
南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業　（防災・安全）
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 高知県、高知市、安芸市、南国市、須崎市、宿毛市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、芸西村、いの町、中土佐町、越知町、梼原町、四万十町

下水道による都市浸水対策の達成率を44.3%(H25当初)から48.1%(H29末)に促進する。
下水道施設の防災対策化率（地震・津波）を15.9％（Ｈ25当初）から18.2％（Ｈ29末）に促進する。

 都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合。下水道による都市浸水対策達成率（%）
（概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積(ha)） /（ 都市浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)）

防災対策化（地震・津波）済みの下水道の必ず守るべき機能を有する施設数／下水道の必ず守るべき機能を有する施設数(Ｈ25当初時点）

A　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

1-A-1 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 新設 800

1-A-2 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 新設 37

1-A-3 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 全種 100

1-A-4 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 36 長寿命化計画

1-A-5 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 165 長寿命化計画

1-A-6 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 96 長寿命化計画

1-A-7 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 27 長寿命化計画

1-A-8 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 12 長寿命化計画

1-A-9 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 51 長寿命化計画

1-A-12 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 176 長寿命化計画

1-A-13 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 106 長寿命化計画

1-A-14 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 10 長寿命化計画

1-A-15 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 4 長寿命化計画

1-A-16 下水道 一般 高知市 直接 - 都市下水路 改築 10 長寿命化計画

1-A-21 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 9 長寿命化計画

1-A-83 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 新設 400

1-A-84 下水道 一般 高知市 直接 - 都市下水路 改築 163 長寿命化計画

1-A-25 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 新設 3,820

1-A-27 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 202 長寿命化計画

1-A-28 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 434 長寿命化計画

1-A-29 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 39 長寿命化計画

1-A-30 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 141 総合地震対策

1-A-33 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 77 総合地震対策

1-A-34 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 5 総合地震対策

1-A-35 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 25 総合地震対策

1-A-36 下水道 一般 高知市 直接 - 公共下水道 改築 46 総合地震対策

1-A-50 下水道 一般 安芸市 直接 - 公共下水道 改築 13

1-A-91 下水道 一般 安芸市 直接 - 公共下水道 改築 362 長寿命化計画

1-A-92 下水道 一般 安芸市 直接 - 公共下水道 改築 5

1-A-97 下水道 一般 安芸市 直接 - 公共下水道 改築 2 総合地震対策

1-A-51 下水道 一般 南国市 直接 - 公共下水道 新設 1,821

1-A-52 下水道 一般 南国市 直接 - 公共下水道 全種 49

1-A-85 下水道 一般 南国市 直接 - 公共下水道 新設 1,339

1-A-115 下水道 一般 南国市 直接 - 公共下水道 改築 540

1-A-53 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 10 総合地震対策

1-A-54 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 30 総合地震対策

1-A-55 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 20 総合地震対策

1-A-56 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 10 総合地震対策

1-A-57 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 500 長寿命化計画

1-A-58 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 全種 100

1-A-59 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 25

1-A-60 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 新設 25

1-A-61 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 3

1-A-86 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 300 長寿命化計画

