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概要

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

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

与謝野町は、京都府北部に位置し平成18年3月に周辺3町が合併して誕
生した町です。水道事業は、上水道1、簡易水道13、飲料水供給施設1の
15事業を所管しています。今回、平成22年度のNS形で発注された工事に
おいて、工期の短縮や工事費の低減を勘案しGX形に変更して採用され、
その工事の概要と施工結果を報告しています。
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仙台市内は、昨年の東日本大震災において最大震度6強を観測し、上
下水道を含めたライフラインに甚大な被害をもたらしました。今回のレ
ポートでは、震災における仙台市の水道施設の被害状況と今までに取り
組んできた震災対策、今後の管路更新の計画について報告しています。

主幹 藤田 嘉裕

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

工務室 建設グループ
主幹 長田 誠一

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

吹田市の水道事業は昭和2年に給水を開始して以来、６次にわたる
建設拡張事業によって、現在では100％の普及率を達成しています。平
成22年に中長期水道ビジョンを策定され、その中で施設の更新耐震化を
図るため、現在の基幹管路の耐震化率30％を平成32年度に50％を超える
目標値を設定されています。今回、基幹管路整備事業として平成20年度
から5ヵ年計画で総延長3,660ｍを更新・新設され、報告しています。
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その後、
昭和２３年に市が事業を引き継ぎ、
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現在では給水人口３２万人、
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給水量155,620m3となっています。今回のレポートでは、
GX形の採用に至る経緯、
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京都市の水道は、
明治45年に給水を開始し、
今年100周年を迎えました。今回、
水道事業のあゆみと、
特に配水管
の拡張、
整備計画、
また耐震化への取り組みを中心に、
今後の京都市水道の目指すべき目標を報告しています。
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長田
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吹田市の水道事業は昭和2年に給水を開始して以来、
６次にわたる建設拡張事業によって、
現在では１００％の普
及率を達成しています。平成２２年に中長期水道ビジョンを策定され、
その中で施設の更新耐震化を図るため、
現在
の基幹管路の耐震化率30％を平成３２年度に50％を超える目標値を設定されています。今回、
基幹管路整備事業と
して平成20年度から5ヵ年計画で総延長3,660ｍを更新・新設され、
報告しています。
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Technical Report 01
技術レポート

新耐震継手管GX形ダクタイル鉄管の
試験施工結果について

立川給水管理事務所

東京都水道局 多摩水道改革推進本部
工務課 工事調整担当係長 中山 和則
（前

給水部

1.はじめに

配水課

施設管理係）

について報告する。

東京水道は、近代水道として明治31年に通
水を開始後、現在に至るまで都民生活とともに
首都東京の都市活動を支えてきた最も重要な
都市基盤施設の一つである。
近年においては、耐震継手化緊急10ヵ年事
業に基づき、
平成20年度末で24％であった耐震
継手率を平成31年度末で48％にすることを目標
とするなど、
震災対策を強化している。

2.背景
我が国は、過去20年間にマグニチュード7以
上の大地震が16件発生した世界有数の地震国
であり、
最大震度6弱以上の地震は23件記録さ
れている。
平成7年1月の阪神・淡路大震災における神
戸市の水道施設被害は、
ダクタイル鉄管の管体

このような状況において、
耐震継手管の施工

被害が10か所に対して、
非耐震継手路線の継

性向上などを目指し、
新型耐震継手管GX形
（以

手被害が700か所を数え、
水道管路が地震時に

下、
GX形という）
が開発され、
平成22年10月に日

機能を維持するためには継手の離脱防止が不

本ダクタイル鉄管協会規格となった。GX形の採

可欠であることが明らかとなった。

用を検討するにあたり、給水部では、技術的課

当局は、
阪神・淡路大震災などの大規模災害

題の検証や経済性の比較を目的として、
東京都

での教訓を踏まえ、継手の離脱防止機能を有

23区内の2か所で試験施工を実施した。
また、

する耐震継手管NS形
（以下、
NS形という）
を平

GX形で新たに規格化された切管ユニットの限

成10年度から全面採用している。

界性能試験を実施した。

しかし、
NS形は、
継手を曲げた状態で接合し

本報告では、
これらの試験を通じて収集した

にくいこと、
呼び径が大きくなるにつれて接合時

知見を基に、
GX形の施工性・経済性の評価等

の挿入力が増大すること、切管施工時に挿口

新耐震継手管GX形ダクタイル鉄管の試験施工結果について
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加工を必要とすることなど、配管には専門的な

形では2台必要とした接合用工具
（レバーホイスト）

技術・経験を有する技術者が必要となる。少子

がGX形では1台で接合可能であるため、
掘削幅

高齢化社会を迎え、
高度な技術・経験を有する

の縮小を見込めるとしている。

技術者が減少している現状で、地震に強い水

GX形異形管は、
押輪をボルトで固定するメカ

道管路を着実に構築していくには、
耐震継手管

ニカル形式となっている。押輪と受口フランジ面

の施工性改善が喫緊の課題である。

をメタルタッチさせることで接合完了となり、
K形

3.新型耐震継手管GX形の特徴

る。
ロックリングは直管と同一であるが、
出荷時に

などで必要であった寸法・
トルク管理が不要であ
GX形の特徴として、
接合時の挿入力の低減

ストッパで拡大された状態であるため、
配管時の

化など作業性の向上、切管ユニットによる切管

仮預けが可能である
（図1を参照）。

施工の簡略化、
自己防食機能を有する高機能

3.2 切管ユニットによる切管施工の簡略化

塗装などがある。各項目の詳細について、
3.1か

GX形では、
直管用・異形管用の切管ユニット

ら3.3で記述する。

（P-Link、
G-Link）
がラインナップに追加された。

3.1 作業性の向上

これら切管ユニットを使用することにより、切

GX形直管では、
受口形状やゴム輪形状を変
更したことにより、
NS形と較べ約1/3の挿入力で

管時の挿口加工を省略できるため、
配管作業時
間の短縮や騒音低下が見込める
（図2を参照）。

接合が可能である。挿入力の低減化により、
NS

図1

GX形の継手構造

図2

GX形の切管方法

ダクタイル鉄管
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3.3 自己防食機能を有する高機能塗装

平成24.10 第91号

また、
最低掘削寸法を60cm以上とするよう占

GX形では、
ダクタイル鋳鉄と管外面の合成樹

用要項で規定している道路管理者も存在する。

脂塗装の間に亜鉛系合金層を設けることにより、
軽微な傷を修復する自己防食機能を有している。
このため、
GX形管では、
従来のNS形などと比べ

以上の点から、東京都23区内における試験
施工では、
従来の掘削幅で実施することとした。
高機能塗装による自己防食は、
大きな外傷を

て大幅な長寿命化が図れるとしている。自己防

受けた場合は自己防食機能が発揮されないため、

食機能の概要について図3に示す。

埋設物が輻輳している東京都23区内の状況では、
他企業工事による外傷を考慮する必要がある。
また、埋設環境として電気鉄道輸送路や高
圧架空線、外部電源装置などが存在すると迷
走電流による腐食の懸念がある。
以上の点から、東京都23区内における試験
施工では、
GX形管を直接埋設せず、
ポリエチレ
ンスリーブ被覆を実施することとした。

図3

GX形の自己防食機能概要図

5.切管ユニットの離脱防止性能試験
GX形で追加された切管ユニットは、
図2のよう

4.検証事項

に直管用のP-Linkと異形管用のG-Linkがある。

試験施工で検証すべき事項を抽出するため、

P-Linkは、
挿口突部のある短管と直管受口に

平成23年6月に当局職員向けGX形説明会を開

爪を備えた固定機構が一体化した切管ユニット

催し、
アンケートによりGX形に対する職員の意見

である。

を集約した。

G-Linkは、
従来の離脱防止金具と同様に、
異

アンケートにおいて疑問・意見が多数寄せら
れた事項について、
項目ごとに表1のとおり整理

形管の押輪に代えて使用するものである。
P-Link、
G-Linkとも、
押しボルトを締め付けるこ

し、
試験施工等により検証を行うこととした。

とで切管の管体に爪が密着し固定する構造で

掘削幅については、
当局が現在実施してい

ある。

る管路工事のほとんどは布設後40年を経過した

当局では、耐震管の性能として離脱防止性

老朽管の取替であり、既設管の撤去作業に必

能A級
（離脱防止抵抗力3DkN）
を満たすことを

要な寸法を確保する必要がある。

条件としているため、
平成23年8月に切管ユニッ

表1 GX形検証事項および検証方法
検証項目

検証内容

検証方法

従来継手（ＮＳ形）作業時間との比較

試験施工による検証

切管ユニットによる

切管ユニットの離脱防止限界性能

立会い試験による検証

施工性の向上

従来継手（ＮＳ形）作業時間との比較

試験施工による検証

施工性の向上による

従来継手（ＮＳ形）
との日進量の比較

試験施工による検証

工事費の縮減等

工事費、
材料費への影響

試験施工による検証

継手構造変更による
施工性の向上

新耐震継手管GX形ダクタイル鉄管の試験施工結果について

P-Link

17

G-Link

立ち会い試験状況

単位：mm

許容伸び量
φ150

φ250

P-Link

33

39

G-Link

72

70

※水密性が確保できる伸び量
図4

切管ユニット離脱防止性能試験

トの離脱防止性能試験を実施した。

P-LinkおよびG-Linkは、
3DkNの抜け出し負

離脱防止性能試験は、
油圧ジャッキにより試
験体に管軸方向の抜け出し負荷を与え、試験

荷に耐え、
抜け出し量も小さく問題は生じなかった。
4DkN以上の抜け出し負荷において、
表2の

体の破壊又は許容伸び量（水密性が確保でき

ように、
P-Linkは押しボルト取付部の破壊
（φ150）

る伸び量）
まで爪の滑りが生じた段階を、
管路と

や許容伸び量まで爪の滑り
（φ250）
が生じた。

しての機能を維持できない状態とし、
その時点
の負荷を計測した
（図4を参照）。

G-Linkは、
φ150、
φ250とも、
T頭ボルト用のボ
ルト孔周辺が破壊した。いずれの部材において

切管ユニットの離脱防止性能試験結果を表2
に示す。

も、限界時の負荷は離脱防止性能A級以上で
あり、
耐震性能に問題はない。

表2

切管ユニットの離脱防止性能試験結果

φ150

φ250

材料名称
限界時負荷

限界時状態

限界時負荷

限界時状態

P-Link

886kN（5.9DkN） 材料の一部破損

1,194kN（4.7DkN） 許容伸び量まで爪の滑り

G-Link

690kN（4.6DkN） 材料の一部破損

1,060kN（4.2DkN）

材料の一部破損

ダクタイル鉄管
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6.試験施工

平成24.10 第91号

配管所要時間を計測し、
NS形との比較を行った。
また、
施工業者および監督員にアンケート調査

平成23年10月から、
東京都23区内の2箇所
（世
田谷区・大田区）
で試験施工を実施した。工事

を実施した。
経済性に関し評価するため、試験施工路線

概要を表3に、
試験施工の実施環境を写真1、
2

の工事内容をNS形で施工した場合の工事費に

に示す。
なお、
両現場とも、
工事による断水を最小限に

ついても算出し、
GX形の場合とコスト比較を行っ
た。

するため、
仮配管を実施した。

評価の結果を以下の、
7.1から7.5で報告する。

7.GX形試験施工の評価
施工性の向上に関し評価するため、
GX形の
表3

試験施工の工事概要

現場①（世田谷区給田）

現場②（大田区大森東）

呼び径

φ100〜φ200

φ100〜φ200

延長

約100ｍ

約240ｍ

土被り

0.80〜1.35ｍ

1.10〜1.30ｍ

φ100：0.70ｍ

φ100：0.70ｍ

φ150：0.75ｍ

φ150：0.75ｍ

φ200：0.85ｍ

φ200：0.85ｍ

高級鋳鉄管の布設替え

初期ダクタイル鉄管の布設替え

掘削幅
（当局標準掘削幅）

工事内容
隣接埋設物

ガス管が掘削内に平行
汚水取付管の横断多数

写真1 試験施工の実施環境
（世田谷区給田）

汚水取付管の横断多数

写真2 試験施工の実施環境
（大田区大森東）

新耐震継手管GX形ダクタイル鉄管の試験施工結果について

7.1 作業時間の比較による施工性の評価
GX形の施工性を検証するため、
φ150のGX

状の変更による接合時挿入力の減少や、
異形
管の受口をメカニカル形式に変更した効果が

形配管に要した施工総時間とNS形配管に要す

現れているといえる。

る施工総時間との比較結果を図5に示す。

7.2.切管ユニットに関する施工性評価

なお、
NS形接合形式別データは、
当局多摩水
道改革推進本部（以下、
多摩水という）の試験
施工時におけるデータを引用した。
いずれの現場においても、接合時間の短縮
がみられる。
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切管ユニット使用による接合時間の比較につ
いて、
表4に示す。
なお、
比較対象となるNS形の挿口加工・接合
所要時間については、
多摩水の試験施工時に
おけるデータを引用した。

継手別に着目すると、
直管の接合時間はNS

切管ユニットの使用による直管と切管の接合

形の約86％であり、
異形管の接合時間はNS形

時間はNS形の約61％、
異形管と切管の接合時

の約89％であった。
これらの点から、直管の受口形状・ゴム輪形

（世田谷区給田）

間はNS形の約36％であり、
切管ユニットの使用
による施工性の向上は顕著である。

（大田区大森東）

図5 φ150GX形とNS形の配管に要する施工総時間の比較（世田谷区、
大田区）

ダクタイル鉄管
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表4

平成24.10 第91号

切管接合作業時間比較
呼び径150

P-Link
区

Ｇ-Link

分
電動カッター 電動カッター
(世田谷区給田） (世田谷区給田）

管切断時間

ＮＳ形挿し口リング

キールカッター：管切断・溝切り・

キールカッター：管切断・溝切り・

挿し口テーパーを同時加工

挿し口テーパーを同時加工

（大田区大森東）

（多摩水試験施工報告書掲載データ）

03 25

03 25

07 30

07 30

−

−

03 22

03 22

防食ゴム取り付け時間

02 22

02 22

02 22

02 22

P-Link接合時間

06 40

−

−

−

切管 挿し口リング取り付け時間

接合１

GX形挿し口リング

受口ー挿し口

直管−直管

異形管−直管 直管−直管

05 30

05 30

15 00

15 00

−

−

異形管−直管 直管−直管

異形管−直管

接合２
接合作業時間（吊り込み時間を除く）
合

計

データ数

04 39

04 04

04 39

04 04

07 10

06 57

17 06

09 51

17 53

17 18

27 40

27 27

3

5

2

2

−

7.3 工事業者、監督員アンケートによる施工性
評価

−

確な差異は確認できなかった。
これは、
一日の作業において、
掘削、
埋戻し、

現場を担当した工事業者および当局監督員

仮舗装等の土木工事に必要となる時間が大半

に対して、
施工終了後にアンケート調査を実施し

を占めるため、
配管時間の短縮が日進量に大き

た。

く影響するものではなかったことによる。

主な意見としては、
直管、
異形管の継手接合
のしやすさや切管ユニットによる現地切管時間
の短縮など、
施工性の向上をあげていた。
一方、
新しい継手形式のため、
通水用器具等
の改良や切管ユニットの材料管理への懸念な

7.5 工事費の影響に関する評価
試験施工路線のGX形の工事内容について、
NS形で施工した場合の工事費を算出して比較
した結果を表5に示す。
GX形は、
NS形に比べ、
材料費が1割程度高

どの意見もあった。

くなるが、
接合費、
切管・挿口加工費等を抑えら

7.4 日進量の影響に関する評価

れるため、
掘削幅の縮小による土木工事費の縮

GX形は、
施工性の向上により配管時間が短縮
されることを確認したが、
今回の試験施工では、
いずれの現場でも日進量についてNS形との明

減が無くとも、
全体としてNS形の工事費と大差
ない結果となった。

新耐震継手管GX形ダクタイル鉄管の試験施工結果について

表5

試験施工現場での工事費比較

現場①（世田谷区給田）
ＮＳ形

ＧＸ形

21

（NS形の工事費合計を100として）

現場②（大田区大森東）

ＧＸ形／ＮＳ形

ＮＳ形

ＧＸ形

ＧＸ形／ＮＳ形

土木工事費等

71.8

71.8

100.0％

74.1

74.1

100.0％

配管・接合費

7.8

6.7

86.1％

7.6

6.0

78.7％

20.4

23.7

116.2％

18.3

20.3

110.9％

100.0

102.2

100.0

100.4

材料費
合

計

―

―

注）工事費比較は、当局「配水管工事積算基準」を準用し、NS形とGX形の掘削幅を同一として積算した（掘削幅は表3を参照）。

8.まとめ
GX形は、土工等の条件を従来と同一とした
場合においても、従来と同程度の費用で施工
可能である。
日進量に明確な差が付くほどではないが、
NS
形と比べて施工性が向上している。配管作業

夜間工事等の切管施工時におけるキールカッター
のエンジン騒音低減が期待できる。
これらの点を考慮すると、
GX形の採用は、
水
道工事のイメージアップに寄与することが考えら
れる。
今回の試験施工結果では、
比較的小規模の

の遅れによる交通開放遅延が頻発している現

現場を抽出し、
GX形の施工性と経済性を検証

状下で、
施工性向上による作業時間の短縮は、

できた。今後は、
大規模な現場において更なる

早期の交通開放へと繋がる。
また、
切管ユニット

検証を行い、
本採用に向けた検討を行う必要が

使用により、
溝切・挿口加工を省略できることで、

ある。

ダクタイル鉄管
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Technical Report 02
技術レポート

水道管路の更新に向けて

旭川市水道局上下水道部
水道事業係

1．水道事業の概要

係長

水道施設課

南部

浩二

期拡張前期事業変更により、
施設整備を実施し

旭川市は北海道のほぼ中央に位置し、
明治
23年に旭川村が置かれ、
明治31年に鉄道が開通、

ているところである。
平成23年度末の事業概要は，
給水区域面積

明治34年には札幌から陸軍第７師団司令部が

給水世帯数約163,000世帯、
給水人口
253km2、

移駐し、
終戦まで軍都として栄えた。

327,300人であり、
給水区域内人口に対する普

2

現在、
行政区域面積746.6km 、
人口35万人

及率は93.9％である。

を擁する北海道第２の都市として多彩な産業や

水道施設は、
石狩川と忠別川のそれぞれの

教育、
医療などの都市機能を有し、
また、
雄大な

表流水を水源とする２つの浄水場、合わせて

大雪山連峰を望み、
石狩川をはじめ４本の一級

1 5 5 , 6 2 0 m 3 /日の 浄 水 能 力を有し、年 間 約

河川が市内を貫流するなど豊かな自然や旭山

また、
配水池は、
36,200,000m3を給水している。

動物園など様々な観光資源にも恵まれている。

導・送・配
貯留量66,200m3を３配水場に配置し、

本市の水道創設は、
明治42年に第７師団内

水管総延長は2,222kmである。

においてチフスが発生したことにより、
衛生的な
飲料水を確保するために上水道を敷設する気

2．管路更新の変遷と現況

運が高まり、
師団の置かれた地域を給水区域と

軍用水道から市民水道へと移り変わった昭

する軍用水道が大正2年に完成したのが始まり

和23年当時は普通鋳鉄無ライニング管を使用し

である。

ていたが、
当時の急増する配水管整備に対応

戦後の昭和23年、
この軍用水道を市が引き

するため、経済性・施工性および耐腐食・電食

継ぎ、
昭和25年度に第１期拡張事業に着手した。

等について有利であるとの判断から、
昭和28年

その後、数次の拡張整備事業を経て現在，
第5

度から石綿セメント管を採用した。

水道管路の更新に向けて

その後において採用してきた石綿セメントは、
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および石綿セメント管の強度試験に至り、
その解

交通量の増加に伴う道路整備による管埋設深

析結果を基に、
配水管埋設深度を土被り1.2m

さの浅層化や除排雪が行き届くことによって誘

から1.4mに変更、
給水管や消火栓の防寒工法

因する管の地下凍結、酸性土壌における管の

の改善、
ダクタイル鉄管の採用などの改善項目

腐食、
また、
経年・老朽化によって管の強度が低

として挙げられた。

下するなど破裂・折損事故が発生するようになっ
たため、
昭和48年度で採用を取り止めた。

これを受けて、
残存していた約360kmの石綿
セメント管更新の事業化を決定、
昭和54年度よ

記録によると昭和50年の冬期間における氷

り着手した。その結果、
四半世紀後の平成16年

点下15℃以下の日数は9日であったが、
昭和51

度に事業を終え、現在は全廃と言える状況（残

年は26日、
昭和52年にあっては30日と平年に比べ、

0.22km）
に至っている。

強烈な寒波に見舞われた。昭和48年度まで布

次に、
経年化に伴う漏水の増加、
出水不良・

設してきた石綿セメント管がいたるところで破裂・

赤水対策として、普通鋳鉄無ライニング管約

折損事故が頻発し、
漏水発生件数は昭和52年

66kmの更新についても、
昭和59年度から平成

度には363件にのぼっている。結果として早期

20年度まで併せて実施し、
同じくほぼ全廃（残

に不採用としたことが被害の拡大を抑制したと

0.19km）
までに至った。

はいえ、
石綿セメント管についてその対応を迫ら
れることになった。

その他、
道路改良や下水道工事など他事業
に起因した管路の更新も実施しており、
これらを

この寒波を契機に昭和53年、
地下凍結対策

合わせた更新延長は約660kmとなり、
配水管総

と寒冷地における施設改善を目的に「寒波対策

延長約2,210kmの内、
約3割の管路更新を終え

委員会」
を設置した。
この委員会には特別委員

ていることになる。その結果として、
昭和53年度

として学識経験者を加え、
埋設管に対するメカ

当時と比較して平成23年度の有収率は13.7%アッ

ニズムの解析を行った。解析内容は、
凍結温度

プの87.4％に向上した。
（図１参照）

等の測定、
凍上量、
埋設管のひずみ、
土圧測定
（m）

図1

配水管延長等の推移

ダクタイル鉄管
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図2

平成24.10 第91号

管種別内訳（平成23年度）

なお、
平成23年度の管種別内訳はダクタイル
鉄管が約1,440km
（65%）
、
硬質塩化ビニル管が

に震度６弱以上の大地震が発生する確率は、
旭川市中心部で0.03％以下となっており、
道内

約700km（32%）、
ポリエチレン管、鋼管等が約

主要都市や都道府県庁所在地と比較しても最

70km
（3%）
となっている。
（図２参照）

も低い数値となっている。

当面の管路更新事業としては、
平成15年度

その一方で、
平成20年3月の水道施設の技術

に着手した硬質塩化ビニル管
（TS継手）
の更新

的基準を定める省令の一部改正に伴い水道施

を進めている。
この管は、
昭和40年代に小口径

設が保持すべき耐震性能が明確化されることに

配水管として採用したもので、
ＴＳ継手の経年

なった。
このことを契機に局内にワーキンググルー

劣化による漏水が問題となっており、
残延長約

プを組織して検討を行った結果、
今後布設する

270kmの内、
240kmについて平成35年度まで

水道管については「耐震管」
を採用することや

に更新する予定である。

施工に際しては「長寿命化」を図ることの基本
的な方針を決定した。
この条件に合致し、
かつ、

3．耐震管の採用経緯
（１）GX形ダクタイル鉄管の採用までの経緯
昭和53年に設置した「寒波対策委員会」の
検討結果を受けて、
翌年度より呼び径150以上
（昭
和59年度からは呼び径75以上）
でダクタイル鉄

