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改    定    後 改    定    前 改定理由 

(2-17) 

2.6.2 基礎及び埋戻し土 

(1)基礎 

管の基礎は、地盤の状態、荷重条件及び使用管種の特性を考慮して設計する。 

管の基礎部分は、礫等によって点支持となって過大な応力が発生しないよう、砂又は良質土

によって平滑な状態に保たれていなければならない。また、埋戻し部の土圧や活荷重を基礎の

支承部（支持部）全体で受け止めるため、十分に締固めを行う。 

 礫を含まない良質な地盤においては、掘削後の平底溝の状態で十分な基礎となっているとみ

なす。ダクタイル鋳鉄管以外の管路において、基礎の土質が礫質土及び岩盤の場合及び近傍実

績により必要と判断される場合には、施設管理者との協議を踏まえて、掘削溝底に 0.10m 以上

の砂又は良質土によって基礎を設ける。 

 管の構造計算における管底の支持角は、下表の値を目安としてよい。ただし表中の区分 Bは、

ダクタイル鋳鉄管のみ適用する。また、鋼管及びステンレス鋼管については、下表の値に関わ

らず管底の支持角を 90°としてよい。 

 【水道指針 p.474（一部独自）

表-2.6.3 管底の支持角 

区 分 埋    設    条    件 支持角 

A 

一般的な地盤の場合 

60° 溝底が強固な場合で溝底に砂を置く場合 

溝底が強固な場合で埋戻土を砂で置換える場合 

B 溝底が強固な場合 40° 

注）鋼管及びステンレス鋼管の支持角は 90°とする。 

 【水道指針 p.474

 管底の支持角不足により管材の許容応力度やたわみ率を満足しない場合、管底の支持角を大

きくとることを検討する。その場合、砂又は良質土によって（削除）基礎部分を置き換えると

ともに、十分な締固めを行う。 

 【独自

(2) 埋戻し土 

管を埋設する際の締固めが適切に行えるよう埋戻し土を選定する。 

 埋戻し土は、現地発生土を利用することを基本とする。ダクタイル鋳鉄管以外の管路で、現

地発生土が礫質土（最大粒径 20mm を目安とする）等の不良土である場合には、点支持による

過大な応力の発生を防ぐため、埋戻し土を砂又は良質土によって置き換える。このとき、置き

換えの範囲は少なくとも管頂までとする。 

  【水道指針 p.474

(3) 軟弱地盤 

軟弱地盤などに管路を布設する場合は、地盤状態や管路沈下量を検討し、それに適した施工

法、管種、継手を用いる。 

 軟弱地盤では、布設後に管路が不同沈下を生じるおそれがある。そのため、地盤状態に応じ

て対策工法を施す必要がある。 

 「水道施設設計指針 2012」に示されている軟弱地盤の対策工法について整理したものを表

-2.6.4 に示す。 

 

(2-17) 