1-A-87 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 500 長寿命化計画

1-A-102 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 新設 5

1-A-103 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 新設 300

1-A-106 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 20 長寿命化計画

1-A-107 下水道 一般 須崎市 直接 - 公共下水道 改築 20 長寿命化計画

1-A-62 下水道 一般 宿毛市 直接 - 公共下水道 全種 25

1-A-88 下水道 一般 宿毛市 直接 - 公共下水道 全種 872 長寿命化計画

1-A-63 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 改築 165 長寿命化計画

1-A-64 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 増設 276

1-A-65 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 改築 146 長寿命化計画

1-A-66 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 改築 299 長寿命化計画

1-A-68 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 全種 62 長寿命化計画

1-A-69 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 改築 139 総合地震対策

1-A-108 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 改築 70 総合地震対策計画

1-A-109 下水道 一般 四万十市 直接 - 公共下水道 改築 35 総合地震対策計画

1-A-110 下水道 一般 香南市 直接 - 公共下水道 改築 51 長寿命化計画

1-A-70 下水道 一般 香美市 直接 - 公共下水道 新設 29

1-A-89 下水道 一般 香美市 直接 - 公共下水道 新設 62 総合地震対策

1-A-116 下水道 一般 香美市 直接 - 公共下水道 新設 15

1-A-71 下水道 一般 東洋町 直接 - 公共下水道 改築 3

1-Ａ-98 下水道 一般 東洋町 直接 - 公共下水道 全種 19

1-A-111 下水道 一般 東洋町 直接 - 公共下水道 改築 13 長寿命化計画

1-A-112 下水道 一般 東洋町 直接 - 公共下水道 改築 11 長寿命化計画

1-A-72 下水道 一般 芸西村 直接 - 公共下水道 改築 33 長寿命化計画

1-A-73 下水道 一般 芸西村 直接 - 公共下水道 改築 2

1-A-80 下水道 一般 芸西村 直接 - 公共下水道 改築 6

1-A-74 下水道 一般 いの町 直接 - 公共下水道 改築 202 長寿命化計画

1-A-75 下水道 一般 いの町 直接 - 公共下水道 全種 86

１-A-99 下水道 一般 いの町 直接 - 公共下水道 改築 282 長寿命化計画

１-A-100 下水道 一般 いの町 直接 - 都市下水路 改築 5 長寿命化計画

１-A-101 下水道 一般 いの町 直接 - 都市下水路 改築 5 長寿命化計画

1-A-104 下水道 一般 いの町 直接 - 都市下水路 全種 10

1-A-105 下水道 一般 中土佐町 直接 - 公共下水道 増設 540

1-A-76 下水道 一般 越知町 直接 - 公共下水道 改築 100 長寿命化計画

1-A-113 下水道 一般 越知町 直接 - 公共下水道 改築 29

1-A-117 下水道 一般 梼原町 直接 - 公共下水道 改築 10 ストックマネジメント計画

1-A-114 下水道 一般 四万十町 直接 - 公共下水道 新設 580

1-A-77 下水道 一般 高知県 直接 - 流域下水道 改築 1,578 長寿命化計画

1-A-78 下水道 一般 高知県 直接 - 流域下水道 改築 113 総合地震対策

合計 18,863

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-C-1 ｿﾌﾄ対策 一般 いの町 直接 - 5

1-C-2 ｿﾌﾄ対策 一般 南国市 直接 - 6

1-C-3 ｿﾌﾄ対策 一般 須崎市 直接 - 4

1-C-4 ｿﾌﾄ対策 一般 須崎市 直接 - 4

1-C-5 ｿﾌﾄ対策 一般 香美市 直接 - 6

1-C-7 ｿﾌﾄ対策 一般 安芸市 直接 ー 6

合計 31

番号 備考

1-C-1

1-C-2

1-C-3

1-C-4

1-C-5

1-C-7

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

令和元年7月

下水道施設の調査・計画・設計 地震・耐津波対策に係る現況施設調査、津波ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ、地震・津波対策計画等 東洋町

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

多ノ郷排水区終末処理場内ポンプ場（長寿命化）

宿毛ポンプ場（長寿命化）

香南市

芸西処理区芸西浄化センター等（長寿命化）

事後評価実施時期

雨天時最大揚水量　273㎥/分　機械 須崎市

須崎西部排水区須崎西部ポンプ場（長寿命化） 機械・電気設備

須崎西部排水区須崎西部ポンプ場（地震対策） 耐震診断及び耐震対策

夜須浄化センター（長寿命化） 処理施設（機械、電気設備）

いの町

枝川第二排水区呑呑雨水貯留施設（浸水対策）

伊野処理区伊野浄水苑（長寿命化） 機械・電気設備

芸西処理区芸西浄化センター等（津波対策） 津波対策

須崎市

青木排水区内排水路（浸水対策） 雨水排水路　U400 須崎市

大間排水区大間ポンプ場（長寿命化） 委託費（長寿命化計画策定）、対策実施 須崎市

施設計画の見直し 施設計画の見直し 須崎市

大間排水区大間ポンプ場（地震対策） 耐震診断及び耐震対策 須崎市

明見西排水区雨水排水路等（浸水対策） 雨水排水路　W=2.50m  H=1.50m　L=1.2km 南国市

十市処理区　十市浄化センター（長寿命化）（耐震工事）

施設計画の見直し 施設計画の見直し 安芸市

安芸市浄化センター（長寿命化） 処理施設（建築、機械、電気設備） 安芸市

事業者
省略
工種

要素となる事業名

高知市

ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

瀬戸処理区　瀬戸下水処理場（地震対策） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

中部排水区　江ノ口雨水貯留管等（浸水対策）

　２）計画の成果目標（定量的指標）①
　２）計画の成果目標（定量的指標）②

　３）定量的指標の定義及び算定式　①

　５）全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
18,894百万円

　４）定量的指標及び評価　①
H25当初現況値

定義
算定式

　１）計画の目標
今後30年以内に60％程度の確率で発生が予測されている南海地震に備えることを目的として、地震時に下水道が最低限有すべき機能を確保するための施設の耐震化等の地震対策を実施し、地震後の県民生活や公衆衛生への
影響を最小限にとどめる。

