
「下水道総合浸水対策緊急事業」を実施する予定の市町村及び地区一覧（平成１９年８月１３日現在）

都道府県 市町村 地区又は処理区 実施状況 都道府県 市町村 地区又は処理区 実施状況

北海道 札幌市 鉄東処理区 H19.6.26計画策定 愛知県 名古屋市 汐田ポンプ排水区
北海道 札幌市 伏古川処理区 ※ 愛知県 名古屋市 弥富ポンプ排水区
北海道 札幌市 鉄東地区 ※ 愛知県 名古屋市 上小田井ポンプ排水区
北海道 札幌市 新川処理区 愛知県 名古屋市 内浜ポンプ排水区
北海道 札幌市 野津幌川西第4排水区 愛知県 名古屋市 土市ポンプ排水区
青森県 青森市 岡部地区 愛知県 名古屋市 大江ポンプ排水区 ※
青森県 青森市 蜆貝地区 愛知県 名古屋市 篠原ポンプ排水区
青森県 青森市 奥野地区 愛知県 名古屋市 熱田ポンプ排水区
青森県 青森市 八重田地区 愛知県 名古屋市 露橋(自然)排水区
青森県 八戸市 三八城第一、馬淵川右岸第一排水区 愛知県 名古屋市 三階橋ポンプ排水区 ※
宮城県 仙台市 長町 ※ 愛知県 名古屋市 守西ポンプ排水区
宮城県 仙台市 原町東部（苦竹・日の出町地区） H19.8.13計画策定 愛知県 名古屋市 港北ポンプ排水区 ※
宮城県 仙台市 原町東部（扇町地区） 愛知県 春日井市 堀ノ内地区
宮城県 涌谷町 涌谷西 愛知県 田原市 東大浜
福島県 郡山市 郡山処理区（合流地区） 愛知県 清須市 二ツ杁排水区
茨城県 土浦市 土浦市内 三重県 津市 上浜排水区
埼玉県 さいたま市 鴻沼川上流地区 三重県 津市 中央排水区
埼玉県 さいたま市 藤右衛門川上流地区 三重県 四日市市 橋北排水区
埼玉県 狭山市 不老川排水区 三重県 四日市市 納屋排水区
東京都 区部 中野区中野 H19.6.26計画策定 三重県 四日市市 阿瀬知排水区
東京都 区部 杉並区阿佐ヶ谷南 H19.6.26計画策定 三重県 四日市市 常磐排水区
東京都 区部 杉並区井草 H19.6.26計画策定 三重県 鈴鹿市 住吉（金沢）
東京都 区部 練馬区豊玉・中村、中野区江古田・沼袋 ※ 三重県 鈴鹿市 算所第一（金沢）
東京都 区部 目黒区上目黒・五本木、世田谷区下馬・三軒茶屋、上馬四、五丁目 ※ 三重県 鈴鹿市 六郷（金沢）
東京都 区部 港区南麻布・白金台 ※ 滋賀県 野洲市
東京都 区部 足立区千住 ※ 京都府 京都市 中部第一・第二
東京都 区部 台東区竜泉・下谷 ※ 京都府 京都市 山科北部
東京都 区部 大田区千鳥・久が原・下丸子 ※ 大阪府 大阪市 海老江処理区内梅田周辺地区
東京都 区部 豊島区巣鴨・駒込・北区西ヶ原 ※ 大阪府 大阪市 阿倍野区昭和町地区 ※
東京都 区部 世田谷区松原 ※ 大阪府 大阪市 東住吉区北田辺地区 ※
東京都 区部 品川区中延 ※ 大阪府 豊中市 新免排水区
東京都 区部 品川区西五反田東品川 ※ 大阪府 東大阪市 小阪処理分区
東京都 区部 東京駅周辺 ※ 兵庫県 神戸市 三宮南地区
東京都 区部 新宿駅周辺 ※ 兵庫県 神戸市 和田岬地区
東京都 区部 池袋駅周辺 ※ 兵庫県 丹波市 氷上東
東京都 区部 日比谷交差点 ※ 奈良県 奈良市 大安寺第１処理分区（合流）
東京都 武蔵野市 武蔵野第一処理区(善福寺川） 奈良県 大和郡山市 九条
神奈川県 横浜市 東神奈川地区 島根県 松江市 朝日排水区
神奈川県 横浜市 横浜駅周辺地区 ※ 岡山県 岡山市 瀬戸
神奈川県 横浜市 関内・関外地区 ※ 広島県 広島市 大州（広島駅周辺部） ※
神奈川県 横浜市 磯子根岸地区 広島県 広島市 宇品御幸一丁目地区 ※
神奈川県 横浜市 二俣阿久和地区 広島県 広島市 丹那地区 ※
神奈川県 横浜市 戸塚地区 広島県 広島市 長束地区 H19.6.1計画策定

