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画に関する技術資料」としてとりまとめた。
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表ー 3 定期点検における確認内容の例（水中汚水ポンプの場合）
定期点検における確認内容の例（水中汚水ポンプの場合）
検内容を検討した。 表－３
対象設備単位の設定例を表ー 4 に示す。下水道マ
これまでの点検時には，劣化の有無のみを記録す
確認内容
ンホールポンプ施設は，ポンプ設備，マンホール設
確認部位
確認部品
確認項目
劣化現象
範囲
る内容としていたが，表ー 3 に示すように，劣化が
備，電気設備の 3 つの設備から構成される。自治体
なし
―
ある場合に，劣化の程度を記録する項目を追加する
の事例では，対象設備単位の選定例は 4 つに分類さ
軽度
―
ことで，点検結果を用いて健全度判定を行えるよう
動作不良
れたが，ポンプ設備と電気設備を合わせて計画を策
重度
―
にした。表ー 3 に示す内容の点検を実施することで， 定している事例が多い。
故障中
―
効率的な改築計画の策定が可能となる。
劣化なし
―
点錆またはもらい錆
発錆・腐食

機器全体
確認部位

表ー 3 定期点検における確認内容の例（水中汚水ポンプの場合）
表面錆
全部

確認部品

確認項目
損傷または変形
動作不良
振動または異音
電流値
経過時間
発錆・腐食

機器全体

全部
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腐食
劣化現象
なし
なし
あり
軽度
あり
重度
管理値内
故障中
管理値外
劣化なし
経過年数

確認内容

点錆またはもらい錆
表面錆

少
多
少
多
―
範囲
―
―
少
―
多
―
―
―
―
―
―
少
多
少
多
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（１）
（１）
（２）
（２）

（３）
（３）
（４）
（４）

（５）
（５）

（６）
（６）

（７）
（７）

図ー 2 改築計画検討フロー
図ー 2 改築計画検討フロー
改築計画検討フロー
図－２
出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）－2013 年版－（平成
25年
年 99 月）
月）
」（国土
出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）-2013
年版-（平成 25
」
出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）-2013 年版-（平成 25 年 9 月）
」
交通省水管理・国土保全局下水道部）に加筆修正
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）に加筆修正
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）に加筆修正

表－４
対象設備の選定例
表ー 4 対象設備の選定例
表ー 4 対象設備の選定例
対象設備単位
対象設備単位
・ポンプ設備
設備例１
・ポンプ設備
・電気設備
設備例１
・電気設備
設備例２
・ポンプ設備
設備例２
・ポンプ設備
設備例３
・電気設備
設備例３
・電気設備
・ポンプ設備
・ポンプ設備
設備例４
・電気設備
設備例４
・電気設備
・マンホール設備
・マンホール設備