総配水管延長の約９割を占める呼び径200以下
小口径管路で採用していたT形ダクタイル鉄管
に対応する管としてGX形ダクタイル鉄管に着眼
することとなった。
GX形ダクタイル鉄管は、耐震管であることは

管を採用することとし、
全面的な採用
（主にT形、

勿論であるが、
それ以外にも着眼したポイントは

K形継手）へと移行したが、
以後、
新たに開発さ

次のとおりである。

れたNS形などの耐震継手管採用には至らなかっ

①外面耐食塗装仕様によりポリエチレンスリーブ

た。その背景としては、旭川市で過去に震度４

被覆を要しないことや直管ゴム輪の長期耐

の揺れを観測したのは3回、
震度５以上の地震

久性能も評価されたことにより長寿命化が期

は経験しておらず、
地震の発生が全国的にも極

待でき、
ライフサイクルコストの低減が図られる

めて少ない地域で地震に対する意識が薄かっ

こと

たことが挙げられる。
独立行政法人防災科学技術研究所におい
て公表された今後30年以内
（平成19年1月地点）

②従来から使用していたT形ダクタイル鉄管の
布設掘削幅および直管部接合タイプ(プッシュ
オン）
が同じで離脱防止機能があり、
NS形と

水道管路の更新に向けて

比較して経済性，
施工性で優位であること
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4．水道管路の耐震化率

また、
平成22年10月にGX形ダクタイル鉄管の

本市では前述のとおり、耐震管採用に積極

JDPA規格が制定されたことを受け、
試験施工を

的でなかったことから、
平成23年度末の耐震管

実施し一定の成果を得られたことから、
平成23

布設延長が約44kmであり、
導・送水管を含めた

年度からのGX形の本格採用を決定した。なお、

総管路延長の約2%と低い数値となっている。

同 年 度 末 採 用 実 績は呼 び 径 7 5〜2 0 0で約
13kmである。

また、
「耐震性能を有する管路」は、
ダグタイル
鉄管（T・K形継手）へ積極的に切り替えてきた

（２）耐震管の管種選定について

こと、
地盤判定における
「良い地盤」が多く分布

現在、
本市では漏水防止対策として、
呼び径

していることなどにより、
同年度末の全管路耐震

50〜150のTS継手硬質塩化ビニル管の更新事

化率は20.6％、
基幹管路耐震化率については

業を実施していることから、小口径管路に需要

64.8％となっている。
（表１参照）

があり、
耐震管採用にあたっては最終的にGX形

なお、
地盤の判定については、
市内1,517地

ダクタイル鉄管と水道配水用ポリエチレン管の２

点のボーリングデータから液状化指数
（PL値）
を

種に絞り込んだ。

算出して液状化領域を想定するレベル２地震

イニシャルコストの比較検討として、
モデル管
路を設定し１m当たりの布設単価を算出、
「呼び

動液状化危険度分布図を作成
（ゾーニング）
し、
PL値５以下のエリアを「良い地盤」、
PL値５を超

径75〜150でGX形ダクタイル鉄管を採用した場

えるエリアについては「悪い地盤」
と判定するこ

合
（ケース１）
」、
「呼び径100〜150でGX形ダクタ

とで整理した。

イル鉄管を採用した場合（ケース２）」の２パター
ンでTS継手硬質塩化ビニル管更新完了までの
総事業費を算出して比較検討を行った。
GX形ダクタイル鉄管のライフサイクルコストと

5．更新計画の策定に向けて
当面の水道管路更新については、前述した
とおり漏水対策の硬質塩化ビニル管
（TS継手）

耐震性能の優位性について十分に評価するも

の更新を継続し、
併せて耐震管を採用すること

のの、
現在の厳しい財政状況を踏まえてイニシャ

で水道管路の耐震化促進および漏水防止対

ルコストの比較結果により、
ケース２を採用するも

策を講じていくこととなるが、
この更新事業完了

のとした。

後は、主としてダクタイル鉄管の基幹管路並び

したがって、
呼び径100〜250はGX形ダクタイ
ル鉄管を、
呼び径300以上についてはNS形ダク
タイル鉄管を全面的に採用することにした。
表1

に経年する管路更新に着手する予定である。
長期的には、法定耐用年数を超える資産が
急激に増加する一方、
水道料金収入が減少す

耐震化率について（平成23年度末現在）
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ることが予測され、管路更新の計画策定は、今

④路線単位の施工費設定

後の長期的に持続しなければならない水道事

⑤更新基準年数の設定（独自基準を設定して

業の運営方針に大きく影響するものである。
したがって、
計画の策定に向けては、
水道施
設データベースを整理・再構築し、
アセットマネジ
メントの手法を活用しながら、
近い将来、
水道使
用者などへ情報公開とともに説明責任を果たさ
なければならないと考えている。

いる他事業体等の知見を参考）
（表２参照）
⑥延命措置の不可判定
⑦将来の水需要シミュレーションによる配水管網
の改編
（ダウンサイジング）
⑧投資期間の設定および投資金額
（全管路更
新事業費）
の算定

現在、
計画策定に向けた具体的な作業を次
のように進めているところである。

⑨年度ごとの投資計画（事業費の平準化など
運営方針）
設定

①マッピングシステムを活用した路線数約4万5
千件のデータベース化

⑩重要度、
優先度（老朽度）、
経過年数を複合
的に評価し、
更新優先順位を設定

②重要度（基幹管路等、断水時の影響度）の
評価

この更新計画は、
平成28年度を初年度として
策定を予定している、
『地域水道ビジョン』の一

③優先度（平成24年度から実施しているダグタ

端を構成するものであるが、
更新基準年数に絡

イル鉄管外面腐食度調査で得る外面腐食深

む長期的
（50年）
な基本構想を設定し、
これをバッ

さによる老朽度や過去の補修履歴，
事故の実

クキャストして短期の実施計画
（財政計画）
に反

績など）
の評価

映させる。
そのため、
管路のデータベースの管理・

表2

水道管路の更新における基本的な考え方

水道管路の更新に向けて

更新および管路の評価方法の見直しを定期的
に実施する必要がある。

6．おわりに
今後の水道事業にあっては、
浄水場などの大
規模施設の更新事業も控えており、
極めて厳し
い財政状況に直面している。
このような状況にあっ
て、
将来においても水道局の使命である
「水循
環を司る心臓部」
として「水を通じて市民生活、
都市活動を支え、
そして守ること」
を命題として、
水道事業の持続的経営にまい進する所存である。
最後に「日本ダクタイル鉄管協会」の関係者
におかれましては、
これまでの研究開発に敬意
を表するとともに、
より一層の技術開発や製品
の提供を切に願うところである。
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Technical Report 03
技術レポート

与謝野町における
呼び径250ＧＸ形ダクタイル鉄管の
採用事例について

与謝野町水道課
係長

赤西

与謝野町水道課

秀幸

主任

1．
与謝野町の水道事業の沿革

大門

洋

合併し誕生した人口約2万4千人の、
俳人与謝

与謝野町は、
京都府の北部日本三景の一つ

蕪村、
歌人与謝野鉄幹・晶子のゆかりの町である。

天橋立で知られる宮津市に隣接する町で、
平成

水道事業は、
現在、
上水道１事業と簡易水道

18年3月に加悦町、岩滝町、野田川町の3町が

13事業、飲料水供給施設１事業の15事業から

図１ 与謝野町の位置

与謝野町における呼び径250ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用事例について

なり、
浄水場22ヶ所により運営している。
給水人口は、
平成24年3月末現在で2万096人、

29

給水区域内の配水系統の見直しを行い、
老朽
化した３ヶ所の配水池を廃止し、新たに配水池

計画給水量は1万6,231m 3で、全体の約4割を

を２ヶ所築造する計画である。

地下水源が占めている。

2）GX形ダクタイル鉄管の採用について
今回、
GX形ダクタイル鉄管を採用した工事は、

2．
加悦上水道整備事業とGX形ダクタイ
ル鉄管採用の経緯

中継ポンプ場〜新加悦奥配水池）の新加悦中

１）加悦上水道事業の概要

継ポンプ場から新加悦奥配水池までの区間(延

加悦上水道事業は、
旧加悦町の加悦、
明石、

新設する加悦送水系
（新加悦浄水場〜新加悦

長L=2,916ｍ)で実施したものであり、
平成23年

温江、
香河の４つの簡易水道事業を統合するた

度施工分の施工延長はL=1,922ｍ、
二条配管に

めに、
平成28年度末の完成を目指して、
整備を

より配管延長はL=3,608ｍとなった。

進めているもので、事業完了後の計画給水人
3

口は5,900人、
計画給水量は2,840m /日となる。
事業計画では、
水源の開発を行い浄水場１ヶ
所新設し、
４ヶ所を廃止
（休止）
することとしており、

GX形ダクタイル鉄管を採用した背景は、
H22
年度工事（NS形ダクタイル鉄管）
を発注後の平
成22年10月にGX形ダクタイル鉄管がJDPA規格
として制定され、
NS形ダクタイル鉄管よりも工事

現在水道水の供給を行っている６ヶ所の浄水場

費の縮減、
並びに工期の短縮等の効果が見込

（算所、加悦、加悦奥、明石、温江、香河）
を３ヶ

まれたため、
採用するに至った。なお、
当該管路は、

所
（算所、
新加悦、
香河）
に整理統合する。
また、

重要な基幹管路であるため、
様々な管種がある中、

京丹後市

工事施工箇所
（2工区）

工事施工箇所
（1工区）

宮
津
市

福知山市

図２ 工事場所の位置(左図)および施工箇所の拡大図(右図)

ダクタイル鉄管
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表１ 工事概要

強靭性があり、
実績のあるダクタイル鉄管の耐震

進量の増加はNS形と比較してかなり期待でき

管を採用してきた。

るといえる。

3．GX形ダクタイル鉄管の施工概要

線部が多く、
切管の多い現場であったが、
P-Link、

また、
現場は、
写真１や写真２に示すように曲
本工事は、
新設する配水池からの送配水管布

G-Linkでの施工により速くスムーズに施工する

設工事にGX形ダクタイル鉄管を採用した。工事

ことができた。切管部の施工については、施工

場所を図２、
工事概要を表１に示す。

業者からも
「溝切り加工が必要ないので施工し
やすい」
との評価を得た。工事の施工状況を写

4．
施工結果
本工事において、
施工は順調に完了した。

真３〜５に示す。
なお、
当該管路では、
水路横断においてもＧ

施工性は、
直管の挿入力がNS形に比べて低

Ｘ形ダクタイル鉄管を施工しており、
管路全体で

減し、
掘削幅が減少したことから施工スピードが

長期耐久性の期待される耐震化を図ることがで

速く、
日進量が増加した。
また、
掘削幅が減少し

きた。水管橋の施工状況を写真６に示す。

ても問題なく施工することができた。GX形の日

写真１ 現地の状況①

写真２ 現地の状況②

与謝野町における呼び径250ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用事例について
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写真３ 施工写真（曲管部）

写真4

写真5

施工写真（直線部と曲管部）

写真6

施工写真(伏越し部)

施工写真（水路横断）

5．
今後の課題
今回の施工は、
非常に延長が長く、
曲線部の

今後は、
NS形からGX形への採用変更をできる

多いものであったが、GX形耐震管の施工を順

限り促進していき、
より実績のある耐震性と長期

調に終えることができた。
また、
施工業者も含め、

耐久性のある管材を用いた耐震管路の構築を

施工性・経済性等から判断し、
総合的に評価が

進めていきたいと考える。

高かったといえる。
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Technical Report 04
技術レポート

東日本大震災による水道施設の
被害状況と管路の更新計画

仙台市水道局給水部計画課
主幹

1．
はじめに
平成23年3月11日
（金）午後2時46分にM9.0

千葉

敏昭

地区を除き、
発災から18日後の3月29日にはほぼ
市内全域で給水が可能となった。

の地震が発生した東日本大震災は、仙台市内

ここでは、
今回の震災における本市の水道施

で最大震度6強を観測したほか、
地震に伴い高

設の被害状況と震災対策の要の一つである管

い津波を観測するなど東日本を中心に被害は

路の更新計画について述べることとする。

広範囲におよび、
停電の長期化、
燃料や物資の
不足に加え、
福島第一原子力発電所事故によ
る放射性物質への対応も重なる未曾有の被害
となり、
水道だけでなく道路、
下水道、
ガスなどの
ライフラインに大きな被害をもたらした。

2．
水道施設の被害概要
（１）施設
本市の水道施設は、北部・西部の高台に複
数の水源と浄水場を配置し、
そこから自然流下

こうした状況の中で、
本市では水道施設の被

による配水を基本とする地形を活かした合理的

害と市内配水量の約1/4を占める宮城県仙南

な施設配置となっている。
また、浄水場間の水

仙塩広域水道の口径2,400の送水管破損によ

を相互に融通が図れるよう配水所への送水ルー

り送水が停止した影響などにより、最大で断水

トの二系統化や、
配水幹線レベルでの管網を整

戸数約23万戸、
断水人口としては約50万人とな
り市内の約50％が断水となる水道被害が発生

備している。
（図3参照）
東日本大震災では、
主要浄水場である茂庭、

したが、
これまで本市が取り組んできた震災対

国見、
中原、
福岡においては、
沈澱池の傾斜板

策等が一定の効果を示したことや、
日本全国か

に一部破損や脱落といった被害が発生したもの

ら駆けつけた他都市水道事業体などの多く方々

の、
浄水処理に影響を与える大きな被害は発生

の支援により、
津波被害地区と宅地災害などの

しなかった。一方、
配水所などでは、
一部の配水

東日本大震災による水道施設の被害状況と管路の更新計画
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（２）管路

池で池内導流壁が倒壊したほか、場内の法面

送・配水管および給水管
（メーター一次側）
の

や擁壁などの土木施設に多くの被害が発生した。
これらの浄水場や配水所などにおける被害箇所

被害箇所が1,064件に上った。そのうちの約5割

数は、
土木・建築・電気・機械設備など合わせて

が給水管の被害で、送・配水管が約4割、空気

169件に上った。

弁などの付属設備が約1割の被害であった。口

このほか、
水質検査センターなどに設置してい

径400以上の基幹管路の被害としては、口径

る分析機器が転倒・落下し、
分析業務に支障を

800の国見第二配水幹線など6ヶ所で管接合部

来すこととなった。
これらの分析機器の修理に

の抜け出しなどが生じ、
空気弁などの付属設備

あたっては、
長期に及ぶ停電により動作確認や

では41ヶ所の被害があり、
これが断水等の影響

点検が遅れたことに加え、
交通網の遮断によりメー

が大きくなる要因となった。
管種別ではダクタイル鉄管の被害件数117件、

カーの専門技術者の派遣や修理部品の調達に

鋼管は12件、
塩化ビニル管は297件などとなり、

時間を要した。

塩化ビニル管の被害件数が約7割を占めている。
給水管の管種別では鉛管が約5割を占めている。
このような中でも、
耐震補強した水管橋やSⅡ形
やNS形などの耐震継手のダクタイル鉄管の被
害は全くなく、
その信頼性が確認される結果となっ
た。
管路被害の特徴としては、
昭和30〜40年代
に造成した団地の宅地被害が多い地域と管路
被害が多く発生している箇所が重なり、
宅地被
害がなかった地区は大きな地震規模の割には
管路の被害が少なくなっている。
このことから、
写真1 茂庭浄水場 沈殿池 傾斜板の脱落、
ずれ
φ300
φ250
φ200

今回の管路被害は地震動による直接的なもの
φ400

φ150
（8.2％）

φ500
φ600
φ800

＜φ40
（6.6％）
φ40
（9.6％）

φ50
（20.6％）

φ100
（26.8％）

φ75
（21.7％）

図1 口径別被害状況
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写真2 空気弁漏水状況
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写真4 DIP
（K）
φ800 継手部漏水 修繕状況
より道路の陥没や隆起などの地盤変状による被
害が多かったと考えている。

3．
応急給水の状況
本市が所有する給水車6台のほか、18大都
市水道局災害相互応援に関する覚書に基づき
札幌市、
東京都から7台、
日本水道協会のネッ
トワー
クによる新潟市、
名古屋市などから48台、
さらに、
都市間の応援として京都市、白老町などから4
台の給水応援隊の支援を受け、
自衛隊や宮城
県管工業協同組合による給水応援を含めて、
１

写真3 DIP
（K）
φ500 漏水状況
LP 2

PP 3

GP 6

DIP 117
（27％）

VP 297
（68％）

図2 管種別被害状況

SP 12（2.7％）
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日最大で75台の給水車が稼働し、3月31日まで

からそれぞれ復旧応援隊1班の派遣を受けて行

給水車延べ1,055台、
2,800人による運搬給水が

われ、津波被害地区などを除く本市浄水場の

行われた。

配水区域については3月21日に復旧し、
その後、

拠点給水所としては、
発災当日の3月11日から

宮城県仙南仙塩広域水道の受水開始後、
3月

非常用飲料水貯水槽(100m3)を順次立ち上げ、

29日にほぼ復旧を完了することができた。
また、
4

津波で被災した2ヶ所を除く19ヶ所を活用するこ

月7日の余震では最大震度６強を観測し、再び

とができた。
また、
新潟市から提供を受けた30基

管路被害や停電などの影響で約3万戸が断水

を含むキャンバス水槽43基を、
非常用飲料水貯

したものの、
3日後の4月11日には復旧することが

水槽が設置されていない避難所を中心に設置し、

できた。

応急給水栓や臨時給水栓を含め最大72ヶ所に
おいて給水活動を行った。

5．
水運用システム

このほか、地震発生直後から災害時拠点医

本市では、
給水区域をいくつかの小さいブロッ

療病院として指定されている6ヶ所の病院への

クに分割した配水ブロックにより水量や水圧の

給水を優先的に行ったほか、
透析医療機関など

調整を行っている。
また、浄水場や配水所など

に対しても要請に応じて給水活動を行った。

の水源水量・配水量などの情報とあわせ配水ブ
ロックの水量、水圧、水質などの情報を一元的

4．
応急復旧の状況

に管理する監視制御システムにより効率的で弾

応急復旧作業は、災害協定を結んでいる宮

力的な水運用を図るとともに、
配水管や給水管

城県管工業協同組合の作業班
（１日最大33班）

などの管路情報を管理する施設管理システムを

のほか、
前述の覚書に基づき、
東京都と札幌市

整備している。

写真5 津波に耐えたDIP
（NS）
φ150

ダクタイル鉄管
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震災時は、
サーバ等の機器について被害は
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続のために必要不可欠な燃料の調達は困難を

なく、
庁舎内のネットワークも安定していたが、
停

極めた。石油関連企業の油槽所も津波で被災

電の影響で情報が遮断する箇所が発生し、
さら

したため、
石油連盟による大規模な供給が開始

に通信ネットワークを管理するプロバイダ側の停

されるまでの間、
供給可能なガソリンスタンドや応

電の影響から、
監視制御システムによる配水状

援事業体の協力を得て燃料を確保し、
何とか浄

況の監視ができない状況に陥った。そのため、

水場の運転を継続することができた。一方、浄

浄水場では各配水区域の状況に応じた運転を

水処理の薬品（粉末活性炭、
ＰＡＣ、
次亜塩素

それぞれ行うこととしたが、全浄水場が運転可

酸ソーダ、消石灰）等については、備蓄量や製

能であったことも幸いし、
全施設能力の約8割の

造所の復旧などにより影響はなかったものの、

浄水能力により対応することができた。復電後は、

電力供給や燃料のみならず薬品類のサプライ

配水所などの運転再開や配水ブロックごとの被

チェーンが寸断することも、
水道事業にとって大

害把握と復旧計画の策定、幹線レベルでの復

きなリスクとなることをあらためて認識させられた。

旧計画の策定や応急給水計画にあたっての情
報提供などにおいてシステムが有効に機能し、
早期復旧に大きく貢献した。

7．
管路の更新計画
管路の耐震化としては、
昭和53年の宮城県
沖地震以降、
漏水や赤水発生など機能障害を

6．
停電等の影響

起こしている管を更新する際に比較的地盤の

主要4浄水場においては、停電時間が最大

弱い地域などを対象に耐震管を採用してきたが、

98時間にも及び、
非常用自家発電設備による稼

平成14年度からは全面的に耐震管を採用して

働を余儀なくされた。本市の燃料備蓄は24時間

いる。その結果、平成22年度の耐震化率は水

運転可能な量を基本に整備してきたが、
稼働継

道事業ガイドラインで26％、耐震性を有するとさ

図3 水運用概念図

東日本大震災による水道施設の被害状況と管路の更新計画

れる管を含めた率は83.5％となっている。
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設の耐震化は震災時の減災に大きく貢献し、
配

