下水道機構の技
技術マニュアル準拠の安全性・耐久性で性能規定

守守谷谷市市上上下下水水道道事事務務所所

に規定されている機能を
にマンホールふたの更新
計画を策定しました。
年度までの５カ年を計画

有していないものや破損
が確認されたものなど、
期間とし、交換が必要な

００万 円 を 見 込 ん で お

交換を必要とするふたが

り、そのうち、４３２カ

５８７カ所の取り替えを

奥野清輝・同市上下水

５８７基あることが判明

事業と合わせて市内の汚
道事務所上下水道課課長
所の取り替えは社会資本

・ ％、農業集落排水

水処理人口普及率は１０

整備総合交付金事業で実

を図るため、９回の事業
認可の変更を重ね、土地
０％。下水道管きょの総
補佐は、この結果を基に

実施、総事業費は約８２

区画整理地区、既成市街

策定した更新計画の内容

した。

地、民間開発地区、工業
延長は５１５・ ㌔、マ

汚汚水水処処理理普普及及率率はは
１１００００％％
守谷市の下水道事業
ンホールふたの総数は１

坂道に設置された次世代型高品位ＧＭ

３８０ で 供 用 を 開 始

る。平成８年１月 日に

し、平成 年度末には１

９７９ となり、下水道

で９６６

基、Ｔ―

が１１９６

に自動車などへの依存度

なってい

１６２基と

基で合計２

が高いという特徴があ

万５６２１基となってい
たに起因する交通障害へ

について「マンホールふ
する。

施する予定です」と説明

と整合を図り、昭和 年

域下水道南部処理区事業

れた三重県の北勢沿岸流

は約 ㌔。汚水マンホー

管が約５９２㌔、雨水管

・３％、管路延長は汚水

ップ性能、耐荷重性能、

ふたに関しては、耐スリ

た。そこで、マンホール

置していま

００基を設

００から５

は「毎年４

竹嶋参事

る。

通の安全性の確保に重点

を置く必要性がありまし

を取得し、その後も急激
る。

道（分流式）の普及率は
によるマンホールふたの

の対応や、局地的な豪雨

た。事業計画区域面積は

普及率は人口ベースで

り、自動車や二輪車の交

鈴鈴 鹿鹿 市市 上上 下下 水水 道道 局局
ママンンホホーールルはは約約２２
万万４４８８００００基基
鈴鹿市の公共下水道事
業は、昭和 年に施工さ

-

２０３９ で、公共下水

6

な人口流入などに対応し
と公共用水域の水質保全

わる急務な課題であり、
ホールふたの取り替え

更新計画に基づくマン

５５カカ年年計計画画でで５５８８
７７カカ所所取取替替

計画的な更新が必要であ

平平成成 年年度度かからら次次
世世代代型型高高品品位位ＧＧＭＭ
をを採採用用

これまでは損傷が生じ
ることから、平成 年度

飛散防止対策は人命に係

るなど緊急性の高いもの

でも今後一斉に耐用年数

て「全国と同様、守谷市

画区域面積４５２５ 、

見直しを行い、現在は計

した。
その後、
数回の計画

連公共下水道として計画

透量や貯留量が減少し、

の拡大により、雨水の浸

土地の高度利用や市街地

雨水事業については、

状態の性能基準を規定化

を担保するために、限界

前提に設置期間中の性能

ついて、標準耐用年数を

路の一部としての性能に

がたつき防止といった道

リ ー ダ ー は「高 機 能 型

・副参事兼計画グループ

また、同課の小牧孝充

紹介する。

型を設置しています」と

すが、６～７割は高機能

年数 年の倍以上となる

査証明を取得し、準耐用

成 年３月に日本下水道

位マンホールふたは、平

来年度からは、下水道事

定しています。さらに、

たに求められる機能に加

規定されるマンホールふ

道協会規格（Ｇ―４）に

経緯について「日本下水

品位マンホールふたの設

いる。現在の次世代型高

ンホールふたを採用して

ても、次世代型高品位マ

備や緊急修繕などにおい

よらない新規の下水道整

そのほか、更新計画に

最後に、奥野課長補佐

のを採用している。

に準じた機能を有したも

れらを踏まえた経営戦略

水 道 協 会 規 格（Ｇ―４） の更新・耐震化計画とこ

を採用しており、日本下

を 策 定 す る 予 定 で す」