の事例では，対象設備単位の選定例は 4 つに分類さ
（２）管理方法の選定
（２）管理方法の選定
れたが，ポンプ設備と電気設備を合わせて計画を策
各設備の特性を把握した上で，管理方法（状態監
定している事例が多い。
各設備の特性を把握した上で，管理方法（状態監
視保全，時間計画保全，事後保全）を選定する。管
視保全，時間計画保全，事後保全）を選定する。管
理方法の選定例を表ー 5 に示す。
（２）管理方法の選定
理方法の選定例を表ー 5 に示す。
事例
1 のようにポンプ設備は，計画的維持管理の
各設備の特性を把握した上で，管理方法（状態監
事例 1 のようにポンプ設備は，計画的維持管理の
視点から日常点検等を活用しながら状態監視保全
視保全，時間計画保全，事後保全）を選定する。管
視点から日常点検等を活用しながら状態監視保全
を行うことが望ましい。事例
2 では，ポンプ設備の
理方法の選定例を表－５に示す。
を行うことが望ましい。事例 2 では，ポンプ設備の
日常点検を実施していないこと，予備機による故障
事例 1 のようにポンプ設備は，計画的維持管理の
日常点検を実施していないこと，予備機による故障
時の対応が可能であることを考慮し，事後保全とし
視点から日常点検等を活用しながら状態監視保全を
時の対応が可能であることを考慮し，事後保全とし
行うことが望ましい。事例 2 では，ポンプ設備の日
（3） 常点検を実施していないこと，予備機による故障時
（3）
の対応が可能であることを考慮し，事後保全として
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ている。その場合であっても，定期点検等を活用し
ている。その場合であっても，定期点検等を活用し
対象設備
いる。その場合であっても，定期点検等を活用しな
対象設備
ながら，ある程度の劣化状態把握は実施しておくこ
ている。その場合であっても，定期点検等を活用し
ながら，ある程度の劣化状態把握は実施しておくこ
がら，ある程度の劣化状態把握は実施しておくこと
対象設備
とが望ましい。電気設備については外観から劣化状
ながら，ある程度の劣化状態把握は実施しておくこ
とが望ましい。電気設備については外観から劣化状
が望ましい。電気設備については外観から劣化状態
態を把握することが難しいため，時間計画保全とす
管理方法
を把握することが難しいため，時間計画保全とする
とが望ましい。電気設備については外観から劣化状
態を把握することが難しいため，時間計画保全とす
管理方法
るケースが多い。
ケースが多い。
態を把握することが難しいため，時間計画保全とす
るケースが多い。
管理方法
表ー 5 管理方法（保全区分）例
表ー
5
管理方法（保全区分）例
時間計画保全
るケースが多い。
状態監視保全
設備
管理方法
時間計画保全
事後保全
状態監視保全
表－５
管理方法（保全区分）例
設備5 管理方法（保全区分）例
管理方法
表ー
事後保全
時間計画保全
主に状態監視保全とする。
状態監視保全
設備
管理方法
主に状態監視保全とする。
事後保全
（ポンプ口径 80mm 以上または重要
ポンプ設備 主に状態監視保全とする。
（ポンプ口径 80mm 以上または重要
入手不可
※
度が高いものを状態監視保全，そ
ポンプ設備
事例 1
入手不可
主要部品の入手可否
※
度が高いものを状態監視保全，そ
（ポンプ口径
80mm 以上または重要
事例 1ポンプ設備れ以外を事後保全とする。
主要部品の入手可否
）
れ以外を事後保全とする。
）
入手不可
※
度が高いものを状態監視保全，そ
事例 1
主要部品の入手可否
入手可能
電気設備 主に時間計画保全とする。
）
入手可能
電気設備 れ以外を事後保全とする。
主に時間計画保全とする。

電気設備 主に事後保全とする。
主に時間計画保全とする。
主に事後保全とする。
（点検頻度，予備機の設置を勘案
ポンプ設備 主に事後保全とする。
（点検頻度，予備機の設置を勘案
し，事後保全とするが，ある程度の
ポンプ設備
事例 2
し，事後保全とするが，ある程度の
（点検頻度，予備機の設置を勘案
事例 2
）
ポンプ設備点検調査や故障予測は実施する。
点検調査や故障予測は実施する。
）
し，
事後保全とするが，
ある程度の
事例 2
電気設備 主に時間計画保全とする。
）
電気設備 点検調査や故障予測は実施する。
主に時間計画保全とする。
※（ ）は自治体の考え方の例を示す。
主に時間計画保全とする。
※（電気設備
）は自治体の考え方の例を示す。
※（ ）は自治体の考え方の例を示す。

長寿命化対策
長寿命化対策
入手可能
長寿命化対策
長寿命化対策
検討対象外設備
検討対象設備
検討対象外設備
検討対象設備
長寿命化対策
長寿命化対策
※設置からの年数が著しく経過し、明らかに劣化が著しい場
検討対象外設備
検討対象設備
※設置からの年数が著しく経過し、明らかに劣化が著しい場
合や同機種の設備に比べて陳腐化・旧式化していることで
合や同機種の設備に比べて陳腐化・旧式化していることで
非効率となっている場合などを含む。
※設置からの年数が著しく経過し、明らかに劣化が著しい場
非効率となっている場合などを含む。
合や同機種の設備に比べて陳腐化・旧式化していることで
図ー
3 長寿命化対策検討対象設備の選定フロー
非効率となっている場合などを含む。
図－３
図ー 3 長寿命化対策検討対象設備の選定フロー
長寿命化対策検討対象設備の選定フロー