水道事業基本計画
（杜の都水道ビジョン平成

水ブロック化や水系の二系統化は断水区域の

22年度〜平成31年度）
では、
配水幹線、
老朽管

縮小化や早期復旧に有効に機能し、
拠点給水

や塩化ビニル管（TS継手）
などを、
材質や継手

施設の中の非常用飲料水貯水槽は初期の給

部分の強度などが耐震性に優れた管種（NS形

水活動に有効に活用できた。
しかし、東日本大

ダクタイル鉄管など）
に更新するとともに、
大規模

震災における広域的な被害は、
これまで想定し

地震時等にも医療機関への配水経路を確保す

てこなかった多くの課題を浮き彫りにする結果と

るため、
災害拠点医療施設などへの管路を優先

なった。その中でも、電力供給や情報通信、燃

的に耐震化することとし、
耐震性の有する管路

料や物資の流通といった社会機能が長期間に

の割合を平成31年度に87％に目標設定している。

わたって停止し、
想定を超えた震災対応業務が

更新にあたっては、
破損時の影響度、
管腐食

長期的に生じることとなり、
エネルギー・物資・マ

の進行度合い、地盤の強度や土壌の腐食性、

ンパワーの不足など多くの教訓を残している。
こ

本市の地域防災計画の被害想定などを総合的

れらの課題解決に向けては一事業体の対応で

に勘案した上で優先順位を決定するなど、
更新

はなく、
広域連携による災害対応が重要になる

の効果が高い路線から計画的に実施することと

ものと考えている。

している。東日本大震災を踏まえて、管路の耐

施設の耐震化や冗長化といったこれまでの

震化事業を推進対策推進事業に位置づけ重

震災対策に加え、
広域かつ横断的な連携による

点的に取り組むべき事業とし、
可能な限り増加

人的・物的支援のネットワーク確立・強化と、
ボラ

に努めるなど見直しを図っている。

ンティアや町内会などとの地域における連携とい

本 市の配 水 管 延 長は平 成 2 2 年 度 末で約
3,300kmとなっているが、年間更新量は約1％

う２つの方向性から、
今後の災害対策の方向性
を再考したい。

弱の30km程度であるため、
すべての更新には
単純に110年以上かかることになり、
管路の長寿
命化への期待は高くなっている。耐震化へは
原則としてNS形を使用しているが、
昨年度から
呼び径75〜200の更新工事の一部でGX形を試
験的に採用している。
これは施工性の確認と施
工企業の実績を積み上げる目的で試験施工を
実施しているもので、
規定の狭い掘削幅で施工
する部分とNS形と同じ掘削幅で施工する部分
と両方を同じ現場で行っている。施工性につい
ては高評価をしているが、
狭い掘削幅では直線
部分は大きな問題はないが異形管部分で少し
狭いのが気になるところである。試験施工は今
年度まで行い、
その後の採用に向けて問題点
の整理を行っている。

8．
おわりに
水道施設や管路の被害は地震規模の割に
は軽微であり、
これまで進めてきた震災対策が
一定の効果を示したものと考えている。水道施

写真6 DIP
（GX）
φ150 布設状況

ダクタイル鉄管
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Technical Report 05
技術レポート

福井市における水道施設耐震化の
取り組みについて

福井市企業局給水課
主幹

1．
はじめに

藤田嘉裕

2．
水道事業の沿革

福井市では、
昭和23年に発生した福井地震

福井市の水道事業の創設は、
大正10年に水

（M7）
により、
水道施設に甚大な被害を受けた

道事業の認可を受け大正13年9月に給水を開

経験から、
平成２１年に策定した福井市水道ビジョ

始したが、
戦災・震災復旧事業や市域の拡大な

ンにおいて「災害に強い水づくり」
を基本目標の

ど人口増加に対応するため、6次にわたる拡張

一つに掲げ、
とりわけ災害時のライフライン確保

事業を行った。現在の水道施設の概要は、
図1

と持続可能な水道事業を実現するため、基幹

のとおりであり、
水系は9水系、
水源は74ヶ所
（県

施設の耐震化を中心に整備している。

水受水1ヶ所、
表流水1ヶ所、
地下水72ヶ所）、
浄
水場は9ヶ所、
配水池は23ヶ所となっている。

3．
水道事業の現状と課題
福井市の水道事業は、
創設後約90年以上が
経 過している状 況にあり、表 1からわかるよう
1970年から1980年にかけ多くの管路布設が行
われていることから、
今後法定耐用年数を経過
した、
施設および管路の早期の更新が急務となっ
ている。
平成22年度末の現有管路
（約2,120㎞）
のうち、
経年化管路は11％（約225㎞）老朽化管路は
写真1

福井地震における配水管の損壊

0.3％
（約7㎞）
であるが、
このまま更新しない場合、

福井市における水道施設耐震化の取り組みについて

図1
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現在の水道施設の概要

40年後の2052年度（平成64年度）
には、
表2の

更新工事が必要不可欠な状況にある。
このよう

とおり、
健全管路は全体の約7％
（約143㎞）
とな

な現状と課題から、
本市では平成22年度を「維

ることがわかる。

持管理・更新の時代」への転換期ととらえ、福

また、施設についても表3より、管路と同じく

井市水道第7次整備事業を開始した。

1970年代を中心に建設されており、
健全度およ

第7次整備事業では、
本市の水需要量の約8

び耐震診断の結果に基づく補強工事もしくは

割を供給でき、
最重要施設である九頭竜浄水場

表1

水道管路の布設年度別延長

ダクタイル鉄管
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表2
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管路の健全度

の配水池の更新および地震等の災害時の被
害を最小限に抑えるため、
基幹管路である導水管、
送水管、配水本管、医療施設などの重要施設

4．
耐震化の推進方策について
（1）アセットマネジメントの取り組み
高度成長期に築造された施設や法定耐用年

へ連絡する重要配水管の耐震化を優先的に進

数を経過した管路が増加してくることから、
これ

めている。

らの更新にかかる資金確保が必要である。
しか
しながら今後の水需要は、人口の減少や節水

表3

構造物および設備の取得年度別帳簿原価

福井市における水道施設耐震化の取り組みについて

機器の普及等から減少傾向にあるため、
水道料
金等の収入と建設工事等の支出のバランスをと
りながら、
健全経営を維持することが求められる。
そこで本市は、
平成21年にアセットマネジメント
の考え方を取り入れ、
水道ビジョンとともに、
第７
次整備事業に反映させ、
より効率的・効果的な
財政収支の見通しを検討した。
平成22年度には継続的な改善を行うために、
平成21年度の検討結果を基に更なる精度の向
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九頭竜系統の更新を実施。
②送水施設
（送水管）
の耐震化計画
九頭竜系統の九頭竜浄水場〜原目配水池
の送水管の耐震化を実施。
③配水施設
（配水池）
人工透析実施病院および総合病院のほぼ
全てに配水している九頭竜配水池，
原目配水池
の耐震化を実施。
④重要配水管

上を図り、更新事業を適切に推進するため、不

第3次救急医療施設に位置づけられる福井

足する財源については料金収入等の増加を想

県立病院を最も重要な病院と位置づけ，
福井県

定し、
今後、
水道料金改定が必要と判断される
場合の検討についても行った。
（2）耐震化計画の策定
すべての管路および施設を即時に耐震化す

立病院への管路の耐震化を優先的に実施。
（3）GISの導入
福井市では配管図の閲覧や更新、
工事竣工
図の閲覧・入力、
配管平面図の印刷など、
水道

ることは人的、
経済的、
構造的にも困難であり不

情報を一元的に管理するためにGIS
（本市では

可能であると言わざるを得ない。
したがって、
個々

ライフラインGISと称する）
を17年度に導入し本格

の施設の耐震化だけに頼らず、
水道システム全

運用を開始している。

体としての耐震性の向上に努めることが重要と
なる。
そこで、
本市においては、
平成21年度に福井

現在は、
毎年更新された管路情報を更新し、
福井市における管路（約2,120㎞）の最新情報
を保存・整理することで、
現状の耐震化状況や

市の全水道施設について耐震性を評価し、
加

今後の耐震化計画にも利用できるなど、
耐震化

えて、地震が発生した時の水道施設の被害予

の進行管理には必要不可欠なデータベースとなっ

測や被害が発生した場合の応急復旧、
応急給
水のあり方についても検討することにより、
ハード、
ソフト両面からの耐震化計画の策定を行うことと
した。
想定する地震動は、
レベル1地震動
（震度階5
強程度）
およびレベル2地震動（震度階7程度；

ている。
（4）耐震化実施の方策
管路の耐震化を実施するにあたり福井市とし
て採用する管種やその施工管理など管路の耐
震化布設基準を策定する必要があった。そこで
平成22年度に「給水課管路耐震化布設基準

福井地震クラス）
とした。被害想定においては、

検討会」を設置し、平成22年度〜平成23年度

レベル1地震動では被害は殆どなく、地震時配

にかけ、
検討会を4回、
ワーキンググループによる

水量が日平均を上回ったが、
レベル2地震動で

活動を9回実施した。

は被害が多数発生し、
地震時配水量が日平均

①GX形ダクタイル鉄管の採用

を大きく割り込み、
市の断水率が96.9％となった。
さらに、
応急復旧および応急給水においては、

呼び径100〜250においては、
ライフサイクルコ
ストに優れたGX形ダクタイル鉄管を新たに採用し、

必要となる人員や給水車の規模についても算

呼び径300以上はこれまでと同様NS形ダクタイ

定し計画に反映させた。

ル鉄管を採用することとした。

なお、水道ビジョンの目標年次である平成30

ただし、
GX形ダクタイル鉄管は、
NS形継手の

年度までの耐震化計画の主な事業内容は以下

施工性の改善や経済性の向上、
長寿命化を目

の通りとした。

的に開発された継手であるが、
本市では初採用

①導水施設
（導水管）
の耐震化計画

となるため、
施工性や施工管理などに問題が無

ダクタイル鉄管
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いか試験施工を実施し、
良好な結果であったこ

者に対して、
GX形ダクタイル鉄管や呼び径500

とから採用することとした。

以上の大口径管布設時に必要となる配水管技

② 仕切弁
（ソフトシール弁）
の採用

能者の資格要件について説明会を開催した。

仕切弁については耐震性仕切弁の採用に

GX形ダクタイル鉄管の布設工事資格要件は、

ついて検討し、
フランジレスのソフトシール弁の採

（社）
日本水道協会が主催する
「配水管工技能

用を決定したが、
鋳鉄製仕切弁とソフトシール仕

講習会」のうち講習会Ⅰ（小口径管講習会）
を

切弁では開閉の回転数が異なり、
締めすぎによ

受講し、配水管技能者登録証（一般・耐震）
を

る管・弁の破損を防ぐための区分が必要である

取得していることを資格要件とした。

等の意見があった。

呼び径500以上の大口径ダクタイル鉄管の布

そこで目視で分かる方法として区別を表示し

設工事資格要件として、
（ 社）
日本水道協会主

た新たな鉄蓋を採用することになり、
そのデザイ

催「配水管工技能講習会」のうち講習会大口

ン等の検討についても行った。

径管（大口径講習会）
を受講し、
配水管技能者

③ 耐震化布設基準の策定

登録証
（一般・耐震・大口径管）
を取得している

耐震化布設基準（現行「配水管等工事設計

こと。
または、
日本ダクタイル鉄管協会が実施す

及び監理の手引き」の見直し、
「福井市土木工

る
「継手接合研修会」のうち、
呼び径500以上の

事共通仕様書

上下水道編」の見直し）の策

耐震管講座を受講し、JDPA継手接合研修会

定を行い、新たに採用となった管種・弁栓類の

受講証（耐震大）
を取得していることを資格要

積算基準や継手施工時の接合要領などについ

件とした。

て見直しを行った。

次に、
資格用件を取得するために講習会を企

④ 配水管技能者の資格要件

画し施工業者に対して講習会の受講を促し、
平

技術的水準を維持するため、
本市の施工業

写真2

成23年11月に日本ダクタイル鉄管協会の協力を

GX形ダクタイル鉄管技術説明会

福井市における水道施設耐震化の取り組みについて

得て、
GX形ダクタイル鉄管に関する技術説明会
を開催し、
１０７名の施工業者が参加した。
なお、
JDPA継手接合研修会
（耐震管呼び径
500以上）
については県外での受講となるため
参加希望者を募り、
日本ダクタイル鉄管協会の
協力を得て受講を促した。
⑤ 本市職員に向けた技術説明会の実施
本市職員に対してもそれぞれの管種につい
て研修会（座学・実技）
を開催し、施工管理上
の注意点等について受講した。
今後は導水管・送水管などの大口径管路の
更新が多くなるが、
経験した職員も少ないため、
大口径管の継手の施工について指導を受ける
予定であり、
継続した技術向上に努める。

5．
福井市型から標準化へ
福井市ではこれまでに仕切弁や消火栓等、
福井市型製品を使用し整備を行ってきた。
しかし、
大規模災害発生後の応急給水や応急復旧の
対応には、
他水道事業体の応援が必要不可欠
である。
そこで、
だれでも速やかに材料が入手でき補修・
修繕などが行える管路を構築することも耐震化
方策の一つと捉え、福井市型製品を廃止して
JISやJWWA規格への統一を図った。

6．
今後の方針
水道施設の耐震化は始まったばかりであり、
今後は水道利用者や水道事業体職員のこれま
で以上の耐震化の理解を促進させることが必
要である。そのためには、水道施設に被害を及
ぼすと想定される地震や予想される被害はどの
程度か、実施しない場合のリスク、被害時の水
道利用者の置かれる状況や水道事業体の責
務について職員自らが理解することが重要であり、
水道利用者に対しても積極的に耐震化の必要
性を説明するなど耐震化事業推進についての
理解に努めていきたい。
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Technical Report 06
技術レポート

京都市水道100年の歩みと
配水管整備

京都市上下水道局
水道部長

1.はじめに

三田村

晃

2.水道の創設

京都市は、京都府の南部に位置し、京都盆

京都市の水道事業は、第２疏水建設、道路

地の北半分、
山科盆地および丹波高原の東辺

拡築および電気鉄道敷設とともに京都市三大

の一部からなる内陸都市である。

事業の一つとして、
明治４２年に蹴上浄水場の

人口は約147万人を有する政令指定都市で、

建設並びに配水管の布設工事に着手し、
同４５

東京特別区を含めて全国第7位、京都府の人

年３月に竣工、
４月から給水を開始したことに始ま

口の約半分を占めている。

る。計画給水人口は50万人、
計画１日最大給水

また、
市政を施行した明治22年当時、
上京区、

量は68,100m3であった。

下京区の2区で構成された市域面積は2,977ha

工事概要は、
蹴上浄水場に沈澱池、
ろ過池
（ろ

であったが、
順次周辺市町村を編入し、
平成17

過そう、
導水みぞ、
硫酸アルミナ溶液室など）
、
配

年の京北町との合併により、
東西方向は約29km、

水池、
ポンプ室を建設、
配水管として、
幹線52km、

南北方向は約49kmにおよび、市域面積は約

支線139kmを布設するものであった。配水方式

82,790haとなっている。

は、
地形を利用した自然流下式を採用した。
また、

京都市は平安建都以来、
1200年を超える歴
史を積み重ねてきた歴史都市である。
また、世
界遺産を含む数多くの国宝や重要文化財、
寺
社仏閣、
歴史的景観を形成する建築物や庭園、

蹴上浄水場では、
東山山麓の用地不足に対応
するため、
日本で初めて急速ろ過方式を採用した。
水源は、
滋賀県大津市観音寺で琵琶湖から
取水することとし、
水道水源と発電用水を確保

土木遺産、長い歴史に培われた文化、伝統産

することを目的に、
明治41年に第2疏水路
（隧道）

業などの歴史・文化遺産が今も存在し、京都を

の建設に着手し、同45年に完成した。この第2

訪れる多くの人々を魅了している。

3
で、
明
疏水の流量は、
毎秒15.3m（550立方尺）

京都市水道100年の歩みと配水管整備

治23年に完成した第１疏水の北側にほぼ平行
して建設された。全長は約7.4km、
蹴上で第１疏
水と合流している。

45

3.水道100年の歩み
大正3年以降、
急激な人口増加がみられ、
加
えて同7年、
隣接16町村の編入により人口が膨
れ上がったため、
第一期拡張事業
（大正13年〜
昭和2年度）
に取り掛かり、
昭和2年6月、
松ケ崎
緩速ろ過方式
浄水場（施設能力40,000m3/日、
採用）
が完成した。最高区配水池を五山の送り
火の「妙法」の「妙」がある松ケ崎西山に設け、
市の北部に給水を開始した。
その後、昭和6年に伏見市ほか26市町村の
編入があり、
第二期拡張事業
（昭和7〜14年度）
を行うこととなった。計画給水人口92万人、
１日
松ケ崎浄水場の拡
最大給水量173,000m3とし、
張と、
新たに山科浄水場（昭和11年完成、
同50

写真1

第二疏水柳山トンネル東口埋立水路工事
（明治42年9月撮影）

年廃止）
を新設したが、
水需要が目標よりも上回っ
たため第三期拡張事業
（昭和14〜20年度）
を計
画し、
昭和20年に伏見浄水場
（昭和52年廃止）
を新設し給水を開始した。
戦後は、
人口の都市集中に伴い水需要が激
増したため、
第四期拡張事業
（昭和21〜25年度）
として、
松ケ崎浄水場の緩速ろ過池を増設した。
さらに、
昭和22年に宮内大臣より御所防火用水
道の移管を受け、
その改築により整備した九条
平成8年廃止）
山浄水場
（施設能力24,000m3/日、
が同24年に完成、
一時的に給水制限を緩和す
るに至った。
ところが、
間もなく同年夏には水需
要が給水能力を超える事態となった。

写真2

写真3

完成時の蹴上浄水場（明治45年3月撮影）

蹴上浄水場ろ過場の内部（明治45年3月撮影）

第五期拡張事業（昭和25〜32年度）
として、

写真4 蹴上浄水場拡張工事（昭和35年11月撮影）
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松ケ崎浄水場の拡張およびろ過池改良
（豆砂

和47〜62年度）
と後期
（昭和63年度〜平成5年度）

利で荒ごしする前処理池を設け緩速ろ過池の

に分け、前期目標年次平成２年度、給水人口

ろ過速度を上げる２重ろ過方式を採用）
を行った。

施設能力
154万人、
１日最大給水量853,000m3、

しかし、
市周辺部高台地区では夏場の断水、
中

927,000m3/日として、
松ケ崎浄水場における緩

心部では水圧低下や出水不良が年々広がって

速ろ過池の急速ろ過池への改良、
新山科浄水

きたため、
松ケ崎浄水場の拡張工事完成を待た

場の拡張を行った。
しかし、
水需要が再び増加

ず、
蹴上浄水場の拡張に取り掛かった。
この第

し始め、
平成７年度を目標年次に、
計画１日最大

六期拡張事業
（昭和32〜37年度）
では、
日本初

施設能力を1,020,000m3/
給水量を920,000m3、

の大型高速凝集沈澱池を採用し、
ろ過池などを

日と見直して後期事業に着手した。新山科浄水

自動制御する中央管理室を設けた。

場では、
市南部での水需要急増に対応するため、

第七期拡張事業
（昭和37〜48年度）
は、
松ケ

平成２年には第３系統浄水施設の拡張が完成、

崎浄水場の施設老朽化と原水の水質悪化によ

市全体の施設能力は980,000m3/日となった。そ

る処理能力の低下、
山科区、
伏見区および南区

の後 の施 設 整 備により、一 旦は施 設 能力を

での水需要の増加を背景として、
山ノ内浄水場

平成2年度以降の水
1,050,000m 3/日としたが、

（昭和４１年完成）
および新山科浄水場（昭和４

需要の減少を踏まえ、平成15年度の蹴上浄水

５年完成）
の新設、
松ケ崎浄水場の拡張を実施し、

場の全面改良時に、
一部施設の建設を凍結し，

計画給水人口143万人、
１日最 大 給 水 量

施設能力を951,000m3/日とした。

750,000m3となった。

更に水需要の減少は続き、
浄水場施設能力

事業施行中の昭和46年には、
１日最大給水

に必要以上の余力が生じており、平成17年度

量が施設能力を超えることが予想されたため、
１

の水需要予測では、
目標年次である平成37年

日最大給水量1,050,000m3の確保を目標とした

度で、
計画1日最大給水量は612,000m3/日にな

第八期拡張事業を計画した。その後の経済変

ると予測された。
このままでは、
ますます非効率

動などにより水需要の伸び悩みが続き、
二度の

な施設運営となることから、平成19年12月に策

計画変更を行った。その結果、
事業を前期（昭

定した、平成20年度からの10年間の京都市に

（千m3/年）

（千m3/日）

図1

給水量および施設能力の推移
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おける上下水道ビジョンである
「京
（みやこ）
の水
ビジョン」
とその実現に向けた前期５ヶ年の具体
的な実施計画である
「京都市上下水道事業中
期経営プラン」において、
より一層効率的な事
業運営を図るため、施設規模の適正化を実施
することとした。
近年の水需要の減少傾向をできるだけ反映
するため、
負荷率の見直しを行い、
平成37年度
浄水場施
での1日最大給水量を560,000m3/日、
設能力の余裕率を25％程度として、
施設整備を
実施していくこととした。具体的には、
蹴上浄水
場で一部凍結していた1・2号沈澱池を建設した
上で、
山ノ内浄水場を廃止し、
また、
松ケ崎浄水

