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第８章 実現に向けて

１．実施スケジュール 

本ビジョンで掲げた方策について、実施計画期間（2030（令和 12）年度までの 10

年間）の実施スケジュールを、前期 2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度、

後期 2026（令和 8）年度から 2030（令和 12）年度に分けて以下に示します。 
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２．計画のフォローアップ 

本ビジョンで示した目標に向けて取組みを推進するなかで、定期的に進捗状況等

を把握し、今後の人口動態や環境の変化等、水道事業が取り巻く状況を踏まえ、必要

に応じて見直しを行います。 

また、目標を達成するためには、達成状況を定期的に把握することが必要です。そ

のためには、計画（Plan）の実施（Do）状況を評価（Check）し、追加対応が必要

となった場合には、改善（Action）を行うことが重要です。「PDCA」による継続的

な事業運営の向上を目指します。 

図 8.1 フォローアップのイメージ図 

見直しの検討にあたっては、各施策の進捗状況や水道統計等の客観的なデータに

より実態を把握することとし、本ビジョンで示す目標や事業推進における問題点、方

策の有効性等を確認しながら実施します。 
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 用語解説 

あ行 

◇アセットマネジメント（あせっとまねじめんと） 
施設のライフサイクルコスト（施設整備から維持管理まで全体にかかる費用）を

考慮し、適切な時期に改修・更新を行い耐用年数の延命を図り、施設全体として将
来的な総コストの削減を図っていこうとするものです。 

◇一日最大給水量（いちにちさいだいきゅうすいりょう） 
年間で最大となった日の実績給水量です。 

◇一日平均給水量（いちにちへいきんきゅうすいりょう） 
年間の総給水量を 365 日（もしくは 366 日）で除した給水量です。 

◇一般会計（いっぱんかいけい） 
市税や地方交付税等を財源として福祉、教育、道路整備等の基本的な行政サービ

スを行うための会計です。 

◇インバータ（いんばーた） 
ポンプに最適な吐出出力を設定し、常に最適な吐出圧力で効率的な運転を行うた

めの装置です。ポンプの駆動に必要な電気量を調整し、必要なパワーだけを出せる
のが主な働きで、設置することで省エネルギー化を図ることができます。 

◇鉛管（えんかん） 
鉛でできた非鉄金属管です。水道の引き込み管、水道メーターの前後や床下給水

和式便器の給水管等の地中の狭い箇所や曲がり角に使われており、水道、ガス、酸
性液体の輸送管として使用されています。鉛（なまり）管ともいいます。 

◇塩素滅菌（えんそめっきん） 
我が国の水道水は法律（水道法、水道法施行規則）により衛生上必要な措置とし

て、塩素消毒が義務付けられています。給水栓における水の遊離残留塩素を
0.1mg/ 以上未保持することで、わたしたちは病原生物に感染することなく安心
して水道水を使用することができます。 
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用語解説 

◇応急給水（おうきゅうきゅうすい） 
地震や災害等により、水道管による給水ができなくなった場合に、被害状況に応

じて、給水車による運搬・仮設等の方法により、飲料水を供給することです。 

か行 

◇加圧ポンプ場（かあつぽんぷじょう） 
高所地域まで水道水を送るため、管路の途中等にポンプを設け、増圧を図るため

の施設です。 

◇過マンガン酸カリウム消費量（かまんがんさんかりうむしょうひりょう） 
水中の有機物等の量を、一定の条件下で酸化させるのに必要な過マンガン酸カリ

ウムの量として表したものです。過マンガン酸カリウム消費量の大きな水は、一般
に、有機物の含有量が大きいことを示しており、消毒に用いる塩素の消費量も大き
くなります。 

◇簡易水道（かんいすいどう） 
給水人口 101 人以上 5000 人以下に給水する計画の水道事業のことで、正式に

は簡易水道事業といいます。厚生労働省の指導により、2017（平成 29）年度末ま
でに他の水道事業と統合することが求められました。本町においては、1970（昭
和 45）年に統合済みです。 

◇管路マッピングシステム（かんろまっぴんぐしすてむ） 
水道管路施設の情報を地理空間情報上で管理するシステムです。管路に関する大

量の情報（管種・埋設年度・バルブ・給水栓等）をデータベース化することによっ
て、管路の維持管理、管路更新時等に必要に応じた活用を可能とする目的で構築す
るシステムです。 

