
栃木県における災害に強い下水道づくり（防災・安全）
栃木県, 宇都宮市, 足利市, 佐野市, 鹿沼市, 小山市, 真岡市,矢板市, 那須塩原市, 下野市,

平成25年度 ～ 平成26年度 (2年間) 壬生町, 高根沢町, 那須町, 那珂川町

災害に強い下水道施設の整備を行い, 安全・安心な暮らしを創出する。

①栃木県内の下水道長寿命化計画の策定済み地方自治体数を7自治体(Ｈ25)から8自治体(Ｈ26)に増加させる。
②栃木県内の下水道総合地震対策計画策定済みの地方自治体数を0自治体(Ｈ25)から2自治体(Ｈ26)に増加させる。
③栃木県内の合流式下水道緊急改善対策済みの地方自治体数を3自治体(Ｈ25)から4自治体(Ｈ26)に増加させる。
④栃木県内の下水道による都市浸水対策整備区域を4,655ha(H25)から4,731(Ｈ26)に増加させる。（宇都宮市,佐野市,鹿沼市,下野市,高根沢町）

 (H25当初)  (H25末)  (H26末)
①下水道の長寿命化計画策定済み地方自治体
下水道長寿命化計画策定済みの地方自治体数（自治体）

②下水道総合地震対策計画策定済みの地方自治体
下水道総合地震対策計画策定済みの地方自治体数（自治体）

③合流式下水道緊急改善対策済みの地方自治体
合流式下水道緊急改善対策済みの地方自治体数（自治体）

④下水道による都市浸水対策整備区域（※その他関連する事業（宇都宮市,佐野市,鹿沼市,下野市,高根沢町の浸水対策関連要素事業）と一体となって得られる事業効果）

宇都宮市,佐野市,鹿沼市,下野市,高根沢町内における浸水対策完了済み面積（ha）

事　　後　　評　　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　平成26年度繰越事業完了後のH27年度に実施

　計画策定主体（栃木県）にて評価を実施 公表の方法

　栃木県ホームページにおいて公表

１．交付対象事業の進捗状況

事業概要

① 下水道施設整備を行い、公共用水域の水質保全及び浸水防除を図る。

② 施設の老朽化対策及び地震対策を行い、安定した事業運営を図る。

A1 下水道事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 省略

全体事業費　H26末
実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

鬼怒川上流流域下水道 上流処理区

A1-1-11 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-1-12 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-1-13 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 138 長寿命化支援制度

A1-1-14 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 4 下水道総合地震対策事業

A1-1-15 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

耐震補強 汚泥棟耐震補強 日光市

長寿命化計画策定 日光市

汚泥処理設備 日光市

電気計装設備 自家発更新工事 日光市

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考

水処理設備 日光市

効果促進事業費の割合
0.0%

C / ( A +B + C )

交付対象事業

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

B 0 百万円 C 0 百万円全体事業費
合計

( A +B + C )
6,891 百万円 A 6,891 百万円

3自治体 4自治体 4自治体

4,655ha 4,693ha 4,731ha

7自治体 7自治体 8自治体

0自治体 1自治体 2自治体

 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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画　事後評価 平成28年3月31日

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A1-1-16 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 5 長寿命化支援制度

A1-1-17 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-1-18 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 95 長寿命化支援制度

A1-1-19 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 0 下水道総合地震対策事業

A1-1-20 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 33 下水道総合地震対策事業

0

鬼怒川上流流域下水道 中央処理区 0

A1-2-13 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 324 長寿命化支援制度

A1-2-14 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-2-15 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 319 長寿命化支援制度

A1-2-16 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 下水道総合地震対策事業

A1-2-17 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 99 長寿命化支援制度

A1-2-18 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

A1-2-19 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 5 長寿命化支援制度

A1-2-20 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-2-21 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 27 下水道総合地震対策事業

A1-2-22 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 15 下水道総合地震対策事業

0

巴波川流域下水道 巴波川処理区 0

A1-3-10 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 0 長寿命化支援制度

A1-3-11 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 234 長寿命化支援制度

A1-3-12 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-3-13 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 170 長寿命化支援制度

A1-3-14 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 40 下水道総合地震対策事業

A1-3-15 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 212 長寿命化支援制度

A1-3-16 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

A1-3-17 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 20 下水道総合地震対策事業

A1-3-18 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 17 下水道総合地震対策事業

0

北那須流域下水道 北那須処理区 0

A1-4-9 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 5 長寿命化支援制度

A1-4-10 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-4-11 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 大田原市 98 長寿命化支援制度

A1-4-12 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0

A1-4-13 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 9 長寿命化支援制度

A1-4-14 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

A1-4-15 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 15 下水道総合地震対策事業

A1-4-16 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 11 下水道総合地震対策事業

A1-4-17 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 11 長寿命化支援制度

0

渡良瀬川下流流域下水道 大岩藤処理区 0

A1-5-6 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 142 長寿命化支援制度

A1-5-7 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-5-8 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

A1-5-9 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 全種 0 長寿命化支援制度

A1-5-10 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 67 下水道総合地震対策事業

A1-5-11 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 18 下水道総合地震対策事業

0

渡良瀬川下流流域下水道 思川処理区 0

大岩藤幹線管渠耐震補強 管更生 栃木市

水処理施設耐震補強 調査・計画策定 栃木市

長寿命化計画策定 栃木市

長寿命化計画策定 栃木市

大岩藤幹線 詳細設計、管更生 栃木市

藤岡中継ポンプ場 栃木市

水処理施設耐震補強 調査・計画策定 大田原市

水処理設備 更新設計 大田原市

長寿命化計画策定、施設計画検討 大田原市

北那須幹線管渠耐震補強 計画策定、耐震診断 大田原市

電気計装設備 更新設計更新工事

耐震補強 大田原市

建物付属設備 更新工事 大田原市

中央幹線 マンホール蓋更新 大田原市

汚泥処理設備 大田原市

巴波川幹線管渠耐震補強 計画策定、耐震診断 栃木市

水処理施設耐震補強 調査・計画策定 栃木市

建物付属設備 更新工事 栃木市

長寿命化計画策定 栃木市

電気計装設備 自家発更新工事 栃木市

耐震補強 汚泥棟 栃木市

沈砂池設備 更新工事、更新工事 栃木市

水処理設備 栃木市

巴波川幹線 栃木市

水処理施設耐震補強 調査・計画策定 上三川町

南第1ポンプ場、南第3ポンプ場 下野市

鬼怒川上流中央幹線管渠耐震補強 耐震診断 上三川町

長寿命化計画策定 上三川町

北幹線 マンホール蓋更新 上三川町

耐震補強 上三川町

建物付属設備 設備更新工事 上三川町

汚泥処理設備 上三川町

電気計装設備 受変電設備更新工事 上三川町

水処理設備 更新工事、更新工事 上三川町

水処理施設耐震補強 耐震診断、調査・計画策定 日光市

小松原中継ポンプ場 機械電気設備 日光市

鬼怒川上流幹線管渠耐震補強 日光市

鬼怒川上流幹線 マンホール蓋更新 日光市

土沢中継ポンプ場 日光市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A1-6- 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 9 下水道総合地震対策事業

A1-6-7 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

A1-6-8 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 0 下水道総合地震対策事業

A1-6-9 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 8 下水道総合地震対策事業

0

渡良瀬川上流流域下水道 秋山川処理区 0

A1-7-6 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 40 H23-H25地域自主戦略交付金

宇都宮市公共下水道 田川第1処理区

A1-8-4 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 合流 新設 700 合流式下水道緊急改善事業

A1-8-5 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 合流 改築 176 長寿命化支援制度

A1-8-6 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 4 新世代下水道制度

A1-8-7 下水道 一般 宇都宮市 直接 合流 全種 15 合流式下水道緊急改善事業

宇都宮市公共下水道 田川第2処理区

A1-9-15 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 合流 新設 874 合流式下水道緊急改善事業

A1-9-16 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 0

A1-9-17 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 0

A1-9-18 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 0

A1-9-19 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 3 新世代下水道制度

A1-9-20 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 増設 791

A1-9-21 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 20 長寿命化支援制度

A1-9-22 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 0 下水道総合地震対策事業

A1-9-23 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 全種 0 下水道総合地震対策事業

A1-9-24 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 全種 16 長寿命化支援制度

A1-9-25 下水道 一般 宇都宮市 直接 - ポンプ場 全種 1 長寿命化支援制度

A1-9-26 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 6

A1-9-27 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 全種 0 長寿命化支援制度

A1-9-28 下水道 一般 宇都宮市 直接 合流 全種 15 合流式下水道緊急改善事業

宇都宮市公共下水道　中央処理区

A1-10-3 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 10

宇都宮市公共下水道 河内処理区

A1-12-4 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 全種 4 長寿命化支援制度

A1-12-5 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 改築 30 長寿命化支援制度

足利市公共下水道 足利処理区

A1-14-9 下水道 一般 足利市 直接 - 汚水 全種 40 長寿命化支援制度

A1-14-10 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 改築 3 長寿命化支援制度

A1-14-11 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 改築 29

佐野市公共下水道 秋山川処理区

A1-17-15 下水道 一般 佐野市 直接 - 雨水 新設 244

A1-17-16 下水道 一般 佐野市 直接 - 雨水 新設 93

A1-17-17 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 全種 27

A1-17-18 下水道 一般 佐野市 直接 - 雨水 新設 0

鹿沼市公共下水道 黒川処理区

東部14号幹線 (浸水対策) なし 佐野市

東部9号幹線 (浸水対策) L = 0.04 km 佐野市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 佐野市

東部6号幹線 (浸水対策) L = 0.3 km 佐野市

耐震補強 管理棟・沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟・消化タンク 足利市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 足利市

水処理設備 反応ﾀﾝｸ設備・最終沈殿池設備 足利市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 宇都宮市

