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１．補助事業概要   

 

（１）事業主体   

大分市   

（２）補助事業名   

水道管路近代化推進事業費（老朽管更新事業）   

（３）補助事業箇所   

   別図のとおり  

（４）補助区分   

ライフライン機能強化等事業費   

水道管路近代化推進事業費（老朽管更新事業）   

（５）補助事業の着手年度   

平成２２年度   

（６）補助事業の工期   

平成２２年度～平成２８年度   

（７）事業延長  

老朽管更新 L=１９，０６０ｍ  

（８）補助対象箇所総事業費   

約２５億円    

 
 
 
 
 
 
 

1



２．事業概要   

 

大分市の水道事業は、昭和２年の創設以来、数度の拡張事業を

行い、現在は第４次拡張事業の許認可をはじめ、各種の長期基本

計画や水道事業総合計画等により、計画的な施設整備を推進する

とともに長期的な視点に立って各種事業を実施してきた。  

このようななか、市政運営の基本指針である『大分市総合計画

（平成 19 年 7 月策定）』の個別計画として、平成 20 年４月に『大

分市水道事業基本計画』を策定した。  

また、平成 21 年６月には、『水道事業施設整備計画』ならびに

『水道事業中長期財政計画』を策定し、これらの計画に基づき、

老朽管更新事業を着実に推進するための事業計画として『老朽管

更新計画』を策定し、計画的な老朽管路の更新を図ることとした。  

 

平成１４年東南海・南海地震対策特別措置法が制定されたこと

により、大分市も地震防災対策推進地域に指定され大規模地震等

緊急時においても、その機能が有効に発揮されるよう迅速な対応

を図ることが求められているため、大規模地震発生時においても

安定した給水ができるよう、老朽管路の更新時に併せて管路の耐

震化を図ることとした。  
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３．社会経済情勢  

 

  大分川ダムに参画した昭和６２年当時の人口は右肩上がりに増

加し、開発団地やマンション等の建設ラッシュが相次ぐ中、経済活

動も活発化するなど、市勢の急激な発展に伴い水需要は給水能力を

超える勢いで伸びた時代であったが、近年における本市の水需要の

状況は、長引く景気の低迷による事業活動の停滞や節水意識の浸透、

さらには、大口需要者の地下水への転換等により需要は伸び悩んで

いる｡  

  しかしながら、定住人口は増加率こそ鈍化傾向にあるものの、依

然として増加傾向にあり、加えて、高速道路体系を始めとする道路

網整備による昼間人口、交流人口の拡大等により本市への人口集中

が予測され、水需要も市勢の発展に伴う生活水準の向上、及び核家

族化等による使用水量の増加や市中心部の高層化、都市機能の充実

等により増え続けるものと予測される。  

  これらに加え、本市は東南海・南海地震防災対策推進地域にある

ことから、今後も施設の耐震化の取組みを強化するとともに、災害

時においても安定した給水を行うための配水管網の整備に努める

など、災害対策の推進も求められている。  
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４．コスト縮減及び代替立案等の可能性  

 

  街路事業や道路改良等との同時施工を行うなかで、舗装復旧を他

の事業者が施工することによるコスト縮減を図る。また、道路管理

者と協議し、可能な限りの浅層埋設を行い「建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律」に基づき、舗装材や路盤材等の再生資材

の利用に努める。  

代替立案についてであるが、老朽管更新事業の代替案として、

赤水等の水道水の汚濁に対して管内面洗浄などの方法があるが、管

路の耐震化の向上に対しては効果が無いことなどから、布設替えに

よる更新以外に特に有効な手段はないと考えられる。  
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５．事業の投資効果分析 
 

費用対効果は、厚生労働省発行の「水道事業の費用対効果分析マニュアル（平

成１９年７月）」（以下「マニュアル」という。）に基づき、換算係数法により算定

することとし、費用と便益に換算係数を乗じて総費用及び総便益を算定し費用便

益比を導き出した。 

 
（１）事業概要 
給水人口 459,637 人、一日平均給水量 145,453 ㎥／日の事業で、φ40mm 以上の

導・送・配水管が 2,684ｋｍであり、そのうち 3.5%にあたる 93ｋｍは、布設後 50
年を超える老朽管である。更新される老朽管は 19.06ｋｍであり、ダクタイル鋳鉄