◇企業債（きぎょうさい） 
地方公営企業（例 稲美町水道事業）が施設の建設・改良等に要する資金を充て

るために国等から借りるお金のことです。 
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用語解説 

◇給水区域（きゅうすいくいき） 
水道事業が事業を展開する区域のことです。 水道事業の公益性を考え、可能な

限り住民が等しく水道による給水サービスが受けられるよう未給水域を解消して
いくことを大前提としています。 

◇給水車（きゅうすいしゃ） 
飲料水を主とする生活用水等、水の供給を目的とした自動車です。 

◇給水収益（きゅうすいしゅうえき） 
水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設としての水道施設の使用につ

いて徴収する使用料のことです。 

◇給水原価（きゅうすいげんか） 
水道水を１立方メートル作るのにかかった経費です。 

◇供給単価（きょうきゅうたんか） 
利用者からいただいた給水収益の１立方メートル当たりの平均単価です。 

◇緊急遮断弁（きんきゅうしゃだんべん） 
地震による一定以上の揺れや管の破断による過流量を感知した際に、自動的に水

の流れを遮断する弁です。地震時等に配水池内の水道水の流出を防止するために設
置されるものです。 

◇業務・営業用水（ぎょうむえいぎょうようすい） 
官公署、学校、病院、事務所、営業用等で使用される水を指します。 

◇業務指標（ぎょうむしひょう） 
水道事業における業務指標（ＰＩ）は、水道業務の効率を図るために活用できる

規格の一種で、水道事業体が行っている多方面にわたる業務を定量化し、厳密に定
義された算定式により評価するものです。 

ＰＩとは、Performance（実績）Indicator（指針）の略で、複雑でわかりにくい
とされている水道事業の内容を明らかにすることができ、経年的な事業内容の把握
や、他の水道事業体との比較が可能となります。 
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用語解説 

◇クリプトスポリジウム（くりぷとすぽりじうむ） 
ウシ、ブタ、イヌ、ネコ、ネズミ等の腸管寄生原虫（病原性微生物）です。感染

すると腸内で大増殖し、激しい下痢を招きます。硬い殻に包まれているため、塩素
殺菌等に強いのが特徴です。 

◇経営戦略（けいえいせんりゃく） 
「水道ビジョン」と「事業計画」をつなぎ合わせる役割を意味し、財政的な裏付

けのもとで将来にわたって安定期的に事業を継続していくための中長期的な経営
の基本計画となります。本町では、直近で 2017（平成 29）年度に策定しています。 

◇計画一日最大給水量（けいかくいちにちさいだいきゅうすいりょう） 
一日に使用される水量を計画したもので、一日最大給水量は、年間で最大となっ

た日の実績給水量です。 

◇経常収支比率（けいじょうしゅうしひりつ） 
企業の財務状況を測る指標の一つで、日々の経営活動による収入で当期の運営資

金を賄えているかを判断するものです。 

◇計装（けいそう） 
測定装置や制御装置等のことを指します。水道水の量を測定する流量計、水質の

各項目の値を測定する水質計器、水槽内の推移を測定する水位計、電極等が該当し
ます。 

◇ケーシング（けーしんぐ） 
井戸を掘る際に、打ち込みを行う管のことです。この管内に揚水管や水中ポンプ

を入れ、地下水を揚水します。 

◇減価償却（げんかしょうきゃく） 
固定資産（建物、機械等）の価値の減少に伴い、耐用年数期間中の各年度に割り

当てて計上した費用です。 
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用語解説 

◇広域化（こういきか） 
現在の市町ごとの運営を、市町と県で設立する企業団で一体的に運営することで

す。これまで水道の広域化は、主として効率的に水需給の均衡を図る目的で行われ
てきましたが、近年は、経営基盤や技術基盤の強化という観点から、地域の実情に
応じて事業統合や共同経営だけでなく、管理の一体化等の多様な形態による広域化
（新たな概念の広域化）が提唱され推進されています。 

◇硬質ポリ塩化ビニル管（こうしつぽりえんかびにるかん） 
塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。扱いやすく安価であるため、古く

から水道管と使用されてきました。給水管のような小口径では有効ですが、配水本
管等の比較的管径の大きい路線での採用については、継手形式や仕様によっては、
耐震性がなく、順次更新が必要となります。 

