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よる住民の安全安心の確保という観
点からも老朽化対策が必要です。
急速な老朽化の対策として改築更
新が必要ですが、それには莫大な投
資が必要です。しかし、建設時と同
じペースで再投資することは、今後
の経済情勢を見れば現実的ではあり
ません。やはり解決策は長寿命化で
す。
適切な維持管理によって ～
年、あるいはそれ以上も管きょ機能
が維持されている事例があります。
「できるだけ長く持たせる」ことが
今後の下水道経営の要諦です。だか
らこそ維持・修繕基準を設けたので
す。

■民間の取組み

は補助で、リソースが脆弱な自治体
では補完すると。補完は、例えば議
会マター以外の業務はすべて事業領
域と捉え検討するということです。
長谷川 われわれは常に維持管理
の実務に携わっています。先ほど塩
路部長がご指摘の維持・修繕基準の
創設に注目しています。これまで下
水道法に管路管理の基準は記載され
ていなかったのですが、腐食の可能
性のある部分は 年に 回の頻度で
点検すると明記してもらい、やるべ
きことが明確になりました。法定計
画である事業計画中に管路管理に関
することが記載され、必然的に業務
が伴うことになります。
そこで日本下水道管路管理業会
（管路協）では、管路管理データを
揃えるつもりです。ＰＤＣＡサイク
ルで回す仕組みとしては、包括的な
民間委託が増加し、実務としてわれ
われが担っていくことになると考え
ています。
今回の法改正は、管路管理業の社
会的な役割や位置づけが明確化され
る契機になりました。次に必要な人
材確保や技術力の向上、付随するデ
ータベースの構築など、やるべきこ
とも明確になってきました。逆に言
えばそれだけ業界の真価を問われる
ことになります。受け身の業務から、
提案型の事業展開に変化していくと
考えています。
例えば、管路の包括的民間委託は
まだ全国で 事例しかありません
が、今後、増加していくことが見込
まれます。それに対して管路協会員
がカバーできるのかどうか。その中
には災害支援活動も含まれます。地
域が求める包括管理を提供すること
が当面の課題です。
浦上 平成 年に長寿命化支援制
度がスタートして 年経過する中
で、私が所属する業界側の視点から
見ると、この 年間、管路の維持管
理やそのリスクについて、業界から
自治体に情報発信し続けてきました
が、蓋の長寿命化計画策定都市は僅
都市しかありません。しか
か
もその内容も単発的な取組みに止ま
っています。
管路管理の目的には住民の安全安
心の確保がありますが、蓋は住民と
の接点となる施設で、不測の事態が
あってはならないのに管路施設の中
でマンホールの立ち位置が不明確な
ことが背景にあると分析しています。
管路管理の際も、マンホールは人
が管路内を昇降するための通路、地
上と地下の結束点という程度の認識
で、仮にチェックするにしても蓋の
開閉であったり、蓋裏側の錆びを視
認する程度です。しかし実は常に車
両等からの荷重や管きょ内から内圧
にさらされており、さまざまな潜在
的リスクが潜んでいるのです。
特に中小自治体が抱えている事業
の課題や解決方法は複雑・多様化し
ており、すでに部分最適で解は得ら
れない時代になったと感じていま
す。管路管理についても調査点検か
ら改築更新までのシームレスな支援
メニューが求められており、法改正
