
【簡易水道等施設整備事業】
（単位：千円）

始 終 総便益 便益の主な根拠

山形県 戸沢村 戸沢 生活基盤近代化事業費 ５年 H10 H18 1,308,000 2,425,156 井戸の建設：221箇所 1,645,405 1.5 住民の強い要望がある。 継続

福島県 只見町 明和 水道未普及地域解消事業 ５年 H10 H16 535,238 430,140 井戸の建設：67箇所・水質検査用 351,814 1.2 住民の強い要望がある。 継続

福島県 矢吹町 三城目 生活基盤近代化推進事業 ５年　 H10 H17 1,101,658 221,592
井戸の建設：30箇所
生活用水被害
影響戸数：100戸　制限日数：90日

65,400 3.4
１６年度で、主要幹線の布設替えが完了し、十分
な効果を得られる。

継続

福島県 塙町 高城 生活基盤近代化推進事業 ５年 H10 H19 682,047 1,466,141 生活用水被害　　影響戸数：122戸 1,081,888 1.4 住民の強い要望がある。 継続

栃木県 栗山村 湯西川 生活基盤近代化推進事業 ５年 H10 H18 3,288,594 9,264,002 井戸の建設：759箇所 5,858,218 1.6 住民の強い要望がある。 継続

群馬県 妙義町 第一 生活基盤近代化事業 ５年 H10 H26 351,120 574,954
水源取水口、配水池施設等改良費
及び維持管理費

358,310 1.6
生活様式改善による需要の増加及び、水源の枯
渇による取水量の低下に対応するための増田川
ダム建設工事の負担金。

継続

千葉県 山武町
埴谷・美杉野・
沖渡・椎崎・森・
大木

水道未普及地域解消事業 ５年 H10 H19 9,170,640 39,391,073 井戸の建設費、水質検査費 13,563,075 2.9
近年、地下水の汚染が深刻であり早急に水道整
備の必要性がある。

継続

長野県 北御牧村 八重原 生活基盤近代化事業 ５年　 H10 H16 320,630 3,206,163 自家用井戸の建設：２４５戸 1,055,273 3.0
管路の老朽化による破損事故の減少により、供
給の安定化が図れる。

継続

長野県 奈川村 奈川 簡易水道再編推進事業 １０年 H5 H16 3,035,596 6,098,960 井戸の建設　：500戸 3,160,887 1.9
事業進捗率が９８％をこえ平成１６年度完成に向
けて事業の推進を図っている。

継続

三重県 大台町 佐原 生活基盤近代化事業 ５年 H10 H17 1,189,490 17,043,206
各戸で不足水量　井戸で確保　漏
水、維持管理の低減

2,110,987 8.1 漏水事故の減少及び安定した給水の確保 継続

三重県 青山町 阿保・上津 水道未普及地域解消事業 ５年 H10 H19 957,028 3,263,817 井戸等の建設：２６６箇所 1,324,818 2.5 住民の強い要望がある。 継続

備考対応方針
工期

費用(C) B/C その他の指標による評価
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【簡易水道等施設整備事業】
（単位：千円）

始 終 総便益 便益の主な根拠

京都府 宇治田原町 奥山田 生活基盤近代化事業 ５年　 H10 H16 490,121 661,186 1.9
構造物は昨年度までに完成しており、残りの老
朽配管を布設替えすることで、漏水事故、断水被
害を解消する。

継続

京都府 宇治田原町 奥山田 生活基盤近代化事業 ５年　 H10 H16 310,385 524,701 2.3
構造物は昨年度までに完成しており、残りの老
朽配管を布設替えすることで、漏水事故、断水被
害を解消する。

継続

京都府
丹波町・瑞穂町水道事
業組合

丹波瑞穂 統合簡易水道整備費 ５年　 H10 H18 16,803,000 28,051,000 井戸等の建設：2,300箇所 17,746,000 1.6
未給水地域の解消と、開発団地での人口増が期
待できる。

継続

京都府 綾部市 山家東 簡易水道再編推進事業 ５年　 H10 H17 1,368,890 2,384,183 井戸の建設費、管理費。水質検査費 1,481,787 1.6
衛水第１３号による再評価実施細目に基づき、
第三者機関に諮問し再評価を受けた。

継続
答申内容
について公
表した

兵庫県 篠山市 多紀 簡易水道再編推進事業 ５年 H10 H19 3,100,000 8,344,980 生活用水確保（給水車） 3,786,164 2.2 住民の強い要望がある。 継続

