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平成２８年度 事後評価書

神戸市工業用水道第３次改築事業対象事業名

１．事業の目的

神戸市工業用水道事業は、神戸港を中心とした東西の臨海部（埋立地を含む）に進出する企業の産業用水の需要に応じるため、昭
和39年9月から一部給水を開始した。翌年には日量10万㎥の給水能力を有するようになり、昭和50年には15万㎥／日に達したが、産
業構造の変化や節水意識の高まりによる水需要の減少に対応して、施設更新費用や維持管理費用の削減を図るため、平成13年度には
給水能力を10万6千㎥／日に変更して現在に至っている。

その後、経年化による施設能力低下の影響が各施設にでてきたため、ポンプ場・浄水場・調整池の施設を中心に、昭和61年度から
平成5年度にかけて第1次改築事業を行った。また、管路についても、経年化が著しくこのまま放置すれば安定供給に支障が出る恐れ
が出てきたため、平成13年度から平成22年度にかけて、隣接都市等に布設している導水管・送水管を中心に第2次改築事業を行った。

今回の第3次改築事業では、市内に布設している配水管のうち、特に経年化の進んでいる配水管の更新を進めるとともに、管路を
ループ化して、緊急時の断水を回避できるようにバックアップ管路を整備する。

２．事業の必要性

受水企業への安定した給水の確保及び漏水による二次災害の発生を防止するため、管路における老朽化の改善、耐震性の向上を目
的に、老朽化の著しい配水管路の更新工事の実施が早急に必要である。

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、施設の老朽化、大規模地震に対応するため、特に経年
概要 化の進んでいる配水管の更新を進めるとともに、管路をループ化して、緊急時の断水を回避できるようにバックアップ管

路を整備する。

地下水
保全の なし
必要性

事業着 以下の理由により、早急な改築事業の実施が必要である。
手の緊 ・配水管路における漏水事故により、住宅等に被害を及ぼした。
急性 ・大正から昭和初期にかけて布設された旧規格の鋳鉄管は、地震や不等沈下に対して脆弱である上に、補修部品の入手が

困難となっている。
・配水幹線が臨海部の工業用水需要地より離れており、支線管路において事故が生じた場合には、バックアップが出来な

い状況にある。

① 前回評価時（平成２３年度） 事 後 評 価 時
需
要 給水区域：神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区及び長田区 給水区域：神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区及び長田区
の の南部（埋立区域を含む ） の南部（埋立区域を含む ）。 。
見
通 立地業種と需要量： 立地業種と需要量：
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22年度 計画水量 平成27年度 計画水量

食料品 23,736 30,684 食料品 25,068 31,152
飲料業 2,100 3,228 飲料業 2,340 3,160
化学工業 2,256 2,256 化学工業 2,256 2,256

一 石油製品 96 96 石油製品 96 96
ゴム製品 2,160 2,160 ゴム製品 2,160 2,160
土石製品 1,152 1,152 土石製品 816 1,032

次 鉄鋼 33,528 37,128 鉄鋼 33,528 36,528
非鉄金属 528 528 非鉄金属 528 528
金属製品 516 516 金属製品 300 300

評 電機機器 3,840 3,840 電機機器 3,840 3,840
輸送機器 8,832 8,832 輸送機器 8,832 8,832
その他 6,588 15,580 その他 7,452 16,116

価 合計 85,332 106,000 合計 87,216 106,000

給水量及び需要発生時期：(平成22年度) 給水量及び需要発生時期：(平成27年度)
・計画給水能力 106,000m /日 ・計画給水能力 106,000m /日3 3

・現在給水能力 106,000m /日 ・現在給水能力 106,000m /日3 3

・契約給水量 85,332m /日（平成22年度末） ・契約給水量 87,216m /日（平成27年度末）3 3

・需要予測 106,000m /日（将来） ・需要予測 106,000m /日（将来）3 3

② 施設規模： 施設規模：
事 ○改築事業費： 5,040,276千円 ○改築事業費： 5,004,876千円
業
計 ○各事業の規模： ○各事業の規模：
画

配水管更新工事 配水管更新工事
φ1100ミリ L=0.30km φ1100ミリ L=0.30km



φ36インチ L=7.60km φ36インチ L=7.60km
φ33インチ L=6.38km φ33インチ L=6.38km
φ30インチ L=2.22km φ30インチ L=2.22km
φ600～φ100ミリ L=6.21km φ600～φ100ミリ L=6.21km

配水管新設工事 配水管新設工事
φ500ミリ L=3.50km φ500ミリ L=3.70km

建設工程： 建設工程：
・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
配水管更新工事： 16.8%
配水管新設工事：100.0%
その他 ： 38.7%

③ Ａ．総便益；73.84億円 Ａ．総便益；70.30億円
費 Ｂ．総費用；41.90億円 Ｂ．総費用；40.09億円
用
便 費用便益比；Ａ／Ｂ＝1.76 費用便益比；Ａ／Ｂ＝1.75
益
分
析

費用便益比は1.75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 神戸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

有 神戸市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 ； 50.05億円
・補助対象事業費； 50.05億円
・補助金総額 ； 7.50億円 （補助率：15％）

(2) 目標達成時期 ； 平成33年度
(3) 目標達成度； 23.6 %（平成27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 神戸市 15.0[%] 受水先58件

H28Y予算額 H27FY予算額 総予算額 総執行額H29FY要求額
80,800[ ] 67,200[ ] 72,700[ ] 750,361[ ] 104,561[ ]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、事業主体である神戸市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 ；70.30億円

①地震による施設損壊回避便益（利用者便益） ； 0.64億円
②経年化による施設損壊回避便益（利用者便益） ； 4.38億円
③地震による施設損壊回避便益（供給者便益） ； 0.31億円
④維持管理費軽減便益（供給者便益） ； 64.97億円

Ｂ．総費用 ；40.09億円
①工業用水道改築事業の建設費（調査費含む） ；40.09億円

費用便益比；Ａ／Ｂ＝1.75

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
神戸市は、学識経験者による費用対効果分析の評価を行っており、本事業を実施することが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
神戸市水道局
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/waterworks/water/

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。


