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1 ふくしまの美しい水環境整備の推進

平成２２年度　～　平成２４年度　（３年間）

下水道を整備することにより、安全安心で快適な暮らしの実現と美しい水環境のさらなる向上を図る。

・福島県内下水道処理人口普及率を　48％（H21末）から   50％以上（H24末）に増加。
・福島県内都市浸水対策達成率を 35.1%(H21末) から 36.5%　以上　(H24末) に増加。
・福島県内処理場における長寿命化計画策定率　7%　から　58%　に増加
・福島県内管渠における長寿命化計画策定率　1%　から　4%　に増加
・福島県内の合流式下水道緊急改善事業進捗率を　24％（H21末）から　69％（H24末）に増加

（H22当初） （H23末） （H24末）
行政人口のうち下水道処理可能な人口の割合。

下水道処理人口普及率（％）
 =（福島県内の下水道処理可能人口（人）) /（ 福島県内の住民基本台帳人口（人））

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)）

管渠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

管渠における長寿命化計画策定率（%）
 =（長寿命化計画策定済み管渠延長(ｋｍ)） /（ 長寿命化計画を策定すべき管渠延長(ｋｍ)）

合流式下水道において、雨天時の各吐口からの未処理放流回数を半減させるとともに、雨天の影響が大きい時の放流水の水質を
分流式下水道の雨水水質と同程度にするために実施する事業の進捗率

合流式下水道緊急改善事業進捗率　（％）

 =（実施した事業量） /（ 実施すべき事業量）

　　事業効果の発現状況

　　今後の方針
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社会資本総合整備計画　事業評価シート
計画の名称

計画の期間 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、二本松市、田
村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂
下町、金山町、会津美里町、西郷村、棚倉町、浅川町、三春町、広野町、楢葉町、富岡町、双葉町、浪江
町、新地町　　（１県３２市町村）

計画の目標

当初現況値 中間目標値 最終目標値
実績値

　　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

48% ― 50% 以上

35.1% ― 36.5% 以上

　　・下水道の整備（汚水整備、雨水整備）については目標を達成し、対象水域の環境基準も守られており、水環境の向上が図られた。
　　・施設の老朽化対策である長寿命化計画の策定については、処理場４施設、管渠延長約１８ｋｍに止まり、目標を達成できなかった。
　　・合流改善事業は、原発事故にる放射能汚染汚泥の影響により事業を進められず、目標を達成できなかった。

　　・下水道の整備（汚水整備、雨水整備）については、引き続き整備促進に努めていく。
　　・施設の老朽化対策については、施設の機能の維持に関する中長期的な方針を策定し、計画的な改築更新を進めていく。
　　・合流改善事業は、放射能汚染汚泥の対策完了後、すみやかに事業を再開し進めていく。
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社会資本総合整備計画　事業評価シート
計画の名称

