
(別添１）

生活基盤施設耐震化等事業計画 令和３年１月１２日

埼玉県における秩父広域水道圏の水道事業基盤の強化推進及び埼央広域水道圏の水道施設の強靭化推進

　　計画の成果目標（定量的指標）

埼玉県における基幹管路の耐震適合率の向上（R2年度当初：46.7%　→　R7年度末：55.0%）
埼玉県における浄水場の耐震化率の向上（R2年度当初：17.4%　→　R7年度末：33.6%）
埼玉県における配水池の耐震化率の向上（R2年度当初：72.3%　→　R7年度末：86.0%）

（R4年度末） （R7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 R3まで R4 R5 R6 R7以降

1 簡水 一般 東秩父村 142,419 54,692

2 簡水 一般 東秩父村 58,750 23,500

3 水道 一般 ときがわ町 133,400 8,200

4 水道 一般 宮代町 473,000 118,250

5 水道 一般 熊谷市 1,402,000 315,475

6 水道 一般 鴻巣市 72,950 5,750

7 水道 一般 寄居町 170,500 42,125

8 水道 一般 越谷・松伏水道企業団 2,751,000 24,925

9 水道 一般 伊奈町 696,300 150,750

10 水道 一般 桶川北本水道企業団 393,514 37,947

11 水道 一般 川島町 554,500 110,100

12 水道 一般 行田市 196,000 49,000

13 水道 一般 熊谷市 584,000 131,400

14 水道 一般 さいたま市 4,175,222 824,189

15 水道 一般 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 2,817,071 296,857

16 水道 一般 白岡市 243,827 24,301

17 水道 一般 滑川町 579,200 144,799

18 水道 一般 新座市 1,200,000 250,000

19 水道 一般 蓮田市 397,900 27,480

20 水道 一般 深谷市 2,000,000 435,000

21 水道 一般 美里町 116,900 29,225

22 水道 一般 宮代町 884,522 191,350

23 水道 一般 毛呂山町 415,826 66,618

24 水道 一般 吉見町 297,375 74,341

25 水道 一般 川口市 150,689 12,140

26 水道 一般 川口市 1,790,945 85,568

27 水道 一般 川越市 265,810 12,142

28 水道 一般 さいたま市 454,820 82,500

29 水道 一般 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 144,320 8,250

30 水道 一般 狭山市 276,000 69,000

31 水道 一般 狭山市 68,000 3,650

32 水道 一般 所沢市 112,288 8,695

33 水道 一般 所沢市 31,100 7,775

34 水道 一般 所沢市 32,600 8,150

35 水道 一般 所沢市 32,600 8,150

36 水道 一般 新座市 680,000 142,500

37 水道 一般 東松山市 1,565,577 382,340

38 水道 一般 深谷市 330,000 36,900

39 水道 一般 ふじみ野市 11,198 2,799

40 水道 一般 ふじみ野市 356,800 46,427

41 水道 一般 本庄市 700,000 142,500

42 水道 一般 本庄市 100,000 25,000

43 水道 一般 寄居町 310,000 77,500

44 用供 一般 埼玉県企業局 8,748,866 787,382

45 水道 一般 上尾市 1,769,200 9,401

46 水道 一般 入間市 480,000 13,250

47 水道 一般 小川町 800,000 15,500

48 水道 一般 春日部市 1,040,000 27,678

49 水道 一般 さいたま市 192,296 34,615

50 水道 一般 春日部市 1,075,796 165,980

51 水道 一般 志木市 212,960 42,575

52 水道 一般 宮代町 457,105 128,516

53 用供 一般 埼玉県企業局 246,460 52,800

54 水道 一般 加須市 180,390 50,565

55 用供 一般 埼玉県企業局 986,000 221,100

合計 44,357,996 6,147,622

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 R3まで R4 R5 R6 R7以降

1 水道 一般 秩父広域市町村圏組合 12,804,283 3,711,324

2 水道 一般 秩父広域市町村圏組合 4,046,338 1,086,379

3 用供 一般 埼玉県企業局 41,362,375 13,299,578

4 水道 一般 秩父広域市町村圏組合 秩父圏域水道施設台帳電子化促進事業 61,798 19,560

5 水道 一般 本庄市 260,000 85,800

6 水道 一般 嵐山町 1,352,000 414,000

合計 59,886,794 18,616,641

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

熊谷市重要給水施設配水管 重要給水施設配水管耐震化事業（L=2185m） 熊谷市

行田市重要給水施設配水管 L=1830m　DIP（GX形）φ200～φ400 行田市

吉見町重要給水施設配水管 重要給水管路の耐震化(L=2.9km) 吉見町

新座市重要給水施設配水管 重要給水施設配水管更新事業 新座市

重要給水施設に給水する配水管の耐震化

重要給水施設配水管(L=4.48㎞)

