
（汎用タイプ）

計画の名称：浜松市における循環のみちの実現             　　事業主体名：浜松市　　             

チェック欄

①上位計画等との整合性 ○

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性） ○

③整備計画の目標と定量的指標との整合性 ○

④定量的指標の明瞭性 ○

⑤目標と事業内容の整合性 ○

⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○

⑦円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確
実性）

○

⑧地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確
実性）

○

Ⅱ．整備計画の効果・効率性

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

Ⅲ．整備計画の実現可能性



計画名

事業種別

A 下水道 5,045.0 百万円

B 0.0 百万円

C 0.0 百万円

① 上位計画との整合性

② 地域の課題への対応

③ 整備計画の目標と定量的指標との整合性

④ 定量的指標の明瞭性

⑤ 目標と事業内容の整合性

⑥ 事業の効果の見込みの妥当性

⑦ 円滑な事業執行の環境

⑧ 地元の機運

基幹事業

　下水道人口普及率は７９．９％(Ｈ２７末)であるが整備が必要な区域が残されているため下水道
整備を重点的に進める地域を検討した上で整備を行う。また、下水道施設の老朽化も進行して
いるため、既存施設の持続可能な管理（設備の改築、長寿命化対策）を行う。

　未普及解消事業については、計画期間内に西遠処理区(旧浜松地区)・井伊谷処理区等の整
備完了を目指すほか、細江処理区・西遠処理区(旧浜北地区)の整備を進め、１１，７７９人の処
理人口増加が見込まれる。また長寿命化対策事業については、下水道長寿命化計画に基づき
西遠浄化センター・阿蔵ポンプ場・浜名中継ポンプ場の設備改築・長寿命化対策事業より老朽化
に伴う処理機能停止リスクの低減を図るとともに、将来的なライフサイクルコストは１，４５３百万
円の縮減が図られる見込みである。

事業区分

効果促進事業

　浜名湖流域別下水道整備総合計画、天竜川左岸流域別下水道整備総合計画、浜松市公共下
水道事業計画に基づき実施するものである。

　市民の生活に直結する未普及解消事業については、地域の意向調査により整備の意志の高
い区域を選定しており、整備に対する協力は充分に得られるものと考えられる。

関連社会資本整備事業

管きょ、処理場、ポンプ場

　管きょの整備（未普及解消対策）は地域住民の意向を調査した上で整備を実施、処理場・ポン
プ場の改築（長寿命化対策）は長寿命化計画により施設の状況等を充分把握した上で効率的な
改築を実施しており、事業の執行環境はともに充分に確保されている。

社会資本整備総合交付金　事前評価シート

事業主体 浜松市 浜松市における循環のみちの実現

全体事業費

　「良好な生活環境を創造する」という目標達成のため、未普及解消対策として、西遠処理区、井
伊谷処理区、細江処理区等の下水道管きょの整備及び舘山寺浄化センター水処理施設の増設
を行う。また、平成３０年度から開始予定の西遠処理区のコンセッション（官民連携）事業を推進
するなかで西遠浄化センター等の長寿命化対策を行うことにより、「施設老朽化の進行などのリ
スクに対応する」という目標の達成を目指す。以上の経緯より、目標と事業内容との整合性は確
保されている。

要素事業名

　計画目標について、具体的に評価する指標としての整合性は確保されている。

　未普及解消対策としては、下水道統計上の一般的な指標である「下水道人口普及率(行政人
口に対する下水道が利用できる人口の割合)」を７９．９％(Ｈ２７末)から８１．２％(Ｈ３２末)に、長
寿命化対策としては、進捗状況を確認する指標として「下水処理場・ポンプ場における長寿命事
業実施率(長寿命化計画に記載された実施すべき機器数に対する実施済み機器数の割合)」を３
６．３％(Ｈ２７末)から１００．０％(Ｈ３２末)にする指標を採用しており、客観的に把握が可能で明
瞭性は確保されている。



社会資本総合整備計画　事前評価

（浜松市における循環のみちの実現）

計画期間：平成28年度～平成32年度

平成28年3月

静岡県 浜松市



平成２８年　３月　２８日

浜松市における循環のみちの実現

平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 浜松市

①下水道処理人口普及率を79.9%（H27末見込み）から81.1%（H32末）に増加させる。
②下水処理場・ポンプ場における長寿命化事業実施率（西遠流域関連事業のみ）を20.2%（H27末見込み）から100.0％（H32末）に増加させる。

（H30末） （H32末）

①下水道処理人口普及率

下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）

Ａ　基幹事業

H28 H29 H30 H31 H32

A-1 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 分流 新設 ―

A-2 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 処理場 新設 ―

A-3 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 ポンプ場 改築 策定済

A-4 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 処理場 改築 策定済

A-6 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 全種 改築 ―

合計

Ｃ　効果促進事業

H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号 備考

ポンプ場の改築（長寿命化対策）

処理場の改築（長寿命化対策）

効率的な計画策定

要素となる事業名 事業内容

L=10㎞、φ200～1500、推進･開削

舘山寺浄化ｾﾝﾀｰ水処理3系増設(3,000 /日)

