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「仙台市水道事業基本計画」にお
けるアセットマネジメントの取組と
管路更新について

仙台市水道局　総務部　経営企画
課

　　　　経営企画係　係長　西澤　博

資産管理戦略室　主任　齋藤　峻太

　仙台市の給水人口は東日本大震災以降も増加を続けていましたが、
間もなく減少に転じ、減少傾向が続く見通しです。そのような中、令
和2年度新たに「水道事業基本計画」を策定し、アセットマネジメント
に取り組んでいます。仙台市の管路更新状況については、管路総延長
は約4,500km、そのうち約65％がダクタイル鉄管となっており、呼び径
75以上の耐震管率は平成30年度末時点で34.4% です。
　今回のレポートでは「仙台市水道事業基本計画」の紹介と、アセッ
トマネジメントに基づく独自の基準による更新需要予測や事業の優先
度評価によって、効果的かつ効率的な管路更新事業を行うことへの取
り組みについて報告しています。

ダクタイル鉄管製水管橋による老
朽水管橋架替工事について

岸和田市上下水道局

　　　　　上水道工務課　井下　大地

　岸和田市の水道事業は昭和16（1941）年に給水を開始しました。平
成29（2017）年度に196,340人であった給水人口は今後減少すると推計
され、水道施設の更新に当たっては今まで以上にライフサイクルコス
トを重要視した計画・実施が欠かせません。
　市内にある二級河川牛滝川の追橋にかかる鋼管製水管橋は、老朽化
による漏水と耐震性への懸念が考えられ、早期の架替が必要と判断さ
れました。
　今回のレポートでは、老朽水管橋架替工事に当たって建設方法の選
定、水管橋を構成する継手形式の選定、実際に行われた施工の様子に
ついて報告しています。
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シールド工法による呼び径700PN
形ダクタイル鉄管のパイプ・イン・
パイプ（PIP）施工事例

松山市公営企業局　管理部
建設整備課

　　　　　　　　　　主任　村上　雄亮

　松山市の水道事業は昭和28（1953）年に給水を開始し、平成17
（2005）年には市町合併により、四国初の50万都市を支える上水道と
なりました。
　現在市内における施設更新事業は「物理的評価」と「重要度評価」
に大別し、優先順位を点数づけによる定量的評価に基づき施策を進め
ています。市内のかきつばた浄水場から竹原浄水場を結ぶ送水管は、
完成から40年が経過しており、市全体の20％の範囲に供給する施設で
あることから、 優先で耐震化する必要があると判断されました。
　今回のレポートではこの送水管更新において、現場の特性から開削
を伴わないシールド工法によるパイプ・イン・パイプを選定した経
緯、長距離及び曲線施工の路線でPN形ダクタイル鉄管を選定した理由
や実際の施工状況などを報告しています。

長距離パイプ･イン･パイプ工法に
よる布設事例

長崎市上下水道局　事業部

　　　　　　　水道建設課　中尾　知弘

　長崎市は、横浜、函館に次いで、日本で3番目の近代水道として、明
治24（1891）年に給水を開始しました。市内の水道施設は歴史が古
く、耐震化を含めた更新事業を計画的に進めています。しかし、交通
量が多く埋設管が輻輳している幹線道路においては、開削工法では周
囲への影響があるため思うような進捗が得られていません。
　そのような状況の中、市内２つの浄水場を結ぶ送水管においては、
開削工法が困難な箇所があるためパイプ・イン・パイプ工法を採用し
ました。
　今回のレポートでは、ダウンサイジングした後の効率的な水運用の
紹介や、新管の仕様検討、長距離管路であるため行われた模擬管調
査、実際の施工状況について報告しています。
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1. はじめに
　仙台市の水道事業は、西から東に傾斜して
いる地形の特性を活かして、丘陵地に浄水場
や配水所を配置し、自然流下の働きを最大限
利用した配水を基本とするなど、豊かな自然
環境の恩恵を受けて成り立ってきました。本
市の給水区域は約360㎢に及び、主に５つの
水源と４つの浄水場のほか、宮城県仙南・仙
塩広域水道用水供給事業からの受水により、
お客さまに水をお届けしています。平成30年
度末の給水人口は105万8,549人、普及率は
99.7％、1日平均配水量は32万9,586㎥となっ
ています。
　本市の水道は、大正2（1913）年12月、大倉
川を水源とした創設工事に着手し、大正12
（1923）年3月に給水を開始しました。それ以
降、給水区域の拡大等に伴う水需要の増加に

対応するため、昭和6（1931）年から平成12
（2000）年まで5次にわたる拡張事業を実施す
るとともに、平成2（1990）年に仙南・仙塩広
域水道からの受水を開始するなど、水源の確
保と供給体制の拡充を図ってきました。
　昭和53（1978）年には宮城県沖地震、平成
23（2011）年には東日本大震災が発生し、2
度の震災により大きな被害を受けましたが、
震災からの復旧・復興の過程で、管路の耐震
化や応急給水施設の整備等に重点的に取り組
み、災害に強い施設・システムづくりを進め
てきました。また、施設の統廃合や業務委託
の推進による職員数の削減など経営効率化の
取り組みを進めることにより、これまで健全
な経営を維持してきたところです。
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２．仙台市水道事業基本計画
　　及び中期経営計画の策定

　本市の給水人口は、東日本大震災以降も増
加を続けていましたが、まもなく減少に転じ、
以後、減少傾向が続く見通しです。これによ
り料金収入の減少が見込まれる一方で、過去
に集中的に整備した管路や浄水場の更新時期
が順次到来します。施設の更新需要増大に対
応するためのマンパワーや、ベテラン職員の
退職に伴う技術継承等の課題があります。　
　新たな基本計画では、人口増を前提とした

拡張期に策定した従来型の計画とは異なり、
事業環境の大きな変化に対応し、長期的に持
続可能な水道事業を実現するため、本市水道
事業の80年後の将来を見据えています。「未
来へつなぐ杜の都の水の道～市民・事業者と
の協働～」という基本理念のもと、「水道シ
ステムの最適化」、「持続可能な経営」、「関係
者との連携強化」を目指す将来像として設定
し、その実現に向けた今後10年間の施策の
基本的方向性を定めました。

図１　基本理念の視点

図２　基本理念と将来像

（１）基本理念

（２）将来像

未来へつなぐ杜の都の水の道 ～市民･事業者との協働～
仙台の水道は、大正12年に給水を開始して以来、市民生活や都市活動を支える重要なライフラインと

して、仙台市の成長と発展を支えてきました。令和5年度には、給水開始100周年を迎えます。
今後の100年の未来にも、仙台の水道を引き継いでいくために、市民・事業者の皆さまと、これから到

来する人口減少社会における様々な課題に協働して取り組んでいきます。

※１【水運用】�水道施設全体の中で、さまざまな状況や水需要の変動に対応した適切な浄水の配分を行うこと。平常時においては、お客さまに
安定的に給水するため、配水量の予測に基づき、水道施設全体の中でできるだけ効率的になるように水運用を行っている。また、
災害や事故等の非常時においては、弾力的な水運用により、影響範囲を小さく、かつ、早期復旧が図られるようにしている。

基本理念と将来像４

視点１ 持続

未来へつなぐ

将来世代に過度な負担を残さ
ず、持続可能な水道システム
を構築し、歴史ある仙台の水
道を継承していきます。

視点２ 仙台らしさ

杜の都の水の道

自然の水循環により成り立っ
てきた仙台の水道を守ってい
くことにより、豊かな環境と
都市活動を両立する「杜の都」
の暮らしや産業活動を支えて
いきます。

視点３ 連携

～市民・事業者との協働～

人口減少に伴い経営資源が限
られる中で、理解と信頼を得
ながら将来も水道事業を運営
していくために、市民・事業
者の皆さまと連携・協働して
水道を支えていきます。

【１】水道システムの最適化
効率的な水運用※１やリスク管理を行うことが

できる最適な水道システムを
次世代に継承し、

将来にわたって安全で良質な水道水を
供給します

【２】持続可能な経営
水道水をお届けするまでの

様々な段階においてコスト構造を見直し、
収入・支出のバランスが取れた

経営を維持します

【３】関係者との連携強化
お客さま、近隣水道事業体、

民間事業者、仙台市水道サービス公社等、
関係者の皆さまとの

連携・協働による課題解決に
取り組みます

未来へつなぐ杜の都の水の道
～市民・事業者との協働～
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3．重点施策
　基本計画における重点施策としては、①拡
張期に集中的に整備した管路の更新時期が順
次到来することを受け、更新ペースを従来の
年間約27kmから段階的に1.5倍である年間
40kmにアップする「管路更新のペースアップ」、
②将来の水需要減少に合わせて、安定給水や
非常時のバックアップ機能確保の観点も持ち
ながら、国見浄水場・中原浄水場の統合を推
進するとともに、茂庭浄水場の長寿命化改修
を実施し、小規模浄水場の段階的な統廃合を

行う「浄水場の再構築」といった水道施設の
更新や整備に関する施策を掲げています。ま
た、③人口減少や社会構造の変化に合わせた
料金体系への見直し等について検討を進める
「水道料金等の在り方検討」、④災害時給水栓
の活用啓発等による地域と連携した応急給水
体制の構築、合同訓練や意見交換を通じた他
の水道事業体・民間事業者との応援体制の充
実等を目指す「関係者と連携した災害対応の
充実」を掲げ、今後10年間でこれら４項目を
はじめとした24の施策に積極的に取り組んで

図３　施策体系一覧

お客さまが実感できる
良好な水道水質の実現１

災害に強い施設・
システムづくりの推進２

被災時にも給水が継続できる
体制の強化３

水需要に合わせた
施設の再構築４

将来像

１
水道システムの

最適化

アセットマネジメントによる
ライフサイクルコストの縮減５
将来の更新財源確保に向けた

水道料金等の在り方検討６
新技術導入等による

業務の効率化・お客さまサービス向上７
水道事業を支える人材の

確保・育成及び組織体制の強化８

将来像

２
持続可能な
経営

お客さまとの双方向コミュニケーション充実
による開かれた経営の実現９

災害対応における地域・他の水道
事業体・民間事業者との連携強化10
本市の技術力・ノウハウ・ネットワークを

活かした近隣水道事業体との連携強化11
民間事業者・仙台市水道サービス公社

との更なる協働12

将来像

３
関係者との
連携強化

12 施策の基本的方向性２ 施策体系一覧
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水質の管理・監視の徹底1-1
仙台の水道水の魅力PR1-2

施設のライフサイクルコスト縮減への取組5-1
管路のライフサイクルコスト縮減への取組5-2

水道料金等の在り方検討6-1

ICT等の新技術を使った業務の効率化や
お客さまサービス向上7-1

キャリアを意識した計画的な人材育成8-1
人材育成環境の強化・充実8-2

管路更新のペースアップ2-1
施設・管路の計画的な耐震化2-2

災害時給水栓による応急給水体制の強化3-1
様々な取組を通した早期応急復旧体制の強化3-2

近隣水道事業体との連携推進11-1
広域連携先進事例の調査研究11-2

協働による水道事業の基盤強化12-1
民間事業者・仙台市水道サービス公社の
人材確保・技術力の維持向上支援12-2

浄水場の再構築4-1
配水所等の再構築4-2
管路更新時のダウンサイジング4-3

戦略的な広報活動9-1
水道サポーターとの協働9-2
お客さま意識調査による効果測定・ニーズ把握9-3

関係者と連携した災害対応の充実10-1
国内外への災害経験の発信10-2

24 施策 44 事業
● 仙台市独自の水質目標に基づく水質管理（P6）
● 関係者との連携による水源保全（P6）
● 水安全計画の推進（P7）
● 水道水の安全性・おいしさ等の広報（P7）

● 管路更新のペースアップ（P8）
● 水道施設再構築構想に対応した計画的な耐震化（P8）
● 重要施設への管路の耐震化（P9）

● 災害時給水栓の設置拡大（P10）
● 災害時給水栓の周知（P10）
● 危機管理体制の強化（P11）
● 計画的な応急復旧資材の確保（P11）
● 水道施設の長期停電対策の充実（P11）

● 施設単位でのライフサイクルの分析と効果検証（P16）
● 管体調査による管路情報の収集・蓄積（P17）
● 管体調査結果に基づく想定使用年数の最適化（P17）

● 適正な料金体系の在り方検討、大口使用者
　 の実態調査・分析（P18）

● ICT活用に関する方針の策定（P19）
● 新技術の動向調査・モデル事業を踏まえた
　 本市への有効性検証（P19）

● 局内業務への理解の深化（P20）
● ジョブローテーションモデルの作成・提示（P20）
● 職員のエキスパート認定制度の創設（P20）

● 職員研修内容の充実（P21）
● 技術指導を担う職員の配置・活用（P21）
● 水道局職員研修施設の更なる活用（P21）
● ナレッジバンク（知識や経験のデータベース）の創設・活用（P21）

● お客さまとのコミュニケーション戦略の
 　策定・推進（P24）
● 給水開始100周年事業の実施（P25）
● 水道サポーター制度の創設（P25）
● お客さま意識調査の継続的な実施（P25）

● 水道サポーターとの協働による災害対策の周知（P26）
● 地域の皆さまによる応急給水活動の実施（P26）
● 他の水道事業体・民間事業者との応援体制の充実（P27）
● 災害経験の発信（P27）

● 近隣水道事業体との対話の推進（P28）
● 近隣水道事業体のニーズに応じた連携（P28）
● 他都市先進事例の調査研究（P28）

● 民間事業者等の技術・ノウハウの活用（P29）
● 民間事業者等と連携した人材確保や技術力
　 向上のための取組（P29）

● 国見浄水場・中原浄水場の統合推進（P12）
● 茂庭浄水場の長寿命化（P12）
● 小規模浄水場の段階的な統廃合（P12）
● 配水所等の更新、耐震化、統廃合（P13）
● 廃止施設の計画的撤去（P13）
● 基幹管路・配水支管のダウンサイジング（P13）

重 点

重 点

重 点

重 点
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国内外への災害経験の発信10-2

24 施策 44 事業
● 仙台市独自の水質目標に基づく水質管理（P6）
● 関係者との連携による水源保全（P6）
● 水安全計画の推進（P7）
● 水道水の安全性・おいしさ等の広報（P7）

● 管路更新のペースアップ（P8）
● 水道施設再構築構想に対応した計画的な耐震化（P8）
● 重要施設への管路の耐震化（P9）

● 災害時給水栓の設置拡大（P10）
● 災害時給水栓の周知（P10）
● 危機管理体制の強化（P11）
● 計画的な応急復旧資材の確保（P11）
● 水道施設の長期停電対策の充実（P11）

● 施設単位でのライフサイクルの分析と効果検証（P16）
● 管体調査による管路情報の収集・蓄積（P17）
● 管体調査結果に基づく想定使用年数の最適化（P17）

● 適正な料金体系の在り方検討、大口使用者
　 の実態調査・分析（P18）

● ICT活用に関する方針の策定（P19）
● 新技術の動向調査・モデル事業を踏まえた
　 本市への有効性検証（P19）

● 局内業務への理解の深化（P20）
● ジョブローテーションモデルの作成・提示（P20）
● 職員のエキスパート認定制度の創設（P20）

● 職員研修内容の充実（P21）
● 技術指導を担う職員の配置・活用（P21）
● 水道局職員研修施設の更なる活用（P21）
● ナレッジバンク（知識や経験のデータベース）の創設・活用（P21）

● お客さまとのコミュニケーション戦略の
 　策定・推進（P24）
● 給水開始100周年事業の実施（P25）
● 水道サポーター制度の創設（P25）
● お客さま意識調査の継続的な実施（P25）

● 水道サポーターとの協働による災害対策の周知（P26）
● 地域の皆さまによる応急給水活動の実施（P26）
● 他の水道事業体・民間事業者との応援体制の充実（P27）
● 災害経験の発信（P27）