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 H22 H23 H24

1-A1-1 下水道 県 福島県 直接 － 汚水 新設 1,974.0 国債

1-A1-2 下水道 一般 福島市 直接 － 汚水 新設 2,059.2

1-A1-3 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 新設 135.9

1-A1-4 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 新設 52.2

1-A1-5 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 新設 85.3

1-A1-6 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 新設 903.6

1-A1-7 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 新設 26.9

1-A1-8 下水道 一般 会津若松市 直接 － 汚水 新設 73.6

1-A1-9 下水道 一般 郡山市 直接 － 合流 新設 1,054.9 合流改善

1-A1-10 下水道 一般 郡山市 直接 － 汚水 新設 906.7

1-A1-11 下水道 一般 郡山市 直接 － 汚水 新設 227.4

1-A1-12 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水 新設 162.4

1-A1-13 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 新設 180.3 合流改善

1-A1-14 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水 新設 908.6

1-A1-15 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水 新設 841.5

1-A1-16 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水 新設 445.4

1-A1-17 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 新設 98.8

1-A1-18 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 新設 4.2

1-A1-19 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 新設 49.1

1-A1-20 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 新設 35.0

1-A1-21 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 新設 0.0

1-A1-22 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 新設 450.9

1-A1-23 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 汚水 新設 761.5

1-A1-24 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 汚水 新設 332.1

1-A1-25 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 汚水 新設 121.7

1-A1-26 下水道 一般 相馬市 直接 － 汚水 新設 19.4

1-A1-27 下水道 一般 二本松市 直接 － 汚水 新設 113.1

1-A1-28 下水道 一般 二本松市 直接 － 汚水 新設 634.5

1-A1-29 下水道 一般 田村市 直接 － 汚水 新設 818.3

1-A1-30 下水道 一般 田村市 直接 － 汚水 新設 81.6

1-A1-31 下水道 過疎 田村市 直接 － 汚水 新設 135.7

1-A1-32 下水道 一般 田村市 直接 － 汚水 新設 78.9

1-A1-33 下水道 一般 南相馬市 直接 － 汚水 新設 63.4

1-A1-34 下水道 一般 南相馬市 直接 － 汚水 新設 93.0

1-A1-35 下水道 一般 伊達市 直接 － 汚水 新設 402.3

1-A1-36 下水道 一般 伊達市 直接 － 汚水 新設 296.5

1-A1-37 下水道 一般 伊達市 直接 － 汚水 新設 9.1

1-A1-38 下水道 一般 本宮市 直接 － 汚水 新設 52.4

1-A1-39 下水道 一般 桑折町 直接 － 汚水 新設 97.5

1-A1-40 下水道 一般 国見町 直接 － 汚水 新設 26.3

喜多方地区面整備

国見地区面整備

梁川地区面整備 管渠　A=1.3ha 伊達市

本宮地区面整備 管渠　A=6.7ha 本宮市

桑折地区面整備 管渠　A=12.0ha 桑折町

南相馬市

鹿島地区面整備 管渠　A=9.2ha 南相馬市

保原地区面整備 管渠　A=25.8ha 伊達市

伊達地区面整備 管渠　A=17.4ha 伊達市

管渠　A=97.5ha

相馬地区面整備 管渠　A=5.5ha 相馬市

管渠　A=1.5ha 国見町

安達地区面整備

管渠　A=2.5ha

喜多方市

塩川地区面整備

船引地区面整備 管渠　A=37.6ha 田村市

常葉地区面整備 管渠　A=3.7ha 田村市

大越地区面整備 管渠　A=8.3ha 田村市

滝根地区面整備 管渠　A=5.1ha 田村市

原町地区面整備 管渠　A=17.1ha

南湖幹線管渠整備 管渠　L=1,000m 白河市

白河地区面整備 管渠　A=66.6ha 白河市

白坂双石幹線管渠整備 管渠　L=580m 白河市

川前幹線管渠整備 管渠　L=600m 白河市

南部地区面整備 管渠　A=41.0ha いわき市

勝多石幹線管渠整備 管渠　L=2,080m 白河市

金勝寺西幹線管渠整備 管渠　L=200m 白河市

神谷幹線整備（合流改善） 管渠　L=850m いわき市

北部地区面整備 管渠　A=63.0ha いわき市

中部地区面整備 管渠　A=73.0ha いわき市

郡山地区面整備 管渠　A=179.0ha 郡山市

湖南地区面整備 管渠　A=7.0ha 郡山市

平汚水専用幹線整備 管渠　L=580m いわき市

河東第２汚水幹線整備 管渠　L=400m 会津若松市

河東地区面整備 管渠　A=10.0ha 会津若松市

郡山市３号幹線増補管ほか管渠整備（合流改善） 管渠　L=800m 郡山市

会津若松市３８号幹線管渠整備 管渠　L=480m 会津若松市

会津若松市１２号幹線管渠整備 管渠　L=228m 会津若松市

会津若松地区面整備 管渠　A=50.0ha 会津若松市

　　社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

福島地区面整備 管渠　A=86.0ha 福島市

右岸幹線整備 管渠　L=2.3km 伊達市、国見町

熱塩加納地区面整備 喜多方市

喜多方市

会津若松市９号幹線管渠整備 管渠　L=440m 会津若松市

管渠　A=6.4ha 二本松市

二本松地区面整備 管渠　A=37.6ha 二本松市

管渠　A=26.7ha
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社会資本総合整備計画　事業評価シート
計画の名称