河内地区枝線 管更生L=0.5km 宇都宮市

新川9号幹線(浸水対策） 実施設計 宇都宮市

長寿命化計画策定 - 宇都宮市

田川第2地区 合流改善評価 宇都宮市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 宇都宮市

中丸川1号幹線 (浸水対策) 実施設計 宇都宮市

下水道総合地震対策計画策定 - 宇都宮市

長寿命化計画策定 - 宇都宮市

水処理設備 最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池 宇都宮市

耐震補強 - 宇都宮市

田川第2地区 雨水貯留・浸透施設設置補助　178件 宇都宮市

汚泥処理設備 汚泥濃縮設備・汚泥貯留施設(200m3/槽×3槽) 宇都宮市

三の沢幹線 (浸水対策) 宇都宮市

奈坪川1号幹線 (浸水対策) 宇都宮市

田川第2地区 貯留施設 3箇所，貯留量V=1,672㎥ 宇都宮市

鶴田川5号幹線 (浸水対策) - 宇都宮市

田川第1地区 雨水貯留・浸透施設設置補助　178件 宇都宮市

田川第1地区 宇都宮市

田川第1地区 貯留施設 9ヵ所，貯留量V=13,548㎥ 宇都宮市

田川第1地区 枝線 管更生L=0.8ｋｍ 宇都宮市

耐震補強 補強工事 佐野市

思川幹線管渠耐震補強 用地補償 小山市

水処理施設耐震補強 調査・計画策定 小山市

耐震補強 耐震診断 小山市

長寿命化計画策定 小山市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A1-18-12 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 雨水 新設 183

A1-18-13 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 雨水 新設 126

A1-18-14 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 処理場 全種 0 長寿命化支援制度

小山市公共下水道 扶桑処理区

A1-25-4 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 改築 78 長寿命化支援制度

A1-25-5 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 改築 40 長寿命化支援制度

A1-25-6 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 改築 155 長寿命化支援制度

A1-25-7 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 改築 耐震補強 小山市 3

A1-25-8 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 全種 46 長寿命化支援制度

真岡市公共下水道 真岡処理区

A1-27-17 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 改築 158 長寿命化支援制度

A1-27-18 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 改築 90 長寿命化支援制度

A1-27-19 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 改築 113

A1-27-20 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 全種 17 長寿命化支援制度

矢板市公共下水道 矢板処理区

A1-33-7 下水道 一般 矢板市 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A1-33-8 下水道 一般 矢板市 直接 - 処理場 改築 97 長寿命化支援制度

那須塩原市公共下水道 黒磯処理区

A1-34-16 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 改築 7 長寿命化支援制度

A1-34-17 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 改築 3 長寿命化支援制度

A1-34-18 下水道 一般 那須塩原市 直接 汚水 全種 那須塩原市 4 下水道総合地震対策事業

A1-34-19 下水道 一般 那須塩原市 直接 汚水 全種 那須塩原市 16 長寿命化支援制度

那須塩原市公共下水道 北那須処理区

A1-35-18 下水道 一般 那須塩原市 直接 汚水 全種 那須塩原市 2 下水道総合地震対策事業

A1-35-19 下水道 一般 那須塩原市 直接 汚水 全種 那須塩原市 10 長寿命化支援制度

那須塩原市公共下水道 塩原処理区

A1-36-4 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 改築 9 長寿命化支援制度

A1-36-5 下水道 一般 那須塩原市 直接 汚水 全種 那須塩原市 1 下水道総合地震対策事業

A1-36-6 下水道 一般 那須塩原市 直接 汚水 全種 那須塩原市 4 長寿命化支援制度

下野市公共下水道 中央処理区

A1-39-19 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 103

A1-39-20 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 0

A1-39-21 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 16

壬生町公共下水道 北部処理区

A1-46-9 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 改築 90 長寿命化支援制度

A1-46-10 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 全種 19 長寿命化支援制度

A1-46-11 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 全種 耐震補強 8

A1-46-12 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 改築 壬生町 5 長寿命化支援制度

高根沢町公共下水道　宝積寺処理区

A1-48-5 下水道 一般 高根沢町 直接 - 雨水 新設 154 154鬼怒川第3-1幹線 (浸水対策) L = 0.2 km 高根沢町

長寿命化計画策定 調査・計画策定 壬生町

耐震診断 壬生町

汚泥処理設備 消化槽・重力濃縮槽・汚泥脱水機

水処理設備 沈砂池，最初沈澱池，最終沈澱池等 壬生町

東路幹線枝線 (浸水対策) 下野市

江川5号幹線 (浸水対策) 雨水管渠工事283ｍ 下野市

大台幹線枝線 (浸水対策) 下野市

電気計装設備 実施設計 那須塩原市

下水道総合地震対策計画策定 調査・計画策定

長寿命化計画策定 調査

長寿命化計画策定 調査

下水道総合地震対策計画策定 調査・計画策定

下水道総合地震対策計画策定 調査・計画策定

長寿命化計画策定 調査

電気計装設備 実施設計 那須塩原市

耐震補強 実施設計 那須塩原市

水処理設備 ― 矢板市

電気計装設備 監視制御設備・電気設備 矢板市

耐震補強 管理棟・汚泥棟・送風機棟 真岡市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 真岡市

水処理設備 管理棟建築設備 真岡市

電気設備 監視制御・自家発電・受変電設備 真岡市

電気計装設備 受変電設備・最初沈殿池・反応ﾀﾝｸ・最終沈殿池に係る電気計装設備の更新 小山市
最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池に係る耐震補強

長寿命化計画策定・耐震診断 更新工事詳細設計 小山市

沈砂池設備 沈砂池設備の更新 小山市

水処理設備 最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池設備の更新 小山市

千渡雨水第一幹線 (浸水対策) L = 0.82 km 鹿沼市

長寿命化計画策定 鹿沼市

千渡調整池(浸水対策) 貯留量 V = 7,392m3 鹿沼市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

那須町公共下水道 湯本処理区

A1-49-4 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 改築 3 長寿命化支援制度

A1-49-5 下水道 一般 那須町 直接 - 処理場 全種 20 長寿命化支援制度

那珂川町公共下水道　小川処理区

A1-57-1 下水道 過疎 那珂川町 直接 － 汚水 全種 那珂川町 20 下水道総合地震対策事業

合計 6,891

B 関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接

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
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

那珂川町公共下水道　小川処理区

C1-57-1 下水道 過疎 那珂川町 直接 -

合計

その他関連する事業：栃木県における安全で快適な生活をつくる下水道整備

A'1 下水道事業

事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

鬼怒川上流流域下水道 上流処理区

A'1-1-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 11

A'1-1-2 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 102

A'1-1-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 119 長寿命化支援制度

A'1-1-4 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 300

A'1-1-5 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 135 下水道総合地震対策事業

A'1-1-6 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 45

A'1-1-7 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 581

A'1-1-8 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 12 長寿命化支援制度

A'1-1-9 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 0 長寿命化支援制度

A'1-1-10 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 210

0

鬼怒川上流流域下水道 中央処理区 0

A'1-2-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 24

A'1-2-2 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A'1-2-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 137

A'1-2-4 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 7 長寿命化支援制度

A'1-2-5 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 40 下水道総合地震対策事業

A'1-2-6 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 119 長寿命化支援制度

A'1-2-7 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 8 長寿命化支援制度

建物付属設備 更新設計、更新工事 上三川町

長寿命化計画策定 調査・計画策定 上三川町

電気計装設備 受変電設備更新設計 上三川町

耐震補強 管理棟、機械棟・汚泥棟 上三川町

汚泥処理設備 上三川町

汚泥処理設備 脱水設備(20m3/h)・建築一式 上三川町

水処理設備 増設設計 上三川町

大谷川幹線 L=0.5km 日光市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 日光市

鬼怒川上流幹線 日光市

アスベスト対策 管理棟・汚泥棟 日光市

建物付属設備 空調・給排水・電気設備 日光市

電気計装設備 高圧受変電設備 日光市

耐震補強 管理棟耐震補強工事、汚泥棟耐震補強設計、機械棟耐震補強工事 日光市

汚泥処理設備 脱水機設備(20m3/h) 日光市

汚泥処理設備 消化設備更新設計、脱硫装置更新設計、消化設備更新工事 日光市

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考

水処理設備 次亜塩タンク(8m3/基) 日光市

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

備考
工種

全種 下水道BCP防災資機材の整備 那珂川町

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

市町村名

全体事業費

(百万円) 備考
工種

下水道総合地震対策計画策定 調査・計画策定

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容（H26末実績）

長寿命化計画策定 調査・計画策定 那須町

湯本処理区幹線 管更生L = 0.1 km 那須町

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間(年度)　H26末実績
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-2-8 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 2 流泥

A'1-2-9 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 8 流泥

A'1-2-10 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 40 長寿命化支援制度

A'1-2-11 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 10 長寿命化支援制度

A'1-2-12 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 新設 14

0

巴波川流域下水道 巴波川処理区 0

A'1-3-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 36 長寿命化支援制度

A'1-3-2 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 135 長寿命化支援制度

A'1-3-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 0

A'1-3-4 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 894

A'1-3-5 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 0 長寿命化支援制度

A'1-3-6 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 293

A'1-3-7 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 36

A'1-3-8 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 96 下水道総合地震対策事業

A'1-3-9 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 19 長寿命化支援制度

0

北那須流域下水道 北那須処理区 0

A'1-4-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 50 長寿命化支援制度

A'1-4-2 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 326

A'1-4-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 3

A'1-4-4 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 38

A'1-4-5 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 用地 14

A'1-4-6 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 全種 19 長寿命化支援制度

A'1-4-7 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 19

A'1-4-8 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 新設 10

0

渡良瀬川下流流域下水道 大岩藤処理区 0

A'1-5-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 改築 88 長寿命化支援制度

A'1-5-2 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 55

A'1-5-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 61

A'1-5-4 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 23 長寿命化支援制度

A'1-5-5 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 全種 7 長寿命化支援制度

0

渡良瀬川下流流域下水道 思川処理区 0

A'1-6-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 汚水 新設 357 H23-H24地域自主戦略交付金

