
下水道管理課

１　下水道事業受益者負担金等徴収状況について

　（１）　受益者負担金

区　　　　　　　分

現　　　年　　　度

過　　　年　　　度

計

　（２）　下水道使用料

区　　　　　　　分

現　　　年　　　度

過　　　年　　　度

計

２　下水道の管理業務について

中央1丁目

中央1丁目

３　水洗便所改造資金等について

　（１）　水洗便所改造資金助成件数

　（２）　下水道工事指定店登録件数

４　管渠建設改良について

中央1丁目，
若宮1丁目

水戸市公共下水道事業計画図（汚水）

及び（雨水）データ更新業務委託

調定額 (円)

水戸市下水道施設管理システムメ
ンテナンス等業務委託

調定額 (円) 収入額 (円)

431,522,192

収入額 (円)

3,394,025,026

134,803,935

30,0082,927,734,156

178,311,212

13,543,578

13,543,578

508,297,334

工事費 (円)工　　　　事　　　　名 工事箇所 工　事　内　容

3,902,322,360 3,359,256,348 9,212,161

着工年月日

19,354,994

466,260,862

収入未済額 (円)

145,412,640

43,507,277 10,608,705

―

不納欠損額 (円)

19,354,994

不納欠損額 (円)

28.8.5

28.4.1から29.3.31まで 計

下水道事業計画図の更
新及び地図データ編集

29.3.31

9,182,153

533,853,851

28.10.3

3,834,000

67,592,989

完了年月日

134,803,935 ―

28.5.13

完了年月日

285
3

収入未済額 (円)

29.3.31
下水道施設管理システ
ムメンテナンス

28.4.1

廃業

水戸市下水道台帳データ再構築業
務委託

下水道台帳データ再構
築

680,400

　　　　登　　　録　　　件　　　数

28.3.31まで
区　　　　分

9,288,000 28.8.13

件　　数

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容 工 事 費  (円) 着工年月日

登録

摘　　　　　　　要区　　　　　　分

利　子　補　給

下水道工事指定店 281

7

融資限度額　　1世帯　480,000円　
―

補給期間　　　　　　　　　48か月　　　　　　　

汚水ます設置及び取付管布設工事 53,902,800

工事箇所

市内一円
汚水ます設置及び取付
管布設工事　168件

29.3.27
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１　管渠建設改良について

工　事　名 工事箇所 工　事　内　容 工事費(円) 着工年月日完了年月日

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝24.9ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝71.1ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝282.2ｍ

推進工

　φ250～300㎜　Ｌ＝305.3ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝130.3ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝127.2ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝436.9ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝264.2ｍ

開削工

　φ150～φ200㎜　Ｌ＝404.9ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝234.1ｍ

推進工

　φ250㎜　Ｌ＝17.9ｍ

推進工

　φ250㎜　Ｌ＝216.1ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝299.2ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝280.8ｍ

開削工

　φ150～200㎜　Ｌ＝391.2ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝30.1ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝436.5ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝293.2ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝291.9ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝105.5ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝331.4ｍ