下水道施設の防災対策化率（地震・津波）

　９）今後の方針
地震後の県民生活や公衆衛生への影響を最小限にとどめるための最低限の下水道施設の機能確保や降雨による災害防止に向けて、引き続き「第２期　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）」により
事業を実施する。

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

定義

算定式
　３）定量的指標の定義及び算定式　②

H29目標値 H29実績値

15.90% 18.20% 19.10%

H29目標値 H29実績値

0百万円 Ｃ

44.30% 48.10% 45.40%

総合評価

降雨に対する下水道整備が一定進んだ。H30以降は、「第２期　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）」計画
で事業実施中。
総合評価

　６）要素事業の進捗状況

北部排水区　秦ポンプ場（長寿命化）

　８）事業効果の発現状況

交付金の内示状況を踏まえ、要素事業の中から優先される事業を実施した。

下水道による都市浸水対策達成率が45.4%まで向上した。
下水道施設の防災対策化率（地震・津波）が19.1％まで向上した。

　４）定量的指標及び評価　②
H25当初現況値

Ａ 18,863百万円 Ｂ

地震・津波に対する下水道施設の防災対策化率が向上した。

ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

東部排水区　五台山ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備）

　７）経過

31百万円
効果促進事業費の割合

0.2%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費
（百万円）

浦戸湾東部処理区高須浄化ｾﾝﾀｰ（長寿命化） 汚泥処理施設,水処理施設 高知市、南国市、香美市

茂串排水区　茂串ポンプ場（浸水対策） ポンプ施設（土木・建築・機械・電気設備）

東部排水区　高須ポンプ場（長寿命化）

南部排水区　神田ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

越知処理区越知町浄化ｾﾝﾀｰ（長寿命化） 汚泥処理設備 越知町

事業内容 市町村名

中部排水区　海老ノ丸ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

南部排水区　潮江南ポンプ場（長寿命化）

いの町

事業実施期間（年度）

南部排水区　朝倉13号雨水幹線（浸水対策） 雨水函2300×1400mm他　L=0.2km 高知市

施設計画の見直し 施設計画の見直し 高知市

東部排水区　徳谷第二雨水ポンプ場（浸水対策） 雨天時最大揚水量　4.5㎥/sec　土木・建築・機械 高知市

ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

東部排水区　一宮ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

高知市

長浜排水区　塩谷ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

南部排水区　小石木ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

米田古川都市下水路　米田古川ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

中部排水区　下知ポンプ場（浸水対策） ポンプ施設（土木・建築・機械・電気設備） 高知市

長浜排水区　南地ポンプ場（長寿命化）

長浜原都市下水路　長浜原ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設（機械・電気設備） 高知市

下知潮江処理分区（その1）下知下水処理場（長寿命化） ポンプ施設・処理施設（機械・電気設備） 高知市

雨水貯留管φ3,500㎜ L=2,7km 高知市

下知潮江処理分区（その2）潮江下水処理場（長寿命化） ポンプ施設・処理施設（機械・電気設備） 高知市

下知潮江処理分区（その1）第一・第二・北街分区（総合地震対策） 合流管φ2800㎜他　L=1.2km 他 高知市

瀬戸処理区　瀬戸下水処理場（長寿命化） ポンプ施設・処理施設（機械・電気設備） 高知市

下知潮江処理分区（その1）下知下水処理場（総合地震対策） ポンプ施設・処理施設（機械・電気・建築設備） 高知市

瀬戸処理区　瀬戸下水処理場（総合地震対策） ポンプ施設・処理施設（機械・電気・建築設備） 高知市

下知潮江処理分区（その2）潮江下水処理場（総合地震対策） ポンプ施設・処理施設（機械・電気・建築設備）