はまさに時宜を得たものです。
月までには カ月施行など、具
体の制度設計が行われると思います
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が、総合的見地からきめ細かくつく
り上げることが肝要です。例えば中
小自治体では点検についても、どこ
から手をつけるのか、何を用意する
のか、誰に頼んだらいいのかがわか
らない。
そういう中で当工業会では創立
周年の節目をフェーズ と位置づ
け、蓋の視点だけではなく関係する
民間団体と連携しながら、総合的な
枠組みをつくろうと考えています。
具体的には維持管理推進委員会を発
足させ、広範囲の連携・連帯を模索
し始めています。
塩路 これまで蓄積された下水道
ストックは約 ～ 兆円と言われ、
そのうち管きょは 、 割を占めて
います。ゆえに管路施設の長寿命化
は必須と考えており、皆さんの取組
みに大きな期待をしています。
浦上会長からは、蓋を通して自治
体支援の試みについて紹介されまし
たが、確かに見過ごされがちの施設
です。これは余談ですが、以前、国
土交通省幹部のインタビューに訪れ
た大手新聞社の部長が松葉杖をつい
てきたので理由を尋ねると、蓋で滑
って半月板を損傷したということで
した。調べてみるとこのような事故
はそれなりの頻度で生じているよう
です。
管路施設の老朽化で道路陥没が発
生し人命に関わる危険性があると指
摘しましたが、蓋に起因する事故が
あると知り認識を深めました。危機
管理の視点から適切な点検を行うこ
とを自治体に求めていきます。
浦上 すでに蓋に対する国の支援
策は、社会資本整備総合交付金を活
用した防災・安全対策として蓋の更
新があります。これは法定耐用年数
（ 年）を超え、老朽化や機能不全
の蓋が対象です。
機能不全とは何かというと、一つ
が車道下で ㌧耐荷重に達していな
年
い蓋を指したものです。
に車両重量制限が従来の ㌧車両か
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ら ㌧車に変わり道路構造令も改正
されました。それに伴い ㌧対応へ
蓋の取替えが行われました。
当時、全国に設置されている蓋の
ほとんどが ㌧対応でした。そこで
当工業会が道路幅員を目安に取替基
準を設けて、車道はＴ
、歩道等
はＴ
を提案し全面取替による混
乱を防いだのです。
もう一つが浮上飛散対策が未実施
の蓋です。これは下水道浸水被害総
合軽減計画策定地域内に設置してあ
る蓋が対象です。異常気象による豪
雨頻発で、管きょ内に急激に雨水が
浸入し、その圧力で蓋が飛散し人命
に関わる事故が発生しており、その
対策として浮上飛散防止機能が登場
したのです。
蓋に新たな機能が求められ続けて
万基の
きた結果、設置基数
うち
万基が機能不全という状
況です。機能不全の蓋が存在するの
です。当然リスクも潜在しますが自
治体職員には、その認識が少ないと
思います。
しかも一つの自治体の中にさまざ
まなタイプの製品が採用されていま
す。平成の大合併もありました。さ
らに、蓋は、下水道台帳に属性情報
の記載を求められていなかったこと
から、設置や改築の履歴がないとい
う状態なのです。下水道施設の事故
に占める ％が蓋に起因するという
事実の背景はそういうことです。
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■自治体を支える
連携の姿

