
 
「下水管の維持管理」 

 

東京都下水道局施設管理部 

管路管理課 



下水道管路施設について 

 

下水道管路施設の維持管理について 



東京都の下水道 （23区） 
一般的な管路施設 

    下水道管きょ 

     (本  管) 

 

約16,000km 

  マンホール 

(人  孔) 

 

約480,000個 

 

公共汚水ます 

 

約1,880,000個 

平成23年度東京都下水道局事業概要より 



家庭の台所やトイレ、風呂などで使ったあとのよごれた水などが、
下水道管の中に流れて行きます。  

下水道への入口 

出典：東京都下水道局ＨＰ 



公共ます及び取付管 

役割 

公共ます：取付管の点検・清掃を行う口 

取付管：建物からの排水を公共下水道本管へと導く 

種類 

合流 : 公共汚水ます（家庭からの汚水と雨水） 

分流 : 公共汚水ます（家庭からの汚水） 

       : 公共雨水ます（宅地からの雨水） 

・道路排水用雨水ます（道路上の雨水を収集） 



公共ます及び取付管 

取付管 

本管 

公共汚水ます 



ますの種類 

道路排水用雨水ます 公共汚水ます 

家庭からの排水管と下水道管をつなぐ 

もので、管の汚れやつまりを点検したり 

掃除したりするときに使用します。 

道路に降った雨をすみやかに下水道 

に流して、道路や街が浸水するを防ぎ 

ます。 



管きょ（本管） 

 分流式 
  雨水管きょ 
  汚水管きょ 

 合流式 

  合流管きょ 

  (遮集管きょ) 
   

役割 

管きょは家庭や工場から出た汚れた水と
雨水を集めて水再生センターまで運ぶ。 

排除方式 



下水道の排除方法（合流式） 

出典：社団法人 日本下水道協会ＨＰ 

合流式下水道では、雨水は汚水といっしょに下水処理場に流れていきます。 

大雨時に汚水の混じった雨水が公共用水域に放流されてしまうことがあり､
水質汚濁を招くこともあります。そのため、汚水の混じった雨水を一時的にた
めておく施設を設けているところもあります。  



下水道の排除方法（分流式） 

出典：社団法人 日本下水道協会ＨＰ 

分流式下水道は、雨水はそのまま川や海などに流されます。 

処理しないので効率的に排除できますが、道路の汚れや大気汚染物質など
が雨水といっしょに流れ出して、公共用水域を汚染する場合もあります。 



雨水放流 雨水放流 水処理センターへ 

遮集管きょ 

合流管きょ 

合流管きょ 

分水人孔 

分水人孔 

雨水吐け口 雨水吐け口 

管きょ（合流式） 

遮集管きょ 



管きょ（本管） 

大口径管（内径8m） 明治17年建設の神田下水（レンガ造
り）は現在も使われている 



マンホール（人孔） 

役割 

 管きょ（本管）の維持管理（調査・点検）を
行うために人間が出入りする。 

 設置場所 

 管きょの起点、会合点 

 勾配、管径が変化する箇所 

 人の出入りが常に行えるようにしておくこと 

（蓋は種類により開け方が異なります） 



マンホール（人孔） 

90cm 

1
.5
ｍ
～

 



旧型 

平成4年以降 

最新型（番号付） 

 人  孔  蓋 



飛散防止タイプ ２重蓋（圧力蓋） 

角蓋 



分水人孔 

 合流式下水道では、雨天時に一定の量を越
えた下水を越流させ、公共用水域に排除する。 

 一定量の下水をポンプ所又は処理場に流下
させる。（３Ｑ＝計画汚水量の3倍） 

 分水せき、雨水放流管きょ、遮集管きょから
なっている。 

 晴天時に汚水が流出しないように、遮集管
きょの適正な維持管理。 

 



