
 

平成 22 年度第１回下水道クイックプロジェクト推進委員会 

指摘事項に対する報告 
 
 

 

項目 委員会指摘事項 対応 

紫外線防止塗装の色は、何色か。景観へ

影響はないのか。（高橋委員） 
色の種類は顔料の配合によるため、複数

の色に対応できる。但し、樹脂や色の種

類によっては変退色し易い等の特徴が

ある(図１)。 

（塗料メーカーへのヒアリングによる）

変色について、表面の状況はどのように

なっているのか確認して欲しい。（田中

委員） 
変色はどこまで進行するのか。メーカー

等への確認等、検討して欲しい。（藤田

委員） 

管材の変色等については、資料 4-3 にて

詳細を報告する。 

支承間隔や上部からの接続箇所への支

承の設置など、施工における留意点があ

るように思う。（佐伯委員） 
支承構造、高さ調整方法などもう少し検

証した方が良い。（小崎委員） 

管材の温度伸縮によって、漏水等が確認

されたため、伸縮継手等による対応が必

要となる(詳細は資料 4-2 にて報告)。 

また、支承間隔や支承構造に直接起因し

た漏水等は確認されていない。なお、支

承間隔等の設計は、類似構造の指針を参

照している。（表１、表２） 

また、技術評価書（案）の「採用にあた

っての留意点」に「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。」「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。」

と記載した(資料 4-4)。 

伸縮継手の詳細や類似構造の指針の考

え方を利用ガイドに記載する予定。 

クイック 

配管 

実際にＶＵ管は使用できるのか。ＶＰ管

やリブ付等、もう少し強度のあるものを

使うのではないか。（吉原委員） 

露出配管の社会実験においては VU 管を

使用していない。 

管材の選定にあたっての留意点として、

技術評価書（案）「採用にあたっての留

意点」において、「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。」と記載した。 

資料 2-2 



 

 

 

項目 委員会指摘事項 対応 

①ＰＭＢＲでは、従来工法との比較にお

いてＯＤ法等ではなくＭＢＲとの比較

をした方が良いのではないか。また、Ｍ

ＢＲとの比較では、水質は大差ないと思

われるため、検証項目が限定されるので

はないか。（長岡委員） 
 
②利子率による算定方法が合理的かど

うかについては留意する必要がある。

（楠田委員長） 
 
③コンパクトに設置できるという観点

から、用地費をコスト比較の対象に入れ

た方が良い。（田中委員） 
 

従来工法と新工法のコスト比較につい

て、個々ではなく全体での比較を行うこ

とを主眼に、管きょや処理場用地も含め

た全体での比較とした。 

また、技術評価全般についても、同様

の視点から評価することとし、「報告書

例」に以下のように追記・修正した。 

 

「報告書例」(資料 2-3)の p9 冒頭に、 

「検証方法は、まず各検証項目について

以下の方法で検証し、その結果を踏まえ

総合的に評価する 2段階方式とした」と

記載した。その上で、左記①～③を踏ま

えた文言の修正を行なった。 

 

①別紙 1 において、「比較対象は、従来

工法における同等の処理能力を有する

仮想の施設(現場打ち OD、POD、MBR 等)

に限定せず、既計画で整備した場合とす

ることができる。（例えば、処理施設設

置に伴う、管きょ整備延長の縮小による

コスト縮小分も考慮する等）」と記載し

た。 

 

②p9 の建設コスト算出方法は概要のみ

の記載とし、別紙 2 に「「下水道事業に

おける費用効果分析マニュアル（案）」

等を参照できる」と記載した。 
 

③p13 の表６－１において、用地費を含

めたコスト比較が可能となる表に修正

した。 

 

濃縮前の汚泥については、反応槽におけ

るＭＬＳＳのことか。定義が分かりにく

い。（藤田委員） 

汚泥濃縮貯留槽に入る段階の汚泥を想

定していたが、汚泥処理への影響を確認

するためには、貯留槽中の汚泥を調査す

れば足りるため、「報告書例 ５－５

(p11)、６－５(p19)」(資料 2-3)におい

て、濃縮前汚泥という表現を削除した。

 

工場製作型 

極小規模 

処理施設 

  

なお、今回提示した報告書例を参考に、

最終的には各自治体が検証項目・方法を

定めることとしている。 
また、検証で生じた問題点については、

随時委員会にて報告予定である。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：重防食塗料ガイドブック 1995 年 12 月 

 社団法人 日本塗料工業会 重防食塗料作業部会（ｐ155） 

 

図１ 樹脂別、色別の耐候性（参考資料） 



 

 

表１ クイック配管 社会実験実施都市における設計の考え方 

市町村名 管種 支持 許容たわみ 特筆すべき 

参考資料※ 

会津 

坂下町 

高密度ポリエチレン

管二重管 

（凍結防止用アラミ

ド外装ポリエチレン

管）φ75mm ※圧送管 

支持金具による基礎

(2.8m 間隔)  

