
平成27年3月11日

計画の名称 1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成２５年度　～　平成２７年度　（３年間）

下水道施設の再構築を図ることにより、災害に強く安全安心な暮らしの実現を図る。

・福島県内都市浸水対策達成率を 39.6%(H23末) から 41.6%以上(H27末) に増加。

・福島県内処理場における長寿命化計画策定率　5%(H23末)　から　26%(H27末)　に増加

（H23末） （H26末） （H27末）

都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね５年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了

している区域の面積の割合。

都市浸水達成率（%）

 =（概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積(ha)） /（ 都市浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)）

処理場において老朽化した施設の長寿命化計画を策定した割合

処理場における長寿命化計画策定率（%）

 =（長寿命化計画策定済み処理場数(箇所)） /（ 長寿命化計画を策定すべき処理場数(箇所)）

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27

1-A1-1 下水道 一般 福島県 直接 － 汚水 改築 88.0 長寿命化

1-A1-2 下水道 一般 福島市 直接 － 合流 改築 235.0 長寿命化

1-A1-3 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 改築 26.2 長寿命化

1-A1-4 下水道 一般 郡山市 直接 - 合流 改築 249.8 長寿命化

1-A1-5 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 改築 30.0 長寿命化

1-A1-6 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 改築 539.0 長寿命化

1-A1-7 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水 改築 10.0 長寿命化

1-A1-8 下水道 一般 須賀川市 直接 － 汚水 改築 51.0 長寿命化

1-A1-9 下水道 一般 南相馬市 直接 － 汚水 改築 10.0 長寿命化

1-A1-10 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 745.4 長寿命化

1-A1-11 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 534.3 長寿命化

1-A1-12 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 398.0 長寿命化

1-A1-13 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 360.7 長寿命化

1-A1-14 下水道 一般 会津若松市 直接 － 処理場 改築 105.7 長寿命化

1-A1-15 下水道 一般 会津若松市 直接 － 処理場 改築 272.8 長寿命化

1-A1-16 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 158.0 長寿命化

1-A1-17 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 87.0 長寿命化

1-A1-18 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 97.0 長寿命化

1-A1-19 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 72.1 長寿命化

1-A1-20 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 74.5 長寿命化

交付対象

長寿命化計画策定

いわき市

中央監視装置、水処理施設 国見町

須賀川地区管渠改築 長寿命化計画策定  L=20km

会津若松市

会津若松市下水浄化工場汚泥処理施設改築

中部浄化センター水処理施設改築

東部浄化センター水処理施設改築

長寿命化計画策定 いわき市

長寿命化計画策定

長寿命化計画策定、実施設計 いわき市

県中浄化センター水処理施設改築

会津若松市下水浄化工場水処理施設改築

水処理施設、管理棟 郡山市

県中浄化センター汚泥処理施設改築

あだたら清流センター水処理施設改築

エアレーションタンク設備・用水設備・最初沈殿池設備

いわき市

いわき市

会津若松市

長寿命化計画策定

汚泥脱水設備

長寿命化計画策定

原町地区管渠改築 南相馬市

二本松市中央監視装置、水処理施設

汚泥処理施設、管理棟 郡山市

社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)　

計画の目標

―

北部浄化センター汚泥処理施設改築

　　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

Ａ

5%

福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、南相馬市、
本宮市、鏡石町、南会津町、北塩原村、猪苗代町、会津美里町、檜枝岐村、浅川町
（１県１７市町村）

0 百万円

当初現況値
定量的指標の現況値及び目標値

北部浄化センター水処理施設改築

備考
最終目標値

保原幹線管渠改築 管渠改築　L=470m 桑折町

県北浄化センター水処理施設改築

いわき市

長寿命化計画策定 いわき市

中間目標値

39.6% ― 41.6% 以上

南部浄化センター水処理施設改築

26%

17,760 百万円 17,699 百万円 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｂ

事業者

交付対象事業

Ｃ全体事業費
効果促進事業費の割合

省略
工種

事業内容 全体事業費
（百万円）要素となる事業名 市町村名

61 百万円 0.3%
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

いわき市

須賀川市

北部地区管渠改築

東部地区管渠改築

南部地区管渠改築

会津若松地区管渠改築 長寿命化計画策定 会津若松市

長寿命化計画策定

管渠改築　L=2,400m、長寿命化計画策定

郡山地区管渠改築 管更生L=990m　カメラ調査及び計画策定 郡山市

堀河地区管渠改築 計画策定・管更生  L=400m 福島市
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社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)　

