奈 良 市 法 蓮 佐 保 山 一 丁 目 地 内
口径 300 粍配水管漏水及び斜面崩落事故

事故調査報告書
（概要版）

平成 28 年 3 月 4 日

奈 良 市 法 蓮 佐 保 山 一 丁 目 地 内
口径 300 粍配水管漏水及び斜面崩落事故調査委員会

１．はじめに

３．崩落事故の発生

平成２６年１２月６日に昭和３９年に布設された口径３００粍の水道管が奈良市法蓮佐保山一丁目地内

平成２６年１２月６日に奈良市法蓮佐保山一丁目の市道北部第３９６号線沿いで発生した斜面崩落事故

で破断し、漏水により生じた水道水が下流斜面に流下したことで、斜面崩落が発生した。漏水および斜面

は、道路中に埋設された水道管口径３００粍の漏水により発生した水道水が、路面にあふれた後、道路谷

崩落により、市民に多大な迷惑と不便をかけた。

側斜面に流下したことで、道路谷側に設置された石積擁壁の下部斜面（道路建設時に造成された盛土を含

今回の事故を受け、事故の原因究明と再発防止を図るため、
「奈良市法蓮佐保山一丁目地内 口径３０

む斜面）に浸透して下部斜面の地盤強度が低下し、斜面崩落が発生したと判断される。

０粍配水管漏水及び斜面崩落事故調査委員会」が設置され、平成２７年２月６日に下記の３名が委嘱され

以下に、調査により確認された斜面崩落の発生機構および各要因を示す。

た。委員会において、専門的な立場から、調査、検討を行った結果、一定の結論が得られたので、ここに
報告するものである。

（1）斜面崩落の発生
斜面崩落は、まず石積擁壁の下部斜面で発生し、これに誘発されて石積擁壁および道路側溝を含む崩

【委員構成】

落が発生し、崩落土砂が斜面下部の市道北部第４２４号線および宅地へ流出したと考えられる。石積擁

委員長
三村 衛

壁が崩落に至ったのは、下部斜面の崩落によって擁壁の基礎地盤が失われたことによって、擁壁全体の
京都大学大学院教授（博士(工学)）

安定性が確保できなくなった可能性が高いと判断する。

工学研究科都市社会工学専攻
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（2）漏水が発生した要因

ジオフロントシステム工学分野
委

漏水が発生した要因は、漏水箇所周辺で地盤沈下の発生により、管路に縦断方向の変位が作用したこ

員
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とと、管路の腐食が進行していたことが相まって、水道管の腐食箇所に管材の引張強さを超える引張応
神戸大学名誉教授（理学博士）

力が集中し、管体に円周方向の亀裂が生じて、破断したものと考えられる。
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（3）地盤沈下した要因
一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会 顧問

地盤沈下の要因は、漏水箇所東側については、石積擁壁背面が緩い盛土地盤であったこと、漏水箇所
西側については、水道管口径３００粍の下方に推進工法によって布設された水道管口径６００粍の発進

２．崩落事故発生箇所

立坑部の埋戻しが緩い状態であったことから、交通荷重による圧縮沈下が発生していたと考えられる。

口径３００粍の水道管漏水および斜面崩落は、図.1 に示す奈良市法蓮佐保山一丁目地内の市道北部第３
９６号線沿いで発生したものである。

このことを裏付ける証拠として、崩落発生以前に石積擁壁背面や発進立坑の舗装面で亀裂や沈下が発生
していたことや、擁壁上部に設置されたコンクリート塀に開口亀裂（漏水箇所の西側）が発生していた
ことが既存資料により確認できる他、地盤探査によって漏水箇所西側は緩い地盤であることが確認され
ている。漏水箇所東側の緩みは地質ボーリングデータより確認されている。

崩落事故発生現場

また、緩い盛土層に埋設された水道管口径３００粍がこの沈下の影響を強く受けたことは、掘上管
（漏水箇所付近の水道管を掘り上げたもの）の抜け出しの状況からも明らかであり、水道管そのものが
地盤の沈下に追従して変位を生じていたと判断できる。
（4）腐食の要因
腐食の要因は、管路布設から５０年が経過し、管路にはポリエチレンスリーブ（防食対策（口径３０
０粍水道管が施工された昭和３９年には技術的に確立されていない）
）が施されていなかったため、管
全体に経年的な腐食が進行していたことが挙げられる。なお、漏水箇所付近の管路埋戻し土の材料と思
われる強い腐食性を示す土の存在も確認されており、腐食の要因の一つとなったことが考えられる。
その根拠として、漏水箇所付近の土壌（埋戻し土）の内、管側面の土壌で ANSI 評価（米国国家規格
で土壌の腐食性を評価する指標：１０.０点以上で腐食性土壌と評価）１６．０点という強い腐食性が
確認されている。

