
平成 ２７ 年 １ 月 ７ 日

1 安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備の推進

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 豊橋市

・合流式下水道の改善や老朽施設の適切な改築更新により、下水道施設の質的向上と機能の維持を図る。
・汚水整備を推進して、生活環境の向上と河川や三河湾などの公共用水域の水質保全を図るとともに、市街地における雨水整備により、浸水のない安全安心な市民生活の確保を図る。
・非常用発電設備の適切な改築更新により、自然災害などの非常時における必要な電源の確保を図る。

・合流式下水道改善率を21.1%（H21末）から24.2%（H25末）に増加。
・下水道による都市浸水対策達成率を66.7%（H21末）から69.1%（H27末）に増加。
・処理場及びポンプ場の非常用発電設備の更新率を0%（H23当初）から50%（H27末）に増加

（H23当初） （H25末） （H27末）

① 合流式下水道で整備された区域のうち、改善された区域の面積の割合

合流式下水道改善率（%）=（合流式下水道の改善された区域面積(ha)）/（合流式下水道で整備された区域面積(ha)） 21.1% 24.2% 24.2%

② 都市浸水対策を実施すべき区域のうち、一定規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合

下水道による都市浸水対策達成率（%） 66.7% 67.3% 69.1%

 =（一定規模の降雨に対して安全である区域の面積(ha)） / （都市浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)）

③ H23年からH32年の10カ年で更新予定の発電設備のうち、更新された発電設備の割合

非常用発電設備更新率（%）=（更新された非常用発電設備の個数）/（更新予定の非常用発電設備の個数） 0.0% 50.0% 50.0%

社会資本総合整備計画　中間評価
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

0 Ｃ 96 百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

4,101 百万円 Ａ 4,005 百万円 Ｂ

　　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

2.3%

中　間　評　価

○中間評価の実施体制、実施時期

平成26年11月

豊橋市上下水道局（　給排水課、下水道施設課、下水道整備課　）

豊橋市上下水道局ＨＰ上にて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 新設 吉田方排水区（浸水対策） 豊橋市 485

1-A-2 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 増設 菰口ポンプ場（浸水対策） 豊橋市 697

1-A-3 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 増設 松島ポンプ場（浸水対策） 豊橋市 320

1-A-4 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 増設 有楽ポンプ場（浸水対策） 豊橋市 153

1-A-5 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 改築 鍵田ポンプ場 豊橋市 167

1-A-6 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 水処理･汚泥処理 改築 中島処理場（水質保全・資源循環） 豊橋市 293

1-A-7 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 水処理･汚泥処理 改築 富士見台処理場（水質保全･資源循環） 豊橋市 39

1-A-8 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 合流 新設 中島処理区（水質保全） 豊橋市 281 合流改善

1-A-9 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 新設 前田南調整池（浸水対策） 豊橋市 771

1-A-10 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 汚水 改築 寺沢ポンプ場（未普及解消） 豊橋市 11

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（事業箇所）

中間評価の実施体制 中間評価の実施時期

公表の方法

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

雨水管 L=1,500m

沈砂掻揚設備,場内整備,汚泥濃縮設備

電気設備,汚泥処理施設

ｽｸﾘｰﾝ10箇所,貯留施設3箇所

貯留量 3,600m3

汚水中継ポンプ一式

事業内容

ポンプ容量 6.5m3/s 1台

ポンプ容量 3.0m3/s 1台

ポンプ容量 2.4m3/s 1台

ポンプ容量 2.8m3/s 2台



1-A-11 下水道 一般 豊橋市 間接 民間 雨水 － 雨水流出抑制施設整備（浸水対策） 豊橋市 10 新世代

1-A-12 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 改築 有楽ポンプ場 豊橋市 48

1-A-13 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 水処理 改築 豊南処理場（水質保全） 豊橋市 17

1-A-14 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 合流 改築 老朽管調査（管渠調査） 豊橋市 28

1-A-15 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水 増設 羽根井排水区（浸水対策） 豊橋市 343

1-A-16 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 汚水 改築 富士見台中継ポンプ場 豊橋市 72 長寿命化

1-A-17 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水・合流

水処理・汚泥処理 改築 下水道総合地震対策計画（地震対策） 豊橋市 226 総合地震

1-A-18 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 水処理･汚泥処理 改築 中島処理場（長寿命化） 豊橋市 31 長寿命化

1-A-19 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 水処理･汚泥処理 改築 富士見台処理場（長寿命化） 豊橋市 13 長寿命化

合計 4,005

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 H23 H24 H25 H26 H27

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

1-C-1 施設整備 一般 豊橋市 直接 豊橋市 雨水貯留事業 豊橋市 71

1-C-2 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 老朽管調査（管渠調査） 豊橋市 22

1-C-3 下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 下水道業務継続計画（ＢＣＰ） 豊橋市 3