● 近隣水道事業体との対話の推進（P28）
● 近隣水道事業体のニーズに応じた連携（P28）
● 他都市先進事例の調査研究（P28）

● 民間事業者等の技術・ノウハウの活用（P29）
● 民間事業者等と連携した人材確保や技術力
　 向上のための取組（P29）

● 国見浄水場・中原浄水場の統合推進（P12）
● 茂庭浄水場の長寿命化（P12）
● 小規模浄水場の段階的な統廃合（P12）
● 配水所等の更新、耐震化、統廃合（P13）
● 廃止施設の計画的撤去（P13）
● 基幹管路・配水支管のダウンサイジング（P13）

重 点

重 点

重 点

重 点

3
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いきます。
　また、長期的に持続可能な事業運営を実現
するためには、人口減少や施設老朽化など、
本市水道事業が直面している様々な課題をお
客さまと共有していく必要があることから、
お客さまとの双方向コミュニケーション充実
にも注力し、開かれた経営の実現を目指して
いきます。

４．アセットマネジメントの取組と管路更新
（１）アセットマネジメントの取組
　本市は、アセットマネジメント手法を用い
た長期的な資産管理の取組みを進めており、
令和元年度には、80年後を見据えた長期的な
資産管理の考え方である「アセットマネジメ
ントの方向性（2020～2100）」と、30年後を見
据えた持続可能かつ強靭な施設形態の構築を
目指す「水道施設再構築構想（2020～ 2050）」
を取りまとめました。これらを基に目指す将

来像を設定し「仙台市水道事業基本計画（2020
～ 2029）」に反映しました。基本計画におい
ては、「アセットマネジメントによるライフサ
イクルコストの縮減」を施策の基本的方向性
の１つに掲げ、取組を推進しています。

（２）管路更新の現状
　本市の管路総延長は約4,500kmで、呼び径
400mm以上の基幹管路は約400km、呼び径
300mm以下の配水支管は約 4,100kmです。
総延長の約65％はダクタイル鉄管、約30％は
塩化ビニル管です。
　これまでの更新事業により、石綿セメント
管の更新は完了、普通鋳鉄管及び高級鋳鉄管
の管路の更新は概ね完了しており、現在は内
面無ライニングやポリエチレンスリーブ被覆
無しのダクタイル鉄管、塩化ビニル管（ＴＳ
継手）などの管種を更新対象としています。
更新延長は従前から伸ばしており、平成30年

図４　アセットマネジメントの方向性及び基本計画等の関係図
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度は約27kmの管路を更新しました。更新後
の管種として、呼び径75mmから 700mmに
ついてはダクタイル鉄管を標準採用してい
ます。ダクタイル鉄管は、平成14（2002）年か
らNS形継手、平成26（2014）年度からGX形
継手を採用するなど、耐震継手管を全面的
に採用し、耐震化を進めています。呼び径
75mm以上の管路の耐震管率は34.4％、その
うち基幹管路の耐震管率は47.3％です（各
数値はいずれも平成30年度末時点）。

（３）想定使用年数の設定と更新需要予測
　管路の法定耐用年数は40年とされていま
すが、管種によってはそれ以上長期での使用
が可能なため、本市独自で想定使用年数を設
定しております（図５左）。設定にあたっては、
本市での管路の使用実績と管種や防食対策の
有無、継手技術の変遷等を加味しました。こ
の想定使用年数を基準に更新需要予測を行っ
たところ、従来の更新量（約27km/年）を継
続した場合、想定使用年数を超える管路は、
2100年に総延長の約50％（約2,250km）に達

する見込みとなりました（図５右）。この結果
から、将来を見据えて、管路更新量を増加さ
せていく必要があると捉えています。

（４）管路更新のペースアップ
　更新需要予測の結果に基づき、将来の管路
経年化に伴う漏水の発生リスクや、地震等の
災害発生時の被害を抑えるために、老朽化し
た管路の更新・耐震化を推進しており、従
来の更新量（約27km/年）の約1.5倍である
40km/年を目標値として段階的に更新ペース
アップを図っているところです。基幹管路は
従来の更新量である約1.0km/年から2.0km/
年（約2倍）、配水支管は約 26km/年から
38km/年（約1.5倍）への増加を目標としてお
り、これにより、2100 年の想定使用年数を超
える管路は、総延長の約50％（約2,250km）
から約27％（約1,215km）に低減する見通し
です（図５右）。
　このように、年間40kmの管路更新を達成
した場合においても、想定使用年数を超える
管路は残存するため、更なるペースアップに

図５　管路の想定使用年数と経年化の推移（更新ペース毎） 写真１　基幹管路の管体調査（左），給水管分岐工事等の掘削時の調査（右上）
管体切片の内面ライニング状況の確認（右下）
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向けて、マンパワー不足の解決に向けた検討
等に継続的に取組んでいます。また、リスク
管理の視点で、管路の腐食や地震災害時の推
定事故率を更新優先度に考慮することで、可
能な限り管路の事故リスクを低減します。さ
らに管路の腐食状況を調査し、その結果に基
づいて、想定使用年数を経年実態にあわせて
最適化し、更新需要予測の精度を向上させます。

（５）既設管の管体調査
　本市では、従来から既設管の管体調査を実
施しています（写真１左）。主にダクタイル
鉄管を対象に、管体やボルト・ナットの腐食
状況、埋設土壌の性状、地下水の腐食性等に
ついて200箇所以上の調査を行いました。こ
の結果から給水区域内の腐食性土壌マップを
作成するほか、腐食予測式の独自補正を行っ
ています。
　また、本市の土壌腐食性（ANSI評価や比
抵抗値等）と管体の腐食実態には相関関係が

認められるため、今後も一般土壌や特殊土壌
における管体腐食の分析を進め、間接診断の
精度向上を図ることとしています。
　中期経営計画（2020 ～ 2024）では、基幹
管路をターゲットに管体調査を継続します。
経年化が進む管路の腐食や漏水等の潜在リス
クの把握に努め、調査結果を収集、分析し、
現時点で計画している管路の更新時期を柔軟
に変更していきます。これによって、健全な
管路を可能な限り長期的に使い続け、ライフ
サイクルコストの縮減を図ることとしています。

（６）掘削機会を活用した調査
　配水支管については、前述の管体調査とは
別に給水装置分岐工事等の掘削機会を活用
し、既設管の状態を調査しています（写真
１右）。調査項目は管種、呼び径、防食対策、
内面ライニング状況（分岐穿孔時の管体切
片を回収し確認）、管体腐食状況、埋設土壌、
地下水の有無等です。調査は直近の3年間で

写真１　基幹管路の管体調査（左），給水管分岐工事等の掘削時の調査（右上）
管体切片の内面ライニング状況の確認（右下）
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約2,500箇所を実施しており、この取組みに
よって、アセットマネジメントの基礎である
管路情報の精度向上を図っています。

（７）基幹管路整備の事業優先度評価
　延長約400kmの基幹管路については、水
道施設再構築の考え方に基づき、事業優先度
を設定しました。具体的には、路線毎に重要
度等を加味し、既設管路の物理性（経年化・
耐震性）を、水道施設更新指針（公益社団法
人 日本水道協会）に基づき評価しました。こ
の評価と影響度（管内流量）とのマトリクス

評価により、今後30年間で更新すべき基幹管
路をリストアップしています。そのほか、配
水系統のバックアップ等を図るため、基幹管
路の新設整備を実施する方針です。一方で、
配水所等の統廃合や再配置により廃止となる
管路もあることから、総じて管路延長の削
減も進め、強靭で効率的な配水形態を構築
しながらも、保有資産の適正化を図ります。

図６　配水支管の更新優先度評価
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（８）配水支管の更新優先度評価
　延長約4,100kmの配水支管については、本
市独自で管路毎の物理的評価（老朽度・耐震
性）や影響度評価（流量・用途地域）によるマ
トリクス評価を行い、更新優先度を設定して
います（図６）。指標である老朽度は、管体調
査結果に基づく腐食予測式によって、鋳鉄管路
の腐食深さの予測値を算出し定量化していま
す。また、塩化ビニル管路は、公益財団法人 
水道技術研究センターのe-pipeプロジェクト
で提唱された事故率推定式の係数を本市の漏
水傾向に合わせて補正し、実態に近い推定事
故率を求め、点数化しています。耐震性には、
将来的な発生確率が高いとされている宮城県
沖地震（連動型）による管路の被害予測を実
施し、その結果である管路毎の被害率を指標
に用いています。影響度評価の流量は、配水
ブロック毎の管網計算結果による計算値を指
標としています。
　評価の結果、膨大な更新需要から優先的に
更新が必要な管路を抽出しました。この優先
度評価に基づき、効果的かつ効率的な管路更
新を推進し、将来リスクを可能な限り低減し
ていきます。

（９）今後の展望
　今後もアセットマネジメントの取組を推進
するとともに、施設整備を進めていきます。
施設整備にあたっては、水道施設再構築の
観点で、将来の水需要減少を見据え、本市
の主要浄水場である国見浄水場と中原浄水場
の統合を推進するほか、管路呼び径の適正化
に取組み、将来保有すべき施設の最適化を図
ります。管路については更新のペースアップ
を推進するとともに、官民連携によるマンパ

ワー確保の検討を進めます。また、基幹管路
の将来管網の構築を進めつつ、配水支管網
における消火栓の適正な再配置や消防水利
を確保した上で呼び径の縮小を図ります。そ
のほか、管体調査等による状態把握に努め、
その結果を管路更新計画に反映させることで
ライフサイクルコストを縮減し、効果的かつ
効率的な管路更新事業を推進していきます。

５．おわりに
　本市の水道は、大正12（1923）年に給水を
開始して以来、市民生活や都市活動を支える
重要なライフラインとして、機能してまいり
ました。
　今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大
により、外出自粛や休業要請が出される等、
日常生活に様々な影響が出ている状況です
が、仙台市水道局としましては、「安全安心
な水道水を24時間365日、安定的に供給し続
ける」という責務をしっかりと果たせるよう
に努めていきたいと考えております。
　令和５年度には、給水開始100周年を迎え
ます。100年先の未来にも、本市の水道を引
き継いでいくために、市民・事業者の皆さま
と、これから到来する人口減少社会における
様々な課題に協働して取り組んでいきたいと
考えていますので、今後とも、本市水道事業
へのご理解とご協力をお願い申し上げます。



ダクタイル鉄管  No.107

ダクタイル鉄管 2020.11 第107号

26

1. はじめに
　岸和田市は大阪府の南部、泉州地域の中心
部に位置し、北西沿岸部は大阪湾に望み、南
は葛城山の稜線をもって和歌山県と接する。
地形は、南側の標高858mの葛城山からなだ
らかな丘陵を経て海に開けた平地で構成され
ており、山地部、丘陵部及び平地臨海部にほ
ぼ三等分されている。中心市街地は古くから
城下町として栄え、明治中期以後は泉州綿織
物を主とする紡織工業都市として発展すると
ともに、金属、機械器具、レンズ工業も行わ
れている。一方、丘陵部においては溜池灌漑
による米のほかタマネギ、ミカンや桃、花卉
（かき）の栽培が盛んである。そして、300年
の歴史と伝統を誇り、その勇壮さが全国的に
名高い「だんじり祭」を有するまちである。
　本市では、公共施設等の着実な整備と適正

02

ダクタイル鉄管製水管橋による
老朽水管橋架替工事について

図１　岸和田市の位置

岸和田市

岸和田市上下水道局
上水道工務課

井下 大地
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な維持管理を限られた財源の中で行っていく
ために、「岸和田市水道事業ビジョン（R2.2）」
を策定し、長期的な視点をもって計画的に実
施している。水道施設については老朽化が進
行している現在、施設の状況を的確に把握し、
漏水事故等の発生防止、長寿命化による設備
投資の抑制を図りつつ、水需要の将来予測等
を含めた中長期的な視野を持って、計画的に
更新を進めていくことが重要と考えている。
そのような考えに基づく水道施設更新事例と
して、老朽水管橋の架替工事について報告する。

２．岸和田市の水道事業
　本市の水道事業は、昭和16（1941）年に給
水を開始して以降、市域の拡大、人口の増加
及び産業の発展に伴い増加する水需要に対応
するため、６次にわたる拡張工事を実施し、
これまで、浄水場、管路など、多くの水道施
設の整備を進めてきた。これらの資産を現状
規模ですべて更新するためには、約1,000億
円の費用が必要になり、その中でも管路施設
が全体金額の75％を占める。
　施設更新費用のますますの増加が予測され
る一方で、水道事業収入の柱である給水収益
は、今後減少が避けられない見通しである。
平成29（2017）年度に196,340人であった給
水人口は、令和10（2028）年度で181,160人に
まで減少すると推計している。給水人口の減
少と同時に、1日平均給水量も平成29（2017）
年度に62,408ｍ3／日となり、令和10（2028）
年度には58,491ｍ3／日まで減少する見込み
である。

　水需要の減少に伴う給水収益の減少によ
り、更新に必要な資金を十分に確保すること
が困難となることが必至の状況である中、水
道施設の更新に当たっては、今まで以上にラ
イフサイクルコストを重要視した計画・実施
が欠かせないと考えている。

写真１　まちのシンボル「岸和田城」

写真２　まちの誇り 「だんじり祭」

図２　水道資産の更新費用とその内訳



28 ダクタイル鉄管  No.107

ダクタイル鉄管 2020.11 第107号

３．老朽水管橋架替工事の概要
　今回実施した水管橋架替工事の概要を表１
に示す。
　本市域内の二級河川牛滝川にかかる追橋に
かかる鋼製水管橋は、老朽化による漏水が懸
念されるとともに耐震性も劣ると考えられる
ため、早期の架替が必要と判断した。河川を
架空横断する方法として、独立水管橋方式と
橋梁添架方式があるが、その計画、設計に当
たっては、施設管理者との打合せの上、承認
を得る必要がある。道路橋への添架方式の場
合、使用する管材の強度に制約は無くなる
が、道路橋への水管橋重量負荷に対しては安
全上問題無い根拠を示し、橋梁管理者の承認
を得る必要がある。しかしながら、道路橋自

体の老朽化が進行しているとともに、建設当
初の構造計算資料なども残っていないことか
ら、既設道路橋に水道管路を添架することに
ついて安全性を担保することは困難であると
考え、現状と同様に独立水管橋形式とするこ
とを決めた。
　独立水管橋を構築する管材については、長
期的にメンテナンスを必要としないステンレス
鋼製水管橋も候補としたが、最終的には、状
態監視により適切な維持管理を行うことを前
提に、建設コスト+維持管理コスト（ライフ
サイクルコスト）において最も優位であり、耐
震性能などについても評価の高いダクタイル
鉄管製水管橋を採用することとした。

表２　ダクタイル鉄管製水管橋の特長

表 1　工事概要

工事名 追橋水管橋架替工事

工事場所 岸和田市三田町地内（二級河川 牛滝川架空横断）

工事内容 既設φ300 鋼製独立水管橋を撤去後、同位置に同口径
のダクタイル鉄管製独立水管橋を新設するもの。

水管橋支間長 25.0 ｍ

施工性
① 継手はメカニカル形式またはプッシュオン形式のため、簡単な工具でスピーディーに接合・ 
　 架設できる。
② 施工に際して天候に左右されることが少ない。

強度・耐久性
① ダクタイル鉄管は引張強さ 420N/mm2、伸び 10％以上を有する非常に強靭な材料である。
② 管外面は露出配管用ダクタイル鉄管外面特殊塗装を、管内面は防食性と衛生性に優れた
　 エポキシ樹脂粉体塗装を施しているため、優れた耐久性を有している。

経済性

① 管材料は比較的安価である。
② 現地溶接が不要で短時間で架設できるため、建設コストも低減できる。
③ 耐久性に優れているため維持管理費コストを低減できる。
④ 建設コスト + 維持管理コストのライフサイクルコストに優れる。  