出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化
出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計
図ー
3 長寿命化対策検討対象設備の選定フロー
出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化
計画策定に関する手引き（案）－2013
年版－（平成
画策定に関する手引き（案）－2013 年版－
（平成 25 年 925
月）」
計画策定に関する手引き（案）－2013 年版－（平成 25
出典：
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化
年
9
月）
」
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）に加筆修正
年 9 月）
」
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）
計画策定に関する手引き（案）－2013
年版－（平成 25
に加筆修正
に加筆修正
年 9 月）
」
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）
表ー
6 ポンプ本体の主要部品の例
に加筆修正
表－６
ポンプ本体の主要部品の例

（３）長寿命化対策検討対象設備の検討
（３）長寿命化対策検討対象設備の検討
長寿命化対策検討対象設備の選定フローを図ー
（３）長寿命化対策検討対象設備の検討
（３）長寿命化対策検討対象設備の検討
長寿命化対策検討対象設備の選定フローを図ー
3 に示す。管理方法が状態監視保全であり，さらに
長寿命化対策検討対象設備の選定フローを図ー
3長寿命化対策検討対象設備の選定フローを図－３
に示す。管理方法が状態監視保全であり，さらに
表ー 6 ポンプ本体の主要部品の例
主要部品の入手が可能な設備を長寿命化対策検討
に示す。管理方法が状態監視保全であり，さらに主
部品例
3 主要部品の入手が可能な設備を長寿命化対策検討
に示す。管理方法が状態監視保全であり，さらに
表ー 6 ポンプ本体の主要部品の例
部品例
対象設備とする。
要部品の入手が可能な設備を長寿命化対策検討対象
電動機
主要部品の入手が可能な設備を長寿命化対策検討
対象設備とする。
電動機部品例
全国の事例では，マンホールポンプ設備は，長寿
設備とする。
ケーシング
対象設備とする。
全国の事例では，マンホールポンプ設備は，長寿
ポンプ本体
ケーシング
電動機
羽根車
全国の事例では，マンホールポンプ設備は，長寿
ポンプ本体
命化による延命化は経済的にならないものと判断
羽根車
全国の事例では，マンホールポンプ設備は，長寿
命化による延命化は経済的にならないものと判断
ケーシング
着脱ベンド
命化による延命化は経済的にならないものと判断
ポンプ本体
し，長寿命化対策検討対象外として取り扱う場合も
着脱ベンド
羽根車
命化による延命化は経済的にならないものと判断
し，長寿命化対策検討対象外として取り扱う場合も
し，長寿命化対策検討対象外として取り扱う場合も
あるが，維持管理コストの削減に向けては，図ー
3
着脱ベンド
し，長寿命化対策検討対象外として取り扱う場合も
あるが，維持管理コストの削減に向けては，図ー 3 （５）健全度の評価
あるが，維持管理コストの削減に向けては，図－３ （５）健全度の評価
の選定フローに従い，長寿命化対策対象設備を選定
（５）健全度の評価
あるが，維持管理コストの削減に向けては，図ー
3
の選定フローに従い，長寿命化対策対象設備を選定
の選定フローに従い，長寿命化対策対象設備を選定
対象設備を調査した結果を判定基準と比較検討
対象設備を調査した結果を判定基準と比較検討
することが望ましい。
（５）健全度の評価
対象設備を調査した結果を判定基準と比較検討
の選定フローに従い，長寿命化対策対象設備を選定
することが望ましい。
することが望ましい。
し，
対象設備の現在の健全度を評価する。このとき，
し，対象設備の現在の健全度を評価する。
このとき，
対象設備を調査した結果を判定基準と比較検討
し，
対象設備の現在の健全度を評価する。このとき，
することが望ましい。
調査判定項目別に評価された判定結果を用いて，設
調査判定項目別に評価された判定結果を用いて，設
（４）調査
し，
対象設備の現在の健全度を評価する。このとき，
調査判定項目別に評価された判定結果を用いて，設
（４）調査
（４）調査
備単位における劣化状況を総合的に評価し，健全度
備単位における劣化状況を総合的に評価し，健全度
管理方法（状態監視保全，時間計画保全，事後保
調査判定項目別に評価された判定結果を用いて，設
備単位における劣化状況を総合的に評価し，健全度
管理方法（状態監視保全，時間計画保全，事後保
を算出する。長寿命化計画を策定している自治体の