A'1-6-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 増設 97

A'1-6-4 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 15 下水道総合地震対策事業

A'1-6-5 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 増設 4

0

渡良瀬川上流流域下水道 秋山川処理区 0

A'1-7-1 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 267 H23-H24地域自主戦略交付金

A'1-7-2 下水道 一般 栃木県 直接 - ポンプ場 改築 3

A'1-7-3 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 4

A'1-7-4 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 31 H23-H24地域自主戦略交付金

A'1-7-5 下水道 一般 栃木県 直接 - 処理場 改築 9建物付属設備 場内整備 佐野市

アスベスト対策 管理棟 佐野市

耐震補強 補強設計、補強工事 佐野市

汚泥処理設備 更新設計、更新工事 佐野市

南部中継ポンプ場 硫化水素対策工事 佐野市

耐震補強 補強工事 小山市

間々田中継ポンプ場 詳細設計 小山市

処理場 増設 水処理設備 小山市 14

汚泥処理設備 濃縮設備 小山市

A'1-6-2 下水道 一般 栃木県 直接 -

思川西部幹線 (未普及解消) 詳細設計、新設工事1.1ｋｍ 小山市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 栃木市

汚泥処理設備 濃縮設備 栃木市

藤岡中継ポンプ場 改築設計、改築工事 栃木市

大岩藤幹線 調査・設計、管更生L=1.7km 栃木市

水処理設備 設備工事 栃木市

下水道整備計画 調査・計画策定 大田原市

給水設備 設計、工事 大田原市

用地補償 大田原市

長寿命化計画策定、施設計画検討 調査・計画策定 大田原市

アスベスト対策 塩素混和池, 最終沈殿池 大田原市

耐震補強 汚泥棟、水管橋、滅菌棟 大田原市

中央幹線 マンホール蓋更新 大田原市

汚泥処理設備 増設工事 大田原市

耐震補強 管理棟耐震補強工事、汚泥棟耐震設計、沈砂池棟耐震補強工事 栃木市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 栃木市

汚泥処理設備 濃縮設備増設工事 栃木市

アスベスト対策 管理棟 栃木市

水処理設備 増設工事 栃木市

水処理設備 栃木市

沈砂池設備 更新工事 栃木市

沈砂池設備 栃木市

巴波川幹線 マンホール蓋更新 栃木市

沈砂池設備 詳細設計 上三川町

北幹線 マンホール蓋更新 上三川町

南第1ポンプ場、南第2ポンプ場 詳細設計 下野市

資源化工場汚泥運搬車購入 4t車 1台 宇都宮市

栃木県広域汚泥処理計画策定 調査・計画策定 宇都宮市

詳細設計
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

宇都宮市公共下水道 田川第1処理区

A'1-8-1 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 合流 新設 2,794 合流式下水道緊急改善事業

A'1-8-2 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 合流 改築 296 長寿命化支援制度

A'1-8-3 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 5 新世代下水道制度

宇都宮市公共下水道 田川第2処理区

A'1-9-1 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 新設 437

A'1-9-2 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 合流 新設 874 合流式下水道緊急改善事業

A'1-9-3 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 129

A'1-9-4 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 6

A'1-9-5 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 39

A'1-9-6 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 5 新世代下水道制度

A'1-9-7 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 増設 38

A'1-9-8 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 355

A'1-9-9 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 63 長寿命化支援制度

A'1-9-10 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 416

A'1-9-11 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 1,023 長寿命化支援制度

A'1-9-12 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 改築 15 下水道総合地震対策事業

A'1-9-13 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 全種 13 下水道総合地震対策事業

A'1-9-14 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 全種 14 長寿命化支援制度

宇都宮市公共下水道 中央処理区

A'1-10-1 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 改築 79 長寿命化支援制度

A'1-10-2 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 雨水 新設 177

宇都宮市公共下水道 清原処理区

A'1-11-1 下水道 一般 宇都宮市 直接 - ポンプ場 増設 55

A'1-11-2 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 新設 10

宇都宮市公共下水道 河内処理区

A'1-12-1 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 新設 782

A'1-12-2 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 処理場 増設 675

A'1-12-3 下水道 一般 宇都宮市 直接 - ポンプ場 増設 75

宇都宮市公共下水道 上河内処理区

A'1-13-1 下水道 一般 宇都宮市 直接 - 汚水 新設 340

足利市公共下水道 足利処理区

A'1-14-1 下水道 一般 足利市 直接 - 汚水 新設 256

A'1-14-2 下水道 一般 足利市 直接 - 汚水 新設 60

A'1-14-3 下水道 一般 足利市 直接 - 汚水 新設 13

A'1-14-4 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 全種 4 長寿命化支援制度

A'1-14-5 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 改築 349 長寿命化支援制度

A'1-14-6 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 改築 217 長寿命化支援制度

A'1-14-7 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 改築 13 長寿命化支援制度

A'1-14-8 下水道 一般 足利市 直接 - 処理場 改築 24

栃木市公共下水道 巴波川処理区

A'1-15-1 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 279西部幹線 (未普及解消) 管渠整備L=1.0km 栃木市

水処理設備 反応ﾀﾝｸ設備・最終沈殿池設備 足利市

耐震補強 管理棟・沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ棟・汚泥棟・塩素滅菌棟・塩素混和池・最終沈殿池 足利市

汚泥処理設備 汚泥焼却・溶融設備・汚泥脱水設備・汚泥消化タンク 足利市

電気計装設備 受変電設備・監視制御設備 足利市

西新井町地区枝線 (未普及解消) A = 1.0 ha, L = 0.2 km 足利市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 足利市

小俣町地区枝線 (未普及解消) A = 14.8 ha, L = 3.1 km 足利市

寺岡町地区枝線 (未普及解消) A = 4.8 ha, L = 0.9 km 足利市

上河内地区 枝線 (未普及解消) A = 21 ha, L = 4 km 宇都宮市

大塚中継ポンプ場 実施設計，ポンプ設備(2.3m3/min) 宇都宮市

河内地区 枝線 (未普及解消) A =63 ha, L =13 km 宇都宮市

水処理設備 最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池(3,150m3/日) 宇都宮市

清原中継ポンプ場 ポンプ設備(3.9m3/min) 宇都宮市

清原地区 枝線 (未普及解消) A = 0.8 ha, L = 0.1 km 宇都宮市

中央地区 枝線 管更生L=1.8km 宇都宮市

新川6-1号幹線 (浸水対策) L=0.2km 宇都宮市

下水道総合地震対策計画策定 調査・計画策定 宇都宮市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 宇都宮市

電気計装設備 高圧電気設備 宇都宮市

耐震補強 実施設計・脱水機棟・ポンプ棟等 宇都宮市

水処理設備 最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池 宇都宮市

汚泥処理設備 汚泥脱水設備 宇都宮市

汚泥処理設備 汚泥濃縮設備・汚泥貯留施設(200m3/槽×2槽) 宇都宮市

沈砂池設備 沈砂池設備 宇都宮市

奈坪川1号幹線 (浸水対策) L=0.2km 宇都宮市

田川第2地区 雨水貯留・浸透施設設置補助 367件 宇都宮市

鶴田川5号幹線 (浸水対策) □3100×3900 宇都宮市

三の沢幹線 (浸水対策) 実施設計 宇都宮市

田川第2地区 枝線 (未普及解消) A = 38 ha, L = 9 km 宇都宮市

田川第2地区 貯留施設 3箇所，貯留量V=1,672㎥ 宇都宮市

田川第1地区 枝線 管更生L=1148.3 宇都宮市

田川第1地区 雨水貯留・浸透施設設置補助　368件 宇都宮市

田川第1地区 貯留施設 9ヵ所，貯留量V=13,548㎥ 宇都宮市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-15-2 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 257

A'1-15-3 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 31

A'1-15-4 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 42

A'1-15-5 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 70

A'1-15-6 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 3

A'1-15-7 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 70

A'1-15-8 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 0

A'1-15-9 下水道 一般 栃木市 直接 - 雨水 新設 18

A'1-15-10 下水道 一般 栃木市 直接 - 雨水 新設 17

A'1-15-11 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 88

栃木市公共下水道 大岩藤処理区

A'1-16-1 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 88

A'1-16-2 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 6

A'1-16-3 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 337

A'1-16-4 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 167

A'1-16-5 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 56

A'1-16-6 下水道 一般 栃木市 直接 - 汚水 新設 114

佐野市公共下水道 秋山川処理区

A'1-17-1 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 494

A'1-17-2 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 218

A'1-17-3 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 260

A'1-17-4 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 81

A'1-17-5 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 180

A'1-17-6 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 103

A'1-17-7 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 302

A'1-17-8 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 178

A'1-17-9 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 189

A'1-17-10 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 90

A'1-17-11 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 111

A'1-17-12 下水道 一般 佐野市 直接 - 雨水 新設 245

A'1-17-13 下水道 一般 佐野市 直接 - 雨水 新設 100

A'1-17-14 下水道 一般 佐野市 直接 - 汚水 新設 0

鹿沼市公共下水道 黒川処理区

A'1-18-1 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 処理場 改築 1,584

A'1-18-2 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 雨水 新設 169

A'1-18-3 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 雨水 新設 91

A'1-18-4 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 雨水 新設 139

A'1-18-5 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 処理場 全種 5 長寿命化支援制度

A'1-18-6 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 汚水 新設 84

A'1-18-7 下水道 一般 鹿沼市 直接 - ポンプ場 改築 13

A'1-18-8 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 雨水 新設 194

A'1-18-9 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 汚水 新設 27

A'1-18-10 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 汚水 新設 8

A'1-18-11 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 汚水 新設 31

鹿沼市公共下水道 西沢処理区

日吉分区幹線枝線（未普及解消） L = 0.18 km 鹿沼市

押原分区幹線枝線（未普及解消） L = 1.59 km 鹿沼市

千渡雨水第三幹線 (浸水対策) L = 0.45 km 鹿沼市

千渡分区幹線枝線（未普及解消） L = 0.75 km 鹿沼市

北犬飼分区幹線枝線(未普及解消) L = 1.78 km 鹿沼市

樅山中継ポンプ場 硫化水素対策 鹿沼市

千渡雨水第一幹線 (浸水対策) L = 0.46 km 鹿沼市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 鹿沼市

