が予想される地域内に布設する配

水管に耐震管を採用してきた。平成18年度から

は、新設配水管の布設について、全面的に耐震

管を採用し、災害に強いライアラインの構築を進め

ている。また、医療機関への給水を確保するた

め、災害医療拠点病院、救急医療告示機関を指

定し、その施設に至る路線を整備優先路線とし

て耐震化を進めている。
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急傾斜地における屈曲配管された
既設管内へのパイプインパイプ工法

〈呼び径600PN形)

横須賀市上下水道局

施設部水道施設課渡漫紀喜

鹿野・ 技術レポート|

1はじめに

横須賀市は、神奈川県の南東、三浦半島の中

央部に位置し、東京から約50km、横浜から

20km圏内にあります。

市域は約100km2、三方を海に固まれ、東は東

京湾、西は相模湾にそれぞれ面しており、暖冬涼

夏の気候に恵まれています。

地形は、山地、丘陵からなる起伏のため、坂道

やトンネルの多さが本市の特色となっています。

本市の水道は、市制施行の翌明治41年 (1908

年)、市内走水の湧水を水源として市中心部に給

水を始め、100年を超える歴史があります。

この間、本市では、昭和29年 (1954年)の旧

軍港市転換法による旧海軍水道施設の譲渡、

昭和30年代からの水需要増大に対処するため

県内の他水道事業体との相模川等の水源開

発、さらに、昭和54年 (1979年)からの宮ヶ瀬ダム

開発に参加するなど水源確保を図り、ライアライン

である水道水の安定供給に努めてきました。

本市水道事業の計画給水人口は45万人、計

f
 

神奈川県

図1 横須賀市位置図

画1日最大給水量は32万m3となっています。平

成21年度(2009年度)の主な業務実績は、給水

人口418，033人、普及率 100%、年間給水量

66，053，947m3、1日平均給水量180，970m3、1日

最大給水量 201.648m3、年間有収水量

59，472，081m3、有収率90.0%、配水管延長

1，447，783mで、す。

近年は、老朽化した水道施設の更新や鉛給水

管対策、水質基準への対応とpった新たな取り組

みも必要となってきており、限られた経営資源を有
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効に配分しながら、施設整備を進めています。 たものです。工法選定にあたっては、地理的条

件、環境負荷、工事費等を考慮し、主たる区間に

おいて、非開削で管の更新が可能なPIP工法を

採用し、併せて、管種は、離脱防止機能付き継手

を有する呼び径600PN形ダクタイル鉄管を採用

しました。更新総延長は874mで、そのうちの

708mをPIP工法 (PN形)、 166mを開削工法

(NS形)で施工しました。また、PIP工法での施

今回、老朽化管路の更新にあたり、急傾斜地

における屈曲配管された既設管内への新管挿

入とpう、非常に厳しい条件下で、のノTイプインパ

イプ(PIP)工法による工事を実施しましたので、

その概要を紹介します。

2工事の概要

本工事は、大正10年 (1921年)に布設した鋳 工区間のうち318mが急傾斜地における屈曲配

鉄管が老朽化したため、耐震化を目的に更新し 管区間になっています。

区間

(立坑No.)

1→ 2 

2→ 3 

3→ 4 

4→ 5 

5→ 6 

6~7 

(工事概要)

工事件名:西逸見町地区配水本管布設工事

工事場所:横須賀市西逸見町1丁目 36~2丁目 10

既設管:大正10年布設の普通鋳鉄管

(30インチ、印鑑継手、内面無ライニング)

挿入管:呼び径600PN形ダクタイル鉄管

表1 区間別の採用工法

延長※
工法 継手(m) 

30 PIP PN形 既設管内

64 
PN形 新設さや管内

67 
PIP 

備 考

318 PIP PN形 既設管内(急傾斜、最大勾配24.9%、屈曲)

200 PIP PN形 既設管内

117 開削 NS形 既設管撤去

※立坑内の配管延長を除く

図2 全体図
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3 PIP工法の施工における課題

3.1 管路線形に対するPIP工法の可否

管路線形を図3、図4に示します。平面線形

は、緩やかなカーブを描いており、最小曲率半径

は106mで、す。縦断線形は、発進側から到達側

に向かつて下り勾配で、あり、最大傾斜角度は14
0

〈曲線傾斜区間〉

骨600 PNDIP L=707.9m 

パイプ・イン・パイプ工法

図3 平面図

φ600 PNDIP L=707.9m 

パイプ・イン・パイプ工法

開削工盆

図4 縦断図

3.2 曲管の有無

既設管内をテレビカメラで調査した結果、本区

間において55/8。曲管を3個確認しました。PN

SP 

(最大勾配24.9%)でした。平面・縦断線形とも

に、複雑に屈曲していることが想定されたため、

新管挿入前に既設管路の詳細データを得る必

要がありました。

写真1 カーブ

司

v一

写真2 坂

形呼び径600の許容曲げ角度はどであり、55/ 

8。曲管への新管の挿入は出来ないので、新管を

挿入するための対応策が必要になりました。

図5 曲管位置
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3.3 急傾斜における新管の滑動

下り勾配における新管挿入時の管の滑動を照

査した結果、PIP工法施工中にのみ最大傾斜角度

140 

(最大勾配24.9%)付近で管が滑動する恐れが

あることが判りました。新管の滑動は、地震時におけ

る継子部の伸ひ、代不足やロックリンク、、への過度な

加重を引き起こすほか、管路長にも影響を与えてし

まうため、滑動防止対策が必要になりました。

4対応策

4.1 模擬管による調査

新管挿入に先立って、直管2本分に相当する

5 

度角

度
げ

角

曲

曲

容
屈
許一一

4 

q

d

q

L

 

・
)
悩
庶
母
国

。
o 50 100 1 50 200 250 300 

延長(m)

図6 模擬管 (3.5m)の屈曲角度

4.2 曲管の撤去

事前に確認された3個の曲管については、新

管挿入前に、曲管とその前後の直管の一部を掘

削して撤去し、代わりにさや管として呼び径700の

ヒューム管を設置しました(図7参照)。曲管が有し

図7 HP設置図

模擬管(角度測定機能付)を挿入し、新管の挙

動(屈曲角度)を確認しました。模擬管は、PN形

管の標準管長で、ある4m管(一部発進側の直線

は6m管)を使用しましたが、数箇所で許容曲げ

角度を超える値になりました。そこで、再度3.5m

の模擬管を挿入したところ、曲げ角度が許容値

内に納まることが確認できたので、新管の有効長

は3.5m'こ決定しました(図6参照)。なお、図6に

示した屈曲角度の値は、安全率(=1.2)を考慮し

ています。

表2 PN形管の仕様結果

挿入順序 管長(m) 補強タイプ

先頭管 3.5 標準

2~75本目 3.5 溶接リング

76~86本目 3.5 フランジ・リブ

87~88本目 6 フランジ・リブ

最後管 (調整) プランジ・リブ

ていた曲がり角度を、新たに設置したヒューム管の

複数箇所の継手ヘ分散させることにより、新管を

許容曲げ角度内で挿入することが可能になりまし

た。これにより、発進立坑から到達立坑まで一気に

新管を挿入することが可能になりました。

写真3 HP設置
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4.3 滑動防止設備の設置

滑動防止策の第一点目として、発進立坑に滑

動防止装置を設置しました(図8参照)。管挿入

時に万が一管が滑動しでも、PN形管受口が滑

動防止装置に引っかかるようにしました。また、第

二点目として、発進立坑内にウインチを設置し、既

設管内を介してワイヤを先頭管に固定しました。

先頭管を常時発進立坑側から引張ることにより、

既設管内に挿入されたPN形管の滑動も防止し

ました。

ダクタイル鉄管36 

『¥

滑動防止装置

が、これは55/8。曲管の代わりlこ設置したヒュー

ム管の区間です。また、200m付近から挿入力の

上昇が少ない理由としては、傾斜による新管の

滑動力の増加が考えられます。

図8

5施工結果

5.1 挿入力

新管の挿入力を図9に示します。急傾斜地に

おける屈曲配管区間において、全て許容値内で

あることが確認できました。区間中の30m付近及

び、190m付近で一部突出した値を示しています

ーー許容挿入力

一一範工挿入力
.・・設計挿入力

300 250 150 200 

挿入距離(m)

100 50 
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挿入力結果図9
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5.2 摩擦係数

挿入時の動摩擦係数の実測値を図10に示し

ます。計画値は0.4に設定しましたが、実測値は
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ヒューム管内の値を除くと平均で0.44になり、概

ね計画に近い値が得られました。
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図10 摩擦係数結果

。 50 

6今後の課題

6.1 既設管路の調査

既設管内にPIP工法で施工する場合は、既設

管路の線形及び管種(異形管の有無等)の情

報が重要になります。調査を事前に行い、設計や

施工に必要な情報を入手する必要があります。

6.2 断水計画

既設管路の調査を事前に行うためには、断水

を伴う場合が多く、調査を考慮した断水計画の

検討が必要になります。

6.3 挿入管長の変更

設計時は、PN形定尺管長の4m管及び、6m

管を挿入する乙とを計画していましたが、模擬管

による調査の結果、3.5m管への変更になりまし

た。設計と異なる管長を採用することで、PN形管

の製作納期や材料金額にも影響があります。今

後は、より経済的かつ効率的な施工をするため

の、設計管長での挿入を可能にする方策の検討

が必要です。

300 

7おわりに

本工事の実績は、今後さらに需要が高まるであ

ろうPIP工法の適用範囲を拡大するための一つ

の実証データになります。本報告が、非開削技術

や維持管理技術の発展に少しでも貢献できれば

幸いです。
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Technical Report 潤

宝塚市水道事業における
アセットマネジメントを考慮した
管踏更新の考え方について

宝塚市上下水道局

施設部長岩城博昭

E霊長い 技術レポートE

1はじめに

本市は、兵庫県南東部に位置しており

人口が約 22万 6000人、市域は約

101.89km2で、南北に細長い形をしてい

ます。武庫川の扇状地に発達した南部

市街地は市街化区域となっており市域

の約1/3を占めております。また、市域

の約2/3を占める北部西谷地域は市

街化調整区域として定められ、自然が豊

かな農村田園地帯となっております。本

市は明治時代から温泉地として有名でし

た。明治19年に宝塚温泉が開発され、阪

鶴鉄道伺，JR)や箕面有馬電気鉄道(現

阪急電鉄)開業により、より多くのお客様

が訪れるようになりました。大正時代に発

足した宝塚婦人唱歌隊から発展した世

界的に有名な「宝塚歌劇」やアニメの神

様手塚治虫氏を記念した「手塚治虫記

念館J、かまどの神様「清荒神」、安産祈

願で有名な「大本山中山寺」など観光資

30Km 
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図1 宝塚市位置図
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源も数多くあり年間800万人を超える観光客が訪

れています。本市は昭和29年の市制施行以来、

大阪-神戸から約20km圏にあり、時間的に30分

程度とpう位置関係から阪神間のベッドタウンとし

て発展してきました。昭和40年代後半には日本一

の人口急増都市で毎年10%近い人口の増加が

あり、上水道を始め公園や学校等の社会資本の

整備に力を注ぎました。(図1 宝塚市位置図参

照)

2水道事業について

本市の水道は合併前の昭和27年に給水を開

始した小浜村と良元村の創設事業に始まりま

す。認可内容は、計画給水人口と計画給水量は

それぞれ20，000人、3，600m3j日でしたが、それ

以後7回にわたる拡張事業を実施し、現在は、平

成27年度を目標年次とした第7期拡張事業を実

施しております。事業概要は計画給水人口

245，000人、計画一日最大給水量113，800m3j日

で、主要な事業として、小浜浄水場整備事業(ク

リプト及び老朽化対策)と北部地域送配水施設

整備事業(簡易水道の統合)を実施しており、両

事業とも今年度内に完成する予定で鋭意施工

中です。

本市の水道施設は人口急増による影響や地

形的な要因により、比較的小規模な施設が数多

く存在しております。水源は、地下水(浅井戸6

本・深井戸19本)、河川表流水(武庫川)、ダム

水(川下川ダム)と多岐にわたり、浄水場は施設

能力5，000m3j日から25，000m3j日まで、7箇所、加

圧所は28箇所、配水池は46箇所となっており、

同規模の水道事業体に比べ施設を多く保有し

ています。また、管路施設は、導水管17km、送

水管71km、配水管686kmで、合計774kmとなっ

ております。

平成21年に地域水道ビジョンとして「宝塚市

水道マスタープラン」を策定しましたが、安定・安

心・継続等について今後の方針をとりまとめてい

ます。その中で、課題解決の方策として、水源の

確保、施設の耐震化、水質の向上等への取り組

みを求めています。

3管路施設について

管路施設は水道事業における施設の中でもエ

ンドユーザーに直接供給する役目を持った施設で、

事故等が発生すると即座に断水や赤水が発生

するなどお客さまの生活ヘ与える影響が大きい

施設であるとともに、水道事業における資産の中

でも非常に大きな割合を占めています。本市の

管路施設は昭和40年代の人口急増期に整備さ

れたものが多く、老朽化が進んでおり、その対策

が急がれております。また平成7年に発生した阪

神・淡路大震災により管路施設も大きな被害を

受け復旧に1ヶ月半を要した地域もあり、耐震化

が求められております。(写真1)

写真1 被災状況

(1)これまでの取り組み

平成11年度に管路更新計画を策定し、老朽

化対策と耐震化対策を策定しました。老朽化対

策として、主要な管路について線的な検証を行

い、管種、布設年度、水圧、外荷重等の項目につ

いて数量化し、スパンごとに集計し評価を行い、

最後に工学的検討を加え、5段階の優先順位付

けを行いました。大規模開発地等については面

的な評価を行し瓦ました。改良の優先順位につい

ては、外圧に弱い石綿管及び塩ビ管(表1:震災

による管種別被災状況、被害率参照)がまだかな

り残存していたため、まず石綿管と塩ビ管の改良

に取り組むこととし、現在、石綿管はほぼ全廃と

なり、塩ビ管の改良工事を推進しています。塩ビ

管の改良のめどが立った時点で鋳鉄管の改良に

着手する予定としています。(図2 管路更新計

画図参照)
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図2 管路更新計画図

阪神・淡路大震災による管種別被災状況

宝塚市被災箇所244カ所内訳

表1 管種別被災状況、被害率

管 種 被災箇所数

鋳 鉄 管 169 

石 綿 管 45 

塩化ビニール管 30 

また、鋳鉄管の老朽管改良対象路線は、異形

管等の内面に粉体塗装がなされていない昭和

56年以前に布設された管路を対象としており、

総延長約250kmとなっています。

次に耐震化計画については、施設の上流にあ

たる導水管、送水管についてはすべて耐震化

し、配水管については、呼び径150以上の管路

は耐震化するとともに呼び径150未満でも、緊急

避難所や病院等の災害時の復旧拠点となる施

設に至る管路は耐震化するとpう方針を立て計

画を策定しました。耐震化ルートは、管網計算に

よる流向を参考に極力配水池から防災拠点まで

の最短ルートととし、施工の優先順位については

管路延長(km) 被害率(箇所/km)

475.1 0.356 

16.4 2.744 

41.4 0.725 

老朽度、地盤特性(液状化)等を考慮して決定し

ました。(図3 耐震計画図参照)

(2)管路施設の課題

老朽化対策として、具体的な鋳鉄管の年度別

改良計画、施工延長、時期等は決定しておりませ

ん。年間約5，000m程度の改良工事を実施してき

ておりますが、下水道工事に伴う移設工事あるい

は道路改良工事に伴う布設替え工事等の他工事

関連工事に予算を割くことが多く、老朽化対策工

事の実施については十分ではありません。

耐震化対策については、北部西谷地域に多く

残存する塩ビ管について耐震化計画を策定して

おり、現在実施中ですが、南部地域の計画策定
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図3 耐震化計画図

が求められています。

(3)アセットマネジ、メント

本市の管路施設は人口急増期の昭和40年

代に布設されたものが多く、布設後40年を経過

する管路がこれから増加してきます。

鋳鉄管の耐周年数が40年となっておりますの

で、管路の健全性を維持するためには年間

45，000 

40，000 

35，000 

量30，000

!:!! 25，000 

20，000 

15，000 

10，000 

5，000 

。
昭2和5 30 35 40 45 50 55 

20km程度の更新工事を実施する必要性があり

ますが、人口減少や節水機器の普及等が水道

財政に及ぼす影響を考えると不可能に近い数字

であるといえます。アセットマネジメントlこ関する考

え方を導入した計画的・効率的な水道施設の改

築 ・更新計画を策定する必要があります。

平成
60 2 7 12 17 22 

図4 年度別布設延長
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4これからの取り組み

老朽化対策として、布設後40年で改良するこ

とは不可能であるため、管路の長寿命化をはかる

必要があります。本市においては、ポリエチレンス

リーブや防食ナットにより長寿命化をはかつてお

り、管路の布設年度別延長を基に、時間計画保

全に基づき使用実績を踏まえた更新基準を設定

し、取導水管、送水管は法定耐周年数 (40年)