耐震性・安全性

① 地震時に継手が限界まで伸び出しても継手に離脱防止機構を有するので耐震性に優れ、
　 過去の大地震においても被害例が無い。
② 地盤沈下等によって生じる両岸橋台の相対移動には、架空部にある 2 カ所の伸縮可とう
　 継手によって対応可能である。
③ 同様に温度変化による水管橋の伸縮についても伸縮可とう継手の伸縮代で吸収可能である。
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４．ダクタイル鉄管製水管橋による架替工事
（１）ダクタイル鉄管製水管橋の設計
　ダクタイル鉄管製水管橋は、両端を橋台
コンクリートで巻き込んだ固定支持とした
パイプビーム形式を基本としている。短支間
の場合に直管3本で構成されるタイプⅠと、
長支間の場合にタイプⅠの中央の直管1本の
代わりに、FGX形またはFT形といった剛構
造継手を用いて複数の管を一体化させた管路
を使用するタイプⅡの2種類がある（表３参照）。

　今回の架替対象である追橋水管橋は支間長
が25.0ｍあり、呼び径300のダクタイル鉄管
製水管橋における最大支間長となるため、
タイプⅡ方式となる。
　水管橋を構成する継手形式は、FGX形
+GX形、もしくはFT形+NS形のいずれか
となるが、本市では一般埋設管路においては
GX形ダクタイル鉄管を標準的に採用してい
ることから、水管橋部についても接合形式は
FGX形とGX形の組合せとした。

表３　ダクタイル鉄管製水管橋の最大支間長

呼び径
タイプⅠ タイプⅡ

最大支間長Ｌ（ｍ） 橋梁部接合形式 最大支間長Ｌ（ｍ） 橋梁部接合形式

75
11.0

GX形

NS形

17.0
FGX形

+

GX形

FT形

+

NS形

100 18.0

150
14.0

23.5

200・250

25.0300

16.0350

400

450～ 600 15.0 NS形

表４　今回採用したダクタイル鉄管製水管橋の継手

FGX形継手 GX形継手

継手構造

剛構造 伸縮可とう構造＋離脱防止構造

接合形式 プッシュオンとメカニカルの併用 プッシュオン

継手性能
（呼び径300の数値）

GX形にフランジとリブを設けることで、継手の
曲げ剛性を高め、大きな曲げモーメントにも耐え
られる。また、テーパリングにより、キャンバを
設けることができる。
許容曲げモーメント：61.8 kN・m

大きな伸縮・屈曲性及び離脱防止性を備えている。
許容伸縮量：± 60 mm
許容屈曲角：4°00′
離脱防止力：900 kN

剛構造
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　ダクタイル鉄管製水管橋は、継手に伸縮可
とう性を有するため、温度変化による管の伸
縮や両岸の不同沈下、相対移動によって発生
する変位を吸収することができる。また、支
間長内が耐震性を有する継手を用いた構造で
あるため、落橋防止対策は不要である。
　水管橋の形状は美観上の観点から継手をほ
ぼ等間隔に配置し、1/200のキャンバを有す
る緩いアーチ状とするため、中央部を0.125ｍ
（25.0ｍ/200）高くし、不凍急速空気弁を設
置する構造とした。
　架空部に2カ所存在するGX形継手の片側
には、単純支持梁部に作用する円周方向回転
モーメントにより空気弁が傾くのを防止する
ため、回転止め金具を設置している。

（２）ダクタイル鉄管製水管橋の施工
　既設鋼製水管橋の撤去、ならびに新設ダク
タイル鉄管製水管橋の架設のため、吊り足場
方式による作業床を設置した。
　水管橋の施工断面と河川の計画高水位
（H.W.L）を図４に示す。
　吊り足場は河川計画高水位（H.W.L）より
も0.7m上部に位置するため、水管橋の架替
施工に際しての河川管理者との協議は簡易で
あった。

　作業床上へのダクタイル鉄管材料吊り下ろ
しは、片側車線を通行規制した道路橋上に配
置したクレーン付きトラックから行った。作
業床上への鉄管材料吊り下ろしの作業性向上
のため、吊り足場に使用する単管パイプを一
時的・部分的に取り外しても、足場の安全が
保たれるよう事前に十分な検討を行った。
　FGX形水管橋は、出荷前に工場にて予め仮
組立を行い、組立後の出来形等について確認
済である。よって、施工現場では各部材の受
口側、挿し口側に明示された目印同士の組合
せで接合した後に、各継手部をキャンバ図に
示された据付時高さに調整した上で両端を固
定すれば、供用時の形状は計画どおり1/200
のキャンバを有する緩やかなアーチ状に仕上
げることが出来た。
　完成したダクタイル鉄管製水管橋を長期に
わたり健全な状態で保つため、外面塗装と
してダクタイル鋳鉄管外面特殊塗装 JDPA 
Z2009-2011に規定されるCC塗装を採用した。
この塗装は仕上げ塗装として、色の指定がで
き、耐候性のあるポリウレタン樹脂塗料を現
地で塗装するものである。塗装品質を確保す
るため、塗装作業を１次塗装、2次塗装の二
段階で行い、所定の塗膜厚さ（0.04mm以上）
を確実に得ることが出来た。

図３　ダクタイル鉄管製水管橋の形状
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図５　水管橋キャンバ図

表５　実施工程表

図４　河川計画高水位と計画施工断面



32 ダクタイル鉄管  No.107

ダクタイル鉄管 2020.11 第107号

工事の施工状況を写真３～写真８に示す。

写真３　吊り足場設置状況

写真５　道路橋上からの管材吊り下ろし状況

写真７　現地塗装の状況　

写真４　既設鋼製水管橋の撤去状況

写真６　ボトルジャッキによる据付高さ調整状況

写真８　現地塗装完了後の塗膜厚検査状況
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な更新を進めていかなくてはならない。その
ためには、更新計画に係る職員の負担を出来
る限り軽減することが必要である。今回の架
替においては、河川の架空形式を道路橋への
影響がない独立水管橋形式とすること、施行
に際しては河川計画高水位を侵すことのない
吊り足場方式を採用することにより、橋梁管
理者や河川管理者との協議にかかる時間と労
力を大幅に軽減することが出来た。今後、同
様の更新を進めていくにあたり参考となる事
例となったと考えている。
　最後に、本報告が多少なりとも読者各位に
とってご参考となれば幸いである。

５．おわりに
　今回紹介したダクタイル鉄管製水管橋は、
短期間での施工が可能であるとともに、長期
耐久性に優れた製品である。本市においては、
今回架替工事を行った水管橋と同様に老朽化
が進行した水管橋が多く存在する。今後、そ
れらについても順次計画的な更新を進めてい
く必要があるが、給水収益が減少し、厳しい
財政運営となる中、ライフサイクルコストの
優位性を有するダクタイル鉄管製の水管橋に
対する期待は大きい。
　また、職員数の減少により、各職員の業務
負担が大きくなっている状況の中でも効率的

写真９　完成したFGX形ダクタイル鉄管製水管橋（呼び径300×25.0ｍ）
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1. はじめに
（１）松山市の概要
　松山市の道後温泉は、日本最古の湯といわ
れ、足を痛めた白鷺が湧き出る温泉で傷を癒
したことが起源とされている。そのシンボル・
道後温泉本館は、改築から125年を超えた現
在、歴史的、文化的価値を次の世代に大切に
受け継ぐため、令和 6 年末の完成を目指し、
営業しながらの保存修理工事を行っている。
工事期間中ならではの魅力を発信するため、
手塚治虫の「火の鳥」とコラボレーションし
た「道後 REBORN プロジェクト」を実施し、
様々なコンテンツを展開している。また、こ
の取り組みに合わせ、道後への観光誘客と下
水道のPRを目的に、火の鳥をデザインした
マンホール蓋を設置している（写真 1）。

　今しか見ることができない歴史的な再生が
行われている道後温泉本館は、一見の価値が
ある（写真 2）。

03

シールド工法による
呼び径700PN形ダクタイル鉄管の
パイプ・イン・パイプ（PIP）施工事例

写真 1　「火の鳥」デザインマンホール
©TEZUKA PRODUCTIONS

松山市公営企業局 管理部

建設整備課 主任

村上　雄亮
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（２）松山市の水道概況
　道後平野の北東部に位置する松山市には、
市内を東西に流れる重信川、石手川があり、
古くから農業用水として、また地下水は水質
良好な飲料水として利用されてきたが、都市
の発展、人口の増加に伴い、上水道設置の要
望が高まり、昭和19年に国の許可を得て上
水道の創設事業に着手することになった。戦
時、戦後の資金、資材の不足等により工事が

遅れることもあったが、昭和28年にようやく
工事の一部が完成し給水を開始することが
でき、昭和36年に水道創設事業が完成して
いる。
　その後、松山市の水道事業は、人口増加、
市勢の進展に伴う水需要の増加に対応するた
め、4 回の拡張事業を実施し、平成17年には、
北条市、中島町との市町合併により、四国初
の50万都市を支える上水道となった。
　現在の主な水源としては、石手川ダムと重
信川流域の地下水、北条地区では主に立岩川
流域の地下水を利用しており、上水道の給水
人口 478,823人に対し、一人一日平均給水量
は 284ℓ（令和元年度実績）である。令和 2年
3月末における水道施設は、主な水道施設の
状況は、浄水場 9 か所、配水池 34 か所、ポ
ンプ場17か所、導・送・配水管は延長 2,245km
である。松山市の水道事業施設概要図を図 1
に示す。

写真 2　営業しながら保存修理工事中の
道後温泉本館

図 1　松山市の水道事業施設概要図
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2．竹原送水管耐震化事業
（１）事業概要
　本市では、被害率、重要施設までの耐震性
及び老朽度から評価する「物理的評価」と最
大流量及び重要施設数から評価する「重要度
評価」に大別し、耐震化の優先順位を点数
づけにより定量的評価をしている。その評価
判定に基づき、かきつばた浄水場から竹原浄
水場間は最優先で耐震化する必要がある区間
という結論に至った。当該区間の管路は40年
が経過した全長約 4.5kmの送水管であり、市
全体の20％の範囲に供給する施設である。

（２）事業期間と総工事費
　平成25年度に路線調査を開始し、令和3年
度末の供用開始を目指している。工事期間は
平成 28年12月から令和3年8月までの 5年間
であり、ダクタイル鋳鉄管呼び径 700 （シー
ルド内径 1,000㎜）の総延長4.5kmを 2工事に
分けて施工し、総工事費は約40億円である。

（３）現場特性
　計画路線は、かきつばた浄水場を発進し、
市道千舟町古川線を北上、市道雄郡99 号～
国道56号～市道雄郡51号～市道南北66号を
経由した後、目的地の竹原浄水場に到達する。
この市道千舟町古川線は、松山外環状線を
経由して松山 IC にアクセスする道路であり、
交通量が多いと共に店舗が建ち並んでいる。
また、閑静な住宅密集地、3 つの二級河川（石
手川、小野川、内川）及び軌道（郊外電車）
が点在している（図 2）。

3．シールド工
（１）工法選定
　開削工法、推進工法及びシールド工法が
工法の比較対象となる。当該路線の交通量と
店舗数を考慮すると、片側通行もしくは幅員
の狭い場所では通行止による交通規制が発生
し、沿線住民の多大なる理解と協力を必要と
する。開削工法による管埋設では、工事中の
交通規制による渋滞に加え、工事本体やアス
ファルトの日々復旧の跡による騒音・振動が
発生し、社会的損失は計り知れない。開削工
法は、松山市の経済活動を著しく妨げる恐れ
があるため、推進工法又はシールド工法の非
開削工法により、工法比較を実施する。
　推進工法の場合、計画曲線半径や施工距離
等を考慮すると、主要道路上に合計23基の

図 2　竹原送水管耐震化事業概略図
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発進・到達立坑を設置しなければならない。
施工には、これらの立坑設置位置の既設地下
埋設物の移設を要するうえ、推進設備用の用
地の確保が必要となるなど、こちらも開削工
法同様の社会的損失が考えられる。
　以上を踏まえ、長距離施工が可能なシー
ルド工法を採用する。両発進基地を市有地で
ある市民グラウンドに設置し、路上には両到
達立坑を 1 基のみとしたことで、既設地下埋
設物の移設及び交通規制を最小限に抑えた。
シールド機は、稼働に必要な動力、制御設備
の一部又は全部を後続台車に設置するため、
機長が短い反面、大きな断面となる。一方、
ミニシールド機は、動力及び制御設備をセミ

シールド機と同様に、マシン本体内に配置し
たものであり、機長が比較的長尺となる反面、
断面が小さい。そこで、長距離・急曲線施工
が可能な「ミニシールド工法」と「持込用 PN
形ダクタイル鉄管」を組み合わせたシールド・
トンネル内配管工法とした。今回の施工で使
用した掘進機及びセグメントを写真 3 ～ 8 に
示す。

写真 3　①工区で使用したミニシールド掘進機

写真 6　ミニシールド掘進機内部

写真 7　ＲＣセグメント（直線部）

写真 8　鋼製セグメント（曲線部）

写真 4　②工区で使用したミニシールド掘進機

写真 5　③工区で使用したミニシールド掘進機
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4．管布設工
（１）管種選定
　計画路線は、シールド線形が長距離及び曲
線施工のため、シールド管内で接続可能な
パイプ・イン・パイプ工法で広く実績があり、
耐震性や長期耐久性に優れたPN 形ダクタイル
鉄管（持込 CP方式）（以下「PN 管」という）
を採用する。
　PN管は、管内作業のみで接合できるよう
に改良した接合形式である（図 3）。直管の
有効長は、標準 4mまたは 6mがある。伸縮
性及び可とう性をもつプッシュオンタイプで、
最終的に受口と挿し口がかかり合って離脱
防止の役目をする。なお、離脱防止能力は
3DkN以上であり、同じプッシュオンタイプの
PⅡ形が 1.5DkN以上であることから、離脱
防止能力に優れている。
　PN管を使用することで、シールド工法
のように大口径ではなく、比較的小さな径

（シールド内径 1,000㎜）で施工可能なミニ
シールド工法との組合せにより計画すること
ができる。特に、R=25m等の急曲線部には

直管と曲管を組み合わせた配管を計画し、施
工性の向上を図った。このように長距離、急
曲線施工を可能としていることに加え、さや
管の小口径化により掘削断面が小さくなり、
経済的にも優れている（図 4）。

図 4　ミニシールド機概略図

図 3　PN管継手部
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（２）管布設
　挿し口を先頭にして管の重心が台車の中央
に位置するよう、PN管をクレーンにて立坑
内に吊り降ろし、運搬台車に衝撃を与えない
ように静かに積み込む。バッテリー機関車に
て、PN管を積載したままシールド内を走行
し、管据付位置へと到着後、台車をゆっくり
前後させ、挿し口を挿入する。管内面に接合
治具を取り付け、引込機により均等に引き込

み、管の抜け出し防止措置を行う。施工状況
を写真 9～12 に示す。管接合完了後は、水
圧試験を実施した。鉄管とシールド管内の
充填については、約100mを 1 スパンとし、
間仕切壁を設置し、坑外にあるミキシング
プラントより圧送管によりエアモルタルを注
入した。

写真 9　 PN管吊り降ろし状況 写真 11　PN管運搬状況（バッテリー機関車）

写真 10　 PN管積載状況（バッテリー機関車） 写真 12　PN管設置完了
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5．立坑工
（１）立坑選定
　発進立坑については、シールド機を据付し
て発進できるスペース、材料・土砂運搬用作
業車の待機スペース、開口部位置・寸法の関
係、立坑周辺の環境保全、仮設階段等作業の
昇降設備等を考慮し、鋼矢板による立坑とし
た（写真 13）。竹原浄水場の片到達立坑は、
施工スペースが狭く、大型機械を用いての施
工が不可能なため、ライナープレート立坑に
て計画、主要道路に設置する到達立坑につ
いては、施工スペースや交通規制による周辺
への影響を考慮し、施工日数を最小限にでき
るケーシング立坑を採用した。

