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平成２８年度 事後評価書

静清工業用水道改築事業対象事業名

１．事業の目的

静清工業用水道は、昭和14年清水市三保（現静岡市清水区三保）に新設された非鉄金属製造業の企業をはじめとする、静清地区の

工場に48,000m3/日を給水するため、安倍川に水源を求め建設に着手し、昭和16年から給水を開始した。その後、工業生産の増加に

伴い、工業用水の需要も増大したので、昭和27年度に拡張工事に着手し、水源及び配水管路等を整備し、96,000m3/日の給水能力を

備えることに至った。

静清工業用水道改築事業は、既存管路の建設から60年を経過しており、管路の老朽化が著しく進行している。平成22年には、大規

模な漏水事故が発生し、受水企業への断水及び周辺住宅地への浸水被害など多大な影響を与えた。このため、老朽化した管路の更新

が急務となったため、計画的な管路更新を実施することにより、老朽化による漏水事故や大規模地震時の漏水事故を防ぎ、受水企業

への安定供給を図る。

２．事業の必要性

本事業は、平成22年に送水本管において、管の老朽化による大規模な漏水事故が発生し、受水企業及び周辺住宅地へ多大な影響を

与えたため、当該漏水箇所と同年代（昭和30年代）及び同種管（高級鋳鉄管）にて埋設されている区間、その他老朽化による漏水が

懸念される区間の管路の更新を行うことで、給水の安定化を早急に図るものである。

また、本事業は、中央防災会議にて、今後30年以内の発生確率が88％と報告された東海地震の発生地域内に位置しており、施設の

耐震性の向上も急務である。よって、耐震性のある管路に更新整備を行うことで安定給水の確保を図るものである。

３．事業の概要、外部要因など

事業の 本改築事業は、工期を平成24年度から平成33年度の10年間とし、老朽化した管路の更新、耐震化を行い、安定給水の確

概要 保を図るものである。

地下水

保全の なし

必要性

事業着 受水企業に工業用水を安定供給するためには、以下の点に早急に取り組むことが必要である。

手の緊 ・平成22年に大規模な漏水事故が発生した送水本管等の老朽化した管路の更新

急性 ・東海地震等の発生に備えた管路の耐震性の向上

① 前回評価時 （平成２３年度） 事 後 評 価 時※

需

要 給水区域：静岡市 給水区域：静岡市

の

見 立地業種と需要量： 立地業種と需要量：

通

し 立地業種 契約水量 (m /日) 立地業種 契約水量 (m /日)3 3

平成23年度 計画水量 平成27年度 計画水量

食料品 6,670 食料品 6,753

飲料･たばこ･飼料 6,500 飲料･たばこ･飼料 4,500

384 367パルプ・紙・紙加工品 パルプ・紙・紙加工品

印刷・同関連業 0 印刷・同関連業 200

一 化学工業 11,451 化学工業 10,577

プラスチック製品 567 プラスチック製品 567

窯業・土石製品 163 窯業・土石製品 163

次 非鉄金属 13,533 非鉄金属 13,533

金属製品 1,923 金属製品 1,683

はん用機械器 2,600 はん用機械器 2,600

評 生産用機械器具 100 生産用機械器具 100

電気機械器具 4,293 電気機械器具 4,293

輸送用機械器具 900 輸送用機械器具 900

価 その他の製造業 1,433 その他の製造業 1,433

その他(雑用水) 4,706 その他(雑用水) 4,677

合計 55,223 96,000 合計 52,346 96,000

給水量及び需要発生時期：(平成23年度) 給水量及び需要発生時期：(平成27年度)