流域関連下水道石川川処理分区枝線
（1-2工区）工事

酒門町 7,041,600 28.5.21 28.11.7

28.7.12

国補流域関連下水道逆川第12幹線及び
逆川第3処理分区枝線（1-1工区）工事

東野町 46,515,600 28.5.14

下水道整備課

国補公共下水道双葉台処理分区枝線
（4-1工区）工事

双葉台5丁目 27,032,400 28.5.14

公共下水道沢渡川処理分区枝線（3-1
工区）工事

石川4丁目 6,231,600 28.4.29

29.2.10

国補流域関連下水道逆川第2幹線工事
吉沢町，酒
門町

128,919,600 28.5.14 29.2.17

28.11.25

国補公共下水道河和田第8幹線（2工
区）工事

見川町 83,181,600 28.5.21

国補公共下水道渡里処理分区枝線（3-
1工区）工事

渡里町，堀
町

14,526,000 28.5.17

29.3.20

国補流域関連下水道逆川第3処理分区
枝線（1-4工区）工事

吉沢町 44,107,200 28.5.14 29.2.27

国補流域関連下水道逆川第1処理分区
枝線（2-4工区）工事

笠原町 109,501,200 28.5.14

国補流域関連下水道吉田第2処理分区
枝線（1-1工区）工事

酒門町 69,530,400 28.5.21 29.2.14

公共下水道北見・根本排水区枝線（4-
3工区）工事

根本4丁目 6,004,800 28.5.17 28.10.23

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-2工区）工事

東野町 25,768,800 28.5.21 28.12.6

国補流域関連下水道東水戸処理分区枝
線（4-1工区）工事

渋井町 36,558,000 28.5.21 29.3.6

国補流域関連下水道石川川処理分区枝
線（1-1工区）工事

酒門町 29,959,200 28.5.21 29.2.14

流域関連下水道石川川処理分区枝線
（1-3工区）工事

酒門町 28,263,600 28.5.21 29.3.22

28.8.30

29.1.6

国補流域関連下水道逆川第3処理分区
枝線（1-3工区）工事

東野町 28,620,000 28.5.21 29.2.14

国補流域関連下水道逆川第1処理分区
枝線（2-2工区）工事

笠原町 35,802,000 28.5.21 28.9.9
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工　事　名 工事箇所 工　事　内　容 工事費(円) 着工年月日完了年月日

推進工

　φ900㎜　Ｌ＝285.0ｍ

推進工

　φ800㎜　Ｌ＝239.5ｍ

推進工

　φ250㎜　Ｌ＝123.2ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝114.6ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝246.1ｍ

開削工

　φ75～200㎜　Ｌ＝361.9ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝236.9ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝318.3ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝68.1ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝25.1ｍ

開削工

　φ150㎜　Ｌ＝31.9ｍ

推進工

　φ300㎜　Ｌ＝133.8ｍ

開削工

　φ150～200㎜　Ｌ＝301.3ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝13.4ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝24.9ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝26.5ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝5.2ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝102.2ｍ

管きょ更生工

　φ300～600㎜　Ｌ＝154.2ｍ

開削工

　φ400㎜　Ｌ＝32.0ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝35.0ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝105.3ｍ

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-2工区）工事

堀町，渡里
町

110,667,600 28.5.24 29.3.24

国補流域関連下水道逆川第1処理分区
枝線（2-3工区）工事

笠原町 48,157,200 28.5.24 29.2.27

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-1工区）工事

渡里町 157,658,400 28.5.24 29.2.27

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-
6工区）工事

大塚町 34,441,200 28.5.28 28.12.21

国補流域関連下水道吉田第1処理分区
枝線（1-4工区）工事

住吉町，酒
門町

27,237,600 28.5.28 29.2.1

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-7工区）工事

平須町 2,430,000 28.5.28 28.8.2

国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-
1工区）工事

杉崎町 32,994,000 28.5.28 28.12.1

国補流域関連下水道逆川第5幹線工事 平須町 58,330,800 28.6.4 29.2.13

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-2工区）工事

東前町 1,771,200 28.5.28 29.1.17

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-1工区）工事

笠原町 26,751,600 28.6.4 29.2.8

流域関連下水道駅南第1処理分区枝線
（1-1工区）工事

宮内町 1,112,400 28.6.4 28.7.4

公共下水道杉崎処理分区枝線（2-2工
区）工事

杉崎町，三
湯町

32,356,800 28.6.21 29.2.5

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-5工区）工事

米沢町，東
野町

10,033,200 28.6.14 28.11.18

国補公共下水道北見・根本排水区外改
築工事

北見町外 28,004,400 28.6.18 28.11.22

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-
1工区）工事

渡里町 1,328,400 28.5.31 28.8.2

公共下水道沢渡川処理分区枝線（3-5
工区）工事

赤塚2丁目 8,532,000 28.6.14 28.12.21

国補公共下水道河和田第8幹線（1工
区）工事

見川町 52,531,200 28.5.24 29.1.6
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工　事　名 工事箇所 工　事　内　容 工事費(円) 着工年月日完了年月日

開削工

　φ150㎜　Ｌ＝81.6ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝94.3ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝13.8ｍ

推進工

　φ300～350㎜　Ｌ＝257.5ｍ

開削工

　φ75㎜　Ｌ＝62.8ｍ

開削工

　φ200～250㎜　Ｌ＝300.4ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝376.0ｍ

給水管移設工事

　φ40㎜　Ｌ＝6.0ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝17.2ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝23.4ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝62.6ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝295.9ｍ