1-A1-21 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 61.0 長寿命化

1-A1-22 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 97.4 長寿命化

1-A1-23 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 61.0 長寿命化

1-A1-25 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 改築 498.4 長寿命化

1-A1-26 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 処理場 改築 水処理設備、監視制御設備等改築 67.0 長寿命化

1-A1-27 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 処理場 改築 汚泥脱水設備、計測設備等改築 119.0 長寿命化

1-A1-28 下水道 一般 相馬市 直接 － 処理場 改築 797.5 長寿命化

1-A1-29 下水道 一般 相馬市 直接 － 雨水 改築 561.8 長寿命化

1-A1-30 下水道 一般 南相馬市 直接 － 処理場 改築 80.0 長寿命化

1-A1-31 下水道 一般 南相馬市 直接 － 処理場 改築 45.0 長寿命化

1-A1-32 下水道 過疎 南会津町 直接 ― 処理場 改築 30.0 長寿命化

1-A1-33 下水道 過疎 南会津町 直接 ― 処理場 改築 30.0 長寿命化

1-A1-34 下水道 一般 北塩原村 直接 － 汚水 改築 30.0 長寿命化

1-A1-35 下水道 一般 北塩原村 直接 － 汚水 改築 70.0 長寿命化

1-A1-36 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 処理場 改築 猪苗代浄化センター水処理施設改築 猪苗代町 5.0 長寿命化

1-A1-37 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 処理場 改築 猪苗代浄化センター汚泥処理施設改築 猪苗代町 20.0 長寿命化

