
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和05年01月30日

計画の名称 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 和歌山県,和歌山市,海南市,橋本市,田辺市,かつらぎ町,高野町,串本町,九度山町,太地町

計画の目標 下水道整備を行い、県民の安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,345  Ａ              11,320  Ｂ                   0  Ｃ                  25  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.22 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2 R4 R6

   1 下水道ストックマネジメント計画策定率を20%(R2)から76%(R6)に増加させ、持続的な下水道機能の確保を図る。

ストックマネジメント計画策定率 20％ 76％ 76％

策定済団体数(計画)／策定主体団体数(計画)

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000456613



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 和歌山県 直接 和歌山県 － 改築 伊都処理区処理場等スト

ックマネジメント計画策

定及び実施

水処理施設・汚泥処理施設・

中継ポンプ場・管渠

和歌山県  ■  ■  ■  ■  ■       3,000 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-002 下水道 一般 和歌山県 直接 和歌山県 － 改築 那賀処理区処理場等スト

ックマネジメント計画策

定及び実施

水処理施設・汚泥処理施設・

中継ポンプ場・管渠

和歌山県  ■  ■  ■  ■  ■       1,500 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-003 下水道 一般 和歌山県 直接 和歌山県 － 改築 伊都処理区処理場等　事

後保全施設の更新

ストックマネジメント計画に

おいて事後保全判定施設の更

新

和歌山県  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-004 下水道 一般 和歌山県 直接 和歌山県 － 改築 那賀処理区処理場等　事

後保全施設の更新

ストックマネジメント計画に

おいて事後保全判定施設の更

新

和歌山県  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-005 下水道 一般 和歌山市 間接 個人 － － 浄化槽雨水貯留施設転用

助成

浄化槽転用助成　25基 和歌山市  ■  ■  ■  ■  ■           3 －

新世代下水道支援事業

1 案件番号： 0000456613



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － － 浸水被害軽減総合計画策

定

浸水被害軽減総合計画の策定

・検討

和歌山市  ■  ■  ■  ■  ■          43 －

A07-007 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 終末処

理場

改築 処理場施設地震対策 耐津波検討、耐震・耐津波診

断、耐震・耐津波対策実施　

　処理場施設

和歌山市  ■          37 策定済

下水道総合地震対策計画

A07-008 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － 改築 管路施設ストックマネジ

メント計画策定実施

ストックマネジメント計画策

定・実施、管路調査、管渠情

報収集、管渠改築

和歌山市  ■  ■  ■  ■  ■       1,483 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-009 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － 改築 処理場・ポンプ場施設ス

トックマネジメント計画

策定実施

処理場・ポンプ場施設の改築 和歌山市  ■  ■  ■  ■  ■       2,501 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-010 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － 改築 中央・和歌川・北部処理

区、全排水区処理場・ポ

ンプ場等事後保全施設の

更新

ストックマネジメント計画に

おいて事後保全判定施設の更

新

和歌山市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

下水道ストックマネジメント計画

2 案件番号： 0000456613



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-011 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 管渠（

雨水）

新設 雨水管渠 雨水管渠U2600×1800　L=130

m

和歌山市  ■  ■  ■  ■          50 －

A07-012 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － － 公共下水道雨水諸元検討 公共下水道雨水諸元の検討 和歌山市  ■  ■  ■          30 －

A07-013 下水道 一般 海南市 直接 海南市 － － 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

下水道ストックマネジメント

計画策定

海南市  ■           2 －

下水道ストックマネジメント計画

A07-014 下水道 一般 海南市 直接 海南市 － － 雨水管渠・ポンプ場整備 雨水管　布設替1100×1200　

L=260m 　琴ノ浦ポンプ場更

新・大橋北ポンプ場整備

海南市  ■  ■  ■  ■  ■          69 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-015 下水道 一般 橋本市 直接 橋本市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定実施

ポンプ場の点検・調査・更新

計画策定・更新、管路の点検

・調査

橋本市  ■  ■  ■  ■  ■         184 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-016 下水道 一般 田辺市 直接 田辺市 － － 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

