
Vol.27 
No.

Vol.27 
No.

2020年８月31日発行

53

管路管理の今を追う
　管口カメラの採用で調査対象路線を拡大
　維持管理情報活用し、精度向上を図る　弘前市

管路管理研究会議
　下水道管路管理の現状と課題

管路管理セミナー・ダイジェスト
　更新を迎える管路の延命化と改築計画の標準化

シリーズ　マネジメント時代の到来
　浜松市、彦根市、高松市

スペシャルリポート
　下水道工事事故対策（流され）





カード型のパンフレットとして
　GKP・下水道広報プラットホームが、カード型のパンフレットとして平成28年 4 月に第 1弾を投入し、瞬く
間にその人気が全国に波及したマンホールカード。今年 4月に投入した第12弾でシリーズ累計655種・532自治
体となり、増刷を含む総発行枚数は550万枚に達しました。それほどまでに人々を熱狂させるカードの魅力とは
何なのか、マンホールカードの人気の秘密に迫ってみました。

（取材協力、写真提供：GKP・下水道広報プラットホーム）

ゲットしたカードとカードになった蓋を一緒にパチリ

全国各地の配布場所で 1人
1枚を係の人が手渡しして
います

配布場所以外でも全国の蓋ファンが集まる「マンホールサミット」や日本下水道協会主催の「下水道展」などのイベン
トでも配布しています

マンホールカードの魅力に迫る累計発行枚
数550万枚
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「ご当地もの」のマンホール
　マンホールカードの最大の魅力は、デザインマンホールの蓋が「ご当地もの」であることです。昭和50年代
後半から全国に広まり、各地で地元の観光名所や草花、動物、キャラクターをモチーフにしたカラーマンホー
ルが作られました。直径60cmのスペースに地域の名所や名物が凝縮されていることが、人を惹きつける大きな
魅力になっているんです。

広島県呉市は、ここで建造された「戦艦大和」をモチーフにした蓋を製作。そのカードもファンに好評を博していま
す。表面の右上にデザイン管理ナンバー、左下に蓋の位置座標、右にピクトグラムなどがあり、裏面には関連写真や
デザインの由来、ロット数などがわかる製造管理ナンバー、配布場所、関連ホームページのQRコードがあります

東京都日野市には、新選組の副長であった土方歳三の肖像をデザインした蓋があり、歴女の皆様にも大人気です。こ
うした歴史上の偉人たちをモチーフにした蓋も多く設置されています。人気のあるカードは、配布初日から長い行列
ができ、用意した数千枚のカードが足りなくなるようなこともたびたびあるそうです

フォトドキュメントフォトドキュメント



コレクションアイテムとしての魅力
　コレクションカードとして入念に作り込まれたコンテンツもカードの魅力を押し上げています。全国を 9つ
のブロックに分けて、ベースの色でどの地域のカードかが一目で分かるようになっています。また、ロット
（2,000枚）ごとにロットナンバーが変わり、同じ公共団体のカードでもデザインの違うカードは先頭のアルファ
ベットが変わります。さらに、デザインのテーマに合わせて花や海、お城など31種類のピクトグラムがあり、
それらにも連番が付されています。つまり、花のデザインを集めるとか、お城のデザインをコンプリートする
といった楽しみ方もあります。カードの下に書いたヒントで答えがわかったら、あなたも相当なマニアです。

知らない人はいない観光名所

かつての風情ある景色

心に残る都会の風景

盛んに行われているスポーツ

日本一を誇る名物料理

戦国時代を代表する偉人

地元を代表するお祭り

歴史的に価値の高い街並み

小説の中のワンシーン
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配布は ₁カ所で ₁人 ₁枚まで
　カードの配布は 1カ所で 1種類、 1人 1枚までに限られているため、入手するハードルは高いのですが、そ
れぞれのカードには、そのマンホールが設置されている場所の座標が入っているので、実際に設置されている
蓋を見に行くことができます。現在は新型コロナウイルス感染症の影響から配布を見合わせている自治体もあ
りますが、グループでの外出や県をまたいでの人の移動自粛が緩和され、通常の生活が戻ってきたときには、
全国を旅しながらのカード収集に皆様もぜひ参加してください。

人気のアニメキャラクター

地元のシンボル的存在

絵本にも出てくるヒーロー

海外でも大ブームの

自慢のスポーツ施設など

生産量日本一の伝統工芸品

かわいい地元のゆるキャラ

地元のスポーツチーム

旅行者にも人気の世界遺産
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第29回定時社員総会・理事会を開催
会費等に関する規程を改正
副会長に髙杉氏、竹谷氏

　本協会は 6月22日に本部会議室において第29回定時
社員総会を開催しました。新型コロナウイルス感染症
防止の観点から、規模を縮小し、限られた人数での開
催としました。長谷川会長は開会にあたり「下水中か
ら新型コロナウイルスの遺伝子が発見され、感染拡大
の兆候を予測する取組みが行われているが、感染区域
の絞り込みは管路での調査が有効ではないかと思う。
今後、採水業務という形で管路協の会員が貢献するこ
とも想定される」と、新たな事業創出への期待を述べ
ました。
　総会では、令和元年度の事業報告と決算報告、会費
等に関する規程の改正、任期満了による役員の選任な
ど 4議案を審議、了承いただきました。
　また、総会後には、山形県沖地震や令和元年台風15
号・19号の災害復旧支援に出動した会員への感謝状の
贈呈を行いました。
　 6月25日に開かれた理事会には、新任の役員全員に
ご出席いただき、会長に長谷川健司氏を再任、副会長
に髙杉憲由氏、竹谷佳野氏の両名が就任しました。

出席人数を制限して開かれた第29回定時社員総会

災害復旧支援に当たった会員に感謝状を授与

新任役員の皆様

フォトドキュメントフォトドキュメント
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管路管理の今を追う！

単独公共下水道を流域関連へ統合

――弘前市の下水道事業の概要をお聞かせください。

　弘前市の汚水処理は、市街化区域における公共下
水道事業と農村地域における農業集落排水事業によ
り整備が進められ、平成18年度の市町村合併と平成
25年度から着手した津軽国定公園及び岩木高原県立
自然公園周辺地域の整備を経て、現在の処理施設は、
公共下水道 3 施設、農業集落排水施設13施設、小規
模集合排水処理施設 1 施設の計17施設となっており
ます。
　そのうち、行政人口約17万人の85%を占める公共
下水道については、昭和37年度に事業着手後、昭和
48年 6 月に弘前市下水処理場を供用開始しており、
昭和53年度に策定された青森県の岩木川流域下水道
事業計画を受け、昭和54年12月に単独公共下水道と
して事業計画面積756ha、昭和55年 3 月に流域関連
公共下水道として事業計画面積823haの事業認可を
取得しました。その後、数度の区域拡大等を経て、
平成27年 4 月には、県の岩木川浄化センターと弘前
市下水処理場を統合し、流域関連公共下水道として、
令和元年度末時点で事業計画面積4,035haとなって
おります。なお、統合後の弘前市下水処理場は雨天
時の雨水貯留施設として稼働しております。
　本市が管理する公共下水道施設として、管渠は、
市中心部である弘前駅前周辺地区を含む合流式下水
道の区域を除き、ほぼ全域を分流式下水道で整備し
ており、その延長は約743km（汚水管渠678km、雨
水管渠36km、合流管渠29km）であり、その他、汚
水中継ポンプ場 4 箇所、マンホールポンプ202箇所と
なっております。公共下水道処理人口普及率は令和

元年度末で85.0%であり、農業集落排水施設や浄化槽
等を合わせた汚水処理人口普及率は98.1%となって
おります。
　本市は、地方公営企業法を平成20年 4 月より全適
用しており、今後も経営状況の的確な把握により、
事業経営基盤の強化に努めてまいります。また、経
営状況については、下水道事業全体では健全な経営
状況であるといえますが、人口減少による有収水量
のさらなる減少が見込まれることから、今後も適切
な財源の確保等により、健全な経営を維持していく
ことが重要です。
――下水道事業における現在の課題にはどのような

ものがありますか。

　本市は、県内でも早期に整備を進めており、管渠
の多くは、昭和50年代から平成20年頃にかけて整備
されてきました。現在、布設から30年以上経過した
管渠は約256km（34.5%）、標準耐用年数50年を経過
した管渠は約25km（3.4%）であることから、今後、
老朽化に伴う改築需要の増加が見込まれます。また、
管渠の老朽化や宅内排水設備の誤接続が要因として
考えられる不明水の増加により、総汚水処理水量が
増加しており、今後もその傾向は進むことが想定さ

管路管理の今を追う！　弘前市インタビュー

管口カメラの採用で調査対象路線を拡大
維持管理情報活用し、精度向上を図る

弘前市上下水道部　下水道施設課　主幹兼係長　小林 洋樹
同　総務課　係長　相馬 孝康

小林さん 相馬さん

（敬称略）
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管路管理の今を追う！

れ、処理施設及び管渠の余裕率低下による施設統合
の妨げや県流域下水道における負担費用の増加、マ
ンホールや公共ます、宅内排水設備からの溢水によ
る都市型浸水につながることが予想されます。また、
全国的な傾向と同様に人口減少に伴う使用料収入の
減少、経験豊富な技術職員の多くが退職時期を迎え、
適切な技術継承ができないといった状況に直面して
います。

状態監視保全と時間計画保全を導入

――管路施設の老朽化に対してどのような計画を立

てていますか。

　本市では、日常生活や社会活動に重大な影響を及
ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、整
備年次の古い地区を対象に、平成24年度と平成28年
度に「弘前市下水道長寿命化計画」を策定しました。
その後、下水道法の改正に伴い、平成28年度末に「弘
前市公共下水道ストックマネジメント計画」を策定
し、新たに予防保全（状態監視保全、時間計画保全）
や事後保全の管理区分を管渠やマンホールといった
施設分類ごとに設定し、下水道施設全体の最適化を
目的としております。

　本市のストックマネジメント計画では、「下水道事
業のストックマネジメント実施に関するガイドライ
ン-2015年版-（国土交通省作成）」に基づき、管路施
設の目標耐用年数を75年と定め、状態監視保全に位
置付けている本管、マンホール躯体、マンホール蓋
は定期的に点検・調査を実施することで、詳細な劣
化状況を把握し、優先度の高い施設においては改
築・更新を行うこととしております。また、公共ま
す、取付管は時間計画保全に位置付けておりますが、
本管の改築時期を勘案して更新することとしており
ます。本計画に基づく事業は平成29年度から実施し
ており、今後は点検・調査結果や維持管理情報を計
画に反映し、精度向上を図る予定です。
――日頃の管路管理の状況について教えてください。

　管路の日常的な維持管理としては、清掃や点検・
調査を数年毎の周期で定期的に実施しております。
　清掃は、市中心部の地区を 8 ブロックに、建設年
度が古い地区を 4 ブロックに分けて行っており、併
せて土砂などが溜まりやすい伏越しマンホールを 4
年から 8 年の周期で行っております。
　管口カメラやTVカメラによる点検・調査は、平成
27年度の下水道法改正により位置付けられた腐食の

図 1　弘前市 不明水量の推移

9JASCOMA   Vol.27 No. 53



管路管理の今を追う！

おそれが大きい箇所は 5 年の周期で、布設後30年経
過している管渠は10年、それ以外の箇所を20年また
は25年の周期で行っており、年間で清掃と調査を実
施している延長は合わせて約10km程度となってお
ります。
　調査手法としては、小口径管ではTVカメラ調査、
大口径管では目視で実施しており、劣化状況として
は、クラック、浸入水、たるみ、木根侵入、破損等
が見られます。（表 1 ）。

　従来はTVカメラ調査しか行っておりませんでし
たが、平成30年度より管口カメラの採用によりコス
トを抑えることで、対象路線を増加し、管渠の異常
を未然に察知し対処する等、適正な維持管理を図っ
ていきたいと考えています。
　調査した管路の症状別に「下水道維持管理指針 実
務編 2014年版（公益社団法人 日本下水道協会）」を
参考とした調査判定基準に基づきランク付けを行
い、それを基に調査記録表等を使用して不具合、異
常などの程度を診断し、緊急度の判定を行った上で
対策しております。
　緊急度は 4 段階に分けられ、調査によって管渠の
破損や大きな管のずれ等が発見された場合は、緊急
的に修繕対応を行っています。
　それ以外では日常的に市内パトロールを行い、主
にマンホール周辺等を目視で確認しております。ま
た、市民や道路管理者からの情報提供があった際に
は、まず市職員が現場を確認し、状況を見て直営で
応急対応、または応急対応業者に依頼しており、そ
の件数は年間約70件となっております。

表 1　劣化の種類別発生件数と割合（平成27年～令和元年）

項目 件数 割合（％）
浸入水 1,087 47.26
隙間・ズレ 56 2.43
破損 111 4.83
クラック 220 9.57
モルタル付着 3 0.13
取付突出 23 1.00
たるみ 44 1.91
腐食 76 3.30
その他 680 29.57

計 2,300 100.00

 

 

写真 1　管きょの劣化部の写真
（左上）クラック、（右上）浸入水、（左下）木根侵入、（右下）腐食
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　改築については、経済比較や交通量等の現場状況
に応じ、布設替工法または更生工法で行っておりま
す。これまでの実績としては、長寿命化計画策定後
から令和元年度にかけて約4.6km、年間で約0.7km施
工しており、ほとんどが自立管更生工法によるもの
です。

寒冷地・豪雪地帯ならではの課題も

――管路施設の維持管理に関する課題としてはどの

ようなことが挙げられますか。

　本市は、過去10年間の平均積雪深が100cm程度の
豪雪地帯であり、降雪時の除雪の際、除雪車のブレー
ドがマンホールや公共ますの受枠に衝突し、下水道
施設が破損するだけでなく、運転者に危険が及ぶ恐
れもあります。そこで除雪の時期は、事前に道路占
用物の段差を確認し、必要であればマンホール蓋の
高さを調整したり、舗装で擦り付けをするなど、事
前に対応しております。
　また、寒冷地ということもあり、気温が低下する
と管渠内の油脂は固まりやすくなるため、飲食店が

多い繁華街等は事前に点検・清掃を委託で実施し、
管渠閉塞の予防に努めております。
――寒冷地ならではの課題もあるようですが、住民

からの苦情とその解決策について教えてください。

　市に寄せられる住民等からの苦情は年間約150件
程度あり、内訳としては、詰まり、道路陥没、マン
ホール・公共ます蓋の破損やがたつき、臭気といっ
た通報のほかに、宅内排水設備の詰まりや下水道施
設以外の通信・電気系マンホール蓋のがたつき等の
通報もあります。
　件数として一番多いのは、マンホール蓋や公共ま
す蓋の破損、取付管の破損を主とする施設補修で、
平均で年間約30件となっております。
　次に多いのは、本管や公共ます及び取付管が起因
となる陥没であり、主な原因として、昭和40年頃か
ら平成元年頃にかけて整備されたヒューム管の老朽
化による破損や塩ビ管のずれが挙げられます。
　これらについては、ストックマネジメント計画に
基づき、本管、公共ます・取付管等の施設破損を未
然に防ぐため、予防保全的な取組みによって順次更

 

写真 2　管路調査（小口径）状況の写真
（左）TVカメラ調査、（右）管口カメラ調査

表 2　苦情件数の内訳

項目 道路陥没等 施設補修 管路閉塞等 悪臭・振動・
蓋鳴等 排水設備 その他 合計

H27 15 71 27 21 13 46 193
H28 38 25 22 16 17 17 135
H29 18 18 27 12 11 49 135
H30 42 30 30 17 20 39 178
R1 36 20 17 16 15 12 116
計 149 164 123 82 76 163 757
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新していくことで、併せて下水道施設が起因となる
道路陥没等を減らしていけるものと考えております。
　マンホール蓋については、標準耐用年数30年（車
道部においては15年）を超過し、老朽化の進行によ
り表面がすり減ることでスリップ事故の危険性が高
まっております。またコンクリート製の公共ますに
ついても、新設されてから30年以上が経過し、破損
や劣化を起こしており、車両のタイヤ損傷や通行者

の転倒等、交通に支障をきたす状況となっているた
め、ストックマネジメント計画に基づき、老朽化し
た蓋の交換を計画的に実施しております。
　管路閉塞についても、苦情データにより特に汚泥
の溜まりやすい箇所や油脂付着により詰まりやすい
箇所を抽出し、年次計画を基に清掃を実施していま
す。

不明水対策への技術的・財政的支援を

――私ども管路協や国などに対するご意見、ご要望

をお聞かせください。

　本市の下水道事業における課題として挙げた不明
水の増加については、先に述べたとおり、施設の老
朽化が要因の一つとして想定されます。
　対策としてまずは不明水発生領域を絞り込むた
め、流量調査を含めた概略実態調査や、不明水発生
源特定のためのテレビカメラ調査等の詳細調査を実
施し、対策箇所の優先順位を決定した上で、ストッ
クマネジメント計画での施設の長寿命化と併せて対
策工事等を実施していきたいと考えております。
　また、排水設備の老朽化や誤接続についても、不
明水の大きな要因と想定されていますが、今後、管
理区分の違いも含め、対策を検討する上で大きな課
題になるものと考えております。
　このことから、要望としては、これらの実態調査
や詳細調査、対策工事等に対する技術支援や財政支
援をお願いしたいと思います。
――不明水の増加が課題となっている弘前市です

が、平成28年度末に策定した下水道ストックマネジ

メント計画で新たに予防保全や事後保全の管理区分

を施設分類ごとに設定し、下水道施設全体の最適化

を目指しています。他の都市と同様に、使用料収入

の減少や技術継承が難しいという課題に直面してい

ますが、管口カメラの採用や維持管理情報の活用に

よって、効率的な管路管理に取り組んでいらっしゃ

いました。取材にご協力いただいた弘前市上下水道

部の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。写真 3　住民からの苦情が多い異常箇所の写真
（上）取付管のズレ、（中）公共ます蓋破損、

（下）公共ます木根侵入
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長谷川（管路協）：今、世間では新型コロナウイルス
の感染拡大が大きな話題になっていますが、われわ
れ下水道管路管理を生業としている者にとっても他
人ごとではありません。そういったウイルスが下水
道管路に流れ出ることも考え、常に衛生面に気を
配って仕事を遂行していくことは大切です。本日は、
普段から皆様が行われている管路管理はどうあるべ
きかということ、近い将来PPP、官民連携というと
ころで、官と民がどう連携しながら管路施設の寿命
を長くしていけるのかを考えていただきたい。そし
て、お互いに忌憚のない意見を交わしながら次のス
テップに進みたいと考えておりますので、どうかよ
ろしくお願いいたします。
南山（国総研）：先般、国総研が主催している下水道
技術開発会議に、管路管理業協会や本日出席してお
られる大都市の代表の皆様に参加していただきまし
た。会議の中でも報告させていただきましたが、管
路管理に関する自治体側の技術的ニーズは非常に高
くなっています。この傾向は、これから先も続くと
思います。この会議は管路管理に関係する皆さんが
集まり深く意見交換できる絶好の機会であると考え
ていますので、長丁場ではありますが、積極的なご
発言をよろしくお願いいたします。

1．管路の点検について

1）点検・調査資料の保管について

札幌市（代理：井坂）：札幌市では、市内全管路を対

象に 6 年に 1 度行う目視点検と、下水道法改正に
よって義務付けられた腐食の恐れが大きい排水施設
を対象にして 5 年に 1 度以上の点検を実施していま
す。またTVカメラ調査では、老朽化管対策として毎
年約210㎞の調査を実施していますが、それを記録し
たデータや資料が増えてきています。古い情報に関
しては印刷物しかないものもあり、どのように保管
をしたらいいか苦慮しています。点検・調査結果の
資料およびデータの保管状況について皆様のご意見
をお聞かせください。
加藤（仙台市）：本市でも同じような状況ですが、基
本的には同じ箇所の 2 回目の点検までは残しておき
たいと考えています。ただ、平成23年に発生した東
日本大震災によって管路の状況が大きく変わってい
るということもあり、過去のデータをどうするかは、
今後、整理をしていく上で検討していきたいと思っ
ています。
永田（東京都）：都ではSEMISと呼ばれる下水道の
台帳システムを昭和60年頃から導入しまして、この
システムにTVカメラ調査などで得られたデータを
保管しています。そうした情報以外にも管の埋設深
さや直径なども記録していますし、陥没や浸水等の
履歴もわかる範囲で入れ込んでいます。毎年いろい
ろなアイデアが出てきて、情報の幅が広がるので、
その都度、試行錯誤を繰り返しながら改良を加えて
いる状況です。
小堀（名古屋市）：下水道台帳システムを活用してい
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ますが、映像データまで入れ込むと、閲覧の際にシ
ステムの動作が重くなりますので、映像データにつ
いてはDVDに記録して、現場の担当部署で管理をし
ています。また、仙台市と同じく点検 2 周目が来る
までは以前のデータを残しておきたいのですが、そ
うなると過去のVHSテープなどもあるので、DVDに
置き換えるのか、点検したほうが早いのかといった
あたりが課題になっています。
上條（広島市）：同じくTVカメラの調査結果につい
ては台帳に登録していますが、動画については容量
が大きいことから、その登録までは至っておらず、
写真を台帳に紐付けしています。動画は個別に各所
属で保存している状況です。
眞崎（福岡市）：本市では、今年度から年間の調査延
長を70㎞程度に延ばしており、かなりのデータ量を
収集しています。台帳システムは、調査結果のほか、
清掃や修繕に関するデータも入力できるようにして
いますが、動画まで入れこむことができず、現状は
集計表程度の保存にとどまっています。このような
ことから、調査業務の成果品として事業者に提出し
ていただく際には、ポータブルのHDDで納めていた
だいており、必要に応じて各担当部署がパソコンに
つないで確認している状況です。今後、通信技術が
発展していく中で、クラウドによる管理なども検討
する必要があると考えています。
深谷（管路協）：TVカメラ調査の動画につきまして
は、現在ハイビジョンが主流になっていると思いま
すが、将来的には4Kや8Kへの移行ということも考
えられます。そうなるとDVDなどで納品されている
ものが、外付けのHDDになるでしょうし、その保管
については、各市の内部サーバーでの蓄積からクラ
ウドを活用した保管に移行せざるを得なくなるので
はないかと考えています。さらに重要なのは、その
データを必要な時にいかに簡単に早く取り出せるの
かということです。台帳の路線番号との紐付け、あ
るいはGISの情報からの検索による維持管理情報の
取出しといったことが可能となるようなシステムの
構築も、あわせて考えていただきたいと思っていま
す。
永田（東京都）：都で管理している管路の総延長は約
1 万6000㎞ありますので、そのデータだけでも膨大

な量になります。また、以前は管路内の展開図と調
査結果を紐付けしていましたが、現在では動画も取
込むようにしているので、ますます容量が大きく
なっていると思います。4Kへの対応はまだ考えてい
ませんが、将来的にそうなるのであれば、クラウド
のほうが現実的なのかなと思います。今でさえデー
タ更新をするだけでものすごい時間がかかる状態で
すから、検討しなければならないと考えています。
小堀（名古屋市）：動画データの鮮度の問題もありま
す。例えば道路陥没の場合は、カメラで調査せざる
得ませんが、その動画がいつまで必要なのかは議論
があるのかなと。更生工事を行う際には、事前の処
理の必要性を確認するために事前にカメラ調査をし
ます。その時に撮った動画の必要性はわかっていま
すが、いつまで信用に足るデータなのかが問われる
ことになると思います。
栗原（国交省）：参考情報ですが、国交省では管路施
設の維持管理情報のデータ化と台帳システムの構築
を全国的に推進しています。このほどデータの保管
状況等を全国調査したところ、政令市ではほぼ100％
でシステムの導入が図られていますが、 1 万人未満
の都市では依然として紙で管理しているところも多
いことがわかりました。現在、管路協、東京都、大
阪市などに委員になっていただいて検討会も行われ
ていますが、こうした中小都市への対応策とともに、
今話題に上った映像データや、さらにその先の4K、
8Kのことなども検討材料に入れなくてはならない
と改めて感じさせられました。

2．管路調査

1）�布設後50年を経過しない管きょの詳細調査につ

いて

大阪市（代理：井坂）：大阪市では50年経過管を年間
150～180㎞ほど詳細調査を行っています。しかし、
布設後50年を経過していない年代の浅い管きょにつ
いては、10年以内に50年を経過する管きょや腐食環
境下にある管きょのほか、他企業で近接して施工が
あったという場合は調査しますが、基本的には実施
していません。ただ、こうした若い管による陥没事
故が 3 分の 1 程度発生しているため、今後は一定の
判断基準を定めて実施する必要があると考えていま
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す。そこで、50年を経過していない管きょの詳細調
査の実施の有無、実施する際の基準の考え方、経過
年数以外で管種などの項目を判断基準としている場
合は、その項目と考え方についてお伺いしたい。
加藤（仙台市）：数年前に網羅的調査を行った際に、
破損状況が酷いということで、50年経過しない場合
でも部分的に調査を行っています。特に民間事業者
が開発した団地などで、コミプラで整備されたとこ
ろはかなりの不具合が見られます。また、不明水問
題では、数年前に緊急避難勧告などで世間を賑わし
た一件もありましたので、そういった地区での調査
を進め、更新事業を行うことを検討しています。た
だし、現時点ではまだどういう基準で、どういった
所が対象になるかまでは詰めきれていません。
永田（東京都）：都では質問にあるような布設の経過
年数に応じた調査ではなく、管きょの埋設箇所や状
況に応じて、腐食環境下は 5 年に 1 回、国道、都道、
軌道下は10年に 1 回、その他については30年に 1 回
のサイクルで実施しています。
小堀（名古屋市）：同じく腐食環境下や軌道下は 5 年
に 1 回のサイクルですが、それ以外は実施していま
せん。以前、35年くらい経った管きょを管口目視で
スクリーニングしてみましたが、そのときの不具合
率が 1 ％を切っていました。そこで調査は50年を超
えてからでも十分で、その後は20年サイクルで実施
するというのが現在の計画になっています。
　一方、陥没は取付管に起因するものが圧倒的に多
くて、地場産業の陶管が主な原因ですが、陥没が集
中しているような所には空洞調査をかけています。
幹線道路を道路管理者が、生活道路を下水道管理者
が実施するという位置付けで、より埋設年の古い場
所や陥没が実際に多い地区について、中と外の両面
から調査している状況です。
上條（広島市）：老朽管きょを中心に年間70～90㎞の
TVカメラ調査を行っています。本市は三角州で特
殊な土質をしていて、地域によって硫化水素を含む
地下水が大量にあり、そういった区域を腐食環境区
域と位置付けています。そういった区域では陥没の
発生も多いので、ストックマネジメント計画の策定
後は布設後15年を対象として、コンクリート系管
きょに絞ってTVカメラ調査を行っています。調査

は22年に 1 回、点検については11年に 1 回の頻度で
進める計画です。
眞崎（福岡市）：本市では、布設後30～50年を経過し
た管きょを詳細調査の対象としています。過年度の
調査実績から健全度予測を行ったところ、目標管理
年数がおおよそ96年という数字が出ました。下水道
維持管理指針などのマニュアルには、望ましい調査
頻度は目標管理年数の半分と示されていますので、
50年を一定のラインとしています。また、下水道管
きょに起因する路面の異常は、30年を経過する頃か
ら増加すると言われていますので、30年を経過した
管きょも対象にしています。その中でも、古い規格
の陶管を起因とした陥没の割合が多く、特に1973年
以前に布設された陶管は構造や強度の面から破損し
やすいことがTVカメラの調査等からも確認されて
いますので、こうした陶管や腐食環境下にあるコン
クリート系管を最優先に調査しています。このこと
から、現状では布設後60年を経過する管きょまでの
調査がようやく終わりかけている状況です。
玉置（管路協）：仕事をさせていただいている高知市
は、布設を始めた年数も古いのですが、現在でも建
設と維持管理の両方が動いているような自治体で
す。予算も厳しい中で、南海トラフ地震への対応も
迫られ、古い陶管、コンクリート管、塩ビ管など多
様な管種について優先順位をどうするかをずっと議
論してきました。そこで、50年を経過していない管
については、陶管、コンクリート管をまず優先する。
その中で重要路線、例えば、第一次緊急避難路や避
難所がある地区を優先的に調査しています。また、
30年を経過すると劣化が加速的に進んでいくという
場合もあるので、標準耐用年数50年の半分の25年を
目安に調査をある程度完了させ、50年経過後に改
築・修繕を行うのが理想だと思います。それと、JIS
の維持管理に関する指針JISA7501を管路協から出
しています。現在は改定中ですが、これを調査の指
標にしていただければと考えています。
札幌市（代理：井坂）：札幌市では総延長約8300㎞の
全ての管を対象に、その管路の持つ影響度や経過年
数によって、優先度をつけています。また、布設後
50年を経過しない管きょについても詳細調査を実施
しています。
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三品（管路協）：私が所属するコンサルタントでは、
50年を経過しない管については、耐用年数よりもそ
の原因により調査頻度の提案をさせていただいてい
ます。例としては、腐食環境下の箇所については 5
年に 1 度を提案し、内部環境や腐食程度を測定して、
改築時期を提案しています。また、特に問題のない
管については、中性化などの自然劣化が多いので、
劣化予測式を作成し、改築工事の計画を提案してい
ます。年数よりも、その原因をある程度区分けして
管理することが重要ではないかと考えます。
栗原（国交省）：先ほどのお話しした検討会でも、施
設の重要度を踏まえた、より効率的な点検調査方法
について議論しています。維持管理情報のデータ化
と蓄積が進めば、管種による老朽化の違いや閉塞が
多いなど維持管理上課題のある箇所の情報が集まり
ます。維持管理情報を活用し、優先的に点検する箇
所を洗い出す方法を検討しているところです。年度
末のガイドライン作成に向けて、さらに議論を深め
たいと考えています。