・計画給水能力 96,000m /日 ・計画給水能力 96,000m /日3 3

・現在給水能力 96,000m /日 ・現在給水能力 96,000m /日3 3

・契約給水量 55,223m /日（平成23年度末） ・契約給水量 52,346m /日（平成27年度末）3 3

・需要予測 96,000m /日（将来） ・需要予測 96,000m /日（将来）3 3

② 施設規模： 施設規模：
事 ○改築事業費： 3,716,456千円 ○改築事業費： 3,636,662千円
業
計 ○各事業の規模： ○各事業の規模：
画

配水工事 配水工事
送水本管 φ800 L=2,803m 送水本管 φ800 L=2,909m



静岡線 φ300 L=1,480m 静岡線 φ300 L=1,321m
三保線 φ800 L=1,374m 三保線 φ800 L=1,374m
三保線（二） φ500 L=1,375m 三保線（二） φ500 L=1,375m
袖師線 φ600 L=1,097m 袖師線 φ600 L=1,097m
緊急遮断扉、地震計、流量計 一式 緊急遮断扉、地震計、流量計 一式

工程： 工程：
・工期 平成24年度～平成33年度 ・工期 平成24年度～平成33年度
・進捗状況 ・進捗状況

配水工事： 0.0% 配水工事： 36.0%

③ Ａ．総便益；82.86億円 Ａ．総便益；93.00億円
費 Ｂ．総費用；28.76億円 Ｂ．総費用；31.59億円
用
便 費用便益比；Ａ／Ｂ＝2.88 費用便益比；Ａ／Ｂ＝2.94
益
分
析

費用便益比は2.94であり、1.0以上を確保されていることから事後評価時の要件を満たしており、二次評価は実施しない。

事業対 静岡県は今後も事業計画どおり当該事業を実施していく方針である。
応方針

有 静岡県のホームページにて公表する。公表

(1) 説明；
本改築事業は、老朽化した管路の更新及び耐震化を行うことで、安定給水を図るものである。

・総事業費 ； 36.37億円
・補助対象事業費； 28.18億円
・補助金総額 ； 6.34億円 （補助率：22.5％）

(2) 目標達成時期 ； 平成33年度

(3) 目標達成度； 29.6 %（平成26年度末補助金ベース）

(4) 目標達成状況に影響しうる外部要因など考慮すべき事項； なし

＜予算額等＞
予算費目名：＜一般＞

開始年度 終了年度 事業実施主体 補助率 主な対象者（顧客）
平成24年度 平成33年度 静岡県 22.5[%] 受水先70件

H28Y予算額 H27FY予算額 総予算額 総執行額H29FY要求額
78,700[ ] 63,300[ ] 58,200[ ] 633,658[ ] 187,858[ ]千円 千円 千円 千円 千円

４．有効性、効率性等の評価

(1) 手段の適正性
本改築事業の実施にあたっては、事業主体である静岡県が事業計画を策定した上で、これに沿って事業を実施している。また、

改築内容については費用対効果を検討した上で事業内容を決定しており、本事業の手段は適正と考えられる。

(2) 効果とコストとの関係に関する分析；
社会的割引率を考慮して総便益と総費用を算出した。

Ａ．総便益 ；93.00億円

①老朽化による施設損壊リスク回避便益（利用者便益） ； 92,10億円
②地震による施設損壊リスク回避便益（利用者便益） ； 0.40億円
③老朽化による施設損壊リスク回避便益（供給者便益） ； 0.48億円
④地震による施設損壊リスク回避便益（供給者便益） ； 0.02億円

Ｂ．総費用 ；31.59億円

①工業用水道改築事業の建設費（調査費含む） ；31.59億円

費用便益比；Ａ／Ｂ＝2.94

費用便益比の算定に含まれないその他の特別な事情
①地域振興計画との関連性：なし

②その他特別な事情：なし

(3) 知見の活用
静岡県において、平成27年10月に学識経験者等による委員会を開催しており、本委員会において本事業の継続は妥当であると判

断されている。

(4) 評価の過程に使用した情報
・工業用水道事業に係る政策評価実施要領に基づく事後評価総括表等

(5) 「評価の過程に使用した情報」の問合せ先
静岡県企業局
http://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/

５．評価結果

「 工業用水道事業に係る政策評価実施要領」に照らし合わせた結果、本事業は継続的に補助対象とすることが妥当であると判断
されるため、引き続き予算要求する。

※本事業は、地域自主戦略交付金として事業採択され、その後補助金の交付を受けて事業を実施しているため 「工業用水道事業に係る政策評価実施要領」に基づく評価実施対象外であったため、記載内容は参考。、


