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文教通改良工事に伴う旭岡系配
水本管移設工事事例

函館市企業局上下水道部
管路整備室

　　　　　　　　主任技師　高田　忠男

　函館市は、天然の良港に恵まれ、早くから本州と北海道を結ぶ交通
の要衝として発展してきました。安政6（1859）年発効の日米修好通商
条約により横浜、長崎とともに開港し、その後市勢が発展してきまし
たが、度重なる大火やコレラなどの伝染病により多くの犠牲者を出し
ており、水道創設の要望が市民の間に高まり、明治21（1888）年に水
道創設事業に着手し、翌22年に完成しています。
その後、人口の増加や生活水準の向上、産業の発展などにより6次にわ
たる拡張事業を実施し、水源の確保や施設の整備・更新を進めてお
り、平成27（2015）年度末における水道普及率は99.9%となっていま
す。旭岡系配水本管は、旭岡浄水場から配水池を経て市内中心部に水
道水を供給する重要な幹線となっています。
今回のレポートでは、北海道が整備を進める都市計画道路「文教通」
建設に伴い、第二滝の沢橋橋梁架替工事の鋼矢板圧入の際に支障とな
る配水本管の一部を移設する工事において、移設先にある河川横断を
ヒューム管推進後にPN形ダクタ イル鉄管でパイプインパイプする工事
について報告しています。

既設導水管を利用した
呼び径1000PN形ダクタイル鉄管
の
パイプ・イン・パイプ（PIP）施工事
例

京都市上下水道局水道管路課

　　　　　　　　　　　　　　　　橋井　巧

　京都市の水道事業は明治45（1912）年に蹴上浄水場で給水を開始
し、その後、市勢の発展に伴う水需要の増大に対応するため、8期にわ
たる施設能力の拡大と管路の延伸に注力し、平成30（2018）年の施設
能力は79.1万m3／日となっています。 昭和40（1965）年頃以降の事業
拡張期に整備した大量の管路や浄水施設の老朽化が進み、改良・更新
時期を迎えていることから、 限られた財源を有効に活用し、緊急度、
重要度を勘案し、事業費の平準化を図り、優先順位の高い事業から計
画的に実施しています。老朽化が進む配水管の更新及び耐震化を進め
るとともに、地震等の災害により一部の幹線配水管が破損した場合で
も、給水が継続できるように連絡幹線配水管を整備し、バックアップ
機能の強化を図っています。
今回のレポートでは、蹴上浄水場と新山科浄水場の間で水道水を相互
融通するために進めている御池連絡幹線配水管布設工事において、既
設の呼び径1650を利用したパイプインパイプ工事を実施したので、そ
の概要について報告しています。
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2019年 No.105
室蘭地区工業用水道における
配水管改修について

北海道企業局工業用水道課
工業用水道施設

　　　　　　整備担当課長　山下　進
　
　　　　　施設計画
　　　　　グループ主査　泉野　裕幸

　北海道営工業用水道事業は、昭和42（1967）年度に室蘭地区工業用
水道に給水開始して以来、5つの工業用水道が給水を開始し、その後の
事業統合を経て、現在では苫小牧地区工業用水道、石狩湾新港地域工
業用水道と3つの事業で運営しています。室蘭地区工業用水道は、室蘭
市、登別市の工業地域に工業用水を供給することを目的として事業に
着手し、昭和55（1980）年に計画給水量115,000m3／日とした2期事業
を完成し、現在に至っています。給水開始後40年以上が経過してお
り、管路の老朽化による漏水が頻発したため、3回の改修事業を実施し
ています。
今回のレポートでは、更新計画の手順、管種の選定、実際に平成29
（2017）年度に実施した本輪西日石線（3工区）、 平成30（2018）年
度に実施した室蘭幹線登別地区（8工区）の施工事例について報告して
います。
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1.はじめに
　函館市は北海道の南端部に位置し、北国
としては比較的温暖な気候風土と自然の豊
かさを持ち、南北海道の文化・経済の中心と
して発展してきた。
　日本初の国際貿易港として開港した函館市
は様々な外国文化との接触を経験している。
その影響は今でも、街の通りや西部地域の
町並みに感じることができる。これらの都市
景観、温泉、新鮮で豊富な魚介類は函館に
毎年500万人以上の訪問者を引き付ける観光
資源となっている。特に、函館山山頂からの
眺望は「100万ドルの夜景」と称され、国内だけ
でなく世界でも屈指の人気と知名度を誇り
旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ
ン」でも、三つ星として紹介されている。

　また、本市は2004年12月に周辺4自治体と
合併し、国内でも主要な水産都市の一つと
なった。

　さらに、2016年3月には北海道新幹線の新
青森～新函館北斗間が開業し、東京駅から
の最短所要時間が3時間58分となり、この年
の観光客は前年度比13.3％増加し560万7千
人と過去最高となった。
　なお、地名の由来としては室町時代の享徳
3年(1454年)、津軽の豪族 河野政通が宇須岸
(ウスケシ：アイヌ語で湾の端の意)と呼ばれて
いた漁村に館を築き、この館が箱に似ている
ところから「箱館」と呼ばれることになった。
この館跡は今の基坂を登ったところにある。
　明治2年(1869年)、蝦夷が北海道となり、
箱館も函館と改められた。

2.水道事業の概要
　函館市は、天然の良港に恵まれ、早くから
本州と北海道を結ぶ交通の要衝として発展
してきた。安政6(1859 )年発効の日米修好
通商条約により横浜、長崎とともに開港し、
その後市勢が急速に発展したが、当時の
函館は水利の便が悪く、日常の飲料水にも
事欠き、さらには度重なる大火や、コレラなどの
伝染病により多くの犠牲者を出していた。
　このため、水道創設の要望が市民の間に
高まり、明治21 ( 1 8 8 8 )年に水道創設事業
に着手し、横浜に次ぐ日本で2番目の近代
水道として、翌22 ( 1889 )年に完成した。ち函館市企業局

上下水道部管路整備室　主任技師
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3.文教通改良工事に伴う旭岡系配水本管
移設工事の概要
　旭岡浄水場は、旧函館地域（平成16年の
市町村合併以前に函館市であった市内中心部）
へ水を供給する3つの浄水場のうちの一つ
で、主たる水源を松倉川として日量40,000㎥
を取水しており、浄水処理能力は1日最大
50,000㎥を有している。
　旭岡浄水場で浄水された水を旭岡配水池
で貯留し、各配水区域へ送水する旭岡系配水
本管は、市内約30％の水を配水する重要幹線
の一つである。
　一方で、湯の川橋付近の渋滞解消策の
一環として、北海道が整備を進めている函館
市内の都市計画道路「文教通改良工事
（図3）」建設に伴い、第二滝の沢橋橋梁架替
工事の鋼矢板圧入の際に支障となる旭岡系

ダクタイル鉄管

配水本管φ800の一部を移設する必要が生
じた。
　本稿は、移設先にある河川(湯の川)横断を
ヒューム管推進後にPN形ダクタイル鉄管で
パイプ･イン･パイプする工事（河底横過トン
ネル）について報告するものである。
　既設管と移設配管ルートの概要を図4に、
橋梁架替工事による鋼矢板設置状況を図5、
鋼矢板圧入と河川横断配管の位置関係を
図6に示す。
（1）河川横断工法の選定
　移設ルート上にある湯の川の横断につい
ては、水管橋と河底横過トンネルの両者で比較
検討を行った。結果、配水本管の補修が必要
になった際の課題はあるが、補修作業頻度が
極めて低いと想定できること、また、イニシャル
コスト・ランニングコストが抑えられること、

さらには、施工時期を想定できることにより
他工事への影響を与えないことから、河底
横過トンネルによる構造形式とした。比較検討
結果を表1に示す。

図3　文教通改良工事概要図 図4　旭岡系配水本管移設工事概要図（施工位置図）
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なみに、横浜の上水道を設計・監督したのは
英国人であり、函館は日本人設計の上水道
としては日本初となる。
　その後、人口の増加や生活水準の向上、
産業経済の発展などにより、水需要が急激に
増加したため、6次にわたる拡張事業を実施
し、水源の確保や浄水場、配水池、配水本管
などの整備を進め、昭和54(1979)年に完成
した第6次拡張事業により量的な安定期を
迎えた。
　平成4(1992)年以降は、水道未普及地域
の解消に向けた給水区域の拡張や、平成
16(2004 )年の戸井町、恵山町、椴法華村、
南茅部町との合併により引き継いだ9事業の
簡易水道における水道施設の整備・更新
などを行い、平成27(2015 )年度末における
本市の水道普及率は99.9％となった。

文教通改良工事に伴う旭岡系配水本管移設工事事例

文教通改良工事

令和元年施工予定
（不断水分岐）

令和元年施工予定
（不断水分岐）

到達立坑

発進立坑
第二滝の沢橋
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ダクタイル鉄管

図5　既設配水本管と鋼矢板設置位置（平面図）

表1　河川横断工法比較表

図6　鋼矢板圧入と河川横断配管（縦断図）

2019.11 第105号 文教通改良工事に伴う旭岡系配水本管移設工事事例
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概
略
図

管
理

長
所

短
所

概
算
工
事
費

総
合
評
価

・送水本管（外側）の目視点検が容易 
　である。

・送水本管（外側）の目視点検が容易
　である。

・鞘管と本管の空隙を充填すること
　により、本管の耐食性を保つことが
　できる。

・点検が容易である（目視ができる）。
・維持補修は比較的容易である。

・点検が容易である（目視ができる）。
・維持補修は比較的容易である。

・河川横断部は地中構造物となり
　管理用道路に与える影響がない。
・全て地中構造物となり地上に構造
　物がなく景観上の問題がない。
・維持管理頻度が少なくて済む。

・地上構造物となり民家に近接してい
　るので、住民に圧迫感を与える。
・定期的に塗装等の維持補修が必要
　である。
・施工時に仮締切りが発生し、施工時
　期および施工法について制約を受
　ける。
・用地買収が必要となり、買収対象者
　との交渉から移転完了までに要す
　る期間の想定が困難である。

・地上構造物となり民家に近接して
いるので、住民に圧迫感を与える。
・定期的に塗装等の維持補修が必要
である。
・施工時に仮締切りが発生し、施工時
期および施工法について制約を受け
る。
・用地買収が必要となり、買収対象者
との交渉から
移転完了までに要する期間の想定が
困難である。

・埋設管の状態確認ができない。
・破損時の補修が困難。
・施工時に推進用の発進・到達立坑
の仮設が必要であり、施工時期およ
び施工法について制約を受ける。

①上部工②下部工③不断水工
④開削工（接続）⑤用地買収費（下流
側）⑥家屋補償費

①上部工②添架管工③下部工
④不断水工⑤開削工(接続)⑥用地買
収費（下流側）⑥家屋補償費

①推進工②仮設工③不断水工
④開削工（接続）

合計　122％ 合計　108％ 合計　100％

× △ ○
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図6　鋼矢板圧入と河川横断配管（縦断図）
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2）さや管径の決定（一次覆工）
　河川横断部については、「河川管理施設等
構造令」、「工作物設置許可基準」より、二重
管構造となる。さや管径は、本管へのキャス
ター取付等の余裕が必要であることから

（4）規格改正後のPN形採用の経緯
　従来のPN形は、ロックリングを受口外面に
設けた長穴から挿入し、セットボルトによって
ロックリングを挿し口外面に締め付ける構造
だった（図8）。一方、平成29年10月にJDPA
規格で改正となったPN形は、ロックリングに
テーパを設けることにより継手に抜け出し力

3）管種の選定（二次覆工）
　配水本管径φ800について、ダクタイル鉄管
と鋼管の直接工事費を概算比較した（図7）｡

ダクタイル鉄管

図8　従来のPN形 図9　JDPA規格改正後のPN形(φ800)

図7　概算工事費の比較

表2　本管径φ800とした場合のさや管径

2019.11 第105号 文教通改良工事に伴う旭岡系配水本管移設工事事例

本管
管種

さや管径
（㎜）

本管外径
D5（㎜）

片側余裕
（㎜） 適用

PN形 900

1000

1100

1200

1000

862.8

862.8

1039.0

1039.0

812.8

18.6

68.6

30.5

80.5

93.6

×
○

×
○

○

PN形

NS形

NS形

鋼管

片側での余裕幅を50㎜以上で適用可能と
した。結果、PN形および鋼管はφ1000、NS形
はφ1200のさや管径として検討を進めた。
表2に本管径をφ800とした場合のさや管径
適用の可否をまとめた。

