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「福岡市水道長期ビジョン 2028」
における管路更新、耐震化につ
いて

福岡市水道局

総務部　経営企画課

　　　　　経営企画係長　福永　晋也

　福岡市の水道事業は大正12年に創設し、現在に至りますが、二度の異
常渇水を経験し、各々約300日にもおよぶ給水制限を余儀なくされまし
た。19回にも及ぶ拡張事業の歴史は、水源確保との闘いであり、配水調
整システムの整備・運用や継続的な漏水防止調査の実施など、限りある
水資源を有効に利用する節水型都市づくりに向けて様々な取り組みを進
めてきました。今回のレポートでは、平成29年2月に策定した「福岡市
水道長期ビジョン 2028」に記載している主な取り組みのうち、管路整
備・更新と水道施設の耐震化を中心に報告しています。

レジリエンス・タウン那智勝浦町
を目指して　～自然災害に強い
水道管路の構築～

那智勝浦町

水道課

　　　　　　　　　　　　　　　川渕　深志

　那智勝浦町は和歌山県の南東部に位置し、北部は新宮市、西部は串本
町や古座川町、東部は太地町にそれぞれ接し、熊野灘に面しています。
この地域は多雨地帯となっており、梅雨時期の集中豪雨に加え、台風災
害常襲地帯で、特に短時間の豪雨による河川の氾濫や低地帯での浸水被
害、上流地域の土砂災害が発生しやすい地域となっています。水道事業
は昭和31年に旧勝浦町全域と旧那智町の一部を給水区域として給水を開
始し、2度の拡張事業を経て平成29年度には下里・太田・浦神の簡易水
道を上水道に統合して現在に至っています。平成29年には大雨に伴う道
路崩壊によって管路が露出する被害を受けましたが、耐震型ダクタイル
鉄管を採用していたことで通水機能を失うことなく、送水を継続してい
ます。今回のレポートでは、自然災害に対して耐震型ダクタイル鉄管が
有効であったことを実証し報告しています。

近江八幡市におけるNS形E種の
施工についての評価と検証

近江八幡市水道事業所

上下水道課上水道グループ

　　 　　　　　　主任技師　勝又　龍平

　近江八幡市は、滋賀県のほぼ中央に位置し、北は琵琶湖、東は東近江
市、南は竜王町、西は野洲市に接しています。平成22年に旧近江八幡市
と安土町が合併し現在の市域となっています。水道事業は、旧近江八幡
市は昭和29年に給水を開始し5度の拡張事業を実施、安土町は昭和54年
に給水を開始、合併後は計画給水人口81,800人、計画1日最大給水量
32,300m3とする近江八幡市水道事業を創設し、現在に至っています。今
回のレポートでは管路更新事業において、管種検討からNS形E種の採用
にいたるまで、またNS形E種の施工性についての評価を報告していま
す。
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「災害時にも安定して供給できる
浅麓水道」を目指して

浅麓水道企業団

工務課

　　 　　　　工務係長　吉沢　真紀夫

　浅麓水道企業団は、浅間山麓の佐久市、小諸市、御代田町、軽井沢町
の二市二町が共同で、水道用水不足の解消と標高1,000ｍラインの高原
地帯の開発を目的に昭和42年4月に誕生しました。企業団では平成20年
度に策定した「浅麓水道企業団水道ビジョン　浅麓水道企業団水道事業
基本計画」に基づいて事業を実施しており、メインの事業として法定耐
用年数を超過した送水管の更新と耐震化に取り組んでいます。今回のレ
ポートでは、西区調整池から追分調整池までの5,274mの送水管更新にお
いて、布設ルートの検討・管種・口径の選択について報告しています。

NS形E種ダクタイル鉄管を用いた
仮設配管事例について

気仙沼市ガス水道部

施設整備課

　　　　　　　　　　　　　　　山口　一彦

　　 　　　　　　　　　　　佐々木　秀寿

　気仙沼市では、宮城県の北東端に位置し、東は太平洋に面し、南は宮
城県本吉郡南三陸町、西は岩手県一関市および登米市、北は岩手県陸前
高田市に接しています。旧気仙沼市の上水道は、昭和5年に一部給水を
開始、現在までに4度の拡張事業を経ましたが、平成23年の東日本大震
災により水道施設は大きな被害を受け、全給水戸数の94.5％が断水し、
復旧までに3ヵ月以上の長期間を要しました。今回のレポートでは、管
路の災害復旧現場において、NS形E種を採用した経緯、施工現場の状況
などを紹介しています。
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1.はじめに 
　福岡市の水道事業は大正12年に創設され
ました。当時の福岡市の人口は約14万3千人
（給水人口：約3万5千人）でしたが、現在では
157万人（給水人口：約155万人）を超える
都市に成長しています。
　水道は市民生活や都市活動を支える重要な
インフラですが、水資源に恵まれない本市は、
事業創設以降19回に及ぶ拡張事業を重ね
ながら、水源の確保に努めてきました。この間、
二度の異常渇水を経験し、各々約300日にも
及ぶ給水制限を余儀なくされました。一度目は
昭和53年の大渇水で、年間降水量は平年の
７割程度の1,138㎜でした。給水制限日数は
287日間、１日平均給水制限時間は14時間も
の長時間に及び、給水車が延べ13,433台も出

動しました。これを教訓として、様々な水資源開
発に取り組んだ結果、市域外である筑後川か
らの取水が実現しました。また、水資源開発と合
わせて、配水調整システムの整備・運用や継
続的な漏水防止調査の実施など、限りある水
資源を有効に利用する節水型都市づくりに向
けた様々な取り組みを進めてきました。し
かし、平成6年には２度目の異常渇水を経験し
ます。この年は昭和53年の降水量よりさらに少
ない、年間891㎜（平年比5割強）しかありませ
んでしたが、水源開発や節水型都市づくりの
施策を進めてきたことにより、給水制限日数こ
そ295日と昭和53年時よりも長かったものの、１
日平均給水制限時間は8時間、給水車は１
台も出動していないなど、市民生活への影響

を大幅に抑えることができました。これ以降も
様々な水源開発や節水施策を行った結果、平
成28年度には漏水率が2.0％までに低減し、世
界トップクラスの低さとなっています。
　さらに、平成29年度に建設事業が完了し、
現在試験湛水中の五ケ山ダムは、1310万㎥
の渇水対策容量を有しており、供用を開始
すれば渇水時の市民生活への影響を大幅に
緩和できるようになります。
　同ダムの完成により、本市の水資源開発の
歴史も一区切りを迎えますが、今後は昭和40
年代から50年代にかけて急速に整備を進め
てきた水道施設が大量更新期を迎えるなど、
本格的に維持・更新の時代へとシフトしていく
こととなります。特に、本市の水道資産の７割
以上を占める管路施設については、良好な
状態を維持していくため、効果的・効率的な
更新を行っていくことが課題となっています。
　国の動きとしては、全国的な人口減少社会

の到来に伴う給水人口や料金収入の減少、
水道施設の更新需要の増大、東日本大震災
を踏まえた危機管理対策の抜本的な見直しの
必要性などの課題に対応するため、厚生労働
省は、平成25年3月に｢新水道ビジョン｣を策定
し、50年後、100年後の将来を見据え、｢安全｣、
｢強靭｣、｢持続｣を柱とした水道の理想像を
示し、各水道事業体にその実現に向けた取り
組みを積極的に進めていくよう求めています。
　このような背景を踏まえ、本市では、将来に
わたり安全で良質な水道水を安定的に供給
するとともに、それを支える安定経営を持続し、
健全な形で次の世代へ引き継ぐため、今後12
年間の水道事業運営の基本計画となる「福岡
市水道長期ビジョン2028」（以下、「ビジョン」と
いう）を平成29年2月に策定しました。ここで
は、このビジョンに記載している主な取り組み
のうち、管路の整備・更新と水道施設の耐震
化を中心にご紹介させていただきます。

福岡市水道局

総務部経営企画課

経営計画係長　福永　晋也

福岡市水道局

総務部経営企画課

経営計画係長　福永　晋也
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２．長期ビジョンにおける基本理念、目指す
　 べき方向性と施策目標
　本ビジョンにおいては、国の「新水道ビジョン」
において示された水道の理想像である
「安全」「強靭」「持続」を実現するため、「みな
さまから信頼される水道　～安全で良質な水
の安定供給～」を基本理念として掲げ、目指
すべき方向性として、「いつでも安全でおいし
い水が飲める水道」「どんな時でも水を安定供
給できる水道」「これからも質の高いサービス
を持続する水道」の３つを定め、これらを実現
するために、｢水の安定供給と節水型都市づ
くりの推進｣｢安全で良質な水道水の供給｣
｢危機管理対策の推進｣｢安定経営の持続｣
の４つの施策目標を設定しました。
　管路の整備・更新については｢水の安定供給
と節水型都市づくりの推進｣に、水道施設の
耐震化については｢危機管理対策の推進｣に
体系付けしており、それぞれの主な取り組みは
以下のとおりです。
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３.水の安定供給と節水型都市づくりの推進
　将来にわたり、水道水を安定的に供給でき
るよう、水資源の開発や水道施設の計画的な
維持更新に取り組んでいます。
　水資源の開発については、先に述べた渇水
対策容量を持つ五ケ山ダムが建設事業を
完了し、試験湛水を実施しており、平成30年
度中には供用開始できる予定です。
　次に、水道施設の維持更新についてですが、
全長が4,000kmを超える配水管については、
それぞれの埋設環境に応じた実質的な耐用
年数内に更新が可能となるよう、更新ペースを
年間40㎞から45㎞に拡大しています。管の
法定耐用年数は40年となっていますが、実際
に使用できる期間（実質的な耐用年数）は、
埋設された土壌や地下水の状況、さらには

ポリエチレンスリーブの装着の有無によって
大きく異なります。このため、福岡市では、管体
調査を400箇所以上実施し、配水管の埋設環
境と老朽度の進行度合いの関連などについて
調査・分析して、それぞれの埋設環境に応じ
た実質的な耐用年数の目安を設定しました。
昭和53（1978）年度以前に埋設されたポリエ
チレンスリーブを装着していない管の実質的
な耐用年数は、腐食性が高い土壌の地区で
40年程度、その他の地区では80年程度と
見込んでおり、昭和54（1979）年以降に埋設
された、ポリエチレンスリーブを装着した管に
ついては、腐食性の高い土壌の地区で80年
程度、その他の地区では120年程度と見込ん
でいます。
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図3　配水管布設年度別延長

表1　管の実質的な耐用年数目安

写真1　五ヶ山ダム

提供：福岡県
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図3　配水管布設年度別延長

表1　管の実質的な耐用年数目安

写真1　五ヶ山ダム

提供：福岡県
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図5　配水管更新スケジュール

　更新順序としては、昭和53年度以前に布設
したポリエチレンスリーブを装着していない
ダクタイル鉄管を優先的に更新することとして
おり、特に、埋立地やその周辺部など腐食性
の高い土壌に埋設している管については、平成

38年度までに更新が完了するよう、最優先で
取り組んでいます。また、更新にあたっては、耐震
機能を有し、かつ、施工費やライフサイクル
コストの低減も図れるＧＸ形などのダクタイル鉄
管を採用しています。

表2　更新優先順位

図4　配水管更新ペースの拡大の効果
(補足)
配水管の更新ペースを従来の年間約40ｋｍから約45ｋｍに拡大することにより、実質的な耐用年数を超過した管を平成
38年度までに解消し、その後は実質的な耐用年数内に順次更新できるようになります。

　管路以外の水道施設に関しては、老朽化した
高宮浄水場の浄水機能を乙金浄水場に
移転・統合し、その跡地に緊急時給水拠点
機能を持つ配水場を整備するなど、浄水・
配水施設等の再編を進めています。再編にあ
たっては、配水調整システムによる浄水場間
の相互融通機能の活用や予備力の集約など