千渡調整池(浸水対策) 貯留量 V = 3,784m3 鹿沼市

富士山雨水幹線 (浸水対策) L = 0.57 km 鹿沼市

管理棟耐震補強・沈砂池・電気設備 管理棟耐震補強・沈砂池・電気設備 鹿沼市

佐野10(黒袴地区)幹線 (未普及解消) なし 佐野市

東部6号幹線 (浸水対策) A=42.8ha, L = 0.7 km 佐野市

東部9号幹線 (浸水対策) L = 0.04 km 佐野市

葛生4-1(富士見地区)幹線 (未普及解消) A=10.43ha, L = 1.40 km 佐野市

葛生4-2(中地区)幹線 (未普及解消) A=5.73ha, L = 1.43 km 佐野市

田沼4-2,田沼2-2(田沼・栃本地区)幹線 (未普及解消) A=16.85ha, L = 3.83 km 佐野市

葛生1(鉢木地区)幹線 (未普及解消) A=13.74ha, L = 2.64 km 佐野市

佐野中央(関川・犬伏地区)幹線 (未普及解消) A=12.24ha, L = 1.36 km 佐野市

田沼4-2(吉水駅前2丁目地区)幹線 (未普及解消) A=14.73ha, L = 4.14 km 佐野市

佐野7(免鳥地区)幹線 (未普及解消) A=4.75ha, L = 0.82 km 佐野市

佐野12,佐野13(高萩地区)幹線 (未普及解消) A=12.73ha, L = 1.35km 佐野市

佐野2-3(小中地区)幹線 (未普及解消) A=14.70ha, L = 1.55 km 佐野市

佐野1,佐野2-5(石塚地区)幹線 (未普及解消) A=23.92ha, L = 3.25 km 佐野市

佐野2-1(赤見地区)幹線 (未普及解消) A=30.84ha, L = 3.68 km 佐野市

藤岡第3-3幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=1.7km 栃木市

大平南部1号幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=1.8km 栃木市

藤岡第3-3幹線 (未普及解消) 管渠整備L=0.4km 栃木市

大平西部2号幹線枝線 (未普及解消) 測量設計 栃木市

大平東部1号幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=5.5km 栃木市

大平西部1号幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=1.9km 栃木市

真名子幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=1.3km 栃木市

永野川左岸1号幹線 (浸水対策) 測量設計、補償契約 栃木市

雨水調整池(浸水対策) 測量設計 栃木市

桜内第2処理分区幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=0.8km 栃木市

木原第2処理分区幹線枝線 (未普及解消) 栃木市

国府第1・第2幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=0.6km 栃木市

桜内第1処理分区幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=0.1km 栃木市

東部幹線枝線 (未普及解消) 測量設計 栃木市

国府第1・第2幹線 (未普及解消) 管渠整備L=0.2km 栃木市

西部幹線枝線 (未普及解消) 管渠整備L=3.7km 栃木市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-53-1 下水道 一般 鹿沼市 直接 - 汚水 新設 40

日光市公共下水道 鬼怒川上流処理区

A'1-19-1 下水道 一般 日光市 直接 - 汚水 新設 516

A'1-19-2 下水道 一般 日光市 直接 - 汚水 新設 306

A'1-19-3 下水道 一般 日光市 直接 - 汚水 新設 236

日光市公共下水道 中宮祠処理区

A'1-20-1 下水道 一般 日光市 直接 - 処理場 改築 188

日光市公共下水道 湯元処理区

A'1-21-1 下水道 一般 日光市 直接 - 処理場 改築 97

日光市公共下水道 川治処理区

A'1-22-1 下水道 一般 日光市 直接 - 汚水 新設 124

日光市公共下水道 湯西川処理区

A'1-23-1 下水道 過疎 日光市 直接 - 汚水 新設 211

A'1-23-2 下水道 過疎 日光市 直接 - 処理場 改築 727

A'1-23-3 下水道 過疎 日光市 直接 - 処理場 改築 103

小山市公共下水道 小山処理区

A'1-24-1 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 72

A'1-24-2 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 622

A'1-24-3 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 459

A'1-24-4 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 5

A'1-24-5 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 110

A'1-24-6 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 457

A'1-24-7 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 295

A'1-24-8 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 150

A'1-24-9 下水道 一般 小山市 直接 - 雨水 新設 132

A'1-24-10 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 増設 930

A'1-24-11 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 70

A'1-24-12 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 118

小山市公共下水道 扶桑処理区

A'1-25-1 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 127

A'1-25-2 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 27

A'1-25-3 下水道 一般 小山市 直接 - 処理場 全種 59 長寿命化支援制度

小山市公共下水道 思川処理区

A'1-26-1 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 258

A'1-26-2 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 136

A'1-26-3 下水道 一般 小山市 直接 - 汚水 新設 471

真岡市公共下水道 真岡処理区

A'1-27-1 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 33

A'1-27-2 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 140

A'1-27-3 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 75

長田処理分区幹線枝線 (未普及解消) 真岡市汚水管渠A=5.1ha，L=1.6km

亀山北処理分区幹線枝線 (未普及解消) 真岡市

山王処理分区幹線枝線 (未普及解消) 真岡市

汚水管渠A=8.5ha，L=4.0km

汚水管渠A=4.2ha，L=1.1km

間々田第二処理分区幹線 (未普及解消) L = 0.5 km 小山市

間々田第二処理分区枝線 (未普及解消) A = 36.7 ha, L = 6.8 km 小山市

間々田第一処理分区枝線 (未普及解消) A = 23.6 ha, L =5.7km 小山市

長寿命化計画策定・耐震診断 調査・計画策定 小山市

羽川処理分区枝線 (未普及解消) A = 14.6 ha, L = 3.2 km 小山市

扶桑処理分区枝線 (未普及解消) A = 3.6 ha, L = 0.3 km 小山市

城南処理分区幹線 (未普及解消)  L = 1.1 km 小山市

城南処理分区枝線 (未普及解消) A = 7.5 ha, L = 1.6 km 小山市

横倉第一排水区枝線 (浸水対策) A = 2 ha, L = 0.2 km 小山市

水処理設備 最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池(5,575m3/日) 小山市

雨ヶ谷処理分区幹線 (未普及解消) L = 1.7 km 小山市

雨ヶ谷処理分区枝線 (未普及解消) A = 10.2ha, L = 1.6km 小山市

粟宮処理分区幹線 (未普及解消) L = 0.8km 小山市

粟宮処理分区枝線 (未普及解消) A = 32.3 ha, L = 5.6 km 小山市

大行寺処理分区枝線 (未普及解消) A =27.3ha, L = 5 km 小山市

中久喜処理分区枝線 (未普及解消) A = 0.1ha, L = 0.4 km 小山市

喜沢処理分区幹線 (未普及解消) L = 0.1 km 小山市

喜沢処理分区枝線 (未普及解消) A =54.6ha, L = 9.5km 小山市

場内整備・水処理設備・電気設備 場内整備・汚泥脱水施設・受変電施設 日光市

既設処理場撤去 既設処理場撤去 日光市

湯西川枝線 (未普及解消) A =5.55ha, L = 2.11 km 日光市

川治枝線 (未普及解消) A =6.01ha, L = 1.29 km 日光市

電気計装設備 電気室・ポンプ室 日光市

電気計装設備 電気室・ポンプ室 日光市

日光枝線 (未普及解消) A =24.10ha, L = 4.10 km 日光市

藤原枝線 (未普及解消) A =15.49ha, L = 4.06 km 日光市

今市枝線 (未普及解消) A =36.03ha, L = 9.79 km 日光市

西沢処理区幹線枝線（未普及解消） A = 0.2 ha, L = 0.75 km 鹿沼市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-27-4 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 9

A'1-27-5 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 24

A'1-27-6 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 101

A'1-27-7 下水道 一般 真岡市 直接 - 雨水 新設 136

A'1-27-8 下水道 一般 真岡市 直接 - 雨水 新設 588

A'1-27-9 下水道 一般 真岡市 直接 - 雨水 新設 308

A'1-27-10 下水道 一般 真岡市 直接 - 雨水 新設 267

A'1-27-11 下水道 一般 真岡市 直接 - 雨水 新設 84

A'1-27-12 下水道 一般 真岡市 直接 - 雨水 新設 5

A'1-27-13 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 改築 236 長寿命化支援制度

A'1-27-14 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 改築 電気設備 真岡市 475 長寿命化支援制度

A'1-27-15 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 改築 耐震補強 真岡市 20

A'1-27-16 下水道 一般 真岡市 直接 - 処理場 全種 17 長寿命化支援制度

真岡市公共下水道 二宮処理区

A'1-54-1 下水道 一般 真岡市 直接 - 汚水 新設 19

大田原市公共下水道 北那須処理区

A'1-28-1 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 73

A'1-28-2 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 15

A'1-28-3 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 122

A'1-28-4 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 10

A'1-28-5 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 473

A'1-28-6 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 1,027

A'1-28-7 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 12

A'1-28-8 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 11

A'1-28-9 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 全種 24

A'1-28-10 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 改築 88

A'1-28-11 下水道 一般 大田原市 直接 - 汚水 新設 0

大田原市公共下水道 黒羽処理区

A'1-29-1 下水道 一般 大田原市 直接 - 処理場 増設 0

大田原市公共下水道 中央処理区

A'1-30-1 下水道 一般 大田原市 直接 - 雨水 新設 166

矢板市公共下水道 矢板処理区

A'1-33-1 下水道 一般 矢板市 直接 - 汚水 新設 116

A'1-33-2 下水道 一般 矢板市 直接 - 汚水 新設 193

A'1-33-3 下水道 一般 矢板市 直接 - 汚水 改築 9

A'1-33-4 下水道 一般 矢板市 直接 - 処理場 改築 388

A'1-33-5 下水道 一般 矢板市 直接 - 処理場 全種 30 長寿命化支援制度

A'1-33-6 下水道 一般 矢板市 直接 - 処理場 改築 8

那須塩原市公共下水道 黒磯処理区

A'1-34-1 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 169

A'1-34-2 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 第5幹線枝線(未普及解消） 那須塩原市 9