1-A1-41 下水道 過疎 南会津町 直接 － 汚水 新設 197.4

1-A1-42 下水道 過疎 南会津町 直接 － 汚水 新設 177.4

1-A1-43 下水道 過疎 北塩原村 直接 － 汚水 新設 59.8

1-A1-44 下水道 過疎 北塩原村 直接 － 汚水 新設 18.9

1-A1-45 下水道 過疎 西会津町 直接 － 汚水 新設 225.8

1-A1-46 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 汚水 新設 180.3

1-A1-47 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 汚水 新設 102.5

1-A1-48 下水道 過疎 会津坂下町 直接 － 汚水 新設 375.2

1-A1-49 下水道 過疎 会津坂下町 直接 － 汚水 新設 75.0

1-A1-50 下水道 過疎 金山町 直接 － 汚水 新設 183.7

1-A1-51 下水道 過疎 会津美里町 直接 － 汚水 新設 164.2

1-A1-52 下水道 過疎 会津美里町 直接 － 汚水 新設 201.4

1-A1-53 下水道 一般 西郷村 直接 － 汚水 新設 367.0

1-A1-54 下水道 一般 棚倉町 直接 － 汚水 新設 270.3

1-A1-55 下水道 一般 浅川町 直接 － 汚水 新設 148.3

1-A1-56 下水道 一般 楢葉町 直接 － 汚水 新設 115.5

1-A1-57 下水道 一般 楢葉町 直接 － 汚水 新設 4.5

1-A1-58 下水道 一般 富岡町 直接 － 汚水 新設 228.2

1-A1-59 下水道 一般 双葉町 直接 － 汚水 新設 10.0

1-A1-60 下水道 一般 浪江町 直接 － 汚水 新設 9.5

1-A1-61 下水道 一般 浪江町 直接 － 汚水 新設 0.0

1-A1-62 下水道 一般 新地町 直接 － 汚水 新設 151.9

1-A1-63 下水道 一般 福島市 直接 － 汚水 改築 388.5

1-A1-64 下水道 一般 福島市 直接 － 合流 改築 17.5 長寿命化

1-A1-65 下水道 一般 郡山市 直接 － 合流 改築 202.9 長寿命化

1-A1-66 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 改築 506.4 長寿命化

1-A1-67 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水・合流 改築 92.2 長寿命化

1-A1-68 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水 改築 21.5 長寿命化

1-A1-69 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水 改築 0.0 長寿命化

1-A1-70 下水道 一般 白河市 直接 － 汚水 改築 30.6 長寿命化

1-A1-71 下水道 一般 須賀川市 直接 － 汚水 改築 37.2 長寿命化

1-A1-72 下水道 一般 南相馬市 直接 － 汚水 改築 15.1 長寿命化

1-A1-73 下水道 県 福島県 直接 － 処理場 新設 267.3 県代行

1-A1-74 下水道 過疎 会津坂下町 直接 － 処理場 新設 801.7

1-A1-75 下水道 県 福島県 直接 － 処理場 増設 2,421.4

1-A1-76 下水道 一般 会津若松市 直接 － 処理場 増設 0.0

1-A1-77 下水道 一般 会津若松市 直接 － 処理場 増設 238.3

1-A1-78 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 増設 1,254.7

1-A1-79 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 増設 513.2

1-A1-80 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 増設 0.0