1-A1-38 下水道 一般 南相馬市 直接 － 処理場 改築 11.0 長寿命化

1-A1-39 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 96.0 耐震

1-A1-40 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 60.0 耐震

1-A1-41 下水道 一般 南相馬市 直接 － 処理場 改築 75.0 耐震

1-A1-42 下水道 一般 福島市 直接 － 合流 改築 20.0 合流改善

1-A1-43 下水道 一般 郡山市 直接 - 合流 新設 12.0 合流改善

1-A1-44 下水道 一般 郡山市 直接 - 合流 新設 25.0 合流改善

1-A1-45 下水道 一般 郡山市 直接 - 処理場 改築 546.5 合流改善

1-A1-46 下水道 一般 郡山市 直接 - 合流 新設 18.1 合流改善

1-A1-47 下水道 一般 郡山市 直接 - 合流 改築 21.0 合流改善

1-A1-48 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 新設 537.0 合流改善

1-A1-49 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 523.0 合流改善

1-A1-50 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 増設 77.8 合流改善

1-A1-51 下水道 一般 会津若松市 直接 － 雨水 新設 376.2

1-A1-52 下水道 一般 会津若松市 直接 － 雨水 新設 60.5

1-A1-54 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 166.0

1-A1-55 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 509.1

1-A1-56 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 11.0

1-A1-57 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 193.0

1-A1-58 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 20.0

1-A1-59 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 20.0

1-A1-60 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 80.0

1-A1-61 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 45.0

1-A1-62 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 45.0

1-A1-63 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 45.0

1-A1-64 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 604.0

1-A1-65 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 429.0

1-A1-66 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 400.0

1-A1-67 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 140.0

1-A1-68 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 146.0

1-A1-69 下水道 一般 鏡石町 直接 － 雨水 新設 25.0

1-A1-70 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 増設 930.0

1-A1-72 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 増設 210.0

函渠  L=380ｍ

小名川ポンプ場増設 ポンプ設備（288㎥/分） いわき市

いわき市

古屋敷内水排水処理施設

土木・建築・設備改築

原町第一下水処理場改築

長寿命化計画策定、機械設備改築

喜多方浄化センター汚泥処理施設改築

須賀川市

中部地区雨水管渠整備

ポンプ設備（18.4㎥/分） いわき市

いわき市

琵琶池樋門整備

南相馬市

いわき市

会津若松市

南会津町

南相馬市

長寿命化計画策定

土木・建築・設備改築（高率分）

高松浄化センター水処理施設改築

相馬市下水処理場改築

管渠　L=980m

いわき市

郡山市６号幹線遮集管管渠整備

雨水ポンプ改築

管渠　L=150m 郡山市

二本松市

長寿命化計画策定、水処理施設設備

南会津町

機械式ｴｱﾚｰｼｮﾝ装置、汚泥かき寄せ機

長寿命化計画策定

郡山市

北塩原村裏磐梯浄化センター水処理施設改築

北塩原村汚泥脱水機、汚泥供給ポンプ

長寿命化計画策定、汚泥処理施設設備

福島市堀河地区合流改善

水処理施設

郡山市３号幹線増補管ほか管渠整備

裏磐梯浄化センター汚泥処理施設改築

喜多方市

相馬市小泉川ポンプ場改築

南相馬市

樋門　１箇所

郡山市

いわき市

長寿命化計画策定

喜多方市

分水人孔(水面制御装置設置)　N=2基

郡山市３号幹線放流管管渠整備

実施設計、ポンプ設備（200㎥/分）

長寿命化計画策定

喜多方浄化センター水処理施設改築

北白土第２ポンプ場改築

長寿命化計画策定

北部浄化センター合流改善 水処理施設

北白土第２ポンプ場増設（合流改善）

いわき市

神谷幹線整備（合流改善）

管渠　L=50m

大町排水区函渠整備

郡山市１０１号雨水幹線管渠整備

小田排水区函渠整備

管渠　L=1600m

管渠  L=190m

函渠  L=20ｍ 須賀川市

雨水管渠整備 函渠  L=100ｍ

管渠　L=50m

函渠　L=317m

長寿命化計画策定

いわき市

郡山市１０７号雨水幹線管渠整備

国見町

函渠　L=445m

長寿命化計画策定、機械設備改築

きょう雑物対策施設整備　Ｎ=3箇所

原町第一下水処理場改築

郡山市

東部浄化センター汚泥処理施設改築

南部浄化センター汚泥処理施設改築

中部浄化センター汚泥処理施設改築 いわき市

相馬市

相馬市

南部地区雨水管渠整備

高松浄化センター汚泥処理施設改築

土木、建築、機械、電気

郡山市下水道管理センター改築

北部地区雨水管渠整備

田島都市環境センター改築

郡山市１６８号雨水幹線ほか管渠整備 函渠　L=130m

汚泥消化タンク耐震改築

須賀川市

本宮市

本宮市

東部地区雨水管渠整備

いわき市

郡山市

西部２号雨水幹線整備

鏡石町地区雨水函渠整備　

郡山市

いわき市

函渠  L=376ｍ

管渠　L=50m

須賀川市

管渠  L=400m

郡山市

郡山市

戸崎雨水幹線

函渠　L=250m

太郎丸雨水幹線

南相馬市

あだたら清流センター水処理施設改築

管渠　L=500m

郡山市

南郷浄化センター改築

郡山市古川ポンプ場増設

西部１号雨水幹線整備 函渠  L=500ｍ 須賀川市

鏡石町

ゲートポンプ設置

会津若松市

郡山市１１０号雨水幹線管渠整備 函渠　L=128m

舗装復旧工 郡山市

県北浄化センター水処理施設改築

郡山市３号４号６号幹線雨水吐室整備

水処理施設



平成27年3月11日

計画の名称 1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)　