で、配水管は60年で更新する事としております。

その結果、経年化管路は発生するが、老朽化管

路は発生しないものと考えております。なお、配

水管の更新基準を一律に設定しましたが、今後

は、管路更新計画等により、埋設環境に応じた更

新基準を検討していこうと考えております。本市

の場合、2027年頃から配水管の更新需要が増

加するものと予想され、2051年までに300億円

を超える資金が必要になってくるものと見込まれ

ます(図5 管路更新工事費参照)。その場合、

市内一円での更新工事が見込まれるので、資

金面、マンパワー等工事の実施方法を検討する

必要があるとともに、アセットマネジメントの考え方

を導入し、機能診断等による改良工事の前倒し

による平準化や長寿命化による使用年数の見

7，000 

6，000 

更新需要

5，000 

4，000 

3，000 

百万円 2，000 

1，000 

。

直しを検討するなど水道事業経営に及ぼす影

響を最小限に抑える必要があります。また、導水

管・送水管など基幹管路の更新方法について、

管路更新計画に基づいた実施計画を作成して

pきますが、その際、パックアッフ。の確保など、工

事期間中の給水確保方策を検討する必要があ

ります。

次に耐震化対策ですが、本市の地域防災計

画における想定地震動としては、有馬高槻構造

線を震源として、マクゃニチュード7・2の直下型地

震が発生し、震源付近では震度7また市内の広

p範囲で震度6強の強い揺れとなり、水道管路

施設においては市内全域で650箇所の被災を

被り、また火災も28箇所で発生し7000棟が焼失

するとされています。現在基幹管路耐震化計画

延長は約338kmとしておりますが、耐震化済み

延長は約25kmで、耐震化整備率は8.2%と低い

レベルにあり、管路の耐震化は大きな課題となっ

ています。本市は平成7年の阪神・淡路大震災

により非常に大きな被害を受けており、安定給水

をはかるために耐震化は重要な施策になってい

ますが、限られた予算の状況もあり、耐震化率の

向上は牛歩の知くとなっています。管路更新計

‘欣 )$<欣 ，1多〈 ‘1次 ，1多c ‘手ピ ，)$< .1次
冷，，;)- _，，'¥-" _，，'V '">- ペひ3 、;>' _"n;，" _，，1>1.'">- _，，1>1." ペコ!
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図5 管路更新工事費
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-配水管被災箇所

図6 阪神・淡路大震災による配水管被災箇所図

画策定時から時代も変わり、良好地盤に埋設さ

れているK形管は耐震性能を有していると判断

で、きるようになったので、平成22年において、耐

震化計画の見直しをする予定としています。地

盤の判定については、地質や液状化危険度を

考慮し、地質図や活断層図を元に良好な地盤の

判定をしていきますが、それら以外にも阪神・淡

路大震災の被災状況(図6配水管被災箇所

図)を考慮することで生のデータを活用することと

なり、より現実的な地盤判定が出来るものと考え

ています。

老朽管対策も耐震化対策も緊急かつ重要な

課題でありますが、予算の裏付けがなければ絵

に描いた餅になってしまpます。水道事業を安定

して継続していくために適正な更新工事のボリュ

ームを設定する必要があり、そのためにはよりレベ

ルアッフ。したアセットマネジメントを作成し、実行し

ていくことが必要であると考えています。

5最後に

平成20年度に策定した「宝塚市水道マスター

プラン」では、「安心J. I安定J. I持続J. I環
境J. I国際」とpう5つの課題に関して本市の目

指すべき方向性を定めておりますが、老朽管路

の更新や管路の耐震化を進めることは、お客様

の健康で文化的な生活を支え、安心・信頼に応

えることになり、マスクープランの目標の一つである

「安心」に関する課題解決になると考えていま

す。また、「安心」に関するもう一つの項目である

水質につきましては今後「水安全計画」を策定

することに取り組んでまpります。水道法第1条

にあります「清浄にして豊富低廉な水」の供給が

出来て当たり前ではありますが、お客様に安心し

て水道を使っていただけるように、水道施設の整

備に取り組んでまpります。
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Technical Report 摺|

山形市における
停留式耐震貯水槽(災害対策用小型湯水
機併用)の採用事例について

山形市上下水道部水道建設課布設係

主幹阿部博康

盤整;ふ: 技術レポート 1

1はじめに

山形市は山形県内陸部村山盆地の東南部に

位置し、東は宮城県境を南北に走る奥羽山脈、

西は朝日・月山連峰に挟まれており、面積381.58

km2を有し市域の約65%は丘陵地帯で、あり、市

街地は蔵王山系を水源とする馬ヶ崎川の扇状

地に三角形に形成されている。

人口は約25万4，000人で、春は霞城公園の

観桜会や植木市、夏は東北四大祭りに数えられ

る花笠まつりや俳聖芭蕉が俳句を詠んだ山寺

(宝珠山立石寺)、秋は馬ヶ崎川の河原での日本

一の芋煮会フェステイノVレ、冬は樹氷で名高い

蔵王スキー場と四季折々の風物詩等がある。

2山形市の水道事業の概要

山形市水道事業は、大正12年 (1923年)蔵

王連峰を源とする馬ヶ崎川の伏流水を水源に全

国49番目の近代水道として市内に給水したの

が始まりで、当時の計画給水人口は7万人、計画

1日最大給水量5.844m3、配水管総延長約

山 形 市¥

図1 山形市位置図
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48kmで、あった。

以来、産業経済の発展と近隣地域との合併に

よる市域の拡大と人口の増加に応えるため、県

営蔵王ダムや最上川など新たな水源の確保と、

第1次から第4次にわたる拡張事業を経て、平成

20年度末現在では、給水人口24万6，982人、普

及率99.93%、一日最大給水量は8万8，316m3に

達している。

現在、当市の水道事業は市民生活の重要な

ライアラインとしての使命を果たすとともに、お客さ

まから満足していただける水道を目指し、80余年

が経過している。

量から質、拡張から維持管理の時代に入って

からは、平成5年策定の「山形市ふれっしゅ水道

整備事業基本計画」に基づき、見崎浄水場への

高度浄水処理施設導入や老朽化した松原浄水

場の更新などに取り組んだ。

暮らしを支える水道施段
山形市の水調とE水区峨

.耐震貯水槽設置箇所

平成14年度に策定した「山形市第2次水道

事業基本計画21スタートフラン」は厚生労働省

が提唱する「地域水道ビジョン」の要件を満たし

ていたが、水道事業ガイドラインの業務指標を活

用するため見直しを行い、平成18年度に「山形

市第2次水道事業基本計画21スタートプラン

2ndステージ」を策定し、維持可能な水道事業を

実現するために必要な経営の健全化や老朽施

設の計画的な更新・改良、施設の耐震性の強

化、鉛製給水管対策、水運用体制の確立等、鋭

意事業を進め、これまで以上に安全で良質な水

道水の供給に努めている。また、災害時の飲料

水確保を目的に、市内6箇所に震災用緊急貯水

槽を設置するとともに、主な配水池には、緊急遮

断弁を設置するなど緊急給水拠点基地として機

能を持たせ、市民の飲料水確保に努めている。

図2 耐震貯水槽設置位置図

3災害時における応急給水施設の

整備目的

当市において、平成7年1月17日の阪神・淡路

大震災を教訓に、災害時における市民の飲料水

を確保するため、水道施設及び管路が破損し断

水した場合を想定し、平成7年度に「飲料水確
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保対策Jについての検討を行pi飲料水専用貯

水槽J設置を決定している。

平成20年度現在、耐震貯水槽が市内5箇所

に設置されている状、況で、あったが、山形市地域

防災計画では耐震貯水槽は分散設置すること

にしており、設置状況をみると、市内南西部には

耐震貯水槽がない状況となっていた。

また、災害時の飲料水の確保目標を1日に1人

3E とすると~JR山形新幹線西側地区の人口が

約 100，000人であるため、300m3以上の飲料水

が必要になるが、これまで、は200m3しか確保され

ていない状況で、あった。

そのため、市内南西部に位置し、災害時には、

応急給水・災害復旧拠点となる上下水道施設管

理センター隣接地に市内6箇所目となる耐震貯

水槽を設置したものである。

4耐震貯水槽設置についての検討事項

設置にあたっては、水道施設設計指針に基づ

き検討を行った。

水道施設設計指針より(抜粋)

【震災対策用貯水施設は、想定される地震に

よる水道施設の被害予測及び総合的な震災対

策計画等に基づいて設置場所を選定し、応急給

水人口に給水できる容量を決定し、既設送・配水

系統に影響を与えない位置関係を考慮して接続

しなければならない。

また、十分な水密性を有し、外部の管路が破

損した場合にも、施設内の水が流出したり、汚水

が流入したりしないような構造とするとともに、停

留による水質の劣化や残留塩素の低下等に十

分留意し、適切な施設管理を行い、水質の安全

確保に努めなければならなp】となっている。

( 1 )流入・流出管の整備ルート及び呼び径の検討

停留による水質の劣化や残留塩素の低下等

を防ぐ為には、耐震貯水容量の3倍以上の水量

(1日当たり)を常に循環させるのが望ましいが、

耐震貯水槽設置予定箇所周辺に埋設されてい

た配水管(呼び径75-100)必要水量が確保で

きなかった。そのため、循環に必要な小ブロック区

域の設定や、流入管ルート及ひ酉E水管呼び径の

見直しなど、検討を行った。

検討結果

①既設配水管の呼び径を増とする改良延長が

約 1km必要となり事業費が膨らむ。

②歩道内には多数の埋設物があるため、仮設や

移設が必要となり工事期間が長くなる。

③整備計画ルートが県道四車線の都市計画道

路となっており工事を行った場合、交通渋滞

等が予測される。

以上のことから、経費等を考慮し、従来建設し

てきた循環式での耐震貯水槽ではなく、水の停

留を前提とし、災害対策用小型造水機を併用し

た貯水槽(以下、停留式耐震貯水槽と呼ぶ)で

行えないか、検討することとなった。

(2)循環式耐震貯水槽カEら停留式耐震貯水槽

への変更検討

当市で設置した耐震貯水槽5基は、全て循環

式を採用していたが、今回設置予定の耐震貯水

槽を停留式で、検討を行った。

検討結果

既設配水管を使用することが出来るため、工

事期間の短縮や事業費が縮小できるが、反面、

停留による水質の劣化や残留塩素低下及び水

にアルカリ成分が溶け出し水質のアルカリ性化が

懸念される。

対応策としては、停留による水質の劣化や残

留塩素の低下は、災害対策用小型造水機を併

用し、停留水を再処理することで解決できた。

また、アルカリ成分が溶け出し水質がアルカリ

性化する問題については、従来の内面モルタル

ライニングを内面樹脂塗装で可能か確認する必

要が生じた。樹脂塗装管は、残留塩素減少率が

モルタルライニング管より少なく、耐アルカリ性もあ

りpH対策に有効とされているためである。

以上のことを踏まえて、循環式耐震貯水槽と

停留式耐震貯水槽の比較検討を行った。
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(3)比較検討結果

循 環 式 停 留 式

150，000千円 50，000千円
事業費

1kmの配水管布設替え工事費含む

事業期間
18ヶ月 5ヶ月

1kmの配水管布設替え工事期間含む

水 質 無 有

劣化問題 造水機併用

iv) 
緊 急 2基 盆E

遮断弁 水の流出・流入防止に仕切弁2基

v) 
維 持 有 有

管理費 緊急遮断弁の維持管理 造水機の維持管理・メンテナンス

評 価 。 。
以上のことから 停留式ダクタイル鋳鉄製耐

震貯水槽O1500mm 100m3 1基

設等が建設され、使用水量が増加した場合に

は、循環式に対応出来る構造とした。

内面樹脂塗装管と決定し、将来近隣に大型施

5工事概要

1 工事名

2 工事場所

3 工 期

4 工事概要

南石関地区耐震貯水槽設置工事

山形市南石関地内

着工 平成21年 7月 3日

完成 平成21年12月15日

耐震貯水槽100m3 1基

ダクタイル鉄管 LUF形 呼び径1500X5，000mm 11本

延長L=57.8m

帽・栓各1組

流入管 NS形呼び径150 延長L=50m

排水管 NS形呼び径150 延長L=20m
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耐震貯水槽断面図 ol500 V二100m3(分散型 )
ダクタイル鋳鉄管
い15ωx5000Lxl1本) 栓(由1500)

