宇城市下水道未普及地区解消に向けた
効率的な整備手法に関する共同研究

1.

2.

研究目的

宇城市の公共下水道事業は，昭和 55 年度に松橋不
知火処理区の一部認可を受けて以来，公共用水域の
水質汚濁防止及び生活環境の改善等を目的として，
現在まで事業推進に鋭意努力してきた。
しかしながら，宇城市の下水道普及率は平成 17
年度末で 36.4％にとどまっており，また，平成 17
年 1 月の合併による行政区域の拡大や，厳しい財政
状況の中，住民の生活様式，生活形態の変化に伴い，
生活環境の改善及び公共用水域の水質保全が強く求
められている。
本研究では，宇城市における下水道未普及地域の
早期解消を目指して，「下水道未普及解消検討委員
会」
（委員長：北九州市立大学大学院 楠田教授）に
おいて示された未普及解消技術を用い，効率的に下
水管きょの整備を推進するため，効果的な技術導入
について検討を行った。

研究内容

本研究では，図－1～3 に示す宇城市松橋不知火処
理区の長崎地区及び小川処理区の南小川地区を対象
とし，以下の内容を行う。
2.1 基礎調査
宇城市の地勢，下水道事業の概要など基礎的な項
目を調査するとともに，対象地域の下水道計画を調
査し，現地踏査の上，下水道未普及地域における技
術的な課題点を整理する。
2.2 未普及解消技術導入の検討
下水道未普及地区の課題点を解決するため，社会
実験による性能評価を必要とする技術（以下，社会
実験技術と言う。
）7 技術及び，広く普及を図る未普
及解消技術 10 技術から，適用可能の技術を選定し，
管きょ整備計画の見直しを行う。
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2.3 社会実験計画書の作成
社会実験技術を用いる区間について，検証項目な
どを整理し，下水道未普及解消クイックプロジェク
ト社会実験制度の事業採択に必要な社会実験計画書
の作成を行う。

3.

研究結果

3.1.2 南小川地区
小川処理分区は八代北部流域関連公共下水道とし
て，平成 7 年度に認可を受け，平成 13 年度に供用開
始し，現在までに 336.0ha の認可を受，事業推進に
鋭意努力中である。
このうち，小川処理分区は 121.2ha である。南小
川地区は，平成 20 年度に下水道事業に着手予定であ
り，平成 19 年度末時点での普及率は 0％である。

3.1 基礎調査
本研究の対象区域は，松橋不知火特定環境保全公
共下水道不知火特環処理分区の長崎地区及び八代北
部流域関連公共下水道小川処理分区南小川地区であ
り，下水道計画は以下のとおりである。
表－1
項目
全体
区域

面積

計画諸元

松橋不知火
（長崎地区）

八代北部
（南小川地区）

941.0ha
668.2ha

355.0ha
336.0ha

33,000 人
22,600 人
41.0ha
面積
対象
41.0ha
区域
1,700 人
人口
1,700 人
上段：全体計画，下段：認可計画
人口

10,600 人
10,030 人
121.2ha
121.2ha
3,620 人
3,620 人

3.1.1 長崎地区
松橋不知火処理区は宇城市公共下水道事業として，
昭和 55 年度に認可を受けて以来，公共用水域の水質
汚濁防止及び生活環境の改善等を目的として，現在
までに 668.2ha の認可を受け，事業推進に鋭意努力
中である。このうち，特環処理分区は 41.0ha である。
長崎地区は，平成 19 年度に下水道事業に着手し，平
成 19 年度末時点での普及率は 19.2％となっている。

写真－1 長崎地区の写真

写真－2 南小川地区の写真
3.1.3 問題点の整理
対象区域は，写真に示すように山間の集落であり，
下水道整備において下記の問題点がある。
・屈曲した狭小道路が多く，また急勾配も一部あ
り，施工の難易度が高い。
・集落内道路は，工事の通行規制等による住民生
活への影響が大きい。
3.2 未普及解消技術導入の検討
対象区域での，未普及解消技術の導入の可能性は
下表のとおりであり，4 技術の導入の可能性がある。
このうち，社会実験による整備手法は「道路線形に
合わせた施工」である。

表－2

未普及解消技術導入の検討結果

下水道新技術導入
社会実験整備手法

未普及解消技術
管きょの露出配管

広く普及させることが
可能な整備手法

対象区域での状況
水路に面した家屋が少ない。水路
横断部は施工済みの箇所が多い。
改良型伏越しの連続的採用
地下埋設物が少なく，地形も平坦
でない。
道路線形に合わせた施工
急勾配路線が多い。
発生土の管きょ基礎への利用
土質に礫が混じる。
流動化処理土の管きょ施工への 施工困難なまでの狭隘な道路は
利用
ない。
工場製作型極小規模処理施設
処理場は既設。
(膜分離型(PMBR)／接触酸化型･
膜分離型)
排水設備の緩勾配化
低宅地が本管管底高に影響する
箇所がない。
上限流速の緩和
急勾配路線が多い。
改良型伏越しの採用
地下埋設物が少なく，地形も平坦
でない。
改良土の基礎への利用
土質に礫が混じる。
曲管等使用によるマンホールの 曲線道路が多い。
省略
マンホール間隔の延長
一部，長い直線道路がある。
小口径推進工法の長距離化
推進路線は無い。
マンホールポンプの対象範囲の マンホールポンプは既設である。
拡大

導入の可能性
ほぼ無い
無い
導入できる
無い
無い
無い

無い
導入できる
無い
無い
導入できる
導入できる
無い
無い

3.2.1 道路線形に合わせた施工
社会実験対象技術である「道路線形に合わせた施
工」の概要は図－4 のとおりである。

曲管

曲管

図－4

「道路線形に合わせた施工」の概要

3.2.2 長崎地区
長崎地区における未普及解消技術導入検討結果は，
図－5 に示すとおり，管きょ延長約 5,200m のうち社
会実験対象路線がφ150 L≒2,000m である。
道路線形に合わせた施工により，急勾配道路での埋
設深が浅くなり，また，屈曲する道路の人孔を省略す
ることにより建設費及び建設工期の縮減が期待できる。

3.2.3 南小川地区
南小川地区における未普及解消技術導入検討結果
は，図－6 に示すとおり，管きょ延長約 4,500m のう
ち社会実験対象路線がφ150 L≒2,200m である。
道路線形に合わせた施工により，急勾配道路での埋
設深が浅くなり，また，屈曲する道路の人孔を省略す
ることにより建設費及び建設工期の縮減が期待できる。
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図－5

長崎地区における対象路線

南 小 川 地 区
V Uφ 150 L = 2,20 0m
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南小川地区における対象路線

4.

まとめ

本研究により，未普及地域の早期解消が可能な管
きょ整備の見直し計画を作成することができ，また，
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社会実験技術導入のために，社会実験計画書を作成
した。今後，宇城市により実施設計時に詳細な実験
内容が検討され，事業が進められる予定である。
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