
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丁目外

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

市内一円
汚水ます設置及び取付
管布設工事　195件

66,772,080

285

10

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容 工 事 費  (円)

国補水戸市第3号公共下水道効率
的な事業実施のための計画策定業
務委託

7,020,000

工事箇所

千波町外 認可変更

計

29.4.29

施工中

30.3.30汚水ます設置及び取付管布設工事

着工年月日

登録

摘　　　　　　　要区　　　　　　分

利　子　補　給

下水道工事指定店

融資限度額　　1世帯　480,000円　

廃業

―
補給期間　　　　　　　　　48か月　　　　　　　

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

54,000

　　　　登　　　録　　　件　　　数

29.3.31まで
区　　　　分

30,996,000 29.6.3

件　　数

29.4.1から30.3.31まで

完了年月日

110,969,863 3,986,978

29.10.17

完了年月日

290
5

収入未済額 (円)

30.3.31

8,073,079

462,089,907

29.5.17

4,644,000

62,418,684

30.3.3129.4.1

15,669,921

399,671,223

収入未済額 (円)

119,621,909

29,081,603 8,652,046

―

不納欠損額 (円)

19,656,899

不納欠損額 (円)

4,759,636

4,759,636

533,757,296

工事費 (円)工　　　　事　　　　名 工事箇所 工　事　内　容

3,999,812,468 3,529,649,482 8,073,079

調定額 (円) 収入額 (円)

463,265,533

収入額 (円)

3,466,055,172

114,956,841

3,066,383,949

144,038,444

中央1丁目，
若宮1丁目

水戸市下水道事業会計システムクライ

アント追加等業務委託

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

―

着工年月日

29.4.18
下水道事業会計システ
ム利用環境整備

下水道施設管理システ
ムメンテナンス
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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

立坑管理

立坑管理

建築資材価格特別調査

開削工法・推進工法

推進工法

開削工

φ200mm　Ｌ＝359.9ｍ

推進工

φ250mm　Ｌ＝368.6ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝16.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝273.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝202.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝114.1ｍ

開削工法

推進工

φ200mm　Ｌ＝11.4ｍ

開削工

φ150～200mm　Ｌ＝162.9ｍ

開削工法・推進工法

推進工

φ200～300mm　Ｌ＝30.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝180.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝250.0ｍ

推進工

φ250mm　Ｌ＝175.8ｍ

推進工

φ200～250mm　Ｌ＝176.6ｍ

公共下水道桜川処理分区枝線（3-7工
区）工事

15,314,400 29.5.12 29.12.18

渡里町 8,443,440

見川町 22,701,600

30.1.16

国補公共下水道双葉台処理分区枝線
（4-1工区）工事

29.5.16 30.1.31

国補公共下水道渡里第7幹線設計委託 29.5.16 30.1.31

29.5.28

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-2
工区）工事

大塚町 36,234,000 29.5.20 29.11.1

国補流域関連下水道逆川第5幹線（1工
区）工事

平須町 88,387,200 29.5.20 29.12.22

公共下水道桜川処理分区枝線（4-その
2）設計委託

大塚町 8,964,000 29.5.13 29.11.28

流域関連下水道吉田第2処理分区枝線
（1-1工区）工事

元吉田町 18,565,200 29.5.18 29.10.13

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 18,133,200 29.5.13 30.1.10

双葉台5丁目 36,568,800 29.5.13 29.8.3

国補流域関連下水道逆川第2幹線工事 酒門町外 135,054,000 29.5.13

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 3,207,600 29.5.13

公共下水道桜川処理分区枝線（3-6工
区）工事

見川町 25,876,800 29.5.13 29.11.17

建築資材価格特別調査業務委託 市内一円 199,584 29.4.14 29.5.18

30.2.21

30.2.7

流域関連下水道石川川処理分区枝線
（1-その1）設計委託

酒門町

下水道整備課

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

151,200 29.4.3

公共下水道工事に伴う立坑管理（4-そ
の1）委託

渡里町 248,400 29.4.3

国補流域関連下水道逆川第5幹線（2工
区）工事

平須町 82,144,800 29.5.20 29.11.2

29.5.12

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-その3）設計委託

渡里町 9,439,200 29.5.13
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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

舗装工　Ａ＝2,040㎡

推進工

φ250mm　Ｌ＝103.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝704.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝193.3ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝40.8ｍ

境界確認

境界確認

開削工

φ200mm　Ｌ＝316.5ｍ

推進工

φ350mm　Ｌ＝4.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝576.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝84.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝49.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝542.7ｍ

境界確認

境界確認

推進工

φ1200mm　Ｌ＝276.7ｍ

開削工

φ1200mm　Ｌ＝2.3ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝256.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝167.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝401.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝298.9ｍ