◇工場用水（こうじょうようすい） 
工場等で使用される水を指します。 

◇硬度（こうど） 
水1 当たりにマグネシウムとカルシウムが何 mg 含まれているかを示していま

す。WHO（世界保健機関）の基準では、硬度 120mg/ 以下が軟水、120mg/L 以
上が硬水とされています。 日本の水道水は一般に軟水であると言われていますが、
その硬度は地域によって異なります。 

◇国庫補助金（こっこほじょきん） 
特定の施策を奨励するため、あるいは財政を援助するために国が地方公共団体に

交付するお金のことです。使途を特定して国から地方自治体に交付する資金の総称
です。 

◇コーホート要因法（こーほーとよういんほう） 
「コーホート」とは、同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指

します。「コーホート要因法」とは、各コーホートについて、「自然増減」（出生
と死亡）及び「純移動」（転出入）という二つの「人口変動要因」それぞれについ
て将来値を仮定し、それに基づいて将来人口を推計する方法です。 
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用語解説 

さ行 

◇残留塩素濃度（ざんりゅうえんそのうど） 
水道水の中に存在させることが必要な塩素の濃度を指します。水道法で、「遊離

残留塩素を 0.1mg/L（結合残留塩素の場合は 0.4mg/L）以上保持するように塩素
消毒をすること」と定められています。 

◇施設利用率（しせつりようりつ） 
１日平均配水能力に対する１日平均配水量の割合を示すもので、施設の利用状況

を総合的に判断する上で重要な指標です。 

◇自然流下方式（しぜんりゅうかほうしき） 
地形上等の高低差を利用し、高いところから低いところへ水を送る方式です。水

道では、配水区域内あるいはその近くに適当な高所が得られるときは、建設費、維
持管理費等の経済性を考慮し、自然流下方式が原則とされています。 

◇取水（しゅすい） 
地表水、河川水、湖沼水及びダム水、地下水等から適切な原水を取り入れること

です。その施設を「取水施設」「水源」等といいます。 

◇臭気度（しゅうきど） 
水のにおいを嗅覚で評価して表現する方法で、採水した水を無臭の水で希釈し、

嗅覚でにおいを感じることのできる最後の希釈回数を「臭気度」といいます。 

◇消毒副生成物（しょうどくふくせいせいぶつ） 
消毒の際の副次反応によって生成される物質をいいます。人体に有害なトリハロ

メタン等の有機塩化合物を生成する副生成物です。 

◇侵食性遊離炭酸（しんしょくせいゆうりたんさん） 
水中に溶けている炭酸ガスのことで、特に人体に害はありませんが、多く含まれ

ていると、水道施設に対し、腐食等の水質障害の原因となります。 
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用語解説 

◇次亜塩素（じあえんそ） 
正式には、次亜塩素酸ナトリウムといいます。酸化作用、漂白作用、殺菌作用が

あります。主に上水道やプールの殺菌に使用されます。 

◇自家発電設備（じかはつでんせつび） 
停電がおきた時に、緊急的に発電する設備です。停電になったら自動的に発電設

備が運転を開始して電気を供給します。水道施設の場合、停電時にも水道システム
の機能を停止することなく、水道水を供給することを目的として設置されます。 

◇重金属濃度（じゅうきんぞくのうど） 
水質基準（51 項目）に定められている項目のうち、水銀、鉛、クロム、めっき等

といった金属類を含む項目の水中に含まれる濃度を指します。 

◇浄水（じょうすい） 
水源（取水施設）から送られた原水を飲用に適するよう処理することをいいます。

処理方式は、原水の水質により適切な方式を選定します。その施設を「浄水施設」
「浄水場」等といいます。 

◇蒸発残留物（じょうはつざんりゅうぶつ） 
水の中に浮遊したり溶解したりして含まれているもので、消毒の際の副次反応に

よって生成される物質をいいます。主な成分はミネラルで、カルシウム、マグネシ
ウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類や有機物です。 

◇水質検査（すいしつけんさ） 
水の色・においや硬度等の性質、有害な化学物質や細菌の有無等を調べ、使用目

的の基準を満たしているか判定する検査のことです。検査場所や検査対象となる水
の種類によって、検査項目や方法は多数あります。 

◇水道施設台帳（すいどうしせつだいちょう） 
水道施設の位置、構造、設置時期等の施設管理上の基礎的事項を記載したもので

す。水道施設の適切な維持管理・更新を行う上で必要不可欠であるとともに、災害
時等の危機管理体制の強化や、水道事業者等の間で広域連携・官民連携を検討する
際の基礎情報として活用することが期待できます。 
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用語解説 

