
3 宮城県における下水道の整備推進計画

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 計

流　域 1,039.2 836.6 753.6 834.2 844.1 4,307.7

公　共 3,983.2 4,694.0 5,194.0 6,685.8 7,050.7 27,607.7

計 5,022.4 5,530.6 5,947.6 7,520.0 7,894.8 31,915.4

Ａ１：基幹事業（仙塩流域下水道：仙塩処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A1-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 7.3 19.0 30.0 56.3

A1-203-1 下水道 一般市 塩竈市 直接 - 汚水 新設 塩竈市 20.0 15.3 80.0 115.3

A1-203-2 下水道 一般市 塩竈市 直接 - 汚水 増設 塩竈市 17.5 17.5 35.0

A1-203-3 下水道 流域 塩竈市 直接 - 汚水 全種 塩竈市 10.0 10.0

A1-209-1 下水道 一般市 多賀城市 直接 - 汚水 新設 多賀城市 50.0 50.0

A1-404-1 下水道 町村 七ヶ浜町 直接 - 汚水 改築 七ヶ浜町 28.3 3.1 8.1 37.0 33.0 109.5 長寿命化

A1-404-2 下水道 町村 七ヶ浜町 直接 - 汚水 改築 七ヶ浜町 23.6 26.5 13.0 20.0 83.1 長寿命化

A1-406-1 下水道 町村 利府町 直接 - 汚水 新設 利府町 36.3 6.1 20.0 58.0 58.0 178.4

A1-406-2 下水道 町村 利府町 直接 - 汚水･雨水 全種 利府町 4.1 16.0 20.0 40.1

小計 138.7 64.1 161.9 154.5 158.5 677.7

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

長寿命化・設計及び工事（管渠） 管渠：L=697m・Ｍ：N=60基・蓋：N=200枚

長寿命化・設計及び工事（ポンプ場） 菖蒲浦・北遠山・亦楽・小田・松ヶ浜・代ヶ崎・東宮ポンプ場

管渠整備（仙塩中央処理区） 管渠：ΣL=1,700m

汚水ポンプ場増設（大日向・千賀の台汚水中継ポンプ場） 自家発電機

管渠整備（仙塩中央処理区） 管渠：ΣL=550m

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

備 考

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（仙塩中央処理区） 管渠：ΣL=350m

交付対象事業

番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事 業 内 容 市町村名

0.0 百万円 Ｃ 610.3 百万円
効果促進事業費の割合

1.9 %
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
31,915.4 百万円 Ａ 31,305.1 百万円 Ｂ

⑤都市浸水対策達成率 2.6% 9.6% 14.9%

      浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）×１００ 70 / 2,862 259 / 2,862 400 / 2,862

④長寿命化計画達成率（ポンプ場） 0.0% 57.1% 100.0%

　　　長寿命化工事完成予定のポンプ場数（箇所）／整備期間内に実施予定である長寿命化工事対象のポンプ場総数（箇所）×１００ 0 / 7 4 / 7 7 / 7

③長寿命化計画達成率（管渠（管渠）） 0.0% 41.9% 100.0%

　　　長寿命化工事完成予定の管渠延長（ｍ）／整備期間内に実施予定である長寿命化工事対象の管渠総延長（ｍ）×１００ 0 / 697 292 / 697 697 / 697

②水洗化達成率 64.7% 67.3% 68.8%

　　　水洗化戸数（戸）／水洗化を促進すべき戸数（戸）×１００ 9,249 / 14,288 10,170 / 15,106 10,627 / 15,436

①下水道処理区人口普及率 61.5% 64.4% 66.1%

      処理区域内人口（供用開始告示済区域内人口）／行政人口（住民基本台帳人口）×１００ 760,062 / 1,235,480 782,094 / 1,214,017 792,341 / 1,198,444

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

（H24末） （H27末） （H29末）

②水洗化達成率を 61.5％（H24末）から 65.0％（H29末）に増加させる

③長寿命化計画達成率（管渠（管渠））を 0.0％（H24末）から 100.0％（H29末）に増加させる

④長寿命化計画達成率（ポンプ場）を 0.0％（H24末）から 100.0％（H29末）に増加させる

⑤都市浸水対策達成率を2.6％（H24末）から 14.9％（H29末）に増加させる

　　定量的指標の定義及び算定式

計画の目標

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し，あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする

