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1.

１．研究目的
研究目的
長野市は昭和 28 年に分流式下水道として事業
長野市は昭和 28 年に分流式下水道として事業着手
着手を実施し，
平成 27 年度末における公共下水道
を実施し，平成 27 年度末における公共下水道汚水
汚水管路延長は約 2,164km，人口普及率は 93.3%
管路延長は約 2,164km，人口普及率は 93.3%（長野
（長野市下水道 10 年ビジョン【改訂版】より）で
市下水道 10 年ビジョン【改訂版】より）である。現
ある。
現段階で標準耐用年数
50 年を超える管は約
段階で標準耐用年数
50 年を超える管は約
79.4km で
32km であり，今後老朽管が徐々に増加していく状
あり，今後老朽管が徐々に増加していく状況である。
況である。

な調査が実施できる衝撃弾性波検査法を活用し，経
２．研究体制と研究期間
年管の余寿命推定を行い，長期的な改築更新計画の
2.1 研究体制
策定を行うことを目的とした。

・長野市 上下水道局
・公益財団法人 日本下水道新技術機構

2.

研究体制

2.2 研究期間

2.1 研究体制
・平成 28 年 9 月～平成 29 年 3 月
・長野市 上下水道局
・公益財団法人 日本下水道新技術機構

３．研究内容
3.1 研究期間
資料収集整理
2.2
本研究を行うために必要な資料収集整理を行っ
・平成
28 年 9 月～平成 29 年 3 月
た。参考とする資料を以下に示す。
・長野市下水道 10 年ビジョン
研究内容
・長野市下水道管渠改築計画素案
3.1・諸元に関する情報
資料収集整理

3.

図－1 老朽管路の増加状況
図－１
老朽管路の増加状況
（長野市下水道
10
年ビジョン【改訂版】より）
（長野市下水道 10 年ビジョン【改訂版】より）
今後，持続可能な下水道事業の実施を図るため
今後，持続可能な下水道事業の実施を図るために
は，予防保全を目的とした調査を行い，維持・修
は，予防保全を目的とした調査を行い，維持・修繕・
繕・改築といった適切な措置を講じていくことが
改築といった適切な措置を講じていくことが望まれ
望まれる。
管路施設の主体をなる管きょの調査は，
る。管路施設の主体をなる管きょの調査は，TV
カ
メラや潜行目視といった定性的な視覚調査が一般的
TV カメラや潜行目視といった定性的な視覚調査
である。特に，口径
800mm 未満の小口径管について
が一般的である。特に，口径
800mm 未満の小口径
は，既設管の強度等の定量的な評価が困難となって
管については，既設管の強度等の定量的な評価が
いる状況にある。道路陥没等のリスクをより排除し
困難となっている状況にある。道路陥没等のリス
た計画を策定するには，既設管の正確な劣化状態の
クをより排除した計画を策定するには，既設管の
把握と，市内全域の管の状態を反映した既設管の調
正確な劣化状態の把握と，市内全域の管の状態を
査が必要となる。
反映した既設管の調査が必要となる。
そのため，本研究では非破壊かつ非開削で定量的

本研究を行うために必要な資料収集整理を行っ
た。参考とする資料を以下に示す。
3.2 調査の実施
・長野市下水道 10 年ビジョン
本市の管きょについて，布設状況等の資料を整
・長野市下水道管渠改築計画素案
理し路線選定を行った。この際，GIS 等の電子デ
・諸元に関する情報

ータや過去の TV カメラ調査結果等も参考にして
約 1,550m
の調査路線選定を行った。
調査を実施す
3.2
調査の実施
る際には，事前に管内の洗浄を行い，堆積物や管
本市の管きょについて，布設状況等の資料を整理
壁の付着物等を除去した。その後，展開広角カメ
し路線選定を行った。この際，GIS 等の電子データ
ラ調査と衝撃弾性波検査法調査を実施した。
や過去の
TV カメラ調査結果等も参考にして約 1,550m
の調査路線選定を行った。調査を実施する際には，
事前に管内の洗浄を行い，堆積物や管壁の付着物等
3.3 調査結果の整理・考察
を除去した。その後，展開広角カメラ調査と衝撃弾
展開広角カメラによる視覚調査，衝撃弾性波検
性波検査法調査を実施した。
査法調査，およびその両者を踏まえた総合評価の
それぞれについて緊急度判定を行うとともに，そ

