
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年01月27日

計画の名称 久御山町公共下水道における未普及対策及び安心・安全の推進

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 久御山町

計画の目標 公共水域の水質汚濁の主因である生活排水、工場排水の浄化処理を構成市町が、一体となって、総合的な下水道整備を行うことによって淀川及び瀬戸内海の水質改善となり安全・安心な住民生活の確保を図ると共に良質な下水道サービスを持続的に

提供するため、ストックマネジメント計画に沿って適切に修繕・改築を行う。更に集中豪雨の多発による被害リスクの増大に対し、老朽化した排水機場の改善を行い、安心安全な住民生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,100  Ａ               1,100  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

令和２年度当初 令和４年度末 令和６年度末

   1 令和元年度末下水道処理人口普及率は99.87％、令和３年度末に下水道処理人口普及率を99.92%に引き上げる。

下水道処理人口普及率 99％ 99％ 99％

下水道を使用できる人口／計画人口（１５,２６６人）

   2 令和元年度末に管路施設改築率は0％、令和６年度末に管路施設改築率を1％に引き上げる。

管路施設改築 0％ 1％ 1％

管路施設改築延長／管路総延長（99.7km：圧送管・真空管以外）

   3 令和元年度末に施設更新割合は0％、令和５年度末に施設更新割合を100％に引き上げる。

ストックマネジメント計画に基づく佐山排水機場の施設の更新 0％ 56％ 100％

更新施設数／全体更新施設数（41施設）

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 －

1 案件番号： 0000152949



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 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

新設 洛南処理区　田井処理分

区　面整備事業

汚水管　∮=200mm　L=400m 久御山町  ■          79 －

通常の下水道事業（未普及対策）

A07-002 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 洛南処理区　田井処理分

区　改築事業

汚水管　∮=350mm　L=250m 久御山町  ■  ■  ■          41 －

ストックマネジメント

A07-003 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 洛南処理区　市田処理分

区　改築事業

汚水管　∮=350～450mm　L=3

50m

久御山町  ■  ■  ■  ■  ■          57 －

ストックマネジメント

A07-004 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 洛南処理区　開処理分区

　改築事業

汚水管　∮=250mm　L=100m 久御山町  ■  ■          25 －

ストックマネジメント

A07-005 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 洛南処理区　佐山処理分

区　改築事業

汚水管　∮=250mm　L=100m 久御山町  ■  ■          18 －

ストックマネジメント

A07-006 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 洛南処理区　際目処理分

区　改築事業

汚水管　∮＝350mm　L=80m 久御山町  ■  ■          16 －

ストックマネジメント

1 案件番号： 0000152949



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 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 洛南処理区　下津屋処理

分区　改築事業

汚水管　∮=300～700mm　L=1

60m

久御山町  ■           8 －

ストックマネジメント

A07-008 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 管渠（

汚水）

改築 ストックマネジメント計

画（汚水）

汚水管　∮200～700mm　L=5k

m

久御山町  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

ストックマネジメント

A07-009 下水道 一般 久御山町 直接 久御山町 ポンプ

場

改築 佐山排水機場 ポンプ設備改築（処理能力　

2.84m3／s）

久御山町  ■  ■  ■  ■  ■         836 －

ストックマネジメント

 小計       1,100

合計       1,100

2 案件番号： 0000152949


