
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年01月15日

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（重点計画）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 高知市,南国市,須崎市,香南市,香美市,芸西村,中土佐町,高知県,四万十町,東洋町,土佐町,越知町

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。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,222  Ａ               2,203  Ｂ                   0  Ｃ                  19  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.85 ％

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当初） （Ｈ28末） （Ｈ30末）

   1 下水道施設の防災対策化率（地震・津波）を36.7％（Ｈ26当初）から75.6％（Ｈ30末）に促進する。

下水道施設の防災対策化率（地震・津波） 36％ 58％ 75％

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（Ｈ26当初時点）　※必ず守る機能とは、消毒施

設（土木）、管理棟（建築）、重要な幹線（土木）としています。

備考等 個別施設計画を含む 〇 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 －

下水道総合地震対策事業

1 案件番号： 0000057592



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 ― － － 1-A-1施設計画の見直し 施設計画の見直し 高知市  ■  ■          69 策定済

総合地震対策

A07-002 下水道 一般 高知市 直接 ― － 改築 1-A-2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（建築

設備）

高知市  ■  ■          61 策定済

総合地震対策

A07-003 下水道 一般 高知市 直接 ― － 改築 1-A-3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（建築

設備）

高知市  ■  ■          18 策定済

総合地震対策

A07-004 下水道 一般 高知市 直接 － － 改築 1-A-5中部排水区　海老ノ

丸ポンプ場（総合地震対

策）

ポンプ施設（建築設備） 高知市  ■  ■         102 策定済

総合地震対策

A07-005 下水道 一般 高知市 直接 ― － 改築 1-A-6南部排水区　小石木

ポンプ場（総合地震対策

）

ポンプ施設（建築設備） 高知市  ■          26 策定済

総合地震対策

A07-006 下水道 一般 高知市 直接 ― － － 1-A-17公共下水道幹線管

渠等（総合地震対策）

公共下水道管渠 高知市  ■  ■         426 策定済

総合地震対策

1 案件番号： 0000057592



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 明見西排水区雨水ポンプ

場等（浸水対策）

ポンプ施設（機械電気） 南国市  ■          60 －

A07-008 下水道 一般 須崎市 直接 - － 改築 青木排水区内排水路（浸

水対策）

雨水排水路　U400 須崎市  ■           5 －

A07-009 下水道 一般 須崎市 直接 - － 新設 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  ■           5 －

A07-010 下水道 一般 香南市 直接 - － 新設 野市浄化センター（津波

対策）

設計委託 香南市  ■          30 －

A07-011 下水道 一般 香美市 直接 - － 新設 中央排水区雨水幹線（浸

水対策）

雨水管　φ1800　L=0.2km 香美市  ■         400 －

A07-012 下水道 一般 芸西村 直接 ― － 改築 1-A-14芸西処理区芸西浄

化センター等（津波対策

）

津波対策 芸西村  ■  ■  ■  ■          62 －

津波対策

2 案件番号： 0000057592



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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 A07-013 下水道 一般 芸西村 直接 ― － 改築 1-A-15芸西処理区芸西浄

化センター等（地震対策

）

終末処理場の耐震診断及び耐

震対策

芸西村  ■          30 策定済

総合地震対策

A07-014 下水道 一般 中土佐町 直接 - － 新設 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 中土佐町  ■         221 －

A07-015 下水道 一般 高知県 直接 ― － 改築 1-A-16浦戸湾東部処理区

高須浄化センター（地震

対策）

終末処理場の施設の躯体補強 高知市・南国市

・香美市

 ■  ■  ■  ■  ■         458 策定済

総合地震対策

A07-016 下水道 一般 四万十町 直接 - － 新設 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）

四万十町  ■         230 －

 小計       2,203

合計       2,203

3 案件番号： 0000057592



C 効果促進事業

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 H26 H27 H28 H29 H30 （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 C07-001 下水道 一般 東洋町 直接 ― － 新設 1-C-1甲浦浄化センター等

（ＢＣＰ策定）

ＢＣＰ策定 東洋町  ■           5 －

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。

C07-002 下水道 一般 芸西村 直接 ― － 新設 1-C-2芸西浄化センター等

（ＢＣＰ策定）

ＢＣＰ策定 芸西村  ■           5 －

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。

C07-003 下水道 一般 土佐町 直接 ― － 新設 1-C-3土佐さめうらクリー

ンセンター等（ＢＣＰ策

定）

ＢＣＰ策定 土佐町  ■           2 －

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。

C07-004 下水道 一般 越知町 直接 ― － 新設 1-C-4越知クリーンセンタ

ー等（ＢＣＰ策定）

ＢＣＰ策定 越知町  ■           5 －

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。

C07-005 下水道 一般 四万十町 直接 ― － 新設 1-C-5大正クリーンセンタ

ー等（ＢＣＰ策定）

ＢＣＰ策定 四万十町  ■           2 －

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。

 小計          19

合計          19

1 案件番号： 0000057592



交付金の執行状況
（単位：百万円）

H26 H27 H28 H29 H30

324.000 172.000 94.000 3.000 407.080

0.000 0.000 0 0.000 0

324.000 172.000 94.000 3.000 407.080

0.000 251.000 154.000 50.000 0.000

71.000 269.000 198.000 52.000 49.741

251.000 154.000 50.000 0.000 357.339

うち未契約繰越額
（g）

30.000 124.000 0.000 0.000 174.500

2.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

9.88% 29.31% 0.00% 1.89% 42.87%

津波対策基準の改定を受
け、見直し設計に不測の
日数を要した

関係機関との調整に不測
の日数を要したため

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）

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



社会資本総合整備計画　（平成26年度～平成30年度）
　南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（重点計画）　　南国市公共下水道事業（雨水対策）

A07‐007 明見西排水区

雨水ポンプ場等

（浸水対策）



A07‐009 須崎排水区内排水路（浸水対策）

A07‐008 青木排水区内排水路（浸水対策）



社会資本総合整備計画

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（重点計画）

計画の期間 平成26年度　～　平成30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（A07‐010）
野市浄化センター（津波対策）



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（防安）

計画の期間 平成26～30年度 交付対象 香美市

A07-011 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



計画の名称 1

計画の期間

南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（重点計画）               

平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 交付対象 芸西村

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

芸西処理区芸西浄化ｾﾝﾀｰ等（津波対策）

1-A-15

芸西処理区芸西浄化ｾﾝﾀｰ等（地震対策）

1-Ｃ-2

芸西浄化ｾﾝﾀｰ等（ＢＣＰ策定）

芸西村特定環境保全公共下水道事業

縮 尺

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



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（重点計画）

計画の期間 平成26年度　～　平成30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

A07-014 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



計画の名称 1

計画の期間

南海地震に備えた下水道の地震・津波対策事業（重点計画）             

平成26年度　～　平成30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-16 浦戸湾東部処理区高須浄化ｾﾝﾀｰ(地震対策)

改築



A07‐016 茂串排水区 茂串ポンプ場（浸水対



事前評価チェックシート
 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（重点計画）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性　１）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性　２）下水道法に定める認可と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえて目標が設定されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）事業内容は、計画の目標を達成するうえで適切なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤事業執行の能力　１）財政・執行能力からみても計画期間で適正な区域となっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤事業執行の能力　２）下水道供用前後における接続促進に取り組んでいる。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　１）下水道事業計画を公表している。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　２）関係者の意見聴取の場が設けられている。 〇

1  案件番号：0000057592


