
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年01月15日

計画の名称 施設の長寿命化と防災・減災対策に向けた下水道の整備（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 兵庫県

計画の目標 災害時の処理機能の確保及び機能向上や質的向上に配慮しながら計画的に老朽施設の改築・更新を進め、公共用水域の水質向上等による良好な水環境を安定的に創造することで、安心安全な生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              31,264  Ａ              31,264  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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当初 R4末 R6末

   1 計画期間内（R2～R6）に耐震化が必要な施設（91箇所）の対策を実施する。

計画期間内（R2～R6）に耐震化を必要とする施設に対する、計画期間内に対応した施設の割合（％） 0％ 95％ 100％

計算式＝当該年度までに対応した施設箇所数／R2～R6間に耐震化対応予定としている施設箇所数（91箇所）　×　100（％）

   2 計画期間内（R2～R6）に改築・更新が必要な施設（97箇所）の対策を実施する。

計画期間内（R2～R6）に改築・更新を必要とする施設に対する、計画期間内に対応した施設の割合（％） 0％ 41％ 100％

計算式＝当該年度までに対応した施設箇所数／R2～R6間に改築・更新対応予定としている施設箇所数（97箇所）　×　100（％）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む 地域再生計画を含む

1 案件番号： 0000146810



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 A07-001 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 猪名川流域下水道（原田

処理場）（1-A-1）

汚泥処理設備改築工事等 伊丹市  ■  ■  ■  ■  ■       2,445 策定済

ストックマネジメント計画

A07-002 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 猪名川流域下水道（猪名

川幹線管渠）（1-A-2）

管路施設耐震化工事等 伊丹市他  ■  ■  ■  ■  ■         205 策定済

ストックマネジメント計画

A07-003 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川上流浄化センター）（1

-A-3）

非常用発電設備整備工事等 神戸市  ■  ■  ■  ■  ■       2,278 策定済

ストックマネジメント計画

A07-004 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（武庫

川上流幹線管渠）（1-A-4

）

管路施設耐震化工事等 神戸市他  ■  ■  ■  ■  ■          25 策定済

ストックマネジメント計画

A07-005 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川下流浄化センター）（1

-A-5）

非常用発電設備整備工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■       3,293 策定済

ストックマネジメント計画

A07-006 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

合流）

改築 武庫川流域下水道（南武

中継ポンプ場）（1-A-6）

ポンプ設備改築工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         221 策定済

ストックマネジメント計画

1 案件番号： 0000146810



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 A07-007 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（瓦木

中継ポンプ場）（1-A-7）

ポンプ設備改築工事等 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■         160 策定済

ストックマネジメント計画

A07-008 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（常松

中継ポンプ場）（1-A-8）

ポンプ設備改築工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

ストックマネジメント計画

A07-009 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（田近

野伏越室）（1-A-9 ）

運転操作設備改築工事等 西宮市  ■  ■  ■  ■  ■          93 策定済

ストックマネジメント計画

A07-010 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 武庫川流域下水道（武庫

川下流幹線管渠）（1-A-1

0）

管路施設耐震化工事等 尼崎市他  ■  ■  ■  ■  ■         265 策定済

ストックマネジメント計画

A07-011 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川上流浄化センター）（1

-A-11）

非常用発電設備整備工事等 小野市  ■  ■  ■  ■  ■       3,326 策定済

ストックマネジメント計画

A07-012 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（王子

中継ポンプ場）（1-A-12

）

ポンプ設備改築工事等 小野市  ■  ■  ■  ■  ■          80 策定済

ストックマネジメント計画

2 案件番号： 0000146810



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 A07-013 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（河高

中継ポンプ場）（1-A-13

）

ポンプ設備改築工事等 加東市  ■  ■  ■  ■  ■          80 策定済

ストックマネジメント計画

A07-014 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（加古

川上流幹線管渠）（1-A-1

4）

管路施設耐震化工事等 小野市他  ■  ■  ■  ■  ■         160 策定済

ストックマネジメント計画

A07-015 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川下流浄化センター）（1

-A-15）

非常用発電設備整備工事等 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■       3,209 策定済

ストックマネジメント計画

A07-016 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 加古川流域下水道（加古

川下流幹線管渠）（1-A-1

6）

管路施設耐震化工事等 加古川市他  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

ストックマネジメント計画

A07-017 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 揖保川流域下水道（揖保

川浄化センター）（1-A-1

7）

非常用発電設備整備工事等 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■       2,314 策定済

ストックマネジメント計画

3 案件番号： 0000146810



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 A07-018 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 揖保川流域下水道（菅野

河中継ポンプ場）（1-A-1

8）

ポンプ設備改築工事等 宍粟市  ■  ■  ■  ■  ■          50 策定済

ストックマネジメント計画

A07-019 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 揖保川流域下水道（正條

中継ポンプ場）（1-A-19

）

ポンプ設備改築工事等 たつの市  ■  ■  ■  ■  ■          70 策定済

ストックマネジメント計画

A07-020 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 管渠（

汚水）

改築 揖保川流域下水道（揖保

川幹線管渠）（1-A-20）

管路施設耐震化工事等 姫路市他  ■  ■  ■  ■  ■       1,447 策定済

ストックマネジメント計画

A07-021 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫東流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-21

）

汚泥処理設備改築工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■       3,074 策定済

ストックマネジメント計画

A07-022 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫東流域下水汚泥処理

（兵庫東送泥管）（1-A-2

2）

管路施設耐震化工事等 尼崎市他  ■  ■  ■  ■  ■          45 策定済

ストックマネジメント計画

4 案件番号： 0000146810



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 A07-023 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫西流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-23

）

非常用発電設備整備工事等 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■       3,058 策定済

ストックマネジメント計画

A07-024 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫西流域下水汚泥処理

（兵庫西送泥管）（1-A-2

4）

管路施設耐震化工事等 姫路市他  ■  ■  ■  ■  ■         340 策定済

ストックマネジメント計画

A07-025 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 猪名川流域下水道（原田

処理場）（1-A-25）

処理場耐震化工事等 伊丹市  ■  ■  ■  ■  ■         879 策定済

ストックマネジメント計画

A07-026 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川上流浄化センター）（1

-A-26）

処理場耐震化工事等 神戸市  ■  ■  ■  ■  ■         330 策定済

ストックマネジメント計画

A07-027 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 武庫川流域下水道（武庫

川下流浄化センター）（1

-A-27）

処理場耐震化工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■         240 策定済

ストックマネジメント計画

5 案件番号： 0000146810



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 A07-028 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川上流浄化センター）（1

-A-28）

処理場耐震化工事等 小野市  ■  ■  ■  ■  ■         450 策定済

ストックマネジメント計画

A07-029 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 加古川流域下水道（加古

川下流浄化センター）（1

-A-29）

処理場耐震化工事等 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■         750 策定済

ストックマネジメント計画

A07-030 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 揖保川流域下水道（揖保

川浄化センター）（1-A-3

0）

処理場耐震化工事等 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■         526 策定済

ストックマネジメント計画

A07-031 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫東流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-31

）

処理場耐震化工事等 尼崎市  ■  ■  ■  ■  ■       1,158 策定済

ストックマネジメント計画

A07-032 下水道 一般 兵庫県 直接 兵庫県 終末処

理場

改築 兵庫西流域下水汚泥処理

（広域処理場）（1-A-32

）

処理場耐震化工事等 姫路市  ■  ■  ■  ■  ■         573 策定済

ストックマネジメント計画

6 案件番号： 0000146810



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      31,264

合計      31,264

7 案件番号： 0000146810