1-A1-73 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 増設 400.0

1-A1-74 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 改築 291.5 長寿命化

1-A1-75 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 改築 30.0 長寿命化

1-A1-77 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 改築 30.0 長寿命化

1-A1-78 下水道 一般 いわき市 間接 個人 雨水 新設 20.1 新世代

1-A1-79 下水道 一般 福島県 直接 － 汚水 改築 127.1 長寿命化

1-A1-80 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 167.1 長寿命化

1-A1-81 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 改築 25.0 長寿命化

1-A1-82 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 改築 244.2 長寿命化

1-A1-83 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水 改築 78.9 長寿命化

1-A1-84 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水 改築 54.5 長寿命化

1-A1-85 下水道 一般 白河市 直接 ー 汚水 改築 35.7 長寿命化

1-A1-86 下水道 一般 白河市 直接 ー 処理場 改築 99.5 長寿命化

1-A1-87 下水道 一般 相馬市 直接 － 雨水 改築 10.0 長寿命化

1-A1-88 下水道 一般 本宮市 直接 － 汚水 改築 22.0 長寿命化

1-A1-89 下水道 一般 福島県 直接 － 汚水 改築 120.0 耐震

1-A1-90 下水道 一般 相馬市 直接 － 処理場 改築 23.3 耐震

1-A1-91 下水道 一般 相馬市 直接 － 雨水 改築 23.3 耐震

1-A1-92 下水道 一般 相馬市 直接 － 雨水 改築 23.3 耐震

1-A1-93 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 26.0 浸水軽減

1-A1-94 下水道 一般 郡山市 間接 個人 雨水 新設 11.0 新世代

1-A1-95 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 700.0 新世代

1-A1-96 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 17.2

1-A1-97 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 200.0

1-A1-98 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 60.0

1-A1-99 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 280.0

1-A1-100 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 700.0

1-A1-101 下水道 一般 浅川町 直接 - 雨水 新設 20.0

1-A1-102 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 30.0 長寿命化

1-A1-103 下水道 一般 福島県 直接 － 処理場 改築 28.0 長寿命化

1-A1-104 下水道 一般 郡山市 直接 - 雨水 新設 52.0 浸水軽減

1-A1-105 下水道 一般 郡山市 直接 - 合流 改築 7.0 合流改善

1-A1-106 下水道 一般 郡山市 直接 - 汚水 改築 66.7 長寿命化

1-A1-107 下水道 一般 いわき市 直接 - 雨水 増設 7.0

1-A1-108 下水道 一般 いわき市 直接 - 雨水 改築 30.0 長寿命化

1-A1-109 下水道 一般 いわき市 直接 - 雨水 増設 60.0

1-A1-110 下水道 一般 相馬市 直接 － 処理場 改築 85.6 長寿命化

1-A1-111 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 本宮市 275.0

1-A1-112 下水道 過疎 会津美里町 直接 - 処理場 改築 15.0 長寿命化

1-A1-113 下水道 一般 檜枝岐村 直接 - 処理場 改築 4.4 長寿命化

1-A1-114 下水道 一般 檜枝岐村 直接 - 管渠 改築 4.1 長寿命化

 小計（下水道事業） 17,699.3

 合計 17,699.3

いわき市

機械・電気設備改築 郡山市

いわき地区　水環境創造事業（新世代） 浄化槽転用、雨水貯留タンク等補助 N=222基 いわき市

芳川ポンプ場改築 いわき市長寿命化計画策定

耐震実施計画策定

耐震実施計画策定

新町前ポンプ場改築 実施設計

郡山市3号幹線放流管管渠整備 管渠　L=980m

新町前ポンプ場増設 実施設計

会津高田浄化センター処理場改築 長寿命化計画策定

南富岡ポンプ場改築 長寿命化計画策定

郡山市梅田雨水ポンプ場改築

いわき市

県北浄化センター汚泥処理施設改築 重力濃縮タンク、中央監視装置

浅川町

函渠  L=380ｍ 須賀川市小作田地区雨水幹線整備

新屋敷内水排水処理施設 ゲートポンプ設置 須賀川市

浅川地区雨水対策 雨水計画策定、設計委託