A'1-34-3 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 94

A'1-34-4 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 41

第20幹線枝線 (未普及解消) A = 7.1ha, L = 1.3 km 那須塩原市

第9幹線枝線 (未普及解消) A = 2.2ha, L = 0.4 km 那須塩原市

第18幹線枝線 (未普及解消) A = 10.1 ha, L = 1.8 km 那須塩原市

電気計装設備 監視制御設備・電気設備 矢板市

水処理設備 耐震補強・消毒設備・濃縮設備等 矢板市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 矢板市

片岡幹線枝線 (未普及解消) Ａ＝ 4.9ｈａ、Ｌ＝1.1km 矢板市

矢板幹線枝線 マンホール蓋交換28箇所 矢板市

矢板幹線枝線 (未普及解消) Ａ＝15.9ｈａ、Ｌ＝3.0km 矢板市

中央雨水枝線 (浸水対策) L=0.4ｋｍ 大田原市

水処理施設 大田原市

親園汚水幹線枝線（未普及解消） 大田原市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 大田原市

野崎第2処理分区 舗装本復旧 L = 4.8 km 大田原市

佐久山汚水幹線 (未普及解消) L = 2.0 km 大田原市

佐久山汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 33.0 ha, L = 5.2 km 大田原市

市野沢汚水幹線 (未普及解消) L=3.0ｋｍ 大田原市

市野沢汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 36.0 ha,L=8.1ｋｍ 大田原市

野崎1号汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 25.0 ha, L = 3.0 km 大田原市

野崎2号汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 4.5 ha, L = 0.1 km 大田原市

野崎1号汚水幹線 (未普及解消) L=1.1ｋｍ 大田原市

野崎2号汚水幹線 (未普及解消) L = 0.3 km 大田原市

西部地区幹線枝線 (未普及解消) 汚水管渠A=0.8ha，L=0.3km 真岡市

監視制御・自家発電・受変電設備

管理棟

長寿命化計画策定 調査・計画策定 真岡市

江川排水区幹線 (浸水対策) 真岡市

水処理設備 反応タンク・最終沈殿池設備 真岡市

実施設計

高間木排水区調整池 (浸水対策) 真岡市

江川排水区調整池 (浸水対策) 真岡市

雨水調整池　V=7,191m3,A=2,913m2

雨水調整池　V=2,422m3,A=1,200m2

松山町排水区幹線 (浸水対策) 真岡市

高間木排水区幹線 (浸水対策) 真岡市

雨水管渠L=1.4km

雨水管渠L=1.9km

中郷・萩田処理分区幹線枝線 (未普及解消) 真岡市

長田排水区幹線 (浸水対策) 真岡市

汚水管渠A=5.9ha，L=1.6km

雨水函渠L=0.4km

柳林処理分区幹線枝線 (未普及解消) 真岡市

田町処理分区幹線枝線 (未普及解消) 真岡市

基本設計

汚水管渠A=2.4ha，L=0.5km
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績
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A'1-34-5 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 21

A'1-34-6 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 8

A'1-34-7 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 第19-1幹線枝線(未普及解消） 那須塩原市 26

A'1-34-8 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 25

A'1-34-9 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 11

A'1-34-10 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 全種 7 長寿命化支援制度

A'1-34-11 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 改築 15

A'1-34-12 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 第1幹線枝線(未普及解消） 那須塩原市 47

A'1-34-13 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 第17幹線枝線(未普及解消） 那須塩原市 20

A'1-34-14 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 第4幹線枝線(未普及解消） 那須塩原市 0

A'1-34-15 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 第26幹線枝線(未普及解消） 那須塩原市 42

A'1-34-20 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 全種 施設計画見直しのための調査・検討 7

那須塩原市公共下水道 北那須処理区

A'1-35-1 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 275

A'1-35-2 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 158

A'1-35-3 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 212

A'1-35-4 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 73

A'1-35-5 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 9

A'1-35-6 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設

A'1-35-7 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設

A'1-35-8 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 24

A'1-35-9 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 雨水 新設 43

A'1-35-10 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 那須塩原市 23

A'1-35-11 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 那須塩原市 14

A'1-35-12 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 那須塩原市 0

A'1-35-13 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 那須塩原市 0

A'1-35-14 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 那須塩原市 0

A'1-35-15 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 那須塩原市 0

A'1-35-16 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 8

A'1-35-17 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 新設 0

A'1-35-20 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 全種 3

那須塩原市公共下水道 塩原処理区

A'1-36-1 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 増設 147

A'1-36-2 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 全種 7 長寿命化支援制度

A'1-36-3 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 処理場 改築 110

A'1-36-7 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 汚水 全種

さくら市公共下水道 氏家処理区

A'1-37-1 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 132

A'1-37-2 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 77

A'1-37-3 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 158

A'1-37-4 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 62

A'1-37-5 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 95

A'1-37-6 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 164

A'1-37-7 下水道 一般 さくら市 直接 - 処理場 改築 137

A'1-37-8 下水道 一般 さくら市 直接 - 処理場 増設 103

A'1-37-9 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 0

水処理設備 最終沈殿池・ディッチ(1,985m3/日） さくら市

氏家第3号汚水幹線枝線 (未普及解消) さくら市

上阿久津第1号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=11.0haL=2.1km さくら市

汚泥処理設備 脱水機・ホッパ更新 さくら市

草川第3号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=6.1ha,L=1.4km さくら市

草川第2号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=3.6ha,L=0.9km さくら市

氏家第2号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=5.8ha,L=1.1km さくら市

氏家第4号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=10.4ha,L=1.8km さくら市

氏家第1号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=8.2ha,L=1.0km さくら市

水処理設備 那須塩原市

施設計画見直しのための調査・検討 那須塩原市

水処理設備 那須塩原市

長寿命化計画策定 那須塩原市

施設計画見直しのための調査・検討 那須塩原市

東那須野第4号幹線枝線（未普及解消） 那須塩原市

下永田１号汚水幹線枝線（未普及解消） 那須塩原市

三島2号汚水幹線枝線（未普及解消）

烏ヶ森汚水幹線枝線（未普及解消）

二つ室汚水幹線 (未普及解消)

南郷屋汚水幹線枝線（未普及解消）

三島下永田１号汚水幹線枝線（未普及解消）

三島東町汚水幹線枝線（未普及解消）

三島下永田2号幹線枝線 (未普及解消) 那須塩原市

百村川第3幹線 (浸水対策) 那須塩原市

東那須野第3号幹線枝線（未普及解消） 那須塩原市

東那須野第5号幹線枝線（未普及解消） 那須塩原市

東那須野第1号幹線枝線（未普及解消） A = 4.8ha, L = 1.3 km 那須塩原市

東那須野第2号幹線枝線（未普及解消） 那須塩原市

二つ室汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 7.9ha, L = 1.7 km 那須塩原市

赤田井口汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 3.9ha, L = 0.8 km 那須塩原市

石林汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 14.9ha, L = 3.3 km 那須塩原市

A = 3.0ha, L = 0.5 km

A = 1.4ha, L = 0.2 km

A = 1.7ha, L = 0.5 km

那須塩原市

長寿命化計画策定 那須塩原市

耐震補強 耐震診断・基本設計 那須塩原市

A = 3.3ha, L = 0.6 km

第22幹線枝線 (未普及解消) A = 1.5ha, L = 0.3 km 那須塩原市

第2分区幹線枝線 (未普及解消) A = 0.5ha, L = 0.1 km 那須塩原市

第10幹線枝線 (未普及解消) 那須塩原市

第19-2幹線枝線 (未普及解消) 那須塩原市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-37-10 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 0

A'1-37-11 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 10

A'1-37-12 下水道 一般 さくら市 直接 - 処理場 全種 9

A'1-37-13 下水道 一般 さくら市 直接 汚水 全種 1.5

さくら市公共下水道 喜連川処理区

A'1-38-1 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 96

A'1-38-2 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 92

A'1-38-3 下水道 一般 さくら市 直接 - 汚水 新設 0

A'1-38-4 下水道 一般 さくら市 直接 汚水 全種 1.5

下野市公共下水道 中央処理区

A'1-39-1 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 0

A'1-39-2 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 80

A'1-39-3 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 35

A'1-39-4 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 452

A'1-39-5 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 240

A'1-39-6 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 289

A'1-39-7 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 211

A'1-39-8 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 52

A'1-39-9 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 42

A'1-39-10 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 24

A'1-39-11 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 265

A'1-39-12 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 64

A'1-39-13 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 351

A'1-39-14 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 101

A'1-39-15 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 30

A'1-39-16 下水道 一般 下野市 直接 - 雨水 新設 0

A'1-39-17 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 35

A'1-39-18 下水道 一般 下野市 直接 - 汚水 新設 45

上三川町公共下水道 中央処理区

A'1-40-1 下水道 一般 上三川町 直接 - 汚水 新設 407

A'1-40-2 下水道 一般 上三川町 直接 - 汚水 新設 256

A'1-40-3 下水道 一般 上三川町 直接 - 汚水 新設 157

A'1-40-4 下水道 一般 上三川町 直接 - 汚水 新設 325

A'1-40-5 下水道 一般 上三川町 直接 - 汚水 新設 76

A'1-40-6 下水道 一般 上三川町 直接 - 汚水 新設 69

益子町公共下水道 益子処理区

A'1-42-1 下水道 一般 益子町 直接 - 汚水 新設 109

A'1-42-2 下水道 一般 益子町 直接 - 汚水 新設 249

A'1-42-3 下水道 一般 益子町 直接 - 汚水 新設 165

A'1-42-4 下水道 一般 益子町 直接 - 汚水 新設 27

A'1-42-5 下水道 一般 益子町 直接 - 処理場 全種 15 長寿命化支援制度

茂木町公共下水道 茂木処理区

A'1-43-1 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 71

A'1-43-2 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 110御園町地区枝線 (未普及解消) 枝線整備 茂木町

