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未普及地域における新たな
下水道整備手法に関する調査研究

1.

研究目的

平成 21 年度末の下水道処理人口普及率は約 74％
に達し，全国的な整備水準としては一定の進捗が図
られているものの，地域間の格差は顕著であり，普
及の遅れている地方公共団体の中には，厳しい財政
事情に加え，人口減少等の社会情勢の変化の影響を
被っているところも多い。今後，このような状況に
おいて効率的な未普及解消を図るため，新たな下水
道整備手法を開発し，その手法を広く普及を図る技
術として確立することを目的とする。
研究フローを図-１に示し，研究内容の概要を以下
に整理する。
(1)新たな下水道整備手法に関する技術の調査及び
その検討
各地方公共団体等における新たな下水道整備手
法について，取り組み事例やアイデア等のアンケー
ト調査を実施した。
(2)新たな下水道整備手法の一般化に向けた技術評
価に関する検討
現在，
「下水道クイックプロジェクト」の社会実験
に参加している地方公共団体に対して技術支援を行
うとともに，新たな下水道整備手法の一般化に向け
ての技術評価を行った。
(3)新たな下水道整備手法の実用化のための技術基
準に関する検討
平成 21 年度末までに検証を終え，広く普及を図る

技術として一般化された整備手法「発生土の管きょ
基礎への利用」について，実用化に向けた技術基準
等をまとめた技術利用ガイド（案）を作成した。
(4)既に一般化された未普及解消手法の再評価に関
する検討
平成 20 年度に一般化された整備手法
「流動化処理
土の管きょ施工への利用」について，地方公共団体
における実施状況に関するアンケート調査を行った。
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(1)新たな下水道整備手法 (2)新たな下水道整備手法
に関する技術の調査及びそ の一般化に向けた技術評
の検討
価に関する検討

(4)既に一般化された下水
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する検討

(3)新たな下水道整備手法
の実用化のための技術基
準に関する検討

検討結果のとりまとめ
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図-１ 調査研究フロー

2.

研究体制

本研究は，国土交通省の施策支援業務として実施
した調査研究である。
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3.

研究内容

3.1

新たな下水道整備手法に関する技術の調査及
びその検討
3.1.1 調査の目的
下水道クイックプロジェクト推進委員会では，地
域の実情に応じて，低コスト，早期かつ機動的な整
備が可能となる新たな整備手法を導入するための社
会実験を行っている。また，社会実験による性能等
の評価を必要とする整備手法のほか，
「広く普及させ
ることが可能な整備手法（社会実験を要さない整備
手法）」を挙げ，推奨している。
上記で挙げている整備手法以外で，未普及解消に
対する整備手法や，改築対策，浸水対策等に有効と
思われる新たな整備手法についての取り組み事例や
アイデアを募集した。
3.1.2 調査手法
全国の地方公共団体等を対象に，電子メールにて
アンケート調査表の送付，回収を行った。
3.1.3 結果
下水道クイックプロジェクト推奨手法等を含む
35 手法（管きょ 16 手法，マンホール 9 手法，ポン
プ施設 1 手法，処理施設 1 手法，下水道システム 1
手法，その他 7 手法）の回答を得，整備手法ごとの
評価，採用時における留意点の整理を行った。

広く普及を促進する整備手法として一般化されてい
る。
本研究は，
「クイック配管（露出配管・簡易被覆）
」
及 び 「工 場製 作 型極 小規 模 処理 施設 （ 膜分 離型
（PMBR））」
，
「工場製作型極小規模処理施設（接触
酸化型・膜分離型）」の３つの整備手法の検証状況を
とりまとめ，評価を行った。
なお，「クイック配管（露出配管・簡易被覆）」に
ついては，評価が完了し，広く普及を促進する整備
手法となる。
「工場製作型極小規模処理施設（膜分離
型（PMBR））
」及び「工場製作型極小規模処理施設
（接触酸化型・膜分離型）
」については，検証が継続
中であり，中間報告となる。
当該整備手法において検証・評価を行った地方公
共団体を表-１に，その他団体を含めた社会実験の進
捗状況及び今後の予定を表-２に示す。
表-１ 本研究による評価実施団体
社会実験技術

