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 管渠整備の進捗状況

 処理場整備の進捗状況

 全体計画区域の縮小

 処理施設の統廃合

 広域化・共同化の検討

対応方針  事業を継続する。

事業進捗の見込みに関する
視点

 費用対効果の低い未整備区域の縮小を実施したことで、事業期間の短縮と効率的な下水道整備が実現可能
 となり、円滑に進捗できる見込みである。

コスト縮減や代替立案等の
可能性の視点

 今後も人口減少等の社会情勢の変化を注視しつつ、必要に応じた区域の見直し等を実施し、更なる
 下水道整備の効率化を進める。

 近接する汚水処理施設の統廃合を実施し、施設の維持管理コストの縮減を進める。

 汚水処理事業の効率的な事業運営を目指し、広域化・共同化の検討を進める。

 全体計画処理能力 28,400m3/日のうち、20,000m3/日の整備が完了し、その進捗は、70％となっている。
 また、事業費ベースでも86％が完了している。

処理場処理能力 72,200 28,400 28,400 20,000

 全体事業量
 管渠　:19.6㎞
 処理場:28,400m3/日

 完了事業量
 管渠　:19.6㎞
 処理場:20,000m3/日

 全体事業費
 管渠　: 8,728百万円
 処理場:21,057百万円
 合計　:29,784百万円

 完了事業費
 管渠　: 8,423百万円
 処理場:18,091百万円
 合計　:26,515百万円

 全体計画区域 2,519haのうち、2,099haの整備が完了し、その進捗率は83％となっている。また、事業費
 ベースでも88％が完了している。

流入水量 72,200 25,702 24,388 13,094

管渠延長 16,860 19,550 19,550 19,550

全体計画 事業計画 整備状況

処理人口 84,500 33,930 34,230 40,356

処理区域面積 2,070.0 2,518.9 2,222.8 2,099.0

事
業
の
必
要
性
等
に
関
す
る
視
点

1）事業を巡る社会情
勢等の変化

 人口減少への対応

 人口減少を見据えた柔軟な全体計画区域の縮小による効率的な下水道整備が求められている。

 処理場・管渠施設の老朽化対策、地震対策への対応

 施設の老朽化対策並びに地震対策の計画的な実施が求められている。

2）事業の投資効果

 費用効果分析

①　費用便益比（Ｂ／Ｃ）:　1.77

　　費用（Ｃ）の算出
　　費用項目（Ｃ）: （流域下水道事業）管渠建設費、処理場建設費・ポンプ場建設費、維持管理費等
　　　　　　　　  　（流域関連公共下水道事業）管渠建設費、ポンプ場建設費、維持管理費等
　　総費用（Ｃ）: 136,747百万円

　　便益（Ｂ）の算出
　　便益項目 : （居住環境の改善）浄化槽設置費、浄化槽汚泥処理施設建設費、維持管理費等
　　　　　　　 （周辺環境の改善）水路覆蓋費、水路清掃費
　　総便益（Ｂ）: 241,444百万円

②　純便益（Ｂ－Ｃ）：　104,697百万円

（参考）感度分析
①　費用便益比（Ｂ／Ｃ）：（上位ケース）　2.04
　　　　　　　　　　　 　 （下位ケース）　1.62

3）事業の進捗状況

事業着手年 1983年度（Ｓ58） 供用開始年 1990年度（Ｈ2）

項　目 当初全体計画

項　目 評　　価

中讃流域下水道（金倉川処理区）の再評価項目表

事業主体 香川県 事業名
社会資本整備総合交付金

（流域下水道事業）
処理区

中讃流域下水道
（金倉川処理区）

再評価の
実施理由

再評価実施後5年間が経過している事業であるため。

事業目的 　健康で快適な生活環境の確保と、公共用水域の水質保全を図る。

項 目 別 評 価
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金倉川浄化センター

中讃流域下水道（金倉川処理区）

Ｔ

流域幹線管渠

終末処理場Ｔ

■凡 例

１．事業概要（位置図）

※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、
数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）及び数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）を使用した。

