
（汎用タイプ）

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

事業主体名：浜松市　　   

計画の名称：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）       



計画名

事業種別

A 下水道 18,175.0 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

事業区分 要素事業名

　浜名湖、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。

　浸水対策については、計画期間内に土地区画整理事業及び街路事業に伴う整備は完了を目
指し、近年浸水被害が多発している馬込川流域や高塚川流域、堀留川流域等の雨水きょ、雨水
調整池の整備を進めるなど、時間雨量６０ｍｍ／ｈ（７年確率）の降雨に対する対策を行い浸水
被害の軽減を図る。地震対策は西遠処理区をはじめとする７処理区で処理場・ポンプ場の耐震
化等を実施し、被災時における処理機能の確保を目指す。また、長寿命化対策は、中部処理区
をはじめとする９処理区の管渠・処理場・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７６７百万円
の縮減が図られる見込みである。

効果促進事業

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 浜松市における下水道施設の再構築、防災・安全対策の推進（防災・安全）

基幹事業

　「懸念される自然災害や施設老朽化の進行などのリスクに対応する」という目標達成のため、
浸水対策としては近年の浸水被害の実績より馬込川流域や高塚川流域における雨水きょ及び
雨水調整池の整備を進めるとともに、内水ハザードマップを計画的に作成する等のソフト事業も
併せて行い、被害の軽減に努める。地震対策としては西遠処理区や中部処理区ほかの処理場・
ポンプ場の耐震化等を実施する。また、長寿命化対策として中部処理区をはじめとした老朽化施
設（管渠・処理場・ポンプ場）の改築、長寿命化対策を行うこととしており、いずれも目標と事業内
容との整合性は確保されている。

全体事業費

　近年、頻発する浸水被害に対応する浸水対策の実施、懸念される南海トラフ巨大地震に備え
るための下水道施設耐震化の推進、下水道施設の老朽化も進行しているため下水道長寿命化
計画に基づく下水道施設の再構築を行う。

　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。

　　浸水対策としては、社会資本整備重点計画目標値の「下水道による都市浸水対策達成率(浸
水対策を実施すべき区域に対する５年に１回の降雨に対応する下水道整備完了区域の面積割
合)」を３０．６％(Ｈ２７末)から３３．４％(Ｈ３２末)に、地震対策としては、浜松市下水道ビジョンに
掲げた「下水道基幹管きょの耐震化適合率(防災拠点と下水処理場・ポンプ場を結ぶ管きょの総
延長に対する耐震化実施管きょ延長の割合)」を８０．９％(Ｈ２７末)から８９．８％(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１
４．４％(Ｈ２７末)から１００．０％(Ｈ３２末)にする指標を採用しており、いずれも客観的に把握が可
能で明瞭性は確保されている。

　近年、市内では浸水等の被害が発生しており、市民や議会の関心も高くインフラの浸水対策や
地震対策に対する要望も強いため、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

　浸水対策は箇所ごとの雨水計画に基づき、河川事業、区画整理事業、地域住民と一体となっ
て取り組み、管きょ・処理場・ポンプ場の改築（地震対策・長寿命化対策）は総合地震計画や長寿
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。



社会資本総合整備計画　事前評価

（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））

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



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28年度　～　平成32年度　（5年間） 浜松市

①下水道による都市浸水対策達成率を30.6%(H27末)から33.4%(H32末)に増加させる。

②下水道基幹管きょの耐震化適合率を80.9%(H27末)から89.8%(H32末)に増加させる。

③下水処理場・ポンプ場における長寿命化事業実施率を14.4%(H27末)から100%(H32末)に増加させる。

（H30末） （H32末）

①下水道による都市浸水対策達成率

5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の面積(ha)／都市浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)

②下水道基幹管きょの耐震化適合率

耐震化・減災対策が行われた管きょ延長(ｍ)／下水道整備済区域内の防災拠点と下水処理場・ポンプ場とを結ぶ管きょの総延長(ｍ)

③下水処理場・ポンプ場における長寿命化事業実施率

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)

Ａ　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

A-1 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 雨水 新設 主要な管きょ整備（浸水対策） －

A-2 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 処理場 改築 －

A-3 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 合流/分流 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-5 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 ポンプ場 改築 ポンプ場の改築（長寿命化対策） 策定済

