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この経営理念は、水道事業及び公共下水道事業の経営実施主体である上下水
道局として、組織が目指すべき姿のほか、職員の判断や行動の基本となる考え方
を表すものです。

事業経営を進めていくうえで、常に『感謝』の気持ちを大切にすることを胸に
刻みながら、水循環を適正に保ち、将来にわたって安全な水を市民の皆さんに提
供するとともに、下水道整備による生活環境の改善のほか、浸水対策により市民
の皆さんの安心な生活に寄与していくことを表現したものです。

【高知市上下水道局経営理念】
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令和４年度 高知市の下水道

　下水道は大きく分けて２つの役割があります。
　家庭や事業所などから出る汚水を下水道管で水再生センターまで送り、きれいな水にして河川や海に返す「汚水を処理
する役割」と、市街地に降った雨水を下水道管でポンプ場まで送り、河川に排水し浸水を防ぐ「雨水を排除する役割」です。

　汚水を集め処理するの
で、きれいな水辺が蘇り
ます。

　家庭内の汚水を下水
道管に流すことで住宅の
周りの溝に蚊などが発生
しなくなり、悪臭もなくな
ります。

　大事な財産、生命まで
奪う恐ろしい水害から私
たちを守ります。

　処理場空間を公園に
したり、下水汚泥を肥料
にしたり、あるいは処理
水の再利用など様々な研
究をしています。

　便所の水洗化によって
快適な生活ができます。



　沈殿池で沈んだ汚泥を集めて、
脱水等処理を行います。汚泥処分
の方法は各施設で異なります。
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　高知市の下水道普及率は令和３
年度末65.4％と全国平均を大きく
下回っています。これは、台風や集
中豪雨による浸水被害を受け、
雨水対策に重点を置かざるをえなく
なったためです。
　現在は、この遅れを少しでも早く
取り戻すため、汚水を中心とした整
備を行っています。
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　本市は、1889(明治22)年に市制(人口21,823人、面積
2.81km₂規模)を施行し、その後、隣接町村との編入・合併により県
都として県内の政治経済、文化の先導的役割を果たしながら発展し
てきました。
　北に四国山地が連なり、南に黒潮の暖流がめぐるなどの地形、気
象、地質などの自然的条件から年平均降雨量は約2,700mmであ
り、多い年は3,000mmを超え、少ない年でも2,000mmの降雨を
記録しており、災害が発生しやすい地勢となっています。
　市内には市域を分断するように７つの河川が流れ、その河川に挟ま
れた平地部は、三角州からなり、ゼロメートル地帯が７km₂にもおよん
でいます。このため、度々来襲する台風等により甚大な水害・土砂災害
が発生しており、市民生活・経済は計り知れない影響を被ってきました。
　また、１９４６(昭和21)年１２月土佐湾沖約１００kmにある南海トラ
フ上を震源とした南海地震(M8.1)では、1.2ｍの地盤沈下や津波に
よる堤防決壊により大きな被害を受けました。政府による長期評価で
は次期南海トラフ地震の発生が10年以内では30％程度、３０年以内
では７０～８０％、４０年以内では９０％程度もしくはそれ以上と予測
されています。

　高知市は地理的及び地形的に浸水被害が起こりや
すく、古くから浸水対策を進めてきました。
　現在、高知市においては、公共下水道の合流及び雨
水ポンプ施設が２２か所、都市下水路のポンプ場が４
か所あります。

　本市の下水道は、１９４５（昭和２０）年７月に高知市大空襲により中
心市街地の大部分が被災し、市街地は壊滅的な打撃を受けましたが、
１９４８（昭和２３）年に戦災復興の事業計画の中で下水道事業に着手
し、１９５０（昭和２５）年には市の中心部１５６haを中部排水区として事
業認可を受けました。しかしながら、浸水対策を主体とした取り組みで
あり、処理場事業の着手は9年後の1959（昭和３４）年（事業認可）、供
用開始はさらに１０年後の１９６９（昭和４４）年となっています。
　１９６９（昭和４４）年には、急速な都市化の中で全市的な下水道計
画が必要となっていることから「高知市公共下水道基本計画」を策定
し、本格的な取組を開始しています。その後、分流式下水道の導入や
計画降雨強度の変更、人口増加に伴う汚水量変化への対応など６度
にわたって下水道基本計画を見直し、処理区域(下水道普及率)の拡
大に向けて取り組んでいます。
　また、１９７０（昭和４５）年、１９７５・１９７６（昭和５０・５１）年の台風
災害や１９９８（平成10）年の集中豪雨災害など未曾有の浸水災害
を経験したことから市民の財産を浸水被害から守り「安全・安心のま
ちづくり」を進めるため、浸水対策にも積極的に取り組んでいます。
　さらに近年では、南海トラフ地震対策として、被災時における下水
道施設の被害を最小限にとどめ、施設の早期復旧を可能とするため、
耐震・耐津波化を進めています。
　また、ストックマネジメント計画を策定し、中長期的な視点から下水
道施設全体の計画的かつ効率的な維持管理に取り組んでいます。

令和４年度 高知市の下水道



※１ ２以上の市町村の区域における汚水を流す下水道管や下水処理場を流域下水道といい、高知市東部処理区（一宮布師田、大津介良高須、
五台山等）・南国市・香美市の汚水は浦戸湾東部流域下水道の高須浄化センター（県管理）で処理されています。