図.1 崩落事故発生現場位置図
出典「国土地理院_地理院地図より抜粋」

※「以降、水道管の規格に関する表記は、
“口径”を“φ”
、
“粍”を“mm”と記述する。
」
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４．崩落発生メカニズム
（1）崩落発生の要因（素因・誘因）
調査結果をもとに、崩落発生の要因（素因・誘因）を以下のように推定した。図.2、図.3 には、崩落箇
擁壁②

所および北部第 396 号の谷側擁壁の位置、水道管φ300mm の漏水箇所を平面図および地層推定縦断図（測

北部第 396 号線

線 1）に示した。
【素 因】
擁壁①

●北部第 396 号線は、道路部北部を頂部とする谷筋を埋立て、建設されていたと推定される。
●水道管φ300mm は、ドリームランドの建設時（空中写真 S44 年で確認）の外周道路として建設された道路
（北部第 396 号線）の谷側部に設置されており、S62 年に実施されたボーリング調査から、GL-1.90～
3.15m までが平均 N 値 10 の粘土混り砂礫～礫混り砂に区分される緩い盛土層に設置されていた。

H26 漏水発生箇所

●既往の地質調査結果によると洪積層の粘性土上に盛土層が造成されていることが確認される。盛土層と
洪積層の粘性土の境界に雨水が浸透し、境界部が脆弱化した可能性がある。

道路谷側擁壁位置(推定)

H18 漏水発生箇所

●北部第 396 号の谷側部には、地権者所有の 2 段積みの練石積み擁壁(見高 H=3.8m)が設置（以降、下部擁
壁を”擁壁①“、上段擁壁を”擁壁②“と称す。擁壁形状図.4 参照）されており、H23 年の時点で擁壁
②背面の道路部に縦断方向のクラックが発生していた他、沈下が発生していたことが、掘上管の抜け出
しの状況からも確認されている。また、擁壁②天端に設置されたコンクリート塀にも鉛直亀裂が発生し
ており、路面の亀裂・沈下範囲と整合する。
●北部第 396 号の谷側部に設置された 2 段擁壁は、下段の擁壁①の壁厚が薄く、上段の擁壁②の壁厚が厚
く、不安定な構造をなしていた。
●H18 年にも漏水が発生し、補修を行っているが、平成 23 年の時点で漏水箇所付近の道路面が沈下してい
ることが伺える。
“盛土材が粘土質の材料で降雨等の浸透により盛土材が脆弱化し沈下を生じていた“可
能性がある。

図.2 崩落箇所と北部第 396 号の谷側擁壁位置および水道管φ300mm の漏水発生箇所平面図

H18 漏水発生箇所

●漏水が発生している箇所は、φ600mm 水道管布設時に発進立抗が設置されていた箇所に隣接し、地山を
深部まで掘削し、埋戻しを行っている。
“埋戻し土の沈下が生じていた”可能性がある。
●φ300mm 水道管の腐食が全体的に進んでいたが、特に漏水箇所付近の腐食が大きく進行していた。

H26 漏水発生箇所
横断図

【誘 因】
●北部第 396 号線に設置されたφ300mm 水道管の漏水が発生し、漏水により生じた水道水が路面にあふれ
た後、道路谷側斜面に流下し、擁壁①下部斜面に水道水が浸透したことで、下部斜面の地盤強度が低下
し、擁壁①の下部斜面で斜面崩落が発生したと推察できる。
（崩落①図.5 参照）
●擁壁①の下部斜面の崩落により、擁壁全体の安定性が確保できなくなり、擁壁①・②を含む崩落が発生
したと推察できる。
（崩落②図.5 参照）
【漏水発生の誘因】
●水道管φ300mm の漏水は、擁壁②の端部（コンクリート塀の屈曲部）で発生しており、擁壁②背面の沈下
状況から擁壁①・②の変状、路面の沈下（盛土・埋戻し土の圧縮による）およびダクタイル鋳鉄管の腐
食による強度低下により管が破断したと推察できる。平成 18 年の漏水も同様の誘因による可能性があ
る。
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崩落箇所