合計 96

番号 備考

1-C-1

長寿命化計画策定

非常用発電設備

浄化槽の雨水転用 200基

汚泥掻寄機　１台

花田地区　L=3,830ｍ

放流渠 L=120m

非常用発電設備

総合地震対策計画策定、耐震調査

長寿命化計画策定

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

新設

改築

改築 下水道業務継続計画策定

地下貯留１箇所 660m3

雨水流出抑制施設整備（1-A-11）にあわせ、下水道計画区域内に雨水貯留施設を設置することにより、雨水の流出を抑制しさらなる浸水被害の軽減を図る。

事業内容

花田地区　L=11,330ｍ

一体的に実施することにより期待される効果

1-C-1

1-C-2

1-C-3

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・合流式下水道の改善により、下水道施設の質的向上が順次図られている。
Ⅰ定量的指標に関連する ・雨水整備により、浸水のない安全安心な市民生活の確保が順次図られている。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・非常用発電設備の更新により、停電等の非常時における必要な電源確保が順次されている。

中間目標値 24.2%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
中間実績値 24.2%

中間目標値 67.3%
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 67.3%

中間目標値 50.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

中間実績値 50.0%

雨水流出抑制施設整備（1-A-11）にあわせ、下水道計画区域内に雨水貯留施設を設置することにより、雨水の流出を抑制しさらなる浸水被害の軽減を図る。

指標②（都市浸
水対策で整備が
完了している面
積の割合）

指標③（非常用
発電設備の更新
割合）

下水道総合地震対策計画（基幹事業対象）（1-A-17）と合わせて下水道の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定することにより、災害時における減災・防災対策の向上を図る。

指標①（合流式
下水道の改善さ
れた区域面積の
割合）

老朽管調査（基幹事業対象）（1-A-14）と合わせて調査を実施することにより、調査範囲を拡大し老朽化対策の向上を図る。



・計画的なポンプ設備の更新及び増設により、必要な揚水能力が順次確保されている。
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）

・引き続き下水道整備の促進を行い、目標達成を図っていく。

・中島処理場（合流施設・汚泥処理施設）及び富士見台処理場の長寿命化計画策定を平成２６年度に実施する。



社会資本総合整備計画　中間評価
平成 27年 1月 7日

計画の名称 1 安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備の推進

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 豊橋市交付対象

豊橋駅
市役所
上下水道局

P

P P

T

A1-11 下地処理分区
（未普及解消）

C1-2 下地処理分区
（末端管渠布設）

A1-15 雨水流出抑制施設整備（浸水対策）

A1-2 吉田方排水区（浸水対策）

A1-3 菰口ポンプ場（浸水対策）

A1-5 有楽ポンプ場（浸水対策） A1-10 前田南調整池（浸水対策）

豊川

柳生川

P

A1-4 松島ポンプ場（浸水対策）
A1-6 鍵田ポンプ場

吉田方

排水区

A1-9 中島処理区（水質保全）

変更

変更

A1-16 有楽ポンプ場

新規

P

豊橋駅
市役所
上下水道局

P

P P

T

1-A-11 雨水流出抑制施設整備（浸水対策）
1-A-1 吉田方排水区（浸水対策）

1-A-2 菰口ポンプ場（浸水対策）

1-A-4 有楽ポンプ場（浸水対策） 1-A-9 前田南調整池（浸水対策）

豊川

柳生川P

1-A-3 松島ポンプ場（浸水対策）
1-A-5 鍵田ポンプ場

吉田方

排水区

1-A-8 中島処理区（水質保全）

P

1-A-15 羽根井排水区 （浸水対策） 花田地区

1-A-14 老朽管調査（管渠調査）
1-C-2 老朽管調査（管渠調査）

1-A-12 有楽ポンプ場

1-A-17 下水道総合地震対策計画（地震対策）

1-C-3 下水道業務継続計画（地震対策）

凡　例

全体計画区域（汚水）

下水道法による事業
計画区域（汚水）

既整備区域（汚水）

既計画事業（整備中・未整備）
【1-A-8 中島処理区（合流改善）】

既計画事業（完了）
【1-A-8 中島処理区（合流改善）】

既計画事業（整備中・未整備）

既計画事業（完了）

二川駅

T

A1-1 中島処理区（未普及解消）
C1-1 中島処理区（末端管渠布設）

A1-7 中島処理場
（水質保全・資源循環）

A1-8 富士見台処理場
（水質保全･資源循環）

豊橋市
梅田川

T

T
A1-14 五並処理場

（水質保全）

A1-13 高根処理場（水質保全）

A1-12 寺沢第１ポンプ場
（未普及解消）

T

A1-17 豊南処理場（水質保全）
新規

H23年度完了

変更

T

1-A-6 中島処理場（水質保全・資源循環）

豊橋市
梅田川

1-C-1 雨水貯留事業

1-A-10 寺沢ポンプ場
（未普及解消）

T

1-A-13 豊南処理場（水質保全）

1-A-19 富士見台処理場（長寿命化）

1-A-7 富士見台処理場（水質保全･資源循環）

1-A-18 中島処理場（長寿命化）

1-A-16 富士見台中継ポンプ場
（長寿命化）

二川駅


