
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 豊かな水環境を育む安全・安心な地域づくり(重点)

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３１年度 (2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,見附市,村上市,燕市,糸魚川市,妙高市,五泉市,阿賀野市,南魚沼市,津南町,佐渡市

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、ハード対策を行い、安全・安心な地域を形成する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              21,755  Ａ              21,744  Ｂ                   0  Ｃ                  11  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.05 ％

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

(H27当初) (H29末) (H31末)

   1 計画区域内の下水道処理人口普及率を72%(H27)から76%(H31)に増加させる。

下水道普及率(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) 72％ 74％ 76％

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： 0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 中之島6号汚水幹線（未普

及対策）

L=10.5km 長岡市  ■  ■         149 －

A07-002

下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 大河津汚水1号幹線（未普

及対策）

L=13.0km 長岡市  ■  ■         274 －

A07-003

下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 和島汚水幹線（未普及対

策）

L=7.7km 長岡市  ■  ■         259 －

A07-004

下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 上川西第一処理分区面整

備（未普及対策）

L=1.6km 長岡市  ■  ■         125 －

A07-005

下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 大島第二処理分区面整備

（未普及対策）

L=0.3km 長岡市  ■  ■          57 －

A07-006

下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 ニュータウン処理分区面

整備（未普及対策）

L=2.0km 長岡市  ■          26 －

1 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 集落排水管渠接続（広域

化）原森山地区

L=1.4km 長岡市  ■          83 －

A07-008

下水道 一般 長岡市 直接 長岡市 管渠（

汚水）

新設 集落排水管渠接続（広域

化）おおみしま地区

L=2.0km 長岡市  ■           6 －

A07-009

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 新発田地区北部処理分区

面整備（未普及対策）

A=121ha 新発田市  ■  ■       3,486 －

A07-010

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 新発田地区中央処理分区

面整備（未普及対策）

A=8ha 新発田市  ■  ■         300 －

A07-011

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 新発田地区東部処理分区

面整備（未普及対策）

A=121ha 新発田市  ■  ■       3,486 －

A07-012

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 豊浦地区北部処理分区面

整備（未普及対策）

A=17ha 新発田市  ■  ■         774 －

2 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 豊浦地区南部処理分区面

整備（未普及対策）

A=17ha 新発田市  ■  ■         662 －

A07-014

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 紫雲寺本町処理分区面整

備（未普及対策）

A=13ha 新発田市  ■  ■         230 －

A07-015

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 紫雲寺下草荷処理分区面

整備（未普及対策）

A=8ha 新発田市  ■  ■         150 －

A07-016

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 紫雲寺藤塚浜処理分区面

整備（未普及対策）

A=27ha 新発田市  ■  ■       1,534 －

A07-017

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 加治川第１処理分区面整

備（未普及対策）

A=8ha 新発田市  ■  ■          68 －

A07-018

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 加治川第２処理分区面整

備（未普及対策）

A=16ha 新発田市  ■  ■         722 －

3 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 加治川第３処理分区面整

備（未普及対策）

A=20ha 新発田市  ■  ■         590 －

A07-020

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 月岡処理区面整備（未普

及対策）

L=5,000m 新発田市  ■  ■         300 －

A07-021

下水道 一般 新発田市 直接 新発田市 管渠（

汚水）

新設 笹神上高関処理分区面整

備（未普及対策）

A=7.3ha 新発田市  ■          13 －

A07-022

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 北部地区汚水面整備（未

普及対策）

L=1.3km 加茂市  ■  ■          15 －

A07-023

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 西加茂地区汚水面整備（

未普及対策）

L=0.2km 加茂市  ■  ■           9 －

A07-024

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 西部第一地区汚水面整備

（未普及対策）

L=4.7km 加茂市  ■  ■         146 －

4 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 第４汚水幹線（未普及対

策）

L=0.7km 加茂市  ■  ■          48 －

A07-026

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 第12汚水幹線（未普及対

策）

L=1.4km 加茂市  ■  ■         129 －

A07-027

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 第11汚水幹線（未普及対

策）

L=1.3km 加茂市  ■  ■         184 －

A07-028

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 須田地区汚水面整備（未

普及対策）

L=1.0km 加茂市  ■  ■         140 －

A07-029

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 西部第三地区汚水面整備

（未普及対策）

L=0.6km 加茂市  ■  ■          13 －

A07-030

下水道 一般 加茂市 直接 加茂市 管渠（

汚水）

新設 西部第二地区汚水面整備

（未普及対策）

L=0.6km 加茂市  ■  ■           9 －

5 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A07-031

下水道 一般 十日町市 直接 十日町市 管渠（

汚水）

