
下田市における下水道施設の地震及び長寿命化対策（防災・安全）

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 下田市

下田市下水道施設の災害時における最低限の処理機能保持し又、事故の未然防止をライフサイクルコストの最小化を図りながら目指す。

・下田市下水道機器設備(35設備）の長寿命化。
・下田市下水道施設(浄化センター、ポンプ場）の耐震化済施設を２棟から６棟に増加。

（H24当初） （H25末） （H27末）

 改築更新済設備/要改築更新設備

 耐震化済施設（棟）／未耐震化施設（6棟）

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-6 下水道 一般 下田市 直接 下田市
汚水
水処理
汚泥処理

改築 下田市 170.3 長寿命化

1-A1-7 下水道 一般 下田市 直接 下田市
汚水
水処理
汚泥処理

改築 下田市 288.0 総合地震

小計（下水道事業） 458.3

合計

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 H23 H24 H25 H26 H27

3/6 6/6

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

100%

下水道施設耐震化施設

事業実施期間（年度）

機械・電気設備の長寿命化

 市町村名

中間目標値当初現況値

社会資本総合整備計画(第1回変更)
計画の名称

交付対象
計画の目標

28.6% 77.1%

下田浄化センター,ポンプ場設備改築

事業内容

交付対象事業

0.00百万円

要素となる事業名

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

番号 事業者
工種
省略 全体事業費

（百万円）

下水道施設機器設備長寿命化

下田浄化センター,ポンプ場施設耐震補強 建築・土木施設の耐震化

458.3百万円

事業者

平成25年3月26日

省略
工種

Ａ Ｂ

備考
最終目標値

全体事業費
（百万円）

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

効果促進事業費の割合

定量的指標の現況値及び目標値

2/6

全体事業費

要素となる事業名

Ｃ458.3百万円

事業内容

0.00百万円

　　定量的指標の定義及び算定式

市町村名

番号 備考

1-B-1

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 H23 H24 H25 H26 H27

合計 0.0

番号 備考

下田市における汚水処理整備の推進
地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A1'-1下水道 一般 下田市 直接 48.0

1-A1'-2下水道 一般 下田市 直接 13.4

1-A1'-3下水道 一般 下田市 直接 11.7

1-A1'-4下水道 一般 下田市 直接 143.0

1-A1'-5下水道 一般 下田市 直接 6.0

1-A1'-8下水道 一般 下田市 直接 27.0

1-A1'-9下水道 一般 下田市 直接 100.0

1-A1'-10下水道 一般 下田市 直接 98.0

1-C'-1 下水道 一般 下田市 直接 15.0

1-C'-2 下水道 一般 下田市 直接 3.0

1-C'-3 下水道 一般 下田市 直接 5.0

小計（下水道事業） 470.1

20.0百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 2.5%

下田市

全体事業費
（百万円）

下田市

下田市

下田市

337.1百万円 Ｂ’ 0.00百万円 Ｃ’Ａ’

下田市 本郷地区下水道枝線管渠整備(汚水管7)

下田市 外浦地区下水道枝線管渠整備(汚水管4)

下田市 中地区下水道枝線管渠整備(汚水管3)

下田市 本郷地区管渠整備(汚水管6)(未普及解消)

下田市 下田地区管渠整備(汚水管5)(未普及解消) 下田市

下田市 効率的な事業実施のための検討 下田市

下田市 武ガ浜ポンプ場耐震工事実施設計(地震対策) 下田市

下田市 下田浄化センター更新(汚泥処理)(資源循環形成) 下田市

下田市 須崎地区マンホール蓋改築(地震対策) 下田市

下田市 外浦地区管渠整備(汚水管2)(未普及解消) 下田市

下田市 中地区管渠整備(汚水管1)(未普及解消) 下田市

計画等の名称

事業種別 事業者 市町村名要素となる事業名

その他関連する事業

事業内容
工種

省略
番号 市町村名事業者

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果



社会資本総合整備計画(第1回変更)

計画の名称 2 下田市における下水道施設の地震及び長寿命化対策（防災・安全）

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 下田市

・下田市下水道機器設備(35設備）の長寿命化。

交付対象

P

P
武ガ浜ポンプ場

下田市役所

柿崎ポンプ場

伊豆急下田駅

高馬MP

1-A1-6下田浄化センター,ポンプ場設備改築

P

T
下田浄化センター

須崎ポンプ場

整備区域（面整備)

1-A1-7下田浄化センター,ポンプ場施設耐震補強