図.3 崩落箇所と北部第 396 号の水道管φ300mm 漏水発生箇所縦断面図（測線 1）

（2）崩落メカニズム
斜面崩落の発生メカニズムは、事故発生時の時間経過と発生事象を整理した上で、斜面崩落事故の変状
ステップを推定した。STEP②、STEP④の段階を図.4、図.5 に示すとともに、斜面崩落事故の変状ステップ
から推定される事項は以下に示した。
【変状ステップから推定される事項】
●φ300mm 水道管の漏水により、斜面に多量の水が流れ込んだことが、北部第 424 号線の石積擁壁の湧水
（清水）で確認できる。
●崩落①は、φ300mm 水道管の漏水により、谷側斜面の地山・盛土が脆弱化し、発生したと推察できる。
●崩落②は、崩落①により擁壁①基礎部が崩落したため、擁壁を含む円弧すべり崩落が発生したと推察で
きる。擁壁の積石の表面が上方を向いていることから円弧すべりが発生したと考えられる。
●崩落②の発生後に、北部第 424 号線の石積擁壁からの湧水が泥水に変わったことから、崩積土に漏水し
た水が流入している様子が推察できる。
●崩落部頭部の状況から、擁壁②背面の盛土部に漏水した水が回っていなかったことが確認できる。

擁壁②

擁壁②

擁壁①

擁壁①

崩落①すべり面
崩落②すべり面

図.4 崩落メカニズム（STEP②）

図.5 崩落メカニズム（STEP④）
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５．管の破断・漏水要因の推定

（2）管路挙動の推定

（1）管路挙動解析による検証と腐食部付近に生じる曲げ応力

漏水事故は、漏水および崩落した箇所の水道管路の調査結果から、表.2 に示す経緯で発生したと推定で

管の破断・漏水要因を推定するため、漏水箇所付近の管路を掘り上げた上で、継手・継ぎ輪部のゴム輪

きる。

の滑り痕等から、管路周辺地盤の地盤沈下量を推定した。また、管路の腐食が確認されたため、腐食部の

表.2 今回の事故に至る経緯の推定

残存管厚を確認した結果、規定管厚 7.5mm が残存管厚 1mm 程度まで薄くなっていることが確認された。
推定される沈下量から、管路挙動解析(FEM 解析)にて管体に生じる曲げモーメントを検証した結果、最

管布設時 (S39
～ )

大約 127kN・m が生じることが判明し、腐食が無く管厚が健全に保たれていれば、発生する応力は最大約
250MPa で、材料の引張強さ（38kgf/mm2（=372Mpa）
：JWSA G 105-1961）よりも小さな値となった。
FEM 解析にて、検証より得られた最大曲げモーメントを腐食部に加え検証した結果、材料の引張強さを
超える 410MPa の応力が生じることが分かった。なお、腐食が無ければ沈下のみで管の亀裂は生じなかっ
たと推察できた。

防食用ポリエチレンスリーブが被覆されておらず、管外面の腐食が進行する。
軟らかい盛土地盤が沈下する一方硬い地山はほとんど沈下せず、地山と盛土の境界部付
近の管路の管頂部に大きな負荷がかかる。

0

210

420

(MPa)
図.7 腐食部付近の管体応力の解析結果

図.6 解析に使用した応力ひずみ線図

年漏水・補修時
H18

腐食部
(410MPa)

S63 推進管施工のための立坑№2 において、埋戻し部の地盤が沈下した。
管外面腐食による管厚減少に加え、地盤沈下も重なり、管外面に亀裂が生じた。
漏水箇所は修理用クランプで補強された。
埋戻しは改良土で行われ、地盤が硬くなったと推定される。

～ H26
年地盤崩落前
管外面腐食による管厚減少および地盤沈下はさらに進行する。
H18 補修箇所は補強されているため、その周囲の管路に負荷がかかり亀裂が生じた。

