
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年01月25日

計画の名称 長野県「水循環・資源循環のみち２０１５」構想の推進による、安全・安心な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 長野市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,伊那市,駒ヶ根市,茅野市,塩尻市,下諏訪町,辰野町,南箕輪村,松川町,高森町,喬木村,豊丘村,木曽町,中野市,朝日村

計画の目標 南海トラフ地震の対象地域における重要施設（消毒施設、管理棟、下水道総合地震計画に位置づけている管渠）の地震対策を行うことにより、施設の持続的な管理・運営を図り、安全で安心な暮らしを実現する。

雨水幹線等の整備を進めることにより、浸水被害の軽減を図り、安全な暮らしを実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,511  Ａ               5,424  Ｂ                   0  Ｃ                  87  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.57 ％

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

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 下水道総合地震対策計画に位置付けた管渠耐震化における実施率を24％（H27末）から24％（H32末）に増加させる。

下水道総合地震対策計画に位置付けた管渠耐震化における実施率 24％ 24％ 24％

下水道総合地震対策計画に位置付けた管渠の耐震化を実施する自治体数/管渠の耐震化が必要な自治体数

   2 重要施設耐震化対策が必要な処理場における実施率を14％（H27末）から38％（H32末）に増加させる。

重要施設耐震化対策が必要な処理場における実施率 14％ 33％ 38％

重要施設耐震化対策を実施する処理場数/重要施設耐震化対策が必要な処理場数

   3 計画期間内における総合地震対策計画に位置付けられた避難所へのマンホールトイレの設置率を0％（H27末）から100％（H32末）へ増加させる。

避難所のマンホールトイレ設置率 0％ 88％ 100％

マンホールトイレを設置した避難所の箇所数/計画期間内で総合地震対策計画に位置付けられた避難所の箇所数

   4 浸水被害が発生した排水区域における整備率を０％（H27末）から100％（H32末）に増加させる。

浸水対策整備率 0% 0% 100%

浸水対策整備済み面積（ha）/浸水面積(ha)

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 －

・（国土強靭化地域計画名）に基づき実施される要素事業：長野市～豊丘村全て【※防災・安全交付金の整備計画にのみ記載】

1 案件番号： 0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 長野市 直接 長野市 管渠（

汚水）

改築 下流処理区重要幹線 管渠の可とう化、マンホール

トイレ

長野市  ■  ■  ■  ■          77 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-002

下水道 一般 上田市 直接 上田市 － 改築 上田市下水道総合地震対

策

耐震設計・耐震工事、マンホ

ールトイレ

上田市  ■  ■  ■       1,373 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-003

下水道 一般 岡谷市 直接 岡谷市 管渠（

汚水）

改築 岡谷市下水道総合地震対

策（第１期）

管渠の可とう化、マンホール

浮上防止

岡谷市  ■          30 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-004

下水道 一般 岡谷市 直接 岡谷市 管渠（

汚水）

改築 岡谷市下水道総合地震対

策（第２期）

管渠の可とう化、マンホール

浮上防止

岡谷市  ■  ■  ■  ■  ■         317 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-005

下水道 一般 飯田市 直接 飯田市 管渠（

汚水）

改築 飯田市下水道総合地震対

策（第Ⅰ期）

耐震設計、管渠の可とう化、

マンホール浮上防止

飯田市  ■  ■  ■  ■  ■         101 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-006

下水道 一般 飯田市 直接 飯田市 管渠（

汚水）

改築 飯田市下水道総合地震対

策（第Ⅱ期）

耐震設計、管渠の可とう化、

マンホール浮上防止

飯田市  ■  ■  ■         144 策定済

下水道総合地震対策計画

1 案件番号：  0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 飯田市 直接 飯田市 終末処

理場

改築 松尾浄化管理センター（

地震対策）

詳細設計、耐震工事（消毒施

設）

飯田市  ■  ■  ■  ■         100 －

A07-008

下水道 一般 諏訪市 直接 諏訪市 管渠（

汚水）

改築 下水道総合地震対策(第１

期)

人孔浮上防止対策、マンホー

ルトイレ

諏訪市  ■  ■  ■         138 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-009

下水道 一般 諏訪市 直接 諏訪市 管渠（

汚水）

改築 下水道総合地震対策（第

２期）

人孔浮上防止対策、管口可と

う化、詳細設計、マンホール

トイレ

諏訪市  ■  ■  ■         113 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-010