1-A1-81 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 増設 140.0

1-A1-82 下水道 一般 いわき市 直接 ー 処理場 増設 90.1

1-A1-83 下水道 一般 白河市 直接 － 処理場 増設 45.6

1-A1-84 下水道 一般 白河市 直接 － 処理場 増設 196.6

南部浄化センター汚泥処理施設増設 重力式濃縮タンク (6,700m3/日) いわき市

白河都市環境センター汚泥処理施設増設 汚泥処理施設（9120m3/日） 白河市

白河都市環境センター水処理施設増設 水処理施設（4,850m3/日） 白河市

東部浄化センターポンプ施設増設 ポンプ設備 (302m3/分) いわき市

中部浄化センター水処理施設増設 水処理施設 (7,200m3/日) いわき市

南部浄化センター水処理施設増設 水処理設備等 (4,350m3/日) いわき市

会津若松市下水浄化工場汚泥処理施設増設 汚泥処理機械濃縮設備増設（150kg‐DS/時） 会津若松市

河東浄化センター水処理施設増設 水処理施設増設（700㎥/日） 会津若松市

北部浄化センター水処理施設増設 水処理施設、自家発電設備等 (12,000m3/日) いわき市

原町地区国見分区管渠改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 南相馬市

川口浄化センター新設（県代行） 終末処理場（80m3/日） 金山町

県北浄化センター水処理施設増設 水処理施設増設（17,560m3/日） 国見町

会津坂下町坂下中央浄化センター新設 終末処理場 (800m3/日）

南部地区管渠改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 いわき市

中央幹線等管渠改築（長寿命化） 管渠改築　L=1,600m、長寿命化計画策定 白河市

須賀川地区管渠改築（長寿命化） 長寿命化計画策定　L=32km 須賀川市

東部地区管渠改築（長寿命化） 管渠改築　L=1,150m、長寿命化計画策定 いわき市

北部地区管渠改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 いわき市

中部地区管渠改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 いわき市

蓬莱地区管渠改築 管更生　L=7,200m 福島市

堀河地区管渠改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 福島市

郡山地区管渠改築（長寿命化） 管更生　L=540m 郡山市

浪江町放流渠新設 管渠　L=1,100m 浪江町

浪江地区面整備 管渠　A=2.2ha 浪江町

新地地区面整備 管渠　A=30.0ha 新地町

楢葉北地区面整備 管渠　A=11.0ha 楢葉町

双葉地区面整備 管渠　L=489.7m 双葉町

楢葉南地区面整備 管渠　A=1.0ha 楢葉町

富岡地区面整備 管渠　A=6.5ha 富岡町

西郷地区面整備 管渠　A=19.8ha 西郷村

棚倉地区面整備 管渠　A=9.3ha 棚倉町

浅川地区面整備 管渠　A=28.0ha 浅川町

川口地区面整備 管渠　A=7.5ha 金山町

本郷地区面整備 管渠　A=6.4ha 会津美里町

高田地区面整備 管渠　A=6.5ha 会津美里町

志田浜地区面整備 管渠　A=6.5ha 猪苗代町

坂下中央地区面整備 管渠　A=11.2ha 会津坂下町

坂下東地区面整備 管渠　A=5.4ha 会津坂下町

北山地区面整備 管渠　A=4.4ha 北塩原村

野沢地区面整備 管渠　A=6.0ha 西会津町

猪苗代地区面整備 管渠　A=9.2ha 猪苗代町

田島地区面整備 管渠　A=10.5ha 南会津町

南郷地区面整備 管渠　A=3.8ha 南会津町

裏磐梯地区面整備 管渠　A=16.0ha 北塩原村
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1-A1-86 下水道 過疎 会津美里町 直接 － 処理場 増設 277.0