蓋タイプ変遷表
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塩路 改正下水道法に維持・修繕
基準を明記しました。これを実務に
落とし込むことが重要です。 月
日までに施行する新たな政省令の中
で、最低限の基準として「硫化水素
法律上は最低限のことしか記載で
ガスで腐食の恐れがある箇所は最低 きないのですが、法定計画である事
年に 回の点検」と明記しますが、 業計画の中に管きょや水処理施設等
目的は予防保全につながるＰＤＣＡ 主要施設の点検方針を記載してもら
うとともに、中長期の改築事業の見
サイクルを回すことです。
通しも記載してもらうつもりです。
大事なことは自治体にマネジメン
トの意識をもってもらうことで、特
にリソースが不足する中小自治体の
意識改革が望まれます。それが法改
正に込めたメッセージであり、その
第一歩が事業計画への維持管理の記
載なのです。
当然、財政支援も行うつもりです。
来年度概算要求でストックマネジメ
ントの計画策定作業を交付金の対象
とすることを要求し、既存の長寿命
化計画策定の手引きを改定してスト
ックマネジメント実施ガイドライン
として発刊し、特に管路管理につい
て充実をさせるつもりです。また今
春にはいわゆる白本に必要な項目等
を追加していますし、維持管理品質
の確保に向けて民間資格登録制度に
も今取り組んでいるところです。
一方で、皆さんのご指摘のように
中小自治体の多くが、さまざまな主
体による補完を必要としています。
長谷川 そもそも管路管理の仕事
は、自治体直営ではありません。管
路管理会社が単発的に発注される清
掃・点検・調査等を行っています。
今回の法改正により維持・修繕基準
が明記され、複合的な業務形態にな
5
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野村 膨大なストックが一気に老
朽化していくことは、以前から多く
の関係者が指摘していました。国交
省も平成 年度には長寿命化支援制
度を創設し対応に乗り出し、その結
果、下水道管理者に予防保全の意識
が根付きはじめ、今回の法改正によ
って確実なものになったのです。
維持・修繕基準の創設や点検方法
や頻度についても記載されたので、
それまで性能基準が無かった管路施
設についても、管路管理のＰＤＣＡ
が回り出すという認識を持っていま
す。
全国上下水道コンサルタント協会
（水コン協）では、法制度の見直し
も視野に 年前に事業支援研究会を
設置しました。私が座長を勤め、リ
ソースの少ない中小自治体の支援に
ついて議論を交わしています。コン
サルタントこそが行政に寄り添うべ
きとの考えからです。
事業支援にはいろいろな仕組みが
あって、「補助」と「補完」という
言い方をしています。補助は官側が
主体で、補完では官以外が主体にな
ると水コン協では定義づけていま
す。比較的に体制が整った自治体に
20
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道インフラの持続に向けて、下水道法改正を行った。その中では「維持修繕基準の創設」
「執行体制の強化」を明示した。一方で、民間企業は下水道法改正を踏まえ、
いかに下水