中部排水区　海老ノ丸ポンプ場（総合地震対策） ポンプ施設（機械・電気・建築設備） 高知市

安芸市浄化センター（長寿命化） 委託費（長寿命化調査・計画策定） 安芸市

須崎市

安芸処理区（地震対策） マンホール浮上対策 安芸市

新川排水区新川雨水幹線管渠等（浸水対策） 雨水管　W=4.0m,1.5m　L=1.1km、w=2.1m､1.0m  L=1.0km 南国市

施設計画の見直し 施設計画の見直し 南国市

須崎処理区須崎市終末処理場（長寿命化） 機械・電気設備 須崎市

ポンプ施設・処理施設 南国市

須崎排水区須崎ポンプ場（地震対策） 耐震診断及び耐震対策 須崎市

須崎処理区須崎市終末処理場（地震対策） 耐震診断及び耐震対策・減災対策

須崎排水区内排水路（浸水対策） 雨水排水路　U400*400,U500*500 須崎市

下水道施設の調査・計画・設計 地震・耐津波対策に係る現況施設調査、津波ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ、地震・津波対策計画等 須崎市

宿毛市

須崎排水区須崎ポンプ場（長寿命化） 機械・電気設備 須崎市

大間排水区大間ポンプ場（浸水対策） 機械設備 須崎市

右山排水区右山排水ポンプ場（長寿命化） 機械・電気設備 四万十市

須崎市

ポンプ施設（電気・機械設備） 宿毛市

機械・電気設備 須崎市

施設計画の見直し 施設計画の見直し

須崎排水区須崎ポンプ場（浸水対策)

右山排水区右山排水ポンプ場（浸水対策） ポンプ施設（機械・電気設備） 四万十市

八反原排水区八反原排水ポンプ場（長寿命化） ポンプ施設 四万十市

中部処理区中村中央下水道管理ｾﾝﾀｰ（長寿命化） 水処理施設（機械・電気設備） 四万十市

施設計画の見直し 施設計画の見直し 四万十市

中部処理区中村中央下水道管理ｾﾝﾀｰ（地震対策） 処理施設（建築設備） 四万十市

下水道施設の調査・計画・設計 地震・耐津波対策に係る現況施設調査、津波ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ、地震・津波対策計画等 四万十市

中部処理区中央汚水幹線管渠（地震対策） 汚水管　φ800　L＝0.1㎞ 四万十市

東洋町

雨水管　φ1800,□1800*1500　L=0.3km 香美市

施設計画の見直し 施設計画の見直し 香美市

中央排水区雨水幹線（浸水対策）

戸板島排水区雨水幹線（浸水対策） 雨水貯留管　□1500*1400　L=0.25km 香美市

汚泥処理設備，水処理施設 芸西村

下水道施設の調査・計画・設計 地震・耐津波対策に係る現況施設調査、津波ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ、地震・津波対策計画等 芸西村

施設計画の見直し 施設計画の見直し 東洋町

甲浦処理区甲浦浄化センター等（長寿命化） 実施設計

相生排水区相生ポンプ場（浸水対策） ポンプ施設（機械・電気設備） いの町

甲浦処理区甲浦浄化センター等（長寿命化） 水処理施設（機械・電気設備） 東洋町

芸西村

施設計画の見直し 施設計画の見直し いの町

機械・電気設備 いの町

施設計画の見直し 施設計画の見直し いの町

枝川第一排水区枝川ポンプ場（浸水対策） 機械・電気設備

久礼排水区久礼排水ポンプ場（浸水対策） 排水ポンプΦ1,500増設 中土佐町

浦戸湾東部処理区高須浄化ｾﾝﾀｰ（地震対策） 終末処理場の耐震診断及び耐震対策 高知市、南国市、香美市

越知処理区（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 委託費（施設調査・計画策定） 越知町

梼原処理区（ストックマネジメント） 反応タンク設備（膜分離装置） 梼原町

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容  市町村名
工種

四万十町

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

新設 十市浄化ｾﾝﾀｰ等（ＢＣＰ策定） BCP策定 南国市

全体事業費
（百万円）工種

新設 伊野浄水苑等（ＢＣＰ策定） BCP策定 いの町

BCP策定 須崎市

新設 大間排水区大間ポンプ場他（浸水策定） ウェブカメラ設置 須崎市

新設 須崎市終末処理場等（ＢＣＰ策定）

新設 美良布ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ等（ＢＣＰ策定） BCP策定 香美市

新設 安芸市下水道（ＢＣＰ策定） BCP策定 安芸市

事業実施期間（年度）
（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

基幹事業である地震対策と一体的に実施することにより、被災時により円滑な下水道機能の復旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持する。