（２）底盤改良選定
　鋼矢板の底盤改良工にあたっては、深層混
合処理・薬液注入・ジェットグラウト工法が
考えられるが、深層混合処理は、大規模な施
工機械が必要であるため除外する。今回の工
法の目的は、地盤強度（粘着力）を増強し、
矢板の根入れ長さを短縮することにあるた
め、薬液注入による改良粘着力では、鋼矢板
の構造計算と変位量が許容値を満足できない

結果となる。また、薬液注入の施工箇所は地
下水位が高く、ボイリング及びパイピング現
象が懸念されるため、抑圧力を抑止し、立坑
掘削を安全かつ確実に行うため、ジェットグ
ラウト工法（セメント系）で底盤改良を行う
計画とした。

（３）発進立坑での騒音対策選定
　松山市の騒音規制基準では、当該地域の時
間帯に応じて40 ～ 55dBと騒音規制基準値
が定められている。今回は、昼夜の作業を伴
うため、一律 40dB以下を目標基準値として
設定した。対象地点は、土砂積込装置（ACC
装置）・換気ブロアに音源対策防音ボックス
の設置に加え、片発進立坑については防音
ハウス対策、両発進立坑については高性能
防音ハウス対策をする必要が生じた。当該事
業で使用した防音ハウスについて、図 5 及び
写真 14 に示す。

写真 13　 鋼矢板による立坑

写真 14　 防音ハウス設置状況
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6．おわりに
　シールド工事 L=4.5kmについては、令和
2 年 3 月に全線完了したため、現在は酸欠対
策等の安全管理に留意し、PN管呼び径 700
を配管している。
　PN管は期待通りの施工性を発揮し、令和
3 年度中の供用開始に向けて事業を順調に

進めている。本市の中でも最優先で耐震化す
る必要がある当該送水管は、今後も安心で安
全な水を供給する施設であり続けるため、事
業に携わるすべての技術者の知識と技能を掛
け合わせ、数十年もの時を超え歴史的な再生
をしている。

図 5　防音ハウス設置断面図
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1. はじめに
　長崎市は、東アジアに近い九州の西端に位
置し、古くから地理的な利点と豊かな海や港
を活かして海外の国々との交流を行い、鎖国
時代においては日本で唯一海外に開かれた出
島を窓口として、独自の発展を遂げてきた。
　長崎水道の創設は、こうした歴史を背景に
外国人居留地が建設され、海外との貿易によ
る異国文化の流入と共に、コレラ、赤痢の伝
染病の流行にも悩まされ、港湾都市長崎の発
展のためには衛生環境の改善が喫緊の課題で
あるとの見地から水道施設の必要性が提唱さ
れたことにより、横浜、函館に次いで、日本
で３番目の近代水道として、1891 年（明治
24 年）に給水が開始され、その後、７回の
拡張事業を経て現在に至っている。
　このように本市の水道施設は歴史も古く、

また、高度経済成長期においては、多くの施
設整備を行ってきており、今後これらの施設が
耐用年数を迎えることから、耐震化を含めた
更新事業を計画的に進めているところである。
しかしながら、交通量が多く、埋設管が輻輳
している幹線道路においては、開削工法で施
工した場合、交通事情及び他埋設物への影響
を考慮しながらの施工となるため、思うような
進捗が得られていないのが実状である。
　そこで今回、上記現場条件への影響を最小
限に抑え、長距離施工することができたパイ
プ・イン・パイプ工法での布設事例を報告する。

２．工法検討
本工事は手熊浄水場から浦上浄水場へ送水

しているφ700 送水管をφ500 で更新したも

04

長距離パイプ･イン･パイプ工法
による布設事例

長崎市上下水道局
事業部 水道建設課

中尾　知弘
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のである。また、併せて浦上配水池から配水
しているφ 700 配水管が破損した場合でも、
給水が継続できるようバックアップ管としての
機能を確保する為に不断水工法にてφ700 配
水管とφ500送水管をバイパス管で接続した。
　当初計画ではNS管を開削工法で布設する
予定であったが、施工予定区間を調査した結
果、地下構造物並びに多くの生活インフラが
輻輳して埋設されており、開削工法での施工
が困難な区間が存在していることが判明した。

　そこで、開削工法では他の埋設物への影響
が懸念される区間も含め、非開削工法での布
設を検討した結果、φ500 にダウンサイジング
しても手熊浄水場から浦上浄水場へのネット
ワーク管を整備したことで今後の水運用につ
いては問題なく、施工性、経済性においても
有効であることからφ700 既設鋳鉄管を利用
したパイプ・イン・パイプ工法を採用した。
　図１に工事の概要図を示す。

図 1　工事目的の概要
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3．工事概要
　本工事はφ700既設鋳鉄管の中にφ500PN
形ダクタイル鉄管を挿入するパイプ･イン･パイプ
工法を主とした工事である。
　図２に各スパンの延長を示す。

　パイプ･イン･パイプ工法は立坑内でダクタ
イル鉄管を接合して油圧ジャッキで新管を既
設管内に押し込む工法で、その概要を図３に
示す。また、工事の手順を図４に示す。

図３　パイプ･イン･パイプ工法の概要

図 4　パイプ･イン･パイプ工法手順

図 2　パイプ･イン･パイプ工法のスパン概要
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４．新管の仕様検討
（１）新管仕様の検討内容
　新管を押し込む推力は挿し口の溝と受口内
に設置されているロックリングが接触して伝
達する構造となっている。
　継手が真直な状態であればロックリングと
挿し口溝の壁は円周全体で接触して推力を伝
達できる。
　しかし屈曲すると接触面積が少なくなり、
真直と比較して伝達できる推力が低下する。
そのため、既設管の継手の屈曲状況を正確に
測定して、発生する推力に耐える管の仕様を
検討することが重要となる。
　管の仕様を決めるための具体的な作業内容
は次の通りである。
① 既設管の継手の屈曲角度を測定
② 既設管内を通過したときのPN形継手の
　 屈曲角度の算出
③ 推力の算出
④ 屈曲角度における許容抵抗力と推力の
　 比較により、確実に推力伝達が可能な
　 管の仕様の決定

（２）管の仕様
　管の仕様は図５に示す 3 種類があり、それ
ぞれの継手の屈曲角度における許容抵抗力を
表１に示す。

図 5　PN形の各タイプの構造

【 標準タイプ 】

【 溶接リングタイプ 】

【 フランジ･リブタイプ 】

呼び径 300 ～ 800 はスプリング無し
呼び径 300 ～ 600 は押輪･ボルト無し

0 0.15θa 0.25θa 0.40θa 0.50θa 0.75θa 0.86θa 1.00θa

標準タイプ 750 480 300 264 241 202 185 適用せず

溶接リング
タイプ

1500 1180 980 670 460 420 398 370

フランジ・
リブタイプ

2870 2750 2250 1500 1000 900 878 850

許容抵抗力（kN）

4°500

タイプ 呼び径

許容曲

げ角度

θa

表１　屈曲角度と許容抵抗力
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５．模擬管による既設管の調査
　新管の仕様を決定するためには既設管の継
手の屈曲角度を正確に把握する必要がある。
　最も正確な測定方法は管内に作業員が入り
トータルステーションを用いてトラバース測量
を行うことであるが、今回の既設管はφ700
のため作業員が管内に入ることができない。
　このような場合の既設管の継手屈曲角度の
測定方法としては、次の 2 種類がある。
① 自走式テレビカメラで管内から継手の胴付き
　 隙間を測定して角度を計算する方法
② 継手の屈曲角度を測定できる模擬管を既設
　 管内に通す方法
　なお、新管の仕様検討に既設管継手の屈曲
角度を用いる場合、それぞれの測定値に表２
に示す安全率を乗じた値を用いる。

　模擬管は新管がどのように屈曲しながら既
設管内を通過していくか把握することがで
き、管の仕様を高い精度で精査することがで
きる。そのため、測定した値に安全率 1.3 を
乗じたものを新管の屈曲角度として検討でき
る模擬管調査を採用した。
　使用した模擬管の構造を図６、測定方法の
概要を図７に示す。

図 6　継手屈曲角度測定可能な模擬管の構造

図 7　模擬管による管内調査の概要 

さや管の呼び径

安全率 1.3 1.5

注１）継手の屈曲角度が測定可能な模擬管を使用し、
　　　測定した屈曲角度に1.3を乗じた屈曲角度を新管の
　　　継手屈曲角度とする。
注２）測定した屈曲角度に1.5を乗じた屈曲角度を既設管の
　　　継手屈曲角度とし、その角度から新管の継手屈曲
　　　角度を計算によって求める。

模擬管調査
１）

テレビカメラ
２）

700以下

　　　　　　　調査方法
設計値

表２　屈曲角の測定結果に対する安全率 
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　2本の模擬管を接合した状態で発進立坑から
到達立坑に向けてウインチで引っ張り、模擬
管の継手の上下左右に取り付けられた変位計
で継手の伸縮量を測定し届曲角度を算出する。
　写真１に継手の屈曲角度を測定できる模擬
管の測定ユニット、写真２に測定値を保存す
るデータロガー、写真３に変位計を示す。

6．施工状況
　今回の工事の状況を以下に示す。
（１）既設管の調査
　既設管の錆こぶをスクレーパーで清掃した
後に継手の屈曲角度を模擬管で測定した。
　なお、清掃については模擬管調査において
既設管内状況を正確に把握する為に入念に
行った。
　その後、管挿入工事に問題ないか確認する
ため、管内の状況をテレビカメラで確認した。
　写真４に管清掃状況、写真５に模擬管調査
状況、写真６にカメラ調査状況を示す。

写真１　測定ユニット

写真 4　管清掃状況

写真２　データロガー

写真 5　模擬管調査状況

写真３　変位計 写真 6　カメラ調査状況



ダクタイル鉄管  No.107

ダクタイル鉄管 2020.11 第107号

48

　また、模擬管で測定した最も長いスパンの
結果を図８に示す。

（２）管の仕様の検討
　本工事における最大延長区間（L＝449.37m）
において測定した結果を解析し、管の仕様を
検討した。
　その結果を表３に示す。

（３）管挿入工事
　発進立坑から油圧ジャッキで管を押し込む
方法で施工した。約450mという長距離の
スパンもあったが問題なく挿入が完了した。
　写真７に管接合状況、写真８に管挿入状況
を示す。

図 8　既設管調査結果

表３　管の仕様検討結果

写真 7　管接合状況

写真 8　管挿入状況

発進立坑からの本数 PN形管の仕様

1本目～ 31本目 フランジ・リブ

32本目～112本目 溶接リング

113本目（先頭） 標準
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（４）水圧試験
　PN形継手に不具合があった場合でも修正
ができるように、中詰め注入を行う前に水圧
試験を実施した。試験の結果は本市の基準を
満たして合格した。
　写真９に水圧試験状況を示す。

（５）中詰め注入
　長距離のスパンは、発進・到達立坑だけで
なく、4 か所ある管理用立坑を利用して注入
を行い問題なく施工は完了した。
　写真 10、11に中詰め注入状況を示す。

7．終わりに
　今回の工事場所は前述のとおり、施工条件
が厳しい現場であったため非開削工法である
パイプ･イン･パイプ工法を採用して工事を
行った。
　また、長距離での施工であった為、既設管
の正確な状況把握の重要性を考慮し、屈曲角
度を測定できる模擬管を使用して管内調査を
行った。
　その結果、適切な管の仕様検討が可能と
なり、長距離の管挿入も問題なく、実施工
日数も短縮し完了させることができた。
　更に、パイプ･イン･パイプ工法により掘
削箇所を最小限にできたことで、住民生活へ
の影響を軽減し、産業廃棄物の削減にも貢献
できた。
　今後は交通環境並びに地下埋設環境の変化
に伴い、開削工法での幹線管路更新が困難に
なっていくと考えられ、非開削工法の必要性
が高まっていくと思われる。
　最後に本稿がパイプ･イン･パイプ工法を
検討している水道事業に携わる関係各位の
一助となれば幸いである。

写真 9　水圧試験状況

写真 10　中詰め注入状況

写真 11　管理用立坑からの中詰め注入状況
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胆振東部地震による農業用パイ
プラインの被災と復旧工法の検
討

―軟弱地盤における鎖構造継手
管路の採用―

国土交通省　北海道開発局
室蘭開発建設部
胆振東部農業開発事業所

　　　　　　　　　　所長　小野　尚二

　平成30（2018）年9月6日に発生した「平成30年胆振東部地震」で被
災した国営かんがい排水事業「勇払東部地区」は、厚真町およびむか
わ町にまたがる農業地帯です。「厚幌導水路」は、厚真ダムと厚幌ダ
ムで確保した農業用水を、地区全体受益の約２／３の水田に用水供給
を行う地区の基幹管路となっており、今回の地震では地区全体が広範
囲にわたり被災し、特に泥炭などの軟弱地盤の区間では被害が顕著に
見られました。
　今回のレポートでは厚幌導水路の被災概要、被害の大きかった泥炭
地盤区間における復旧工法に「耐震継手」を採用するまでの検討過程
や、施工状況について報告しています。

国営施設応急対策事業「宮古地
区」による農業用パイプラインの
改修について

内閣府　沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

　　　　　　　宮古支所長　青木　進
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陥没や冠水による危険性、地域社会への影響もあり、これらの課題を
解消するため、平成29年度から国営施設応急対策事業「宮古地区」が
着工され、パイプラインの機能保全のための整備を行っています。
　今回のレポートでは、これらの事故発生状況や原因、改修にあたっ
ての採用管種の選定経緯などについて報告しています。
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バイパス送水管・松原ポンプ場の
通水作業について
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南部水道事業所
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施しましたが、多くの管路は高度成長期に整備したことから、現在の
経年化率は約62％となり、老朽化や耐震化等が課題となっています。
　企業団では長期施設整備計画「施設整備マスタープラン」を策定
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備計画として、平成30年度2月に「豊中市水道施設整備計画」を策定し
ました。
　今回のレポートでは、長期的な整備を検討するための管路更新基準
年数の算定方法、またその算定方法から可能になる今後50年の管路整
備更新計画、施設の耐震化計画や配水ブロックの整備計画などを報告
しています。
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1.はじめに
　平成30年（2018年）9月6日 に発生した「平成
30年北海道胆振東部地震（以下、胆振東部
地震）」では、厚真町、むかわ町、安平町に
おいて多くの農業水利施設が被災した。事業
実施中の国営かんがい排水事業「勇払東部
地区」で整備した厚幌導水路では、広範囲に
渡り被災し、特に泥炭などの軟弱地盤の区間
では被害が顕著であった。
　本稿では、事業の概要をはじめ、厚幌導水路
の被災状況、さらに被害の大きかった泥炭
地盤区間における厚幌導水路の復旧工法の
検討内容について報告する。

２．胆振東部地震の特徴
　平成30年9月6日に発生した胆振東部地震
は、勇払郡厚真町で震度７を記録し、昭和
24年の観測開始以降、我が国で６事例目と
なる。
　内陸型地震は、一般的に深さが20㎞より
浅いところで発生すると言われているが、胆振
東部地震は37㎞と深い。これは、日高山脈
周辺の地質構造が複雑なため、20 ㎞より
深い震源でも大きい地震が発生したと言わ
れている。
　また、胆振東部地震では、広範囲に渡り
山腹斜面が崩落し、その面積は明治以降日本
最大となっている。一般的に降雨による斜面
崩壊のほとんどは勾配30度以上で発生する
が、10～30度の緩勾配の崩落箇所数が、30度
以上の数を若干上回っており、今回の地震
被害の特徴的なものと言える。
　これらの要因としては、震度７の強震動に
加えて、以下の要因が複合的に重なったこと

が言われている。
　１つには、支笏湖南側にある樽前山の９千
年前の噴火により堆積した火山灰（Ｔａ－ｄ）
が低強度であり、斜面表層に厚く分布している
こと。また、地震前の６月から８月の降雨が平年
より多く、地震時には土中に多量の水分を
含んでいたこと。さらには、地震前日には台風
21号の強風により、山林斜面に群生している
トドマツ等が揺すられて、樹木の根の入った
火山灰質土がゆるんだのではないか、という
要因である。