岡山県 北房町 北房 水道未普及地域解消事業 ５年 H10 H16 3,394,156 7,276,417 井戸の建設：948箇所 4,731,652 1.5
個人及び共同の井戸に依存しているため、地元
住民は早期の水道普及を要望している。

継続

岡山県 吉井町 城南 簡 易 水 道 再 編 推 進 事 業 ５年 H10 H18 1,409,520 3,075,800 井戸の建設：252箇所 1,954,900 1.6
現状の小規模な５つの簡水の水源が枯渇及び
水質悪化を来しており、早急な対応を望まれてい
る。

継続

岡山県 総社市 昭和 簡 易 水 道 再 編 推 進 事 業 ５年 H10 H20 2,378,884 8,031,000 井戸の建設：658箇所 3,577,000 2.2
現状の小規模な７つの簡水、及び、未普及地域
において、水量不足び水質悪化を来しており、早
急な対応を望まれている。

継続

岡山県 美星町 美星 簡 易 水 道 再 編 推 進 事 業 ５年 H10 H18 5,100,000 9,317,000 井戸の建設：1,500箇所 7,408,000 1.3
多くの町民が井戸水等に依存しており、水量・水
質ともに不安があるため、早期の水道普及を望
まれている。

継続

岡山県 熊山町 熊山 簡 易 水 道 再 編 推 進 事 業 ５年 H10 H16 443,069 1,139,000
統合せず、代替施設（浄水場等）
の建設：一式

949,000 1.2
既存の３つの簡水は全て水量が不足しており、
安定供給が困難となってきているため、早急な
対応を望まれている。

継続

沖縄県 恩納村 村内全域 簡易水道等施設整備費 ５年 H10 H18 1,440,000 1,936,209 取水井戸　５０箇所 1,791,976 1.1

事業計画に基づき事業は進捗しており、コスト面
についても、工事発注の効率化、技術基準の見
直しなどにより、可能な限りコストを縮減してい
る。

継続
沖縄開発
事業費
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生活用水被害：73戸
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【水道水源開発等施設整備事業】
（単位：千円）

始 終 総便益 便益の主な根拠

青森県 平内町 石綿セメント管更新事業 １０年 H5 H25 3,178,740 954,679
漏水損失額の低減
維持管理費の低減

590,845 1.6 住民の強い要望がある 継続

青森県 大畑町 石綿セメント管更新事業 ５年 H10 H17 1,305,104 1,796,092
漏水損失額の低減
維持管理費の低減

1,585,860 1.1 水の需要は年々増加傾向にある。 継続

青森県 川内町 石綿セメント管更新事業 ５年 H10 H17 569,734 636,839
漏水損失額の低減
維持管理費の低減

554,697 1.1 住民の強い要望がある 継続

山形県 山形県（置賜）
水道水源開発施設整備（綱木川ダム）、
特定広域化施設整備

１５年 S63 H19 25,600,000 57,731,164 代替水源の建設・維持管理費用 30,883,817 1.9
水需要増加に伴う広域水道への地域の強い要
望。

継続

山形県 長井市 水道水源開発施設整備（長井ダム） １５年 S63 H22 800,000 3,987,000 渇水被害額の低減 777,184 5.1
地域の要望・協力が強い。市民生活の安全・安
心の確保に必要不可欠。

継続

福島県 国見町 広域化促進地域上水道施設整備事業 ５年　 H10 H28 2,576,000 11,787,666 水源施設整備費用の低減 5,099,317 2.3 簡易水道統合の早期整備が必要である。 継続
水道整備第６次拡張事業
としての再評価

福島県 安達町 広域化促進地域上水道施設整備事業 ５年　 H10 H29 3,042,230 7,000,000
井戸の建設 1,000箇所
老朽化施設の廃止
給水区域拡張

3,042,230 2.3 住民の強い要望がある 継続
第４次拡張事業全体として
の再評価

福島県 保原町 広域化促進地域上水道施設整備事業 ５年　 H10 H19 2,485,091 178,787,000
事業体単独で施設整備する（用
水供給事業から給水する場合と
の比較）。

25,851,000 6.9
給水区域の拡大により水需要の増加が見込ま
れる。

継続

福島県 小野町 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H23 1,097,592 8,945,275 漏水損失額の低減 1,207,351 7.4
ライフラインとして水を安定供給するためには、
耐震化を薦める必要がある。

継続

群馬県 伊勢崎市 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H23 3,489,362 4,925,000
折損事故等による漏水損失額及
び漏水修繕等の維持管理費の
削減

4,239,000 1.2
管網の機能の向上を図ることにより、安定供給
が可能となる。

継続

群馬県 大胡町 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H20 1,489,861 524,284
漏水損失額及び維持管理費の
低減

