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平成２７年度 事後評価書

対象事業名 和歌山市工業用水道改築事業

１．事業の目的

和歌山市の工業用水道は、地下水塩水化が進む河東地区の産業基盤として昭和29年から給水を開始した。当初、河東地区内の納定、
中之島、芦原及び宮前地区を給水区域としていたが、4期の拡張工事を経た現在では、河西地区及び西浜・水軒地区も給水区域に含
め、 計画一日最大給水量415,000㎥/日の施設を有するに至っている。

送水開始から40年以上が経過する中で、工業用水道の使命も水源確保から安定給水へと変化してきており、和歌山市においても安
定給水のためには、南海トラフ地震や中央構造線での地震被害を回避するための耐震性強化、紀の川大堰建設に伴う取水口改築、事
業経営の安定化を目指し老朽施設の更新と統廃合を合わせた浄水施設の再編成等、多岐にわたる課題を抱えている。この課題を解消
するため、平成12年6月には「工業用水道施設整備基本計画」を策定し、安定給水の確保、給水サービスの向上及び経営の健全化を
柱とした 施設整備に努めているところであるが、和歌山市は南海トラフ地震の防災対策推進地域に指定されていることから、耐震
性向上への取組みが喫緊の課題となっている。

このため、本改築事業は、和歌山市工業用水道に甚大な被害をもたらすものと想定される南海トラフ地震や中央構造線での地震に
備えるための施設耐震化を図るものとする。また、取水口の改築及び老朽施設更新を実施することで、施設統廃合による経営合理化
を図り、受水企業への安定給水と経営の健全化に寄与することを目的とする。

２．事業の必要性

南海トラフ地震の発生確率が見直しにより高くなったことにより、地震による二次災害を防ぐためにも施設の耐震化及び老朽施設
の改築を実施し、安定給水に努める必要がある。また、紀の川大堰の建設に伴い、河川最低水位が既存取水口より低下することにな
り、安定給水できる取水口への改築が必要である。同時に、老朽施設更新を含めた浄水場の統廃合を実施することで、工業用水道事
業の経営の安定化を図ることが早急に求められる。

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14年度から平成34年度の21年間とし、耐震性強化、紀の川大堰建設に伴う取水口改築、老朽
概要 施設の更新と統廃合を合わせた浄水施設の再編成を行い、安定給水の確保と経営の健全化を図るものである。

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 ・南海トラフ地震等に備えた耐震化、老朽施設の改築。
急性 ・紀の川大堰の建設による河川最低水位の低下に伴う取水口の改築。

・浄水場の統廃合による経営安定化。

① 前回評価時（平成２２年度） 事 後 評 価 時
需
要 給水区域：和歌山市内 給水区域：和歌山市内
の 納定、中之島、芦原、宮前、湊、松江、野崎 納定、中之島、芦原、宮前、湊、松江、野崎
見 楠見、砂山、雄湊、西浜、水軒地区 楠見、砂山、雄湊、西浜、水軒地区
通
し 立地業種と需要量： 立地業種と需要量：

立地業種 契約水量 (m3/日) 立地業種 契約水量 (m3/日)
平成21年度 計画水量 平成25年度 計画水量

繊維工業 8,784 25,467 繊維工業 9,476 25,467
パルプ・紙・紙加工品 41 570 パルプ・紙・紙加工品 41 570
化学工業製品 33,989 35,019 化学工業製品 33,598 35,019
なめし革・同製品・毛皮 166 1,814 なめし革・同製品・毛皮 124 1,814

一 窯 業 ・ 土 石 製 品 845 1,180 窯 業 ・ 土 石 製 品 830 1,180
鉄鋼 300,000 340,000 鉄鋼 300,000 340,000
その他 2,240 10,950 その他 2,213 10,950

次 合計 346,065 415,000 合計 346,282 415,000

給水量及び需要発生時期：(平成21年度) 給水量及び需要発生時期：(平成25年度)
評 ・計画給水能力 415,000m3/日 ・計画給水能力 415,000m3/日

・現在給水能力 415,000m3/日 ・現在給水能力 415,000m3/日
・契約給水量 346,065m3/日 ・契約給水量 346,282m3/日

価 ・需要予測 (最終)415,000m3/日 ・需要予測 (最終)415,000m3/日

② 施設規模： 施設規模：
事 ○改築事業費： 11,256,000千円 ○改築事業費： 14,100,175千円
業
計 ○各事業の規模： ○各事業の規模：
画

