特集 社会資本の戦略的な維持管理〜維持管理の高度化・効率化〜

仙台市下水道事業アセットマネジメントシステム
改善戦略による下水道管きょ改築事業の効率化
〜管きょ改築事業のさらなる効率化を目指して〜
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今後、下水道施設の老朽化が急激に進行する一方で、多くの自治体が予算の縮減や職員の削減による経
営資源の減少といった課題を抱えており、
効率的な事業運営が必須とされている。本稿では、下水道管きょ
改築事業の効率化を目指した取組みについて紹介する。

1．はじめに

が年間80件程度発生している。道路陥没による交

仙台市（以下、
「本市」という。）の下水道整備は、

通障害、人身・車両事故、道路陥没の前段に発生す

明治32年に東京・大阪に次いで全国で３番目に始

る管きょへの土砂の流入による流下能力の阻害など

まり、令和２年で122年目を迎えた。これまでに整

を未然に防止する観点からも管きょの老朽化対策を

備した下水道施設は、平成30年度末で管きょ総延

確実に推進していく必要がある。

長4,888㎞、処理場22箇所、ポンプ場49箇所、浄
化槽（公管理）1,470基となり、膨大な資産を抱え
ている状況である。
本市では、これらの膨大な資産を適切に管理する
ため、
アセットマネジメント（以下、
「AM」という。）
を導入するととともに、不断の改善を実施すること
で、より効率的な事業運営を目指している。

2．アセットマネジメント導入の経緯
近年では下水道施設のみならず、様々なインフラ

管きょ年度別布設延長・累計延長

施設の老朽化対策や効率的な維持管理の必要性が注

しかし、問題は施設の老朽化だけではない。本市

目されている。本市の管きょ施設においては、標準

においても、多くの自治体と同様に予算の縮減や職

的 な 耐 用 年 数 で あ る50年 を 経 過 し た 管 き ょ は

員の削減による経営資源の減少といった課題を抱え

317㎞であり、総延長4,888㎞に占める割合は６%

ており、今後、事業量と経営資源のアンバランス化

程度となっている。しかし、今後、高度経済成長期

が進行するものと見込まれている。そこで、このアン

以降に整備された管きょが続々と耐用年数を迎える

バランス化に対応できる最適な事業経営を目指すた

ことから20年後にはその延長が2,663㎞に達し、総

め、平成18年度からAMの導入のための検討に着手

延長に占める割合は50%を超える（図−１）
。

し、平成25年度にAMシステム（以下、「AMS」と

管きょの老朽化の進行に伴い懸念されるのが、道

いう。）の運用を開始した。平成26年３月11日に

路陥没の増加である。本市においては、年度によっ

AMの国際規格であるISO55001の認証を管路部門

て増減はあるものの、下水道を起因とした道路陥没

で取得し、翌年３月には施設部門、さらにその翌年
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には浄化槽部門に対して認証を拡大した。これによ

り解消されるリスクが大きく、かつ事業費の小さい

り、仙台市下水道事業全体がISO55001に準拠した

案件が優先され、解消されるリスクが小さいものや

AMSによって事業を運営することとなった。

極端に事業費の大きい案件の優先順位は低くなると

3．アセットマネジメントシステムを用いた
管きょ改築事業
本市におけるAMSの主要な構成要素は「ビジョン

いった基準となっており、費用対効果を考慮した効
率的な事業運営を可能としている。

4．アセットマネジメントシステム改善戦略

と目標管理体系」「業務プロセスの整備」「リスク管

本市におけるAMSは平成25年度から運用を開始

理と投資判断基準」及び「内部監査の実施」であり

したが、運用を継続する中で多くの課題が明らかと

（図−２）
、その中で特に改築等の老朽化対策と関

なった。このうち組織横断的に検討する必要のある

わりの深い取組みは「リスク管理と投資判断基準」

重要な課題については、組織全体で解決に向けた検

である。

討を実施することとし、平成28年度に「仙台市下

ビジョンと目標管理体系
下水道事業の目標と指標を
設定
くらし
・社会
経営
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アセットマネジメントシステムの主要な構成要素

水道事業AMS改善戦略」
（以下、
「改善戦略」という。）
を策定した。これに基づき、平成29年度から検討
課題ごとに分科会・作業部会を立ち上げ、AMSの
改善に向けた検討を進めている。ここでは、管きょ
の老朽化対策に関わりの深い劣化予測式と不良率算
出式の見直しについて紹介する。
１）劣化予測式の見直し
管きょの老朽化リスクを評価するにあたり、１ス
パン（上下流マンホール間に布設された管きょ）ご
とに「影響の大きさ」と「発生確率」を算出している。
発生確率においては、これまでの管きょ調査の結