により、施設規模をダウンサイジングするなど、
効率的な整備を進めています。
　これらの取り組みにより、安定的な水の供給
を図りながら、大量更新期を迎えた水道施設
の計画的、効率的、効果的な更新を進めると
ともに、漏水防止調査等を継続し、より一層の
水の有効利用を図ります。

従来の更新ペース《年間40㎞》 更新のペースアップ後《年間45㎞》
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４.危機管理対策の推進
　東日本大震災や熊本地震、九州北部豪雨
など、昨今は大規模な災害が毎年のように
頻発しています。水道は、市民生活や都市の
社会経済活動に欠かすことのできない重要な
ライフラインであることから、水道施設の耐震化
や緊急時のバックアップ機能の強化など、危機
管理についても重点的に取り組んでいます。
　まず、地震対策については、耐震診断により
対策が必要と診断された浄水場や配水池など
の重要な土木構造物23施設の耐震化を平成
32年度までに完了させます。また、導水管、
送水管及び配水管の新設・更新の際には全て

耐震管を使用し、耐震性の向上を図るほか、
福岡市の地域防災計画において指定された
避難所や救急告示病院など、671の重要給水
施設への給水ルートの耐震化を、2024年度
までに完了する予定です。
　さらに、多様なリスクにも迅速かつ的確に
対応できるよう、浄水場間の流量調整（相互
融通）や配水管路のループ化など、バックアップ
機能の充実を図るとともに、応急体制や各種
危機管理マニュアルの適宜見直し、災害発生
に備えた実践的な応急復旧訓練の実施及び、
受援体制の整備等を行うことで、危機対応力
の向上を図っていきます。
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図6　耐震化イメージ
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５．おわりに
　本市の水道事業は、間もなく事業創設100
周年を迎えますが、今日の発展があるのも、
先達の弛まぬご尽力、また、水源地域・流域の
みなさまをはじめとした関係者のご理解と
ご協力によるものであり、あらためて深く感謝
申し上げます。
　将来にわたり、安全で良質な水道水を安定的
に供給するという使命を果たし、それを支える
安定経営を持続していくため、「福岡市水道
長期ビジョン2028」で掲げた各種施策にしっ
かりと取り組み、本市水道事業を健全な形で
次の世代に確実に引き継いでまいります。
今後とも本市水道事業へのより一層のご理解
とご協力をお願いいたします。
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1.はじめに 
　那智勝浦町は和歌山県の南東部に位置し、
北部は新宮市に、西部は串本町や古座川町
に、東部は太地町にそれぞれ接し、熊野灘に
面している。町域の総面積は183.31㎢であり、
山地と丘陵地が総面積の90%を占め、平地の
ほとんどは町内を流れる那智川・太田川の流域
と海岸地域に形成されている。海岸線はリアス
式で、勝浦港など天然の良港を有し、また
名勝「紀の松島」など見事な景観を展開して
いる。
　本町は、那智山の門前まち那智町と、温泉
と漁業のまち勝浦町、さらに宇久井村・色川村
の4カ町村が合併し、昭和30年4月に誕生し
た。その後、昭和35年1月に下里町、太田村が
加わり、今日に至っている。

２．那智勝浦町水道事業の概要 
　本町の水道事業は昭和31年に旧勝浦町
全域と旧那智町の一部を給水区域として給水
を開始した。その後、２度の拡張事業（5カ年
計画）を経て、さらに平成29年度には下里・
太田・浦神の簡易水道を上水道に統合して
現在に至っている。

３．自然災害特性と取り組み 
（１）本町における自然災害の特性
　本町は、四国沖から東海沖の南海トラフに
震源を持ち周期的に発生する巨大地震によっ
て過去幾度となく大きな被害を受けてきた。
　一方で、本町は紀伊半島の南東側に位置
する多雨地帯である上、梅雨期の集中豪雨に
加え、台風災害常襲地帯となっている。特に
本町の地形は、急峻な谷間の河川沿いに住家
および資産の多くが集積した厳しい地形にあ
るため、短時間の豪雨による河川の氾濫や低
地帯での浸水被害、上流地域の土砂災害が
発生しやすい状況にある。

那智勝浦町 水道課

川渕 深志
那智勝浦町 水道課

川渕 深志
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表2　那智勝浦町の主な既往風水害 （町史・被害資料より抜粋）

表1　那智勝浦町の水道事業の概要（平成30年3月現在）

ダクタイル鉄管 平成30.10 第103号 レジリエンス・タウン那智勝浦町を目指して ～自然災害に強い水道管路の構築～

レジリエンス・タウン那智勝浦町を
目指して

Technical Report 技術レポート02

図1　那智勝浦町の位置図

～自然災害に強い水道管路の構築～
給水人口

1日最大給水量

管路の総延長

14,853 人

10,612 ㎥／日

171.1㎞

発生時期

平成 2年 9月19日 台風19号

災害種別 災害状況
白浜町付近に上陸し紀伊半島を横断、最大風速50mを超える記録的
暴風・家屋破損、電柱倒壊、風倒木等全域で被害大。
（住家全壊2戸、半壊26戸、一部破損2,265戸、他。）

平成 2年 9月30日 台風20号 台風19号とほぼ同コースで断続的豪雨と強風。
（住家半壊3戸、一部破損329戸、床上浸水2戸、他。）

平成 2年11月30日 台風28号 白浜町付近上陸。
（床下浸水4戸、他）

平成 3年 9月19日 台風18号 台風の北上に伴い秋雨前線が活発化、総雨量大野407mm。
（床上浸水2戸、床下浸水10戸、他）

平成 5年 9月 9日 台風14号 （住家一部破損2戸、床下浸水2戸、他）

平成 6年 9月29日 台風26号 県南部に上陸し北上。
（住家一部破損59戸、床下浸水1戸、他）

平成10年 9月22日 台風7号 御坊市付近に上陸し北上。
（住家一部破損11戸、他）

平成10年 9月24日 豪雨 秋雨前線停滞による集中豪雨、降雨量大野383mm。
（床上浸水2戸、床下浸水15戸、他）

平成13年 8月21日 台風11号 串本町付近へ上陸、色川大野で積算雨量796mm。
（床上浸水145戸、床下浸水111戸、他）

平成13年 9月30日 豪雨 秋雨前線停滞による集中豪雨、市野々で積算雨量285mm。
（床上浸水35戸、床下浸水291戸、他）

平成23年 9月3･4日 台風12号
（紀伊半島大水害）

長雨が2日以上続き、累計雨量は色川で1,100mm、市野々で821mm
を記録。那智川支流を始め町内各所で土石流発生。
（死者28名、行方不明者1名、全壊家屋103戸、半壊家屋905戸、床上
浸水440戸）
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平成 6年 9月29日 台風26号 県南部に上陸し北上。
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（床上浸水2戸、床下浸水15戸、他）

平成13年 8月21日 台風11号 串本町付近へ上陸、色川大野で積算雨量796mm。
（床上浸水145戸、床下浸水111戸、他）

平成13年 9月30日 豪雨 秋雨前線停滞による集中豪雨、市野々で積算雨量285mm。
（床上浸水35戸、床下浸水291戸、他）

平成23年 9月3･4日 台風12号
（紀伊半島大水害）

長雨が2日以上続き、累計雨量は色川で1,100mm、市野々で821mm
を記録。那智川支流を始め町内各所で土石流発生。
（死者28名、行方不明者1名、全壊家屋103戸、半壊家屋905戸、床上
浸水440戸）
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（２）平成23年台風12号による水道被害とそ
の後の取り組み
　平成23年の台風12号では、町内各地で土
石流や河川氾濫等により、住民の生命・財産
とライフラインにも甚大な被害が生じ町民の
生活に大きな被害を及ぼした。

　水道事業では町内各地区の浄水場・取水
場等の機械電気設備、配水管および水源地
等が被災したため、宇久井地区以外が断水と
なり、応急復旧に3週間余りを要した。

　その後、災害復旧事業を実施し、被災配水管
を耐震管で復旧し、また、平成28年度まで
継続して行っていた簡易水道統合整備事業
により、事業対象の施設、設備、管路の更新を
行ってきた。これらの被災経験を継承し、今後の
インフラ整備に活かしていくことが課題である。

28 29ダクタイル鉄管 平成30.10 第103号

４．管路更新について
　本町では、過去に経験した台風や豪雨による
自然災害や、今後想定される南海トラフ等の
巨大地震に備え、基幹管路は、耐震性はもと
より長期耐久性（100年）を期待できるＧＸ形
ダクタイル鉄管を基本的に使用することで、ラ
イフサイクルコストの縮減を図り、管路更新
（耐震化）を図っている。
　なお、残っている石綿管は継続的に更新し
ている。

写真１　那智川流域の被害状況（H23）

写真２　管路被害状況（φ300 K形）

図３　南海トラフ巨大地震での津波ハザードマップ（中心部）

図２　洪水・土砂災害ハザードマップ（太田川流域）

当該管路（後述）
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５．平成29年大雨での道路崩壊に伴う管路
の露出
（１）当該管路の概要
　平成29年は台風や大雨により日本各地でも
水道管路に関係する道路等の被害が多く
発生したが、本町においても6月の大雨（色川
で1日最大357mmを記録）により太田川沿い
の道路が長さ約20m、幅約2mに亘って崩壊
し、道路下80cmに埋設されていた呼び径250
のGX形管路が露出する被害が発生した。
　当該管路は、平成29年度からの下里・太田
簡易水道の上水道への統合に伴って新規布
設した送水管で、重要管路であること、および
河川沿いの災害危険地域であることから、耐
震性と長期耐久性を評価しGX形ダクタイル鉄
管を採用していた。
（２）当該管路の露出状況
　道路崩壊により、当該管路は河川側に湾曲
した状態となって露出したが、耐震型ダクタイ
ル鉄管の特長である各継手部の屈曲と伸縮
により、地盤の大きな変形に管路が追従するこ
とで、管路機能にはダメージがなく水密性能を
維持していた。なお、継手の挙動は、一つの
継手に集中することなく管路全体で大きな変

30 31ダクタイル鉄管 平成30.10 第103号

位に耐えており、継手の屈曲は最大6°程度
（地震時の最大屈曲角は8°）、伸縮は最大
0.3%程度（最大伸縮量は±1%）であった。
（３）復旧について
　平成29年6月の道路崩壊後は、管路の変位
防止措置として仮設の吊り防護を施した状態
で送水を継続していたが、平成30年3月に道
路の復旧を完了した。
　管路については、各継手の屈曲・伸縮の状
況は上述の通りであり、管路として再度の地
盤変位に対して十分余力が残っていること、
また管体に顕著な変形や傷付きが確認されな
かったことより、継続使用が可能と判断し、布
設替せずに道路を復旧した。

写真3　管路の状況（φ250 GX形）

６．おわりに
　今回、大雨に伴う道路崩壊によって管路が
露出する被害を受けたが、耐震型ダクタイル
鉄管を採用していたことで、通水機能を失うこ
となく送水を継続することができた。これによ
り、自然災害に対する耐震型ダクタイル鉄管管
路の強靭性を再認識すると同時に、平成23年
に受けた大規模水害以降進めてきた耐震型
ダクタイル鉄管による「管路網の耐震化」の方
針が正しかったと確認する契機となった。
　今後は、さらに自然災害に強い町（レジリエ
ンス・タウン）を目指し、優先度の高い管路から
着実に耐震化を推進していく考えである。

