
（参考図面）水の安全・安心基盤整備 横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2-A-1

2-A-2

2-A-3

2-A-4

2-A-52-A-6

2-A-7

2-A-8

2-A-9

2‐A‐10‐1  施設計画見直し事業

2‐A‐10 横浜市全域



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐1,2‐C‐1  北部処理区計画図

2‐A‐1‐24

末吉ポンプ場

2‐A‐1‐26  北綱島第二幹線

2‐A‐1‐9,2‐A‐1‐16 ,2‐A‐1‐31,2‐A‐1‐38,2‐A‐1‐39

北部第二水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐1‐27  日吉地区

2‐A‐1‐25  獅子ケ谷雨水幹線

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

凡 例

管きょの改築

（浸水対策）

2‐A‐1‐1  矢向・江ケ崎地区

2‐A‐1‐41  浸水対策事業

2‐A‐1‐42  水再生センター・ポンプ場・管きょの長寿命化

2‐A‐1‐8 ,2‐A‐1‐15
2‐A‐1‐35,2‐A‐1‐36,2‐A‐1‐37,2‐C‐1‐1  

北部第二水再生センター

2‐A‐1‐20 上末吉ポンプ場

2‐A‐1‐17  江ケ崎ポンプ場

2‐A‐1‐18 高田ポンプ場

2‐A‐1‐23北綱島ポンプ場

2‐A‐1‐22

鶴見ポンプ場

2‐A‐1‐7 ,2‐A‐1‐14,2‐A‐1‐29 
北部第一水再生センター

2‐A‐1‐4  平安市場幹線

2‐A‐1‐11 ,2‐A‐1‐21 ,2‐A‐1‐32

樽町ポンプ場

2‐A‐1‐45  下末吉地区

2‐A‐1‐19

市場ポンプ場



下水道浸水被害軽減総合事業計画 矢向・江ケ崎地区 
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凡  例 

計画区域 

2-A-1-1 管きょの改築 
（浸水対策） 

2-C-1-1 効果促進事業 

道路 

鉄道 



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐2  港北処理区計画図

2‐A‐2‐13  菅田雨水幹線

2‐A‐2‐10  美しが丘地区

凡 例

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

2‐A‐2‐11  新羽末広幹線

2‐A‐2‐20  浸水対策事業

2‐A‐2‐21  水再生センター・ポンプ場・管きょの長寿命化

2‐A‐2‐24 雨水浸透ます設置

2‐A‐2‐4  

鴨居ポンプ場

2‐A‐2‐9

川向ポンプ場

2‐A‐2‐8,2‐A‐2‐17   

太尾ポンプ場

2‐A‐2‐10  東山田地区

2‐A‐2‐1,2‐A‐2‐5  ,
2‐A‐2‐15 ,2‐A‐2‐18,

港北水再生センター

2‐A‐2‐2,2‐A‐2‐7  ,2‐A‐2‐16 

新羽ポンプ場

2‐A‐2‐12  新横浜駅前第二幹線



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐3  都筑処理区計画図

凡 例

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

2‐A‐3‐12 雨水浸透ます設置

2‐A‐3‐1,2‐A‐3‐3,2‐A‐3‐6,2‐A‐3‐7,2‐A‐3‐8,2‐A‐3‐9

都筑水再生センター

2‐A‐3‐4  緑区内

2‐A‐3‐4  本村地区



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐4  神奈川処理区計画図

凡 例

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

雨水調整池の整備

管きょの改築（浸水対策）

2‐A‐4‐14  浸水対策事業

2‐A‐4‐15  水再生センター・ポンプ場・管きょの長寿命化

2‐A‐4‐20 雨水浸透ます設置

2‐A‐4‐1  東神奈川地区

2‐A‐4‐2,2‐A‐4‐4 ,2‐A‐4‐10 

神奈川水再生センター

2‐A‐4‐1  横浜駅周辺地区

2‐A‐4‐8  帷子川右岸雨水幹線

2‐A‐4‐7  星川雨水調整池

2‐A‐4‐3 ,2‐A‐4‐6,2‐A‐4‐11 保土ケ谷ポンプ場

2‐A‐4‐5,2‐A‐4‐18

桜木ポンプ場

2‐A‐4‐16  六角橋雨水幹線2‐A‐4‐17  上菅田雨水幹線

2‐A‐4‐19  多目的調整池

2‐A‐4‐21  平沼ポンプ場



 