ト2SL醐よ→。。ι 醐ー」棚ーし側」てす汁→ω___l_捌ー」蜘十 蜘___l_糊-J42SI

エ櫨二1 珊
血 明叩

山

耐震貯水槽掘削埋設断面図

10600 

咽 世] 描「珊
山明

Y 1ヤ「

図4 耐震貯水槽断面図及び埋設断面図

写真1 設置状況

写真3 テストバンド、による水圧試験状況

{/ 

写真2 耐震貯水槽内部状況

写真4 給水装置部
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6停留による水質劣化や残留塩素低下

等の水質検査

停留式ダクタイル鋳鉄製耐震貯水槽の設置工

事が完成した後、三ヶ月間貯水したのち災害対策

用小型造水機で再処理した水においても水質

検査を行ったが、残留塩素・アルカリ性化等の水

質基準に異常は無く、災害時の飲料水確保目標

をクリアできた。

写真5 耐震貯水槽と災害対策用小型造水機接続状況

写真7 水質試験状況及び処理水採取状況

8おわりに

今回建設した耐震貯水槽は、災害時の飲料

水確保が目的であるが停留式であるため、水質

の劣化や残留塩素低下等の問題があり、直接耐

震貯水槽より応急給水が出来ない課題を、災害

用小型造水機を使用し停留水を再処理すること

で解決できた。

今後は、停留水の水質検査を定期的に行い、水

質劣化や残留塩素低下等を把握し耐震貯水槽

ア災害時における耐震貯水槽及び

災害対策用小型造水機使用訓練

今回設置した停留式耐震貯水槽は、当市でも

初めて採用したため、職員に対し災害対策用小

型造水機を使用して、災害時における応急給水

訓練を実施し、作業手順等を確認した。

写真6 災害対策用小型造水機操作状況

写真8 応急給水状況

の、水の入替え時期等を決定する事が必要である。

最後に、水質がアルカリ性化する問題につい

て、内面樹脂塗装管を使用することで解決した。

しかし、100m3の耐震貯水槽を呼び、径1500で設

置した場合、管延長57.8mと長くなるため、更なる

大口径への塗装技術の進歩に期待するものであ

る。
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|Technical Report 謹

災害に強い水道を目指して
~耐震貯水槽の設置~

佐賀市水道局

工務課長川副直文

平成22.10第87号

監11 技術レポート|

1佐賀市について

佐賀市は、平成17年及び平成19年の2度の

合併で、北は福岡県福岡市や糸島市、南は九州

ーの大河川である筑後川を挟んで福岡県大川

市と隣接する南北に長い市になりました。

佐賀市の北部には「ぬる湯」で知られる古湯

温泉や熊の川温泉があり、名物の鯉料理が示す

ように清流に恵まれています。南部は海苔の生

産高日本一の有明海に面しており、日本では有

明海と八代海の一部にしか生息していないムツ

ゴロウがシンボル的な存在として知られていま

す。平野部では、クリークが縦横に走っており、少

ない水を融通し効率的に使う工夫が近世初期か

ら形づくられています。

また、今年の2月には「トンボ飛び交うまち佐

賀」として、環境都市宣言を行いました。佐賀の

自然を未来に受け継ぐために、様々な施策に取り

組んでいるところです。

図1 佐賀市水道事業の概要
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2水道事業の概要

佐賀市の水道事業は、平成17年10月の市町

村合併に伴い、それまでの佐賀市・大和町・諸富

町の水道事業を統合し、新たに佐賀市水道事業

として発足しました。

乙の内、諸富町については、佐賀東部水道企

業団の構成市町であり、水道事業の全般を同企

業団に委託しています。

また、平成19年 10月の南部三町(川副町・東

与賀町・久保田町)との合併においては、事業統

合は行わず、現在、佐賀市の行政区域内には3

つの水道事業が存在しています。

【佐賀地区】

佐賀地区では、藩政の初期に市内を流れる多

布施}11を改良し、現在では一級河川である嘉瀬

川の清流を佐賀城下に導いて住民の生活用水

として利用していました。

しかし、明治時代に入ると年々川の水質が悪

化し、伝染病の大流行もあり、上水道の布設の要

望が高まったことから、大正3年に創設の認可を

受け、大正5年に市内3ヶ所の水源地から2，300

戸に給水(日量4，500m3)を開始しました。

その後、人口の増加と生活様式の変化により

大幅に需要量が増大し、地下水規制法の施行も

あったことから、水源をそれまでの地下水から河

川表流水に求め、多布施}11から取水許可を得

て、左岸に神野浄水場(日量50，000m3)、右岸に

神野第二浄水場(日量35.000m3)を整備し、合

わせて日量85，000m3の施設能力を有する施設

となっております。

また、平成4年には当時の水需要予測を基に、

佐賀県の東部地区で構成された佐賀東部水道

企業団から日量42，890m3の受水が可能となり、

二元給水方式による安定的な給水体制が確保

されております。

【大和地区】

大和地区では、昭和35年にそれまで点在して

いた12の組合営の簡易水道を公営として順次

引き継ぎ、平成4年に全ての簡易水道事業を統

合し、大和町上水事業として発足しました、

その後、伸び続ける人口増加に対応するため、

給水区域の拡張を図る一方で、地下水源の水

量不足などを要因として平成12年には川上浄

水場を整備し、日量7.610m3の給水能力を有し

ています。

【諸富地区】

諸富地区では、昭和32年に筑後川を水源とし

た水道事業の創設認可を受け、昭和35年から

給水を開始しました。

水道利用者の増加と生活環境の変化により

水不足が生じ、さらに水源水質の不安定化が顕

著となったため、県営工業用水道事業からの暫

定分水を水源とした浄水場の新設に着手し、昭

和51年に完成しました。

これにより安定給水を確保し、昭和55年には、

普及率も100%に達し、平成6年には佐賀東部

水道企業団ヘ事業統合して日量7，350m3の協

定水量を確保しています。

3災害対策について

平成19年3月に策定した「佐賀市水道ビジョ

ン」では、その基本方針の一つに「災害に強い水

道」を掲げています。

その中で「施設の耐震化」や「ノfックアップ。機

能の強化」とともに、災害対策として「応急給水

体制の確立」と「災害復旧体制の確立」、「災害

対策マニュアル、災害応援協定の充実」を図っ

ています。
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地震時などの大規模な災害の発生により、浄

水場や配水管が被災して配水ができなくなった

場合には、配水池の貯留水を応急給水に利用

し、避難所や病院・福祉施設などを対象に応急

給水を実施することとし、これに使用する給水タ

ンク車や車載用タンクを計画的に整備するととも

に、ポリタンクや給水袋などの応急給水資材につ

いても計画的な備蓄を行っています。

しかしながら、水源から遠い地域では、災害時

には道路やクリークにかかる水管橋の寸断などで

給水車が配車できない恐れが高く、そうpう地域

で「災害に強い水道」を目指すためには、耐震性

貯水槽が有効であり、設置検討を行いました。

4耐震貯水槽の設置

(1)貯水槽設置について

近年、大型地震が多発する中で、全国各地で

緊急避難場所や公共施設の敷地内などに耐震

性貯水槽が設置されています。

佐賀市では「災害時などのライアラインを維持

する上で最低限の確保は必要」なことから、水源

である神野浄水場から遠く、嘉瀬地区の緊急避

難所に指定されている嘉瀬小学校に耐震貯水

槽を設け、緊急時の応急給水拠点とするものとし

ました。

図3 嘉瀬小学校の位置

佐賀市水道局では、九州各県の水道事業体

と災害時の応援協定を結んでおり、3日あれば応

急復旧が可能であることから、貯水槽の容量は、

計画避難人口5，000人に対し1人1日31Zの水を

3日間給水できる量としました。

したがって、貯水槽の容量は、

容量(m3)=計画避難人口X3('~ぷ /日・人)

X3(日)/1000 

= 5，000 X 3 X 3/1000 = 45 ~ 50m3 

であるため、50m3としました。

(2)貯水槽の構造形式

貯水槽の構造は、容量が50m3で、あることから、

「地下埋設型」とし、材質は施工性、経済性、維持

管理の観点からダクタイル鉄管を採用しました。

ダクタイル鉄管による耐震貯水槽は、配水管の

一部に大口径のダクタイル鉄管を組み込み、貯

水槽の役割を果たさせるもので、、平常時は水道

管路の一部として機能し、地震などの災害時に

は管路が破損しても、貯水槽への流入出管路の

緊急遮断弁が閉じることで水槽内の水が貯留さ

れ、緊急用水源として活用することができます。

ダクタイル鉄管による貯水槽の特徴として、

①強度が大で、両慢性、水密性に優れている。

引張強さ420N/mm3以上、伸び10%以上

の強度を有し、内外圧に対する安全性が高

く、阪神・淡路大震災で耐えた実績がある。

②停滞水の懸念がなく、飲料水として使用で

きる。

配水管路の一部を形成しているため、水の

停滞がなく、常に清浄な水が確保される構

造となっている。

③貯水規模および形式が選択でき、設置場所

の制約が少ない。

パイプ構造で、呼び径、長さ、形状などが選

択でき、校庭、公園、広場、駐車場、道路下

などに埋設し、地上は有効活用できる。

④耐久性に優れている。

鋳鉄としての優れた耐久性を有し、かつ、内

面にモルタルライニング、外面に防食塗装を

施しているので耐久性がある。

なお、ポリエチレンスリーブ被覆工法を併用
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すれば一層効果的である。

⑤施工性が良い。

施工性が良いので、工期が短縮できる。

が挙げられます。

また、災害時の給水には、手押しポンプおよび

エンジンポンプのどちらでも給水でき、停電時にも

対応で、きるようになっています。

5耐震貯水槽設置工事

(1)耐震貯水槽の仕様、規格

今回、設置した貯水槽は、JDPAG10411ダク

タイル鋳鉄製貯水槽(耐震用・緊急用)Jに基づ

いたものであり、各部の仕様を下記に示します。

0*ひ、径:: 1500 

貯水槽形式:分散型

容量:50m3 

継手形式 :LUF形

長さ:28.85m 

緊急遮断弁:圧力低下検知式、

自動手動復帰兼用型

(2)耐震貯水槽の設置

貯水槽は嘉瀬小学校のグラウンド内に設置し、

児童への安全性を考慮、してフェンスで、囲い、夏

休み期間中に工事を行いました。

夏休み期間中に工事を完了させる必要がある

ため、貯水槽は比較的簡単な構造である「分散

型」としております。

貯水槽の設置位置と構造は下記の通りです。

円

山

口

図4 耐震貯水槽の設置位置

_.:t._旦J止一

且ムE宣 _._... . 且且H

A叫止~主人司 ..，J.!.L .J.叫~主人、 ノ戸旦

1串鼎一十十→半どと辺i江叫1

I 1 t ‘.1 …《川川n仁 1 .…:0川a肘 ぐ 1"，川..11 11 

図5 耐震貯水槽の構造(分散型)
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(3)耐震貯水槽の施工状況

耐震貯水槽は8月4日から工事現場にて施工

写真1 貯水槽の吊込据付

写真3 継手接合工

写真5 地域説明会

を開始し、28日に緊急遮断弁室を含む本体の設

置工事が終了しました。

ム;
仇 ・l!!!!IIOOiIII地心

-・a
唱・・・『'

E
 

写真2 貯水槽の設置

写真4 緊急遮断弁室

写真6 演習風景
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6おわりに

今後の課題として、老朽管はもとより幹線配水

管の更新、災害時に向けた各連絡管の整備等、

様々な問題が山積みするなか、災害に強い水道

を目指し、水道局一丸となり、先人達が築き上げ

てきた水道を次世代に安心して継承できる様、努

めていきたいと考えております。

また、今回の緊急貯水槽設置工事に際し、地

元の皆様を始め、自治会、福祉協議会、小学校

並びに関係団体の皆様からご協力いただきまし

たことに、あらためまして感謝申し上げます。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

水道事業持続への展望 －人づく
りとものづくり－

新潟市水道局

技術部長　水道技術管理者
　　　　　　　　　　　　　　　大沼　博幹

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

緊急貯水槽の設置について －災
害に強い水道を目指して－

苫小牧市

上下水道部　水道整備課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　岩田　康幸

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

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

岩手県矢巾町

上下水道課　主任主事
　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　律司

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

国営農業水利事業における地す
べり地帯へのNS形ダクタイル鉄
管適用事例

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

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

中能登町における水道事業の課
題と施設整備計画について

中能登町

上下水道課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　中

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

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

西宮市水道局

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

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

基幹管路の更新と耐震化検討
－名護～本部送水管について－

沖縄県企業局

建設計画課　計画課長
　　　　　　　　　　　　　  　東恩納　宏

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

水道事業への展望一人づくりとものづくり一

新潟市水道局技術部長水道技術管理者工学博士大沼博幹

水道事業の使命は安全でおいしい水を安定して供給すること可市民から信頼される水道であること

です。そこにプラスアルファとして良好な水道を次世代に引き継ぐことも重要です。今回のレポート

において、人口減少社会を迎えた中で、水道事業が抱える課題を抽出し、その対策と今後の事業計

画、効率的なものづくり、「人づくり」について報告しています。

緊急貯水槽の設置について一災害に強い水道を目指して一

苫小 牧 市上下水道部水道整備課課長岩田康幸

苫小牧市は、人口約17万4千人、北海道の中央部に広がる石狩低地帯の最南部に位置しています。

水道事業は、昭和25年に創設事業として認可を受け、昭和27年に給水を開始しています。平成20年に

策定された「苫小牧市水道ビジョン」の基本理念の一つである「災害に強い水道」を目指し、平成２１

年度から緊急貯水槽の設置を計画されています。今回のレポートでは、貯水槽の配置や容量、構造形

式、材質などの検討、実際の施工から設置に至るまでを報告しています。

小規模水道事業体でもやればできるアセツトマネジメントー矢巾町水道頭業の実践から－

矢巾町上下水道課主任主事吉岡律司

矢巾町の水道事業は1963年に創設認可以来、２回の拡張事業を実施し1990年から第３次拡張事業を実

施しており、普及率は97％に達しています。今回、矢巾町水道事業の取り組みの中で重要と考えられ

るポイントを紹介し、同時に水道のアセットマネジメントについての考えを報告しています。

国営農業水利事業における地すべり地帯へのＮＳ形ダクタイル鉄管適用事例
馬淵川沿岸農業水利事業所次長三浦耕三

国営馬淵川沿岸農業水利事業により、馬淵川から湯田揚水機場にてかんがい用水を取水し、右岸幹

線用水路を経由して湯田吐出水槽まで圧送した後、右岸支線用水路を経由して各受益地へ供給するパ

イプラインがあります。このパイプラインの一部区間が地すべり防止区域内での施工となり、その対

策としてＮＳ形ダクタイル鉄管を採用した設計、施工例を報告しています。

中能登町における水道事業の課題と施設整備計画について

中能登町上下水道課主査中村中

中能登町は平成17年３月に3町が合併してできた新しい町です。水道事業は、給水人口18,806人、９９．４

％の普及率となっています。今回のレポートでは、町の総合計画を実現するために、計画の基本理念や

国の水道ビジョンを踏まえ、「自然の恵み、これからも安全・安心な中能登町の水」を基本理念とする

目標を設定されました。その中の水道事業の課題と施設の整備計画について報告しています。

西宮市水道施設整備計画とアセットマネジメントを取り入れた老朽管更新の考え方
西宮市水道局工務部配水課計画給水チーム係長山崎勝博

西宮市は、兵庫県の南東部に位置し、水道事業は平成20年度末で給水人口479,060人で、一日最大

配水量は179,710,3となっています。今回のレポートでは、平成13年に策定された西宮市水道施設整

備計画（平成20年８月改定）における管路整備の方向性や更新の方針などを報告しています。

基幹管路の更新と耐震化検討一名護～本部送水管について一

沖 縄 県企業局建設計画課計画課長東恩納宏

沖縄県の人口は、138万人で、そのうち約8割は沖縄本島の中・南部に集中しています。今回、埋設年

数が約40年を経過した名護～本部送水管の施工と腐食性環境が相まって、腐食事故が発生するなど、管

路の老朽化が懸念されています。今回のレポートでは、管路の腐食老朽度評価および想定地震動での耐

震性評価を踏まえた耐震化の必要‘性を検討し、今後の更新、耐震化の検討について報告しています。
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水道事業持続への展望
一人づくりとものづくりー
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1 .はじめに

水道事業の使命は安全でおいしい水を安定

して供給すること、市民から信頼される水道であ

ること、そして良好な水道を次世代にヲ|き継ぐこと

にあると考えている。

この使命を果たしていくためには、日常の運転

管理、維持管理、品質管理を着実に実行するこ

と、事故・災害に強い水道を構築すること、施設

の老朽度を適切に評価し効率的な更新を実施

新潟市水道局技術部長

水道技術管理者

工 学 博 士 大 沼 博 幹

u削111聞11聞11捌11聞11ι~ I目11聞11削1111聞1111 l. 1即111 1削1111111

することであり、そしてこれら業務を適切に実行で

きる人材育成が最も重要な課題である。

人口減少社会を迎え、今後の厳しp経営環境

を乗り越え事業を持続していくためには、経営資

源である「ヒト、モノ、カネ」の有効活用であり、最

終的には「人づくりと効率的なものづくり」にある

と思う。以下、常日頃考えていることを述べてみ

たい。

表1 浄水場運転の管理目標値と異常値の定義(例)

異常時の定義と対応
管理目標値

一次体制 二次体制 三次体制

原水濁度 200度超、上昇傾向 300度超、上昇傾向 1000度超

原水PH値 7.3超、水温25
0

C以上 7.5超、26
0

C以上

沈澱水濁度 0.4-0.6度 0.8度超、上昇傾向 1.5度超、上昇傾向 2.0度超、上昇傾向

ろ過水濁度 0.04度以下 0.07度以下を維持不可 0.08度維持不可 0.09度維持不可

配水PH値 7.5 

*一次体制:監視強化・情報連絡、二次体制:緊急動員、三次体制:取水制限・停止など
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2.水道事業に必要な技術

2-1運転管理、維持管理、品質管理の確実な実施

(1 )運転管理に関する技術

浄水場の運転管理や送水・配水ポンプの運

転管理を確実に実行しなければならない。この

ためには沈澱処理水やろ過水、最低保証水圧

などそれぞれのプロセスで管理目標を定め、この

目標を達成するための方策を明確にしておく必

要がある。具体的な事例をpくつかあげると次の

とおりである。(表1参照)

①沈澱処理水の管理目標値の設定と異常時

対策

②ろ過水の管理目標値の設定と異常時対策

③配水池残留塩素濃度の目標値設定と異常

時対策

④管網末端の残塩・水圧の管理目標値設定

と異常時対策

また、近年進められている浄水場運転監視業

務などの委託においても局職員が最終責任者と

しての役割を果たす技術力が必要である。

(2)維持管理に関する技術

浄水場・配水場の電気・機械設備の維持管

理については、予防保全を励行することが基本

であり、日常の保守管理があってこそ異常事態

への速やかな対応が可能となる。また、職員が設

備・システムの内容をよく理解することで、設備の

老朽度の評価や効率的な設備投資を計画でき

る技術力を確保していくこととなる。

管路の維持管理における代表的な業務とし

ては、バルブの位置や開閉状態の把握、正確な

分り易Pl万分の1管路図の整備、断水工事の

適切な執行などがあげられる。地下埋設された

配水管の管理にあたり、正確な管路図が無けれ

ば手も足も出なくなる。分り易い管路図の整備

や精度向上には十分に経営資源が配分される

べきである。

そして、これら維持管理情報の精度向上が効

率的なアセットマネジメントの基礎情報となること

を十分に認識する必要がある。

(3)品質管理に関する技術

品質管理は水道事業の基本であり、「安全で

おいしい水の提供」なくして水道事業は成り立

たないとd思っている。この分野では様々なツール

が用意されており、事業体としてはこれらのツー

ルをうまく活用することが大切である。当局の事

例は次のとおりである。

①水質の管理目標値の設定とその対策(表

2参照)

② 「水道GLPJの取得と継続

③ 「水安全計画」の策定と確実な実行

表2 水質管理目標値(給水栓)

項目 管理目標値

総トリハロメタン濃度 水質基準値の50%以下

農薬濃度(比の総和) 管理目標値の10%以下

残留塩素濃度 0.5mg/L以下

臭気強度 2以下

2-2事故・災害に速やかに対応できる技術

水道が市民から信頼されるためには、大規模

な事故や災害に速やかに対応しなければならな

い。このためには「計画カと現場力」を有し、個々

の施設の特徴を理解しつつ水道システム全体を

傭搬できる技術者が必要である。また、日常の運

転管理、維持管理、施設評価を通して施設をよく

知っている現場技術者の力が大切である。

H20達成率 検査数

100% 48件 (12箇所X4回)