神奈川県 横浜市 飯島地区 広島県 広島市 吉島地区
神奈川県 鎌倉市 腰越 広島県 広島市 三篠・横川地区
神奈川県 鎌倉市 手広・深沢 広島県 広島市 東観音地区
神奈川県 鎌倉市 鎌倉駅周辺 広島県 広島市 白島地区
神奈川県 藤沢市 善行 広島県 広島市 楽々園地区
神奈川県 藤沢市 鵠沼 山口県 周南市 徳山駅前
神奈川県 茅ヶ崎市 室田 ※ 山口県 柳井市 古開削地区
神奈川県 秦野市 鶴巻 山口県 田布施町 本町、一本松、長合、八和田地区
神奈川県 伊勢原市 成瀬（高森） 徳島県 小松島市 川北第1排水区
神奈川県 川崎市 大師河原・大師臨港地区 徳島県 小松島市 川北第3排水区
神奈川県 川崎市 観音川地区 徳島県 小松島市 川南排水区
新潟県 新潟市 新潟市内 徳島県 小松島市 金磯第２排水区
新潟県 長岡市 川崎地区 H19.6.19計画策定 香川県 高松市 中心市街地地区
石川県 加賀市 片山津地区 愛媛県 松山市 小野川第3排水区
石川県 内灘町 大根布地区 愛媛県 宇和島市 城南排水区（第９分区）
福井県 鯖江市 東部工業団地第一排水区 ※ 愛媛県 新居浜市 一宮地区
福井県 福井市 月見・みのり地区 H18.7.21計画策定 高知県 四万十市 中村地区
山梨県 甲府市 里垣地区 福岡県 北九州市 門司地区 ※
山梨県 甲府市 新紺屋地区 福岡県 北九州市 枝光地区 ※
岐阜県 大垣市 大垣 福岡県 福岡市 天神地区
静岡県 静岡市 清水区飯田・高橋３丁目 福岡県 福岡市 博多駅周辺地区 ※
静岡県 静岡市 清水区押切・石川新町 福岡県 久留米市 諏訪野地区
静岡県 静岡市 清水区追分２丁目・清水春日町 福岡県 飯塚市 西部排水区 ※
静岡県 静岡市 駿河区下川原 福岡県 大野城市 筒井排水区 ※
静岡県 磐田市 二之宮地区 H19.7.26計画策定 福岡県 大野城市 大野東排水区 ※
愛知県 名古屋市 柴田排水区 H19.8.7計画策定 熊本県 熊本市 加勢川第６排水区（東町地区・若葉地区）

愛知県 名古屋市 鳴尾ポンプ排水区 H19.8.7計画策定 大分県 臼杵市 狭間新地排水区
愛知県 名古屋市 喜惣治ポンプ排水区 ※ 宮崎県 延岡市 富美山地区
愛知県 名古屋市 中小田井ポンプ排水区 鹿児島県 鹿児島市 甲突川左岸地区 H19.6.28計画策定

愛知県 名古屋市 野並ポンプ排水区 鹿児島県 鹿児島市 真砂、鴨池地区 H19.6.28計画策定

愛知県 名古屋市 平田ポンプ排水区 ※ 鹿児島県 鹿児島市 谷山地区 H19.6.28計画策定

愛知県 名古屋市 落合ポンプ排水区 沖縄県 沖縄市 安慶田地区
愛知県 名古屋市 笠寺ポンプ排水区

合計数
都道府県 市町村 地区又は処理区 実施地区

33 65 151 14

上記の他に、下水道総合浸水対策緊急事業には該当しないが、地方公共団体において下水道総合浸水対策緊急事業に準じて緊急的に事業を実施する
必要があると考えている地区が１５３地区（７５市町村）ある。

※「浸水被害緊急改善下水道事業」（旧事業）から継続実施している地区
   （３７地区）