道の持続に貢献していくかが問われている。そこで、
下水道の持続へ陣頭指揮を執る国交
省下水道部長と、次世代管路管理の担い手である日本下水道協会賛助会員参与の水コン
協、管路協、ＧＭ工業会のトップによる管路管理への支援策について議論いただいた。

支援体制創出へ

■下水道法の改正と
その背景
塩路 本年度の第
回通常国
会で下水道法、日本下水道事業団法
を含む「水防法等の一部を改正する
法律」が可決成立し、 月 日に公
布され、その一部は 月 日に施行
されました。
改正点は、大別すると「浸水対策」、
「下水道機能の持続」と「下水道資
源の有効利用の推進」が柱になりま
す。特に持続という観点が法改正の
重要な目的の一つと言えます。昨年
策定した「新下水道ビジョン」は、
管理運営時代の政策を体系としてま
とめたもので、「下水道の持続と進
化」を全面に打ち出しています。そ
うした観点から、下水道法を改正し
て「維持・修繕基準」を定めました。
下水道普及率は、先人達の努力に
より今や 割近く達しました。一方
で下水道は膨大なストックを抱える
ことになったのです。全国の処理場
カ所、管きょ総延長は
数は
約 万㌔です。これらは経済成長期
に先進諸国では前例のないほどの短
期間で整備したので、その分老朽化
も一気に進むことになります。
例えば、管きょは、総延長のうち
標準耐用年数の 年経過しているも
のは、現在約 万㌔と全体の ％に
過ぎませんが、 年後は ％、 年
後は ％と一気に老朽化が進んでき
ます。
現在、下水道管きょに起因した道
件ほ
路陥没は、全国で年間
ど発生しています。ただしそのほと
んどが取付管に起因していますが、
本管に起因した陥没も全体の 割の
約
件程度あり、うち 割が
腐食が原因というデータが得られて
います。
幸い大事には至っていませんが、
それでも年間十数件は車や人が転落
し怪我人がでています。予防保全に

ることが考えられます。例えば年間
契約や複数年契約、さらに包括的な
委託が見込まれます。
当然、これまでの単発的な発注に
比べテクニカルになるはずです。一
部大都市を除く多くの自治体で支援
が必要になってくると思います。そ
れを見越して日本下水道事業団法を
改正し、管路管理を事業領域に含め
ています。
新たな事業計画を遂行するには日
本下水道事業団（ＪＳ）が発注支援
していくはずです。技術者不足、財
政難という課題をＪＳの豊富なリソ
ースで補い、実務は管路協会員らが
受けていく。高度な技術力を保有す
るＪＳが手掛ければ、仕様書等は細
部までつくり込まれるので、専門性
の高い水コンサルタントも必要にな
ると思います。
ＪＳ等の公的セクターが自治体を
補完し、複合的な業務を各分野の民
間が連携しながら補完していくとい
う構図です。目的は、ストックマネ
ジメントを実践することで、まずは
管路施設の状態把握とリスク評価を
行うことが基本になると考えます。
その際の点検調査には、必ず蓋が
起点となります。確かに現場を担う
われわれの多くは、蓋の専門知識が
不足しています。管路管理にとって
蓋はある意味「玄関」であり、その
潜在リスクもあります。
一体的かつ効率的な管路管理を進