100% 2432件 (38項目X16回X4系)

81% 1152件 (96箇所X12回)

100% 48件 (12箇所X4回)

例えば、配水管網の水理的な余力や弱点、老

朽管の有無、耐震化の状況、内面腐食状況、パ

ックアッフ。機能、当該浄水システムの特徴、電気・

機械設備の老朽化、過去のトラブル事例などを

職員がよく理解していることが緊急時の速やか

な対応の条件である。

また、危機事象の定義を明確にし、速やかな情

報伝達と市民向けの速報が危機管理の要であ
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り、これらの課題に適切に対応する力が必要であ

る。

2-3効率的な設備投資を判断する技術

水道は装置産業であり、効率的な施設運用と

設備投資が事業経営の要諦である。

このためにはインハウス技術者がそれぞれの

施設の耐久性や耐用寿命、水理特性、耐震性

能、パックアップ。機能など、水道システムの長所・

短所をよく理解していなければならない。そして、

限られた経営資源である「ヒト、モノ、カネ」を有効

に生かすことが最も大切である。効率的な設備

投資を行い、水道事業を持続させていくために

は、最終的には「人づくりと効率的なものづくり」

が原点と思う。

3.長期的視点に立った施設整備のあり方

効率的な施設整備を進めるためには、厚生労

働省の定めた「水道事業におけるアセットマネジ

メントに関する手引き」にも示されているとおり、施

設の老朽度評価と長期的視点に立った更新の

見通しを明らかにし、この長期構想、を背景に中長

期施設計画と短期的な実施計画の策定が必要

である。

当市では40年後 (2050年)を想定した超長期

施設整備構想を策定しているが、以下構想の概

要とそこから明らかとなりつつあることについて浄

水配水施設と管路施設に分けて述べてみたい。

3-1浄水・配水施設の耐用寿命と整備構想

(1 )対象施設

当市では広域合併後の効率的な水運用のた

め、浄水場の統廃合を進めているが、アセットマネ

ジメントの対象としては、今後も継続使用する5

取水施設、6浄水場、 13配水場の土木施設、電

気・機械設備とし、施設能力は440，000m3/dとし

ている。

(2)施設・設備の耐用寿命(更新周期)

アセットマネジメントにおいては施設の老朽度を

評価し、実際に使用可能な寿命(耐用寿命=更

新周期)を定め、施設の更新需要を算定しなけ

ればならない。効率的な設備投資のためには設

備ごとの耐用寿命の算定が重要なポイントであ

る。

当市では、これまでの維持管理実績を踏まえ

表3のとおり耐用寿命を定めた。主なものは以下

のとおりである。

表3 浄水施設耐用寿命例(更新周期)

コンクリート構造物

構築物の内面防水

受変電設備

電気設備

自家発設備

配水ポンプ設備

消毒設備

薬品注入設備

沈澱池機械設備

ろ過池電気設備

監視制御装置

①土木施設

機能保全のため30年で内面防食の実施。適

切な維持管理によりコンクリート構造物は100年

以上の耐用寿命を想定。

耐周年数 更新周期

60年

20年

20年

15年

15年

16年

16年

17年

17年

10年

100年以上

30年

35年

35年

35年

35年

30年

30年

40年

30年

23年

②建築施設

屋上防水を20年、外壁補修を30年で実施。

適切な維持管理で100年以上の寿命を想定。

ただ、し、建物の設備更新は別途対応。
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③電気・機械設備

適切な維持管理を前提に耐用寿命の基本を

35年とし、設置環境や施設の重要度を考慮して

施設別に設定。

(3)施設の更新需要

更新需要算出の基本となる更新単価はこれ

までの決算から単価を想定し、施設別に更新費

用を算出した。将来の更新需要を図1に示す。

なお、乙の事業量には施設個別の更新費用の外

に毎年度経常的に行われている小規模な施設

更新費用も含めている。

(4)アセットマネジメントから学ぶこと

浄水・配水施設においてはコンクリート構造物

の寿命がアセットマネジメントlこ大きく影響する。コ

事業費(百万円)

2.500 I 

2，000 

1，500 

1，000 

500 

2015 2020 2025 2030 

西
暦
(
年
)

ハU

l
F
D
 

ハUn
4
 

2035 2040 

図1 浄水・配水施設長期構想、の更新需要ク、ラフ (2010，__2050年)

ンクリート構造物を継続使用できれば主要な事

業は設備更新となり、更新費用を抑えることがで

きる。しかし、コンクリート構造物の造り替えが必

要な事態となれば、浄水場・配水場の抜本的な

更新となり事業費も膨大となる。

コンクリート構造物の寿命評価が今後の重要

な課題になると考えているが、少なくとも定期的

に防水や防食を施し、施設の老朽化進行を大

幅に遅延させることが次世代に良好な資産を引

き渡すキーポイントと考えている。

浄水場・配水場の中には休止できない施設が

多くある。例えば、着水井や洗浄タンク、ろ過池集

水渠などの休止困難な施設についても長寿命

化のため積極的なメンテナンスが必要であり、こ

れを支える技術開発が必要である。

また、必要最小限の電気・機械設備に関する

議論も必要である。土木構造物に比べて電気・

機械設備の耐用寿命は短いことから、将来の更

新費用最小化のためできるだけシンプルな設備、

簡易な制御を心がけるべきである。水需要が減

少している今日、施設にも余裕が生まれており、こ

の余裕を活用し設備や制御の簡素化が図られ

るべきと思う。

3-2管路施設の耐用寿命と整備構想

(1 )対象施設

アセットマネジメントの対象管路としては、取水・

導水管(12km)、送水管 (42km)、配水幹線

(208km)、配水支管 (4，399km)の総計約

4，600kmを対象としている。

(2)管路の耐用寿命(更新周期)

管路の更新周期の算定においては、はじめに

管種別の管路の基本耐用寿命(表4、DIP関

係)を定めこれに重要度係数(表5)を加昧し更

新周期を算出した。
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更新周期=基本耐用寿命×重要度係数

(3)管路の更新需要

管路の更新需要を図2に示す。なお、管路に

ついては長寿命化の効果をみるため2100年ま

での更新需要も積算した。これらの結果から次の

事項を読み取ることができる。

①すでに耐用寿命を経過した管があるが、これ

は新潟地震の復旧で布設された管路が更

新時期を迎えたものである。現在計画的に

更新を進めているが、広域合併に伴う浄水

場の統廃合後に集中的に更新する予定で

あり、これが終了すると暫くは更新需要の少

ない時期を迎える。

②その後2035年頃から更新のピークを迎え、

この期間が概ね25年間続くこととなる。こ

のピークを緩和するために、基幹管路を中

心に更新の前倒しが必要になると思われ

る。

③ 2060年頃から再び更新需要の少ない時

期を迎え、ほぼ15年間更新需要がゼロの

ダクタイル鉄管24 

管路の重要度係数

区分 重要度 管路延長

重要度A 10万m3/d以上の導送水管 0.85 15km (0.3%) 

重要度B
3-10万m3/dの導送水管

0.90 46km (1.0%) 
700mm以上の配水幹線

2-3万m3/dの導送水管
重要度C 500mm -600mmの配水幹線 0.95 99km (2.2%) 

重要施設向け配水管

重要度D
1-2万m3/dの送水管 1.00 102km (2.2%) 
400mmの配水幹線

重要度E 200mm以上の配水支管 1.05 786km (17.2%) 

重要度F
100mm以上200mm未満

1.10 2，010km 
配水支管 (43.8%) 

重要度G 75mm以下配水支管 1.15 
1，526km 
(33.3%) 

表5管路の基本耐用寿命 (DIP関係)

基本耐用寿命 対象管路

耐用寿命40年 CIP 

耐用寿命50年 DIP 

耐用寿命100年 ポリスリーブDIP

表4

耐用寿命=基本耐用寿命*重要度係数
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更
新
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要
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管路長期構想の更新需要グラフ(図2
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時期がある。これは管路の長寿命化の効果で

ある。当市では1994年からすべてのダクタイ

ル鉄管でポリスリーブ被覆を採用しており、こ

の効果が2060年以降の更新需要の縮減に

現われている。ちなみに、1980年頃からポリス

リーブ被覆全面採用の事業体があると聞く、先

見の明に敬服する次第である。

(4)アセットマネジメントから学ぶこと

長期的に見たとき長寿命管網を構築すること

が最も効率的な投資となる。1100年管網」の構

築が将来のためのキーワードになると思う。

アセットマネジメントの精度を上げるためには、

既設管路の耐用寿命の評価がポイントである。

管外面の老朽度評価については、腐食性土壌

の分類や地下水の影響など今後研究が進むこ

とを望むものである。管内面の老朽化について

も、モルタルライニング劣化の定量化やゴム輪の

耐周年数に関するデータの蓄積などが必要であ

る。

また、水道事業体が日々の水道管工事から老

朽化情報を集め、この情報をデータベース化し経

年管更新に反映していくことが大切なことであ

る。

同時に水道工事庖に良い施工を促す施策も

必要である。漏水原因を分析していくと施工に

起因する事例も時々見受けられる。材料の選

定、設計、施工の三拍子が揃わないと 1100年

管網」は構築されない。入札制度において技術

力を評価する「総合評価方式」の積極的導入も

必要である。

3-3今後の課題

(1 )将来の姿と当面の課題

国立社会保障・人口問題研究所の人口予測

(中位置推計)によると、現行1億2，700万人の

人口が40年後の2050年には25%減の約9，500

万人と推計されている。

少子高齢化について今後政府がどのような

政策を打ち出し、どのような社会を目指すのか、

これは政治の問題であり、水道事業者が将来の

姿を見通すことは非常に困難である。自信をもっ

て2050年の水需要を予測し、財政見通しを立

てることは神業に近いと思う。

このような状況にあって、いま水道事業者がし

なければならないことは、施設の老朽化を適切に

評価し、優先順位を明確にして、収入を腕みなが

ら計画的に施設更新を進めることである。超長期

施設整備構想、のもと中長期施設計画を定め、財

政計画と整合した実施計画のもと事業展開する

ことが大切である。

(2)施設の長寿命化

効率的なものづくりの基本の一つは長寿命

化にある。1100年管網」など新たに造る施設は

長寿命であることが当然であるが、既存の施設の

長寿命化が技術的課題の一つになると思う。コ

ンクリートの塩害・防食・中性化対策、設備のシン

プル化、管路の老朽度評価・延命対策などが今

後のキーワードになると考えている。

4.おわりに

経営の神様と言われた松下幸之助氏の言葉

に「企業は人なり」とある。改めて意味の深い言

葉と思っている。

人口減少社会を迎えた今日、水道は水需要の

減少、施設の老朽化、高品位の水質確保、災害

対策の強化、技術の継承など多くの喫緊の課題

を抱えている。

水道GLP、水安全計画、水道ビジョン、アセット

マネジメント、施設設計指針、維持管理指針、耐

震工法指針など、水道界では困難な時代を乗り

越えるための多くのツールが用意されている。

改めて言うまでもないが水道は装置産業であ

る。様々なツールを活用した「効率的なものづく

り」が水道事業の持続と良好な水道を次世代に

引き継ぐ根本にあると思う。そして効率的なもの

づくりを成し遂げるためには「人づくり」が原点に

あると考えている。
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緊急貯水槽の設置について
-災害に強い水道を目指して-
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苫小牧市上下水道部水道整備課

課長岩田康幸

IIIIIIIIIIIL剛1111111111111111

する工業基地を始め、石油備蓄基地や道内初の

油ガス田を抱えるエネルギー基地、さらには、廃家

電リサイクル企業や廃フ。ラスチック発電所が稼働

するリサイクル産業基地などが集積する工業都

図1

オホーツク海

苫小牧市の位置

太平洋

1 .苫小牧市の概要

苫小牧市は、人口約17万4千人、北海道の中

央部に広がる石狩低地帯の最南部、太平洋を

望む勇払平野に位置しています。特定重要港

湾「苫小牧港」や北海道の空の玄関口「新千歳

空港」を擁し、道都「札幌市」にも近接する、海と

空と陸の流通拠点都市として発展してましミりまし

た。

その歴史は、寛政12年(西暦1800年)、広大

な勇払原野に八王子千人同心が開拓のクワを

入れたことに始まります。以来、農業・漁業・林業

などの第1次産業に依存していた苫小牧は、明

治末期の製紙工場の立地を契機に、工業都市

として歩み始めました。

その後、世界初の内陸掘込み、港の築造によっ

て飛躍的な発展を遂げ、現在では、北日本最大

の国際貿易港を有する都市に成長しています。

紙・ノりレプや自動車部品、金属加工などを主と
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市として、進展しています。

一方、水揚げ全国一を誇るホッキ員をはじめと

した漁業や樽前牛(たるまえぎゅう)に代表される

畜産業など、食糧生産でも当市は重要な役割を

担っています。また、自然環境においては国内初

のバードサンクチュアリやラムサール条約登録湿

地に認定されたウトナイ湖を背後に持ち、世界的

にも珍しい三重式活火山である樽前山(たるまえ

ざん)、その裾野には5つ星に認定されるオートキ

ャンフ。場などがあり、自然豊かな緑と水のまちでも

あります。

2.水道事業の概要

当市の水道事業は昭和25年に創設事業とし

て認可を受け、昭和27年に市内の一部に供給

を開始したのが始まりです。

その後、昭和38年の苫小牧港の開港とともに、

拡張の時代に入り、昭和40年に第1次拡張事業

によって緩速ろ過方式の高丘(たかおか)浄水場

が稼働し、その後の第2次拡張事業において昭

和 52年に急速ろ過方式の錦多峰(にしたっぷ)

浄水場を稼働させています。現在は、計画給水

人口18万2千人、計画最大給水量8万5百m3
/

日で、事業を行っています。

2つの浄水場は、いずれも河川表流水を原水

としており、さらに非常用として2個所の地下水源

を持ち合わせています。緩速ろ過方式の高丘浄

水場は、市内配水量の約62%、急速ろ過方式の

錦多峰浄水場は約38%を担っています。

その配水管路延長は、平成20年度末で̂l，l63km

(導送水管13km、配水本管80km、配水管1，

070km)となっています。

- 浄水施t量
品 配水泡・n水範録 音ポンブ蹴

太平洋

図2 苫小牧市水道事業施設概要図
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3.水道事業の課題と対策

前述したように、当市の北西には、火山ガスや

火山灰噴出に対する警戒が必要な標高1，041

mの活火山、樽前山があります。

この樽前山は、過去に5度の大噴火を起こし

ており、近年では、昭和56年の小噴火に留まっ

ているものの、一度噴火すると降灰などによる影

響が大きく、特に西側に位置する錦多峰取水場

では河川表流水を取水できなくなる危険性があ

ります。

また、当市においては過去に幾度かの地震に

より大きな被害を受けており、東西に長く、南北に

多数の河川が市街地を貫流するとpった地勢

条件から、道路の寸断や橋梁の被害に伴って、

市街地が分断される危険性もあります。

このように、火山の噴火や地震などの自然災

害に対して、被害の影響を受け易い街とpうこと

から、重要なライアラインである水道施設について

4.緊急貯水槽の検討

1 )配置

「苫小牧市地域防災計画」で指定されている

避難所を基に、災害避難所の現状、収容人員・

既存施設の耐震化状況や貯水槽設置の可能

性を把握した上で検討を行いました。全22箇所

も災害対策の充実が求められています。

こうした状況を踏まえ、平成20年に策定した

「苫小牧市水道ビジョン」では基本理念の一つ

である「災害に強い水道」を目指し、災害対策の

充実を図ることとし、そのー施策として「緊急貯

水槽の設置」を挙げています。

緊急貯水槽の設置は、災害時の初期の応急

給水活動が円滑に行えることから、飲料水確保

による被災住民の生命維持に寄与し、市民の日

常生活においての精神的安定感を与える効果

も期待できることになります。

そこで当市では、厚生労働省の補助金制度

(水道水源開発等施設整備費国庫補助)を活

用して指定避難所に10年間で10基の緊急貯

水槽の設置計画を立て、平成21年度から事業

をスタートしています。最終的には17基の緊急

貯水槽の設置を目指し、市民の安心確保に努め

ています。

の給水拠点の内、浄水場やポンプ場など緊急時

に対応可能な既存貯留施設を除いた17箇所に

緊急貯水槽の設置を計画しました。

表 1 緊急貯水槽整備予定箇所

区 分 設置場所

既 設 1箇所 日の出公園

第1次整備事業 (H21-H25) 5箇所 沼ノ端小学校、泉野小学校、やまなみ分校、拓勇小学校、澄川小学校

第2次整備事業 (H26-H29) 4箇所 勇払小学校、若草小学校、糸井小学校、ウトナイ小学校

第3次整備事業 7箇所 錦岡小学校、樽前小学校、北星小学校、北光小学校、西小学校、東小学校、明野小学校

計 17箇所

2)容量

「苫小牧市地域防災計画」における応急給水

量の目標値を「水道の耐震化計画等策定指針

の解説Jに基づき次のように示しています。これ

は、被災直後の応急期に必要な飲用水確保策と

して、緊急貯水槽を設置するとし ヴ観点から、第1

段階(応急期)における応急給水量を基に必要

水量を算出し、貯水槽容量を決定しています。

3)構造形式、材質、貯水方式

緊急貯水槽の構造形式は、設置場所や水圧

条件などから、「地下埋設横型ノTイプ式」とし、材
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表2 給水量の段階に応じた緊急給水の用途(水道の耐震化計画等策定指針の解説より)