　　計画の成果目標（定量的指標）

①下水道処理人口普及率を 61.5％（H24末）から 66.1％（H29末）に増加させる

（参考様式２）　社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象
宮城県，石巻市，塩竈市，気仙沼市，白石市，名取市，角田市，多賀城市，岩沼市，登米市，栗原市，東松島市，大崎市，蔵王町，大河原
町，村田町，柴田町，丸森町，亘理町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，大和町，大郷町，富谷町，大衡村，色麻町，加美町，涌谷町，
美里町，女川町

【社会資本整備総合交付金】



Ａ２：基幹事業（阿武隈川下流流域下水道：阿武隈川下流処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A2-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 水セ 増設 宮城県 4.4 331.0 335.4

A2-000-2 下水道 流域 宮城県 直接 - 水セ 増設 宮城県 261.0 261.0

A2-000-3 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 0.7 9.5 19.0 30.0 59.2

A2-206-1 下水道 一般市 白石市 直接 - 汚水 新設 白石市 32.0 46.0 78.0

A2-206-2 下水道 一般市 白石市 直接 - 汚水 全種 白石市 4.6 4.4 8.0 17.0

A2-207-1 下水道 一般市 名取市 直接 - 汚水 新設 名取市 75.0 253.8 217.3 232.5 299.4 1,078.0

A2-208-1 下水道 一般市 角田市 直接 - 汚水 新設 角田市 88.7 150.6 168.8 43.5 262.3 713.9

A2-208-2 下水道 一般市 角田市 直接 - 汚水 全種 角田市 6.9 4.5 11.4

A2-211-1 下水道 一般市 岩沼市 直接 - 汚水 新設 岩沼市 14.5 386.0 400.5

A2-301-1 下水道 町村 蔵王町 直接 - 汚水 新設 蔵王町 11.0 11.0

A2-321-1 下水道 町村 大河原町 直接 - 汚水 新設 大河原町 30.5 64.3 35.0 18.0 60.0 207.8

A2-321-2 下水道 町村 大河原町 直接 - 汚水 全種 大河原町 3.7 4.6 5.0 5.0 18.3

A2-322-1 下水道 町村 村田町 直接 - 汚水 新設 村田町 16.0 16.0

A2-322-2 下水道 町村 村田町 直接 - 汚水 全種 村田町 8.0 8.0

A2-323-1 下水道 町村 柴田町 直接 - 汚水 新設 柴田町 192.6 180.0 280.0 215.0 232.0 1,099.6

A2-323-2 下水道 町村 柴田町 直接 - 汚水･雨水 全種 柴田町 4.7 10.7 15.4

A2-341-1 下水道 過疎 丸森町 直接 - 汚水 全種 丸森町 7.6 7.6

A2-361-1 下水道 町村 亘理町 直接 - 汚水 新設 亘理町 264.6 340.7 415.0 470.0 450.0 1,940.3

A2-361-2 下水道 町村 亘理町 直接 - 汚水 全種 亘理町 15.8 20.0 10.0 45.8

小計 933.5 1,018.2 1,214.3 1,035.5 2,122.7 6,324.2

Ａ３：基幹事業（鳴瀬川流域下水道：志田処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A3-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 1.3 7.0 15.0 23.3

A3-215-1 下水道 一般市 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 48.7 15.2 4.7 15.4 63.5 147.5

A3-215-2 下水道 一般市 大崎市 直接 - 汚水 全種 大崎市 1.2 6.0 7.2

A3-505-1 下水道 町村 美里町 直接 - 汚水 新設 美里町 267.2 251.8 321.0 360.0 423.2 1,623.2

A3-505-2 下水道 町村 美里町 直接 - 汚水 全種 美里町 3.2 11.8 15.0

小計 315.9 267.0 331.4 382.4 519.5 1,816.2

Ａ４：基幹事業（吉田川流域下水道：黒川処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A4-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 水セ 増設 宮城県 139.0 558.5 252.5 270.0 1,220.0 全体設計