3.3 調査結果の整理・考察
れを踏まえて考察を行った。なお，衝撃弾性波検
展開広角カメラによる視覚調査，衝撃弾性波検査

査法調査の緊急度判定にあたっては，以下の手順
そのため，本研究では非破壊かつ非開削で定量
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に従って行った。
的な調査が実施できる衝撃弾性波検査法を活用し，
① 周波数分布と高周波成分比の把握
経年管の余寿命推定を行い，長期的な改築更新計
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法調査，およびその両者を踏まえた総合評価のそれぞ
メント計画）を策定し，耐震化を考慮した改築更新
営を行うため，長野市 10 年ビジョンを改訂し，新
3.4 既設管の耐用年数推定
営を行うため，長野市 10 年ビジョンを改訂し，新
3.4 既設管の耐用年数推定
れについて緊急度判定を行うとともに，それを踏まえ
や維持管理の方針を定め，事業計画及び経営戦略に
たな将来像と施策を見直すこととしている。
調査した管きょの経過年ごとに健全率（全管き
たな将来像と施策を見直すこととしている。
調査した管きょの経過年ごとに健全率（全管き
て考察を行った。なお，衝撃弾性波検査法調査の緊急
基づき，50
年後を見据えた持続可能な経営を行う
ょに対する緊急度の割合）を予測した。本研究で
度判定にあたっては，以下の手順に従って行った。
ため，長野市 10 年ビジョンを改訂し，新たな将来
ょに対する緊急度の割合）を予測した。本研究で
（2）長野市下水道管渠改築計画素案
は，5
年以内に対策が必要となる緊急度Ⅰ～Ⅱの
①
周波数分布と高周波成分比の把握
像と施策を見直すこととしている。
（2）長野市下水道管渠改築計画素案
は，5 年以内に対策が必要となる緊急度Ⅰ～Ⅱの
本市では，平成 28 年度に「長野市下水道管渠改
割合が全管きょの
50%に達する年数を，改築の目
②
仮想破壊荷重と仮想管厚の推定
本市では，平成 28 年度に「長野市下水道管渠改
割合が全管きょの
50%に達する年数を，改築の目
築計画素案」を策定しており，いくつかの改築シ
途とする寿命
（既設管の平均寿命＝目標耐用年数）
③
管の健全度（管
1 本ごと）の評価
（2）長野市下水道管渠改築計画素案
築計画素案」を策定しており，いくつかの改築シ
途とする寿命
（既設管の平均寿命＝目標耐用年数）
ナリオを想定している。
④と設定した。
管の安全度（スパン全体）の評価
本市では，平成 28 年度に「長野市下水道管渠改
ナリオを想定している。
と設定した。
築計画素案」を策定しており，いくつかの改築シナ
3.4 3.5
既設管の耐用年数推定
リオを想定している。
（3）諸元に関する情報
長期的な改築計画の策定
（3）諸元に関する情報
3.5 長期的な改築計画の策定
調査した管きょの経過年ごとに健全率（全管きょ
諸元に関する情報は，下水道管路施設台帳シス
（1）整備ブロックの設定
諸元に関する情報は，下水道管路施設台帳シス
（1）整備ブロックの設定
に対する緊急度の割合）を予測した。本研究では，
（3）諸元に関する情報
テムにより一元的に蓄積・管理されている。本研
本市の下水道計画区域全体の管きょを経過年数
テムにより一元的に蓄積・管理されている。本研
本市の下水道計画区域全体の管きょを経過年数
5 年以内に対策が必要となる緊急度Ⅰ～Ⅱの割合が
諸元に関する情報は，下水道管路施設台帳システ
究では，台帳システムに蓄積されている情報を
や地域性等を考慮し，維持管理および改築を実施
究では，台帳システムに蓄積されている情報を
や地域性等を考慮し，維持管理および改築を実施
全管きょの 50% に達する年数を，改築の目途とする寿
ムにより一元的に蓄積・管理されている。本研究で
Shape File として収集し，GIS ソフトにて読み込
していくための単位（ブロック）を設定した。
Shape File として収集し，GIS ソフトにて読み込
していくための単位（ブロック）を設定した。
命（既設管の平均寿命＝目標耐用年数）と設定した。 は，台帳システムに蓄積されている情報を
Shape
むことにより整理を行った。なお，整理した情報
また，ブロック単位の優先順位は，リスク評価
むことにより整理を行った。なお，整理した情報
また，ブロック単位の優先順位は，リスク評価
File
として収集し，GIS ソフトにて読み込むことによ
は，①排除方式，②経過年数，③管種，④口径，
の考え方を参考に設定した。
3.5の考え方を参考に設定した。
長期的な改築計画の策定
り整理を行った。なお，整理した情報は，①排除方
は，①排除方式，②経過年数，③管種，④口径，
⑤流下方式，⑥布設工法，⑦用途区分，⑧調査・
（1）整備ブロックの設定
式，②経過年数，③管種，④口径，⑤流下方式，⑥
⑤流下方式，⑥布設工法，⑦用途区分，⑧調査・
改築実施，である。
（2）長期的な改築事業量の見通し
本市の下水道計画区域全体の管きょを経過年数や
布設工法，⑦用途区分，⑧調査・改築実施，である。
改築実施，である。
（2）長期的な改築事業量の見通し
長期的な改築事業量の見通しでは，管きょの標
地域性等を考慮し，維持管理および改築を実施して