2）下水道圧送管の管路内調査手法及び実施について

永田（東京都）：都では汚泥処理を効率的に行うた
め、圧送管を用いた集約を行っています。また、エ
リアを決めて二次・三次処理水を送水して利用して
いただいているほか、臨海部の埋立地では自然流下
が難しいことから、汚水・雨水を圧送しており、圧
送管の延長はかなりあります。そのほとんどがダク
タイル鉄管ですが、その中で布設から40年を経過し
てきたものも出てきています。ただ、これらは内部
のTVカメラ調査が難しく、空気弁からカメラを入
れるような部分的な調査しかできていません。汚水
や汚泥の圧送管の場合、圧力開放部分などで腐食が
進んでいて、数か所掘り返して切断した際には、早
急な取替が必要な状況でした。しかし、圧送管には
技術指針や調査マニュアルもなく、現在は、部分的
な調査と時間管理だけで対応している状況です。皆
様からの意見をお願いします。
加藤（仙台市）：圧送管の調査方法については模索し
ているところです。一条しかない圧送管の場合、汚
水の送水は止められません。かといって、点検する
ためにもう一条増やせるのかというように計画段階

からの検討を考えているところです。
小堀（名古屋市）：本市では圧送管は汚泥輸送管がほ
とんどなのですが、流量管理による異常の監視はで
きるものの、管内の調査はできていないのが実態で
す。ただ、私たちは上下水道局ですので、上水でダ
クタイル鉄管をどう維持管理するのかを参考にはし
ています。また、更新計画などについては、他の管
と同様の基準で進めています。
上條（広島市）：圧送管の布設延長は約24㎞あり、中
心市街地に布設してあることが多く、陥没事故が発
生すると市民生活に大きな影響を与えます。このた
め、地区ごとに目視調査、硫化水素濃度の測定を行
うとともに、接続マンホールの検査、中性化試験を
実施しています。これらの結果をもとに、耐用年数、
被害規模による影響、発生確率等を想定して更新計
画を策定しています。調査結果は、サンプル数が少
ないため不十分な点もあるということで、引き続き
調査を行って、それを基に計画を見直したいと考え
ています。
眞崎（福岡市）：本市でも同様の課題を抱えており、
現在、調査手法などを検討しているところです。今
年度は、圧送管を部分的に掘り上げて、外面から腐
食状況の目視確認と、周辺土壌のサンプリングを行
い、関連性を確認するための管体調査に取り組んで
います。また、レーザー照射によって管の肉厚が測
定できる技術を使うなど、いろいろ模索中です。
三品（管路協）：先般、（株）クボタが超音波で圧送管
の管厚を測定する技術でインフラメンテナンス大賞
に選ばれました。管路管理の重要性が広く認められ
たことに感激しています。圧送管はそれほど深く埋
設しないので、あるポイントを定めて、定期的に管
の腐食度合いを確かめていく方法があるとは思いま
す。ただし、調査したからといって不具合が直るわ
けではないので、二条化は必須でしょうね。
栗原（国交省）：この技術はB－DASHプロジェクト
に採択されたもので、「下水道圧送管路における硫酸
腐食箇所の効率的な調査技術導入ガイドライン」が
公表されております。まず、机上の検討で腐食しや
すい箇所を抽出し、気相部が発生する空気弁の周辺
を空気弁から細いカメラを入れて調査するという技
術です。管内の全体を調査するものではありません
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が、既設の空気弁からテレビカメラを挿入するため、
調査のための工事等が不要であるというメリットは
あります。
永田（東京都）：先ほど紹介された技術は「スネーく
ん」という技術で、今年度から都でも調査に使用し
てみました。布設からもう50～60年くらい経ってい
る二条管のうちの 1 本を休止して行いましたが、空
気弁から数メートル程度の短い距離しか確認できま
せんでした。圧送管はクネクネ曲がっているので、
さらに見づらいということもあり、とりあえず年代
ごとに調査して、何年経過したらこれくらいの状況
という基準のようなものを作り、それに合わせて時
間管理し、布設替えしていくしかないと考えている
ところです。

3．管更生工事について

1）マンホールの改築について

上條（広島市）：管きょの老朽化については、劣化調
査、補修、改築を計画的に実施しているのですが、
マンホールの躯体については、費用が高く数も膨大
であるため部分的な応急処置程度しかできていない
のが現状です。しかし、何らかの措置を講じなけれ
ば、現状でもすでに漏水や不明水の浸入があり、処
理費用の増大につながっていたり、最終的には陥没
のリスクや災害時のリスクを抱えることになりま
す。そこで、各都市におけるマンホール改築への取
組み状況をお聞きしたいと思います。併せて、マン
ホール鉄蓋についても、交換に要する費用の軽減、
交換時の一般交通に与える影響を考えて、長寿命化
を目的とした次世代型の蓋を採用されている都市が
あれば、その採用理由など、設置基準も含めてご教
授願えればと思います。
加藤（仙台市）：マンホールに起因する不具合は管
きょに比べて局所的なところがあるため、改築につ
いてはなかなか手が付けられないのが現状です。蓋
につきましても、基本的には古いものから少しずつ
交換しており、不具合などが見つかった際には、定
番型に替えているのが現状です。雨天時浸入水対策
という観点からも、計画的な取替えが必要だとは考
えていますが、予算区分の関係で、蓋だけだと 4 条
として入れていくことが難しいものと思われます。

永田（東京都）：管きょの再構築事業に合わせて、劣
化が激しいものについては開削で取り替えてきまし
た。しかし、都心の繁華街等では、開削工事がほと
んどできない状況がありました。そこで、平成30年
4 月にマンホールの更生工法の技術評価基準を制定
しまして、それに見合った工法を調査しているとこ
ろです。工法としては、斜壁を取り外して内面に合
わせた更生材をスポッとはめて隙間を充てんし、再
度斜壁をかぶせるといった自立型のものや、中に人
が入って防食被覆材を塗布するものなどがありま
す。蓋については、長寿命化という視点での次世代
型の導入などは検討していません。ただ、耐スリッ
プ性能を上げる蓋は、苦情等もありますので導入を
検討しています。
小堀（名古屋市）：開削での管きょの改築の際は、マ
ンホールも改築しています。ただ、中大口径の管更
生工事では、マンホールの改築は財政面からかなり
難しいのが現状です。緊急を要する所を改築した事
例はありますが、あくまでも限定的です。また、長
寿命化を目的としての次世代型の蓋も採用していま
せん。ただし、自転車専用道を道路管理者が設置し
た場合は、アスファルトと同程度の耐スリップ性能
が必要との道路管理者の命により、そういった蓋を
使用したことはあります。
眞崎（福岡市）：本市では、管きょの調査時に本管と
蓋、マンホールを同時に調査し、不具合が発見され
た場合は、同時に改築を行っています。この場合、
管きょは更生工法を採用しますが、マンホールは開
削で対処しています。現在、腐食環境の一つである
高落差箇所の調査がほぼ完了してきましたので、そ
の結果次第では段差が大きい、大深度である箇所な
どは更生工法が有利になりますので、管理部署から
も技術部署に対して検討の要請をしているところで
す。次世代型の蓋につきましては、採用に向けて設
置基準などを技術部署で検討を進めています。
大阪市（代理：井坂）：大阪市はマンホールの改築に
つきましては、本管の改築に合わせて実施していま
す。現在注目されている次世代の高品位型マンホー
ルは平成26年から採用しています。片側 2 車線以上
の道路上のマンホールをはじめ、蓋の飛散、開放な
どのリスクが高い所などを中心に設置工事を進めて
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います。
荒木（管路協）：更生工事の設計手法は白本で明確化
されていますが、マンホールについては若干おざな
りにされている感は否めません。ヒューム管と同じ
コンクリート構造物ですので、同様の老朽化対策が
必要なことは明白ですが、やはり予算等の兼ね合い
があるのだと思います。硫化水素による腐食は、液
相部よりも気相部のほうが大きく影響を受けます。
マンホールは、そのほとんどが気相部にあたります
ので、修繕等の対策も計画的に実施されることが望
ましいと考えられます。参考資料としては、下水道
機構の「下水道用マンホール改築・修繕工法に関す
る技術資料」、下水道事業支援センターの「下水道コ
ンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マ
ニュアル」、当協会の「マンホールの改築及び修繕に
関する設計・施工の手引き」があります。
　ちなみに、マンホール内の修繕ですと塗布型や
シート型のライニングのイメージを持たれている方
が多いかと思いますが、管更生と同じ材料や施工方
法の技術もあります。また、蓋に関しましては、耐
用年数が車道部で15年、その他の設置状況で30年と
されております。こちらは道路環境に大きく影響を
受けますので、スリップ事故防止等の観点からも定
期的な経過観察と計画的な交換が必要と思われま
す。近年の豪雨時の飛散防止策として、圧力開放型
の蓋の採用など、適性を踏まえた活用方法の検討が
必要かと思います。
三品（管路協）：マンホールの更生工法は金額が高い
というイメージがありますが、マンホールは既製品
が多くて、多少、腐食や劣化しても強度的にはほと
んど問題ありません。それなら防食でいけるのでは
ないかというような書き方を手引きやマニュアルで
はしています。ただ、防食はこれまで10年保証しか
なかったので、それではとてもマンホールの改築に
は使えないということになっていました。しかし、
最近では技術が進化して、50年もつような防食も出
てきたと聞いていますので、今後は防食技術も検討
されてはいかがかと思います。
長谷川（管路協）：参考程度に聞いていただきたいの
ですが、海外ではプラスチック製のマンホール蓋が
あったり、鉄の蓋でも手で開けられるものもありま

す。もちろん丈夫な鋳物製のものがいいとは思いま
すが、なにもこれだけにとらわれるのではなくて、
もっと視野を広げて考えたほうがいいように思いま
す。躯体そのものも精度が高いので、防食でもいい
のではないでしょうか。
井坂（管路協）：さきほど紹介のあった管路協の手引
きの見直しの際には、やはり管きょとマンホールは
一体なので、マンホールの改築も、という声があり
ます。そこで、皆様にお聞きしたいのは、コスト重
視の観点からの見直しが必要かどうかです。コスト
が高い防食で50年もつ技術があれば、取り入れてい
きたいと考えますか。
眞崎（福岡市）：コスト重視というわけではないと思
います。現在、改築を重点的に行っているのは市の
中心部の管きょで、交通管理上の制約などから、開
削が非常に厳しい場所です。できればすべて更生工
法で施工したいのですが、マンホールの更生に関し
ては、現在のところ市の基準が定まっていない状況
であり、ある程度の補修と蓋の取替え、斜壁部分の
交換といったところにとどまっています。また、地
下埋設物があるため開削できない場所もあるので、
少々高額でも更生や防食工法を使わざるを得ない状
況はあると思います。
井坂（管路協）：例えば、年間100万円かかる技術で
10年保証と、200万円かかるけれども50年保証とで
は、年単価にすると安価になりますよね。そういう
観点だったら納得していただけるのでしょうか。
眞崎（福岡市）：そうですね。そういう技術であれば
採用する可能性はあります。
上條（広島市）：ご意見をありがとうございます。マ
ンホールについては、防食での対応など、伺った技
術を検討しながら、また新たな技術展開なども見据
えて考えていきたいと思います。

2）地下水位が高い地域での更生工事について

小堀（名古屋市）：地下水位が高い地区で自立管の更
生工法を採用したときに、施工が完了して取付管の
穴を開けたところ、既設管のクラックや破損部から
入った地下水が、既設管と更生管の隙間を通って、
取付管の穴を開けたところから本管内に浸入してく
るという事例がありました。そこに支管一体型の部
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分補修を追加施工して止水しましたが、非常に高額
になってしまいました。そこで、このような地下水
位が高いところでの自立管の更生で、どのような止
水方法があるのかをお聞きしたいと思います。
加藤（仙台市）：現在メインで進めている管更生工事
は、河岸段丘の上の地区ですので、地下水位が高い
という事例がありません。
永田（東京都）：自立管の更生工事前に行う浸入水対
策や施工基準はありません。程度にもよりますが、
浸入水がある場合は、非開削の止水工事や開削工事
による部分取り替えで対処しています。
上條（広島市）：提示いただいた事例はありません
が、本管の施工前に浸入水が確認された場合は、前
処理で止水しています。今のところ、施工の基準な
どは定めていません。過去の資料などを見ると、地
下水が管底よりも60㎝ほど高くなると浸入水が多く
なると書いてありますので、そういった箇所では事
前の取付管口の処理を行っています。確かにお金も
かかりますが、今のところはこの対処方法が主流で
す。
眞崎（福岡市）：同様に、基本的には止水後に管更生
を行いますが、その対応に苦慮している状況です。
中大口径であれば部分的に止水することもできます
が、小口径の場合はやむなく部分布設替えをしてか
ら管更生を行っています。
宮川（管路協）：自立管の更生工法の施工範囲として
は、地下水圧として0.05MPa以下、あるいは浸入水
として0.5～2.0ℓ/分以下といった施工条件が示され
ています。これでも地下水圧としては高いほうかも
しれませんが、既設管との隙間からクラック等を伝
わって地下水が浸透してくる事例はあります。それ
を完全に止水するには、やはり取付管口一体型の更
生工法、部分補修に頼らざるを得ません。開削で外
側から管口の処理を行う方法もあるとは思います
が、止水を完全に止めるのであれば、一体型を使用
していただきたいと思います。
小堀（名古屋市）：ご意見ありがとうございます。地
域的に地下水位が高い所はわかっていますので、既
設管の状況と工法の選定というところで当面やって
いこうと思います。また何か新しい技術の提案等が
ありましたら、よろしくお願いします。

3）�製管工法施工後の管きょにおける新規取付管施

工について

小堀（名古屋市）：新築の家屋に新規の取付けを行っ
た時に、製管工法で施工した更生管きょに削孔する
というケースがありました。その際に、更生材を固
定している鋼製リングを削孔機が切断してしまい、
更生材がペロッと剥がれ落ちてしまったのです。工
法協会に確認したところ、リングを避けてほしいと
のことでしたが、鋼製リングは数十センチピッチで
入っているので、取付管の径が150だったりすると相
当厳しい状況です。他の工法協会にも聞いてみまし
たが、そこまで考慮して協議や検討がされているも
のはないと聞いています。レアケースかもしれませ
んが、何かいい方法があれば教えていただきたいと
思います。
加藤（仙台市）：同様の事例は確認できていません。
もしかするとあるのかもしれませんが、報告として
は上がっていない状況です。
永田（東京都）：同じく、このような事例は発生して
いません。製管工法の種類によっては、リングを使っ
ていない工法もありますので、事前にそういう事例
が発生するとわかっていれば、工法を変えるのも手
段の一つではないかと思います。
上條（広島市）：同じく、そういった事例がありませ
んので、対処方法を持ち合わせてはいません。考え
られる確認方法とすれば、支管部の削孔の際に仮に
小さい穴で削孔するとか、非破壊検査で鉄筋などを
調べるような方法があるかと思いますが、有効な手
法は思いつきません。
眞崎（福岡市）：同様の事例はありませんが、このよ
うな場合は手探りで、直接確認するしかないかと考
えています。製管工法であれば、比較的大きい口径
の管きょになりますので、中に人が入れれば、鉄筋
探査などで探るという方法もあるとは思います。
宮川（管路協）：複合管の製管工法ということですか
ら、既設管の中に鋼製リングを組み立てて、その鋼
製リングに更生材を嵌合する工法だと思われるので
すが、やはり比較的大口径ですから、人が中に入っ
て確認することが必要だと思われます。鉄筋探査の
電磁波レーダーを使った持ち運びができる機器もあ
りますので、なるべく中から削孔していただければ
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と思います。
小堀（名古屋市）：この現場では、内側から人が直し
に行けたと思いますが、例えば口径800の場合は人が
入れないわけです。 1 カ所の取付けをするために、
管の中に入って鉄筋探査をして、管からの距離と取
付け位置の微妙な接点を内と外でどれほどの精度で
やり取りできるかを考えると、かなり厳しいですよ
ね。しかも、技術的に可能であっても、工事をする
業者の力量と費用を考えると、あまり現実的ではあ
りません。工法選定の際も、工法協会側からそういっ
た提案もありませんので、悩ましい課題だなと思っ
ています。
玉置（管路協）：管更生を行う際に、そこで要求され
る性能を照査して、各工法がこの口径ならこのやり
方でという提案があるのだと思います。例えば、あ
る工法は補強鉄筋を入れなければならない、ある工
法は鋼製リングを入れなければならない、ある工法
は必要ないというふうになるでしょう。その中から
現場の状況で今後取付管削孔の可能性があるのであ
れば、特記事項でその工法を除外していただくのが
一番なのかなと思います。
小堀（名古屋市）：われわれが公共工事を発注すると
きの制約にはそれなりの後ろ盾なども必要です。あ
る工法が外からの削孔ができる技術を作って、それ
を第三者機関が認定していただくといいんですが。
いろいろな工法がある中で、そのあたりが悩ましい
ところですが、今後はさらにヒアリングを重ねなが
ら、もっといい方法を考えていきたいと思っていま
す。

4．維持管理体制または災害対応について

1）マンホールポンプ施設の災害対応について

札幌市（代理：井坂）：札幌市では、平成30年に発生
した北海道胆振東部地震において、想定外のブラッ
クアウトになり、マンホールポンプが動作不能にな
りました。昼夜パトロールを行って発電機やバ
キューム車で対応し、なんとか乗り切りました。大
きなポンプ場は自家発電機を備えていますが、マン
ホールポンプ施設はそうした設備を有しているわけ
ではありません。そのため、現在、今回の地震を踏
まえたBCPとマニュアルの見直しを進めているとこ

ろですが、各都市におけるマンホールポンプ施設の
停電時対応についてお聞かせください。
加藤（仙台市）：マンホールポンプ施設に対しては特
に停電対策をとっていません。停電の際はバキュー
ムでの対応ということになると思います。東日本大
震災では、長いところで 2 週間程度停電になりまし
たが、断水もあり、また多くの市民が避難所にいた
ため、マンホールポンプで送水する量そのものが少
なかったのだと推測しています。ただ、今後はどの
ような状況が発生するかわかりませんので、検討を
進めていきたいと考えています。
永田（東京都）：現在、39カ所のマンホールポンプが
ありますが、停電の際には発電車と吸引車で対応す
ることを想定しています。緊急時の対応として、下
水道メンテナンス協同組合に故障処理作業を委託し
ていまして、そこで常に人員と必要機材を確保して
いただいています。実際に東日本大震災でも一部の
マンホールポンプで停電などが起こりましたが、発
電車と吸引車で対応しました。
小堀（名古屋市）：マンホールポンプは22カ所ありま
すが、平成30年の台風で停電が発生して、そのほと
んどが停止しました。その時は年間契約している清
掃業者のバキューム車を中心に管路協のメンバーに
もご協力いただいて、発電機とバキューム車で対応
しました。その後も毎年業者さんと契約して、体制
を整えているという状況です。
上條（広島市）：本市では下水道局で公共下水道、特
定環境保護下水道以外にも農業集落排水、市営浄化
槽という 3 つの事業を所管しています。特環を含む
公共下水道については70基の汚水マンホールポンプ
がありますが、これらについては自家発は有してい
ません。一方、農業集落排水に関しては、122基のマ
ンホールポンプのうち、対象人口が1000人を超える
11カ所については自家発電機をつないでいます。自
家発がない所は、非常時の停電時間をおおむね 2 時
間以内と想定して、マンホール内に汚水を貯留する
ことを考えています。それ以上の停電は、すべての
マンホールポンプで可搬式の発電機あるいはバ
キューム処理を行います。
眞崎（福岡市）：マンホールポンプについては、停電
時に可搬式の発電機を車両に乗せてマンホールポン
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プを巡回する体制をとっており、訓練等も定期的に
実施しています。現在、本市は 6 つの単独処理場を
有し、マンホールポンプは処理区内に60カ所あり、
処理場を管轄する部署が一括管理しています。発電
機は14台確保しており、停電時には 3 ～ 5 箇所のマ
ンホールポンプを 1 台で巡回する想定です。また、
管内貯留も 2 時間程度は可能と考えており、貯留し
た汚水は30分ぐらいで排水できる想定です。しかし
ながら、ブラックアウトが生じた場合は市内全域で
一斉停電することとなり、発生のタイミングは地震
時だけでなく台風時の可能性もあるため、今後はさ
らなる発電機の台数や人員の増強を進めていきたい
と考えています。
小島�（管路協）：弊社は、東京都下の奥多摩町からマ
ンホールポンプの運転維持管理業務を受託していま
す。奥多摩町は非常に風光明媚な所ですが、一方で、
山間部ゆえに日常の緊急対応での運転・維持管理業
務はそれなりの難しさもあります。弊社の中村から
説明いたします。
中村�（管路協）：奥多摩町では98カ所のマンホール
ポンプ施設を有しています。対応は、われわれ維持
管理業者を中心に、必要に応じて関係協力会社、支
援自治体にも連絡しています。箇所数が膨大となる
ので、災害時は遠方監視装置で停電故障箇所を把握
して、その中で特に緊急性の高い箇所を順位付けし
ており、優先的に対応します。外部端子またはプラ
グ付きコンセントで発電機を使用しての運転が可能
なため、電気設備機能に障害がなければ、発電機に
よる運転および吸引車により対応します。停電が長
期間にわたる場合は、対象区域の住民に下水道の使
用自粛を呼びかけます。課題といたしましては、奥
多摩町の下水道幹線は東西に延びたかたちとなって
おり、周辺自治体からの応援もほぼ一本道となるた
め移動に時間がかかります。また、土砂崩れなどが
発生した場合でも迂回ルートに乏しく、現地到着ま
でにさらに時間がかかることが予想されます。また、
過去の事例として、停電時に電力会社による復電作
業が行われたんですが、順次上流側から行われて
いったので、それに合わせて汲み取り等の対応も行
わなければならないということがありました。
大阪市（代理：井坂）：現在、大阪市では、133カ所

の施設を有していますが、クラウド監視によって水
位などを把握しています。有事の際は、必要に応じ
てバキューム車やベビーポンプで対応しています。
ただ、移動式発電機等については、本市も包括的民
間委託業者も保有していません。実際にブラックア
ウトになった場合、クラウド監視が使えませんし、
小型のベビーポンプ等での対応もかなり限定的で
す。今後は電源車等の導入検討を進めていきたいと
考えています。
永田（東京都）：広範囲のブラックアウトとなると、
発電機の数よりも二次的に燃料の確保が大変になる
と思います。電源が必要になるのは、マンホールポ
ンプだけではなくて水再生センター、汚水ポンプ所
等もあります。そういうところには非常用発電機の
整備を進めていまして、ほぼ完了する状況ですが、
いろいろな石油組合と協定は結んではいるものの、
燃料の奪い合いになることは必至で、そこをどうす
るかは今後の課題だと考えています。
栗原（国交省）：北海道胆振東部地震の際には、経済
産業省が音頭をとり、各省庁に対し優先的に燃料を
供給してほしい施設をリストアップしてほしいとい
う依頼がありました。今後も災害で広範囲のブラッ
クアウトが発生した場合には、燃料の優先供給に関
し、経済産業省が国交省を通じて自治体と調整を取
ることが想定されますが、政府としては真に必要な
ところにきちんと供給されるよう対応したいと思い
ます。また、国交省も今般の台風15号、19号の風水
害等を受けて、BCPマニュアルの改定作業を行って
います。地震で発生するブラックアウトとは状況が
違うこともありますので、これも皆さまと議論を深
めながら改定作業を進めていきたいと思っています。
加藤（仙台市）：東日本大震災の時には、燃料を優先
的に回してもらえる話があっても、結局は回ってこ
ないということがたびたびありました。その経験を
踏まえて、燃料の備蓄をポンプ場の空いている土地
で行っています。 1 年ほどで古い燃料を変えていか
なくてはいけないので、その燃料をどうするかが課
題ですが、燃料の供給が途絶えた場合でも、最低限
どこか重要なところだけでも動かせるような、そん
な工夫をしています。
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2）IoT、ICTの取組みについて

眞崎（福岡市）：国土交通省では、ICTを活用して下
水道事業の質や効率性の向上、情報の見える化等を
行い「持続」と「進化」を実践するという新たな取
組み「i-Gesuido」を推進されています。本市でも、
少しずつそういった取組みを進めており、タブレッ
ト端末や高画質展開カメラなどの導入を検討してい
ます。そこで、IoTやICTなどを活用した事例等があ
りましたら、ぜひご教示いただきたいと思います。
加藤（仙台市）：まだ具体的な活用方法などについて
は検討していませんが、TVカメラ調査のデータな
どは、AIを使って劣化状況を判断することができれ
ば、かなり効率化できますし、判断のばらつきもな
くなると思います。そういう技術が早く開発される
ことを期待しています。また、タブレット端末は、
防災の観点からですが、端末を現場に持ち込んで、
調査結果を入力してそのまま集約できますから、紙
ベースに比べて格段にデータを集められます。ただ、
やはり情報セキュリティの関係で、タブレット端末
を普段から持ち出せるかというと難しいでしょう
ね。持ち出すデータを選べばいいのかもしれません
が。
永田（東京都）：処理場、ポンプ所では運転管理や維
持管理にICT技術が使われていますが、管路の管理
に活用するのはなかなか難しいと思います。降雨情
報システムは、雨雲レーダーを 2 基設けて、都内の
雨の降り方を把握するものですが、これは、処理場
の運転だけでなく、管路管理にも一部役立っていま
す。IoT技術としては、23区の各出張所へのタブレッ
ト端末導入を進めています。何かしら緊急対応が必
要なときには、それを持参してもらって、事務所ま
たは本庁にそのデータを送ってもらうことで、すぐ
にその情報を把握して対応できるような体制づくり
を進めているところです。
小堀（名古屋市）：名古屋はこの分野では周回遅れ的
なところがありまして、ようやくタブレットの導入
を検討しているという状況です。
上條（広島市）：令和 3 年度からのアセットマネジメ
ントの導入に向けて動いているところで、そのため
の台帳システムの再構築も現在進めています。膨大
な量の情報を管理していくことも台帳システムの重

要な役割だと考えています。この台帳システムを用
いて維持管理情報の共有化、改築・更新のリスク評
価、優先順位の判定、事業費の算出ということが行
えるようなシステムにしたいと考えています。
大阪市（代理：井坂）：大阪市では、ICTを活用した
総合的な段階型管路システムの確立ということで、
B-DASH事業として平成30年から取り組んでいま
す。実施事業者は、クリアウォーターOSAKAと日
本下水道事業団との 3 者ですが、大阪市を実証
フィールドに、ICTによって管路の点検調査データ
の効率的な収集システムを構築していくことが目的
です。すでに 2 年目に突入していまして、タブレッ
トによる入力、劣化予測システムの膨大なデータを
入れる際にどういった方法があるのかなどを実証し
ていますので、今後注目していただければと思いま
す。また、ICT技術は、いろいろな企業でシステム
開発が進められています。ただ、皆様が実際に導入
する場合は、コスト面などハードルの高い問題もあ
ると思いますので、ぜひ新しい情報をキャッチして、
検討していただければと思っています。
眞崎（福岡市）：本市の下水道管きょの総延長は、現
在約7200㎞で、そのうち汚水管などの暗渠延長は約
4900kmありますが、暗きょ部のTVカメラ調査を計
画的に開始したのが平成元年くらいからで、この間
の調査延長は2000㎞ほどの実績です。今後50年経過
管が増えてくる中で、調査の効率化は大きな課題と
考えていますので、IoTやICT技術の進歩に合わせ
て、情報提供いただければと思います。

3）管路施設包括的民間委託について

加藤（仙台市）：将来的な職員数の減少が差し迫って
いる中で、民間のノウハウを活かすことができるよ
うな包括的民間委託の導入に向けて少しずつ整備を
始めているところですが、実際に委託をした際のメ
リット、受託する側のデメリットなどさまざまな課
題もあります。また、地元企業の育成とか、民間企
業にどこまで責任を持ってやっていただくのかな
ど、いろいろな観点から皆様のご意見を伺いたいの
ですが。
永田（東京都）：包括的民間委託は、予防保全型に移
行しているかによって、委託の内容も変わってくる
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と思います。当然、実施するには、管路の建設時や
維持管理の情報がちゃんと把握できていないと、性
能発注に当たっての設定が難しいのではないかと思
います。平常時の管理から緊急時の対応までお願い
することを考えると、地元の企業を育成する必要も
あるでしょう。区部の現状は、政策連携団体である
東京都下水道サービスに平成16年から委託を開始し
まして、31年度はすべてそこに委託しています。現
在は下水道局との役割分担の見直しも含めて、新た
な運営手法を検討しているところです。
小堀（名古屋市）：今のところは包括的な民間委託は
検討していない状況です。やはりどういう性能発注
手法があって、それを適正に評価できるのかどうか
が難しいところです。現在は業務のほとんどが委託
になっていて、調査、清掃などはある程度長い期間
で契約しますが、陥没や閉塞などの緊急対応は単価
契約で年間契約している状況です。この取組みを始
めて 2 年経ったところですが、企業の協力も得なが
らいい方向へと進んでいると感じています。
上條（広島市）：管路施設については、膨大なストッ
クの健全性の維持のために体制の見直しが急務と
なっています。現在、管路管理については市の職員
で対応していますが、実際問題として人員が足りて
おらず、緊急対応すらままならない状況に陥ってい
ます。今後は、包括的民間委託等の導入のための検
討を行っていこうと考えていますので、皆様からの
有益な情報を参考にさせていただきたいと思います。
眞崎（福岡市）：本市でも包括的な民間委託等は行っ
ていません。処理場施設については汚泥燃料化施設
をDBO方式で整備中のものはありますが、管路につ
いては、公共の道路の中に埋設していることから、
破損や陥没など突発的に生じる事故等に対して、保
証等が発生した場合に責任分界点をどうするかと
いった議論があります。また、既設の管路状況の全
容が把握できていない中では、委託エリアの区分が
難しいことや現行の人員体制とのバランスもどう調
整していくべきかなど課題も多く、包括的な民間委
託は時代の流れとして必要性は感じていますが、ま
だ具体の検討まで踏み込んでいない状況です。
大阪市（代理：井坂）：大阪市では経営形態見直しの
一環として、100％出資のクリアウォーターOSAKA

