
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月15日

計画の名称 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 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,土佐町,いの町,中土佐町,越知町,梼原町,四万十町,高知県

計画の目標 本県の公衆衛生を向上させ、水質保全に寄与する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,640  Ａ               3,640  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（Ｈ26末） （Ｈ29末） （Ｈ31末）

   1 県下の下水道処理人口普及率を26.4％（Ｈ26末）から30.1％（Ｈ31末）に増加。

下水道処理人口普及率 26％ 28％ 30％

下水道供用告示済区域に住居している人口/住民基本台帳人口

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000057584



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 高知市 直接 ― － 新設 1-A-1下知潮江処理分区（

その１）汚水幹線管渠等

（未普及解消）

汚水管φ200～1000ｍｍ 高知市  ■         720 －

A07-002 下水道 一般 高知市 直接 ― － 新設 1-A-2下知潮江処理分区（

その２）汚水幹線管渠等

（未普及解消）

汚水管φ200～1000ｍｍ 高知市  ■         500 －

A07-003 下水道 一般 高知市 直接 ― － － 1-A-5施設計画の見直し 施設計画の見直し 高知市  ■          80 －

A07-004 下水道 一般 安芸市 直接 ― － 新設 1-A-6安芸処理区内管渠（

未普及対策）

汚水管渠新設φ200　Ｌ＝287

ｍ

安芸市  ■           7 －

A07-005 下水道 一般 安芸市 直接 ― － 新設 1-A-6安芸処理区内管渠（

未普及対策）

汚水管渠新設φ200　Ｌ＝287

ｍ

安芸市  ■          18 －

A07-006 下水道 一般 安芸市 直接 ― － 新設 1-A-27施設計画の見直し 施設計画の見直し 安芸市  ■  ■          14 －

1 案件番号： 0000057584



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 南国市 直接 ― － 新設 1-A-7南国第三処理分区汚

水管渠等（未普及解消）

汚水管　φ200～φ300　Ｌ＝

4.0ｋｍ

南国市  ■  ■  ■  ■  ■         676 －

A07-008 下水道 一般 南国市 直接 ― － 新設 1-A-15施設計画の見直し 施設計画の見直し 南国市  ■  ■          10 －

A07-009 下水道 一般 須崎市 直接 ― － 新設 1-A-16施設計画の見直し 施設計画の見直し 須崎市  ■  ■          26 －

A07-010 下水道 一般 宿毛市 直接 ― － － 1-A-17施設計画の見直し 施設計画の見直し 宿毛市  ■  ■  ■          25 －

A07-011 下水道 一般 四万十市 直接 ― － 新設 1-A-8中部処理区内管渠（

未普及対策）

汚水管　φ200 四万十市  ■  ■  ■  ■  ■          69 －

A07-012 下水道 一般 四万十市 直接 ― － 新設 1-A-18施設計画の見直し 施設計画の見直し 四万十市  ■  ■  ■          45 －

A07-013 下水道 一般 香南市 直接 ― － 新設 1-A-29西野・東野汚水管

渠布設工事

汚水管φ150～200　Ｌ＝2.0

ｋｍ

香南市  ■  ■          60 －

A07-014 下水道 一般 香南市 直接 - － － 施設計画の見直し 施設計画の見直し 香南市  ■          20 －

2 案件番号： 0000057584



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-015 下水道 一般 香美市 直接 ― － 新設 1-A-9土佐山田処理分区汚