写真5

建仁寺前配水管(24インチ管)の布設工事
（明治44年1月撮影）

場の一部施設を廃止することにより、
平成24年
度末には施設能力は771,000m3/日となる。
今後、
さらに松ケ崎浄水場の一部施設を廃止
するなどにより、平成37年度には、施設能力を
3

701,000m /日とする予定である。

事業を推進してきた。一方、
昭和38年度からは、
配水管の更新事業にも着手し、
創設当初からの
鋳鉄管
（経年管）
のダクタイル化に取り組んできた。
昭和50年代に入ると拡張事業に代わり、
経年
管の布設替え、無ライニング管の更生、
ＰＩＰ工

4.配水管の拡張・整備の経過と
今後の取組

法等による更新事業が次第にウェイ
トを占めるよ
うになり、
その整備手法を柔軟に変化させつつ、
着実に配水管路機能の向上を図ってきた。昭

（１）拡張と整備
本市では明治42年の創設期から戦後の高度

和38年度から平成15年度まで計7期にわたって

経済成長期にかけては、
急速な水需要の伸び

鋳鉄管や石綿セメント管などから主にダクタイル

と給水区域の拡張に伴い、
主に新設による拡張

鋳鉄管への更新を目的とした配水管整備事業

図2

配水管整備事業と漏水件数および有収率の推移
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に取り組んできた。
また、
平成16年度から19年度

平成24.10 第91号

水管等重要路線から順次ダクタイル鋳鉄管の

までは、
浄水施設等整備事業と配水管整備事

使用を開始し、
昭和53年度以降は、
全ての管路

業を統合した上水道施設整備事業を実施し、

において、
ダクタイル鋳鉄管（一部橋梁添架等

更なる水道施設の高水準化を図るため、
引き続

は除く。）
を使用するようになった。

き鋳鉄管のダクタイル鋳鉄管への布設替えや基
幹管路の耐震化等に取り組んできた。

収率は69.9％、
漏水件数は約2,700件であったも

配水管材料については、
創設当初から昭和
52年度まで鋳鉄管を、
昭和34年度以降、
幹線配
表1

これらの取り組みにより、
昭和42年度では、
有
のが、
平成19年度には、
有収率86.5％、
漏水件
数約90件と大幅に改善した。

京都市における配水管の高機能化の経過
管

創設期〜
昭和41年度

異形管

創設期〜
昭和52年度

直
鋳鉄製
材

質
管

昭和34年度〜
(昭和42年度〜)

異形管

昭和42年度〜
(昭和53年度〜)

耐震性能を有する
継手の採用

K形

昭和46年度〜
(平成10年度〜)

離脱防止機構付き
耐震継手の採用

S形等

昭和57年度〜
(平成15年度〜)

直

管

平成21年度〜
(平成21年度〜)

異形管

昭和52年度〜
(昭和61年度〜)

直
ダクタイル鋳鉄製

継

手

内面
ライニング

外面被覆

エポキシ樹脂粉体
塗装の採用

ポリエチレンスリーブ被覆
による外面腐食対策の採用

※ 年度は採用開始年度

写真6

※(

昭和53年度〜
(平成15年度〜)

)内の年度は，
全管路において採用した年度

高機能ダクタイル鉄管布設状況
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平成20年度からは、
「京
（みやこ）
の水ビジョン」
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ブの被覆、
管内面のエポキシ樹脂粉体塗装の3

および「京都市上下水道事業中期経営プラン」

つの条件を満たした、
いわゆる高機能ダクタイル

を基に、
建設改良事業として、
上水道施設整備

鉄管を全ての管路において採用し、市民の信

事業と鉛製給水管単独取替事業を推進している。

頼に応える高水準の水道構築を目指している。

その中で、
配水管の整備に関しては、
強度の劣
（２）連絡幹線等の整備

る鋳鉄管の布設替えを行い、平成24年度で鋳
鉄管の残存割合を0％とすること、
また、
平成29

本市においては、
地震等の災害時や施設の

年度で水道管路の耐震化率を14％とする目標

故障時においても安定した給水を確保するため、

を立て、
既設管更新の際には、
全ての管路にお

浄水場間の相互融通を可能とする連絡幹線を

いて耐震管を使用することにより、更新＝耐震

耐震管により昭和60年度から整備している。

化との位置づけで、
事業を推進しているところで

また、
近隣事業体である京都府および宇治市

ある。平成21年度からは、
継手が離脱防止機構

との間で、地震や風水害その他の緊急時に相

を有する耐震管、
管外面へのポリエチレンスリー

互応援給水が可能となるよう連絡管を設置し、
バッ

表2

主な連絡幹線の整備状況

給水区域

浄

低区連絡幹線

高区連絡幹線

水

場

考

① 山ノ内浄水場 ⇔ 新山科浄水場

整備済

② 蹴上浄水場

⇔ 新山科浄水場

整備済

③ 蹴上浄水場

⇔

山ノ内浄水場

整備中

④ 蹴上浄水場

⇔

山ノ内浄水場

整備中

⑤ 蹴上浄水場

⇔ 松ケ崎浄水場

整備済

⑥ 松ケ崎浄水場 ⇔

最高区連絡幹線

備

山ノ内浄水場

整備済

⑦ 蹴上浄水場

⇔ 新山科浄水場

整備中

⑧ 蹴上浄水場

⇔ 松ケ崎浄水場

整備中

松ヶ崎
⑥
⑤

⑧

④
蹴上

山ノ内
③

整備済

②
①
新山科
図3

連絡幹線と浄水場の関係図

⑦

整備中
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表3
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相互応援給水の内容

事業体

連絡管口径

相互応援水量
(m3/日)

設置年度

京都府

φ400

20,000

平成16年度

宇治市

φ200

10,000

平成15年度

クアップ機能の強化を図っている。

要不可欠である。
一方、
平成23年度末の水道管路全体におけ

（３）今後の取組

る耐震化率は、
8.7％で、
これは政令指定都市の

本市では，
昭和30年代後半から昭和52年まで

中でも低い数値となっている。
これは、
耐震管が

に布設された直管部がダクタイル鋳鉄製でモル

開発される以前の比較的早い時期から鋳鉄管

タルライニングが施されており、
かつ曲管等の異

や石綿セメント管をダクタイル鋳鉄管へ布設替え

形管が鋳鉄製で内面が無ライニングである管路

を行った結果であるが、
一度大地震が発生し水

を初期ダクタイル鋳鉄管と称している。
これらの

道施設が大きな被害を受けると，
市民生活や産

管は、
経年劣化が懸念されるとともに、
耐震性に

業にも多大な影響が生じることから、地震等災

も劣ることから、
順次計画的に更新していく必要

害に強い水道施設を構築するため、特に老朽

がある。
この初期ダクタイル鋳鉄管は、
平成23年

化に伴う配水管の更新に合わせた耐震化を図っ

度末で市内に約557ｋｍ残存しており、
これらを

ていくことが極めて重要である。

全て更新するのに約1450億円の費用が必要で
あると試算している。

そのため、
平成25年度からの次期事業計画で、
必要な財源を確保した上で、現在の配水管更

本市では，
これまで実施してきた管体調査の
結果などを踏まえて、
初期ダクタイル鋳鉄管のうち、
昭和41年までに布設された直管のライニング部
にシールコートが施されておらず、
さらにポリエチ
レンスリーブが被覆されていない、
内外面からの
腐食の可能性が高い管路を更新対象として計
画的に整備しているところである。
水需要が減少するなか、
建設再投資額の削
減や配水管整備事業以外の建設改良事業と
のバランスもあり、
ここ数年は、
配水管の更新率は、
年間0.5％程度と低い状況となっている。平成
23年度末で、
法定耐用年数40年を超える配水
管の割合は約20％であり、現在の更新率を継
続した場合、
20年後にはその割合は約60％とな
る。
このままでは、
老朽化による漏水事故等により、
市民に多大な影響を与えることが懸念されると
ともに、
無効水量の増加にもつながるものと予測
されるため、今後管路更新のペースアップが必

京都市水道創設１００周年記念ロゴマーク

京都市水道100年の歩みと配水管整備

新事業を倍増させ、
老朽管対策と耐震化のペー
スアップを図っていく考えである。

5.おわりに
明治45年に給水を開始し、
市民の皆様のくら
しに安らぎと潤いをお届けし続けてきた京都市
水道は、
本年、
100年の記念すべき年を迎えるこ
とができた。
これからも、
限られた財源ではあるが、
水質の
維持向上や災害への備え、
また、
老朽化した配
水管の更新や基幹施設の改築・更新および耐
震化を確実に実施していかなければならない。
本市では、
今日まで受け継いできた市民の皆
様の貴重な財産である水道を未来へしっかりと
引き継いでいく決意を新たにし、
将来にわたって、
安全・安心で環境に優しい水道水を安定してお
届けし続けることができるよう、全力で取り組ん
でいく。
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技術レポート

基幹管路整備計画について
〜万博配水幹線における安定給水構築と展望〜

吹田市水道部

工務室
主幹

1. はじめに

〜事業計画と耐震化〜

建設グループ

長田

誠一

成21年度）
での同整備事業見直しを経て、
「災

吹田市の水道事業は、
昭和２年（1927年）の

害に強い水道」
「配水管網整備をはじめとする

給水開始以来、
6次にわたる建設拡張事業によ

安定給水の確保」等の基本指標に基づき、主

りほぼ100％の普及率を達成し、
現在では維持

要送配水管の耐震化工事、
管網整備等を進め、

管理の時代を経て、高度経済成長期に建設さ

安定給水に努めてきた。

れた水道施設の更新時代に移りつつある。

平成21年に中期経営経計画の最終年度を

平成16年度
（2004年度）
には第1次上水道施

迎え、
安定した水道システムの確立を基本方針

設等整備事業に着手、
平成18年度
（2006年度）

の一つとして、
平成22年度（2010年度）
には中

に策定された中期経営計画（平成18年度〜平

長期計画すいすいビジョン2020
（平成22年度〜

図1

管路整備事業の概要
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平成32年度）策定にあたり必要な更新・耐震化

置する複線化のほか、
単一管路を区域・ブロック

を的確に事業に反映させた第2次上水道施設

の外周に循環させるループ化等、
より効果的な

等整備事業を策定している。

手法を検討する。
2）バックアップ化

2. 第2次上水道施設等整備事業に
おける基幹管路耐震化率

災害、管路事故の非常時において、市民生
活に必要な飲料水の供給を継続するため、
異な

平成23年度末、
吹田市の管路の耐震化率は、

る送配水場、
ブロック等の既存施設間において

基幹管路「導・送・配水本管
（総延長69.9km）
」

水を融通することを目的にバックアップに必要な

で約30%、配水支管を含めた全管路（総延長

連絡管網を形成する。

702.7km）
で約9%という水準であり、
東南海・南

3）基幹管路整備

海地震、上町断層帯地震が想定されるもとで、

水需要の伸びが見込まれないなかでも、
大規

これまで以上のペースで耐震化を図らなければ

模開発等の新たな需要が予測される地域に対し、

ならない。基幹管路における耐震化率は平成32

安定給水を確保するために、
口径の変更、
管路

年度（2020年度）末に50％以上にすることを目

の延伸等を行い、水輸送能力の増強と拡大を

標としている。

目的に管路網整備を行う。

現事業計画においては、
管路整備を基幹管
路と配水支管に分類し、
事業の推進を図ってい
る。各々の管路が有する役割・機能から整備の
方向性が異なるため、
より効果的、効率的に事

4. 基幹管路整備事業による
新たな万博配水幹線計画
万博配水幹線という名称は吹田市水道部内

業を推進するために分類している。

における俗称であり、
これまでも重要な導・送・配

3. 基幹管路整備事業

た。

水本管路において町名を付けて呼ぶ慣習があっ
水輸送として欠かすことのできない、
基幹管

同幹線は、
日本万国博覧会が本市千里丘陵

路
（導・送・配水本管）
について、
耐震化・バックアッ

で開催（昭和45年（1970年））
された前後に布

プ化等危機管理の視点から、
配水系統を面とし

設された管 路で、万 博 調 圧 場「 最 大 配 水 量

て捉え、常時給水する区域の適正な給水量と

（平成23年度実績）」から山田配
11,591m 3/日

水圧の確保、
非常時にバックアップすべき給水

（平成23年度実績）
」
水場「最大配水量2,979m3/日

量と水圧等について、
勘案した設計を基本とし

への送水と吹田市域東部方面への配水を担う

ている。
（1）管路耐震化事業（更新）

基幹管路であり、
同方面の安定給水を進めるた
め、
平成19年度
（2007年度）
に新たな万博配水

地震に強い管路を構築するため、既設の非

幹線の整備が計画された。
これは第1次上水道

耐震管および溶接継手鋼管のうち老朽化が著

施設等整備事業における耐震管路事業（主要

しい管路に替えて、
新たに耐震性に優れた継手

幹線の耐震化を年次的にはかる）
から中期経営

（NS形等）
を有するダクタイル鉄管を布設する。

計画による見直しを経て、
現計画である第2次上

（2）基幹管路新設事業（新設）

水道施設等整備事業における基幹管路整備事

1）管路複線化
平常時および災害・管路事故等の非常時に
おいても、十分な水輸送機能を確保するため、
同一の機能を有する2路線以上の経路を確保
することを目的に行う。
管路の配置形態により2路線をほぼ平行に配

業として新たに万博配水幹線計画として策定し
たものである。
計画作成に際し以下の点を検討項目とした。
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1）万博公園内（管理用場周道路下）における

平成24.10 第91号

れることから早急な管路更新が必要となった。
（対

鋼管呼び径900漏水対策

象管路鋼管呼び径900の更新延長は1,600ｍ）

[管路耐震化事業（更新）]

2）懸案事項による管路網整備

これまでも万博公園内
（管理用場周道路下）
に埋設している万博配水幹線鋼管呼び径900

[基幹管路新設事業（新設）基幹管路整備]
万博配水幹線から分岐する吹田市域東部方

管路で度々漏水が発生し、
その都度、
電気防食

面は、
今後、
大型開発が相次ぐことから、
開発調

工事や特注の補修用カバーにより対応してきたが、

査等による需要量の予測からそれに見合った配

維持管理には限界があることと、
今後の劣化状

水区域、
配水量の見直しを行い、
管路整備によ

況を把握し、
適切な対策を講じることが難しい状

る安定給水確保が必要である。

況となりつつあった。

また、吹田市域東部方面に位置する山田配

平成19年（2007年）
には同管路で立続けに3

水場の老朽化したポンプ設備の更新と環境負

度漏水が発生し、
何とか断水せずに補修するこ

担の低減に配慮し、
高圧受電を廃止するための

とができたが、
今後、
断水等による影響を考慮し、

施策の一つとして万博配水幹線の整備を行う

また、
漏水個所が管体上および継手箇所に見ら

必要がある。

図2

万博調圧場系配水幹線

3）管路網整備に伴う新規ルートの選定

400があるが、
基幹管路として、
同一の機能を有

[基幹管路新設事業（新設）管路複線化]

する2系統による安定給水を目指すには、
別ルー

万博配水幹線は万博公園内
（管理用場周道

トを新規に選定する必要がある。そのためには

路下）
を通り、
「千里橋」に添架して中国縦貫自

中国縦貫自動車道の横断は不可欠である。

動車道を挟み、同自動車道の北側から南側に

4）万博公園内における配水支管呼び径400漏

送配水している。
また、
配水支管ではあるが、
万博配水幹線か

水対策
[管路耐震化事業（更新）
、
基幹管路整備]

ら分岐して万博公園内
（管理用場周道路下）
北

平成20年（2008年）
に3)に記す複線経路呼

側を回り、
「調和橋」に添架して中国縦貫自動

び径400管路で漏水が発生した。同管路は調

車道を跨ぐ、
万博配水幹線の複線経路呼び径

和橋南詰以降、万博公園内スポーツ広場を横

基幹管路整備計画について〜万博配水幹線における安定給水構築と展望〜
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断しており、
今後も漏水が発生した場合（スポー

※万国橋橋面添架（新設）
は日本万国博覧会

ツ広場内で漏水発生）、
甚大な影響が考えられ

記念機構による耐震補強工事にあわせ平成

ることから非常時の安定給水確保を考慮した早

21年
（2009年）
に施工。

期の更新が望まれる。

また、
当初は平成25年度（2013年度）
まで
の6ヶ年の計画であったが、
平成22年
（2010年）

5．
新たな万博配水幹線整備計画の作成
平成20年度
（2008年度）
から平成24年度
（2012

に万博公園内スポーツ広場で漏水が発生、
調査の結果、
管体の腐食を確認したので、
調

年度）の5ヶ年に呼び径600総延長3,660mを上

和橋南詰〜万博公園内スポーツ広場に布設

流側から下流側へ順に更新・新設する。

する管路の更新ルートを1年前倒しとし、
平成
23年
（2011年）
に施工した。

図3

万博配水幹線年度計画路線

1）
ルートの選定

した。

鋼管呼び径900管路更新ルートについて、
万

1．千里橋

日本万国博覧会記念機構管理

博公園内を所管する独立行政法人 日本万国

2．中央橋

〃

博覧会記念機構と協議し、
現況ルートに並行し

3. 万国橋

て万博公園内（管理用場周道路下）
に埋設す

4．調和橋

〃
大阪府管理

ることとし、
新規ルートについては中国縦貫自動

千里橋、
調和橋にはすでに呼び径600、
400を

車道を横断する必要があるので、
万博公園内
（管

添架しており、
中央橋は歩道橋の為、
死荷重の

理用場周道路下）
にて更新ルートを横断部まで

増加が許容できない。万国橋についてはPC橋

延伸することとした。

であるので吊り下げ添架は難しいが、
橋面添架

なお、
中国縦貫自動車道を横断する方法とし

なら可能であり、
また万国橋本体の耐震補強工

て①水管橋にて単独跨道とする、
②地中深く埋

事を実施するとの情報を得、
同工事発注者であ

設する、③既設橋梁に添架する等の案を比較

る日本万国博覧会記念機構と協議し、万国橋

検討し、施工費と安全面を重要な要件とし、③

橋面に添架することとした。

既設橋梁に添架することとした。
希望する添架橋梁は次の４つの橋を候補と

ここまでのルートについては、
万博調圧場から
の配水管路と同口径の呼び径600とした。

ダクタイル鉄管
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2）中国縦貫自動車道横断後のルート、呼び径

平成24.10 第91号

また、新設する場所が万博記念公園の大部

の選定

分を取り囲む環状道路
（時計回りの一方通行路）

万国橋南詰から大阪府道下を通り調和橋南

となり、
施工時の安全対策、
施工後の維持管理

詰へ、
調和橋南詰からのルートについて、
「整備

面も懸念される。

案１．
公道（大阪府道、
吹田市道）下に埋設する

よって、既設幹線の複線化と既設配水支管

ルート」、
「整備案２．
大阪府道から万博公園内ス

の更新を兼ね、
最短の距離で吹田市域東部方

ポーツ広場(敷地内歩車道部)に埋設するルート」

面への安定給水ができることから、
現況、
既設配

の二つの案を検討した。

水支管が埋設されている万博公園内スポーツ

エ
整備案1は新設管○の延長が長く
なり、
東部

オ
広場下を通る○整備案2と
した。同ルートの呼び

ウ
地域の安定給水を考慮すると既設配水支管○

径については末端配水区・配水量を考慮し、
管

を呼び径300から500に増径する必要があること

網解析を行った結果、
呼び径600とした。

から建設費が大幅に増加する。

図4

万博配水幹線整備案1

図5

万博配水幹線整備案2

3）管種の選定
管種について、
吹田市では昭和45年
（1970年）
よりダクタイル鉄管を使用していることと、
その耐

震性と資材調達、配管工確保の容易性が、水
道管路の耐震性向上による予防対策と災害時
の早期復旧には重要であり、管路被害を最小
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事業計画による新たな万博系配水幹線

限に抑えることができることから、
原則ダクタイル

吹田市域東部方面に位置する山田配水場から

鉄管
（添架水管橋はステンレス鋼鋼管）
を選定し、

のポンプによる常時配水を廃止し、
万博配水幹

内面仕様は塩素注入量の低減および管路の

線直送の水圧によって運用が可能となる。

残留塩素濃度の均一化、pH上昇の抑制残留

今後の課題として、
既存万博配水幹線耐震化・

塩素の消費等に優れていることから内面エポキ

バックアップの検討、
また、
万博調圧場への送水

シ樹脂粉体塗装を採用した。
継手形式は、
基幹管路ではこれまでも耐震性

ルートが単線であり、
老朽化（1967年竣工）
して
いることから千里ニュータウン・万博・阪大地域

能を有する継手
（呼び径によりSⅡ形、
S形、
KF形）

における配水場からの送配水管路を整備して

を使用していたが、
平成18年
（2006年）
より全て

いく必要がある。

の管路で使用しているNS形を採用した。

吹田市域全体の基幹管路の整備にあたって
は、事故等により管路に損傷が生じた場合、給

6．
今後の展望
平成24年7月現在、
当該計画の最終年度
（24

水に与える影響は大きく、
被害も甚大となるため、
危機管理の視点から、経年劣化した管路の布

年度計画）
に入っており、
万博場周道路におけ

設替えによる耐震化と新設による複線化・ルー

る更新管路を延伸し、
万国橋北詰への連絡、
万

プ化等も考慮し、
配水ルートの多重化による水系・

国橋南詰〜調和橋南詰への連絡を残すのみと

区域単位での安定給水を目的とし、
また、短期

なった。本幹線の完成により、今後、水需要の

的な効果発現を目指し、
管路の脆弱性、
影響の

増加が見込まれる吹田市域東部方面の安定給
水、
万博配水幹線の複線化が可能となる。
また、
これにより万博調圧場にある制御弁を
調整し、新規幹線に減圧弁を設置（平成24年
予定）することにより、
懸案事項の一つであった