を設立して、全施設の運転維持管理について平成29
年度から 5 年契約で包括業務委託をしています。メ
リットとしては、民間企業として多様な雇用形態が
とれるので、全体としてコスト縮減が図れたという
点です。また、点検と修繕を一体とした業務内容で
すので、迅速な修繕が可能となり、事業の安定化と
質の高い市民サービスが構築できました。将来的に
は、総合的なマネジメント契約を結ぶ必要があると
考えています。実際、市の直営時に維持管理を担っ
ていた現業職員がほぼ全員転籍しましたので、サー
ビスの水準は全く変わっていません。ただ、市の職
員に維持管理のノウハウが蓄積しない、技術が継承
できないことが大きな課題となっています。
深谷（管路協）：発注者の考えている包括的民間委託
による効果と、受注者が期待している効果の間には、
大きなギャップがあります。例えば、創意工夫とか
自由度があるように言われていますが、中身を見る
と仕様発注ですし、そこに交付金の対象事業という
ことが絡んでくると年度予算も決まっていますの
で、実施する地域や費用に制約条件が出てきて、自
由度が失われることになります。一方で、発注者が
求める管理水準はかなり高くて、さまざまな制約の
中で企業体が対応できる作業内容には限界が出てき
ます。特に苦情対応とか緊急的な補修とか、先の読
めない業務への対応が難しいと思います。この
ギャップを埋める方法としては、サウンディング調
査、事前に課題を洗い出すこと、また、想定外の事
情が出てきた時には、発注者と受注者が歩み寄って
柔軟な対応を取っていくことが必要になってくると
思います。
栗原（国交省）：包括的民間委託の導入状況は、処理
施設で471施設、管路は29件となっています。最近は
管路も導入事例が増えてきましたが、お話のような
課題があることは認識しており、現在、ガイドライ
ンの見直しに向け委員会を立ち上げ議論を進めてい
るところです。課題として挙がった点についても、
少しでも皆様の不安を払拭できるようなガイドライ
ンにしていきたいと思います。また、個別の案件形
成ということでは、国交省ではコンセッション事業
を含め、自治体の皆様へ先進事例やノウハウの提供
などに取り組んでおります。
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加藤（仙台市）：それぞれの地域で見方が違うという
ことがわかりました。今後は仕様発注からできる限
り性能発注にしたいと考えていますが、検討を行う
際には、またご相談させていただきたいと思います。

4）管路の延命化と維持管理

井坂（管路協）：コンクリート管の耐用年数は50年と
言われていますが、ストックマネジメントによって
それぞれの都市で75年や80年という数値を設定して
きています。その基になるのが通常行われる調査や
補修ですが、その方法は都市によって異なり、方針
や財政状況によっても変わります。そこで、管路の
調査や修繕・改築についてどのような方針を持って
いるのか、また、その見直しを考えていらっしゃる
かどうかをお聞きしたいと思っています。さらに、
日頃の維持管理によって管路の寿命が延び、修繕・
改築費の削減が図れていると思いますが、その前提
としての、既設管の残存耐用年数の調査を行ってい
るのかについてもお聞かせいただきたいと思います。
加藤（仙台市）：調査につきましては、排除方式や管
種ごとに劣化予測を行っており、影響度によって調
査の箇所を選定してTVカメラ調査を進めていま
す。点検方法として目視調査も昨年まで進めていた
んですが、目視調査で大丈夫だった箇所が数年後に
陥没したり、上からの目視だけではきちんと判別で
きないのではないかということで、手法の見直しを
検討しています。TVカメラ調査の判定基準は市独
自のもので、少し一般的な判定基準と違いますが、
これにより改築・修繕を行っている状況です。劣化
予測につきましても、マルコフ劣化ハザードモデル
による劣化予測への見直しを進めています。やはり
調査した管があと何年持つのかがカメラなどで特定
できればいいとは思いますので、今後の技術開発に
期待しているところです。
永田（東京都）：調査については、先ほどお話しまし
たので割愛して、次の修繕・改築についてですが、
区部を三分割して古い時代に整備したところから再
構築を行っています。TVカメラ調査等で老朽度や
傷んでいる割合を判定して、健全で使えるものはそ
のまま使いますし、悪いものは管更生や入れ替えを
行っています。見直しについては、社会情勢によっ

ても変わってきますので、 5 年ごとに経営計画を策
定しています。現在の経営計画は2020までですので、
来年見直しがありますが、既設管の残存耐用年数に
ついてはデータがありません。
小堀（名古屋市）：調査頻度は先ほどお話しした通り
です。改築と修繕は基本的には調査結果に基づいて
行いますが、重要な路線については、 5 年に 1 度調
査し、耐震性がないとなれば、50年未満でも実施し
ています。この方針に変更したのは最近のことです
ので、今のところ見直しは考えていません。残存耐
用年数についてはまだそこまで至っていません。個
人的には、調査から既設管の劣化度を測ることがで
きれば、その後の対応が変わると思いますので、検
討していく価値はあると思っています。
上條（広島市）：点検調査の頻度については表の通り
です。緊急度の高い管きょのストックが多いため、
結果的に改築・更新を進めているという状況です。
調査がより進んでデータが蓄積できましたら、予防
保全型の修繕を積極的に行っていきたいと考えてい
ます。見直しについては現段階では考えていません
が、事業の進捗や管路の調査結果の蓄積状況を見な
がら検討したいと思っています。既設管の残存耐用
年数は、データの数が少なく、現時点では調査の頻
度を出した程度ですので、今後データの蓄積を基に
検討が進められればと考えています。

点検・調査の頻度

区分 点検頻度 調査頻度
最重要管理 5 年 10年

通常管理
（腐食環境下）

コンクリート
系管きょ 11年 22年

その他管きょ 11年 44年

通常管理
（一般環境下）

コンクリート
系管きょ 18年 36年

その他管きょ 18年 72年

眞崎（福岡市）：点検・調査はストックマネジメント
計画に定めた基準で行っています。一般環境下はお
おむね10年に 1 度の点検、30年から50年に 1 度の調
査としています。腐食環境下は下水道法に定められ
ている 5 年に 1 度の点検と15年に 1 度の調査を実施
しています。改築・修繕は、調査結果に基づいてLCC
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を算定し、改築か修繕かを判定しています。先ほど
お話したように、1973年以前に布設された古い規格
の陶管は健全であっても構造や強度の面から破損し
やすいと判断しており、改築を優先的に行っていま
す。基準の見直しについては現段階では未定です。
残存耐用年数については、現在、全国的な道路陥没
の傾向や本市の過去の調査結果などいろいろな情報
を踏まえて、将来的な健全度の劣化曲線を算出し、
目標管理年数を定めていますので、これを基に改築
を進めていくことにしています。最近ようやく古い
管きょの調査が終わった段階で、今後少しずつ年代
の新しい管きょの調査に入っていくため、その結果
によっては目標管理年数も変わってくるのではない
かと考えています。
井坂（管路協）：政令市でも年間に10件とか20件と
いったのデータしか取れないでしょうから、できま
したらどこか中央の研究所でまとめていかれたらど
うかと思っているのですけれども。
南山（国総研）：まだまだわかっていないことも、や
らなければいけないことも多い分野かと思います
が、引き続き、知見の整理、蓄積が必要だというこ
とは共通認識ではないかと思います。

5．資格活用

井坂（管路協）：技術の継承が大きな課題となってい
る中で、当協会では下水道管路管理技士の資格制度
に取り組んでいますが、例えば指名競争入札の際に
そういった資格を持っている企業を優先的に選択す
るとか、総合評価方式で加点する要件にするとか、
さらには包括的民間委託を行う場合の条件にすると
いったことが可能なのかどうかをお伺いします。
加藤（仙台市）：調査業務を含め、いろいろな業務を
発注していますが、有資格者の配置を条件にすると、
特定の企業に業務が集中し、業務の遅延も懸念され
ます。更生工事の場合は、管路更生管理技士、管路
管理専門技師の配置を要件にしていますが、調査の
ほうは受注された企業も人手不足で業務が進まない
という事例もありましたので、なかなか進められな
い状況です。

永田（東京都）：仕様書では資格を有していることを
条件とはしていませんが、調査工を発注する際には
経歴書に資格の有無を書いていただいています。例
えば、今年の調査工では、約 1 割程度の方が資格を
有していらっしゃいました。ただ、全面的に資格を
条件にすることは難しいと思います。
小堀（名古屋市）：調査・清掃業務委託に関しては、
主任技師、専門技士を配置要件にしています。
上條（広島市）：今年度から点検業務については会社
の業務実績の代わりに管路協の資格を持っている調
査員を配置することを入札条件にしています。また、
総合評価に関するものおよび包括民間委託に関する
ものについての資格者配置に関する要件設定につい
ては、今後の検討材料にしたいと考えています。
眞崎（福岡市）：清掃・調査業務においては委託業者
の選定要領を定め、資格者配置を必須条件の一つと
しています。清掃業務については管路管理技士の資
格者を有すること、調査業務については下水道管理
技術認定試験もしくは管路管理技士の資格を有する
ことを求めています。道路下水道局のホームページ
に様式等は掲載させていただいています。
栗原（国交省）：資格の活用に関しましては、国交省
全体でも公共工事に関する品質の確保に向け重要性
を認識しており、取組の一環として、国土交通大臣
登録資格を定めています。これは、国家資格とは別
に、民間団体等が運営している一定水準の技術力を
有する資格について国土交通省が登録する制度で
す。下水道分野では、管路協の下水道管路管理主任
技士と下水道管路管理専門技士の調査部門、RCCM
という建設コンサルタンツ協会の資格があります。
また、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイ
ドライン」にも更生工事については下水道管路管理
専門技士の積極的な活用等に努めるという記載があ
りますので、ぜひともご活用いただいて、品質確保
に努めていただければと思います。
南山（国総研）：下水管路の管理にかかわる課題や経
験を持ち寄り、有意義な情報交換ができたと思いま
す。本日は長時間にわたり貴重なご意見をいただき、
ありがとうございました。
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令和元年度

下水道管路管理セミナー
ダ イ ジ ェ ス ト

　管路協では、令和元年₁₁月₂₀日に下水道管路管理セミナーを開催しました。今後増加
が見込まれる老朽管の改築を限られた人員と予算の中でいかに進めていくかについ
て、「更新を迎える管路の延命化と改築計画の標準化」をテーマとして、国総研、東京都、
大阪市、名古屋市、仙台市から発表していただきました。その内容をダイジェスト版で
紹介します。 （講演内容および講演者の役職はセミナー開催当時のものです）
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下水道管路管理に関する
国総研の調査研究について

国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部下水道研究室
川島 弘靖

　平成29年度末時点の全国の管路延長は約47万㎞あ
り、そのうち50年経過管が約1.7万㎞で全体の 4 ％程
度ですが、今後、加速度的にその割合が増加するこ
とが見込まれています。また、管路の老朽化に伴う
道路陥没も発生しており、平成29年度には下水道管
路起因の道路陥没が約3,000件発生しました。
　このような背景があり、国交省では平成27年度に
下水道法を改正し、維持修繕基準を設置しました。
特に、腐食のおそれの大きい箇所については 5 年に
1 回以上の頻度での点検を義務付けています。
　今後さらに財源等が制約されていく中で、適切に
管理していくためには、短期的（ 5 年程度）な部分
最適での改築ではなく、中長期的な視点で下水道事
業全体の今後の老朽化の進展状況を捉えて、優先順
位をつけながら施設の改築を進め、事業費（年価）
の更なる削減を図ることが重要です。そのためには、
下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しなが
ら維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的
に管理する、ストックマネジメントを実践する必要
があります。

国総研における調査研究

　国総研では、地方公共団体でのストックマネジメ
ントの導入を支援するために、主に管きょの点検調
査の効率化・高速化を目的に、リスク評価、机上ス
クリーニング手法の検討および効率的な点検調査機
器の開発に取り組んでいます。
（1）健全率予測式

　健全率予測式は管きょのTVカメラ調査結果を基
に、劣化のみられる管きょの割合の経年変化を表し
た式です。現在の予測式は平成29年に公表したもの
で、約28万スパンのTVカメラ調査結果から作成し
ました。健全率予測式は、点検調査計画の策定や改
築需要量予測への活用が可能です。

（2）道路陥没データの収集・分析

　平成18年度から道路陥没データの収集や分析をし
ています。その結果、経過年数30年を超えると道路
陥没の割合が増加すること、また製品規格の関係で
昭和50年以前に設置された管きょに多い傾向にある
ことが分かりました。原因施設としては取付け管、
管種別では陶管に多い傾向があります。そこで取付
け管に陶管を使用している箇所では、塩ビ管に取替
えることで、道路陥没を未然に防ぐといった対応が
考えられます。
（3）管きょの健康寿命

　健康寿命とは、布設された管きょが改築または廃
止を要する状況には至らないまでも何らかの障害が
発生し、修繕を要する状況に至る期間のことを指し
ます。点検・調査頻度は健全率予測式と信頼性重視
保全の考え方から設定できますが、初回や 2 回目以
降の調査を行うタイミングを設定するために、健康
寿命を提案しています。
　健康寿命は、健全率予測式から得られる健全率と、
全国の管きょ布設状況データから管種ごとに算出し
ています。例えば、健全な状態から緊急度Ⅲ程度の
不具合が発生する時期を、コンクリート管では約15
年、陶管では約13年、全管種では約21年と算定しま
した。
　このような検討内容を組み合わせて、調査頻度を
設定することを提案しています。施設の重要度の観
点から、重要監視路線と要監視路線、そのほかの路
線に分けて調査頻度を設定することができます。例
えば、重要監視路線であれば事故の発生を完全に防
止または回避する必要があるため、不具合を早期に
発見できるよう、10年サイクルの頻度とします。ま
た、要監視路線では、事故の発生を極力防止するた
め、中程度の不具合発見を目指した頻度で設定する
ものとし、健康寿命を参考にして緊急度Ⅲの発症時
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期を目安に初回調査を行い、 2 回目以降は緊急度Ⅱ
の発症時期を目安として実施する等が考えられます。
　これらの検討内容は国総研のHP等でも公表して
います。特に、点検調査データが少なく、独自の検
討が難しい地方公共団体においては参考にしていた
だけますと幸いです。

下水道革新的技術実証事業�
（B-DASHプロジェクト）

　新技術の研究開発および実用化を加速することに
より、下水道事業におけるライフサイクルコスト縮
減、老朽化対策等を実現することを目的に、下水道
革新的技術実証事業（以下、B-DASHプロジェクト
という）に取り組んでいます。
　B-DASHプロジェクトにより評価された技術は、
普及展開を図るために技術導入ガイドラインを策定
しており、平成30年度には、それまでにガイドライ
ン化した技術についての技術概要や導入効果、導入
時の留意点等の要点をまとめた「B-DASH技術情報
資料」を公表しました。このような資料をご活用い
ただき、積極的に新しい技術の導入を検討いただき
たいと思っております。
　次に、管きょに関わるB-DASHプロジェクトにつ
いて紹介します。現在実証中の事業は、「ICT活用型
管路マネジメント技術」で、維持管理情報のビック

データ解析による効果的なマネジメ
ントサイクルの確立とICTを活用し
た総合的な段階型管路システムの確
立に関する実証事業を行っています。
　さらに、令和元年度からは、AI技
術を活用した実証事業を行っていま
す。「クラウドやAI技術を活用した
効果的なマンホールポンプ管理技
術」はマンホールポンプのスマート
オペレーションの実証です。雨天時
浸入水をテーマにした「AIデータ解
析による効率的な管内異常検知技
術」は、下水温度データや音響デー
タをAIにより解析し、効率的かつ低
コストに雨天時浸入水発生箇所を解
析する技術です。詳細は国総研下水

道研究部下水道研究室HPに掲載していますので、ぜ
ひご覧ください。

マネジメントサイクルの確立に向けて

　平成29年度に新下水道ビジョン加速戦略が発表さ
れ、重点項目の一つにマネジメントサイクルの確立
が位置付けられました。さらに、令和元年 6 月に新
下水道ビジョン加速戦略フォローアップ会合が開催
され、施設の一層の長寿命化に向けて、経過年数や
機能、重要度による影響等を踏まえた、きめ細やか
な修繕基準を整備する方針やICTによる効率的な点
検調査等に向けた技術開発支援といった方針が出さ
れました。
　また、新下水道ビジョンで示された長期ビジョン
や中期目標を達成するために、今後開発すべき技術
等を下水道技術ビジョン（平成27年度策定）にとり
まとめています。さらに下水道技術ビジョンのフォ
ローアップのために、国総研が事務局になり下水道
技術開発会議を開催しており、その中で、全国アン
ケートやヒアリング調査等による技術ニーズの把握
や、重点化して技術開発を行っていくべきものを
ロードマップ重点課題として選定するなどしていま
す。
　ロードマップ重点課題のうち、管路管理関係では

「施設管理の迅速化・低コスト化のための技術開発
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等」、「不明水の実態把握、影響評価と有効な対策の
確立」が挙げられています。また、技術ニーズの調
査においても、多くの地方公共団体からこれらの技
術開発が求められています。

　そこで民間企業の皆さまにおかれましては、マネ
ジメントサイクルの確立に向けて、今後も管路管理
の効率化に資する技術開発をお願いできればと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

予防保全を重視した維持管理による
施設の延命化と計画的な再構築の実施

東京都下水道局建設部管路再構築事業推進専門課長
大岡 隆志

下水道台帳システムの活用

　東京都区部が管理している管きょの延長は 1 万
6,000㎞で、そのうち50年経過管の延長は1,800㎞であ
り、今後20年間で8,900㎞に増加することが見込まれ
ています。
　維持管理は、一般的には巡視、点検、清掃、調査、
修繕・改築の流れで行われています。東京都では下
水道台帳システム「SEMIS」により、巡視、点検、
調査等で得られた管きょ内の情報を速やかに集約し
て、効率的な維持管理を行うとともに今後の計画的
な補修や工事の基礎データに活用しています。
　SEMISには、①台帳内に管径や管種など、完了図
や属性データ等の下水道管基礎情報、②当該場所で
過去に起きた道路陥没の情報や豪雨時の浸水情報の
履歴等の維持管理情報、③調査診断結果を色別で表
示し、管きょを調査した際の内面展開図も閲覧でき
る調査業務支援、④再構築計画や道路陥没対策計画
を策定するに当たっての基礎資料等の対策支援、の
4 つの機能があります。

効率的な管路内調査の実施

　優先度によって調査箇所を重点化し、年間約800㎞
の管きょを調査しています。全体で平均20年に 1 回、
腐食のおそれが大きい箇所については 5 年に 1 回の
頻度で調査を行っています。
　東京都は他都市に比べ管路延長が長いため、管路
内調査を効率的にすべく、ミラー方式TVカメラを

使用して調査を行っています。このカメラの特長と
して、直進しながら円周方向を同時に撮影もできる
ため、調査時間を短縮できます。また、オペレーター
によっても判定に差が出るので、機械的に判定する
技術も備えています。平成22年度から本格的に使用
を開始し、SEMISに展開図化した診断結果と合わせ
て保存しています。

取付け管の改築による道路陥没対策

　取付け管の破損による道路陥没は東京都でも多く
発生しています。2016年度に下水道管に起因する道
路陥没が約460件発生し、そのうち70％以上が取付け
管に起因しています。特に陶管の取付け管の破損が
多くみられています。
　道路陥没対策として、SEMISを活用し過去に道路
陥没が多かった地区を重点地区と名付け、陶管から
塩ビ管への取替えを実施しました。その結果、道路
陥没の発生数が平成10～12年頃に比べ半減しました。
　現在でもこの対策を実施しており、 7 月には東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催
を控えているため、競技会場の周辺22地区と道路陥
没が多い42地区、計64地区で令和元年度中に取付け
管の取替えを完了させる予定です。

枝線再構築の着実な推進

　枝線の再構築については、次の 3 つの方針で進め
ていきます。
　①老朽化対策と合わせ、雨水排除能力の増強や耐
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震性の向上等を効率的に図る「再構築」を計画的に
推進する。
　②アセットマネジメント手法を活用し、法定耐用
年数（50年）より30年程度延命化し、経済的耐用年
数（80年程度）で再構築を行う。
　③中長期的な事業の平準化を図るため、区部を整
備年代により三期に分け、このうち整備年代の古い
都心 4 処理区（第一期再構築エリア）の再構築を優
先して進め、令和11年度までに完了させる。
　前提として、建設当時の雨水整備水準だと、流域
の雨水排除能力が不足することから、再構築後には
現在の雨水整備水準（50㎜/h-80%相当）とし、流域
の雨水排除能力を増強させるように面的整備を推進
していきます。整備方法としては、既設管活用と更
生管または布設替え管および新設管があります。流
下能力を確保できるかがポイントで、既設管活用判
定フローにより整備方法を決定しています。再構築
を行う上で一番効率的な耐用年数を計算した結果、
LCCの年平均費用が最小となる80年と算出しまし
た。そこで、80年を経済的耐用年数と設定し、それ
に基づいて再構築を行っていくと 1 年間に700haの
ペースで整備することになります。
　再構築は、区部を三つのエリアに分けて事業を平
準化しながら進めていきます。現在、都心 4 処理区
の 第 一 期 エ リ ア に 着 手 し て お り、 面 積 が 1 万
6,300ha、管きょ延長は4,500km、管きょの平均経過
年数は62年で、令和11年度に完了予定です。それ以

降は二期、三期と移っていきます。最終的に80年程
度で一巡する予定です。
　重点地区を定めて取付け管の取替えを実施した結
果、道路陥没が半減したと先述しましたが、再構築
事業においても取付け管の取替えを行っており、平
成27年度には再構築整備率が40％の時点で、道路陥
没が 3 割減少しました。平成30年度には整備率が
50％を超え、道路陥没は 1 割程度にまで減少してお
り、着実に再構築の効果が現れています。
　東京都の強みとしてSEMISとミラー方式TVカメ
ラによって、維持管理情報の集約と効率的な調査を
行うことができています。今後も適切に維持管理を
行い、計画的に再構築事業を推進して参ります。

大阪市における管路施設の
ストックマネジメントについて

大阪市建設局下水道部管渠担当課長
湯浅 泰則

　大阪市は1894年より近代的下水道の整備を進めて
きた結果、平成30年度末で管きょの総延長は約4,960
㎞に上り、ほぼ市全域で下水道が普及しています。
そのうち約96％を合流式で整備してきました。同年
度末で標準耐用年数である50年経過管が1,841㎞と

なっており、全体の約37％に当たります。本市では
管きょの健全度を 5 段階で評価しており、50年経過
管の劣化進行状況をみると、早急な対策が求められ
る健全度 1 もしくは 2 を合わせると 7 ％となってい
ます。

の

例

0 50年 80年
延命化

経済的耐用年数

経過年数

法定耐用年数

ライフサイクルコストの
年平均費用が80年程度で
最少となる

8 0 年程度で
再構築

下水道管の経済的耐用年数
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　本市の施設管理方針は、すべての下水道施設を対
象とし、「事業経営の持続性を確保しつつ、品質の高
い下水道サービスを安定して提供するために、ス
トックマネジメントを導入し、計画的・効率的な施
設管理（改築・維持管理）を実施すること」として
おり、管きょの施設管理方法は「状態監視保全」を
基本としています。
　改築更新の優先度は、施設規模や設置条件などに
基づく重要度を、健全度に加味して設定しています。
維持管理についてもこの優先度に基づいて実施しま
すが、下水道法で定められた腐食のおそれの大きい
箇所の点検は別途、頻度を高めて重点的に行います。
巡視・点検などで異状が見られた場合には、TVカメ
ラを用いて詳細調査に移行します。このように劣化
状況を把握することで健全度を判定し、健全度が低
ければ改築更新へ回すPDCAサイクルを繰り返し行
います。

改築更新の優先順位の設定

　下水道施設における特定すべきリスクとしては
様々ありますが、管きょのストックマネジメント計
画でのリスクは管路施設の損傷や劣化に起因するも
のとして、流下阻害による下水道サービスの停止と
道路陥没の発生の 2 つを対象としています。
　リスクの評価方法は、被害の発生確率（健全度で
評価）と被害の大きさ（重要度で評価）をマトリク
スに当てはめ、健全度が低いほど、あるいは重要度
が高いほど、リスクが高いと考えます。このリスク
評価に基づき、優先度を設定し、施設管理を実施し
ていきます。
　重要度の評価方法は、スパン単位とエリア単位の
2 つの視点から指標を設定し、人口密度（40％）、管
径（30％）、地上の利用状況（30％）を加重平均して
評価します。
　健全度の評価は、TVカメラ調査等で 1 スパンご
との劣化状況（変形・クラック、侵食、勾配、目地
不良、浸入水）を点数化し、 5 段階で評価した結果
を健全度としています。
　こういった情報は下水道総合情報システムに格納
しており、属性情報として健全度、巡視・点検・詳
細調査結果などをシステム上に保管し、一元的に管

理しています。

平均寿命の算出

　リスク評価による不具合発生確率の設定方法は
様々ありますが、本市では大学および建設コンサル
タントと共同研究を行い、独自の劣化予測式「マル
コフ劣化ハザードモデル」を用いて劣化予測を実施
しています。劣化予測を行う中で内径の大小が劣化
に影響することが判明したため、内径600㎜未満と以
上の 2 つに分けて予測をしています。
　このモデルを用いて健全度 2 に達する年数を予測
すると、内径600㎜未満では、中央値が約75年、下限
5 ％で約60年になります。内径600㎜以上では、中央
値が約170年、下限 5 ％で約110年と算出しました。
　そこで、内径600㎜未満は中央値の75年を平均的な
寿命として考えることとしました。内径600㎜以上は
データの数が少なく、実際に100年以上経過した管が
ほとんどないため、安全側となる下限 5 ％の110年と
しています。

改築更新の平準化

　この考え方を使い、今後の改築更新を進める方針
として 2 つのケースを検討しています。
　ケース①は時間計画保全で、一定の年数が来た時
点ですべて改築更新する考え方です。内径600㎜未満
の管きょは平均75年であるのに対して下限 5 ％が60
年となるので、60年経過付近から異状が現れ始める
と考え、60年経過した管きょすべてを改築更新する
というシナリオです。
　ケース②は状態監視保全で、管きょの状態を調査
しながら、75年を平均寿命とし、前後15年の幅を持
つ正規分布と仮定して改築更新するシナリオです。
　ケース①の場合、2030年頃にピークに達し、150～
160㎞/年の更新が必要となり、費用のピークは約220
億円/年と想定されました。一方、ケース②の場合、
2048年頃がピークになり、約80㎞/年の更新、費用の
ピークは約130億円/年という結果が得られています。
　今後50年間で比較すると、ケース①は更新が必要
な延長が約4,000㎞に対して費用が約6,000億円かか
ります。一方、ケース②は更新が必要な延長が約
3,000㎞、費用は約4,400億円、また調査をしながら状
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態を監視するので、別途調査費が約 2 億円×50年間
分必要となりますが、両方合算しても総費用は約
4,500億円と、ケース①よりもコストを25％削減でき
るため、ケース②に基づき維持管理を行うことにし
ました。

維持管理（巡視・点検・詳細調査）手法

　改築更新と同様の考え方で、維持管理の頻度も設
定しています。一般環境下にある管きょの巡視は、
健全度 1 ～ 5 を対象に、重要度により 1 年あるいは
7 年に 1 回の頻度としています。点検は、健全度 3
以下を対象に、重要度により 1 年、 3 年、 5 年、 7
年に 1 回の頻度としています。なお、腐食のおそれ
の大きい箇所の点検については、別途定めており、

5 年に 1 回あるいは法令の規定以上となる 3 年に 1
回の頻度で重点的に点検しています。
　詳細調査は、巡視・点検で異状があった時にTVカ
メラによる調査を行いますが、そのほかに50年経過
管で未調査の管きょと、劣化予測により再調査が必
要と判断される管きょを対象に、管内詳細調査計画
を策定することとしました。
　平成28～令和 2 年度までに新たに50年経過する管
きょが約620kmと見積もられたことから、初回調査
を行う管きょを約124km/年としました。同様に再調
査が必要となる管きょを劣化予測から算出し、
50km/年としました。これらを合わせて約174km/年
の詳細調査を行う計画としています。
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なる。

建設時

延長

75年（目標耐用年数）経過

75年

目標耐用年数に基づく改築更新のイメージ

①改築更新（時間計画保全）

②改築更新
（状態監視保全）

※目標耐用年数（例）
コンクリート管（φ600㎜未満） 75年

経過年数

60年50年

 劣化予測技術を用いた改築更新事業の長期的な見通し

改築更新の平準化検討
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名古屋市における
下水管路調査改築計画について

名古屋市上下水道局技術本部管路部保全課管路計画係長
西山 明芳

　名古屋市は大正元年に下水道の供用を開始し、平
成30年度末で管きょ総延長が約7,890㎞、うち50年経
過管は約1,620㎞と全体の約20％を占めています。現
在、40年～50年未満の管きょの割合が20％で、30年
～40年未満の割合が25％であることから、今後、こ
れらの管が布設後50年を迎えていき、さらに増加し
ていくことが予想されます。
　これまでは年間の改築事業量を45㎞としていまし
たが、このペースで改築を行うと、20年後には約
4,000㎞が50年経過管となり、総延長の50％が50年経
過管となる見込みです。維持管理を適切に行ってい
くことで、管きょの延命化を図ることはもとより、
改築工事の推進とその平準化を図っていく必要があ
ると考えています。