レジリエンス・タウン那智勝浦町を目指して ～自然災害に強い水道管路の構築～
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1.はじめに 
　近江八幡市は、滋賀県のほぼ中央に位置
し、北は琵琶湖、東は東近江市、南は竜王町、
西は野洲市に接しており、琵琶湖で最大の島
である沖島（沖ノ島）がある。
　総面積は、177 .45㎢で滋賀県全体面積
推計値（4,017.36㎢）の4.4％を占めている。
　平成22年（2010年）に旧近江八幡市と安
土町が合併し、現在の市域が確定するに至っ
ており、北東部に広がるラムサール条約の登
録湿地である西の湖は、琵琶湖で一番大きい
内湖であり、ヨシの群生地である水郷地帯は、
「春色・安土八幡の水郷」として、琵琶湖八景
の一つに数えられ、水と緑に恵まれた美しい
景観と歴史風土に恵まれた地域となっている。
近江八幡市は、古くから農業を中心に栄えて

きましたが、中世以降は陸上と湖上の交通の
要衝という地の利を得て1579年に織田信長
により安土城が、1585年に豊臣秀次により八
幡城が築城され、織田信長の改革精神により
開かれた楽市楽座は、豊臣秀次の自由商業
都市の思想に引き継がれ、その後、近江商人
の発祥の地として発展してきた地域である。

２．水道事業の歴史・概要
　本市の近代的な水道事業は、昭和26年
（1951年）2月に滋賀県内で大津市に次いで
2番目の上水道事業として創設され、昭和29
年3月に、長命寺町松ヶ崎地先の琵琶湖か
ら、八幡山のふもとの北ノ庄浄水場まで琵琶
湖の水を引き込み、旧市内に給水を開始した。

近江八幡市水道事業所
上下水道課上水道グループ

主任技師

勝又　龍平

近江八幡市水道事業所
上下水道課上水道グループ

主任技師

勝又　龍平
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図1　近江八幡市の位置図 図2　近江八幡市水道事業配水区域分類図
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昭和38年には、第2上水道事業の許可を受
け、昭和45年から1次拡張事業として新たに
琵琶湖を水源とする牧浄水場を建設し、昭和
47年からの2次拡張事業では地下水を水源と
する岩倉浄水場などを建設し、新たな地域に
給水を開始するとともに、順次給水区域を拡
大していった。昭和50年には、計画給水人口
58,000人とする3次拡張事業として、第1上水
道と第2上水道を統合するとともに、県営水道
からの浄水を受水する事業を開始した。その
後も本市の人口増加や経済発展に対応する
ため、計画給水人口を73,200人として平成4
年からは4次拡張事業、平成12年からは5次
拡張事業を行ってきた。
　一方、安土町の水道事業は昭和43年に南
部地区簡易水道として事業に着手し、昭和49
年には計画給水人口13,000人とする上水道
事業に着工、昭和54年から町内全域を給水
区域として給水を開始した。
　平成22年3月に旧近江八幡市と安土町が
合併したことを受け、平成25年3月に旧市と町
の上水道事業および沖島の簡易水道事業も
合わせて、計画給水人口81,800人、計画1日
最大給水量32,300㎥とする近江八幡市水道
事業を創設し、現在に至る。

３．管種検討
3.1　経緯
　当市はこれまで、耐震管としてNS形ダクタイ
ル鉄管を採用してきたが、平成28年度からア
セットマネジメント手法を取り入れた耐震管路
計画を策定することになった。この中で呼び径
75、100の小口径管路の経年化が年々高く推
移するため、布設替えとなれば財政的に大き
な負担となる。そこで耐震性、施工性、維持管
理性、経済性を総合的に比較し材料検査や
施工デモの検証も加え検討を行った。

3.2　水道配水用ポリエチレン管(EF継手)
　水道配水用ポリエチレン管(EF継手)は、当
市では地下水位が高いことや雨天時の施工
を考えると、融着継手の弱点である水へのコ
ントロールを確実に行う必要があり、施工性に
課題が残る。また維持管理面においても例え
ば、他工事により損傷した際の修理は時間的
制約があるため、地下水等の影響で融着が
できない場合はメカニカルによる接続となり、継
手部が耐震機能を有しなくなる。
　以上のことから、現段階での採用を見送る
こととなった。

3.3　NS形E種ダクタイル鉄管
　NS形E種ダクタイル鉄管（以下NS形E種と
記す）は、当市が採用しているNS形3種ダク
タイル鉄管（以下NS形3種と記す）と耐震性能
は同等である。また、NS形E種は表1に示した
通り、NS形3種よりも軽量で継手接合が容易
なため、施工性に優れる。
　次に、NS形E種は軽量という特長がある
が、反面NS形3種に比べて管厚が薄いので、
耐用年数が確保できるかが課題となった。そこ
で、当市の地盤特性(腐食性評価指数)からみ

る腐食リスクについて検討した。
　図3に示した通り、当市内の腐食性評価係
数は0.64～0.82であり、仮にポリエチレンスリー
ブが装着されていないダクタイル鉄管に対し
て、考えられる腐食は60年後2.96～3.79㎜で
あり、最もきびしい条件(最大腐食：3.79㎜)でも
NS形E種［呼び径75および呼び径100の最小
管厚3.8㎜（管厚4.5㎜に公差-0.7㎜を考慮）］
は貫通しないことから、腐食に対しても長期間
の使用が可能と判断できた。
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　さらに、本市においては昭和63年から市内
のダクタイル鉄管においては防食対策として
ポリエチレンスリーブを採用している。ポリエチ
レンスリーブの役割としては、図4に示した通
り、管と土壌の接触を断ち、迷走電流を遮蔽
し、管外面の環境と遮断することにより腐食を
防止する役割がある。
　現時点において、当市内のポリエチレンス
リーブ装着管路が、腐食によって漏水する事
故は発生していない。腐食性評価に加え、ポリ
エチレンスリーブの防食により耐用年数のさら
なる延長が期待できることから、腐食面に関し
ては問題がないという結論となった。
　以上のことから、NS形E種は長期に渡り、優
れた性能を発揮できるものと判断し、最終的に
採用に至った。

４．実工事におけるNS形E種の施工性検証
4.1　施工時間の検証
　実際にNS形E種を使用し施工性の検証を
行った。接合作業項目を表2に示す。施工性の
検証は継手接合の時間に着目して実施した。
　NS形3種と比べてNS形E種の大きな特長と
して挙げられるのは、切管の接合時に溝切加
工は行わず、切管ユニットを使用して接続でき
ることである。図5にNS形E種とNS形3種の継
手接合時間の比較（直管受口と切管の接合）
を示す。
　図5に示した通り、NS形3種に比べてNS形
E種の方が1継手あたりの施工時間が1.6分か
ら2.1分早いことがわかる。
　これは、今回の工事では、簡便な切管ユ
ニットであるN-Linkを使用したためである。
　本現場でのN-Linkの使用数は呼び径75
が24箇所、呼び径100が29箇所である。NS形
3種管路の溝切り加工（1種管を使用）と比較
すると、本現場では、継手の施工だけ見ても、
NS形E種の継手施工は、約96分早く施工が
可能と計算できる。
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写真2　NS形E種施工状況
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4.2　施工日進量の比較
　連続する工区において、平成28年度はNS 
形3種で施工し、平成29年度はNS形E種で施
工した工区(同一施工業者で実施)について、
実際の日進量の比較を行った。図6に年度別
工区を示す。

　図7、図8に示すように呼び径100の路線に
おいて、NS形3種は6日間で 175ｍ施工、NS
形E種は6日間で205m施工することができ、
30mの差が出る結果となった。この結果につ
いては、給水管も同時並行で施工しているた
め、各給水数にも影響してくるが、NS形E種の
施工において大幅に日進量が伸びた結果と
なった。日進量が伸びた原因としては、4.1に示
した接合時間の短縮、接続時の挿入力の軽
減および管重量の軽量化に伴う資材運搬時
間の低減などによる効果だと考えられ、NS形
E種の優れた施工性が確認できた。

５．まとめ
　NS形E種は、前述の実工事における施工
性検証に記載した通り、施工性について優れ
た管材だと検証できた。また、直接工事費用
は、NS形3種と比較すると、ｍ当たりの単価が
15％ほど安く、イニシャルコストも評価できる。さ
らに、当市は、腐食性評価の考察から腐食に
対する懸念が小さく、期待する耐用年数は問
題ないと評価でき、ライフサイクルコスト削減へ
の効果も高い。上記の点より今後もNS形E種
を使用していき、強靭な管路への更新と持続
的な経営を目指し、きれいでおいしい安全な水
を供給していきたい。
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図6　年度別工区 図7　φ100の路線図

図9　直接工事費の比較

図8　日進量の比較
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工事概要　
工事名　　H28中村町(6工区)配水管布設替工事
管種　　　NS形3種　φ75・φ100
施工延長　1,147.6ｍ

工事概要　
工事名　　H29中村町(7工区)配水管布設替工事
管種　　　NS形E種　φ75・φ100
施工延長　1,273.5ｍ
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を供給していきたい。
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1.はじめに 
①企業団設立の経緯
　寛永年間より360余年の歴史を持つ農業用
水路・千ヶ滝湯川用水の改修工事が昭和32
年に着手され、14年の歳月を費やして昭和45
年全線竣工の運びとなりましたが、その余剰
水を水道用水として使用するに当たり、水利
権の解釈をめぐり昭和37年8月から5年にわた
り水利紛争が続き、昭和41年8月、県知事の調
停により円満解決しました。
　そこで、この水利権を持つ浅間山麓の佐久
市・小諸市・御代田町・軽井沢町の二市二町
が共同で、水道用水の不足の解消と標高
1,000メートルラインの高原地帯の開発を目的
に、昭和42年1月浅麓水道促進協議会を組織
し、同年4月1日、長野県内では初めての水道

用水供給事業として浅麓水道企業団が誕生
しました。

②施設概要
　創設事業として、企業団設立の発端となった
新滝水源・西池尻水源の2箇所の湧水を水源
として、日量13,824㎥で供給を開始しました。
　その後、高度成長期の水需要の伸びに対
応するため、昭和47年度からは、浅間山山麓
で初となる深井戸の開発を行う拡張工事を進
め、現在では日量25,000㎥、湧水2箇所、深井
戸10本の水源で、小諸市、軽井沢町、御代田
町、佐久水道企業団、株式会社プリンスホテ

ルの1市2町1企業団1社へ水道用水を供給し
ています。
　活火山である浅間山山麓の一部の深井戸
は、当初は水質基準をクリアしていたものの、
揚水開始から1～2年使用しているうちに鉄と
マンガンが検出されるようになり、湧水系や他
の深井戸とのブレンドで対応していましたが、
平成12年度には、除鉄・除マンガン設備を設
置し良質な水の供給に努めています。
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　また、平成19年度には、水道施設の危機管
理の一環として、地震や浅間山噴火の自然災
害に対応可能な水量の確保を目的として、
貯水量を日最大配水量の半日分に補強し、新
滝水源・西池尻水源の2つの系統ごとに水槽
を分けた地下埋設型水系別二層式ＰＣタンク
の西区調整池を築造しました。
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年代