蓮田市重要給水施設配水管 更新管路延長L＝3ｋｍ（DCIP）

（R2年度当初）

基幹管路の耐震適合率（％）：耐震適合性のある管路延長／管路総延長 46.7% 50.8% 55.0%

浄水施設の耐震化率（％）：耐震化施設能力／全施設能力

本庄市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 第二浄水場耐震化事業（配水池２池耐震化、ポンプ室等耐震化） 本庄市

44,357,996千円

桶川北本水道企業団重要給水施設配水管

所沢市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水池(15000㎥)の耐震補強工事 所沢市

東秩父村（白石地区）基幹改良 白石浄水場改良（補強） 東秩父村

更新延長L＝1.99km(DIP(GX)) 桶川市、北本市

川島町重要給水施設配水管 L=7,200m（φ100～250　HPPE・DIP（GX)） 川島町

ときがわ町高度浄水施設

計画の名称

計画の期間 令和３年度　～　令和７年度　　（５年間） 交付対象

上尾市、伊奈町、入間市、小川町、桶川北本水道企業団、春日部市、加須市、川口市、川越市、川島町、行田市、熊
谷市、鴻巣市、越谷・松伏水道企業団、さいたま市、坂戸、鶴ヶ島水道企業団、狭山市、志木市、白岡市、秩父広域
市町村圏組合、ときがわ町、所沢市、滑川町、新座市、蓮田市、東秩父村、東松山市、深谷市、ふじみ野市、本庄
市、美里町、宮代町、毛呂山町、吉見町、寄居町、嵐山町、埼玉県企業局

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

計画の目標

・秩父広域水道圏における広域化事業及び運営基盤強化事業により、耐震化を含む水道事業の運営基盤強化を推進する。
・埼央広域水道圏における緊急時用連絡管、重要給水施設配水管及び基幹水道構造物の耐震化事業等により水道施設の強靭化を推進する。

　　定量的指標の定義及び算定式

17.4% 25.5% 33.6%

配水池の耐震化率（％）：耐震化容量／全施設容量 72.3% 79.1%

59,886,794千円 Ｃ 0千円

86.0%

全体事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

104,244,790千円 Ａ Ｂ

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
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

24,732,133千円 Ａ 6,115,492千円

備考

Ｂ 18,616,641千円

深谷市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水池の耐震補強工事　1池（V=4000㎥） 深谷市

入間市基幹水道構造物の耐震化事業（改築・更新） 西武第一配水池建替工事（耐震化(更新)事業）配水池容量1,325㎥ 入間市

Ｃ 0千円

椚平浄水場改修工事 ときがわ町

鴻巣市緊急時用連絡管 鴻巣・川里地域間配水連絡管整備事業　管路延長852.8m(管種:DIP-GX) 鴻巣市

寄居町緊急時用連絡管 折原浄水場・男衾配水場連絡管整備事業L=2,100ｍ　CIP-GXφ400 寄居町

伊奈町重要給水施設配水管 更新管路延長2.2km（管種：NS,GX） 伊奈町

越谷・松伏水道企業団緊急遮断弁 西部配水場の緊急遮断弁更新工事 越谷市、松伏町

狭山市基幹水道構造物の耐震化事業（補強）

配水池の耐震化事業(北部配水場)

上尾市基幹水道構造物の耐震化事業（改築・更新） 北部浄水場着水井・混和池更新工事（着水井：40.0㎥、混和池：1200㎥） 上尾市

埼玉県基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 埼玉県

寄居町基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 寄居配水場配水池耐震補強事業（PCタンク：7,000㎥） 寄居町

川口市

新座市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水施設（高架水槽）の耐震化事業 新座市

所沢市

所沢市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 着水井(1200㎥)の耐震補強工事 所沢市

狭山市

さいたま市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水池の耐震化事業(尾間木配水場) さいたま市

川越市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水池、着水井等の耐震化事業 川越市

笹井配水場耐震化事業（PC造配水池　6,900ｍ３　２池）

所沢市基幹水道構造物の耐震化事業（補強）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 城山配水池の耐震化事業（RC 1,200㎥×2池） 坂戸市、鶴ヶ島市