（承認番号 平29情使、 第1508号）

多度津町

善通寺市

琴平町

まんのう町
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１．事業概要（流域下水道とは）

流域下水道事業と流域関連
公共下水道事業が一体と
なって整備を進める必要が
ある。

１）流域下水道事業（県）

・流域関連市町の整備進捗に合わせ、
適切な処理能力を保持するため、
処理場・幹線管渠の建設、維持
管理を行う。

２）流域関連公共下水道事業（市町）

・枝線となる管渠を整備し、下水道
区域を着実に整備し維持管理を
行う。

・社会情勢の変化に対応し、適切に
下水道区域の見直しを行う。
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２．計画変更の概要（１）
１）計画変更の趣旨
人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、整備未着手の全体計画区域において、下水道整備の経済合理性
（費用対効果）等の検証を市町において実施した結果、全体計画区域の見直し（縮小）を行ったもの。
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２．計画変更の概要（２）

２）計画変更の経緯

３）計画変更の内容

４）全体計画区域縮小の理由

○ 人口減少に伴い、当初予想したとおりの開発が
進まなかったため、下水道整備の費用対効果等
を検証し区域を縮小した。（右図①,写真①）

○ 浄化槽による宅地開発が進んだため、下水道
整備を実施しても、下水道への接続が見込ま
れないと判断し、区域を縮小した。

（右図②,写真②）

写真① 写真②

全体計画区域縮小の概要図

②

①

355 ha縮小区域

前回 今回 増減

 管渠　（処理区域）  ha 2,201 2,223 22

 処理場（処理能力）  m3/日 28,400 28,400 0

 管渠　（処理区域）  ha 2,874 2,519 ▲ 355

 処理場（処理能力）  m3/日 32,600 28,400 ▲ 4,200

項目

事業計画

全体計画

備考

区域縮小前の計画

区域縮小後の計画

事業計画変更（着手）

事業計画変更（完了）
第３回委員会（今回）

年月日

2018年 7月（Ｈ30. 7）
2017年 6月（Ｈ29. 6）

2018年11月（Ｈ30.11）

項目

2019年 2月（Ｈ31. 2）

第１回委員会（前回）

※ 事業計画完了年度：2024年度 全体計画完了年度：2035年度

※この地図の作成に当たっては、国土地
理院長の承認を得て、同院発行の数値地
図（国土基本情報）電子国土基本図（地図
情報）、数値地図（国土基本情報）電子国
土基本図（地名情報）及び数値地図（国土
基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル
）を使用した。

（承認番号 平29情使、 第1508号）
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３．事業の進捗状況（管渠整備）
① 事業着手と幹線管渠整備完了年度

② 金倉川処理区の整備進捗率（管渠）

③ 金倉川処理区の事業費進捗率（管渠）

事業着手 1983年度（Ｓ58）

供用開始 1990年度（Ｈ 2）

管渠整備完了 1994年度（Ｈ 6）

事業計画 全体計画

19.6 km 19.6 km 19.6 km 100% 100%

 善通寺市 864 ha 1,148 ha 793 ha 92% 69%

 多度津町 674 ha 676 ha 622 ha 92% 92%

 琴平町 146 ha 146 ha 146 ha 100% 100%

 まんのう町 540 ha 549 ha 538 ha 100% 98%

 計 2,223 ha 2,519 ha 2,099 ha 94% 83%

県事業

事業主体
事業計画

区域
全体計画

区域

整備面積
(2017年度末

時点)

進捗率

市
町
事
業

事業計画 全体計画

86 億円 87 億円 84 億円 98% 97%

404 億円 451 億円 387 億円 96% 86%

490 億円 538 億円 471 億円 96% 88%

  県事業

  市町事業

  計

事業主体

事業費(管渠) 進捗率(管渠)

事業計画 全体計画
執行済

(2017年度末
時点)

※ 事業計画完了年度：2024年度 全体計画完了年度：2035年度

※ 事業計画完了年度：2024年度 全体計画完了年度：2035年度
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３．事業の進捗状況（処理場）