A4-000-2 下水道 流域 宮城県 直接 - 水セ 増設 宮城県 127.0 127.0 全体設計

A4-000-3 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 3.1 9.0 15.0 27.1

A4-421-1 下水道 町村 大和町 直接 - 汚水 全種 大和町 8.0 6.0 14.0

A4-422-1 下水道 町村 大郷町 直接 - 汚水 全種 大郷町 7.9 7.9

A4-423-1 下水道 町村 富谷町 直接 - 汚水 全種 富谷町 5.2 5.0 6.0 16.2

A４-423-2 下水道 町村 富谷町 直接 - 汚水 新設 富谷町 4.7 10.0 14.7

A4-424-1 下水道 町村 大衡村 直接 - 汚水 新設 大衡村 35.0 35.0

A4-424-2 下水道 町村 大衡村 直接 - 汚水 全種 大衡村 8.2 8.2

小計 266.0 558.5 284.9 329.7 31.0 1,470.1

管渠整備（黒川処理区） 管渠：ΣL=621m

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

汚水ポンプ場増設（成田第1汚水中継ポンプ場） 防食被覆工（流入ゲート室・沈砂池水路・ポンプ井）

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

備 考

処理場増設（大和浄化センター：水処理施設） 4系列（土木・建築・機械・電気）・11,950m3/d

処理場増設（大和浄化センター：汚泥処理施設） （機械・電気）・120kg･DS/hr

番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事 業 内 容 市町村名

管渠整備（志田処理区） 管渠：ΣL=15,000ｍ

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（志田処理区） 管渠：ΣL=1,760m

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

省略
工種

要素となる事業名 事 業 内 容番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者 備 考市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=9,546m・ＭＰ：ΣN=1基

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=451m

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=10,293m・ＭＰ：ΣN=2基

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=1,860m・ＭＰ：N=2基

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=5,920ｍ・ＭＰ：ΣN=1基

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：∑L=141ｍ

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=5,092m・ＭＰ：N=2基

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=4,798m

処理場増設（県南浄化センター：汚泥処理施設） 汚泥移送設備（機械）・4m3/hr

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=498m

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備 考

処理場増設（県南浄化センター：水処理施設） 放流ポンプ（土木・建築・機械・電気）

番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事 業 内 容

【社会資本整備総合交付金】



Ａ５：基幹事業（北上川下流流域下水道：北上川下流処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A5-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 水セ 増設 宮城県 460.4 269.0 478.1 238.9 255.4 1,701.8 全体設計

A5-000-2 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 10.4 0.7 0.9 5.4 17.4

A5-000-3 下水道 流域 宮城県 直接 水セ 新設 宮城県 87.8 107.7 195.5 全体設計

A5-000-4 下水道 流域 宮城県 直接 汚水 増設 宮城県 114.2 114.2

A5-001-5 下水道 流域 宮城県 直接 汚水 新設 宮城県 27.0 30.0 57.0

A5-202-1 下水道 一般市 石巻市 直接 - 汚水 新設 石巻市 305.6 50.3 109.6 528.0 855.0 1,848.5

A5-202-2 下水道 一般市 石巻市 直接 - 汚水・雨水 全種 石巻市 10.0 10.0

A5-202-3 下水道 一般市 石巻市 直接 - 雨水 新設 石巻市 281.7 696.7 1,027.0 596.0 2,601.4

A5-214-1 下水道 一般市 東松島市 直接 - 汚水 新設 東松島市 314.0 317.7 740.7 572.2 556.1 2,500.7

小計 1,372.1 1,334.4 1,339.3 2,600.5 2,400.2 9,046.5

Ａ６：基幹事業（迫川流域下水道：迫川処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A6-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 4.4 4.5 8.9

A6-212-1 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 11.0 15.1 7.3 47.0 42.0 122.4

A6-213-1 下水道 過疎 栗原市 直接 - 汚水 新設 栗原市 306.0 414.1 396.1 527.6 560.2 2,204.0

A6-213-2 下水道 過疎 栗原市 直接 - 汚水 全種 栗原市 29.0 8.1 21.7 58.8

小計 346.0 433.6 411.5 600.8 602.2 2,394.1

Ａ７：基幹事業（北上川下流東部流域下水道：北上川下流東部処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A7-000-1 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 新設 宮城県 25.7 3.0 28.7