下水道 一般 伊那市 直接 伊那市 終末処

理場

改築 伊那・高遠・小出島・大

萱浄化センター

耐震設計、耐震工事（管理棟

、消毒施設）

伊那市  ■  ■  ■  ■         100 －

A07-011

下水道 一般 駒ヶ根市 直接 駒ケ根市 終末処

理場

改築 駒ケ根浄化センター（地

震対策）

耐震設計、耐震工事（管理棟

、消毒施設）

駒ケ根市  ■  ■         110 －

A07-012

下水道 一般 茅野市 直接 茅野市 管渠（

汚水）

改築 茅野市総合地震対策事業

（地震対策）

調査、耐震設計、耐震工事（

管渠の可とう化、マンホール

浮上防止）

茅野市  ■  ■  ■          50 策定済

下水道総合地震対策計画

2 案件番号：  0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 茅野市 直接 茅野市 管渠（

雨水）

新設 上川右岸排水区管渠整備

（浸水対策）

調査、設計、工事 茅野市  ■  ■  ■         850 －

A07-014

下水道 一般 塩尻市 直接 塩尻市 管渠（

汚水）

改築 塩尻市下水道総合地震対

策

管渠の可とう化、マンホール

浮上防止、マンホールトイレ

塩尻市  ■  ■  ■  ■         255 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-015

下水道 一般 塩尻市 直接 塩尻市 終末処

理場

改築 塩尻市浄化センター（地

震対策）

耐震設計、耐震工事 塩尻市  ■  ■  ■  ■         350 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-016

下水道 一般 下諏訪町 直接 下諏訪町 管渠（

汚水）

改築 下諏訪町総合地震対策事

業（地震対策）

人孔浮上防止対策、管渠可と

う継ぎ手設置

下諏訪町  ■  ■  ■  ■         214 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-017

下水道 一般 辰野町 直接 辰野町 管渠（

汚水）

改築 辰野処理区管渠改築（地

震対策）

人孔浮上防止対策 辰野町  ■  ■  ■          14 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-018

下水道 一般 辰野町 直接 辰野町 終末処

理場

改築 小野水処理センター（地

震対策）

耐震化工事（管理棟、消毒施

設）

辰野町  ■  ■  ■  ■          55 －

3 案件番号：  0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 辰野町 直接 辰野町 管渠（

汚水）

改築 小野処理区管渠改築（地

震対策）

人孔浮上防止対策 辰野町  ■  ■  ■  ■  ■          21 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-020

下水道 一般 南箕輪村 直接 南箕輪村 終末処

理場

改築 南箕輪浄化センター（地

震対策）

耐震化工事（管理棟） 南箕輪村  ■          26 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-021

下水道 一般 南箕輪村 直接 南箕輪村 管渠（

汚水）

改築 下水道総合地震対策計画

（地震対策）

耐震化設計・耐震工事、マン

ホールトイレ

南箕輪村  ■  ■  ■  ■          95 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-022

下水道 一般 松川町 直接 松川町 終末処

理場

改築 松川浄化センター（地震

対策）

耐震補強設計、耐震補強工事

（管理棟、消毒施設）

松川町  ■  ■  ■         138 －

A07-023

下水道 一般 高森町 直接 高森町 終末処

理場

改築 高森浄化センター（地震

対策）

実施設計、耐震工事、マンホ

ールトイレ

高森町  ■  ■  ■  ■  ■         185 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-024

下水道 一般 喬木村 直接 喬木村 終末処

理場

改築 堰下浄化センター（地震

対策）

実施設計、耐震工事（管理棟

、消毒施設 )

喬木村  ■          14 －

4 案件番号：  0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 豊丘村 直接 豊丘村 終末処

理場

改築 豊丘浄化センター（地震

対策）

耐震補強工事（管理棟、消毒

施設）

豊丘村  ■  ■         121 －

A07-026

下水道 一般 木曽町 直接 木曽町 終末処

理場

改築 木曽福島・大原・日義浄

化センター・塩渕中継ポ

ンプ場（地震対策）

実施設計、耐震工事（管理棟

・消毒施設）

木曽町  ■  ■  ■         153 －

A07-027

下水道 一般 岡谷市 直接 岡谷市 管渠（

汚水）

改築 岡谷市下水道総合地震対

策（第３期）

管渠の可とう化、マンホール

浮上防止

岡谷市  ■         110 策定中

下水道総合地震対策計画

A07-028

下水道 一般 中野市 直接 中野市 終末処

理場

改築 中野浄化管理センター（

地震対策）

調査、詳細設計、耐震工事 中野市  ■          88 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-029

下水道 一般 中野市 直接 中野市 管渠（

汚水）

改築 中野市下水道総合地震対

策

耐震設計、管渠の可とう化、

マンホール浮上防止

中野市  ■          10 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-030

下水道 一般 長野市 直接 長野市 管渠（

雨水）

新設 上流処理区雨水幹線管渠

整備

管渠工など 長野市  ■          50 －

5 案件番号：  0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 伊那市 直接 伊那市 － 改築 伊那・殿島処理区 耐水化計画策定、詳細設計 伊那市  ■          15 －

A07-032

下水道 一般 朝日村 直接 朝日村 終末処

理場

改築 ピュアラインあさひ（耐

水化）

耐水化計画策定 朝日村  ■           7 －

 小計       5,424

合計       5,424

6 案件番号：  0000362147



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 H28 H29 H30 H31 R02 （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 長野市 直接 長野市 － － 下流処理区災害時応急復