大きさ等を総合的に勘案し、
優先度の高いルー
トの選択と予算の集中により事業を促進してい
くことを基本的な考え方として進めていきたい。

発行年 号数

タイトル

著者

概要

工務部建設課 建設第一係
係長
鍛冶 紀夫

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

一関市水道部
給水課 技師
小野 和将

石川県
石川県水道用水供給事業送水管
耐震化事業の取り組みについて

環境部水道企業課
送水管耐震化推進室
課長補佐 山口 浩幸

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

石川県では平成19年3月に発生した能登半島地震を契機に送水管の耐
震化事業を平成22年度から順次取り掛かられています｡今回、埋設して
いる送水管が1系統であり､耐震化の手法として2系統日を新規で実施す
ることにより､災害時にも安定した水道水の供給が可能になる耐震化事
業を進められており､設備計画のコンセプトを報告されています。

発行年 号数

タイトル

岐阜県営水道の送水施設に係る
安定給水対策〜東濃西部送水幹
線(緊急時連絡管)事業とその後
の展望〜

著者

岐阜県
都市建築部 水道企業課
県営水道係 技術主査
山本 正疎

天童市上下水道事業所
2012年 No.90

新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管に
よる老朽管更新について

上下水道課 水道施設係
主任 鈴木 裕太
技師 関
勝也

熱海市
熱海市における呼び径250GX形
ダクタイル鉄管の採用事例につ
いて

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

概要

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

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

熱海市の水道事業は､明治40年に給水を開始し､8回にわたる拡張事業
を経て､増え続ける水需要に対応されてきました｡今回､熱海駅周辺に給
水している配水池が老朽化しているため､新たに平成31年までに新配水
池の築造を進められています｡従来､送配水管などの基幹管路にNS形を採
用して耐震化を進めていたが､今回､新配水池の配水管には施工性や耐久
性が向上したGX形を採用し､その工事内容を報告されています。

発行年 号数

タイトル

2012年 No.90

管路の耐震化に向けた取り組み
におけるGX形ダクタイル鉄管の
採用による効果

著者

概要

出雲市上下水道局
水道施設課 主査
今岡 孝志

出雲市の水道事業では､安心､安全な水道水の安定供給を目指して施設
の再構築､老朽管更新に取り組まれています｡従来、耐震継手のNS形を採
用し､配水管整備を進めてこられたが､平成23年6月からはGX形を採用し､
その採用に至る経緯や経済性を報告されています。
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今号の概要(TechnicalReport）
松江市における管路の更新計画
松江市水道局工務部建設課建設第一係係長鍛冶紀夫
松江市の水道 IF業は人lE7年に給水を開始し､11Ｍにおよぶ拡張聯業を経て､現在では上水道 jF業3噸業と簡易水道甑業
28事業が所管され､計･IIIii給水人口約23万人､計画111岐火給水IItl1万ｍ3で事業を運営されています｡今111のレポートでは､独
自に策定された符路史新I;￨･画の背景や考え方のベースになる客観的データの収集や解析を報涛されています。

東日本大震災における道路感十部のＮＳ形ダクタイル鉄管管路の挙動調査
一関市水道部給水課技師小野和将
岩手県の南端に位rtする一関Iliは､平成17年911にIIIj辺1Ilf411IJ2村が合併して誕′￨畠し､水辿'１１:業は平成25年度を1.1際に￨令

水道事業と14の簡易水道！l#業を統合する計画で運営されています｡平成23年311111.1に発ﾉﾋしたjl〔11本大震災では､配水池
が倒壊するなど､Ili内のほとんどの地域で断水が発生しました｡今lnI､道路盛土部の復''1に合わせて､ｲi殻していたNS形ダクタ
イル鉄管を掘り出し､その稚勤Ｉ淵盗を実施されたことが椛杵されています。

石川県水道用水供給事業送水管耐震化事業の取り組みについて
石川県環境部水道企業課送水管耐震化推進室課長補佐山口浩幸
石川県では平成19年3jlに発ﾉkした能登半島地漉を契機に送水符の耐震化1:業を平成22年度から順次取り掛かられてい
ます｡今ｕ､埋没している送水櫛が1系統であり､耐鰹化の手法として2系統日を新規で実施することにより､災害時にも安定した
水道水の供給が１１｢能になる耐震化１１ｆ業を進められており､幣附I;￨･liIIiのコンセプトを報併されています。

岐阜県営水道の送水施設に係る安定給水対策〜 東濃西部送水幹線(緊急時連絡管)事業とその後の展望〜
岐阜県都市建築部水道企業課県営水道係技術主査山本正疎
岐阜県東部に位縦する東濃地域と可茂地域では､昭和46年度からそれぞれ独立した2つの川水供給事業を運営されていま
す｡平成6年111にA〔波地域の瑞浪市で発'iＺした送水水笹破断'1『故により､多くの住民に多大な形響を与えたことを受けて､２
つの用水供給嚇業の水源および給水系統を耐震笹で結ぶ緊急時連絡符事業に勝手されており､その計両の概要や管種の選
定等を報告されています。

新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管による老朽管更新について
天童市上下水道事業所上下水道課水道施設係主任鈴木裕太
技師関勝山
天童市の水道i1I:災は､大IE12年に給水を開始して以来､611'￨におよぶ拡張事業を行いjWえ統ける水滞要に対応されてきまし
たが､現在では人11の減少や地下水利用専用水道を導入する火I::l滞要者の増加により給水11tは減少しています｡その巾で、
平成22年３月に策定した｢第六次天竜｢'７総合計画後期雌本Ｉｉｌ･両｣に基づき管路の耐震化を順次進められており､今回､新耐震
管GX形を採剛するにあたっての経緯､現場の施工結果等を報告されています。

熱海市における呼び径２５０ＧＸ形ダクタイル鉄 管 の 採 用 事 例 に つ い て
熱海市上下水道温泉部水道温泉課参事兼施設室長佐藤光俊

施設室副室長遠藤克徳
熱海市の水道'1F巣は､Iﾘl流40年に給水を￨ﾙI始し､8Ｍにわたる肱帳1雌を総て､jWえ紬ける水滞嬰に対応されてきました｡今
回､熱海駅周辺に給水している配水地が老朽化しているため､W『たに平成31年までに新Imid水池を築造を進められています｡従
来､送配水管などの堆枠櫛路にＮＳ形を採川して耐鰹化を進めていたが､今回､新配水池の配水櫛には施I岩性や耐・久性が向
上したGX形を採川し､そのＩ:郡内容を報告されています。

管 路 の 耐 震 化 に 向けた取り組みにおけるＧＸ形ダクタイル鉄管の採用による効果
出雲市上下水道局水道施設課主査今岡孝志
出雲市の水道iIi:業では､安心､安全な水進水の安定供給を￨l指して施設の再構築､老朽榔史新に取り組まれています｡従来、
耐震継手のＮＳ形を採川し､配水笹盤備を進めてこられたが､､12成23年６月からはGX形を採川し､その採川に至る経緯や経済性
を報告されています。
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松江市における管路の更新計画
ｐ▼

松江市水道局工務部建設課

建設第一係係長鍛冶紀夫

１．松江市の概要

心』

I没し､大正7年(1918年)6).llI‑Iに通水を開始した。

宍道湖､中海といった11本有数の湖に抱かれ

本市は､宍道湖と,.'I海に抱かれるものの汽水

た水の都､松江は､古代文化発祥の地として､ま

湖であるため水道資源として使用できないこと

た風光明娠で自然環境に恵まれた国￨祭文化観

から､水源に乏しく､これまで度重なる渇水に悩

光都市である。

まされてきた。Ifl己水源の開発にも限界があっ

明治4年(1871年)の廃藩侭県によって県庁

たことから､昭和44年(1969年)には烏根県水道

が撞かれ､同22年(1889年)４月に全'11の38市と

川水供給'jI:業(布部ダム系)から日{,t,万ｍ３を

ともに市政を施行している｡平成17年(2005年）

受水したが､昭和48年(1973年)の異常渇水時

３月の｢平成の大合併｣､更に平成23年(2011年）

には13411に及ぶ給水制限など厳しい状況を経

８月には隣接する東出雲町を編入し､而秋は約

験した｡このII1fい経験から､昭和56年(1981年）

573kｍ2,人1.1は約20万8千人の山￨喰一の都市

には島根隣↓水道川水供給,Iド業(1,1佐ダム系)か

となり､平成24年(2012年)４月に特例市へ移行

らlIjlt2万5千ｍ3の受水を￨ﾙl始し､概ね6別の水

した。

を受水に依存することとなった。

２.水道事業の沿革

の新設合併､舷びに平成23年(2011年)の東出

平成17年(2005年)の松江市と近隣7町村と
木市の水道の創設は､一級河川斐伊川水系

雲111｣.の細入により､現在は上水道3.,ｊｆ業と,h:務

忌部川に水源を求め､給水人1‑15.万人､−１１雌

委任による簡易水道28jj下業を所獅【似1,参照】、

大給水並6300,3の計両で大正3年(1914年)に

計i町給水人口の合計は約23万人､計iilIi‑l‑l雌

皆工､千本ダム【写真1参照】、忌部浄水場を処

大給水1,tの合,汁は約,１万ｍ3で運営している。

掻江Iliにおける梓路の更新釧画
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図１松江市給水区域図(現地探訪Ｐ61参照）

平成23年(2011年)４月には､脇根県水道川

問)廻､下水道との組織統合の￨Al)辿など､水道‑'jI：

水供給小柴(尾原ダム系)からの受水を開始し、

業を取り巻く環境が大きく変化してきた。これに

本市の破年の課題であった水不足の解消を￨､ｘｌ

より本市では､平成23年(2011年)７jlに新たな

ることができたところである。

地域水道ビジョンとなる「第二次松江11i水道小

柴経営戦略プラン｣を策定するため､松江市水

３.水道事業経営戦略プランの策定

道ビジョン策定委興会を設澄し､抱える課題解消

近年､尾原受水開始や水道施設の更新･耐

に向けた取り組みなどを議論してきたところである。

漉化需要の増加傾向をはじめ､簡易水道統合

その巾で､別途本市で設定する使川￨眼界年

ダｸﾀｲﾙ鉄管
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数を超えた水道管が､平成24年度には40kｍに

事としても経過年数や漏水履歴を判断基準とし

達し､今後10年間で更新するとすれば､最低で

て年間数路線の更新を行ってきた。

も年間4kｍを更新･耐痩化を図っていく必要が

そのような中､平成16年(2004年)には市内

あることも課題として掲げている｡このため､更新

全給水量の約2割を賄う主要配水池直下の埋

計画を策定するとともに､更新費用の抑制とライ

設管路において､大規模な漏水が発生した｡本

フサイクルコストの縮減を図るべく調達方法の検

局の最重要管路であるダクタイル鋳鉄製配水管

討や高耐久性資材の採用などを検討することと

(呼び径600､外面ポリエチレンスリーブ装着なし、

したところである。

本市では昭和62年(1987年)からポリエチレンス

なお､管路の耐震対策としては､平成7年(1995

リーブを採用)の分岐用継手部のボルト腐食が

年)１月に発生した阪神･淡路大震災を契機に

原因で漏水し､修理のため配水池からの配水を

新設･更新する呼び径75以上の対象管には耐

一時的に停止する事態となった(現在本市では

震管(ＮＳ形ダクタイル鉄管など)を採用しており、

ステンレス製ボルトを採用)。幸い､バルブ操作で

現在の管路耐漉化率は30％を超える水準に達

配水系統を変更し､高台地区の一部で断水す
るのみで対応することができたが､この配水管は

している。

布設後22年しか経過しておらず､当時､管路更

４.管路更新計画策定の背景

新計画の対象にも入っていなかった｡一方では、

松江市水道事業は､大正7年(1918年)の給

法定耐用年数をはるかに超過しても､特に漏水

水開始から高度経済成長期である昭和40年代

などの問題もなく供用している管路が市内には

にかけて布設した管路が多く残存している。中

かなり存在しているという実態もあった。

でも､法定耐用年数を経過した､いわゆる老朽

このことから､単に経過年数だけでは更新の

管(経年管)といわれる管は､総管路延長790kｍ

判断基準とならないことを痛感し､管路周辺土

のうち約1/3を占める250kｍが現在も供用され

壌の特性といった埋設環境や管路の重要度な

ているというのが現状である【表1参照】。

ど多くの判断材料を加味した更新計画の策定
に取り掛かることとした。

表１管種別管路延長

延長距離【概算】
管種

前述したとおり､特に古い鋳鉄管路の使用年

(
k
、
）
老朽管

5.管路更新計画の策定の考え方

全管

数は土壌特性により大きく左右されることから、

普通･高級鋳鉄管

2
６

2
６

管路工事等に併せた土壌サンプリング調査に

ダクタイル鉄管

3
４

390

基づき､既知の地質分布データや漏水履歴を勘

184

350

案し､独自に腐食性の程度を示す分布図【図２
参照】を作製した。

塩化ビニル管等の樹脂管

その他
合計

６
250

2
４
790

また､土壌サンプリングと同時に､既設管路の

孔食深さ測定を行い､土壌腐食性の程度毎(エ

この老朽管の更新にあたり､昭和50年代後半

リア毎)に孔食深さの進行度を検討した。

から平成2年(1990年)にかけて､石綿セメント管

これにより､鋳鉄管やダクタイル鉄管の孔食速

の更新は完了したものの､下水道や土木など他

度は､埋設環境によって異なるという試算結果

事業により支障となる路線､また支障にならない

を得ることができた。

場合でも共同施工することによって費用の縮減

さらに本市では､今回の検討結果により､法定

を図ることができる路線については､経過年数を

耐用年数とは別に､古い鋳鉄管やダクタイル鉄

考慮して更新を行ってきた。また､水道単独工

管の使用限界年数を基本的に75年に設定した。

磯江市における管路の更新計画

1
９

腐食性大

腐食性中

腐食性小

腐食性無

図２土壌の腐食性分布図(松江上水道）

この結果、既に使用限界年数を越えている梅路
は40kｍ程度存在することが判Iリル､更新蛮川

６.おわりに
今回の検討により､状態盤祝による更新期の

平準化の観点から､先ず更新計画第１期(10年間）

見極めを行い､猶;路史新の適正化や資産の効

として､この使用限界を超えた笹路の史新を順

率的運用を進めていく。また､これまで感覚的に

次行う予定である。

行われてきた更新計III1iの策定作業に､様々な

その後､第２期において､ポリエチレンスリーブ

データの裏付けを付加することで､市民に対する

未装着のダクタイル鉄管管路も含めて､孔食深

説明黄任を果たすことにつながるものと考えて

さの進行度や配水管網における喰要度(枠線

いる。

や支線の別など)等から判断した史新将路の優

今後も継統的にデータの収集や解析を実施し、

先順位付けを行い､使用￨浪界前での・史新（前

より糖度の商い状態慌祝を行うことで､安定的

倒し)を検討･するなど効率的かつ効果的なＩ汁iIlIi

な配水運川を￨iⅡ'iIfすることなく､効率的な管路

を進めることとしている。

更新を11指していく痔えである。

ダクタイル鉄櫛
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東日本大震災における道路盛土部の
ＮＳ形ダクタイル鉄管管路の挙動調査
賀

Ｉ
一関市水道部

給水課技師小野和将

１．−関市の水道事業の沿革
一関市は､岩手県の南端に位撤し､南は宮城

罵

水道覗業統合計画１１ド｣を､F成19年２月に厚生
労働大臣へ提出している。

県､西は秋、県と接している。首都圏からは約
450kmの距離で､東北地方のほぼ中央､盛岡市

と仙台市の中間に位置している。平成17年９月

２.東日本大震災の被害状況
平成23年３月111‑1に発生した束1‑1本大震災な

20日に､一関市､花泉町､大東町､千厩町､東山町、

らびに４月71二1の余震により､一関市は2度にわた

室根村､川崎村の1市4町2村の合併により誕生

り震度6弱の揺れを経験し､配水池が倒壊する

した｡総面種は1,133.10kｍ2と県内一の規模で

など大きな被害を受けた(写真1)。

あり､東西は約63km､南北は約46kmの広がりが

３月11日の発災１１４１:後から市内のほとんどの地

ある。

当市の上水道事業は､市町村合併に伴い、
従来の４上水道事業(一関､花泉､千厩､東山）
を廃止し､新たに一関市水道事業として創設した。
簡易水道事業は､14事業(厳美･萩荘､真滝・
弥栄､舞川､大原､摺沢､摺沢第２､興田･猿沢、
磐清水･奥玉･小梨､田河津､大木､束稲､折壁、

耀
塗
ｈ
Ｅ④

津谷川､川崎)で運営している。
なお､平成25年度に上水道事業と簡易水道
１４事業を統合し､上水道事業とする旨の「簡易

幹

■も

写真１倒壊した沢配水池

刺I本人鰹災における道路嘘上部のＮＳ形ダクタイル鉄櫛管路の挙動調梅
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／や鯵１呪１１処Ｉノ

︾︑ひ︾．

一関市の震度概要
１本震
発生時間平成23年３月11日(金)14時46分
地漣の規模マグニチュード9.0
震央距離178kｍ
雄大加速度1225.8gal
計測震度(震度６弱）

震源地
■

』
里
こ

２最大余震

発生時間平成23年４月7日(木)23時32分
、

雄大加速度870.8gal

衰鯉地

計測震度(震度６弱）
注)(独)防災科学技術研究所地震データより

﹄

戸

蝋，

地震の規模マグニチュード7.1
震央距離１０７kｍ

９．

＝

図１−関市と震源の位置関係および震度概要

域で断水が発生した。雄大で36簡所に給水所

圧試験(0.74MPa)でも同様に漏水がないことを

を設侭し､復ⅡIに努め､簡易水道を含め全世帯

確認した。

今同､道路盛土部の復旧に合わせて管路を

の復旧は3Il2411となった。

４jl711の余鰹でも一関地域を''１心に各地城
でI呼び断水となった。また､この余漉で沢配水

掘り出し､挙動調査(伸縮鼓､屈曲角度､管の尚
さ)を実施したので､その結果を報告する。

池が倒壊し､200トン余りの水が流'''1Ｉする被'存も
発生した｡妓大で28簡所に給水所をI没￨i ､１tし､全

同道284号

世州の復''1は､4111311となった。ｋＩ記の2度の
地震の獲源位f'，tと一閃市における地鯉動の概

クスカルバート

要を似11に示す。
滝沢橋(仮称）
７／−泰

３.国道２８４号のＮＳ形管路挙動調査

！
ｆ
告上瞭再

！:Iil道284牙バイパスは､現行111道284)j･の屈

曲部による交通渋滞の解消と､安全性の確保を
側的としたバイパス形式の進路である。切土と
東I i水火鰹災時に建設途''1であった'11バイ
パスは､道路樵土部が約300ｍにわたって盛'二
表而の勉裂や沈下､側方へのはらみIIl1し等の

−
，
9
:
錘
Ｌ

︾汀

擬一

盛土で構成され､延長は1.8kｍである。

国道284号バイパス

、

『

図２国道284号バイパス

唇

被害が生じた。被害が生じた簡所はボックスカ
ルバート(写典2)、滝沢橋(写典3)が途''１に配

Ｆ五

睡されている。

歩道部には、道路述設と並行して

１篠

150ｍｍＮＳ形ダクタイル鉄稲:櫛路(以下､袴路）

ｐ

−

を布設しており､地鰹時には0.4MPa〜0.5ＭＰａ
の内圧を負荷して通水準備作業を行っていたが、
笹路からの派i水はなかった。また､余震後の水

写真２ボックスカルバート

ダクタイル鉄笹
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一

弓

星

憲Q単一綱野駒嘩

写真３滝沢橋(仮称）

写真４全景

４.道路盛土部の被災状況
岩手県県南広域振興j1ijk木部一関土木セ
ンターの鰹災後の測Ｉｌｔ盗料をjILに､道路磯土部

震前地盤高と地震後地盤高を図3に､また断面
図を図4に示す。

の浬災後の状況を報杵する。道路樵土部の地

震災前地盤

｣
Ｉ
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Ｉ
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図３地盤高(震災前･震災後）
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蝿1水火渡災における進路盛･上部のＮＳ形ダクタイル鉄梼衝路の挙動調査

2
２

震災前地盤

震災後地盤

(Ｃ−Ｄ区間)測点1440ｍ

(Ａ−Ｂ区間)測点1260ｍ
震災前地盤ﾊﾞIi70.66ｍ

鰹災前地盤高62.13ｍ

鰹災後地盤高69.94ｍ

鰹災後地盤商62.22ｍ

震災前管路位置●
震災後管路位置○

〃〆憲一−、、
(Ｃ−Ｄ区間)測点1460ｍ

(Ａ−Ｂ区間)測点1300ｍ
鰹災前地盤11.568.66ｍ

渡災前地盤商61.71ｍ

鯉災後地盤高68.22ｍ

漉災後地盤,蕗61.80ｍ
r
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図４盛士断面図(震災前･震災後）