◇水道技術研究センター（すいどうぎじゅつけんきゅうせんたー） 
略称は JWRC で、水道の技術に係る情報収集、調査、開発、研究、普及等に関す

る事業を行う公益財団法人です。 

◇生活用水（せいかつようすい） 
一般家庭、共同住宅等で使用される水を指します。 

◇施工管理（せこうかんり） 
施工業者に対する監督業務です。工事が設計及び施工計画通りに行われているか

を確認したり、立会検査を行うものです。 

◇送水（そうすい） 
浄水施設で処理された水を配水施設まで送ることです。その施設を「送水施設」

「送水管」等といいます。 

◇ソフト面（そふとめん） 
人材や技術、意識、情報といった無形の要素のことです。水道で例えると、組織

や危機管理体制の構築、人材の育成及び技術継承、施設の維持管理等を指します。 

◇その他用水（そのたようすい） 
生活用水、業務･営業用水、工場用水いずれの用途にも分類できない水を指しま

す。例として、臨時用水等が挙げられます。 

た行 

◇耐震化工事（たいしんかこうじ） 
耐震診断により NG と判定された水道施設が現行の耐震基準を満たすよう、補強

工事を行うものです。構造物は、コンクリートの増し打ちや鉄筋による補強、管路
については、管自体の布設替えが主な耐震化の手法となります。 

◇耐震診断（たいしんしんだん） 
水道施設が現行の耐震基準を満たしているかを現場調査（土質調査・劣化調査等）、

構造計算等により検証するものです。平成 7 年の兵庫県南部地震により、平成 9 年
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用語解説 

に「水道施設耐震工法指針」が大幅に改定されたことから、それ以前に建設された
水道施設は現行の耐震基準を満たしていない可能性が高くなります。 

◇耐震継手（たいしんつぎて） 
地震時の地盤変動に対して、管の継手部に伸縮性や可撓（かとう）性能を持たせ

ることによって地震による変位を吸収する継手です。 

◇ダウンサイジング（だうんさいじんぐ） 
従来のものより小型にすることです。水道事業では、施設規模の縮小や水道管の

縮径等のことを指します。 

◇脱炭酸除去設備（だつたんさんじょきょせつび） 
遊離炭酸を多く含みｐH が低い水は、コンクリートや鉄管等に対して強い腐食性

を示すため何らかの処理が必要になります。脱炭酸処理設備は、薬品を使用せず、
曝気することにより水中の炭酸を減らし、ｐH を改善するものです。 

◇ダクタイル鋳鉄管（だくたいるちゅうてつかん） 
材料にダクタイル鋳鉄を使用した管のことです。従来の鋳鉄管より強度に優れて

おり、継手形式によっては耐震性能を有するため、水道管をはじめ、下水道、ガス
等、幅広い分野に使用されています。 

◇統廃合（とうはいごう） 
水道事業の場合、複数の施設を統合し、必要のない施設を廃止すること等を指し

ます。無駄な施設を省き、効率的な施設配置とすることで、施設の更新費や維持管
理費を削減することができます。 

◇トリハロメタン（とりはろめたん） 
消毒のために用いる塩素と水道水中のわずかな有機物が反応してできる物質で、

Group 2B（発癌性があるかもしれない物質）として勧告されています。 

◇導水（どうすい） 
水源（取水施設）で取水された原水を浄水場（浄水施設）まで送ることです。そ

の施設を「導水施設」「導水管」等といいます。 
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な行 

◇南海トラフ地震防災対策推進区域 
（なんかいとらふじしんぼうさいたいさくすいしんくいき） 

南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地
震防災対策を推進する必要がある地域です。兵庫県内では、神戸市、姫路市、尼崎
市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、赤穂市、宝塚
市、三木市、高砂市、川西市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、た
つの市、稲美町、播磨町、太子町が該当します。 