さらには各種特徴を整理し総合的に検討した
結果､φ800配水本管については､PN形ダク
タイル鉄管を採用することとした。

が働いた場合にロックリングが挿し口外面に
抱き付く構造となっている（図9）。これにより、
ロックリング挿入のための油圧ジャッキを別途
用意する必要もなく、セットボルトの締め付け
もないことから施工性に優れていると判断し、
規格改正後まもなくで実績も少ない状況で
あったが、新しいPN形を採用することとした。
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5.おわりに
　旭岡系配水本管は本市の基幹管路で、
令和8（2026）年度までに他系統の基幹管路も
含め約7㎞を計画的に更新する予定である。
さらに、水道施設を含めた全体の機能維持を
図るため、将来の水需要に対応した施設規模の
見直しや供給区域などの検討を行い計画的、
効果的な老朽施設の更新を進めている。
　現在、人口減少などに伴う水需要の減少、
施設の老朽化や自然災害による影響など、上下
水道事業を取り巻く環境は大きく変化している。
このような状況においても、上下水道施設は
市民生活や社会経済活動を支える重要な
ライフラインであることから、安全・安心な生活
環境の維持に寄与するため､これまで構築して
きた上下水道システムのさらなる質的向上を
推進し、次世代に自信を持って引き継いで
いきたいと考えている。

ダクタイル鉄管

写真1　発進立坑

写真2　φ1000ヒューム管推進状況

写真3　発進立坑内PN形管吊り降ろし

写真4　φ800PN形さや管内挿入状況 写真7　立坑内NS形配管(振れ止め材)

写真5　エアモルタル充填完了

写真6　立坑内NS形管吊り降ろし

2019.11 第105号

4.施工結果
　写真1～7に施工状況写真を示す。なお、
写真4で確認できるとおり、管本体には簡易
キャスター付きバンドを1本あたり2個設置する
ことで推力低減を図り、推進延長も短いこと
から油圧ジャッキを使わずに、管を吊りながら、
継手接合後に、レバーホイストでヒューム管内に
PN形ダクタイル鉄管を順次挿入した。
　また、写真6、7の立坑内配管は直管2本、
切管1本で配管され、立ち上げ高さは約14ｍ
あった。施工時には、管吊り降ろし後、振れ止め
のためNS形受口に取り付けたチェーンロープ
をライナープレートの壁まで伸ばしレバー
ホイストで張力を一定に保った。その後、受口
近傍まで土で埋戻したのち、振れ止め材を取り
外し、次に接合する管を吊り降ろす。この作業
を繰り返し施工した。立坑内配管終了後には、
地上で管路全体の充水試験を行い圧力降下
などの異常がないことを確認した。
　以上、本工事は、予定どおりイニシャルコスト
を抑え、他工事へ影響を与えることなく、無事に
施工を終えることができた。
　なお、今後の計画としては、令和元（2019）
年度に既設管との不断水連絡工、令和2年度
に既設配水本管撤去工、令和3年度に橋梁
架替工事を計画している。

文教通改良工事に伴う旭岡系配水本管移設工事事例

簡易キャスターバンド

振れ止め材
（チェーンロープ）
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1.はじめに
　京都市の水道事業は1912年（明治45年）
の蹴上浄水場の給水開始から始まり、その
後、本市の発展に伴う水需要の増大に対応
するため、８期にわたる施設能力の拡大と
管路の延伸に注力した結果、1996年（平成8年）
度には施設能力が10 5万㎥/日となった。
以降、節水型社会の進展・定着による水需要
の減少を踏まえ、2012年（平成24年）度末に
山ノ内浄水場を廃止する等施設規模の適正
化を図り、2017年（平成29年）に統合した山間
地域を含め、施設能力は79.1万㎥/日となって
いる（2018年（平成30年）度末時点）。
　本市の水道事業の特徴としては、山間地域
を除くほとんどの地域での琵琶湖を水源とする
安定した水量の確保と高低差のある地形の

利用があげられる（図１、２参照）。
　水道原水は主に琵琶湖から琵琶湖疏水を
通じて自然流下で各浄水場に運んでいる。
また、本市の地形は北から南へと傾斜しており、
この地形の高低差を利用することで、市内
全体の約４割の水道水を各浄水場から自然
流下のみでお客様に供給している。
　本市では、蹴上、松ケ崎及び新山科の３浄水
場からの給水で区域分けし、さらに地盤高で
区分した大ブロック（標高順に、特最高区･
最高区･高区･低区）と、各配水池からの幹線
配水管（呼び径350以上）で区分した中ブロック
に分けて管理している。

京都市上下水道局

水道管路課

橋井　巧

京都市上下水道局

水道管路課

橋井　巧

ダクタイル鉄管 2019.11 第105号 既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例

既設導水管を利用した
呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管の
パイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例

Technical Report 技術レポート02 

図2　京都市給水区域図

図1　高低差のある地形を利用
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２．現状の課題
　節水型社会の定着等により、水需要はピーク
時から２割程度減少しており、今後の人口減少
に伴う料金収入減で、必要な財源の確保が
困難となる懸念がある。
　一方、1965年（昭和40年）頃以降の事業
拡張期に整備した大量の管路や浄水施設の
老朽化が進み、改良・更新時期を迎えている
ことから、限られた財源を有効に活用し、緊急
度、重要度を勘案し、出来る限り事業費の
平準化を図り、優先順位の高い事業から計画的
に実施する必要がある。

　こうした状況から、2018年（平成30年）３月に
「京(みやこ)の水ビジョン」を策定し、老朽化が
進む配水管の更新及び耐震化を推進すると
ともに、地震等の災害により一部の幹線配水管
が破損した場合でも、給水が継続できるよう、
隣接する給水区域の相互融通を可能とする
連絡幹線配水管を整備し、バックアップ機能の
強化を図っている。
　本稿では、蹴上浄水場と新山科浄水場の
間で水道水を相互融通するために進めている
「御池連絡幹線配水管布設工事」について
報告する。

ダクタイル鉄管

３．御池連絡幹線配水管整備事業の概要
3-1.事業の背景・目的
　本市では、水需要に応じた施設規模の
適正化及び施設の再編に取り組んでおり、
2012年（平成24年）度末に山ノ内浄水場を
廃止し、従来の４浄水場体制から蹴上、松ケ崎
及び新山科の３浄水場体制へ移行した。
　山ノ内浄水場の廃止に当たり、それまで
山ノ内浄水場が受け持っていた区域に給水を

継続するため、山ノ内ポンプ場を建設したが、
当該ポンプ場への送水は新山科浄水場からの
１系統のみである。また、当該系統は、市内で
最も長距離の送水となっているため、バック
アップ機能の強化を図る必要があった。
　そこで、山ノ内浄水場の廃止に伴い不要と
なった導水管（呼び径1650）を利用し、御池連絡
幹線配水管を整備することとした（図４参照）。

図3　連絡幹線配水管による給水のバックアップ機能の強化イメージ

図４　御池連絡幹線配水管布設工事（概要図）
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3-2.工区及び進捗状況
　御池連絡幹線配水管は、京都市中心部を
東西に走る幹線道路である御池通（おいけど
おり）に位置し、2022年（令和4年）度の完成に
向けて2015年（平成27年）度から全長約
4.6kmの区間を７工区に分割して、布設工事を
進めている(表１参照)。これらの工事の大部分

は、呼び径1650の既設管内に新設管を布設
するパイプ・イン・パイプ工法（以下、PIP工法）
で計画している。新設管は、浄水場の施設能力
に基づく応援可能水量や水質保全（残留
塩素確保）の観点から呼び径1000とした。
　2019年（令和元年）８月現在、７工区の内３工
区が完成し、進捗は全体の約20％である。

3-3.工法の選定
　御池連絡幹線配水管布設工事ではPIP
工法を採用しているが、ここでは当該工法の
選定に至った検討例について紹介する。
　一般に、配水管の布設工法は開削工法と
非開削工法に分けられ、さらに非開削工法
には、PIP工法、推進工法、シールド工法等が

あるが、各工法の適用性及び経済性を比較した
結果、既設の休止導水管（呼び径1650鋳鉄
管）を利用したPIP工法の採用が最も合理的
であると判断した。（表２参照）
　なお、本市では、PIP工法を採用する場合
には、原則として鋼管より安価なダクタイル
鉄管を採用している。

ダクタイル鉄管

４．ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・
　 パイプ工法
4-1.PN形ダクタイル鉄管
　PIP工法用の耐震型ダクタイル鉄管には、
離脱防止力1.5DkN（Dは呼び径を示す）の
PⅡ形と後発で開発された離脱防止力３DkN
のPN形があったが、現在はPN形が主に使用
されている。
　また、PN形は、従来はロックリングを受口外面

の長穴から継手内に挿入する方式であったが、
現在は受口内面にロックリングを預けて接合
する方式とする等、接合性の改善が図られて
いる（ここでは、便宜上、長穴のあるタイプを
「従来PN形」、長穴のないタイプを「現行PN形」
と呼ぶこととする。図５参照）。
　御池連絡幹線配水管布設工事では、その
２～３工区では「従来PN形」で工事を行い、その
４工区の工事以降は「現行PN形」を採用する。表１　工区及び進捗状況

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表２　工法選定の検討例

図５　ＰＮ形ダクタイル鉄管の継手構造

【従来ＰＮ形管】　
※長穴あり
　離脱防止力：3ＤｋＮ

【現行ＰＮ形管】　
※長穴なし
　離脱防止力：3ＤｋＮ

採　　否

工　　法 PIP工法 開削工法 推進工法・シールド工法

経 済 性
施 工 性

適 用 性

採用 不採用 不採用

○ △ ×

○ × △

・立坑部以外は､交通への影響や
　他企業埋設物への影響がない
・既設休止管（呼び径1650）が
　さや管として利用できる

・幹線道路下であり､交通への影響
　が大きい
・上水､下水､電力等の埋設物が多く､
　上越し･下越しする物理的スペース
　がない

・地下駐車場､地下街があり､土
　被り3.5m以深は施工不可
・更に地下鉄があり､下越しは土被り
　20m以上となり維持 管理が困難

工　　法

工　　法

その１ その2 その3 その4 その5 その6 その7

進捗･計画

延　　長

開削

2015年度
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2017年度
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2018年度
完成済み

工事中
2020年度
完成予定
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完成予定

計画中
2021年度
完成予定

計画中
2022年度
完成予定
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PIP押込 PIP持込 PIP持込 検討中PIP押込・持込
外面長穴
（ロックリング挿入用）

ロックリング
セットボルト
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５．御池連絡幹線配水管布設工事の事例
5-1. その３工区の例（押込・持込工法区間）
①その３工区の施工
　その３工区では、京都市中京区の御池通で
西小路通から西大路通までの約660mのPIP
工事を実施した（図７参照）。当該工区では

区間中央部付近に既設管の地下道下越し部
があるため、下越し部の両側にそれぞれ立坑
を設けて、PN形ダクタイル鉄管による押込PIP
工法で施工した。なお、下越し部は鋼管による
持込PIP工法で施工した。

②管材の選定
　その３工区での管材比較を表３に示す。
これにより、PN形ダクタイル鉄管（押込工法）を
基本とすることとした。

ダクタイル鉄管

図７　その３工区の施工概要図

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表３　管材の比較

※No.４、No.５立坑は既設バタフライ弁があったため、バタフライ弁を撤去して通過立坑とした。

4-2.押込工法と持込工法
　PIP工法には押込工法と持込工法の２つの
方法がある（図６参照）。押込工法は、発進
立坑内で新管を接合し、順次さや管内に挿入
していく工法で、直線又はＲの大きな曲線区間に
適用される。持込工法は、バッテリーカー等を
用いて新管をさや管内に持ち込み、さや管内で

順次接合していく工法で、新管の運搬が可能な
範囲で比較的Ｒの小さな曲線へも適用できる。
　御池連絡幹線配水管布設工事では、その
２・その３工区では押込工法を採用し、その４・
その５工区では持込工法を採用した。
　なお、ダクタイル鉄管で施工が難しい急曲
線部のみ鋼管の持込工法を採用した。

図６　押込工法・持込工法の一般的特徴

総合評価
耐用年数
施工期間

施工実績

施 工 性

工 事 費

概　　要
工　　法

◎

○

80年

○

△

70年
２か月（配管工事のみ） 10か月（配管工事のみ）

小口径から大口径まで一般的に広く採用されている

・立坑内で接合し挿入するため施工性に優れる
・継手接合に特殊な技能を必要とせず、メカニカル  
　継手のため、溶接よりも接合時間が短い
・ロックリングを管外から挿入する工具が必要
 ※従来PN形のため
・重量が比較的重い

発進立坑内で新管を接合し、順次さや管内へ挿入
施工する

新管をウィンチでさや管内に引き込み、さや管内で
溶接により新管を順次接合する

・既設管内での溶接､塗装作業及び換気が必要
・溶接作業には高度な技術が必要であり、ダクタイル
　鉄管よりも時間を要する
・現地溶接部に超音波探傷検査が必要
・ダクタイル鉄管で施工ができない急曲線に対応可能
・重量が比較的軽い