 

下水道浸水被害軽減総合事業計画 東神奈川地区 
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凡  例 

計画区域 

2-A-4-1 管きょの改築 
（浸水対策） 

道路 

鉄道 



下水道浸水被害軽減総合事業 横浜駅周辺地区 
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凡  例 

計画区域 

2-A-4-1 管きょの改築 
（浸水対策） 

道路 

鉄道 



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐5  中部処理区計画図

凡 例

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

2‐A‐5‐6  山下ポンプ場

2‐A‐5‐4,2‐A‐5‐5  ,2‐A‐5‐9 ,2‐A‐5‐10

中部水再生センター

2‐A‐5‐7  本牧第二幹線

2‐A‐5‐3  本牧幹線

2‐A‐5‐12  大和地区

2‐A‐5‐13  千代崎幹線



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐6 南部処理区計画図

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

凡 例

管きょの改築（浸水対策）

処理区界・

下水道法における事業計画区域

2‐A‐6‐21  浸水対策事業

2‐A‐6‐22  水再生センター・ポンプ場・

管きょの長寿命化

2‐A‐6‐5,2‐A‐6‐8,2‐A‐6‐17,
2‐A‐6‐19  

南部水再生センター

2‐A‐6‐1  関内関外地区

2‐A‐6‐12  初音雨水幹線

2‐A‐6‐14  大岡川右岸雨水幹線

2‐A‐6‐1  磯子根岸地区

2‐A‐6‐15  大岡右岸幹線

2‐A‐6‐9 

磯子ポンプ場

2‐A‐6‐2 根岸第二汚水幹線

2‐A‐6‐13  初音雨水支線



下水道浸水被害軽減総合事業計画 関内関外地区 
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凡  例 

計画区域 

2-A-6-1 管きょの改築 
（浸水対策） 

道路 

鉄道 



下水道浸水被害軽減総合事業 磯子根岸地区 
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凡  例 

計画区域 

2-A-6-1 管きょの改築 
（浸水対策） 

道路 

鉄道 



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐7,2‐C‐7 金沢処理区計画図

凡 例

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

2‐A‐7‐22   施設計画見直し事業

2‐A‐7‐23   水再生センター・ポンプ場・
管きょの長寿命化

2‐A‐7‐8  金沢水再生センター前処理施設

（鳥浜第一工場排水処理場）

2‐A‐7‐5  磯子金沢線送泥管

2‐A‐7‐1 ,2‐A‐7‐6 ,
2‐A‐7‐13 ,2‐A‐7‐17
金沢水再生センター

2‐A‐7‐11  富岡地区

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3
金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21,2‐C‐7‐1,2‐C‐7‐2,2‐C‐7‐3

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐2 ,2‐A‐7‐7,2‐A‐7‐14,2‐A‐7‐18,2‐A‐7‐19   
2‐A‐7‐21

