
平成２８年５月２７日

あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 我孫子市

下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

①下水道処理人口普及率を80.6％（H23初）から83.0％（H27）に増加させる。
②重要な管渠の地震対策実施率を3.0％（H23初）から22.0％（H27）に増加させる。
③マンホールトイレシステム設置率を0.0％（H26初）から26.0％（H27）に増加させる。

① 下水道処理人口普及率
下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）

② 重要な管渠の地震対策実施率
重要な管渠のうち、耐震化または減災対策が行われている（km）／重要な管渠の延長（km）

③ マンホールトイレシステム設置率

マンホールトイレシステム設置済み数（基）／マンホールトイレシステムを設置すべき数（基）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

平成２８年５月

我孫子市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象事業
Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27 計画 実績

A1-1-1 下水道 一般 我孫子市 直接 汚水管 φ=200mm L=990m 87.9 89.6

A1-1-2 下水道 一般 我孫子市 直接 汚水管 φ=200mm L=3,716m 335.6 354.5

A1-1-3 下水道 一般 我孫子市 直接 汚水管 φ=200mm L=2,019m 136.2 111.5

A1-1-4 下水道 一般 我孫子市 直接 汚水管 φ=700㎜ L=158m 162.8 162.7

A1-1-5 下水道 一般 我孫子市 直接 実施設計 20.3 5.2

A1-2-1 下水道 一般 我孫子市 直接 79.0 83.3 総合地震

A1-2-2 下水道 一般 我孫子市 直接 16基 5.0 15.5 総合地震

A1-3-1 下水道 一般 我孫子市 直接 7.2 5.5

合計 834.0 827.8

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

事後評価（中間評価）の実施体制

　　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

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

要素となる事業名
市町村名

（事業箇所）

0.00% 0.00%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
857.2百万円 Ａ 834.0百万円 Ｂ ― Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

（H23当初） （H27末）（H25末）

26.00%

主要汚水幹線地震対策事業

汚水適正処理構想策定

北部第２処理分区の汚水枝線整備（未普及解消）

北部第６処理分区の汚水枝線整備（未普及解消）

北部第７処理分区の汚水枝線整備（未普及解消）

北部第2処理分区流域幹線接続（未普及解消）

北部第4処理分区流域幹線接続（未普及解消）

公表の方法

事業者

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費（百万円）

3.0% 16.0% 22.0%

事業実施期間（年度）上段：計画 下段：実績

計画策定主体の我孫子市が独自で実施。

23.2百万円
効果促進事業費の割合

2.7%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

80.6% 82.0% 83.0%

我孫子市

地震対策事業（マンホールトイレシステム）

我孫子市

我孫子市

事業内容

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

我孫子市

マンホール浮上対策・可とう継手補強  L=10,133m 

マンホールトイレシステム　

行政面積　4,319ha



合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 計画 実績

C-1-1 下水道 一般 我孫子市 直接 我孫子市 汚水管 φ=200mm L=45m 3.3 2.0

C-1-2 下水道 一般 我孫子市 直接 汚水管 φ=200mm L=165m 10.7 6.9

C-1-3 下水道 一般 我孫子市 直接 汚水管 φ=200mm L=70m 4.2 2.9

C-2-2 下水道 一般 我孫子市 直接 5.0 1.0 総合地震

合計 23.2 12.8

番号 備考

C-1-1 基幹事業である枝線と接続する末端管の整備を一体的に行うことにより、効率的な事業の推進、普及促進を図る。

C-1-2 基幹事業である枝線と接続する末端管の整備を一体的に行うことにより、効率的な事業の推進、普及促進を図る。

C-1-3 基幹事業である枝線と接続する末端管の整備を一体的に行うことにより、効率的な事業の推進、普及促進を図る。

C-2-2 地震時に下水道施設が被災した場合においても、避難所において下水道施設の機能を確保することにより、地震対策効果の向上を図る。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・下水道未普及地区において計画的な下水道整備を進め、下水道処理人口普及率を80.6％（H23当初）から82.8％（H27末）に増加させ、未普及地区の解消を図った。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・災害時における避難所からの排水管路等、重要な管渠の地震対策実施率を3.0％（H23当初）から18.7％（H27末）に増加させ、下水道管渠の耐震化を図った。

・被災者支援の防災拠点において、マンホールトイレシステム設置率を0.0％（H23当初）から13.6％（H27末）に増加させ、避難時におけるトイレを確保した。

最終目標値 83.0%
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 82.8%

最終目標値 22.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 18.7%

最終目標値 26.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 13.6%

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）

引き続き下水道未普及地区において計画的な下水道整備を進め、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名工種
北部第２処理分区の汚水枝線整備 我孫子市

一体的に実施することにより期待される効果

東日本大震災により被災地を重点的に対応したため事業に遅れが生じているが、平成26年度からの地震対策計画におい
て、平成30年度までの整備を計画している。

一体的に実施することにより期待される効果

北部第６処理分区の汚水枝線整備

北部第７処理分区の汚水枝線整備

マンホールトイレシステムに係る資機材等整備 井戸、便器・仕切り施設等の整備

我孫子市

我孫子市

我孫子市

指標①（下水道
処理人口普及
率）

指標②（重要な
管渠の地震対策
実施率）

指標③（マン
ホールトイレシ
ステム設置率）

事業実施期間（年度）上段：計画 下段：実績 全体事業費（百万円）

概ね目標を達成している。

東日本大震災により被災地を重点的に対応したため事業に遅れが生じているが、平成26年度からの地震対策計画におい
て、平成30年度までの整備を計画している。



社会資本総合整備計画　事後評価書

計画の名称 あびこのうるおいと安心を支える下水道整備事業の効率的推進

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 千葉県　我孫子市交付対象

利根川 

手賀沼 

手賀川 

我孫子駅 

A1-1-1北部第２処理分区の枝線整備 

C-1-1北部第２処理分区の枝線整備 

A1-1-2北部第６処理分区の枝線整備 
C-1-2北部第６処理分区の枝線整備 

A1-1-3北部第７処理分区の枝線整備 

C-1-3北部第７処理分区の枝線整備 

                     

       

       

       

 
 

全体計画区域 

下水道法による事業計画区域 

既整備区域 

既設幹線 

凡  例 

枝線整備箇所 

主要枝線 

第10号幹線 

第11号幹線 

地震対策事業(マンホール浮上対策） 

我孫子市役所 

天王台駅 

東我孫子駅 

湖北駅 

新木駅 

布佐駅 

柏駅至 

A1-1-4 
北部第2処理分区 
流域幹線接続 

天王台第2号幹線 

湖北第4号幹線 

古戸第1号幹線 

古戸第2号幹

布佐第4号幹線 

根戸小学校 

第一小学校 

地震対策事業（マンホールトイレシステム） 

A1-2-2 地震対策事業(ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ) 

C-2-2 ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑに係る資機材等

A1-2-1 主要汚水幹線地震対策事業 

A1-1-5 
北部第4処理分区 
流域幹線接続 

A1-3-1 汚水適正処理構想策定 