! 一人一日当たり給水量 | 用 途

3'1;/人・日 | 飲料用(生命維持に最小限必要)

20'1;/人・日

100 ~;/人・日

飲料・水洗トイレ・洗面等(日周期の生活に最小限必要)

飲料・水洗トイレ・洗面・風呂・シャワー・炊事等 (数日周期の生活に最小限必要)

表3 応急給水目標量(苫小牧市地域防災計画より)

応急復旧推移 期間
1人 1日 応急給水量

備 考
必要量 (1日当たり)

第一段階(応急期) 3日間 31z 522m3 生命維持に必要な水量

第二段階(復旧期) 7日間 20 'i，e 3，480m3 炊事・洗面に必要な水量

第三段階(復興期) 11日目以降 100'1; 17，400m3 不便であるが通常の生活に必要な水量

表4 拠点別対象人口および必要貯水量

第1次整備事業 (H21-H25) 第2次整備事業 (H26-H29)

設置箇所 給水人口 必要容量 貯水槽の 設置箇所 給水人口 必要容量 貯水槽の

(人) (m3) 容量(m3) (人) (m3) 容量(m3)

沼ノ端小学校 7，986 71.9 60 勇払小学校 2，468 22.2 40 

泉野小学校 11，167 100.5 100 若草小学校 7，315 65.8 60 

やまなみ分校 6，324 56.9 60 糸井小学校 7，589 68.3 60 

拓勇小学校 11，330 102.0 100 ウトナイ小学校 3，636 32.7 40 

澄川小学校 14，045 126.4 100 

合計 50，852 420 合計 21，008 200 
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図3 緊急貯水槽整備予定箇所図
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質は、槽内防水性や施工性、経済性、維持管理

の観点から比較検討し、夕、、クタイル鉄管を採用し

ています。

また、設置場所は基本的に学校敷地内を計

画しており、児童への安全性や設置スペースの

観点から、地上に弁室を設ける必要のない「集

中E型」とし、貯水方式については、外部からの

汚染物質の流入を確実に防止できる「強制貯水

方式」を採用しています。

4)非常用給水設備

緊急貯水槽からの給水方法は、エンジンポン

プおよび手動ポンプによるもので、、「多栓式給水

1) 規キ各、イ士キ義

器具(仮称)Jなどの接続により、一度に10数個

の容器への給水が可能となります。

5.緊急貯水槽の施工

こうした緊急貯水槽の設置に関する検討結果

に基づき、平成21年度からいよpよ事業を開始

したわけです。初年度は市街地の東に位置する

小学校敷地(沼ノ端小学校)に設置し、今年度は

市街西地区の予定となっています。

なお、平成21年度に施工された工事概要は

以下のとおりです。

0規 格 :JDPA(日本ダクタイル鉄管協会)G 1041ダクタイル鋳鉄製貯水槽(耐震用・緊急用)

O容 量 :60m3 集中 E型用

0呼び径 :2600mm

0長 さ :12.28m(直管3mX3本、帽1.64mX1本、栓1.64mX1本)

O継手 :LUF形

0水 圧 :13.0kgf/cm2(7.5kgf/ cm2+衝水圧5.5kgf/cm2
) 

O土被り:1.9m

0遮 断 弁 :EC-TWスプール型自力式緊急弁(貯水槽搭載型)管内水圧低下検知式、手動復帰式

O工 期 :166日間

l|  

沼ノ端小学校

¥之
図4 沼ノ端小学校緊急貯水槽 配置図



緊急貯水槽の設置について 一災害に強い水道を目指して一

平面図
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図5 沼ノ端小学校緊急貯水槽 詳細図

2)施工状況

写真1 緊急貯水槽吊り込み 写真2 緊急貯水槽設置

写真3 緊急遮断弁設置
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6.おわりに

この度の緊急貯水槽設置事業が平成21年

度からスタートできましたのも、補助事業としてご

指導を頂きました厚生労働省や北海道をはじ

め、沼ノ端小学校、施工会社、メーカーなど関係

各者、機関の皆様方のご協力の賜物であり、あら

ためて感謝申し上げます。

今後も災害への備えとして、ハード面としての

緊急貯水槽の設置は無論のこと、災害発生時

の初動体制の確立とpったソフト面の充実も図

って参りたいと考えております。そのほかにも基

幹管路や施設の耐震化は勿論、老朽施設の更

新など総合的かつ早急に施策を講じていかなけ

ればならないものと考えております。

維持管理の時代となった今日、取水から供給

までの水道システムにおいても、環境を注視した

新エネルギーの活用を含めた事業運営が求めら

れています。

こうした中で、ライアラインとしての災害に強い既

存基盤の強化とpう点においても、安定供給の

下で、のバランスのとれた整備手法と計画が大切

であると考えています。

命の水を預かる水道事業者として、今後も職

員一丸となってこうした課題の対処に、非力なが

ら努めてまいる所存です。

平成22.5第86号
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小規模水道事業体でもやれば
できるアセットマネジメント

一矢巾町水道事業の実践から-

1II111111111llllllllll[111111111 

1 .はじめに

水道は命の水を供給するだけではなく、社会

経済活動を支えるインフラストラクチャーとして必

要不可欠なものとして整備されてきた。そしてわ

が国の水道普及率は97%を超え、安全で安定し

た水道水をごく当たり前に、そして安心して使用

できる環境が整備されている。

しかし、それらの水道施設の多くは高度経済

成長期以降、特に1975年前後と1998年前後を

投資のピークとして整備されたもので、今後20年

以内に順次更新時期を迎え、適切な更新が行な

われない場合、深刻な老朽化を招く恐れがある。

矢巾町の水道事業は1963年の事業創設認

可以来、これまでに2回の拡張事業を経て1990

年から第3次拡張事業を実施している。その有

形固定資産額は45億円に達し、普及率は97%

を超える水準となった。大多数の住民が水道を

利用できる環境を整備したことで「つくる時代」か

岩手県矢巾町上下水道課

主任主事吉岡律司

1111111111 111111111-，111111111・
ら「維持管理する時代」、そして水道普及のため

に整備した資産を「更新・再構築する時代」への

転換期を迎えている。

一方で人口減少に伴い縮小してpく社会環境

のなかで、水道料金収入も同様に減少する傾向

にあり、このまま対策を講じなければ更新需要を賄

う資金の不足のみならず適切な維持管理に必要

な資金まで、もが不足する事態が懸念される。

水道事業を持続可能なものとするためには、中

長期的な視点に立ち、技術的な知見に基づいた

施設整備・更新需要の見通しを検討し、事業を展

開していく必要がある。

また、受益者負担を原則とする水道事業にお

いては、施設更新、すなわち事業の維持のために

は相応の負担が必要であることについて、住民の

理解を得るための情報提供を適切に行っていく

必要がある。

本稿では、矢巾町水道事業の取り組みの中で
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重要だと考えられるポイントを紹介しながら、水道

のアセットマネジメントについて考えてみる。

2.アセットマネジ.メントについての共通

認識の必要性

どこの水道事業体にも、モノについての計画や

カネについての計画があり、それに基づき事業が

展開されている。

矢巾町で言えばモノについての計画が拡張計

画であり、カネについての計画が財政計画であ

る。そして、計画を実際に展開しているヒトに着目

すると、技術系の職員が拡張計画を担当し、事務

系の職員が財政計画を担当している。しかし、水

道施設をより良いモノにしたいとpう技術系職員

の思いは、厳しい財政状態の中で経営を考える

事務系職員の思いと衝突する場合が多く、最終

的に必要性よりカネの問題で意思決定されてし

まう場合が多い。

実際に筆者は他の自治体から「アセットマネジ

メントに取り組むのは良いが、お金がないから更

新はできなpJと言う質問を数多く受けている。

フォアキャスト的手法の限界

施設の大規模更新は、中小水道事業体にとって

深刻な問題ではあるが、むしろお金がなpからこ

そ頭(知恵)を使うとpう能動的な対応が必要で

あろう。

アセットマネジメントへの取り組みに先立ち、ま

ず行わなければならないのは施設の評価やデー

タの整理ではなく、実は健全な状態で水道を次

の世代ヘヲ|き継ぐためには何をするべきかとい

う認識を職員間で共有することである。これが出

来ていなければアセットマネジメントは、実効的な

取り組みにならないであろう。

矢巾町では 「水道事業の持続可能性」につ

いて、職員間で徹底的に議論を繰り返す事で、

技術系・事務系の職員の共通認識を醸成した。

結果として、フォアキャスト的手法1で、策定してい

たこれまで、の計画に対し、アセットマネジメントで

は、あるべき姿を設定し、それを実現するために

はどのようにしていくのかということ、すなわちパ

ックキャスト的手法2'こマネジメントをしていく必要

があることを石室言忍できた。

1¥ックキャスト的手法にシフト

っah ，/tu-ーー------、一一ーへ 〔あるべき姿つ ;/- 、、、、〆
( 改良耐震化 ; ~一一r

~--- ----棒
，....."色 .，--~ 崎町

-ーι 了 維持管!
/ " '-
{ 修繕悶 ) -_ー

/.--ー一人 、 毎
i経営計画 ノち/ー-_-.......... 

云~ーー/(鰍計薗 〉
ノ叱，n '-・~ 戸_/

f財政計画 〉

[示二LJL-1

図1 フォアキャスト・バックキャス卜

出典:筆者作成
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3.矢巾町アセットマネジ‘メント

現在、水道のアセットマネジメントは2009年7月

に厚生労働省が発表した「水道事業におけるア

セットマネジメントlこ関する手引き」により、体系的

に取り組むことが可能となっている。またJW-A

MS (Japan Waterworks-Asset Management 

System)とpう支援システムが提供されている

ので水道事業の規模に係わらず着手可能な環

境にある。

水道におけるアセットマネジメントとは、地域水

道ビジョンlこ掲げた水道事業を持続可能なものと

して実現するために、中長期的な視点に立ち、水

道施設のライフサイクル全体にわたって効率的

かつ効果的な管理運営について体系化された

実践活動を指すものである。

(1)地域水道ビ、ジ、ヨンとの関連性

矢巾町では業務棚卸法を活用し政策体系を

可視化することで戦略的に業務を展開しており、

短期の視点でのマネジメントは日常業務に定着

している。

一方で、次の世代ヘ適切に水道を引き継いで

pくための戦略とpう意味では具体策に欠けて

いた部分があった。そとで中長期の視点にたち、

マクロマネジメントの実施

地域水道ビジョンで、の「あるべき姿」を実現してい

くための手段としてアセットマネジメントに取り組ん

でいる。

地域水道ビジョンで、は50年後のわが町の水

道のあるべき姿を創造するため、住民参加により

ビジョンを策定している。ビジョンで、は「あるべき

姿」と政策展開の方向性を示し、そこから今なに

をするべきか、どのような計画や戦略が必要なの

かを考えるパックキャスト的手法で、長期・中期・短

期の基本計画を策定している。

具体的な事項については、地域水道ビジョン

に示す政策展開の方向d性とアセットマネジメント

の情報に基づき、それを実現するための長期基

本計画(50年)、中期基本計画(15年)、経営計

画 (6年)の基本計画群を策定する。なおアセット

マネジメントは、「水道事業におけるアセットマネジ

メントに関する手引きjに準じて行い、①必要情

報の整備、②ミクロマネジメントの実施、③マクロ

マネジメントの実施、④更新需要・財政収支見通

しの活用、⑤住民参加の5つの要素で構成して

pる。(図2参照)

なお、実践にあたっては、適宜進捗管理を行い

ながら、水道技術管理者を中心にこれら各構成

要素を有機的に連結させて日常業務に定着する

計画体系 情報共有

l更新績賞|

l の
| 必軍陣|

|更新銀資|
l の
| 効果 | 

同
画

図2 矢巾町アセットマネジ‘メントの基本的な考え方

出典:矢巾町上下水道課
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ょう展開している。

(2)必要情報の整備

アセットマネジメントをより実効的なものにしてい

くためには、その必要性について職員間で共通

認識をもつことが重要であることは述べたが、より

精度を高いものにしていくためには、必要情報の

整備が重要である。

矢巾町では、アセットマネジメントの実施にあた

って、対象施設の台帳の再確認を行うとともに点

検履歴や修繕記録、施設診断の結果等を一覧

できるように管理方法を見直した。

アセットマネジメントを日常的な活動にしていく

ためには、そのデータを使用しやすいように管理

しておく必要があり、「使えるデータ」に整理して

おく事が重要である。また、日常的活動において

収集・整理された各種情報をデータベース化する

ことで、その管理の高度化を図ることができる。

なお、長年使用してきた水道施設の中には、点

検履歴や修繕記録が既に廃棄処分となってしま

ったものがある。これらの資産については現場の

状態を調査し、以降の維持管理が適切に行なわ

れるよう情報の収集と整理を行う必要がある。

以上が初期段階で必要な作業であり、後に説

明するミクロマネジメントに密接に関係する作

業である。

また、必要情報の整備としては、この他にもマク

ロマネジメントにつながるものとして、更新需要の

見通し及び財政収支の見通し等の検討に必要

な情報を整理する必要がある。

(3)ミクロマネジメントの実施

ミクロマネジメントとは、日常的に行なう水道施

設の運転管理と保全管理のことである。水道施

設の運転管理とは、対象資産が正常に運転する

ための管理に加え、システム全体として効率的な

運転ができる事を視野にいれた管理を指す。ま

た保全管理とは、対象資産が正常に運転できる

よう機能を保持することを目的に行われる管理、

すなわち日常の点検や整備などの保全業務、機

能そのものを評価し改善する診断・更新等の機

能向上業務である。

このミクロマネジメントについて、矢巾町では技

術系の職員が担当し、水道技術管理者の指示

のもと、必要情報の整備から段階的に取り組み

を進めている。なお、ここで段階的に進めている

としたのには理由がある。このような取り組みは

マニュアル化し、より高い水準で完成されたシス

テムで行われることが望ましいのは確かである

が、水道は数多くの資産で構成される施設の総

体であり、異なる環境で稼動する個々の施設の

状況を簡単にマニュアル化することができない

からである。また、その取り組み自体も時間を要

することから、現場をかかえた職員には負担が大

きいものになる。

とは言え、ミクロマネジメントの要素が完全にな

るまで、アセットマネジメントに取り組めないと言うの

であれば到底、所期の目的は達成できない。必

要情報を整備する段階からミクロマネジメントに

至る過程では、日常業務を通じて取り組み可能

な管理の水準から高めていくとpう考え方を中

心に取り組む必要がある。

(4)マクロマネジメントの実施

マクロマネジメントとは、ミクロマネジメントで得ら

れた情報を基に、中長期の視点から更新需要の

見通しゃ財政収支の見通しについて検討する

もので水道施設全体の資産管理のことを指す。

矢巾町では、更新需要見通し及び財政収支

見通しの検討にシナリオプランニング3の手法を

活用している。そこで施設の耐周年数や更新財

源としての企業債の償還期間などを分析し、50

年間の見通しについて複数のシナリオを比較分

析することで、地域水道ビジョンに掲げるあるべき

姿を達成するためには何が良いのかを検討し

た。

マクロマネジメントの成果については、矢巾町

水道事業マネジメントサイクル(図3参照)をもっ

て展開する。

矢巾町の地域水道ビジョン及び、長期基本計

画等の基本計画群はアセットマネジメントを前提

に策定しているので、そのサイクルをまわす過程
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において随時、水道施設の健全度の推移や財

政状況の推移等を勘案し、水道事業の持続可

能性の観点から、その妥当性について評価を行

なう。妥当性が確認できない場合には、マクロマ

ネジメントの見直し(更新需要や財政収支見通

しの再検討)を行うとともに、変更点は政策財務

の考え方で予算に反映させ、月次経営統制をも

ってそのサイクルをまわしていくことによりアセット

マネジメントの実効性を高めている。

参加型肝価システム I I 

(水道サポーター)

ll 鵬航よる政策傾向礎として畑(plan)~策定する側計画憎む) I一一一一』一一一一l

lカウンターベィ l
lリング・パワー l

総合計画
(町の基本編想)