基幹事業である地震対策と一体的に実施することにより、被災時により円滑な下水道機能の復旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持する。

基幹事業である地震対策と一体的に実施することにより、被災時により円滑な下水道機能の復旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持する。

基幹事業である浸水対策と一体的に実施することにより、施設の異常をいち早く把握することができ、重大事故を未然に防止し下水道が果たすべき機能が確保する。

基幹事業である地震対策と一体的に実施することにより、被災時により円滑な下水道機能の復旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持する。

基幹事業である地震対策と一体的に実施することにより、被災時により円滑な下水道機能の復旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持する。

全体事業費
（百万円）番号 事業者

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名



交付対象

計画の名称 1　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度（5年間） 安芸市

安芸市公共下水道（汚・雨水）

1-A-97 安芸処理区（地震対策）

本町第１雨水ポンプ場

本町第２雨水ポンプ場

安芸市浄化センター
施設の概要

（供用開始）平9

（処理方式）標準活性汚泥法

（処理能力）4,700㎥/日

1-A-91 安芸市浄化センター（長寿命化）

港町雨水ポンプ場

1-C-7 安芸市公共下水道（BCP策定）

1-A-92 施設計画の見直しポンプ場

枝線整備

既整備区域

改築

下水道法によ る 事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

凡例



○

社会資本総合整備計画　（平成25年度～平成29年度）
　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）　　南国市公共下水道事業（雨水対策）