水幹線管渠等（未普及対

策）

汚水管　φ100～φ250　Ｌ＝

0.5ｋｍ

香美市  ■          50 －

A07-016 下水道 一般 香美市 直接 ― － 新設 1-A-9土佐山田処理分区汚

水幹線管渠等（未普及対

策）

汚水管　φ100～φ250　Ｌ＝

0.5ｋm

香美市  ■          60 －

A07-017 下水道 一般 香美市 直接 ― － 新設 1-A-10中央排水区雨水幹

線（浸水対策）

雨水管　φ1800　1800*1500

　Ｌ＝0.3ｋｍ

香美市  ■  ■         350 －

A07-018 下水道 一般 香美市 直接 ― － 新設 1-A-19施設計画の見直し 施設計画の見直し 香美市  ■  ■          13 －

A07-019 下水道 一般 東洋町 直接 ― － 新設 1-A-20施設計画の見直し 施設計画の見直し 東洋町  ■  ■          21 －

A07-020 下水道 一般 東洋町 直接 ― － 新設 1-A-21甲浦処理区内管渠

工事（未普及対策）

汚水管（φ150）Ｌ＝150ｍ工

事

東洋町  ■          16 －

3 案件番号： 0000057584



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-021 下水道 一般 芸西村 直接 ― － 新設 1-A-22芸西処理区内管渠

（未普及対策）

汚水管φ75～150　Ｌ＝1.0ｋ

ｍ　マンホールポンプ　Ｎ＝

１基

芸西村  ■  ■          46 －

A07-022 下水道 一般 芸西村 直接 ― － － 1-A-23施設計画の見直し 施設計画の見直し 芸西村  ■          10 －

A07-023 下水道 一般 土佐町 直接 ― － － 1-A-30施設計画の見直し 施設計画の見直し 土佐町  ■           5 －

A07-024 下水道 一般 いの町 直接 ― － 新設 1-A-11伊野処理区内管渠

（未普及対策）

汚水管　φ200　Ｌ＝1.0ｋｍ いの町  ■  ■  ■          90 －

A07-025 下水道 一般 いの町 直接 ― － － 1-A-12施設計画の見直し 施設計画の見直し いの町  ■  ■  ■          63 －

A07-026 下水道 一般 中土佐町 直接 ― － － 1-A-24施設計画の見直し 施設計画の見直し 中土佐町  ■           8 －

A07-027 下水道 一般 越知町 直接 ― － － 1-A-25施設計画の見直し 施設計画の見直し 越知町  ■  ■           8 －

A07-028 下水道 一般 梼原町 直接 ― － － 1-A-31施設計画の見直し 施設計画の見直し 梼原町  ■  ■           8 －

4 案件番号： 0000057584



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-029 下水道 一般 四万十町 直接 ― － － 1-A-28施設計画の見直し 施設計画の見直し 四万十町  ■  ■          20 －

A07-030 下水道 一般 高知県 直接 ― － － 1-A-13施設計画の見直し 施設計画の見直し 高知市・南国市

・香美市

 ■          82 －

個別の整備計画へ移行

A07-031 下水道 一般 高知県 直接 - － － 施設計画の見直し 施設計画の見直し 高知市・南国市

・香美市

 ■          10 －

A07-032 下水道 一般 高知県 直接 ― － － 1-A-14浦戸湾東部処理区

高須浄化センター（水質

保全）

水処理施設（土木・機械・電

気設備）

高知市・南国市

・香美市

 ■  ■         500 －

A07-033 下水道 一般 高知県 直接 ― － － 1-A-26都道府県構想策定

（未普及対策）

都道府県構想の見直し 高知県  ■  ■          10 －

 小計       3,640

合計       3,640

5 案件番号： 0000057584



交付金の執行状況
（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

819.500 114.700 151.160 48.224

0.000 (7.828) 0.000 (0.734)