1-A1-87 下水道 一般 三春町 直接 － 処理場 増設 193.7

1-A1-88 下水道 一般 楢葉町 直接 － 処理場 増設 86.0

1-A1-89 下水道 一般 楢葉町 直接 － 処理場 増設 122.0

1-A1-90 下水道 一般 浪江町 直接 － 処理場 増設 143.0

1-A1-91 下水道 県 福島県 直接 － 処理場 改築 10.6

1-A1-92 下水道 県 福島県 直接 － 処理場 改築 384.8

1-A1-93 下水道 県 福島県 直接 － 処理場 改築 281.7

1-A1-94 下水道 県 福島県 直接 － 処理場 改築 11.3

1-A1-95 下水道 一般 福島市 直接 － 処理場 改築 29.7 合流改善

1-A1-96 下水道 一般 会津若松市 直接 － 処理場 改築 142.4

1-A1-97 下水道 一般 郡山市 直接 － 処理場 改築 883.3 合流改善

1-A1-98 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 248.2 合流改善

1-A1-99 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 249.6 長寿命化

1-A1-100 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 1,037.4 長寿命化

1-A1-101 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 539.2 長寿命化

1-A1-102 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 417.0 長寿命化

1-A1-103 下水道 一般 いわき市 直接 － 処理場 改築 249.2 長寿命化

1-A1-104 下水道 一般 白河市 直接 － 処理場 改築 21.6 長寿命化

1-A1-105 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 処理場 改築 82.0 長寿命化

1-A1-106 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 処理場 改築 12.6 長寿命化

1-A1-107 下水道 一般 相馬市 直接 － 処理場 改築 70.7

1-A1-108 下水道 一般 相馬市 直接 － 処理場 改築 0.0

1-A1-109 下水道 一般 南相馬市 直接 － 処理場 改築 411.2

1-A1-110 下水道 一般 南相馬市 直接 － 処理場 改築 0.0 長寿命化

1-A1-112 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 処理場 改築 288.0

1-A1-113 下水道 一般 広野町 直接 － 処理場 改築 0.0 長寿命化

1-A1-114 下水道 一般 楢葉町 直接 － 処理場 改築 222.0

1-A1-115 下水道 一般 富岡町 直接 － 処理場 改築 0.0 長寿命化

1-A1-116 下水道 一般 富岡町 直接 － 処理場 改築 0.0

1-A1-117 下水道 一般 富岡町 直接 － 処理場 改築 0.0 長寿命化

1-A1-118 下水道 一般 双葉町 直接 － 処理場 改築 0.0 長寿命化

1-A1-119 下水道 一般 会津若松市 直接 － 雨水 新設 330.9

1-A1-120 下水道 一般 会津若松市 直接 － 雨水 新設 57.0

1-A1-121 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 918.6

1-A1-122 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 264.4

1-A1-123 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 165.5

1-A1-124 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 233.4

1-A1-125 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 34.6

1-A1-126 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 74.9

1-A1-127 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 21.1

1-A1-128 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 0.0

1-A1-129 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 新設 97.8

1-A1-130 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 0.0

北部浄化センター合流改善 水処理施設 いわき市

西部２号雨水幹線整備 函渠　L=20m 須賀川市

郡山市１５２号雨水幹線ほか管渠整備 管渠　L=230m 郡山市

中部地区雨水管渠整備 管渠　L=200m いわき市

南部地区雨水管渠整備 管渠　L=200m いわき市

函渠　L=180m 郡山市

郡山市１６８号雨水幹線管渠整備 函渠　L=230m 郡山市

郡山市１号雨水幹線ほか管渠整備 函渠　L=90m 郡山市

郡山市１０５号雨水幹線管渠整備 函渠　L=191m 郡山市

栄町排水区管渠整備 管渠　L=580m 会津若松市

大町排水区管渠整備 管渠　L=500m 会津若松市

郡山市１０１号雨水幹線ほか管渠整備 函渠　L=489m 郡山市

富岡町

富岡浄化センター汚泥処理施設改築 汚泥処理施設 富岡町

蛇谷須浄化センター改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 富岡町

双葉浄化センター改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 双葉町

富岡浄化センター水処理施設改築 水処理施設、長寿命化計画策定

相馬市下水処理場汚泥処理施設改築 汚泥処理施設 相馬市

喜多方浄化センター汚泥処理施設改築 汚泥処理施設長寿命化計画策定 喜多方市

相馬市下水処理場水処理施設改築 水処理施設 相馬市

南部浄化センター改築（長寿命化） 水処理設備、電気計装設備等、長寿命化計画策定 いわき市

白河都市環境センター改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 白河市

喜多方浄化センター水処理施設改築 水処理施設長寿命化計画策定 喜多方市

東部浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 水処理設備、沈砂池設備等、長寿命化計画策定 いわき市