年地盤崩落後
H26

図.8 管路挙動解析の FEM 解析条件
表.1 各継手・継ぎ輪の沈下量の推定結果 （単位：mm）
継手・継ぎ輪
地盤崩落前
※

地盤崩落後

R

S

A

B

C

D

E

F

0

91

182

205

202

195

104

13

G
0

0

165

405

383

376

362

549

693

0
盛土地盤内の土砂が崩壊し、支持を失った管路はさらに沈下した。

※H26.12 の漏水箇所を中心に約 1.4°管路を屈曲させて沈下量を算出
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６．隣接斜面・下流域斜面の健全性評価

７．隣接斜面・下流域斜面の地下水位（みず道について）

隣接斜面の健全性評価は、地質調査結果をすべり安定計算という解析方法を用いて行った。

（1）ボーリング調査削孔中の水位結果

すべり安定計算手法は、以下の 2 つの指針で示されている手法を採用した。健全性評価は、現行基準に

本委員会で実施したボーリング調査削孔中の水位変動図を図.11 に示した。

対して、斜面が安定していることを確認するために行うものである。
無水掘り

①道路土工 切土工・斜面安定工指針
②新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 －急傾斜地崩壊防止工事技術指針－
以下に安定計算結果を示した。なお、安定計算結果は「安全率 Fs」で表され、
「Fs≧1.000」で斜面が崩
落しないと判断され、
「常時 Fs≧1.200、地震時 Fs≧1.000」が一般的な土木構造物に対する目標値となっ
ている。健全性評価の結果、隣接斜面・下流域斜面共に目標値を上回る安全率を示し、十分な安全性が確
保されていることが確認された。

孔内洗浄水
削孔中に
湧水なし

泥水位
変動はない

泥水位
浸透により
水位は低下

表.3 安定計算結果一覧表
解析断面
盛土+段丘堆積物
No.1

を含むすべり

隣接斜面

大阪層群内のす
べり
大阪層群を含む

No.2

すべり

隣接斜面

盛土+段丘堆積物
内のすべり
大阪層群を含む

No.3

すべり

下流域斜面

段丘堆積物内の
すべり

常時

地震時

安全率 Fs=2.227 > 1.200
→ OK

安全率 Fs=1.601 > 1.000
→ OK

安全率 Fs=2.281 > 1.200
→ OK

安全率 Fs=1.653 > 1.000
→ OK

安全率 Fs=2.956 > 1.200
→ OK

安全率 Fs=1.821 > 1.000
→ OK

安全率 Fs=2.018 > 1.200
→ OK

安全率 Fs=1.305 > 1.000
→ OK

安全率 Fs=2.650 > 1.200
→ OK

安全率 Fs=1.959 > 1.000
→ OK

安全率 Fs=1.523 > 1.200
→ OK

安全率 Fs=1.099 > 1.000
→ OK

泥水位
変動は泥水量
に依存

水位なし

地下水位

図.11 孔内水位変動グラフ（H27-No.1～No.6）
（2）観測水位結果（H27-No.6）
H27-No.6 孔にて、2015 年 8 月中旬から 11 月中旬の地下水位観測結果を図.12 にまとめた。
【考 察】
観測結果より、H27-No.6 孔における地下水位の変
地下水位

盛土および段丘堆積物を
主体とするすべり

あることが確認できた。観測 3 ヶ月間の結果である

H27-No.6 孔内水位

が、地下水位は通年で安定していると想定される。ま
地下水位

Tg

大阪層群を含むすべり

動は少なく、日雨量 40mm 時にも、その影響が緩慢で

た、降雨の地下水位に与える影響も小さいため、みず
道等が形成されている可能性はないと判断できる。
また、本孔における地下水位は Osg 層と Oc4 層の層
境付近に存在しており、崩落部斜面標高より下位に位

Oc3

置する。崩落により地下水の流れが変わり、下流域斜

Osg

面に影響が発生した可能性は低い。他孔においては、
明瞭な地下水位は確認できないため、地山層(段丘堆

Oc4

積物・大阪層群)の地表面付近(10m 以浅)に地下水位

Osg
図.9 解析断面位置

はないものと判断できる。
図.12 H27-No.6 孔内水位変動グラフ

図.10 すべり形状の一例
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８．既設水道管（φ100mm、φ600mm）の安全性評価

９．崩落斜面の応急復旧状況

当該箇所には、今回破断したφ300mm の配管以外にφ100mm およびφ600mm の 2 本の水道管が布設され
ている。布設状況を図.13 に示した。

現在の崩落斜面は、応急復旧対策が実施され、北部第 396 号線は暫定的に通行が可能となっている。斜
面においても、板柵土留めと植生シートを設置することで、崩落斜面の浸食を防止し更なる崩落を防止し
ている状態にある。以下に応急復旧対策工の概要を示した。
応急復旧対策工
道路復旧工