旧資機材整備（地震対策

）

マンホールトイレ（上部） 長野市  ■  ■  ■  ■          13 策定済

被災を想定して大規模避難所にマンホールトイレを整備することで、避難所の衛生管理と避難者の心身的負担軽減が図られ、基幹事業の管渠耐震と併せて総合的な地震対策ができる。

下水道総合地震対策計画

C07-002

下水道 一般 岡谷市 直接 岡谷市 － － 岡谷市下水道総合地震対

策資機材整備

応急復旧資機材整備（可搬発

電機等）

岡谷市  ■          50 策定済

被災を想定して応急復旧資機材を整備することで被害の最小化を図ることができ、基幹事業の管路耐震と併せて総合的な地震対策ができる。

下水道総合地震対策計画

C07-003

下水道 一般 諏訪市 直接 諏訪市 － － 諏訪市下水道総合地震対

策資機材整備

マンホールトイレ（上部）10

基

諏訪市  ■  ■  ■           6 策定済

被災を想定しマンホールトイレを整備することで感染症等による二次被害の低減を図り、また、基幹事業の管路耐震化を併せて総合的な地震対策ができる。

下水道総合地震対策計画

C07-004

下水道 一般 塩尻市 直接 塩尻市 － － 塩尻市下水道総合地震対

策資機材整備

マンホールトイレ（上部） 塩尻市  ■  ■  ■           5 策定済

被災を想定しマンホールトイレを整備することで感染症等による二次被害の低減を図り、また、基幹事業の管路耐震と併せて総合的な地震対策ができる。

下水道総合地震対策計画

C07-005

下水道 一般 飯田市 直接 飯田市 － 新設 飯田市下水道総合地震対

策敷材整備

応急復旧資機材整備(可搬発

電機等)

飯田市  ■  ■  ■           8 策定済

被災を想定して応急復旧資機材を整備することで被害の最小化を図ることがで、基幹事業の管路耐震と併せて総合的な地震対策ができる。

下水道総合地震対策計画

C07-006

下水道 一般 木曽町 直接 木曽町 － － 防災対策（地震） BCP策定・修正のための調査

・検討

木曽町  ■           5 －

下水道BCPを策定・修正することで、緊急時の対応が迅速かつ適切となる。
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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 H28 H29 H30 H31 R02 （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          87

合計          87
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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）

『社会資本整備総合交付金交付要綱』及び国土交通省通知『「社会資本整備総合交付
金に係る計画等について」の改正について』に基づき、長野県及び県内市町村（広域
連合・一部事務組合）が自ら評価した後、評価の透明性、客観性、公正さを確保する
ため、令和４年１月18日開催の長野県流域下水道技術アドバイザー会議において、事
後評価の内容について学識経験者としての意見を聴取した。

事後評価の実施体制

0000362147案件番号：

整備計画の交付期間（H28～R2）の最終年度に予定している要素事業が概ね完了
した後、速やかに実施する。

長野県公式ホームページにおいて公表する。

・目標を上回る地震対策の実施により、重要な幹線等における管渠耐震化や処理場の重要施設における耐震化が進んだ。
・計画期間内における総合地震対策計画に位置付けられた避難所へのマンホールトイレ設置が予定どおり進み、被災時にマンホ
ールトイレが使えることとなった。
・雨水函渠やポンプゲートの整備により、浸水被害の軽減を図ることができた。

・下水道BCP策定により、被災時においても、下水道が果たすべき機能を確保あるいは回復することができた。

・長野県「水循環・資源循環のみち２０１５」構想を基本とし、長野県と市町村で連携しながら、持続可能な生活排水対策の取組を進める。
・浸水対策については、気候変動を考慮した雨水計画の策定やハード対策、あらゆる関係者により流域全体で行う治水（流域治水）の取組み等により、ハード・ソフ
トの両面から浸水対策を実施する。また、段階的な対策として、既存施設を活用したハード対策や様々な主体が連携した流域の流出抑制対策等により、軽減を図る。
また、想定最大規模降雨に対しては、ソフト施策の更なる推進・強化により、少しでも被害を軽減させることが必要である。
・重要な幹線の管渠の耐震化率や処理場の耐震化率は50%に満たない状況であるため、今後、さらに耐震化を推進していく。
・下水道区域内の避難所のうち、マンホールトイレが整備されたのは15%程度であるため、さらにマンホールトイレ整備を推進していく。



○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

24％
平成30年度～令和２年度の「３か年緊急対策」予算等を活用して事業の前倒しを行ったことにより、目標値を上回ったと考えられる。

最　終
33％

実績値

 2

最　終
目標値

38％
平成30年度～令和２年度の「３か年緊急対策」予算等を活用して事業の前倒しを行ったことにより、目標値を上回ったと考えられる。

最　終
46％

実績値

 3

最　終
目標値

100％
ー

最　終
100％

実績値

 4

最　終
目標値

100%
ー

最　終
100%

実績値
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