上新一区地区枝線 (未普及解消) 茂木町

長寿命化計画策定 調査・計画策定 益子町

塙地区2号幹線 (未普及解消) L = 0.7 km 益子町

城内地区6号幹線枝線(未普及解消) L = 0.4 km 益子町

七井地区7号幹線 (未普及解消) L = 0.9 km 益子町

七井地区7号幹線枝線 (未普及解消) A = 23 ha, L = 2.8 km 益子町

下梁枝線 (未普及解消) A = 3 ha, L = 0.9 km 上三川町

ゆうきが丘幹線 (未普及解消) L = 0.7 km 上三川町

上三川枝線 (未普及解消) A = 10 ha, L = 2.1 km 上三川町

下蒲生枝線 (未普及解消) A = 11 ha, L = 4.8 km 上三川町

上蒲生幹線 (未普及解消) L = 3.3 km 上三川町

上蒲生枝線 (未普及解消) A = 24 ha, L = 5.2 km 上三川町

東林幹線枝線 (未普及解消) 下野市

薬師寺汚水幹線枝線（未普及解消） 薬師寺汚水幹線166.0ｍ 下野市

大台幹線枝線 (浸水対策) 下野市

東路幹線枝線 (浸水対策) 下野市

東路幹線 (浸水対策) 下石橋地区幹線166.9m 下野市

江川5号幹線 (浸水対策) 下野市

仁良川3号幹線枝線 (未普及解消) 下野市

南河内西部3号幹線枝線 (未普及解消) 西部幹線854.5ｍ 下野市

仁良川1号幹線枝線 (未普及解消) 仁良川1・3号幹線1365.2ｍ 下野市

仁良川2号幹線枝線 (未普及解消) 下野市

国分寺西部幹線枝線 (未普及解消) 川中子地区122.2ｍ 下野市

国分寺東部幹線枝線 (未普及解消) 下野市

東路幹線枝線 (未普及解消) 下野市

関根井・笹原幹線枝線 (未普及解消) 下野市

仁良川2号幹線 (未普及解消) 下野市

下古山西幹線枝線 (未普及解消) 下長田地区の面整備288.9ｍ路面復旧5210㎡ 下野市

東林幹線 (未普及解消) 下野市

関根井・笹原幹線 (未普及解消) 関根井・笹原幹線枝線2451.4ｍ 下野市

喜連川第5号汚水幹線枝線(未普及解消) さくら市

施設計画見直しのための調査・検討 調査・計画策定 さくら市

喜連川第4号汚水幹線枝線(未普及解消) A=3.7ha,L=1.3km さくら市

喜連川第1号汚水幹線枝線(未普及解消) A=7.7ha,L=1.1km さくら市

長寿命化計画策定 調査・計画策定 さくら市

施設計画見直しのための調査・検討 調査・計画策定 さくら市

草川第1号汚水幹線枝線 (未普及解消) さくら市

大野汚水幹線枝線 (未普及解消) A=0.6ha,L=0.2km さくら市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-43-3 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 104

A'1-43-4 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 87

A'1-43-5 下水道 過疎 茂木町 直接 - 処理場 増設 182

A'1-43-6 下水道 過疎 茂木町 直接 - ポンプ場 増設 22

A'1-43-7 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 101

A'1-43-8 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 23

A'1-43-9 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 0

A'1-43-10 下水道 過疎 茂木町 直接 - 汚水 新設 5

市貝町公共下水道 市貝処理区

A'1-44-1 下水道 一般 市貝町 直接 - 汚水 新設 392

芳賀町公共下水道 芳賀処理区

A'1-45-1 下水道 一般 芳賀町 直接 - 汚水 新設 36

A'1-45-2 下水道 一般 芳賀町 直接 - 汚水 新設 156

A'1-45-3 下水道 一般 芳賀町 直接 - 汚水 新設 195

A'1-45-4 下水道 一般 芳賀町 直接 - 汚水 新設 20

A'1-45-5 下水道 一般 芳賀町 直接 - 汚水 新設 78

A'1-45-6 下水道 一般 芳賀町 直接 - 雨水 新設 52

壬生町公共下水道 北部処理区

A'1-46-1 下水道 一般 壬生町 直接 - 雨水 新設 19

A'1-46-2 下水道 一般 壬生町 直接 - 汚水 新設 191

A'1-46-3 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 増設 359

A'1-46-4 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 改築 480 長寿命化支援制度

A'1-46-5 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 改築 332 長寿命化支援制度

A'1-46-6 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 全種 13 長寿命化支援制度

A'1-46-7 下水道 一般 壬生町 直接 - 処理場 新設 80

A'1-46-8 下水道 一般 壬生町 直接 - 雨水 改築 11

壬生町公共下水道 巴波川処理区

A'1-47-1 下水道 一般 壬生町 直接 - 汚水 新設 14

A'1-47-2 下水道 一般 壬生町 直接 - 汚水 新設 56

高根沢町公共下水道 宝積寺処理区

A'1-48-1 下水道 一般 高根沢町 直接 - 汚水 新設 454

A'1-48-2 下水道 一般 高根沢町 直接 - 汚水 新設 34

A'1-48-3 下水道 一般 高根沢町 直接 - 雨水 新設 166

A'1-48-4 下水道 一般 高根沢町 直接 - 処理場 増設 528

那須町公共下水道 湯本処理区

A'1-49-1 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 改築 14 長寿命化支援制度

A'1-49-2 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 全種 20 長寿命化支援制度

A'1-49-3 下水道 一般 那須町 直接 - 処理場 増設 222

那須町公共下水道 黒田原処理区

A'1-50-1 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 新設 106

A'1-50-2 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 新設 52

A'1-50-3 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 新設 49

新黒田枝線 (未普及解消) A = 6.5 ha, L = 0.7 km 那須町

幸町3・立岩枝線 (未普及解消) A = 4.0 ha, L = 0.4 km 那須町

西大久保枝線 (未普及解消) A = 8.0 ha, L = 1.3 km 那須町

汚泥処理設備 濃縮槽(28m3/槽) 那須町

湯本処理区幹線 管更生L = 0.1 km 那須町

長寿命化計画策定 調査・計画策定 那須町

鬼怒川第3-1幹線 (浸水対策) L = 0.14 km 高根沢町

水処理設備 分水槽・反応タンク・最終沈澱池（1,400ｍ3 /日） 高根沢町

駅東幹線枝線 （未普及解消） A = 31 ha, L = 6.4 km 高根沢町

駅西幹線 （未普及解消） L = 1.7 km 高根沢町

中央第二汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 1.0 ha，L = 0.34 km 壬生町

稲葉汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 1.4 ha，L = 0.28 km 壬生町

水処理電気棟 電気棟建築 壬生町

北部第4雨水排水区 (浸水対策) 計画策定 壬生町

管理棟 管理棟建築，場内整備 壬生町

長寿命化計画策定 調査・計画策定 壬生町

水処理設備 最初沈澱池，反応タンク等（2,700m3/日） 壬生町

電気計装設備 電気監視制御，運転操作，計装設備等 壬生町

北部第7雨水幹線 (浸水対策) 実施設計 壬生町

北小林汚水幹線枝線 (未普及解消) A = 15.5 ha，L = 4.0 km 壬生町

下原新町地区幹線 (未普及解消) L = 2.7 km 芳賀町

南部雨水調整池 (浸水対策) V = 3,000m3, A = 27 ha 芳賀町

下原地区幹線 (未普及解消) L = 2.0 km 芳賀町

下原中地区幹線 (未普及解消) L = 1.3 km 芳賀町

祖母井中部地区幹線 (未普及解消) L = 0.6 km 芳賀町

祖母井地区1号幹線 (未普及解消) L = 0.7 km 芳賀町

市貝処理区幹線枝線 (未普及解消) A=21.1ha,  L=4.6km 市貝町

弾正町地区枝線（未普及解消） 茂木町

三坂地区枝線（未普及解消） 枝線整備 茂木町

仲の内地区枝線（未普及解消） 茂木町

増井中継ポンプ場 茂木町

坂井地区枝線（未普及解消） 枝線整備 茂木町

平成町地区枝線 (未普及解消) 枝線整備 茂木町

水処理設備 茂木町

八幡町地区枝線 (未普及解消) 枝線整備 茂木町
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

A'1-50-4 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 新設 7

A'1-50-5 下水道 一般 那須町 直接 - 処理場 増設 39

A'1-50-6 下水道 一般 那須町 直接 - 汚水 新設 12

那珂川町公共下水道 馬頭処理区

A'1-51-1 下水道 過疎 那珂川町 直接 - 汚水 新設 67

A'1-51-2 下水道 過疎 那珂川町 直接 - 汚水 新設 59

野木町公共下水道 思川処理区

A'1-52-1 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 115

A'1-52-2 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 33

A'1-52-3 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 34

A'1-52-4 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 98

A'1-52-5 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 170

A'1-52-6 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 特環保全野木地区枝線（未普及解消） 野木町 24