航空写真

全体計画

事業計画

整備済施設

将来整備施設

事業計画 全体計画

 処理能力 28,400 m3/日 28,400 m3/日 20,000 m3/日 70% 70%

 事業費(県) 205 億円 210 億円 180 億円 88% 86%

区分 事業計画 全体計画 整備状況
進捗率

金倉川浄化センターの整備進捗率（処理場）

※ 事業計画完了年度：2024年度 全体計画完了年度：2035年度

撮影方向
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４.下水道整備による効果

下水道がある場合下水道がない場合

○ トイレの水洗化により衛生的な生活環境の
形成を行います。

② 周辺環境の改善効果

③ 公共用水域の水質保全

○ 蚊やハエの発生する不潔な排水路がなく、
地域環境の改善を行います。

○ 生活環境が改善され、伝染病の発生を
予防します。

○ 汚水を浄化することによって、川や海などの
公共用水域の水質を守り豊かな生態系、自然
環境を維持します。

① 居住環境の改善効果

効果
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５.事業の投資効果（費用効果分析の手順）
１）費用効果分析のフロー

【参考文献】
下水道事業における費用効果分析マニュアル（2016年12月（Ｈ28.12））
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）

２）現在価値化による費用・便益の算出

基準年とする2018年度（Ｈ30）の
価値へ換算するため、費用（Ｃ）・
便益（Ｂ）ともに、下記による補正を
行う。

① デフレータによる補正
・基準年以前の事業費は、デフレータ
により、現在価値に補正する。

② 社会割引率による補正
・基準年以降に行う事業費には、
割引現在価値の概念を用いて
利率年4％を割り引いて補正を
行う。

３）評価対象期間

① 評価期間：事業完了＋50年間
（1983年（Ｓ58）～2085年（2035年＋50年））

※事業が完了する2085年に建設した施設が
耐用年数に達するまでの期間（50年）を
加えて、評価期間とする。

下水道整備計画

   r: 社会的割引率
   j: 年度

< j年度の便益 >

年度別建設・
維持管理費用の算出

年度別便益の算出

< j年度の建設・維持管理費用 >

費用便益比:B／Cの算出
純便益:B－Cの算出

建設費：C1j
(管渠、処理場、ポンプ場)

維持管理費用：C2j

周辺環境の改善効果：B1j
居住環境の改善効果：B2j
公共用水域の水質改善：B3j
(残存価値：B4j) 

費用の総現在価値

C � /�1 � 	 �
便益の総現在価値

B � /�1� 	 �
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５.事業の投資効果（費用の算出方法と結果）
１） 費用（C）の算出方法

費用＝流域下水道事業費（県事業）＋流域関連公共下水道事業費（市町事業）
【流域下水道事業費】

１） 管渠（建設費）
２） 処理場（建設費）
３） 維持管理費 管渠、処理場の維持管理に係る費用

【流域関連公共下水道事業費】
１） 管渠（建設費）
２） ポンプ場（建設費）
３） 維持管理費 管渠、ポンプ場の維持管理に係る費用

基準年度：2018年度（Ｈ30）（過去の物価変動や将来の価値低減を考慮）
評価期間：1983年度（Ｓ58）～2085年度（2035年＋50年） 103年間

２） 費用（C）の算出結果

項　目 分　　類
事業費

（百万円）
割合

（％）

管渠 15,421 11.3
処理場 39,811 29.1
維持管理費 15,834 11.6
小計 71,066 52.0
管渠 55,479 40.6
ポンプ場 8,739 6.4
維持管理費 1,463 1.0
小計 65,681 48.0

136,747 100.0

細　　　目

費用項目
全体事業費

流域下水道

流域関連
公共下水道

　　費用合計

建設、老朽化対策、地震対策等に係る費用

建設、老朽化対策、地震対策等に係る費用
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５.事業の投資効果（便益の算出方法と結果）

便益＝周辺環境の改善効果＋居住環境の改善効果

【周辺環境の改善効果】

下水道事業が整備されないことを前提とした、周辺環境保全の代替事業費
１） 水路覆蓋費：悪臭防止等のための中小水路の覆蓋に係る費用
２） 水路清掃費：水路へ堆積したヘドロ除去等の清掃に係る費用