下水道ストックマネジメント

計画策定

田辺市  ■           5 －

下水道ストックマネジメント計画

3 案件番号： 0000456613



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-017 下水道 一般 田辺市 直接 田辺市 ポンプ

場

改築 田辺市ストックマネジメ

ント計画実施

ポンプ建屋、雨水ポンプ整備

の更新等

田辺市  ■  ■  ■         195 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-018 下水道 一般 かつらぎ

町

直接 かつらぎ町 管渠（

雨水）

新設 大谷地区雨水管渠 雨水管渠　U3000×1500　L=1

60m（ 設計・実施外）

かつらぎ町  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A07-019 下水道 一般 かつらぎ

町

直接 かつらぎ町 管渠（

汚水）

改築 ストックマネジメント計

画に基づく改築及び調査

マンホールポンプ更新、管渠

調査・改築・更新、マンホー

ル蓋更新 外

かつらぎ町  ■  ■  ■  ■  ■          35 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-020 下水道 一般 高野町 直接 高野町 終末処

理場

改築 高野町ストックマネジメ

ント計画実施

水処理施設、汚泥処理施設、

消化槽設備

高野町  ■  ■  ■         590 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-021 下水道 一般 高野町 直接 高野町 管渠（

雨水）

新設 高野町雨水管渠整備 雨水管渠新設　L=300m 高野町  ■          10 －

A07-022 下水道 一般 串本町 直接 串本町 終末処

理場

改築 ストックマネジメント計

画に基づく改築設計

エアレーション装置、動力制

御盤、塩素接触装置、消泡水

ポンプ、引込用開閉装置、脱

臭装置、流量計等の改築設計

串本町  ■           6 策定済

下水道ストックマネジメント計画

4 案件番号： 0000456613



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-023 下水道 一般 串本町 直接 串本町 終末処

理場

改築 ストックマネジメント計

画に基づく改築事業

エアレーション装置、動力制

御盤、塩素接触装置、消泡水

ポンプ、引込用開閉装置、脱

臭装置、流量計等の改築

串本町  ■  ■  ■  ■          80 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-024 下水道 一般 九度山町 直接 九度山町 管渠（

汚水）

改築 ストックマネジメント計

画に基づく改築事業

マンホール蓋、ポンプ更新等 九度山町  ■  ■  ■          21 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-025 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － － 下水道管路情報デジタル

化

下水道管路情報デジタル化 和歌山市  ■  ■  ■          51 －

下水道情報デジタル化支援事業

A07-026 下水道 一般 高野町 直接 高野町 － 改築 高野町ストックマネジメ

ント計画策定実施

処理場・ポンプ場施設のスト

ックマネジメント計画策定実

施

高野町  ■  ■          60 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-027 下水道 一般 太地町 直接 太地町 管渠（

汚水）

－ 下水道管路情報デジタル

化

下水道管路情報デジタル化 太地町  ■  ■          15 －

 小計      11,320

5 案件番号： 0000456613



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      11,320

6 案件番号： 0000456613



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 和歌山市 直接 和歌山市 － － 災害時応急復旧資機材整

備

災害時応急復旧資機材整備 和歌山市  ■  ■  ■  ■  ■           5 －

基幹事業の整備と合わせ、予め応急復旧資機材を備えることにより、災害時の下水道施設の被害軽減や早期復旧を図る

C07-002 下水道 一般 和歌山県 直接 和歌山県 － － 紀の川流域下水道BCP変更 紀の川流域下水道BCPの変更 和歌山県  ■  ■  ■  ■  ■          10 －

基幹事業を含めた下水道BCPを策定・変更することにより、被災時における下水道機能確保を図る

C07-003 下水道 一般 和歌山県 直接 和歌山県 － － 紀の川中流流域下水道BCP

変更

紀の川中流流域下水道BCPの

変更

和歌山県  ■  ■  ■  ■  ■          10 －

基幹事業を含めた下水道BCPを策定・変更することにより、被災時における下水道機能確保を図る

 小計          25

合計          25

1 案件番号： 0000456613



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                     703                     621

計画別流用増△減額 (b)                     △3                       0

交付額 (c=a+b)                     700                     621

前年度からの繰越額 (d)                       0                     392

支払済額 (e)                     308                     589

翌年度繰越額 (f)                     392                     423

うち未契約繰越額(g)                     115                      77

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       1

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   16.42                    7.69