 また、流域下水道へ接続し、市町村が管理する下水道を流域関連公共下水道といいます。

※２ 流域下水道に接続する流域関連公共下水道に対して、下水を集めて処理するまでの工程をすべて市で行うものを単独公共下水道といい
ます。

下水道の種類 流域関連公共下水道※１ 単独公共下水道
※２

合計
処理区分

浦戸湾東部処理区

小計

瀬戸処理区浦戸湾東部
処理区

下知潮江
（その１）

下知潮江
（その２）

処理場
高須浄化
センター
（県管理）

下知水再生
センター

潮江水再生
センター

瀬戸水再生
センター

全体計画
（～令和19年度）

面積
計 ha 951.95 1,739.50 1,195.97 3,887.42 386.70 4,274.12

うち合流 ha - 597.92 101.30 699.22 - 699.22

人口 人 51,500 99,100 65,300 215,900 19,000 234,900

日平均
汚水量

m³ /日 17,930 43,250 24,019 85,199 6,070 91,269

日最大
汚水量

21,829 52,832 32,047 106,708 7,916 114,624

時間最大
汚水量

32,197 78,484 48,025 158,706 11,469 170,175

事業計画
（～令和5年度）

面積
計 ha 808.31 1,653.07 1,167.35 3,628.73 385.30 4,014.03

うち合流 ha - 597.92 101.30 699.22 - 699.22

人口 人 51,100 106,900 70,000 228,000 22,200 250,200

日平均
汚水量

17,296 45,615 25,098 88,009 7,056 95,065

日最大
汚水量

21,058 55,662 33,523 110,243 9,190 119,433

時間最大
汚水量

30,882 82,440 50,138 163,460 13,323 176,783

R4.3.31時点
整備状況

面積 ha 700.46 1,298.22 799.23 2,797.91 343.80 3,141.71

人口 人 44,408 91,224 53,992 189,624 19,923 209,547

m³ /日

m³ /日

m³ /日

m³ /日

m³ /日
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2022（R４）.３現在

下 知 処 理 分 区
潮 江 処 理 分 区
浦戸湾東部処理分区
瀬 戸 処 理 分 区

事 業 計 画 区 域
処 理 区 域
合 流 区 域



2022（R４）.３現在

令和４年度 高知市の下水道

初 月 １ 号 補 完 ポ ン プ
南 秦 泉 寺 補 完 ポ ン プ

初 月 ２ 号 補 完 ポ ン プ
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注） 令和6年度以降は、供用開始日から3年以内に接続工事の完了する家屋が対象となります。

① 下水道整備課に事前相談
② 現地調査等を実施
　（調査には一定の期間を要します）
③ 調査後、整備可能スケジュールや手続きを説明
④ 要望書提出（スケジュール等の都合がつく場合）

※別途、私道へも下水道管を布設できる制度もありますので、ご相談ください。

※同一町内会または隣接町内会でなくてもグループを構成できるようになりました。

公道内への公共下水道布設要望制度

新築や改築などに伴い早期に下水道を利用したい方を対象に、公道への下水道の整備について、
要望をお聞きする制度を設けています。

手続きの流れ

ただし、次の２点についてあらかじめ、
ご了承ください
◎要望書を受理してから整備が完了する
　まで、通常５か月程度かかります。
◎現地の状態や予算などから、ご要望に
　沿えないことがあります。
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令和４年度　公共下水道事業会計予算について

23億 5,709万円

4億1,500万円

13億 5,140万円

1億6,300万円

管渠の耐震化や下知ポンプ場の改築等を行います。

令和４年度 高知市の下水道

9億 9,300万円9億 9,300万円

88億 4,480万円88億 4,480万円98億 3,780万円98億 3,780万円

130億 5,630万円130億 5,630万円99億 4,250万円99億 4,250万円

その他の収入

56億4,472万円
その他の収入

56億4,472万円

不足額

31億1,380万円
不足額

31億1,380万円 施設の建設改良費など

63億1,845万円
施設の建設改良費など

63億1,845万円

借入金の元金返済

67億3,785万円
借入金の元金返済

67億3,785万円

補助金・負担金など

35億5,258万円
補助金・負担金など

35億5,258万円

国などからの借入金

63億8,992万円
国などからの借入金

63億8,992万円

下水道使用料

41億9,308万円
下水道使用料

41億9,308万円

施設の維持管理費など

19億９,344万円
施設の維持管理費など

19億９,344万円
借入金の支払利息

 9億４,300万円
借入金の支払利息

 9億４,300万円

施設の減価償却費など

53億2,253万円
施設の減価償却費など

53億2,253万円

職員の給与費

5億8,583万円
職員の給与費

5億8,583万円



定数238名　現員228名　管理者及び再任用（係長級以上）は定数外

旭・針木浄水場

水道施設担当

技術監理課 技術監理担当
技術監理担当調整官技術専門官

技術管理監

企画財務課

下水道維持係

管路情報係

国土交通省（派遣）

高知県（派遣）

局長 次長

上下水道事業管理者

給排水サービス担当調整官
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水道維持修繕担当

下水道事業
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