推進工

　φ250㎜　Ｌ＝86.8ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝51.0ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝68.2ｍ

開削工

　φ75～200㎜　Ｌ＝79.8ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝97.3ｍ

開削工

　φ75～80㎜　Ｌ＝426.7ｍ

着脱式水中汚水ポンプ　2台

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝229.1ｍ

推進工

　φ300㎜　Ｌ＝2.7ｍ

開削工

　φ75～200㎜　Ｌ＝406.4ｍ

流域関連下水道逆川第1処理分区私道
枝線（2-1工区）工事

笠原町 5,119,200 28.6.24 28.10.21

公共下水道桜川処理分区枝線（3-3工
区）工事

見川町 31,546,800 28.6.28 29.3.15

公共下水道桜川処理分区枝線（4-5工
区）工事

大塚町 31,503,600 28.6.28 29.2.7

流域関連下水道工事に伴う給水管切り
廻し工事

東野町 399,600 28.7.1 28.7.15

公共下水道新原処理分区枝線（3-1工
区）工事

西原1丁目 2,397,600 28.7.5 28.11.1

公共下水道桜川処理分区枝線（3-9工
区）工事

見川3丁目 1,479,600 28.7.2 28.9.14

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-5工区）工事

笠原町 3,726,000 28.7.8 28.11.4

公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線
（4-1工区）工事

中丸町 33,480,000 28.7.30 29.3.15

公共下水道桜川処理分区枝線マンホー
ルポンプ設置（3-4工区）工事

河和田町 11,880,000 28.7.26 28.11.22

流域関連下水道浜田処理分区枝線（2-
1工区）工事

浜田1丁目 23,889,600 28.7.26 29.3.2

公共下水道桜川処理分区枝線（3-1工
区）工事

見川町 6,706,800 28.7.16 29.2.20

公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1工
区）工事

鯉淵町 30,931,200 28.7.23 29.2.27

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-6工区）工事

笠原町 5,464,800 28.7.15 28.12.11

公共下水道沢渡川処理分区枝線（3-3
工区）工事

東赤塚 5,562,000 28.7.16 29.2.14

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（1-1工区）工事

栗崎町 53,708,400 28.7.9 29.3.24

流域関連下水道千波第2処理分区枝線
（3-1工区）工事

見川町 3,736,800 28.7.9 28.10.16

国補公共下水道渡里第7幹線工事 渡里町 125,182,800 28.6.28 29.3.10

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-1工区）工事

住吉町 29,484,000 28.7.9 29.2.22

公共下水道桜川処理分区枝線（4-8工
区）工事

大塚町 35,186,400 28.6.25 29.1.18
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工　事　名 工事箇所 工　事　内　容 工事費(円) 着工年月日完了年月日

開削工

　φ250㎜　Ｌ＝25.8ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝75.1ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝7.4ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝82.6ｍ

開削工

　φ500㎜　Ｌ＝47.1ｍ

推進工

　φ200㎜　Ｌ＝4.5ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝132.6ｍ

着脱式水中汚水ポンプ　2台

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝52.1ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝203.2ｍ

推進工

　φ550㎜　Ｌ＝12.8ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝20.2ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝41.3ｍ

着脱式水中汚水ポンプ　2台

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝371.5ｍ

舗装工　Ａ＝2,320㎡

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝118.8ｍ

交通信号機配線等移設工事　1式

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝9.4ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝70.1ｍ