下水管路調査改築計画の変遷

　当市では昭和55年に発生した大規模な道路陥没の
発生を契機に、予防保全的な維持管理を実施するた
めに下水管路調査改築計画を策定しました。現在は
この計画に基づいて、TVカメラ調査等で事前に管
きょ内の状況を把握し、症状に応じた適切な処置を
行うことで、管きょの延命化と道路陥没の抑制を
図っています。
　第 1 次～第 8 次管路調査改築計画の実績では、令
和 2 年度までに本管調査で7,359㎞、本管改築は1,056
㎞、取付け管調査は101万2,000カ所、取付け管改築
は28万1,000カ所で行っています。
　また、道路陥没発生件数で比較すると、第 1 次計
画を策定した昭和50年代後半では、年間で約1,000件
発生していましたが、下水管路調査改築計画に基づ

き対策に取り組んだことで、最近では250
件/年程度まで減少しています。本市では
5 ㎝以上の窪みを道路陥没と判断してい
ますので、他都市と比べると数値が少し
多いのですが、確実に効果として現れて
います。

下水管路調査改築計画の概要

　平成28～令和 2 年度の第 8 次計画で
は、年間の事業量を本管調査100㎞、取付
け管調査 2 万5,000カ所、本管改築45㎞

（うち地震対策10㎞）、取付け管改築を 1
万3,300カ所と設定しました。また空洞調
査を名古屋駅周辺などの都市機能が集積
する地域の路線を含む140㎞で行ってい
ます。
　なお、計画期間は平成28～令和 2 年度
としていますが、上位計画の「名古屋市

下水管路調査改築計画の実績

本管調査
（㎞）

本管改築
（㎞）

取付け管調査
（千カ所）

取付け管改築
（千カ所）

第 1 次計画
（S55～S60） 277 32 92 11

第 2 次計画
（S61～H2） 306 92 101 22

第 3 次計画
（H3～H7） 410 100 104 35

第 4 次計画
（H8～H12） 853 144 138 38

第 5 次計画
（H13～H17） 1,036 139 157 37

第 6 次計画
（H18～H22） 1,844 159 141 37

第 7 次計画
（H23～H27） 2,133 165 154 39

第 8 次計画※
（H28～R2） 500 225 125 62

合計 7,359 1,056 1,012 281
※第 8 次計画は計画値
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総合計画2023」の策定に合わせて 2 年間前倒し、計
画期間を令和元～ 5 年度とした、第 9 次計画の策定
を現在、進めています。
　第 9 次計画では整備方針に、①老朽化対策の推進、
②道路陥没発生リスクの低減、③耐震化の推進を方
針に掲げています。
　①は、調査結果に基づいて老朽度の高いものから
本管改築を計画的に進めていきます。なお、明治41
年から昭和20年代頃に製造されていた、継手構造が
脆弱なコンクリート管については、計画期間内に改
築を完了することとしています。
　また、今までは50年経過した管きょは初回調査し
かできていませんでしたが、計画策定後は、初回調
査に加え20年サイクルで再調査を実施する予定とし
ています。腐食のおそれの大きい管きょや、二次被
害リスクの大きい軌道下の管路については 5 年に 1
回の調査を行っていきます。
　②は、道路陥没の主な原因である旧規格の陶製取
付け管の調査を、令和 2 年度までに完了する予定で
す。取付け管は約83万カ所あり、そのうち41万カ所
が陶管です。本市でも東京都と同様、道路陥没が多
発している地域や旧規格の陶管が集中している地域
で重点的に、取替えを行っています。
　また同時に空洞調査も行います。空洞調査は50年
経過管が布設されている路線や、名古屋駅周辺など
都市機能が集中する地域を対象に実施しています。
　③は、防災拠点等の重要性を考慮しながら改築の
優先順位に基づいて計画的に耐震化を図ります。ま
た、南海トラフ巨大地震で液状化が想定される地域
においては、重要な下水管等に接続するマンホール
の液状化対策を実施しています。

改築需要量の予測

　厳しい財政状況の中で、将来にわたって良質な
サービスを提供し続けていくためには、ストックマ
ネジメント手法を導入し計画的かつ効率的に維持管
理や改築工事を進めていくことが重要です。
　本市では、これまでに蓄積した膨大な調査データ
を基に劣化予測手法を用いて将来的な改築需要量を
予測し、それらを基に中長期的な改築計画を策定し
ています。
　将来的な改築需要量を予測するためには、管きょ
の劣化度を定量的に把握することが不可欠です。劣
化は管種による影響が大きいことから、本市では陶
管とヒューム管を対象に劣化予測を行っています。
　本管調査の診断は、A判定（早急に改築）、B判定

（機会を捉えて改築）、C判定（維持作業を継続）の
三つに分類していますが、軽度な症状から重度の症
状に推移する過程を考慮できるように、C判定を細
分化した 5 段階で評価しています。 5 段階評価によ
り経年による健全度分布の推移を予測しています。
　劣化予測において推定された耐用年数を基に、平
均耐用年数の前後20年間で、健全度ⅠもしくはⅡと
判定した管きょを対象に改築します。また平均耐用
年数から20年経過した時点で、すべて改築を行いま
す。このような条件を設定することで、平均耐用年
数の前後で、管きょの健全度に応じて改築時期を分
散させ、改築需要量を平準化しています。
　下水道事業を取り巻く経営環境はこれまで以上に
厳しいものになります。限られた予算の中で中長期
的な視点に立ち、効率的かつ効果的な事業執行を心
掛けていきたいです。
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仙台市における下水道管きょのストックマネジメント
～管きょの劣化予測について～

仙台市建設局下水道事業部下水道調整課保全計画係長
加藤 亮一

事業の概要

　仙台市は明治32年から下水道事業に着手し、今年
で121年目を迎えました。本市では公共下水道に加
え、農業集落排水施設、コミュニティプラント、浄
化槽の計 4 つの事業を下水道セクションで一元的に
所管しています。これら 4 事業による汚水処理人口
普及率は99.7％で、汚水施設整備は概成しています。
　集合処理 3 事業の管きょ総延長は、平成30年度末
で4,888㎞であり、そのうち6.5％に当たる317㎞が布
設から既に50年以上を経過しています。また317㎞の
うち247㎞が未改築の状況です。
　今後、高度経済成長期以降に大量に布設した管
きょの老朽化が進行していきます。20年後にはさら
に2,346㎞が布設後50年を超過し、総延長の半分以上
が50年以上経過管となることが見込まれています。
　老朽管の増加に伴い、道路陥没の増加が懸念され
ます。本市での発生件数は年平均で約80件ですが、
平成30年度には102件発生しています。これまでは取
付け管起因の割合が多かったのですが、近年では本
管起因の割合が増えてきています。
　改築事業の需要の高まりが今後予想される一方
で、職員数や予算等の経営資源の増加は期待できま
せん。この状況に対応するために本市では、平成25
年度からアセットマネジメントを導入しています。
本市のアセットマネジメントの仕組みの中で最も重
要なものは「リスク管理」であり、この考え方を管
きょや設備機器の保全に適用しています。

劣化予測の現状

　本市では管きょの老朽化リスクを評価するために
目標耐用年数を設定しています。目標耐用年数とは、
本市が考える管きょの寿命（使用年限）であり、平
成22～25年度に行ったサンプリングTVカメラ調査

とそれ以前の実施済み調査の結果（約300㎞）を用い
て、不良率が30％となる布設後の経過年数として設
定しました。その結果、ヒューム管（合流・汚水）は
65年、ヒューム管（雨水）は75年としています。陶管
については、継手の規格の違いが劣化に大きく影響
していることが判明したので、昭和60年度以前に布
設されたものを優先的に改築することとしています。
　劣化予測に基づく調査・改築の手順は、目標耐用
年数から調査タイミングを判定した上でTVカメラ
調査を行い、不良率の実測値が30％に達していれば
改築を行います。30％未満の場合は、実測値から再
予測した調査のタイミングで再び調査を行うことと
しています。
　このような取組みを基に推計した長期的な改築費
用を踏まえて、平成28～令和 2 年度までの現中期経
営計画を策定し、鋭意、改築事業を進めているとこ
ろです。
　計画期間中の事業量については通常は平準化を行
うと思いますが、本市では行っていません。事業量
の変動がそれほど大きくなかったことや、リスクの
高い案件を先送りすることは適切ではないとの判断
により、あえて平準化はせずに改築計画を策定し、
事業を進めることとしました。

劣化予測の見直し

　先述の考え方により運用してきた劣化予測です
が、リスクの再チェックを行っている中で二つの問
題があることが判明しました。一つ目は不良率の予
測値と実測値の乖離です。目標耐用年数の設定後に
実施したTVカメラ調査（全2,026スパン）のうち、
不良率の実測値が30％を超えていたものは411スパ
ンしかなく、劣化している管きょは 2 割程度と少な
いことが分かりました。
　二つ目は不良率の算出式です。本市では管きょの
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改築要否の判断に不良率という独自指標を用いてい
ますが、その算出式において、管体延長が短い管種
で布設されたスパンほど、不良率が過小評価される
という特性があることが分かりました。例えば
ヒューム管の管体（ 2 m） 1 本からなるスパンと、
陶管の管体（0.66m） 3 本からなるスパンを考えた
場合、両者はほぼ同じ延長のスパンですが、同程度
の破損であったとしても、後者の不良率は前者の1/3
として算出されてしまいます。
　こういった課題を改善するため、一つ目の課題に
ついては、これまでの回帰分析による劣化予測から
マルコフ劣化ハザードモデルを用いた劣化予測への
見直しを進めています。同モデルの特徴として、過
去にどのような過程で劣化してきたかは関係なく、
調査時点での劣化状況によって将来の劣化状況を予
測できます。
　劣化予測の見直しに当たっては、サンプルデータ
の質や量を勘案し、管種をコンクリート系管（合流・
汚水）、コンクリート系管（雨水）、陶管の 3 つに分
類しました。塩ビ管や鋳鉄管については、サンプル
数が十分でないことなどから、見直しの対象外とし
ました。
　また、二つ目の課題については、不良率の算出方
法の見直しを図っています。不良率の算出において、
ヒューム管の管体延長を基準とした係数を乗ずる

（陶管の場合は 3 倍）といった補正を行うこととしま

した。
　以上の見直しにより、コンクリート系管（合流・
汚水）は目標耐用年数が89年となり、現行と比べ17
～24年延伸できることが分かりました。同じくコン
クリート系管（雨水）は101年となり、26～29年延伸
できることが分かりました。陶管については、当初
は布設年度で改築の優先度を考えていましたが、今
回の見直しにより、新たに目標耐用年数を58年と設
定しました。なお、マルコフモデルによる目標耐用
年数の推計は、サンプルデータの下限 5 ％延長、平
均延長、上限 5 ％延長の 3 パターンで行いましたが、
予防保全的観点から下限 5 ％延長による結果を採用
することとしました。
　これらの結果については、次期中期経営計画（令
和 3 ～ 7 年度）に反映させていきたいと考えていま
す。
　今回、劣化予測を見直したことで、例えばコンク
リート系管（合流・汚水）では、布設後89年を経過する
と約 5 割の管きょが不良率30％を超えると見込まれ
ます。これにより、従来に比べ要改築管きょを発見
する可能性が2.5倍に向上するものと考えています。
　アセットマネジメントは継続的改善の仕組みで
す。本市では今後も引き続きアセットマネジメント
の運用を軸とした事業経営により、一層の下水道
サービスの向上に努めていきます。

見直し後の新たな目標耐用年数

管種 推計
区分

管きょ
延長
（m）

目標耐用年数 標準
耐用年数
（年）

備考見直し後
（年）

現行
（年）

差分
（年）

コンクリート系管
〈合流・汚水〉

下限 5 ％延長 8.8 89
65・72

17～24
50 マルコフ推計平均延長 34.8 102 30～37

上限 5 ％延長 70.8 126 54～61

コンクリート系管
〈雨水〉

下限 5 ％延長 13.2 101
72・75

26～29
50 マルコフ推計平均延長 38.6 126 51～54

上限 5 ％延長 74.9 178 103～106

陶管
下限 5 ％延長 5.7 58

布設時期
により判断

24※
50 マルコフ推計平均延長 32.1 70 36※

上限 5 ％延長 58.5 91 57※
樹脂系管

（塩ビ管等） － － 100年
以上

100年
以上 － 50 変更なし

その他
（ダクタイル鋳鉄管等） － － 50 50 － 50 変更なし

 ※ 陶管については昭和60年時点（34年経過）との差分
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1．はじめに

　我が国の下水道は高度成長期から急速に整備が進
められ、下水処理人口普及率は平成30年度末で
79.3%、汚水処理人口普及率では91.4%に達し、下水
道管路延長は約48万㎞、処理場数は約2,200箇所と膨
大なストックを有する社会基盤となっています。
　このうち、50年以上経過している下水道管路は、
全国で約1.9万㎞（約 4 ％）となっており、今後加速
度的に増加し、20年後には全体の 3 分の 1 に相当す
る約16万㎞にもなると想定されています。（図－ 1 ）
　また、インフラの維持管理・更新費については、
平成30年度に国土交通省が所管している12分野で

は、20年後、30年後には、現在の1.3倍程度になると
推計しており、下水道分野においては、1.5～1.6倍に
なると推計しております。（図－ 2 ）
　これらの社会資本によるサービス提供は、ストッ
ク（施設）が一定程度健全に保たれて初めて可能に
なりますが、大量のストックの適切な維持管理、老
朽化施設の適切な改築が求められております。

2．�維持管理を起点としたマネジメント
サイクルの確立

　下水道施設は、日々劣化し、点検・調査、修繕・
改築のコストの増大を招くととともに、最悪の場合、
管路の破損等による道路陥没や汚水の流出、処理施

解説
「維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの
確立に向けたガイドライン（管路施設編）―2020年版―」
について

国土交通省水管理・国土保全局下水道部�　　　
下水道事業課事業マネジメント推進室�課長補佐

末益 大嗣

図－ 1　管路の布設年度別管理延長（平成30年度末）
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設の停止による公共用水域の水質悪化などに陥るリ
スクをはらんでいます。こうした日常生活や社会活
動に重大な影響を及ぼす事故や機能停止を未然に防
止し、持続的な下水道機能を確保するためには、将
来にわたって適切に点検・調査、修繕・改築してい
く必要があり、「個別最適」ではなく「全体最適」に
基づくストックマネジメントを導入し、実行してい
くことが重要です。このため、国土交通省では、そ
の手法や考え方を示した「下水道事業のストックマ

ネジメント実施に関するガイドライン」を平成27年
11月に公表するとともに、「下水道ストックマネジメ
ント支援制度」を平成28年度に創設しております。
また、下水道革新的技術実証事業（B－DASHプロ
ジェクト）によりICTやクラウドを活用して集約し
た維持管理情報等のビックデータをもとに、劣化予
測や詳細調査箇所の絞り込みなどを行うマネジメン
ト技術等の実証を行うなど、技術面および財政面の
支援を行ってきたところです。

図－ 2　国土交通省所管分野における維持管理・更新費の将来推計結果（平成30年度）

図－ 3　下水道台帳の電子化・維持管理情報のデータベース化状況（管路施設）
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　しかしながら、中小都市を中心に、維持管理情報
を含む施設情報のデータベース化が遅れており、点
検・調査等の維持管理情報の集積・分析が十分に行
われず、効果的な運用がされていない状況にありま
す（図－ 3 ）。
　これまで、維持管理に関する情報は、「紙」の形で
記録されていることが多く、それらが倉庫・書庫な
どに収納されると簡単には情報が取り出せず、情報
の有効活用が十分にはできていませんでした。また、
紙ベースの情報では整理・集計するのが難しく、正
しい分析も困難なため、効率的な修繕や改築につな
げられないという課題も抱えていました。
　また、下水道施設の日常的な維持管理情報は、苦
情、事故、清掃、巡視等様々なものがありますが、
どのように管理され、点検・調査や修繕・改築に対
し、どのように活用されているか具体的な判断基準
がなく、下水道管理者、維持管理業者等の経験や判
断に委ねられている部分も少なくありません。
　このような課題を踏まえ、国土交通省では、令和
元年 7 月に「下水道管路施設における維持管理情報
等を起点としたマネジメントサイクルの確立に向け

た技術検討会」を設置し、管路施設の施設情報・維
持管理情報等のシステム化や活用方法、ICT等を活
用したより効率的な点検・調査方法などについて、
実務面からの検討を行い、令和 2 年 3 月に「維持管
理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立
に向けたガイドライン（管路施設編）」を策定いたし
ました。

図－ 4　維持管理を起点としたマネジメントサイクル

図－ 5　点検・調査における情報の蓄積と活用のフロー
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　これから本格的な維持管理の時代を迎えるにあた
り、膨大なストックを適正に管理するために、維持
管理および診断・評価を中心としたCAPD（Check-
Action-Plan-Do）のサイクルのマネジメント（図－
4 ）が重要となります。ガイドラインでは、管路施
設を対象に、「下水道維持管理指針」や「下水道事業
のストックマネジメント実施に関するガイドライ
ン」を補完し、マネジメントサイクルの実現に必要
となる情報の内容や、システムの効率的な運用方法、
維持管理情報等の活用などに関する技術事項を整理
しております。
　例えば、管路施設を適切に管理するためには、維
持管理情報等の活用が不可欠ですが、どのように情
報が管理され、また、どのように活用されているか
具体的な基準がなく、下水道管理者や維持管理業者
等の経験や判断に委ねられている部分も少なくあり
ません。そうしたことから、ガイドラインでは、デー
タベースシステムを活用した維持管理情報の蓄積に
ついて、フロー図（図－ 5 ）を示すとともに、管理
目的（清掃、巡視、苦情・事故、点検・調査、修繕・
改築）や対象施設（管きょ、マンホール本体、取付
け管、ます等）によって収集する情報の一例をリス
ト化しています。
　また、膨大な管きょを効率的に点検・調査するた
めには下水道管の管径などに応じ、適切な点検・調

査方法を選択する必要があります。現在までに技術
開発により様々な点検・調査技術が実用化されてお
り、ガイドラインでは、点検・調査技術を体系的に
整理して示すとともに、維持管理情報を活用したリ
スク評価により、点検・調査の優先順位や頻度を設
定する方法も整理しております。

3．おわりに

　下水道事業は、本格的な維持管理の時代へと移行
しつつあり、ICTを活用し、施設情報・維持管理情
報をデータベース化し、データを起点とした点検・
調査、修繕・改築を行うマネジメントサイクルを確
立することが重要です。また、社会全体では、IoT、
ロボット、AI、ビックデータといった先端技術をあ
らゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展や社会
的課題の解決を両立していく新たな社会「Society 
5.0」の実現に向けてデジタル化などの取り組みが進
められています。データを徹底活用して、維持管理
はもちろん、ICTやAIなどを活用し、あらゆる場面
で効率化、自動化による生産性の向上、ひいてはマ
ネジメントの質の向上を図っていくことが不可欠で
す。
　国土交通省では、下水道事業の持続性向上に向け
て、引き続き地方公共団体や関係者のみなさまと連
携して取り組んでまいります。
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1．はじめに

　下水道管路施設の老朽化等に起因した道路陥没は
年間約3,000件発生し、適切な管路管理が求められる
ところであるが、職員数の減少及び維持管理予算の
不足が顕著になってきている中、管路管理の執行体
制の確保及び効率的かつ効果的な管路管理の実施が
必要不可欠である。これらを実践していくための有
効な手段の一つとして、民間の実施体制及び創意工
夫を活かし、管路管理の効率化及び質の向上を期待
できる包括的民間委託が注目されている。
　国土交通省では平成26年 3 月に「下水道管路施設
の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライ
ン」を公表し、地方公共団体における管路管理の包
括的民間委託の推進を図ってきた。さらに平成29年
3 月には、14地方公共団体21件の包括的民間委託の
導入事例について、導入経緯、導入効果、維持管理
計画との関係、事業スキーム、庁内合意形成におけ
る苦労・工夫等をとりまとめた「下水道管路施設の
管理業務における包括的民間委託導入事例集」を作
成・公表した。令和元年11月時点で、導入事例は23
地方公共団体32件となったところである。
　近年、下水道施設の老朽化や少子高齢化社会の進
展等、下水道事業を取り巻く環境がさらに厳しさを
増す中、地方公共団体、とりわけ執行体制が脆弱な
中小都市が、適切な管路管理を実践する手段として
下水道管路施設の包括的民間委託の導入が円滑に行
えるよう、このたび、既往の導入事例を踏まえて実
務的な内容を盛り込み、平成26年 3 月に取りまとめ

られたガイドラインを改正した。本稿では、その概
要について紹介する。

2．全国の下水道をとりまく状況

（1）モノの状況

　下水道整備の進展に伴い、全国の汚水処理人口普
及率は91.4％、下水道処理人口普及率は79.3％に達す
るとともに（平成30年度末）、全国の下水道管路延長
は約48万kmとなった。このうち、標準耐用年数の50
年を経過した管路は、全体の約 4 ％にあたる約1.9万
kmであるが、10年後には約6.9万km（約14％）、20
年後には約16万km（約33％）となることが見込まれ
ており、今後も老朽化が急速に進行していくことが
予測されている（図 1 ）。また、平成30年度の下水道
管路施設に起因した道路陥没は年間約3,100件と
なっているが、老朽化の進行に伴い今後増加するこ
とが懸念されている。
　また、下水道管路施設の機能停止や道路陥没事故
の発生とそれに伴う補修費等を抑制するためには、
計画的な点検・調査による予防保全型維持管理が求
められる。しかしながら、点検・調査を実施してい
る地方公共団体数の割合は32％となっており、特に
5 万人未満の地方公共団体の実施割合が低い傾向に
ある（図 2 ）。
（2）カネの状況

　下水道管路施設のストックは年々増加している
が、地方公共団体における財政面等の制約により、
近年の下水道管路施設の維持管理費はほぼ横ばいで
ある。下水道施設の汚水処理に関る維持管理財源は、

解説「下水道管路施設の管理業務における
包括的民間委託導入ガイドライン」の改正について

国土交通省水管理・国土保全局下水道部　下水道企画課

斎野 秀幸
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基本的に下水道使用料により賄う必要があるが、今
後、人口減少等に伴い水道の有収水量の減少が予測
されており、有収水量と連動して使用料収入の減少
が見込まれる（図 3 ）。
（3）人の状況

　地方公共団体における下水道部署正規職員数は、
平成 9 年度時点と比較すると、平成29年度までの20
年間でピーク時の 7 割弱まで減少している。特に技
術職員（建設）の減少が大きく、 5 万人未満の都市
においては、技術職員が 1 名未満となっている都市
も多く存在している（図 4 、 5 ）。
　こうしたモノ、カネ、人の状況を踏まえると、下
水道管路施設の老朽化が進む中、地方公共団体は限
られた予算及び職員の範囲で維持管理を計画的に

図 1　下水道管路施設の年度別管路管理延長の推移

図 3　有収水量の予測

　　　

図 2　都市規模別点検・調査実施状況（平成29年度）
（出典：下水道統計H29を基に国土交通省作成）
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行っていく必要があり、民間の実施体制及び創意工
夫を活かし、管路管理の効率化及び質の向上を期待
できる包括的民間委託の重要性が高まっているもの
と考えられる。

3．ガイドライン改正のポイント

　執行体制の脆弱な中小規模の地方公共団体におい

ても下水道管路施設の適切な維持管理が実現できる
よう、先行的に取り組む地方公共団体の方々にも委
員として参画いただいた上で、包括的民間委託の導
入検討が円滑に行えるよう、特に実務的な面におい
てガイドラインの改正を行った。
（1）ガイドラインの構成等

　ガイドライン改正の大きな点は、できるだけわか

※下水道部署正規職員数は公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定公共下水道及び流域下水道が対象

図 4　全国の地方公務員数及び下水道部署正規職員数の推移
（出典：地方公務員数：地方公務員給与実態調査、下水道部署正規職員数：下水道統計）

※公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定公共下水道、流域下水道が対象

図 5　都市規模別の下水道部署正規職員数（平成29年度末時点）
（出典：下水道統計H29を基に国土交通省作成）
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りやすいように構成を見直したことである。新たな
ガイドラインでは、「第 1 章　総論」に引き続き、地
方公共団体での導入検討から契約、契約後の事務に
至る時系列に沿って、
　第 2 章　導入検討
　第 3 章　契約までの事務
　第 4 章　契約後の事務　　とした。
　これにより、これから下水道管路施設の包括的民
間委託を検討される地方公共団体においては最初か
ら順に読んでいただければ良く、検討あるいは実施
途中にある地方公共団体においてはその段階に応じ
たページを参照していただければ良いと考えている。
　また、「第 1 章　総論」には、予防保全型の管路管
理を行う意義や包括的民間委託導入により期待され
る効果についても、改めて整理した。
（2）第2章　導入検討

　以前のガイドラインではあまり触れられていな
かったが、これから下水道管路施設の包括的民間委
託を検討する地方公共団体において、どのような検
討をすればよいのかを示すため、新たなガイドライ
ンでは記述を大幅に増やした。特に、モノ、人、カ
ネの視点における下水道事業全体の現況把握とそれ
を踏まえたスキームの検討の必要性や方法について
紹介している。また、導入検討段階において必要に
応じて民間事業者の参入意向調査を実施する効果等
や庁内外への具体的な説明資料の例についても新た
に紹介している。
（3）第3章　契約までの事務

　本章については、以前のガイドラインでも詳細に
記述しているが、新たなガイドラインにおいても、
より民間事業者の創意工夫を活かすために採用が多
いと考えられる総合評価一般競争入札方式と公募型
プロポーザル方式について、より詳細に紹介してい
る。

（4）第4章　契約後の事務

　本章については、以前のガイドラインではあまり
触れられていなかったが、下水道管路施設の包括的
民間委託の事例増加に伴って、契約後の事務につい
ても事例や課題が明らかになってきているため、新
たなガイドラインでは新たに章立てをし紹介するこ
ととした。
　本章では、第 1 期目の包括的民間委託に際しての
地方公共団体から受託者への引継ぎのポイントのみ
ならず、第 2 期目以降に想定される従前の受託者か
ら新たな受託者への引継ぎや、次期委託についての
委託者側の留意点について紹介している。
（5）事例の充実

　この点が最も重要なポイントかもしれないが、下
水道管路施設の包括的民間委託の事例が増えてきて
いることから、ガイドライン全編にわたって、地方
公共団体名も記載した上でできるだけ関連する先行
事例を紹介するようにしている。さらに、資料編に
は下水道管路施設の包括的民間委託を導入したすべ
ての地方公共団体の事例を記載してあるほか、千葉
県柏市、静岡県富士市、大阪府河内長野市の公告資
料等を記載している。

4．おわりに

　本ガイドラインを全国の下水道管路施設の維持管
理に関わるご担当者にご一読いただき、全国の地方
公共団体の適切な下水道管路施設の維持管理の一助
となれば幸いである。
　本ガイドラインの作成にあたり、お忙しい中検討
会の座長を引き受けてくださった東京都市大学の長
岡教授をはじめ、委員の皆様、また、先行事例とし
て情報提供してくださった地方公共団体の皆様には
この場を借りて深く謝意を表する。
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（1）概要

　わが国の下水道普及率は、平成30年度末に79.3%に
なり、管路総延長も約47万kmに達した。多くの地方
公共団体では施設建設が概ね完了し、建設管理から
管理運営の時代に移行している。管理する施設が増
加する一方で、下水道施設の老朽化も進行し、維持
管理の重要性は高まり、大量のストックの維持、耐
用年数を経過した老朽施設の適切な改築等が求めら
れている。
　本書は、昭和61年度に維持管理の積算業務の実務
書として「下水道施設維持管理積算要領（案）―管
路施設編―」を発刊し、その後 6 回目の改定となる
本積算要領は前回の改定以来 8 年が経過している。
また、平成27年度に下水道法が改正され、下水道の
機能を持続的に確保するため維持修繕基準が創設さ
れるなど、下水道事業をとりまく環境は急激に変化
し、本要領の改定について地方公共団体等から強く
要望されていた。

（2）改定のポイント

　本積算要領の改定に当たっては、全国の地方公共
団体を対象に実態アンケート調査を行い、その結果
を基に維持管理の標準作業量を分析した。
① 第 1 編総則では、土木工事標準積算基準書に基づ

き、一般管理費等と間接作業費（共通仮設費、現
場管理費）の積算について、全面的な見直しを行っ
た。

② 第 2 編管路施設清掃工では、管きょ内清掃工の実
態アンケート調査に基づき現行標準作業量の適用

対象範囲外である土砂深率2.5%未満の検討を行っ
た。（図－ 1 ）その結果、現行歩掛と近似する傾向
が見られたため土砂深率 5 %の適用範囲を「2.5%
以上 7 %未満」から「 0 を超え 7 %未満」に改定
した。

　 　また、土砂処分工に吸引車（強力吸引車、特殊
強力吸引車）を追加した。

③ 第 3 編管路施設巡視・点検工及び第 4 編管路施設
調査工では、点検工と調査工を分けて編集し、マ
ンホール点検工とマンホール目視調査工を新設し
た。

　 　マンホール点検工は、点検対象をマンホールと
管口と蓋の組み合わせとして整理した結果、標準
作業量40基/日、編成人員 3 人（表－ 1 ）となっ
た。

　マンホール目視調査工は、点検工と同様の組み合
わせで整理し、標準作業量30基/日（図－ 2 ）、編成
人員 3 人（図－ 3 ）となった
　 　本管TVカメラ調査工の標準作業量は、実態ア

解説「下水道施設維持管理積算要領―管路施設編―」 
の改定について

公益社団法人　日本下水道協会　技術研究部技術指針課　技術主査

城間 菊次

●日進量（現行2.5％～7.5％）
◆日進量（ 0％～7.5％未満）

図－ 1　土砂深率 5％データの日進量
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ンケート調査結果よりコンクリート管が90%を占
めており平均日進量281m/日、側視回数平均0.29
回/mとなった。