管（耐震管）に布設替（更新）を行うこととした。 
φ40ｍｍ以上の導・送・配水管の布設延長の内訳は表－１に示す通りである。 

 
表－１  導・送・配水管布設延長（φ40ｍｍ以上）  （ｍ） 

耐震管 DIP 
布設替延長 

合計 

布設替

延長 

布設替

延長計

ＤＩＰ以外 DIP  

168,203 1,356,523 1,159,426 2,684,152 19,060 19,060

本事業は、老朽管の更新時に耐震機能を有するＮＳ形の継手を採用し、耐震性の

向上を図るものである。 

 
（２）費用の算定 

事業費は表－２に示すように、老朽管更新工事の 2,507,010 千円である。 
ダクタイル鋳鉄管の耐用年数は４０年（「地方公営企業法施行規則別表２」）と

した。 
表－２ 事業費 

年 度 工事延長(ｍ) 建設費(千円) 

Ｈ２２ 2,660 352,326

Ｈ２３ 2,745 360,031

Ｈ２４ 2,630 366,776

Ｈ２５ 2,700 358,369

Ｈ２６ 2,270 365,373

Ｈ２７ 2,720 357,545

Ｈ２８ 3,335 346,590

合 計 19,060 2,507,010
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（３）耐震化の便益の考え方 
  管路耐震化による便益は、阪神・淡路大震災の規模の地震を想定し、耐震化し

た場合の需要者被害額の減少分、復旧工事費の減少分とした。 
図－１は、耐震化の便益の考え方を示したものであるが、管路の耐震化により

地震開始直後の断水率が小さくなり、かつ被害箇所数が減少する事により復旧日

数が短くなる（斜線の四角形の部分で便益が発生）。したがって、耐震性向上の便

益は、耐震化前と耐震化後の被害箇所数、初期断水率、復旧日数から算定する。 
断水による１人１日あたりの被害額（被害原単位）は、生活用、業務営業用、

工場用のそれぞれの用途別に設定した。（表－３） 

 
 

図－１ 便益発生（被害度減少）の考え方 

 
 

表－３ 地震による 1 人１日あたりの被害額 

水使用用途 1 人 1 日あたりの被害額(千円／人・日)(被害原単価)

生活用 7.428 

業務営業用 8.442 

工場用 4.448 

合計 20.318 

（注１） 生活用被害原単位は「水道事業の費用対効果分析マニュアル」平成 19 年 
7 月発行、第Ⅴ編資料集による。 

（注２） 業務営業用の被害原単位は、平成２０年版大分市統計年鑑による市民１人 
当たりの第３次産業の総生産額とした。 

（注３） 工場用の被害原単位は、平成２０年版大分市統計年鑑による市民１人当た 
りの第２次産業の総生産額とした。 
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（４）被害想定の手法 
 ①管路の平均被害率 

φ40（mm）以上の布設管路の管種別の平均被害率を表 4 のとおりとした。 
表－４ 管路の管種別平均被害率 

管種 平均被害率（箇所／㎞） 

ＤＩＰ 0.461 

ＤＩＰ以外 1.184 

（注）阪神・淡路大震災における配水管被害率をもとに設定した値である。 

 
②平均被害率と復旧開始時通水可能率の関係 

管路の平均被害率と復旧開始時通水可能率(1－初期断水率）の関係は、図  

の資料を利用した。 
図－２ 管路の平均被害率と復旧開始時通水可能率の関係 

 

（注）「厚生労働省生活衛生局水道環境部水道整備課監修、事業の費用対効果 
分析マニュアル」平成 19 年 7 月、第Ⅳ編算定事例による。 

 
③復旧期間 

復旧期間は、当該地域における資材の確保状況、復旧に投入可能な人員の

配置、体制を勘案し、1 日あたりの復旧箇所数を 30（箇所／日）と仮定した。 
また、断水率（給水率）は復旧完了までに直線的に改善（復旧）するもの

とした。 
まず、管路の耐震化をしない場合、被害箇所数は 1,998（箇所）で平均被害

率は 0.744（箇所／km）となる。（表－５） 
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表－５ 被害箇所数と平均被害率（耐震化前） 

管種 布設延長① 
（ｋｍ） 

平均被害率② 
（箇所／ｋｍ）

被害箇所数①×② 
（箇所） 

耐震管 168.203 0.000 0

ＤＩＰ 1,356.523 0.461 625

ＤＩＰ以外 1,159.426 1.184 1,373

合計 2,684.152 0.744 1,998

このときの初期断水率（1－復旧開始時通水可能率）は、図－２より 87(%)
と読み取ることができる。また、1,998（箇所）の復旧日数は、復旧工事が

30（箇所／日）であるから 67 日間である。 

 
・被 害 箇 所：1,998（箇所） 
・初期断水率：   87（%） （ 0 日で  13%給水） 
・復 旧 日 数：   67（日） （67 日で 100%給水 ） 

 
次に、管路を耐震化した場合の管路の被害箇所数は 1,975（箇所）で平均被

害率は、0.736（箇所／km）となる。（表－６) 