（４）調査
管理方法（状態監視保全，時間計画保全，事後保
を算出する。長寿命化計画を策定している自治体の
全）に応じて，点検・調査を実施する。状態監視保
備単位における劣化状況を総合的に評価し，健全度
を算出する。長寿命化計画を策定している自治体の
全）に応じて，点検・調査を実施する。状態監視保
例を参考に検討した健全度評価方法と判定結果の例
管理方法（状態監視保全，時間計画保全，事後保
全）に応じて，点検・調査を実施する。状態監視保
例を参考に検討した健全度評価方法と判定結果の
全設備の調査では，改築の必要性を判断するために，
全設備の調査では，
改築の必要性を判断するために， を算出する。長寿命化計画を策定している自治体の
を表－７，
詳細調査の項目例を表－８に示す。また，
例を参考に検討した健全度評価方法と判定結果の
全）に応じて，点検・調査を実施する。状態監視保
全設備の調査では，改築の必要性を判断するために，
例を表ー 7，詳細調査の項目例を表ー 8 に示す。ま
劣化の程度から健全度を把握する。長寿命化対策検
劣化の程度から健全度を把握する。長寿命化対策検
詳細調査項目別の健全度診断例について，表－９～
例を表ー 7，詳細調査の項目例を表ー 8 に示す。ま
全設備の調査では，改築の必要性を判断するために，
劣化の程度から健全度を把握する。長寿命化対策検 例を参考に検討した健全度評価方法と判定結果の
た，詳細調査項目別の健全度診断例について，表ー
討対象設備では主要部品単位で健全度を評価する
討対象設備では主要部品単位で健全度を評価する必
表－11
にそれぞれ示す。
7，詳細調査の項目例を表ー 8 に示す。ま
た，詳細調査項目別の健全度診断例について，表ー
劣化の程度から健全度を把握する。長寿命化対策検
討対象設備では主要部品単位で健全度を評価する 例を表ー
11 にそれぞれ示す。
要があり，ポンプ本体における主要部品の設定例を 9～表ー
次に，得られた健全度から措置方法を決定する。
必要があり，ポンプ本体における主要部品の設定例
9～表ー 11 にそれぞれ示す。
討対象設備では主要部品単位で健全度を評価する
必要があり，ポンプ本体における主要部品の設定例 た，詳細調査項目別の健全度診断例について，表ー
次に，得られた健全度から措置方法を決定する。
表－６に示す。主要部品は，電動機，ケーシング，
長寿命化対策検討対象設備について，主要部品単位
を表ー
6 に示す。主要部品は，電動機，ケーシング，
11 にそれぞれ示す。
次に，得られた健全度から措置方法を決定する。
必要があり，ポンプ本体における主要部品の設定例
を表ー 6 に示す。主要部品は，電動機，ケーシング， 9～表ー
羽根車，着脱ベンドといった大まかな部品単位で調 長寿命化対策検討対象設備について，主要部品単位
の健全度の判定表を表－12 に示す。対象設備の現
羽根車，着脱ベンドといった大まかな部品単位で調
次に，得られた健全度から措置方法を決定する。
長寿命化対策検討対象設備について，主要部品単位
を表ー
6 に示す。主要部品は，電動機，ケーシング，
羽根車，着脱ベンドといった大まかな部品単位で調
査項目を設定し，調査を実施する。
在の健全度から，将来の健全度を予測し，改築の必
の健全度の判定表を表ー
12 に示す。対象設備の現
査項目を設定し，調査を実施する。
長寿命化対策検討対象設備について，主要部品単位
の健全度の判定表を表ー 12 に示す。対象設備の現
羽根車，着脱ベンドといった大まかな部品単位で調
査項目を設定し，調査を実施する。
点検
・
調査の実施によって得られた情報は，点検
要性を判断する。
点検
・
調査の実施によって得られた情報は，
点検・・ 在の健全度から，将来の健全度を予測し，改築の必
12 に示す。対象設備の現
在の健全度から，将来の健全度を予測し，改築の必
査項目を設定し，調査を実施する。
点検・調査の実施によって得られた情報は，点検・ の健全度の判定表を表ー
調査計画や改築計画などの評価と見直しに必要とな
要性を判断する。
調査計画や改築計画などの評価と見直しに必要と
在の健全度から，将来の健全度を予測し，改築の必
要性を判断する。
点検・調査の実施によって得られた情報は，点検・
調査計画や改築計画などの評価と見直しに必要と
るため，点検・調査情報を継続的に施設情報システ
なるため，点検・調査情報を継続的に施設情報シス
調査計画や改築計画などの評価と見直しに必要と
なるため，点検・調査情報を継続的に施設情報シス 要性を判断する。
ムに蓄積して活用する。
テムに蓄積して活用する。
なるため，点検・調査情報を継続的に施設情報シス
テムに蓄積して活用する。
テムに蓄積して活用する。
（4）
（4）
（4）
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表－７
表ー 7 健全度評価方法と判定結果の例（設備単位）
健全度評価方法と判定結果の例（設備単位）
調査判定項目
判定内容