管内で作業を行うため口径は800mm以上必要
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　以上が対象
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５．御池連絡幹線配水管布設工事の事例
5-1. その３工区の例（押込・持込工法区間）
①その３工区の施工
　その３工区では、京都市中京区の御池通で
西小路通から西大路通までの約660mのPIP
工事を実施した（図７参照）。当該工区では

区間中央部付近に既設管の地下道下越し部
があるため、下越し部の両側にそれぞれ立坑
を設けて、PN形ダクタイル鉄管による押込PIP
工法で施工した。なお、下越し部は鋼管による
持込PIP工法で施工した。

②管材の選定
　その３工区での管材比較を表３に示す。
これにより、PN形ダクタイル鉄管（押込工法）を
基本とすることとした。

ダクタイル鉄管

図７　その３工区の施工概要図

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表３　管材の比較

※No.４、No.５立坑は既設バタフライ弁があったため、バタフライ弁を撤去して通過立坑とした。

4-2.押込工法と持込工法
　PIP工法には押込工法と持込工法の２つの
方法がある（図６参照）。押込工法は、発進
立坑内で新管を接合し、順次さや管内に挿入
していく工法で、直線又はＲの大きな曲線区間に
適用される。持込工法は、バッテリーカー等を
用いて新管をさや管内に持ち込み、さや管内で

順次接合していく工法で、新管の運搬が可能な
範囲で比較的Ｒの小さな曲線へも適用できる。
　御池連絡幹線配水管布設工事では、その
２・その３工区では押込工法を採用し、その４・
その５工区では持込工法を採用した。
　なお、ダクタイル鉄管で施工が難しい急曲
線部のみ鋼管の持込工法を採用した。

図６　押込工法・持込工法の一般的特徴
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ダクタイル鉄管

写真１　既設管内インバート工の状況 写真２　管挿入状況

写真３　立坑内の配管状況

③施工結果
　その３工区は当初設計どおり、既設の休止
導水管（呼び径1650）内に、呼び径1000 PN形
ダクタイル鉄管を押込工法にて挿入し、工期内
に無事完了することができた。
　当該工事では、既設管内底部に帯状の
コンクリートを打設するインバート工を実施
（写真１）することで、新管挿入時に既設管の

継手段差等による挿入抵抗力の低減を図った。
また、インバートが挿入管を誘導する役割を
果たしたことで管挿入が安定し、挿入速度が
上がったため、通常よりも工期を短縮することが
できた。挿入結果を表４に示す。本工事は、
既設管口径が大きく、さらに、既設管に対する
新管の口径差が大きい好条件であったため、
インバート工の施工が可能となった。

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表４　挿入工の結果

5-2. その５工区の例（持込工法区間）
①その５工区の計画
　その５工区では、京都市中京区の御池通で
高倉通から河原町通までの約630mのPIP工事
を実施予定である（図８参照）。当該工区は、
片側３車線の幹線道路であり、交通量は非常
に多く、バス路線となっている。また、他工区と

同様に地下鉄、地下駐車場、地下街があり、
土被り3.5m程度以深は占用スペースがない。
　さらに、当該工区では既設管（呼び径1650）
に複数の伏せ越し、切り回し箇所があり、複数の
5.625°～45°曲管が存在するため、PIP持込
工法で施工することとした。

図８　その５工区の計画概要図
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両発進立坑

No.3
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（新設）鋼管
∅1000×20m

（新設）PN形ダクタイル鉄管
∅1000×79m

（新設）PN形ダクタイル鉄管
∅1000×136m

（新設）PN形ダクタイル鉄管
∅1000×16m

日進量（延長:m）

その３工事
（インバート工あり，直線区間） 30m程度

20m【参考】通常のPIP押込工法
（インバート工なし） ※水道事業実務必携(H30)より
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ダクタイル鉄管

写真１　既設管内インバート工の状況 写真２　管挿入状況

写真３　立坑内の配管状況

③施工結果
　その３工区は当初設計どおり、既設の休止
導水管（呼び径1650）内に、呼び径1000 PN形
ダクタイル鉄管を押込工法にて挿入し、工期内
に無事完了することができた。
　当該工事では、既設管内底部に帯状の
コンクリートを打設するインバート工を実施
（写真１）することで、新管挿入時に既設管の

継手段差等による挿入抵抗力の低減を図った。
また、インバートが挿入管を誘導する役割を
果たしたことで管挿入が安定し、挿入速度が
上がったため、通常よりも工期を短縮することが
できた。挿入結果を表４に示す。本工事は、
既設管口径が大きく、さらに、既設管に対する
新管の口径差が大きい好条件であったため、
インバート工の施工が可能となった。

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表４　挿入工の結果

5-2. その５工区の例（持込工法区間）
①その５工区の計画
　その５工区では、京都市中京区の御池通で
高倉通から河原町通までの約630mのPIP工事
を実施予定である（図８参照）。当該工区は、
片側３車線の幹線道路であり、交通量は非常
に多く、バス路線となっている。また、他工区と

同様に地下鉄、地下駐車場、地下街があり、
土被り3.5m程度以深は占用スペースがない。
　さらに、当該工区では既設管（呼び径1650）
に複数の伏せ越し、切り回し箇所があり、複数の
5.625°～45°曲管が存在するため、PIP持込
工法で施工することとした。

図８　その５工区の計画概要図
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②管材の選定
　その５工区でPIP工法の経済性を比較した
結果、PN形ダクタイル鉄管の方が鋼管よりも
安価となった。なお、鉛直曲線区間及び11.25°

を超える水平曲線区間については、通過可能
管長等を考慮し、鋼管を用いることとした
（表５参照）。

ダクタイル鉄管

③施工計画
　工期は令和元年８月上旬から令和３年２月
下旬を予定している。
　施工は、夜間で計画しており、令和元年９月
現在、既設管内の清掃を終え、管内調査を
行っているところである。 管内調査は立坑築
造を行う前に既設空気弁室から入って行うこ
とにより、工期の短縮を図っている。

６．おわりに
　「御池連絡幹線配水管布設工事」は、本市の
主要幹線道路での工事となり、従来の開削工事
では交通への影響や、既設の地下埋設物の
ため工事が困難であった。
　そこで、既設の休止導水管を利用したPIP
工法を採用することで、最小限の立坑設置で
施工ができ、市民生活への影響を極力抑え
ながら工事を進めている。
　本稿では、ダクタイル鉄管を用いたPIP工法
として、立坑内で新管を接合して順次既設管内
に挿入することで効率的な施工ができる押込
工法と、押込では挿入できない曲線への適用
もできる持込工法の施工事例について紹介し
た。特に、新たに開発された現行PN形管を用い
ることで、既設管内に新管を運搬し管内接合す
る持込工法の採用が可能となった。
　今後も本市では、地震等の災害に備え、
水道施設整備を進めていくにあたり、最適な
布設工法を検討し、安全・安心な水道水の
安定的な供給に努めていく所存であり、本稿が
水道事業に携わる関係各位の一助となれば
幸いである。

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表５　既設曲管（呼び径1650）に対する新管（呼び径1000）の通過可能管長

曲管角度
（既設管）

45°
22.5°

11.25°

5.625°

ー
2.5m

3.0m

5.0m

3.0m
4.0m

5.5m

7.6m

通過可能管長（新管）
PN形ダクタイル鉄管 鋼　管

写真４　立坑設置予定箇所（No.1） 写真５　立坑設置予定箇所（No.4）
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②管材の選定
　その５工区でPIP工法の経済性を比較した
結果、PN形ダクタイル鉄管の方が鋼管よりも
安価となった。なお、鉛直曲線区間及び11.25°

を超える水平曲線区間については、通過可能
管長等を考慮し、鋼管を用いることとした
（表５参照）。

ダクタイル鉄管

③施工計画
　工期は令和元年８月上旬から令和３年２月
下旬を予定している。
　施工は、夜間で計画しており、令和元年９月
現在、既設管内の清掃を終え、管内調査を
行っているところである。 管内調査は立坑築
造を行う前に既設空気弁室から入って行うこ
とにより、工期の短縮を図っている。

６．おわりに
　「御池連絡幹線配水管布設工事」は、本市の
主要幹線道路での工事となり、従来の開削工事
では交通への影響や、既設の地下埋設物の
ため工事が困難であった。
　そこで、既設の休止導水管を利用したPIP
工法を採用することで、最小限の立坑設置で
施工ができ、市民生活への影響を極力抑え
ながら工事を進めている。
　本稿では、ダクタイル鉄管を用いたPIP工法
として、立坑内で新管を接合して順次既設管内
に挿入することで効率的な施工ができる押込
工法と、押込では挿入できない曲線への適用
もできる持込工法の施工事例について紹介し
た。特に、新たに開発された現行PN形管を用い
ることで、既設管内に新管を運搬し管内接合す
る持込工法の採用が可能となった。
　今後も本市では、地震等の災害に備え、
水道施設整備を進めていくにあたり、最適な
布設工法を検討し、安全・安心な水道水の
安定的な供給に努めていく所存であり、本稿が
水道事業に携わる関係各位の一助となれば
幸いである。

既設導水管を利用した呼び径1000 PN形ダクタイル鉄管のパイプ･イン･パイプ（PIP）施工事例2019.11 第105号

表５　既設曲管（呼び径1650）に対する新管（呼び径1000）の通過可能管長
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１．はじめに
　北海道営工業用水道事業は、室蘭地区
工業用水道（以下｢室蘭工水｣という。）が
昭和42（1967）年度に給水開始して以降、

昭和45（1 9 7 0）年度に苫小牧地区第一
工業用水道、昭和54年度に苫小牧地区第二
工業用水道、平成11年度に苫小牧東部地区

第一工業用水道、石狩湾新港地域工業用
水道がそれぞれ給水を開始し、その後、事業
統合を経て、現在は３事業によって、各地域の
製造業を中心とする工場に工業用水を給水
している（図１）。
　工業用水道施設をはじめ、道路・河川・橋
梁といったインフラは、我が国の高度経済成
長期以降に集中的に整備され、今後一斉に
高齢化を迎える状況であり、将来にわたって利
用者や第三者の安全を確保するためには、こ
れらインフラの維持管理・更新等を着実に推
進することが求められている。
　室蘭工水は、室蘭市、登別市の工業地域
に工業用水を供給することを目的として、昭和
36年に計画給水量150,000㎥/日で事業着
手したが、昭和39年に経済情勢の変動を理
由に需要を見直し、１期100,000㎥/日、２期
50,000㎥/日の分割施工に変更し、昭和42年
11月に一部給水を開始、昭和46年に１期
事業100,000㎥/日が完成している。その後、
国の高度成長政策と相まって工業用水の
需要は伸び、昭和4 7年には契約水量が
100 ,000㎥/日に達し、さらに需要増が見込
まれたことから、２期50 , 0 0 0㎥/日のうち、
15,000㎥/日を拡張することとし、昭和55年
に計画給水量115,000㎥/日とした２期事業が
完成し、現在に至っている。
　給水区域の室蘭市は、北海道南西部に
位置し、太平洋と内浦湾に面し北海道内では
積雪量が少なく比較的温暖な気候である。
また、天然の良港「室蘭港」を擁し、明治40
年に現在の(株)日本製鋼所、明治42年には
日本製鉄(株)室蘭製鉄所の前身が設立され、
「鉄のまち」として発展し、戦後、民需へと

いち早く転換したことなどにより、著しい復興を
果たし、北海道を代表する重化学工業・
港湾都市として発展してきた。
　また、隣接する登別市においても登別温泉
を中心とする全国有数の観光地として、
また、室蘭工業圏を支える良好な生活拠点
として室蘭市と共に発展を続けてきた。
　室蘭工水の水源である幌別ダムは登別市
幌別市街を流れる胆振幌別川の河口から
上流約2 . 5ｋｍ地点に位置しているため、
北海道内では数少ない「海の見えるダム」
のひとつに数えられる。ダムを含む周辺
500haは、鳥獣保護区に指定され良好な自然
環境が保たれているほか、下流では地元
登別市が公園整備を進めているなど、周辺
は近隣住民の憩いの場となっている。
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２．室蘭工水の施設概要
　室蘭工水は、幌別ダム（工業用水専用）の
貯水池から取水し、総延長約25kmの配水
管を経て、給水区域内で操業する製造業等

の工場に工業用水を給水している.
（表２、図２）
　年間を通して原水水質が良好なため処理
を行うことなく配水している。

ダクタイル鉄管

３．改修事業の経緯
　平成に入り老朽化したＰＣ管を中心に漏水
が頻発したため、老朽化対策として平成5
（1993）年度から平成8（1996）年度にかけて
実施した第一期改修事業により、ＰＣ管継手部
の補修および2.8kmの改修をおこなった。平成
8（1996）年度から平成17（2005）年度の第二
期改修事業では一期改修事業同様、漏水が
頻発していたＰＣ管と腐食性の高い地域に埋設
され、腐食による漏水が発生したダクタイル
鉄管の老朽化対策として改修をおこなった。
　事業を健全に経営するためには、予防保全の
観点から施設毎の老朽度や耐震性等を適切に
評価し計画的に管路施設の改修を進めることが
重要となる。第三期改修事業では過去の既設
管路の老朽度調査結果をもとに管路の更新
耐震化計画を策定して計画的に改修を実施
している。以下に平成23年度から平成31年度
で実施している第三期改修事業の内容について
報告する。