2.6.2 基礎 （追加）  

(1) （追加） 

管の基礎は、地盤の状態、荷重条件及び使用管種の特性を考慮して設計する。 

 管の基礎部分は、礫等によって点支持となって過大な応力が発生しないよう、砂又は良質土

によって平滑な状態に保たれていなければならない。また、埋戻し部の土圧や活荷重を基礎の

支承部（支持部）全体で受け止めるため、十分に締固めを行う。 

 礫を含まない良質な地盤においては、掘削後の平底溝の状態で十分な基礎となっているとみ

なす。ダクタイル鋳鉄管以外の管路において、基礎の土質が礫質土及び岩盤の場合には、掘削

溝底に 0.10m 以上の砂又は良質土によって基床を設ける。 

 管の構造計算における管底の支持角は、下表の値を目安としてよい。ただし表中の区分 Bは、

ダクタイル鋳鉄管のみ適用する。また、鋼管及びステンレス鋼管については、下表の値に関わ

らず管底の支持角を 90°としてよい。 

 【水道指針 p.474（一部独自）

表-2.6.3 管底の支持角 

区 分 埋    設    条    件 支持角 

A 

一般的な地盤の場合 

60° 溝底が強固な場合で溝底に砂を置く場合 

溝底が強固な場合で埋戻土を砂で置換える場合 

B 溝底が強固な場合 40° 

注）鋼管及びステンレス鋼管の支持角は 90°とする。 

 【水道指針 p.474

 管底の支持角不足により管材の許容応力度やたわみ率を満足しない場合、管底の支持角を大

きくとることを検討する。その場合、砂又は良質土によって基床及び基礎部分を置き換えると

ともに、十分な締固めを行う。 

 【独自

(2) （追加） 

管を埋設する際の締固めが適切に行えるよう埋戻し土を選定する。 

 埋戻し土は、現地発生土を利用することを基本とする。      （追加）     現

地発生土が礫質土（最大粒径 20mm を目安とする）等の不良土である場合には、点支持による

過大な応力の発生を防ぐため、埋戻し土を砂又は良質土によって置き換える。このとき、置き

換えの範囲は少なくとも管頂までとする。 

  【水道指針 p.474

(3) （追加） 

軟弱地盤などに管路を布設する場合は、地盤状態や管路沈下量を検討し、それに適した施工

法、管種、継手を用いる。 

 軟弱地盤では、布設後に管路が不同沈下を生じるおそれがある。そのため、地盤状態に応じ

て対策工法を施す必要がある。 

 「水道施設設計指針 2012」に示されている軟弱地盤の対策工法について整理したものを表

-2.6.4 に示す。 

 

 

字句の改訂及

び追加 



 
改    定    後 改    定    前 改定理由 

(2-25) 

2.6.5 【省略】 

 【独自

(1) 土圧 

 管体に作用する土圧を計算する式として主に使われているものには、垂直土圧公式、ヤンセ

ン公式（マーストン公式の溝形と同形式）、スパングラー公式などがある。営農飲雑用水管路

の設計に用いる土圧は、垂直土圧公式かヤンセン公式によって計算するものとする。 【独自

 垂直土圧公式とヤンセン公式の使用区分は、次のとおりとする。 

① 土かぶり h≦2.0m の場合、垂直土圧公式 

② 土かぶり h＞2.0m の場合、土かぶり 2m 時の垂直土圧公式とヤンセン公式による結果の

大なる方 

 【ダクタイル鉄管管路 設計と施工 p.24

 

(2-25) 

2.6.5 【省略】 

 【独自

(1) 土圧 

 管体に作用する土圧を計算する式として主に使われているものには、垂直土圧公式、ヤンセ

ン公式（マーストン公式の溝形と同形式）、スパングラー公式などがある。営農飲雑用水管路

の設計に用いる土圧は、垂直土圧公式かヤンセン公式によって計算するものとする。 【独自

 垂直土圧公式とヤンセン公式の使用区分は、次のとおりとする。 

① 土かぶり h≦2.0m の場合、垂直土圧公式 

② 土かぶり h＞2.0m の場合、  （追加）  垂直土圧公式とヤンセン公式による結果の

大なる方 

 【ダクタイル鉄管管路 設計と施工 p.24

  

 

字句の追加 

(2-38) 

2.6.9 【省略】 

 

表-2.6.23 水道配水用ポリエチレン管の管厚等諸元 
 

 

呼び径 外径   

(㎜) 

最小管厚 

(mm) 
管厚中心 

半径(mm) 
断面二次モーメント

(mm4/mm) 

 

備    考 

50 63 5.8 28.6 16.3  
75 90 8.2 40.9 45.9  
100 125 11.4 56.8 123.5  
150 180 16.4 81.8 367.6  
200 250 22.7 113.7 974.8 PTC 規格 K03:2016

 【水道指針 p.463

 
 

(2-38) 

2.6.9 【省略】 

 

表-2.6.23 水道配水用ポリエチレン管の管厚等諸元 

呼び径 最小管厚(mm) 管厚中心半径(mm) 断面二次モーメント(mm4/mm) 

50 5.8 25.7 16.3 

75 8.2 36.8 45.9 

100 11.4 51.1 123.5 

150 16.4 73.6 367.6 

200 22.7 102.3 974.8 

 【水道指針 p.463

 
 

 

表 -2.6.23 の

外径・備考欄

の追加及び字

句の改訂 



改    定    後 改    定    前 改定理由 

(2-52) 

2.8 耐震設計 

 営農飲雑用水管路の耐震設計は、水道法の適用を受ける施設となる場合及び地域防災上の重要度

も含めた各管路施設の重要性を十分に検討し、耐震性の高い管種の採用を検討するとともに、特に

大口径の管路については (削除) 応答変位法による耐震性の照査を行うものとする。 

2.8.1 耐震設計の適用範囲 

 営農飲雑用水管路は、家畜用水や畑作用水といった農家経済を支える用水の供給を行うほか、

地域に対して飲用水を供給する役割をも担っている。したがって地域のライフラインとしての重

要性を有する施設ということができ、地震時にも安定して用水供給できることが強く求められる

場合がある。 

 したがって営農飲雑用水管路の設計に当たっては、施設の重要度を個別に判断し、重要度が高

いと判断された路線については「水道施設耐震工法指針・解説」にもとづいて管路の耐震性を確

保する。 

 施設の重要度を判断するための参考として、以下に検討フローを示す。 

 

 