発錆・腐食

判定結果 健全度

錆，腐食の状況・範囲を確認する（外観調査）

4

変形，亀裂，損傷の状況・範囲を確認する（外観調
査）

3

振動・異音の大きさ等を確認する

2

がたつき

がたつきの状況を確認する

4

運転時間

過去の履歴等より，劣化の進行に影響を及ぼす運転時
間等を確認する

2

変形，亀裂，損傷
設備全体

下水道新技術研究所年報

振動・異音

3

5：問題なし。 4：機能上の問題はないが，劣化の兆候あり。

調査判定区分 3：劣化進行しているが，機能は確保可。 2：機能発揮困難。又はいつ機能停止してもおかしくない状態。
1：運転できない。機能停止。
出典：
「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－（平成
」
出典：
「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-（平成 27 年 11 月）
月）
」

表－８
表ー 8 詳細調査の項目例
詳細調査の項目例
調査項目事項
その他調査事項（一部の都市にて事例あり）

区分
電動機

錆・腐食，変形・亀裂・損傷，動作状況，振動・ 電流値，塗装，漏れ，がたつき，目詰まり，温
異音，摩耗，経過時間，絶縁抵抗値
度，故障頻度，製造中止部品

ケーシング

錆・腐食，変形・亀裂・損傷，動作状況，振動・ 塗装，漏れ，がたつき，目詰まり，故障頻度，製
異音，摩耗，経過時間
造中止部品

羽根車

錆・腐食，変形・亀裂・損傷，動作状況，振動・ 塗装，漏れ，がたつき，目詰まり，故障頻度，製
異音，摩耗，経過時間
造中止部品

その他

着脱装置（錆・腐食，変形・亀裂・損傷，動作状
況，振動・異音，摩耗，経過時間）
表－９
段階評価）
表ー 9 錆・腐食の健全度診断例（5
錆・腐食の健全度診断例（5 段階評価）
健全度 4
健全度 3
健全度 2

区分

健全度 5

例1

錆の発生なし

一部に錆がみられ
る

広範囲な錆，また
は一部腐食がみら
れる

広範囲な腐食がみ
られる

－

例2

錆の発生なし

一部分に腐食がみ
られる

腐食により剥離あ
るいは厚みの現象
がみられる

腐食により孔等が
みられ，機能に支
障がある

腐食が非常に厳し
い

区分

表－10
段階評価）
表ー 10変形・亀裂・損傷の健全度診断例（5
変形・亀裂・損傷の健全度診断例（5 段階評価）
健全度 5
健全度 4
健全度 3
健全度 2

例1

問題無し

例2

問題無し

一部に変形がみら
れる

一部に亀裂・損傷
がみられる

著しい亀裂，損傷

変形，亀裂，損傷 変形，亀裂，損傷 変形，亀裂，損傷
がみられる（2 箇所 がみられる（3 箇所 が機器のいたると
以下）→全体的に 以上）→全体的に ころにみられる→
軽微
中位
全体的に重度
表－11
段階評価）
表ー 11振動・異音の健全度診断例（5
振動・異音の健全度診断例（5 段階評価）
健全度 4
健全度 3
健全度 2