　 　よって、現行の標準作業量を300m/日（側視回
数0.2回/m）から280m/日（側視回数0.3回/m）に
改定した。（表－ 2 ）

　 　また、実態アンケート調査に基づき、編成人員
も改定を行った。

④ 第 5 編管路施設修繕工では、実態調査に基づきマ
ンホール蓋撤去工を調整コンクリートブロックま
でと蓋受枠までに分けて整理し解析した。（表－
3 ）

⑤ 参考では、今後管路施設を対象とした包括的民間
委託を導入しようとする地方公共団体が増加する
ことを踏まえ、その参考となるよう、先行導入し
た地方公共団体において実際に業務発注した事例
を紹介した。

（3）活用する際の留意事項

　本積算要領は、下水道管路施設の標準的な積算基
準並びに歩掛を定めたものである。したがって、施
工条件や作業環境等により本積算要領の歩掛の適用
が難しいと判断される場合は、過去の実績、現場の
実態等を考慮して実情に合った適切な積算を行う必
要がある。

表－ 1　マンホール点検工の作業編成

職種 人員 作業内容

管路調査技師 1 点検の総合指揮、異常個所の
発見、記録

管路調査助手 1 管路調査技師の作業手伝い、
写真撮影

管路調査作業員 1 点検手伝い、現場の準備、片
付け

図－ 2　マンホール目視調査の日進量

図－ 3　マンホール目視調査の編成人員

表－ 2　本管TVカメラ調査の標準作業量（m/日）

側視回数（回/m） 作業量 備考
0.05以下 400 新管の場合
0.1以下 350
0.2以下 300  標準 
0.3以下 280 標準
0.4以下 260
0.5以下 240

表－ 3　マンホール蓋撤去工の歩掛

種別 形状寸法 単
位

数量
調整コン
クリート
ブロック
まで

蓋受枠
まで

土木一般
世話役 人 0.09 0.06

特殊作業員 人 0.09 0.06
普通作業員 人 0.17 0.13

トラックク
レーン賃料

油圧伸縮
ジブ型
4.9t吊り

日 0.09 0.06
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シリーズ
マネジメント時代の到来～SM計画の策定と実施事例紹介～

1　はじめに

　浜松市の公共下水道事業は、昭和34年に旧市街地
（中部処理区）の一部について事業認可を取得し、昭
和41年10月に中部浄化センターが通水を開始しまし
た。その後、都市の発展とともに整備区域を拡大し、
平成17年の天竜川・浜名湖地域の12市町村の合併を
経て、現在では11処理区を有する公共下水道事業を
実施しています。令和元年度末の整備状況は、管渠
延長3,601㎞、供用開始面積14,096.7haで、下水道に
よる処理人口普及率は81.1％となっています。

2　�管路施設へのリスク・ベース・�
メンテナンスの導入

1）ストックマネジメントの導入

　本市下水道事業の基本理念および基本方針を示す
「浜松市下水道ビジョン」（平成27年度改訂版）では、
施設老朽化の進行を今後重点的に取り組むべき課題
とし、予防保全型の維持管理と更新を実現する方策
として、リスク・ベース・メンテナンスの導入を掲
げています。これを踏まえ、リスク評価に基づく維
持管理の実施を中心に据え、長期的な見通しに基づ
く事業費の平準化等の考え方を追加し、点検・調査
および修繕・改築を効率的に実施するための方針と
して、浜松市下水道ストックマネジメント実施方針

【管路編】を策定しました。
2）施設分類および管理区分

　広範囲に布設された管路施設を効率的に維持管理
するため、管路施設を「点的」、「線的」、「面的」に
分類しました。
　「点的」に捉える施設は、腐食のおそれが大きい排
水施設とし、本市の維持管理の実情を加味した上で、
①圧送管の吐出先管路、②伏越し下流部の管路、③

段差・落差のある箇所、④大口径管路の合流部の 4
種を位置付けています。
　「線的」に捉える施設は、影響度の高い幹線とし
て、処理場に直結する幹線や処理場と重要な防災拠
点をつなぐ管路などの機能上重要な路線と、緊急輸
送路に埋設された管路などの社会的な影響が大きな
管路施設を位置付けています。
　「面的」に捉える施設は、「点的」あるいは「線的」
に捉える施設以外の管路施設としています。
　これらの施設分類を基に、「点的」および「線的」
に捉える施設を維持管理重点施設とし、「面的」に捉
える施設から優先順位を考慮し維持管理重点区域を
選定しました。
　施設の管理区分としては、維持管理重点施設およ
び重点区域の管渠・マンホールを状態監視保全とし、
その他区域の管渠・マンホールおよび全ての区域の
マンホール蓋・取付管を事後保全と位置付けました。
3）リスク評価

　予防保全型の維持管理の実施における優先順位の
設定では、前述の施設分類を踏まえ、リスク評価を
行い決定しました（図 1 ）。リスク評価は、被害規模

（不具合による事故の被害の大きさ）として口径、発
生確率（不具合の起こりやすさ）として経過年数・
管種を考慮したリスクマトリクスで行い、評価結果
を基に 5 段階の優先度に分類しました。この結果、
主に対策を講じていく管路施設を「布設後30年以上
経過するコンクリート製管」と特定しました。なお、

「点的」に捉える施設については、特定環境下の施設
であり僅少であるため、リスク評価は実施せず、下
水道法に基づき 1 回／ 5 年以上の頻度で点検・調査
を実施していきます。
4）長期的な改築事業シナリオの選定

　リスク評価結果を活用し、将来の改築事業量の見

浜松市の管路の
ストックマネジメント

浜松市上下水道部下水道工事課計画グループ主任
木村 順哉
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通しを立てるため、50年間の改築事業シミュレー
ションを行い、最適な改築事業シナリオの選定を行
いました。比較したのは、「単純改築モデル」、「平準
化モデル」、「段階的モデル」の 3 ケースで、事業費
上限額の設定を変更した計 5 シナリオによる比較を
行いました。その結果、リスクを現状程度で維持で
き、投資効率（投資額に対する平均緊急度の改善値）

が高い「段階的モデル」を最適シナリオに選定しま
した。標準耐用年数50年で改築する「単純改築モデ
ル」では50年間の総額で約2,800億円を要するとこ
ろ、最適シナリオであり目標耐用年数80年で改築す
る「段階的モデル」では約940億円となり、大きく事
業費を縮減できる試算となりました（図 2 ）。

図 1　管理上の施設分類に基づくリスク評価フロー

図 2　改築事業シミュレーション結果（単純改築モデルから段階的モデル）
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3　点検・調査の実施方針

1）スクリーニングの適用

　予防保全型の維持管理による管路施設の長寿命化
を図ることを目的に、リスク評価結果および最適シ
ナリオを踏まえ、効率的・効果的な点検・調査を実
施するための実施方針を定めました。限られた人
員・予算で膨大なストックの調査を行う上では、ス
クリーニングの活用が有効であることから、管口テ
レビカメラによる点検をスクリーニングと位置付
け、「点的」および「面的」に捉える施設で点検・調
査を実施することとしました。一方、スクリーニン
グの段階で大きな異常を見落とすリスクを勘案し、
施設の影響度の観点から「線的」に捉える施設は、
全延長で本管テレビカメラまたは管内潜行目視によ
る詳細調査を実施することとしました。
2）点検・調査の年間実施数量および頻度の算定

　最適シナリオを実現するための年間必要点検・調
査数量の検討においては、段階的モデルが2028年よ
り改築事業量を増大するシナリオであることから、
調査・設計の期間を踏まえて 3 年前倒しの2025年よ
り点検・調査事業量を増大するスケジュールとしま
した（表 1 ）。なお、「線的」に捉える施設の大半が
経過年数30年未満のため、最重要幹線を優先するこ
ととしています。
　本市の点検・調査実績では、点検の約 3 割が要調
査となり、調査の約 4 ～ 5 割が改築対象（緊急度Ⅰ・

Ⅱ）となっています。その結果を活用し、最適シナ
リオの年間改築延長より必要調査数量を逆算し、算
出した必要調査数量に応じた必要点検数量を逆算す
ることで年間必要点検・調査数量を算出しました。
　その結果、「線的」に捉える施設では11年に 1 回の
頻度で調査し、「面的」に捉える施設では 9 ～15年に
1 回の頻度で点検を行うこととしました。

4　今後の展望

　本稿では、本市における管路施設のストックマネ
ジメントの策定経緯および考え方をご紹介しまし
た。本市の下水道事業は供用開始後50年を経過した
ところであり、今後の急速な老朽化施設の増大に備
え、老朽化対策の本格化が始まったところです。
　現在、効率的な維持管理の実施を目的にストック
マネジメント実施方針に基づき、年間に約800箇所

（換算延長：約22km）の管口カメラによる点検、約
6kmの本管テレビカメラ調査を実施しています。
　また、さらなる効率化の手法として、一部エリア
にて管路調査から修繕までを一体とした包括的民間
委託による管路維持管理を 3 年契約にて実施してい
ます。
　今後は、これらのストックマネジメントの取組を
通じて得られる膨大な情報を分析・活用し、PDCA
サイクルを通じて継続的な改善を行い、老朽化対策
を含む下水道事業全体を最適化するアセットマネジ
メントの導入に取り組んでいきます。

表 1　管理区分別の点検・調査スケジュール
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1．下水道事業の概要

　彦根市の公共下水道は、滋賀県琵琶湖流域下水道
（東北部処理区）の流域関連公共下水道として、昭和
57年 1 月に事業着手し、平成 3 年 4 月に供用を開始
しました。その後も引き続き、汚水管きょの整備延
伸と整備区域の拡大を図り、現在は、全体計画面積
3,535haのうち、2,287haの整備が完了し、下水道処理
人口普及率は85.1％となっています。
　滋賀県全域の下水道普及率と比べると、今後も整
備区域の拡大を図る必要がありますが、本市の総管
路延長約572kmの約 1 割（50km）が30年、残りの約
半分（250km）が20年を経過しており、適正な管路
ストックの管理が必要な時期に差し掛かっています

（図 1 ）。

2．ストックマネジメント計画の策定

（1）計画策定の手順

　本市では平成23年度にマンホールポンプ施設やマ
ンホールふたに対して長寿命化計画を策定していた
ことから、これらの検討内容や施設情報を活用して
平成29年度に点検調査計画を策定し、平成30年度に
点検調査の実施と修繕改築計画の策定を行い、延べ
2 カ年をかけてストックマネジメント計画（以下

「SM計画」とする）の策定を行いました。

【SM計画策定の手順】
①リスク評価による優先順位付け
②長期的な改築事業シナリオの設定
③点検・調査計画から実施計画の策定

彦根市における
下水道ストックマネジメント計画

彦根市上下水道部下水道建設課長
辻 信宏

図 1　彦根市汚水管きょの年度別整備延長
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（2）リスク評価

　リスク評価については、図 2 に示す「被害規模」
と「発生確率」の 2 軸によるリスクマトリクスを用
い、スパン単位での評価を行いました。
　横軸の「被害規模のランク」は路線の重要度と管
きょの材質で区分し、縦軸の「発生確率のランク」
は経過年数により区分を行いましたが、このうち河
川横断や軌道横断、緊急輸送路下への埋設などの条
件に該当する路線は重要路線と位置付けています。
　またマトリクス内のリスク値配分については、本
市が流域関連公共下水道であり、口径350㎜以下の管
きょが全体延長の約90％で、かつ管材も同様に樹脂
系管（塩ビ管）が約90％を占めていること、また平
成14年度から市街地を中心に年平均3km程度実施し
ていたTVカメラ調査等においても改築が必要とな
る異常は確認されていないことから、経過年数であ
る「発生確率」よりも「被害規模」を重視したリス
ク値の割振りを行っています。
（3）長期的な改築事業シナリオの設定

　管理方法については、自然流下管とマンホール（ふ
た含む）を状態監視保全、現時点で調査が困難な圧
送管を時間計画保全とし、その他施設は事後保全と
しました。
　改築シナリオの設定に必要となる健全度予測に関
しては、現時点で本市が十分な調査実績を有してい
ないことから、国総研の「下水道管きょ健全率予測
式2017」を使用しました。
　また、改築シナリオの検討ケースは、単純改築シ
ナリオ（標準耐用年数50年あるいは目標耐用年数75

年で改築）や緊急度を優先した改築シナリオ、予算
制約下での改築シナリオを検討し、最終的には予算
制約下で緊急度Ⅰの発現を抑制できるシナリオを採
用しました。
　採用シナリオは図 3 のとおりですが、本市の財政
事情等を顧慮した結果、今後10年間は整備区域の拡
大による普及率向上を最優先事業とすることとしま
した。この間は必要最小限の改築更新事業は実施す
るものの、本格的な改築更新事業はそれ以降に実施
していく方針としています。
　したがいまして、現在は将来の改築更新事業を実
施する上で必要となる点検・調査を計画的に実施し、
情報の蓄積を行っています。

3．点検・調査計画の策定

（1）環境条件の設定

　本市には、 5 年に 1 回以上の点検が義務付けられ
た「腐食環境下」に該当する施設は「圧送管の吐出
し先」のみであり、その他の該当施設はありません
でした。
　この「圧送管の吐出し先」については、本市が有
する汚水ポンプ施設がマンホールポンプ施設のみで
あること、圧送距離も500m未満であり諸文献による

図 2　本計画で用いたリスクマトリクス

図 3　採用シナリオ（予算制約下）
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硫化水素生成の目安未満であることを踏まえ、安全
側の吐出し先マンホールと下流 1 スパンを腐食環境
下として選定しました。
（2）点検・調査計画の策定

（ア）管路の点検・調査計画

　点検・調査計画としては、まず腐食環境下と一般
環境下に分け、腐食環境下は点検を 5 年に 1 回、調
査は点検で異常が確認されたら実施することとしま
した。
　一般環境下については、幹線を重要施設、枝線を
一般施設と位置付け、重要施設（幹線）は 7 年に 1
回、一般施設（枝線）は15年に 1 回の巡視・点検と
し、腐食環境下と同様に異常が確認されたら調査を
実施することとしています。
　点検・調査の優先順位は、リスク評価におけるリ
スク値を用いて順位付けを行い、幹線は路線単位、
枝線は処理分区単位でリスク値を平均し順位付けを
行いました。なお、リスク値はスパン単位で評価を
行っていることから、管路延長ではなくスパン数の
平均で評価を行っています。

表 1　巡視・点検・調査の方法と概要

分類 方法と概要

巡視 路面、マンホール
ふたの状況目視

管埋設位置やマンホール
周辺の不具合有無の確認

点検 マンホール内部や
管口の状況目視

鏡や強力ライトを用いて
可視範囲を目視で確認

調査 TVカメラ調査 管内をTVカメラで調査

　なお、本手法で優先順位付けを機械的に行うと、
特に幹線において点検・調査箇所が広範囲に点在す
る結果となりました。しかし、現実的には近接する
幹線を同時期に行うことが効率的であるため、優先
順位の高い幹線の上下流、あるいは近接する幹線を
グループ化し実行計画を立案しています。
（イ）マンホールふたの点検・調査計画

　本市では、以前からマンホールふたの交換を予算
の範囲内で行っていましたが、平成26年度にマン
ホールふたの長寿命化計画を立案し、その後は計画
的に更新事業を進めていました。
　このため、マンホールふたについては、表 2 のよ

うな「マンホールふたのタイプ別変遷表」を作成し、
古いタイプのふたから巡視や点検を行っていく計画
としています。

4．現在までの実施状況と今後の展望

　本市が策定したSM計画では、管路施設の点検調
査計画の策定と、マンホールふたについて 1 年目の
点検調査対象とした約1,047箇所のうち改築対象と
なる944箇所に対して改築計画の立案を行いました。
　現在は、この改築計画に基づき 5 カ年計画で毎年
200箇所程度のマンホールふたの更新事業を実施し
ています。
　今後は管路施設についての巡視・点検・調査を進
めて情報の蓄積を行いつつ、本市の下水道管きょの
大部分を占める樹脂系管（塩ビ管）の健全率予測式
を作成し、より現実的な優先順位付けや改築必要時
期の予測を行っていく必要があると考えます。
　本市の公共下水道事業は、現在のところ人口普及
率の向上と水洗化率の向上を図るべく事業に邁進し
ておりますが、近い将来には、本市においても改築
更新事業が主となっていくことが見込まれるため、
今回策定したストックマネジメント計画を基本とし
て定期的に見直しを行い、さらなる精度向上を図り、
保有資産の管理について最適化を図っていきたいと
考えています。

表 2　マンホールふたタイプ変遷表のイメージ

53JASCOMA   Vol.27 No. 53



シリーズ
マネジメント時代の到来～SM計画の策定と実施事例紹介～

1．下水道事業の概要

　高松市の下水道は、昭和 8 年に現在の中心市街地
の一部約462haについて事業着手したことに端を発
します。その後、計画区域の拡張を行いながら昭和
40年には、本市初の処理場である福岡下水処理場で
の汚水処理を開始しました。
　昭和49年に市街化区域全体を中部、東部、西部処
理区に分けた公共下水道全体計画を策定し、東部処
理区については、57年に東部下水処理場の供用を開
始しました。西部処理区については、平成 4 年度の
香東川流域下水道事業の着手を受け、 5 年度から流
域関連公共下水道として管きょ整備に着手し、13年
8 月に香東川浄化センターでの供用が開始されまし

た。この供用開始に伴い福岡下水処理場を廃止し、
処理機能を東部下水処理場に統合しました。
　17年度の周辺 6 町との合併により、旧町における
下水道事業を引継ぎ、その後も整備を進めています。
また、合併後も県が管理を行っていた流域下水道が
28年 4 月に本市に移管されたことに合わせて、流域
関連公共下水道を公共下水道へ編入しました。
　令和元年度末における下水道普及状況は、整備面
積5,493.8ha、下水道処理人口普及率63.9％となって
います。図 1 に示しているとおり、50年経過管が全
体延長の約 2 割を占めており、今後さらに増加する
ことが見込まれるなかで、中長期的な視点から改築
等を効率的に行う必要があることからストックマネ
ジメント計画の策定に至りました。

高松市における下水道管きょの
ストックマネジメント計画について

高松市都市整備局下水道整備課　下水道計画係長
矢野 充伸

図 1　管きょ整備延長の推移
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2．ストックマネジメント計画の策定

（1）計画策定の方針

①リスク評価

　リスク評価は「ストマネガイドライン」で示され
ている、管路施設のリスク評価の実施手順に基づき、
被害規模（影響度）【 5 段階】と発生確率（不具合の
起こりやすさ）【 5 段階】のリスクマトリクスを用い
て評価しました。（図 2 参照）
・被害規模（影響度）の検討
　管路施設内において損傷や劣化による事故の被害
の大きさを影響度とし、その評価方法を設定した上
で被害規模を検討することとしました。本計画での
設定方法としては、「重要な幹線等」の区分及び管径
により被害規模の設定を行っています。
・発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討
　発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討につい
ては、経過年数に伴う緊急度の割合により行いまし
た。
②長期的な改築事業のシナリオ設定

・健全度予測の設定
　これまでの管きょ、人孔本体、人孔蓋の調査結果
から、ワイブル分布に基づく健全度予測並びにマル

コフ遷移確率モデルによる健全度予測を試みました
が、調査結果の不足により、いずれの手法も現段階
では採用することができませんでした。
　このため、国総研などの資料を参考にし、それぞ
れの施設毎の健全度予測を設定しました。（表 1 参
照）
　今後、調査結果が蓄積された段階で、健全度予測
を再度行い、採用する健全度予測式を見直すことが
望まれます。
・改築シナリオの設定
　改築シナリオの設定は、「ストマネガイドライン」
を参考に設定しました。複数の改築シナリオを設定
し、①投資額の現実性、②劣化状態の推移傾向の観
点から最適な投資シナリオを選定しています。
　なお、既に更生済みの管きょ、塩ビ管、シールド
管、強化プラスティック複合管については、一般的
に現時点までに劣化の進行が確認されていないた
め、当面の改築対象からは除外することとしました。
　また、今後の点検・調査や修繕・改築の実施結果、
管路施設の修繕・改築に関連する技術動向、下水道
事業を取り巻く情勢の変化等により、適宜見直しを
行うこととしています。

【最適シナリオ】
　本シナリオでは、管きょについては当面（約20年
後まで）は約 4 億円／年、それ以降は約16億円／年
の改築を行うことで、緊急度Ⅰの割合を最大で約 2
割程度に抑えることが可能となっています。（図 3 参
照）また、人孔本体については、約 2 億円／年の改
築を行うことで、緊急度Ⅱの割合が約 8 割、人孔蓋
については、約2.5億円／年の改築で、健全度 1 の割
合を約 2 割程度に抑えることが可能となっていま
す。（図 4 参照）
　このことにより、投資額の現実性並びに劣化状態
の推移傾向を満足できると判断し、本シナリオを最図 2　リスクマトリクス

表 1　施設毎の健全度予測

施設 緊急度Ⅰ
健全度 1

緊急度Ⅱ
健全度 2

緊急度Ⅲ
健全度 3 出典

管渠 78年 42年 10年 国総研公表資料（全管種）
人孔本体 531.5年 47.3年 41.6年 下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料P.223

人孔蓋 34.6年 28.6年 23.4年 下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マ
ニュアルP.119（全体）
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適シナリオとして選定しました。
（2）点検・調査計画の策定

①基本方針の検討

　膨大な管路施設の全てに対して点検・調査、診断
を完了させるためには相当な費用と期間が必要とな
るため、予防保全の観点からスクリーニング調査を
行い、対象施設を絞り込み、効率的に点検・調査を
実施することが重要です。

　スクリーニング調査については、下水道革新的技
術実証事業（B－DASHプロジェクト）にて技術の
検証が行われ、「スクリーニング調査を核とした管路
マネジメントシステム技術導入ガイドライン（案）

（国土交通省　国土技術政策総合研究所下水道研究
部）」が公表されています。スクリーニング調査を核
とした管きょマネジメントシステム技術の導入によ
り、従来の調査方法と比較し、より効率的な管きょ

図 3　採用シナリオの改築事業費・健全度推移（管きょ）

図 4　採用シナリオの改築事業費・健全度推移（人孔本体・蓋）

56 JASCOMA   Vol.27 No. 53



シリーズ
マネジメント時代の到来～SM計画の策定と実施事例紹介～

の予防保全のための維持管理の推進と適切な改築・
修繕の実施が期待できます。
　本市においては、ライフサイクルコストの低減や
投資の最適化を図り、システム全体として下水道管
きょの効率的なマネジメントを実施することを目指
し、スクリーニング調査を活用した点検・調査計画
を策定しました。本計画においては、前述したスク
リーニング調査技術のうち、管内状況の把握精度は
低いものの、日進量・経済性で優れる管口カメラを
採用し、広範囲の管渠の概ねの状態を把握する方針
としています。ただし、近年、スクリーニング調査
技術の技術開発が進んでいるため、今後の技術動向
にあわせて、調査方法を見直すこととしています。

（図 5 参照）
②点検・調査の頻度

　本計画においては、「ストマネガイドライン」の設
定例を参照し、点検・調査頻度を設定することとし
ました。重要度については、下水道の地震対策マニュ
アル2014年版（公益社団法人 日本下水道協会）に記
載されている重要な幹線等の区分を用いています。

（重要度ごとの管渠延長、点検・調査頻度は、表 2 参
照）
　なお、事後保全とする開渠及び時間計画保全とす
る圧送管は管渠延長から除いています。

3．�現在までの実施状況と今後の方針に
ついて

　本市においては、平成25年度から旧長寿命化計画、
29年度からはストックマネジメント計画に基づい
て、法定耐用年数50年を経過した中心市街地合流管
の点検調査・改築更新に取り組んでいます。令和元
年度末における管きょの点検調査延長は約90㎞、改
築更新延長は約16㎞となっており、未だ合流管全体
約276㎞の2/3の状態把握もできていない状況にあり
ます。今後、点検・調査計画におけるスクリーニン
グ調査のさらなる活用により、分流管も含めた管
きょ全体の早急な状態把握に努めるとともに、本市
独自の管きょ施設の健全度予測を確立し、限りある
予算のなかでより効果的な改築更新事業に取組んで
参りたいと考えております。

図 5　点検・調査計画のフロー

表 2　点検・調査頻度の設定

重要度 基準 �延長※ 調査頻度 点検頻度
最重要施設 特に重要な幹線等 168,824m 10年に 1 回 5 年に 1 回
重要施設 その他の重要な幹線等 169,602m 15年に 1 回 7.5年に 1 回
一般施設 その他の管渠 1,159,274m 30年に 1 回 15年に 1 回

計 ― 1,497,701m ― ―
※開渠、圧送管除く
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73.7％ 75.1％ 75.8％ 76.3％ 77.0％
43.4万km 44.3万km 44.7万km 45.4万km 45.9万km

普及率
管路延長

管路協 公益社団法人移行後の10年のあゆみ
公益法人制度改革に伴って平成2₀年から施行された新制度に管路協はいち早く対応し、翌2₁年に
は下水道界の先陣を切る形で公益法人化を実現しました。公益社団法人としての新たなスタート
を切ってから₁₀周年となることを記念し、公益法人への移行からの₁₀年を年表で振り返ります。

公
益
社
団
法
人
日
本
下
水
道
管
路
管
理
業
協
会

₄ 月　災害復旧支援マニュアルを改訂し、災害
時支援者登録制度をスタート
₅ 月　JR王子駅の排水設備が雨水管に誤接続さ
れていた事例を受け、東京と大阪の 2会場で「下
水道管路誤接合調査に関する講習会」を開催
₁₀月　内閣総理大臣より認定を受け公益社団法
人としてスタート
₁₁月　「下水道管路施設維持管理積算資料2009」
発刊

₅ 月　研修センターにあった試験研修部を本部
事務所に移転
₆ 月　オリジナルソング「俺たちの下水道ラッ
プ」制作
₉ 月　管路管理技士資格表示シールを作成

2009
（平成21年）

2010
（平成22年）

₃ 月　第 2次社会資本整備重点計画閣議決定
₁₁月　行政刷新会議の事業仕分けで下水道事業
が「財源・権限の地方移譲」と判定
₁₂月　国土交通省が「下水道BCP策定マニュア
ル（地震編）」を公表

₄ 月　「社会資本整備総合交付金制度」創設
₄ 月　国土交通省・環境省・農林水産省で「今
後の汚水処理に関するあり方検討会」がスター
ト
₈ 月　海外水インフラPPP協議会発足

国
・
下
水
道
界
の
動
き

公益社団法人の認定書

公益社団法人として最初の社員総会を開催

北海道支部で改築工法説明会と工法展示説明会を
同時開催
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73.7％ 75.1％ 75.8％ 76.3％ 77.0％
43.4万km 44.3万km 44.7万km 45.4万km 45.9万km

₁ 月　管路協会員専用工事賠償責
任保険制度の運営を開始
₂ 月　第 1回下水道管路管理研究
会議を開催
₃ 月　東日本大震災で被災した28
自治体の要請を受け、会員97社が
復旧支援活動に従事
₆ 月　東北地方太平洋沖地震によ
る初動対応を踏まえた下水道管路
施設のあり方について提言
₈ 月　「マンホール蓋等の取替に
関する設計の手引き（案）」発刊
₁₀月　韓国上下水道協会と技術協
力を締結

₁ 月　内閣府の立入検査を受ける
₇ 月　「下水道管路管理に関する
安全衛生管理マニュアル」発刊
₇ 月　下水道展‘12神戸で「下水道
管路管理と修繕改築工法につい
て」のセミナーと施工実演を開催。
₁₁月　気仙沼市の被害調査を実施
₁₂月　中央道・笹子トンネルでの
崩落事故を受け、国土交通省下水
道部に緊急提言

₄ 月　下水道管路施設災害復旧支
援マニュアル　改訂版」発刊
₅ 月　「下水道管路管理業者のた
めのBCP作成マニュアル」、「管路
協事業継続計画（管路協BCP）」発
刊
₆ 月　会員が500社を突破
₇ 月　高知県と県下16市町村、下
水道事業団、管路協との間で災害
時支援協定を締結。都道府県内の
下水道管理者全てと一括で災害協
定を締結した初の取組
₉ 月　JASCOMA通信を配信開
始

2011
（平成23年）

2012
（平成24年）

2013
（平成25年）

₃ 月　東日本大震災
₈ 月　岡久宏史氏が国土交通省下
水道部長に就任
₉ 月　台風12・15号で全国各地に
豪雨被害
₁₂月　日本下水道協会が「管きょ
更生工法における設計・施工管理
ガイドライン（案）」発刊

₆ 月　下水道広報プラットホーム
（GKP）発足
₉ 月　国土交通省が「循環のみち」
成熟化検討会設置

₄ 月　福島県で放射能汚泥減容化
施設が稼働
₄ 月　下水道管路維持管理計画の
策定に関する指針としてJIS規格
（JIS A 7501）が制定

₄ 月　災害復旧支援マニュアルを改訂し、災害
時支援者登録制度をスタート
₅ 月　JR王子駅の排水設備が雨水管に誤接続さ
れていた事例を受け、東京と大阪の 2会場で「下
水道管路誤接合調査に関する講習会」を開催
₁₀月　内閣総理大臣より認定を受け公益社団法
人としてスタート
₁₁月　「下水道管路施設維持管理積算資料2009」
発刊

₅ 月　研修センターにあった試験研修部を本部
事務所に移転
₆ 月　オリジナルソング「俺たちの下水道ラッ
プ」制作
₉ 月　管路管理技士資格表示シールを作成

2009
（平成21年）

2010
（平成22年）

₃ 月　第 2次社会資本整備重点計画閣議決定
₁₁月　行政刷新会議の事業仕分けで下水道事業
が「財源・権限の地方移譲」と判定
₁₂月　国土交通省が「下水道BCP策定マニュア
ル（地震編）」を公表

₄ 月　「社会資本整備総合交付金制度」創設
₄ 月　国土交通省・環境省・農林水産省で「今
後の汚水処理に関するあり方検討会」がスター
ト
₈ 月　海外水インフラPPP協議会発足