郡山市雨水管渠整備 設計委託、管渠　L=160m

郡山市下水道浸水被害軽減総合事業 郡山市

国見町

左岸幹線管渠改築 管渠改築　L=2,000m

県中幹線管渠改築 幹線流量計 郡山市

南部浄化センター雨水ポンプ場増設 ポンプ設備（180㎥/分）

あだたら清流センター汚泥処理施設改築 計装設備 二本松市

大滝根水環境センター水処理施設改築 水処理施設 田村市

いわき市

相馬市小泉川ポンプ場改築

手掴ポンプ場改築

伊達市

いわき市

いわき市雨水施設計画策定 浸水シュミレーション、内水浸水想定図作成 いわき市

中央１号雨水幹線整備

白河市

本宮市

郡山市

計画策定

郡山市

郡山市１３３号雨水幹線管渠整備

須賀川市

郡山市

せせらぎ水路、遊歩道整備

相馬市

第3中継ポンプ場 長寿命化計画策定、実施設計

浄化槽転用、雨水浸透ます補助等　１４０基/年

いわき市

いわき市

北白土第１ポンプ場改築 実施設計、沈砂池設備等

相馬市原釜排水機場改築 相馬市

実施設計

白河地区管渠改築 中央幹線実施設計、中央幹線改築

都市環境センター汚泥棟・水処理施設改築 脱水機実施設計・改築、重力濃縮設備実施設計 白河市

南白土ポンプ場改築 ポンプ設備（171㎥/分）

相馬市下水処理場改築 耐震実施計画策定 相馬市

相馬市原釜排水機場改築

いわき市

郡山市

長寿命化計画策定 相馬市

郡山地区水環境創造事業（新世代）

設計委託、管渠　L=100m

会津美里町

檜枝岐村浄化センター改築 機械・電気設備改築に係る実施設計 檜枝岐村

檜枝岐村マンホールポンプ改築 機械・電気設備改築に係る実施設計 檜枝岐村

郡山市合流式下水道緊急改善事業事後調査 調査業務委託　4箇所 郡山市

郡山市湖南浄化センター改築 計画策定、中央監視制御装置更新 郡山市

いわき市

太郎丸雨水排水ポンプ場整備 ゲートポンプ場

相馬市下水処理場改築 機械設備・電気設備改築（低率分） 相馬市

大原ポンプ場改築 長寿命化計画策定 いわき市

林城ポンプ場増設 実施設計



平成27年3月11日

計画の名称 1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)　

Ｂ　関連社会資本整備事業 

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 H25 H26 H27

 

 合計

 

番号 一体的に実施することにより期待される効果 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 H25 H26 H27

1-C-1 下水道 一般 郡山市 直接 - 46.1 長寿命化

1-C-2 活動支援 一般 郡山市 間接 個人 4.8

1-C-6 下水道 一般 いわき市 直接 － － － － 10.0 －

合計 60.9

番号 備考

1-C-1 基幹事業である（1-A1-4）と接続した改築を一体的に行うことにより、管の破損による道路陥没や流化阻害を防ぎ、都市活動を確保する。

1-C-2 基幹事業である（1-A1-54～57,43）と一体的に止水板設置を支援することにより、浸水被害の軽減に寄与する。

1-C-6 基幹事業である（1-A1-,98）の浸水想定に加え、浸水被害時に必要な情報や避難行動等を分かりやすく市民に広報し、防災意識の向上を図る。

※交付対象事業については、計画を策定（変更）した時点のものであり、実施する時期、金額等については、変更される場合があります。

郡山市

工種

省略

番号 要素となる事業名

番号

工種

事業者

事業内容事業者
省略 全体事業費

（百万円）

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容要素となる事業名

市町村名


市町村名

個人が設置する止水板の補助　10基/年活動支援 郡山市郡山地区止水板設置補助

活動支援 いわき市内水ハザードマップ作成 いわき市内水ハザードマップ作成、公表等 いわき市

合流管渠改築 郡山地区末端管渠改築 管更生L=1186m



（参考図面）　　

計画の名称 1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 交付対象

福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、
相馬市、南相馬市、本宮市、鏡石町、檜枝岐村、南会津町、北塩原村、猪苗代町、
会津美里町、浅川町
（１県１７市町村）

北塩原村 

金山町 

磐梯町 

会津若松市 

猪苗代町 

西会津町 

喜多方市 

会津坂下町 

会津美里町 

南会津町 

猪苗代湖 

T 

T 

T 

N 

山形県 

新潟県 

栃木県 

1-A1-51 大町排水区函渠整備 

1-A1-52 小田排水区函渠整備 

1-A1-14 会津若松市下水浄化工場水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-26 喜多方浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-34 裏磐梯浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-36 猪苗代浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

新設 

増設 

改築 

T 

P 

処理場 

ポンプ場 

面的整備 

幹線管渠 

凡 例 

1-A1-27 喜多方浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-15 会津若松市下水浄化工場汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-3 会津若松地区管渠改築（長寿命化） 