 
表－６ 被害箇所と平均被害率（耐震化後） 

管種 

 

布設延長① 
（ｋｍ） 

平均被害率② 
（箇所／ｋｍ） 

被害箇所数①×②

（箇所） 

耐震管 187.263 0.000 ０

ＤＩＰ 1,356.523 0.461 625

DIP 以外 1,140.366 1.184 1,350

合計 2,684.152 0.736 1,975

 
このときの初期断水率（1－復旧開始時通水可能率）は、図－２より 86(%)

と読み取ることができる。また、1,975（箇所）の復旧日数は、復旧工事が

30（箇所／日）であるから 66 日間である。 

 
・被 害 箇 所：1,975（箇所） 
・初期断水率：   86（%） （ 0 日で 14%給水） 
・復 旧 日 数：   66（日） （66 日で 100%給水） 

 
（５） 便益の算定 

便益は、①耐震化による断水被害額の減少分、②復旧工事費の減少分、③漏

水損失額の低減額、④維持管理費の低減額を計上する。 

 
① 耐震化による断水被害額の減少分 
図－３に示すように耐震化前後の被害想定の初期断水率、復旧日数をプロ
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ットし、耐震化による地震の被害度（%日）の減少分は、図中の四角形 a b c d 
の面積であることから、次式より 76.5（%日）となる。 

 
（耐震化しない場合の被害度）－（耐震化した場合の被害度） 

＝(87×67×1／2)－(86×66×１／２) 
＝2,914.5－2,838 
＝76.5（%日） 
なお、被害度（%日）＝（初期断水率）×（復旧日数）×1／2 

 
図－３ 被害度減少分の算定 
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この被害度の減少分に、被害原単位と給水人口を乗じて、断水被害額の減

少分①を算定する。 

 
断水被害額の減少分（千円） 
＝被害度の減少分×被害原単位×給水人口／100 
＝76.5（%日)×20.3(千円／人・日）×459,637(人)／100 
＝7,137,933（千円） 

 
② 復旧工事費の減少分 
耐震化した場合としない場合の復旧工事費の減少分は、被害箇所 1 箇所あ

たりの復旧工事費を 268（千円／箇所）として算定した。 
（耐震化しない場合の被害箇所数－耐震化した場合の被害箇所数）×被害箇

所 1 箇所あたりの復旧工事費 
＝(1,998（箇所）－1,975（箇所））×268（千円／箇所） 
＝6,164（千円） 

9



③ 漏水損失額の低減額 
管路更新により現行の有収率 86.4（%）が 87.4（%）に向上するものとし

た。これによる漏水損失額の低減額は、114,133（千円／年）である。 
年間給水量×（有収率の差）／100×給水原価 
＝53,090,173（㎥／年）×0.01×214.98（円／㎥） 
＝114,133（千円／年） 

 
④ 維持管理費の低減額 
老朽管で、管路破損事故などの補修・復旧費、漏水調査等の維持管理費が、

実績で 118（千円／km）程度発生していることから、この維持管理費削減分

を便益として加算する。 
老朽管更新延長×維持管理費単価 
＝19.06（km）×118（千円／km） 
＝2,249（千円／年） 

 
（６）費用の便益比の算定 

費用と便益に換算係数を乗じて、総費用および総便益を算定した結果は表－

７のとおりである。なお、断減水被害の軽減分については地震の生起性を評価

期間中 1 回(50 年間に 1 回）被災するものとして、換算係数を調整した。 
（21.48／50＝0.43）。 
その結果、費用便益比（B／C）は 2.02 となり、事業の実施は妥当であると

判断できる。 

 
表－７ 費用便益比の算定結果 

 

 

 

 項目 耐用年数 費用/便益 

(千円) 

換 算 係 数 総費用 /総便益

(千円) 

費用 事業費 管路更新費用 40 2,507,010 1.10 2,757,711

合計  2,507,010  2,757,711

合計（C）    2,757,711

便益 断水被害額の減少分 (50 年間 1 回） 7,137,933 0.43 3,069,311

復旧工事費の減少分 (50 年間 1 回） 6,164 0.43 2,651

漏水損失額の低減額 114,133 21.48 2,451,576

維持管理費の低減額 2,249 21.48 48,309

合計（B）  5,571,847

費用便益比 B／C 2.02
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６．評価結果等  

 

耐震管への更新により地震時の断水被害を低減し、災害時における

早期の復旧を図るためには、老朽管更新を行う必要がある。  

また、費用対効果分析からも事業を実施することにより、効果的に

災害時における被害を抑えることが可能であるため、事業実施は妥当

と判断できる。  
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