東日本大震災での支援活動
（岩手県大船渡市） 第 1回管路管理研究会議を開催

高知県内の自治体と下水道施設の災
害時支援協定を締結

笹子トンネル事故を受け長谷川会長
から岡久部長に提言書を提出

下水道展’13東京で大々的なデモ施
工を開催施工展2011九州にはミス日本も応援に
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77.6％ 77.8％ 78.3％ 78.8％ 79.3％
46.4万km 46.8万km 約47.3万km 47.7万km 約48.0万km（推定値）

普及率
管路延長

₅ 月　「管きょの修繕に関する設
計・施工の手引き（案）」を発刊
₇ 月　初代会長の長谷川清氏が逝
去
₁₀月　管路協BCP情報伝達訓練
を開催
₁₁月　長野県神代断層地震が発
生。白馬村の要請で災害状況調査
を実施

₄ 月　「下水道管路管理積算資料
2015」を発刊
₇ 月　下水道展’15東京の併催行
事として「管路更生・修繕セミ
ナー」を開催
₉ 月　関東・東北豪雨が発生。茨
城県のポンプ場の汚水吸引・輸送
を実施
₁₀月　管路施設の包括的民間委託
実施状況アンケートを実施

₂ 月　下水道管路管理専門技士
（調査部門）が国土交通省の技術者
資格に登録される
₄ 月　熊本地震が発生。熊本市他
2市 2町で被害調査を実施
₄ 月　「下水道管路施設災害復旧
マニュアル改訂版」を発刊
₇ 月　「マンホールの改築及び修
繕に関する設計・施工の手引き
（案）」を発刊
₈ 月　台風10号による被害が発
生。岩手県岩泉町でTVカメラ調査
を実施
₈ 月　「安全管理手順書」を発刊

2014
（平成26年）

2015
（平成27年）

2016
（平成28年）

₆ 月　日本下水道協会が「下水道
施設の耐震対策指針と解説」を発
刊
₇ 月　新下水道ビジョンを策定
₇ 月　塩路勝久氏が国土交通省下
水道部長に就任
₈ 月　平成26年 8 月豪雨により広
島市内で大規模な土砂災害が発生

₁ 月　「流域別下水道整備総合計
画調査指針と解説」を改訂
₃ 月　第 3回国連防災世界会議が
仙台市で開催
₇ 月　下水道法、日本下水道事業
団法の改正を含む「水防法等の一
部を改正する法律」が施行。事業
計画の記載事項が維持管理、改築
を含めたものへ拡充されたほか、
維持修繕基準が創設
₁₂月　下水道技術ビジョンを策定

₄ 月　下水道ストックマネジメン
ト支援制度が始動
₄ 月　マンホールカード第 1弾を
発表
₄ 月　下水道全国データベースの
運用を開始
₆ 月　森岡泰裕氏が国土交通省下
水道部長に就任
₁₁月　JR博多駅前で大規模陥没
事故が発生

200人以上が参加した「管路更生・修
繕セミナー」

大きな被害を受けた熊本県益城町で
のTVカメラ調査

長野県神代断層地震の復旧支援に中
部支部が対応

関東・東北豪雨で水没した下妻中継
ポンプ場（茨城県）の復旧支援に関
東支部が対応

台風10号で被災した岩手県岩泉町を
東北支部が支援
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77.6％ 77.8％ 78.3％ 78.8％ 79.3％
46.4万km 46.8万km 約47.3万km 47.7万km 約48.0万km（推定値）

₂ 月　下水道管路管理主任技士が
国土交通省の技術者資格に登録さ
れる
₆ 月　「下水道管路管理教育ビデ
オ『見えない危険』シリーズ 1」
を発刊
₈ 月　「平成28年 7 月熊本地震に
おける管路協の対応」を発刊
₈ 月　内閣府の立入検査を受ける
₁₀月　台風21号による被害が発
生。堺市と奈良県三郷町で汚水輸
送を実施

₁ 月　「管路更生の施工に関する
Q＆A（2018年版）」を発刊
₃ 月　「下水道管路施設災害復旧
支援マニュアル改訂版」を発刊
₇ 月　平成30年 7 月豪雨による被
害が発生。広島市他 1市 1町で管
内の土砂除去および被害調査を実
施
₉ 月　北海道胆振東部地震が発
生。厚真町、日高町、安平町で一
次および二次調査を実施

₃ 月　「管路管理の包括的民間委
託の現状と展望」を発刊
₄ 月　「下水道管路の修繕・改築工
事　施工時における安全の留意
点」を発刊
₆ 月　山形県沖地震が発生。鶴岡
市で一次調査を実施
₆ 月　「下水道管路管理教育ビデ
オ『見えない危険』シリーズ 2・
3」を発刊
₉ 月　台風15号による被害が発
生。館山市他 1町で可搬式発電式
の輸送を実施
₁₀月　台風19号による被害が発
生。長野県（ 1県 1市 1町）、埼玉
県（ 1組合）、福島県（ 1市）で汚水
輸送、被害調査を実施
₁₀月　「下水道管路管理マニュア
ル2019」、「下水道管路管理積算資
料2019」を発刊

2017
（平成29年）

2018
（平成30年）

2019
（平成31年／
令和元年）

₂ 月　横浜市が初の浸水被害対策
区域に指定
₇ 月　新下水道ビジョン加速戦略
を策定
₇ 月　下水協が「管きょ更生工法
における設計施工管理・ガイドラ
イン―2017年版―」を発刊
₁₁月　国交省がSM通信簿、下水
道管路メンテナンス年報を公表

₄ 月　下水道分野初となるコン
セッションが浜松市で始動
₄ 月　小田急小田原線愛甲石田―
伊勢原駅間で線路下の下水道管破
損による陥没が発生
₈ 月　PFI法改正案が施行
₉ 月　第11回国際水協会（IWA）
世界会議・展示会が東京で開催。
₁₂月　「防災・減災、国土強靭化の
ための 3か年緊急対策」閣議決定

₁ 月　総務省が人口 3万人未満の
団体に令和 5年度までに公営企業
会計を適用するよう通知
₇ 月　植松龍二氏が国土交通省下
水道部長に就任
₇ 月　仙台市・南蒲生浄化セン
ター災害復旧工事が完了
₁₀月　下水協が「下水道施設設計
計画・設計指針と解説―2019年版
―」を発刊

教育ビデオ「見えない危険」
広島市で土砂除去作業に当たる中
国四国支部の会員

大阪府堺市での溢水事故に関西支部
が対応

北海道胆振東部地震の広域災害に対
し北海道支部を中心に支援

2019年版のマニュアル（上）と積算資料
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1．はじめに

　下水道管路内での死亡災害は、硫化水素中毒・酸
欠、一酸化炭素中毒とともに、流され事故によるも
のが多い。これらの死亡災害は、一度に複数人が被
災するなど大事故につながることも特徴にあげられ
る。
　本稿では、下水道管路内での流されによる死亡災
害事例を概観し、事故防止対策について考える。

2．流され事故による死亡災害事例

　平成13年以降、下水道管路内での流されによる死
亡災害事例を以下に示す。すべてが急な増水による
ものである。このうち、事例 3 は 4 人、事例 4 は 5
人と、一度に大勢が亡くなっている。
【事例 1】ポンプ場からの送水により流される

　下水管更新工事において、マンホール内で製管機
の組み立て中、止水していた上流のポンプ場から送
水が開始されてしまい、150m下流の下水処理場まで
流された（平成13年）。
【事例 2】大深度地下での工事中に

　大深度地下シールドトンネル工事において、排水
施設の点検中、折からの台風による集中豪雨により、
溢れた雨水が下水管に予想を超え流入したため、管
路同士の接合部を間仕切りしている鋼製の隔壁に大

きな水頭圧がかかり、隔壁が破壊され、新設管路内
で排水ポンプの動作確認をしていた作業者が流され
た（平成16年）。
【事例 3】水路内での調査中に 4人が流され

　作業者 6 人は、水路内で橋梁の耐震強度調査を
行っていたが、大雨により水位が急激に上昇し、そ
の時に発生した濁流に 5 人が流され 4 人が死亡した

（平成21年）。
【事例 4】突然の大雨で 5人が死亡

　既設下水管の更正のため塩化ビニール製内管を設
置する工事中、 1 次下請の作業者 1 人、 2 次下請の
作業者 5 人の計 6 人が管路内に入り、内管の接合部
にFRP樹脂製の内張りの設置作業を行っていたとこ
ろ、突然の大雨で管路内が急激に増水し、 6 人の作
業者のうち 5 人が流された（平成20年）。
【事例 5】建築物の雨水排水用人孔内で

　建築物の雨水排水管の詰まり（ヘドロ等による）
を除去するため、敷地内に設けられた人孔（湧水、
雨水、汚水の集水枡）に被災者が立ち入っていたと
ころ、突然、湧水が流入し、被災者が人孔内で溺死
した（平成28年）。

スペシャルリポート

下水道工事事故対策（流され）
労働安全衛生総合研究所

安全研究領域長兼建設安全
研究グループ部長
高木 元也

3.44m

（製管 2000×1460）
□2100×1600

4.5‰

82.55m

3.05m

既設人孔
（工事起点）

既設人孔

当日の作業箇所

事例 4の事故発生時の現場状況図
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3．大雨の発生状況

　事例のうち、一度に複数人が死亡した事例 3 、事
例 4 について、大雨の降り方、作業者の退避状況な
どは以下のとおりである。
【事例 3】

　新聞報道によると、午前10時頃から、作業者 6 人
が水路の底で橋梁の耐震強度調査を開始した。13時
30分頃、雨が強くなったため、作業者は、作業を中
止し退避すべく後片づけをしていたところ、14時頃
になり、急激な増水が起こり、水路にいた 5 人が流
された。大雨洪水注意報はその日の午後に発令され、
14時頃、時間20～30mmの強い雨が記録されている。
【事例 4】

　発表された事故調査報告書をみると、事故当日、
その地方は前線が停滞し、大気の状態は非常に不安
定で、前日から雷注意報が継続して発令されていた。
しかし、事故発生の直前まで、現場では雨が降って
いなかった。事故発生時間は11時40分～12時頃と推
定されるが、11時35分頃になって初めて大雨・洪水
注意報が発令され、その後12時33分に、大雨・洪水
警報が発令された。
　現場から150m離れたところにある雨量計では、11
時50分に最初の雨が記録され、そのわずか 3 分後、
11時53分からの 1 時間で57.5mmの豪雨が記録され
ている。

4．事故防止対策の課題

　事例 4 の事故調査報告書では、事故発生に至った
主な原因について、大雨洪水注意報の発令された11
時35分頃には、当該幹線の上流域では雨が降り始め
ていたが、現場では雨は降っておらず、大雨・洪水
警報が発令されたのは、事故発生後であった。気象
情報に基づき作業の中止基準が定められているが、
それでは対応が困難であった。これまでの大雨時の
安全対策は、このような突発的な局所的集中豪雨に
よる急激な水位上昇を想定したものになっていない
としている。

　実際、請負業者の施工計画では、作業中止基準は、
①作業開始前からの降雨の場合、注意報や警報を伴
う雨量の場合は作業中止、②作業開始後の降雨の場
合、注意報や警報を伴う雨量の場合は作業中止、③
作業開始後の降雨の場合、さらに管渠内水位上昇が
確認された場合は作業中止とされていた。しかし、
工事関係者への聞き取り調査によると、事故当時の
管路内において、水位は上昇し始めた途端、わずか
な時間で満管に近い状態に達したため、「水位上昇が
確認された場合、作業を中止し、地上に避難」では、
十分な退避時間の確保が困難であったとしている。

5．他の事故から事故防止対策を考える

　事例 4 のように、下水道管路内で作業する場合、
現場の上流側で雨が降れば、たとえ現場で雨が降っ
ていなくとも、流され事故のリスクは発生する。た
だ、この状況では、現場の警戒感は高まりようがな
い。突然襲ってくる脅威にどのような対応すればよ
いのであろうか。
　似たようなものに鉄道工事の触車事故があげられ
る。軌道上での作業中に列車にひかれるものである。
触車事故は、長期的には減少してきたものの、未だ
撲滅することができず、鉄道会社は今でも頭を悩ま
せている。現状の事故防止対策は、①現場で作業開
始前に有資格者による運行ダイヤグラムの確認と作
業者全員への注意事項周知、②リアルタイムの運行
確認（現場最寄駅からの発車確認等）、③現場付近に
列車監視人を配置するとともに、④遠方での列車監
視人の配置など、多重防護が講じられている。
　鉄道工事のように、おおむね決まった時刻に列車
が通過することがわかっていて、さらに、このよう
な多重防護が講じられていても触車事故は撲滅でき
ない。それを考えると、下水道管路内での「流され
事故」は、普段は襲ってこない脅威が、突然襲って
くるため、触車事故よりも対策は難しいと推察され
る。そうであれば、触車事故の多重防護以上の対策
が求められるのかもしれない。
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1．「一滴ルール」制定の経緯と概要

◦制定の経緯

　現在、東京都下水道局（以下「当局」）において運
用されている雨天時における安全管理（通称「一滴
ルール」）、この制定の契機となったのが、平成20年
に発生した雑司ヶ谷幹線再構築工事事故である。
　この事故は、平成20年 8 月 5 日、午前11時40分頃、
雑司ヶ谷幹線内（豊島区雑司ヶ谷二丁目付近）で管
きょ更生工事を行っていたところ、突然の豪雨によ
り、幹線内の水位が一気に上昇し、管内で作業中の
作業員 6 名が流されたというものである。 6 名の作
業員のうち 1 名は自力で脱出したが、残る 5 名の方
が亡くなったという、大変痛ましい事故であった。
　当時、当局では大雨洪水警報発令時の工事中止を
定めていたが、当日は警報発令前に、突発的な局所
的集中豪雨となったため、急激な水位上昇が生じ、
退避が遅れたことが事故の主たる原因であった。
　事故の発生を受け、当局では事故調査委員会を設
置し、事故原因の究明を行うとともに、雨天時の作
業の中止基準等の再発防止策を定め、厳格な運用を
行うこととした。この基準は、当該施工箇所に一滴
でも雨が降れば作業を行わないことから「一滴ルー
ル」と称された。
◦「一滴ルール」の概要

　「一滴ルール」の基本的な考え方は、「一滴でも雨
が降れば作業を行わない」ことである。具体的には、
突発的な局所的集中豪雨に対して、迅速に安全を確
保することを目的として、以下に示す作業中止・再
開の基準を定めている。
• 当該施工箇所に一滴でも雨が降っている場合また

は当該施工箇所に係る気象区域に注意報・警報が
発令されている場合は施工を開始しない。

• 当該施工箇所に一滴でも雨が降った場合または当
該施工箇所に係る気象区域に注意報・警報が発令
された場合、即刻作業を中断。資機材を放置し、
地上に退避する。

• 作業の開始・再開に当たっては、以下の 3 条件全
てを満たすことを必要とする。

　① 当該施工箇所に雨が降っておらず、当該施工箇
所に係る気象区域に注意報・警報が発令されて
いないこと

　② 管内の水位が通常水位と変わらないこと
　③ 施工計画書に則った安全確認を完了すること
※注意報及び警報の対象は、大雨、洪水のいずれか

　「一滴ルール」の対象となる作業について、当局で
は「雨天時に、雨水の流入・増水による影響を受け
る地下工事等」としており、当局の「土木工事準仕
様書」に記載されている「一滴ルール」の対象は以
下の通りである。
　ア　 口径800mm以上の大口管きょ内での内面被

覆工事等
　イ　 シールド工法や推進工法などのトンネル工事

における、既設管きょなどに接続する区間の
工事

　ウ　 口径800mm以上の管きょ布設替工事のうち、
既設管きょの撤去から新設管きょの布設まで
の工事

　エ　簡易合流改善施設工事
　オ　口径800mm以上の大口径管きょの調査
　カ　 人孔内の下流管口径が800mm以上の管路耐

震化や非開削人孔浮上抑制工事
　キ　 その他、土木施設工事や設備工事で、当局が

定めるもの
　「一滴ルール」では、このほかに、気象情報の自動

下水道局における工事事故対策

「流され事故防止」に向けた取組
東京都下水道局計画調整部技術開発課　技術管理担当　菅野 陽平
東京都下水道局施設管理部管路管理課　指導担当　　　福田 匠太
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配信システムの配備、退避計画の作成、流下防止対
策の実施を義務付け、各現場において、急激な気象
の変動に対応できる体制を構築し、雨天時における
作業の安全性の向上を図っている。

2．作業現場における流され防止策

　雨天時における安全管理強化策については、作業
の安全管理に万全を期するため、現場に応じて様々
な工夫が行われている。以下に事例を紹介する。
◦気象情報を迅速に把握するシステムの構築

　変化する気象情報を迅速に取得するため、管きょ、
人孔など下水道施設内の作業を伴う現場において
は、気象担当者の携帯電話に、注意報及び警報（特
別警報含む。）の自動配信システムを配備することを
義務付けている。実際には、これに加え、東京アメッ
シュや他の気象サイトを併用する受注者が多く、突
発的に発生する局所的集中豪雨などの気象情報を確
実に取得するよう努めている。
◦安全かつ迅速に退避するための配備

　突発的な豪雨に備え、当局では放置する資機材や
退避時間を考慮した退避ルートを作業計画書に記載
するよう指導しており、受注者は作業着手前に、現
場の代表的な箇所で退避訓練を行うこととしている。
　訓練の手順として、まず該当地域に降雨があった
と仮定し、気象担当者が下水道施設内の作業員へ退
避を指示することから始まる。作業員へ知らせる方
法は様々で、ブザー付き回転灯や拡声器、無線機等
を併用している。作業員は挙手や返事をして退避指
示を確認したことを示し、資機材を放置して下流人
孔から地上へ退避する。退避後は名前による点呼を
行い、残留者がいないことを確認して完了となる。
　なお、訓練時は、降雨確認から退避完了までに要
した時間をストップウォッチ等で計測し、すべての
作業員に認知させることで、迅速に退避する意識の
向上を図っている。
　また、「一滴ルール」は下流管口径が800mm以上
の現場を対象としているが、それ以下の口径であっ
ても人孔内での作業を伴う場合は「一滴ルール」に
準じた作業中止基準を適用している事例もある。
◦流され防止対策の実施

　上述のとおり、突発的な豪雨に迅速に退避できる

態勢を取っているが、不測の事態においても人命を
確保するため、流され防止策も講じている。具体的
な取組として、管内の人孔間を結ぶ救助用親綱の設
置、人孔への縄梯子の設置、作業路線の下流管口へ
の流下防止柵の設置などがあり、適宜、作業環境に
応じた対策を組み合わせ、流され防止策を強化して
いる。救助用親綱は、作業員が墜落制止用器具を繋
ぐことで、急激な増水が発生した際に、親綱に掴ま
りながら退避することが可能となる。また、万が一、
作業員が流されることがあっても、直下に設置した
流下防止柵により、下流へ流されることを防止でき
る。流下防止柵は、単管パイプを格子状に組み、管
口に引っかけて設置するのが一般的であるが、現場
状況に合わせて形状を変えて設置している。更なる
工夫として流下防止柵にネットを張り、流下能力を
確保しながら安全性の向上を図った事例も報告され
ている。
　以上の対策については、受注者が作成する施工計
画書に詳細に記載することとしており、当局も安全
管理の徹底の観点から、施工計画書審議会において
重点的に内容を確認している。
　今日も各現場では受発注者が力を合わせて、「一滴
ルール」を活用し、事故予防に取組んでいる。その
結果、策定から約12年で同様の事故は発生していな
い。
　平成20年 8 月 5 日の雑司ヶ谷幹線における事故を
風化させることなく、引き続き作業等の安全確保、
流され事故の防止に取り組んでいく。

写真：ネットを張った流下防止柵
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はじめに

　東京都下水道局では、局地的な雷雨や集中豪雨な
どの気象情報をきめ細かく、かつリアルタイムに把
握し、雨水ポンプ等の運転管理に役立てることを目
的として、降雨情報システム（東京アメッシュ）を
昭和63年に導入した。さらには、この情報を当局に
おける工事現場の事故防止にも拡充させ、上流での
降雨や雨雲の動きの把握にも用いている。「東京ア
メッシュ」は、迅速な作業中止の判断を行うための
ツールとして、工事事故の防止に寄与している。

東京アメッシュの概要

　東京都下水道局ではレーダーと地上雨量計で観測
したデータから、降雨強度と降雨分布状況を解析す
る東京アメッシュを運用している。都内とその周辺
で降っている雨の強さを10段階に色分けし、時間経
過により自動で更新するとともに、過去 2 時間分の
降雨データを再生する機能を有している。
　東京アメッシュのレーダー基地局は、港区と稲城
市の 2 か所にあり、雨粒に当たって跳ね返ってきた
反射波により降雨状況を観測している。観測した
データは、下水道局の光ファイバー網を通じてポン
プ所や水再生センターなどに配信されている。また、
レーダーで観測したデータは、都内に設置された地
上雨量計の計測データとともに中央処理局に伝送さ
れ、降雨強度を表すために画像化されている。アメッ
シュのレーダーの観測範囲はそれぞれ基地局から半
径80kmであり、これは一般的な気象レーダーの1.5
倍以上であり、都内では、島しょ部を除き全域をカ
バーしている。
　観測した情報は、平成14年から都民の浸水への備
えを支援するため、アメッシュ画像作成システムを
通じて、「東京アメッシュ」ホームページとして公開
している。ホームページでは、 5 分周期で雨雲がど

の方向に、どのくらいの速さで移動しているかが分
かる。そのため、土のう・止水版等の浸水への備え
だけでなく、洗濯物の取り込みといった都民の日常
生活にも活用いただいている。

最新技術による観測精度の向上

　東京アメッシュは平成24～27年度末までの 4 年間
で、設備老朽化に伴う再構築を行った。その際、最
新式のXバンドMP（マルチパラメーター）レーダー
を採用し、観測精度を向上させている。従来の気象
レーダーでは水平偏波（水平方向に振動する電波）
のみを用いた観測だったが、雨粒は大きくなるにつ
れ、空気抵抗等の影響で球状から扁平状になる。そ
こで、水平偏波と垂直偏波（垂直方向に振動する偏
波）を持つMPレーダーを用いることで、雨粒の大
きさを正確に把握し、弱い降雨も正確に捉えること
ができるようになった。
　再構築完了後の平成28年に、東京アメッシュの雨
量表示について、以下の点をリニューアルした。
● 都内ほぼ全域で降雨強度の表示メッシュを500m

から150mに細分化（一般的な気象レーダーと比較
して精度が50％以上向上）

下水道工事事故防止対策（流され）

■「東京アメッシュ」のこれまでの活用と今後の展望
東京都　下水道局　施設管理部　施設管理課

運転情報管理担当　早川 隆

図 1　降雨情報システムの構成概念図

66 JASCOMA   Vol.27 No. 53



スペシャルリポート

● 降雨強度表示を 8 段階から10段階に細分化
● 地図表示の拡大レベルを 1 段階から 3 段階に増強
　これらの機能向上により、これまでは観測できな
かった降り始めのわずかな雨の表示や、急な雨の予
兆の捕捉が可能となった。また市区町村ごとにそれ
らを表示することができるようになり、工事現場に
おける局地的な大雨等への備えを充実させた。

スマートフォン版の公開

　東京アメッシュは、平成14年のホームページ公開
以降、さまざまな場面で都民に活用されている。そ
こで平成29年 4 月から、さらなるお客さまサービス
の向上と利用者の拡大、浸水への備えへの意識向上
に向け、スマートフォン版の配信を開始した。これ
までのホームページ画面に比べ、文字や操作ボタン
を大きくし、スマートフォンでの見やすさや操作性
を向上させた。さらに、スマートフォンのGPS機能
を活用した現在地表示や事前に登録した地点に迅速
にアクセスできる（ 2 地点まで）機能の追加等、機
能性の向上を図った。これらを活用することで、当
局における工事の現場でも、現地にて詳細な降雨情
報を迅速に把握することができ、流され事故等の事
故防止に寄与している。

お客様への情報発信

　東京アメッシュは平成31年度にはPC版、スマート
フォン版合わせて約6,000万件（うち、スマートフォ
ン約41％）もの年間アクセス件数を記録するなど、
都庁内で最大級のアクセス件数を誇るサイトとなっ
ている。
　当局では平成30年 3 月に、「東京下水道見せる化ア

クションプラン2018」を
策定し、東京下水道の役
割や課題、魅力を積極的
に発信している。東京ア
メッシュでは、サイトの
アクセス数を活用し、局
の施策等をバナーに示
し、発信している。平成
30年 5 月からはバナー数
を 6 個から 8 個に拡大し
た。また、令和元年 5 月
からはスライドバナー化
により、バナー表示機能
を強化するとともに、レスポンシブル対応による視
認性向上を図りPR機能を強化した。
　また、東京アメッシュは、これまでの日本語と英
語に加えて、令和 2 年 3 月から中国語（簡体、繁
体）、韓国語にも対応した。これにより国内外から東
京を訪れる方々に、より東京下水道の取組を知って
いただくことで、「見せる化」を推進している。

おわりに

　「お客さまとのパートナーシップの充実」を掲げる
東京都下水道局では、浸水防除への意識の高まりが
都民の安全・安心につながるものとして、東京アメッ
シュの更なる認知度向上とアメッシュデータのより
高度な活用方法を考えていくとともに、下水道工事
事故防止対策として、工事現場等での利用を促進し
ていく。
※ アメッシュ詳細については下記URLをご参照く

ださい。https://tokyo-ame.jwa.or.jp/ 

図 2　MPレーダーの仕組み 図 3「東京アメッシュ」PC版の画面

図 4　「東京アメッシュ」
スマートフォン版の画面
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　下水道管路の維持管理作業中のいわゆる「流され
事故」の防止には、作業現場やその周辺で降ってい
る雨を常時把握し、早めに行動することが重要であ
り、それには雨に関する詳細な面的分布情報の活用
が有効です。気象庁が提供する雨に関する面的分布
情報としては、過去 1 時間内に降った降水量の解析
値と15時間先までの予測情報である「解析雨量・降
水短時間予報」や雨の強さの解析値と 1 時間先まで
の予測情報である「降水ナウキャスト」、降水ナウ
キャストよりもきめ細かく雨の強さを予測できる

「高解像度降水ナウキャスト」があります。ここで
は、スマートフォン、タブレット端末、パソコン等
から気象庁ホームページ「雨雲の動き（高解像度降
水ナウキャスト）」で時々刻々の雨の強さをご覧いた
だける高解像度降水ナウキャストについて紹介しま
す。

高解像度降水ナウキャストとは

　高解像度降水ナウキャストは、気象レーダーの観
測データを利用して、250mの解像度で降水の短時間
予報を提供します。
　気象庁は全国20箇所に気象ドップラーレーダーを
設置して、日本全国のレーダー雨量観測を行ってい
ます。 このドップラーレーダー観測網は、従来は解

像度が500mでしたが、局地的な大雨の観測精度の向
上を図るため、平成24～25年度に250mに解像度を向
上させるための改善を行いました。
　これを受けて平成26年より提供を開始した高解像
度降水ナウキャストでは、これら気象ドップラー
レーダーの観測データに加え、気象庁・国土交通省・
地方自治体が保有する全国の雨量計のデータ、ウィ
ンドプロファイラやラジオゾンデの高層観測デー
タ、国土交通省レーダー雨量計のデータも活用し、
降水域の内部を立体的に解析して、250m解像度の降
水分布を30分先まで予測します。

高解像度降水ナウキャストの予測手法

　降水ナウキャストが気象庁のレーダーの観測結果
だけを用いるのに対し、高解像度降水ナウキャスト
では、気象庁のレーダーのほか国土交通省レーダー
雨量計の観測結果等を用いた解析を行って実況を作
成しています。 
　降水ナウキャストが実況の降水分布を水平に移動
させて 2 次元で予測するのに対し、高解像度降水ナ
ウキャストでは、実況時刻後に上空で発生して落ち
てくる降水も考慮した 3 次元で予測する手法を導入
しています。 予測前半では 3 次元的に降水分布を追
跡する手法で、予測後半にかけて気温や湿度等の分

下水道工事事故防止対策（流され）

■高解像度降水ナウキャスト
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布に基づいて雨粒の発生や落下等
を計算する対流予測モデルを用い
た予測に徐々に移行していきます。
　また、高解像度降水ナウキャス
トでは、積乱雲の発生予測にも取
り組んでいます。 地表付近の風、
気温及び水蒸気量から積乱雲の発
生を推定する手法と、微弱なレー
ダーエコーの位置と動きを検出し
て、微弱なエコーが交差するとき
に積乱雲の発生を予測する手法を
用いて、発生位置を推定し、対流
予測モデルを使って降水量を予測
します。

高解像度降水ナウキャスト
の解像度

　観測及び予測データをもし単純
に高解像度化した場合は、データ
容量が増加してデータ表示のための端末や回線の負
荷が大きくなり、利用コストが大きくなってしまい
ます。このようなことを避ける工夫として、高解像
度降水ナウキャストでは、陸上と海岸近くの海上で
は250m解像度の降水予測を、その他の海上では
1 km解像度により降水予測を提供しています。この
ようにメリハリをつけた解像度を設定すること等に
より、利用コストを抑えながらも下水道をはじめ
様々な利用者がいる陸上の高解像度化を実現してい
ます。

高解像度降水ナウキャストの事例

　右上の図は、平成26年 6 月29日の大雨を予測した
例です。特に○印の地域では降水ナウキャストと比
べ、高解像度降水ナウキャストでは実況に近い強雨
域を表現できているのがわかります。

高解像度降水ナウキャストの利用

　レーダーの運用休止に伴い、該当する地域の降水
強度が表示されないか、弱めに表示されることがあ
ります。また、レーダーの電波が雨雲以外のものか
ら反射されることなどが原因で、実際の降水よりも