健全度 1

健全度 1
－
変形，亀裂，損傷
が激しく機能して
いない

区分

健全度 5

例1

問題無し

多少振動が認めら
れる

異音が認められる

著しい異音・振動
が認められる

－

例2

問題無し

－

異状振動・騒音の
兆候がみられる

異状振動・騒音が
ある

－

（5）
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表－12
主要部品単位（長寿命化対策検討対象設備）の健全度の例
表ー 12
主要部品単位（長寿命化対策検討対象設備）の健全度の例
健全度
運転状態
措置方法
表ー 12 主要部品単位（長寿命化対策検討対象設備）の健全度の例
5
健全度
運転状態
措置方法
部品として設置当初の状態で，運転上，機能上問題ない
措置は不要
（5.0～4.1）
5
部品として設置当初の状態で，運転上，機能上問題ない
措置は不要
4
措置は不要
（5.0～4.1）
部品の機能上問題ないが，劣化の兆候が現れ始めた状態
（4.0～3.1）
要観察
措置は不要
4
部品の機能上問題ないが，劣化の兆候が現れ始めた状態
3
部品として劣化が進行しているが，部品の機能は確保できる状態
修繕により機能回復
要観察
（4.0～3.1）
する
（3.0～2.1）
機能回復が可能
3
部品として劣化が進行しているが，部品の機能は確保できる状態
修繕により機能回復
部品として機能が発揮できない状態で，設備としての機能への影響がで
する
（3.0～2.1）
機能回復が可能
2
ている
部品として機能が発揮できない状態で，
設備としての機能への影響がで 交換が必要
（2.0～1.1）
2
または，いつ機能停止してもおかしくない状態など機能回復が困難 交換が必要
ている
（2.0～1.1）
著しい劣化
または，いつ機能停止してもおかしくない状態など機能回復が困難
1
ただちに交換が必要
設備の機能停止
著しい劣化
1
ただちに交換が必要
設備の機能停止
出典：
「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-（平成 27 年 11 月）
月）
」
出典：
「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－（平成
」
出典：
「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-（平成 27 年 11 月）
」

表ー 13 長寿命化計画策定実施都市におけるマンホー
（６）対策の検討
（６）対策の検討
表－13 長寿命化計画策定実施都市におけるマン
ルポンプ本体の目標耐用年数の一覧
（６）対策の検討
診断の結果，対策が必要とされた長寿命化対策検 表ー 13 長寿命化計画策定実施都市におけるマンホー
診断の結果，対策が必要とされた長寿命化対策検
ホールポンプ本体の目標耐用年数の一覧
ルポンプ本体の目標耐用年数の一覧
目標耐用年数
自治体数
診断の結果，対策が必要とされた長寿命化対策検
討対象設備については，ライフサイクルコストを比
討対象設備については，ライフサイクルコストを比
目標耐用年数
自治体数
15
3
討対象設備については，ライフサイクルコストを比
較し，更新あるいは長寿命化対策のいずれかを選定
較し，更新あるいは長寿命化対策のいずれかを選定
15 17
3 1
較し，更新あるいは長寿命化対策のいずれかを選定
する。
する。
17 18
1 1
する。
18 20
1 2
（７）改築計画の策定
20 22
2 2
（７）改築計画の策定
対策の検討結果を踏まえ，改築計画の申請書類を
25
22
2 3
（７）改築計画の策定
対策の検討結果を踏まえ，改築計画の申請書類を
作成する。改築計画策定にあたっては，リスク評価
25 30
3 9
対策の検討結果を踏まえ，改築計画の申請書類を
作成する。改築計画策定にあたっては，リスク評価
38
を踏まえた改築の優先順位の設定等を検討する。
30
9 1
作成する。改築計画策定にあたっては，リスク評価
を踏まえた改築の優先順位の設定等を検討する。
38
1