国土交通省　北海道開発局

室蘭開発建設部

胆振東部農業開発事業所　所長

小野 尚二

国土交通省　北海道開発局
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小野 尚二
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― 軟弱地盤における鎖構造継手管路の採用 ―

平成30年北海道胆振東部地震に伴う厚真町およびその周辺地域での
斜面崩壊調査（速報）「北海道地質研究所」より引用
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３．国営かんがい排水事業「勇払東部地区」の概要
　勇払東部地区は、胆振東部に位置する
勇払郡厚真町およびむかわ町にまたがる
3,290haの農業地帯である。本地区の営農は、
水稲を中心に、水田の畑利用等による小麦、
大豆、野菜等を組み合わせた経営が行われ
ている。
　本地区の農業用水は、厚真川とその支流
河川および国営厚真土地改良事業（昭和37
年度～昭和46年度）で造成された厚真ダム
に水源を依存し、同事業等により造成された
頭首工、揚水機および用水路により地区内へ
配水されている。
　しかしながら、近年、河川の流況が不安定
であることから用水不足を生じていると
ともに、代かき期間の短縮、深水かんがい
など、近年の営農に対応した用水が確保され
ていない。
　また、地区内の用水施設は、経年的な劣化
が生じており、加えて小規模な施設が多いこと
から維持管理に多大な費用と労力を要して
いる。
　このため、平成１３年度に着工した本事業
は、関連事業において造成される厚幌ダムに
新たな水源を求め、厚真ダムや厚幌導水路
などの用水施設等の整備を行うことにより、
農業用水の安定供給、用水管理の合理化等
を図り、農業生産性の向上および農業経営
の安定に資するものとなっている

４．厚幌導水路の概要
　厚幌導水路は、厚真ダムと厚幌ダムで確保
した農業用水を地区全体受益の約２／３に
相当する2,011haの水田に用水供給を行う
幹線用水路である。
　延長は約29kmであり、呼び径2200～900
の強化プラスチック複合管（以下、FRPM管）
を主とするオープンタイプのパイプラインで
ある。導水路の高位部には１４箇所の分水工
（開水路）が配置され、支線用水路、末端用
水路を通じて受益水田に用水供給される。
　厚幌導水路の路線位置は、厚真川左岸の
河岸段丘と沖積低地を東西方向に通過した
後、南北方向に丘陵地を縦断している。
　河岸段丘面下には、恵庭岳、樽前山および
支笏火山の火成活動に由来する火山灰が
厚く分布している。沖積低地は、「札幌－苫小
牧低地」と呼ばれる低地帯の東縁部にあたり、
腐植土（泥炭土）や粘性土が主体で、砂質土・
礫質土を伴っている。
　丘陵地は、新第三紀中新世の堆積岩（頁岩・
砂岩の互層）で構成され、この基盤の上部
には、旧積層と火山灰層が分布している。

図4　厚幌導水路位置図
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（１）地震時動水圧の発生
　地震が発生した時は、非かんがい期であり、
管内は停止水位で充水され静水圧が作用し
ている状況であった。地震時に発生する管内
動水圧について、胆振東部地震の地震加速度
から非定常流解析により試算をしたところ、
設計動水圧の約６倍の水圧が発生した結果
となった。
　付帯施設である空気弁工の被災の中に
は、ボール式の急排空気弁の「フタ」と「案内」
の部分が破損して、フロート弁体のボールが
吹き飛び、20ｍ程度離れた農地で発見され
たものがあった。

（２）管の継手部の異常
　管の継手部の被災要因は、地震時に大きな
動水圧が作用したこと、管水路の基礎地盤
および基礎材にゆるみが生じ強度低下した
こと、地盤のひずみに伴い継手部が伸縮した
ことであり、曲管部をはじめ直管部でも管が
移動した。
　管の継手部では抜け出し方向と圧縮方向
の移動だけでなく、ねじれ方向の移動も確認
されている。

ダクタイル鉄管

５．胆振東部地震による厚幌導水路の被災概要
　管内調査により管１本ごとの被災状況を把
握し、復旧区間を特定した。管内調査は、目視
調査、たわみ量調査、継目間隔調査、管内縦断
標高調査を行った。復旧要否の判定基準は、

「土木施工管理基準」、「可とう性継手による
曲げ配管工法 設計・施工・積算指針（案）」
等に基づいて定めた（表1）。調査対象延長は
26.7㎞、管の本数は4,864本であり、調査の
結果、約55％の管に異常を確認した。
　被災内容は重複しているが、曲管部の抜け
出しや不同沈下も含めて、継手部の被災が
顕著であった。

図6　継手の離脱とねじれ

図8　曲管部の移動に伴う管の離脱

図9　曲管部の移動

図5　継手部の抜け出し

図7　曲管部の荷重作用図

表1　厚幌導水路の判定基準と被災箇所数
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（３）曲管部の抜け出し
　地震時動水圧により増大したスラスト力に
対して、強震動による曲管部の背面地盤の
剛性低下や基礎材のゆるみが生じ、受働土圧
抵抗力や周面摩擦抵抗力が不足して曲管
が移動した（図7）。
　これに伴い、曲管に接続する管路継手部
の引き抜き抵抗力の弱い箇所で管の離脱が
発生している。管の離脱により管内の残留水
が噴出し、ほ場内において17箇所で大きな穴
が空くなど大きな被災につながっている。

管水路の被災内容 判定基準 被災箇所数(割合)

①管の破断・クラック 管路に破断やクラックが生じているもの 21箇所（0.4％）

②管継手部の離脱等
管路の曲管部の継手部について、抜け出しにより離脱等が
生じているもの 64箇所（1.3％）

③継手部のジョイント間隔 管路のジョイント間隔が、「土木工事施工管理基準」の規格
値を超えているもの 1,035箇所（21.3％）

④継手部の曲げ角度
　(FRPM管)

管路の継手部の曲げ角度が、「可とう性継手による曲げ配管工法
設計・施工・積算指針(案)」の許容曲げ角度を超えているもの 144箇所（3.0％）

⑤管路のたわみ率 管路のたわみ率が、「土木工事施工管理基準」の規格値を
超えているもの 45箇所（0.9％）

⑥管路の排泥・排水・
　排気機能

管路の変位により、縦断勾配に凹凸が生じ、管路の排泥・
排水・排気機能が喪失しているもの 923箇所（19.0％）

⑦不同沈下等 泥炭性軟弱地盤に起因して、地山自体の地盤強度が低下
し想定沈下量以上の沈下が確認されている区間 1,005箇所（20.7％）

被災箇所　合計 2,669箇所（54.9％）

調査対象箇所(本数) 4,864箇所
注)被災箇所数は、重複あり



（１）地震時動水圧の発生
　地震が発生した時は、非かんがい期であり、
管内は停止水位で充水され静水圧が作用し
ている状況であった。地震時に発生する管内
動水圧について、胆振東部地震の地震加速度
から非定常流解析により試算をしたところ、
設計動水圧の約６倍の水圧が発生した結果
となった。
　付帯施設である空気弁工の被災の中に
は、ボール式の急排空気弁の「フタ」と「案内」
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こと、地盤のひずみに伴い継手部が伸縮した
ことであり、曲管部をはじめ直管部でも管が
移動した。
　管の継手部では抜け出し方向と圧縮方向
の移動だけでなく、ねじれ方向の移動も確認
されている。
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５．胆振東部地震による厚幌導水路の被災概要
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図6　継手の離脱とねじれ

図8　曲管部の移動に伴う管の離脱

図9　曲管部の移動

図5　継手部の抜け出し

図7　曲管部の荷重作用図

表1　厚幌導水路の判定基準と被災箇所数
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（５）管の浮上
　厚幌導水路の中間部に位置する丘陵地
で約0.8㎞において発生している。
　当該区域は、沢地形であり、常時、地下水位
が高い区域である。管水路の基礎地盤の緩み
と埋戻し材、基礎材の液状化により、管路本体
が浮上した。
　埋戻し材は単位体積重量が14kN/㎥程
度の火山灰土であることから、液状化による
浮力は1.4倍に増加する。このため、管が上
方に移動し離脱を生じ、管内の残留水が管
外に流出したことにより抵抗力が軽減され、
管は更に浮上した。

（６）管の破断・クラック
　発生箇所数は、21箇所と少なかった。その
内訳は、斜面崩落に起因した管体基礎の流亡
によるものが1箇所、基礎地盤が泥岩であり
地震動の突き上げにより管底部にクラック
がはいったものが10箇所、管継手部において
管軸方向（圧縮方向）の動きにより圧壊した
ものが5箇所（図12）、スラスト力によりＦＲＰＭ
同質曲管が破断したものが3箇所、可とう管
の沈下によるものが2箇所となっている。

（４）管の不同沈下
　強震動による基礎地盤の変状に引きずら
れて基礎材にゆるみが生じ、縦断的に発生し
ている。特に泥炭などの軟弱地盤の区域で
顕著に表れ、約6.0㎞の区間で沈下が認めら
れ、最大量は1.8mであった。
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表2　厚幌導水路の被災割合図11　管の浮上メカニズム

図10　管の浮上

図12　管の圧壊

2020.4 第106号 胆振東部地震による農業用パイプラインの被災と復旧工法の検討

ダクタイル鉄管 No.106 ダクタイル鉄管 No.10622 23

６．地盤の違いによる被災状況
　厚幌導水路の被災割合について、直管と
曲管、地盤の違いによって集計を行った。
　この結果、直管部に比べると曲管部での
被災割合が大きいことがわかる。また、地盤に
よる比較では、泥炭などの軟弱地盤での被災
割合が高いことが明確になっている（表2）。

７．泥炭地盤区間における復旧工法
　災害復旧事業であるため、「原形復旧」が
原則となる一方で、従来施設が有していた
「効用」の回復（機能発揮）が求められる。
　基礎地盤が良好な礫質土や砂質土など
の普通地盤の区間では、現況工法と同様の「柔
構造継手管路」による復旧工法を採用してい
る。
　しかしながら、泥炭などの軟弱地盤区域では、
強震動によって、基礎地盤がせん断破壊等
による強度低下を起こしていると想定された
ため、単純な原形復旧ではなく、効用回復の
観点から基礎地盤の対策も含めた工法の検
討を行った。

図13　軟弱地盤における管の不同沈下
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泥炭地盤等
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注）直管部の被災には曲管の移動に伴うものが約２割程度含まれる。
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９．おわりに
　農業用の大口径パイプラインを整備している
事業地区は、水田地帯が多い。
　地震は季節に関係なく発生するため、かん
がい期間中に地震が発生して、農業用の
パイプラインに被災が起きてしまうと、水田
かんがいの用水量は大量なだけに、施設の
復旧までの期間の用水確保は非常に難しい。
可能な範囲での暫定的な用水供給は可能で
あるが、それには多大な経費がかかるという

8．鎖構造継手管路の施工
　Ｓ形ダクタイル鉄管の採用は、北海道開発局
の農業用パイプラインとしては初めてである。
パイプラインの安全性は施工品質の確保が
重要であることから、日本ダクタイル鉄管協会
の協力を得て、工事に先立って設計・施工上
の留意点や施工管理基準についての説明会
を開催するとともに、各工事現場への接合
指導員の派遣・巡回を継続し、工事作業員
への指導を実施してもらっている。
　本年度の復旧工事は呼び径135 0から
2000の大口径が対象であり、順次、管敷設等
の復旧工事を進めている。

　復旧工法は、（１）基礎地盤の改良を行い、
現況工法と同じ「柔構造継手管路」を敷設する
案と、（２）基礎地盤の変位に追従できる「鎖
構造継手管路」を敷設する案の２案とした。
　（１）案は、管材等は経済的であるが、地盤
改良の経費が嵩む。また、泥炭等地盤区間
は水田地帯であるため、地盤改良による農地
や作物への影響が懸念される。（２）案は、管材
は高額だが、強度低下を引き起こした地盤の
変位に追従するとともに、継手の離脱防止に
対応した復旧となる。

図16　接合指導員による現地説明会

図15　（2）案：鎖構造継手管路
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　工法の選定については、再度災害防止の
観点、災害時の復旧早さ、施工実績なども
考慮し、経済的に有利であった（２）案の「鎖
構造継手管路」、すなわち「Ｓ形ダクタイル
鉄管」を採用した。
　また、基礎材料の選定においては、液状化
対策と併せて、基礎地盤の長期的な沈下に
対する配慮も検討する必要があった。
　各種基礎工法を検討の結果、基礎材料は、
現地で入手しやすい火山灰土に固化材（石灰
系）を添加した固化処理改良土とすることで、
基礎材料の軽量化と液状化対策を図った。

図14　（1）案：柔構造継手管路＋地盤改良
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ことと、用水供給できないほ場については、や
むなく営農放棄となる可能性もある。
　これらのことを考えると、農業用の大口径パ
イプラインに求められる性能は、安全な施
設であることは当然のことながら、「復旧の早
さ」が重要な要素といえる。
　災害というものは人間の想定を超えたもの
があり、施設は必ず壊れるものであると考える
ならば、営農活動のＢＣＰ（事業継続計画）と
いう概念が重要である。
　設計時点においては、例えば、土地利用を
踏まえ復旧の容易な地点へのウィークポイント
の配置、点検設備の配置計画などであり、
「地震時の被災箇所や復旧を想定した設計」
が重要である。
　施設の復旧においては、管口径が大きくなれ
ばなるほど、管材や継ぎ輪などの資材調達に
時間を要するため、今後は、応急的な復旧工法
も含めて、「復旧の早さ」を想定したパイプラ
インの技術開発や資材開発が重要になってく
るものと思われる。

【参考文献】
１）農林水産省(2019)：土木工事施工管理基準（H31.3.28付け
　 28農振第3906号農村振興局長通知）
２）(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所土質研究室
　 編集、(社)農業農村整備情報総合センター発行(2007)：可とう
　 性継手による曲げ配管工法　設計・施工・積算指針（案）
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かんがいの用水量は大量なだけに、施設の
復旧までの期間の用水確保は非常に難しい。
可能な範囲での暫定的な用水供給は可能で
あるが、それには多大な経費がかかるという

8．鎖構造継手管路の施工
　Ｓ形ダクタイル鉄管の採用は、北海道開発局
の農業用パイプラインとしては初めてである。
パイプラインの安全性は施工品質の確保が
重要であることから、日本ダクタイル鉄管協会
の協力を得て、工事に先立って設計・施工上
の留意点や施工管理基準についての説明会
を開催するとともに、各工事現場への接合
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への指導を実施してもらっている。
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2000の大口径が対象であり、順次、管敷設等
の復旧工事を進めている。

　復旧工法は、（１）基礎地盤の改良を行い、
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改良の経費が嵩む。また、泥炭等地盤区間
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は高額だが、強度低下を引き起こした地盤の
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図16　接合指導員による現地説明会

図15　（2）案：鎖構造継手管路
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　工法の選定については、再度災害防止の
観点、災害時の復旧早さ、施工実績なども
考慮し、経済的に有利であった（２）案の「鎖
構造継手管路」、すなわち「Ｓ形ダクタイル
鉄管」を採用した。
　また、基礎材料の選定においては、液状化
対策と併せて、基礎地盤の長期的な沈下に
対する配慮も検討する必要があった。
　各種基礎工法を検討の結果、基礎材料は、
現地で入手しやすい火山灰土に固化材（石灰
系）を添加した固化処理改良土とすることで、
基礎材料の軽量化と液状化対策を図った。

図14　（1）案：柔構造継手管路＋地盤改良
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ことと、用水供給できないほ場については、や
むなく営農放棄となる可能性もある。
　これらのことを考えると、農業用の大口径パ
イプラインに求められる性能は、安全な施
設であることは当然のことながら、「復旧の早
さ」が重要な要素といえる。
　災害というものは人間の想定を超えたもの
があり、施設は必ず壊れるものであると考える
ならば、営農活動のＢＣＰ（事業継続計画）と
いう概念が重要である。
　設計時点においては、例えば、土地利用を
踏まえ復旧の容易な地点へのウィークポイント
の配置、点検設備の配置計画などであり、
「地震時の被災箇所や復旧を想定した設計」
が重要である。
　施設の復旧においては、管口径が大きくなれ
ばなるほど、管材や継ぎ輪などの資材調達に
時間を要するため、今後は、応急的な復旧工法
も含めて、「復旧の早さ」を想定したパイプラ
インの技術開発や資材開発が重要になってく
るものと思われる。