はるかに強い降水が表示されることがあります。ま
た、実際の降水がないところに降水が表示されるこ
ともあります。必要に応じて周辺のアメダスによる
降水量などもご覧ください。
　気象庁ホームページでご覧いただける高解像度降
水ナウキャストでは、雨の強さの分布が市町村境界
や鉄道などのランドマークとともに地図上に表示さ
れ、特定の場所の周辺を中心に拡大縮小が自由にで
きます。 1 時間以内に周辺で強い雨が予想される場
合は、河川や下水道管路等の急激な増水の可能性を
考慮して早めに作業を中断するなどの事故防止対策
にお役立ていただけます。

お問い合わせ先：気象庁予報部予報課（開発班）
住所
東京都千代田区大手町1-3-4

（令和 2 年11月に港区虎ノ門に移転予定）
TEL 03-3212-8341
URL「雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト）」
https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

図は平成26年 6 月29日16時00分を初期値として16時20分を予測した予測値
（上）と16時20分における実況値及び解析値（下）。図では降水ナウキャストの初
期値を実況値、高解像度降水ナウキャストの初期値を解析値と表示しています。
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国際会議から震災対応まで多種多彩な
経験を

「埋めて、そして忘れることへの警鐘」の発刊
鎌田：私は名古屋市に奉職し一貫して下水道部局で
仕事をしてきました。処理・管路ともに下水道に関
する行政業務はすべて経験してきました。そして、
平成14年から管路協にお世話になっています。
　管路協と私との関わりは、管路協の初代会長の長
谷川清さんとの出会いに始まります。長谷川清さん
は私の大学の先輩であり、私が管路維持管理を行う
稲西出張所で維持係長の時に、管路管理を通じてご
縁がありました。当時、長谷川清さんは、管路管理
機器を国内で唯一扱う日米産業（現カンツール）と
いう会社の社長でした。私も興味があったので、親
交を深めたわけです。
　平成10年頃には、国内にはまだ存在しなかった管
路管理に関する基礎的な書籍の発行を手掛けまし
た。長谷川清さんのリーダーシップのもと、ドイツ
で出版されている管路管理の技術書を翻訳すること
になりました。メンバーは、長谷川清さんと現在の
会長の長谷川健司さん、日本大学工学部教授の田中
和博さん、カンツール（株）の中村克己さん、管路協
専務理事の冨澤さん、環境新聞社の内田さん、そし
て私です。
　月 2 回のペースで会合を開き、手弁当で翻訳して

いきました。そして製本する前に、翻訳できた順に
公に連載し、平成11年 7 月に「埋めて、そして忘れ
ることへの警鐘」というタイトルで管路協より出版
しました。要するに私の自論でしたが、建設一辺倒
の時代に維持管理への備えの必要性を訴えたわけで
す。さらに平成12年 6 月には、「壊れてからでは遅す
ぎる」というタイトルの本を管路協より出版しまし
た。実は、それら出版物は要約版と言えるもので、
実際の原書には、非常に細微に渡り維持管理・修繕・
更生について記載されていました。その完成版とし
て技報堂出版より「下水道管路の維持・管理と保全」
というかなり分厚い本として平成18年に発刊されて
います。
　また、下水道管路管理技士認定試験の立ち上げの

管路協の技術顧問による
技術継承講演会

講演者

鎌田　 修　技術顧問（元・名古屋市上下水道局）
中根 憲二　技術顧問（元・大成建設株式会社）

　管路協は、経験豊富で多くの知見を有した皆様のお力添えをいただきながら、ここまで発展してきました。
これまで長きにわたり技術顧問として協会を支えてこられた鎌田修氏と中根憲二氏の両名が、協会を卒業する
ことになりました。そこで、お二方の貴重な経験やこれまでの半生から得られた教訓をここにご紹介いたしま
す。皆様の今後の糧となることを願っています。

鎌田氏
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時も各支部単位で実技試験を行うに当たり、当時、
中部支部は、名古屋での実技試験会場の適地を探し
ていました。私は、管路の維持管理を担う保全課に
在籍しており、実際の管路を使ってやれるような場
所を探して、それを名古屋市下水道局上層部の許可
をとって、試験会場に使えるようにしました。
　その後、排水設備課長や保全課長、そして水質管
理課長を歴任する中で、平成14年 2 月に半田市にお
いて管路清掃中に硫化水素中毒による死亡事故が発
生し 5 人が亡くなられました。そのとき私は水質管
理課長だったので、硫化水素発生のメカニズムなど
について一般メディアの取材対応を行い、それがテ
レビで放映されたのです。その年の 3 月に私は名古
屋市を退職しました。
　管路協は半田市での死亡事故を受けて、各支部で
安全衛生講習会を企画し、メディア対応した私に講
師依頼がきました。正式に管路協に再就職したのが
平成14年の 5 月ですが、 4 月から安全衛生講習会で
全国を飛び回っていたわけです。

国際規格ISO／TC224への対応
　管路協に入ってすぐに、ISO／TC224（上下水道
サービスの国際規格）の取組みが始まります。上下
水道の維持管理に関する国際標準化についてフラン
スから提案されたわけです。日本抜きでISOが発効
されると、スタンダードビジネスで後れを取ること
になるので、我が国は上下水道界がまとまりこれに
対応しました。
　私は管路協代表として下水道国内対策委員会管路
部会の部会長を拝命し、 2 年ほど関わりました。国
際会議に出席すると、各国代表は国益を背負ってい
ますので、とにかく自国の主張を繰り返すのです。
日本人はあまりそういう交渉は得意ではないのです
が、当時日本下水道協会が「下水道維持管理指針」
を発刊済みでしたので、これを基に作成した日本原
案は非常にうまくまとまっていました。フランス原
案に対して日本側からこの日本原案の内容を提案す
ると、最終的には日本の主張が通るという形で規格
化されました。
　WTO／TBT協定によれば、ISOが発行されれば、
加盟各国はそれに倣って、自国の基準をISOに準拠

させなければならなくなります。日本は関係者の努
力により、ジャパンスタンダードの国際標準化に成
功したと考えています。

管路研修センター（朝霞市）の設立
　私が関わった管路協の仕事で印象に残っているの
は、平成16年に完成した埼玉県朝霞市にある管路研
修センターの建設です。研修センター構想は会員の
技術力の維持向上のために以前からあり、会費を建
設基金として積み立てていました。都心にアクセス
が良く予算に見合う適地を、当時管路協関東支部会
員だったユーディケーの林専務らのご尽力で選定で
き、座学と実技のできる施設の設計を手掛けました。
実技試験用の模擬管路は、実体験できるものを想定
しており、人が入って目視で見られる口径というこ
とで、φ1350のコンクリート管を選定し、さらに目
視点検用のクラックなど意図的に不具合カ所をつく
り布設しました。また清掃作業用の管路とTVカメ
ラ調査用管路も 2 本ずつ布設しており、調査、清掃
の実技が行える施設としました。現在も認定試験や
研修、視察などに活用されています。
　展示会関係も記憶に残っています。管路協主催の
管更生技術施工展を名古屋で開催したときは、私の
地元ということもあり、共催の環境新聞社の方と運
営に関わりました。会場は名古屋市上下水道局の応
急給水センターをお借りしました。敷地は広大でデ
モ施工にはうってつけでしたが、あいにく当日は土
砂降りの雨が降り、ぬかるみの中での開催となり大
変な展示会となってしまいました。

忘れえぬ新潟県中越地震
　平成16年というと、新潟県中越地震を忘れること
はできません。とにかく大変でした。私は、当時の
管路協常務理事の植松さんが率いた第一陣に次い
で、 1 週間後に現地入りしました。管路協の仕事は
災害査定用の調査です。地震発生が10月末で、豪雪
地帯ですので、降雪の前に完了しなければならず、
とにかく「急げ、急げ」の日程でした。
　ところが被災地は卵形管の使用率が高く、管路協
会員で卵形管対応のTVカメラ車を持っている会社
が少なく苦労しました。通常管調査用の自走式カメ
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ラは管内で横転してしまうのです。被災規模が甚大
であったことと、この卵形管対応のカメラが不足し
ていたことから、中部支部以外にもお願いして全国
レベルの応援体制をとることになりました。私は、
全国の支援隊の被災地割り振りを担当しました。そ
れがまた大変で、配置がスムーズにいかないことが
多々ありましたが、各支援隊に適合調査機器の有無
を確認し、適地に配置していきました。多忙な一日
が終わったあと、翌日の割振りもやらなければなら
ないので、ほぼ毎日深夜 1 時くらいまで残務整理に
追われました。
　中越地震は、下水道協会が定めた全国ルールで動
いた最初の災害でした。全国ルールは、たまたま私
が下水道協会在籍時に制作を担当したルールです。
被災地域ごとに幹事都道府県を決めておき、そこに
対策本部を設置し支援体制を整えることになってい
ます。中越地震では、新潟県が幹事でしたが、初め
てのことで紆余曲折があり、最終的に国交省が陣頭
指揮を執ってくれました。当時の国交省担当官は、
現在下水道協会の理事長をしておられる岡久さんで
した。
　現場が動き始めると、二次調査解析で問題が発生
しました。当時のTVカメラ調査機器はアナログか
らデジタルへの過渡期で、電子媒体として解析処理
できない機器が多く、解析に手間取る事態が発生し
ました。しかも膨大な管路被害の中、迅速に作業を
完了させなければならず、苦慮しましたが、国が調
査の簡素化策として「 5 スパンルール」を適用して
くれました。 5 スパン中 1 スパンだけ調査して 5 ス
パン全線調査に置き換える仕組みで、今もそのルー
ルは震災時に採用されています。
　中越地震は管路被害が顕著で、その後の地震対策
に多くの教訓を残しました。その結果、液状化対策
として関連する基準類が見直され、その後の管きょ
施設の設計・施工が改善される契機になりました。
　その後、私は体調を崩して故郷の名古屋に帰りま
したが、技術顧問はそのまま継続し、平成18年まで
常勤として在籍させていただきました。それから今
日に至るまで体調も回復し非常勤顧問として、各種
講習会等の講師などをお手伝いしてきました。その
中で気になったことを申し上げます。

資格制度のさらなる活用を
　管路協は半田市の事故を教訓にポケットサイズの
安全衛生の手帳を作成し、会員会社従業員一人一人
に配付し常備することになっていますが、講習会で
尋ねると知らない人や常備していない人が多くいま
す。これは管路協会員の意識の問題で自分の命に関
わることですので、再確認してください。また安全
教育用のDVDもつくっていますが、ほとんどの会員
はご存じないようです。ぜひこの機会に会員会社内
で活用してください。
　それから認定試験です。下水道管路管理技士は、
発注側の自治体がこの資格保有者が在籍しているこ
とを応札条件に記載するなど、業務に非常に有効な
資格ですので、受験者はしっかり勉強して臨んで頂
きたいと思います。一番いい勉強の仕方は、過去問
題をやることだと思っています。私は別の団体で試
験問題をつくったことがありますが、新しい問題を
つくるのは大変です。結局同じ様な設問になること
が多いため、過去問題をよく勉強しておけば鬼に金
棒です。
　これまで多くの方々に大変お世話になりました。
心より御礼申し上げたいと思います。ありがとうご
ざいました。

土木技術者かくあるべし

土木の醍醐味
中根：私は昭和16年 4 月17日に生まれました。本籍
は東京都港区赤坂青山北町 3 －68ですが、今はその
住所はありません。間組の本社が建っています。そ
の年の12月 8 日に太平洋戦争が始まり、私が 4 歳の
ときに終戦を迎えました。お袋の背中に負ぶさって
国道246号を逃げていると、道路脇の木製の電柱がみ
んな燃えていました。その記憶だけが私の脳裏に今
でも鮮明に残っています。
　 4 歳になってから埼玉県鶴ヶ島市に疎開して、 2
年間泥だらけになって遊んでいました。母親は教育
熱心でしたので、小学校は教育大学付属小学校へ入
りました。制服は房の付いた三角帽子を被るのです
が、低学年は赤、高学年になると白い房を付けてい
ました。小学校には電車で通っていましたが、空襲
で赤坂の自宅が消失したので、港区三田 3 丁目27番
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地の土地を取得して生活していました。現在の管清
工業三田オフィスや慶応大学正門のすぐそばです。
　小学校 5 年生のときに大病し電車通学ができなく
なって地元の小学校に転校し、高校時代にはNHKの
合唱コンクールで日本一になりました。その後、そ
のメンバーから 4 人選定され、 1 年間TV番組で
バックコーラスをやっていたりしたのです。
　そして大学では理系を選択し、さらに理工学部の
建築科、土木工学科、どちらに行こうか迷ったので
すが、最終的に男しかできない仕事をやりたい、た
だそれだけで土木を選びました。実際、建築の箱物
以外は全部土木の仕事なのです。非常に範囲が広い。
選んで良かったと思います。
　 1 年生の夏休みには北海道江別市で火力発電所の
建設現場を経験しました。 2 年生の時は都営地下鉄
で新橋の源助橋真下のトンネル工事で私たち学生が
研修生として携わりました。 4 年生のときには製図
しかなかったので、大成建設の八重洲設計事務所で
羽田モノレールの桁をつくる設計をやりました。
　その後、本社から設計部門に行けと指示されたの
ですが、白い服を着て鉛筆を動かすのは性に合わな
かったので断ったら、横浜支店へ行けという話にな
りました。当時、横浜支店は川崎の石油コンビナー
トを所管しており、プラント建設が多かったのです。
私は日本石油と三菱石油と日石化学などを担当し、
月に180時間ぐらいの残業をしていました。これでは
体がもたないと車を買い、車中泊する生活もやりま
した。昔の技術屋はすべて自分でやったのです。測
量も、コンクリート製造も、あるいは達磨ポンプ使

用作業も、すべて汗をかいてやってきているのです。
これぞ土木の醍醐味です。
　工場土木は受け持つ範囲が非常に広く、まず岸壁
と桟橋をつくって、最後には数万トンクラスの原油
タンカーが着岸できるようにするのが仕事です。当
然プラントですからヒューム管などのインフラ整備
もします。そして、その管路の更生もしました。更
生の理由は、プラント撤去時に地中に不要管を埋め
たままにするためです。開削撤去の方が安いと思わ
れがちですが、油分が含まれる土砂を捨てるところ
がなかったのです。それが私と管更生との出会いで
す。

管更生工法との出会い
　その後、私は更生工法の団体であるICPブリース
協会（現3SICP技術協会）に就職しました。実はメー
カーである湘南合成樹脂製作所のオーナー一族が私
の義弟の奥さんの実家だったのです。ちょうど大成
建設を卒業するタイミングで声がかかったので就職
しました。当時、管更生は維持管理の一環で、大口
径更新ができていない時代です。そこで将来絶対に
大口径対応が必要になると思い、樹脂セグメント方
式の更生工法を考えました。それから 2 年後、オー
ルライナー協会からも声がかかりお世話になること
にしました。オールライナー協会幹部には長谷川清
会長がいらして、その関係で管路協にもお世話にな
りました。
　管更生は、基本的には産業廃棄物が出ません。し
かも下水道が概成している政令指定都市では、最も
効率的な改築工法です。競合相手には推進工法があ
りますが、コスト面や技術面で課題があります。効
率性を追求していくと工法はある程度収斂され、同
じような工法での競争が激化しており、これが管更
生工法唯一の弱点ですね。
　また管更生の年間施工延長は、現在約600kmです
から、既設管路の老朽化の進行には追いつかないで
しょう。先日の管路協の技術セミナーの中で、東京
都は法定耐用年数を80年程度に設定（経済的耐用年
数）し再構築するとしていて、大阪市、名古屋市も
同様の取組みを行うようです。このような中、管更
生はいかにあるべきかと考えると、業界が一丸と
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なって、さらに工法のアピールを進め、発注者側の
信頼を獲得し工事量の確保につなげていくことが大
事ではないでしょうか。

技術者の良心に従え
　それから技術継承の話です。落語に「駕籠に乗る
人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人」という枕があり
ます。これは「自分一人では何もできません」「誰か
の助けを借りていくんですよ」という教えです。そ
の言葉の通りやろうとすると、例えば医学を知らな
くても処方された薬は飲みます。誰が建設したか知
らなくても、心配せずに橋を渡りますよね。つまり
分業されたものは専門になる。われわれは更生工事
が専門なのだから、何があっても誰に何を聞かれて
も答えられるだけのものを準備しなければならない
のです。
　スペースシャトルの打ち上げ失敗で 7 名の宇宙飛
行士が亡くなった事故があります。打ち上げる瞬間
にシャトルをつくっていた技術屋が不確実ながら不
具合に気がついた。それで上司に相談したら「技術
屋の帽子を脱いで、経営者の帽子を被りたまえ」と
言われ、引き下がってしまった。それが一生悔いの
残る大事故につながってしまったのです。
　土木学会資料の技術者倫理規程の中に、上司にと
らわれず会社にとらわれず責められる必要はないと
明記されています。会社がこうだから、社長がこう
言ったからといって、技術者は決して妥協してはい
けないのです。私たち日本人は、よく「お天道様が
見ている」という言い方をします。要するに人が見
ていないところでの振る舞いの大切さの教えです。
管更生も同じです。地下空間の人目に触れない世界
ですが、技術者の良心に従って、高品質な成果物を
つくっているかと常に問い続けてください。
　基本的に私の考えは、ある企業の役員コンプライ
アンステストというものの中にある「家族に胸を
張って話せますか」「見つからなければ大丈夫です
か」に凝縮されています。これが技術者倫理という
ものです。そのことを管路協の皆さん方も研修会や
講習会で訴え続けて欲しいと思います。というのは、
人間は楽な方を選択するようになるからです。

官民のつなぎ役として
　そして管路協の存在意義についてです。基本的に
管路協は、管路管理業に関する民間の代表的組織で
公益団体ですね。会長は民間ですが、専務理事や常
務理事は国や地方自治体の方が就いており、発注者
目線の活動が主体になると考えられますが、約600社
の正会員は、管路管理に関わる清掃業、土木建設業、
廃棄物処理業などの民間企業の方々です。このよう
な大きな公益法人はなかなかありません。
　協会発足当初から官側に対する窓口として、さま
ざまな要望事項や意見交換、情報提供などを行って
きていますが、その役割こそ存在意義だと感じてい
ます。例えば、下水道協会や下水道事業団の研修会
には、毎年多くの自治体関係者が集まります。なぜ
かと言えば、行政は人事異動によって 2 年ほどで人
が入れ替わるからです。さらに下水道部局・組織の
脆弱化も見過ごせません。しかも下水道は、経営を
行う行政事務、土木、建築、 機械、電気、化学、生
物など広範な専門知識や技術が必要です。そうした
情報の取得を目的に講習会や研修会に参加している
のです。管路協はそのニーズに応えるべきです。
　管路協には修繕・改築委員会という下部組織が
あって、多くの有力工法協会が委員として名を連ね
ています。しかし、工法協会の多くが行政との適切
なコミュニケーション手段を持っていないのです。
特に現在は、役所の中を自由に行き来できるところ
はほとんどありません。地元企業の方でも厳しい状
況に置かれる地域もあります。受注者と発注者が
しっかりとしたコミュニケーションがとれなけれ
ば、いい仕事ができるはずがないと私は思います。
　そこに管路協が介在することで、官民のつなぎ役
としての役割があると考えています。そうすること
によって信頼関係が構築され、地域の需要開発にも
つながります。それこそが、最も皆が頼りにしてい
るところです。昔は工法協会に入会するだけで案件
を受注できると考える人が結構いました。確かに私
が大成建設で営業を任された時代には、いわゆる「天
の声」が確かにありました。今はそういう時代では
なく、技術や品質、価格で競争して仕事につなげる
時代です。
　先ほど土木と建築の話をしましたが、私が土木で
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やっていない仕事は、ダム、ゴルフ場、宅地造成、
高速道路ぐらいです。特に思い出に残っているのが
瀬戸大橋建設の一大プロジェクトです。 9 年半のう
ち 7 年を担当し無事完成させました。また、沈埋函
という工法も新しい問題の連続でした。沈埋函とは
地上でつくった鋼・コンクリート合成構造のブロッ
クを海底で繋げることでトンネルを安価に建設する
技術です。当時は、日本鋼管で桟橋を借りて大きな
弁当箱みたいな沈埋函をつくり、現地に持っていっ
て海底に沈設しました。
　それから護岸をつくる工事も面白かった。東京湾
は平均すると水深20mぐらいで、海底にはヘドロが
大量に堆積しています。そこでまず土台づくりとし
て地盤改良し、その上に捨石をしますが、中には捨
石がいくらでも入る現場もあります。しかし、施主
からは設計以上の費用は払えないと言ってきまし
た。その時、偶然にも会計検査が行われ、工事の妥
当性を承認し、適正な費用負担を施主に求めてくれ
ました。手を抜かずしっかりと品質管理していれば、
最終的に理解してくれるのです。

業種認定にさらなる注力を
　やはり管路協の存在意義は、公益性にあります。
公益法人改革の中、管路協は下水道界に先駆けて公
益認定を取得しており、会計上も公益目的の諸活動
を前面に出して活動してきました。それこそが協会
の信用力や発信力につながっていると考えています。
　下水道業界の成長分野である管更生は、年間
1000kmまで市場を成長させて欲しいと思います。厳
しい目標かもしれませんが、そこまでくれば業種と
しての成熟が見込めますし、当然、発注者も計画的

に予算化してくれるはずです。現在の各都市の状況
を見ていると、1000kmぐらいの発注は可能だと思い
ます。まだ到達しないのは、われわれの努力不足で
あるような気がしてなりません。
　管更生という業種は、管路協と品確協が並列で所
管するのではなく、管路協の下に品確協を位置づけ
て所管していくことが一番良いのかなと思っていま
す。それはそれとして、要は管更生という業種は、
建設業の中に業種をつくって、われわれの資格試験
も反映させていくなど、本当の意味の業種認定に注
力していただきたいと思います。これは私がやり残
したことの一つなので、ぜひお願いします。
　それから、関係しそうな分野に積極的に関与して
いくことです。例えば、自然災害が多発しているの
で、管路協も防災・減災にしっかりと取り組んで欲
しいと。やはり地震が来れば管路も壊れるわけです
から、防災・減災も管路協の組織の一つとして常設
すべきです。また本日の新聞を見ていたら「感染症
BCPの策定」という記事が載っていました。今回の
コロナ禍も公衆衛生の問題で管路管理も関係してき
ます。公益社団法人として国民のためになる活動は
大いにやっていただきたいと思っています。
　とりとめない話にお付き合いいただいてありがと
うございました。今後は、ゴルフと囲碁とカラオケ
とピアノぐらいの趣味で過ごしていきます。体は空
いておりますから、何かあるときにはお知らせいた
だければ無給で馳せ参じます。長い間皆様には大変
お世話になりました。大したお役には立ちませんで
したが、少し足跡は残せたかと思います。管路協の
益々のご発展と、会員会社各位のご隆盛をお祈りい
たします。
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報告

　令和 2 年 3 月27日に広島市のホームページに「下
水道管きょ更生工事における入札参加条件の見直し
について」という見出しの公告（令和 2 年 6 月30日

更新）が出されました。長文ではないので、以下に
全文を紹介させていただきます。


下水道管きょ更生工事における入札参加条件（技術者資格、会社の施工実績）の�
見直しについて
　下水道管きょの更生工事は、道路を掘削することなく施工可能な工法であるが、工法ごとの特性や特徴が多
種多様であるうえ、成果物となる更生管きょは、現場で製品を加工する工程を含むため、品質を確保するため
には、現場条件に適した工法を選定するとともに適切な施工管理が求められる。
　今後、本市における下水道管きょの改築事業は管きょの老朽化に伴い益々増加する見込みであることから、
工事の品質を確保するため、下記のとおり入札参加条件を見直すものである。

記
1 　入札参加条件の見直しについて

（ 1 ）技術者資格について
　本市では、元請の配置技術者に管きょ更生工法の知識等を備えた技術者を配置することが施工管理・品質管
理を確実に履行するうえで重要と判断している。また、日本下水道協会が2017年に改定した「管きょ更生工法
における設計・施工ガイドライン」においても、「管きょ更生工法における資格制度の活用」が新たに盛り込ま
れている。
　こうしたことから、元請の主任技術者及び監理技術者について、従来の建設業法第26条第 1 項から第 4 項まで
に規定する者に加えて、管きょ更生工事の施工管理に関する以下のいずれかの資格を新たに求めることとする。
・ 下水道管路更生管理技士 （一般社団法人　日本管路更生工法品質確保協会）
・ 下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社団法人　日本下水道管路管理業協会）
・ 下水道管きょ更生施工管理技士（一般社団法人   日本管更生技術協会）

（ 2 ）会社の施工実績について
　会社の施工実績については、これまでは管きょ更生工事の実績を有する業者数が少なかったことを理由に、
非開削で施工するなど比較的施工形態が類似する推進工事等の実績でも可としてきたが、管きょ更生工事の実
績を有する業者も増加してきている。
　こうしたことから、会社の施工実績については、原則「管きょ更生工事の実績」のみに変更する。なお、実
績の取得機会を確保するため、一部の工事では当面の間従来通りの運用も行う。
2 　適用時期
　入札参加条件の見直しの適用時期は、令和 5 年度以降に入札公告を行う工事から適用する予定である。なお、
技術者の資格取得にかかる試験回数等を考慮し、令和 2 年度～令和 4 年度までの期間は、技術者資格及び施工
実績の取得準備期間としている。
3 　その他
　適用の開始においては正式な決定通知を改めて行うものとする。

　この公告は、下水道管きょ更生工事の入札におい
て、2017年改定のガイドラインで推奨されている下
水道管きょ更生工事の施工管理に関する技術者資格
の保有が明記されたことに加えて施工実績の見直し
も示され、合わせて技術者資格及び施工実績の取得
準備期間が設定されたことは全国初のユニークで実
効性の期待される取り組みと思われます。

　下水道管きょ更生工事のみならず、清掃、調査に
おいても業務の品質管理の向上のためには技術者資
格の活用が不可欠であります。広島市で示された上
記の取り組み（広島市方式）が他の自治体のモデル
となり、下水道管路管理技士の活用が進むことが期
待されます。

資 格 活 用
新 方 式

下水道管路管理技士の資格活用の
新方式登場
－広島市方式－

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
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　新型コロナウイルス感染症はこれまでの社会活動
に大きな変化をもたらしており、今後さらに変化が
重ねられていくことが予想される。 3 密を避ける、
人との接触を避けることが求められ、外出を自粛し、
在宅勤務等で過ごされた方は多いのではないかと思
う。下水道管路管理では、管路の布設されている現
場に出向いて、点検、調査、清掃、修繕、改築など、
管路を良好な状態に保つために必要な作業を行って
おり、在宅とかテレワークとはあまり縁のない仕事
である。また、下水道は国民生活のため止めること
のできないインフラであることから、その管理に従
事する者は、感染しないで作業を継続して行うこと
が強く求められる。
　そこで、管路協では国土交通省の指導と情報提供
を受け、下水道管路管理業務に従事する者を対象と
して、新型コロナウイルスへの感染及び感染拡大の
防止のために必要となる対策をまとめた「下水道管
路管理業務における新型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン」を令和 2 年 5 月14日に策定した。ガ
イドラインの内容を以下に示す。

1．目的

　本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス
感染症対策の基本的対処方針」をはじめとする政府
の諸決定を踏まえ、下水道管路管理業務に従事する
事業者における新型コロナウイルス感染症対策とし
て、実施すべき基本的事項について整理したもので
ある。
　下水道施設は、市民の快適な生活環境を維持する
とともに、公共用水域の水質保全を図るために必要
な社会基盤施設であることから、対処方針において

も、業務の継続が求められている。同時に、事業者
として自主的な感染防止のための取組を進めること
により、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止
していくことも求められている。
　下水道管路管理業務に従事する事業者は、対処方
針の趣旨・内容を十分に理解した上で本ガイドライ
ンに示された「感染防止の基本的な考え方」と「講
じるべき具体的な対策」を踏まえ、新型コロナウイ
ルスの感染予防に取り組むよう努めていただきたい。
　本ガイドラインの内容は、今後の各地域の感染状
況や専門家の知見、これを踏まえた対処方針の改定
等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。

2．感染防止のための基本的な考え方

　下水道管路管理業務に従事する事業者は、新型コ
ロナウイルス感染者の排泄物を含む下水中には、新
型コロナウイルスが含まれていることが明らかと
なっていることを踏まえ、業務において、下水に直
接触れることを避ける必要がある。
　また、オフィスにおける感染防止の取り組みが、
社会全体の感染拡大防止につながることを認識した
上で、対策に係る体制を整備し、個々の職場の特性
に応じた対策を講ずる。特に、従業員への感染拡大
を防止するよう、通勤形態などへの配慮、個々人の
感染予防策の徹底、職場環境対策の充実などに努め
るものとする。

3．講じるべき具体的な対策

（1）�下水道管路管理マニュアル等（別紙1、2のとお

り）の活用

　当協会が作成した下水道管路管理マニュアル2019

新型コロナ
ガイドライン

管路協における
新型コロナウイルス感染症
対策ガイドラインの策定

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 専務理事
酒 井 憲 司
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年版（別紙 1 ）及び下水道管路管理に関する安全衛
生管理マニュアル（別紙 2 ）の感染症予防対策の記
述に基づき、作業現場の状況に合わせて対処し、自
らの感染を防止するとともに、感染拡大の防止に努
める。
（2）感染予防対策の体制

　● 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染
防止のための対策の策定・実施について検討す
る体制を整える。

　● 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置
法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、
労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や
産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。

　● 国・地方自治体・業種団体などを通じ、新型コ
ロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時
収集する。

（3）健康管理

　● 従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウ
イルスへの感染を疑われる症状の有無を確認さ
せる。体調の思わしくない者には各種休暇制度
の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪く
なった従業員は、必要に応じ、直ちに帰宅させ、
自宅待機とする。

　● 発熱などの症状により自宅で療養することと
なった従業員は毎日、健康状態を確認した上で、
症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会
の指針1）などを参考とする。症状に改善が見ら
れない場合は、医師や保健所への相談を指示す
る。