めるには、浦上会長のご指摘の通り、
蓋の適正な知識習得も必要になるの
でしょう。これまで民間は個別分野
に特化した人・組織づくりを行って
きましたが、総合的な判断能力も養
わなければ、適切な予防保全はでき
ないので、今後は民間連携が促進さ
れると考えています。
野村 新しい事業計画が意図する
ところは、従来の部分最適の視点で
はなく、一体的に管路施設をマネジ
メントすることです。管路には蓋、
マンホール、取付管、ますも含まれる
のです。
もちろん自治体ごとの調査レベル
は異なりますが、個々に調査するの
ではなく、自治体には施設全体を把
握することが求められており、そう
いう一体的な管理を見据えたうえ
で、事業計画が立案されると聞いて
います。
先ほど、長谷川会長は「蓋は家の
玄関」と表現されました。家（管路）
全体を長期間健全な状態で使い続け
るには、蓋もますも取付管もおろそ
かにできないということですし、民
間にもそういう視点が必要になりま
す。
そうなると、業種を超えた民間連
携が大事になってきます。今までは
ゼネコン、メーカー、管理会社、コ
ンサルタント等々がそれぞれの領域
内で自己完結してきましたが、今後
は領域を超えて全体最適を考えな
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管路の総延長は46万数千㎞に達する。その膨大なストックの機能維持向上は下水道サ

ービスの提供はもとより住民の安全安心を守る意味でも避けて通れない。しかし人口減

少や財政難など自治体を取り巻く環境は不透明な状況にある。このため国交省では下水
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領域越えた全体最適の視点が重要
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自治体目線で一体的管理体制構築

日本下水道協会賛助会員参与
（日本グラウンドマンホール工業会会長）

塩路 勝久氏

同（日本下水道管路管理業協会会長）

長谷川 健司氏

同（全国上下水道コンサルタント協会会長）

野村 喜一氏

浦上 財源の話で言えば、今、全
国に約
万個の蓋が設置さ
れ、更新される蓋は年間 万個ほど
年サイクルでま
です。つまり
わっていることになります。これは
蓋に限った話ではなく、他の公共イ
ンフラも同じような状況にありま
す。もちろんリスク評価を行った上
での更新サイクルであればいいので
すが、財源が確保できないことが理
由であれば、何らかの解決策を見出
さなければなりません。
野村会長がご指摘の通り、当面は
スケールメリットを活かした行政の
広域連携が効果的です。または塩路
部長がご指摘のようにキャッシュア
ウトをいかに抑えるかという手法も
あります。同時並行で、われわれも
今、現状の中でやれることに努める
必要があります。
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■維持管理時代に向けて
民間からの提案

いのが現状です。
私は、この品質低下への懸念に対
して、定期的な研修システムやデー
タベース化による定量化が必要と考
えています。
蓋で言えば、現在の下水道台帳に
記載された鉄蓋情報は材質、機能、
種別、口径だけで更新年や特性等は
記載されていません。ナレッジの共
有について水コン協、管路協ととも
に、最善策を模索しなくてはいけな
いと考えています。
長谷川 政令市以外で台帳は管理
しているが、履歴を残している自治
体は少ないですね。
災害時支援に関するルール（全国
ルール）で、管路協は初動対応を行
うことになっていますが、今直面し
ている課題は災害時支援時の台帳デ
ータです。あるなしで初動が大きく
変わります。最近、災害協定を締結
する自治体から「台帳も預かって欲
しい」という依頼が来ています。予
め管路協が初動計画を立案すれば効
率的です。
そこで預かった台帳に維持管理履
歴を載せていくことを考えていま
す。災害時支援も管路管理の重要な
役割です。災害支援にも活用できる
データベースを考える必要があり、
それがまた新しい事業計画の充実に
つながると考えています。
野村 災害時に最初に復旧支援す
るのはコンサルタントです。実態と
しては管路協が調べた被害調査デー
タを基にわれわれが災害査定を行う
のですが、もともとのデータベース
整備が不十分であるため、災害時に
コンサルタントが速やかに支援する
ことができません。データは災害時
に活用に加えて平常時の維持管理に
も重要なものです。ただ、データの
収集には一定の費用が発生します。
ます、取付管、マンホール、蓋に至
る管路施設全部のデータを本当に取
りきれるかというと費用面から現実
的ではありません。そのためのスク