東部浄化センター汚泥処理施設改築(長寿命化) 汚泥脱水設備、長寿命化計画策定 いわき市

中部浄化センター改築（長寿命化） 監視設備、ポンプ制御設備等、長寿命化計画策定 いわき市

北部浄化センター改築（長寿命化） 水処理設備、長寿命化計画策定 いわき市

会津若松市下水浄化工場改築 受変電設備・耐震工事等 会津若松市

郡山市下水道管理センター改築 受変電設備、ポンプ改築等 郡山市

県中浄化センター水処理施設改築 管理棟、水処理施設改築 郡山市

県中浄化センター汚泥処理施設改築 汚泥処理施設改築 郡山市

堀河地区合流改善 水処理施設改築 福島市

あだたら清流センター改築 水処理施設改築 二本松市

楢葉町北地区浄化センター汚泥処理施設増設 汚泥処理施設（87.5m3/日） 楢葉町

浪江浄化センター水処理施設増設 水処理施設増設 (1,055m3/日) 浪江町

県北浄化センター改築 水処理施設改築 国見町

会津高田浄化センター水処理施設増設 水処理施設（1,500m3/日） 会津美里町

三春水環境センター水処理施設増設 水処理施設（1,700m3/日） 三春町

楢葉町北地区浄化センター水処理施設増設 水処理施設（800m3/日） 楢葉町

広野町

郡山市１１０号雨水幹線管渠整備

広野浄化センター水処理施設改築（長寿命化） 長寿命化計画策定

原町第一下水処理場改築

郡山市

水処理施設改築 南相馬市

猪苗代浄化センター改築 水処理施設改築 猪苗代町

高松浄化センター改築（長寿命化） 長寿命化計画策定 南相馬市

楢葉町南地区浄化センター改築 水処理施設 楢葉町

郡山市落合堀雨水幹線管渠整備 函渠　L=425m



平成２８年６月２２日

1 ふくしまの美しい水環境整備の推進

社会資本総合整備計画　事業評価シート
計画の名称

1-A1-131 下水道 一般 須賀川市 直接 － 雨水 新設 53.8

1-A1-132 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 87.3

1-A1-133 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 4.9

1-A1-134 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 33.9

1-A1-135 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 増設 0.0

1-A1-136 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 増設 110.1

1-A1-137 下水道 一般 いわき市 直接 － 汚水・雨水 改築 688.2

1-A1-138 下水道 一般 いわき市 直接 － 合流 改築 104.1

1-A1-139 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 改築 16.3

1-A1-140 下水道 一般 いわき市 直接 － 雨水 改築 206.7

1-A1-141 下水道 一般 郡山市 間接 個人 雨水 新設 0.0 新世代

1-A1-142 下水道 一般 いわき市 間接 個人 雨水 新設 6.2 新世代

1-A1-143 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 273.0

1-A1-144 下水道 一般 白河市 直接 － 雨水 新設 74.7

1-A1-145 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 改築 9.5 長寿命化

1-A1-146 下水道 一般 会津美里町 直接 － 処理場 新設 184.0

1-A1-147 下水道 一般 広野町 直接 － 処理場 改築 0.0

1-A1-148 下水道 一般 新地町 直接 － 汚水 新設 0.0

1-A1-149 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 新設 10.4

1-A1-150 下水道 一般 郡山市 直接 － 雨水 増設 130.0

1-A1-151 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 新設 114.6

1-A1-152 下水道 一般 本宮市 直接 － 雨水 改築 38.1

・ 小計（下水道事業） 36,119.0

合計 36,119.0
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 H22 H23 H24

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 H22 H23 H24

1-C-4 活動支援 県 福島県 直接 － 3.0

1-C-5 下水道 一般 福島市 直接 － 45.5

1-C-6 下水道 一般 会津若松市 直接 － 20.0

1-C-7 下水道 一般 会津若松市 直接 － 0.0

1-C-8 下水道 一般 郡山市 直接 － 105.9

1-C-9 下水道 一般 郡山市 直接 － 2.1

1-C-10 下水道 一般 郡山市 直接 － 54.4

1-C-11 下水道 一般 いわき市 直接 － 34.0

1-C-12 下水道 一般 白河市 直接 － 0.0

郡山地区雨水施設計画策定 氾濫シュミレーション、内水浸水想定図作成 郡山市

合流管渠改築 東部地区末端管渠改築 管渠改築　L=1800m いわき市

汚水管渠新設 白河地区末端管渠整備 管渠　A=16.1ha 白河市

郡山市

汚水管渠新設 湖南地区末端管渠整備 管渠　A=7.0ha 郡山市

合流管渠改築 郡山地区末端管渠改築 管更生　L=793m 郡山市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

活動支援 普及・啓発活動支援 住民意向調査と接続率向上策検討 田村市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