４．管路の更新計画　
1）管路施設の課題
　室蘭工水の管路施設に関して以下の課題
が挙げられた。
（1）老朽化の進行
　腐食の進行や配水管路の総延長の約６割
が法定耐用年数を超過するなど、今後老朽化
の進行に伴う大規模な漏水事故の発生、給水
停止リスクの増大が懸念される。
（2）企業活動への影響
　配水管に断水が発生した場合、全ての管路
に代替ルートがないことから工業都市室蘭を
代表する企業の生産活動に影響を与える。
（3）二次災害の懸念
　市街地に配水管を布設しているため、漏水
により交通機関や周辺建物への浸水等の二次
災害を引き起こす可能性もある。
（4）健全経営の確保
　事業の健全な経営を継続するためには、
長期間の給水停止や二次災害を伴う重大事故
の未然防止を図る必要があるため、計画的に
管路更新を行う必要がある。

表２　室蘭工水の管路構成（平成24(2012)年度）

図2　室蘭工水の管路図

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号
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2）更新計画の手順
　更新対象管路は以下の手順により選定
した。（図３）
①第二期改修事業以前に改修した管路は、
十分な耐震性および耐食性を備えていること
から更新対象外とする。
②現在の工業用水道施設設計指針に配水管
の管種として記載されていないＰＣ管が残存
しており、老朽化による漏水が発生している
ことと、継手が十分な伸縮性、可とう性を有して
おらず、他の管種と比べ耐震性が劣るため
優先して更新する。

③ダクタイル鉄管と鋼管は、過去に実施した
既設管掘削による管体やボルトナットの腐食
状況調査を整理して現状の老朽度を把握すると
ともに、10年後の老朽度を予測したうえで更新
対象管路を選定する。老朽度把握のために、
各調査個所における腐食状況から、著しく
腐食して更新優先順位が最も高い状態を
老朽度ランクⅠとして、老朽度をランクⅠからⅤに
分類した。
④ランクⅠ・Ⅱを第三期改修事業の更新対象管路
とした。

ダクタイル鉄管 室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

図３　更新対象管路選定フロー
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2）老朽度の将来予測
　老朽度調査結果について、重回帰分析して
10年後の老朽度を予測した（表４）。

3）更新対象管路の選定
　既設管路の老朽度調査結果および老朽度
の将来予測、管路の流量負担率から、更新す
る管路の選定を行った（表５）。

ダクタイル鉄管

表５　更新対象管路の選定

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

表４　10年後の老朽度評価

※更新対象管路とならなかった室蘭幹線（東室蘭地区）、イタンキ線については継続的に調査を実施する。

室蘭幹線

ブロック名称 ブロック毎の流量（流量負担率） 更新対象管路※

本輪西日石線
イタンキ線

登別地区

東室蘭地区

輪西地区

107,490㎥／日（100％） 更新対象

107,490㎥／日（100％） ー

78,490㎥／日（73.0％） 更新対象

28,900㎥／日（26.9％） 更新対象

100㎥／日（0.1％） ー

室蘭
幹線

ブロック名称 管体
老朽度 評価

ボルト・ナット ◎～△

本輪西日石線
イタンキ線

登別地区

東室蘭地区

輪西地区

ランクⅡ

ランクⅤ

ランクⅠ～Ⅴ

ランクⅡ～Ⅴ

ランクⅤ

ランクⅡ

ランクⅢ

ランクⅠ～Ⅱ

ランクⅠ～Ⅱ

ランクⅢ

1）既設管路の老朽度調査
　ダクタイル鉄管は経年管の機械的性質の
試験結果から、引張強さおよび伸びともに当時
の仕様書の規格値内にあることが報告されて
いる（※1）。これより、ダクタイル鉄管が材質変化
しないことが分かるが、腐食環境下でポリエチ
レンスリーブを被覆していない場合には、腐食
により管厚が薄くなることや貫通穴からの漏水
が懸念される。当企業局では、以前から既設管
の老朽度を評価するために、漏水履歴により
調査区域を選定して、既設管周囲を掘削して
管体やボルト・ナットの腐食量、周囲の土壌環境
を調査してきた。
　合理的に改築対象管路を選定するために、
全管路を5ブロックに分けて老朽度を評価した
（図４、表３）。

　配水管ルートとなっている室蘭市内の臨港
地域は、明治時代より繰り返された埋立工事に
よって造成され、埋立時に海中の砂等を使用
していることが知られている。過去の土壌調査
では、土壌の比抵抗、ｐＨ、Redox電位、水分お
よび硫化物の５項目の分析結果からアメリカ国
家規格(ANSI/AWWA C105/A21.5-1999)に
より評価した結果、ほとんどの地点で腐食性土
壌と判定された。

図４　調査範囲のブロック分け図

表３　各ブロックの老朽度評価

室蘭
幹線

ブロック名称 管体
老朽度 評価

ボルト・ナット

本輪西日石線
イタンキ線

登別地区

東室蘭地区

輪西地区

ランクⅢ

ランクⅤ

ランクⅠ～Ⅴ

ランクⅡ～Ⅴ

ランクⅤ

ランクⅢ

ランクⅣ

ランクⅠ～Ⅱ

ランクⅠ～Ⅲ

ランクⅣ

○

○

△

△

△

◎

◎

△

△

○
◎～△
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2）老朽度の将来予測
　老朽度調査結果について、重回帰分析して
10年後の老朽度を予測した（表４）。

3）更新対象管路の選定
　既設管路の老朽度調査結果および老朽度
の将来予測、管路の流量負担率から、更新す
る管路の選定を行った（表５）。
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表５　更新対象管路の選定

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

表４　10年後の老朽度評価

※更新対象管路とならなかった室蘭幹線（東室蘭地区）、イタンキ線については継続的に調査を実施する。

室蘭幹線

ブロック名称 ブロック毎の流量（流量負担率） 更新対象管路※

本輪西日石線
イタンキ線

登別地区

東室蘭地区

輪西地区

107,490㎥／日（100％） 更新対象

107,490㎥／日（100％） ー

78,490㎥／日（73.0％） 更新対象

28,900㎥／日（26.9％） 更新対象

100㎥／日（0.1％） ー

室蘭
幹線

ブロック名称 管体
老朽度 評価

ボルト・ナット ◎～△

本輪西日石線
イタンキ線

登別地区

東室蘭地区

輪西地区

ランクⅡ

ランクⅤ

ランクⅠ～Ⅴ

ランクⅡ～Ⅴ

ランクⅤ

ランクⅡ

ランクⅢ

ランクⅠ～Ⅱ

ランクⅠ～Ⅱ

ランクⅢ

1）既設管路の老朽度調査
　ダクタイル鉄管は経年管の機械的性質の
試験結果から、引張強さおよび伸びともに当時
の仕様書の規格値内にあることが報告されて
いる（※1）。これより、ダクタイル鉄管が材質変化
しないことが分かるが、腐食環境下でポリエチ
レンスリーブを被覆していない場合には、腐食
により管厚が薄くなることや貫通穴からの漏水
が懸念される。当企業局では、以前から既設管
の老朽度を評価するために、漏水履歴により
調査区域を選定して、既設管周囲を掘削して
管体やボルト・ナットの腐食量、周囲の土壌環境
を調査してきた。
　合理的に改築対象管路を選定するために、
全管路を5ブロックに分けて老朽度を評価した
（図４、表３）。

　配水管ルートとなっている室蘭市内の臨港
地域は、明治時代より繰り返された埋立工事に
よって造成され、埋立時に海中の砂等を使用
していることが知られている。過去の土壌調査
では、土壌の比抵抗、ｐＨ、Redox電位、水分お
よび硫化物の５項目の分析結果からアメリカ国
家規格(ANSI/AWWA C105/A21.5-1999)に
より評価した結果、ほとんどの地点で腐食性土
壌と判定された。

図４　調査範囲のブロック分け図

表３　各ブロックの老朽度評価

室蘭
幹線

ブロック名称 管体
老朽度 評価

ボルト・ナット

本輪西日石線
イタンキ線

登別地区

東室蘭地区

輪西地区

ランクⅢ

ランクⅤ

ランクⅠ～Ⅴ

ランクⅡ～Ⅴ

ランクⅤ

ランクⅢ

ランクⅣ

ランクⅠ～Ⅱ

ランクⅠ～Ⅲ

ランクⅣ

○

○

△

△

△

◎

◎

△

△

○
◎～△
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（2）耐震性
　目標耐震性能は、配水管の破損時、受水
企業の操業に対して大きな影響を与えること、
重大な二次災害が発生するおそれが高いこと
を踏まえ、供用期間中に１～２度程度発生する
確率を有するレベル１地震動と、発生する確率
は低いがさらに強いレベル２地震動に対し、
重要度ランクＡに対する耐震性能を確保する
こととする（表８）。
　目標とする耐震性能の確保に向け、本改修
事業では耐震型ダクタイル鉄管（NS形、PN形、
US形）を採用しているが、近年、日本国内で

レベル２相当の大規模地震が多発する中、
耐震型ダクタイル鉄管において、これまでの
地震による漏水被害は発生していないこと
（※2）、各検討、報告において、離脱防止機構
を有するダクタイル鉄管は、レベル２相当の
大規模地震動に対する耐震性を備えるもの
として評価されていること（※3）からも、大規模
地震動にも十分に耐えうる耐震性が期待される。

ダクタイル鉄管

表８　 施設の重要度と各地震動レベルに応じた目標耐震性能

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

出典）工業用水道施設設計指針・解説 2004 一般財団法人　日本工業用水協会

（1）管種選定
　第三期改修事業における管種選定を行った。
　配水管に求める機能として、経済性や耐震
性、耐久性、施工性などが挙げられ、室蘭地区
工業用水道第三期改修事業における管種検
討を行った結果、以下の管種を選定した。

表７　採用管種
呼 び 径

600～1000

1100～1350

管　種

ＮＳ形ダクタイル鉄管 Ｓ種管　内面モルタルライニング

ＵＳ形ダクタイル鉄管 ４種管  内面モルタルライニング

ランクA

レベル1 レベル2

ランクB

重要度

地震動レベル

無被害であること 人命に重大な影響を与えないこと。
個々の施設に軽微な被害が生じても、
その機能保持が可能であること。

個々の施設には構造的損傷があっても、
水道システム全体としての機能を保てること。
また、早急な復旧が可能なこと。

個々の施設に軽微な被害が生じても、
その機能保持が可能であること。

５．第三期改修事業計画
1）第三期改修事業計画
　管路更新計画をもとに策定した事業計画
（表６）に基づき、経営に対する影響を考慮し、
工業用水道事業費補助金（経済産業省）を
最大限活用し、改修事業を進めている。
　第三期改修事業により、管路の耐震化率は
約50％に向上する。

表６　第三期改修事業計画

本輪西日石線
φ600、L＝約2.8km

室蘭幹線（登別地区）
φ1350他、L＝約1.3km

室蘭幹線（輪西地区）
φ800他、L＝約1.9km

H23
（2011）

H24
（2012）

H25
（2013）

H26
（2014）

H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

H31
（2019）

実施
設計

実施
設計

実施
設計

施工

施工

施工
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（2）耐震性
　目標耐震性能は、配水管の破損時、受水
企業の操業に対して大きな影響を与えること、
重大な二次災害が発生するおそれが高いこと
を踏まえ、供用期間中に１～２度程度発生する
確率を有するレベル１地震動と、発生する確率
は低いがさらに強いレベル２地震動に対し、
重要度ランクＡに対する耐震性能を確保する
こととする（表８）。
　目標とする耐震性能の確保に向け、本改修
事業では耐震型ダクタイル鉄管（NS形、PN形、
US形）を採用しているが、近年、日本国内で

レベル２相当の大規模地震が多発する中、
耐震型ダクタイル鉄管において、これまでの
地震による漏水被害は発生していないこと
（※2）、各検討、報告において、離脱防止機構
を有するダクタイル鉄管は、レベル２相当の
大規模地震動に対する耐震性を備えるもの
として評価されていること（※3）からも、大規模
地震動にも十分に耐えうる耐震性が期待される。
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表８　 施設の重要度と各地震動レベルに応じた目標耐震性能

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

出典）工業用水道施設設計指針・解説 2004 一般財団法人　日本工業用水協会

（1）管種選定
　第三期改修事業における管種選定を行った。
　配水管に求める機能として、経済性や耐震
性、耐久性、施工性などが挙げられ、室蘭地区
工業用水道第三期改修事業における管種検
討を行った結果、以下の管種を選定した。