1-A1-53 日吉排水区函渠整備 

T 

1-A1-32 田島都市環境センター改築（長寿命化） 

T 

1-A1-33  南郷浄化センター改築（長寿命化） 

T 

1-A1-35 裏磐梯浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-37 猪苗代浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

T 

1-A1-113 会津高田浄化センター処理場改築（長寿命化） 

T 

P 
1-A1-113 檜枝岐村浄化センター改築（長寿命化） 

1-A1-114 檜枝岐村マンホールポンプー改築（長寿

檜枝岐村 



（参考図面）　　

計画の名称 1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 交付対象

福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、
相馬市、南相馬市、本宮市、鏡石町、檜枝岐村、南会津町、北塩原村、猪苗代町、
会津美里町、浅川町
（１県１７市町村）

西郷村 

福島市 

田村市 

須賀川市 

郡山市 

塙町 

棚倉町 

白河市 

桑折町 

国見町 

伊達市 

本宮市 

矢吹町 

三春町 

二本松市 

浅川町 

N 

猪苗代湖 

T 

宮城県 

山形県 

茨城県 

栃木県 

1-A1-43 郡山市3号幹線増補管ほか管渠

1-A1-2 堀河地区管渠改築（長寿命化） 
T 

1-A1-42 堀河地区合流改善 

1-A1-45 郡山市下水道管理センター改築（合流改善） 

1-A1-4 郡山地区管渠改築（長寿命化） 

1-C-1 郡山地区末端管渠改築（長寿命化） 

1-A1-55 郡山市107号雨水幹線管渠整備 

1-A1-56 郡山市168号雨水幹線ほか管渠整備 

1-A1-54 郡山市101号雨水幹線管渠整備 

1-A1-57 郡山市110号雨水幹線管渠整備 

T 

T 

1-A1-10 県北浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-12 県中浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-8 須賀川地区管渠改築（長寿命化） 

1-A1-58 西部２号雨水幹線整備 

1-A1-65 古屋敷内水排除処理施設 

P 

1-A1-68 戸崎雨水幹線 

1-A1-88 第３中継ポンプ場改築（長寿命化） 

新設 

増設 

改築 

T 

P 

処理場 

ポンプ場 

面的整備 

幹線管渠 

凡 例 

1-A1-94 郡山地区水環境創造事業（新世代） 

1-A1-96 郡山133号雨水幹線管渠整備 

1-A1-97 郡山市雨水管渠整備 

1-A1-93 郡山市下水道浸水被害軽減総合事

T 

1-A1-86 都市環境センター汚泥棟・水処理施設改築（長寿命

1-A1-85 白河地区管渠改築（長寿命化） 

1-A1-100 新屋敷内水排水処理施設 

P 

1-A1-67 太郎丸雨水幹線 

1-A1-101 浅川地区雨水対策 

T 

T 

1-A1-13 県中浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

P 

1-A1-74 郡山市梅田雨水ポンプ場改築（長寿命

1-A1-70 古川ﾎﾟﾝﾌﾟ場増設 

1-A1-39 県北浄化センター水処理施設改築（耐震） 

P 

1-A1-66 西部１号雨水幹線整備 

1-A1-60 琵琶池樋門整備 

鏡石町 

1-A1-69 鏡石町地区雨水函渠整備 

1-C-2 郡山地区 止水板設置補助 

1-A1-44 郡山市3号幹線放流管管渠整

1-A1-46 郡山市6号幹線遮集管管渠

1-A1-47 郡山市3号4号6号幹線雨水吐室

1-A1-1 保原幹線管渠改築（長寿命化） 

T 

1-A1-11 あだたら清流センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-40 あだたら清流センター水処理施設改築（耐震） 

1-A1-59 雨水管渠整備 

1-A1-80 県北浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-89 左岸幹線管渠改築（耐震） 

1-A1-79 県中幹線管渠改築（長寿命化） 

1-A1-99 小作田雨水幹線整備 

1-A1-95 中央１号雨水幹線整備（新世代） 

P 

1-A1-102 あだたら清流センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-103 大滝根水環境センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-104 郡山市3号幹線放流管管渠