以ドに示すように､約5%勾ljIiI｣の道Il1ff機ｋは

一方､滝沢橋近傍(Ｂ点)では縁石の割れ(写

広範￨〃:￨に渡る沈ドと､柵進物近傍での盛上表

真7)が発生しており､盛土表而が圧縮されてい

面の１．１．ﾐ縮､隆起､縦断心裂などl1j所的な地盤張

ることがわかった。

が発ﾉｋしたことがわかった。

②図3のＣ−Ｄ区間
［､瓶起点から(以下､測点)1400ｍ付近で沈

①図3のＡ−Ｂ区間

ボックスカルバートー'二部付近を起点として盛上

下し､測点1460ｍ付近で￨隆起しており､平坦に

表面に横￨折旭裂(写其5)が発生し､その30ｍほ

なる方向への変位を示していた。また､I鵬0.5ｍ

ど下流側では0.7ｍの道路携土部の沈下とのり

〜1.0ｍの亀裂を伴う側方移動(写真8)が測点

面側方へのはらみIIlIIしを伴って縦￨析勉製(が典

1420ｍ〜1480ｍ付近で発生していた。

6)が発生した。
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写真５横断亀裂測点1230ｍ付近

写真６縦断亀裂測点1260ｍ付近
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ダクタイル鉄榊

平成24.5第90号
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愛

雲巽＝

垂
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蕊騨
写真７盛土表面の圧縮測点1350ｍ付近

５.管路の挙動調査方法

写真８縦断亀裂測点1460ｍ付近

③管の有効長

管路の挙動を訓盃するために進路被災区間

符の有効長については､工覗竣工図により

の管を掘削して露出させた｡測点1240ｍ付近か

求めた。

ら下流側を見た状況を写真9､測点1500ｍ1,1.近

０＝a−８０※･･･(式1）

から上流側を見た状況を写真10に示す。
管路の挙動は､以ドの3項I告lを!;￨･測した。

Ｑ:継手伸縮牡(m､）(4箇所の平均）
ａ:受口端而〜2本目の白線までの間隔(mnl）
※白線間の距離(＝80mm）

①継手の伸縮量

、

各継手の'1￨'縮{ｉｔは､柿し１１に表示された''１
線と受口端而の距離(111周4簡所)を計測して
式1より求めた。

②管の高さ(挿し口管頂部の標高）

管の商さは､受1‑.1直近の怖しＩ￨櫛噸部にスタッ
フ(標尺)を立て､レベル測MKで計測した。

翻騨mＨ

図５継手伸縮量測定位置
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写真９測点1240ｍ付近から下流側を望む

刺1本大震災における道路盛土部のＮＳ形ダクタイル鉄特将路の挙助洲在
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患Ｖ窯一・軒
写真1０測点1500ｍ付近から上流側を望む

測点1220ｍ付近の継手は受1‑1端面から2本

①継手伸縮量および管路伸縮量
似'6に継手伸縮{１tおよび州略(''１縮11ｔを示す。

目の白線までが約75ｍｍ(写真11)となっており

管路伸縮.Ｉｌｔは､継.f･伸縮{1tを基に(式2)により

継手は伸びていないが､測点1230ｍ付近の継

求めた。

測定状況を写典11､写典12に示す。

手は、受口端而から２本Llの白線までが約

130ｍｍ(写真12)となり約50ｍｍ伸びていること

ルーヱビル…(式2）
ｋ
=
ｌ

がわかる。

（Ｑ＝a‑80＝130ｍｍ‑80ｍｍ＝50ｍｍ）

スノ：管路基準′点からノ番目の管路伸縮量(m､）
２ｋ：管路基準点からｋ番目の継手伸縮量(皿）
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測点1230ｍ付近で3簡所の連続した継手が

雄大'''1縮雌注')に達していた。当管路は各々の
継手が伸びて雌終的には離脱防止機構によっ

て管路の機能を維持していたことがわかる｡また、
写真１１測点1220ｍ付近継手測定状況
凶

測点1260ｍ付近で道賂樵上部は岐大0.7ｍ沈

下していたが､櫛路も道路盛土部に追従して伸
びを生じていた。

rd

一方､測点1350ｍ付･近で磯上表1ｍのj･}縮が
起こっていたが､将路も追従して縮んでいること
がわかる。

ＡＢ区￨H1では､斜面上部でkj所的な継手の
■勺

写真１２測点1230ｍ付近継手測定状況

６.挙動調査結果
管路の挙動調査結果をlXl6〜図8に示す。調

査結果から､道路盛土部に布設された管路は、

継手の性能の範州内で大きな地盤変位に追従
していたことがわかった。

伸長､斜liiiド部でﾊ.j所的な継脹の収縮が生じ、
符路全体として地盤変位に追従していることが
Iﾘ1らかになった｡また､Ｃ−Ｄ区間では測点1420ｍ
〜1480ｍ付近で幅0.5ｍ以上の縦￨折旭裂が発
生したが､ＮＳ形ダクタイル鉄獅は､最大伸縮量
注')に達することで追従していたことがわかる。

ダｸﾀｲﾙ鉄笹

平成24.5節90場

盛土沈下(0.7m）
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1250１３００１３５０１４００

１４５０１５００

工率起点からの距離(、）
注1)許容曲げ角度まで屈曲した状態での継手の最大伸縮強(±54ｍｍ）

図６継手伸縮量および管路伸縮量

②水平方向屈曲角度および水平方向蛇行量
IXI7に水､'1を方向ﾙIIlllI角度および符路蛇行ＩＩｔ

A点．Ｄ点と､構造物に接統されるＢ点．Ｃ点の蛇

は元の位N''1とからどれだけ水､F方向に蛇行したか

行:{,錐0として､測定誤差等の補正を行っている。
測点1420ｍ〜1480ｍ付近で幅0.5ｍ以上の
縦断亀裂が発生したが､ＮＳ形ダクタイル鉄管は
雄大伸縮に加えて､岐大6.4｡(最大屈曲角8.注2)）

を(式3)で求めたものであり､地盤変位の小さい

AI仙Ｉすることで追従していたことがわかった。

を示す｡水､F方向ﾙ.illlll角度は､各継手のiIll綿
壮の左右の差から涼,1'1Iした｡また､櫛路蛇行11ｔ
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工燕起点からの距離(、）
注2)地震時や地盤沈下時の継手の簸大脳曲角(8｡）

図７水平方向屈曲角度および水平方向蛇行量
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東日本大震災における道路盛土部のＮＳ形ダクタイル鉄管管路の挙動調査
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③震災後の標高変位(管路および地盤）
図8に震災後の標高変位(管路および地盤）

を除き地盤の変位と良く一致しており､地震時

を示す｡震災後の管路高と地盤高の変位を､震

特に､APB区間では地盤が最大0.7ｍ沈下して

災前を基準にして示した｡なお､管路高の変位は、

いたが､管路も全く同様の沈下挙動を示している。

地震時に布設されていた位置(舗装前であり地

なお､測点1460ｍ前後の管路と地盤は､若干

の地盤変動に追従していることがわかる。

異なる動きをしているが､管路が縦断亀裂に伴

表面から0.32ｍ下)を基準としている。

う側方移動で沈下したものと推察される。

震災後に道路盛土部の地盤は､沈下と隆起
が発生していたが､管路高の変位は一部区間
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工事起点からの距離(、）
図８震災時の標高変位(管路および地盤):震災前を基準とする

７．おわりに
ＮＳ形継手で構築されたグｸﾀｲﾙ鉄管管路は、

今回のような強い地震動で発生した道路盛土

部の亀裂や沈下などの地盤変状に対して､伸
縮屈曲.離脱防止機能を発揮し柔軟に追従す
ることで､通水機能を保持することが実証された。
また､国道284号バイパスは現在修復工事を
おこなっている。管路については､ＮＳ形管路を

解体し異常がないことを確認して､再布設を行っ
ている。

今後､これらの結果を参考にしながら､水道管
路の耐震化を進めていきたい。

ダｸﾀｲﾙ鉄櫛
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石川県水道用水供給事業
送水管耐震化事業の取り組みについて
、『

ﾉ
ヘ

石川県環境部水道企業課

送水管耐震化推進室

課長補佐山にＩ浩幸

１．はじめに

として昭和56年から59年にかけて､羽咋市から

石川県では､．､Iえ成19年３月に発生した能登半

Ｉｌｌ能登島町(現七尾市)へ給水すべく送水管

,島地震を契機として､未着手であった送水杵の

埋設を行い､昭和60年に羽咋市から順次給水

耐震化』jf業に平成22年度から櫛手することとな

を開始した。

った。'jI:業は緒についたばかりであるが､小柴

(2)既設送水管の現状

概要および今後の展望などについて紹介する。

延長184kｍに及ぶ既設送水管は大半が供
川開始以来30年以上経過し､老朽化が進んで

２．本県の水道用水供給事業

いる。肌設送水櫛のうち耐鰹適合性のある管は

(1)事業概要

約4削であり(表２参照)､耐震化が遅れている

石川県水道用水供給:'jI:業は､'１/刑41年度か
ら始められた手取川総合開発'1f業で処;没され
た手取川ダムに一Ｈ雄大44万ｍ3供給可能な水

状況である。

３.送水管耐震化事業

源を確保し､現ｲ１２､−１￨妓火24.4万ｍ3を供給可

(1)事業のきっかけ

能な施設を持ち､北は七尾市から南は加蛍I￨『ま
で､送水櫛延長約184kｍで81￨i4町に水道川水
を供給している。

阪神淡路大没災を契機に兄面された｢水道
施『没iliil鰹:]二法指針｣に韮づき､平成12年度より
地上部の施設について順次耐･鰹化工事を実

第１期事業として昭和49年から送水櫛埋設に

施し､派･水場をはじめ調整池など主要な施設に

苦手し､昭和55年に加蛍市からllI押水町(現《:ｉｆ

ついては耐震工 lfを終えている。また､送水管

達志水町)に給水を開始した｡また､第２期'１１:業

のうち水桶;橋についてもほぼ耐謹工事を終えて

石川県水道用水供給耶業送水管耐震化事業の取り組みについて
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表１石川県水道用水供給事業の概要
主な施設

事業概要
項目

内容

事業名

手取川広域水道建設事業

水源

手取川水系手取川ダ沙、

取水地点

白山市中島地内

内容

項目

施設区分

金沢市､小松市、

浄水地点

給水開始
年月日

白山市白山町地内
一期地区

二期地区

244,000,3

【
4
4
0
,
0
0
0
,
3
】

計画給水人口

958.800人

(6市3町）

力､ほ<市､野々市市、
津幡町､内灘町及

(8市4町）

ぴ宝達志水町

昭和60年４月１日

給水能力

加賀市、白山市、

給水区域

昭和55年７月1日

(1日当たり）

一期地区

二期地区

七尾市､羽咋市及

(2市１町）

ぴ中能登町

貯水施設

取水施設

導水施設

浄水施設

事業計画

櫛造形式等

手取川ダム(ロックフイルダム）

取水口､沈砂池
取水ポンプ850ｋＷ4台

管路延長1,013ｍ､調圧水槽

若水井､薬品沈でん池
急速ろ過池､管理本館ほか

昭和48年庇〜平成41年度

送水施設

(注)1.給水区域は､平成23年12月１日現在の市町です。

延長184km､調整池3池
水管橋39橋､ポンプ場１ケ所

2.すみつきｶｯｺは､事業股終年度です。

表２既設送水管の耐震化の状況
管種

細別

延
長
(
k
､
）

地震では､震度6強を観測した七尾市内で送水
耐離適合

管の継手が外れ､一時断水する被害が発生した。
この事故を契機として､災害時にも安定して

耐震継手を有している
ダｸﾀｲﾙ鉄管

K形継手等を有するもののうち
良い地盤に布設されている
上記以外

1
２
．
５

0.0

あり
あり

106.3

なし

64.4

あり

水道用水を供給することの重要性を改めて認
識し､平成22年度より送水管の耐震化事業に
着手することとなった。
(2)事業計画

鋼管
ボﾘｴﾁﾚﾝ管

溶接継手を有する
高密度､熱融若継手を有する

送水管延長
うち耐震適合性のある管

1
.
1

あり蕊

184.3
78.0

本県の水道用水供給事業は､水源が1つで
あり､また供給範囲が南北に細長いことから､既

設送水管は1系統で整備された。
このため､送水管耐震化の手法を検討した結

果､耐震化の手法として2系統目として耐震管を
※水道配水用ポリエチレン管(融着継手)の使用期間が短
く､被災経験が十分ではないことから､十分に耐震性能
が検証されるには未だ時間を要すると考えられる。
出典:管路の耐漣化に関する検討会報告書(厚生労働省）

埋設することで耐震化を実施することとした｡こ
れにより､災害時にも安定した水道用水の供給
が可能となるほか､老朽化した既設管のメンテ

ナンスが可能となるようループ化も併せて図るこ
いるが､埋設されている送水管については､管

ととした。

路が1系統しかなく､長期の断水を伴う送水停

これにより､ライフラインである水道水が災害か

止ができないため､耐震化工事に着手すること

ら守られることとなり､県民の安全･安心を確保

ができなかった。

することが可能となると考えている。

こうした中､平成19年３月に発生した能登半島

なお､既設送水管の耐震化については､２系

ダｸﾀｲﾙ鉄管
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統化の完成後､メンテナンスが可能となることから、

用されているが､鋼播については､これまで篭食

点検補修を行うこととし､必要な部分について
は耐漢管に取り替えることとしている。

が生じ対応に苦慮している地域があったことや、

(3)整備計画

全体の施工延長130kｍ､事業費860億円､事
業期間約20年を見込んでいる。
なお､覗業効果を早期に発現させるため､1期・
2期に分けて盤備を進めることとした。

施工時間が￨混られるrlI､現場溶接施工は品賀
確保が難しいと想定された｡一方､ダクタイル鉄
管は､'電食の不安が少なく､ＮＳ形等の耐震継
手は伸縮可とう性を有し､地渡時においては離
脱防止機能が働き､耐鰹癖路の柵築が可能と
なる点や､施工性も良くＩ:期の短縮につながる

第１期では､次の区間を優先的に整備する。

点を重視した｡また､実紙面においてもこれまで

①河北潟周辺､木場潟周辺､邑知潟周辺、

発生した大規棋地鰹において被害が皆無であ

亦浦潟周辺など1欧弱地盤地域

った点についても考慮し､ＮＳ形ダクタイル管を

②送水稗が被災した場合､甚大な被害をもた

採川することとした。

らす￨Ｘ間(慨来浄水場近隣）

③道路盤備との￨ril時施工等よるコスト縮減が
似'られる簡所(金沢外環状道路海側幹線、
河北縦断道路）

４.事業執行体制の変遷
行川以では､?

祁業と水道川水供給郡業

を企業局で行ってきた｡既般送水管を建設した
当時は､第１期の昭和49年から54年度は手取川

第２期では､残りの!;￨･画路線を整備する。
(4)管種の選定

水道建設覗務所､また､第２期の昭和56年から

既『没送水櫛には､ダクタイル鉄管と鋼管が使

59年度は能登送水建設亦務所をi好き､それぞ
一 両
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図１送水管耐震化事業計画図

石川県水逆用水供給事業送水管￨耐震化，IF業の取り組みについて
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れ20人規模の専任職貝を瞳いて建設にあたっ

の地域での聯業であり､建設業界から少なから

ていた。

ず注目を集めていたようである。

平成22年4jl､麺気事業の売却に伴い企業

前年度までに雑木計両は取りまとめてあった

局が廃止され､水道･下水道行政を所管する環

ものの､測妓もボーリングデータもなく､実施設計

境部に水道川水供給'jI:業を所管する水道企業

が済んでいない状況下で､多額の予算が付けら

課を慨くこととなった。

れ､その執行が危ぶまれたが､なんとか工事発

また､併せて､送水管耐震化事業を推進する

注までこぎ着けることができた。

ため､環境部長が室長を兼務する送水管耐震

後述するが､道路制･lIlIiとの盤合を図ることで

化推進室を設慨した｡室には､剛地班､計画班

のコスト縮減を￨l指しているが､築造中の金沢外

および建設班を縦き10人の専任職員を配種した。

環状道路海側枠線については､供川開始時期

その後平成23年度に業務用地班､調査設計第

が決まっており､できる限り供川前に送水管を埋

１班および第２班に再細した。

設するために､￨混られた時間の中で､土木総合

耐鯉化の［､1ｆにあたって現地WI:務所を構え
て実施することも選択肢としてあったが､厳しい

事務所とぎりぎりの̲［栂I洲盤を行うことで､埋設
工了lfを間に合わせることができた。

11ｲ･政状況卜．､行財政改蛸が進められている渦
''1にあり､また技術職員の確保についても､いわ

ゆる剛塊の世代にあたる職興が大堕に退職し
ているため附雌な状況にあった。
一方､上木行政を司る上木部においては､公

共: jl:業削減のrl.'､道路.覗業をはじめ様々な事
業の規模が縮小されているが､出先の土木総
合撫務所は､恥に土木工率を行うばかりでなく、
地域の防災拠点でもあるため､事業規模が縮小

Ｌｔ
雨

されても､それに応じた人員削減は難しい状況

二 四

にあった｡これらの状況を背禁として､関係部局
で調盤を￨剃った結果､耐震化事業の調査.設計

ﾛ、

写真１海側幹線施工中の状況

は環境部の送水櫛耐漉化推進室で行い､工事
については発注から施工祷理までを上木部に
委託することとなった。

平成22年度は'ｊｆ堆費30億円で開削工:hjf47

件(呼び径700〜900)､施Ｔ延艮8.5kｍの工亦
発注を行った。

５.耐震化事業の現在までのあゆみ
． １１:業を特手した平成22年度は､知事選挙の
年であったことから､当初予算は骨格予算で､政

平成23年度は'1『柴蛮40低'11で､開i1ill工事に
DlIえて推進工 ￨『も発注し､現在､施‑1二が進めら
れている。

策的な'肘業については､６月議会で審議･承認
され､６月から送水稗耐震化事業がスタートした。

初年度は､4億円程度で調査設計のみと考え

６.コスト縮減策
耐震化11f業を進めるにあたり様々なコスト削

ていたが､この.蛎業が地域経済浮揚のための

減策を検討している｡主なものを列記する。

側而もあり､欺気浮揚が喫緊の課題とされてい

(1)送水管口径の縮小

ることから､工小費を含めて30億円の予算が計
上されることとなった。
公共:ﾘ業が減少しているなか、県下の大半

新設する送水櫛の１１径については､受水市
町との協議により､現在の立任水+1t(現在の協
定水{it24.4万ｍ3の70％に柵当する水瞳)に見

3
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合う規模に改めることで､約15％のコスト縮減を
図っている。
(2)道路計画との調整

道路整備計画と調嬢し､棚ililiIl復￨￨:Iや交通規

､F成24.5第90卿

(6)推進立坑

推進部については原11Ｉ的に下水道川のヒュ
ーム杵をさや符として､そのr1.1に水道櫛を挿入
することとしている。

制の省略を図ることでコスト縮減を図ることとし

下水道工戦の場合､立坑の寸法については、

ている｡国道159号､金沢外環状道路海側幹線、
河北縦￨折道路などが対･象となっている。

くは水管橋で渡河しているが､定期的に再塗装

推進機やヒューム笹の長さによって決まる｡使川
するＮＳ管は6ｍなので4ｍ縄度に切符する必要
が生じる。これでは多くの残欄;が生じて不経済
なので､極力長尺の符を埋,没できるよう配臆した。
具体的には､長尺の笹を水平に陥り降ろすには、
立坑内の切梁間陥を大きく取らなければならず、
腹起材の￨断面を大きくする必要が唯ずる・この
ため､立坑の設計では500×500のＨ鋼の2段亜

が必要であるなど､維持管理蜜が高くなってい

ねまでを検討に加えることとした。

しかしながら､国道159号羽咋道路について

は事業化の目途が経っておらず､所袴する脚土
交通省とは調整を図っているものの課題も多い。
(3)河川渡河

河川等の横断について､既設の送水管は多

たため､2系統化にあたってライフサイクルコストを
含めて検討した結采､経済的であることから原

７.技術的課題への対応について

則的に推進工法で計画することとした。

(1)技術講習会の実施について

昨年発生した､東日本大震災においては津

既設送水管の埋般工.'1fが完了して既に20年

波により多くの水管橋が被害を受けたと報告さ

以上が経過し､この間､維持修繕I:ﾘＦ等は行わ

れている。本県の場合､津波対.策を念頭に置い

れているものの､大規模な送水符埋設工郡を実

ていたわけではないが､結果的に津波防災につ

施していない｡また本県には流域下水道があるが、

ながっていると思われる。

その事業に桃わっていた職典も少なく､土木技

(4)縦断計画

術職典で上下水道を経験した者がほとんどいな

既設送水管については､施設の老朽化に伴

い空気弁で漏水事故等が多く発唯しており対．

くなり､現場櫛哩や検在要領のノウハウが乏し
い状況であった。

応に苦慮している。このため､２系統化にあたっ

このため､1‑1本ダクタイル鉄笹協会などの協力

ては､空気弁が極力少なくなるような縦断計画
とすることとした。

埋設深さはやや深くなるが､トータルでは経済
的との試算がある。

を得て､講習会を開催した。
①配管技術研修会
平成23年４月2711,11木ダクタイル鉄笹協会か
ら指導典を派進していただき､県職風に対してＮ

(5)建て込み簡易土留め

開削工事における仮設として下水道で一般
的に使われる建て込み簡易土留めを使川して
いる｡下水道管の長さは1本2.43ｍであることから、

建て込み簡易土留めは､これに合わせて切梁
間隔が3ｍで製作されているが､使用するＮＳ形

ダクタイル鉄管の直管の長さは1本6ｍ(呼び径
300以上)であり､このままでは吊り込みができない。

l
P
1

調濡

このため建て込み簡易土留めの中央に管吊り
込み用のビｯﾄを設けることで対応している。
写真２日本ダｸﾀｲﾙ鉄管協会による配管技術研修会

石川県水道用水供給事業送水笹耐震化事業の取り組みについて

S形ダクタイル鉄笹の概要説明や､管接合実演、

6
時

(2)設計マニュアルの作成

施工管理のポイント等について学んだ｡また､施

送水管埋設についての設計について､県内

工業者には､継手の品質確保のため､(社)日本

の設計コンサルタントの協力を得て､設計の手

水道協会または'1本ダクタイル鉄管協会主催の

引きとなる｢石川県水道用水供給頓業送水

継手接合研修会の受講者に作業させるように

管耐震化設計マニュアル(案)」を作成し､設計

義務付けた。

の統一性を図ることとした。

②推進技術識習会
平成23年８月101.1､本県に縁のある公益社団

Ｂ､今後の課題

法人Ⅱ木推進技術協会呼務理事の石川和秀

送水笹耐鰹化１＃業がスタートして2年が経過

氏を招いて惟進技術紙稗会を開催し､技術職

した。「IiL期にｴﾘｆ発注を」という雌優先の課

貝や建設コンサルタントの机当者らが聴講した。

)週に応えるべく､駆け足で調査から̲｣二事発注ま

で進めてきた｡２系統化を進めるにあたっては、

墨書諺

既設管の様々な間)辿点を克服できるような設計
■ﾛ巳画

』−ＺｚＺ凌

に努めているが､まだまだ検討すべき課題も多い。

一ｷ盛

画彦

今後､少しずつではあるがこれら諸問題を解
決できるよう設計･計画の改蒋を進めていくことで、

N
i
逃
按
伽
や
霞
可蓉一＝Ｊに

災害に強い､安全安心な水道川水供給:!』i:業の
構築に努めていきたい。

望亀
毒
ｑ

■
写真３推進技術講習会の状況

③推進工噸現場兄学会
平成24年２月６１二I､推進工事の現場見学会を
行った。石川上木総合.撫務所で担当者から概

要を聞いた後､rllll市内の推進工.'jfの現場に
行き､現場監将らから説明を受けた。

写真４現場見学会の様子

グｸﾀｲﾙ鉄櫛
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岐阜県営水道の
送水施設に係る安定給水対策
〜東濃西部送水幹線(緊急時連絡管)事業とその後の展望〜
淵