全体事業費
（百万円）工種

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=180基 いわき市

郡山市１０７号雨水幹線管渠整備 函渠　L=420m 郡山市

古川ポンプ場増設 実施設計、ポンプ場整備(544m3/分) 郡山市

郭内羅漢前雨水幹線整備 管渠　L=300m 白河市

汚泥処理施設改築広野浄化センター汚泥処理施設改築 広野町

汚泥処理施設（7kgDS/h）

小島ポンプ場改築 監視計装設備 いわき市

小名川ポンプ場改築 受変電設備、運転操作設備 いわき市

郡山地区　水環境創造事業（新世代） 浄化槽転用補助、雨水タンク・雨水浸透枡補助　N=200件 郡山市

いわき西郷ポンプ場増設 ポンプ設備（82m3/分） いわき市

北白土第1ポンプ場改築 沈砂池除塵設備、監視設備等 いわき市

北白土第2ポンプ場改築 沈砂池除塵設備 いわき市

戸崎雨水幹線 管渠　L=90m 本宮市

太郎丸排水幹線 管渠　L=120m 本宮市

北一里塚ポンプ場増設 ポンプ設備（70.5m3/分） いわき市

古屋敷内水排水処理施設 ポンプ場 (53m3/分) 須賀川市

兼谷平雨水幹線 管渠　L=250m 本宮市

郡山地区末端管渠整備 管渠　A=143.0ha

管渠　L=450m

会津美里町

梅田雨水ポンプ場改築 長寿命化計画策定等 郡山市

新地町

会津高田浄化センター汚泥処理施設新設

新地中央幹線管渠整備

東町排水ポンプ場増設 ポンプ設備（21m3/分） 本宮市

万世排水ポンプ場改築 ポンプ設備 本宮市

汚水管渠新設 福島地区末端管渠整備 管渠　A=2.7ha 福島市

汚水管渠新設 会津若松地区末端管渠整備 管渠　A=5.0ha 会津若松市

汚水管渠新設 河東地区末端管渠整備 管渠　A=0.2ha 会津若松市

汚水管渠新設
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1-C-13 活動支援 一般 須賀川市 間接 個人 0.0

1-C-14 施設整備 一般 須賀川市 直接 － 0.0

1-C-15 計画・調査 一般 須賀川市 直接 － 7.6

1-C-16 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 54.1

1-C-17 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 15.6

1-C-18 下水道 一般 二本松市 直接 － 35.0

1-C-19 下水道 一般 田村市 直接 － 36.0

1-C-20 下水道 一般 田村市 直接 － 2.0

1-C-21 下水道 過疎 田村市 直接 － 10.5

1-C-22 下水道 一般 田村市 直接 － 4.5

1-C-23 下水道 一般 伊達市 直接 － 0.0

1-C-24 下水道 一般 伊達市 直接 － 0.0

1-C-25 下水道 一般 伊達市 直接 － 0.0

1-C-26 下水道 過疎 西会津町 直接 － 17.6

1-C-28 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 2.9

1-C-29 下水道 過疎 猪苗代町 直接 － 0.0

1-C-30 下水道 過疎 金山町 直接 － 20.3

1-C-31 下水道 一般 棚倉町 直接 － 0.0

1-C-32 下水道 一般 浅川町 直接 － 10.2

1-C-35 下水道 一般 富岡町 直接 － 0.0

1-C-36 下水道 一般 新地町 直接 － 6.5

1-C-37 活動支援 一般 郡山市 間接 個人 0.5

1-C-38 下水道 一般 郡山市 直接 － 47.2

1-C-39 下水道 過疎 喜多方市 直接 － 6.6

1-C-40 下水道 一般 金山町 直接 － 金山町 6.3

1-C-41 下水道 県 外 福島県 外 直接 － 0.6

1-C-42 下水道 一般 郡山市 直接 － 17.6

1-C-43 下水道 一般 国見町 直接 － 0.0

合計 566.5

番号 備考

1-C-4

1-C-5

1-C-6

1-C-7

1-C-8

1-C-9

1-C-10

1-C-11

1-C-12

1-C-13

1-C-14

1-C-15

1-C-16

活動支援 郡山地区内水ハザードマップ作成

汚水管渠新設 国見地区末端管渠整備 管渠  A=0.9ha 国見町

面整備事業(1-A1-29～32)と一体的に実施し、低い接続率の原因究明のため、住民意識調査を行い接続率向上対策を検討する。検討結果を関連市と共に実践し、接続率向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-2）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

印刷製本　N=60,000部

放射能測定機器購入 線量計　ほか

基幹事業である（1-A1-11）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-65) 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、流下阻害を防ぎ、都市活動を確保する。