A'1-52-7 下水道 一般 野木町 直接 - 雨水 新設 松原地区浸水対策雨水管（浸水対策） 野木町 15

A'1-52-8 下水道 一般 野木町 直接 - 汚水 新設 野木１０号幹線枝線（未普及解消） 野木町 9

那須烏山市公共下水道 烏山中央処理区

A'1-55-1 下水道 一般 那須烏山市 直接 - 汚水 新設 84

A'1-55-2 下水道 一般 那須烏山市 直接 ー ポンプ場 新設 46

那須烏山市公共下水道 南那須処理区

A'1-58-1 下水道 一般 那須烏山市 直接 - 汚水 改築 22

岩舟町公共下水道 大岩藤処理区

A'1-56-1 下水道 一般 岩舟町 直接 - 汚水 新設 0

A'1-56-2 下水道 一般 岩舟町 直接 - 汚水 新設 0

A'1-56-3 下水道 一般 岩舟町 直接 - 汚水 新設 0

46,111

B' 関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接

0

C' 効果促進事業

事業 地域 交付 直接
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

足利市公共下水道 足利処理区

C'-14-1 下水道 一般 足利市 直接 - 34

C'-14-2 下水道 一般 足利市 直接 - 5

C'-14-3 下水道 一般 足利市 直接 - 4

C'-14-4 下水道 一般 足利市 直接 - 9

栃木市公共下水道 巴波川処理区

C'-15-1 下水道 一般 栃木市 直接 - 0.1

C'-15-2 下水道 一般 栃木市 直接 - 7

新設 西部幹線枝線整備 管渠整備L=0.1km 栃木市

新設 永野川左岸1号幹線枝線整備 管渠整備L=0.1km 栃木市

新設 西新井町地区枝線整備 A = 0.3 ha, L = 0.1 km 足利市

全種 管渠内調査用カメラ購入 長寿命化計画の調査に使用 足利市

新設 小俣町地区枝線整備 A = 2.2 ha, L = 0.5 km 足利市

新設 寺岡町地区枝線整備 A = 0.3 ha, L = 0.1 km 足利市

備考

備考
工種

市町村名

工種

事業内容（H26末実績）番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業実施期間(年度)　H26末実績

全体事業費
(百万円)番号 事業者

省略
要素となる事業名

岩舟茂呂新田枝線 (未普及解消) 岩舟町

市町村名


和泉静和枝線 (未普及解消) 岩舟町

耐震補強 南那須水処理センター耐震補強設計一式 那須烏山市

岩舟茂呂本郷枝線 (未普及解消) 岩舟町

烏山1号汚水幹線枝線 (未普及解消) A=1.7ha　L=0.2m　管渠実施設計L=2.2km 那須烏山市

舟戸中継ポンプ場 舟戸マンホールポンプ場建設工事（建築工事） 那須烏山市

野木第1号幹線枝線 (未普及解消) 管渠工事L=0.9 km 野木町

野木第9号幹線枝線 (未普及解消) 設計L=2.4 km 野木町

野木第1号幹線 (未普及解消) 管渠工事L=0.03km 野木町

野木第3号幹線枝線 (未普及解消) 設計L=4.0 km  管渠工事　L=0.13 km 野木町

野木第3号幹線 (未普及解消) L=0.44 km 野木町

馬頭2号汚水幹線枝線 (未普及解消) Ａ＝4.5ｈａ、Ｌ＝1.2ｋｍ 那珂川町

馬頭1号汚水幹線枝線 (未普及解消) Ａ＝7.4ｈａ、Ｌ＝1.3ｋｍ 那珂川町

上ノ原枝線 (未普及解消) A = 0.6 ha, L = 0.2 km 那須町

幸町1枝線 (未普及解消) 那須町

水処理設備 MH施設・OD槽・終沈(1,300m3/日)・汚泥棟 那須町

管渠工事L=0.57 km

設計L=0.3 km　

舗装復旧L=0.8km
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

栃木市公共下水道 大岩藤処理区

C'-16-1 下水道 一般 栃木市 直接 - 5

C'-16-2 下水道 一般 栃木市 直接 - 50

C'-16-3 下水道 一般 栃木市 直接 - 8

佐野市公共下水道 秋山川処理区

C'-17-1 下水道 一般 佐野市 直接 - 67

C'-17-2 下水道 一般 佐野市 直接 - 43

C'-17-3 下水道 一般 佐野市 直接 - 28

C'-17-4 下水道 一般 佐野市 直接 - 7

C'-17-5 下水道 一般 佐野市 直接 - 33

C'-17-6 下水道 一般 佐野市 直接 - 1

C'-17-7 下水道 一般 佐野市 直接 - 27

C'-17-8 下水道 一般 佐野市 直接 - 8

C'-17-9 下水道 一般 佐野市 直接 - 26

C'-17-10 下水道 一般 佐野市 直接 - 6

C'-17-11 下水道 一般 佐野市 直接 - 11

C'-17-12 下水道 一般 佐野市 直接 - 0

小山市公共下水道 小山処理区

C'-24-1 下水道 一般 小山市 直接 - 199

C'-24-2 下水道 一般 小山市 直接 - 107

C'-24-3 下水道 一般 小山市 直接 - 0

C'-24-4 下水道 一般 小山市 直接 - 72

C'-24-5 下水道 一般 小山市 直接 - 74

小山市公共下水道 扶桑処理区

C'-25-1 下水道 一般 小山市 直接 - 24

C'-25-2 下水道 一般 小山市 直接 - 13

小山市公共下水道 思川処理区

C'-26-1 下水道 一般 小山市 直接 - 77

C'-26-2 下水道 一般 小山市 直接 - 85

真岡市公共下水道 真岡処理区

C'-27-1 下水道 一般 真岡市 直接 - 長田処理分区枝線整備 20

C'-27-2 下水道 一般 真岡市 直接 - 亀山北処理分区枝線整備 33

C'-27-3 下水道 一般 真岡市 直接 - 山王処理分区枝線整備 29

C'-27-4 下水道 一般 真岡市 直接 - 田町処理分区枝線整備 10

C'-27-5 下水道 一般 真岡市 直接 - 中郷・萩田処理分区枝線整備 3

C'-27-6 施設整備 一般 真岡市 直接 - 13

C'-27-7 下水道 一般 真岡市 直接 - 14

真岡市公共下水道 二宮処理区

C'-54-1 下水道 一般 真岡市 直接 - 2

大田原市公共下水道 北那須処理区

Ｃ'-28-1 下水道 一般 大田原市 直接 - 27

Ｃ'-28-2 下水道 一般 大田原市 直接 - 93

新設 野崎１号汚水幹線枝線整備 Ａ ＝1.5 ha, L = 0.2 km 大田原市

新設 市野沢汚水幹線枝線整備 Ａ ＝4.3 ha, L = 1.2 km 大田原市

新設 西部地区幹線枝線整備 本復旧 真岡市

新設 高間木排水区調整池整備 雨水調整池　V=7,191m3,A=2,913m2 真岡市

新設 汚水管渠A=0.3ha，L=0.1km 真岡市

新設 防災情報提供施設設置 道路情報板設置　1基 真岡市

新設 汚水管渠A=1.4ha，L=0.4km 真岡市

新設 汚水管渠A=1.1ha，L=0.2km 真岡市

新設 汚水管渠A=2.5ha，L=0.9km 真岡市

新設 汚水管渠A=2.6ha，L=1.1km 真岡市

新設 間々田第一処理分区枝線整備 A = 9.7 ha, L = 1.9km 小山市

新設 間々田第二処理分区枝線整備 A = 10.4ha, L = 1.6 km 小山市

新設 羽川処理分区枝線整備 A = 2.5ha, L = 0.5 km 小山市

新設 扶桑処理分区枝線整備 A = 2.1 ha, L = 0.3 km 小山市

新設 粟宮処理分区枝線整備 A = 7.8ha, L = 1.2km 小山市

新設 雨ヶ谷処理分区枝線整備 A =10.5ha, L = 1.6 km 小山市

新設 大行寺処理分区枝線整備 A = 12.9 ha, L =2.3km 小山市

新設 中久喜処理分区枝線整備 A = 0 ha, L = 0 km 小山市

新設 喜沢処理分区枝線整備 A = 24.4 ha, L = 3.9km 小山市

新設 佐野10(黒袴地区)枝線整備 なし 佐野市

新設 葛生4-1(富士見地区)枝線整備 A = 1.84 ha, L = 0.07 km 佐野市

新設 葛生4-2(中地区)枝線整備 A = 0.52 ha, L = 0.19 km 佐野市

新設 田沼4-2, 田沼2-2(田沼・栃本地区)枝線整備 A = 2.97 ha, L = 0.12 km 佐野市

新設 葛生1(鉢木地区)枝線整備 A = 2.43 ha, L = 0.18 km 佐野市

新設 佐野中央(関川・犬伏地区)枝線整備 A = 2.16 ha 佐野市

新設 田沼4-2(吉水駅前2丁目地区)枝線整備 A = 2.60 ha, L = 0.6 km 佐野市

新設 佐野7(免鳥地区)枝線整備 A = 0.84ha, L = 0.05 km 佐野市

新設 佐野12,佐野13(高萩地区)枝線整備 A = 2.25 ha, L = 0.3 km 佐野市

新設 佐野2-3(小中地区)枝線整備 A = 2.60 ha, L = 0.67 km 佐野市

新設 佐野1, 佐野2-5(石塚地区)枝線整備 A = 4.22 ha, L = 0.5km 佐野市

新設 佐野2-1(赤見地区)枝線整備 A =5.44 ha, L = 1.1 km 佐野市

新設 大平南部1号幹線枝線整備 管渠整備L=0.1km 栃木市

新設 大平西部1号幹線枝線整備 管渠整備L=0.1km 栃木市

新設 大平東部1号幹線枝線整備 管渠整備L=1.1km 栃木市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