・取水工事 ・取水工事
取水施設改築工事 一式 取水施設改築工事 一式

・導水工事 ・導水工事
沈砂池築造工事 一式 沈砂池築造工事 一式



揚水ポンプ井築造工事 一式 揚水ポンプ井築造工事 一式
揚水ポンプ設備工事 一式 揚水ポンプ設備工事 一式

・浄水工事 ・浄水工事
脱水機設備改良工事 一式 脱水機設備改良工事 一式
凝集沈澱池新設工事 一式 凝集沈澱池新設工事 一式
場内整備工事 一式 場内整備工事 一式

・送水工事 ・送水工事
受電設備工事 一式 受電設備工事 一式
特高・自家発電気棟築造工事 一式 特高・自家発電気棟築造工事 一式
特高・自家発電気設備改良工事 一式 特高・自家発電気設備改良工事 一式
ポンプ棟改良工事 一式 ポンプ棟改良工事 一式
電気計装設備改良工事 一式 電気計装設備改良工事 一式
揚送水ポンプ電気設備更新工事 一式 揚送水ポンプ電気設備更新工事 一式
揚送水ポンプ及び電動機改良工事 一式 揚送水ポンプ及び電動機改良工事 一式

・配水工事 ・配水工事
粟工水中継ポンプ所築造工事 一式 粟工水中継ポンプ所築造工事 一式
粟工水中継ポンプ所電気計装工事 一式 粟工水中継ポンプ所電気計装工事 一式
島橋工水中継ポンプ所改築工事 一式 島橋工水中継ポンプ所改築工事 一式
河東配水管新設 一式 河東配水管新設 一式
相互連絡管布設工事 一式 相互連絡管布設工事 一式

工程： 工程：
・工期 平成14年度～平成29年度 ・工期 平成14年度～平成34年度
・進捗状況 ・進捗状況

取水施設工事： 100.0% 取水施設工事： 100.0%
導水施設工事： 0.0% 導水施設工事： 0.0%
浄水施設工事： 60.9% 浄水施設工事： 30.5%
送水施設工事： 0.0% 送水施設工事： 36.2%
配水施設工事： 78.5% 配水施設工事： 91.9%

③ Ａ．総便益；126.37億円 Ａ．総便益；166.97億円
費 Ｂ．総費用；101.13億円 Ｂ．総費用；152.33億円
用
便 費用便益比；Ａ／Ｂ＝1.25 費用便益比；Ａ／Ｂ＝1.10
益
分
析

現行の事業計画は、前回評価時の事業計画から工期が延長されているが、用地取得交渉の難航により、浄水場の施設整備に着手す
ることができず事業計画の変更を行ったものである。なお、費用便益比は1.10が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 和歌山市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

公表 有 和歌山市のホームページにて公表する。

(1) 説明；
本改築事業は、耐震性強化、紀の川大堰建設に伴う取水口改築、老朽施設の更新と統廃合を合わせた浄水施設の再編成を行い、

安定給水と経営の健全化を図るものである。
・総事業費 ；141.00億円
・補助対象事業費； 79.97億円
・補助金総額 ； 17.77億円 （補助率：22.5％）

(2) 目標達成時期 ； 平成34年度

(3) 目標達成度； 42.2 %（平成25年度末）

(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14年度 平成34年度 和歌山市 22.5[%] 受水先50件

H28FY要求額 H27Y予算額 H26FY予算額 総予算額 総執行額
88,400[千円] 104,800[千円] 57,100[千円] 1,776,611[千円] 1,337,136[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、事業主体である和歌山市が事業実施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 ；166.97億円

①地震による取水施設損壊リスク回避便益（利用者便益） ； 36.77億円
②取水口移転による渇水リスク回避便益（利用者便益） ； 30.32億円
③取水口移転による洪水時取水停止リスク回避便益（利用者便益） ； 9.17億円
④維持管理費削減便益（供給者便益） ； 77.13億円
⑤老朽化による施設損壊リスク回避便益（利用者便益） ； 12.71億円
⑥老朽化による施設損壊リスク回避便益（供給者便益） ； 0.88億円



Ｂ．総費用 ；152.33億円

①工業用水道改築事業の建設費 ；146.76億円
②浄水場等の委託費 ； 5.57億円

費用便益比；Ａ／Ｂ＝1.10

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
和歌山市において、平成27年1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
和歌山市水道局
http://www.wakayamashi-suido.jp/

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、本事業は補助対象として妥当であると判断されるため、引き続き
予算要求する。