A-6 下水道 一般 浜松市 直接 浜松市 全種 改築 効率的な計画策定、耐震診断 －

－

－

小計

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

小計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

L=2㎞□･φ1100～2000、雨水調整地(10,000 )

番号 事業者 事業内容

Ａ 18,175百万円

処理場･ポンプ場の耐震化･耐津波化(地震対策) 施設の耐震補強・設備の改築

機械･電気設備　1式

－Ｂ

主要な管きょの改築（長寿命化対策）

浜松市

機械･電気設備　1式

（H27末見込）

30.6% 32.3% 33.4%

80.9% 88.6% 89.8%

100.0%

浜松市

事業及び
施設種別

L=2㎞、管更生・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟの耐震化

省略

工種

要素となる事業名

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定、耐震診断、管路調査

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象

事業内容事業者 要素となる事業名

発生が懸念される自然災害や施設老朽化の進行などのリスクに対応するため、浸水対策、地震対策及び施設の再構築を実施する。

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
全体事業費

番号

18,175百万円

65.8%14.4%

計画の目標

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値中間目標値

平成２８年　３月　２８日社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）
計画の名称

備考

浜松市

市町村名

Ｃ

交付対象事業

浜松市

0百万円

処理場ポンプ場の改築（長寿命化対策）

Ｄ 0百万円 0.0%

浜松市

市町村名

事業実施期間（年度）

備考

重点計画
の該当

備考

備考

浜松市



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。

浸水対策については、近年の浸水実績を十分考慮した上で、河川管理者等関連部局と調整を図り、浸水被害の早期解消を目指すこと。
地震対策については、被災時においても最低限の処理機能を確保し、市民生活への影響を最小限とするべく、選択と集中による効果的な事業を推進するこ
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

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)
近年、頻発する浸水被害に対応する浸水対策の実施、懸念される南海トラフ巨大地震に備えるための下水道施設耐震化の推進、下水道施設の老朽化も進行し
ているため下水道長寿命化計画に基づく下水道施設の再構築を行う。

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)

近年、市内では浸水等の被害が発生しており、市民や議会の関心も高くインフラの浸水対策や地震対策に対する要望も強いため、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

浸水対策については、計画期間内に土地区画整理事業及び街路事業に伴う整備は完了を目指し、近年浸水被害が多発している馬込川流域や高塚川流域、堀留
川流域等の雨水きょ、雨水調整池の整備を進めるなど、時間雨量６０ｍｍ／ｈ（７年確率）の降雨に対する対策を行い浸水被害の軽減を図る。地震対策は西
遠処理区をはじめとする７処理区で処理場・ポンプ場の耐震化等を実施し、被災時における処理機能の確保を目指す。また、長寿命化対策は、中部処理区を
はじめとする９処理区の管渠・処理場・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７６７百万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)

浸水対策は箇所ごとの雨水計画に基づき、河川事業、区画整理事業、地域住民と一体となって取り組み、管きょ・処理場・ポンプ場の改築（地震対策・長寿
命化対策）は総合地震計画や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

浸水対策としては、社会資本整備重点計画目標値の「下水道による都市浸水対策達成率(浸水対策を実施すべき区域に対する５年に１回の降雨に対応する下水
道整備完了区域の面積割合)」を３０．６％(Ｈ２７末)から３３．４％(Ｈ３２末)に、地震対策としては、浜松市下水道ビジョンに掲げた「下水道基幹管きょ
の耐震化適合率(防災拠点と下水処理場・ポンプ場を結ぶ管きょの総延長に対する耐震化実施管きょ延長の割合)」を８０．９％(Ｈ２７末)から８９．８％(Ｈ
３２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１４．４％(Ｈ２７末)から１００．０％(Ｈ３２末)にする指標を採用しており、いずれも客観的に把握が可能で
明瞭性は確保されている。

「懸念される自然災害や施設老朽化の進行などのリスクに対応する」という目標達成のため、浸水対策としては近年の浸水被害の実績より馬込川流域や高塚
川流域における雨水きょ及び雨水調整池の整備を進めるとともに、内水ハザードマップを計画的に作成する等のソフト事業も併せて行い、被害の軽減に努め
る。地震対策としては西遠処理区や中部処理区ほかの処理場・ポンプ場の耐震化等を実施する。また、長寿命化対策として中部処理区をはじめとした老朽化
施設（管渠・処理場・ポンプ場）の改築、長寿命化対策を行うこととしており、いずれも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。

③目標と事業内容の整合性