地縁水道ビジョン
(あるべき姿)

畏期釜本計画等の計画群
(アセットマネジメント)

』一一一一『一一一ー

出典:矢巾町上下水道課

図3 矢巾町水道事業マネジ‘メントサイクル

また、マクロマネジメントにシナリオプランニング

の手法を活用することにより、長期にわたる計画

の不確実性に係る予測能力の限界などに対応

できるほか、乙の情報を住民に公開する乙とで更

新需要の見通しゃ財政計画についての合意形

成を図るための資料とするととができる。

複数のシナリオをもとにしたマクロマネジメント

の成果は、地域水道ビジョン等の計画策定に向

けた検討への活用が可能である。矢巾町では、

マクロマネジメントの実践により得られる中長期の

更新需要及び財政収支見通しの検討成果を基

に、自らの水道事業のあるべき「将来像」を可視

化させ、その実現化方策を地域水道ビジョンに反

映させている。マクロマネジメントの成果を地域水

道ビジョン等に活かすことで、両者を有機的に結

びつけることができるのである。

(5)住民参加

矢巾町のアセットマネジメントで他の事業体と

大きく異なるのが、アセットマネジメントから得られ

た情報を公開し、その情報を基に住民参加で地

域水道ビジョンや基本計画群の政策の方針を検

討していることである。

地域水道ビジョンが、美文で、飾られた形式的な

ものとならないよう、施設の状態・更新需要・財政

収支見通しといった具体的な複数のシナリオを

共有し、議論を重ねることで住民も納得できる実

効的な将来像を策定するのである。矢巾町では

住民参加のビジョン創りに2年間をかけたが、毎

月開催するワークショッフ。にアセットマネジメントか

ら得られた情報を可視化し分かりやすく提供す

ることで、住民と丁寧な議論を繰り返してきた。結

果として水道施設のリスクコミュニケーションがで、
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き、保全管理のあり方まで踏み込むことができ

た。

加えて、矢巾町は住民参加で、ビジョンを策定し

てきたことから、評価についても住民参加で行う

こととし、住民とともに設定する目標値を「めざそ

う値」と呼び、アセットマネジメントの展開を評価す

ることとしている。

これまで、水道は、ナショナルミニマム・シピルミニ

これまでの関係

マムとして整備されてきたが、これらの水準は本

来水道事業者が設定するものではなく、当該地

域において形成されるべきものである。

しかし、水道が日常生活で、はあって当たり前の

ものとして、住民の関心が薄れてしまった状況の

なかでは、水道事業者が政策のひとつとして住

民参加を位置づけ、積極的に合意形成にむけた

取り組みを推進する必要があると考えられる。

目指している関係

出典:筆者作成

図4 職員と住民の関係性

4.課題と怒る管路の更新と耐震化

平成20年度末現在の矢巾町の配水管延長

は、209，668mとなっている。そのうちダクタイル鉄

管は132，501mとなっており、平成16年度からは

呼び径150以上の幹線管路はNS形ダクタイル

鉄管を採用し管路の耐震化を図っているところ

である。今後も地域水道ビジョンを達成するため

の基本計画群に基づき管路の更新をすすめるこ

ととしているが、併せて配水本管等の基幹管路

についても耐震化をすすめることとしている。

加えて、管路情報の適正な管理と効果的な運

用を図るため平成21年度からGISシステムの構

築を進めているところである。

構築するデータベースがアセットマネジメントの

手引きでいうミクロマネジメントを行う際の情報と

してどうあるべきか、GISの活用をより実効的なも

のとするべく構築を進めている状況にある。

また、これまで紙ベースで管理していた情報に

ついてGISを活用することで一元的に管理し、

アセットマネジメントの構成要素の検討に役立て

たいと考えている。

矢巾町では図4で示しているとおり、水道事業
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の持続可能性を図るためには住民との合意形成

が不可欠であり、水道施設の更新についてもリス

クコミュニケーションが重要だという認識にたって

pる。

しかし、水道サポーターワー夕、ンョッフ。を運営し

ていく過程では、実際に目に見える浄水場等の

施設更新の必要性や故障のリスク等については

住民から比較的容易に理解を得ることができた

が、既に地中に埋設されている管路については、

矢巾町が理想とする水準で更新を行うことにつ

いて理解を得るのは困難な作業で、あった。

管路は実際に見ることができないことに加え、

矢巾町では自然災害による断水等を経験したこ

とがないため、水道サービスを受ける住民にと

っては、目に見えてその水準が変わることのない

管路の更新の必要性をイメージすることが難しL瓦

のである。

まして耐震化を含めた更新となるとその必要

性については総論賛成、各論反対の論調がより

強くなる{頃向にあった。

矢巾町のワークショッフ。で、は、夕、、クタイル鉄管協

会より映像資料の貸与を受け、管路の重要性に

ついて繰り返し説明を行ってきたが、今後は一般

の住民にもアセットマネジメントの情報を公開しな

がら更新と耐震化についての情報共有を図りた

pと考えている。

5.おわりに

本稿では矢巾町のアセットマネジメントの基本

的な考え方について、各構成要素について説明

するとともに、実際に取り組んで、実感した「職員

間の共通認識」の必要性を指摘した。

水道事業における経営資源は「ヒト・モノ・カ

ネ」である。アセットマネジメントはモノとしての水

道施設、カネの問題である財政収支について、地

域水道ビジョンに掲げた水道事業を持続可能な

ものとして実現するための実践活動である。

しかし、アセットマネジメントはヒトが行うものであ

り、ヒトの水準がその実効性に大きな影響をおよぼ

すことになる。モノとカネについて取り組みながら

その管理水準を高めていくよう、アセットマネジメン

トに対応したヒトを育成していく必要がある。

またアセットマネジメントの取り組みにあたって

は、目指す管理水準を念頭におきつつも現状の

データ整備状況をベースにまずは実施可能な手

法で着手する乙とが実務において重要であり、矢

巾町もその方針で進めている。

仮に必要な情報が不足しミクロマネジメントの

実施に不十分な点がある場合でも、日々の業務

でデータを構築しながら取り組むことが可能であ

るし、マクロマネジメントについても簡便な手法を

用いて中長期の更新需要や財政収支の見通し

の検討も十分可能である。アセットマネジメントを

完全な状態で導入することが目的ではないのだ

から、まずは着手してみることが重要であり、チャ

レンジする姿勢を大切にしたいものである。

矢巾町では、アセットマネジメントの実践を一過

性の取り組みで終わらせることのないよう、その

情報を住民と共有しながら、継続的に取り組むこ

とにより、健全な水道を次世代に確実に引継げる

よう責任をもって事業を展開していきたいと考え

ている。

注

1本稿ではビジョンが明確にならないまま、現在の状態か

ら将来を考えるとpう意昧で使用する。

2本稿で、はビジョンを明確にし、その将来から現在を考え

るとL瓦う意昧で使用する。

3シナリオプランニングは確率論的なアプローチをする手

法と、因果関係論的に将来がどうなるのか、それがどの

ような因果関係により起乙りうるのかを明らかにしてストー

リー化する手法があるが、矢巾町では後者を採用してい

る。

参考文献

・厚生労働省健康局水道課『水道事業におけるアセットマ

ネジメント(資産管理)に関する手引きj2009年7月

-日本水道協会 『水道維持管理指針2006年版j2006年

12月
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1 .はじめに

本事例は、国営馬淵川沿岸農業水利事業に

より、馬淵川から湯田揚水機場にてかんがい用

水を取水し、右岸幹線用水路を経由して湯田吐

出水槽まで圧送した後、右岸支線用水路を経由

して各受益地へ供給するノfイフ。ラインのうち、揚

水機場から吐出水槽までの幹線用水路及び吐

出水槽からの支線用水路の一部区間が地すべ

り防止区域内での施工となり、その対策として

NS形ダクタイル鉄管を採用した設計・施工例を

紹介するものである。

地すべり地帯のノTイプラインの設計・施工に関

して参考になれば幸いである。

2.事業概要

本事業の実施地区は岩手県北上山系北部に

位置し、県内第二の河川である馬淵川沿岸の二

戸市および一戸町にまたがる2，382haの農地を

馬淵川沿岸農業水利事業所 = 
次長 三浦耕三 富

1111111110111111111旧1111111・
受益地としている(図1および図2)。一戸町奥

中山地域は標高400-600mのなだ、らかな高原

で、高冷地野菜や畜産などの土地利用型農業が

図1 馬淵川沿岸(二戸地区)位置図
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図2 馬淵川沿岸(二戸地区)概要
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行われている。また二戸市にあっては馬淵川左

右岸の標高100-300mの丘陵地帯で、果樹・き

ゅうり・たばこなどの野菜主体の複合農業が展開

され、特に舌崎地域のりんご栽培は岩手県内で

最も古く120年の歴史を有するといわれている。

しかしながら、本地区は内陸性特有の気候で

降水量も乏しく、畑地かんがい施設が未整備で

あったため、しばしば干ばつ被害に見舞われてき

た。豊かで安定した畑作農業の実現に向けて、

新規水源として馬淵川支流の平糠川に大志田

ダムを建設するとともに、揚水機場などのかんが

い施設を整備することにより、農業生産性の向上

と経営の安定を目指している。

3.右岸幹線用水路・支線用水路

3.1 管路概要

右岸幹線水路の概略平面図を図3に示す。

右岸幹線用水路は南から北へ流下する馬淵

川の右岸・金田一温泉近傍に建設される湯田揚

水機場と湯田地内に建設される吐出水槽とを結

ぶ延長2.6kmの呼ひ、径250のポンプ。圧送式パイ

プラインであり、路線の高低差は図4に示すように

190mと大きp。

右岸支線用水路は吐出水槽から受益地まで

を結ぶ延長13.5kmの呼ひ、径350-150の自然

庄式ノfイプラインであり、そのうち上流1.8kmは呼

び径350で幹線用水路と並列配管される。

3.2 地すべり防止区域

全国の地すべり分布は図5に示されるとおり

である。地域によって大きな偏りがあり、地質的素

因と密接な関連があるとされている。

当該管路付近は図3に示すように国土交通

省所管の地すべり防止区域に指定されており、

流れ山や滑落崖様の地形など、地すべり区域に

特有の地形が多数認められる。近年の観測では

図3 右岸幹線水路と地すべり防止区域
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図4 右岸幹線水路縦断図

明瞭な変位は認められておらず、地すべり区域

としては比較的安定していると考えられるものの、

当区域においては過去の地すべりが大正4年、

昭和27年と約40年の間隔で発生しており、近い

将来に再度発生する懸念もある。右岸幹線用水

路・支線用水路の計画路線の一部がとの地す

べり防止区域の中を通過していることは明らかで

ある。管路布設場所周辺の状況は図6に示すと

凡例

。第三紀層地すべり

図5 全国の地すべり分布1)

おりであり、斜面部においては地すべり計を設置

しながら施工した。

3.3 吐出水槽計画

右岸支線用水路の起点となる湯田吐出水槽

は、平面寸法18.0mX18.0mX有効水深4.5m、

有効貯水量1，446m3の地下式フラットスラブ形式

である。設置位置は詳細な現地調査・空中写真

判読等により新たな地すべり範囲が推定された

ため、それらの地すべり区域の最外周より外側

の地点に計画した。

図6 管路布設位置周辺の状況
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4.管種選定

パイプライン継手は、地すべりによる亀裂、崩

壊、流動など、の地盤変状によって、継子の伸び

量を超える変位が生じると離脱する場合がある。

当地域においては、このような地盤変状が想定さ

れるため、高い性能を有する継手や連続した埋

設形式がとれる管種が必要となる。また、当該管

路の重要性及び管路沿いに住宅地が点在して

pること、高圧パイプラインであることを考慮する

と、継手の離脱が二次的に地域に及ぼす影響が

極めて大きいことから、高い安全性が求められ

る。

当該管路の圧力、口径などから採用可能な管

種としては下記の種類が考えられる。

(1) T形ダクタイル鉄管

(2) K形ダクタイル鉄管+離脱防止押輪

(3) NS形ダクタイル鉄管

(4)両フランジ鋼管+伸縮可とう管

(5)管端ステンレス鋼管+伸縮可とう管

この中から、以下の理由により (3)NS形ダク

タイル鉄管を採用することとした。

(1) T形ダクタイル鉄管は上記の中では最も安

価であるが、離脱阻止機構を有さない。

らバ入 ì~
NS形直管r (呼び径75-450)

ロッタリング心出し周ゴム ライナ心出し用ゴム

一段勝点~一一:三~
ライナを使用したNS形直管 (呼び径75-450)

(2) K形継手+離脱防止押輪の組み合わせ

に対して、 (3)NS形ダクタイル鉄管は経済的に

大差なく、また上水道等での使用実績が豊富で

ある。鋼管は内面塗装ができないためには)(5) 

が対象となるが、高価である。

NS形継手は図7に示すように大きな伸縮余

裕量を有し、地盤変状に追従する。そして限界ま

で伸び出した後は離脱阻止機構により管路の連

続性を保ち、通水機能を維持できる構造であり、

当該管路に対して有効と判断される。過去に豪

雨によって法面崩壊した現場で、も、NS形継手は

管路の通水機能を維持した事例が数多く報告さ

れている2)，3)。

右岸幹線用水路・支線用水路の管種選定な

らびに配管設計は下記のとおりである。

(1)地すべり区域内のすべての管、および地す

べり区域の境界を越えて最初の異形管まで

をNS形ダクタイル鉄管とし、異形管部のスラ

スト対策は継手の一体化によることを基本と

する。

(2)その外側は内圧によって管種を区分し、T形

ダクタイル鉄管または硬質ポリ塩化ビニル管

とする。

ヱ止主主L ロyクJング凶し周ゴム

l ン~ 、~ー..........，←
/ " " 屈曲防止

NS形異形管l (呼ぴ径75-250)

ボルトナソト

NS形異形管 (呼び径300-450)

図7 NS形ダクタイル鉄管の継手構造
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5.構造設計上の留意点

5.1 凍結深ならびに積雪深

当該管路は寒冷地に位置し、構造設計におい

て考慮すべき気象条件は、凍結深ならびに積雪

深である。

二戸観測所の10年確率の値をもとに、標高補正

を行って凍結深を求めると、表1のとおり75.7cm

となる。また10年確率最大積雪深は表2に示す

ように64cmで、ある。

これらを考慮して図8に示す標準断面を決定

した。

/ 
/ 

チ ゲトケブパ ド
血

血

血
出
」

下・・・エ(ヲラヲシャーラン船-.40) t=似国

訟側周{ヲラヲシャーラン船棚~

CYY-MAZY: 2狩哉

図8 右岸幹線水路標準断面

表 1 凍結深

観測所 標高 凍結日数
最大凍結指数

対象地点標高 定数
凍結指数 凍結深

(積雪を考慮しない) (標高補正) (cm) 
(m) (day) 

(OC.day) 
(m) C 

F (OCday) z=C' FO.5 

_p 87 73 233 260 4.4 296.1 75.7 

表2 積雪深

観測所
標高

(m) 

最大積雪深

(cm) 