1-A1-105 郡山市合流式下水道緊急改善事業事後調査（合流改善） 

T 

1-A1-106 郡山市湖南浄化センター改築（長寿命化） 

P 1-A1-111 太郎丸雨水排水ポンプ場整



（参考図面）　　

計画の名称 1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 交付対象

福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、
相馬市、南相馬市、本宮市、鏡石町、檜枝岐村、南会津町、北塩原村、猪苗代町、
会津美里町、浅川町
（１県１７市町村）

いわき市 

広野町 

楢葉町 

富岡町 

大熊町 

双葉町 

南相馬市 

相馬市 

浪江町 

新地町 N 

T 

T 

茨城県 

宮城県 

新田川 

請戸川 

藤原川 

木戸川 

太平洋 

P 

1-A1-49 北部浄化センター合流改善 

1-A1-16 北部浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-22 中部浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命

1-A1-17 東部浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-25 北白土第２ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-72 小名川ポンプ場増設（長寿命化） 

1-A1-6 東部地区管渠改築（長寿命化） 

P 
T 

T 

T 

1-A1-19 南部浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-23 南部浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-63 中部地区雨水管渠整備 

1-A1-64 南部地区雨水管渠整備 

1-A1-78 いわき地区 水環境創造事業（新世代） 

T 

1-A1-65 原町地区管渠改築（長寿命化） 

1-A1-30 原町第一下水処理場改築（長寿命化） 

1-A1-31 高松浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-5 北部地区管渠改築（長寿命化） 

1-A1-7 南部地区管渠改築（長寿命化） 

新設 

増設 

改築 

T 

P 

処理場 

ポンプ場 

面的整備 

幹線管渠 

凡 例 

1-A1-48 神谷幹線整備（合流改善） 

1-A1-84 手掴ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-83 新町前ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-81 南白土ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-82 北白土第１ポンプ場改築（長寿命化） 

夏井川 

1-A1-98 いわき市雨水施設計画策定 1-A1-21 東部浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-28 相馬市下水処理場改築（長寿命化） 

T 

P 
1-A1-29  相馬市小泉川ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-38 高松浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-31 原町第一下水処理場改築（耐震） 

1-A1-61 北部地区雨水管渠整備 

1-A1-20 北部浄化センター汚泥処理施設改築（長寿命化） 

1-A1-50 北白土第２ポンプ場増設（合流改善） 

P 

1-A1-18 中部浄化センター水処理施設改築（長寿命

P 

P 

P 

P 

1-A1-75 南富岡ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-77 芳川ポンプ場改築（長寿命化） 

1-A1-62 東部地区雨水管渠整備 

1-A1-73 南部浄化センター雨水ポンプ場増設 

P P 

P 

1-A1-91  相馬市小泉川ポンプ場改築（耐震） 

1-A1-90 相馬市下水処理場改築（耐震） 

P 1-A1-87 相馬市原釜排水機場改築（長寿命化） 

1-A1-92 相馬市原釜排水機場改築（耐震） 

1-A1-9 原町地区管渠改築（長寿命化） 

1-A1-41 原町第一下水処理場改築（耐震） 

1-A1-107 新町前ポンプ場増設 

P 

1-A1-108 大原ポンプ場改築 

1-A1-109 林城ポンプ場増

1-A1-110 相馬市下水処理場改築（長寿命化） 

1-C-6 いわき市内水ハザードマップ作成 



計画の名称：ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進　事業主体名：福島県外13市町村 　

チェック欄

　１）ふくしまの新しい県土づくりプランと適合している。 ✓
　２）ふくしまの美しい水環境整備構想と適合している。 ✓

　１)地域の課題にあった目標となっている。 ✓
　２）将来の維持管理コストを縮減する計画となっている。 ✓

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ✓
　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている ✓
　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ✓

　１）指標・数値目標が県民にとって分かりやすいものとなっている。 ✓

　１）目標と事業内容の整合性が確保されている。 ✓

　１）十分な事業効果が確認されている。 ✓
　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ✓

　１）整備地区については、地元との調整がついている。 ✓
　２）認可された下水道事業計画と適合している。 ✓

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ✓
　２）事業実施のための環境整備が図られている。 ✓

防災・安全交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画との適合等

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）

Ⅱ．計画の効果・効率性

⑥計画の具体性

③整備計画の目標と定量的指標の整合性

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

Ⅲ．計画の実現可能性

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