表７　採用管種
呼 び 径

600～1000

1100～1350

管　種

ＮＳ形ダクタイル鉄管 Ｓ種管　内面モルタルライニング

ＵＳ形ダクタイル鉄管 ４種管  内面モルタルライニング

ランクA

レベル1 レベル2

ランクB

重要度

地震動レベル

無被害であること 人命に重大な影響を与えないこと。
個々の施設に軽微な被害が生じても、
その機能保持が可能であること。

個々の施設には構造的損傷があっても、
水道システム全体としての機能を保てること。
また、早急な復旧が可能なこと。

個々の施設に軽微な被害が生じても、
その機能保持が可能であること。

５．第三期改修事業計画
1）第三期改修事業計画
　管路更新計画をもとに策定した事業計画
（表６）に基づき、経営に対する影響を考慮し、
工業用水道事業費補助金（経済産業省）を
最大限活用し、改修事業を進めている。
　第三期改修事業により、管路の耐震化率は
約50％に向上する。

表６　第三期改修事業計画

本輪西日石線
φ600、L＝約2.8km

室蘭幹線（登別地区）
φ1350他、L＝約1.3km

室蘭幹線（輪西地区）
φ800他、L＝約1.9km

H23
（2011）

H24
（2012）

H25
（2013）

H26
（2014）

H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

H31
（2019）

実施
設計

実施
設計

実施
設計

施工

施工

施工
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（3）耐久性（耐食性）
　腐食性土壌に対して、従来から広く用いられ
ているポリエチレンスリーブ被覆によって防食
を図ることとしており、これまでの調査結果に
おいて、長時間使用されたポリエチレンスリー
ブの物性値が、埋設当時の規格値を満たして
いる（※4）ことから、長期にわたる防食性の
確保が期待できるものと考えている。
（4）施工性
　ＮＳ形、ＵＳ形ダクタイル鉄管は、溶接等の
特殊な技能を必要とせず、降雨や地下水と
いった環境でも施工が容易である。また、
北海道では降雪期間が長いことから工期が
短いということも選定要因である。

６．室蘭工業用水道改修工事の実施
　平成2 9年度に実施した本輪西日石線
（3工区）及び平成30年度に実施した室蘭幹線
登別地区（8工区）の施工状況を以下に記す。
施工においてはダクタイル鉄管協会発行の
ＮＳ形接合要領書（JDPA W 14）及びUS形
接合要領書（JDPA W 13）に基づき接合し
チェックシートによる管理を行った。またメー
カーによる接合指導も実施した。

工事名：室蘭地区工業用水道改築事業
　　　　配水管布設工事（本輪西日石線）３工区
工　期：平成29年8月23日～平成30年9月26日
布設場所：室蘭市仲町
管　種：呼び径600　ＮＳ形ダクタイル鉄管
延　長：480ｍ（うち推進工197ｍ）

ダクタイル鉄管

７．おわりに
　工業用水道事業は、オイルショック以降の
産業構造の変化や受水企業の水使用の合理化
等により、全国的に水需要が伸び悩む状況が
続いているが、現在、室蘭工水の給水区域内
において、木質バイオマス専燃としては国内
最大級となる火力発電所の建設が進められて
おり、今後、同発電所への工業用水の給水も
計画されている。引き続き、工業用水道が担う
地域の雇用、経済の発展に欠かせない重要な
インフラとしての役割を発揮することができる
よう、時代の変化を的確に捉えるとともに、施設の
計画的な改修を進め、工業用水の安定給水に
よって、地域の産業、経済の発展に貢献して
いきたい。

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

写真4　ダクタイル鉄管接合状況

写真5　ダクタイル鉄管布設完了状況

※１：日本ダクタイル鉄管協会「ダクタイル鉄管の耐震性
　　および長期耐久性」
※２：厚生労働省「東日本大震災水道施設被害状況調査
　　最終報告書」
※３：厚生労働省「管路の耐震化に関する検討会」
※４：平成30年度全国水道会議（水道研究発表会）
　　「ダクタイル鉄管の長期耐久性の検証」

写真2　ダクタイル鉄管接合状況

写真3　ダクタイル鉄管布設完了状況

工事名：室蘭地区工業用水道第３期改修事業
　　　　配水管布設工事(室蘭幹線登別地
　　　　区)８工区
工　期：平成30年6月22日～平成31年3月18日
布設場所：登別市
管　種：呼び径1350　ＵＳ形ダクタイル鉄管
延　長：54ｍ
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（3）耐久性（耐食性）
　腐食性土壌に対して、従来から広く用いられ
ているポリエチレンスリーブ被覆によって防食
を図ることとしており、これまでの調査結果に
おいて、長時間使用されたポリエチレンスリー
ブの物性値が、埋設当時の規格値を満たして
いる（※4）ことから、長期にわたる防食性の
確保が期待できるものと考えている。
（4）施工性
　ＮＳ形、ＵＳ形ダクタイル鉄管は、溶接等の
特殊な技能を必要とせず、降雨や地下水と
いった環境でも施工が容易である。また、
北海道では降雪期間が長いことから工期が
短いということも選定要因である。

６．室蘭工業用水道改修工事の実施
　平成2 9年度に実施した本輪西日石線
（3工区）及び平成30年度に実施した室蘭幹線
登別地区（8工区）の施工状況を以下に記す。
施工においてはダクタイル鉄管協会発行の
ＮＳ形接合要領書（JDPA W 14）及びUS形
接合要領書（JDPA W 13）に基づき接合し
チェックシートによる管理を行った。またメー
カーによる接合指導も実施した。

工事名：室蘭地区工業用水道改築事業
　　　　配水管布設工事（本輪西日石線）３工区
工　期：平成29年8月23日～平成30年9月26日
布設場所：室蘭市仲町
管　種：呼び径600　ＮＳ形ダクタイル鉄管
延　長：480ｍ（うち推進工197ｍ）

ダクタイル鉄管

７．おわりに
　工業用水道事業は、オイルショック以降の
産業構造の変化や受水企業の水使用の合理化
等により、全国的に水需要が伸び悩む状況が
続いているが、現在、室蘭工水の給水区域内
において、木質バイオマス専燃としては国内
最大級となる火力発電所の建設が進められて
おり、今後、同発電所への工業用水の給水も
計画されている。引き続き、工業用水道が担う
地域の雇用、経済の発展に欠かせない重要な
インフラとしての役割を発揮することができる
よう、時代の変化を的確に捉えるとともに、施設の
計画的な改修を進め、工業用水の安定給水に
よって、地域の産業、経済の発展に貢献して
いきたい。

室蘭地区工業用水道における配水管改修について2019.11 第105号

写真4　ダクタイル鉄管接合状況

写真5　ダクタイル鉄管布設完了状況

※１：日本ダクタイル鉄管協会「ダクタイル鉄管の耐震性
　　および長期耐久性」
※２：厚生労働省「東日本大震災水道施設被害状況調査
　　最終報告書」
※３：厚生労働省「管路の耐震化に関する検討会」
※４：平成30年度全国水道会議（水道研究発表会）
　　「ダクタイル鉄管の長期耐久性の検証」

写真2　ダクタイル鉄管接合状況

写真3　ダクタイル鉄管布設完了状況

工事名：室蘭地区工業用水道第３期改修事業
　　　　配水管布設工事(室蘭幹線登別地
　　　　区)８工区
工　期：平成30年6月22日～平成31年3月18日
布設場所：登別市
管　種：呼び径1350　ＵＳ形ダクタイル鉄管
延　長：54ｍ

ダクタイル鉄管 No.105 ダクタイル鉄管 No.10554 55



発行年 号数 タイトル 著者 概要

北九州市上下水道局における広
域連携の取り組み

北九州市上下水道局

　　　　　広域事業課長　一田　大作

　北九州市は、福岡県の北東部に位置して九州で唯一本州（山口県）と
隣接し、昭和38年に旧5市（門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑
市）が対等合併して発足しました。北九州市では、平成28年に策定した
「北九州市上下水道事業中期経営計画（平成28年～32年度）」において
重点施策の一つに「多様な形態による広域連携」を位置づけました。更
に、北九州市と近隣16市町が締結した連携中枢都市圏「北九州都市圏
域」連携協約に基づく「連携中枢都市圏ビジョン」においても「上下水
道事業の発展的広域化の検討」を位置づけており積極的に広域連携を推
進しています。今回のレポートでは、広域連携の推進の中でも宗像地区
事務組合との水道事業包括業務委託の経緯、業務形態を中心に報告して
います。

平成30年7月豪雨に耐えたGX形
ダクタイル鉄管について

大津市企業局

施設部維持管理課
維持第1グループ

　　　　　　　　　　　主査　林　春己

　大津市は琵琶湖国定公園の西南端に位置し、総面積は約465km2、うち
2割を琵琶湖が占めます。給水人口は約34万人、給水戸数は約15万3千
戸、水道の普及率は99.97% に達しています。また、配水管の総延長は
約1,474km、導・送・配水本管の耐震化率は32.1%、基幹管路（呼び径
350以上）の耐震適合率は49.7%（平成29年度末）であり、水道事故の未
然防止と耐震化を図るため、計画的な更新事業を進めています。今回の
レポートでは、平成30年7月豪雨の被災箇所での管路調査結果、並びに
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。
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発行年 号数 タイトル 著者 概要

NS形ダクタイル鉄管（E種管）の
基幹管路への採用

軽井沢町上下水道課

水道施設課

　　　　　　　　　　主査　重田　豊郁

　軽井沢町は長野県の東端、群馬県境に位置する東西12.5km、南北
14.0km、面積156.03km2、人口約2万人の高原の町です。水道事業は、計
画給水人口19,800人に対し1日最大給水量はかなり多く23,500m3/日の規
模となっています。導・送・配水本管の総延長は約290kmで、給水区域
の中心には国道18号線バイパスが布設されています。今回のレポートで
は、他種管との比較検討を行い、基幹管路にNS形ダクタイル鉄管（E種
管）を採用した経緯を報告しています。

軟弱地盤上のため池改修に適用
された耐震継手ダクタイル鉄管

秋田県秋田地域振興局

　　　　　　　　　　　　　　宮城　良

　　　　　　　　　　　　　　金崎　彩

創和技術株式会社

　　　　　　　　　　　　　　神田　浩二

　秋田県は全国第3位の広大な水田面積を有し、基幹作物である水稲の
生産を中心に高収益作物の生産拡大に取り組んでいます。農業用ため池
は県内に2,499箇所存在しますが、近年、豪雨災害の激甚化、大規模地
震の頻発等を受け、防災重点ため池343箇所を指定するとともに、この
うち187箇所については2021年度までに詳細な耐震性調査を優先的に
実施することとしています。今回のレポートでは、老朽ため池の改修事
業において、管種検討から柔構造底樋として耐震継手ダクタイル鉄管の
採用にいたるまでの経緯などを報告しています。
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1 はじめに
　北九州市は、福岡県の北東部に位置して
九州で唯一本州（山口県）と隣接し、昭和38
年に旧5市（門司市、小倉市、若松市、八幡
市、戸畑市）が対等合併して発足しました。現
在の人口は約95万人の、九州で最初の政令
指定都市です。
（1）北九州市水道事業の成り立ち
　北九州市の水道事業は、明治44年に当時
の旧門司市で給水を開始し、続いて若松（給
水開始：明治45年）、小倉（同大正2年）、八幡
（同昭和5年）、戸畑（同昭和6年）の旧各市も
相次いで水道事業を創設し、それぞれ独自に
水需要に対応してきました。（図１）
（2） 旧５市が事業統合に取り組み一元化
昭和27年4月、各市の発展に対応し、新た

な水源開発や組織・施設の効率化を進めるた
め、水道事業の広域化に取り組み、旧門司市
を除く旧4市と福岡県で一部事務組合（北九
州水道組合、昭和37年4月に北九州水道企
業庁と改称）を設立して一元化し、旧門司市と
並立して水道水を供給してきました。その後、

昭和38年2月、旧5市が対等合併して「北九州
市」が発足。翌39年1月に、北九州水道企業
庁と旧門司市水道部が合併して福岡県が脱
退し、北九州市水道事業として統合しました。
　組織としては、統合時に北九州市水道局と
なり、平成24年4月に建設局下水道部門と一
体化して、北九州市上下水道局となって、現
在に至っています。本市はこれまで、「渇水」及
び「都市の発展に伴う水需要の増加」に対応
するため、通算5期にわたる拡張事業に取り組
み、現在の供給能力は769,000㎥/日を有して
います。
（3） 北九州市水道事業の現状と課題
　本市の水道事業の現状は、水源開発に早
期に取り組んだことや、旧5市合併後、水道施
設及び組織の統廃合を積極的に進めたこと
などから、福岡県内で最も安価な水道料金を
維持しています。
　現状においては、健全経営を維持していま
すが、本市水道事業の課題は、全国的な傾向
と同様に、「給水収益の減少」、「施設の老朽