開削工

　φ200㎜　Ｌ＝154.7ｍ

開削工

　φ500㎜　Ｌ＝47.6ｍ

公共下水道常磐第1排水区枝線（4-1工
区）工事

東原2丁目 2,376,000 28.7.30 28.12.11

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-3工区）工事

東前町 1,533,600 28.8.2 29.3.25

公共下水道渡里処理分区枝線（3-2工
区）工事

渡里町 2,905,200 28.8.30 施工中

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-2工区）工事

住吉町 7,180,920 28.8.9 28.11.24

公共下水道桜川上流右岸第5排水区枝
線（2-1工区）工事

千波町，見
川町

9,439,200 28.9.10 29.2.6

公共下水道北見・根本排水区枝線（3-
2工区）工事

北見町，三
の丸1丁目

7,214,400 28.8.13 施工中

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-6工区）工事

米沢町 2,743,200 28.9.17 28.12.20

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-4工区）工事

東前町 6,901,200 28.9.6 施工中

流域関連下水道工事に伴う舗装復旧工
事

元吉田町 19,926,000 28.11.5 29.3.10

公共下水道沢渡川処理分区枝線（3-6
工区）工事

赤塚1丁目 1,297,080 28.9.10 28.11.29

公共下水道工事に伴う交通信号機配線
等復旧工事

河和田町 237,600 28.12.13 29.2.3

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-5工区）工事

東前町 9,072,000 28.10.15 施工中

公共下水道新原処理分区枝線（4-2工
区）工事

堀町 1,123,200 28.12.28 29.2.25

流域関連下水道吉田第2処理分区枝線
（1-2工区）工事

元吉田町 2,841,480 29.1.26 29.3.13

流域関連下水道駅南第2処理分区枝線
（1-1工区）工事

千波町，米
沢町

7,484,400 29.3.4 施工中

公共下水道北見・根本排水区枝線（3-
1工区）工事

北見町，三
の丸1丁目

6,458,400 29.3.4 施工中

公共下水道桜川処理分区枝線マンホー
ルポンプ設置（4-7工区）工事

大塚町 10,940,400 28.9.24 29.2.20

公共下水道沢渡川処理分区枝線マン
ホールポンプ設置（3-4工区）工事

東赤塚 10,800,000 28.8.30

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-6工区）工事

東前町 3,477,600 28.11.22 施工中

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-3工区）工事

酒門町，住
吉町

12,020,400 28.8.13 28.12.22

29.2.15
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工　事　名 工事箇所 工　事　内　容 工事費(円) 着工年月日完了年月日

開削工

　φ600㎜　Ｌ＝89.7ｍ

立坑管理

立坑管理

推進工法

開削工法

更正工法

布設替工法

推進工法

開削工法

推進工法

開削工法

基準点移設

境界確認

境界確認

推進工法

推進工法

開削工法

推進工法

家屋等調査

境界確認

推進工法

布設替工法

境界確認

推進工法

開削工法

地質調査　3箇所

地質調査　3箇所

地下埋設物調査　6箇所

公共下水道工事に伴う立坑管理（4-そ
の1）委託

渡里町 118,800 28.4.1 28.5.13

公共下水道桜川処理分区枝線（4-その
2）設計委託

大塚町 14,623,200 28.5.13 29.2.28

流域関連下水道工事に伴う立坑管理
（2-その1）委託

平須町 237,600 28.4.1 28.6.3

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-その1）設計委託

東野町，吉
沢町

13,845,600 28.6.4 29.2.28

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-その1）設計委託

平須町 15,433,200 28.5.14 29.1.31

国補公共下水道五軒排水区外改築設計
委託

南町2丁目外 7,980,120 28.5.14 29.3.10

公共下水道城東第1排水区改築（2-そ
の1）設計委託

宮町1丁目 11,335,680 28.6.7 29.3.15

公共下水道桜川処理分区枝線（3-その
1）設計委託

河和田町 18,694,800 28.5.14 29.1.28

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-その1）設計委託

渡里町 7,431,480 28.6.24 29.1.29

国補公共下水道河和田第1幹線設計委
託

河和田町 10,368,000 28.6.3 29.2.14

公共下水道北見・根本排水区枝線（3-
その1）設計委託

北見町 5,648,400 28.6.24 29.2.28

流域関連下水道工事に伴う家屋等調査
（2-その1）委託

浜田町 442,800 28.6.18 28.8.16

流域関連下水道石川川処理分区枝線
（1-その1）設計委託

元石川町 14,968,800 28.7.8 29.1.20

公共下水道河和田第1幹線地質調査委
託

河和田町 3,164,400 28.9.16 28.11.24

公共下水道工事に伴う地下埋設物調査
（4-その1）委託

大塚町 1,134,000 28.11.8 28.12.21

公共下水道北見・根本排水区枝線（3-
3工区）工事

北見町，三
の丸1丁目

14,320,800 29.3.7 施工中

流域関連下水道工事に伴う基準点移設
（2-その1）測量委託

笠原町 486,000 28.5.24 28.9.12

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（2-その1）委託

笠原町 664,200 28.5.28 28.8.31

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その1）委託

住吉町 352,080 28.6.2 28.8.16

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-その1）地質調査委託

平須町 2,516,400 28.9.6 28.11.24

公共下水道工事に伴う境界確認（4-そ
の1）委託

大塚町 427,680 28.6.22 28.8.19

公共下水道工事に伴う境界確認（3-そ
の1）委託

赤塚1丁目 449,280 28.6.29 28.8.17
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工　事　名 工事箇所 工　事　内　容 工事費(円) 着工年月日完了年月日