矢板市公共下水道 矢板処理区

C'-33-1 下水道 一般 矢板市 直接 - 24

C'-33-2 下水道 一般 矢板市 直接 - 4

C'-33-3 下水道 一般 矢板市 直接 - 1

那須塩原市公共下水道 黒磯処理区

C'-34-1 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 15

C'-34-2 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 28

C'-34-3 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 5

C'-34-4 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 2

C'-34-5 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 2

C'-34-6 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第19-1幹線枝線整備 那須塩原市 6

C'-34-7 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 2

C'-34-8 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第5幹線枝線整備 那須塩原市 1

C'-34-9 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第2分区幹線枝線整備 那須塩原市 6

C'-34-10 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第1幹線枝線整備 那須塩原市 0

C'-34-11 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第17幹線枝線整備 那須塩原市 0

C'-34-12 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第4幹線枝線整備 那須塩原市 0

C'-34-13 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 第26幹線枝線整備 那須塩原市 17

那須塩原市公共下水道 北那須処理区

C'-35-1 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 52

C'-35-2 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 11

C'-35-3 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 0

C'-35-4 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 3

C'-35-5 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 2

C'-35-6 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-7 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-8 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-9 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-10 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 1

C'-35-11 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-12 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-13 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 0

C'-35-14 下水道 一般 那須塩原市 直接 - 那須塩原市 2

さくら市公共下水道 氏家処理区

C'-37-1 下水道 一般 さくら市 直接 - 20

C'-37-2 下水道 一般 さくら市 直接 - 17

C'-37-3 下水道 一般 さくら市 直接 - 36

C'-37-4 下水道 一般 さくら市 直接 - 26

C'-37-5 下水道 一般 さくら市 直接 - 0

C'-37-6 下水道 一般 さくら市 直接 - 1

C'-37-7 下水道 一般 さくら市 直接 - 0

C'-37-8 下水道 一般 さくら市 直接 - 17

C'-37-9 下水道 一般 さくら市 直接 - 9

さくら市公共下水道 喜連川処理区

新設 大野汚水幹線枝線整備 A=0.8ha,L=0.1km さくら市

新設 草川第1号汚水幹線枝線整備 さくら市

新設 草川第2号汚水幹線枝線整備 A=0.3ha,L=0.1km さくら市

新設 氏家第2号汚水幹線枝線整備 A=0.1ha,L=0.02km さくら市

新設 氏家第3号汚水幹線枝線整備 さくら市

新設 上阿久津第1号汚水幹線枝線整備 A=4.1ha,L=0.9km さくら市

新設 氏家第1号汚水幹線枝線整備 A=1.4ha,L=0.1km さくら市

新設 氏家第4号汚水幹線枝線整備 A=2.0ha,L=0.3km さくら市

新設 草川第3号汚水幹線枝線整備 A=2.3ha,L=0.4km さくら市

新設 烏ヶ森汚水幹線枝線整備

新設 東那須野第４号幹線枝線整備 A = 0.1ha, L = 0.1 km

新設 三島東町汚水幹線枝線整備

新設 三島2号汚水幹線枝線整備

新設 南郷屋汚水幹線枝線整備

新設 三島下永田１号汚水幹線枝線整備

新設 東那須野第3号幹線枝線整備

新設 東那須野第5号幹線枝線整備

新設 東那須野第1号幹線枝線整備

新設 東那須野第2号幹線枝線整備

新設 赤田井口汚水幹線枝線整備 那須塩原市

新設 三島下永田2号幹線枝線整備 那須塩原市

新設 石林汚水幹線枝線整備 A = 3.2ha, L = 1.0 km 那須塩原市

新設 二つ室汚水幹線枝線整備 A = 0.8ha, L = 0.2 km 那須塩原市

新設

新設

新設 A = 0.8ha, L = 0.3 km

新設

新設 A = 0.3ha, L = 0.1 km

新設

新設 A = 0.5ha, L = 0.1 km

新設 第22幹線枝線整備 A = 0.1ha, L = 0.1 km 那須塩原市

新設 第10幹線枝線整備 那須塩原市

新設 第19-2幹線枝線整備 那須塩原市

新設 第20幹線枝線整備 A = 1.9ha, L = 0.6 km 那須塩原市

新設 第9幹線枝線整備 A = 0.3ha, L = 0.1 km 那須塩原市

新設 第18幹線枝線整備 那須塩原市

全種 パンフレット作成 処理場のパンフレット作成 矢板市

新設 矢板幹線枝線整備 Ａ＝2.8ha、Ｌ＝0.5km 矢板市

新設 片岡幹線枝線整備 Ａ＝0.9ha、Ｌ＝0.2km 矢板市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

C'-38-1 下水道 一般 さくら市 直接 - 11

C'-38-2 下水道 一般 さくら市 直接 - 8

下野市公共下水道 中央処理区

C'-39-1 下水道 一般 下野市 直接 - 0

C'-39-2 下水道 一般 下野市 直接 - 0

上三川町公共下水道 中央処理区

C'-40-1 下水道 一般 上三川町 直接 - 50

C'-40-2 下水道 一般 上三川町 直接 - 13

益子町公共下水道 益子処理区

C'-42-1 下水道 一般 益子町 直接 - 12

C'-42-2 下水道 一般 益子町 直接 - 0

茂木町公共下水道 茂木処理区

C'-43-1 下水道 過疎 茂木町 直接 - 1

C'-43-2 下水道 過疎 茂木町 直接 - 6

C'-43-3 下水道 過疎 茂木町 直接 - 6

C'-43-4 下水道 過疎 茂木町 直接 - 1

C'-43-5 下水道 過疎 茂木町 直接 - 2

C'-43-6 下水道 過疎 茂木町 直接 - 0

C'-43-7 下水道 過疎 茂木町 直接 - 0

市貝町公共下水道 市貝処理区

C'-44-1 下水道 一般 市貝町 直接 - 0

芳賀町公共下水道 芳賀処理区

C'-45-1 下水道 一般 芳賀町 直接 - 3

C'-45-2 下水道 一般 芳賀町 直接 - 2

C'-45-3 下水道 一般 芳賀町 直接 - 1

高根沢町公共下水道 宝積寺処理区

C'-48-1 下水道 一般 高根沢町 直接 - 駅東幹線枝線整備 27

那珂川町公共下水道 馬頭処理区

C'-51-1 下水道 過疎 那珂川町 直接 - 4

C-51-2 下水道 過疎 那珂川町 直接 - 4

岩舟町公共下水道 大岩藤処理区

C'-56-1 下水道 一般 岩舟町 直接 - 0

C'-56-2 下水道 一般 岩舟町 直接 - 0

C'-56-3 下水道 一般 岩舟町 直接 - 0

合計 1,734

新設 岩舟御門枝線整備 岩舟町

新設 岩舟茂呂本郷枝線整備 岩舟町

新設 岩舟茂呂新田枝線整備 岩舟町

新設 馬頭1号汚水幹線枝線整備 Ａ＝0.5ｈａ、Ｌ＝0.1ｋｍ 那珂川町

新設 馬頭2号汚水幹線枝線整備 Ａ＝0.5ｈａ、Ｌ＝0.1ｋｍ 那珂川町

新設 高根沢町A = 3.0 ha, L = 0.4 km

新設 下原新町地区枝線整備 A = 0.2 ha, L = 0.1km 芳賀町

新設 下原中地区枝線整備 A = 0.1 ha, L = 0.1km 芳賀町

新設 祖母井中部地区枝線整備 A = 0.2 ha, L = 0.2km 芳賀町

新設 市貝処理区幹線枝線整備 市貝町

新設 仲の内地区枝線整備 茂木町

新設 三坂地区枝線整備 茂木町

新設 平成町地区枝線整備 枝線整備 茂木町

新設 坂井地区枝線整備 枝線整備 茂木町

新設 御園町地区枝線整備 枝線整備 茂木町

新設 八幡町地区枝線整備 枝線整備 茂木町

全種 パンフレット作成 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 茂木町

新設 塙地区枝線整備 - 益子町

新設 下蒲生枝線整備 A = 1 ha, L = 0.2 km 上三川町

新設 七井地区枝線整備 A = 2 ha, L = 0.2 km 益子町

新設 関根井・笹原幹線枝線整備 下野市

新設 上蒲生枝線整備 A = 2 ha, L = 1.0 km 上三川町

新設 下古山西幹線枝線整備 下野市

新設 喜連川第1号汚水幹線枝線整備 A=1.0ha,L=0.3km さくら市

新設 喜連川第4号汚水幹線枝線整備 A=0.3ha,L=0.1km さくら市
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事業 地域 交付 直接 事業及び 省略
全体事業費　H26末

実績

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 H22 H23 H24 H25 H26 (百万円)

事業実施期間(年度)　H26末実績
備考番号 事業者 要素となる事業名 事業内容（H26末実績） 市町村名

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅱ定量的指標の達成状況

①下水道長寿命化計画策定自治体数 最終目標値 8自治体 評価 ・当初計画に基づいた、着実な計画策定ができた。

最終実績値 8自治体

②下水道総合地震対策計画策定自治体数 最終目標値 2自治体 評価 ・中長期的な視点により、事業の前倒しを行ったことで、当初計画2自治体に1自治体を加えた3自治体での策定ができた。

最終実績値 3自治体

③合流式下水道緊急改善対策済み自治体 最終目標値 4自治体 評価 ・当初計画に基づいた、着実な計画策定ができた。

最終実績値 4自治体

④下水道による都市浸水対策整備区域面積 最終目標値 4,731ha 評価 ・調整池等のオフサイト貯留施設を採用するなど、地域の実情に応じた施設整備ができた。

最終実績値 5,110ha ・整備対象地区の精査を行うことで、効率的な施設整備を実施できた。

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、整備計画「栃木県における災害に強い下水道づくり（計画期間：平成27年度～平成31年度）」において、災害に強い下水道施設の整備・改築を行い、安全・安心な暮らしを創出する。

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況
　・下水道長寿命化計画及び下水道総合地震対策計画を策定したことで、一層計画的な老朽化対策及び地震対策が可能となった。
　・合流式下水道緊急改善対策を実施したことで、公共水質の水質保全効果が向上した。
　・雨水対策施設整備を実施したことで、浸水安全度が向上した。
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