1108(天仁元)年 大噴火

現象 活動経過等
火砕物降下、火砕流、溶岩流
マグマ噴出量0.62ｋ㎥

1128(大治3)年 大規模 火砕物降下
マグマ噴出量0.28ｋ㎥

1596(慶長元)年 中規模 火砕物降下
マグマ噴出量0.004ｋ㎥

1783(天明3)年 大規模

山体崩壊、2次爆発、泥流
90日間活動
鎌原火砕流、鬼押出溶岩
死者1,151名、流出家屋1,061棟
マグマ噴出量0.51ｋ㎥

1908～1914
(明治41～大正3)年 小規模 降石、降灰、爆発音、空振

マグマ噴出量0.00013ｋ㎥

1973(昭和48)年 中規模
火砕物降下、火砕流、泥流
小規模な火砕流が3回発生
マグマ噴出量0.00044ｋ㎥

2004(平成16)年 小規模 火砕物降下、火映現象、空振
マグマ噴出量0.00006ｋ㎥

2009(平成21)年 小規模 火砕物降下、降灰、噴煙の高さ2,000ｍ
マグマ噴出量0.00001ｋ㎥

（参考） 浅間山噴火の歴史

写真１　平成16年9月15日浅間山小規模噴火（企業団追分調整池より撮影）

有史以降の浅間山の代表的な噴火

図2  浅麓水道企業団送水系統図
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２  送水管更新事業の取組
①現状と課題
　平成20年度に策定した「浅麓水道企業団水
道ビジョン 浅麓水道企業団水道事業基本計
画」に基づき事業を実施しており、主な事業とし
ては、法定耐用年数を超過した送水管の更新と
更新に合わせた耐震化に取り組んでいます。

図３  新旧管路図

　管路の法定耐用年数は40年ですが、当企業
団では法定耐用年数超過管路率が、全国平均
11.5％に対して、61.6％と非常に高くなっていま
す。また、総管路延長の約70％を占めるダクタイ
ル鉄管は、全て一般継手管（主にＡ形）であり耐
震適合率においても全国平均32.9％よりも低い
31.5％となっています。

②  事業計画の概要
　送水管更新事業は、平成20年度から計画的
に実施し、目標年次の平成30年度末には、耐震
適合率67.0％を目標としています。
　表4のとおり平成20年度から計画的に管路更
新事業を進めてまいりました。当企業団最大の

水源である新滝水源地から西区調整池まで
の導水管については、国土交通省で実施予定
の浅間山火山噴火緊急減災対策工事の堰堤
が既設管路付近に設置される可能性があるた
め、国の事業計画が公表されてから更新する予
定です。

表2　管路経年化状況（平成27年）

表3　管路耐震化状況（平成27年）

表4　送水管更新事業

３   西区追分調整池間送水管更新事業
　長野県軽井沢町の千ヶ滝西区別荘地にある
西区調整池から軽井沢町追分地区にある追分
調整池にいたる送水管路は、新滝・西池尻の両
水源の水を小諸市・御代田町・佐久水道企業
団へ供給するための重要な管路です。既設管
はダクタイル鉄管A形、呼び径300と呼び径350、
延長約7.5ｋｍで、標高約1,000メートルに位置す
る通称「千米林道」に布設されています。
　昭和42年度に布設した当時、この千米林道
は、車もほとんど通らない砂利道で、千米林道沿
いには住宅もありませんでしたが、今では住宅や
別荘が立ち並び、車の往来も多い生活道路と
なっています。
　このような状況から、他事業の埋設物も多く、
新しい管を布設する余裕が少ないこと、長期間
断水して工事を行うことが困難であることから、

別ルートに布設することを検討しました。
①布設ルートの検討
　新ルートは、既設ルートより少しでも延長が短
縮できるよう検討しました。
　なるべく二つの調整池を直線的に結べば事
業費もかなりの削減が見込めます。新ルートを既
存の公道のみで検討した場合、延長の短縮は
難しいことから、浅間山麓の水源涵養保安林で
ある国有林野内への布設と私有地である早稲
田大学の敷地内への布設の可否を検討しまし
た。国有林野の管理運営を行う林野庁東信森
林管理署と協議を進め、保安林や国立公園内
作業における手続きなどを経て、国有林野の
使用許可が得られ、また併せて早稲田大学の
敷地内への布設の許可も得られました。この結
果、図３に赤線で示しました既設管路に対して、
青線で示しました新管路は延長で約2,200ｍ

管路経年化状況

総管路
延長（m）

40年以上経過
延長（m）

18,941 11,677 61.6% 4,318 22.8% 2,946 15.6%
割合 延長（m） 割合 延長（m） 割合

20～39年経過 19年以下経過

路線 事業量

今後実施

事業期間
西池尻水源地～千ヶ滝調整池 ∅250　L＝602.5m

∅200　L＝1053.5m
∅300,∅400　L＝5274m

H20
H20～H23
H27～H30

千ヶ滝調整池～西区調整池
西区調整池～追分調整池
新滝水源地～西区調整池

総延長
（m）
〔A〕

耐震適合性
のある管
（m）
〔B〕

耐震適合性
のある管の
割合

〔B〕/〔A〕

耐震適合性
のない管
（m）

うち耐震管
（m）
〔C〕

耐震管の割合
〔C〕/〔A〕

18,941 5,967 5,518 12,974 29.1%31.5%
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短い5,274ｍとなりました。 
　この新管路は、上流から「千ヶ滝西区別荘
地」「大日向集落」「林道」「早稲田大学軽井沢
セミナーハウス内私道」「国有林野」を通って追
分調整池まで送水しています。特に下流部の早
稲田大学の敷地内や国有林野内に布設できた
ことにより直線的なルートとなり、大幅な管延長の
短縮が可能となったことで約10％の事業費の削
減につながり水道事業の健全経営に寄与する
ことが出来ました。
②管種の検討
　布設ルートは、活火山である浅間山山麓の
標高1,000ｍ地帯であるため、管種の検討に当
たっては、噴火や地震等の自然災害も考慮しま
した。既設管は、耐震性のないダクタイル鉄管A
形でしたので、今回の更新事業では、耐震管を
採用することを前提としました。
　耐震管の中で、耐震性能はもちろん、長期耐
久性、作業性を考慮し、ダクタイル鉄管GX形を

写真５　国有林野内作業道 砕石舗装状況写真４　国有林野内作業道部 水道管布設状況

表5　呼び径別延長の対比表

写真３　国有林野造成状況写真２　国有林野伐採状況

採用することしました。
　ダクタイル鉄管GX形に採用されている亜鉛
系合金溶射と封孔処理による外面耐食塗装で
の長寿命化に加え、ポリエチレンスリーブを被覆
することで、更なる長寿命化を図りました。
③呼び径の検討
　布設ルートを前述のとおりとすることで、管延
長を短縮できたことにより、呼び径350を主体とす
る既設管に対し、１ランク縮径し呼び径300を主
体とした新設管とすることが可能となりました。な
お、西区調整池出口の管は、水理計算の結果、
呼び径400としています。
④工事状況
　工事状況を写真②～⑤に示します。

４  おわりに
　平成27年度から継続事業として実施してきま
した本事業もこの原稿を執筆中の平成30年4月
12日に新管路への切り替え作業を終えました。
　無事通水できましたことをこの場をお借りいた
しまして、本事業に協力いただきました皆様に
感謝いたします。作業道の造成などまだ残って
いる工事もありますので、最後まで無事故で
竣工させたいと思います。
　人口減少社会となった現在、供給水量の減少
が見込まれる中、災害に強い長寿命な管路と
することで、持続可能な水道事業とすることが
出来ました。
　当企業団では現在新たな水道事業ビジョン
作成に向けて最終段階に入っておりますが、
その中でも「災害時にも安定して供給できる
浅麓水道」を未来像（＝ビジョン）として掲げる
予定です。
　企業団の主要管路もこの事業が竣工する
と、主要な水源である新滝水源からの導水管の
更新を残すところとなりました。この導水管につき
ましても、耐震化、長寿命化を図って更新事業を
計画していきたいと思います。

呼び径 計
既設管（m）
新設管（m）

∅400 ∅350 ∅300

1,325
5,969 1,523

3,949
7,492
5,274
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1.はじめに 
　気仙沼市は、宮城県の北東端に位置し、東
は太平洋に面し、南は宮城県本吉郡南三陸
町、西は岩手県一関市及び宮城県登米市、
北は岩手県陸前高田市に接している（図1）。
　太平洋に面した沿岸域は、半島や複雑な
入り江など、変化に富んだリアス式海岸を形成
し、気仙沼湾は、湾口に大島を抱き、四季静穏な
天然の良港となっている。
　このリアス式海岸特有の海岸美により、三陸
復興国立公園及び海域公園、並びに南三陸
金華山国定公園の指定を受けている。
　本市の経済は、水産業と観光が中心で、
特に、マグロ、カツオ、サンマは、全国有数の
水揚げ高を誇る。ふかひれの産地としても有名
であり、水揚げ量は日本一となる。

　人口は､平成29年度末で約64 ,000人で
あり、東日本大震災のあった平成22年度の約
74,000人から､毎年減少に転じている。
　また、気仙沼湾に位置する大島は、本土と
の交通手段が船舶のみであり、住民の日常
生活における利便性向上や救急医療などの
安全・安心の確保はもとより、当該圏域の観光
振興及び地域間交流を図る観点からも架橋の
整備が求められてきた。そのような状況の
なか、震災により、大島地区の住民が長期間
孤立を余儀なくされるなどの甚大な被害を受
けたことから、大島架橋の必要性が再認識さ
れ、平成30年度の完成を目標に事業を推進し
ている（写真1）。

2.水道事業の概要
　旧気仙沼市の上水道は、昭和2年8月に内
務大臣から認可を受け、昭和3年に着手して
昭和5年には一部給水を開始、昭和6年に1日

最大給水量4,100㎥で本格操業となった。
　その後、4回の拡張事業を実施し、現在で
は、事業認可上1つの上水道事業と2つの簡易
水道事業及び2つの簡易給水施設を存続して
いる。
　また、東日本大震災により水道施設は大き
な被害を受け、全給水戸数の94.5％が断水
し、復旧までに3ヶ月以上の長期間を要した。
　未だ津波浸水区域や地盤沈下浸水区域
の復旧が残されており、今後の震災復興と合
わせた水道施設の整備が急務となっている。
　一方で、本市の水道施設の耐震化率は
全国的に比べて低い水準であり、基幹施設、
基幹管路の耐震化を進めるとともに、緊急
遮断弁の設置や配水系統間のバックアップを
含めた災害に強い水道施設の構築を目指し
ている。
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写真1　気仙沼大島大橋の概要
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3.浦の浜漁港海岸保全施設（防潮堤）整備
　 事業について
　大島地域は、明治29年の明治三陸大津
波、昭和8年の昭和三陸大津波及び昭和35
年のチリ地震津波と過去に大きな災害があり、
さらに東日本大震災では津波とその後の火
災により甚大な被害を被った。このように、地勢
状、津波、高潮による災害を受けやすい地域
でありながら、離島・大島地区の海の玄関
口である浦の浜にはもともと防潮堤がなかっ
たため、新設するための整備事業を進めてい
る。
　防潮堤のイメージパースとして、震災後を
写真２、計画図を図2及び写真3に示す。
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図3　既設送配水管からの切廻し

表1　工事概要

4.工事概要
　防潮堤築造工事によって影響をうける既設
送配水管切り廻し工事の概要を表1、仮設配
管図を図３に示す。

5.仮設配管に用いる管材の決定
5.1　災害復旧現場の特徴
　水道管路の応急復旧にあたっては、これまで
レンタル管を採用してきた。しかし、災害復旧
現場においては、以下に挙げる諸事情がある。
（1）補償負担先が複数にわたる可能性
　仮設配管は、発注済みの防潮堤を築造
する工事（発注元：水産漁港部）、未発注の
県道新設工事（発注元：宮城県）、及びウェル
カムターミナル※）の新設工事（発注元：気仙
沼市）、これら３つの異なる事業にまたがって
いる。また、工事期間が不透明なため、最終的
な仮設配管のレンタル費用が算定出来ない。
そのため、最終的な費用の配分が複雑になる。
※）観光交流スペース、かつ津波の際の一次非難施設としての
　 機能を併せ持つ施設

（2）実工期が不透明
　発注済の防潮堤築造工事に伴う仮設配管
工事が720日（未定）。さらに前述の未発注
工事については発注時期及び終了時期共に
不透明であり、仮設管のリースが長期間にわ
たる可能性がある。