地下埋設物調査　3箇所

地質調査　3箇所

地質調査　2箇所

開削工法

地質調査　2箇所

開削工法

境界確認

境界確認

境界確認

境界確認

境界確認

境界確認

立坑管理

公共下水道工事に伴う桜川処理分区枝
線（3-その1）地質調査委託

河和田町 2,322,000 28.11.12 29.1.10

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-その2）設計委託

渡里町 4,644,000 28.11.25 29.3.15

公共下水道工事に伴う地下埋設物調査
（3-その1）委託

北見町 486,000 28.11.10 28.12.28

公共下水道三の丸排水区枝線（3-その
1）設計委託

宮町3丁目 496,800 28.12.13 29.3.15

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-その1）地質調査委託

東野町，吉
沢町

1,944,000 28.11.15 29.2.2

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その4）委託

酒門町 469,800 29.1.27 29.3.15

公共下水道城東第１排水区（2-その
1）地質調査委託

宮町1丁目 2,894,400 28.11.29 29.2.16

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の3）委託

鯉淵町 457,920 29.1.27 29.3.15

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（3-その2）委託

渋井町 830,520 29.1.27 29.3.6

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その3）委託

東野町 602,640 29.1.28 29.3.15

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の2）委託

杉崎町 1,447,200 29.1.27 29.3.15

流域関連下水道工事に伴う立坑管理
（1-その1）委託

吉沢町，酒
門町

118,800 29.3.2 29.3.31

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その2）委託

住吉町 879,120 29.1.28 29.3.15
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下水道施設管理事務所