凡　例
下水道法による事業
計画区域（整備予定区
域）既設幹線
処理場

増設
改築

ポンプ場
枝線整備
認可区域
既整備区域

整備予定箇所の色分け
新設

１－Ａ－５１ 新川排水区

新川雨水幹線管渠等

（浸水対策）
１－Ａー85 明見西排水区

雨水排水路等

（浸水対策）

１－Ａ－５２ 施設計画

の見直し



平成25～29年度 南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）
南国市公共下水道事業 位置図

1‐Ａ‐52 施設計画の見直し

1‐Ａ‐115 十市処理区 十市浄化ｾﾝﾀｰ（長寿命化）（耐震工事）

1‐Ｃ‐2 十市浄化ｾﾝﾀｰ等（ＢＣＰ策定）



1‐A‐55 須崎処理区須崎市終末処理場（地震対策）

1‐A‐61 下水道施設の調査・計画・設計

1‐A‐86 須崎処理区須崎市終末処理場（長寿命化）

1‐Ｃ‐３ 須崎市終末処理場等（ＢＣＰ策定）

1‐Ｃ‐４ 大間排水区大間ポンプ場他（浸水対



1‐A‐53 大間排水区大間ポンプ場（地震対策）

1‐A‐57大間排水区大間ポンプ場（長寿命化）

1‐Ａ‐56須崎西部排水区須崎西部ポンプ場（地震対策）

1‐Ａ‐106須崎西部排水区須崎西部ポンプ場（長寿命

1‐Ａ‐58 施設計画の見直し

1‐Ａ‐79多ノ郷排水区終末処理場内ポンプ場（地震対策）

1‐A‐102 大間排水区大間ポンプ場（浸水対策）

1‐Ａ‐107多ノ郷排水区終末処理場内ポンプ場（長寿命化）

1‐A‐54 須崎排水区須崎ポンプ場（地震対策）

1‐Ａ‐60 須崎排水区内管渠（浸水対策）

1‐Ａ‐59青木排水区内管渠（浸水対策）

1‐A‐87 須崎排水区須崎ポンプ場（長寿命化）

1‐A‐103 須崎排水区須崎ポンプ場（浸水対



宿毛市下水道事業

1‐Ａ‐62 施設計画の見直し

1‐Ａ‐88 宿毛ポンプ場（長寿命化）



中村公共下水道事業（汚水）
南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

中部処理区
全体計画区域 約682ha
計画決定区域 約315ha
事業認可区域 約245ha

不破汚水幹線

中央汚水幹線

整備予定箇所の色分け

新築

凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

角崎汚水幹線

1-A-65 中部処理区中村中央下水道管理センター（長寿命化）

1-A-69 下水道施設の調査・計画・設計

1-A-108 中部処理区中村中央下水道管理センター（地震対策）

1-A-109 中部処理区中央汚水幹線管渠（地震対策）

新築

増設

改築



中村公共下水道事業（雨水）
南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

全体計画区域 約224ha
計画決定区域 約224ha
事業認可区域 約224ha

桜町排水ポンプ場

桜町雨水幹線

1‐Ａ‐68 施設計画の見直し

右山雨水幹線

八反原第一雨水幹線
百笑排水ポンプ場

凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

八反原第一雨水幹線

1-A-66 八反原排水区八反原排水ポンプ場（長寿命化）

1-A-64 右山排水区右山排水ポンプ場（浸水対策）

1-A-63 右山排水区右山排水ポンプ場（長寿命化）

右山雨水幹線

整備予定箇所の色分け

新築

増設

改築



社会資本総合整備計画

計画の名称 香南市地域活力向上および防災機能向上のための生活拠点づくり（防災・安全）

計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付対象 香南市

野市浄化ｾﾝﾀｰ

岸本浄化ｾﾝﾀｰ

夜須浄化ｾﾝﾀｰ

○基幹事業（１‐A‐110）
夜須浄化センター（長寿命化）



計画の名称 1        南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25～平成29年度 交付対象 香美市

1-Ａ-89 施設計画の見直し

香美市特定環境保全公共下水道（汚水） 美良布処理区

1-Ｃ-５ 美良布クリーンセンター等（ＢＣＰ策定）

凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

整備予定箇所の色分け

新築

増設

改築



計画の名称 1南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25～29年度 交付対象 香美市

1-A-70  中央排水区雨水幹線（浸水対策）

香美市公共下水道（雨水）土佐山田排水区

凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

既整備区域

整備予定箇所の色分け

新築

増設

改築

1-A-116 戸板島排水区雨水管線（浸水対策）

改築



1‐Ａ‐71 下水道施設の調査・計画・設計

南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

平成２５～２９年度 東洋町

1‐Ａ‐98 施設計画の見直し

1‐Ａ‐111 1‐Ａ‐112
甲浦処理区甲浦浄化センター等（長寿命化）



凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

平成２５～２９年度 芸西村

1-A-80

芸西処理区芸西浄化セン

ター等（津波対策）

芸西村特定環境保全公共下水道事業

縮 尺

1-A-72

芸西処理区芸西浄化セン

ター等（長寿命化）

和食中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

松原中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

西分中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

高 知 安 芸 郡 芸 西 村

図面名 下水道計画一般図（汚水）

1/25,000 図面番号 1/1

1-A-73

下水道施設の調査・計画・設計



事業の名称 1　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25年　～　平成29年　（5年間） 交付対象 いの町

1‐A‐99 伊野処理区伊野浄水苑（長寿命化）

1‐C‐1 伊野浄水苑等（ＢＣＰ策定）



事業の名称 1　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25年　～　平成29年　（5年間） 交付対象 いの町

1‐A‐74 相生排水区相生ポンプ場（浸水対策）



事業の名称 1　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25年　～　平成29年　（5年間） 交付対象 いの町

1‐A‐75 104施設計画の見直し

1‐A‐101 枝川第二排水区呑呑雨水貯留施設（浸水対策）

1‐A‐100 枝川第一排水区枝川ポンプ場（浸水対策）

増設

新設

整備予定箇所の色分け

凡　　　例

既設幹線

処理場

下水道法による事業計画区域
（整備予定区域）

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

改築



計画の名称 南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度（5年間） 交付対象 中土佐町

中土佐町公共下水道（雨水）

久礼排水区

1-A-105 久礼排水区久礼排水ポンプ場（浸水対策）

凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

整備予定箇所の色分け

新築

増設

改築



1‐Ａ‐76 越知処理区越知町浄化ｾﾝﾀｰ（長寿命化）

南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

平成２５～２９年度 越知町

1‐Ａ‐113 越知処理区（ストックマネジメント）



南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

平成２５～２９年度 梼原町

1‐Ａ‐117 梼原処理区（ストックマネジメント）



計画の名称 1 南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象 高知県

浦戸湾東部流域下水道（汚水）

整備予定箇所の色分け

新築

増設

凡例
下水道法による事業計画区域

（整備予定区域）

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

既整備区域

1-A-77 浦戸湾東部処理区高須浄化ｾﾝﾀｰ(長寿命化)

1-A-78 浦戸湾東部処理区高須浄化ｾﾝﾀｰ(地震対策)

改築