（3）分岐工事の可能性が高い
　災害復旧現場においては即効性が求めら
れるため、仮設管路は暫定的に位置決めす
る。工事進捗とともに再仮設等を要する場合も
多く、給水要望があった場合、別途分岐等で
応えなければならない。

写真3　フェリーから見た防潮堤（イメージ図）

写真2　震災後の浦の浜漁港

図2　防潮堤完成予想図

工 事 名

発 注 者

工　　期

仮設延長

浦の浜漁港浦の浜地区防潮堤工事

気仙沼地方振興事務所水産漁港部

防潮堤工事：H29.9.5～H32.3.25
仮設配管工事：H30.6.1～720日間（未定）

①送水管:φ150×562ｍ(既設φ200)
②配水管:φ150×601ｍ(既設φ150)

 

5.2　採用管種について
（1）特性比較
　配管施工業者からレンタル管より購入材の
ほうが合理的との提案があり、各種管材の
特性比較を表２に整理した。また、項目ごとに
評価した内容を以下①～⑤にまとめた。

表2　特性比較結果

項目

①費用負担
　の明確性

②管路の
　拡張性

③耐震性能

④施工性

⑤経済性

DIP
NS形E種

DIP
K形 レンタル管

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯

◯△ △

△

△

△

×

×

備考 1）水道配水用ポリエチレン管はリサイクルの観点から除外した｡
　　 2）比較対象とした鉄系管路においては、対紫外線、管体強度、水場で
　　　 の施工性、凍結時の復旧に関し、これらの特性が同等のため項目から
　　　 除外した。
　　 3）気仙沼市では、K形管は全て離脱防止金具で接合している。



3.浦の浜漁港海岸保全施設（防潮堤）整備
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写真２、計画図を図2及び写真3に示す。
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図3　既設送配水管からの切廻し
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① 費用負担の明確性
　本仮設配管は、異なる3つの発注先が絡み、
施工期間が不透明である。購入材であれば
費用負担が明確になる。
② 管路の拡張性
　仮設配管は、配管後に任意箇所からの分岐
による延伸や各戸への給水分岐が伴う可能
性もある。レンタル管の場合断水を伴うが、
DIPの場合、任意の位置（直管部）で不断水
分岐等の施工が可能である。
③ 耐震性能
　二次災害を想定した場合、レベル2地震動
に対し、NS形E種管は耐震適合性ありと
評価されているが、K形管は地盤条件を加味
する必要がある※）。一方でレンタル管の
場合、耐震適合性はない。
※）厚生労働省「管路の耐震化に関する検討会報告書」参照。

④ 施工性
　レンタル管は、受口に挿し口を預け入れ、管を
回転後、ストッパーを装着することで施工が
完了するため施工性に優れる。一方で、NS形
E種管も接合は短時間で完了するものの、
再利用することを前提とした場合、異形管は
押輪のボルト・ナットを外すだけであるが、直管
は継手解体に時間を要する。
⑤ 経済性
　当初、計画した施工期間では、レンタル管の
ほうが安価になるとの試算結果を得ていた。
しかし、計画が具体化していくなか、実工期は
これよりも長くなることも想定する必要が生じ、
施工期間が長期となる場合、逆に購入材の
ほうが安価となる場合もある。
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（2）結果
　前述の特性をふまえ、発注元である水産漁港
部、配管施工業者、当水道部の3者で協議し
た結果、主に前述(1 )①～③に示した内容
から、DIPを採用することとした。
　次に、NS形E種管とK形の経済比較を
行った。（注；同一掘削断面に2条並列で布設
するため土工費での差が出ない。そのため
材・工での比較を行った）
　その結果、NS形E種管は、K形管の93～
94％程度と安価となったため（表3）、低コスト・
軽量化を実現し、耐震性に優れたNS形E種
ダクタイル鉄管を採用することとした。

表3　K形を100とした場合のE種管比率

送水管
φ150×562ｍ
配水管
φ150×601ｍ

材料費 配管工事費 合計

92％

93％

100％

99％

93％

94％

6.施工現場の状況
6.1　工事概要
施工現場の土工定規等を表4、仮設管施工
現場の状況を写真４～６に示す。

表4　布設現場の属性

仮設管延長
（2条並列配管）

採用管種

土被り

掘削溝幅

埋戻し土

砂基礎の有無

NS形 E種管

なし（一般的な平底溝）

0.8ｍ

1.2ｍ

送水管:φ150×562ｍ
配水管:φ150×601ｍ

管上10㎝まで山砂。
それ以浅は路盤まで発生土。

写真4　直管の接合作業

写真5　送･配水管布設状況

写真6　埋戻し完了

 

6.2　施工性
　これまで仮設配管にはレンタル管を採用して
おり、施工スピードが要求される本現場で、
接合経験がないNS形E種管を採用することに
ついて、当初工事進捗の遅れを危惧していた。
　しかし、施工業者にヒアリングした結果、レン
タル管と作業進捗は異なるが、計画していた
日進量に影響するほどのものではなく、異形管の
接合で一部手間取ることはあったものの、計画
通り作業が完了したことを確認できた。

7.おわりに
　本事業は、前述のとおり特殊要因が重なる
ため、一時的な経済性よりも汎用性を重視し
仮設管にNS形E種管を初採用した。
　施工業者へのヒアリングからレンタル管と
同等の施工性も確認でき、同時に耐震性能が
向上し、災害時等に対する備えが図られる
メリットも得られた。
　仮設期間が長期となる場合、レンタル管より
購入材のほうが安価になる場合も考えられる
ことから、比較的長期間仮設配管する場合や
工事が輻輳する場合、NS形E種管の採用を
検討したい。
　一方、リサイクル等を考えた場合、ダクタイ
ル鉄管も再資源化が可能であるが、リサイク
ル業者への一旦破棄が前提となる。心象的
な側面からもダクタイル鉄管を再利用するた
めのシステムの構築が望まれる。
　また、レンタル・仮設等も前提とし、直管解
体の簡素化やたとえ状況が悪くても簡単か
つ確実に接合できる異形管等、更なる経済
性・施工性の向上を追求した新たな管材の
開発を期待したい。

仮設の送・配水管仮設の送・配水管
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　本仮設配管は、異なる3つの発注先が絡み、
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

平成28年台風10号による豪雨被
害でのGX形およびNS形（E種管）
を用いた復旧

新得町施設課

上下水道係

　　　　　　　　　　　係長　菜畑　栄樹

　北海道中央部にある新得町は、昭和41年11月より給水を開始し、水道
事業と2つの簡易水道事業を運営しています。その新得町では平成28年
に3つの台風が上陸、また8月17日～31日で合計595.5ミリの降雨量を記
録しました。今回の豪雨災害により、長期間断水することとなりまし
た。今回のレポートでは、復旧に使用する管材の選定において、施工
性、強靭性、耐震性、費用対効果の4点を条件に検討をすすめ、2種類の
耐震型ダクタイル鉄管を採用して計画的に管路整備を進めていくことを
報告しています。

NS形ダクタイル鉄管（E種管）本
格採用に向けての検証

三沢市上下水道部

水道課新設改良係

　　　　　　　　　　　主事　駒沢　大地

　三沢市は、下北半島の付け根に位置し、湿原が多く、積雪寒冷地で路
盤が凍結しやすくなっています。現在三沢市では、老朽管の更新や耐震
化などの施設整備を積極的に進めています。管路については、呼び径
200以上にGX形、75～150では新たに開発されたNS形（E種管）を試験採
用しました。このレポートでは、NS形（E種管）の耐震機能面での評
価、コスト面と試験施工の日数などを検証し報告しています。

笛吹市公営企業部におけるダク
タイル鉄管による管路耐震化

笛吹市公営企業部

　　　　　　　　水道課長　渡辺　一彦

水道課
　　 工務担当リーダー　志村　一仁

　笛吹市は、甲府盆地の東寄りに位置する盆地地形で、果樹栽培に適し
た土地となっています。水道事業は、地区毎に整備を進めてきた簡易水
道事業を統合、平成20年度に創設、同年4月からは峡東地域広域水道企
業団の用水供給を受け、送水系統の統合や配水区域の見直しを推進して
おり、送水管路整備はあと1～2年での完成を目指しています。今回のレ
ポートでは、耐震型ダクタイル鉄管を使用して、笛吹市が災害に強い安
全なインフラ整備による「100年続くまちづくり」の実現を目指してい
ることを報告しています。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

S50形ダクタイル鉄管の施工につ
いて

静岡県企業局

東部事務所　工務課

　　　　　　　　　　主査　大川　美佐代

　　静岡県企業局では、工業用水道事業、水道事業、地域振興整備事業
を行っています。工業用水道事業は7事業を展開しており、その1つであ
る静清工業用水道は、昭和16年に給水を開始した静岡県で も古い工業
用水道です。平成22年に発生した漏水事故をきっかけに、昭和20～30年
代に布設した老朽管路の布設取替工事を行っています。今回、配水管路
の一部にS50形ダクタイル鉄管を採用し材料や施工共にコストの削減を
図ることができたことを報告しています。

県域水道ファシリティマネジメント
の取り組みについて

奈良県水道局

業務課

　　　　　　　　　　係長　丸山　稿造

　奈良県では水道事業を取り巻く経営環境の悪化に対処するため、「県
域ビジョン」を平成23年12月に策定しました。その中でも、「県水転換
による水源の適正化」・「直結配水による配水システムの効率化」・
「広域化の推進」という三つの取組があり、今回のレポートでは各々に
ついての具体的な方策と今後の展望を紹介しています。

安心して、いつでも、いつまでも
使える上水道を目指して　～呼び
径75 ＮＳ形（E種管）の施工～

高松市上下水道局

水道整備課

　　　　　改良第一係長　小林　弘幸

　高松市の上水道事業は全国で40番目となる大正10年に給水を開始し、
8期に及ぶ拡張事業を経て、新たな水源の確保と施設整備の推進等を
行ってきました。しかし、水需要は減少傾向にあることから、限られた
財源の中で事業費の平準化を図りながら優先順位の高い事業から計画的
に実施しています。今回のレポートでは、新たに採用したＮＳ形（Ｅ種
管） の経済性、施工性についての評価を報告しています。
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６３ はじめに 