_p 87 64 
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5.2 スラスト対策

右岸幹線用水路・支線用水路の並列配管区

間は、管路の機能上、両方同時に水撃圧が作用

することはない。そこで、この区間の屈曲部のスラ

スト力については、それぞれ単独の管路として検

討することとした。

また、地すべり区域内の幹線用水路・支線用

水路単独配管区間及び並列配管区間の屈曲

部のスラスト対策としては、NS形継手による一体

化長さを確保し、スラストブロックを省略することを

基本とした。一方で、地すべり区域の管路では

特に大きな変位の発生が懸念されるため、継手

の一体化範囲をできるだけ小さくし、伸縮可とう

性を発揮できる構造とすることが望まれる。一体

化の範囲内のNS形継手は、図7に示すようにラ

イナを用いて伸縮しない構造にすることから、管

路が長距離にわたって一体化されると鎖構造管

路の機能を十分に発揮できない。一般に、一体

化長さは50mを超えないように検討すべきとされ

ているが、本事例で、は一体化長さを30m以内と

なるよう設計することとし、スラスト対策として一体

化長またスラストブロックの併用による対策とし

た。異形管部の施工状況を図9に示す。

図9 異形管部の施工状況

6.おわりに

本事業では、事前に土質・地層構成等の調査

を実施し、地すべり区域への管路布設とL汚点

に配慮して管種選定や構造検討を実施した。平

成22年度の供用に向けて、現在、布設工事も大

詰めを迎えているところであり、順次通水試験を

行い、管路機能を確認する予定としている。

本事例が同様の管路設計・施工の一助となれ

ば幸いです。
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p.14・21

3)小泉明 監修 (2005):平成 16年台風による水道施設の

被害写真集、日本水道新聞社
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1 .はじめに

(1)中能登町の概況

石川県鹿島郡中能登町は、平

成 17年3月に(旧)鳥屋町・鹿島

町・鹿西町の3町が合併し、人口

20，192人(平成17年2月28日現

在)、面積89.36km2として新しい

一歩を踏み出した町である。

ー
楽
γ
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中能登町は石川県の北半分を占める能登半

島の中央に位置し、南は羽咋市、西は志賀町、

北は七尾市、東は富山県氷見市に隣接してい

る。

主要な集落は旧街道沿いに細長く分布し、東

側の山地から富山県側へは、3本の県道が通じ

古くから交流があり、神社・寺院群、それらを舞台

とした祭りなどの伝統文化を地域の重要な資産

とした魅力あふれる町である。

(2)中能登町の水道事業について

新生中能登町の水道事業は、現在給水人口

18，806人(平成18年3月末日現在)であり、計画

給水区域内人口 18.918人に対し99.4%の普及

率となっている。

上水道事業としては、合併の折に(旧)鳥屋

町、鹿島町、鹿西町におけるそれぞれの上水道

事業を合算し、計画給水人口22，220人、計画一

日最大給水量15，005m3の規模で、合併創設認

可を受け、その後、平成18年度に水道ビジョンを

視野に入れた変更認可を受け事業運営にあたっ

ている。それぞれの事業における沿革を表1に示

す。

また、水道事業計画においては、平成19年3

月に策定した中能登町総合計画の「安全・安心

でf央適な住環境づくり」を実現するために、総合

計画の基本理念や国の水道ビジョンを踏まえ、

「自然の恵み、これからも安全・安心な中能登町

の水」を基本理念とし、乙れに対する基本目標を

設定した(図2)。さらに、将来にわたって持続可

能な水道事業を図るために、現状の経営面およ

び施設状況の課題を検討し、今後の施設整備

計画、経営計画の方針を策定したものである。

本報告では、ここで検討した水道事業の課題

と水道施設の整備計画について紹介する。

表 1 水道事業の沿革

認可 目標 給水人口 計画1人1日最大給水量 計画1日最大
事 業

年月 年数 (人) (リットル/人/日) 給水量(m3/日)

[旧鹿島町上水道]

意リ 設 S47.3 S56 8，000 400 3，200 

創設変更 S48.1 S56 8，000 400 3，200 

第1次拡張事業 S53.1 S62 10，000 600 6，000 

[旧鳥屋町上水道]

意リ 設 S43.12 S53 6，500 250 1，625 

第1次拡張事業 S56.3 S70 6，700 650 4，355 

第l次拡張事業変更 H12.8 H25 6，020 723 4，355 

{旧鹿西町上水道]

意リ 設 S44.12 S57 7，000 300 2，100 

創設変更 S52.3 S57 6，500 480 3，120 

第 2次 変 更 S55.3 S64 6，200 750 4，650 

第1次拡張事業 S58.3 S67 6，200 750 4，650 

[中能登町上水道]

合併創設 H17.3 H25 22，220 675 15，005 

変更 H19.3 H37 18，860 535 9，600 
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| 申能登町水道事業の基本理念 | 

“自然の恵み、とれか5も安全・安心恕申能登町の水"

積極的な経営改善

効果的な整備計画策定

施設の潟水浴化

情報管理の高度化

老朽施設の更新

耐震対策の実施

災害マニュアルの盤備

安心・安全忽給水の確保

水質管理の適正化

地下水の確保・保全

水道サービスの充実

住民ニーズの抱握と対応

積極的な情報開示

図2 中能登町の水道事業の基本目標

2.中能登町水道事業における現状と

今後の展望

(1)フjくj原

中能登町の水源は表流水1箇所、地下水9箇

所、県営水道1箇所の合計11箇所あり、その取

水可能量総計は29，010m3j日で、ある。しかし、必
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要水量9，600m3j日に対して約3倍にもなること、

一部水質不良や施設障害を起こしている水源が

あることなどから、当水道事業においては、現行の

11の水源を幾つかの良質水源に集約し、今後

の更新費用の節約及び維持管理の容易性を図

ってpく予定である。

.&...!!.. 
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図3 中能登町水道事業の現状課題
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(2)送配水施設

町全体で、送水ポンプ施設は6箇所、送水管

は全長約13km。配水池は10箇所、総容量は

6，315m3で一日最大給水量(平成20年度実績:

7，314m3)の約21時間分の容量があり、配水管

の総延長は約217kmとなっている。しかし、良質

水源等の整理に伴い送配水施設の整理も必要

であり、管末付近に水圧不足を生じている区域も

あることから、今後維持管理を考慮した配水区域

の見直しを行うとともに、計画的に老朽施設の更

新と統廃合を進めてpく予定である(図3)。

また、地震時にも被害を最小にし、早期回復が

図れるように、給水拠点の確保と応急給水に対

応できる基幹施設の耐震化を進めていくことが

重要であり、老朽施設の更新にあわせて耐震化

を図る予定である。

10，000 

9.000 
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7，000 

自 6，000

主、S5，000 

醐F、1 4，000 

3，000 

2，000 

1，000 
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(3)経営状況

当町の給水人口は急穏の変化をしながら減

少傾向を示してるが、核家族化等の影響もあり一

日平均有収水量および一日平均給水量はほぼ

横ばいとなっており、今後もこの傾向がつづくと

予測される(図4)。このような中、中能登町の水

道事業は、収益では漸減傾向である一方、建設

面(資本)では老朽管更新などを中心とした支出

が増加することを懸念しており、計画的な設備投

資と財源の確保が必要と考えている。

また、近年、業務の複雑化や高度化によって

職員一人が負担する業務量が増加している状

況であるため、これらの業務の効率化なども求め

られている。具体的には民間活用などによる人材

の確保や業務の改善、人材の育成、情報の活用

も検討していく必要があると考えている(図5)。

年度

図4 給水量の実績と将来推計

~施段整備上の課題~

O施設の老朽化及び耐震化

0管路の更新

O給水区域の見直し

0水質管理と新基準への対応

~経営および維持管理上の課題~

O伸びない収益

O計画的な設備投資

O財源の確保

0人材の確保

O業務の改善

O人材の育成

O情報の活用

図5 水道事業の主な課題



中能登町における水道事業の課題と施設整備計画について 51 

表2 施設整備の事業計画の概要

事業名称 概 要

緊急時用連絡管整備事業 良川.尾崎、後山ー花見月の連絡管整備

緊急時用配水池整備事業 越路配水池、後山配水池の更新

緊急遮断弁設置整備事業 久江配水池、春木配水池への設位

代替水源施設整備事業 春木・在江水源久江配水池までの導送配水施設

水道施設改良更新事業 老朽化した水道施設の改良吏新

水圧適正化事業 水圧不足が生じてL、る地区の配水管網盤備

3.施設整備事業計画

以上のように、当事業では、統合による課題が

山積しているのが現状であるが、ここでは、経営

にも大きく影響してくる送配水施設の整備計画

について述べる。

(1)政策の方向と施設整備

現在の施設に起因する課題に対して、安定給

水の確保とサービスの向上を目標に定め、表2に

示す6つの事業が必要であるとした。水道施設

の現状と計画を図6に示す。

(2)施設整備事業の内容

これらの事業においては、地震における被害を

想定し、水道のシステム化を考慮した整備計画を

検討した。具体的には、緊急時に各配水区間で

必要水量の相互融通を図る「連絡管整備事業」

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

圃固

や、配水池の貯水量を増量して緊急時に対応す

るための「配水池整備事業」、昭和44年から昭

和 52年に建設された老朽化が進行している既

設の基幹施設の更新と耐震化を図るための「水

道施設改良更新事業」などである。

特に、管路の被害においては、耐震管と呼ば

れる管路が1%未満であり、地盤がよくない沖積

層で占める市街地などを中心に、管の破損による

被害が想定されていることや、良質地盤に布設さ

れている管路でも、古い水管橋の前後には可と

う管が設置されていないなど、地震時には漏水

図6 水道施設の現状と計画
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写真1 呼び径250NS形ダクタイル鉄管

等の被害が予測される。また、「中能登町地域防

災計画」では、邑知潟の地震で1，052箇所、加賀

平野の地震で419箇所の上水道管の被害箇所

が想定されている。

特に、大きな口径の管路に被害が発生した場

合、道路の陥没や家屋などへの浸水・損傷とp

った二次災害を生じるとともに緊急車両の交通

障害にもなるため、整備計画では、これらの耐震

化を優先的におこなっていく必要性がある。な

お、当水道事業の送配水管における管種構成は

下図のようになっており、現在はダnクタイル鉄管の

耐震継手を主体とした管路の耐震化を進めてい

るところで、ある。

平成21年度に実施した送水管布設事業の状

況を写真1に示す。

2.9% 

ロ 鋳鉄管

.ダクタイル鉄管(耐震型継手)

ロダクタイル鉄管(一般管)

白 石綿セメン卜管

ロ硬貨温化ピニル管

・ その他

図7 送水管の構成

0.4% 0.9% 

圃ダクタイル鉄管(耐震型継手)

ロ ダクタイル鉄管(一般管)

0.1% I白 石綿セメント管

口硬貨岨化ピニル管

. その他

図8 配水管の構成

(3)施設整備事業とアセットマネジ、メント

平成20年7月に厚生労働省から「アセットマネ

ジメントの手引き」が出されたが、この考え方は、

当町の施設整備事業においても非常に重要で

ある。当水道事業では、前述のとおり、収入は漸

減傾向にあるが、老朽管の更新などの資本的支

出が増加すると見込まれたため、将来的なコスト

負担が心配された。そこで、これを踏まえて経営

への影響が最小限になるように、当事業計画で

は、目標年次である平成30年までの約半分の期

間(平成19年から平成24年)で主要な施設整

備を完了させることにより、後半には資本的収入

を回復させるよう策定した。

また、当計画には、できるだけ長寿命でライフサ

イクルコストが安いものを採用することが有効であ

るため、長寿命なNS形ダクタイル鉄管を採用し

ていきたいと考えている。

4.おわりに

当水道事業計画では「自然の恵み、これからも

安全・安心な中能登町の水」の基本理念を元

に、「安心、安全、安定」の面から計画的な事業を

推進していくことを示した。さらに、水道施設整備

計画においては、緊急連絡管の整備や耐震化を

図るなど将来想定される地震に対して被害を最

小にできる整備計画を策定した。これは、昨年に

発刊された水道施設耐震工法指針・解説2009

年版においても基本方針として示されている「水

道システム全体として速やかに一定の給水が確

保できるような施設整備に努める」とも整合性の

とれるものである。また、年度ごとの収入と支出の

関係を整理し、今後の財政の見通しと計画も示

した。

今後は、これらの計画を着実に実行していくた

めに、アセットマネジメントの視点も取り入れ、耐震

化の必要性など、事業の考え方とその効果を明

確にし、住民への説明も実施していくことで、新

生中能登町として持続可能な水道事業を目指し

ていきたいと考える。
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西宮市水道施設整備計画と
アセットマネジメントを

取り入れた老朽管更新の考え方

1II 111 11 11 11 ~llll l ll ll û lll ll ll ll 
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1 .はじめに(西宮市水道整備の歩み)

西宮市は兵庫県の南東部にあり、大阪湾北

部沿岸に臨み、阪神地域の中央部に位置し

ています。市域面積は、1叩0∞0.1凶8km2で

山岳部と南部の平野部に分カか当れています。本

市の給水人口は、平成20年度末で479，060

人、一日最大配水量は、179，710m3となってい

ます。

西宮市の水道は、大正時代に誕生しまし

た。当時の西宮町では、酒造期になると「宮

水」のくみ上げにより地域の井戸が枯れ、火

災や公衆衛生上の問題などが生じ生活に支

障をきたしたため、寄付金を主な財源として、

大正11年に水道施設の設置に着手し、大正

12年に一部の給水を開始しました。その後、増

加する水需要に備え、昭和11年に設立された

現在の阪神水道企業団へ加入し、さらに水需

要と水質の悪化に対応するため、拡張事業や

西宮市水道局工務部配水課 = 
計画給水チーム係長 山崎 勝 博 語

111111111: 'IIIIIIIIIL，IIIIIIIIIIII 
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図1 西宮市位置図
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施設整備事業を行い、浄水施設を充実させると

共に配水管の整備にも努め、昭和54年には阪

神電気鉄道が経営していた甲子園水道を統合

し、南部地域のほぼ全域に水道が普及しました。

一方、北部地域では、昭和26年に西宮市との合

併後、公営水道の布設が緊急の課題となってい

ました。昭和29年から33年にかけて簡易水道を

布設・改良し、給水を開始しましたが、慢性的な

水不足に悩まされていました。このため、昭和50

年に丸山浄水場、昭和52年には丸山貯水池を

完成させて、北部全域が給水可能となりました。

さらに、平成6年には渇水と需要の増加に対応

する為、県営水道からの受水を開始しました。ま

た、平成20年4月には、それまで南部地域と北部

地域に分かれていた事業の統合認可を受けまし

た。

西宮市は、平成7年1月に発生した阪神・淡路

大震災により、まちは壊滅的な打撃を受けました

が、その一方で私たちは多くの教訓を得ました。

その一つに都市基盤としての水道の重要性があ

り、水道がいかに欠かすことの出来ない都市基

盤であるかを再認識させられました。本市ではこ

の大震災を教訓|に、災害に強く早期の復旧が可

能な水道システムを構築する為、震災直後の平

成7年に「西宮市水道耐震化指針」、平成8年

には「西宮市水道施設耐震化基本計画」を策

定し、耐震管の採用、パックアッフ。機能の強化、

配水区域のブロック化、管路のメッシュ耐震化、

施設の耐震化の方向性を示しました。また、地震

対策以外にも水需要の減少への対応など取り

組むべき課題が山積していることから、平成13

年には「西宮市水道施設整備計画J(西宮ウォ

ーターリニューアル21(略.NWR21))を策定し

(平成20年8月改定)、この中で浄水場等の施

設の統廃合や、前記耐震化基本計画で示され

た方向性を基に、管路の整備を進めることとし、ま

た、平成19年には、「西宮市水道ビジョン」を策

定し、西宮市の水道局として将来進むべき方向

性を定めています。

今回、厚生労働省より示された、「アセットマネ

ジメントの手引き」に基く40年間の長期的な視点

でのアセットマネジメントの検討にあたっては、す

でに作成されていた、西宮市水道施設整備計画

(整備期間20年)との整合を図りました。その中

の老朽管更新計画の考え方をまとめましたので

報告します。

2.現状と課題

西宮市は、給水人口は微増しているにもかか

わらず、節水器具の普及などにより配水量は逓

減し、給水収益は横ばい状態を示しています。

浄水場等の施設については、老朽したものが

多く、NWR21においては、アセットマネジメントの

観点から現状を再評価し、阪神水道企業団から

の受水量を増量することにより、7つの浄水場を

2つ(鳴尾、丸山)に統廃合する計画としました。

現在は、中新田、北山、武庫川、越水の4つの浄

水場を廃止及び休止し、平成23年2月末の鯨

池浄水場停止に向けて、周辺の管路整備を実

施しています。

一方、管路については、総延長は約1，200km

となっており、布設年度別延長は、 1984(昭和

59)年の45.8kmを頂点にピラミッド形となっていま

す(図2参照)。乙の中で法定耐周年数の40年

を過ぎた管路延長は、全体の15.7%にあたる約

187km (年代不明含む)におよび、管体強度の

弱いCIP管やVP管がその内の72%を占めてい

ます(図3参照)。これらについては、近年、破損

事故や漏水が増加傾向にあり耐震化等の早急

な対策が必要であり、現在、耐震性に優れたNS
形ダクタイル鉄管で更新を進めています。(参考

に全体での管種別延長を図4に示す)
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3.管路の更新需要とNWR21

もしも、今後、更新事業を行わなかった場合

は、20年後には、629.1km(全体の53%)、また、

30年後には、903.2km(全体の76.1%)の管路

が順次法定耐周年数を迎えていくことになりま

す。仮に、これらについて法定耐周年数で管路

の更新事業を行うとした場合、2010年には、既に

法定耐周年数を越えている管路の更新需要は

約185億円となり、2011年から2045年の35年間

では総額829億円、年平均24億円の更新需要

となってしまpます。この場合、法定耐周年数が

40年である乙とから、2045年以降には、再度、同

様の更新需要が発生することになります(図5参

照)。
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いては60年、その他は80年で更新すると設定し

てみると、約40年間においては、現状の更新事

業費程度で推移することも分かりましたが、これ

では、更新の先延ばしに過ぎないとも言え、90年

先までの更新需要を見てみると、図6のように40

年先には、更新需要が増大し、将来に多大な負

担を残してしまうことが確認できました。

ダクタイル鉄管

しかし、現状の水道事業運営において、法定

耐周年数の40年で管路のすべてを更新するこ

とは、財政への影響や、人員の配置など、事業の

運営は困難と思われます。

このことから、重要度・優先度による仕分けが

必要となります。本来は、ミクロマネジメントに示さ

れるような機能診断等の総合評価が必要です

が、仮に、重要度のみの観点から基幹管路につ
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したので、NWR21を図7のように当てはめ、事業