化に伴う更新需要の増加」、「技術の承継」な
ど、様々な課題に直面しています。

２ 広域連携の考え方
　本市では、平成28年に策定した「北九州市
上下水道事業中期経営計画（平成28～32年
度）」において重点施策の一つに「多様な形
態による広域連携」を位置づけ、また、平成28
年に本市と近隣16市町が締結した連携中枢
都市圏「北九州都市圏域」連携協約に基づく
「連携中枢都市圏ビジョン」においても「上下
水道事業の発展的広域化の検討」を位置づ
けており、長年の事業運営で培った技術やノ
ウハウ及び本市のスケールメリットなどを活用
し、積極的に広域連携を推進しています。

３ 周辺市町との連携の歩み
　本市は、これまで「事業統合」、「水道用水
供給事業」、「包括業務受託」及び「水道技術
研修の受入れ」など、多様な形態による広域
連携を実施しています。（図２）

北九州市上下水道局

広域事業課長

一田 大作

北九州市上下水道局

広域事業課長

一田 大作
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図1　旧5市時代の水道事業
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　以下に、主な事例を紹介します。
（1） 水巻町との事業統合
　本市は隣接する水巻町に昭和44年から分
水を開始し、その後、「水質試験の受託」や
「緊急時の応援協定」を締結するなど連携を
深めてきました。
　こうした中、更なる広域連携を推進するた
め、相互にとって有効な手法として、システムの
共有化、委託業務の共同化、水道法上の第
三者委託、事業統合など様々なシミュレーショ
ンを重ねました。当時、水巻町においては、水
道料金（本市の約1.8倍）の値下げを最重要
課題と考えていたこともあり、その抜本的な解
決を図るため、平成23年8月、水巻町から正式
に事業統合の要請があり、平成24年10月に水
巻町の水道事業を統合しました。
　水巻町との事業統合の検討において、水巻
町水道事業の経営状況や施設状況など、現
状把握を行ったところ、配水管更新・公道内
の鉛管残存など、施設水準に本市との格差が
明らかとなりました。この格差解消に必要とな
る財源を確保するため、水巻町水道事業の剰
余金を充てるとともに、国庫補助金を活用する
ことで、経費の抑制を図りました。しかし、なお
財源が不足したため、統合後も一定期間、水
巻町の水道料金を据え置くことで、その差額
により不足する財源を確保しました。これによ
り、統合後１年で本市水道料金に統一するこ
とができました。
　事業統合により、水巻町では水道料金の値
下げを行うことができ、また、本市の仕組みで
あるコンビニ収納やコールセンターの利用が
可能になり、給水サービスの水準が大幅に向
上しました。本市では、分水の解消や、水巻町

が本市以外からも分水を受けていた水量を全
て本市が給水すること、水巻町の下水道料金
徴収事務を本市が受託することで、新たな収
入を確保することができました。
（2） 水道用水供給事業
　平成17年3月に発生した「福岡県西方沖地
震」を契機に、福岡県知事及び福岡・北九州
両市長によるトップ会談が行われ、福岡県の
水の安定供給のため「北部福岡緊急連絡管
事業」の早期実施の合意がなされました。この
緊急連絡管事業は、地震や事故等の緊急時
に、本市と福岡都市圏で一日最大5万㎥の水
道用水を相互融通するものです。
　この緊急連絡管が即応できるよう水質や機
能を維持するには、常時、水道用水を流して
おく必要があります。一方、緊急連絡管の沿線
の水道事業者（宗像地区事務組合、古賀市、
新宮町）は、各々の自己水源に課題があり、転
換等について検討していました。
　こうした状況の中、緊急連絡管事業と併
せ、常時については、緊急連絡管の維持用水
を活用した「北九州市水道用水供給事業」を
創設し、沿線の水道事業者に一日最大2万㎥
の水道用水を供給することとしました。（図3）
　両事業は、平成18年度に緊急連絡管と水
道用水供給の共同事業として着手し、平成23
年度から供用開始しました。延長47kmに及
ぶ緊急連絡管や、その維持用水を活用した水
道用水供給事業は、全国的にも例を見ない取
り組みです。（写真1、2）
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図3　概要図

写真1、2　北部福岡緊急連絡管 呼び径900　S形ダクタイル鉄管布設状況



　以下に、主な事例を紹介します。
（1） 水巻町との事業統合
　本市は隣接する水巻町に昭和44年から分
水を開始し、その後、「水質試験の受託」や
「緊急時の応援協定」を締結するなど連携を
深めてきました。
　こうした中、更なる広域連携を推進するた
め、相互にとって有効な手法として、システムの
共有化、委託業務の共同化、水道法上の第
三者委託、事業統合など様々なシミュレーショ
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図3　概要図

写真1、2　北部福岡緊急連絡管 呼び径900　S形ダクタイル鉄管布設状況
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図5　宗像地区事務組合水道事業包括業務委託の経緯

平成22年　4月　宗像市、福津市の水道事業と宗像地区事務組合の
　　　　　　　　　水道用水供給事業を事業統合

平成23年　4月　北九州市水道用水供給事業による
　　　　　　　　　宗像地区への供給を開始

平成26年　2月　北九州市に包括業務の受託について検討依頼

平成23年10月　北九州市と技術協力に関する協定を締結

技術の継承が困難

包括業務委託の経緯

○緊急時の相互応援 (応急給水の実施、人材派遣など )
○北九州市が実施する水道技術研修等への職員受入れ
○双方にメリットがある方向での広域連携の推進

平成26年11月　包括業務委託に関する基本協定の締結 (H27年７月に一部変更 )

平成 27年 10月　事務の代替執行に関する規約を制定

平成28年　2月　宗像地区事務組合水道事業包括業務委託の契約締結

平成28年　4月　包括業務受託の開始

図4　宗像地区事務組合水道事業

（3） 宗像地区事務組合からの包括業務受託
　本市は、平成23年4月から宗像地区事務組
合に水道用水の供給を開始し、平成23年10
月には同組合と「緊急時の相互応援」、「技術
研修等への職員の受入れ」及び「広域連携の
推進」を内容とする技術協力の協定を締結し
ました。
　このような状況の中、同組合では、技術職員
の定年退職などから、安定給水を持続してい
くために必要な技術の継承が難しくなっていま
した。平成26年2月、本市は同組合から水道

事業の包括的な受託の検討について依頼を
受け、本市としては、双方にメリットのある受託
方法の検討を進め、地域の中核的な水道事
業者の役割も果たせることなどから、平成26
年11月に包括業務受託の実施に向けて基本
協定を締結し、平成28年4月から受託を開始
しました。（図５）
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写真3　水道広域セミナー（H30.10）

　本市が同組合から受託した業務の範囲は、
①水道の管理に関する技術上の業務、②給
水に関する業務、③水道料金、手数料等の徴
収に関する業務、④水道施設の建設改良工
事に関する業務です。一方、同組合が引き続
き自ら実施する業務は、事業経営管理の機能
及び建設改良工事に係る設計･工事の発注･
契約事務です。
　同組合が要望した業務形態を最大限実現
させる受託方法として、受託業務のうち前述
の①の業務は水道法「第三者委託」制度を適
用し、水道法上の非常に重要な役割である水
道技術管理者の責任や権限を宗像地区事務
組合から本市に移行しました。また、技術上の
業務以外の受託業務（②～④）は、議会の関
与や最終的な権利・責任を宗像地区事務組

図6　包括業務委託スキーム図

宗像地区事務組合から北九州市への水道事業の業務委託スキーム

①水道法第24 条の 3による第三者委託
②地方自治法第252 条の16の 2による事務の代替執行

③私法上の委託 ( 特命随意契約 )
④私法上の委託 (プロポーザル方式 )

・ 議会
・ 計画の決定
・ 認可の申請
・ 予算・決算の決定
・ 料金の設定
・ 水道施設の建設改良工事の
契約事務

・ 固定資産の管理

・ 水道施設の建設改良工事に
関する事務(契約事務を除く)

・ 給水に関する事務
・ 水道料金、手数料等の徴収
に関する事務

・ 水道の管理に関する技術上の
事務

宗像地区事務組合 ㈱北九州ウォーターサービス

【管理に関する技術上の業務】(3 条 )
・ 維持管理の総括
・ 水質検査
・ 水道施設の管理
・ 給水装置の管理　　　　　　など

【水道施設の建設改良工事】(4 条 )
・改良計画の原案作成
・設計・工事の発注用設計図書作成
・設計・工事の監督及び検査

【営業業務】(3 条 )
・営業業務の総括
・窓口、受付業務
・水道料金の徴収
・メーター検針・取替　　　　など

「水道管理業務受託者」として水道の管理
に関する技術上の業務を北九州市が行う

宗像地区事務組合の名において
事務の管理、執行を北九州市が行う

北九州市

民間事業者

※外郭団体、平成 27年12 月設立

【管理に関する技術上の業務】
・ 水道施設の管理
・ 給水装置の管理
・ メーター取替　　　　　　　など

【営業業務】
・ 窓口、受付業務
・ 水道料金の徴収
・ メーター検針　　　　　　　など

【水道施設の建設改良工事】
・設計・工事の発注用設計図書作成
・設計・工事の監督及び検査

④④

③③

③③

②②

①①

合に残したまま本市が主体的に事務を執行す
るため、地方自治法に新たに創設された「事
務の代替執行」制度を活用しました。
　本市の職員が直接実施する業務以外の技
術的な業務実施の部分については、本市の
外郭団体である株式会社北九州ウォーター
サービスを活用し、効率的な事業スキームを確
立することができました。（図６）
　この包括業務受託による効果は、宗像地区
事務組合では、水道事業の継続の確保及び
職員の削減などであり、本市では、一定の収益
確保、地域貢献及び水道技術の継承です。

（4） 水道技術研修等の受入れについて
　本市は、周辺水道事業者の職員を本市の
水道技術研修に受け入れており、要綱を定め
た平成26年度以降の受講者は、平成31年2月
末までに5市7町1組合から延べ120人となりま
した。この取り組みは、周辺水道事業者の職
員の技術力向上に貢献することに加えて、本
市職員が水道技術研修等の講師を務めるこ
とにより、職員自身の技術力向上にも寄与する
ものと考えています。

４ 今後の展開
　本市は、北九州都市圏域の中枢都市とし
て、広域連携の検討の推進役となり、まずは、
周辺事業者と広域連携の必要性について理解
を深めるきっかけを作りたいと考えています。
　具体的な取組みとして、近隣事業者を対象
に、平成29年度から「水道広域セミナー」や
「勉強会」を開催しています。「水道広域セミ

ナー」は、国、県、有識者等の講演を主体とす
るもので、今後の広域連携の展開にあたって
連携が不可欠である㈱北九州ウォーターサー
ビスが共催となって参加しています。国から
は、第1回水道広域セミナー（平成29年度）で
は厚生労働省水道課水道計画指導室水道
指導官に、第2回水道広域セミナー（平成30
年度）では総務省公営企業課長に、ご講演を
いただきました。（写真3）
　こうした活動は、国や県及び周辺事業者か
ら一定の評価を得ており、平成31年度も「水
道広域セミナー」等を引き続き開催する予定で
す。本市としては、水道法改正や福岡県による
新水道ビジョンの策定などの動きを捉え、国・
県と連携し支援を得ながら、北九州都市圏域
全体に相乗効果が期待できる発展的な広域
化に向けて、それぞれの自治体のニーズに応
じ、積極的に検討を進めていきたいと考えてい
ます。
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あった。滋賀県においても降り始めからの総雨
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453.5㎜に達するなど、死者１名、床下浸水１
棟、道路被害20箇所、土砂災害は21件発生
した。大津市でも道路崩壊・土砂崩壊が13件
発生、そのうち葛川木戸口町にある安曇川の
護岸道路が崩壊（被害場所は図２参照）し、
呼び径100および150のＧＸ形ダクタイル鉄管
が10.7ｍにわたって垂れ下がり露出（写真１）
した。その際に、土中に埋まっていた岩に管体
が接触した（写真２）が、管体に大きな損傷や
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持していた。
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適合率は49.7％（平成29年度末）であり、水道
事故の未然防止と耐震化を図るため、計画的
な更新事業を進めている。
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３　管路調査
（1）調査範囲
　管が露出している道路崩壊区間（図３で呼
び径100は継手№③および継手№④、呼び径
150は継手№③および継手№④）だけでなく、
埋設部の継手が挙動している可能性がある
ため、図３に示す埋設区間の継手も露出させ
て、継手の挙動も確認する。

なお、曲管部の一体化長さの範囲を露出させ
ると、不平均力により管が動く恐れがあるた
め、事前に配管図上の曲管位置を現地にて
照合し、その範囲外であることを確認した。