分水人孔 

晴天時 雨天時 

分水せき 

出典：東京都下水道局ＨＰ 



雨水吐け口 雨水吐け口 

分水人孔の下流が河川になっている 
逆流防止弁 



伏越し 

 河川、鉄道、他企業埋設物を横断するために
設ける。 

 伏越し管きょ、伏越し人孔からなる。 

 下水の流下に支障となりやすい。 

 伏越し管きょ、泥溜めは定期的な清掃が必要。 



河川 

伏越し 

泥が溜まる 

油脂が溜まる 

上流側 下流側 



管路施設の維持管理 

○下水道管路施設は、下水道の根幹をなす
ものであり、都民の日常生活に密接に関係
するため、適正な維持管理を行わなければ
ならない。 

使
命 

目
的 

○設計時に期待された機能を発揮させる。 

・流下能力を確保する。 

・他企業工事に伴う損傷を防止する。 

・管路の損傷、腐食等による事故を防止する。 

・管路の耐用年数を延命する。 



維持管理の内容 

 巡視 

 パトロール 

 点検 

 管路内調査 

 管路内清掃 

 保守管理立会い 

 故障処理（管のつまり、道路陥没、臭気） 

 管路施設の機能回復（補修、改良） 



巡  視 

 徒歩、自転車、自動車で巡回し、異状の有無
を確認する。 

①占有部の地表面沈下の有無 

②人孔蓋及びます蓋のガタツキ・破損等 

③人孔、ますからの臭気 



路面との段差につまずいて怪我をする場合がある 

巡  視 



パトロール 

 管きょ等が外部から損傷をうけないように監
視する。 

①下水道施設近接施工時の立会い 

②建設現場での公共下水道一時使用状況 

③下水道施設用地の不法占拠等の有無 

④下水道管きょへの不法取付の発見 

⑤下水道施設への不法投棄の発見 



不法投棄の通報を受け現地調査 

パトロール 



点検（管きょ及びマンホール） 

管きょ 

①流下状況 

②土砂堆積状況 

③損傷状況 

④地下水の浸入状況 

マンホール(人孔) 

①蓋、枠 

②足掛け金物 

③インバート 

④側壁等の状況 

⑤伏せ越し人孔 

  スカム、土砂 



点検（その他） 

・重金属や化学薬品等を扱う事業所からの水
質、ガス濃度測定 

・分水人孔での晴天時越流の有無、遮集管の
状況 

・共同溝内に収められている管きょの状況 

・高潮防潮扉の開閉、護岸、扉の状況 

・マンホールポンプの作動状況 

・光ファイバーケーブルの外観等 



高潮防潮扉の操作点検 硫化水素ガスの濃度測定（ます） 

硫化水素ガスの濃度測定（人孔） 薬品により浸食された管きょ 



管路内調査 

 1.調査の目的  
   本管、人孔、ます、取付管の現況を調査し、管路施設
に起因する事故等の未然防止対策及び計画的な補修、
改良工事の資料を得るために行う。 

 2.調査方法 

 小口径管（本管内径250㎜～内径800㎜未満） 

  ・テレビカメラにより、直視（正面）、側視 

   (直視、側視が同時にできるミラーカメラが開発された。) 

 大口径管（本管内径800㎜以上） 

  ・管きょ内に調査員が入り写真撮影する。 

年間調査延長は約708㎞（区部・H23年度） 



テレビカメラによる管路内調査 

出典：東京都下水道局ＨＰ 



鏡とライトを使った調査 

取付管用テレビカメラを使った調査 



清掃作業 

家庭、飲食
店等 汚水 

降雨 雨水 

浮遊物、油脂類 

土砂 

下水管 

沈殿、堆積 

流
下
能
力
の
低
下 

晴天時に分水せきを越流し河川
に流出する。 

降雨時に浸水の原因となる。 



清掃作業 

 清掃の時期 

 １１月～４月の渇水期（管きょ内の水位が低
い） 

 ※浸水常襲地区は雨期前に実施する。 

 清掃可否の判定 

 土砂深が内径の１０％程度から 

 ※浸水対策及び臭気対策は５％程度から   

年間清掃延長は約278㎞ （区部・H23年度） 



清掃作業 

 

 

種別 作業別 

人力清掃 
バケットマシーン作業 

直接人力作業 

機械清掃 
高圧洗浄車作業（250mm以上800mm未満） 

吸引車作業（800mm以上） 

伏越し人孔清
掃 

人力作業 

吸引車作業 

特殊清掃車作業（スクラッチャー） 



バケットマシーン作業 

 

 

出典：管清工業㈱ ＨＰ 



高圧洗浄車作業 

 

 

出典：管清工業㈱ ＨＰ 



吸引車作業 

 

 

出典：管清工業㈱ ＨＰ 



特殊清掃車作業 

 

 