A7-000-2 下水道 流域 宮城県 直接 - 汚水 全種 宮城県 10.6 1.0 0.9 5.4 17.9

A5-001-3 下水道 流域 宮城県 直接 汚水 新設 宮城県 27.0 30.0 57.0

A7-202-1 下水道 一般市 石巻市 直接 - 汚水 新設 石巻市 50.9 72.9 211.0 349.0 683.8

A7-202-2 下水道 一般市 石巻市 直接 - 汚水・雨水 全種 石巻市 10.0 10.0

A7-581-1 下水道 町村 女川町 直接 - 汚水 新設 女川町 61.6 49.1 100.0 80.0 60.0 350.7

A7-581-2 下水道 町村 女川町 直接 - 汚水 全種 女川町 23.7 20.0 43.7

小計 148.8 149.7 110.9 323.4 459.0 1,191.8

Ａ８：基幹事業（単独公共下水道：各処理区）

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

A8-202-1 下水道 過疎 石巻市 直接 - 汚水 新設 石巻市 19.8 88.0 34.0 0.0 141.8

A8-205-1 下水道 過疎 気仙沼市 直接 - 汚水 新設 気仙沼市 152.2 72.6 236.2 180.0 244.8 885.8

A8-205-2 下水道 過疎 気仙沼市 直接 - 汚水 新設 気仙沼市 10.0 10.0

A8-212-1 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 101.3 236.3 223.3 347.0 378.0 1,285.9

A8-212-2 下水道 一般市 登米市 直接 - 水セ 増設 登米市 20.6 178.4 561.0 400.0 1,160.0 全体設計

A8-212-3 下水道 過疎 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 44.9 30.4 38.4 26.0 26.0 165.7

A8-212-4 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 25.7 77.8 72.7 82.0 63.0 321.2

A8-212-5 下水道 過疎 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 5.8 1.4 13.2 10.0 4.6 35.0

A8-212-6 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 全種 登米市 1.9 17.4 16.0 28.0 33.0 96.3

A8-213-1 下水道 過疎 栗原市 直接 - 汚水 新設 栗原市 49.0 30.6 79.6

A8-215-1 下水道 一般市 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 95.3 407.5 367.0 285.6 201.6 1,357.0

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（瀬峰高清水処理区） 管渠：ΣL=559m

管渠整備（古川処理区） 管渠：ΣL=10,300m

管渠整備（米谷・錦織処理区） 管渠：ΣL=2,100m

管渠整備（豊里処理区） 管渠：ΣL=4,400m

管渠整備（津山地区） 管渠：ΣL=500m

汚水ポンプ場増設(鹿折中継ポンプ場) ポンプ場(遠方監視システム)

管渠整備（迫処理区） 管渠：ΣL=7,500m

処理場増設（佐沼環境浄化センター：水処理施設） 5系列（土木・機械・電気）・2,130m3/d

管渠整備（飯野川処理区） 管渠：ΣL=884m

管渠整備（気仙沼処理区） 管渠：ΣL=4,910m・ＭＰ：ΣN=2基

要素となる事業名 事 業 内 容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備 考番号 事業種別

地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（北上川下流東部処理区） 管渠：ΣL=5,336m

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（北上川下流東部処理区） 管渠：ΣL=3,133m・ＭＰ：ΣN=4基

管渠整備（北上川下流東部処理区） 管渠：ΣL=19m（河北桃生幹線）

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

北上川下流流域・北上川下流東部流域連絡管渠 連絡管設計及び工事

要素となる事業名 事 業 内 容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備 考番号 事業種別

地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（迫川処理区） 管渠：ΣL=1,300m

管渠整備（迫川処理区） 管渠：ΣL=15,672m・ＭＰ：ΣN=3基

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

要素となる事業名

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

雨水ポンプ場新設（蛇田排水ポンプ場） Q=462m3/min（土木・建築・機械・電気）

管渠整備（北上川下流処理区） 管渠：ΣL=15,145ｍ

事 業 内 容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備 考

汚水ポンプ場増設（矢本ポンプ場） 自家発電機

北上川下流流域・北上川下流東部流域連絡管渠 連絡管設計及び工事

管渠整備（北上川下流処理区） 管渠：ΣL=14,589m

備 考

処理場増設（石巻浄化センター：水処理施設） 2系列1/2（土木・機械・電気）・9,975m3/d

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

処理場増設（石巻浄化センター：汚泥処理施設） （機械・電気）・30m3/hr×2

番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事 業 内 容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

