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島根県における下水道事業の推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成28年度　（2年間） 島根県、松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、雲南市、美郷町、邑南町、津和野町

・長寿命化計画の策定団体数を4団体（H27）から12団体（H28）に増加

（H28末）

① ・処理場における長寿命化計画の策定団体数を4団体（H27）から12団体（H28）に増加

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　事業完了後

島根県において評価を行い確定

　島根県ホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

A　下水道事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

A県-1 下水道 一般 島根県 直接 島根県 処理場 改築 15.5 策定済 長寿命化

A県-2 下水道 一般 島根県 直接 島根県 処理場 改築 100 1,315.5 策定済 総合地震、長寿命化

A県-3 下水道 一般 島根県 直接 島根県 処理場 改築 43.5 策定済 総合地震、長寿命化

A県-4 下水道 一般 島根県 直接 島根県 処理場 改築 185.5 策定済 総合地震、長寿命化

A松江-1 下水道 一般 松江市 直接 松江市 雨水 新築 174.0 －

A松江-2 下水道 一般 松江市 直接 松江市 雨水 新築 27.0 －

A松江-3 下水道 一般 松江市 直接 松江市 雨水 新築 25.0 －

A松江-4 下水道 一般 松江市 直接 松江市 雨水 新築 12.0 －

A松江-5 下水道 一般 松江市 直接 松江市 汚水 改築 30.0 策定済 長寿命化

A松江-14 下水道 一般 松江市 直接 松江市 汚水 改築 11.0 策定中 長寿命化

A松江-15 下水道 一般 松江市 直接 松江市 汚水 改築 46.0 策定中 ストックマネジメント

A浜田-1 下水道 一般 浜田市 直接 浜田市 処理場 改築 4.0 策定済 長寿命化

A浜田-2 下水道 一般 浜田市 直接 浜田市 処理場 改築 3.0 策定済 長寿命化

A浜田-3 下水道 一般 浜田市 直接 浜田市 処理場 改築 13.0 策定済 長寿命化

A出雲-1 下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 処理場 改築 水処理施設　処理能力　840m3/日 133.0 策定済 長寿命化

A出雲-2 下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 汚水 改築 36.7 策定中 ストックマネジメント

A出雲-3 下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 汚水 改築 2.2 策定中 ストックマネジメント

A益田-1 下水道 一般 益田市 直接 益田市 雨水 ポンプ場 241.0 －

A益田-2 下水道 一般 益田市 直接 益田市 雨水 新設 53.0 －

A大田-1 下水道 一般 大田市 直接 大田市 雨水 新設 91.2 －

A大田-2 下水道 一般 大田市 直接 大田市 雨水 新設 18.0 －

A安来-1 下水道 一般 安来市 直接 安来市 雨水 管渠・ポンプ場 306.8 －

A雲南-1  下水道 一般 雲南市 直接 雲南市 処理場 改築 60.0 策定済 長寿命化

A雲南-2  下水道 一般 雲南市 直接 雲南市 処理場 改築 36.0 策定済 長寿命化

A雲南-3  下水道 一般 雲南市 直接 雲南市 処理場 改築 10.0 策定済 長寿命化

A雲南-4  下水道 一般 雲南市 直接 雲南市 管渠 改築 15.0 策定中 ストックマネジメント

A美郷-1 下水道 一般 美郷町 直接 美郷町 処理場 改築 21.0 策定中 ストックマネジメント

A邑南-1 下水道 一般 邑南町 直接 邑南町 処理場 改築 24.0 策定済 長寿命化

A津和野-1 下水道 一般 津和野町 直接 津和野町 管渠 改築 9.0 策定済 長寿命化

A津和野-2 下水道 一般 津和野町 直接 津和野町 処理場 改築 91.0 策定済 長寿命化

合計 3,052.9

松江市公共下水道宍道排水区

松江市公共下水道東出雲排水区

松江市特定環境保全公共下水道恵曇処理場

松江市公共下水道向島ポンプ場

松江市公共下水道　松江処理区他

浜田市特定環境保全公共下水道 三保三隅

出雲市特定環境保全公共下水道田岐浄化センター

出雲市流域関連公共下水道

安来市公共下水道安来排水区

大田市

雨水管□1600×1600～1000×1000　L=600ｍ 大田市

水処理施設　処理能力2,600 /日・マンホールポンプ　28箇所

雲南市特定環境保全公共下水道加茂浄化センター

雲南市公共下水道木次・三刀屋浄化センター他

雲南市特定環境保全公共下水道大東浄化センター

邑南町特定環境保全公共下水道石見処理区

津和野町特定環境保全公共下水道　日原処理区

津和野町特定環境保全公共下水道　日原処理区

邑南町

雲南市公共下水道　木次・三刀屋処理区他

美郷町特定環境保全公共下水道邑智処理区

水処理施設　処理能力　2,150m3/日 松江市

ポンプ場　揚水能力　7.3m3/分 松江市

ストックマネジメント計画策定 松江市

水処理施設　処理能力1,600m3／日・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　2箇所 浜田市