【居住環境の改善効果】
下水道事業が整備されないことを前提とした、居住環境の代替事業費
１） 浄化槽（設置、更新） ：浄化槽の設置、更新に係る費用
２） 浄化槽（維持管理費） ：浄化槽の維持管理に係る費用
３） 浄化槽汚泥処理施設（建設費） ：浄化槽汚泥の処理施設の新設・増設、老朽化対策に係る費用
４） 浄化槽汚泥処理施設（維持管理費）：浄化槽汚泥処理施設の維持管理に係る費用

【公共用水域の水質改善】
１）水路清掃、浄化槽の設置による便益に、水質改善に係る一部便益も含まれる。

基準年度：2018年度（Ｈ30）（過去の物価変動や将来の価値低減を考慮）
評価期間：1983年度（Ｓ58）～2085年度（2035年＋50年） 103年間

２）便益（B）の算出結果

１）便益（B）の算出方法

項　目 分　　類
事業費

（百万円）
割合
（％）

93,014 38.5

92,002 38.1

17,409 7.2

30,038 12.4

4,455 1.9

4,648 1.9

-122 0.0

241,444 100.0

細　　　目

便益項目

周辺環境の改善
（水路覆蓋・清掃）

水路覆蓋費

水路清掃費

居住環境の改善
（便所の水洗化）

　　残存価値

浄化槽(設置、更新費)

浄化槽(維持管理費)

浄化槽汚泥処理施設(建設費)

浄化槽汚泥処理施設(維持管理費)

　　便益合計（残存価値考慮）
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５.事業の投資効果（費用効果分析の結果）

２） 費用効果分析結果（基本ケース・感度分析）

① 感度分析は費用対効果に大きな影響(耐用年数)を及ぼす要因に変化があった場合ついて、費用便益比（B/C）が有利に
出る「上位ケース」と費用便益比（B/C）が不利に出る「下位ケース」それぞれで、算出することにより、費用効果
分析結果への影響の大きさ、事業実施の妥当性を検討するもの。

② 上位ケース（B/Cが有利に出る。）
費用（C）に係る施設の耐用年数を伸ばし、費用を算出したもの。

③ 下位ケース（B/Cが不利に出る。）
便益（B）に係る施設の耐用年数を伸ばし、便益を算出したもの。

１） 感度分析の必要性とケース分け

○ 基本ケースの費用便益比（B/C）が1.77 > 1.0となることから、事業実施による投資効果が妥当であると考えられる。

○ 基本ケースの他、便益（B）における耐用年数を伸ばし算定した、下位ケースの費用便益比（B/C）が1.62 > 1.0となる
ことから、費用対効果に大きな影響を及ぼす要因に変化があった場合についても、投資効果が妥当であと考えられる。

３） 考察

上位ケース 下位ケース

 便益（B）  百万円 241,444 241,444 221,056

 費用（C）  百万円 136,747 118,324 136,747

 純便益（B-C）  百万円 104,697 123,120 84,309

1.77 2.04 1.62 費用便益比（B/C）

基本ケース
感度分析

費用効果分析結果
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５.事業の投資効果（残事業の費用効果分析の結果）

２）費用効果分析結果（残事業）

１） 残事業の投資効果の考え方

（１）既整備（2017年度末時点（Ｈ29））における費用便益比（B/C）と残る事業を実施する場合の
費用便益比（B/C）を算出し、残事業の効率性を示すもの。

（２） 残事業の費用便益比（B/C）＞1.0となれば、事業を継続することが妥当であると考えられる。

３）考察

○ 下水道事業は、都市化が進んでいる地域や人口密度が高く整備効果の高い地域から整備していること
から、残事業の効率性は、既整備区域における費用便益比と比較し小さくなっている。
（残事業（B/C）1.49 < 既整備（B/C）1.78）

○「残事業の効率性（B/C）:1.49 > 1.0」となることから、事業を継続することが妥当であると考えられる。

①事業継続時 ②既整備区域

（全体計画） （2017年度末時点）

 現在価値化した総便益（Ｂ） 百万円 241,444 230,566 10,878

 現在価値化した総費用（Ｃ） 百万円 136,747 129,438 7,309

 純便益（Ｂ-Ｃ） 百万円 104,697 101,128 3,569

1.77 1.78 1.49

③残事業の効率性
（①-②）

項　　目

 費用便益比（Ｂ/Ｃ）

13



６．社会情勢等の変化と事業の進捗見込み

１）社会情勢の変化

① 人口減少
⇒ 人口減少に伴い下水道整備による費用対効果が得られにくい地域（未整備区域）が

全体計画区域内に広く存在した。

② 管渠、処理場の老朽化の進展
⇒ 施設の老朽化が進んでおり、老朽化対策に係る費用が増加する。

③ 大規模災害への対応
⇒ 南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備えるため、地震対策に係る費用が必要となる。