442,200 1.2
管路破損事故の減少により、供給の安定化が
図れる。

継続

群馬県 富士見村 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H21 449,936 52,636 有収率の向上 51,295 1.0 災害に強い施設整備。 継続

工期
費用(C)都道府県 事業名事業者名 経過年数
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対応方針



【水道水源開発等施設整備事業】
（単位：千円）

始 終 総便益 便益の主な根拠

群馬県 北橘村 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H25 627,601 100,354 漏水損失額の低減 48,048 2.1 石綿管の耐用年数がきている 継続

群馬県 明和町 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H20 680,291 431,639 配水施設の機能を強化 422,764 1.0
災害に強い施設とすることで、安定供給ができ
る。

継続

群馬県 富岡市 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H17 882,275 2,651,083
漏水損失額の低減額　1,641,093
維持管理費の低減額　1,009,990

1,763,186 1.5 石綿セメント管更新は、不可避の事業である。 継続

群馬県 太田市 石綿セメント管更新事業 ５年　 H10 H20 6,500,000 8,364,151
石綿セメント管をダクタイル鋳鉄
管へ布設替（更新）する
165.5km

8,091,435 1.0 既設配水管の整備と突発的な漏水事故の防止 継続

埼玉県 春日部市 石綿セメント管更新事業 ５年 H10 H27 2,662,328 5,304,297
地震時における漏水損失額の低
減

2,928,561 1.8
緊急時においても「安全で安定的に給水する」
ためには、管路耐震化の推進が必要である。

継続

埼玉県
都幾川、玉川水道
企業団

石綿セメント管更新事業 ５年 H10 H35 1,374,091 2,399,660 漏水損失額の低減 1,511,500 1.6
緊急時においても「安全で安定的に給水する」
ためには、管路耐震化の推進が必要である。

継続

石川県 加賀市
加賀市上水道第７次拡張事業＜九谷ダム
負担金＞

３０年 S48 H17 5,790,000 9,988,071
渇水時生活・業務用水被害
生活用給水戸数　23,555戸
業務用戸数　4,300戸

5,914,369 1.7
渇水時にも安定した取水が得られる。また、事
業進捗率も９７％をこえ平成１７年度完成に向け
て事業の推進を図っている。

継続

当事業は石川県が実施す
る事業であり、県事業とし
て総合的に判断した場合
のＢ／Ｃは１．２であった。

石川県 山中町
山中町上水道第５次拡張事業＜九谷ダム
負担金＞

３０年 S48 H17 3,860,000 4,446,424
渇水時生活・業務用水被害
生活用給水戸数　3,000戸
業務用戸数　900戸

3,942,913 1.1
渇水時にも安定した取水が得られる。また、事
業進捗率も９７％をこえ平成１７年度完成に向け
て事業の推進を図っている。

継続

当事業は石川県が実施す
る事業であり、県事業とし
て総合的に判断した場合
のＢ／Ｃは１．２であった。

福井県 勝山市 水道水源開発施設整備 １３年 H2 H20 922,560 1,200,000
井戸の建設
災害時における飲料水確保

621,000 1.9
既設の水源は地下水依存であり、地下水減少
と地震対策等を考慮し、地表水確保の必要性が
ある。

継続
平成１０年度に再評価を実
施済

福井県 小浜市 水道水源開発施設整備 １６年 S62 H23 2,768,050 3,517,200 井戸の建設：３箇所 2,689,105 1.3
水源の多様化で水質汚染等危機管理上のメ
リットが期待できる。

継続
平成１０年度に再評価を実
施済

福井県 上中町 水道水源開発施設整備 ２０年 S58 H23 551,950 604,602
渇水被害
影響戸数：2,755戸

536,209 1.1
水源の多様化で水質汚染等危機管理上のメ
リットが期待できる。

継続

兵庫県 西宮市 緊急遮断弁設置事業 ５年 H10 H16 247,246 1,179,475

配水池一池平均の容量をペット
ボトルに換算（年１回更新）して
施設の耐用年数分を試算したも
の。

388,780 3.0
災害時の飲料水確保の必要性の高まり。
設置場所の新たな確保の必要がない。
飲料水として災害後直ちに使用できる。

継続

熊本県
釈迦院ダム水道
企業団

水道水源開発施設整備 １３年 H2 H15 6,831,600 - ー - ー
事業費が増大し、ダム建設費用に見合う効果が
得られなくなった。

中止

備考

平成１５年度再評価結果一覧表

費用(C) B/C その他の指標による評価 対応方針都道府県 事業者名 事業名 経過年数
工期

総事業費
便益(B)