を踏まえた改築の優先順位の設定等を検討する。
4.4 目標耐用年数の設定
また，改築計画策定に活用できる技術検討を実
4.4
目標耐用年数の設定
目標耐用年数の設定については，全国の長寿命化
し，以下の成果が得られた。
また，改築計画策定に活用できる技術検討を実
施し，以下の成果が得られた。
4.4 目標耐用年数の設定については，全国の長寿命化
目標耐用年数の設定
計画策定実施都市における設定事例を収集した。そ 施し，以下の成果が得られた。
①
点検結果を用いて異状の程度を把握できるように
①点検結果を用いて異状の程度を把握できるよう
目標耐用年数の設定については，全国の長寿命化
計画策定実施都市における設定事例を収集した。そ
の結果を表－13
に示す。マンホールポンプ本体の ①点検結果を用いて異状の程度を把握できるよう
点検項目を検討した。点検結果を用いて健全度判
に点検項目を検討した。点検結果を用いて健全
計画策定実施都市における設定事例を収集した。そ
の結果を表ー 13
目標耐用年数を
15に示す。マンホールポンプ本体の
年と設定している都市は，標準
定を行えるようになり，効率的な改築計画策定へ
に点検項目を検討した。点検結果を用いて健全
度判定を行えるようになり，効率的な改築計画
の結果を表ー
13 に示す。マンホールポンプ本体の
目標耐用年数を
15 年と設定している都市は，標準
耐用年数を参考に設定している。目標耐用年数を
活用できる。
度判定を行えるようになり，効率的な改築計画
策定へ活用できる。
目標耐用年数を
15 年と設定している都市は，標準
30，38
年と設定している都市については，平成
耐用年数を参考に設定している。
目標耐用年数を 25
30， ②改築計画策定における検討のポイントを，全国の
策定へ活用できる。
②改築計画策定における検討のポイントを，全国
年度版の「ストックマネジメント手法を踏まえた下
長寿命化計画策定事例を踏まえて検討した。今後，
耐用年数を参考に設定している。
目標耐用年数を
38 年と設定している都市については，平成
25 30，
年度
②改築計画策定における検討のポイントを，全国
の長寿命化計画策定事例を踏まえて検討した。
水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）
」を参
各自治体の現状に合った改築計画を策定する上で
38 版の「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道
年と設定している都市については，平成 25 年度
の長寿命化計画策定事例を踏まえて検討した。
今後，各自治体の現状に合った改築計画を策定
照している。17～25
年に設定している都市は，各
参考とできる。
版の「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道
長寿命化計画策定に関する手引き
（案）
」を参照して
今後，各自治体の現状に合った改築計画を策定
する上で参考とできる。
都市における改築実績を踏まえて目標耐用年数を設
③
全
国の長寿命化計画策定実施都市における設定事
長寿命化計画策定に関する手引き
（案）
」を参照して
いる。17～25 年に設定している都市は，
各都市にお
する上で参考とできる。
③全国の長寿命化計画策定実施都市における設定
定している。
例を整理した。各自治体における目標耐用年数の
いる。
17～25 年に設定している都市は，各都市にお
ける改築実績を踏まえて目標耐用年数を設定して
③全国の長寿命化計画策定実施都市における設定
設定の目安として活用できる。
事例を整理した。各自治体における目標耐用年
ける改築実績を踏まえて目標耐用年数を設定して
いる。
事例を整理した。各自治体における目標耐用年
数の設定の目安として活用できる。
いる。 まとめ
今後，本研究成果を参考にマンホールポンプの改
数の設定の目安として活用できる。
５．まとめ
築が進み，その結果，目標耐用年数が明確となり，
本研究では，下水道マンホールポンプ施設につい
今後，本研究成果を参考にマンホールポンプの
５．まとめ
本研究では，下水道マンホールポンプ施設につ
時間計画保全による改築が進展することも期待され
て，全国の自治体の長寿命化計画事例調査やヒアリ
今後，本研究成果を参考にマンホールポンプの
改築が進み，その結果，目標耐用年数が明確とな
本研究では，下水道マンホールポンプ施設につ
いて，全国の自治体の長寿命化計画事例調査やヒ
る。
ングを行い，事例分析を実施した。
改築が進み，その結果，目標耐用年数が明確とな
り，時間計画保全による改築が進展することも期
いて，全国の自治体の長寿命化計画事例調査やヒ
アリングを行い，事例分析を実施した。
また，改築計画策定に活用できる技術検討を実施
り，時間計画保全による改築が進展することも期
待される。
アリングを行い，事例分析を実施した。
待される。
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