　新得町は北海道のほぼ中央に位置する人

口約 6１９５５ 人の東大雪の山々と日高山脈に

抱かれた自然豊かな美しい町である。

　町名の由来は、アイヌ語で「シットク・

ナイ」がなまったもので、山の肩または端

という意味や、アイヌの人たちがお酒を造

るための漆器を「シントコ」といい、これを

作るための土地だったとも言われている。

町の面積は広く、東京都の約 ６４７ の ６１５6９ ㎢

あり、人口密度は6人４㎢で、総面積の約9５％

が森林地帯になる。主な産業は農業と酪農

で特にそばの生産が盛んである。

　町は鉄道とともに発展し、現在も特急全

車が停車し、札幌から約 ７ 時間、帯広まで

約８５ 分と交通の便にも恵まれている。

２．新得町水道事業の概要

　新得町は昭和 ９６ 年 ６６ 月より給水を開始

し、水道事業と ７ つの簡易水道事業を営ん

でいる。

　河川を水源として新得浄水場から ６ 日

７１5５５ ㎥の水を供給し、給水人口は 5１７9５

人で普及率は 98％となっている。

管路の総延長は 76３7km で取水から配水ま

で全て自然流下という特徴がある。

３．平成 ７8 年台風 ６５ 号による被害

　北海道に台風が上陸することは多くない

が、平成７8年は観測史上初めて ６ 年間に台

風７号、9号、６６ 号の ８ つの台風が上陸する

という事態となった。

　また、台風 ６５ 号は 8 月 ７9日～ ８６日に北

海道に接近し、十勝地方に大雨による甚大

な被害をもたらした。

　新得町では上陸した ８ つの台風と合わせ

て 8 月 ６7日～ ８６日で合計 595３5ﾐﾘの降雨量

を記録し、8月の総雨量は 6６８ ３5ﾐﾘとなった。

平年の8月平均雨量は約 ７５５ﾐﾘであり、平年

の約 ８ 倍の雨が降ったことになる。

　新得町での主な被害を表 ６ および図 ６ に

示す。
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表１　新得町における主な被害

図６　地理的条件図

ダクタイル鉄管 平成８５３９ 第６５７号 平成７8年台風６５号による豪雨被害でのGX形およびNS形（E種管）を用いた復旧

平成28年 台風10号による

豪雨被害でのGX形および

NS形（E種管）を用いた復旧

全壊　７ 戸
半壊　7 戸
一部損壊　8 戸
床上浸水　９ 戸
床下浸水　9 戸

７６６３7ha

8 月 ８６ 日 ６：８５ 頃から 9 月 ６8 日まで
対象 ７１6８6 戸　給水人口 5１７9５ 人

8 月 ８６ 日一時的に町内全域で発生
トムラウシ温泉周辺で 8 月 ８５ 日から
9 月 ７８ 日まで停電

新得市街地　６箇所
屈足市街地　４箇所
郊外　２箇所
国道 ８8 号
道道　忠別清水線、
夕張新得線（国道～３条通間）

住家被害

農地浸水

断水

停電

道路通行止め

新得市街地
標高 ６78m
8 月降雨量 6６4mm
うち台風 ６５ 号による雨量 ７34mm

距離 5３4 ㎞
標高差 約 3５５m

新得市街地付近

パンケシントク川

解析雨量による降水量分布

8月29日00時～9月1日00時

の72時間積算

日高山脈沿いやぬかびら源泉郷

周辺で300ミリを超える降水量

を解析

中新得川

単位はミリ

ペンケオタソイ川

道東道ペンケオタソイ橋観測局
標高 477m

8 月降雨量 834mm
うち台風 ６５ 号による雨量 38７mm
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４．水道施設の被害

　今回の台風による豪雨により、水道事業

の給水区域に属する新得市街地と屈足市街

地の２つの地域全域の ７ １6８6 世帯、5 １７9５

人が断水となった。断水の原因は、取水施

設の損壊、導水管の一部流失により取水と

導水が不能となったことによる。

　

（１）取水施設の被害

　一級河川十勝川水系パンケシントク川支

流９号川の地表水を河床から取り入れる構

造となっている取水場の損壊により取水不

能となった。（写真 ６）

　短期での復旧が困難な状況にあったた

め、今回損壊した取水場の下流にあり現在

は使用されていなかった旧取水施設に土砂

流入防止対策を行い、９月６日から取水を

再開した。

（２）管路の被害

　導水管では硬質塩化ビニル管が多く布設

されていたがその大部分が土砂の洗掘によ

り継手部が離脱して流失した。

　河川伏せ越し部の導水管（呼び径 ７５５A

形ダクタイル鉄管）も埋設位置よりも深く

洗掘されたことにより継手部が離脱して流

失した。（写真 ７）

　一方、橋梁に添架されていた導水管（呼

び径７５５ NS形ダクタイル鉄管）は、橋台背

面の土砂が洗掘されて管体が露出し、継手

の伸縮量が限界まで伸びた状態となってい

たが管体の損傷や継手の離脱等の被害はな

く通水機能は保持されていた。（写真 ８）

　この導水管は、伸縮可とう管と耐震型ダ

クタイル鉄管で構成されており、高い伸縮

可とう性と離脱防止力が機能した。

　配水管では河川護岸が大きく洗掘されて

道路下の呼び径 ７５５ 硬質塩化ビニル管が流

失した（写真 ９）。

６8 ６9ダクタイル鉄管 平成８５３９ 第６５７号

写真６　取水場の損壊状況 写真７　呼び径７５５ A形継手離脱状況

写真4　呼び径７５５硬質塩化ビニル管流失状況

写真3　呼び径７５５ NS形継手の状況

平成７8年台風６５号による豪雨被害でのGX形およびNS形（E種管）を用いた復旧
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６３ はじめに 

　三沢市は本州最北端、下北半島の付け根

に位置し東西約 ６６km、南北約 ７5km、面積

約 ６６9３87 ㎢の豊かな自然に恵まれたまちで

ある。本市の仏沼をはじめとする湿原群は

世界的に貴重な自然との評価を得てラム

サール条約に登録されており、県南の三沢

地域は古くからの馬産地で江戸時代には南

部藩の牧場として最大の「木崎の牧」があっ

たことで知られる。また当地域にあった旧

日本海軍三沢航空基地が太平洋戦争後に米

軍基地となったことで、本市は大きく変貌

することになった。

　現在、三沢市は全国有数の大空の街とし

て人口約 ９６１５５５ 人とおおよそ 8１５５５ 人の米

国人家族が暮らす、日米文化が融合した国

際都市として発展している。

７３ 水道事業の歴史

　三沢市の水道施設は旧日本海軍三沢海軍

航空隊の軍用施設として整備されたのが始

まりである。昭和 ７５ 年の終戦と同時に米軍

が進駐したことで管理は米軍に移管され、

昭和 ７5 年に米軍から基地内を除く施設が市

に移譲されたことで三沢市の水道事業は開

始された。

　現在、三沢市では安全で安心な水を安定

して供給するために、老朽管の更新や耐震

化などの施設整備を積極的に進めている。

3３ 水道事業の概要

　本市の水道事業は計画給水人口９６１９6５人に

対し給水人口が ９５１７9５ 人であり、計画給水量

は ６6１8７５㎥４日、平均給水量は ６８１６８6 ㎥ ４日

である。

　配水管の総延長は７9５ １89９m、平成７7年ま

でに耐震化された配水管の延長は ６５8１６５９

ｍ、耐震化率は ８7３７% である。この耐震化

率は全国的に見ても高いが、その一方で石

綿管や塩ビ管などの非耐震管の比率も高い

という問題を抱えている。

　また本市が基幹管路と位置付ける導水、

送水管および呼び径 ６5５ 以上の配水管の総

延長は ６８５ １ 6７7m であり、耐震管の延長が

7７ １ 86７mであることから耐震化率は 55３8%

となる。

4３ 試験施工

（６）背　景

　本市はこれまで呼び径 ７５５ 以上に NS 形・

GX 形ダクタイル鉄管を、呼び径 75～６5５に

水道配水用ポリエチレン管を主に採用して

きた。呼び径 75～６5５ で水道配水用ポリエ

チレン管を採用している理由は、ダクタイ

ル鉄管の耐震継手で主流であるGX形の耐震

性能を高く評価しつつも初期コスト面でわ

ずかに優位なためである。

　しかし、新たに開発された NS 形ダクタ

イル鉄管（E 種管）（以下、NS 形 E 種 ）は
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駒沢　大地
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図６　三沢市の位置
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６３ はじめに 
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日本海軍三沢航空基地が太平洋戦争後に米
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イル鉄管（E 種管）（以下、NS 形 E 種 ）は
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ダクタイル鉄管の優れた耐震性能を継承し

つつコストダウンを実現した管材として評

価できた。NS形E 種の継手構造を図 ７、GX

形と NS形 E 種の性能比較を表 ６ に示す。

　また、実際に ９５～5８年間使用したダクタ

イル鉄管を掘り上げて引張強さや伸びなど

の材質を試験した結果、長期間の使用でも

材質劣化が見られないこともNS形E 種を評

価する重要なポイントであった。特に、基

幹管路には長期耐久性と、高い信頼性をも

つ管の採用が重要と考えた。

　本市の一部区域には湿原が多く（写真 ６）

掘削時に発生する大量の湧水は施工の妨げ

になるため、この地域の施工では工期の遅

延がしばしば問題となる。また、当地域は

積雪寒冷地であり、冬期の積雪や寒さによ

る路盤の凍結は掘削をはじめとする施工の

障害となる。一方で工程は予定通りに進め

る必要がある。そこで降雨やそれによって

増加する湧水、冬期の寒さや路面凍結、積

雪などが原因の工事遅延は極力避けたい。

　さらに、NS形 E種の接合実技講習会を受

講し、この管の高い施工性を評価した本市

の配管施工業者から、管種変更の提案が

あった。

　そこでNS形E 種を試験的に採用し、その

効果について検証することとした。

（７）概　要

　試験施工の位置を図８、概要を表 ７に、実

際に施工した NS 形 E 種の配管図と施工日

を図 ９ に示す。また比較のため、計画した

が実際には採用に至らなかった水道配水用

ポリエチレン管の計画配管図と推定作業日

数を図 5 に示す。

７6 ７7

写真６　三沢市の湿原地帯

表７　試験施工の概要

ダクタイル鉄管 平成８５３９ 第６５７号 NS形ダクタイル鉄管（E種管）本格採用に向けての検証

表６　GX形とNS形E種の性能・経済比較

① 耐震性能

② 外面塗装

③ ポリエチレンスリーブの有無

④ 使用水圧
　 （静水圧＋水撃圧）

⑤ 材料単価比率
　 建設物価 2017.8 より引用

継 手 伸 縮 量：管長の ±1%
離 脱 防 止 力：3DkN
許容曲げ角度：4°（地震時の最大屈曲角：8°）

外面耐食塗装
（亜鉛系合金溶射塗装）

一般的な埋設環境に
おいては不要

3.0MPa 以下

・直　管：100%
・異形管：100%

・直　管：約 70%
・異形管：約 50～60%

1.3MPa 以下

必要

合成樹脂塗装
（普通塗装）

項目 ＳX 形（S種、粉体） NS 形 E 種

図3　施工現場案内図

工事名 　　駒沢 5 号線外配水管布設替工事

工　期 　　H28.1５.21 ～ H29.3.24

呼び径 　　15５

管　種 　　NS 形 E 種 ( 異形管 GX 形 )

施工延長 　　3５５ｍ

土被り 　　５.8ｍ

掘削溝幅 　　55cm( 素掘り )

埋戻し土 　　購入土

第一配水場

第一配水場

第三配水場

第三配水場

第二配水場
（停止中・廃止予定）

北部配水場

北部配水区域
北部配水場

春日台配水場

春日台配水場

第一・第三・春日台配水区域

（仮称）南部配水場
（建設予定）

異形管には付属品を含まない。
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（3）結　果

６） 作業日数

　NS 形 E 種の布設作業は、接合時間が ６ヶ

所当り 5 分程度と非常に短時間だったこと

で問題なく完了した。この結果、呼び径

６5５布設延長８５５mの試験区間の施工に要し

た日数は 6 日で、１日の布設延長は平均 5５m

であった。施工中の 6日間には雨天日（写真

７）も含まれたが、配管作業を中止する遅延

はなかった。

　NS形E種の実作業日と経過日数を表 ８ に

示す。

　また、採用に至らなかった水道配水用ポ

リエチレン管の推定作業日数は ６５日であっ

た。水道配水用ポリエチレン管の推定作業

日数を表 ９ に示す。なお、NS 形 E 種の作業

期間には雨天日が ６ 日あったので、条件を

揃えるために水道配水用ポリエチレン管の

作業期間にも雨天日があったものとして ６

日を追加した。

７8 ７9

写真７　NS形E種の雨天時の接合

表3　NS形E種の実作業日数

表4　水道配水用ポリエチレン管の推定作業日数

備考） 水道配水用ポリエチレン管の施工日数は、継手の作業時間を片受直管など接合が１か所のものが3５分、EFソケットのように接合が2ヶ所のものが
　　  44分かかるとして、1日の実作業時間を4.5時間(図6)として推定した。
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５３　おわりに