岐阜県都市建築部水道企業課

県営水道係技術主査山本正尊

１。はじめに

なっていた。

岐阜ﾘI蝋部に位置する束濃地域及び可茂

このことから､市町より新たな水源の確保と広

地域においては､昭和40年代の急速な経済発

域的な水道整備について県に強く要望された

嵯や都市化の進展による水需要の増加や水源

ことを受け､両地域において､県営による二つの

水磁の著しい悪化により､各々の市町営水道で

用水供給事業を創設し､昭和46年度から建設

は必要な供給量の持続的確保が困難な状況と

に着手した。

図１ｌ岐阜県営水道位置図

富山兜

岐唯ﾘ,哨水逆の送水施設に係る安定給水対策〜東濃IIli部送水幹線(緊急時辿絡櫛)１F災とその後の腿望〜３５

県営水道の送水施設建投に事は昭和51年

これまで電食防止設備の投慨や､塗膜損傷

までの5年間で実施されたが､その中でも暫定給

個所の修繕に努めてきたが､地''１埋設されてい

水を必要とした束淡ＩｊＩｉ部地域においては､資材・

る管路施設の維持梅哩には限界があると共に、

人材･の少ない厳しい条件のもと､わずか2年の

劣化の進行状況を正確に把挑;し､適切な措祇

蝿期間で建I没が行われた。

を講じていくことには難しい現実がある◎

なお､刺殻当時の給水規模は6市4町約28万

平成6年１月には瑞浪ili内で送水本管破断

人であったが､３５年経過した現在では､７市4町

』jl:故(呼び径1100ベローズ型i''１縮'１Jとう管)が

約50刀人の′k活川水を供給するまでに至って

発生し､復Ⅱ￨までに火濃I)ｌｉ部地域において最

いる。

大31J間にも及ぶ断水被'Ｉｉｆをもたらし､１８万6千
人の住民雑活に多大な影稗をIj,えた。

２.緊急時における安定給水対策
岐唯県では､地鰹等で大規模な漏水郡故が

発生した緊急時を処｛定し､3段階に分けた必要
水ＩｌＩｇとそれを確保するために整備すべき施設
の計画を策定している。
第１段階として､住民が飲用等､生命維持に
必要雌小限な{1tとして､1111人20Ｌを､調整池
の;悠備により確保する。
第２段階として､洗顔､炊事､風呂､トイレ等､数
日周期の化活に蚊低限必要な並として､１日1人

100Ｌ分を､火濃西部送水幹線(緊急時連絡管）
'11:業で確保する。

写真１平成6年度断水事故

第３段階として､惟民がほぼ通常の生活を営
むことができる{IIEとして､１１１１人250Ｌ分をバック

アップ櫛(獅路2砥化)整備事業により確保する
こととしている。

Ｂ､既設管路施設の課題と事業統合
県街の川水供給'１１:業を創設して以来､束漉
地域と11｣.茂地域では､それぞれ独立した2つの
川水供給 11:業が､水滞.要噛加に伴う拡張や緊
急時の安定給水対･策についての施設整備を

実施してきたが､供川開始後35年が経過し､多
くの施投が廼新の時期を迎えつつある。
まもなく法定耐川年数を迎える管路施設も老

写真２平成6年度断水事故ベローズ部

この蛎故を契機に､I淵盤池の終備など様々な
安定給水対･策に取り細んできたが､束濃地j或と

朽化が進行し､特に悔定給水のため短期間で

可茂地域の独立した川水供給.ijI:業のままでは、

建i没した束濃西部地域の鋼管路では､直流電

緊急時における,'117鯛111逆などの聯業推進に限

鉄からの漏れ遁流による電気腐食で漏水が多

界があった。

発している。

しかし､呪獅路は単線のため､事故発生時や
笹路史新時にはl析水が不可避である。

更[なる危機梼理の強化と合理的な給水系統
の確立のため､平成15年度末に束濃地域の用
水供給:蛎業が可茂地域をi淡り受けし、「岐阜東

ダｸﾀｲﾙ鉄笹
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図２東濃西部送水幹線運用図

部上水道用水供給覗業｣として届出ることで､１
つの用水供給事業に統合した。

この事業統合により､東濃地域と可.茂地域の

水源及び給水系統を耐震管で結ぶ｢東濃西部
送水幹線(緊急時連絡管)事業｣に着手し､送
水系統の冗長化を図ることとした。

には管路及びポンプ場等の建設が佳境を迎え
ると共に､管路とI'.'間地点に位侭する調整池の

水張り･洗管などの通水準備作業が控えている。
当幹線が完成することで､平成25年度からは
緊急時においてFlIIt約20,000,3の水が相互融
通でき､一方の送水が停止した場合でも､束濃
西部地域では1人1H100L､可茂地域では1人１

４．束濃西部送水幹線(緊急時連絡管)事

１二I250Lまでの牡を確保することができる。

業の概要
本事業は､東濃地域の肥田調整池と可茂地

５.送水管の管種選定

域の川合浄水場間を約30kｍの耐震管で結び、

束濃西部送水枠線(緊急時連絡櫛）は､緊

緊急時において両地域間の水道水を相互融通

急時における送水管としての役測を有すること

するものである。

から､相互融通に際して他の路線より耐震性に

なお､通常時には．可茂地域から東淡西部地
域への送水管として使用する。
平成16年度より工事に着手し､平成24年度

優れ堅牢であること､また､万が一:被災しても､地
元緊急指定業者で早期に復旧できることを考
慮し､既設管路に採川突絞がある鋼管とダクタイ
ル鉄管について以下の点を比較検討し､選定
を行った。

①耐謹適合性があること。
②基本呼び径600(一部の区間で呼び径800、
呼び径450)において､安価であること。

③特殊技能を要せず､地元建設業者にて容
易に施工可能であること。
その結果､耐震適合性のある管種の中から、
基本呼び径において経済性が優れており､特
殊技能を必要としないダクタイル鉄箔;を選定し、
内而11:様には安価なモルタルライニングを採用
写真３連絡管布設状況

した、

岐11叫憐水道の送水施投に係る安定給水対錐〜』〔濃西部送水紳線(緊急時連絡管)事業とその後の展望〜３７

また､地漉や洪水による被災を老臆し､河川

横l折部には水管橋を設けず､開削又は推進工

（１）更新工事と新規工事の同時発注によるコ

スト縮減

法で施工することとし､万が一被災しても迅述に

可茂地域の浄･水処理施設として稼働してい

復11‑1が行えるよう､すべてをダクタイル鉄笹に統

る川合浄水場は､東濃西部送水幹線(緊急時

一して整備することとした。

連絡管)顎業完成後において東濃西部地域へ

束濃西部送水幹線(緊急時連絡僻)の建設

の送水拠点となる。

当初は接合形式にＳ形(異形櫛ＫＦ形)を採川

老朽化が進行していた川合浄水場の既存送

していたが､ＮＳ形が規格化された､Iえ成17年度

水ポンプ設備更新を相互融通用の送水ポンプ

からは一部エリfにて､平成18年度以降は全て

設備と同時発注し､両ポンプ設備を新設ポンプ

ＮＳ形を採川している。
岐阜県では標準仕様,1$で､配揃;技能背の資

棟内に再配置すると共に､関係する受変電設備、
中央監視設備､遠方監視設備の更新も､束濃

格要件に'１本水道協会の配水椿｣二技能講習

Iﾉ9部送水幹線(緊急時連絡管)事業と併せて

会又はＦ１木ダクタイル鉄欄:協会の紙習会受誰を

再構築を図った。

義務付けているため､適時'１本ダクタイル鉄祷

これら老朽化設備の更新計画を新規覗業に

協会による地元雌I没薬特向けのI祇習会を開催し、

併せるためには､法定耐用年数を大幅に超過し

配符技能者の養成にも努めた。

た設備の延命修繕が必要であったが､別々の準

なお､束淡西部送水枠線(緊急時連絡槽）'ｊＩ
業の進･渉状況は､総延艮30kｍにおける符路の

業実施に比べ､既存設備の改良費が抑制でき
たことで､コスト縮減が図れたと考えている。

うち､平成23年度末呪ｲ１２で29kｍが布設を完了
している。
９−＝一

。

写真５川合浄水場

＝Ｉ

Ｆ皇

藷零J
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写真４日本ダクタイル鉄管協会による配管講習会

6.1散底した事業費の縮減

『

束濃I)[i部送水幹線(緊急時述絡櫛）蛎業は
平成15年度に総鞭業変約93億''1で小葉採択

を受け耕手したが､多額の蛮川に対･し様々な対
策を行うことでコスト縮減に努めてきた。
以下にその代表的な術例を紹介する。
なお､徹底したコスト縮減に努めた結果､現時
点で約1割削減でき､総'1f業賛は約84.億111まで
抑制できる兄込みである。

写真６川合浄水場送水ポンプ

ダクタイル鉄櫛
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(2)新設ポンプ場の設計手法見直しによるコス

,ド成24.5鋪90冊

を単独で建股することとしていた。

ト縮減

しかし､川地の確保や各水榊にＮ･柵する施

緊急時に可茂地域から束濃地域へ送水する
ためには､川合浄･水場からI￨'間地点にあたる調

整池までの揚程約150ｍをポンプで2段に分けて

設などトータルコスト縮減の観点に立ち､調盤池
及び配水池の水位､送配水方式などの施設規

下増圧ポンプ場が必要となる。

模並びに仕様などのI渚元について検討した結果、
総貯水{1t12,000,3の調盤.配水池を共I『,建設
することを関係帯lHlで合意した。

柿下増圧ポンプ場では7.5,3/ｍin×110ｍの
増圧ポンプが3台必要となったことから､低始動

場合で比較すると､建設鋤ベースで約,億円の

迩流高効率電動機を採川し､始動補倣装慨の

i1iIl減効果となった。

省略と給配電容賦の縮小を行うことでイニシャ

現在､共同迎川に係る維持笹理協定締結に
向けた協議を進めているが､この取り組みを川

揚水する必要があるため､管略途''１に新I没の柿

ルコストの縮減を回った。

コストを単独建設した場合と共lIilで建設した

また､ポンプ台数についても､緊急時の相互

水供給小業と水道瓶業の施,没共同化による新

融通に必要なポンプ能力分は平湘時の予備機

たな広域化のひとつと位価付け､今後も更なる

とすることで休止ポンプ設備を持たない設計とし

連携を模索していきたい。

た。
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写真７柿下増圧ポンプ場

７．用水供給事業と水道事業の施設共同化
東濃西部送水幹線(緊急時連絡笹)の1,11間，
地点に調整池を建設する計画を進める巾で､近
隣の受水団体から､調整池の至近に給水地点

と配水池を設ける計両が示された。
通常､水道施設の建設は､計画に基づき水
道事業体ごとに進められているが､雌の調整池

し
写真８建設中の調整･配水池

８.今後の展望
(1)東濃西部送水幹線(緊急時連絡管)後の
課題

平成24年度末の束濃西部送水幹線(緊急
時連絡笹)完成により､束浪地域と可茂地域が
物理的に接続されると､名実ともに1つの川水供
給iIf業としてjI『業運営が可能となる。

と受水剛体の配水池を共用することで､施設盤

また､耐漣適合性のある櫛路により水源を多

備や維持管理費用の削減を似Iることが出来るこ

砺化し､緊急時においてもｲ;I:￨〃剛1逆ができること

とから､その事例を紹介する。

で､危機管雌体制も向上すると期待している。

当初､計画では貯水雌9,000ｍ３のり,↓I淵整池
に併せ､受水団体が貯水雌3,000,3の配水池

束淡VLi部送水枠線で補完されない耽設将路約

しかしながら､まもなく法定耐川年数を迎え、

岐！;叫営水道の送水施設に係る安定給水対策〜東濃西部送水枠線(緊急時述絡楠)'1i:業とその後の峻望〜３９

150kｍの大部分は､今後も老朽化が進行し事

営が維持できるよう､ダウンサイジングを含めた一

故発生の危険性は改善されない状況がある。

屑のコスト縮減対･策を実施すると共に､アセット

特に延憂約100kｍを1条で送水している東濃
地域では､大規模な漏水事故が発化した場合、

マネジメント手法を川い､長期的財政収支計画

において30年先までの収支バランス維持に努め、

連絡櫛で相7踊り1通を行っても､給水が持続でき

将来に渡り水逆利用街に今以上の負担となら

る区域は限定的である。

ない実現可能な計lI11iとした。

また､既設梅の更新工獅を行うI際にも､1条の

計画では､約135kｍのｲＩｉ設延長を整備期間

送水櫛ではI析水を1171避出来ないという課題が

約40年(1期約10年､全休4期)で試算し､うち第

ある。

１期小業分を'jf業期間平成23〜34年度､本業

(2)バックアップ管の整備と老朽管の更新

変約117臆''1のバックアップ笹;終備,脈業として

これら課題を九服するためには､束渡西部送

車莱化を決定した。

水枠線(緊急時連絡樵)を除く既設笹路をバッ

当初は平成25年度の工i脱 1f･子を計画してい

クアップ化(２重化)し､櫛路全休に冗長性を持

たが､東北地方太､ド洋沖地鯉の被害を教訓す

たせることが必要なため､平成21年からバックア

るため岐Ｉｉ叫がi没慨した岐';叫鰹災対.策検証

ップ笹雅本榊恕に着手している。
基本椛恕では､バックアップする管路の実施

委員会からの提‑i､.ﾔを受け、.I:『肘粁手を平成２４

優先度評価に川水供給本業に即した客観的指

東日本大鰹災以降､桶;路の耐鰹化や冗長化

年度に前側して実施する]う定である。

標を使川して定jIt評価を行うと共に､現時点で

の必要性が示されるなか､束濃IILi部送水幹線(緊

状態が不健全と判定した楢;路は法定耐用年数

急時連絡符)供用開始後も､バックアップ管の

の1.5倍(60年)､状態が健全と判定した管路は

整備と共に､既設管の史新･史生計画などの課

法定耐川年数の２倍(80年)となる期間までの

題を克服しつつ､岐恥東部地域の住民に信頼

盤備完了を1.1棟として設定した。

される持統可能な水道１f柴の実現に努めてい

また､給水人にIが減少に極じ､給水量も減少

きたい。

していくことが兄込まれる中でも健全な事業経

Ｉ バツ

･事故による送水管断水→送水管が１条のため断水
,老朽送水管の更新が断水により不可

･事故による送水管断水→バックアップ管で送水可能
･老朽送水管の更新が断水泰同辞して可能

図３バックアップ管整備事業のイメージ
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新耐震管ＧＸ形ダクタイル鉄管による
老朽管更新について
①
同

天童市上下水道事業所上下水道課

天童市上下水道事業所上下水道課

主任鈴木裕太

道施設係技師関勝也

水道施設係

１.天童市の水道事業の沿革
木Iliの水道:!j業は､大正

12年2jl6I‑1にi;￨･Ｉ師給水人
1.19,500人､計両一日最大
給水IIt950m3/I｜の創設水
道として、 lf業経営の認可
を受け､大柾14年５月１日か
ら給水を開始した｡その後、

社会環境の変化に対･応す
るため､給水区域や給水人
１１､給水{,tおよび水源の数
次の.

肘業経営変更認可を

(平成23年３月３１日現御

〜

受け､水道施設の充実に努

一一

図１１給水区域および施設位置

めてきた。

現在は､平成20年５月に田麦野簡易水道の

上水道統合(第６次拡張事業)をもって､水道説

２.天童市の水道事業の現状
本市は､昭和30年代前半から土地区画整理

梁としての拡張率業は完了した。（計画給水人

小業による宅地開発が進められてきたことにより、

1‑167,000人､I計画一日最大給水堂30,900,3/側）

人１１とともに給水雌が増加してきた。しかし､近
年は人１１の減少や､餓気の低迷による業務用、

新耐震管GX形グｸﾀｲﾙ鉄管による老朽椛史新について

4
１

工場用水11tの伸び悩み､地下水利用専用水道

震適合した配水池を築造することにより平成２３

を導入する火１１需要者の増加により､給水量が

年には耐漉化率81.1％となった。
ポンプ場については､平成20年にi耐震化5.0

減少する傾向にある。

平成22年度の実絃は､一日最大給水堂は

％であったが､改めて耐鹿診断を行った結果、

22,008,3/日であり､現在認可を受けた計画の
一日妓大給水{1t30,900,3/F1に対･して約70％

耐喪化率90.7％が確保されていることを確認した。

の削合となっている。

(耐震管による整備）

②老朽管の更新
本市の送・配水獅網は､平成22年度末で総

３.天童市の水道施設の耐震化の現状と課題

延長462kｍになっており､側2に示すように主に

①配水池･ポンプ建屋の現状
配水池については､平成20年に耐鰹化率3.0

川している。後述する第六次天童市総合計画

％であったが､新たに耐震診'折を行うことや､耐

後期JIL本I;￨･III1iのI;hlIIi期間内に耐川年数を超え

ダクタイル鉄符と水道川硬磁塩化ビニル管を使

石綿管その他
１
．
２
％
４
．
２
％

可

錆
０．６％

ダクタイル鋳鉄管
７７．４％

図２管種別布設延長割合
１
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る管路延奨は､図3の通り約671ｍl(全体の14.6％）

の経営の健全化を推進する。

にのぼる。

(おいしい水の安定供給）

これらの耐用年数を超えた老朽管は､計画的

・ライフラインの整備更新

な更新はもちろん､史新と合わせて､耐震化を
図る必要がある。

水道事業としての拡張盤備郡業は完了してい

(基幹管路の整備）

ることから､新たに行われる芳焚土地区画整理

老ｲ;り笹の史新にあたっては､地震等の災害
に備え恭枠病院､透析医旅機関など重要な施

.'jI:業や工業I､Ⅱ地1悠備'1f業などの開発事業が挙

、麦野簡易水道の上水道への統合をもって、

げられている。

設に対する給水の確保や被災地の断水に応急

また､地渡などの災害に対･応できる送配水施

給水を容易にするための基幹となる管路の設

設への改修や老朽櫛の更新に合わせた管路

定など､優先順位を考慮した耐震管路の布設

のlliil鯉化を惟進する。その一環として､八幡山
配水場に､郷側配水池に代わる配水池の増設や、
災害時の迅述な側'1をI￨的とした.上水道施設

,;￨･ill1iの検討を行っている。

また､ﾘ,↓や近隣の水道事業体などの関係機
関と緊忽時の相〃:脇ﾉJについて強化を図り､広

の管理システムを導入する。

域的なバックアップ体制についても検討を行う。
よって､ハードとソフトの両面で耐.震化を進めて

況の全体櫛路耐鰹化率(平成23年)27.9％､基

いる。

幹梼路耐遮化率(平成23年)37.8％を､平成２８

笹路耐獲化(老朽化史新)蛎業を掲げて､現

年度までに耐・艇化率50％以上となるよう計画し

４.第六次天童市総合計画後期基本計画

ている。

上記の現状と課題から､市が掲げる｢第六次
天童市総合計画後期基本計画｣において､お

５.アセットマネジメントの導入

いしい水の安定供給の確立を組み込み､天童
市として今後取り組む計画である。
(基本方針）

増加が見られる。今後､禰農路の吏新を行わない

天童市では､平成22年３月に｢第六次天童市

場合､平成42年頃には､全休の笹路の45％が

総合計lIlIi後期基本計画｣を策定している。

昭和30年代前半から進められた土地区画整

備郡業に加えて､昭和60年頃から布設延長の

経年化笹路になることが予想される。また､図４

社会経済情勢の変化や本市の課題を踏まえ、

のように今後の水滞要見込みが減少傾向にあり、

新たな視点で本Ilfの将来のあるべき姿を定める

料金収入も減少することが予想される。

必要がある｡その実現に向けたまちづくりを進め
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により､安定した財政基盤を確立し､水道本業