水処理・汚泥処理施設 処理能力 45,000 /日 松江市外1市

雨水管　□600～800×500～800　691m  松江市

雨水管　□600～1100×600  65m  松江市

雨水管　φ400～600　108m 松江市

雨水管  凵900～2000×900～1,000 33m 松江市

松江市公共下水道松江排水区

松江市公共下水道玉湯排水区

汚水管 φ=0.25～2.6m L=39,070m 松江市外1市

水処理・汚泥処理施設 処理能力 81,000 /日 松江市外1市

汚水管 φ=0.2～1.8m L=35,660m 松江市外1市

宍道湖流域下水道東部処理区

宍道湖流域下水道東部浄化センター

宍道湖流域下水道西部処理区

社会資本総合整備計画　事後評価書 平成29年8月24日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

マンホール蓋　13箇所 津和野町

処理能力　500m3/日 津和野町

処理能力　1,700m3/日 雲南市

ストックマネジメント計画策定 雲南市

水処理施設　処理能力780 /日・マンホールポンプ　25箇所 美郷町

12団体

-

宍道湖流域下水道西部浄化センター

計画の目標

浸水対策の推進により安全・安心な地域の形成を目指すとともに、処理場における長寿命化対策を計画的に実施する。

　　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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号 事業者
事業及び
施設種別

事業内容 市町村名 費用便益比

－ Ｃ － Ｄ －
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
3,052.9百万円 Ａ 3,052.9百万円 Ｂ

備考要素となる事業名
省略
工種

汚水管渠　 対象面積  A=  81.0ha 出雲市

処理能力　3.26 /S 益田市

浜田市特定環境保全公共下水道 旭 水処理施設　処理能力800m3／日・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　1箇所 浜田市

雲南市

雲南市

雨水管□3000×1400　L=400m　処理能力6.1ｍ3/S 安来市

処理能力　1,260m3/日

処理能力　6,800m3/日

益田市公共下水道雨水ポンプ場

益田市公共下水道吉田排水区

出雲市特定環境保全公共下水道田岐地区外

大田市特定環境保全公共下水道温泉津排水区

大田市公共下水道大田排水区

出雲市

汚水管渠　 対象面積  A=2721.1ha 出雲市

雨水管　1500×1400　60m 益田市

雨水管□900×900～800　L=140ｍ

（H27当初）

浜田市特定環境保全公共下水道　国府 水処理施設　処理能力1,100m3／日・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　8箇所 浜田市

4団体 -

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法



Ｂ　関連釈迦資本整備事業（該当なし）
B　下水道事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

合計 0.0

Ｃ　効果促進事業（該当なし）
C　下水道事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

合計 0.0

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0.0

番号

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・処理場における長寿命化計画の策定団体数が4団体から12団体に増加し、計画的に施設の改築更新を行うことができた。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

概ね順調な事業進捗であった。

最終目標値 12団体

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 12団体

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・引き続き、浸水対策の推進により安全・安心な地域の形成を目指すとともに、処理場における長寿命化対策を計画的に実施する。

事業実施期間（年度）
備考

工種
番号 事業者

省略
要素となる事業名 事業内容 市町村名

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考
工種

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円） 備考
（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

備考

事業実施期間（年度）

指標①処理場におけ
る長寿命化計画の策
定団体数



（参考様式３）参考図面

計画の名称
計画の期間 　平成２７年度 ～ 平成２８年度 （２年間） 交付対象

　島根県における下水道事業の推進（防災・安全）
島根県、松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、雲南市、美郷町、邑南町、津和野町

〔計画の目標〕

浸水対策の推進により安全・安心な地域の形成を目指すととも
に、処理場における長寿命化対策を計画的に実施する。

　　A　事業

A出雲-1

A出雲-3

A出雲-2

A益田-1

A大田-1

A大田-2

A邑南-1

A松江-5

A松江-14

A安来-1

A雲南-3

A雲南-2

A雲南-1

A津和野-1

A津和野-2 

A県-3、A県-4

A県-1、A県-2

A浜田-1

A浜田-2

A浜田-3

A松江-1

A松江-2A松江-3

A松江-4

A益田-2

A美郷-1

A松江-15

A雲南-4