　本試験施工では厳しい条件のなかで NS

形E種の優れた施工性が証明された。また、

工期短縮が図れることも確認できた。わず

かな工事費の増加で NS 形 E 種を用いた水

道管路の耐震化が図れることも確認でき

た。さらに、ダクタイル鉄管の高い管体強

度を活かして良質な発生土で埋戻しした場

合に、約 ６６％の工事費の削減につながる試

算も得た。

　NS形E種は、本市の財政が今後逼迫する

中で老朽管の更新や配水管の耐震化を推進

していかなければならないという、相反す

る課題を解決できる製品であると考える。

今後、本試験施工で採用が間に合わなかっ

た NS形E 種の異形管や呼び径６５５ の 5m 管

の検証も行い、積極的に NS 形 E 種を採用

していきたい。
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図7　施工費用の比較
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施工費を６６%削減できる

８）施工業者の感想

　試験施工を実施した施工業者はこれまで

水道配水用ポリエチレン管の施工が主だっ

たが、GX形やK形ダクタイル鉄管の施工経

験もあった。そこで施工終了後にこの業者

の協力を得て、当現場の主任技術者にアン

ケートを依頼した。

　その回答によれば接合の容易さはNS形 E

種と水道配水用ポリエチレン管は同等との

評価であった。

　雨天時や地下水がある場合の施工性は

NS 形 E 種が高評価であった。

　施工速度も NS 形 E 種の方が速いと評価

された。

　当初、厳しい評価を予想していた防食用

ポリエチレンスリーブの施工は、NS 形 E

種が軽量であり思っていたより簡単である

との評価を得た。

９）結果

　試験施工の結果、NS形E種は施工性に優

れる管であると判断できた。また、ダクタ

イル鉄管の耐震性能は平成 ７8年に改正され

た水道事業ガイドラインでも高い評価を得

ていた。そこで NS 形 E 種の全国での採用

実績も参考に、現在計画中の呼び径 ６5５ と

呼び径 ６５５ 延長 ８6５ｍの配水管に、継続し

て NS 形 E 種の採用を決定した。

　本市は配水管の埋戻しに購入土の使用を

標準としている。しかし、ダクタイル鉄管

は管体強度が高いので、良質な発生土で埋

戻しが十分可能と判断できる。本試験施工

の竣工図をもとに、発生土で埋戻した場合

の工事費を試算したところ、６６％程度の工

事費の削減効果が期待できた。（図 7）

　そこで、今後 NS 形 E 種の継続的な採用

では、現地発生土での埋戻しも視野に入れ

てコスト削減につとめたいと考えている。
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６３ はじめに 

　笛吹市は、明治時代の初めは百近くの村

から構成されていた。その後、明治・昭和

の大合併など幾多の変遷を経て、平成６6 年

６５ 月 ６７ 日に 6 つの町村（石和町、御坂町、

一宮町、八代町、境川村、春日居町）が合

併して誕生し、さらに平成 ６8 年 8 月６日に

芦川村を編入合併した。本市の総面積は

７５６３9７ ㎢で、現在の人口は約 7５１５５５ 人で

ある。

　図 ６ に笛吹市の位置図を示す。本市は甲

府盆地の東寄りに位置し、笛吹川に沿って

広がる平坦地を中心に、南に広がる緩やか

な丘陵地、北側の秩父山系から連なる大蔵

経寺山や兜山、南側の御坂山地に囲まれた

まとまりのある盆地地形となっている。

　本市の土壌は肥沃で排水がよく、日照時

間が長いことに加え昼夜の気温差が大きい

など、果樹栽培に適した土地である。桃・

ぶどうは栽培面積、収穫量、出荷量のいず

れも全国市町村ランキング ６ 位を誇ってい

る。歴史ある日本の果樹栽培を先導してき

た先人の偉業をたたえ、全国に誇れるすば

らしい果樹郷を守り、さらに発展させるこ

とを誓い、平成 ６7 年 ６５ 月に「桃・ぶどう

日本一の郷」を、平成７5年 ９ 月には「日本

一桃源郷」を宣言している。

　また、本市では、ハートフルタウン笛吹

～優しさあふれるまち～を目指し、上下水

道対策をはじめとするインフラ整備や、災

害に強い安全な備えづくりとしての防災・

防犯対策など、「６５５ 年続くまちづくり」を

推進している。

７３ 水道事業の沿革

　本市の水道事業は地域毎に整備を進めて

きた簡易水道事業を統合し、さらに町村合

併による上水道事業などの統合によって、

平成 ７５ 年度に創設した。平成 ７５ 年 ９ 月か

らは峡東地域広域水道企業団の用水供給を

受ける一方、広瀬ダムを原水とする境川浄

水場、御坂浄水場を建設し、送水系統の統

合や配水区域の見直しを推進してきた。統

廃合に伴う現在の送水運用ルートを図 ７ に

示す。送水運用ルートの送水管路整備は大

部分が終了し、あと ６～７ 年での完成を目指

している。

　なお、本市給水人口の変動は現在、若干

の減少で推移しており、コストの面から配

水用ポリエチレン管（以下、ＰＥ管）での更

新を主としていた。

３．採用管種の見直し

　本市における管路の大部分は塩化ビニル

管で布設されているため、基幹管路の耐震

化率が ６５３７％と低く、大規模な地震が発生

した場合には多数の漏水が避けられない。

　この老朽管路を計画的に更新すること

で、管路の耐震化率を向上させたい。更新

の際、採用する管種としては、平成 ７９ 年

度から呼び径 ６5５ 以上は耐震型 GX形ダク

タイル鉄管（以下、GX 形管）を、呼び径

６５５はＧＸ形管と PE管の使い分け、呼び径

75 以下は PE 管としていた。

　しかし、厚生労働省の「平成 ７5 年管路の

耐震化に関する検討会」による『管路の耐

震化に関する検討報告書』（平成 ７ 6 年 6 月発

行）では、PE 管は使用期間が短く、被災経

験が十分でないことから、十分に耐震性能
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が検証されるには、なお時間を要するとさ