リーニング技術で危険な箇所を抽出
しデータベース化するなど、限られ
た財源を有効活用しなければいけま
せん。すべてのデータを収集すると
なると相当の決断がいります。
もちろん管理レベルによってデー
タの質・量が変わってきます。例え
ば「巡視」は蓋を開けない行為で、
「点検」は蓋を開けて管路内を視認
する行為です。巡視だけでもさまざ
まな情報が収集できます。蓋周辺の
アスファルト異常や本体の摩耗度合
いなどです。また対象路線を清掃し
ていれば、蓋やマンホールの状況が
分かります。
蓋を開けてＴＶカメラを入れるの
か管口カメラで見るのか、収集デー
タをどのように管理するかなど管理
システムが体系化されていません。
現在、長谷川会長の会社等と最適な
モデル構築について勉強会を開いて
いますが、管理運営時代に相応しい
データベースを早急に体系化しない
と予防保全が行えないと考えていま
す。
そうしたニーズは中小自治体にあ
ると考えていますが、例えば包括的
民間委託の発注行為の仕方さえ分か
らない自治体も多くあるはずです。
今、水業界の有志が集まって、リ
ソースの不足した自治体を補完する
システムについて議論しています。
一定のデータを出してくれれば、自
治体ごとの最適な管理レベルや費用
などを提案できればと考えていま
す。
今後の社会経済情勢を見れば、地
域の持続シナリオも描けない自治体
も出てくるでしょう。それに対して
民間も支援する仕組みをつくる。こ
れは業界全体の使命です。
浦上 当工業会でもさまざまな支
援メニューを用意してます。最も評
価されているものが蓋の変遷表の作
成提案です。これは年代別の蓋の内
容・リスクなどを可視化し、維持管
理の優先順位付けに役立ててもらう
ことが狙いです。
言わば蓋のスクリーニングデータ
です。例えば蓋の取替えに際してま
ず見るべき点は年式です。前述の通
り蓋は設置年代によって大きく機能
が異ります。非常にアナログですが、
一次選別には効果的です。
災害時にも最低限の基本情報はロ
ーカルで把握しなければなりませ
ん。そこで蓋にＩＣＴタグを付けて、
そこに最低限の基本情報をストック
する試みも行っており、常時・非常
時の対応ができる仕組みを考えてい
ます。
野村 コンサルタントから見て、
管路施設の中で蓋だけは「 」か「 」
か、です。つまり更新のみで修繕の
ない特異な施設で、企業会計上、資
本的収支に属する資産なのです。法
定耐用年数（歩道下 年、車道下
年）が設定されているので、老朽化
すれば更新せざるを得ないのです。
だからデータ管理も他の管路施設
とは分けて考える必要があり履歴が
大事なのです。実は水コン協東北支
部で、浦上会長の工業会にそうした
蓋の特徴について講演いただくこと
になっています。
長谷川 管路管理業界も蓋の重要
性を認識しています。鋳物の特性に
ついて知識が不足しています。現場
を預かる立場から言えば、チェック
センサーのような定量化ツールがあ
ると助かります。例えば摩耗状態も
センサーで計測し、なおかつデータ
を蓄積しておけば、予防保全的な維
持管理や品質確保にも繋がると思い
ます。
浦上 蓋は か の世界なので、
効率性を考えれば、耐用年数を迎え
たものは無条件で取替えた方が安価
で効率的です。蓋に補修や修繕方法
があれば、ご指摘のようなセンサー
技術の効果が見込めますが、今のと
ころ更新しか解決方法がないので、
履歴がわかるだけでも効率的な対応
ができると考えています。
塩路 蓋更新の判断には、機能不
全も含まれます。蓋もさまざまな年
式が存在し、現状の求めれる機能、
例えば浮上飛散防止等を付加しなけ
ればならないという観点から更新す
るケース出てきます。
浦上 その通りです。例えば、雨
天時に飛散が起こりそうなところを
事前にスクリーニングしておき、リ
スク評価をもとに蓋取替えの優先順
位付けしていけば効果的です。蓋の
変遷表作成の提案もその一環の取組
みです。
野村 今年 月に、下水道用標準
歩掛表（白本）に長寿命化計画業務
が新たに記載されました。法改正を
受けて、コンサルタントが中立的な
立場を活かし、点検や調査について
計画を立てることが求められている
のです。
ただ、コンサルタントが自治体ご
とに最適な計画を策定するにはデー
タが必要になります。例えば、蓋取
替えの履歴は改築更新扱いになるの
で、維持管理データで常に閲覧でき
る状態にはないのです。データの収
集も、例えば蓋だけを調べるのは効
率的ではありません。管路施設を一
体的に調査すれば、全体最適が導き
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浦上 民民連携の前提は、個別企
業の高度な専門性だと考えていま
す。専門性は品質に関わることです。
例えば今、管路協と水コン協は、国
交省が進めるインフラの点検・診断
に関する民間資格登録制度で取組み
を進めていますよね。
私も蓋に潜むリスクや評価する判
断基準を定量化していく社会的な責
務があると感じています。管路管理
は地域密着型の業務ですので、管路
管理会社に対して、支援する必要が
あると思っています。同時に資格制
度のような施工品質を担保する仕組
みづくりが不可欠だと感じていま
す。
民間委託の広がりによって管理者
は、徐々に公から民へ移行していく
中で、薄れていく専門性（品質）を
いかに担保するか。そういう課題に
ついて自治体と一緒に模索していっ
ても、今度はその担当者が異動する。
ナレッジの低下に歯止めがかからな

