
社会資本総合整備計画　事後評価

計画期間：平成24年度～平成27年度

平成28年12月

静岡県 浜松市

（浜松市における下水道施設の再構築、防災・安全対策の推進（防災・安全））



9 浜松市における下水道施設の再構築、防災・安全対策の推進（防災・安全）

平成24年度　～　平成27年度　（4年間） 浜松市

下水道施設の防災・減災対策や老朽化施設の再構築により、市民生活空間の安全確保・質の向上を図る

①下水道による都市浸水対策の達成率を59.7%(H24末)から60.1%(H27末)に増加させる。
②合流式下水道改善率を51.9%（H24末）から100%（H25末）に増加させる。
③下水管きょの耐震化率を35%(H24末)から55%(H27末)に増加させる。
④下水処理場・ポンプ場の耐震化率を42%(H24末)から58%(H27末)に増加させる。
⑤下水処理場・ポンプ場における長寿命化計画策定率を0%（H24末）から100%（H27末）に増加させる。

①下水道による都市浸水対策達成率
浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha） 59.8 % 60.1 %

②合流式下水道改善率
合流式下水道改善済み面積（ha）／合流改善対象区域面積（ha） 51.9 % 100 %

③下水管きょの耐震化率
耐震化または減災対策が行われている管きょ延長（ｍ）／整備済管きょ総延長（ｍ） 35 % 55 %

④下水処理場・ポンプ場の耐震化率
耐震化または減災対策が行われている施設数（箇所）／総施設数（箇所） 42 % 58 %

⑤下水処理場・ポンプ場における長寿命化計画策定率
長寿命化計画策定済みの施設数（箇所）／長寿命化計画を策定すべき施設数（箇所） 0 % 100 %

計画

実績

交付対象事業の進捗状況

Ａ　下水道事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 計画 実績
A-1 下水道 一般 浜松市 直接 - 雨水 新設 主要な管きょ整備（浸水対策） 浜松市 1,650 670.6
A-2 下水道 一般 浜松市 直接 - 合流 新設 中央浅田幹線管きょ整備（水質保全） 浜松市 950 915.3
A-3 下水道 一般 浜松市 直接 - 合流/分流 改築 主要な管きょの耐震化（地震対策） 浜松市 1,000 1,261.3
A-4 下水道 一般 浜松市 直接 - 合流/分流 改築 主要な管きょの改築（長寿命化対策） 浜松市 160 20.6
A-5 下水道 一般 浜松市 直接 - 処理場 改築 処理場の耐震化・耐水化　（地震対策） 浜松市 560 748.5
A-6 下水道 一般 浜松市 直接 - 処理場 改築 水処理施設の改築（長寿命化対策） 浜松市 3,160 2,835.2
A-7 下水道 一般 浜松市 直接 - 処理場 改築 汚泥処理施設の改築（長寿命化対策） 浜松市 350 297.5
A-8 下水道 一般 浜松市 直接 - ポンプ場 改築 ポンプ場の改築（長寿命化対策） 浜松市 2,500 2,209.3
A-9 下水道 一般 浜松市 直接 - 全種 全種 効率的な事業計画の策定、耐震診断 計画策定、耐震診断 浜松市 580 515.2

合計 10,910 9,473.5
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 計画 実績

合計
番号 備考

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 計画 実績

合計
番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

機械・電気設備　1式

番号

機械・電気設備　1式

機械・電気設備　1式

L=4㎞、ポンプ設備

事業者番号
省略

要素となる事業名
工種

分水工、遮集幹線
L=2㎞、管更生

L=4㎞、管更生

施設の耐震補強・設備の改築

事業者
省略
工種

要素となる事業名

省略
事業者

（事業箇所）

要素となる事業名
工種

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｂ
－ 0.0%

－ 0.0%－9,474百万円
Ｃ

社会資本総合整備計画（浜松市・事後評価書）
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
当初現況値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（H24） （H27末）

効果促進事業費の割合

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度）

市町村名

－

交付対象事業

市町村名
港湾・地区名

事業内容
（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費（百万円）

全体事業費（百万円）

全体事業費（百万円）
事業内容

9,474百万円
全体事業費

10,910百万円10,910百万円



事　後　評　価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・区画整理事業や、過去に浸水被害が発生した安間川流域や釣橋川流域等の約81haにおいて、雨水きょ及びポンプ場の整備が図られている。

・合流区域内において中央浅田幹線の整備や雨水浸透井2,210箇所を設置した結果、下水道法施行令第6条に定められた放流水質基準を達成した。

・管きょの耐震化工事を約6km行い、防災拠点7箇所を接続する管きょの耐震化が図られている。

・中部浄化センターにおいて最初沈殿池の耐震補強工事を行い、被災時において最低限の処理機能を確保するための施設の耐震化が図られている。

・浦川処理区他２処理区において下水道長寿命化計画の策定し、老朽化した水処理施設を改築している。

②定量的指標の達成状況 目標値と実績値
に差が出た要因

浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）= 5,948ha / 9,800ha = 60.7%

目標値と実績値
に差が出た要因

合流式下水道改善済み面積（ha）／合流改善対象区域面積（ha） = 810.98ha / 810.98ha = 100%

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

耐震化または減災対策が行われている施設数（箇所）／総施設数（箇所）　= 66箇所/ 110箇所 = 60%

目標値と実績値

に差が出た要因

長寿命化計画策定済みの施設数（箇所）／長寿命化計画を策定すべき施設数（箇所） = 3箇所 / 3箇所 = 100%

２．改善措置等の検討
今後の事業評価の必要性 【無】

改善措置の必要性 【無】

３．同種事業へのフィードバック
・浸水対策について、台風等により浸水被害が発生していることから、対策施設の効果検証に基づく効率的な整備、浸水被害の軽減対策に取り組む必要がある。
・施設の改築更新について、下水処理場やポンプ場設備の老朽化が進行し、今後改築需要が増加する見通しであることから、事業の平準化とコストの縮減に取り組む必要がある。

４．特記事項（今後の方針等）
「浜松市下水道ビジョン（計画期間：平成21年度～平成36年度、平成21年3月策定、平成28年3月改定）」に定めた目標や整備計画の指標に基づき、事業を実施する。

部審査会審議日：平成28年12月21日

①　今後の事後評価の必要性

②　改善措置の必要性

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

「浜松市下水道事業の事後評価実施要項細目」に基づき、浜松市上下水道部事業評価審査会において審査を行い、
評価の判定及び対応方針を決定する。

①定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

指標④
下水処理場・ポ
ンプ場の耐震化
率

最終目標値 58.0%

最終実績値

耐震化または減災対策が行われている管きょ延長（ｍ）／整備済管きょ総延長（ｍ）= 2,553,367m / 3,502,581m = 72.9%

指標②
合流式下水道改
善率

最終目標値

60.0%

指標③
下水道管きょの
耐震化率

最終目標値 55.0%

最終実績値 72.9%

最終実績値 60.7%

平成28年12月

公表の方法

浜松市公式ホームページにて公表

100.0%

最終実績値 100.0%

指標①
下水道都市浸水
達成率

最終目標値 60.1%

100.0%

部審査会　評価結果・対応方針

最終目標値

最終実績値

指標⑤
下水処理場・ポ
ンプ場長寿命化
計画策定率

事業の進捗状況、事業効果、指標の達成状況及び今後の方針について確認し審議を行った結果、評価結果が妥当であることを認める。

100.0%

①　同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法
の見直しの必要性

③定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）








