
（別紙）敷地面積一覧表
下水処理場　敷地面積

名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分 名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分
　鶴見ポンプ場　　　　　 978.00 ポンプ場 　千田水資源再生センター　　　　 88,146.00 処　理　場
　白島ポンプ場　　　　　 1,600.00 ポンプ場 　江波水資源再生センター 34,226.00 処　理　場
　基町ポンプ場　　　　　 820.00 ポンプ場 　旭町水資源再生センター 16,613.00 処　理　場
　吉島ポンプ場　　　　　 7,366.00 ポンプ場 　西部水資源再生センター　　　 205,609.13 処　理　場
　横川ポンプ場　　　　　 2,369.00 ポンプ場 　西部水資源再生センター 72,283.79 処　理　場
　大州ポンプ場　　　　　 7,206.00 ポンプ場 　虹山団地処理場（廃止）　　　　 2,591.25 処　理　場
　旭町ポンプ場　　　　　 5,383.00 ポンプ場 　大原台団地処理場（廃止） 1,986.66 処　理　場
　宇品ポンプ場　　　　　 9,177.53 ポンプ場 　平和台団地第一処理場（廃止） 1,233.09 処　理　場
　出島中継ポンプ場　　　 710.00 ポンプ場 　安光が丘団地処理場(廃止)　 497.94 処　理　場
　丹那中継ポンプ場　　　 430.00 ポンプ場 　安緑が丘団地第二処理場（廃止） 695.62 処　理　場
　元宇品中継ポンプ場　　 460.00 ポンプ場 　武田山団地処理場（廃止）　 815.81 処　理　場
　大正橋ポンプ場　　　　 216.20 ポンプ場 　松が丘団地第一処理場（廃止） 279.04 処　理　場
　新出島ポンプ場 5,400.00 ポンプ場 　松が丘団地第二処理場（廃止） 75.69 処　理　場
　寺屋敷中継ポンプ場 443.00 ポンプ場 　五月が丘団地処理場（廃止） 1,216.91 処　理　場
　己斐中継ポンプ場　　　 306.34 ポンプ場 　伴瀬戸内団地処理場（廃止） 1,069.66 処　理　場
　戸坂中継ポンプ場　　　 1,055.37 ポンプ場 　翠光台団地処理場（廃止） 1,602.91 処　理　場
　天水ポンプ場　　　　　 1,016.38 ポンプ場   東浄団地処理場(廃止) 3,564.46 処　理　場
　小田ポンプ場　　　　　 4,484.57 ポンプ場 　ふじビレッジ団地処理場(廃止) 966.77 処　理　場
　山手中継ポンプ場　　　 349.72 ポンプ場 　あさひが丘団地処理場(廃止) 2,730.62 処　理　場
　八木中継ポンプ場　　　 1,257.63 ポンプ場 　杉並台団地処理場（廃止） 1,519.10 処　理　場
　竜王中継ポンプ場　　　 294.75 ポンプ場   森域団地処理場（廃止） 1,403.00 処　理　場
　庚午ポンプ場　　　　　 9,880.00 ポンプ場 　処理場　敷地面積　計 439,126.45
　福島ポンプ場　　　　　 4,051.00 ポンプ場
　南観音ポンプ場　　　　 6,814.25 ポンプ場
　井口ポンプ場　　　　　 2,030.01 ポンプ場 　雨水貯留池　敷地面積
　牛田ポンプ場　　　　　 3,280.00 ポンプ場 名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分
　東雲ポンプ場　　　　　 6,270.00 ポンプ場 　大州雨水貯留池 10,307.24 雨水貯留池
　青崎ポンプ場　　　　　 4,840.00 ポンプ場
　船越ポンプ場　　　　　 7,210.00 ポンプ場 　雨水滞水池　敷地面積
　院内中継ポンプ場 245.98 ポンプ場 名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分
　三滝中継ポンプ場 337.86 ポンプ場 　大州雨水滞水池 18,386.94 雨水滞水池
　尾和ポンプ場 5,532.43 ポンプ場
　美の里ポンプ場 2,234.77 ポンプ場 　事業予定地  敷地面積
　舟木ポンプ場　　　　　 1,931.89 ポンプ場 名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分
　小己斐ポンプ場　　　　 2,785.00 ポンプ場   南観音遊水池(東側) 8,598.80 事業予定地
　己斐ポンプ場　　　　　 587.38 ポンプ場 　南観音遊水池(西側) 11,497.23 事業予定地
　大町ポンプ場　　　　　 878.82 ポンプ場 　赤石（矢野）事業予定地 135.54 事業予定地
　西原ポンプ場　　　　　 3,739.54 ポンプ場   大河抽水所用地 207.92 事業予定地
　東原ポンプ場　　　　　 4,411.67 ポンプ場   青崎ポンプ場用地 382.96 事業予定地
　戸坂中島ポンプ場　　　 1,667.54 ポンプ場   尾長１号幹線用地 132.07 事業予定地
　下庄ポンプ場　　　　　 2,343.61 ポンプ場 　吉島地区浸水対策事業用地（吉島西三丁目807-7） 2,174.08 事業予定地
　可部中島ポンプ場　　　 1,473.95 ポンプ場 　吉島地区浸水対策事業用地（吉島西三丁目908-3） 13.16 事業予定地
　間所ポンプ場　　　　　 2,014.23 ポンプ場 　事業予定地　敷地面積　計 23,141.76
　仁保ポンプ場　　　　　 1,270.00 ポンプ場
　入川ポンプ場　　　　　 102.00 ポンプ場 　ポンプ場（特環）敷地面積
　中野ポンプ場　　　　　 39.78 ポンプ場 名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分
　小島ポンプ場　　　　　 1,302.50 ポンプ場 　久地第一中継ポンプ場 960.35 ポンプ場

