
鳥取市における下水道地震対策計画（復興基本方針関連（全国防災））
平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 鳥取市

・耐震化を必要とする施設の耐震化率。（管渠0％(H23)→100％(H25))　(処理施設0％(H23)→100％(H25))

（H23当初） （H24末） （H25末）

0 ｍ 349 ｍ 349 ｍ

0 ％ 100 ％ 100 ％

0 施設 2 施設 2 施設

0 ％ 100 ％ 100 ％

Ａ　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-A1-101 下水道 一般 鳥取市 直接 - 汚水 改築 秋里処理区 汚水管 L=349m 鳥取市 67

社会資本総合整備計画 平成25年1月29日

計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

計画により対策を実施する延長

計画により対策を実施する施設数

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及び被災した場合の下水道機能のバックアップ対策を進めることにより、地震に対する安全度を高め、安心した都市活動を継続させる。

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費
合計

(A+B+C)
197 百万円 Ａ 197 百万円 Ｂ 0 Ｃ 0

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

沈砂池・ポンプ・水処理
下水道 一般 鳥取市 直接 - 汚水 改築 秋里終末処理場 鳥取市 63

下水道 一般 鳥取市 直接 - 汚水 改築 秋里終末処理場 鳥取市 67

小計（下水道事業） 197
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

合計 0

番号 備考

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

番号 備考

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

1-A1-102

沈砂池・ポンプ・水処理
施設
72,400m3/日

脱水機・汚泥処理施設
72,400m3/日

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容  市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種



その他関連する事業（基幹事業）

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 H22 H23 H24 H25 H26

1-A'1-103 下水道 一般 鳥取市 直接 - 汚水 改築 秋里処理区（管渠改築・地震対策） 汚水管 L=3,650m 鳥取市 780

下水道 一般 鳥取市 直接 - 汚水 改築 秋里終末処理場 鳥取市 2,051

下水道 一般 鳥取市 直接 - 汚水 改築 秋里終末処理場（改築・長寿命化） 鳥取市 3,257

小計（下水道事業） 39,277

小計（河川事業） 3,473

小計（海岸事業） 1,458

小計（海岸事業） 280

小計（砂防事業） 15,486

基幹事業合計 59,974

その他関連する事業（効果促進事業）
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C'1-104 下水道 一般 鳥取市 直接 - 秋里処理区（管渠改築）末端管路施設及びMH鉄蓋 汚水管 L=4,000m 鳥取市 767
1-C'1-108 下水道 一般 鳥取市 直接 - 秋里終末処理場（小水力発電） 小水力発電 鳥取市 50

効果促進事業計 6,840

既存計画との合計チェック

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

全体事業費
（百万円）工種

鳥取県におけ
る流域一体と
なった総合的
な水域の安
全・安心対策

の推進

1-A'1-106

沈砂池・ポンプ・水処理
施設
72,400m3/日

汚泥処理設備（濃縮機・
消化タンク・脱水機・焼
却炉）
72,400m3/日

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

小水力発電

全体事業費
（百万円） 備考

工種
鳥取県における流域一体となっ

た総合的な水域の安全・安心対

策の推進

管渠改築

Ａ' 59,974 百万円 Ｂ' 0 Ｃ' 6,840
効果促進事業費の割合

10.2%
(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))