【参考文献】
１）農林水産省(2019)：土木工事施工管理基準（H31.3.28付け
　 28農振第3906号農村振興局長通知）
２）(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所土質研究室
　 編集、(社)農業農村整備情報総合センター発行(2007)：可とう
　 性継手による曲げ配管工法　設計・施工・積算指針（案）



1.はじめに
　宮古地区は、沖縄本島から南西に約300㎞
離れた宮古島・来間島に位置しており、平坦な
地形を利用してさとうきび、葉たばこを主体
に野菜・果樹等の作付けが行われている。
昭和46年（1971年）の大干ばつを契機に、
地下ダムの開発調査が開始され、昭和62年
度～平成12年度（1987～2000年）までの
間、国営かんがい排水事業「宮古地区」（水源
部分は当時の農用地整備公団が実施）に
よって水源が確保され、かんがい用水を利用
した営農が開始されると、さとうきびの作型
転換、牧草の作付け増加や施設栽培（野
菜・熱帯果樹等)への転換により亜熱帯農業
の環境が飛躍的に改善することとなった。
　しかしながら、現在、地区内のパイプライン

においては漏水等の不測の事態が頻繁に
発生し、農業用水の安定供給に支障を来
している。さらに、道路の陥没や冠水による
一 般 交 通の遮 断や交 通 事 故の危 険 性の
増大等、地域社会に影響を及ぼしており、
これらの施設の維持管理に多大な費用と
労 力を要している。これらの 課 題を解 消
するため、平成29年度から国営施設応急
対策事業「宮古地区」が着工され、パイプ
ラインの機能を保全するための整備を行って
いる。ここでは、パイプラインの事故発生状況
および原因、改修にあたっての採用管種の
選定経緯等について述べる。

内閣府 沖縄総合事務局

土地改良総合事務所　宮古支所長

青木 進
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図1　地下ダムによる宮古農業の変化

表1　応急対策事業の概要
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干ばつ被害の
防止

高度な農業
への転換

干ばつで黄変したさとうきび さとうきびへの散水状況

かんがい施設整備前の砂川地区（H4撮影） 施設栽培導入後（H19.7撮影）

事業名
関係市町
事業工期
総事業費
受益面積
主要工事

国営施設応急対策事業「宮古地区」
沖縄県宮古島市
平成29年度～令和2年度（予定）
13億円
985ha（畑985ha）
用水路（改修）呼び径300等　L=6.4㎞
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２．パイプラインの事故発生状況および原因
　本地区ではスプリンクラーによる散水が
中心である。圃場末端で必要な圧力を確保
するために、減圧水槽、減圧弁および安全弁
などの様々な水利施設や流体機器が設置さ
れているものの、全体として比較的高圧の
パイプラインシステムとなっている。
　前歴事業で造成したパイプライン（L=134㎞）

ダクタイル鉄管

において、破損事故が18年間（平成10～27
年）で75件が発生している（表2）。
　特に硬質ポリ塩化ビニル管の事故が多く、
その特徴として継手漏水ではなく管体が破損
していること、特定の路線で多発している
こと、図3に示すようにその事故件数は年々
増加傾向にあることがあげられる。

図3　破損事故件数（硬質ポリ塩化ビニル管）の推移

表2　管種別事故発生件数（平成10～27年）

図2　対策実施路線

写真１　ピンフ岳1-3号支線水路 写真２　野原岳2-1号支線水路

図4　事故例（硬質ポリ塩化ビニル管）
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４．改修にあたっての採用管種の選定経緯
（１）対策範囲の選定
　繰り返し荷重による疲労破壊予測の結果、
事故路線は疲労破壊に至る耐用年数を既に
超過していることから早急な対策が必要と
判断、無事故路線は管材の標準耐用年数
までに疲労破壊を起こさないと予測される
ことから経過観察とし、対策範囲を事故路線
に限定した。

（２）対策工法の選定
　各種工法を比較検討した結果、繰り返し
荷重に対する疲労特性および経済性（ライフ
サイクルコスト）からダクタイル鉄管（ＤＩＰ）に
よる改修を採用した。

ダクタイル鉄管

５．おわりに
　従来、経済性の観点から、農業用パイプ
ラインでは樹脂系管材を採用する場合が
多かった。一方で、施設管理者からは樹脂系
管材の長期的な安全性を不安視する声も
散見され、過去の実績等から信頼性の高い
ダクタイル鉄管の採用を求められるケースは
多い。また、近年普及しつつあるALW形ダク
タイル鉄管はコスト縮減と長期安全性を両立
できる可能性があり、本地区では設計水圧が
1.0MPa以上であるため対象外となるが注目
しているところである。
　最後に応急対策事業の実施に伴う漏水
事故の解消によって、農業用水の安定供給
が図られ、地域農業の振興がより一層進展
することを期待するものである。

　破損した硬質ポリ塩化ビニル管の破断
面観察結果から、疲労破壊の特徴的な変
状であるビーチマークと呼ばれる貝殻縞模
様が確認され、管の内側から外側へと発達
した放射状の模様であったことから、内面
から破損に至った可能性が高いと推定され
た。
　破損事故が頻発する事故路線と無事故
路線を抽出し、水圧測定試験を実施したと
ころ、事故路線のみで水撃圧に起因する継続
的な圧力脈動の発生が確認されたことか
ら、事 故 路 線では特 有の圧 力脈 動による
繰り返し荷重が生じ、管の疲労破壊を引き
起こす要因と推定された。

3．疲労破壊の予測
　硬質ポリ塩化ビニル管の繰り返し荷重に
よる疲労破壊による耐用年数は、「塩化ビニル
管・継手協会硬質塩化ビニル管の長寿命化
の評価について（H21.3）」の S-N曲線から
算定した。
　その結果、事故路線の水撃圧、圧力脈動
から算定すると、疲労破壊までの耐用年数
は約10年と推定され、本地区の施設は耐
用年数が超過している結果となった。無事故
路線についても同様に算定したが、耐用年数
40年を上回る結果となった。
　既に耐 用 年 数を超 過している路 線に
ついて繰返し荷重に耐える管材への布設
替え等、抜本的な対策が早急に必要と考え
られた。

表3　対策工法の比較

図5　現地水圧測定結果（上段：事故路線、下段：無事故路線）
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■事故路線の圧力測定結果(24時間)
　継続的な圧力脈動を確認。また、圧力脈動発生時から一定の周期および振れ幅を保ち、次の給水栓操作時まで継続

■無事故路線の圧力測定結果(24時間)
　圧力脈動は限定的であり断続的に発生し、いずれの路線も過剰水圧の発生はない
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４．改修にあたっての採用管種の選定経緯
（１）対策範囲の選定
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ことから経過観察とし、対策範囲を事故路線
に限定した。
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が図られ、地域農業の振興がより一層進展
することを期待するものである。
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表3　対策工法の比較

図5　現地水圧測定結果（上段：事故路線、下段：無事故路線）
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■事故路線の圧力測定結果(24時間)
　継続的な圧力脈動を確認。また、圧力脈動発生時から一定の周期および振れ幅を保ち、次の給水栓操作時まで継続

■無事故路線の圧力測定結果(24時間)
　圧力脈動は限定的であり断続的に発生し、いずれの路線も過剰水圧の発生はない
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1.はじめに
　大阪府域では、淀川以外に水量の豊かな
河川がなく、府内のほとんどの市町村で、近隣
の河川や地下水だけでは必要な水道水を
確保できない状況となっていた。そのため、
旧大阪府水道部では、昭和26（1951）年から、
淀川を水源に、市町村を通じて暮らしの水を
各家庭に供給してきた。以来、急増する水需要
に対処するため、事業の拡張に努めるととも
に、水質の向上を図るため、高度浄水処理施設
の整備に取り組み、平成10（1998）年以降、
すべての浄水場（村野、庭窪、三島）から安全
でよりおいしい「高度浄水処理水」を供給して
きた。
　しかし、近年、水需要の減少により料金収入
が減少する一方で、施設更新等に必要な財政

負担が増加するなど、府域水道事業をめぐる
経営環境は厳しくなっている。
　こうした状況に対応するため、市町村との
連携拡大や広域化によって効率的な事業
運営を行うことを目的に、大阪市を除く府内
42市町村で、一部事務組合である大阪広域
水道企業団を設立し、平成23年から、旧大阪
府水道部の水道用水供給事業および工業用
水道事業を継承し、事業を開始した。
　さらに、平成29年４月から３市町村（四條
畷市、太子町、千早赤阪村）、平成31年４月
から６市町（泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、
田尻町、岬町）の水道事業と統合し事業を
開始するなど、府域一水道の実現に向け、
広域化を進めているところである。

　そして、この度、当企業団で安定供給の
向上を図るため整備を進めてきたバイパス
送水管について、整備が完了し運用を開始
したため、本稿では、その概要および運用開始
に至るまでの準備作業について報告する。

２．バイパス送水管の整備概要
　旧大阪府水道部が通水を開始して以来、
急 増する市 町 村の水 需 要に応えるため、
管路やポンプ場など７次にわたる拡張事業
を実施し、送水管の総延長は今回整備した
バイパス送水管を除き約550㎞に達している。
しかし、この多くの管路は高度経済成長期
に整備したことから、現在の経年化率は約
62％となっており、老朽化や耐震性等が課題
となっている。
　そこで当企業団では、長期施設整備計画
である「施設整備マスタープラン」を策定し、
震災等の大規模災害時においても最低限
の日常生活や社会経済活動の維持に必要

な水 量 が 供 給 できるよう、主 要な系 統を
「あんしん水道ライン」と定め、段階的に施設
更新・耐震化を図るとともに、既存施設の
事 故時や更新工事等におけるバックアップ
機能を有する「バイパス送水管」、「系統連
絡管」の整備や、既設構造物の耐震化等を
位置づけている。
　今回整備したバイパス送水管は、藤井寺
ポンプ場（大阪府藤井寺市）から泉北浄水
池（大阪府堺市）までの約20㎞区間に呼び
径2000～2400の管路を布設し、その中継
ポンプ場として松原ポンプ場（大阪府松原市）
を整備したものである。（図１）
　また、本管路の貯留機能の活用を図るため、
立坑等を震災時等の非常時における応急
給水拠点として整備した。（図２）
　なお、本管路は、国庫補助事業の対象と
なる緊急時給水拠点確保等事業の貯留施設

（通称「大容量送水管」補助率1/3）として
位置づけている。
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松原ポンプ場

丹上立坑
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日置荘原寺立坑

太井立坑

泉ヶ丘緑地立坑

松原市

堺市

藤井寺市

（1）バイパス送水管（松原ポンプ場～泉北浄水池）
　本管路は、一部の排水管（ドレーン管）など
を除いてシールド工法による布設とし、シールド
機の発進および到達立坑を境にして工区を
７つに分割し施工を行った。（表１）

　立坑については、施工性や経済性などを
比較検討し、圧入式オープンケーソン工法
または連続地中壁工法を採用した。各立坑部
には制水弁を設置する必要があり、さらに
太井立坑には排水管などの分岐を設ける必要
があったため、オープンケーソンは躯体をその
まま維持管理用の弁室とし、連続地中壁工法

３．バイパス送水管の施工概要
　当企業団には、前述した３浄水場や工業用
水道の浄水場である大庭浄水場のほかに、
送配水施設の整備や維持管理を行う３つの
水道事業所（北部水道事業所、東部水道事
業所、南部水道事業所）がある。今回の整備
については、藤井寺ポンプ場～松原ポンプ場

ダクタイル鉄管

による箇所についても立坑内に鉄筋コンク
リート製の弁室を地中に設けた。また、地上部
には応急給水拠点や維持管理用の設備を
設置するための上屋を整備した。
　シールド形 式については、施 工 延 長や
土質、経済性などを比較検討し、密閉型シー
ルドである泥水式または泥土圧式を採用し、
セグメントは外径3,356㎜、内径3,100㎜の
鋼製セグメントを使用した。二次覆工は立坑
付近の鋼管を除き施工性、経済性の観点から
呼び径2400U形ダクタイル鉄管（内面継手）
を採用した。なお、土圧等の外力については
鋼製セグメントにより受け持つ設計としている。
　トンネル内空は充填方式とし、セグメントと管
との間にはエアーモルタルを充填した。（図４）
　シールド線形は最小曲線R=30ｍ、土被り
は約10ｍ～27m、管底高は泉北浄水池が一
番高く、松原ポンプ場よりも約90m高くなって
いる。
　以上の内容のとおり、平成19年からバイパス
送水管の布設を開始し、平成29年に松原
ポンプ場から泉北浄水池約14㎞の布設が
完了した。

図３　バイパス送水管位置図 図４　標準断面図

表１　各工区概要一覧
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間（約６㎞）を東部水道事業所が、松原ポンプ
場～泉北浄水池間（約14 ㎞ ）および中継
ポンプ場となる松原ポンプ場を南部水道事業所
が担当した。（図３）
　今回は南部水道事業所が担当した区間
の施工概要について報告する。
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による箇所についても立坑内に鉄筋コンク
リート製の弁室を地中に設けた。また、地上部
には応急給水拠点や維持管理用の設備を
設置するための上屋を整備した。
　シールド形 式については、施 工 延 長や
土質、経済性などを比較検討し、密閉型シー
ルドである泥水式または泥土圧式を採用し、
セグメントは外径3,356㎜、内径3,100㎜の
鋼製セグメントを使用した。二次覆工は立坑
付近の鋼管を除き施工性、経済性の観点から
呼び径2400U形ダクタイル鉄管（内面継手）
を採用した。なお、土圧等の外力については
鋼製セグメントにより受け持つ設計としている。
　トンネル内空は充填方式とし、セグメントと管
との間にはエアーモルタルを充填した。（図４）
　シールド線形は最小曲線R=30ｍ、土被り
は約10ｍ～27m、管底高は泉北浄水池が一
番高く、松原ポンプ場よりも約90m高くなって
いる。
　以上の内容のとおり、平成19年からバイパス
送水管の布設を開始し、平成29年に松原
ポンプ場から泉北浄水池約14㎞の布設が
完了した。

図３　バイパス送水管位置図 図４　標準断面図

表１　各工区概要一覧

2020.4 第106号 バイパス送水管・松原ポンプ場の通水作業について

ダクタイル鉄管	No.106 ダクタイル鉄管	No.10634 35

間（約６㎞）を東部水道事業所が、松原ポンプ
場～泉北浄水池間（約14 ㎞ ）および中継
ポンプ場となる松原ポンプ場を南部水道事業所
が担当した。（図３）
　今回は南部水道事業所が担当した区間
の施工概要について報告する。

南部水道事業所施工区間

東部水道事業所施工区間

バイパス送水管（上水）整備事業

工区No.