◇認可（にんか） 
水道事業は、その経営にあたり、水道法に基づいて厚生労働省の認可を要します。

事業の創設や統合、給水区域の拡張、浄水方法の変更等、必要に応じて事業認可申
請を行います。 

◇日本水道協会（にほんすいどうきょうかい） 
水道の普及とその健全な発達を図るための諸事業を行うことによって、公衆衛生

の増進に寄与することを目的として、1932（昭和７）年 5 月 12 日に設立された
公益社団法人です。 

は行 

◇配水（はいすい） 
浄水施設で処理された浄水を、安全かつ円滑に需要者に輸送することです。その

施設を「配水施設」「配水管」といいます。 

◇配水支管（はいすいしかん） 
配水本管から分岐し、直接給水管と取り付ける管のことです。 

◇配水池（はいすいち） 
処理が完了した浄水を配水する前に一時的に蓄えておく水槽のことです。水道の

配水量の時間変動調整が基本的な役割です。また、地震等の災害時に用水を確保す
る役割もあります。 
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用語解説 

◇配水本管（はいすいほんかん） 
配水池から給水区域まで水を送るための幹線となる管のことです。配水支管より

口径が大きくなります。 

◇排泥弁（はいでいべん） 
管の布設時における夾雑物の排出、管内に発生した濁水等の排水及び工事並びに

事故等非常時の管内水の排水管に設置される弁のことです。排泥管は、排水管、ド
レン管ともいいます。 

◇曝気塔（ばっきとう） 
エアレーション設備ともいいます。空気と水を活発に接触させ、水中に含まれる

ガス状物質を放出させたり、水中に含まれる物質の酸化を図る施設です。本町では、
侵食性遊離炭酸を除去するために設置しています。 

◇ハード面（はーどめん） 
施設や設備、機器、道具といった形ある要素のことです。水道で例えると、浄水

場や配水池等の施設、管路、その他機器類を指します。 

◇被圧地下水（ひあつちかすい） 
地下深部に存在することが多いので深層地下水と呼ぶこともあります。上下 2 層

の不透水層に挟まれた透水層の中にあり、常に大気圧よりも大きい圧力がかかって
いる地下水です。 

◇兵庫県水道事業のあり方懇話会 
（ひょうごけんすいどうじぎょうのありかたこんわかい） 

兵庫県内水道事業体が抱える人口減少等に伴う経営状況の変化、施設の計画的更
新・耐震化への対応、専門人材の確保・育成等の対応方策等について広く検討する
ため、学識経験者や市町長、水道事業者等で構成された懇話会です。2016（平成
28）年 2018（平成 30）年にかけて開催されました。 
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用語解説 

◇兵庫県水道用水供給事業 
（ひょうごけんすいどうようすいきょうきゅうじぎょう） 

県内の猪名川・武庫川・加古川・市川の 4 水系の 7 ダムを水源として、5 浄水場
で浄水処理した水を送水管により各市町（神戸・阪神・播磨・丹波・淡路地域の 17
市 5 町 1 企業団）の配水池に供給する事業です。県営水道ともいいます。 

◇深井戸（ふかいど） 
被圧帯水層から取水する井戸のことで、ケーシング内に吊り下げた揚水管と水中

ポンプからなり、狭い用地で比較的多量の良質な水を得ることができます。 

◇負荷率（ふかりつ） 
一日平均給水量と一日最大給水量の比であり、地域特性や年間を通じての気象条

件、渇水現象、漏水事故等によっても変化を示します。 

◇普及率（ふきゅうりつ） 
給水区域内人口と現在給水人口との比率です。給水区域内の全人口に給水してい

る場合は、普及率 100％となります。 

◇ブースター形式（ぶーすたーけいしき） 
水槽等を設けず、一次圧を確保したまま、直接ポンプで増圧する方式です。 

◇弁（べん） 
弁座と組になって水、流体の遮断や制御を直接行うものです。仕切弁、バルブと

もいいます。 

◇法定耐用年数（ほうていたいようねんすう） 
地方公営企業法施行規則により定められている水道施設の耐用年数です。 

◇ポンプ加圧方式（ぽんぷかあつほうしき） 
地形上や地域特性により、自然流下方式での配水が不可能な場合に、配水池等に

ポンプ設備を設けて、加圧による配水を行う方式です。停電時には、配水ができな
くなるため、自家発電設備等を設置する必要があります。 
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用語解説 

ま行 

◇水安全計画（みずあんぜんけいかく） 
水源から給水栓に至る水道システムに存在する危害を抽出・特定し、それらを継

続的に監視・制御することにより、常に信頼性（安全性）の高い水道水を供給し続
けることを目的とする実施計画です。 

◇水需要予測（みずじゅようよそく） 
安定した給水を行うため将来どれだけの水が必要されるのかを予測することで

す。安定した給水のためには一年間で最も水を使用する日に必要とされる水量（１
日最大給水量）が確保されている必要があります。 

や行 

◇山崎断層（やまさきだんそう） 
山崎断層は、868 年（平安時代）の播磨地震（マグニチュード 7 以上）の際に活

動したと古文書（日本三大実録）に記されています。以来 1000 年以上も大きな被
害地震を起こしていないといわれており、近い将来に内陸地震が発生する可能性が
高いとされています。 