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算追加配分のため

1 案件番号： 0000456613



計画の名称 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度～令和６年度（5年間） 交付対象

社会資本総合整備計画図

和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町

下水道法による事業計画区域（流域幹線）
整備済幹線管渠

A07-001 伊都処理区処理場等ストックマネジメント計画策定及び実施

A07-003 伊都処理区処理場等事後保全施設の更新

C07-002 紀の川流域下水道ＢＣＰ変更

凡例

・九度山町・太地町



計画の名称 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度～令和６年度（5年間） 交付対象

社会資本総合整備計画図

和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町

紀泉台

長山団地

岩出幹線

那賀幹線

桃山幹線

貴志川幹線

下水道法による事業計画区域（流域幹線）
幹線管渠（整備済）
幹線管渠（将来整備予定）

A07-002 那賀処理区処理場等ストックマネジメント計画策定及び実施

A07-004 那賀処理区処理場等事後保全施設の更新

C07-003 紀の川中流流域下水道ＢＣＰ変更

凡例

九度山町・太地町

紀の川中流流域下水道（那賀処理区）



社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

計画の期間 和歌山県・和歌山市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町・九度山町令和２年度　～　令和６年度　(5年間） 交付対象

１／２

２／２

凡　　　　　　　例

　全体計画区域（処理区域界）

　下水道法による事業計画区域（汚水）

　下水道法による事業計画区域（雨水）

・太地町

和歌山市



社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

計画の期間 和歌山県・和歌山市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町・九度山町令和２年度　～　令和６年度　(5年間） 交付対象

浸水対策、地震対策、改築更新事業対象箇所図（１／２）

　A07-009 処理場・ポンプ場施設ストックマネジメント計画実施

　A07-012　公共下水道雨水諸元検討

　C07-001　災害時応急復旧資機材整備

　市街化区域

　都市計画区域

　A07-011　雨水管渠

　A07-010　中央・和歌川・北部排水区、全処理区処理場・ポンプ場等　事後保全施設の更新

　A07-025　下水道管路情報デジタル化

　A07-006　浸水被害軽減総合計画策定

　下水道法による事業計画区域（汚水）

　C07-001　災害時応急復旧資機材整備

　下水道法による事業計画区域（雨水）

　A07-008 管路施設ストックマネジメント計画実施

　A07-008 管路施設ストックマネジメント計画実施

　A07-009 処理場・ポンプ場施設ストックマネジメント計画実施

　A07-010　中央・和歌川・北部排水区、全処理区処理場・ポンプ場等　事後保全施設の更新

　A07-005　浄化槽雨水貯留施設転用助成

　A07-007　処理場施設地震対策

　A07-025　下水道管路情報デジタル化

　全体計画区域（処理区域界）

凡　　　　　　　例

・太地町

和歌山市



社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

計画の期間 和歌山県・和歌山市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町・九度山町令和２年度　～　令和６年度　(5年間） 交付対象

浸水対策、地震対策、改築更新事業対象箇所図（２／２）

　A07-009 処理場・ポンプ場施設ストックマネジメント計画実施

　A07-012　公共下水道雨水諸元検討

　C07-001　災害時応急復旧資機材整備

　市街化区域

　都市計画区域

　A07-011　雨水管渠

　A07-010　中央・和歌川・北部排水区、全処理区処理場・ポンプ場等　事後保全施設の更新

　A07-025　下水道管路情報デジタル化

　A07-006　浸水被害軽減総合計画策定

　下水道法による事業計画区域（汚水）

　C07-001　災害時応急復旧資機材整備

　下水道法による事業計画区域（雨水）

　A07-008 管路施設ストックマネジメント計画実施

　A07-008 管路施設ストックマネジメント計画実施

　A07-009 処理場・ポンプ場施設ストックマネジメント計画実施

　A07-010　中央・和歌川・北部排水区、全処理区処理場・ポンプ場等　事後保全施設の更新

　A07-005　浄化槽雨水貯留施設転用助成

　A07-007　処理場施設地震対策

　A07-025　下水道管路情報デジタル化

　全体計画区域（処理区域界）

凡　　　　　　　例

・太地町

和歌山市



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（5年間） 交付対象 和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町

