
 

 

 

 議案第３号 

宇 都 住 第 ３ ０ ７ 号 

令 和 ２ 年 ( 2 0 2 0 年 ) ８ 月 ７ 日 

宇部市都市計画審議会 

会長  榊 原 弘 之  様 

 

宇部市長  久 保 田 后 子     

 

 

宇部都市計画下水道の変更について（付議） 
 

 

下記のとおり都市計画下水道を変更することについて、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第２１条第２項において準用する同法第１９

条第１項の規定により、貴会に付議します。 

 

 

記 

 

 

宇部都市計画下水道の変更（宇部市決定） 宇部都市計画下水道の変更（宇部市決定） 宇部都市計画下水道の変更（宇部市決定） 宇部都市計画下水道の変更（宇部市決定） 
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宇部都市計画 宇部市公共下水道「２.排水区域」、及び、「３.下水管渠」中 西岐波 2 号汚水幹線を次のように変更し、厚南 3 号汚水幹線を

廃止する。また、「４.その他の施設（１）ポンプ施設」中 吉田ポンプ場を次のように追加する。 

 

 

１．下水道の名称 

宇部市公共下水道 

 

２．排水区域 

「排水区域は総括図表示のとおり。ただし、排水区域は、概ねの区域を表示するものであり、「農業振興地域の整備に関する法律」第８条第

１項に基づき定めた農業振興地域整備計画における「農用地区域」は含まない。」 

（備考）面積 約 3,876ha  汚水 約 3,876ha （内合流 約 386.5ha、分流 約 3,489.0ha） 

                  雨水 約 3,876ha 

    

３．下水管渠 

内  訳 
位  置 

備 考 
起点 終点 

西岐波 2号汚水幹線 宇部市亀浦五丁目 宇部市亀浦五丁目  

「区域は計画図表示のとおり」 

 

４．その他の施設 

（１）ポンプ施設 

内  訳 位  置 備  考 

吉田ポンプ場 宇部市大字西岐波字前ヶ沢 面積 約 04650m2 

「区域は計画図表示のとおり」 
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理 由 
 

 

宇部市公共下水道の排水区域は、昭和23年に中心市街地約248haを計画決定し、現在では約5,199haの区域を対象に整備を進めてきており、

平成 30 年度末の宇部市公共下水道整備済み区域は約 3,042ha であります。 

この度は、将来の人口減少等を見据え、効率的な下水道整備計画区域に見直すことで、持続可能な下水道経営を目指した排水区域に変更す

るとともに、下水管渠の変更及び削除を行うものです。 

また、宇部市公共下水道に隣接する一部事務組合（宇部阿知須公共下水道組合）により整備を進めている宇部市、山口市公共下水道（宇部

市分）においても同様に、下水道整備計画区域を見直すことで、吉田分区を宇部市公共下水道の排水区域に編入し、あわせて吉田ポンプ場を

追加するものです。 
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●ときわ公園

●山口宇部空港

●宇部市役所

●宇部駅

宇部都市計画下⽔道の変更（案）

【東部・⻄部処理区】

●吉田ポンプ場（追加）

厚南3号汚⽔幹線
（下⽔管渠の削除）

⻄岐波2号汚⽔幹線
（下⽔管渠の終点変更）
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宇部都市計画下⽔道の変更（案）

【楠処理区】

●北部総合⽀所
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宇部都市計画下⽔道の変更（案）

終点変更

（起点：下流側、終点：上流側）

【下⽔管渠】

山口宇部空港
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宇部都市計画下⽔道の変更（案）

【下⽔管渠】

厚南３号汚⽔幹線  【削除】

厚
東
川
→

⻄部浄化センター
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宇部都市計画下⽔道の変更（案）

【その他施設】

【追加】

白土海⽔浴場
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宇部都市計画下⽔道の変更（案）

●宇部市役所

●ときわ公園

●山口宇部空港

●宇部駅

【東部・⻄部処理区】
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宇部都市計画下⽔道の変更（案）

●北部総合⽀所

【楠処理区】



 