1 松原ポンプ場

丹上立坑

立坑名 立坑工法 掘進延長

1,491m

2,705m

1,357m

2,292m

2,314m

2,949m

1,173m

シールド形式

泥土圧式

泥土圧式

泥土圧式

泥土圧式

泥土圧式

泥水式

泥水式

連続地中壁

圧入オープンケーソン

圧入オープンケーソン

圧入オープンケーソン

圧入オープンケーソン

連続地中壁

圧入オープンケーソン

圧入オープンケーソン

太井立坑

日置荘原寺立坑

深井畑山立坑

田園立坑

泉ヶ丘緑地立坑

泉北浄水池

2

3

4

5

6

7

道　路　敷

10m
　～27m



（2）松原ポンプ場
　松原ポンプ場は、広大な敷地が必要となる
ことから、学校跡地をその用地として確保し、
建設した。前述のとおり、バイパス送水管
最下流にある泉北浄水池が本ポンプ場よりも
約90m高い位置にあるため、バイパス送水管
の中継ポンプ場として設置したものである。
（図５）
　敷地面積は約27，000㎡、浄水池は地下に
鉄筋コンクリート造４池（有効容量25,000㎥）、
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図５　松原ポンプ場完成図
図６　バイパス送水管洗管概要図

2020.4 第106号 バイパス送水管・松原ポンプ場の通水作業について

ダクタイル鉄管 No.106 ダクタイル鉄管 No.10636 37

４．バイパス送水管の通水作業について
（1）作業計画
　ここでは、東部水道事業所が整備担当した
区間も含めた藤井寺ポンプ場～泉北浄水池間
の通水作業について報告する。
　通水に先立ち、洗管作業を実施した。この
作業は、非常に大量の水量を扱うため、排水
先の西除川に接続する太井立坑を境に、
「藤井寺ポンプ場～太井立坑」、「太井立坑
～泉北浄水池」の２区間に分割して行うこと
とした。（図６）
　「藤井寺ポンプ場～太井立坑」の区間は
村野浄水場からの送水圧力を活用し、「太井

立坑～泉北浄水池」の区間は泉北浄水池の
水頭圧を活用する方針とした。
　また、各区間の排水は太井立坑に集約し、
排水時の残留塩素濃度およびpH管理を
効率的に実施することとした。
　作業工程は、各区間とも、水張り⇒洗管⇒
水質検査⇒水替え⇒通水の順に実施した。
　ただし、「太井立坑～泉北浄水池」の区間の
通水作業には、新設工事中の松原ポンプ場
のポンプ加圧、泉北浄水池での追塩設備の
稼働が必須であったため、これらの稼働作業
も併せて実施した。

ポンプ棟は地下２階、地上２階の鉄筋コンク
リート造で、ポンプ室は騒音や振動を考慮して
地下2  階部に設けた。ポンプは合計６台
（ただし１台は予備用としてスペースのみ確保）
設置し、計画送水量は約370,000㎥/日である。
　以上の内容のとおり、平成25年から建設を
開始し、令和元年に完成、同年12月稼働を
開始し、バイパス送水管（松原ポンプ場～
泉北浄水池）の通水を開始した。

延長：約20㎞（管内水量 86,000㎥）
延長：約10㎞（管内水量 40,000㎥） 延長：約10㎞（管内水量 46,000㎥）
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（2）通水作業について
①水張り作業
　この作業は、送水管のフランジ接続部、
坑内のバルブおよび空気弁での漏水等の
不具合の有無を確認するため、立坑間毎に
順次実施した。
　確認にあたっては、建設時の施工業者に
立会の協力を求め、不具合発生時にでも
応急措置が行えるような体制をとった。また、
空気弁（φ200急速空気弁）の限界排気量は
約4,500㎥/時であるが、安全を考慮してその
ほぼ半分の約2,000㎥/時に設定して水張作業
を行った。

②洗管作業
　水道施設維持管理指針（日本水道協会）
に基づき、管内容量の概ね3倍程度の浄水で
洗浄し、遊離残留塩素濃度が運用中である
既設の他系統送水管と同程度となることを
確認した。
　洗管の排水は長吉立坑および太井立坑
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写真１　雨水枡排水状況 写真２　チオ硫酸ナトリウム水溶液注入装置 写真３　炭酸ガス注入装置 写真４　次亜塩素酸注入装置
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の２箇所で実施した。このうち、太井立坑に
おける排水の放流は、立坑から雨水枡を経由し
一級河川西除川へ放流した。その放流量は、
前年度に実施した放流試験の実績に基づき、
事前検討の約半分の2,000～3,000㎥/時に
設定することにより、排水による周辺住宅へ
騒音対策、および、雨水枡での乱流防止対策
などの安全面を考慮して実施した。（写真１）

③排水・中和作業
　排水は河川に放流することから残留塩素
により生態系へ悪影響が出ないように中和
作業が必要であり、脱塩素処理としてチオ
硫酸ナトリウム水溶液を雨水枡で滴下注入
した。（写真２）
　また、送水管がモルタルライニング鉄管で
あることに起因し、pH値が約1箇月間で9.5
から最大10前後まで上昇した。pH値の対応
のため、炭酸ガスを排水管へ直接注入し、
8.6以下に低減させた。（写真３）

④水質検査
・給水開始前の水質検査
　水道法第13条に基づき、事前に水質基準
項目を全て満足していることを確認した。
　松原ポンプ場の調整池では、池消毒後、水質
検査を実施した。
　水道施設維持管理指針に基づき、水張り
をしながら、次亜塩素酸ナトリウムを池に滴下
し（写真４）、池内の遊離残留塩素を10㎎/L
に保持してから、24時間静置後に5㎎/L
以上となることを確認した。

・通水時の水質確認
　前項の水質検査後、管内の水替え作業を
行った。
　到達点である泉北浄水池の流入地点に
おいて、企業団が定める通水試験判定基準
としている濁度0.1度以下、色度1以下、および
遊離残留塩素0.4㎎/L以上となることを確認
した。

⑤通水作業
　本作業は、管路内とポンプ場の調整池内
の滞留水の入替え作業を同時に実施する
必要があった。
　これは、給水開始前の水質検査は、51項目
の分析結果が出るまで約2週間を要すること
から、洗管時の水は、残留塩素が低下した
滞留水となるためである。続いて、通水時の
水質検査を行い、既設の送水系統との運用
水量の調整を経て、令和元年12月、藤井寺
ポンプ場から松原ポンプ場を経由し、泉北
浄水池への通水を開始した。
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　これは、給水開始前の水質検査は、51項目
の分析結果が出るまで約2週間を要すること
から、洗管時の水は、残留塩素が低下した
滞留水となるためである。続いて、通水時の
水質検査を行い、既設の送水系統との運用
水量の調整を経て、令和元年12月、藤井寺
ポンプ場から松原ポンプ場を経由し、泉北
浄水池への通水を開始した。



（3）通水開始までに苦労した点について
①作業用水と排水先について
　送水管および調整池の水張りのため約
110,000㎥、洗管水量を含めると約600,000㎥
と非常に大量の浄水が必要となった。この
水量を確保するためには、浄水場における
浄水能力、既設送水管工事における作業
用水を確保することが必須条件であった。
このことから、水需要が増大する夏期を避け、
各出先所属における既設送水管の工事実施
時期の調整を行う必要があったため、通水に
向けた作業の前年から関係者間で綿密な工程
調整を行った。
　また、排水の放流先は一級河川大和川と
なる長吉立坑および一級河川西除川となる
太井立坑の２箇所で放流を計画した。放流
可能水量は、河川管理者と協議した結果、長吉
立坑では最大約1,000㎥/時で合意したが、
出水期の放流は避けるよう条件付与された。
太井立坑では河川水位が高くなる雨天時の
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表２　バイパス送水管・松原ポンプ場の稼働工程

写真５　松原ポンプ場ポンプ設備
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放流は避けるよう条件付与された。

②水張り、洗管および池の清掃消毒作業に
ついて
　対象水量が数万㎥の大容量であること
から、作業工程毎に数日間を要し、不具合が
発生すると数週間の工程の見直しが生じる
ため、作業用水の確保や関係所属との運用
調整および関連する工事の工程調整に非常
に苦心した。
　また、作業工程毎には、系統の切替え作業
を伴うため、その都度、深さ最大40mの立坑
階段を昇降し、バルブの開閉操作を行う必要
があったが、バルブは口径2000㎜級であり、
約3000回転の開閉作業全てを人力で行う
ため、かなりの重労働であった。
　さらに、９月には台風21号の被害対応も
重複したため、作業者の確保が難しく、少人数
での作業となることも多かった。（表２）
　なお、一連の作業量が膨大であったため、

排水時の放流先の監視や注入する薬品の
管理などは予め外部委託し、バルブ操作など
は他所属からの職員の派遣による作業応援
を受けることにより、南部水道事業所の担当
職員への負担が集中しないよう努めた。

③既存送水系統の通過水量の変更について
　バイパス送水管および松原ポンプ場稼働
に伴い、企業団全体の送水運用形態が変更
となり、既設の送水系統の通過水量が大幅に
減少することが予測されていた。このため、
既設の各ポンプ場のポンプ運用能力、管路
圧力に変化がないよう計画していたが、通水
直前の9月に送水末端での残留塩素濃度低下
が確認されたため、再度、既設系統とバイパス
送水管の運用水量を調整する必要が生じた。

５．おわりに
　本事業は、平成19年の着工から、12年間
の歳月をかけて工事が完成し、前述の運用
開始作業を経て令和元年12月に通水する
ことができた。
　このような大規模かつ長距離送水管の
シールド工法による整備事業は、大阪府水道部
時代を含めて企業団ではあまり経験がなく、
完成まで多くの職員が監督職員として初めて
工事担当に就くことが多かったうえに、工事
の進捗に伴って多くの技術的課題などの困難
な事項があった。この事業を通じて克服した
多くの経験を今後の事業実施に活かしたいと
考える。

6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月
バイパス送水管

排水能力試験 1日 5人
水張り 20日 80人
洗管（河川放流） 50日 180人
水質検査 5日 15人
洗管（増量）2,600→13,000m3/時 5日 10人

松原ポンプ場

水張り・池排水 25日 100人
池洗浄・消毒作業 10日 45人
洗管（水替え） 15日 45人
水質検査 4日 20人

小計 135日 500人
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1.はじめに
　本市の水道事業の創設は昭和3（1928）
年で、創設後は拡張事業を重ね、現在では
水道普及率はほぼ100％を達成している。
　これまで「豊中市水道配水施設整備基本
計画」や「配水施設耐震化計画」を策定し、
老朽化した管路施設・配水池の耐震化、配水
小ブロック化、系統間のバックアップ化を進め
てきた。しかしながら、今後も進行する水道
施設の老朽化や水需要の減少などの課題も
顕在化してきている。このような長期的な課題
への対応を踏まえて、50年後の水道施設の
姿を見据えた今後10年間（平成30（2018）年
度～令和9（2027）年度）の整備計画として、
平成30年2月に「豊中市水道施設整備計画」

（以下、「本計画」という。）を策定した。

２.豊中市の概要
　豊中市は大阪市の北側に位置しており、
北から南へと傾斜している地形を活かして
市内全体の約9割を自然流下により配水を
行っている。
　 平 成 3 0 年 度 末 時 点 で 、給 水 人 口 は
398,471人、一日最大給水量は130,078㎥、
管路総延長は809 , 5 9 3m（内基幹管路は
75,515m）で、これまでの管路整備の結果、
管路耐震適合率は管路全体で30.8％、基幹
管路は64.0％である。水需要においては、人口
の減少、節水型社会への移行などにより平成
2年度をピークに減少傾向にあり、50年後の
水需要は、約30％減少すると見込んでいる。

　一方で、高度経済成長期などに整備された
管路については、経年による老朽化が進んで
おり、管路の更新需要は増加傾向にある。
将来的な水需要の減少や管路の更新需要

の増加を考慮すると、計画的な維持管理と
管路更新により管路の健全性を維持していく
必要がある。

豊中市上下水道局

技術部　水道建設課

市村　崚

豊中市上下水道局

技術部　水道建設課

市村　崚
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３.管路の更新基準
　管路は全資産の約8割を占めており、長期
的な整備を検討する上では一定の基準を
もって更新する必要があるとの観点から、
管路の更新基準を定めることとした。

3.1 管路評価
　管路の更新基準は、管路（施工単位）ごと
の評価を行ったうえで定めており、評価の
手順は図2のとおりである。
　管路の評価は、「水道施設更新指針」（公益
社団法人日本水道協会）に示される「管路の物理
的評価」に基づき、総合物理的評価点（式1）を
0～100点で算出し、その点数から評価を行う。

　総合物理的評価点は、管路を管種（継手
形式を含む）や内・外面防食の有無により14
区分に分類し、分類した管路ごとに算出する。
　管路の分類および管路ごとの総合物理的
評価点は表1のとおりである。

　経年化係数CYは、分類した管路ごとに管種と
外面防食（ポリスリーブ被覆）の有無により、係数
Ⅰから係数Ⅴ（図3参照）のいずれかに設定した。

　算出した管路ごとの総合物理的評価点は、
「水道施設更新指針」（公益社団法人日本水道
協会）準拠の基準から表2のように評価した。

3.2 更新基準の設定
　本計画では表2の評価基準をもとに、配水支管
は総合物理的評価点が25点未満となる経過
年数を更新基準年数とし、重要度が高い基幹
管路は、より健全な状態に管路を維持するために
総合物理的評価点が50点未満となる経過年数
を更新基準年数とする。算出した総合物理的
評価点と評価基準（表2）の関係を図4に示す。
　これより算定された更新基準年数は表3の
とおりである。

図2　管路評価フロー

図4　総合物理的評価点と管路の更新基準年数の関係

図3　経年化係数

表2　管路ごとの総合評価

表3　管路の更新基準年数

表1　管路の分類および各種点数
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管路ごとの総合
物理的評価点数 管路ごとの総合評価

75点≦Si 健全
一応許容できるが弱点を改良、強化の必要がある
よい状態ではなく、計画的更新を要する
きわめて悪い、早急に更新の必要がある

50点≦Si<75点
25点≦Si<50点

Si<25点

Si＝（SF×SH×SS×SQ）1/4×CY…（式1）

Si ：管路ごとの総合物理的評価点
SF：事故危険度点数
SH：水理機能点数

SS：耐震性強度点数
SQ：水質保持機能点数
CY：経年化係数

管種や内・外面防食の有無から管路を分類する。
（表1）

①

分類した管路ごとに各点数を算出する。（表1）
・ 事故危険度点数SF　・ 水理機能点数SH
・ 耐震性強度点数SS　・ 水質保持機能点数SQ

②

経年化係数CY＝1.0（経過年数0年）として総合物
理的評価点Siを算出する。（表1）

③

分類した管路の経年化係数CYをⅠ～Ⅴに設定す
る。（図3）

④

③で算出した総合物理的評価点Siに経過年数に
対応する経年化係数CYを乗じる

⑤

⑤で算出した総合物理的評価点Siを評価基準
（表2）により評価する。

⑥

経過年数

基幹管路
更新基準点数

配水支管
更新基準点数

直管 異形管 係数
点数

（S ）
係数

点数
（S ）

係数
点数

（S ）
係数

点数
（S ）

○ ○ ○ ～ 現在

NS・SⅡ ○ ○ ○ ～ 現在

K・T ○ ○ ○ ～ 現在

K・T × ○ ○ ～

× ○ × 当初 ～

印籠・A × ○ × 当初 ～

～ 現在

当初 ～

SUS・SP
※1 ～ 現在

× ○ ○ ～

※2 × × × 当初 ～

× ○ × 当初 ～

ホース更生管(CIP) × ～

ポリエチレン管 ～ 現在

水理機能 耐震性強度
※4 水質保持機能 管路ごとの

※5

総合物理的
評価点
（S）

管種

　　　　※3

外面防食
(ポリス
リーブ)

内面防食
(ライニング)

竣 工 年 度

事故
危険度

※1：竣工年度2000年以降のSP（NCP）　※2：給水用SP（1953～1970）を含む　※3：〇：ポリスリーブ有、×：ポリスリーブ無、ー：対象外 
※4：呼び径100～150の場合（ただし、HIVP、VP、VLPは呼び径50）　※5：経年化係数（CY）を1.0（経過年数＝0年）とした場合の点数

総
合
物
理
的
評
価
点
数

※1：総合物理的評価点数が基準点数未満（基幹管路：50点
　　未満、配水支管：25点未満）となる経過年数
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３.管路の更新基準
　管路は全資産の約8割を占めており、長期
的な整備を検討する上では一定の基準を
もって更新する必要があるとの観点から、
管路の更新基準を定めることとした。

3.1 管路評価
　管路の更新基準は、管路（施工単位）ごと
の評価を行ったうえで定めており、評価の
手順は図2のとおりである。
　管路の評価は、「水道施設更新指針」（公益
社団法人日本水道協会）に示される「管路の物理
的評価」に基づき、総合物理的評価点（式1）を
0～100点で算出し、その点数から評価を行う。