長期的な改築事業量の見通しでは，管きょの標
4.2 調査の実施
調査の実施
準耐用年数で改築するシナリオ，緊急度Ⅰ～Ⅱの
いくための単位（ブロック）を設定した。
4.2
4.2 調査の実施
準耐用年数で改築するシナリオ，緊急度Ⅰ～Ⅱの
（1）調査路線の選定
割合を一定に抑えるシナリオ，一定の予算制約に
また，ブロック単位の優先順位は，リスク評価の （1）調査路線の選定
（1）調査路線の選定
割合を一定に抑えるシナリオ，一定の予算制約に
調査路線の選定条件は，偏りがないようにする
応じた改築シナリオ等，いくつかの基本シナリオ
考え方を参考に設定した。
調査路線の選定条件は，偏りがないようにするこ
調査路線の選定条件は，偏りがないようにする
応じた改築シナリオ等，いくつかの基本シナリオ
とを目的として，表－１の通りとした。
ことを目的として，表－1 の通りとした。
を設定し，それを基に最適シナリオを選定した。
ことを目的として，表－1 の通りとした。
を設定し，それを基に最適シナリオを選定した。
（2）長期的な改築事業量の見通し
表－１
調査路線の選定条件
長期的な改築事業量の見通しでは，管きょの標準
表－1 調査路線の選定条件
４．研究結果
表－1
調査路線の選定条件
４．研究結果
耐用年数で改築するシナリオ，緊急度Ⅰ～Ⅱの割合
4.1 資料収集整理
4.1 資料収集整理
を一定に抑えるシナリオ，一定の予算制約に応じた
（1）長野市下水道 10 年ビジョン
（1）長野市下水道
10 年ビジョン
改築シナリオ等，
いくつかの基本シナリオを設定し，
「長野市下水道 10 年ビジョン」は，平成 23 年
それを基に最適シナリオを選定した。
「長野市下水道 10 年ビジョン」は，平成 23 年
3 月に「暮らしと水環境を向上させる下水道」を
3 月に「暮らしと水環境を向上させる下水道」を
将来像として掲げ，全戸水洗化へ向けた施設整備
将来像として掲げ，全戸水洗化へ向けた施設整備
研究結果32 年までの 10 年間の本市の下水
を中心に，平成
を中心に，平成 32 年までの 10 年間の本市の下水
4.1 道事業の基本計画として定めた「下水道の普及促
資料収集整理
道事業の基本計画として定めた「下水道の普及促
進」
「安心・安全な下水道」
「環境保全に配慮した
（1）長野市下水道
10 年ビジョン
進」
「安心・安全な下水道」
「環境保全に配慮した
下水道」
「下水道の施設再生」
及び「健全な下水道
「長野市下水道
10 年ビジョン」は，平成
23 年 3 月
下水道」
「下水道の施設再生」
及び
「健全な下水道
経営・施設の適正な管理」の 5 項目の実現を目指
に「暮らしと水環境を向上させる下水道」を将来像
経営・施設の適正な管理」の
5 項目の実現を目指
してきた。
として掲げ，全戸水洗化へ向けた施設整備を中心に，
してきた。
平成
32
年までの 10 年間の本市の下水道事業の基本
このような中，国は「持続的発展が可能な社会
このような中，国は「持続的発展が可能な社会
計画として定めた「下水道の普及促進」
「安心・安
の構築に貢献する」ことを下水道の使命と位置付
の構築に貢献する」ことを下水道の使命と位置付
全な下水道」
「下水道
け，平成 「環境保全に配慮した下水道」
26 年に「新下水道ビジョン」を策定，平
け，平成
26
年に「新下水道ビジョン」を策定，平
の施設再生」及び「健全な下水道経営・施設の適正
（2）調査の実施
成 27 年には下水道法を改正し，
持続可能な事業運 （2）調査の実施
（2）調査の実施
な管理」の
5
項目の実現を目指してきた。
表－２に調査実績を示す。
成
27
年には下水道法を改正し，
持続可能な事業運
表－2 に調査実績を示す。
営を示している。
表－2 に調査実績を示す。
このような中，国は「持続的発展が可能な社会の
営を示している。
表－2 調査実績
そこで，
ビジョンの各施策の進捗状況を精査し，
構築に貢献する」ことを下水道の使命と位置付け，
表－２
調査実績
表－2 調査実績
そこで，
ビジョンの各施策の進捗状況を精査し，
呼び径
新たな課題を整理するなど見直しを行い，下水道
平成
26
年に「新下水道ビジョン」を策定，平成
27
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（1）改築条件の設定
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・改築対象はヒューム管と陶管とする。
・健全率予測は
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・健全率予測は 4.4
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ず155
155千円/m
千円/mとする。
とする。
ず
の割合を一定に維持するシナリオ，年間改築延長や
・
一度改築した管きょは改築対象から除外する。
・
一度改築した管きょは改築対象から除外する。
事業費を一定とするシナリオ等を検討した。
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16 ブロックの分類図