出典：東京都下水道局 ＨＰ 



保守管理（立会い） 

 保守管理（立会い業務）の目
的 

 管路施設に近接して他の工事
が施工される場合の下水道
施設の保全 

 内容 

 管路状況、離隔、損傷の有無、
防護方法等を工事施工前、
施工中、施工後に確認する。 



故障処理 

 本管のつまり 

 ます及び取付管のつまり 

 マンホール、ます蓋の破損、 

   ガタツキ・・・・・損傷した蓋の取替え等 

 道路陥没・・・・・・陥没箇所の応急処置 

 臭気 ・・・・・・・・・発生原因の調査 

つまりの解消 



故障処理（主な故障原因） 

 ます及び取付管 

 布切れ、ビニール、紙、木片等による閉塞 

 木の根の侵入、モルタル、油脂による閉塞 

 地盤沈下等による取付管の破損 

 蓋、枠 

 経年劣化による磨耗 

 車両交通によるガタツキ、破損 



故障処理 

細い下水管が詰まった場合には
マンホールや汚水ますからホー
スを入れて高圧の水を吹き付け
詰まりを解消する。 

施工前 

施工後 



排水管閉塞状況（ラード） 

下水管 
お台場に漂着した
オイルボール 



道路陥没状況 掘削し原因を調査 

道路陥没 



道路陥没 



硫化水素による陥没 



下水道臭気調査（ビルピット臭気） 



コンクリート管の腐食 

硫化水素による管路の腐食 





管路施設の機能回復 

１．一般補修工事 

２．維持補修工事 

３．道路工事に伴う補修工事 

４．改良工事 



一般補修工事 

①本管の短い延長の取替え、内面補修 

②人孔側塊、上部取替え、側壁、底部補修 

③ます、取付管の布設替、ます上部取替え 

④取付管の内面補修 

⑤不用ます、取付管の撤去 

緊急性の少ないもの 

年間補修延長は50㎞（本管、取付管）
20,000箇所（人孔、ます）(区部・H23年度) 



維持補修工事 

①管径400㎜以下、延長10m以下の布設替え 

②取付管の布設替え 

③人孔上部取替え 

④ますの設置替え 

⑤本管及び取付管の内面補修 

⑥空洞調査、陥没調査 

道路陥没対策等、緊急を要するもの（即日～7日以内） 

年間補修延長は7.0㎞（本管、取付管）
3,200箇所（人孔、ます） (区部・H23年度) 



取付管施工前 取付管施工後 

本管施工前 本管施工後 



他企業による損傷 

 



道路工事に伴う補修工事 

①本管の防護、補修 

②人孔のかさ上げ、切り下げ、補修 

③ますのかさ上げ、切り下げ、移設、補修 

④不用ますの撤去 

⑤取付管の移設、補修 

道路舗装工事により路面高に変更が生じる場合 

年間補修延長は7.6㎞（取付管）  
11,100箇所（人孔、ます） (区部・H23年度) 



新たな下水道施設 

 雨水貯留施設 

 ろ過スクリーン 

 水面制御 

 マンホールポンプ 

 光ファイバーケーブル 

 再生水施設 



雨水貯留施設 

 各機器の試運転 

 給油、グリスアップ 

 電気設備の点検 

 通信設備の点検 

 排水ポンプの点検 

 取水スクリーンの清掃 

 堆積物の洗浄 

豪雨時に雨水を一時貯留（ピークカット）し、下流管きょの
負担を軽減させ浸水を防ぐ 



ろ過スクリーン 

白色固形物や夾雑物が 分水せきを越え河川へ流出するの
を防ぐ 

 各機器の試運転 

 電気設備の点検 

 通信設備の点検 

 スクリーンの点検 

 堆積物の洗浄 

 



マンホールポンプ 

 ポンプ運転状況 

 外観（異状の有無） 

 電気設備の点検 

 通信設備の点検 

 水位計の点検 

地形的に自然勾配で流下させることが困難な狭小地域の下
水を、人孔内に設置されたポンプ施設により揚水する 



光ファイバーケーブル施設 

ポンプ所の遠隔操作、事務所間の通信、幹線の水位情報、
民間通信事業者への貸し出し用などに、下水道管きょ内
に敷設されている。 

出典：東京都下水道局ＨＰ 

 ケーブル外装状況 

 ケーブルのたるみ等 

 固定箇所の状況 

 



再生水施設（圧送管） 

 圧送管 

 弁室 

 仕切り弁 

 空気弁 

 排水弁 

水再生センターで高度処理された再生水を高層ビルのトイレ
用水やヒートアイランド対策の道路散水用などに供給してい
る 



民間との協働 
ベストパートナー 

民間事業者 
定型業務 

東京都下水道局 
コア業務 

東京都下水道サービス㈱ 
準コア業務 



ご清聴ありがとうございました 