【社会資本整備総合交付金】



A8-215-2 下水道 一般市 大崎市 直接 - 水セ 増設 大崎市 286.0 120.0 406.0 全体設計

A8-215-3 下水道 過疎 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 111.3 146.7 110.8 224.4 114.4 707.6

A8-215-4 下水道 過疎 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 5.4 17.3 6.6 22.5 15.0 66.8

A8-215-5 下水道 過疎 大崎市 直接 - 水セ 増設 大崎市 22.6 55.0 145.0 145.0 367.6 全体設計

A8-215-6 下水道 一般市 大崎市 直接 - 汚水 全種 大崎市 6.1 20.0 26.1

A8-362-1 下水道 町村 山元町 直接 － 汚水 新設 山元町 65.7 65.7

A8-362-2 下水道 町村 山元町 直接 － 汚水 全種 山元町 12.8 16.0 28.8

A8-401-1 下水道 町村 松島町 直接 - 汚水 新設 松島町 2.0 25.0 20.0 47.0

A8-401-2 下水道 町村 松島町 直接 - 汚水 全種 松島町 3.0 3.0

A8-444-1 下水道 町村 色麻町 直接 - 汚水 新設 色麻町 56.0 56.0

A8-445-1 下水道 町村 加美町 直接 - 水セ 増設 加美町 24.0 53.4 336.4 190.0 285.0 888.8 全体設計

A8-445-2 下水道 町村 加美町 直接 - 水セ 増設 加美町 128.0 128.0 全体設計

A8-445-3 下水道 町村 加美町 直接 - 汚水 全種 加美町 3.2 3.2

A8-501-1 下水道 町村 涌谷町 直接 - 汚水 新設 涌谷町 17.6 4.0 25.7 47.3

A8-501-2 下水道 町村 涌谷町 直接 - 汚水 全種 涌谷町 4.3 4.3

小計 1,097.8 1,539.5 2,091.7 2,074.5 1,581.0 8,384.5

合計 4,618.8 5,365.0 5,945.9 7,501.3 7,874.1 31,305.1

Ｃ：効果促進事業事業

直接 事業及び

間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

C2-206-1 下水道 一般市 白石市 直接 - 汚水 新設 白石市 7.8 5.4 13.2

C2-207-1 下水道 一般市 名取市 直接 - 汚水 新設 名取市 152.2 24.0 176.2

C2-321-1 下水道 町村 大河原町 直接 - 汚水 新設 大河原町 1.5 1.5

C2-323-1 下水道 町村 柴田町 直接 - 汚水 新設 柴田町 29.0 17.2 46.2

C2-361-1 下水道 町村 亘理町 直接 - 汚水 新設 亘理町 20.5 20.5

C3-215-1 下水道 一般市 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 11.6 3.9 15.5

C3-505-1 下水道 町村 美里町 直接 - 汚水 新設 美里町 34.4 34.4

C3-505-2 下水道 町村 美里町 直接 汚水 新設 美里町 8.0 10.0 18.0

C5-202-1 下水道 一般市 石巻市 直接 - 汚水 新設 石巻市 112.4 112.4

Ｃ5-214-1 下水道 一般市 東松島市 直接 - 汚水 新設 東松島市 22.0 22.0

C6-212-1 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 2.1 2.1

C6-213-1 下水道 過疎 栗原市 直接 - 汚水 新設 栗原市 10.2 15.7 25.9

C6-213-2 下水道 過疎 栗原市 直接 - 汚水 新設 栗原市 1.4 8.6 8.6 18.6

C7-202-1 下水道 一般市 石巻市 直接 - 汚水 新設 石巻市 8.4 8.4

C7-581-1 下水道 町村 女川町 直接 - 汚水 新設 女川町 3.6 3.6

C8-212-1 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 7.7 5.2 12.9

C8-212-2 下水道 過疎 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 4.5 4.5

C8-212-3 下水道 一般市 登米市 直接 - 汚水 新設 登米市 2.5 2.2 4.7

C8-213-1 下水道 過疎 栗原市 直接 - 汚水 新設 栗原市 0.3 2.1 2.1 4.5

C8-215-1 下水道 一般市 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 8.0 20.1 28.1