図－7 16 ブロックの分類図
図－7 16 ブロックの分類図
（4）
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整備
開始
(1965)

平均布設年
(1983)

現在
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陶管平均経過年：47.8年
→全平均経過年：32.5年
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第一期終了
第二期開始
(2082)
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図－8 長野市における長期改築計画の検討
⇒第二期以降は塩ビ管・更生管の改築も行う
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4.5.4 長期的な改築更新計画のとりまとめ

図－9 年度別整備・改築延長
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年度別整備・改築延長
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4.5.4 長期的な改築更新計画のとりまとめ
長期的な改築更新計画のとりまとめは，前項ま
4.5.4
長期的な改築更新計画のとりまとめ
長期的な改築更新計画のとりまとめは，前項まで
でに示した条件と合わせ，以下の条件で行った。
4.5.4
長期的な改築更新計画のとりまとめ
長期的な改築更新計画のとりまとめは，前項ま
に示した条件と合わせ，以下の条件で行った。
長期的な改築更新計画のとりまとめは，前項ま
でに示した条件と合わせ，以下の条件で行った。
・劣化調査の翌年に設計，さらにその翌年に改築
（5）
でに示した条件と合わせ，以下の条件で行った。
を行う。（但し，事業費の平準化を図るため，
（5）
場合によっては設計，改築の時期をずらす）
（5） ・劣化調査は，調査年度における 30 年以上経過
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管を対象とする。
・当該調査年度における緊急度Ⅰ・Ⅱの延長が，
設計・更新対象の延長となる。
なお，劣化調査対象を 30 年以上経過管とした理
由は，以下の理由による。
・本市の調査実績から，30 年を経過した時点で
は緊急度Ⅰ・Ⅱは発見されていない。
・また，一般的にも 30 年程度では劣化は進行し
ない傾向にある。

5.

まとめ

本研究では，調査結果を踏まえた健全率の予測と
それを踏まえた長期的な改築計画を実施した。
今後は，本成果を踏まえた点検・調査に関する維
持管理計画をとりまとめていく予定である。これら
の成果が，本市がこれから本格的に取り組んでいく
ストックマネジメント対して，その計画策定の基礎
資料として活用されることが望まれる。

年度別の事業費用イメージをまとめたものを図－
11 に示す。

2017
2021
2025
2029
2033
2037
2041
2045
2049
2053
2057
2061
2065
2069
2073
2077
2081
2085
2089
2093
2097
2101
2105
2109
2113
2117

事業費

第二期改築事業
（塩ビ管，更生管の改築）

工事

図－11

設計

調査

年度別事業費用イメージ

なお，ここで示した長期改築計画は現在の既設管
の調査結果を反映したものであり，今後事業を進め
ていくことにより調査結果が変わる（より正確にな
る）ことが予想される。今後，5～10 年間隔の長期
計画の見直し時に健全率予測も見直すことで，長期
改築計画も見直していくことが望ましい。

●この研究を行ったのは
研究第二部長
研究第二部副部長
研究第二部研究員
研究第二部研究員

下村 常雄
伊藤 雄二
玉江 祥和
西坂 浩章

●この研究に関するお問い合わせは
研究第二部長
板屋 芳治
研究第二部副部長
伊藤 雄二
研究第二部主任研究員
玉江 祥和
研究第二部研究員
西坂 浩章
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