28 29ダクタイル鉄管 平成31.4 第104号 平成30年7月豪雨に耐えたＧＸ形ダクタイル鉄管について

写真3　計測状況（継手の測定）

図3　工事範囲

図4　曲げ角度（θa）と寸法の差（Ｘa）

（2）調査内容
1）外観調査
　管の凹み・傷・変形の有無などを、目視にて
確認する。
2）継手の屈曲角
　復旧前・復旧時に受口端面から白線Ｂまで
の寸法（ａ1，ａ2）を計測し、水平方向および垂
直方向の寸法の差(Ｘa)より継手の屈曲角(θa)
を算出する。（図４参照）
（3）調査結果
1）外観調査
　ポリエチレンスリーブが破れている箇所は、
複数見受けられた。ウエスを使って管体を清
掃したところ、小さな傷があったものの、鉄地
が見えるような傷、管の凹み、変形は全くな
かった。
2）継手の屈曲角
　復旧前の各継手の測定結果を、表１および
表２に示す。配管施工時の許容曲げ角度
（4.0°）を超えている継手はあったが、地震時
や地盤沈下時の最大屈曲角（8.0°）を超えて
いる継手はなかった。各継手の屈曲状態を
図5-1、図5-2に示す。
　なお、継手の伸縮は、全ての継手でほとん
どなかった。

D2

【計算式】
　上下角：θa上下＝tan－１（Ｘa上下/Ｄ２）
　左右角：θa左右＝tan－１（Ｘa左右/Ｄ２）
　合成角：θa＝cos－１（cosθa左右×cosθa上下）



３　管路調査
（1）調査範囲
　管が露出している道路崩壊区間（図３で呼
び径100は継手№③および継手№④、呼び径
150は継手№③および継手№④）だけでなく、
埋設部の継手が挙動している可能性がある
ため、図３に示す埋設区間の継手も露出させ
て、継手の挙動も確認する。

なお、曲管部の一体化長さの範囲を露出させ
ると、不平均力により管が動く恐れがあるた
め、事前に配管図上の曲管位置を現地にて
照合し、その範囲外であることを確認した。

28 29ダクタイル鉄管 平成31.4 第104号 平成30年7月豪雨に耐えたＧＸ形ダクタイル鉄管について

写真3　計測状況（継手の測定）

図3　工事範囲

図4　曲げ角度（θa）と寸法の差（Ｘa）

（2）調査内容
1）外観調査
　管の凹み・傷・変形の有無などを、目視にて
確認する。
2）継手の屈曲角
　復旧前・復旧時に受口端面から白線Ｂまで
の寸法（ａ1，ａ2）を計測し、水平方向および垂
直方向の寸法の差(Ｘa)より継手の屈曲角(θa)
を算出する。（図４参照）
（3）調査結果
1）外観調査
　ポリエチレンスリーブが破れている箇所は、
複数見受けられた。ウエスを使って管体を清
掃したところ、小さな傷があったものの、鉄地
が見えるような傷、管の凹み、変形は全くな
かった。
2）継手の屈曲角
　復旧前の各継手の測定結果を、表１および
表２に示す。配管施工時の許容曲げ角度
（4.0°）を超えている継手はあったが、地震時
や地盤沈下時の最大屈曲角（8.0°）を超えて
いる継手はなかった。各継手の屈曲状態を
図5-1、図5-2に示す。
　なお、継手の伸縮は、全ての継手でほとん
どなかった。

D2

【計算式】
　上下角：θa上下＝tan－１（Ｘa上下/Ｄ２）
　左右角：θa左右＝tan－１（Ｘa左右/Ｄ２）
　合成角：θa＝cos－１（cosθa左右×cosθa上下）



30 31ダクタイル鉄管 平成31.4 第104号 平成30年7月豪雨に耐えたＧＸ形ダクタイル鉄管について

表1　復旧前の継手の屈曲状況（呼び径100） 表2　復旧前の継手屈曲状況（呼び径150）
継手
No.

測定
箇所

a1,a2
［㎜］

Xa
［㎜］

継手角度
θa［°］

①

② 7.0

上下上

G-Link のため計測せず

96.0

82.0
14.0

4.0

-10.0

9.0

-16.5

0.0

9.0

-7.0

88.0

84.0

76.0
86.0

87.0

78.0
75.5

92.0
87.0

87.0
87.0
78.0
74.0

81.0

下
右
左

上
下

右
左
上

下
右
左

上

下
右

左

6.8
左右

1.9
上下
-4.8

左右

4.4
上下

-8.0
左右

0.0
上下

4.4
左右

-3.4

6.5

8.0

5.5

③

④

⑤

継手
No.

測定
箇所

a1,a2
［㎜］

Xa
［㎜］

継手角度
θa［°］

①

②

0.3

上下上

G-Link のため計測せず

71.0
70.0

1.0

0.0

7.5

3.0

-14.0

10.0

5.0

-2.0

70.0
70.0

75.5
68.0
72.0

69.0
65.0

79.0
79.0

69.0
72.0
67.0

68.0

70.0

下

右
左

上
下
右

左
上

下
右
左

上

下

右

左

0.3

左右
0.0

上下
2.5
左右

1.0
上下

-4.7
左右

3.4
上下

1.7

左右

-0.7

2.7

5.8

1.8

③

④

⑤

４　復旧工事
（1）復旧方針
　調査結果より、継手の屈曲角は最大屈曲角
（8.0°）以内であり、管体の変形などもみられな
かったため、通水した状態で道路の仮復旧に
あわせて、当初の埋設位置へできる限り戻す
こととした。
（2）工事概要
　管の高さ調整のため、レバーホイストにより
管を吊り上げ、継手の屈曲状況を確認しなが
らレベル調整を実施し、管下に土嚢を設置し
て仮固定（写真４）した。その際、1箇所の継手
だけを動かすと、他の継手が過屈曲する場合
があるので、複数の継手の状況を確認しなが
ら徐々に管を移動し、最終的には当初の埋設
位置まで戻すことができた。また、当初の位置
まで戻すことで、接触していた岩との離隔を確
保することができた。復旧後の継手の屈曲状
況を表３、表４および図6-1、図6-2に示す。
　管の位置を戻したあと、ポリエチレンスリー
ブを管軸方向にカットし、全線にわたり、外側か
ら巻き付けて装着した。なお、復旧工事は１日
弱で終えることができた。

写真4　管の吊り上げ状態と土嚢設置

写真5　仮復旧後の状況

図5-2　各継手の屈曲角度

継手No.①
G-Link

継手No.②
7.0°

継手No.③
6.5°

継手No.④
8.0°

継手No.⑤
5.5°

平面線形

縦断線形

道路崩壊区間

呼び径 100

継手No.①
0.3°

継手No.②
G-Link

継手No.③
2.7°

継手No.④
5.8°

継手No.⑤
1.8°

平面線形

縦断線形

道路崩壊区間

呼び径 150

図5-1　各継手の屈曲角度
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５　おわりに
　本市での管路の耐震化については、平成
元年から基幹管路にＳⅡ形ダクタイル鉄管の
採用をはじめ、平成12年度からＮＳ形ダクタイ
ル鉄管を、平成26年度からはＧＸ形ダクタイル
鉄管を採用して管路の耐震化を図ってきた。
　被害のあった葛川地区は、平成23年度から
平成28年度にかけて簡易水道統合整備事業
を実施した地区である。当該管路にＧＸ形ダク
タイル鉄管を採用していたことで、継手の離脱
や漏水も無く、水を供給し続けることができた。
復旧作業においては、当該管路をそのまま使
用することができ、復旧に要する費用と時間を
節減できたことを高く評価している。今後は更
なる耐震化を推進し、自然災害に強い水道ラ
イフラインを作りたいと考えている。
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1.はじめに
　軽井沢町は長野県の東端、群馬県境に位
置する東西12.5㎞、南北14.0㎞、面積156.03
㎢、人口約2万人の高原の町で、町内には標
高2,568mの浅間山がある。
　避暑地としての軽井沢の歴史は、1886年
（明治19年）カナダ生まれの英国聖公会宣教
師アレキサンダー・クロフト・ショー氏がこの地
を訪れた際に自然の美しさに魅せられ、軽井
沢の別荘第一号となる建物を建設したことに
始まる。ショー氏がここでひと夏を過ごし広く友
人に当地を紹介したことで、避暑地「軽井沢」
は多くの著名人に知られることになり、その後、
四季を通じて静養できる日本有数のリゾート地
へと変貌を遂げていった。
　現在、軽井沢町は上信越自動車道碓氷（う

すい）軽井沢インターチェンジの開設や北陸
新幹線の開通などによって首都圏からの高速
交通網が整備され、国内外から年間854万人
が保養、観光に訪れる日本有数のリゾートとし
て発展している。

2.水道事業の歴史
　大正15年、軽井沢町は旧軽井沢と新軽井
沢を給水区域とする軽井沢水道と、中軽井沢
を給水区域とする中軽井沢水道の2つに分け
て水道整備に着手し、昭和4年にそれぞれの
給水を開始した。当時の計画給水人口は
23,000人、これに対する計画一日最大給水量
はわずか125㎥/日であったが、これによって地
域住民の日常生活と別荘・観光の発展を支え
る水道施設が整備された。
　昭和23年には両水道を統合し軽井沢上水
道を創設するとともに昭和35年～55年にかけ
て事業の拡張と簡易水道、専用水道の統合
を実施した。
　平成元年と平成5年には急激に増大する夏
期の観光客の需要に対処するため、新たな水
源として3か所の深井戸を増設し現在に至っ
ている。

3.水道事業の概要
　現在の軽井沢町水道事業は、計画給水人
口 19,800 人、一日最大給水量 23,500㎥/日
の規模であり、１人１日平均給水量は601 L/
人/日である。
　導、送、配水管の総延長は290㎞であり、管
種はおもに硬質塩化ビニル管を採用していて
その延長は229㎞、全管路延長の79.2%を占
める。耐震適合性のある管の比率はK形ダク
タイル鉄管を39㎞布設していることによる
13.4%である。　
　また、配水管延長の6.0%に当たる17㎞を基
幹管路としていて、耐震適合管の比率はおも
にK形ダクタイル鉄管の採用により55.0%となっ
ている。

軽井沢町上下水道課

水道施設係 主査　重田 豊郁
軽井沢町上下水道課

水道施設係 主査　重田 豊郁
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図1　軽井沢町の位置 写真1　ショーハウス記念館 図2　給水区域

注）民間企業が開発した別荘地は、町の水道とは別に簡易水道や専用水道と
して水が供給されている。

凡例
給水区域
行政区域
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4.今回工事におけるNS形ダクタイル鉄管
　E種管の採用
（1）配水管の管種
　本町はこれまで呼び径75～150の配水管に
硬質塩化ビニル管（RRロング継手）を採用し
てきた。これは、耐震型ダクタイル鉄管などの
金属管の耐震性能を高く評価しながらも、硬
質塩化ビニル管（RRロング継手）の管材料費
が安価だったことが大きな理由であった。
（2）工事の特徴
　今回の工事は、当町の幹線道路、国道18
号線バイパスに整備を予定する呼び径150の
基幹管路の布設である。北側約100mの距離
には金沢まで延伸された北陸新幹線も整備さ
れており、地震や地盤沈下などの災害、道路
を通過する大型トラックの上載荷重やその振
動にも耐える高い強度が、新設の配水管に要
求される条件であった。
　さらに、平成23年に全町を対象に実施した

管路地震被害予測結果においても、当該位
置の予測被害率は1.0～0.5件/㎞という比較
的高い値を示しており、必ずしも安全な地域で
はないことが判明していた。（図3）
（3）使用管種の検討
　そこで今回の配水管工事に採用する管に
は、以下の条件が要求された。
①　国道下埋設に耐えられる長期耐久性
　幹線道路である国道18号線バイパスに埋
設する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ていた。　　
　これに対し40～53年間使用したダクタイル
鉄管を対象とした引張強さや伸びなどの材質
試験結果を確認したところ、長期間の使用で
も管体や付属品の材質劣化や耐震性能の低下
は見られなかった。これはダクタイル鋳鉄製の
耐震管を高評価する重要なポイントとなった。
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図3　管路の地震被害予測結果

施工位置
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2.0 件/㎞以下

防災科学技術研究所による想定地震、（財）水道技
術研究センターが公表している管路の地震被害予
測式を用いて地震時の管路の被害率を算定した。
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図3　管路の地震被害予測結果
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防災科学技術研究所による想定地震、（財）水道技
術研究センターが公表している管路の地震被害予
測式を用いて地震時の管路の被害率を算定した。
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②　優れた耐震性能
　前述のように、全町を対象に実施した管路
地震被害予測の結果、当町に地震が発生し
た場合の今回工事区間の被害発生確率は小
さくないことが判明した。
　本町では硬質塩化ビニル管（RRロング継ぎ
手）によって基幹管路も含めた配水管の整備
を進めてきたが、水道施設設計指針に記載さ
れた管種、継手ごとの耐震適合性表にある硬
質塩化ビニル管（RRロング）の評価は、「基幹
管路が備えるべき耐震性能を判断する被災