リスク管理においては、
「管きょの老朽化」「機械・

果から、布設後の年数と管きょの「不良率」との関

電気設備の老朽化」「地震」「降雨による浸水」の４

係について回帰分析を行い、管種別・排除方式別に

種のリスクについてリスク評価基準をまとめている。

劣化予測式を作成している。不良率とは、管きょ調

リスクは、不具合が発生した場合の「影響の大き

査の結果から算出される劣化度合いを示す本市独自

さ」と不具合の「発生確率」の組み合わせによって

の指標であり、これが30％以上の管きょを改築の

表現でき、本市のリスク評価基準においては「H

対象としている。なお、劣化予測式により不良率が

（High）
」
「M（Medium）」
「L（Low）」及び「N（No）」

30%以上となる布設後の年数を目標耐用年数と定

（H＞M＞L＞N）の４段階のリスクレベルを設け

め、目標耐用年数までの年数に応じて発生確率を５

ている。また、リスクレベルに応じ対応行動を定め

段階で評価している。

ており、具体的にはHは「工事・調査」、Mは「計

劣化予測により改築時期と判断された管きょに対

画策定」
、Lは「注意喚起」
、Nは「当面静観」を実

してテレビカメラ調査等の詳細調査を実施し、調査

施することとしている。これは、リスクレベルが高

結果から算出された不良率を基に改築の要否を判断

くなるほど、リスク解消に向けた対策が推進される

している。しかし、劣化予測により改築時期と判断

ことを意味している。

された管きょの調査を実施した結果、要改築と判断

事業の投資判断及び優先順位付けにおいては、H、

された管きょは、調査管きょ全体の20％程度にと

M、L、Nのリスクをさらに点数化するとともに、

どまり、管きょ改築工事が見合わせとなるケースが

事業費とのバランスを考慮している。事業実施によ

多くあった。そのため、劣化予測の精度を向上させ
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ることで要改築となる管きょの抽出率を向上させる
必要があった。

りの延長が短い管種で構成されるスパンは、同程度

劣化予測式見直しにあたり、既往の研究や他都市

の延長かつ同程度の不具合があるコンクリート系管

の先行事例を参考に、マルコフ劣化ハザードモデル

等と比較すると、式の分母となる「スパン内管きょ

を採用した。マルコフ劣化ハザードモデルとは、不

総本数」が大きくなるため、不良率が低く算出され

確実性を考慮した統計的手法であり、従前の劣化予

る傾向にある。そのため、管体１本あたりの延長が

測と比較して高い精度の予測が可能な手法である。

短い管種で構成されるスパンは要改築と判断されに

劣化予測式見直しの結果、本市における管きょの

くくなり、改築工事が見合わせとなりやすい状況で

新たな目標耐用年数は、現行の目標耐用年数から

あった。

17〜29年の延長となった（表−１）。これにより、

この課題の解決には、管体１本あたりの延長を考

劣化がより進行した管きょが調査対象として抽出さ

慮した不良率算出式に改良する必要があった。その

れやすくなり、要改築と判断される管きょは調査管

ため、不良率の算出にあたり、管体１本あたりの延

きょ全体の50％程度に向上するものと見込まれる。

長に応じた管種ごとの補正係数を乗じることとした。

また、目標耐用年数の延長により改築周期が延伸さ

管種ごとの補正係数は、コンクリート系管（ヒュー

れることから、改築事業全体のコスト縮減も期待さ

ム管：2.0m/本）を基準とし、陶管（0.66m/本）、

れる。

樹脂系管（4.0m/本）の延長を除することで算出し
表−１

た（表−２）。これにより、要改築と判断されにくかっ

目標耐用年数

た管種の改築事業が推進されるものと見込まれる。

標準
耐用
年数
（年）

現行
（年）

コンクリート系管
（合流・汚水）

50

65・72

89

17 〜 24

コンクリート系管
（雨水）

50

72・75

101

26 〜 29

陶管

50

布設時期に
より判断

58

24
（※）

100年
以上

100年
以上

変更なし

50

50

変更なし

管種

樹脂系管
50
（塩化ビニル管等）
その他
（鋳鉄管等）

50

目標耐用年数
見直し後
（年）

延長
（年）

（※）昭和60年時点（34年経過）との差分

２）不良率算出式の見直し

表−２

管種ごとの補正係数

管種

補正係数

備考

コンクリート系管

1.0

（2.0m/本）/（2.0m/本）

陶管

3.0

（2.0m/本）/（0.66m/本）

樹脂系管

0.5

（2.0m/本）/（4.0m/本）

その他

1.0

補正なし

5．おわりに
本市においては、改善戦略によって「リスク管理
と投資判断基準」の見直しと同時に、これ以外の
AMSにおける主要構成要素についても見直しを実

本市では、管きょの劣化度合いを示す指標として

施しているところである。これらの検討結果を基に

不良率を採用している。不良率は、管きょ調査の結

改善された新たなAMSを用いて、本市下水道事業

果から管体１本ごとの不具合の度合いをS、A、B、

の実施計画となる「仙台市下水道事業中期経営計画

C（S＞A＞B＞C）の４段階で評価し、式により管

（令和３〜７年度）」を策定する予定としており、

体ごとの不具合の程度で重み付けを行い、スパン単

これまで以上の効率的な下水道事業運営を目指して

位の劣化度合いとして算出される。

いる。

不良率（％）=

S, A×1.0+B×0.7＋C×0.3
×100
スパン内管きょ総本数

S, A, B, C：S判定、A判定、B判定、C判定本数
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不良率算出式の特性上、陶管などの管体１本あた
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