金沢水再生センター汚泥処理施設

2‐A‐7‐8,2‐A‐7‐15  金沢水再生センター前処理施設

（福浦工場排水処理場）

2‐A‐7‐11  大川地区

2‐A‐7‐4,2‐A‐7‐10  六浦ポンプ場

2‐A‐7‐3 ,2‐A‐7‐9  金沢ポンプ場



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

2‐A‐8‐1,2‐A‐8‐5,2‐A‐8‐17
栄第一水再生センター

2‐A‐8‐11 川上第二雨水幹線

2‐A‐8‐7  笠間ポンプ場

2‐A‐8,2‐C‐8  栄処理区計画図 凡 例

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

ポンプ場 改築

雨水調整池の整備

管きょの整備（浸水対策）

処理区界・

下水道法における事業計画区域

2‐A‐8‐9,2‐C‐8‐1  飯島地区

2‐A‐8‐12  下倉田第二幹線

2‐A‐8‐13  白土谷雨水幹線

2‐A‐8‐20  浸水対策事業

2‐A‐8‐22 雨水浸透ます設置

2‐A‐8‐14  平戸第二雨水幹線

2‐A‐8‐9,2‐C‐8‐1  戸塚地区

2‐A‐8‐2,2‐A‐8‐6 ,2‐A‐8‐18

栄第二水再生センター

2‐A‐8‐4 ,2‐A‐8‐8

戸塚ポンプ場

2‐A‐8‐10  金井雨水調整池



下水道浸水被害軽減総合事業計画 戸塚地区 
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   ↓ 栄処理区 

      2-Ａ-8-9 管きょの整備（浸水対策） 

 

 

 

 

 

                    2-C-8-１  

 

凡  例 

計画区域 

管きょの整備 
（浸水対策） 

効果促進事業 

道路 

鉄道 

2-Ａ-9-5 管きょの整備（浸水対策）



 

 

下水道浸水被害軽減総合事業計画 飯島地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  本郷台駅 

 

 

    ↓ 大船駅 

凡  例 

計画区域 

2-A-8-9 管きょの整備 
（浸水対策） 

2-C-8-1 効果促進事業 

道路 

鉄道 



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市

　　
　　

交付対象

2‐A‐9‐1,2‐A‐9‐2,2‐A‐9‐7

西部水再生センター

2‐A‐9‐4 東中田第二雨水幹線

2‐A‐9‐6 東原地区

2‐A‐9‐6 南瀬谷地区

2‐A‐9‐5,2‐C‐9‐1 瀬谷飯田地区

管きょ・幹線の整備

管きょ・幹線の改築

水再生センター 増設

水再生センター 改築

処理区界・

下水道法における事業計画区域

凡 例

管きょの整備（浸水対策）

2‐A‐9‐5 戸塚地区

2‐A‐9‐9 浸水対策事業

2‐A‐9‐10  水再生センター・ポンプ場・管きょの長寿命化

2‐A‐9‐11 雨水浸透ます設置

2‐A‐9‐3 汲沢第二雨水幹線

2‐A‐9,2‐C‐9

西部処理区計画図



下水道浸水被害軽減総合事業計画 瀬谷飯田地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              瀬谷駅 
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北側 
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南側 
 
 

                             いずみ中央駅 

凡  例 

計画区域 

2-A-9-5 管きょの
整備（浸水対策）
 
2-C-9-1 
効果促進事業 

道路 

鉄道 



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

管きょの耐震化計画図

凡 例

地域防災拠点

管きょの耐震化

2‐A‐7‐12 

2‐A‐6‐16 

2‐A‐5‐8

2‐A‐4‐9

2‐A‐1‐28



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

管きょの耐震化計画図（緊急輸送路

緊急輸送路

管きょの耐震化

2‐A‐7‐12 

2‐A‐6‐16 

2‐A‐5‐8

2‐A‐4‐9

2‐A‐2‐14

2‐A‐1‐28

凡 例



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

管きょの耐震化計画図（軌道下）

2‐A‐8‐16 

2‐A‐4‐9

凡 例

管きょの耐震化

軌道



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　横浜市下水道整備計画

計画の名称 横浜市下水道整備計画（水の安全・安心基盤整備分野）

計画の期間 平成22年度　～　平成25年度　（4年間） 横浜市交付対象

合流式下水道改善

事業計画図

2‐A‐4‐13,2‐A‐5‐10