A07-013

下水道ストックマネジメント計画策

A07-014

雨水管渠

A07-014

雨水ポンプ場

（琴ノ浦ポンプ場）

◎ ◎

A07-014

雨水ポンプ場新設

（大橋北ポンプ場）

A07-014

雨水管渠

・九度山町・太地町

海南市



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（5年間） 交付対象 和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、かつらぎ町、高野町、串本町、九度山町

①

A07-015

橋本市

、太地町



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 交付対象 和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、かつらぎ町、高野町、串本町、九度山町

城山台第２ポンプ場

城山台第１ポンプ場

小峰台中継ポンプ場

A07-015 ストックマネジメント計画に基づく改築計画

A07-015 ストックマネジメント計画に基づく改築工事

凡　　例①　中継ポンプ場改築計画策定・詳細設計委託業務

①　小峰台中継ポンプ場更新工事

①　城山台第１・２ポンプ場更新工事

、太地町



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 交付対象 和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、かつらぎ町、高野町、串本町、九度山町

橋本駅

A07-015 ストックマネジメント計画に基づく点検調査

凡　　例

、太地町



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 交付対象 和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、かつらぎ町、高野町、串本町、九度山町

橋本駅

A07-015 ストックマネジメント計画に基づく点検調査

凡　　例

②-2
2号（大野東）幹

②-3
3号（名倉）幹

②-3
6号（東名古曽）幹

、太地町



社会資本総合整備計画図
計画の名称

計画の期間 　令和２年度　～　令和６年度（５年間） 交付対象 和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、かつらぎ町、高野町、串本町、九度山町

　和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

A07-017

雨水ポンプ場

（背戸川第1ポンプ場）

田辺市

、太地町



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（5年間） 交付対 和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町

A07-018

かつらぎ町

・九度山町・太地町



社会資本総合整備計画図 (防災・安全交付金）

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）
計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 交付対象 　和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町・九度山町・太地町

高野山処理区計画図

凡　　　　　　　　　例

全体計画区域

下水道法による事業計画区域

A07-026

高野町ストックマネジメント計画策定実施

A１-021

高野町雨水管渠整備

A１-020

高野町ストックマネジメント計画実施



社会資本総合整備計画図

計画の名称 1 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

計画の期間 交付令和２年度　～　令和６年度（5年間） 和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町

A07-023 ストックマネジメント計画に基づく
改築事業

整備済汚水管渠

処理区域

大水崎浄化センター

A07-022 ストックマネジメント計画に基づく
改築設計

串本町

・九度山町・高野町



社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

計画の名称 1

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　(５年間） 交付対象 和歌山県、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、かつらぎ町、高野町、串本町、九度山町

和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

A07-024
ストックマネジメント計画に基づく改

築事業

、太地町



社会資本総合整備計画図

計画の名称

計画の期間

和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第３期〕（防災・安全）

令和２年度　～　令和６年度　（5年間） 和歌山県・和歌山市・海南市・橋本市・田辺市・かつらぎ町・高野町・串本町・九度山町・太地町交付対象

太地町

A07-027

下水道管路情報デジタル化



事前評価チェックシート
 計画の名称： 和歌山県における安全・安心、快適な暮らしを支える防災環境の形成と予防保全の推進〔第3期〕（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画との適合等

I． 目標の妥当性
１）上位計画等と整合性が確保されている 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応

I． 目標の妥当性
１）広域的特定活動により、目標達成の可能性が高い 〇

I． 目標の妥当性
２）地域の浸水状況や土地利用の状況等を踏まえた目標となっている 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標・数値目標の整合性が確保されている

II． 計画の効果・効率性
１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性

II． 計画の効果・効率性
１）指標・数値目標がわかりやすいものとなっている 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性

II． 計画の効果・効率性
１）指標・数値目標と事業の内容の整合性が確保されている 〇

II． 計画の効果・効率性
２）指標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業効果

II． 計画の効果・効率性
１）十分な事業効果が確保される 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境

1  案件番号：0000456613



事　　前　　評　　価 チェック欄

III．計画の実現可能性
１）計画の具体性など、事業熟度が十分である 〇

III．計画の実現可能性
２）事業実施に関し、住民に対する説明が行われている 〇

2  案件番号：0000456613
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