検証団体

クイック配管（露出配管・簡易被

福島県会津坂下町

覆）

東京都檜原村
熊本県益城町
鹿児島県日置市（H21
年度検証済み）

工場製作型極小規模処理施設（膜

岩手県二戸市

分離型（PMBR））
工場製作型極小規模処理施設（接

北海道苫前町

触酸化型・膜分離型）
注．工場製作型極小規模処理施設については，中間評価である。

3.2

新たな下水道整備手法の一般化に向けた技術
評価に関する検討
3.2.1 社会実験の進捗状況
「下水道クイックプロジェクト」における社会実
験は下記の８つの整備手法についての検証・評価を
行っている。
①クイック配管（露出配管・簡易被覆）
②クイック配管（側溝活用）
③改良型伏越しの連続的採用
④道路線形に合わせた施工
⑤発生土の管きょ基礎への利用
⑥流動化処理土の管きょ施工への利用
⑦工場製作型極小規模処理施設（膜分離型
（PMBR））
⑧工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型・膜
分離型）
そのうち，平成 21 年度末までに，
「改良型伏越し
の連続的採用」，「道路線形に合わせた施工」，「発生
土の管きょ基礎への利用」
，
「流動化処理土の管きょ
施工への利用」の４つの整備手法の評価が完了し，

表-２ 社会実験の進捗状況及び今後の予定
社会実験技術

市町村

地区

１９
２０
年度 年度

２１
年度

２２年度

２３年度

備考

浄法寺処理区
VP、寒冷地、U字側溝
で被覆

岩手県二戸市
二戸処理区

露出配管
クイック配管
（露出配管・
簡易被覆）

簡易被覆

福島県会津坂下
町

坂下中央処理区

PE、寒冷地、供用開始
はH25.4

東京都檜原村

檜原処理区

PE、道路線形に合わせ
た施工も併用

熊本県益城町

飯野処理区

追加検証として管材の
外観・漏水補修箇所の
経過観察を実施

鹿児島県日置市

向江町地区

H21年度検証済

技術の一般化
工場製作型
極小規模処理施設
（膜分離型(PMBR))

岩手県二戸市

浄法寺処理区
（第１期）
古丹別第１処理区
（第１系列）

北海道苫前町
工場製作型 接触酸化型
極小規模
処理施設
(接触酸化型・
膜分離型）
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膜分離型

古丹別第１処理区
（第２系列）
北海道遠軽町

北海道標茶町

白滝処理区

磯分内処理区

進捗および予定：

設計

施工

検証
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3.2.2 技術評価
(1)クイック配管（露出配管・簡易被覆）
クイック配管（露出配管・簡易被覆）については，
福島県会津坂下町，東京都檜原村，熊本県益城町，
鹿児島県日置市における社会実験（写真-１）の検証
結果等を踏まえ，技術評価書を作成した。

福島県会津坂下町

作成した技術評価書の概要を以下に示す。
１）技術の概要
下水道管きょの多くは地中に埋設されている。埋
設管は，下水性状の変化が少ない，交通を初めとす
る都市活動に与える影響が小さい，故意による損傷
が防止できるなどの利点がある。しかし，道路より
低い位置に住居がある場合には，ポンプ設備を新た
に設けたり，本管を深く埋設したりする必要がある
ことからコストが割高になるため，民地や水路空間
を利用して，管きょを地上に配管する方法（クイッ
ク配管）が提案されている。
クイック配管は，地上に露出させることが想定さ
れ，故意の外力（いたずら）による破損や紫外線や
気温による劣化進行がリスクとして考えられるが，
維持管理の容易性（異常の早期発見，補修しやすさ）
をもってこのリスクに対応することを基本的な設計
思想としている。
現在，下水道における露出配管としては，橋梁の
添架管や処理場内の連絡管など限定的に使われてい
るが，今後，地形的条件から施工が困難な箇所にお
ける未普及解消技術として期待される（図-２）。

東京都檜原村

熊本県益城町
（露出配管）

図-２ クイック配管（露出配管・簡易被覆）の概要
鹿児島県日置市

（簡易被覆）

写真-１ 社会実験施設の状況

２）適用範囲
・ 分流式の自然流下方式及び圧力方式（圧送式）
である。
・ 小口径管きょ（φ200 以下）の可とう管（円形
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・