　総合物理的評価点は、管路を管種（継手
形式を含む）や内・外面防食の有無により14
区分に分類し、分類した管路ごとに算出する。
　管路の分類および管路ごとの総合物理的
評価点は表1のとおりである。

　経年化係数CYは、分類した管路ごとに管種と
外面防食（ポリスリーブ被覆）の有無により、係数
Ⅰから係数Ⅴ（図3参照）のいずれかに設定した。

　算出した管路ごとの総合物理的評価点は、
「水道施設更新指針」（公益社団法人日本水道
協会）準拠の基準から表2のように評価した。

3.2 更新基準の設定
　本計画では表2の評価基準をもとに、配水支管
は総合物理的評価点が25点未満となる経過
年数を更新基準年数とし、重要度が高い基幹
管路は、より健全な状態に管路を維持するために
総合物理的評価点が50点未満となる経過年数
を更新基準年数とする。算出した総合物理的
評価点と評価基準（表2）の関係を図4に示す。
　これより算定された更新基準年数は表3の
とおりである。

図2　管路評価フロー

図4　総合物理的評価点と管路の更新基準年数の関係

図3　経年化係数

表2　管路ごとの総合評価

表3　管路の更新基準年数

表1　管路の分類および各種点数
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管路ごとの総合
物理的評価点数 管路ごとの総合評価
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Si<25点
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Si ：管路ごとの総合物理的評価点
SF：事故危険度点数
SH：水理機能点数

SS：耐震性強度点数
SQ：水質保持機能点数
CY：経年化係数

管種や内・外面防食の有無から管路を分類する。
（表1）

①
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・ 事故危険度点数SF　・ 水理機能点数SH
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②

経年化係数CY＝1.0（経過年数0年）として総合物
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③

分類した管路の経年化係数CYをⅠ～Ⅴに設定す
る。（図3）

④

③で算出した総合物理的評価点Siに経過年数に
対応する経年化係数CYを乗じる

⑤

⑤で算出した総合物理的評価点Siを評価基準
（表2）により評価する。

⑥

経過年数

基幹管路
更新基準点数

配水支管
更新基準点数

直管 異形管 係数
点数

（S ）
係数

点数
（S ）

係数
点数

（S ）
係数

点数
（S ）

○ ○ ○ ～ 現在

NS・SⅡ ○ ○ ○ ～ 現在

K・T ○ ○ ○ ～ 現在

K・T × ○ ○ ～

× ○ × 当初 ～

印籠・A × ○ × 当初 ～
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当初 ～

SUS・SP
※1 ～ 現在

× ○ ○ ～

※2 × × × 当初 ～

× ○ × 当初 ～

ホース更生管(CIP) × ～

ポリエチレン管 ～ 現在

水理機能 耐震性強度
※4 水質保持機能 管路ごとの

※5

総合物理的
評価点
（S）

管種

　　　　※3

外面防食
(ポリス
リーブ)

内面防食
(ライニング)

竣 工 年 度

事故
危険度

※1：竣工年度2000年以降のSP（NCP）　※2：給水用SP（1953～1970）を含む　※3：〇：ポリスリーブ有、×：ポリスリーブ無、ー：対象外 
※4：呼び径100～150の場合（ただし、HIVP、VP、VLPは呼び径50）　※5：経年化係数（CY）を1.0（経過年数＝0年）とした場合の点数

総
合
物
理
的
評
価
点
数

※1：総合物理的評価点数が基準点数未満（基幹管路：50点
　　未満、配水支管：25点未満）となる経過年数
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４.長期的な整備方針
　長期的な整備方針については、「災害に強い
水道施設の構築」を実現するために、「基幹
管路耐震適合率100%の早期実現」および「更
新基準年数に基づく管路健全性の維持」の2点
を整備目標とし、長期的な更新需要（図5参
照）を把握したうえで更新事業量の平準化を
図り、計画的に更新していく事により管路の
健全性を維持していく。今後50年の具体的な
整備方針は以下のとおりとした。

4.1 基幹管路の更新計画
・ 総合物理的評価点が50点を下回らないよ
　うに前倒しで更新する。
・ 更新延長は年間約1,000mとし、2040年度 
　での基幹管路の耐震適合率100％達成を目
　標とする。耐震適合性はあるが、老朽管扱いと
　なる管路は2041年度から2050年度に更新

する。ただし、導送水管は別途検討とする。

4.2 配水支管の更新計画
・ 総合物理的評価点が25点を下回らないよ
　うに前倒しで更新する。
・ 2040年代後半から2050年代中盤に更新
　時期を迎える「初期ダクタイル鋳鉄管（更新
　基準年数80年）」を2018年度から2037年
　度に更新し、2050年代中盤から2060年代
　に更新時期を迎える「後期ダクタイル鋳鉄
　管（更新基準年数81年）」を2038年度から
　2057年度に更新する。
・ 2018年度から2027年度については、過年
　度の事業量約8,500m（基幹管路と配水支
　管を合わせた更新延長）を継続し、以後10
　年ごとに500mずつ更新延長を減らし、
　2058年度以降は約6,500mとする。

５.今後10年の管路整備方針
　50年後を見据えた長期的な整備方針を
踏まえ、本計画では、5つの施策と7つの具体的
な取り組みに基づき、管路整備事業（新設および
更新）を推進する（図6参照）。
　本計画の計画期間である今後10年間（平成
30年度～令和9年度）の管路整備の事業量
は、年 間 約 9 , 5 0 0 m（ 新 設 1 , 0 0 0 m 、更 新
8,500m（更新率約1.0％））を見込んでいる。
管路整備にあたっては、以下の取り組みを
重点的に進める。

5.1 基幹管路の新設・更新
　基幹管路の整備には多大な費用と時間を
要するため、すべての基幹管路を短期間で
整備することは困難である。
　そこで、基幹管路の整備時期や系統をもとに
路線毎に耐震化優先度を設定した。整備対象
路線は、耐震化優先度、配水小ブロック整備
などを勘案した上で決定し、総合物理的評
価点50点以上の達成を図る。なお、耐震化
優先度は総合物理的評価点、上町断層帯
地震による管路の被害率、断水影響に基づく

重要度の3項目から総合的に評価している。
 　耐震化優先度や配水小ブロック化計画な
どをもとに選定した整備予定路線は図7のとお
りである。計画期間における整備予定延長は
約12,000mであり、年間1,000m～1,400mで
ある。
　特に寺内系統幹線は、本市の全配水量の
約4割を負担する重要な幹線管路であり、
計画期間の管路整備で寺内系統幹線全体
をループ化することにより、寺内配水系統内
のバックアップ機能を強化するものである。
また、寺内系統幹線の整備は西側、中側、東側
の管路の内、中側と東側の二本の管路を
一本に集約し、更新することで、整備費用の
削減にもつながっている。

5.2 配水支管の新設・更新
　管路ごとの総合物理的評価点25点以上を
維持するため、本計画では、総合物理的評
価点数の低い初期ダクタイル鋳鉄管やVP管
を中心に管路更新を進める（図8参照）。計画
期 間における整 備 予 定 延 長は7 5 , 0 0 0 m

（年間7,500m）である（表4参照）。

図6　基本方針、施策、具体的な取り組み、施策目標図5　配水管の更新需要の推移
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※1：1973年以前に敷設したダクタイル鋳鉄管（A形）のことをいう。　
※2：1974年から1982年に敷設したポリスリーブを被覆していないダクタイル鋳鉄管（K形、T形）のことをいう。　
※3：1983年以降に敷設したポリスリーブを被覆したダクタイル鋳鉄管（K形、T形）のことをいう。

※1：100箇所の重要給水施設のうち、広域避難場所、防災活動拠点の中で優先度の高い施設、災害医療協力病院（二次救急医療機関）、
　　透析医療機関の30箇所を対象とする。　
※2：重要設備は、故障等によるリスクが特に大きい受変電設備、ポンプ設備、監視制御システムを対象とする。設備健全率は、対象設備の全設備数に
　　対する法定耐用年数未満の設備数の割合である。
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４.長期的な整備方針
　長期的な整備方針については、「災害に強い
水道施設の構築」を実現するために、「基幹
管路耐震適合率100%の早期実現」および「更
新基準年数に基づく管路健全性の維持」の2点
を整備目標とし、長期的な更新需要（図5参
照）を把握したうえで更新事業量の平準化を
図り、計画的に更新していく事により管路の
健全性を維持していく。今後50年の具体的な
整備方針は以下のとおりとした。

4.1 基幹管路の更新計画
・ 総合物理的評価点が50点を下回らないよ
　うに前倒しで更新する。
・ 更新延長は年間約1,000mとし、2040年度 
　での基幹管路の耐震適合率100％達成を目
　標とする。耐震適合性はあるが、老朽管扱いと
　なる管路は2041年度から2050年度に更新

する。ただし、導送水管は別途検討とする。

4.2 配水支管の更新計画
・ 総合物理的評価点が25点を下回らないよ
　うに前倒しで更新する。
・ 2040年代後半から2050年代中盤に更新
　時期を迎える「初期ダクタイル鋳鉄管（更新
　基準年数80年）」を2018年度から2037年
　度に更新し、2050年代中盤から2060年代
　に更新時期を迎える「後期ダクタイル鋳鉄
　管（更新基準年数81年）」を2038年度から
　2057年度に更新する。
・ 2018年度から2027年度については、過年
　度の事業量約8,500m（基幹管路と配水支
　管を合わせた更新延長）を継続し、以後10
　年ごとに500mずつ更新延長を減らし、
　2058年度以降は約6,500mとする。

５.今後10年の管路整備方針
　50年後を見据えた長期的な整備方針を
踏まえ、本計画では、5つの施策と7つの具体的
な取り組みに基づき、管路整備事業（新設および
更新）を推進する（図6参照）。
　本計画の計画期間である今後10年間（平成
30年度～令和9年度）の管路整備の事業量
は、年 間 約 9 , 5 0 0 m（ 新 設 1 , 0 0 0 m 、更 新
8,500m（更新率約1.0％））を見込んでいる。
管路整備にあたっては、以下の取り組みを
重点的に進める。

5.1 基幹管路の新設・更新
　基幹管路の整備には多大な費用と時間を
要するため、すべての基幹管路を短期間で
整備することは困難である。
　そこで、基幹管路の整備時期や系統をもとに
路線毎に耐震化優先度を設定した。整備対象
路線は、耐震化優先度、配水小ブロック整備
などを勘案した上で決定し、総合物理的評
価点50点以上の達成を図る。なお、耐震化
優先度は総合物理的評価点、上町断層帯
地震による管路の被害率、断水影響に基づく

重要度の3項目から総合的に評価している。
 　耐震化優先度や配水小ブロック化計画な
どをもとに選定した整備予定路線は図7のとお
りである。計画期間における整備予定延長は
約12,000mであり、年間1,000m～1,400mで
ある。
　特に寺内系統幹線は、本市の全配水量の
約4割を負担する重要な幹線管路であり、
計画期間の管路整備で寺内系統幹線全体
をループ化することにより、寺内配水系統内
のバックアップ機能を強化するものである。
また、寺内系統幹線の整備は西側、中側、東側
の管路の内、中側と東側の二本の管路を
一本に集約し、更新することで、整備費用の
削減にもつながっている。

5.2 配水支管の新設・更新
　管路ごとの総合物理的評価点25点以上を
維持するため、本計画では、総合物理的評
価点数の低い初期ダクタイル鋳鉄管やVP管
を中心に管路更新を進める（図8参照）。計画
期 間における整 備 予 定 延 長は7 5 , 0 0 0 m

（年間7,500m）である（表4参照）。

図6　基本方針、施策、具体的な取り組み、施策目標図5　配水管の更新需要の推移
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　　透析医療機関の30箇所を対象とする。　
※2：重要設備は、故障等によるリスクが特に大きい受変電設備、ポンプ設備、監視制御システムを対象とする。設備健全率は、対象設備の全設備数に
　　対する法定耐用年数未満の設備数の割合である。
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表4　今後50年間の配水支管の更新延長

図8　管種ごとの総合物理的評価点数の推移

図7　平成30年度～令和9年度の基幹管路の整備予定路線
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※本表では、更新による老朽管の減少のみを考慮するものとする。なお、更新後は、DIP（GX、NS）等の最新の管種を敷設する。

： 本計画期間内（平成30～令和9年度（2018～2027年度））に更新対象となる管種と更新延長
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ダクタイル鉄管

5.3 基幹構造物の耐震化
　豊中市は6か所の配水池を保有している。
配水池には高い水密性と、地震などの災害で
被害を受けた場合でも機能保持できる強度
が求められる。対応策として、これまで耐震
診断、劣化診断を実施し、耐震性が不足して
いる配水池は補強・補修を行ってきた。
　本計画では、耐震診断の結果に基づき
耐震補強が必要とされた野畑配水池の耐震
補強を実施し、本年度に配水池の耐震化率
100％を達成する。
　また、耐震補強は耐震性能の確保を目的と
して実施するものであり、施設を健全に維持
し続けるために施設の長寿命化対策も併せて
行った。

　さらに、災害時の応急給水拠点としての
機能強化を図るため、給水車への給水を目的
とした応急給水栓の設置なども同時に実施した。

5.4 重要給水施設管路の耐震化
　本市の地域防災計画などで位置づけられた
災害時の重要給水施設への配水ルートの
耐震化を優先的に行う。
　本計画の計画期間である平成30年～令和

9年の10年間では、表5に示す重要給水施設
のうち、広域避難場所や防災活動拠点、災害
医療協力病院、透析医療機関への配水ルート
を耐震化する。

写真1　応急給水栓（寺内配水池）

表5　重要給水施設

図11　重要給水施設管路の耐震化（イメージ）

図10　配水池の長寿命化対策例
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図9　配水池の耐震補強例

赤枠部：平成30～令和9年度（2018～2027年度）の計画期間において配水池からの排水管を耐震化する施設
※1：（　　）内の数値は、対象施設のうち、施設への配水ルートが耐震化された耐震化済施設数を示す。　
※2：災害時給水拠点は貯水施設であるため、施設の耐震化を図る。
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5.5 配水小ブロックの整備
　本市では、配水圧の適正管理、管網整備の
効率化・漏水防止対策の効率化・施設の耐震化
と災害対策を目的として、配水小ブロックの
整備を進めている。
　本計画では、将来的な水需要の減少を踏
まえ、一部の小ブロックの統合および区域変更

を行い、ブロック数を従来計画の49ブロックから
44ブロックに見直し、目標年度である令和9年度
までに全ての小ブロックの整備を完了する
計画である。また、小ブロック化に必要となる
小ブロック幹線の整備も合わせて実施する。

６.おわりに
　現在、水道施設の多くが更新時期を迎え、
これらの更新を進めるには莫大な投資が必要
となる。一方で、節水意識の向上や将来の人口
減少に伴う水需要の減少により、ますます厳
しい事業経営を余儀なくされるところである。
　このような状況を踏まえ、本市では、管路の
物理的評価に基づき、管路ごとに総合物理的
評価点を算出し、配水支管は25点、基幹
管路は50点を下回らないように前倒しで更新
をすることで管路の健全性を維持しつつ、
事業量の平準化を図ることとした。
　管路整備では、基幹管路の耐震化、重要
給水施設への配水ルートの耐震化、配水小
ブロックの整備、適切なダウンサイジングを考慮
しながら、効率的で効果的な管網システムの
構築を進める。
　また、管路評価において、ダクタイル鋳鉄管
で100年以上の長期耐久性を見込んだ管種も
あることから、将来的には、掘上げ調査など
各種調査を実施し、管路の長期耐久性に
ついて検証していく必要があると考えている。
　今後も、最新の技術動向や知見の収集に
努めながら、管路整備方針に基づき、「災害に
強い水道施設の構築」を実現していきたい。

図12　配水小ブロックの整備計画図
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