費と更新時期を調整することにより平準化が図

れ、健全度も維持できることが確認できました。

図6

次に、これらを平準化させる必要があることにな

りますが、すでに策定されているNWR21では、ア

セットマネジメントの観点での前倒しの考え方も取

り入れ、20年間での整備・更新が策定されていま

2∞9年度-2045年度は年間15億円の

範囲で前倒しでの更新を行う。
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施設部門
(施設部にて整備)

臨圏
優先度高‘- ー-・俳優先度低

図8 管路の整備更新の方針

4.管路の整備・更新の方針

では、どのような順で整備・更新するかとpう乙

とになりますが、図8のようなイメージとなっていま

す。(①高→⑤低)

①重要施設への耐震管路整備は、NWR21に

おいて、最優先項目と位置づけており、今後10

年間を目処に整備予定ですが、前期5年間は重

要施設への耐震管路整備区間と重なる②~⑤

を優先することとし、整備状況を確認しながら、後

期5年間で②~⑤の対策で整備出来ていない

区間を整備し完了する予定としています。

②CIP管対策は、現在CIP管が約65km残存し

ており、破損事故等も増加傾向にあることから重

要対策課題と位置付け、平成21年度より国庫補

助対象事業として、約10年間でCIP管の解消を

目指しています。

施工箇所の優先度は、地震時に液状化現象

が起こるとされる地域を高くしています。

③NWR21に基づき管路整備を行う事業です。

施工箇所の優先度は施設の統廃合に伴うもの

や、布設年度の古い箇所を高くし、20年間での

完了を目指しています。

④老朽vp管対策は、布設年度が古い硬質塩

化ビニル(vp)管約114kmを対象に整備する

計画です。

施工箇所の優先度は高い順に

1.呼び径100以上。

2.漏水履歴があるもの。

としています。

⑤老朽DIP管対策は、本来、管体調査や土壌

調査などを行い、腐食状況を確認しながら対策

すべきと考え、布設年度の古い管より布設替を

行い、撤去管の管体状況などを調査・確認しな

がら、効果的な調査方法などの検討を行ったうえ

で、更新順位を決定したいと考えています。

以上の5項目の優先順位により耐震化を進め、

現在の耐震化率14.2%(平成20年度末)を、平

成40年度には、39.5%となるよう計画を実施し

ていくこととしています。
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5.今後の課題

地中の管路は、目に見えない資産で、老朽化も

確実に進み、それに伴う破損事故も増加傾向に

あります。現状では、アセットマネジメントの必要情

報として個々の管路についての機能診断、評

価、整理が十分であるとはいえません。

今後は、マッピンクゃシステムの精度をさらに高

め、より的確な診断評価による効率的、効果的な

更新計画としていく必要があると考えています。

これからも、安全で、安定した給水を第一に考

え、維持管理と更新を行っていきますが、受益者

負担が原別である水道事業は、お客様に理解を

得る必要があるため、厚生労働省のアセットマネジ

メントの手引きを基に、今回作成したアセットマネ

ジメントにより、資産状況の見える化を図り、説明

に活用することや、レベルアッフ。に向けた取組み

を行っていく必要があります。

平成22.5 第86号
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基幹管路の更新と耐震化検討
一名護~本部送水管について-

1IIIIIIIIIInllllllllliJIIIIIIIII 

1 .はじめに

沖縄県の現在人口は138万人で、そのうち約8

割は沖縄本島の中・南部に集中している。また、

気候は亜熱帯海洋性で、気温が平均22.7度と1

年を通して温暖で、あり、年平均降雨量は約

2，037mm(那覇)で、全国平均1，718mmを上回

る比較的雨量の多い地域である。

しかし、本県の水源は十分なものではない。こ

れは、人口密度が高いために年間の1人当たり

水資源賦存量が約1.837m3/ 年・人で、全国平

均約3，230m3/ 年・人の57%にすぎないことや、

沖縄の河川が本土の河川に比べて勾配が急で

流路延長が短いことから、降った雨が短時間で、

海に流れ出てしまうためである。このことから沖縄

本島のほとんどの市町村は独自の水源を確保で

きず、当局がダムや河川などから取水し浄水処理

した上でこれらの市町村に水道用水を供給して

いる。

沖縄県企業局 建設計画課

計画課長東思納宏

11111111101111111111111111111・
当局では、沖縄本島北部の比較的水源に恵

まれた国頭村、大宜味村、東村、宜野座村を除

く本島22市町村と海底送水管で結ぼれた伊江

村に1日当たり約41万2.000m3(H20実績)の水

道用水を供給し、工業用水事業についても主に

中南部に立地する90の事業所へ1日当たり約1

万4，300m3(H20実績)の工業用水を供給し、

企業の生産活動を側面から支援している。

したがって、当局が管理する基幹管路(特に

導 ・送水管)は、水源のない各市町村や多くの

事業所ヘ水を送るとしヨう非常に重要な役割を

担っており、これらが漏水すれば、多大な影響を

もたらす。このため、これらの基幹管路の機能を

維持管理していくことは当局の役割として非常

に重要なことである。

今回、本紙面で紹介する「名護~本部送水

管」については、埋設年数が約40年となり、当

時の施工と腐食性環境と相まって、近年、外面
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図1 名護~本部送水管の位置

腐食による漏水事故が発生するなど、管路の老

朽化が懸念されている。また、今後起こりうる巨大

地震に対しても対応できる耐震化も同時に図っ

ていく必要があることから、これらの管路につい

て、管路の腐食老朽度評価および想定地震動

での耐震性評価を踏まえた耐震化の必要性を検

討し、今後の更新およひ

のでで、、その概要を報告する。

2.名護~本部送水管の概要

名護~本部送水管路は昭和50年度に開催さ

れた「沖縄国際海洋博覧会」の会場及びその周

辺地域へ水道用水を供給するため急ピッチで布

設した管路で、名護浄水場から本部配水池まで

の基幹管路である。

送水管路の属性を以下に示す。

①種 類:呼び径400K形ダクタイル鉄管

(2種管及び3種管相当規定管厚7.5mm

及ひ、7.0mm)

②布設年:1973-1974年(埋設年数約37

年)

図2 調査方法のフロー

③防食仕様:外面普通塗装(ポリエチレンスリ

ーブ未装着)，内面モルタルライニング

④場 所:名護浄水場から本部配水池(図

1参照)

⑤ 延 長 : 約24km

3.腐食老朽度評価

現地の試掘調査や掘上撤去管の調査、並び

にそれらの埋設環境の調査(土壌の腐食性分

析)を行うことにより、腐食原因の推定と当該管路

の老朽度が早急に更新すべきかどうかの判断を

行った。調査方法のフローを図2に示す。また、現

地の試掘調査や掘上撤去管の調査などの調査

方法及び結果について、以下にその詳細を示

す。
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3.1 調査方法

①現地試掘腐食調査:管路を試掘し、付着物を

ワイヤーブラシ等で除去しテストハンマー等で

叩き、腐食が認められた場合は深さをデプスゲ

ージ(孔食計)、スケール等で測定した。また、

目視による埋設環境調査を行った。

②土壌の腐食性分析:現地で採取した土壌を

室内に持ち帰り、腐食性を調査した。

③掘上撤去管の調査(腐食調査):腐食による

漏水が発生した撤去管についても、現地試

掘調査と同様にテストノ、ンマーで腐食の深さ

を測定した。

④掘上撤去管の調査(管体強度):腐食調査完

了後、只町WAG105-1971 (水道用遠心力ダク

タイル鋳鉄管ー改正)に基づいて、へん平試験

を行った。各掘上撤去管から長さ300mmの

管状試験片を各々1個切り取り、金属材料圧

壊試験機を用いて、図3に示すように管状試

験片に垂直荷重を徐々に加え、表1に示すへ

ん平量までへん平させた時、管の内外面に割

れやその他の欠陥が生じたかどうかを調査し

。
た

3.2 調査結果

これらの調査により以下のことが判った。

(1)腐食原因の推定

調査地点NO.1-NO.5の5箇所の管を直接

診断した結果、最大腐食深さは 1.8mm-

4.8mmあり、5.0mm以上の腐食も管底部に見ら

れた。

埋設環境の調査により、当該管路で生じた腐

食は、当該地域特有のものである腐食性の強い

地盤(シルト岩や粘土等の存在)、腐食性の強い

地下水(沿岸部による海水の影響)、保護砂の腐

食性(貝殻や珊瑚殻の混在)，こよって促進され

たものと推定される。

(2)掘上管調査

現地調査後に撤去した管や漏水事故管の健

全部から採取した試料による引張強さや伸び、ブ

リネル硬さは、いずれも布設当時の規定値を満

足しており、経年による材質強度の劣化はない。

表1 呼び径400ダクタイル鉄管のへん平量の規定値

呼び径

300-450 

備考)呼び径400ダクタイル鉄管の規定へん平量は66mmで

ある。

図3 へん平試験方法

(3)漏水事故管の調査

腐食貫通部を含む部分からリンク、状試料を採

取して、へん平試，験を行った結果、腐食が進行し

ている管では規定のへん平量を満足せず、健全

な管体に比べリングへん平強度は低下していた。

(4)当該管路の更新の必要性について

以上の調査結果により、外面腐食が進行して

pる当該管路は、リングへん平強度は低下して

おり、地震時には地盤変状により管体強度への

影響が懸念されるため、早急に管路更新を行う

必要があることが判った。

図4 想定地震動
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4.耐震性評価

4.1 管路被害率の算定

4.1.1 調査方法

(1)データ整備(想定地震動、地形分類、液状

化の有無の設定)

①想定地震動※):沖縄本島で予測されてい

る地震動を50mメッシュデータとして入力し、管

路属性として設定した。(出典もとのデータは

1kmメッシュデータで、あるが、本業務で、は50mメ

ッシュデータとして入力した。)メッ、ンュデータ入力

状況を図4に示す。図4より、管路の埋設箇所

のほとんどが震度6弱に相当することが判った。

※)内閣府防災情報の「地震被害想定支援

ツール」のマニュアルに準じて求めた。(h仕p:// 

www.bousai.go.jp/oshirase/h17/ 

yureyasusa/) 

②地形地盤分類の設定

地形・地盤データについては、(社)全国国土

調査協会が発行している地形分類図を管路管

理システムの50mメッ、ンュデータとして入力し、管

路属性として設定した。50mメッシュデータ入力

状況を図5に示す。

③液状化の有無の設定

液状化の有無は、②地形地盤分類の設定で

本部配水池

設定した地形地盤情報をもとに、地形分類による

液状化の判定基準が指針として明示されている

共同溝設計指針に従い判断し、管路管理システ

ムの50mメッシュデータとして入力し、管路属性

として設定した。

(2)管路被害率の算定

管路の被害率及び被害件数は、(社)日本水

道協会から示されている「地震による水道管路

の被害推定式」を用いて算出した。

Rm(v)=CpXCdXCgXC!XR(v)………(式・1)

ぬn(v):最大速度vtこ対する被害率[イ牛/km]

Cp :管種に関する補正係数

Cd :管径に関する補正係数

Cg :地形・地盤に関する補正係数

0:液状化に関する補正係数

R(v):標準被害率[件/km](= 3.11 X 10-3 

X (v-15) 1.30) 

ただし、v孟 15の場合は、R(v)=Oとする。

v 地震動の最大速度 [kain(cm/s)] 

被害件数[件]=

被害率[件/km]X管路延長[km]……(式ー2)
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図5 地形分類
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4.1.2 評価結果

(社)日本水道協会の被害推定式に従って耐震

性評価を行った結果、想定される地震(震度5強

-6弱)が発生した際に推定される被害率は、平

均で約0.16件/km、最大で約0.49件/km、被

害件数は約3.8件となり、当局の送水管にとって

重大な被害が発生する乙とが考えられる。

4.2 応答変位法による耐震性評価

(社)日本水道協会「水道施設耐震工法指

針」の耐震計算方法に基づき、K形で布設した

場合における当該管路の耐震性を評価した。

4.2.1 評価方法

下記の2通りについて評価を行った。

(1)健全な場合

計算条件:1974年施工当時のダクタイル鉄

管K形3種の管厚:t=7.5-7.0mm

(2)ダクタイル鉄管が腐食により老朽化して管厚

が薄くなっている場合

図6 地震時における管体発生応力
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管庫(附n)

今帰仁村字仲宗根地内(測定点1)

管庫(附n)

今帰仁村字仲宗根地内(測定点2)

計算条件:管路全体の平均管厚は1.8-

2.3mm(平均的腐食深さ:5.2mm)

4.2.2 評価結果

(1)健全な場合

規格管厚の場合、常時の荷重とレベル1とレ

ベル2地震動のいずれに対しても、発生応力は

ダクタイル鉄管の耐力以下で継手の屈曲角度も

許容屈曲角に比べて十分に小さしもので、あっ

た。

ただし、継手伸縮量はレベル2地震動に対し、軟

弱地盤として安全率2倍を見込んだ、場合、K形

継手の伸び量では不十分である。

(2)腐食していた場合

レベル2地震動で管の許容耐力以上となるた

めには管厚2.5mm以上必要で、ある(図6)が、腐

食が進行している場合、発生応力が許容応力に

達せず耐震性が発揮出来ないことが分かった。

4.3 耐震性評価結果

管路被害率の算定結果及び応答変位法によ

る耐震性評価の検討結果から判断すると、当該

管路は早急に耐震化を図ることが望ましpと考

えられる。

活断層伐掛

図7 当該地区の活断層1)
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5.更新管種の選定

ダクタイル鉄管 (K形継手等)を地盤条件の良

p箇所に埋設する場合、これを各事業体の判断

により、両捜管と見なすことが可能である。つまり、

更新するにあたっての採用管種としては、悪い地

盤に対してのみ耐震性能を有するNS形ダクタイ

ル鉄管を採用し、良い地盤に対してはK形ダクタ

イル鉄管を採用することが可能である。

そこで、当該地区において、地盤状況や活断

層の状況を文献等から調査し、K形夕、、クタイル鉄

管の採用が可能かどうかを検討した。

この結果、当該管路については、管路の途中

に軟弱地盤が点在していることや、管路に対して

並行、垂直に活断層(確実度皿)が存在している

ことが判った(図7)。地震があった場合には、大き

な影響をもたらすと考えられる。そのため、当該送

水管は全線耐震性に優れたNS形ダクタイル鉄

管を採用することとした。

6.まとめ

当該管路は、当管路の埋設地点は沖縄特有

の腐食性土壌の環境にあるため、全体的にみて

腐食による老朽化が進んで、いること、老朽化によ

り耐震性が低下していることやレベル2地振動を

見込んだ場合に、地震による被害の影響度が大

きpことなどから早急に耐震化を図ることが望まし

pことが判った。さらに、管路の途中に軟弱地盤

が点在していることや、管路に対して並行、垂直

に活断層が存在していることから、部分的に耐震

管を採用するのではなく、全線耐震性に優れた

ダクタイル鉄管のNS形(ポリエチレンスリーブ被覆

あり)による布設替えを早急に行うことが望ましい

ことも明石室となった。

「アセットマネジメントの手引き(厚生労働省)J
によると、更新基準を決定する際には、時間計画

保全ではなく、使用実態や事故・故障履歴などを

参考に状態監視保全によって設定することが望

ましいとうたわれている。状態の良いものは可能

な限り長期に継続使用することを基本としつつ、

今回のような管路については、実際の使用実態

や事故履歴にもとづいた検討行い、適切な時期

の更新が必要である。ポリエチレンスリーブ被覆

の管路については海岸部や強腐食性の場所で

もその有効性が実証されている※)ことから、今後

の更新計画では初期ダクタイル鉄管のポリエチ

レンスリーブ未装着の管路を対象にすべきと考え

る。

当該管路は平成21年度から平成25年度に

かけて布設替えを行うこととしているが、その完

成により同地域の安定供給に大きく寄与できる

こととなる。

沖縄県企業局では、現在、施設整備計画の

策定を進めており、本計画において施設の更新

を行う際は、耐震化を図ることで災害に強いシス

テムを構築し、県民への安定給水に努めたい。
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