φ100mm

・親杭横矢板(FCB 気泡混合軽量土併用) L=12m
崩落斜面対策工

φ600mm

・板柵土留め H800(4 段設置_L=44.5m)

φ300mm(破断した管)

H600(1 段設置_L= 8.0m)
・植生シート A=256 ㎡

図.13 管の布設状況
「５．管の破断・漏水要因の推定」で用いた FEM 解析をφ100mm、φ600mm に対して実施し、沈下によ
り発生した応力が管の評価基準値：270MPa(ダクタイル鋳鉄管の許容応力(弾性限界値))を下回っている
かどうか確認を行った。
破断していない管の最大沈下量については、
φ100mm を 41cm、
φ600mm を 5cm と推定し解析を実施した。
これは、φ100mm が破断したφ300mm と同一地盤内にあり、φ600mm が下部の堅い大阪層群砂礫層内に布
設されていることを考慮したためである。以下に、FEM 解析結果を示した。
◆ φ100mmNS 形
最大沈下位置での発生応力が最大 93MPa となったが、ダクタイル鋳鉄管の評価基準値(270MPa)の 1/3
程度（引張強さの 1/4 程度）であり、弾性範囲内にあることが分かった。
◆ φ600mmT 形
最大沈下位置での発生応力が最大 41MPa となったが、ダクタイル鋳鉄管の評価基準値(270MPa)の 1/6
程度（引張強さの 1/9 程度）であり、弾性範囲内にあることが分かった。
100

80

60

管体発生応力 (MPa)

管体発生応力 (MPa)

100

最大発生応力：93MPa

80
40
20
0
-20
-40

60
最大発生応力：41MPa

40
20
0
-20
-40

-60

最大沈下位置

-80
-20

-10

0

最大沈下位置

-60
10

管路・継手位置 (m)

図 14 41cm 沈下時の管体発生応力
（φ100mmNS 形ダクタイル鋳鉄管）

20

-20

-10

0

10

20

管路・継手位置 (m)

図 15 5cm 沈下時の管体発生応力
（φ600mmT 形ダクタイル鋳鉄管）
図.16 応急復旧工

以上より、既設水道管φ100mm、φ600mm ともに安全性は確保されていると判断する。
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１０．事故調査委員会の提言

資料（平成 27 年度水道技術管理者研修資料）によると、平成 25 年度末の管路の更新率が全国平均

（1）今回の事故を未然に防止するために必要であった事項

０．７９％に対して奈良市は０．２７％、経年化率が全国平均１０．５％に対して奈良市は２８．１％

事故は発生した後で振り返れば、予兆のような現象に行き当たることが多い。結果論と言ってしまえ

であるという現実を見据え、管路の更新率、経年化率を改善できるように努めなければならない。なお

ばそれまでであるが、今後の教訓とすべき重要な事実と位置づけて確認しておく必要がある。まず、道

更新による管路の再構築にあたっては、送水管から配水管に至る全ての管路に同レベルの耐震性を確保

路表面に発生する目に見える不具合として現れた舗装面の沈下と亀裂、擁壁の亀裂を認識した際に、対

し、管路全体の信頼性の向上が図られるべきである。その際留意すべきポイントは以下の通りである。

症療法的に舗装の打ち換えを行うだけでなく、その原因を調査するといった配慮と姿勢が必要であった。
さらに舗装の打ち換え後にも再度水たまりができるような変形があった時点で本格的な原因調査を実
施し、地盤変形の原因が埋戻し土や盛土の締固め不足によるものか、水道管からの漏水による地盤材料
の強度低下によるものか、あるいは斜面の崩落（すべり）に起因するものかについて検討すべきであっ
たと考えられる。