・

・
・
・

管）である。
管材は塩化ビニル管，高密度ポリエチレン管で
ある。なお，圧送式には高密度ポリエチレン管
を使用すること。
「通常の埋設による施工では整備が困難もしく
は著しく割高になる地区」，「早期供用が求めら
れており，下水道整備の緊急性が高い地区」の
いずれかを満たす。
改築（布設替え）や補修が容易に実施できる場
所に設置されること。
地上に配管することで，歩行者や車両の通行等
の支障とならないこと。
重要な路線でないこと。

３）期待される効果
・ 地上に配管するため，重機を伴う土工等の作業
が減少し，大幅にコスト縮減となる。
・ 同様に，作業が減少することで，大幅に工期短
縮となり，早期供用が図れる。
・ 道路下に埋設しないため，他企業の埋設管との
調整（移設）が不要である。
４）採用にあたっての留意点
・ 経済性，緊急性（早期の供用や改築の必要性等）
，
施工性，維持管理性，耐久性に十分配慮し，技
術の導入を検討する。
・ 露出し配管した場合，気候や設置位置（日当た
り），外力による影響等を受けやすいため，これ
らの影響を十分調査した上で導入を検討する。
・ 塩化ビニル管は紫外線によって耐衝撃性が低下
する恐れがあるため，屋外に設置する場合は，
覆土等による防護，管きょへの耐候性テープま
たは耐候性塗装等を施す必要がある。
・ 露出し配管した場合，気温の影響で伸縮するこ
とから，点検孔や会合部等は固定支承（固定構
造）とし，塩化ビニル管では，固定支承間は伸
縮影響を考慮した継ぎ手構造（伸縮継手）とす
る必要がある。
・ 真冬日が観測される地区等，下水の凍結が懸念
されるような状況においては，必要に応じて保
温カバーや凍結に強い管材の使用を検討する。
・ 景観上の配慮が必要な場合は，住民等と協議し，
塗装や植生被覆・覆土等の対策を検討する。
・ 管きょの破損等が生じた場合における維持管理
体制について，早期発見方策や住民合意も含め
て検討する。
・ 露出配管の設計時には，適切な荷重項目を整理

し，過度のたわみや破損の防止を図るための支
持間隔・強度について検討する必要がある。
・ 管材の選定及び使用上の取り扱い（施工条件等）
は，各メーカーにより異なる場合があるため，
各々の使用範疇（保証範囲）を考慮して適切な
使用を図る必要がある。
・ 維持管理に配慮し，適当な間隔に点検孔を設け
る必要がある。
(2)工場製作型極小規模処理施設
工場製作型極小規模処理施設については，膜分離
型（PMBR）の施設が岩手県二戸市（平成 22 年５
月供用開始，平成 22 年５月通水開始）において，
接触酸化型の施設が北海道苫前町（平成 20 年 10 月
供用開始）において稼働している。
供用開始から間もなく，岩手県二戸市については，
検証開始流量（日平均処理能力の約 50％）に満たな
い流量，北海道苫前町については流量が検証開始流
量程度であるが，現在の処理状況を参考に示す。
現在のところ，処理水質は計画放流水質を満足す
るとともに，安定した推移を示しており，概ね良好
な処理が行われていると判断される。
また，本研究では，今後の本格的な検証に向け，
各地方公共団体の検証報告書の様式統一のため，検
証報告書の作成例を作成した。
１）岩手県二戸市：膜分離型（PMBR）
①流入水量
現在，概ね 12m3/日程度で，検証開始流量の約 1/10
程度であり，検証開始流量には達していない。
②処理状況
BOD 及び COD，SS の処理状況を確認した。放
流水質は安定しており，現在のところ良好な処理が
行われている（BOD：2mg/L 程度以下，COD：
4mg/L~6mg/L 程度，SS：1mg/L 以下）。

