
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年07月27日

計画の名称 豊かな水環境を育む安全・安心な地域づくり【下水道】（重点）

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 〇

交付対象 長岡市,新発田市,加茂市,十日町市,燕市,糸魚川市,妙高市,五泉市,佐渡市,魚沼市,南魚沼市,湯沢町

計画の目標 ・本県の持つ豊かな水環境を保全・創出し、良好な自然環境を未来に引き継ぐため、下水道整備を行い快適な居住環境を形成する。

・汚水処理の広域化・共同化により、持続可能な下水道事業の実現を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              17,814  Ａ              17,796  Ｂ                   0  Ｃ                  18  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）       0.1 ％

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 R6

   1 計画区域内の下水道処理人口普及率を77％（R2）から81％(R6)に増加させる。

下水道処理人口普及率 77％ 80％ 81％

（下水道供用告示済区域に居住している人口　/　住民基本台帳人口）

備考等 個別施設計画を含む － 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 － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000431754



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 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 小国処理区接続管渠整備

（広域化）

L=2.0km 長岡市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A07-002 下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 長岡処理区接続管渠整備

（広域化）

L=0.7km 長岡市  ■  ■  ■  ■         100 －

A07-003 下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 川東処理区接続管渠整備

（広域化）

L=0.2km 長岡市  ■  ■  ■          50 －

A07-004 下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 ポンプ

場

新設 新発田処理区中継ポンプ

場建設（未普及対策）

ポンプ場建設 新発田市  ■  ■         341 －

A07-005 下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 新発田処理区面整備（未

普及対策）

A=1,110ha 新発田市  ■  ■  ■  ■  ■       3,917 －

A07-006 下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 豊浦処理区面整備（未普

及対策）

A=193ha 新発田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,434 －

1 案件番号： 0000431754



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 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 月岡処理区接続管渠整備

（広域化）

L=1.2km 新発田市  ■  ■         249 －

A07-008 下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 紫雲寺処理区面整備（未

普及対策）

A=50.17ha 新発田市  ■  ■  ■  ■  ■         512 －

A07-009 下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 加治川処理区面整備（未

普及対策）

A=114.62ha 新発田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,438 －

A07-010 下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 加茂処理区面整備（未普

及対策）

A=35ha 加茂市  ■  ■  ■  ■  ■       1,527 －

A07-011 下水道 一般 十日町市 直接 十日町市 管渠（

汚水）

新設 十日町処理区接続管渠整

備（広域化）

L=2.1km、マンホールポンプN

=6基

十日町市  ■  ■  ■  ■  ■         295 －

R2：上野・元町新町地区、R3～R6：鐙島地区（R7接続完了）

A07-012 下水道 一般 燕市 直接 燕市 管渠（

汚水）

新設 燕処理区面整備（未普及

対策）

A=30.0ha 燕市  ■  ■  ■  ■  ■         285 －

2 案件番号： 0000431754



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 燕市 直接 燕市 管渠（

汚水）

新設 西川処理区面整備（未普

及対策）

A=28.0ha 燕市  ■  ■  ■  ■  ■         710 －

A07-014 下水道 一般 燕市 直接 燕市 － － 燕市広域化・共同化計画

策定（広域化）

計画策定 燕市  ■          15 －

A07-015 下水道 一般 糸魚川市 直接 糸魚川市 管渠（

汚水）

新設 能生処理区接続管渠整備

（広域化）

L=0.8km 糸魚川市  ■  ■          42 －

A07-016 下水道 一般 糸魚川市 直接 糸魚川市 ポンプ

場

改築 能生処理区ポンプ設備整

備（広域化）

ポンプ場改築（ポンプ設備N=

2基）

糸魚川市  ■  ■          30 －

A07-017 下水道 一般 糸魚川市 直接 糸魚川市 － － 糸魚川市広域化・共同化

計画策定（広域化）

計画策定 糸魚川市  ■  ■          20 －

A07-018 下水道 一般 妙高市 直接 妙高市 管渠（

汚水）

新設 妙高高原処理区接続管渠

整備（広域化）

L=3.0km 妙高市  ■  ■  ■  ■         850 －

3 案件番号： 0000431754



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 A07-019 下水道 一般 妙高市 直接 妙高市 管渠（

汚水）

新設 妙高高原処理区処理場処

理系列整備（広域化）

流量調整槽増設　１池 妙高市  ■  ■  ■  ■         478 －

A07-020 下水道 一般 五泉市 直接 五泉市 管渠（

汚水）

新設 新津処理区面整備（未普

及対策）

A=2.72ha 五泉市  ■  ■  ■  ■  ■         176 －

A07-021 下水道 離島 佐渡市 直接 佐渡市 管渠（

汚水）

新設 国府川処理区面整備（未

普及対策）

A=143.5ha 佐渡市  ■  ■  ■  ■  ■       2,093 －

A07-022 下水道 離島 佐渡市 直接 佐渡市 管渠（

汚水）

新設 両津処理区面整備（未普

及対策）

A=133.6ha 佐渡市  ■  ■  ■  ■  ■         988 －

A07-023 下水道 離島 佐渡市 直接 佐渡市 終末処

理場

新設 佐渡市広域化・共同化計

画策定（広域化）

計画策定 佐渡市  ■          30 －

島内循環型下水道・浄化槽汚泥処理

A07-024 下水道 一般 魚沼市 直接 魚沼市 管渠（

汚水）

新設 堀之内処理区接続管渠整

備(広域化)

L=3.9km 魚沼市  ■  ■  ■         494 －

4 案件番号： 0000431754



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 A07-025 下水道 一般 南魚沼市 直接 南魚沼市 管渠（

汚水）

新設 六日町処理区接続管渠整

備（広域化）

L=6.1km 南魚沼市  ■  ■  ■       1,340 －

A07-026 下水道 一般 南魚沼市 直接 南魚沼市 管渠（

汚水）

新設 大和処理区広域化・共同

化計画策定（広域化）

計画策定 南魚沼市  ■  ■  ■          20 －

A07-027 下水道 一般 湯沢町 直接 湯沢町 管渠（

汚水）

新設 土樽・松川処理区接続管

渠整備（広域化）

L=1.5km 湯沢町  ■  ■  ■  ■  ■         162 －

 小計      17,796

合計      17,796

5 案件番号： 0000431754



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 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 下水道接続促進（供用開

始区域）

下水道接続促進活動 新発田市  ■  ■  ■  ■          18 －

公共下水道整備と併せ、戸別訪問による接続促進活動を実施。公共下水道への速やかな接続を実現させ、環境に優しいまちづくりを推進する。

 小計          18

合計          18

1 案件番号： 0000431754



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                   4,772                   3,117

計画別流用増△減額 (b)                      18                       0

交付額 (c=a+b)                   4,790                   3,117

前年度からの繰越額 (d)                       0                   1,842

支払済額 (e)                   2,948                   3,803

翌年度繰越額 (f)                   1,842                   1,156

うち未契約繰越額(g)                     480                     150

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   10.02                    3.02

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算で地元調整等に時

間を要したため

1 案件番号： 0000431754