１　管渠について

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

市内一円 4,726,930 28.4.1 29.2.28

梅香1丁目外 2,548,800 28.4.1 29.3.31

元吉田町外 5,151,600 28.4.1 29.3.31

緑町3丁目外 2,343,600 28.4.1 29.3.31

平須町外 6,048,000 28.4.1 29.3.31

城東1丁目外 2,808,000 28.4.1 29.3.31

宮町1丁目 367,200 28.4.1 29.3.31

市内一円 18,874,794 28.4.6 29.3.6

市内一円 1,296,000 28.5.27 28.11.29

藤が原3丁目外 540,000 28.5.28 28.11.29

双葉台4丁目 324,000 28.6.9 28.6.23

市内一円 1,730,700 28.7.1 28.12.31

柳町2丁目外 1,350,000 28.7.22 28.9.7

平須町 140,400 28.8.24 28.8.31

赤塚1丁目 248,400 28.8.24 28.8.31

末広町3丁目 378,000 28.10.7 28.10.21

柳町1丁目外 248,400 28.11.1 28.11.7

見川町・酒門町 259,200 28.11.25 28.12.2

市内一円 78,570 28.8.1 28.12.31

吉沼町 324,000 28.8.9 28.10.18

塩崎町外 399,600 28.8.9 28.11.18

元山町2丁目 324,000 28.9.16 28.10.5

金町3丁目 118,800 28.10.13 28.11.25

双葉台4丁目外 162,000 28.10.27 28.11.4

市内一円 729,000 28.11.1 29.2.28

河和田2丁目 496,800 28.12.7 29.1.18

栗崎町外 291,600 29.2.21 29.3.2

三の丸1丁目 594,000 28.4.13 28.5.12

東台1丁目 518,400 28.5.14 28.6.7

姫子1丁目 194,400 28.5.19 28.6.8

大塚町 194,400 28.5.19 28.6.8

東桜川外 275,400 28.6.3 28.6.8

国県道改良に伴う人孔修繕工事 人孔高調節工

人孔鉄蓋取替工人孔鉄蓋取替工事

大塚第4マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

姫子第4マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

双葉台マンホールポンプ緊急汚水運搬業
務委託

汚水運搬

交通誘導警備業務委託 交通誘導警備

下水道管渠調査（その5）業務委託 管渠調査

下水道管渠調査（その6）業務委託 管渠調査

下水道取付管清掃業務委託

常澄幹線立坑部管渠調査業務委託 管渠調査

施設維持管理業務委託

下水道管渠調査業務委託

マンホールポンプ清掃

下水道管修繕工事 修繕工

施設維持管理業務委託

逆川第1処理分区等マンホールポンプ維持
管理業務委託

施設維持管理業務委託

土木施設等緊急修繕業務委託 緊急時の補修管理

各樋管・排水路除草業務委託

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

常磐排水区等マンホールポンプ維持管理
業務委託

施設維持管理業務委託

下水道管清掃業務委託
下水道管きょ内土砂等の
清掃・運搬・処分

駅南貯留池維持管理業務委託

桜川処理分区等マンホールポンプ維持管
理業務委託

施設維持管理業務委託

道路陥没事故等の緊急復旧業務委託 道路の緊急復旧作業

合流式下水道スクリーン維持管理業務委託 施設維持管理業務委託

新原処理分区等マンホールポンプ維持管
理業務委託

取付管清掃

河和田2丁目調整池伐採除草業務委託 施設内伐採除草

水戸ニュータウン調整池除草業務委託

機器点検

管渠調査

管渠調査

常磐第3排水区吐室浚渫業務委託

機器点検

浚渫及び運搬業務

肩掛式除草（年2回実
施）

下水道管渠調査（その2）業務委託 管渠調査

管渠調査

下水道管渠調査（その4）業務委託

駅南幹線流量計点検業務委託

金町水路内枯枝集積処分業務委託 枯枝集積処分

施設内除草

常澄幹線及び十万原流量計点検業務委託

双葉台マンホールポンプ緊急清掃業務委
託

下水道管渠調査（その3）業務委託
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工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

