
810　事項索引

事　項　索　引

（あ行）
ICT      407
アクションプラン      10, 294
維持修繕基準      659
一部完成検査      591
一括設計審査      490
一般競争入札      561
一般財源支弁歳出      626
一般排水      617
請負契約      560
雨水管理総合計画      37, 341
雨水公共下水道      3
雨水出水浸水想定区域図      741
雨天時浸入水      38, 753
埋め戻し基準      576
裏負担分      504
越流水      395
応急仮工事      648
温泉排水      39

（か行）
会計実地検査      592
過疎市町村      164
環境対策施設      190
換算口径      167
完成検査      591
管理運営費      616
管理分担区分      8
完了検査      501
完了実績報告書      500
管理用道路      173
既済部分検査      591
基準財政需要額      609, 626
共同施設      190
漁業集落環境整備事業      19
クイックプロジェクト      747
繰　越      498

計画区域      37
計画別流用      487
契　約      560
契約の解除      567
契約の締結権      563
下水道事業債      609
下水道事業費負担額      172
下水道使用料      617
下水道台帳      673
下水道 BCP      347, 747
下水道分野における官民連携手法      671
下水道法      665
下水道類似施設      12
減額確定      505
建設費負担金      615
広域化・共同化      10, 232
広域連携事業      635
公営企業会計      232
公共下水道      2, 6
工場排水      39
工程管理      570
降灰除去事業      654
交付申請      426
高率補助      220
合流式下水道緊急改善事業      395
コストキャップ型下水道      748
国庫負担法      639
国庫補助の特例      156
個別補助      304
コンセッション事業      419

（さ行）
サービス管      180
災害関係事務分掌      640
災害査定      646
災害対策等緊急事業推進費      654
災害復旧事業      639
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災害報告      639
財産処分      505
再評価制度      139
削減目標量      30
残存物件      510
残土処理      576
事業者の負担分      214
事業評価制度      139
事後評価      143
実績報告書      500
指名競争入札      561
社会資本整備総合交付金      225
社会資本総合整備計画      227
住宅基盤事業      635
住宅ストック改善事業      635
重点アクションプラン      294
重点配分項目      228
10 年概成      276
受益者負担金      612
主要な管渠      152
竣功検査      591
上位計画との整合      37
省エネ法      668
場内道路      173
譲与申請      702
除害施設      693
処分制限期間      505
処理区      167
処理分区      167
新規事業採択時評価      141
新市街地      629
進入道路      173
水質測定等試験機器等      182
ストックマネジメント計画      359, 750
ストックマネジメント支援制度 
　      191, 359, 750
SPIRIT21      762
清流ルネッサンスⅡ      414
施工管理      570
是正措置      501
設計委託費      190

全体設計      490
総合評価方式      561
測定単位      626
損害賠償請求      567

（た行）
耐津波対策      357
単位費用      627
ダンピング対策      593
弾力条項      152
地域自立・活性化交付金      636
地域特例法      218
地方債      605
地 方創生汚水処理施設整備推進交付 
金      276
地方創生推進交付金      225, 276
中間検査      591
津波対策      346, 746
低率補助      220
出来形管理      570
手戻工事      571
投資態様補正      627
特定環境保全公共下水道      3
特定下水道工事      713
特定公共下水道      2
特定財源支弁歳出      626
特定事業場      695
特定排水      617
都市雨水対策協議会      43
都市計画運用指針      50
都市計画決定      40
都市計画法      131
都市下水路      8
土地収用法      131
都道府県構想      10

（な行）
内　示      425
内定通知      425
内水ハザードマップ      308, 324
日本下水道事業団      709
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ネットワーク化      343
年度終了実績報告書      501
農業集落排水事業      18
ノンポイント汚濁負荷      406

（は行）
廃 棄物の処理及び清掃に関する法律 
      22, 666
廃止実績報告書      500
排水区      167
排水設備      698
PFI      294, 416
B-DASHプロジェクト      193, 762
PPP      294, 416
PPP/PFI 手法      421
避難地      347
樋門又は樋管      80, 610
評価制度      139
費用効果分析手法      17
標準換算係数      32
標準下水道条例      674
費用便益比      139
肥料の品質の確保等に関する法律      667
品質確保      557
品質管理      570
負担総額      215
部分払      566
プロポーザル方式      563
防災拠点      347
補償費      190
補正係数      627
ポンプ場      172

（ま行）
前金払      565
マスタープラン      23
マンホールトイレシステム      347
未竣功工事の防止について      575
密度補正      627
明許繰越      498
モニタリング      419

（や行）
薬液注入      577
用地買収      172
要配慮者関連施設      347

（ら行）
ライフサイクルコスト      359
流域下水道      6
流域下水道の統合      217
流域水害対策計画      34
流域治水      12
流域別下水道整備総合計画      23
流総計画      23
林業地域総合整備事業      20
LOTUS Project      762
路面復旧      175

（わ行）
ワンストップ化      279