基幹事業である（1-A1-66) 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、流下阻害を防ぎ、都市活動を確保する。

基幹事業である（1-A1-22）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-130,131)と一体的に雨水貯留施設を整備することにより、浸水被害の軽減を図る。

基幹事業である（1-A1-130,131)と一体的に公共用地地下に雨水貯留施設を整備することにより、浸水被害の軽減を図る。

既存の施設及び過去の地形等を調査し、それらを活用した100年後を見据えた治水計画を作成することにより、基幹事業である（1-A1-130,131)と一体となった効果的な下水道整備が図れる。

基幹事業である（1-A1-23）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

川口地区宅内管路整備

機器購入

郡山市

国見町 外

基幹事業である（1-A1-10）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

新地町

熱塩加納地区末端管渠整備

一体的に実施することにより期待される効果

基幹事業である（1-A1-6）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-8）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

汚水管渠新設 富岡地区末端管渠整備 管渠　A=0.5ha 富岡町

汚水管渠新設 新地地区末端管渠整備 管渠　A=1.0ha

汚水管渠新設 川口地区末端管渠整備 管渠　A=0.7ha 金山町

汚水管渠新設 棚倉地区末端管渠整備 管渠　A=2.5ha 棚倉町

汚水管渠新設 浅川地区末端管渠整備 管渠　A=4.0ha 浅川町

汚水管渠新設 野沢地区末端管渠整備 管渠　A=0.3ha 西会津町

汚水管渠新設 猪苗代地区末端管渠整備 管渠　A=0.3ha 猪苗代町

汚水管渠新設 志田浜地区末端管渠整備 管渠　A=0.3ha 猪苗代町

汚水管渠新設 保原地区末端管渠整備 管渠　A=3.5ha 伊達市

汚水管渠新設 伊達地区末端管渠整備 管渠　A=3.1ha 伊達市

汚水管渠新設 梁川地区末端管渠整備 管渠　A=0.9ha 伊達市

汚水管渠新設 常葉地区末端管渠整備 管渠　A=0.2ha 田村市

汚水管渠新設 大越地区末端管渠整備 管渠　A=1.0ha 田村市

汚水管渠新設 滝根地区末端管渠整備 管渠　A=0.8ha 田村市

汚水管渠新設 塩川地区末端管渠整備 管渠　A=1.5ha 喜多方市

汚水管渠新設 二本松地区末端管渠整備 管渠　A=5.8ha 二本松市

汚水管渠新設 船引地区末端管渠整備 管渠　A=6.0ha 田村市

雨水貯留施設整備 雨水貯留施設設置 公共用地内の雨水貯留施設設置 須賀川市

計画・調査 雨水対策施設検討 雨水対策施設計画の見直し 須賀川市

汚水管渠新設 喜多方地区末端管渠整備 管渠　A=7.6ha 喜多方市

活動支援 雨水貯留施設設置補助 個人が設置する雨水貯留施設の補助 須賀川市

郡山市

排水管渠　L=700m

活動支援

雨水管渠新設

郡山地区止水板設置補助

五百淵排水区枝線管渠整備

個人が設置する止水版の補助

函渠　L=78m

汚水管渠新設 管渠　A=1.5ha 喜多方市

郡山市

汚水管渠新設
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1-C-17

1-C-18

1-C-19

1-C-20

1-C-21

1-C-22

1-C-23

1-C-24

1-C-25

1-C-26

1-C-28

1-C-29

1-C-30

1-C-31

1-C-32

1-C-35

1-C-36

1-C-37

1-C-38

1-C-39

1-C-40

1-C-41

1-C-42

1-C-43

ハザードマップとして住民へ配布し、基幹事業である（1-A1-149）と一体的に実施することにより、浸水被害の軽減に寄与する。

基幹事業である（1-A1-40）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-58）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-62）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-46）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-47）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-50）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-54）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-55）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-29）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-36）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-45）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-30）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-31）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-32）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-35）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-37）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-24）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-28）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-9,121～127）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。

基幹事業である（1-A1-75）外を安全かつ計画的に実施する。

基幹事業である（1-A1-50）と接続した宅内管路整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。

基幹事業である（1-A1-126）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減に寄与する。

基幹事業である（1-A1-25）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。