新荘1丁目 648,000 28.6.18 28.6.30

大工町2丁目 594,000 28.6.18 28.6.30

宮町1丁目 270,000 28.8.9 28.8.18

宮町1丁目 248,400 28.8.24 28.8.31

八幡町 259,200 28.8.24 28.8.31

宮町3丁目 842,400 28.9.16 28.9.26

末広町3丁目 270,000 28.11.1 28.11.7

桜川1丁目 540,000 28.11.17 28.11.28

元石川町 172,800 28.7.16 28.8.30

柳町1丁目 194,400 28.7.16 28.8.22

袴塚1丁目 291,600 28.7.28 28.10.4

小吹町 216,000 28.8.4 28.9.23

小吹町 216,000 28.8.4 28.9.23

小吹町 216,000 28.8.4 28.9.23

堀町 216,000 28.8.4 28.9.23

千波町 356,400 28.8.19 28.9.28

内原町 216,000 28.8.24 28.9.23

水府町 756,000 28.9.16 28.11.9

三の丸1丁目 1,036,800 28.10.13 28.12.16

渡里町 291,600 28.11.1 29.1.11

中央2丁目 334,800 28.11.1 28.12.26

東台1丁目 864,000 28.12.7 29.3.3

河和田2丁目 54,000 28.12.7 28.12.19

小吹町 216,000 29.2.16 29.3.23

見和3丁目 550,800 29.2.16 29.2.20

藤が原1丁目 540,000 29.2.28 29.3.23

内原町 183,600 29.3.18 29.3.22

２　ポンプ場について

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

双葉台1丁目外 3,369,600 28.4.1 29.3.31

吉田町 432,000 28.5.14 28.11.21

桜川1丁目 16,200 28.9.16 28.9.20

根本1丁目 324,000 28.11.10 28.11.18

吉沼町 486,000 28.12.7 29.2.23

双葉台1丁目 918,000 28.6.18 28.8.3

桜川第1ポンプ場蜂の巣駆除業務委託 蜂の巣駆除

那珂川ポンプ場樹木剪定業務委託 樹木剪定

千波第4マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

内原第7マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

内原第3マンホールポンプ修繕工事

機器修繕工

修繕工

合流地区下水道管渠施設修繕（その5）工
事

修繕工

合流地区下水道管渠施設修繕（その6）工
事

修繕工

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

修繕工

修繕工

機器修繕工

石川第3マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

小吹第2マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

小吹第6マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

東柵町排水樋管修繕工事 機器修繕工

袴塚第1マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

合流地区下水道管渠施設修繕（その3）工
事

修繕工

合流地区下水道管渠施設修繕（その7）工
事

修繕工

合流地区下水道管渠施設修繕（その4）工
事

合流地区下水道管渠施設修繕（その8）工
事

機器修繕工

渡里第2マンホールポンプ通報装置修繕工
事

元石川第１マンホールポンプ修繕工事 機器修繕工

補修工

水府町第2マンホールポンプ修繕工事

機器修繕工

双葉台第1中継ポンプ場沈砂ブロワー修繕
工事

機器修繕工

修繕工

小吹第1マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

合流地区下水道管渠施設修繕（その2）工
事

合流地区下水道管渠施設修繕工事

小吹第5マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

河和田第1マンホールポンプ電磁接触器修
繕工事

機器修繕工

下水道管詰り修繕工事 管詰り修繕工

双葉台中継ポンプ場及びマンホールポン
プ維持管理業務委託

施設維持管理業務委託

合流管渠補修工事

三の丸第一樋管ＢＯＸ修繕工事

十万原流量計積算カウンタ修繕工事

修繕工

樋門点検歩廊修繕工事 修繕工

機器点検整備

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

浜田汚水中継ポンプ場除草業務委託 施設内除草

浜田汚水中継ポンプ場クレーン点検整備
業務委託
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３　水戸市浄化センターについて