新 旧 対 照 表 
１．下水道の名称 

旧 新 

宇部都市計画 宇部市公共下水道 宇部都市計画 宇部市公共下水道 

２．排水区域 

旧 新 

総括図表示のとおり 総括図表示のとおり 

（備考） 

面積 約 5,199ha 汚水 約 5,199ha 

          雨水 約 5,199ha 

（内合流 約 386.5ha 分流 約 4,812.9ha） 

（備考） 

面積 約 3,876ha  汚水 約 3,876ha 

          雨水 約 3,876ha 

（内合流 約 386.5ha 分流 約 3,489.0ha） 

３．下水管渠 

旧 新 

内訳：西岐波２号汚水幹線 

起点：宇部市亀浦五丁目 

終点：宇部市亀浦四丁目 

備考：管径 ☉1.35～1.10m 延長 約 290m 

内訳：西岐波２号汚水幹線 

起点：宇部市亀浦五丁目 

終点：宇部市亀浦五丁目 

備考：管径 ☉1.35～1.10m 延長 約 290m 

内訳：八王子汚水幹線 

起点：宇部市明神町一丁目 

終点：宇部市亀浦五丁目 

備考：管径 ☉1.20～0.80m 延長 約 2,090m 

内訳：八王子汚水幹線 

起点：宇部市明神町一丁目 

終点：宇部市亀浦五丁目 

備考：管径 ☉1.20～0.80m 延長 約 2,090m 

内訳：東海岸通り汚水幹線 

起点：宇部市港町二丁目 

終点：宇部市明神町一丁目 

備考：管径 ☉1.65m 延長 約 1,390m 

内訳：東海岸通り汚水幹線 

起点：宇部市港町二丁目 

終点：宇部市明神町一丁目 

備考：管径 ☉1.65m 延長 約 1,390m 

内訳：東部浄化センター汚水圧送幹線 

起点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

終点：宇部市港町二丁目 

備考：管径 ☉1.00m 延長 約 1,110m 

内訳：東部浄化センター汚水圧送幹線 

起点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

終点：宇部市港町二丁目 

備考：管径 ☉1.00m 延長 約 1,110m 

―20―



 

 

 

旧 新 

内訳：東部浄化センター汚水幹線 

起点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

終点：宇部市幸町 

 

内訳：東部浄化センター汚水幹線 

起点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

終点：宇部市幸町 

備考：管径 ☉1.00m 延長 約 1,110m 

内訳：東部浄化センター放流管 

起点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

終点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

備考：管径 2×☉1.00m 延長 約 130m 

内訳：東部浄化センター放流管 

起点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

終点：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

備考：管径 2×☉1.00m 延長 約 130m 

内訳：厚南３号汚水幹線 

起点：宇部市大字藤曲字沖土手下 

終点：宇部市大字妻崎開作字崎 32,33 のロ 

備考：管径 ☉1.35m 延長 約 1,860m 

― 

備考：管径 ☉1.35m 延長 約 1,860m 

内訳：小串鍋倉汚水幹線 

起点：宇部市大字藤曲字沖土手下 

終点：宇部市文京町 

備考：管径 ☉1.50～1.35m 延長 約 1,290m 

内訳：小串鍋倉汚水幹線 

起点：宇部市大字藤曲字沖土手下 

終点：宇部市文京町 

備考：管径 ☉1.50～1.35m 延長 約 1,290m 

内訳：西部浄化センター放流管 

起点：宇部市大字藤曲字昭和開作 

終点：宇部市大字藤曲字昭和開作 

備考：管径 ☉1.50m 延長 約 30m 

内訳：西部浄化センター放流管 

起点：宇部市大字藤曲字昭和開作 

終点：宇部市大字藤曲字昭和開作 

備考：管径 ☉1.50m 延長 約 30m 

内訳：楠放流管渠 

起点：宇部市大字船木字四郎丸田 

終点：宇部市大字船木字四郎丸田 

備考：管径 ☉0.40m 延長 約 10m 

内訳：楠放流管渠 

起点：宇部市大字船木字四郎丸田 

終点：宇部市大字船木字四郎丸田 

備考：管径 ☉0.40m 延長 約 10m 
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４．その他の施設 

