
(別添１）

生活基盤施設耐震化等事業計画 平成３１年４月１日

熊本県水道施設等耐震化事業

　　計画の成果目標（定量的指標）

熊本県における水道管路の耐震化率の向上（平成26年度末：0%→平成31年度末：100%）※事業箇所における指標

（H　　年度末） （H31年度末）

Ａ　水道施設等耐震化事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別 H27 H28 H29 H30 H31

1 水道 一般 熊本市 6,265,761 55,860

2 水道 一般 阿蘇市 95,899 15,234

3 水道 一般 益城町 35,351 2,719

4 水道 一般 山都町※柏地区 181,351 69,619

5 水道 一般 湯前町 118,804 25,665

6 用供 一般 上天草・宇城水道企業団 327,631 79,048

7 水道 一般 合志市 40,742 4,893

8 水道 一般 山都町※朝日地区 400,366 151,330

9 水道 一般 山都町※矢部地区 698,197 261,159

10 水道 一般 美里町 241,808 50,184

11 水道 一般 水俣市 167,237 34,375

12 水道 一般 津奈木町 687,585 214,314

13 水道 一般 錦町 25,603 4,630

14 水道 一般 水俣市 84,451 19,500

15 水道 一般 水俣市 522,966 128,424

16 水道 一般 上天草市 297,460 73,250

17 水道 一般 上天草市 189,167 60,000

18 水道 一般 球磨村 54,918 19,254

19 水道 一般 天草市※下津浦地区 283,647 111,168

20 水道 一般 玉東町※山口区黒石地区 35,392 14,156

21 水道 一般 阿蘇市※波野地区 28,000 7,000

22 水道 一般 美里町　鶴木野 67,184 24,748

23 水道 一般 嘉島町　東部 61,350 18,712

合計 10,910,8701,445,242

Ｂ　水道事業運営基盤強化推進等事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別

1 水道 一般 美里町 6,000 1,000

合計 6,000 1,000

Ｃ　官民連携等基盤強化支援事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別

合計

全体事業費
（千円）

全体交付額
（千円） 備考事業者 事業名 事業内容 市町村名

備考

水道事業運営基盤強化推進事業（水道施設台帳整備事業） 水道施設台帳作成　一式 美里町

事業主体 事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（千円）

全体交付額
（千円）

水道未普及地域解消事業（新設） 配水管　5,294m 嘉島町

生活基盤近代化事業（基幹改良） 配水池　3池 阿蘇市

生活基盤近代化事業（区域拡張） 配水管　916m 美里町

生活基盤近代化事業（区域拡張） 送・配水管　4,480m　他 天草市

生活基盤近代化事業（区域拡張） 配水管　1,221m 玉東町

水道管路耐震化等推進事業（水道管路緊急改善事業） 老朽管更新　2,237m 上天草市

生活基盤近代化事業（基幹改良） 老朽管更新　1,572m 球磨村

緊急時給水拠点確保等事業（貯留施設） 貯留施設　2池 水俣市

緊急時給水拠点確保等事業（配水池） 配水池　1池 上天草市

簡易水道再編推進事業（統合簡易水道） 緊急遮断弁設置　2基　他 錦町

緊急時給水拠点確保等事業（重要給水施設配水管） 重要給水施設配水管　500m 水俣市

簡易水道再編推進事業（統合整備） 老朽管更新等　4,746m 水俣市

簡易水道再編推進事業（統合簡易水道） 老朽管更新等　7,473m 津奈木町

簡易水道再編推進事業（統合簡易水道） 老朽管更新等　23,641m 山都町

簡易水道再編推進事業（統合簡易水道） 老朽管更新等　5,043m 美里町

簡易水道再編推進事業（統合簡易水道） 非常用発電設備　一式 合志市

簡易水道再編推進事業（統合簡易水道） 老朽管更新等　18,272m 山都町

水道管路耐震化等推進事業（老朽管更新事業） 老朽管更新　3,375m 湯前町

水道管路耐震化等推進事業（老朽管更新事業） 老朽管更新　2,584m 八代市

簡易水道再編推進事業（統合整備） 老朽管更新　580m 益城町

生活基盤近代化事業（基幹改良） 老朽管更新　10,060m 山都町

水道管路耐震化等推進事業（老朽管更新事業） 老朽管更新　46,816m 熊本市

生活基盤近代化事業（基幹改良） 老朽管更新　4,128m 阿蘇市

交付対象事業

事業主体 事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（千円）

全体交付額
（千円） 備考

全体交付額
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1,446,242千円 Ａ 1,445,242千円 Ｂ

水道施設（管路以外）の耐震化率(%)：耐震化施設数/総施設数（事業計画施設のみ） 0 100

全体事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

10,916,870千円 Ａ 10,910,870千円 Ｂ 6,000千円

1,000千円 Ｃ 0千円

Ｃ 0千円

（H27年度当初）

水道管路の耐震化率(%)：耐震管延長/管路総延長（事業計画区間のみ） 0 100

地震等による被害を受けやすい老朽化した管路の更新を行うことにより、水道管路の耐震化を図ることを目的とする。

　　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

計画の名称

計画の期間 平成27～31年度（5年間） 交付対象
熊本県（熊本市、阿蘇市、益城町、山都町、湯前町、上天草・宇城水道企業団、合志市、美里町、水俣市、津奈
木町、錦町、上天草市、球磨村、玉東町、天草市）

計画の目標