２）事業進捗の見込み

① 費用対効果の低い区域について、全体計画区域縮小を実施したことで、より効率的な
下水道整備を実施するとともに、集中的な整備を可能とした。

② 「香川県下水道ストックマネジメント計画」に基づき計画的な老朽化対策を実施し、
費用の最小化および平準化を図る。
計画策定：2017年度（Ｈ29） 事業実施：2018年度（Ｈ30）～

③ 「香川県下水道総合地震対策計画」に基づき、処理場、管渠施設の計画的な地震対策
を実施する。
計画策定：2014年度（Ｈ26） 事業実施：2014年度（Ｈ26）～

【参考】管渠耐震化率：74%（2018年12月末時点（Ｈ30.12））
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７. 今後の下水道事業の効率化に向けた取り組み

汚水処理事業の抱えるヒト・モノ・カネの課題に対し、効率
的な事業実施のため汚水処理事業の広域化・共同化の可能性を
全県域で検討し、「処理区・処理施設統合」、「汚泥処理の広
域化」、「維持管理の共同化」、「庁内事務の共同化」などの
広域化・共同化事業の推進を図るための検討を実施中。

３）広域化・共同化

２）処理施設の統廃合

広域化検討会議実施状況

近接する汚水処理施設を統廃合することに
より、施設の老朽化対策、維持管理コストを
縮減。

（例:農業集落排水施設の流域下水道への接続）

１）全体計画区域の見直し

2018年度（Ｈ30）に区域の見直しを行い、今後も
社会情勢の変化に柔軟に対応するため、整備効果
（費用対効果）の低い地域は、個別処理（合併処理
浄化槽）と集合処理（下水道）の役割分担を再検討し、
より効率的な整備を実施する。
なお、縮小された区域については、合併処理浄化槽

による汚水処理に転換する。

統合 廃止Ｔ
Ｔ

流域下水道処理区

Ｐ

公共下水道処理区
農集集落排水

Ｔ

Ｐ

：終末処理場

：ポンプ場

Ｔ 行政区域

全体計画区域
(見直し前)

浄化槽整備に転換

全体計画区域
(見直し後)

下水道整備を継続

整備済み
区域

終末
処理場
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８．対応方針（案）
① 事業の必要性等に関する視点

以上のことから、事業を継続する

１）事業を巡る社会情勢等の変化
○ 人口減少を見据えた柔軟な全体計画区域の縮小による効率的な下水道整備が求められている。
○ 施設の老朽化対策並びに地震対策の計画的な実施が求められている。

２）事業の投資効果
○ 費用便益比（B/C） 1.77(基本ケース)

３）事業の進捗状況
○ 管渠 : 全体計画区域 2,519haのうち、2,099haの整備が完了し、その進捗率は83％と

なっている。また、事業費ベースでも88％が完了している。
○ 処理場 : 全体計画処理能力 28,400m3/日のうち、20,000m3/日の整備が完了し、その進捗は、

70％となっている。また、事業費ベースでも86％が完了している。

② 事業進捗の見込みに関する視点

○ 費用対効果の低い未整備区域の縮小を実施したことで、事業期間の短縮と効率的な下水道
整備が実現可能となり、円滑に進捗できる見込みである。

③ コスト縮減や代替立案等の可能性の視点

○ 今後も人口減少等の社会情勢の変化を注視しつつ、必要に応じた区域の見直し等を実施し、
更なる下水道整備の効率化を進める。

○ 近接する汚水処理施設の統廃合を進め、施設の維持管理コストの縮減を進める。
○ 汚水処理事業の効率的な事業運営を目指し、広域化・共同化の検討を進める。
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