機械･電気設備(200,000 /日)

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定･各種基本計画策定

機械･電気設備(57.0 /分･3.5 /分)

浜松市

浜松市

事業実施期間（年度）

全体事業費

事業実施期間（年度）
備考

事業者
事業及び
施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考

浜松市

浜松市

浜松市

市町村名

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

重点計画
の該当

計画の目標

良好な生活環境を創造するため下水道整備が必要な箇所を見極めた施設整備の推進、施設老朽化の進行などのリスクに対応するため既存施設の再構築を実施する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　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
備考

最終目標値当初現況値

（H27末見込）

100.0%

81.2%

100.0%

80.6%

②下水処理場・ポンプ場における長寿命化事業実施率（西遠流域関連事業のみ）
　長寿命化事業実施済み施設機器数(点)／長寿命化事業を実施すべき施設の施設機器数(点)

79.9%

36.3%

5,045百万円

0

番号
事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業者
事業及び
施設種別

主要な管きょの整備（未普及解消）

水処理施設の増設（水質改善）

個別施設
計画策定

状況

Ｄ

中間目標値

一体的に実施することにより期待される効果

Ｂ

交付対象事業

Ｃ0百万円5,045百万円

番号

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） Ａ 0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

効果促進事業費の割合
0百万円0百万円



管きょの整備（未普及解消対策）は地域住民の意向を調査した上で整備を実施、処理場・ポンプ場の改築（長寿命化対策）は長寿命化計画により施設の状況
等を充分把握した上で効率的な改築を実施しており、事業の執行環境はともに充分に確保されている。

３　計画の実現可能性

③目標と事業内容の整合性

未普及解消対策としては、下水道統計上の一般的な指標である「下水道人口普及率(行政人口に対する下水道が利用できる人口の割合)」を７９．９％(Ｈ２７
末)から８１．２％(Ｈ３２末)に、長寿命化対策としては、進捗状況を確認する指標として「下水処理場・ポンプ場における長寿命事業実施率(長寿命化計画
に記載された実施すべき機器数に対する実施済み機器数の割合)」を３６．３％(Ｈ２７末)から１００．０％(Ｈ３２末)にする指標を採用しており、客観的に
把握が可能で明瞭性は確保されている。

「良好な生活環境を創造する」という目標達成のため、未普及解消対策として、西遠処理区、井伊谷処理区、細江処理区等の下水道管きょの整備及び舘山寺
浄化センター水処理施設の増設を行う。また、平成３０年度から開始予定の西遠処理区のコンセッション（官民連携）事業を推進するなかで西遠浄化セン
ター等の長寿命化対策を行うことにより、「施設老朽化の進行などのリスクに対応する」という目標の達成を目指す。以上の経緯より、目標と事業内容との
整合性は確保されている。

事　前　評　価

○事前評価の実施体制、実施時期

事前評価の実施体制

：上位計画の政策目的と整合している。
　上位計画名称と整合の概要：
　浜名湖流域別下水道整備総合計画、天竜川左岸流域別下水道整備総合計画、浜松市公共下水道事業計画に基づき実施するものである。

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)
下水道人口普及率は７９．９％(Ｈ２７末)であるが整備が必要な区域が残されているため下水道整備を重点的に進める地域を検討した上で整備を行う。ま
た、下水道施設の老朽化も進行しているため、既存施設の持続可能な管理（設備の改築、長寿命化対策）を行う。

部審査会　対応方針

②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果
発現の確実性)

②定量的指標の明瞭性

計画目標について、具体的に評価する指標としての整合性は確保されている。

市民の生活に直結する未普及解消事業については、地域の意向調査により整備の意志の高い区域を選定しており、整備に対する協力は充分に得られるものと
考えられる。

④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性

未普及解消事業については、計画期間内に西遠処理区(旧浜松地区)・井伊谷処理区等の整備完了を目指すほか、細江処理区・西遠処理区(旧浜北地区)の整備
を進め、１１，７７９人の処理人口増加が見込まれる。また長寿命化対策事業については、下水道長寿命化計画に基づき西遠浄化センター・阿蔵ポンプ場・
浜名中継ポンプ場の設備改築・長寿命化対策事業より老朽化に伴う処理機能停止リスクの低減を図るとともに、将来的なライフサイクルコストは１，４５３
百万円の縮減が図られる見込みである。

①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等の合意形成等
を踏まえた事業実施の確実性)

部審査会審議日：平成28年3月22日

「浜松市下水道事業の事前評価実施要項細目」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。

浜松市公式ホームページにて公表

平成28年3月

事業の必要性、事業効果の観点から審議を行った結果、本整備計画は適正であると認める。
なお、事業執行に当たっては以下の点に留意すること。

未普及解消事業については、入念な地元調整を行い早期完成を目指すとともに、接続率の向上に努めること。

事前評価の実施時期

２　整備計画の効果及び効率性

①上位計画との整合性

公表の方法

１　計画の必要性及び目標の妥当性