塩路氏

民民連携で効率的

浦上 紀之氏

出 席 者

ければならず、連携が必要になる
と感じています。
これからの管路管理は、必然とし
て異業種異分野との連携が求められ
るのでしょうね。
塩路 確かに従来の管路管理業務
は、単発的な発注や事後対応的な考
え方が一般的でした。改正下水道法
の中に維持・修繕基準を明記した意
図は、将来投資の平準化や市民の安
全安心を図るため戦略的な管路管理
を進めてもらうことです。
国では、以前より管路の包括的民
間委託を推進していましたが同様の
理由からです。
包括委託というスキームは、管路
管理の業務がまとめられるので、そ
の中で、点検調査は維持管理会社が、
調査計画等はコンサルタントが、蓋
などの管路資器材はメーカーが専門
性を発揮し、トータルとして全体最
適を図りながら予防保全が進んでい
くことを望んでいます。得意分野を
持ち寄る民間連携は進むでしょう
し、最終的には自治体が発注しやす
い環境になることが期待されます。
野村 今回の法改正では、協議会
制度も新設されました。議会決議の
不要な協議会を迅速に立ち上げマス
メリットを活かし一定の原資をつく
り、管理費に充てる、という制度で
す。これは、人口減少やそれに伴う
財政難などを踏まえ、下水道の持続
を図るための措置ですよね。大都市
は別として、自治体の多くが今後、
単独で自己完結できない状況が訪れ
ます。
一方で、下水道インフラは、水道
のように物理的な広域化は難しい施
設です。人的・組織的な広域化が今
できる最高の処方箋なのです。
新しい事業計画を絵に描いた餅に
しないように、国や都道府県が広域
連携に向けて政策誘導しないと円滑
に運用されないと考えています。こ
れが進まないと残る解決策は料金値
上げしかありません。
塩路 基本的に維持管理は独自財
源、すなわち使用料で行いますので、
地域ごとに解決策を導き出すしかあ
りません。管理者の広域化は一つの
有力な選択肢であると考えていま
す。ただ、管理のための資金と言う
ことであれば、広域化以外にも色々
工夫のし甲斐があるし、国もお手伝
いできる部分もあると考えていま
す。例えば、現在、全国ベースでは
使用料収入を主な原資として、
億円ほどが下水道施設の維持管
理に使われていますが、このうち約
割の
億円が実は電気代とし
て支払われています。
仮に省エネや創エネで下水道施設
の電力消費量を半分にすれば
億円が手元に残ります。そうなれば
この分を管路の点検に振向けること
も可能です。これは地道な技術開発
などが伴うので時間がかかることで
すが、管理費の原資になります。
確かに維持管理自体に国の財政支
援はありませんが、技術開発には国
費を投入できます。今でも省エネ化
は進めていますが、もっともっと技
術開発を進めることにより維持管理
財源を生み出すことができるのでは
ないかと期待しています。
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出せるのです。
長谷川 管路協は、「診察はでき
るけれども診断ができない」と言わ
れています。つまりデータ収集はで
きる。しかし、診断については定性
的にならざるを得ません。
なぜかというと、データ等に裏付
けられた回答を持ち合わせていない
からです。できることは現場状況を
集めてコンサルタントやメーカー等
に依頼し判断してもらうことです。
管路のストックマネジメントは、民
間連携が重要になるのです。
点検方法が間違っていたら必要な
データは取得できませんから。
浦上 そういう意味でわれわれ
は、管路協や水コン協と技術交流を
活発化させようとしているのです。
公的積算資料も実態に即したものに
ならなければ、国民の安全安心を守
ることさえできなくなります。
管路の長寿命化は、社会経済活動
の基盤ですので、実態に即した制度
設計となるよう民間も国に正確な情
報を提供し、協力していかなければ
いけないと考えています。
すでに具体的な行動に入っていま
す。まずは関係する水コン協と管路
協とともに、前述の通り「マンホール
蓋のリスクと維持管理点検手法に関
しての講習会」を実施しています。
やはり調査、診断、計画策定とい
う一連の管理プロセスの中で情報共
有し連携しなければ、効率的な管理
には結びつきません。下水道関係の
さまざまな主体がリスクの多様性や
特性を理解しながら、必要なデータ
を収集・提供しなければならないの
です。
また私どもは、都道府県、地方整
備局でも同様の説明を開始していま
す。それが終了したら地方自治体へ
啓発の場を移していくつもりです。
そもそも当工業会は、自治体目線
での活動が基本方針です。これまで
も中小自治体を中心に、日常的にき
めが細かい活動を行ってきました。

長谷川氏

担当者レベルのニーズを汲み取るこ
とについては、一日の長があると思
っています。そういう意味で、今回
の下水道法改正は、管理運営時代へ
の転換を図る大改正であり、中小自
治体へあまねく国の考えを伝え、逆
に自治体の現状を汲み取ることがわ
れわれの役割であると感じているの
です。