トを定めたうえで、施設

運営を確立するため、積
極的に施策を推進してい
く姿勢を強調した。

の認定工場制度や検査項

建設課長は「ＪＳＷＡＳ

資格を取得した工場で製

器材類または類認定

度において、下水道用資

下水道協会の認定工場制

す。次世代型高品位マン

道路などで採用していま

避難場所などに至る重要

量が多い幹線道路、広域

技術革新を期待したいで

ど、様々な面でさらなる

閉の作業性や軽量化な

てきましたが、今後も開

処理分区となってい

坂根課長は「第２期計

目変更などに対応し、転

造した製品としていま

平成 年に市の監査委員

同市上下水道局では、

限限界界性性能能をを規規定定しし
次次世世代代型型高高品品位位ＧＧ
ＭＭをを積積極極採採用用

を進めている。

で渚雨水ポンプ場の整備

現在、来年度完成の予定

抑制対策を進めており、

の調整池などの雨水流出

公園雨水貯留池、平田池

旭 が 丘 雨 水 調 整 池、
新生

場、小 山 雨 水 ポ ン プ 場、

ている。江島雨水ポンプ

と整合を図りながら進め

しているため、河川事業

し、
白子、
住吉地区で多発

市特有の浸水被害が発生

多発するようになり、都

いる。
さらに、
集中豪雨が

徐々に雨水氾濫が起きて

水流出量の増大を招き、

ルは、約２万４８００基

次世代型高品位マンホー

を迎える老朽化施設の改

一方、歩道部について

え、食い込みにくい支持

置数は９８１基となって

となっている。

ルふたの採用が進めば、

築・更新への備えが急務

で規定する性能をベース

は市の鳥であるコジュケ

構造や耐スリップ性能、

おり、笠川係長は「今後

は今後の事業展望につい

月）などを踏まえ、平成

に既成市街地や市街化区

ました。性能規定書の制

ライフサイクルコストの

に、日本下水道新技術機

耐荷重性能など、高品位

も長寿命化が期待できる

ＷＡＳ改正（平成 年

域の４４１３ を流域関

定にあたっては、日本下

となっています。そのた
め、現在構築中の上下水
道管路管理システムを活
用して管きょの更新計画
の策定を進めているほ
か、保有する施設や設備

は、歩道部を除きすべて

構が技術マニュアルで規

業全体の最適な維持管理

な機能・構造を有するこ

調査結果に基づき、緊急
含 む 汚 水 管）
、 年経過

年 月に次世代型高品
位マンホールふたの仕様
月から、φ６００鉄蓋で

書を制定し、平成 年４

ルふたの採用を開始し

次世代型高品位マンホー
福山市は平成７年１月

た。企業に通知後、４社

ります」
と紹介するのは、 画のうち、マンホールふ

落防止安全梯子の標準整

す。また、採用に際して

すね。また、これらの情

同市では、老朽管路破

デザインマンホールで下水道をＰＲ

水 道 協 会 規 格（Ｇ―４） 低減にもつながると考え

次世代型高品位ＧＭを９８０基設置

長寿命化でＬＣＣ低減を期待
次世代型高品位マンホー

イ、市の花であるヤマユ

・改築に関する事項を定

の更新・修繕履歴を整理

ルふたを採用している。

定する性能・試験などを

めたストックマネジメン

とが重要であるとし、平

的あるいは計画的な取り

した設備台帳の整備も予

笠川輝章・同課事業グル

取り入れたデザインふた

基準としました」
と語る。 リ、市の木であるマツを

ています」とした。

ープ係長は次世代型高品

損の未然防止やライフサ

替えを行っています」と

位マンホールふた導入の

イクルコストの最小化、

説明する。

と、将来の安定的な事業

耐震化など機能向上も考

安安定定的的なな事事業業運運営営
確確立立へへ施施策策推推進進

慮し、平成 年度に『福

管は約 ㌔（全て合流式
管は約１８２㌔（合流式

山市下水道長寿命化計
画』を策定した。現在は
年度）を推進している。

第２期計画（平成 ～

が承認申請した。

ＧＧＭＭ安安全全性性向向上上へへ
規規定定書書改改定定・・制制定定

含む汚水管約１８０㌔、
雨水管約２㌔）です。マ
年以上が経過し、ガタツ

ンホールふたも設置後

キや摩耗など老朽化が顕

か ら、
「マ ン ホ ー ル ふ た

たについては、芦田川処