写真-２ 社会実験施設の状況（岩手県二戸市）
２）北海道苫前町：接触酸化型
①流入水量
流入水量は，現在，概ね 20m3/日程度であり，社
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会実験検証開始流量程度を推移している。
②処理状況
BOD 及び COD，SS の処理状況を確認した。放
流水質は安定しており，現在のところ良好な処理が
行われている（BOD：9mg/l~11mg/L 程度，COD：
20mg/L 以下~25mg/L 程度，SS：25mg/L 程度以下）。

や軟弱地盤等での埋め戻し材として利用するもので
ある（図-４）
。

図-４「流動化処理土の管きょ施工への利用」の概要

写真-３ 社会実験施設の状況（北海道苫前町）
3.3

新たな下水道整備手法の実用化のための技術
基準に関する検討
平成 21 年度末までに検証を終え，広く普及を図る
技術として一般化された整備手法「発生土の管きょ
基礎への利用」について，技術利用ガイド（案）を
作成し，実用化に向けた技術基準の検討を行った。
なお，
「発生土の管きょ基礎への利用」は，管きょ
施工時の掘削土をそのまま基礎材として利用するも
のである（図-３）。

舗装＋路盤

発生土
発生土

18
16

工法の優位性

既に一般化された下水道整備手法の再評価に
関する検討
平成 20 年度末までに検証を終え，広く普及を図る
技術として一般化された整備手法「流動化処理土の
管きょ施工への利用」について，各地方公共団体に
おける実施状況を調査した。
なお，「流動化処理土の管きょ施工への利用」は，
流動性と自硬性を有する流動化処理土を，狭小空間

技術の確立

施工上の制限

3.4
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図-５ 採用理由

施工箇所の特性

その他

製造プラントに近い

液状化対策が必要

高い遮水性が求められる

軟弱地盤対策が必要

機械転圧が困難

工事用車両の台数制限

重機の進入が困難な狭小道路

htm

下水道QPでの一般化

2
0
技術利用ガイド（案）の公表

※http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/index.

8
6
4

従来からの採用実績

作成した技術利用ガイド（案）については，今後
掲載される予定である，下水道クイックプロジェク
トのホームページ※を参照されたい。

14
12
10

短期間で施工可能

砂

図-３ 「発生土の管きょ基礎への利用」の概要

回答数（複数回答）

砂基礎

安価に施工可能

舗装＋路盤

3.4.1 調査の目的
「流動化処理土の管きょ施工への利用」の今後の
普及・改善に資することを目的に，各地方公共団体
における採用数を確認し，採用している団体の採用
理由や設計概要，並びに施工上の留意点について調
査するものである。
3.4.2 調査手法
全国の地方公共団体等を対象に，電子メールにて
アンケート調査表の送付，回収を行った。
3.4.3 結果
回答を得た路線数は，22 路線（18 団体）である。
路線延長や管種，管径等は施工条件により，異なっ
ている。
ここでは，本手法の採用理由及び採用時の技術的
な留意点についての回答状況を示す。
①採用理由
本手法は，機械転圧が困難な場合に採用している
事例が多い（図-５）。
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②技術的な留意点
技術的な留意点については，ほとんどが品質の確
認を挙げており，施工にあたっては，マニュアル等
で規定する要求品質を満足することが条件となる。
また，半数以上の路線で，掘削幅を縮小させたとの
回答であった。（図-６）

16

回答数（複数回答）

14
12
10
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図-６ 技術的な留意点
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4.

まとめ

本研究により，
「クイック配管（露出配管・簡易被
覆）」について，社会実験における検証等を踏まえた
技術評価がなされ，下水道クイックプロジェクト推
進委員会において，今後広く普及を図る技術として，
認められたところである。
一般化された整備手法については，本技術の施設
配置及び構造，能力等は下水道法及びこれに基づく
関係法令のほか，都市計画法，条例等の基準を順守
するとともに，技術評価をもとに計画・設計，施工，
管理にあたっての詳細留意事項等を記載した技術利
用ガイド（案）を参考に導入を図る必要がある。
なお，下水道クイックプロジェクトでは，引き続
き「クイック配管（側溝活用型）」及び「工場製作型
極小規模処理施設（膜分離型（PMBR））」
，
「工場製作
型極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型）」の３
手法について，一般化に向けた検証・評価が行われ
る予定である。
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