経験はない。」というものであり、耐震性能を確
認できなかった。　
　一方、耐震型ダクタイル鉄管はレベル１、レ
ベル２地震動のどちらに対しても基幹管路が
備えるべき耐震性能を有するという評価で
あった。（表3）
　そこで、水道施設設計指針の耐震適合性
表で高評価を得ている耐震型ダクタイル鉄管
のNS形やGX形と同等の耐震性能を備え、管
材料費が安価なため比較的低予算で施工で
きるNS形E種管の採用が有力となった。

表3　管種・継手ごとの耐震適合性

出典　水道施設設計指針2012

図4　NS形E種管の継手構造

表4　GX形とNS形E種管の性能・経済性比較

項　目

耐震性能

外面塗装

使用水圧

材料費

ポリエチレン
スリーブの有無

GX形

継手伸縮量：管長の±1%
離脱防止力：3DkN

許容角度：4°（地震時最大屈曲角度：8°）
外面耐食塗装

一般埋設環境で不要

3.0MPa以下 1.3MPa以下

GX形管の70%以下

必　要

合成樹脂塗装

NS形E管

挿し口突部ロックリング
NS形E種 直管

NS形E種 直管

ゴム輪

③　硬質塩化ビニル管（RRロング継手）と同
等のコスト
　NS形E種管は、ゴム輪や受口の改良で管
の接合挿入力が大幅に低減されており、施工
が容易になった分、必要な掘削溝幅が狭小化
されているということであった。

　一方、当町では、硬質塩化ビニル管（RRロ
ング継手）の施工性を考慮して、NS形E種管
よりも掘削溝幅(75㎝)を広く設定している。
　そこで、本工事のためにNS形E種管と硬質
塩化ビニル管（RRロング継手）の施工を含め
たコストを比較したところ、NS形E種管が優れ
るという結果を得た。
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工事名

工期

呼び径

管種
施工延長

土被り
掘削溝幅
埋戻し土

平成30年9月10日から
平成31年3月25日まで

150

NS形E種管

平成30年度 
町単国道18号バイパス
配水管布設替1工区工事

212.5m

1.2m

55㎝（土留めなし）
購入土
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図6　工事区間平面図

図5　延長1m当たりの布設費の比較

写真2　掘削作業

写真3　接合の完了とポリエチレンスリーブによる被覆 写真4　施工現場の全景
　　　　シーズン中は、車道・歩道とも交通量が多い

5.施工
（1）施工
工事は平成30年11月12日から平成30年12月
25日に実施された。
工事の詳細を表5、図6に示す。
（2）結果
　交通量が多く難工事が予想された国道18
号線バイパスでの工事であったが、NS形E種
管は問題なく施工できた。
　特に当町では夏期など観光客が訪れる
シーズンのピーク時に工事自粛期間を設定す
るほどの交通混雑となり工期の厳守は重要な
条件である。
　NS形E種管の施工は軽量な硬質塩化ビニル
管（RRロング継手）に向けて設定された工期に
遅延することなく順調に終了することができた。

6．まとめ
　本工事では、交通量の多い観光地の国道
下という厳しい条件のもとでNS形E種管の優
れた施工性が証明され、軽量な硬質塩化ビニ
ル管（RRロング継手）と同等の工期で施工で
きることが確認できた。
　今後、国道や県道下、基幹管路などの重要
管路にはNS形E種管を積極的に採用したい
と考えている。

表5　工事概要

（4）NS形E種管の採用
　今回工事の使用管種を検討した結果、耐
久性、耐震性、経済性に優れるNS形E種管の
採用が決定した。
　NS形E種管の継手構造を図4に、GX形と
NS形E種管の性能と経済性の比較を表4に
示す。またNS形E種管と硬質塩化ビニル管
（RRロング継手）の材料、工事費を含めた経
済性の比較を図5に示す。

（注）それぞれの管種の掘削溝幅は軽井沢町の設計基準に従った。
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1.はじめに
　秋田県は全国第3位の広大な水田面積を
有し、基幹作物である水稲の生産を中心に高
収益作物の生産拡大に取り組んでいる。
　農業用ため池は県内に2,499箇所存在し、
地域の水源として農業生産の一翼を担ってい
る。
近年、豪雨災害の激甚化、大規模地震の頻
発等を受け、防災重点ため池343箇所を指定
するとともに、このうち187箇所については2021
年度までに詳細な耐震性調査を優先的に実
施することとしている。
　ここでは上記187箇所に含まれる老朽ため
池の改修にあたり、取水施設（底樋）に耐震継
手ダクタイル鉄管を採用した事例について紹
介する。

２．平沢大堤の概要
　今回対象とした平沢大堤は、秋田空港に近
い山間部に位置している。その位置図を図１
に、底樋を含む堤体断面図を図２に示す。
　主要なため池の諸元は以下のとおりであ
る。
（１）築造時期：江戸時代以前（明治以降に部
分改修実施）
（２）堤長：151ｍ、堤高：7.8ｍ
（３）有効貯水量：146,000㎥
（４）受益面積：水田23ha
（５）底樋：呼び径1100
　　　 Ｓ形ダクタイル鉄管×41.5ｍ
　平沢大堤の主な改修理由は以下のとおり
である。
（１）ため池全体の老朽化により堤体から漏水

が生じ、許容漏水量を上回っている
（２）上流斜面が浸食され、断面不足を生じて
いる
（３）洪水吐・取水施設も破損し、能力不足と
なっている

秋田県秋田地域振興局

宮城　良春
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図2　ため池堤体標準断面図

図1　ため池位置図
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３．ため池底樋の検討
（１）経緯
　本ため池の基礎地盤には軟弱な粘性土が
10ｍ以上の厚さで分布している。
堤体改修にあたっては図２に示すように池側
に嵩上げの盛土を行うため、正規圧密状態の
基礎地盤に増加荷重が作用することになる。
圧密沈下量を計算すると堤体中央部で最大
141㎜、即時沈下量171㎜と合わせて312㎜と

いう大きな残留沈下量が予測された。
　このことから、取水施設（底樋）は沈下に対
応可能で、安全な構造とすることとした。
（２）採用管種の決定
　３種類の管種について特性比較を行った結
果を表１に示す。
本ため池では沈下追従性を考慮して鎖構造
継手のダクタイル鉄管を用いた柔構造底樋を
採用することとした。
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表1　底樋構造の比較および決定

４．Ｓ形ダクタイル鉄管による柔構造底樋の
　 設計と施工
　設計は土地改良事業設計指針「ため池整
備」（平成27年5月）に準拠して行った。
（１）口径決定
　底樋の口径は、計画取水量、緊急放流量
および工事期間中の洪水量を安全に流下し
得るものとし、維持管理を考慮して口径800㎜
以上が望ましいとされている。
　本ため池における対象流量は表２の4通り
であり、断面決定のための最大流量は堤体施
工時の仮排水量となる。マニング式により円形
断面の水理特性をもとに口径を1100㎜と決定
した。

表2　流下能力に基づく口径決定

項目

判定

特徴

断面
形状

総合
評価

概算
工事費

断面
寸法

柔構造底樋
（S形ダクタイル鉄管）

φ1100

100
管材料費＋管布設費

〇（採用） △ ×

107
管材料費＋巻立て費＋地盤改良費

119
管材料費＋据付工事費

φ1100 φ1200（直近上位製品）

現場打ち底樋
（ヒューム管巻立て）

プレキャスト製底樋

・コンクリート巻立て基礎を設けず、堤
体内に直接埋設することで地盤変位に
追従させる。
・圧力管路としての実績が豊富で、高い
水密性と伸縮・屈曲性、離脱阻止性を
有し、底樋外面からの水の浸入や内面
からの漏水を確実に防止する。
・高い耐震性を有している。

・ヒューム管を内型枠とした現場打ち鉄
筋コンクリート巻立て形式であり、底樋
として最も一般的である。
・剛構造であり沈下に対応できないた
め、別途沈下対策工が必要(改良層厚8
ｍ)。

・ヒューム管巻立て構造をプレキャスト
化した製品であり、工期短縮が期待で
きる。
・可とう性と止水性を兼ね備えた接合
方法で、地盤変位に対応可能である。

柔構造底樋として設計指針「ため池整
備」にも掲載されている工法で、施工実
績もあり、沈下に対して対応可能で他
工法よりも経済的である。

一般的な工法で採用実績が多いが、本
ため池のような沈下の発生に対応でき
ない。地盤改良等が必要である。
また地盤改良を施した場合、改良範囲
の境界面が水みちとなり、漏水の要因
となるリスクがある。

柔構造底樋として農業農村整備民間技
術情報DBに掲載され、中部・四国地方
で採用事例が多い。
沈下に対しては目地材で対応可能とな
るが高価である。

通常 屈曲

伸び

対象流量

計画取水量

緊急最大放流量

仮排水量(底樋施工時)

仮排水量(堤体施工時)

流量(㎥/s)

0.087

1.224
φ1100 1/250

1.566

1.875

0.158

0.631

0.745

0.864

1.035

2.343

2.287

2.343

計画断面(㎜) 計画勾配 水深(m) 流速(m/s)

図3　S形継手の構造

（３）柔構造底樋の特長
①不同沈下への追従
　管軸方向の適切な位置に伸縮可とう継手
を配した柔構造化により、不同沈下への追従
性を有し、地盤改良等を大幅に軽減できる。
②底樋周辺の水みち抑止
　地盤の変形に追従することで、底樋周囲の
土との接触面での密着性を高め、水みちを抑
止する。
③工期短縮
　鉄筋コンクリート巻立てが不要であるため
施工期間が短縮され、また地盤改良などの土
工費を含めた総工事費の縮減が可能になる。
④地震時の安全性向上
　底樋管路は図３に示す構造の継手で離脱
することなく鎖のように挙動し、地震動による地
盤変位にも対応できるため、堤体の安全性が
向上する。



３．ため池底樋の検討
（１）経緯
　本ため池の基礎地盤には軟弱な粘性土が
10ｍ以上の厚さで分布している。
堤体改修にあたっては図２に示すように池側
に嵩上げの盛土を行うため、正規圧密状態の
基礎地盤に増加荷重が作用することになる。
圧密沈下量を計算すると堤体中央部で最大
141㎜、即時沈下量171㎜と合わせて312㎜と

いう大きな残留沈下量が予測された。
　このことから、取水施設（底樋）は沈下に対
応可能で、安全な構造とすることとした。
（２）採用管種の決定
　３種類の管種について特性比較を行った結
果を表１に示す。
本ため池では沈下追従性を考慮して鎖構造
継手のダクタイル鉄管を用いた柔構造底樋を
採用することとした。
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写真1　キャンバー配管の状況

図4　沈下に対する検討図

表3　構造計算結果

（２）構造計算
　底樋断面方向の検討は、土地改良事業計
画設計基準「パイプライン」に準じて管に作用
する土圧を算定し、最大土かぶり地点につい

（４）施工上の配慮
　沈下への対策として、推定される沈下量の
うち即時沈下量相当を底樋布設時にキャン
バー配管することで、盛土完了後の蛇行を抑
制することとした。施工状況を写真1に示す。

５．おわりに
　本報告は秋田県におけるため池改修に際
して、柔構造底樋として耐震継手ダクタイル鉄
管が初採用された事例であり、2020年度の完
成に向けて施工中である。底樋については布
設直後の高さを基準として、盛土完了時から
圧密沈下に伴う経年変化の挙動観測を実施
する予定である。
　安全性や施工性に配慮した合理的なため
池改修が実現できるよう、本報告が今後の設
計施工に向けて関係各位のご参考になれば
幸いである。

参考文献
１）農林水産省農村振興局整備部監修
（2015）：土地改良事業設計指針「ため池整
備」p.104-118．
２）農林水産省農村振興局整備部設計課
（2009）：土地改良事業計画設計基準・設計
「パイプライン」p.264-317．

キャンバー配管

（３）沈下に対する検討
　底樋管軸方向の検討は、図４に示す推定
沈下量をもとに継手の配置を決定した。特に
沈下の大きい底樋上流側に短管を配置する
ことで、即時沈下と圧密沈下の合計値に対し

設計諸元 計算結果

管厚（S形1種）

土かぶり

土の単位体積重量

基礎材の反力係数

土圧計算式

自動車荷重

許容水圧

発生たわみ率

T=18.0㎜

H=7.0ｍ

γ=19kN/㎥

ｅ’=3000 kN/㎡

マーストン公式(突出形)

T-20

1.873MPa＞0.07MPa

OK

　

2.13%＜3.0%

OK

て＃1～＃8の各継手が許容曲げ角度（1°40′）
以下であること、全長にわたって推定沈下量と
管路の離れが50㎜以内であることを確認し
た。

て1種管（管厚18㎜）で安全であることを確認
した。
結果を表３に示す。
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