新設 農集接続管渠新設（未普

及対策）

L=2.0km 十日町市  ■  ■         135 －

A07-032

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 西山庄川地区面整備（未

普及対策）

L=1.8km 見附市  ■  ■         100 －

A07-033

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 反田西地区面整備（未普

及対策）

L=1.2km 見附市  ■          22 －

A07-034

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 指出地区面整備（未普及

対策）

L=1.7km 見附市  ■  ■         140 －

A07-035

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 六本木中村地区面整備（

未普及対策）

L=1.7km 見附市  ■  ■         263 －

A07-036

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 島切窪地区面整備（未普

及対策）

L=1.3km 見附市  ■  ■          30 －

6 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A07-037

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 島切窪石地地区面整備（

未普及対策）

L=0.7km 見附市  ■  ■          69 －

A07-038

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 下関地区面整備（未普及

対策）

L=1.2km 見附市  ■  ■         313 －

A07-039

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 小栗山地区面整備（未普

及対策）

L=1.3km 見附市  ■  ■         290 －

A07-040

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 三林地区面整備（未普及

対策）

L=1.3km 見附市  ■  ■          26 －

A07-041

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 市野坪地区面整備（未普

及対策）

L=0.8km 見附市  ■  ■          24 －

A07-042

下水道 一般 見附市 直接 見附市 管渠（

汚水）

新設 中村地区面整備（未普及

対策）

L=0.8km 見附市  ■  ■          29 －

7 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A07-043

下水道 一般 村上市 直接 村上市 管渠（

汚水）

新設 村上地区面整備（未普及

対策）

L=10.7km 村上市  ■  ■         729 －

A07-044

下水道 一般 燕市 直接 燕市 管渠（

汚水）

新設 吉田第１処理分区面整備

（未普及対策）

L=4.0km 燕市  ■  ■         141 －

A07-045

下水道 一般 燕市 直接 燕市 管渠（

汚水）

新設 分水第３処理分区面整備

（未普及対策）

L=1.8km 燕市  ■  ■          93 －

A07-046

下水道 一般 糸魚川市 直接 糸魚川市 管渠（

汚水）

新設 農集接続管渠・ポンプ場

改築（広域化）

L=0.84km、機械電気設備 糸魚川市  ■          36 －

A07-047

下水道 一般 妙高市 直接 妙高市 管渠（

汚水）

新設 斐太第三汚水幹線（未普

及対策）

L=2.7km 妙高市  ■  ■         170 －

A07-048

下水道 一般 妙高市 直接 妙高市 管渠（

汚水）

新設 赤倉汚水幹線（広域化） L=3.6km 妙高市  ■          44 －

8 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A07-049

下水道 一般 五泉市 直接 五泉市 管渠（

汚水）

新設 寺沢地区面整備（未普及

対策）

L=2.1km 五泉市  ■  ■          72 －

A07-050

下水道 一般 五泉市 直接 五泉市 管渠（

汚水）

新設 太田地区面整備（未普及

対策）

L=0.7km 五泉市  ■         254 －

A07-051

下水道 一般 阿賀野市 直接 阿賀野市 管渠（

汚水）

新設 水原山口南処理分区（未

普及対策）

L=6.9km 阿賀野市  ■  ■         882 －

A07-052

下水道 一般 阿賀野市 直接 阿賀野市 管渠（

汚水）

新設 水原里処理分区（未普及

対策）

L=0.9km 阿賀野市  ■  ■         121 －

A07-053

下水道 一般 阿賀野市 直接 阿賀野市 管渠（

汚水）

新設 水原市野山処理分区（未

普及対策）

L=7.3km 阿賀野市  ■  ■       1,160 －

A07-054

下水道 一般 南魚沼市 直接 南魚沼市 管渠（

汚水）

新設 塩沢地区面整備（未普及

対策）

L=8.0㎞ 南魚沼市  ■  ■         804 －

9 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A07-055

下水道 一般 南魚沼市 直接 南魚沼市 管渠（

汚水）

新設 六日町地区面整備（未普

及対策）

L=9.0km 南魚沼市  ■         329 －

A07-056

下水道 一般 津南町 直接 津南町 管渠（

汚水）

新設 下船渡地区面整備（未普

及対策）

L=0.3㎞ 津南町  ■  ■          44 －

A07-057

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　佐和田地

区面整備（未普及対策）

L=2.6㎞ 佐渡市  ■  ■         324 －

A07-058

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　金井地区

面整備（未普及対策）

L=10.5㎞ 佐渡市  ■  ■         707 －

A07-059

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　真野地区

面整備（未普及対策）

L=2.5㎞ 佐渡市  ■  ■          87 －

A07-060

下水道 離島 佐渡市 直接 佐渡市 管渠（

汚水）

新設 両津地区面整備（未普及

対策）

L=12.5㎞ 佐渡市  ■  ■         203 －

10 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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

A07-061

下水道 離島 佐渡市 直接 佐渡市 管渠（

汚水）

新設 小木地区面整備（未普及

対策）

L=3.6㎞ 佐渡市  ■  ■         116 －

 小計      21,744

合計      21,744

11 案件番号：  0000278914



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 H30 H31 R02 R03 R04 （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 阿賀野市 直接 阿賀野市 管渠（

汚水）

新設 下水道接続補助 浄化槽撤去補助・排水設備工

事補助

阿賀野市  ■  ■           9 －

基幹事業（未普及対策）である管渠整備と下水道への接続・水洗化促進を図ることにより、公共用水域の水質の保全に資することができる。

C07-002

下水道 一般 南魚沼市 直接 南魚沼市 管渠（

汚水）

新設 各戸排水設備の設置 600戸 南魚沼市  ■           2 －

基幹事業（未普及対策）である管渠整備と下水道への接続・水洗化促進を図ることにより、公共用水域の水質の保全に資することができる。

 小計          11

合計          11

1 案件番号：  0000278914



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

交付対象者が評価を実施
事後評価の実施体制

0000278914案件番号：

最終目標値に対する実績値が確定した年度

ホームページによる公表

未普及対策事業を重点的に実施したことにより、本県の下水道普及率を76%（H31末)に増加させた。

引き続き、次期整備計画にて未普及対策を進め、豊かな水環境を保全し、安全・安心な地域を形成する



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

76％
計画どおり

最　終
76％

実績値

1 案件番号：0000278914