　（１）　処理方式　　　下水　標準活性汚泥法

　　　　　　　　　　　 汚泥　嫌気性消化法

　（２）　処理水量　 日平均流入水量

　　　　　　　　　　　 日平均処理水量

晴天時最大処理水量

雨天時最大処理水量

　（３）　水　　質　 項　　目 放　流　水

ＢＯＤ 4.3　ｍｇ/ℓ

ＳＳ 2　ｍｇ/ℓ

　（４）　施設管理　

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

若宮1丁目外 266,090,400 27.4.1 施工中

若宮1丁目外 23,679,000 28.4.1 29.3.31

若宮1丁目外 3,348,000 28.4.1 29.3.31

若宮1丁目 7,981,200 28.4.1 29.3.31

若宮1丁目 4,568,400 28.5.27 28.11.15

双葉台4丁目外 864,000 28.5.27 28.11.15

若宮1丁目 25,488,000 28.7.26 29.2.16

若宮1丁目 421,200 28.11.8 29.3.1

若宮1丁目 1,188,000 28.11.10 28.12.5

若宮1丁目 37,800 28.11.17 28.11.23

４　水府・青柳浄化センターについて

　（１）　処理方式　　　下水　オキシデーションディッチ法

　　　　　　　　　　　 汚泥　水戸市浄化センターに搬出

　（２）　処理水量　

　（３）　水　　質　 項　　目 放　流　水

ＢＯＤ 3.7　ｍｇ/ℓ

ＳＳ 3　ｍｇ/ℓ

　（４）　施設管理　

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

青柳町外 8,683,200 28.4.1 29.3.31

青柳町 529,200 28.5.27 28.11.28

青柳町 5,508,000 28.7.8 28.11.2

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

水戸市浄化センター等包括的維持管理業
務委託

63,766㎥／日

51,795㎥／日

施設内除草

水戸市浄化センター及び内原浄化センター並びにポンプ

場沈砂・スクリーンかす及び汚泥ケーキ搬出処分業務委託

水府・青柳浄化センター汚泥運搬業務委託

水府・青柳浄化センター除草管理業務委託

水戸市浄化センター最初沈殿池スカム浚
渫業務委託

施設維持管理業務委託

水戸市浄化センター消化ガス発電設備維
持管理業務委託

設備養生

消化ガス発電維持管理
業務委託

自家用電気工作物保安
管理

水戸市浄化センター外9箇所自家用電気工
作物の保安管理業務委託

汚泥搬出

蜂の巣駆除

190　ｍｇ/ℓ

180　ｍｇ/ℓ

双葉台浄化センター外除草及び樹木維持
管理業務委託

施設内除草

150　ｍｇ/ℓ

施設内除草

工　事　内　容

水戸市浄化センター№1遠心脱水機点検整
備業務委託

水府・青柳浄化センター直流電源装置蓄電
池交換業務委託

直流電源装置蓄電池交
換

水戸市浄化センター蜂の巣駆除業務委託

工　　　　事　　　　名

水戸市浄化センター高圧受変電設備養生
業務委託

日平均流入水量

遠心脱水機点検整備

水戸市浄化センター除草及び樹木維持管
理業務委託

流　入　水

143　ｍｇ/ℓ

293,618㎥／日

59,114㎥／日

流　入　水

525　㎥／日

汚泥ケーキ等搬出，処分

スカム浚渫

222



５　内原浄化センターについて

　（１）　処理方式　　　下水　オキシデーションディッチ法＋凝集剤添加＋急速ろ過法

　　　  高度処理オキシデーションディッチ法＋凝集剤添加＋急速ろ過法

　　　　　　　　　　　 汚泥　濃縮汚泥脱水法

　（２）　処理水量　

　（３）　水　　質　 項　　目 放　流　水

ＢＯＤ 2.3　ｍｇ/ℓ

ＳＳ 1　ｍｇ/ℓ

　（４）　施設管理　

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

鯉淵町 1,077,840 28.5.14 29.3.31

鯉淵町 54,000 28.12.7 28.12.13

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

若宮1丁目 139,320 28.4.1 29.3.31

若宮1丁目 572,400 28.5.21 29.3.31

若宮1丁目 356,400 28.9.8 28.11.18

若宮1丁目 345,600 28.5.19 28.6.29

若宮1丁目 183,600 28.9.1 28.9.28

７　管渠建設改良について

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

８　ポンプ場建設改良について

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

根本1丁目外

長寿命化に伴う管路改築工事 金町3丁目外

21,384,000

181,548,000

取付管調査

国補公共下水道計画的な改築のための
施設点検調査（その3）業務委託

常磐町2丁目外

国補公共下水道桜川第1ポンプ場汚水ポ
ンプ設備機械改築工事

桜川1丁目

工　事　内　容工　　　　事　　　　名

若宮スポーツ会館照明設備修繕工事 機器修繕工

管渠内面被覆工

若宮スポーツ会館カーテン修繕工事 機器修繕工

カメラ調査

鉄蓋取替工　78箇所

内原浄化センター蜂の巣駆除業務委託

工　事　内　容工　　　　事　　　　名

7,592,400

建物清掃

工　　　　事　　　　名

28.6.4 29.1.27

29.2.15国補公共下水道鉄蓋交換工事

若宮スポーツ会館樹木剪定業務委託 樹木剪定

若宮スポーツ会館清掃業務委託

若宮スポーツ会館夜間巡回警備業務委託

1,760　㎥／日

170　ｍｇ/ℓ

内原浄化センター内除草作業等業務委託

29.1.18

夜間巡回警備

30,337,200

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

国補公共下水道桜川第1ポンプ場汚水ポ
ンプ設備電気改築工事

桜川1丁目

28.6.4

28.8.27

施設内除草

６　若宮スポーツ会館について

28.6.7

機械設備改築工事一式

工　事　内　容

蜂の巣駆除業務

78,019,200

28.11.15

29.3.15

29.3.15
電気設備改築工事一式

165　ｍｇ/ℓ

日平均流入水量

流　入　水
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９　処理場建設改良について

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

国補公共下水道水戸市浄化センター汚
水ポンプ設備電気改築工事

国補公共下水道水戸市浄化センター中
央監視設備改築工事

国補公共下水道下水道施設（処理場・
ポンプ場設備）長寿命化計画策定業務
委託

若宮1丁目

28.6.28 施工中

若宮1丁目外 14,644,800 28.7.16 29.2.10

監視制御設備改築工事

計画策定一式

電気設備改築工事一式

338,000,000
一式

若宮1丁目

若宮1丁目

国補公共下水道水戸市浄化センター汚
水ポンプ設備機械改築工事

機械設備改築工事一式

28.6.18

28.6.18 施工中

施工中

118,000,000

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

139,000,000
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