（4）通勤

　● 在宅勤務、時差出勤、交代勤務など、様々な勤
務形態を検討し、可能な範囲で実施し、通勤頻
度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。

　● 自家用車、自転車など公共交通機関を使わずに
通勤できる従業員には、これを励行する。

（5）勤務

　● 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的
な手洗いを徹底する。特に現場作業終了後は、

1）日本渡航医学会-日本産業衛生学会作成「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」など（https://www.
sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf）

その場で速やかに手指の洗浄等を行い、オフィ
スやコンビニ等の立ち寄り先にウイルスを持ち
込まないようにする。このために必要となる水
道設備や石けんなどを配置する。また、可能な
限り、手指消毒液を配置する。

　● 下水の付着した衣服及び器具等については、洗
浄、消毒等、適切に処置する。

　● 従業員が、できる限り 2 メートルを目安に、一
定の距離を保てるよう、人員配置及び座席配置
について最大限の見直しを行う。

　● 従業員に対し、勤務中のマスク、手袋等の保護
具の装着を促す。特に、現場作業においては、
必要に応じて保護メガネ、フェイスシールド、
防護服などを装着する。複数名による共同作業
など近距離、接触が不可避な作業工程では、こ
れを徹底する。

　● 朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、
大人数が一度に集まらないようにする。

　● 窓が開く場合は、 1 時間に 2 回以上、窓を開け
換気する。なお、機械換気の場合は窓開放との
併用は不要である。

　● 会議を対面で行う場合、マスクを着用し、換気
に留意する。また、椅子を減らしたり、机など
に印をつけたりするなど、近距離や対面で座ら
ないように工夫する。

（6）休憩・休息スペース

　● 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外
であっても 2 メートル以上の距離を確保するよ
う努める、一定数以上が同時に休憩スペースに
入らない、休憩スペースの追設や休憩時間をず
らすなどの工夫を行う。

　● 食堂等での飲食についても、時間をずらす、椅
子を間引くなどにより、 2 メートル以上の距離
を確保するよう努める。施設の制約等により、
これが困難な場合も、対面で座らないようにす
る。

（7）トイレ

　● 便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数が
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使用する場所は清拭消毒を行う。
　● トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を

流すよう表示する。
　● ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオル

は禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業
員に個人用タオルを持参してもらう。

（8）設備・器具

　● 工具などのうち、個々の従業員が占有すること
が可能な器具については、共有を避ける。共有
する工具については、定期的に消毒を行う。

　● ドアノブ、電気のスイッチ、ゴミ箱、電話、共
有のテーブル・椅子などの共有設備については、
頻繁に洗浄・消毒を行う。

　● ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などはつい
たゴミがある場合はビニール袋に密閉する。ゴ
ミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスク
や手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。

　※ 設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶
液など、当該設備・器具に最適な消毒液を用い
る。清掃には、市販されている界面活性剤含有
の洗浄剤や漂白剤を用いる。手が触れることが
ない床や壁は、通常の清掃で良い。

（9）部外者の立ち入り

　● 外部関係者の立ち入りについては、必要性を含
めて検討し、立ち入りを認める場合は、当該者
に対して、従業員に準じた感染防止対策を求め
る。

　● このため、あらかじめ、これらの外部関係者が
所属する企業等に、感染防止対策の内容を説明
するなどにより、理解を促す。

（10）従業員に対する感染防止策の啓発等

　● 従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解さ
せ、日常生活を含む行動変容を促す。このため、
例えば、これまで新型コロナウイルス感染症対
策専門家会議が発表している「手洗いや咳エチ
ケット等の重要性」や「 3 つの密（密閉空間、
密集場所、密接場面）の回避」、「人との接触を

2）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
3）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

8 割減らす10のポイント」2）や「『新しい生活様
式』の実践例」3）を周知するなどの取組を行う。

　● 公共交通機関など公共施設を利用する従業員に
は、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内
など密閉空間での会話をしないことなどを徹底
する。

　● 作業服などを貸与している場合、従業員がこま
めに洗濯するよう促す。

　● 患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、
その家族、児童等の人権に配慮する。

　● 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員
やその関係者が、事業所内で差別されるなどの
人権侵害を受けることのないよう、従業員を指
導し、円滑な社会復帰のための十分な配慮を行
う。

　● 発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイ
ルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、
体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の
可能性がある場合、あるいは同居家族で感染し
た場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を奨励
する。

　● 過去14日以内に政府から入国制限されている、
または入国後の観察期間を必要とされている
国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃
厚接触がある場合、自宅待機を指示する。

　● 取引先等企業にも同様の取り組みを促すことが
望ましい。

（11）感染者が確認された場合の対応

①従業員の感染が確認された場合
　● 保健所、医療機関の指示に従う。
　● 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所

を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させ
ることを検討する。

　● 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されるこ
とがないよう留意する。なお、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人
データについては、個人情報保護に配慮し、適
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正に取り扱う4）。
②�複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の従
業員の感染が確認された場合

　● 保健所、医療機関およびビル貸主の指示に従う。
（12）その他

　● 衛生管理責任者と保健所との連絡体制を確立
し、保健所の聞き取り等に協力する。

　● 当協会作成の下水道管路管理に関する安全衛生
管理マニュアルに、今後、新型コロナウイルス
の予防の項を追加し、より一層の感染予防に努
める。

別紙1　�下水道管路管理マニュアル
（2019年版）

第9章安全衛生管理　第4節　衛生管理

§9.4.2　作業関連疾病の予防対策
　下水中には、種々の雑菌、寄生虫卵等が多数
生息しているが、ときには腸チフス、パラチフ
ス及び赤痢のような消化器系伝染病、出血性ス
ピロヘータ、ワイル氏病、破傷風、丹毒等の病
原菌、インフルエンザやノロウイルスなどの病
原性ウイルスなども存在する。
　このため、管路管理に当たる職員は、次のこ
とに留意して各自の衛生管理に努めることが必
要である。
　（1）管路管理作業における感染症
　（2）感染症の予防対策
　（3）保護具による感染防止
　（4）破傷風の予防
　（5）肝炎の予防

【解説】
（1）管路管理作業における感染症
　ウイルスや病原菌などは、人の体内で増殖し、排
泄されることにより下水道に大量に流入することと
なる。このため、管路管理作業においては、流入し
たこれらウイルスや病原菌に触れる可能性が高く、

4）個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」
　 （https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/）などを参照。

十分な注意が必要である。作業にあたっては、次の
ことを常に心がける。
　新型インフルエンザは、大部分の人が免疫を持っ
ていないため、爆発的に流行することが想定されて
いる。このため人命や事業にも大きな影響が考えら
れるため、特に徹底した対策を行う。
　一方、下痢症は、大腸菌によるものが主であるが、
管路管理業務では下水等を直接取り扱うことによっ
て起こる消化器系の感染に注意しなければならない。
　近年では、ノロウイルスなどのウイルスによる感
染症が流行し、乳幼児から高齢者までの幅広い年齢
層に急性胃腸炎などの劇症を引き起こしている。ノ
ロウイルスの増殖は人の腸管内のみだが、感染者の
便中には大量に含まれており、下水道には流行時に
は高濃度のウイルスが含まれている。その流行は概
ね11月下旬から12月下旬にピークを迎える。乾燥や
熱にも強いうえに自然環境下でも長期間生存が可能
である。感染力が非常に強く、少量のウイルス（10
～100個）でも感染・発症する。
（2）感染症の予防対策
　管路内作業では、流下する下水中のウイルスが手
や衣服に付着し、結果的に口に触れたり、食品・飲
料に混入する可能性があるので十分な注意が必要で
ある。
　感染症予防の基本事項は次のとおりである。
　① 職場や作業現場は、清掃などにより清潔な状態

を保つ。
　② 作業着、作業靴、作業手袋等は清潔なものを着

用し、下水等を直接皮膚等に付着させない。
　③ 作業終了時、食事前、喫煙前等は、うがいを行

うとともに必ず手を洗う。
　④ 咳をするときは、必ずティッシュなどで飛散を

防ぐ「咳エチケット」を行う。
　⑤ できるだけ入浴を励行する。
　⑥ 汚れた作業靴で、詰所、休憩所等に入るときは、

よく汚れを落とす。
　⑦ 必要に応じて、破傷風、肝炎等の予防接種を受

ける。
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　⑧ 感染者は、医師の診察を受けるとともに、病気
休暇により職場での感染の拡大を防ぐ。

（3）保護具による感染防止
　管路の中には人体に有害な物質が浮遊しており、
管路の中で働く作業者は、このような有害な物質か
ら自分の身体を守る必要がある。その手段の一つと
して、労働安全衛生保護具を使用する方法がある。
以下では、有害な物質の侵入経路ごとに、その対策
を示す。
1）経気道対策
　呼吸や口元・鼻元からの侵入防止対策として、防
じんマスク又は電動ファン付き呼吸保護具を着用す
る。防じんマスクには、ろ過材が交換できる取替え
式防じんマスクと、ろ過材自体がマスクになってお
りマスクごと交換する使い捨て式防じんマスクがあ
る。電動ファン付き呼吸用保護具は、マスクにろ過
材、ファン、バッテリーを装備したマスクで、呼吸
が楽にでき、また、マスクの外より陽圧（プラス圧）
となるため、気密性が高い。
2）経皮対策
　皮膚からの吸収防止対策としては、防護服、防護
手袋、防護長靴、保護メガネ等、使用条件に合った
適切な保護具を選定し着用する。

別紙2　�下水道管路管理に関する�
安全衛生管理マニュアル

9-2　作業関連疾病の予防対策

9-2-1　感染症の予防
　下水中には、種々の雑菌、寄生虫卵等が多数生息
しているが、ときには腸チフス、パラチフス及び赤
痢のような消化器系伝染病、出血性スピロヘータ、
ワイル氏病、破傷風、丹毒等の病原菌やウイルスな
ども存在する。
　このため、管路管理に当たる職員は、次のことに
留意して各自の衛生管理に努めることが必要である。
　①作業着、作業靴等は清潔なものを着用する
　② 作業終了時、食事前、喫煙前等は、必ず手を洗

う
　③できるだけ入浴を励行する
　④ 汚れた作業靴で、詰所、休憩所等に入るときは、

よく汚れを落とす
　⑤ 必要に応じて、破傷風、肝炎等の予防接種を受

ける
　下水道関係の作業では、土壌作業の際の破傷風、
下水作業の際の下痢症、A型肝炎等が主に考えられ、
これらの予防とその他としてB型肝炎の予防につい
て述べる。
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　令和元年12月に中国で発生が報告された新型コロ
ナウイルスによる感染症は、わが国では、 2 年 2 月
上旬に横浜港に到着したダイヤモンド・プリンセス
号における集団感染により注目され、 2 月下旬から
国内での新規感染者が増加し始め、 4 月に入り急増
し、 4 月下旬から減少に転じるという推移を見せて
います。 4 月 7 日に 7 都府県で緊急事態宣言が出さ
れ、 4 月16日には対象が全国に拡大されましたが、
5 月25日に宣言は全て解除されました。
　新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、管路協
では社員総会、理事会、委員会などの行事予定を変
更するとともに、協会役職員の勤務形態の見直しを
行いました。業務で必要となるマスク、消毒液、フェ
イスシールドについて、会員の要望を聞いて協会で
まとめて購入し、その価格で会員に配付しました。
また、感染症対策ガイドラインを策定し、協会ホー
ムページで公表しています。

1．変更した各種行事

　変更した行事を予定時期順にまとめると下記のと
おりです。
　• 理事会（ 3 月 6 日予定）を書面審議に
　• 修繕・改築委員会（ 3 月12日予定）を中止
　• 施工展運営委員会（ 3 月12日予定）を中止
　• 技術委員会（ 3 月31日、小松市で予定）を一部

メンバーによる試験立会に変更
　• 試験研修委員会（ 4 月 6 日予定）を書面審議に
　• 広報委員会（ 4 月14日予定）を書面審議に
　• 総務委員会（ 4 月16日予定）を中止
　• 技術委員会（ 4 月17日予定）を中止
　• 業務執行理事会（ 5 月 8 日予定）を中止

　• 監査（ 5 月12日予定）を 5 月14日に両監事の会
社で実施

　• 理事会（ 5 月12日予定）を書面審議に
　• 社員総会（ 6 月 9 日予定）を 6 月22日に小規模

で実施
　• 理事会（ 6 月 9 日予定）を 6 月25日に実施
　• 下水道管路管理技士の更新講習を全て中止
　• 下水道管路管理技士の試験（ 7 月11日他を予定）

を延期（下記の 5 ．参照）

2．役職員の勤務形態

　役職員の勤務形態は、コロナ前の勤務時間は一律
に午前 9 時から午後 5 時で、岩本町での勤務を基本
としていましたが、コロナ後は時差出勤及び在宅勤
務等が可となるよう変更しました。勤務時間は、 3
月から午前10時から午後 3 時（後日、午後 4 時に変
更）の時間帯を含む形で前後にずらすことができる
ようにしましたが、午前 9 時から午後 5 時の間はだ
れかが必ず在席しているよう運用しています。また、
緊急事態宣言を受けて、 4 月から在宅勤務又は朝霞
市にある管路研修センターでの勤務を可としまし
た。緊急事態宣言の解除後も感染は治まっていない
こと、及び勤務形態の変更が業務に目立った影響を
及ぼさなかったことから、時差出勤及び在宅勤務を
可とする勤務形態を継続しています。

3．感染症対策商品の購入と会員への配付

　業務を停止することができない社会インフラに従
事している団体として管路協に対して、国土交通省
より感染防止のためのマスクと消毒液を扱う会社の
紹介がありました。まとまった量でないと注文でき

新型コロナ
感 染 防 止

新型コロナウイルス感染防止に
関する管路協の取組み

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
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ないため、会員の要望を聞き、協会で注文すること
としました。マスクと消毒液の他にフェイスシール
ドの要望もあり、追加しました。要望のあった会員
数、注文枚数、費用、発注先会社は下記のとおりで
す。
3．1　マスク

　購入希望会員数：302社（賛助会員を含む）
　注文枚数：108万枚
　単価： 税抜きで、 1 枚39円又は41円（注文時期に

より差あり）
　発注先：株式会社グリッターベイプロダクツ
　配付時期：令和 2 年 5 月21日頃に配付完了
3．2　消毒液

　購入希望会：199社（賛助会員を含む）
　注文数：1,689本（4.5L/本）
　単価：税抜きで、 1 本3,260円
　製造者： 花王プロフェッショナル・サービス株式

会社
　配付時期： 半分強の990本は 5 月14日頃に配付完

了、残り699本は未定
3．3　フェイスシールド

　購入希望会員：42社（賛助会員を含む）
　注文数：17,300枚
　単価：税抜きで、 1 枚129円
　発注先：株式会社グリッターベイプロダクツ
　配付時期： 7 月上旬の予定

4．感染症対策ガイドラインの策定

　国土交通省の指導と情報提供を受けて、下水道管
路管理業務における感染症対策ガイドラインを令和
2 年 5 月14日に策定し、協会ホームページで公表し
ました。内容は、管路管理の現場作業における対策
と事務所及び日常生活における対策から構成されて
います。現場作業での対策については、当協会が発
行している下水道管路管理マニュアル（2019）及び
下水道管路管理に関する安全衛生管理マニュアルを
基本とし、会員からの情報を参考としてまとめまし
た。事務所及び日常生活での対策については管路管
理業務に特化したことではないので、一般社団法人

日本経済団体連合会（略称、経団連）が作成した感
染予防対策ガイドライン案を参考として引用しまし
た。ガイドラインの全文は本号に掲載しているので
そちらをお読みいただければ幸いです。

5．�下水道管路管理技士の更新講習の�
中止と試験の延期

　下水道管路管理技士資格登録者の登録更新講習
は、専門技士及び主任技士については令和 2 年 5 月
下旬から 6 月下旬にかけて全国10箇所で開催する予
定でしたが、時期が緊急事態宣言の期間と重なる可
能性が高かったことから 4 月15日に中止を決めまし
た。講習の中止に伴い登録の更新ができなくなると
資格が消滅することから、それを避けるため、資格
の有効期限を 1 年間延伸する証明書を受講申込者に
送付しました。受講料については払い戻しはしない
で、次年度に講習を申し込んだ場合にその受講料に
充当することとしています。
　総合技士については例年夏～秋に行われる講習会
等が講習対象として指定されていますが、 8 月の下
水道展の中止によりセミナーが実施できなくなった
こと、及び秋の講習会の見通しが立たないことから、
6 月 3 日に令和 2 年度の更新講習の中止を決定し、
対象者全員に資格の有効期限を 1 年間延伸する証明
書を送付しました。
　資格認定試験は、当初、学科試験を令和 2 年 7 月
11日、12日、専門技士の実技試験を 7 月下旬～ 9 月
上旬で予定していましたが、結果的に試験の準備期
間にあたる時期が緊急事態宣言の期間と重なり準備
不足のおそれが否めなかったことから、試験を延期
しました。宣言の解除後、試験研修委員の意見を聞
き、感染防止策を十分講じることで試験を実施する
こととしました。学科試験は10月10日、11日、実技
試験は 8 月下旬～10月下旬の予定で、会場で密の状
態を作らないこと、受験者の検温、受験者と関係者
の手指の消毒、及び会場の机他の消毒の実施、コロ
ナ接触アプリの活用など、会場での感染防止を徹底
して実施します。
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　令和元年度も災害の多い年となりました。管路協
では、 6 月の山形県沖地震、 9 月の台風15号（令和
元年房総半島台風）、10月の台風19号（令和元年東日
本台風）の 3 つの災害で復旧支援に出動しました。
山形県沖地震では山形県鶴岡市に、台風15号では千
葉県館山市と芝山町に、台風19号では長野県、長野
市、小布施町、埼玉県毛呂山・越生・鳩山公共下水
道組合、福島県郡山市、宮城県に出動し、合わせて

6 県の 9 自治体で復旧支援活動に従事しました。
　支援対象自治体数は平成23年 3 月の東日本大震災
の29より少ないが、該当県の数は東日本大震災の 4
を上回っており、広域的であったことがうかがえま
す。また、業務内容は、被害調査、汚水輸送に加え
て発電機輸送を初めて実施し、多様化しています。
以下、令和元年度の災害復旧支援活動の概要を報告
します。

　

1．山形県沖地震での復旧支援活動

　山形県鶴岡市からの要請で行った復旧支援活動の
内容は、被災した管路の一次調査であり、その概要
は下表のとおりです。
　対策本部は、東北環境開発に設置されました。

　前線基地責任者は、東北環境開発の丹治正彦氏が
務めました。
　出動したのは、東北支部山形県部会の下記 3 会員
です。
　：東北環境開発、庄内環境衛生事業、理水
　鶴岡市との契約金額は2,707,743円（税込み）です。

自治体名 要請日 業務 現地作業期間 会員数 実施量
鶴岡市 R1年 6 月19日 一次調査 6 月20日～28日 3 944基

　

2．台風15号での復旧支援活動

　千葉県館山市と芝山町からの要請で行った復旧支
援活動の内容は、停電で停止した施設を稼働させる
ための発電機の輸送で、その概要は下表のとおりで
す。
　対策本部は、昇和産業に設置されました。

　前線基地責任者は、昇和産業の窪昇一氏が務めま
した。
　出動したのは、関東支部千葉県部会の昇和産業で
す。
　 2 市町との契約金額は合計で　621,000円（税込
み）です。

自治体名 要請日 業務 使用期間 会員数 実施量
館山市 R1年 9 月10日 発電機輸送 9 月11日～18日 1 可搬型発電機 1 台
芝山町 R1年 9 月17日 発電機輸送 9 月18日～25日 1 可搬型発電機 1 台

　

災害復旧支援

令和元年度の
災害復旧支援活動報告

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
　

84 JASCOMA   Vol.27 No. 53



報告

3．台風19号での復旧支援活動

　長野県他 5 団体からの要請で行った復旧支援活動
の概要は下表のとおりです。
　対策本部は、下記の会員会社に設置されました。　
　長野県、長野市、小布施町：和田産業
　毛呂山他組合：三栄管理興業
　郡山市：小林土木
　宮城県： 北日本ウエスターン商事
　前線基地責任者は、下記の方々が務めました。
　長 野県、長野市、小布施町：和田産業の藤田功氏、

和田俊明氏、ヒューテックの富田賢司氏
　毛呂山他組合： 三栄管理興業の荒木伸一氏
　郡山市：小林土木の野嵜博之氏
　宮城県：北日本ウエスターン商事の佐々木英明氏
　出動したのは、下記の会員各社です。
　長 野県他 2 市町：25社、和田産業、川瀬工務店、

ヒューテック、アースワーク、長豊建設、管清
工業、青木環境事業、三起クリーン、一紅産業、
エイコウサービス、須走総合企画、東海下水道

整備、アースクリーン21、高岡市衛生公社、魚
津清掃公社、トスマク・アイ、環境日本海サー
ビス公社、エスケーシー技術、緑水工業、東産
業、中央清掃、高島衛生、環衛、河田建設、富
士ロードサービス

　毛呂山他組合： 2 社、三栄管理興業、青木清掃
　郡山市： 2 社、小林土木、エンドウ
　宮 城県： 9 社、北日本ウエスターン商事、アーム

ズ東日本、泉興業、いずみ清掃、協業組合ケン
ナン、東北環境整備、宮城公害処理、日本ハイ
ウエイ・サービス仙台支店、宮城衛生環境公社

　宮城県の業務の時期が災害発生の翌年になったの
は、道路で所定の作業が行える状況になるまでに時
間がかかったため、とのことです。
　契約金額は下記の通りです。
　長野県他 2 市町：合計で　 81,470,400円（税込み）
　毛呂山他組合　：　　　　  4,353,800円（税込み）
　郡山市　　　　：          3,619,000円（税込み）
　宮城県　　　　：          9,673,400円（税込み）

自治体名 要請日 業務 現地作業期間 会員数 実施量
長野県 R1年10月13日 汚水輸送 10月16日～26日 19 4,207ｍ3

長野市 R1年10月13日 汚水輸送 10月16日～28日 6 4,534ｍ3

小布施町 R1年10月13日 汚水輸送 10月18日 1 21ｍ3

毛呂山他組合 R1年10月13日 汚水輸送 10月13日～16日 2 1,300ｍ3

郡山市 R1年10月14日 堆砂量調査 10月15日～28日 2 2,780ｍ
宮城県 R1年10月24日 マンホール周辺点検 R2年 3 月10日～26日 9 623基
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　管路協が日本規格協会と共同で原案を作成し、平
成25年に制定されたJIS A 7501「下水道管路維持管
理計画の策定に関する指針」が令和 2 年 4 月に改正
されました。改正の主旨は、平成27年の下水道法の
改正を踏まえた内容とすること、リスクに基づく計
画的な維持管理の考え方を軸として記述すること、
平成26年の下水道維持管理指針改定により加えられ
た塩化ビニル管に関する判定基準を盛り込むことな
どです。本文と参考例を示す附属書からなる構成は
変わりませんが、内容は本文、附属書ともにかなり
変更されています。
　下水道法関連では、巡視と点検が明確に分けられ

たことと、腐食するおそれが大きい箇所の点検が明
記されたことなどで、腐食するおそれが大きい箇所
の例が附属書で示されています。
　計画的な維持管理の考え方では、リスクの大きさ
に基づいて優先順位を付けて維持管理を行うことが
明記され、リスクの大きさの算定の考え方が附属書
で示されています。
　点検と調査の実施頻度については、管路の重要度
に応じた実施頻度の例が附属書で示されています。
　具体的な内容についてはここで紹介できないの
で、規格を入手してご確認いただければ幸いです。

J I S 改 正

下水道法の改正を踏まえた
JIS A 7501の改正について

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
　

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

下水道管路維持管理計画の策定に関する指針 

 

JIS A 7501：2020 
 

（JASCOMA/JSA） 

 

 

 

令和 2 年 4 月 1 日  改正

日本産業標準調査会 審議

（日本規格協会 発行）

改正されたJIS A 7501の表紙
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安全衛生コーナー⑮

はじめに

　下水道管路管理業務を行う現場には様々な危険が
潜んでいます。
　管路協本部より、管理技術改善や安全対策、衛生
対策等の向上に関する図書等が発刊されており、皆
さん活用されているかと思います。
　安全に対する取組みは、防災訓練や災害時を想定
した実働訓練など様々な協会活動のみならず、それ
ぞれの企業でも個々に実施されていることと思いま
す。

関東支部の安全対策への取り組み

　関東支部技術委員会では、啓発と継続を柱とする
安全大会を毎年実施しており、その際には次に挙げ
る 3 つの取組みを繰り返し実施しています。
　（1） 危機管理部門の専門家を講師として招き、講

習会を行う
　（2） 東京都下水道局の下水道技術実習センターで、

疑似体験を通して管路管理のあり方を学ぶ
　（3） 各都県部会から 1 社（計 8 社）発表者を選抜

し、各社の安全に対する取組みを発表
　特に、（3）については、各都県部会から代表者を
それぞれ選抜する方式とし、持ち回りで実施してい
ます。
　各社それぞれ『いつかは自社の番が回ってく
る・・・』という思いからか、発表会では聞く側で
あっても真剣な面持ちで参加しており、意識の高揚
もあいまって安全に対する取組みが回を重ねる毎に
より進歩していることを実感しています。

（1）�危機管理部門の専門家を講師として招き、講習

会を行う様子

関東支部の安全対策への取組み
公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 関東支部　技術委員会委員長

荒木 伸一

安 全 衛 生 コ ー ナ ー 15

東京労働局労働基準部安全課より講師を招いての講習

墜落制止用器具メーカーによる実技講演
（フルハーネス型安全帯の使用に関する知識）
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（2）�東京都下水道局下水道技術実習センターでの疑

似体験

（3）�各都県部会から1社（計7社）発表者を選抜し、

各社の安全に対する取組みの発表

　平成30年度に実施した安全大会では、以下の通り
の発表がありました。

① 作業員である前に
トラック運転手

（茨城県部会）
株式会社シイナクリーン

② 管渠内作業の危険
防止対策

（栃木県部会）
有限会社関東実行センター

③ 当社の安全管理に
ついて

（群馬県部会）
株式会社関東特殊防水

④ 管清工業㈱で行っ
ている安全の取組

（埼玉県部会）
管清工業株式会社北関東営業所

⑤ 当社の安全活動事
例

（千葉県部会）
千葉ロードサービス株式会社

⑥ Know-Why活動
による安全対策に
ついて

（東京都部会）
日本ヒューム株式会社

⑦自社の安全対策 （神奈川県部会）
株式会社協同清美

⑧ 管渠内調査におけ
る安全対策

（山梨県部会）
株式会社クリーンライフ

おわりに

　さて、事故の原因は様々ですが、例え小さな事故
であっても後から検証すると、多くの場合が不注意
等で人がもたらす人災だったことが報告されてお
り、適切な行動をとっていれば防止できたもので
あったことが推測されます。
　やはり業務に携わる一人ひとりが、常に災害に対
する最悪の事態を想定し、被害を最小限に抑える行
動をイメージしながら通常業務に取り組むことが肝
要です。
　しかし、簡単そうですが、なかなか全ての従業員
に意識づけることは並大抵のことではなく、各企業
もその啓発に苦慮しているところだと思います。
　そもそも、高い意識を継続することが大切なのは
皆知っているが、いつのまにか薄れていくことも事
実ですので、継続的な啓発活動を繰り返し行う事が
重要であると考えます。

水中歩行モデルを使っての「流され事故防止」の研修

人孔モデルを使っての「落下事故防止」の研修
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北海道支部：災害調査及び災害時対応訓練事業
　令和 2 年 5 月に新型コロナウイルスの影響から北海道支部
全体会を書面審議にて行い、原田利明支部長から令和元年度
事業及び収支決算の報告、令和 2 年度事業計画案が提出され
承認されました。
　また、本年は改選期でもあり支部幹事、支部長及び副支部
長、各委員の選任等も審議され

　原田支部長以下全員が留任で承認されました。
　令和元年度事業報告の主なものとして下水道管路管理マ
ニュアル及び積算資料の説明会、災害調査及び災害時対応訓
練事業として北海道下水道災害対策会議・実地訓練や北海
道・東北ブロック下水道災害時支援連絡会議を行っておりま
す。

　
関東支部：管更生技術施工展に向け
　関東支部では 4 月に発令された緊急事態宣言を受けて、各
都県部会・関東支部共に書面審議の結果、令和元年度事業及
び収支決算の報告、令和 2 年度事業計画案が原案通り可決さ
れました。
　緊急事態宣言が解除された 6 月現在は、再選された高杉支

部長のもと新役員一丸となり、本年10月29日に横浜市で行わ
れる下水道管更生技術施工展に向けて、公衆衛生に気を付け
た上での活発な活動を行っていきます。
　県境をまたぐ移動が解禁になりました。感染拡大の第 2 波、
第 3 波も憂慮されることから、まだまだ油断はできませんが、
多くの皆様のお越しをお待ちしています

　
関西支部：関西地区安全衛生管理セミナーを開催
　関西支部では、令和 2 年 1 月29日（火）に新大阪丸ビル別
館にて関西地区安全衛生管理セミナーを開催しました。酒井
専務理事にて「安全安心の管路管理を目指して」と題し、講
義を行いました。後半は新コスモス電機㈱とエビスマリン㈱
による「安全保護具・各種測定器・送風機他新機種紹介」と
題して実技講習を開催しました。官公庁合わせて94名の方々

にご参加頂き、熱心に聞いていただきました。
その他
　令和元年 6 月20日（木）：堺市上下水道局災害協定体制報告会
　令和元年 9 月 1 日（日）：吹田市地域防災総合訓練
　 令和元年11月 8 日（金）：下水道管路管理マニュアル及び下

水道管路管理積算資料2019説明会

支部活動ニュース

 

安全衛生管理セミナーの様子
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