◇有効率（ゆうこうりつ） 
有効水量と一日平均給水量の比率です。有効水量とは、有収水量と無収水量を足

した水量であり、配水量のうち、無効水量（赤水等のため、調定により減額した水
量や漏水量）を除いた水量です。 

◇有収率（ゆうしゅうりつ） 
有収水量と一日平均給水量の比率です。有収水量とは、配水により収入を得た水

量を指します。逆に無収水量とは、メーター不感水量、事業用水量（浄水処理水量・
洗管水量・庁舎用水量等）、消防水量等を指します。 

◇遊離炭酸（ゆうりたんさん） 
遊離炭酸は水中に溶けている炭酸ガスのことで、地下水には多く含まれます。

20mg／ 以下で適度に含まれると水にさわやかな味を与えます。但し、水道施設
に対しては、腐食等の障害を引起す原因となります。 
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用語解説 

ら行 

◇ライフサイクルコスト（らいふさいくるこすと） 
建設費用のみならず供用期間における補修、改修等の維持管理費用及び廃棄処分

費用までを含んだ総費用のことです。 

◇料金回収率（りょうきんかいしゅうりつ） 
供給単価と給水原価との関係を見るもので、料金回収率が 100％を下回っている

場合、給水にかかる費用が水道料金による収入以外に他の収入で賄われていること
を意味します。 

◇レベル１地震動（れべるいちじしんどう） 
中規模（概ね震度 5 強 6 弱）の地震を指します。当該施設の設置地点において

発生されるものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能
性の高いものと定義されています。 

◇レベル 2 地震動（れべるにじしんどう） 
大規模（概ね震度 6 強以上）の地震を指します。当該施設の設置地点において発

生されるものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものと定義され
ています。 

アルファベット 

◇ＩｏＴ（あいおーてぃー） 
"Internet of Things"の略でモノのインターネットと訳されています。モノがイ

ンターネット経由で通信されることを意味します。ＩｏT により、離れた場所のモ
ノの状態を知ったり、状態を変えたり（遠隔操作）することができます。 

◇ＰＣ造（ぴーしーぞう） 
プレストレスト・コンクリート（Prestressed Concrete）の略で、PC 鋼材を使

って、荷重が作用する前にコンクリート部材に圧縮力がかかった状態（プレストレ
ス）とし、荷重を受けた時にコンクリートに引張応力が発生しないようにする、も
しくは引張応力を制御するものです。鉄筋コンクリート造に比べ、引張応力による
ひび割れを防ぐことができ、耐震性も向上しますが、コストも上がります。 
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用語解説 

◇ＰＤＣＡ（ピーディーシーエー） 
Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによ

って、生産管理や品質管理等の管理業務を継続的に改善していく手法のことです。
全ての業界と部門における問題を解決することができる簡単で効果的な方法です。 

◇ｐＨ（ペーハー） 
pH は、溶液中の水素イオン濃度 〔H+〕の量を表しています。一般的に数値は

1 から 14 であり、この範囲以外ではあまり使われません。 
pH値が7より小さいとき酸性を示し、7より大きいときアルカリ性を示します。 

◇ＲＣ造（あーるしーぞう） 
鉄筋補強コンクリート（Reinforced Concrete）の略で、頂版・底版・壁・柱・

梁等の主要構造部に鉄筋の入ったコンクリートを用いたものをいいます。 

◇ＲＲ継手（あーるあーるつぎて） 
塩化ビニル管の接合方式の一つで、管又は異形管の接合部に予めゴム輪を装着で

きる受口を形成し、管の差口とゴム輪表面に滑剤を塗布して挿入し接合する工法  
です。受口の形式によっては、耐震性を有するものもあります。 

◇ＴＳ継手（てぃーえすつぎて） 
塩化ビニル管の接合方式の一つで、管の継手部を接着剤で接合したものです。給

水管で使用されることが多く、水圧が高い区域に使用すると漏水の恐れがあります。
また、耐震性もありません。 
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