■管路マネジメント
時代を迎えて

浦上 蓋という専門的な立場から
言わせてもらうと、一体的な管理体
制の確立こそが自治体目線に沿った
仕組みである考えています。一方で、
いくつかの課題もあります。一つが、
蓋の長寿命化に関わる公的積算資料
です。今春に整備されたものの、蓋
等も含め管路施設を一体的に管理し
ていくには充足すべき点があるよう
に感じます。今後、国、水コン協等
に要望を出していきたいと考えてい
ます。
もう一つが管路協が発行する積算
資料についてです。その中の巡視点
検歩掛りには、蓋の巡視点検は含ま
れていますが、目視やＴＶカメラ調
査時における蓋点検等が含まれてい
ません。これも一体的管理体制の構
築から言えば、管きょ調査で蓋点検
を付帯化させれば、自治体の調査コ
ストの効率化につながり、予防保全
が確固たるものになると考えていま
す。
長谷川 下水道法が改正され、正
にものづくりの時代から管理運営の
時代に局面が変わる端境期にあると
いうことです。つまり下水道事業の
制度設計が大きく変わり、将来を見
据え実態に即した事業展開が求めら
れているのです。
一方で実務に落とし込む過程で、
やるべきことや、それを実行に移す
主体が誰なのか、考えていく必要が
出てきます。われわれが維持管理す
る下水道は公共インフラですので、
品質管理を担保する仕組みが当然必
要になるのです。今、浦上会長より
蓋についての具体的な提案がありま
したが、現時点では管路協等は求め
られているスキルを持ち合わせてい
ません。
管路管理は人命にも関わることで
すので、一定の管理水準を保つ仕組
みが必要です。管路協では、管路管
理技士という資格制度を持っていま
す。
国土交通省でも、中央自動車道笹
子トンネル事故を契機に、社会イン
フラの戦略的な維持管理・更新へ政
策転換し、その推進のための一つ施
策として、民間資格の登録制度を立
ち上げています。下水道分野は、管
路の点検・診断・設計業務が対象と
なっており、野村会長とともに、管
路管理技士や技術士資格の登録を申
請中です。
中小自治体の多くは、人材不足と
ともに、専門的な技術・ノウハウの
継承も行われていません。国が提唱
する管路ストックマネジメントを実
現するには、民間の技術力が求めら
れており、官のモニタリング機能不
足を補う維持管理品質の担保とし

て、資格制度の運用が必要と考えて
います。
マネジメント時代に向けて、管路
施設を一体的に見守る仕組みが求め
られており、蓋点検のノウハウも含
め、最低限必要な能力と技能を明確
化していくべきです。
野村 確かに「誰がやるのか」と
いうことは非常に重要ですが、国が
提示する戦略的な維持管理とは何か
考えると、管理レベルに対する共通
認識が必要と考えています。一般的
には、蓋を開けてすべての路線でＴ
Ｖカメラ調査すると考えられていま
すが、その前段として基準があるわ
けです。下水道で言えば、法改正に
より事業計画の策定、事業計画の中
に点検調査の頻度や機能維持の中長
期的な方針を示すことになっていま
す。
まずは戦略目標である管路の持続
に向けて管理レベルを設定し、それ
に対して自治体ごとのリソースや施
設状況把握を行い、目的に到達する
ための戦術（技術・システム）が出
てくるのです。
例えば、コンクリート腐食度合い
を調べるのにフェノールフタレイン
を使うのか、触手点検で済ませるの
かは、設定された管理レベルによっ
て決まります。法改正によって維持
・修繕基準が創設され、点検の頻度
も明文化された。その議論を深める
には、管理レベルの合意がまず必要
になると感じました。
塩路 法律では最低限のことを義
務化していますが、それを超えた管
理レベルの合意は、その下水道施設
の状況、たとえば設置してからの年
数などに加え、下水道の会計の状況
や人的能力の状況などによってさま
ざまなものになってくるでしょう。
地方公共団体には、まずは、できる
ことからで良いのでまず第一歩を踏
み出してほしいと思います。それに
加えて、民間側にもさまざなまメニ
ューを揃えて提案してほしいと思い
ます。支援を必要とする自治体の多
くは財政的な課題を抱えています。
支援メニューの中には、民民連携に
よる効率的な枠組みもぜひ示してほ
しいと思います。
もちろん人の問題もあります。包
括的民間委託をしたくても実際の発
注をどうすればいいのか苦慮する自
治体もあるかもしれませんし、人的
資源が不足して実行為ができないと
いう自治体も出てくるでしょう。自
治体ニーズが多様化する中で、ＪＳ
法を改正し、公的補完体制も整えま
した。地方公共団体の状況はさまざ
まですので、できるだけ多くの選択
肢を用意していかなければなりませ
ん。
野村会長のご発言の通り、戦略目
標は、下水道施設の持続であり長寿
命化です。目的地に到達するための
戦術は、皆さんからも積極的に提案
いただきたいと思います。先ほどの
民民連携による一体的管理や、品質
確保のための資格制度、蓋について
言えば必要な知識習得です。実務が
円滑に進行することが重要です。常
に皆さんからの提案を期待していま
す。