819.500 106.872 151.160 47.490

237.018 540.197 25.560 80.993

516.322 621.508 94.880 104.447

540.196 25.560 80.993 7.375

うち未契約繰越額
（g）

237.085 16.481 40.359 1.059

0.000 0.001 0.847 16.661

22.4% 2.5% 23.3% 13.8%

入札残のため。 地元住民への説明会や
関係機関との協議に不
測の日数を要したた
め。

関連工事の遅延や関係
機関との調整に不測の
日数を要したため。

翌年度繰越額
（f）

不用額
（h = c+d-e-f）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

未契約繰越＋不用率が10％を超えてい
る場合その理由

配分額
（a）

計画別流用増△減額
（b）

交付額
（c=a+b）

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）



N高知市公共下水道（汚水）

1‐A‐1 下知潮江処理分区（その1）汚水幹線管渠等（未普及解消）

1‐A‐5 施設計画の見直し1 A 5 施設計画の見直し

1‐A‐2   下知潮江処理分区（その2）汚水幹線管渠等（未普及解消）

凡 例

既設幹線

処理場処理場

ポンプ場

枝線整備

整備予定箇所の色分け

既整備区域

P

改築

新設

増設



交付対象

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度（5年間） 安芸市

高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

1-A-6 安芸処理区内管渠（未普及対策）

安芸市公共下水道（汚・雨水）

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

港町雨水ポンプ場

整備予定箇所の色分け

新築

増設

改築

既整備区域

改築

凡例

下水道法による事業計画

区域

既設幹線

処理場

ポンプ場

枝線整備

1-A-27 施設計画の見直し



計画の名称

計画の期間 交付対象

高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

      平成27年度  ～  平成31年度    (5年間)      南国市

南国市公共下水道 (汚水)

1-A-7 南国第三処理分区

既設幹線

既整備区域

凡例
下水道法による事業計画区
域 (整備予定区域)

1-A-15 施設計画の見直



1‐Ａ‐16 施設計画の見直し



宿毛市下水道事業

1-A-17 施設計画の見直し



中村公共下水道事業（汚水）
高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

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

1-A-18 施設計画の見直し（未普及対策）

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-8 中部処理区内管渠（未普及対策）
新築

増設

改築



計画の名称 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象 香南市

野市処理区

汚水管渠布設

○基幹事業（１‐A‐29）
香南地区 公共下

水道事業

西野・東野汚水管

渠敷設工事

野市浄化ｾﾝﾀｰ

野市浄化ｾﾝﾀｰ

岸本浄化ｾﾝﾀｰ

夜須浄化ｾﾝﾀｰ

A07‐014 施設計画の見直し



計画の名称 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度（5年間） 交付対象 香美市

香美市流域関連公共下水道（汚水）

土佐山田処理分区

1-A-9 土佐山田処理分区汚水幹線管渠等（未普及対策）

1-A-19施設計画の見直し（未普及解消ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ策定）

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

改築改築



計画の名称 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度（5年間） 交付対象 香美市

香美市公共下水道（雨水）

土佐山田排水区

1-A-10 中央排水区雨水幹線（浸水対策）

1-A-19 施設計画の見直し（事業計画変更策定）

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        高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間 平成28年度 交付対象 香美市

香美市特定環境保全公共下水道（汚水）

1-A-19 施設計画の見直し（未普及解消ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ策定）

美良布処理区
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

新設

増設

改築

凡例

整備予定箇所の色分け

改築



1‐Ａ‐21 甲浦処理区内管渠工事

高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

平成２７～３１年度 東洋町

1‐Ａ‐20 施設計画の見直し



計画の名称 芸西村

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度（5年間） 交付対象 芸西村

芸西村特定環境保全公共下水道

芸西処理区

1-A-22 芸西処理区汚水管渠（未普及対策）

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

松原幹線

芸西浄化ｾﾝﾀｰ

和食中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

西分中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

松原中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

1-A-23 施設計画の見直し

改築



事業の名称 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業（重点計画）

計画の期間 平成30年　～　平成34年　（5年間） 交付対象 いの町

いの町公共下水道（汚水）

A07-004 伊野処理区内管渠（未普及対策）

A07-005 施設計画の見直し



計画の名称 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間 平成28年度　～　平成30年度（3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-24 久礼排水区久礼排水ポンプ場（浸水対策）

排水ポンプφ1500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

整備予定箇所の色分け

新築

増設

改築



P

P

P

P

P

P

大正ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

凡例

供用区域

幹線管渠

高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業（社総金）

1-A-28　施設計画の見直し



計画の名称 1 高知県の公衆衛生を向上させ、水環境を守る下水道事業

計画の期間 平成27年度　～　平成31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-14 浦戸湾東部処理区高須浄化ｾﾝﾀｰ（水質保全)

1-A-13 浦戸湾東部処理区高須浄化センター（資源循環）

改築