たわみの許容値 

 

①水管橋設計基準 

(日本水道鋼管協会)

檜原村 高密度ポリエチレン

管φ150mm 

支持金具による基礎

(2.6m 間隔)  

たわみの許容値 

 

①水管橋設計基準 

(日本水道鋼管協会)

②標準機械設計図表

便覧改新増補 3 版

(共立出版) 

③建築設備耐震設計

指針・同解説(空気調

和・衛生工学会) 

露
出
配
管 

益城町 塩ビ厚肉管(VP) 

φ100mm 

コンクリート基礎

(1.5m 間隔)・金具に

よる固定 

たわみの許容値とし

ては、計画勾配の

1/2 である 2.5‰と

設定 

①水管橋設計基準 

(日本水道鋼管協会)

※設計項目や計算例等を参照 

 



 

表２ 参考図書における設計の考え方 
 

項目 ①管種 ②支持 塩ビ管 
（水道用・建排水通気用） 

③許容たわみ 
④塩ビ管の耐候対策 

（水道用・建排水通気用） 

内容 

【公共建築工事標準仕様書（建

築工事編）平成 22 年版】 

・といその他の材種として、

規格（鋼管や硬質ポリ塩化ビ

ニル管等）が示されている。 
 

【農業集落排水施設設計指針 

平成 19 年改訂版】 

・露出配管を検討する際の考

慮事項として、“太陽光線に

よる劣化等に対応できる管

種とする”と記載されてい

る。その他、管路の防護措置

及び凍結防止対策について

記載されている。 
 

【下水道管渠エレガントな設

計でコスト縮減を】 

・水管橋新設時の管種検討事

例が掲載されている。 
 
 

【公共建築工事標準仕様書（建築工事

編） 平成 22 年版】 

・配管用鋼管及び硬質ポリ塩化ビニ

ル管のとい受金物の取付け間隔と

して、“２ｍ程度”と記載されてい

る。 
  

【公共建築工事標準仕様書（機械設備

工事編） 平成 22 年版】 

・吊り金物による支持間隔として、

以下のとおり規定している。 
鋼管： 2.0m 以下（～φ100） 

3.0m 以下（φ125～） 
ビニル管及びポリエチレン管： 

2.0m 以下（φ100～） 
 

【空気調和・衛生設備工事標準仕様書

平成 19 年】 

・支持ボルト一本つりによる支持間

隔として、以下のとおり規定してい

る。 
鋼管： 3.0m（φ50～） 
硬質塩化ビニル管： 

1.5m（φ65～125） 
      2.0m（φ150～）      

【水道用硬質塩化ビニル管

技術資料＜規格・設計編＞

平成 20 年 12 月】 

・機械設備工事共通仕様書

（国土交通省）をもとに、

塩ビ管の標準支持間隔と

して、φ75 以上の場合、

“２ｍ以下”としている。 
 

【建物排水通気用硬質塩化

ビニル管・継ぎ手 技術資

料（Ｑ＆Ａ） 平成 17 年

10 月】 

・塩ビ管の標準支持間隔と

して、機械設備工事共通仕

様書（国土交通省）及び

HASS-010（空気調和・衛生

工学会規格）をもとに以下

のとおり示している。 

機械設備工事共通仕様

書（国土交通省）： 

2.0ｍ以下（φ80～

300） 
HASS-010（空気調和・衛

生工学会規格）： 

1.5m（φ65～125） 
  2.0m（φ150～） 

【水管橋設計基準 平成 11

年 6 月】 

・パイプビーム形式のたわ

み許容値として、 
“L／350 L：支間長（m）”

と規定されている。 
なお、水管橋の設計にあた

っての荷重は以下のとおり

としている。 
 主荷重：内圧（静水圧） 
     鋼重 
     水重 
     積雪荷重 
 従荷重：風荷重 
     温度変化 
     地震荷重 
     通行荷重 
     外圧 
     水撃圧 
  

【水道用硬質塩化ビニル管 技術

資料＜規格・設計編＞ 平成 20

年 12 月】 

・注意事項として、“直射日光に

よる管の劣化を防ぐために、防護

カバーをつけるなど、外部打撃が

加わらないような処置をするこ

と”と記載されている。 
 

【建物排水通気用硬質塩化ビニル

管・継ぎ手 技術資料（Ｑ＆Ａ） 

平成 17 年 10 月】 

・耐候劣化防止策として、“耐候

性塗装”“防護カバー等”が挙げ

られている。なお、一般的に使用

されている耐候性塗料として、

“アクリル樹脂系塗料、耐候性ウ

レタン塗料、アクリルウレタン塗

料等であるが、詳細については塗

料メーカーに確認すること”と記

載されている。 
 