図-2.8.1 耐震検討フロー 

 【独自

 水道法の適用を受ける施設となる場合及び地域防災計画において、当該営農飲雑用水施設及び

区域が地域の緊急用水として位置づけられている場合には、耐震性を有する管種を採用する等の

方法により管路の耐震性を確保する必要がある。また、個別管路の重要度を判断したときに「水

道施設耐震工法指針・解説」におけるランク A1 または A2 といった重要な施設に分類される場合

で、かつ他の基準に照らし合わせて耐震計算を省略することができる条件に当てはまらない場合

には、同様に管路の耐震性を確保する。 

  また、大口径（φ500 程度以上）の管路については、耐震計算により管路の耐震性を照査すると

ともに、管径によらず、特に重要性が高いと判断される管路、あるいは断層横断部または軟弱地盤

上に敷設される管路については、過去の実績や地域の実情に応じて、施設管理者と協議を行ったう

えで耐震性の検討を行う。 

 ※耐震性を有する管種は「水道施設耐震工法指針・解説」(2009 年版)Ⅱ各論 表-4.2.1 を参照。 

(2-52) 

2.8 耐震設計 

 営農飲雑用水管路の耐震設計は、水道法の適用を受ける施設となる場合及び地域防災上の重要度

も含めた各管路施設の重要性を十分に検討し、重要度の高い路線については原則として応答変位法

による耐震性の照査を行うものとする。 
2.8.1 耐震設計の適用範囲 

 営農飲雑用水管路は、家畜用水や畑作用水といった農家経済を支える用水の供給を行うほか、

地域に対して飲用水を供給する役割をも担っている。したがって地域のライフラインとしての重

要性を有する施設ということができ、地震時にも安定して用水供給できることが強く求められる

場合がある。 

 したがって営農飲雑用水管路の設計に当たっては、施設の重要度を個別に判断し、重要度が高

いと判断された路線については「水道施設耐震工法指針・解説」にもとづいて耐震性の照査を行

うものとする。 

 施設の重要度を判断するための参考として、以下に検討フローを示す。 

 

 

図-2.8.1 耐震検討フロー 

 【独自

 水道法の適用を受ける施設となる場合及び地域防災計画において、当該営農飲雑用水施設及び

区域が地域の緊急用水として位置づけられている場合には、耐震設計によって管路の耐震性を照

査する必要がある。また、個別管路の重要度を判断したときに「水道施設耐震工法指針・解説」

におけるランク A1 または A2 といった重要な施設に分類される場合で、かつ他の基準に照らし合

わせて耐震計算を省略することができる条件に当てはまらない場合には、同様に管路の耐震性を

照査する。 

                （追加）                 

中・小口径管

路の耐震計算

を省略できる

よう、字句及

び図-2.8.1 の

改訂。 



 
改    定    後 改    定    前 改定理由 

(2-64) 

③ 断熱送水用パイプ 

本管と外装管及び断熱材が一体形成された、断熱送水用パイプが市販されており、近年採用実績が

増えてきている。 

このような一体形成された断熱送水パイプを採用する場合には、本管や外装管に示す特性を踏まえ

た上で経済性、維持管理等について総合的に検討し管種を選定する。 

参考例として、一体形成された断熱送水パイプの特徴を表-2.9.2-1 に示す。 
 

表-2.9.2-1 本管と外装管及び断熱材が一体形成された管種（参考例） 

管   種 特       徴 

断熱ポリエチレン二重管 

・軽量、長尺で取扱い及び施工が容易。 
・本管はステンレス鋼帯で補強しているものもあり、高い内圧に対応。

・本管はアラミド繊維等で補強しているものもあり、高い内圧に対応。

・外装管に波付鋼管やステンレス管を採用し、高い外圧強度を有する。

・硬質発泡ポリウレタンの断熱層により凍結防止。 

 【ダクタイル鉄管管路 設計と施工 p.24

 

(2-64) 

③ 断熱送水用パイプ 

本管と外装管及び断熱材が一体形成された、断熱送水用パイプが市販されており、近年採用実績が

増えてきている。 

このような一体形成された断熱送水パイプを採用する場合には、本管や外装管に示す特性を踏まえ

た上で経済性、維持管理等について総合的に検討し管種を選定する。 

              （追加）               
 

表-2.9.2-1 本管と外装管及び断熱材が一体形成された管種（追加） 

管   種 特       徴 

断熱ポリエチレン二重管 

・軽量、長尺で取扱い及び施工が容易。 
・本管はステンレス鋼帯で補強しているものもあり、高い内圧に対応。

・本管はアラミド繊維等で補強しているものもあり、高い内圧に対応。

・外装管に波付鋼管やステンレス管を採用し、高い外圧強度を有する。

・硬質発泡ポリウレタンの断熱層により凍結防止。 
 

 

字句の追加 

 