ロ﹄︼酉︻﹇︼④

水洲在'1#業を行う。さらに､効率的な事業運営

｜一一一一一一一一一一一■︒

施する｡また､水資源の有効利用を図るため､漏

日日■︲．

するため､施,没の増設と継続的な更新本業を実

６局Ｅ峠︶国鴬想

水道.'１１:業としては､安全な水を安定的に供給

銅討釧那榔榊叫釧・国⁝⁝．

指針として､第六次天竜市総合計画を策定した。

郡空釦幅お秘

ていくため､これからの時代を切り開く総合的な

｣

図４計画給水量の推移
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そこで､アセットマネジメントを導入して椅路耐
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ライフサイクルコストについて
＜更新時期＞

…

震化(老朽化更新)聯業を!;1.両的に､かつ効率

ＧＸ弱ダクタイル 鉄管Ｉ

的に進める。

震雲嘩

１的年

…
睡謬ざクタイル践 壱 Ｉ ６ ０ 年

６.ＧＸ形の採用経緯
４０早目

この様な状況の''１，老朽櫛の更新を行う猶:硬

弱零目

１２n年旧

の再検討を行った｡櫛極採川のポイントは､ＮＳ
形と同等の耐獲性能を有する､徳路布設黄の

耐用年数

低減､ライフサイクルコスト低減とした｡その巾で、

ＮS形ダクタイル鉄管：６０年

特に注目したのは撞寿命化によるライフサイクル

図６更新時期の比較ＧＸ形一ＮＳ形

ＧＸ形ダクタイル鉄管：100年

コストの低減である。

比絞を行ったのは､現在採用しているＮＳ形と
平成22年10月にJDPA規格になったGX形である。
ＧＸ形は外面塗装に亜鉛系合金十封孔処理
十合成樹脂途料を施している｡その結果､椛牝
陽極作川(亜鉛による鉄の腐食を守る作川)が

従来の亜鉛溶射よりも､瞳期にｌｉり作川する｡ま
た､施工現場等で傷がついて鉄部が鵬出しても、

７．ＧＸ形ダクタイル鉄管の施工
7.1施エ概要

本j冒事現場の施工概要を表1に示す。上被
りは0.9ｍ､掘削溝幅は平成23年度水道事業実
務必携より算出した0.5ｍを採用した｡工事の掘
i1illl析而を図7に示す。

亜鉛化合物が堆破して鉄部の露出を防ぐこと

表１ＧＸ工事施行概要

により防食効果は継続される。（似15）
̲j二亦名

亜鉛化合物堆澗

平成23年度耐震化事業
道満地内配水管整備工事

工亦場所 天 童 市 道 満 地 内
呼び径

150,75

管 極

GX形(S種）

内面仕様 エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄へ 〜 一 一 へ 一 一 一 函 流

施 工 延 長 呼び径150L＝640ｍ呼び径75Ｌ=34ｍ
仮復旧

本復旧

図５自己防食のメカニズム

牒砦
雄
密
粒
度
A
s
(
2
（

上記の外面塗装の改良から､ＧＸ形は長期的
な耐久性が確保できると判l折した。

通唄授石(M‑40】

１
ゴ

クラッシ即一ラン

（
R
C
卜
4
0
）

工事回数が減ることによって､工小費の削減、

侵輝窟職

民への負批柊減が図れる。ＧＸ形とＮＳ形の更

篭
）

耐.剛年数については､ＧＸ形は100年､ＮＳ形(ポ
リエチレンスリーブ被狸)は60年とした。

○烏Ｐｌ

工事鼓の削減による環境負荷の低減､近隣住
新時期の比較を図6に示す。

」

坐埋坐、、、、、、、、、、、、、、、、1､、k、、、、、、、、、、」尺

一﹃一︼﹃

また､長期耐･久性が期待できると将来の更新

詐

Iツ5０

一 一

層
。15pＤＩＦ

図７掘削断面

判

ダクタイル鉄笹

7.2施工結果

く施工できた。

本工'jFにおいて､施I二は順調に完了した｡工
事の施行状況は写真1〜4に示す。

また､現地切管作業も､挿し口溝切り加工が
不要となり時間短縮を図ることが出来た。

今回は､本櫛に呼び径150のＧＸ形､枝祷に
呼び径75のＧＸ形を布設した。

施工性については､ＮＳ形にと比べ､戒管に
ついては挿入力の低減､異形槽については取

平成24.5鋪90鼎

掘削幅については､平成23年度水道亦業実
務必携に準じて施工を行った｡ＮＳ形と比べ狭く
なったが､継手の施工性改善により､支障なく施
工できることを確認した。

り回しが良くなったことで､施工会社の評判も良

写真２掘削状況②
(幅500ｍｍ深さ1170ｍｍ）

写真１掘削状況①

Ｕ

露ｈ

理
欝
夢

鼎

←

Ｐ

毎口
年 o
申

蟻蕊
写真３ＧＸ形施工状況①

写真４ＧＸ形施工状況②
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の工区についても､ＮＳ形と比べスムーズな施工
7.3その他のＧＸ形施工工区概要の工区
についても、
平成23年度に表2に示す工区を布設した｡どを行うことができた。
表２工区概要

工区

Ｎｏ．

１

石鳥居地内配水管整備工事

施工概要
呼び径150

l80m

呼び径100

l33m

２

高木地内配水管整備工事

呼び径７５

187ｍ

３

高木地内配水管整備工事(第２工区）

呼び径７５

lO8m

４

大町地内配水管整備工事

呼び径150

150ｍ

５

小路地内配水管整備工事

呼び径100

170ｍ

６

清池東地内配水管整備工事

呼び径100

18ｍ

呼び径７５

呼び径150
呼び径200

呼び径250

Ｂ,おわりに
今回､ＧＸ形の施工を行った結果､施工 性の
改善により狭い掘削幅でも支障なく施工できる

ことが確認できた。また､長期耐久 性によって、
GX形路線は100年後に更新することで計画を
すすめていく考えである｡平成24年度には､ＧＸ
形に完全移行する予定である。

近年､人口の減少や節水意識の向上等により、
水道水の需要は伸び悩んでいる。
一方､水道水に対するニーズは高度化､多様

化しており､災害に負けない安定性が求められ
ている。

このような状況のなか､将来にわたり、「安全」

｢安心」「信頼｣できる水道水を供給する使命を
全うしたいと考える。

司人ＦＤ再Ｉ
戸︒ワ︼ワ︼

芳賀土地区画整理事業地内配水管布設工事

４︽４今５

７

2,326ｍ

ｍ︑ｍ

呼び径100

810ｍ

ダｸﾀｲﾙ鉄笹

4
６

平成24.5第90号

T
e
c
h
n
i
i
c
熟
鮮
p
m
r
t
O
6

熱海市における呼び径巳Ｓ０ＧＸ形
ダクタイル鉄管の採用事例について
《
〃

ｉｉｉ
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熱海市上下水道温泉部水道温泉 課

熱海市上下水道温泉部水道温泉課

佐藤光俊

施設室副室長遠藤克徳

参事兼施設室長

１．はじめに

熱海市はI朔剛県の妓束端､伊豆半島東側の

に移行､史に昭和32年には網代町を合併し､現
在に至っている。

付け根に位蔽し､東方は相模》難に面し､西南北

就業者を産業別にみると約85％が卸売小売・

の三方は箱根山系の山で囲まれている。海上

飲食･宿泊業等をはじめとする第３次産業(サー

約10kｍにはＩＩ４下唯一の離島初島があり､北東

ビス業)に就いている｡市制施行以来､恵まれた

には千歳川を県暁として神奈川県湯河原町と

自然環境とｳﾆ地条件のもとにその特性を活かし、
観光淵泉部Iliとして地歩をlIIflめてきた｡平成1９

接し､静岡u1噸南1111.､伊豆の￨制市､伊東市とも
接している。

Ilrの而枇61.61kｍ2のうち約50％は山林で柿
成されており､急峻な地形のため平坦地が少ない。
･ili街地は､海岸から111腹にかけて階段状に発

進しているのが特徴的である。
近代熱海の歴史は明治時代とともに始まり、
相桟灘

明治の文豪や普名人たちの来湯により繁栄を
迎えた｡その後､明治22年に熱海村は伊豆山村、
泉村､初島村を合併して新しい熱海村となり、
上多側;j･とド多鐙村は合併して多賀村となった。
明治24年には町制をしき熱海町となり､その
後の昭和12年４月10Ｈ、多賀村を合併して市制

図ｌ１熱海市水道事業の概要

熱海市における呼び径250GX形ダクタイル鉄梅の採川ﾘi:例について

年4111011には市制施行70周年を迎え､今後は

4
７

①県施設のポンプ等が故障､停電等で停止し
ても4〜6時間の水道水が確保可能

長期滞在型の世界の保養地づくりを目指して
いくところである。

②地震災祥時､紫怠遮￨折弁により確保された水

２.熱海市水道事業の概要

などにより一瞬の安定給水が図られるようになっ

道水が応急給水の水源となる

本I1iは古来より温泉は豊窟であったが､清水

た
。

本Ilrは階段状に発達した尚低差のある地形

は乏しいという悩みがあった。そのため水道覗

業の創設は早く､IﾘＩ治40年である。この当時､市

から､配水池などは120施i没以上あり､これら水

町村水道があったのは横浜市､函館市､長崎市

道施設や梼路の老朽化に伴う維持祷理及び

等の16簡所だけで､本市は全国で17番口に古

．更新が今後の砿要な細辿となっている。

い刺1没である。

表１熱海市水道事業の概要

昭和22年の第１期拡張から昭和56年の第８

給水人1‑1

39,610人

ている｡この第８期拡張｣皇事では三島市､函南町、

給水栓数

19,464栓

本市のIIj三に及ぶﾘ,↓企業肘への陳情の結果、

将及率

99.5％

雌企業ﾙjも理解を示して駿恵水道が完成し､用

一￨｣妓大配水.１１ｔ

52,482,3

一日平均iWd水:Ｉｌｔ

39,211,3

期拡張まで水逆施投を拡張盤備し､現在に至っ

水が供給される。
水道施般として､水源は市内に16箇所あり、
主なものとしてj,l那￨濫道(湧水)､宮川(表流水)、

泉川(表流水)がある｡駿豆水道(柿田川湧水）

３.ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用
熱海駅周辺の市街地に配水している林ヶ久

はIli外にある水源で､本市の水の約半分に使

保配水池は､昭和37年築造のため老朽化が進

川されている。

また､地没災祥時等における駿豆水道の安

んでいる｡平成31年までの老朽施設更新計画に

定供給を似Iるため、「熱海調整池｣が県企業局

より､代替として新たに悔刷配水池を築造中で完

によって平成8年に完成されたことにより、

成後は林ヶ久保配水池をi益止する予定である。
９０００ｍｇ

県営駿豆水道(柿田川）
1０００，３

{
，

↓

↓

相の原受水槽
３０００，s

熱海調整池

姫の沢トンネル配水池

↓

↓

相の原第４配水池

丹那水源(湧水）

Ｉ初川ＰＣ配水池」
初川ＰＣ配水池

１
−
，
／

−−−−−−−−−−−−−−−ーノ６０００，３

！
惨
‑

来宮配水池

ＧＸ形

⑤⑤

市街地
既設ＦＣ

＝
"
〕７

ﾓL鱗・

一一一一一一一一一一一一一・一・一−屋
、Ｉ‐‐‑‑‐

−−、‐

図２水系経路
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林ヶ久ｲ呆配水池

/
￨
l
Ａ

呼び径250×3条写

１０００ｍｇ

桃山第２配水池

2000,3↓

梅園配水池

3４００，３

ダｸﾀｲﾙ鉄拙
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本市は､送配水管などの基幹管路にＮＳ形グ

平成24.5第90牙

要がある。

ｸﾀｲﾙ鉄管を採用して耐震化を進めているため、

･当初設計ではＮＳ形呼び径350と呼び径300の

今同の新配水池の送配水管にはＮＳ形を考え

２条配櫛を予定していたが､呼び径350の浅層

ていたが､施I冒性や耐久性が向上したGX形の

埋設が不可能であるため､埋設深1200ｍｍ以

特長を活かすことができる次の点を考慮し､ＧＸ
形を採川した。

上を確保すると土留工が必要となってしまう。
･施」:区間はカーブが連続し､また縦断勾配の

､布没する道路は主要道路(県道)で交通11tが

変化する区間であるため切管による溝切加工

多く､適切な迂回路がないため通行止めにできず、

が多く発生する。

片側交互通行にしかできない｡また毎日施.工終
了後は仮復I￨]を行い､交通規制を解除する必

･111の配櫛延長は妓低10ｍ以上とする。
･長が命化を期排する。

配管断面

(当初計画断面）

ＭＢＹＤ
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／
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図３配管断面

４.工事の概要
木ｌ:亦は､新設する梅園配水池からの送配
水榊布殻 I･水にGX形ダクタイル鉄植;を採用した。

罵耐『概要を表2に示す｡また､工率の施工状況
を'ﾉj:典1〜5に示す。

図４工事場所

熱海Ilfにおける呼び侭250GX形ダクタイル鉄椛の採川'1＃例について
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表２エ事概要

主要地方逆熱海幽南線送配水槽布I没.l:小

［
'
j
下
名

熱海Ili悔刷1111.地内

.［1f場所

250×3条

呼び径

GX形(S極）

管極
内面仕様

エポキシ樹脂粉体塗装

施

236ｍ×3条

二延長

23.6ｍ(平均勾配約10％）

I噺低差

ポリエチレンスリーブ被裡

あり

ＧＸ形ダクタイル鉄管には新たな外面耐食塗

よる防食効果が一般上｣笈と'111程度までとはいか

装が施されているため､一般的な土壌の埋設環

ない。また､上硬の急激変化にも対･応でき､より

境であればポリエチレンスリーブ被裡無しで長期

確実な捷期ｌＩｉＮ･久性確保のためにポリエチレンス

耐久性を期待できるが､本市のような温泉斑密

リーブ被糎を施した。

な地域においては､ＧＸ形の新外面耐食塗装に

：

駁鷺

区

2
ダ
ダ
課
画

二五些旦

露

写真１

ｿ

ノ

罪耗へ、弓溌
声﹈

&

藤
；

。

Ｌ，
写真２

ダクタイル鉄管

剛

,

､I庭成24.5第90号

画 邑 一 一 一 一

刃

四Ｆ

、
>

夢

写真３

呼匹■

写真４

髄■

′&
ｒ
j

写真５

熱海市における呼び怪250GX形グｸﾀｲﾙ鉄梓の採川ﾘＩ例について

５.施工結果
勾配のある道路での呼び径250ＧＸ形3条配

管という決して容易ではない施工環境ではあっ
たが､ＧＸ形の施工性向上により､無事に竣工で
きた｡道路事 情から懸念していた復旧は早くなり、
計画通りの日進量を施工することができた。
本市の多くは入り組んだ道路線形のため､配
管工事では切管作業が多い傾向にあるが､ＮＳ

形配管で苦労していた溝切加工がなくなり施工
性が良くなった。

また､配管業者からは｢配管に必要な工具が

少なくなり､良い｡」「接合時の挿入が軽くなった
ので配管しやすくなった。」などの声があり､好
評であった。

６.おわりに

今回は､呼び径250GX形の3条を施工したが、

ＮＳ形と比べ接合や切管作業などの施工性向
上を確認できた｡また､接合時の管理(チェック）
ポイントが簡便になったことで､接合ミスの減少に
もなると思われる。

今回施工した下流の約250ｍについても呼び
径250×2条での配管を計画しており､ＧＸ形によ
るスムーズな施工を期待する。

東海地震等の大規模な災害の発生が予想さ

れるため､本市では老朽施設更新を計画してお
り､水道施設の耐震化や老朽化した施設の改築・
更新を早急に進める必要がある。水道管路の
耐震化や更新にＧＸ形ダクタイル鉄管は貢献で
きると考える。

今後は､送配水管など基幹管路の耐震化及
び更新は口径の大きい管路が対象となるため、

呼び径300以上のＧＸ形が開発されることを期
待する。

５
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ダクタイル鉄櫛
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管路の耐震化に向けた取り組みにおける
ＧＸ形ダクタイル鉄管の採用による効果
ｒ一二.＝雫

【瀞１

Ｍ
，
』
Ｉ

出雲市上下水道局

水道施設課主査今岡孝志

１．はじめに

出雲市では安心､安全な水道水の安定供給

、派

低コストでさらに長寿命化が期待できるＧＸ形耐

震管の採用により､以下に示す方策が可能と考

を卜I指し､平成17年３月の新市合併以来､配水

えた。

施設の再構築､老朽管更新等に取り組んでいる。

①管路の高水準化の推進

特にこれまでは､呼び径75〜100は一般継手の

厳しい財政状況の1.'１，ライフサイクルコストに

ダクタイル鉄管(T形､Ｋ形)､呼び経200以｣二は

優れ耐震性を備えたＧＸ形採川により､管路

耐獲継手のNS形ダクタイル鉄櫛(以下､ＮＳｊｌ邦;）

の機能向上を図ることができる。更にＧＸ形が

を利川しながら配水管整備を進めてきたが､火

備えている長寿命化の効果で､将来的な管

'1本大漉災以降､当市でも史なる耐鰹化促進が

必要であると考えた。そこで､今後のliiil･鰹榊布

路更新時期の大幅延長が期待できる。
②地震災害の対応の強化

設にはＧＸ形ダクタイル鉄禰;(以下､ＧＸ形榊)が

過去の大規模地震でも被審のない1m鯉形ダ

総合的にＮＳ形管より優れていると判断し､､ド成

クタイル鉄管と同等の継手性能を持ったＧＸ

23年61.1よりGX形管を採用することに決定した。

形を布設することで､大地漣が発生しても市
民に対し安定した給水を行える。

２．ＧＸ形管採用の経緯
(1)耐震旋策とＧＸ形管採用による効果

③水道サービスの向上の推進
施工が早いＧＸ形は､工.４区域における市民へ

本市が策定している｢出雲市水道ビジョン｣の

の環境負担の軽減が可能である｡史に､施工現

施策目標である､｢良質でおいしい水の供給｣と｢い

場における耐震管布設ｴﾘのＰＲで市腿に対・

つでも使える水の供給￨等の'‑1標を実行するため、

し水道事業の方針を理解して頂くこともできる。

符路の耐獲化に向けた取り組みにおけるＧＸ形ダクタイル鉄棉の採川による効果
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呪呪暇暇暇呪呪既知呪峨吻
１
０９８７６５４３２１
１１

ロ

U
d
諸
経
識
、土木工事費
口配管工事費
１
−
￨
材
料
費

K形管

ＮＳ形管

ＧＸ形管

図２呼び径250配管工事比較

(2)ＧＸ形管の経済性検証

年以上の耐久性が期待できるとされている。

ＧＸ形の採川検討に際して､本市はＴ形．Ｋ

そこで､GX形符の採用にあたっては､上壌分析、

形との組み合わせで施工していたが､呼び径

ｌｊＦ故臓)藤の再確認､史にハザードマップによる

150はＫ形で､呼び径250はＫ形､ＮＳ形との配管

腐食性土壌の位慨予測等､総合的な検討を行

工事費比較を jf前に行った｡その結果､呼び径

った結果､埋設環境ハザードマップを使川し､ポ

150.250ともＫ形を100%とした場合､ＧＸ形は96％

リエチレンスリーブを被狸するかrffかを検討して

とＫ形並のコストで耐震管路の椛築が可能であ

いくこととした。

ることを検証できた。

(3)ポリエチレンスリーブ被覆要否の検討

ＧＸ形管は新しい外面耐食塗装であるiIli鉛

３．ＧＸ形管の施工
ＧＸ形櫛の初採川呪場は､簡易水道統合幣

合金による耐食被膜があり､特殊な腐食性土壌

備の一蝿で､水11t･水髄の不安定な平111河下

を除いてポリエチレンスリーブを必要とせず､100

地城の'安定給水を行う!脈堆で､久多兄町〜万

ダクタイル鉄柵

5
４

川町の送配水管である。

工二抑'二籍:久多兜町〜万田町送配水符布設工'jド
．‑1己'h:場所:腸根県出雲市久多兇町地内外
［'１１:期11:平成24年３月151‑1まで
［'1柵喫:送配水管布設［ＧＸ形智呼び篠250×1167ｍ
ＧＸ形笹呼び経150×1192.3ｍ
ＧＸ形櫛：呼び径150×640.0ｍ

図３工事場所
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写真３ＧＸ形呼び径250接合状況

４.ＧＸ形管採用による効果の検証
ＧＸ形笹を採川した結果､以下に示すような

環境ハザードマップによる要否判定の結果、
ポリエチレンスリーブの被膜が不要となった

効果が得られた。

ことから､符ｲiii没スピードが向ｌ１した。（ただし、

(1)ＮＳ形将呼び径250では掘削￨幅が80ｃｍであっ

腐食性土壌等においてはポリエチレンスリー

たが､ＧＸ形桶;は60ｃｍになりｋ並および舗

ブを使川するⅡ:様としている）

装1,tが減少したことで､経済効果も良く環境
影郷の減少につながった。

５．おわりに

(2)ＮＳ形の雌本榊砿は3種御を採用しているが、

ＧＸ形榊による棚略ｌ:１１は､経済性と施工性

切櫛川は1棚;を用いて加工する必要があり、

に期待し､順洲に正'j『を終ｒすることができた。

梓祁の混在によるI没Ｉ汁や材料管理が煩雑

市民のライフラインを良期に維持していくためには、

であった。ＧＸ形ではS極のみで施工ができ

今後の笹路更新の検討において耐鯉祷を枝極

るので､投計や材料櫛理が容易になった。

的に採川していくことが飯要である。

(3)土工賀の減少等の経済性の効果により、

特に､本市においては､今後とも計両的に施

ＮＳ形管で『;￨･iiIiiしていた施工延長に対して

設の吏新､耐鰹化を進めるとliil時に､施設の長

２０％祝度の布設距離を伸ばすことができた。

寿命化をIxIりながら､安定給水の確保に努めて

(4)施工は､iiII:櫛部分の施工性の改善と､埋投

いくことが腫要であると考えている。