・

耐震管路の構築は、繰り返し発生する地震災害に対する安全性に関する実績を有する耐震管を選

定すること。
・

耐震管は、人為的な外部からの損傷を受けにくい管体強度が高く強靭性を有する管体材料を選定

すること。

一方、平成 18 年に発生した漏水事故にあたり、漏水した水道管の管体に生じた円周方向のひび割れ
は、当時、管体に作用した撓み変形によることが疑われ、ダクタイル鋳鉄管の特性を考えると異常な状
況と判断されるべきであった。その時点で当該管路の漏水原因を詳細に調査すべきだったと、指摘して
おかなければならない。ポリエチレンスリーブが装着されず埋設から法定耐用年数（40 年）を経過した
管路の漏水については、管体の埋設地盤環境や漏水発生のメカニズムなどの調査を含めた老朽度評価を

・

強度が高い耐震管を選定することによって、水害や土砂崩れなどの自然災害による地盤変状や地

盤沈下など長期にわたって進行する地盤の変位にも対応できる管路の構築を目指すこと。
・

将来世代の水道料金の負担を軽減するため、長寿命でライフサイクルコストを低く抑えることが

できる管材料を選定すること。
・

必要に応じて新たなバイパス管の整備を検討すること。

行い、必要に応じて更新の優先度を上げ前倒しするといった姿勢が必要であった。
管路の維持管理にあたり、管路の維持管理台帳の整備が望まれる。道路では、一斉点検の結果、要対
（2）今後、同様な事故の再発防止に向けて

応、カルテ対応、対応不要に分けられ、定期点検に活用されており、参考となる。管路新設時の施工記

今回の事故では、
「谷部の盛土および立坑部の埋戻しの変形が、腐食による局部的な管厚減少が進行

録が上記の管路台帳に残るシステムを考えるべきである。こうした観点から、舗装の修繕履歴や維持管

していた水道管に過剰な変形を強い、管厚減少部に生じた管体強度を超える応力集中によって管体に亀

理情報が容易に入手できるように、道路管理部局と密接な連携を図ることが重要であり、部署・管轄を

裂が発生した」ことが漏水の原因と推定された。水道管のような線状構造物の防災という観点から、ま

超えた総合的な組織運営が求められる。最後に、有為な人材の確保が非常に重要であり、突発的な漏水

ず個々の地点ではなく線もしくは面的な視点が必要となる。現在では詳細な地図や地形図、土地利用図

事故に際して、自らの判断で現場での適切な指揮や実務対応ができるような人材の育成に努めるととも

が入手できる。まず担当地域を包括的に見るという観点から、盛土造成地域や砂防指定区域といった脆

に、水道利用者や第三者と連携した管路巡視や異常監視体制の検討など、日常的な水道管路の維持管理

弱箇所をピックアップし、地盤から見た要注意箇所の確認と電子台帳化（データベース化）を進めるべ

レベルの強化に推進すべきである。

きである。これにより、盛土地盤、埋立地の分布等を把握し、地盤変状の起こりやすい地域を包括的に
認識しておくことが重要である。
次に、地盤変状を防止するためには、谷部の埋戻し土（盛土部）の締固めを十分に行うことが重要で
ある。また、比較的硬質な切土部と剛性の落ちる盛土部の境界では不同沈下が生じやすく、埋設構造物
への負荷が大きくなるため、沈下対策と管路の対応を事前に考えておく必要がある。また、不幸にして
漏水が起こり、万一水が地上にあふれた場合であっても、側溝など排水施設の設置によりその水を斜面
に直接流入させないという手当ても行っておくべきである。適切に排水されることにより、水の浸透に
よる地盤の強度低下を起こさせなければ、大規模な斜面崩落は防止できる。
管路については、まず現状認識として、当該管路に使用されていたダクタイル鋳鉄製の鋳鉄管は、延
性に富み、撓みなどの変形による折損や割れが発生しにくい強靭性に優れた管材料とされており、一般
的な埋設環境下では法定耐用年数（40 年）以上の使用実績があり、さらにポリエチレンスリーブを施せ
ば腐食性の強い埋設環境下でも長期間にわたり使用が可能と考えられている。今回の事故ではポリエチ
レンスリーブによる防食対策が当時未開発であり、その防食対策が施されていなかったことが漏水を引
き起こした要因の一つと考えられるので、地盤条件に問題のある箇所の洗い出しと同時に、全ての管路
について、埋設地盤の腐食性や不同沈下の可能性および防食対策の有無などの緊急調査を実施する必要
がある。この調査に基づいて、管路改良更新計画における優先度の妥当性をチェックし、管路改良更新
計画を見直す必要がある場合は早急に変更手続きを行うなどの措置が望まれる。また厚生労働省の公表
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