C8-215-2 下水道 過疎 大崎市 直接 - 汚水 新設 大崎市 3.4 27.7 31.1

C8-501-1 下水道 町村 涌谷町 直接 - 汚水 新設 涌谷町 2.4 3.6 6.0

小計 403.6 165.6 1.7 18.7 20.7 610.3

合計 5,022.4 5,530.6 5,947.6 7,520.0 7,894.8 31,915.4

効果促進事業

全体事業費

枝線整備（涌谷処理区） 管渠：ΣL=98m

枝線整備（古川処理区） 管渠：ΣL=729m

枝線整備（岩出山処理区） 管渠：ΣL=349m

枝線整備（米谷・錦織処理区） 管渠：ΣL=73m

枝線整備（豊里処理区） 管渠：ΣL=78m

水洗化率向上対策（瀬峰高清水処理区） 助成金

枝線整備（北上川下流東部処理区） 管渠：ΣL=111m

枝線整備（北上川下流東部処理区） 管渠：ΣL=52m

枝線整備（迫処理区） 管渠：ΣL=326m

枝線整備（迫川処理区） 管渠：ΣL=41m

枝線整備（迫川処理区） 管渠：ΣL=147m

水洗化率向上対策（迫川処理区） 助成金

水洗化率向上対策(志田処理区) 助成金

枝線整備（北上川下流処理区） 管渠：ΣL=1,271m

枝線整備（北上川下流処理区） 管渠：ΣＬ=229ｍ

枝線整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=420m

枝線整備（志田処理区） 管渠：ΣL=171ｍ

枝線整備（志田処理区） 管渠：ΣL=335m

枝線整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=989m

枝線整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=9m

枝線整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=428ｍ

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備 考

枝線整備（阿武隈川下流処理区） 管渠：ΣL=149m

番号 事業種別
地域
種別

交付対象 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事 業 内 容

基幹事業

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（涌谷処理区） 管渠：ΣL=313m

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（色麻処理区） 管渠：ΣL=471m

処理場増設（中新田浄化センター：水処理施設） 4系列（土木・機械・電気）・1,600m3/d

処理場増設（中新田浄化センター：汚泥処理施設） （機械・電気）・35kg･DS/hr

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（松島処理区） 管渠：ΣL=443m

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

処理場増設（鳴子浄化センター：汚泥処理施設） （土木・建築・機械・電気）・14kg･DS/hr

効率的な事業実施のための計画策定 施設計画の見直し

管渠整備（山元処理区） 管渠：ΣL=684m

処理場増設（古川師山下水浄化センター：水処理施設） 3系列（土木・機械・電気）・8,800m3/d

管渠整備（岩出山処理区） 管渠：ΣL=6,249m

管渠整備（鳴子処理区） 管渠：ΣL=4,313m

【社会資本整備総合交付金】



番号 備 考

C2-206-1

C2-207-1

C2-321-1

C2-323-1

C2-361-1

C3-215-1

C3-505-1

C5-202-1

C5-214-1

C6-212-1

C6-213-1

C6-213-2

C7-202-1

C7-581-1

C8-212-1

C8-212-2

C8-212-3

C8-213-1

C8-215-1

C8-215-2

C8-501-1 基幹事業（A8-501-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A8-212-3）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A8-212-4）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A8-213-1）により供用開始された区域において助成金制度を導入することで，水洗化の促進と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A8-215-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A8-215-3）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A6-212-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A6-213-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A6-213-1）により供用開始された区域において助成金制度を導入することで，水洗化の促進と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A7-202-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A7-581-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A8-212-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A2-323-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A2-361-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A3-215-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A3-505-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A5-202-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（Ａ5-214-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

一 体 的 に 実 施 す る こ と に よ り 期 待 さ れ る 効 果

基幹事業（A2-206-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A2-207-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

基幹事業（A2-321-1）と接続する枝線整備を一体的に行うことで，より一層地区内の下水道整備が促進され，下水道普及率の向上と公共用水域の水質保全が図られる。

【社会資本整備総合交付金】