嵐山町水道施設再編推進事業 第1・第2浄水場及び第1・第２配水池の統合整備

事業主体 事業名 事業内容

特定広域化施設整備費 特定広域化施設整備費 埼玉県

本庄市水道施設再編推進事業 本庄市第二浄水場の統合整備

嵐山町

事業者 事業名 事業内容 市町村名

秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町水道施設台帳管理システム導入

秩父圏域広域化事業 耐震基幹管路整備、配水池建設、増圧ポンプ建設等

市町村名

備考
全体事業費
（千円）

全体交付額
（千円）

東秩父村（朝日根地区）基幹改良 朝日根地区老朽管更新約2.0km(PE管） 東秩父村

宮代町配水池 配水池 宮代町

熊谷市緊急時用連絡管

さいたま市重要給水施設配水管

熊谷市

さいたま市

緊急時給水拠点確保事業　L=6960m

滑川町重要給水施設配水管 滑川町

宮代町重要給水施設配水管 宮代町重要施設配水管

毛呂山町

全体交付額
（千円）

ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

さいたま市

備考

志木市

宮代町

春日部市基幹水道構造物の耐震化事業（改築・更新） 配水池更新事業 春日部市

小川町基幹水道構造物の耐震化事業（改築・更新）

春日部市老朽管更新事業 （ダクタイル鋳鉄管）更新管路延長5.1ｋｍ 春日部市

埼玉県老朽管更新事業 ダクタイル鋳鉄管 埼玉県

全体事業費
（千円）

送水管路更新事業（L＝更新管路延長31.1km（ダクタイル鋳鉄管））埼玉県水道管路緊急改善事業 埼玉県

小川町

加須市水道管路緊急改善事業 石綿ｾﾒﾝﾄ管布設替延長　2.5km 加須市

さいたま市基幹水道構造物の耐震化事業（改築・更新）

志木市老朽管更新事業

宮代町老朽管更新事業

重要給水施設配水管更新事業　L＝10.7Km（DCIP　GX形等）

避難所及び診療所に配水する配水管の耐震化　L=１ｋｍ（ＤＣＩＰ、ＨＰＰＥ）

更新工事　φ１５０HPPE　平均2.2ｋｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団重要給水施設配水管

白岡市重要給水施設配水管

石神配水場第１配水池耐震補強事業

蓮田市

深谷市重要給水施設配水管 市内２７施設への配水管の耐震化（L＝４０．８km） 深谷市

美里町重要給水施設配水管 広木地内の重要給水施設配水管　　Ｌ＝７６０ｍ 美里町

川口市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 神根浄水場第２配水池耐震補強事業

坂戸市、鶴ヶ島市

白岡市

川口市

毛呂山町重要給水施設配水管

川口市基幹水道構造物の耐震化事業（補強）

全体交付額
（千円）

秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町

秩父圏域運営基盤強化事業 老朽管路・施設・設備更新等 秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町

本庄市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 児玉浄水場耐震化事業（浄水池耐震化） 本庄市

狭山市基幹水道構造物の耐震化事業（補強）

ふじみ野市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水池の耐震化事業 ふじみ野市

ふじみ野市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水池の耐震化事業 ふじみ野市

青山浄水場浄水池等の耐震化事業（更新）

狭山市柏原浄水場耐震化事業（RC造酸化池　500㎥　１池、RC造配水池　2,300㎥　１池）

東松山市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） 配水場等の耐震化事業 東松山市

ポンプ井(100㎥)の耐震補強工事 所沢市

所沢市基幹水道構造物の耐震化事業（補強） ポンプ井(２00㎥)の耐震補強工事



計画の名称：

事業者名：

チェック欄

○
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○

②定量的指標の明瞭性

③目標と事業内容の整合性

④事業の効果の見込みの妥当性

Ⅲ．計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境（用地取得の見通し、関連法手続きの見通し等）

②地元の機運（当該事業に係る要望等）

生活基盤施設耐震化等交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画等との整合性

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）

Ⅱ．計画の効果・効率性

①事業計画の目標と定量的指標の整合性

埼玉県における秩父広域水道圏の水道事業基盤の強化推進及び埼央広域水
道圏の水道施設の強靱化推進

上尾市、伊奈町、入間市、小川町、桶川北本水道企業団、春日部市、加須市、川口市、
川越市、川島町、行田市、熊谷市、鴻巣市、越谷・松伏水道企業団、さいたま市、坂戸、
鶴ヶ島水道企業団、狭山市、志木市、白岡市、秩父広域市町村圏組合、ときがわ町、所
沢市、滑川町、新座市、蓮田市、東秩父村、東松山市、深谷市、ふじみ野市、本庄市、
美里町、宮代町、毛呂山町、吉見町、寄居町、嵐山町、埼玉県企業局
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