
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年02月25日

計画の名称 郡山市ゲリラ豪雨対策９年プラン（防災・安全）緊急対策

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０４年度 (3年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 福島県,郡山市

計画の目標 近年、局地的豪雨により浸水被害が多発している郡山市街地において、100mm/h安心プランに登録した郡山市ゲリラ豪雨対策９年プランに基づき河川事業と下水道事業が連携して対策に取り組み、浸水被害の軽減を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,708  Ａ              11,686  Ｂ                   0  Ｃ                  22  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.18 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2 R4

   1 床上浸水被害の恐れのある家屋戸数を５８１戸（H31）から４００戸（R2）に低減させる。（１８１戸減）

床上浸水被害の恐れのある家屋戸数 581戸 戸 400戸

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000162832



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 福島県 直接 福島県 広域河

川（１

）

－ A1-1　阿武隈川水系逢瀬

川広域河川改修事業

橋梁等　L=1.0km 郡山市  ■  ■  ■       1,200 －

 小計       1,200

下水道事業 A07-002 下水道 一般 郡山市 直接 － ポンプ

場

－ A2-1　郡山市古川ポンプ

場増設

土木耐震、建築、機械、電気 郡山市  ■  ■  ■         600 策定済

浸水軽減

A07-003 下水道 一般 郡山市 間接 個人 － － A2-2　郡山地区水環境創

造事業（新世代）

浄化槽転用等　N=140基/年 郡山市  ■  ■  ■          73 策定済

浸水軽減

A07-004 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-3　郡山市１３３号雨

水幹線管渠整備

管渠　L=987m 郡山市  ■  ■  ■          69 策定済

浸水軽減

A07-005 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-4　郡山市３号幹線放

流管管渠整備

管渠　L=1006m 郡山市  ■  ■  ■          40 策定済

浸水軽減

1 案件番号： 0000162832



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-5　郡山市下水道浸水

被害軽減施設整備（東部

幹線地区）

小原田貯留管Φ4,500、雨水

管渠整備等

郡山市  ■  ■  ■       2,837 策定済

浸水軽減

A07-007 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-6　郡山市下水道浸水

被害軽減施設整備（大河

原地区）

石塚貯留管Φ2,700、133号雨

水幹線L=930m、雨水管渠整備

等

郡山市  ■  ■  ■       1,544 策定済

浸水軽減

A07-008 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-7　郡山市下水道浸水

被害軽減施設整備（静御

前通り地区）

図景貯留管Φ2,400、雨水管

渠整備等

郡山市  ■  ■  ■       2,110 策定済

浸水軽減

A07-009 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-8　郡山市下水道浸水

被害軽減施設整備（郡山

駅前周辺地区）

赤木貯留管Φ3,000、３号幹

線放流管L=960m、６号幹線放

流管L=270m、雨水管渠整備等

郡山市  ■  ■  ■       2,544 策定済

浸水軽減

A07-010 下水道 一般 郡山市 直接 － 管渠（

雨水）

－ A2-9　郡山市下水道浸水

被害軽減施設整備（麓山

地区）

麓山調整池V=2,200、導水管L

=510m、雨水管渠整備等

郡山市  ■  ■  ■         669 策定済

浸水軽減

2 案件番号： 0000162832



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計      10,486

合計      11,686

3 案件番号： 0000162832



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 郡山市 間接 個人 － － C1　郡山地区止水板設置

補助

止水板設置補助　N=10基/年 郡山市  ■  ■  ■          15 －

基幹事業である（A2-1～A2-9）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。

浸水軽減

C07-002 下水道 一般 郡山市 直接 － － － C2　郡山市３次元浸水ハ

ザードマップ

ワークショップ等 郡山市  ■  ■  ■           7 －

基幹事業である（A2-1～A2-9）の整備効果と、浸水被害時の避難行動等を分かりやすく市民に伝えるため、浸水被害・対策に関する意識調査やワークショップを開催し防災意識の向上を図る。

 小計          22

合計          22

1 案件番号： 0000162832