（１）ポンプ施設 

旧 新 

内訳 ：西岐波ポンプ場 

位置 ：宇部市大字西岐波字江頭 

備考 

面積 ：約 950m2 

内訳 ：西岐波ポンプ場 

位置 ：宇部市大字西岐波字江頭 

備考 

面積 ：約 950m2 

内訳 ：草江ポンプ場 

位置 ：宇部市亀浦五丁目 

備考 

面積 ：約 22,500m2 

内訳 ：草江ポンプ場 

位置 ：宇部市亀浦五丁目 

備考 

面積 ：約 22,500m2 

内訳 ：常盤湖周辺第３ポンプ場 

位置 ：宇部市大字沖宇部字常盤 

備考 

面積 ：約 200m2 

内訳 ：常盤湖周辺第３ポンプ場 

位置 ：宇部市大字沖宇部字常盤 

備考 

面積 ：約 200m2 

内訳 ：常盤湖周辺第２ポンプ場 

位置 ：宇部市開五丁目 

備考 

面積 ：約 200m2 

内訳 ：常盤湖周辺第２ポンプ場 

位置 ：宇部市開五丁目 

備考 

面積 ：約 200m2 

内訳 ：常盤湖周辺第１ポンプ場 

位置 ：宇部市常盤台二丁目 

備考 

面積 ：約 200m2 

内訳 ：常盤湖周辺第１ポンプ場 

位置 ：宇部市常盤台二丁目 

備考 

面積 ：約 200m2 

内訳 ：八王子ポンプ場 

位置 ：宇部市明神町一丁目 

備考 

面積 ：約 4,790m2 

内訳 ：八王子ポンプ場 

位置 ：宇部市明神町一丁目 

備考 

面積 ：約 4,790m2 
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旧 新 

内訳 ：神原ポンプ場 

位置 ：宇部市琴芝町二丁目 

備考 

面積 ：約 360m2 

内訳 ：神原ポンプ場 

位置 ：宇部市琴芝町二丁目 

備考 

面積 ：約 360m2 

内訳 ：小串ポンプ場 

位置 ：宇部市西琴芝一丁目 

備考 

面積 ：約 8,900m2 

内訳 ：小串ポンプ場 

位置 ：宇部市西琴芝一丁目 

備考 

面積 ：約 8,900m2 

内訳 ：浜田ポンプ場 

位置 ：宇部市浜田二丁目 

備考 

面積 ：約 760m2 

内訳 ：浜田ポンプ場 

位置 ：宇部市浜田二丁目 

備考 

面積 ：約 760m2 

内訳 ：厚南ポンプ場 

位置 ：宇部市大字東須恵字下三の割 

備考 

面積 ：約 1,390m2 

内訳 ：厚南ポンプ場 

位置 ：宇部市厚南中央五丁目 

備考 

面積 ：約 1,390m2 

内訳 ：新浦ポンプ場 

位置 ：宇部市床波一丁目 

備考 

面積 ：約 480m2 

内訳 ：新浦ポンプ場 

位置 ：宇部市床波一丁目 

備考 

面積 ：約 480m2 

内訳 ：塩田川ポンプ場 

位置 ：宇部市寿町一丁目 

備考 

面積 ：約 280m2 

内訳 ：塩田川ポンプ場 

位置 ：宇部市寿町一丁目 

備考 

面積 ：約 280m2 

内訳 ：玉川ポンプ場 

位置 ：宇部市大字藤曲字十の割及び字沖土手下 

備考 

面積 ：約 13,300m2 

内訳 ：玉川ポンプ場 

位置 ：宇部市大字藤曲字十の割及び字沖土手下 

備考 

面積 ：約 13,300m2 
 

―23―



 

旧 新 

内訳 ：芝中ポンプ場 

位置 ：宇部市港町二丁目 

備考 

面積 ：約 6,930m2 

内訳 ：芝中ポンプ場 

位置 ：宇部市港町二丁目 

備考 

面積 ：約 6,930m2 

内訳 ：真締川ポンプ場 

位置 ：宇部市松島町 

備考 

面積 ：約 640m2 

内訳 ：真締川ポンプ場 

位置 ：宇部市松島町 

備考 

面積 ：約 640m2 

― 

 

内訳 ：吉田ポンプ場 

位置 ：宇部市大字西岐波字前ヶ沢 

備考 

面積 ：約 650m2 

 

（２）処理施設 

旧 新 

内訳 ：東部浄化センター 

位置 ：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

備考 

面積 ：約 58,000m2 

内訳 ：東部浄化センター 

位置 ：宇部市大字沖宇部字沖ノ山 

備考 

面積 ：約 58,000m2 

内訳 ：西部浄化センター 

位置 ：宇部市大字藤曲字沖土手下 

備考 

面積 ：約 60,000m2 

内訳 ：西部浄化センター 

位置 ：宇部市大字藤曲字沖土手下 

備考 

面積 ：約 60,000m2 

内訳 ：楠浄化センター 

位置 ：宇部市大字船木字四郎丸田及び字椿本 

備考 

面積 ：約 15,400m2 

内訳 ：楠浄化センター 

位置 ：宇部市大字船木字四郎丸田及び字椿本 

備考 

面積 ：約 15,400m2 
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