備や内圧解放の規格化な

報発信や共有化などを図

の透明性・公平性・競争

から従来の型式規定から

性能規定への見直しにつ

し、従来より高度な安全

新技術機構の建築技術審

年の耐久性が証明され

Ｇ―４に準拠したものに

般型は日本下水道協会の

構の技術マニュアル、一

は、日本下水道新技術機

規定書に基づいて、高機

りますので、今後も性能

減に大きなメリットがあ

ルコスト（ＬＣＣ）の低

ています。ライフサイク

がない道路で主側、従側

線道路、センターライン

ンターラインのある２車

能型は、交通量の多いセ

た面で、従来のものより

やがたつきの防止といっ

実際の現場でも食い込み

ーダーは「高機能型は、

事兼維持管理グループリ

また、岡田旬史・副参

る。

す」とメリットを強調す

いきたいと考えていま

能型を積極的に活用して

なっています」と話す。

交交通通量量のの多多いい道道路路
にに高高機機能能型型をを採採用用

高機能型と一般型の使

ともに幅員４㍍以上の交

も優れています」と、維

い分けについては、高機

差点の隅切部から ㍍以

置し、デザインマンホー

は、それ以外の箇所に設

し て い る。
一 方、一 般 型

の勾配が急な箇所に設置

内、縦断勾配が６％以上

閉できませんので、薬物

は専用の治具でないと開

小牧副参事は「高機能型

ている点を紹介。さらに

持管理面で効果を発揮し

も普及促進に取り組んで

ます」と話す。

クも軽減することができ

を投入されるなどのリス

小牧副参事は「下水道

ルを使用している。

普及率が ・３％と今後

年度に「鈴鹿市下水道用

また、維持管理面におい

ホールを活用して下水道

せません。デザインマン

があります」
と説明する。 めには市民の理解が欠か

極的に採用してきた経緯

のＰＲを行い、普及促進

更新はこれからですが、

していませんので、改築

から、まだ 年しか経過

に下水道が供用開始して

て竹嶋参事は「平成８年

市市民民のの安安全全をを守守るる
ここととがが一一番番大大切切

グラウンドマンホール性

て、従来のマンホールふ

につなげていきたいと考

いかなければなりません

能規定書」をとりまとめ

たはふたが受枠に食い込

えています」と話す。

ールは、鈴鹿の峰々から

同市のデザインマンホ

ジメントなどを活用して

査を行い、ストックマネ

きますので、しっかり調

老朽化は確実に進んでい

が、円滑に進めていくた

た。性能規定書は、次世

み、開閉作業で苦労して

性を有する高機能型を積

代型高品位マンホールふ

いるという現場の声もあ

今後の取り組みについ

たを想定した高機能型

湧き出た清水が川となっ

計画をつくっていきた

下水道工務課長は「本市

ったことも高機能型を採

て緑の野を流れ、白砂青

平成 年度末現在の次

という。

用している要因の一つだ

松の伊勢湾まで注ぐ様を

同局の竹嶋昇・参事兼

世代型高品位マンホール

は、モータースポーツ都

後の適切な維持管理に向

市宣言をしていることに

けて設置年度の一番古い

また、
岡田副参事は
「今

デザインしている。竹嶋

箇所から調査を行い、状

い」
と、
将来を見据える。

参事は「マンホール女子

態把握に努めるようにし

鈴鹿市の伝統工芸である

など、マンホールふたに

ているところです」と話

伊勢型紙をイメージして

注目が集まっていますの

す。

ふたの設置総数は、Ｔ―

で、効果的に活用してい

水道施設で市民の目に触

最後に竹嶋参事は「下

な自然を守っているとの

れるのは、道路の一部で

もあるマンホールふたで

す。市民の安全を守って

いくのが一番大切なこと

的に採用してきたが、竹

るため、高機能型を積極

同局は安全性を担保す

いきたい」
と抱負を語る。

て、事業を円滑に進めて

いですし、経済性を考え

今後も力を入れていきた

だと思っていますので、

嶋参事は「次世代型高品

倍倍以以上上のの耐耐久久性性でで
ＬＬＣＣＣＣ低低減減にに貢貢献献

紹介する。

思いを込めています」と

は、下水道が鈴鹿の豊か

