
茅ケ崎市における循環のみちの実現（防災・安全）
平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 茅ケ崎市

①下水道による都市浸水対策達成率を47％（H23）から48％（H27）に増加させる。

②重要な管渠の地震対策実施率を27％（H23）から69％（H27）に増加させる。

⑤重要なポンプ場の地震対策実施率を0％（H23）から50％（H27）に増加させる。

⑥重要な管渠の長寿命化対策実施率を0％（H23）から44％（H27）に増加させる。

（H23当初） （H25末） （H27末）

①下水道による都市浸水対策達成率
浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）

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

⑤重要なポンプ場の地震対策実施率
総合地震対策の対象ポンプ場のうち、耐震化または減災対策が行われている施設（箇所）／対象施設（箇所）

⑥重要な管渠の長寿命化対策実施率
長寿命化対策の対象管渠のうち、長寿命化が行われている延長（km）／対象管渠の延長（km）

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｂ1,347Ａ1,361

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

平成26年3月25日

効果促進事業費の割合

社会資本総合整備計画
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

下水道の整備及び改築更新を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

　　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

50%

1.0%

44%

全体事業費

中間目標値
定量的指標の現況値及び目標値

備考
当初現況値 最終目標値

47% 48% 48%

27% 39% 69%

0% 0%

0% 0%

Ｃ 140



A１　下水道事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 省略 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H23 H24 H25 H26 H27

192 162

164.2 195.3

63.9 63.9

72.4 47

34

6 36

合計 1,347
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 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

14

合計 14

番号 備考

C1-1-1

茅ヶ崎市 －直接 全種

要素となる事業名 事業内容

工種

業務継続計画（地震・津波）を策定することにより、被災時にも事業継続可能な方法を定めることを目的としている。

No.1処理区

省略
要素となる事業名

総合地震対策

一般下水道C1-1-1 茅ヶ崎市 14BCP計画策定業務継続計画

一体的に実施することにより期待される効果

事業者
省略

No.3処理区

一般下水道A1-1-13 81

78

茅ケ崎市雨水ポンプ増設（1台)　446m3/min今宿ポンプ場（浸水対策）新設雨水－直接茅ケ崎市

茅ケ崎市一般下水道A1-1-11

茅ケ崎市耐震化柳島ポンプ場改築雨水－直接茅ケ崎市一般下水道A1-1-12

総合地震対策151茅ケ崎市Ｌ=1.4km/雨水ポンプ場東海岸幹線/今宿ポンプ（総合地震対策）改築雨水－直接

茅ケ崎市一般下水道A1-1-9

42茅ケ崎市雨水ポンプ　32㎥/min中島番屋ポンプ新築雨水－直接茅ケ崎市一般下水道A1-1-10

34茅ケ崎市雨水ポンプ　60㎥/min新千ノ川橋ポンプ新築雨水－直接

A1-1-5

119茅ケ崎市30ha市内雨水枝線整備(浸水対策)新築雨水－直接茅ケ崎市一般下水道A1-1-6

長寿命化128茅ケ崎市詳細設計・改築修繕長寿命化事業全種雨汚水－直接

新設雨水－直接茅ケ崎市一般下水道 360茅ケ崎市L=0.9km萩園第二雨水幹線(浸水対策)

354

A1-1-2

茅ケ崎市

事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）事業内容

一般下水道

事業者 要素となる事業名 事業内容

No.1処理区

No.2処理区

番号

番号 事業者 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）工種

市町村名 全体事業費
（百万円）

交付対象事業

市町村名


A1-1-1 下水道 一般 茅ケ崎市 新設雨水－直接 茅ケ崎市L=0.5km浜竹雨水幹線(浸水対策)



その他関連する事業

茅ケ崎市における循環のみちの実現

交付
対象

A1'-1-1 下水道 茅ヶ崎市 232 防災・安全移行元

A1'-1-2 下水道 茅ヶ崎市 210 防災・安全移行元

A1'-1-3 下水道 茅ヶ崎市 1,372 防災・安全移行元

A1'-1-4 下水道 茅ヶ崎市 164 防災・安全移行元

A1'-1-5 下水道 茅ヶ崎市 23 防災・安全移行元

A1'-1-6 下水道 茅ヶ崎市 187 防災・安全移行元

A1'-1-7 下水道 茅ヶ崎市 56 防災・安全移行元

A1'-1-8 下水道 茅ヶ崎市 325 防災・安全移行元

A1'-1-9 下水道 茅ヶ崎市 131 防災・安全移行元

A1'-1-10 下水道 茅ヶ崎市 82 防災・安全移行元

A1'-1-11 下水道 茅ヶ崎市 56 防災・安全移行元

A1'-1-12 下水道 茅ヶ崎市 11 防災・安全移行元

松が丘・浜須賀排水区(合流改善) 茅ヶ崎市

市内汚水枝線整備(未普及) 茅ヶ崎市

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')) 0.3%Ａ' 2,849 Ｂ' 0 Ｃ' 0

全体事業費
（百万円）

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市古相模橋ポンプ場

東海岸幹線（地震対策）

柳島ポンプ場

東海岸幹線/今宿ポンプ（総合地震対策）

中島番屋ポンプ

新千ノ川橋ポンプ

市内雨水枝線整備(浸水対策)

長寿命化事業

萩園第二雨水幹線(浸水対策)

浜竹雨水幹線(浸水対策)

市町村名

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市

計画等の名称

事業種別 要素となる事業名



社会資本総合整備計画
計画の名称 茅ヶ崎市における循環のみち実現（防災・安全）
計画の期間 平成23年度～平成27年度　(5年間) 交付対象 神奈川県　茅ヶ崎市

茅ヶ崎駅 

市役所 
浜竹雨水幹線（A1-1-1） 

萩園第二雨水幹線（A1-1-2） 

長寿命化事業（A1-1-5） 

P 新千ノ川橋ポンプ（A1-1-9） 

P 

中島番屋ポンプ（A1-1-10） 

P 

今宿ポンプ場（A1-1-11、A-1-13） 

P 柳島ポンプ場（A1-1-12） 

市内雨水枝線整備（A1-1-6） 

東海岸幹線（A1-1-11） 



別紙２

計画の名称： 茅ケ崎市における循環のみちの実現（防災・安全）           

事業主体名：神奈川県　茅ヶ崎市                        

チェック欄

①上位計画等との整合性 ✔

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） ✔

①整備計画の目標と定量的指標の整合性 ✔

②定量的指標の明瞭性 ✔

③目標と事業内容の整合性 ✔

④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ✔

①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の
確実性）

✔

②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確
実性）

✔

防災安全交付金チェックシート
（汎用タイプ）

Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性