　住吉ポンプ場　　　　　 1,630.10 ポンプ場 　久地第二中継ポンプ場 458.70 ポンプ場

　大磯ポンプ場　　　　　 45.31 ポンプ場 　飯室第一中継ポンプ場 1,188.87 ポンプ場

　吉見ポンプ場　　　　　 3,360.00 ポンプ場 　飯室第二中継ポンプ場 518.47 ポンプ場

　海老橋ポンプ場 3,800.00 ポンプ場 　魚切中継ポンプ場 427.74 ポンプ場

　中央北ポンプ場 1,340.05 ポンプ場 　中河内中継ポンプ場 1,832.94 ポンプ場
　東野ポンプ場 3,111.67 ポンプ場 　くすのき台調整槽 3,211.31 調整槽
　大原ポンプ場 1,601.56 ポンプ場 　勝木第二中継ポンプ場 625.44 ポンプ場
　友竹ポンプ場 303.79 ポンプ場 　敷地面積　計 9,223.82
　下相田ポンプ場 2,100.00 ポンプ場
　可部ポンプ場 5,309.00 ポンプ場 　合併処理浄化槽　敷地面積
　八幡東ポンプ場 4,220.02 ポンプ場 名　　　　　称 敷地面積（単位：㎡） 区　　分
　段原ポンプ場 (上屋分) 3,250.00 ポンプ場 　【広島市内817か所（817基）】 3,823.56 合併処理浄化槽
　西部臨海ポンプ場 6,928.10 ポンプ場
　仁保ポンプ所（仁保ポンプ場とは別）　　　　　 460.00 ポンプ場
　新地ポンプ場 3,420.00 ポンプ場 公共敷地面積合計 681,027.07
　勝木第一中継ポンプ場 875.02 ポンプ場 特環敷地面積合計 9,223.82
　可部中島ポンプ場 2,721.80 ポンプ場 浄化槽敷地面積合計 3,823.56
　段原ポンプ場 3,253.33 ポンプ場
　丹那ポンプ所 158.90 ポンプ場
　新宇品ポンプ場 4,950.07 ポンプ場
　江波雨水滞水池+新江波ポンプ場 8,050.26 雨水滞水池+ポンプ場

　あさひが丘中継ポンプ場 578.00 ポンプ場
　ポンプ場　敷地面積　 計 190,064.68

ポンプ場　敷地面積　（公共）



ｍ単位

公共下水道 5,502,413.08

特定環境保全公共下水道 126,955.55

農業集落排水 243,721.09

市営浄化槽 3,613.35

総　　延　　長 5,876,703.07

ｍ単位

公共下水道 1,712,807.66

特定環境保全公共下水道 31,301.34

農業集落排水 54,890.46

総　　延　　長 1,798,999.46

ｍ単位

公共下水道 182,953.09

農業集落排水 1.00

総　　延　　長 182,954.09

管きょ延長

暗　　渠（取付管含まない）

取付管

開　　渠