れており、管路の耐震管率の算出において

は＊（アスタリスク）を付けて区別して計

上する必要がある。そのため、公営企業部

内での検討の結果、材質劣化が無く長期耐

久性が実証されている耐震型ダクタイル鉄

管をメイン管材として採用していくことと

した。

　表 ６ に、呼び径別採用管種の一覧を示す。

なお、基本的には呼び径 75 以上をダクタイ

ル鉄管とした。また、重要幹線、地盤の悪

い地域については呼び径によらず GX 形管

を採用している。

４．NS形ダクタイル鉄管（E種管）の採用

　今後、給水人口の増加が見込めない中、

更新対象の管路は増加していく。そのため、

限られた財政の中で管路の耐震化率を向上

させるためにもNS形ダクタイル鉄管（E 種管）

（以下、NS 形 E 種管）の採用で施工量を伸

ばしていく必要があると考え、平成 ７8 年

度に呼び径 75 の ８ 工区について試験施工を

実施した。写真１～４に、NS 形 E 種管の施

工状況を示す。直管、異形管ともに重量が

軽くなったこともあり、現場での取り回し

がしやすく施工性が良くなった。

　平成 ７9 年度には、NS 形 E 種管の呼び径

75および呼び径６５５の施工を予定している。

特に、呼び径 ６５５ については新たに直管定

尺長 5ｍ管がラインアップされており、5ｍ

直管の使用による経済性および施工性の確

認をすることにしている。

５．おわりに

　耐震型ダクタイル鉄管は、過去の大地震

で被害がなく、複数回の地震においても耐

震性が検証されており、安全で安心できる

強靭な管路構築を実現できる。さらに、将

来の更新を念頭においた場合、イニシャル

コストだけで考えるのではなく、長期耐久

性が検証され、長寿命の実現により、ライ

フサイクルコストを低くすることができる

耐震型ダクタイル鉄管は、本市で推進して

いる災害に強い安全なインフラ整備による

「６５５ 年続くまちづくり」の実現に大きく貢

献できるものと考える。

　今後は、呼び径 75 および呼び径 ６５５ の

一部で使用していた PE 管を NS 形 E 種管

に変更する予定であり、その中でも、主要

幹線や重要路線については GX 形を使用し

ていく。

　最後に、分譲地区等の取り込み部におい

ては呼び径5５を開発行為で使用することが

あるため、NS 形 E 種管の呼び径 5５ がライ

ンアップされることを期待する。
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１．はじめに

　静岡県企業局では工業用水道事業、水道

事業、地域振興整備事業を行っている。

　工業用水道事業は７事業展開しており、

その１つである静清工業用水道は、昭和 ６6

年に給水を開始した静岡県で最も古い工業

用水道である。

　静清工業用水道は新東名高速道路新静岡

インター付近（静岡市葵区門屋）の安倍川

の伏流水を水源とし、安倍川以東の静岡市

葵区・駿河区、清水区三保までの静清地区

に自然流下方式により送水している。水質

は水温６5３7℃、濁度５３７度、PH7３８（平成 ７９

～７8年度平均）である。

　平成 ７７ 年に発生した漏水事故をきっかけ

に、昭和 ７５～ ８５ 年代に布設した老朽管路

の布設替工事を行っている。一方で、新規

ユーザーの確保にも努めている。

　今回、新規ユーザーへの給水を行うため

の配水管路の一部に S5５ 形ダクタイル鉄管

を採用した。S5５ 形ダクタイル鉄管採用の

経緯と施工について紹介する。

２．採用の経緯

　企業局では管路の新設および更新に当た

り地震をはじめとする災害時においても安

定した給水を維持するため、耐震管を使用

している。

　企業局の水道施設は、「水道施設耐震工

法指針・解説 ７５５9 版」（社団法人日本水道

協会）で規定される、重要な水道施設であ

ると位置づけ、管理する管路の重要度区分

はランクＡ１とし、保持すべき耐震性能は

「レベル１地震動に対しては耐震性能１」

かつ「レベル２地震動に対しては耐震性能

２」としている。

　「管路の耐震化に関する検討会報告書（平

成６9 年３月）（厚生労働省）」によれば、管種・

継手ごとの耐震適合性では「管路基幹管路

が備えるべき耐震性能」として、「レベル

２地震動に対しては耐震性能２」に相当す

る「レベル２地震動に対して、個々に軽微

な被害が生じても、その機能保持が可能で

ある」と区分されるのは、ダクタイル鉄管

（NS 形継手等）および鋼管（溶接継手）で

ある。

　従って、現在のところ静岡県企業局で耐

震管と認められるものはダクタイル鉄管

（NS 形継手等）および鋼管（溶接継手）と

なる。

　このため、これまで企業局管路の最小口

径は配水量に関わらず、ダクタイル鉄管

（NS形継手等）の呼び径75または水道用鋼

管 8５Ａを採用していた。

　今回対象ユーザーの計画使用水量は

７５５㎥４日であり、これを基に水理計算により

求めた必要口径は 5５ ㎜であった。

　従来であれば、コスト比較の上前述した

いずれかの管を採用するが、平成 ７5 年８月

に S5５ 形ダクタイル鉄管が規格化されたこ

とにより、呼び径 5５ の耐震管の使用が可能

となった。これにより、材料・施工ともに

コストの低減が図れた。

３．工事概要

　平成 ７9 年度　堀込支線　配水管布設工事

　施工延長 L＝55９３９ｍ

［共有区間］

　管　種：GX 形ダクタイル鉄管 S 種管

　呼び径：６5５、布設延長 L＝７99３7ｍ

［単独区間］

　管　種：S5５形ダクタイル鉄管

　呼び径：5５、布設延長 L＝７59３７ｍ

［その他施設］

　空気弁室：５箇所

　制水弁筐：４箇所

静岡県企業局

東部事務所　工務課　主査

大川 美佐代

静岡県企業局

東部事務所　工務課　主査

大川 美佐代
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４．S5５ 形ダクタイル鉄管の施工

　今回の工事では GX 形と S5５ 形の施工を

実施したため、GX 形との比較を交えなが

ら、S5５ 形の施工について現場の声を紹介

する。なお S5５ 形について、事前に現地に

て技術講習を受けた後、実施工とした。

（６）「GX 形の直管は、管挿口を受口に預け

　　た後、レバーホイスト１本で管を引き

　　込むことができるので、接合は非常に

　　容易である。S5５ 形直管は、人力によ

　　り管を挿入した後、ボルト締め付け作

　　業のみで接合が即時にできるため、接

　　合作業時間は短く、GX 形同様、容易

　　に作業ができた。」

　直管の接合方法が、GX 形はプッシュオ

ンタイプに対し、S5５ 形はメカニカルタイ

プと異なるが、接合作業はどちらも容易で

あった。

　S5５ 形は、直管はロックリングを内蔵し

たメカニカル継手により、異形管および切

管部はすべて抜け止め押輪を使用すること

により、離脱防止性を確保している。いず

れもメタルタッチ接合によりトルク管理が

不要。　

９５ ９６

写真２　GX形接合作業状況

写真4　メタルタッチ確認状況

写真３　S5５形接合作業状況

図２　プッシュオンタイプ（GX形直管）

図３　メカニカルタイプ（S5５形）

図４　離脱防止構造（GX形）

写真１　技術講習の様子
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９７ ９８

（5）その他

　直管 ６ 本当たりの重量が ９５kg なので作業

員二人で人力での運搬布設が可能である。

　メカニカル継手であるため、湧水や降雨

などの水がある場合でも施工が可能であっ

た。

５．おわりに

　S5５ 形ダクタイル鉄管が規格化されたこ

とにより、最小口径 5５mm について耐震管

での施工が可能となり、材料・施工ともに

コストの低減を図ることができた。

 Ｓ5５ 形の施工は非常に簡単であるため、Ｇ

Ｘ形の施工経験があれば配管作業は問題な

く可能であると判断できる。

　一方で、新たに呼び径5５ の配水管路が加

わったことにより、維持管理のための備蓄

資材の整備も検討していかなければならな

い。

　今後も計画的に安心で強靱な施設の更新

と効率的な維持管理により、良質な工業用

水の安定供給に努めたい。

（７）「小口径のため、管内の清掃が困難なの

　　 で材料の保管には、注意が必要。」

　接合要領「管の清掃」では、「受口溝の異物

を取り除き、挿し口外面の端面から約 ８５cm

の間および受口内面に付着している油、砂、

滑剤、その他の異物をきれいに取り除く」

と記載されている。本工事では材料の保管

時、管材出荷時のキャップを布設直前まで

つけたままにし、管内に汚れが入らないよ

う対策を行った。

（８）「呼び径5５用のポリエチレンスリーブが

　　 無いため、施工に手間がかかる。」

　本工事では、呼び径 75 用のポリエチレン

スリーブを使用した。あらかじめ管にポリ

エチレンスリーブを設置することで、掘削

箇所内での作業を最小とした。

（９）「異形管の種類が少ない。」

　GX 形に比べ、異形管の種類が少なく、特

に両受曲管がないため、乙切管（受口無し）

の使用に苦慮した。
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１．はじめに

　奈良県では、水道事業を取り巻く経営環

境の悪化、具体的には「水需要の減少」「施

設更新需要の増大」「技術力の低下」とい

う３つの課題に対処するための方策につい

て取りまとめた「県域水道ビジョン」を平

成 ７８ 年 ６７月に策定した。

県域水道ビジョンでは、県域を地勢や自然

条件から、県営水道が水道用水供給を行う

「県営水道エリア」、市町村の水源のみで水

道事業を行う「五條・吉野エリア」、簡易

水道事業のみを運営する「簡易水道エリア」

の３つのエリアに分類し、それぞれのエリ

アで広域化のモデル案を提案している。

　ここでいう「県域水道」とは、県営水道

と市町村水道を一体と捉えたものであり、

県域全体で水道資産を最適化する「県域水

道ファシリティマネジメント」に取り組む

ものである。　　

　水道事業は水道法上、市町村が行うこと

が原則とされているが、県営水道に相当大

きな水道資産が存在することから、県が

リーダーシップを発揮して県営水道の水道

資産の有効活用を図り、県と市町村の連携、

市町村間の連携など広域的な観点から県域

水道の効率化を進めている。

　本稿では、『県営水道エリア』における

以下の３つの取組について紹介する。

・県水転換による水源の適正化

・直結配水による配水システムの効率化

・広域化の推進

２．県水転換による水源の適正化

　まず、市町村が浄水場を更新した場合と、

浄水場を廃止し県営水道に水源を ６５５％転

換した場合での経営シミュレーションを県

独自で実施し、いわば水道事業基盤強化に

向けた「処方箋」を作成して、受水 ７９ 市

町村に提案し協議を行った。当然ながら、

自己水維持が有利という分析結果が出る市

町村もあったが、県としては市町村が最も

メリットの出る方策を提案するというスタ

ンスで協議に臨んだ。

　また、平成 ７5 年度に県水転換を推進する

ために、県営水道の料金を従来の ６９５ 円４㎥

から ６５ 円 ４㎥値下げして ６８５ 円４ ㎥とし、

さらに市町村毎に設定した基準水量以上の

奈良県水道局

業務課　係長

丸山　稿造

奈良県水道局

業務課　係長

丸山　稿造

９９ ９5

図１　県域水道の３つのエリア
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5５ 5６

６．今後の展望

　これまでの県域水道ファシリティマネジ

メントでは、県水転換や直結配水といった

県と個別市町村との１対１の取組や、地域

単位の広域化を進めてきたが、県域全体で

の更なる水道事業の基盤強化に向け、昨年

６５ 月に『県域水道一体化構想』を打ち出し

た。構想では県域水道一体化の方向性とし

て以下の６項目を掲げた。

　今後は、県と県営水道および市町村が互

いに協力しながら、この構想の実現に取り

組んでいきたい。

図６　上牧町、王寺町および河合町における施設共同化

５．広域化の推進（その２）

　上牧町・王寺町・河合町では、配水池の

老朽化を契機に、県が中心となり３町と共

に、配水池を共同活用する検討を行ってき

た。具体的には県が３町の緊急貯留容量を

確保することとし、配水池を３町で共同活

用する施設共同化の合意が成立し、平成 ７9

年 ６５月に３町および県で覚書を締結した。

　施設共同化では、配水池の必要容量 ６７ 時

間分の内、６時間分を県が確保し、配水

池に余裕がある町の余裕容量を県が活用す

ることとしている。配水池を活用させた町

では、その対価を県から毎年受け取ること

ができる。また、配水池の更新時期を迎え

ている町では、配水池容量をダウンサイジ

ングして更新することが可能となり、投資

費用が抑制できる。

　このように、両ケースとも町間の調整を

県が行うことによって、各町共にメリット

のある施設共同化が実現した。

ダクタイル鉄管 平成８５３９ 第６５７号 県域水道ファシリティマネジメントの取り組みについて

　　《県域水道一体化の方向性》

①　県営水道と市町村上水道の統合検討

②　浄水場・配水池の統廃合による更なる集約

③　管路のダウンサイジング

④　広域監視の検討や各種システムの共同化

⑤　水質管理の統合

⑥　簡易水道の受皿組織検討

王寺町配水池

王寺町

：更新しない県営水道
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管路更新計画
の中で整備
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・配水池併用型直結配水を導入
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・耐震化（更新）

・受水地点に追加
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６３ はじめに 

　高松市の上水道事業は全国で ９５ 番目とな

る大正６５ 年に給水を開始し、その後の人口

増加や生活水準の向上等による水需要の増

大に適切に対処していくために、8 期に及

ぶ拡張事業を経て、新たな水源の確保と施

設整備の推進等を行ってきた。

　また、平成 ６7 年度には ６ 市 6 町が合併し、

平成７８ 年度の塩江簡易水道事業の統合を経て、

現在の給水人口は約 ９６３8 万人となっている。

　しかし、近年は、お客様の節水意識の向

上や人口減少等により将来的な水需要は減

少傾向にあることから、施設の拡張ではな

く、老朽施設の更新、管路の耐震化やダウ

ンサイジングなど、施設を適切に維持管理

していくことが求められている。

　本市では、これらの状況を踏まえ、平成

９７ 年度を目標年次として水道施設整備事業
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写真１　NS 形 E 種管の施工状況

６．まとめ

　今回実施した試験施工箇所における経済

比較では、ＮＳ形Ｅ種管がライフサイクルコ

ストの面で配水用ポリエチレン管よりも安

価であり、長期的な視点で考えた場合にメ

リットがある結果となった。

　今後は、現場条件が異なる他の工事箇所

でも試験施工を実施し、更に施工性等につ

いての検証を継続して行うことで、最適な

管種選定を行い、効率的な老朽管の更新・

耐震化を図りたい。

写真２　下越し箇所の施工状況

５．ＮＳ形Ｅ種管の試験施工

（１）工事概要

工 事 名 ： 牟礼町口径 75mm 配水管布設工事

管     種 ： ＮＳ形Ｅ種管

呼 び 径 ： 75 ㎜

施工延長 ： ６６５m

特記事項 ： 水路下越し工（７ｍ）

（２）施工性評価

　NS 形 E 種管は、GX 形の施工性の良さを

継承しつつ、更に軽量化されており、NS 形

E種管を初めて施工する作業者でも問題なく

施工を完了することができた。また、当該

現場の水路下越し箇所については、想定以

上に湧水が多く、作業環境がよくなかった

が、異形管のショートボディー化と大幅な

軽量化により施工時の負担が軽減され、作

業者の感想も「作業時の負担が軽減された」

と、大変好評であった。

ダクタイル鉄管 平成８５３９ 第６５７号 安心して、いつでも、いつまでも使える上水道を目指して

水
路



56 57

写真１　NS 形 E 種管の施工状況

６．まとめ

　今回実施した試験施工箇所における経済

比較では、ＮＳ形Ｅ種管がライフサイクルコ

ストの面で配水用ポリエチレン管よりも安

価であり、長期的な視点で考えた場合にメ

リットがある結果となった。

　今後は、現場条件が異なる他の工事箇所

でも試験施工を実施し、更に施工性等につ

いての検証を継続して行うことで、最適な

管種選定を行い、効率的な老朽管の更新・

耐震化を図りたい。

写真２　下越し箇所の施工状況

５．ＮＳ形Ｅ種管の試験施工

（１）工事概要

工 事 名 ： 牟礼町口径 75mm 配水管布設工事

管     種 ： ＮＳ形Ｅ種管

呼 び 径 ： 75 ㎜

施工延長 ： ６６５m

特記事項 ： 水路下越し工（７ｍ）

（２）施工性評価

　NS 形 E 種管は、GX 形の施工性の良さを

継承しつつ、更に軽量化されており、NS 形

E種管を初めて施工する作業者でも問題なく

施工を完了することができた。また、当該

現場の水路下越し箇所については、想定以

上に湧水が多く、作業環境がよくなかった

が、異形管のショートボディー化と大幅な

軽量化により施工時の負担が軽減され、作

業者の感想も「作業時の負担が軽減された」

と、大変好評であった。

ダクタイル鉄管 平成８５３９ 第６５７号 安心して、いつでも、いつまでも使える上水道を目指して

水
路


	2018年
	No.103
	ガイダンス
	技術レポート

	No.102 
	ガイダンス
	技術レポート