き た い。こ の デ ザ イ ン

加え、他の地方都市同様

容としている。

と、一般型に区分した内

いて提言を受け、平成

ＬＣＣ低減メリットもあり積極活用

から適宜補修を行ってき
たが、平成 年度から
年度の３カ年で市内すべ
てのマンホール
ふたを点検・調
査したところ、
日本下水道協会
規 格（Ｇ―４）

００基 な ど と な っ て い
「管きょ延長のうち、

る。
標準耐用年数の 年経過

仕様書」を制定し、日本

寸法は、ＪＳＷＡＳ制定

「製品の規格や形状、
ＡＳ）の変更や改正に伴

のＧ―４規格（下水道用

下水道協会規格（ＪＳＷ
い、改定などを迅速に行

理区内の合流式下水道区

どを改定してきました。

ホールふたは、ガタツキ

の準拠とし、製品は日本

鋳 鉄 製 マ ン ホ ー ル ふ た）

坂根和裕・同市上下水道

域（旧新浜処理区）およ

防止と開放性を両立する

谷口晃一・同部下水道

ってきた。

局工務部下水道施設課

び高度経済成長期に造成

は日本下水道協会の研修

長。

や認定工場の視察などを

模団地内

ることも重要だと思いま
す」と強調した。
制施行１００周年を迎え

なお、同市は昨年で市
て採用していきたいと考

る場所も、将来的には全

勾配受構造を採用してい

行いました」
（谷口課長） など高機能ですので、急

ＭＭをを将将来来的的にに全全採採用用

次次世世代代型型高高品品位位ＧＧ

性などを確保するため、
る仕様書から、要求性能

水 道 区 域） 従来の構造形式を指定す
を規定する性能規定とし

のバラなどをデザインし

など、老朽

た マ ン ホ ー ル ふ た７枚

化が著しい

続けて、
谷口課長は
「い

ており、上下水道局も記
ールふたの新設・更新は

ずれにしてもマンホール

念協賛事業として、市花
年間約６００基程度で、

えています」と今後の見
同市は、下水道用鋳鉄

次世代型高品位マンホー

を、駅前周辺などに設置

通しを語る。
性機能強化ふたの日本下

した。

同市では現在、マンホ

水道協会認定工場制度

の機能は安全第一です。

ました」と説明する。
などによる

本市もマンホール調整金

区域につい

詳細調査を

ルふたは年間約３００基
採用している。

具について、独自研究し

類認定
（平成 年６月）
、

坂根課長は「主に交通

次世代型高品位ＧＭで安全確保

ha

内圧解放耐圧および浮上

て、開ふた

1

&

)

専用地域、市外化調整区

%

$
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更新計画に基づき設置された次世代型高品位ＧＭ㊤と更新対象のふた㊦

ホールふた数約６万９０

計）約１８３３㌔、マン

流含む汚水管と雨水管合

・０％、管きょ延長（合

福福 山山 市市 上上 下下 水水 道道 局局
管管ききょょ１１８８３３３３㌔㌔
布布設設しし人人孔孔６６万万９９
００００００基基をを設設置置
広島県東南端に位置す
る福山市の下水道は昭和

7
ha
竹嶋参事
小牧副参事

%

域などで整備を進めてき

ha

.

ha

!

さらなる技術革新に期待

#
平成 年 月に公共調達

)

２０

された大規

著になっている地区があ

,

ha

長寿命化２期計画を推進

年、戦災復興事業と並

行し、合流式下水道（旧
新浜処理区）から整備に
着手した。現在、約７１
００ （合流区域含）の
面整備が完了し、公共下
水道の松永処理区、流域
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下水道管路施設や道路の一部
としての機能が求められるマン
ホールふたは、重要な社会イン
フラ施設で、苛酷な設置環境に
あることから、安全性を担保す
るためには、スリップ防止や飛
散防止、食い込み防止などの性
能が求められている。また、近
年頻発する大雨の対応としても
これらの機能が必要不可欠とな
っている。特集では、積極的に
マンホールふたに関する取り組
みを強化している自治体の施策
を紹介する。
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