推進工

φ200～350mm　Ｌ＝339.2ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝284.8ｍ

29.6.30

施工中

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

29.9.19

国補公共下水道渡里第7幹線工事 渡里町

流域関連下水道吉田第1処理分区私道枝
線（3-1工区）工事

元吉田町 3,337,200 29.5.20

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-9
工区）工事

見川町

83,484,000 29.5.27

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 272,754,000 29.5.30

29.12.15

56,052,000 29.5.30

国補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 43,513,200 29.5.30

国補流域関連下水道逆川第4幹線工事 東野町 89,920,800 29.6.3

30.3.25

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-3工区）工事

住吉町，酒
門町

30,996,000 29.6.3 29.11.27

30.3.9

30.1.11

25,066,800 29.6.3

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 8,056,800 29.5.23 29.12.6

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の4）委託

鯉淵町 550,800 29.5.27 29.8.24

国補流域関連下水道石川川処理分区枝
線（1-2工区）工事

元石川町 77,166,000 29.5.23 30.2.26

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の3）委託

杉崎町，三
湯町

744,120 29.5.27 29.9.1

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 38,599,200 29.5.23 30.2.13

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 4,622,400 29.5.26 29.9.21

流域関連下水道工事に伴う舗装復旧工
事

元吉田町 14,752,800 29.5.20 29.11.22

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の2）委託

杉崎町 1,615,680 29.5.20 29.8.27

国補流域関連下水道石川川処理分区枝
線（1-1工区）工事

元石川町 106,423,200 29.5.20 30.2.13

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の1）委託

杉崎町 1,242,000 29.5.20 29.8.27

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-1工区）工事

東前町 5,767,200 29.5.20 29.12.5
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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

推進工法

開削工法

開削工

φ200mm　Ｌ＝143.0ｍ

開削工

φ400～500mm　Ｌ＝233.2ｍ

開削工法・推進工法

開削工法

開削工

φ200mm　Ｌ＝60.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝315.1ｍ

推進工

φ200～350mm　Ｌ＝45.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝245.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝331.1ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝18.2ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝428.4ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝195.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝100.3ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝68.2ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝203.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝159.9ｍ

耐震調査診断委託

開削工

φ200mm　Ｌ＝457.9ｍ

開削工法

建築資材価格特別調査

開削工

φ200mm　Ｌ＝182.9ｍ

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 17,544,600 29.6.6

国補公共下水道河和田第6幹線設計委託 見川町 30.3.15

29.10.4

30.2.23

9,579,600 29.6.3

30.3.22

公共下水道桜川処理分区枝線（3-その
1）設計委託

見川町 11,966,400 29.6.3

公共下水道桜川処理分区枝線（4-1工
区）工事

大塚町 30.2.1338,966,400 29.6.10

29.11.24

流域関連下水道東水戸処理分区私道枝
線（3-1工区）工事

渋井町 1,339,200 29.6.10 29.8.22

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-3
工区）工事

大塚町 43,308,000 29.6.13

29.12.15

国補流域関連下水道東水戸処理分区枝
線（3-2工区）工事

渋井町 36,676,800 29.6.17 30.2.20

公共下水道桜川処理分区枝線（3-11工
区）工事

見川町 10,614,240 29.6.20

30.3.14

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-1
工区）工事

堀町 7,041,600 29.6.20 29.11.6

流域関連下水道東水戸処理分区枝線
（3-1工区）工事

渋井町，吉
沼町

36,763,200 29.6.20

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 17,990,640 29.6.20 30.1.30

公共下水道桜川幹線耐震調査診断委託 東桜川外 20,314,800 29.6.23

国補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 15,954,840 29.6.27 30.3.15

建築資材価格特別調査業務委託 市内一円 46,440 29.6.26 29.7.25

公共下水道桜川処理分区枝線（4-5工
区）工事

大塚町 36,018,000 29.6.24 30.3.25

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-その2）設計委託

酒門町 6,966,000 29.6.24 29.12.25

公共下水道沢渡川処理分区枝線（3-2工
区）工事

赤塚2丁目 4,727,160 29.6.9 29.9.14

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

東野町 52,768,800 29.6.10 30.3.15

流域関連下水道吉田第2処理分区枝線
（1-その1）設計委託

元吉田町，
酒門町

6,912,000 29.6.6 29.11.22

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 31,536,000 29.6.10 30.2.19

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-3工区）工事

渡里町 31,892,400 29.6.6 30.3.13

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-その1）設計委託

住吉町 12,560,400 29.6.6 30.1.31
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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

φ200mm　Ｌ＝316.3ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝51.3ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝49.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝100.4ｍ

境界確認

開削工

φ150mm　Ｌ＝35.1ｍ

開削工

1200×1800　Ｌ＝75.7ｍ

開削工

φ75～φ200mm　Ｌ＝238.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝281.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝459.4ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝35.2ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝219.4ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝53.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝88.6ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝122.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝238.0ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝3.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝388.6ｍ

マンホールポンプ設計委託

開削工

φ200mm　Ｌ＝49.2ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝15.7ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝100.8ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝78.7ｍ

29.10.3
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

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-2
工区）工事

堀町 4,503,600 29.7.4

国補公共下水道城東第1排水区枝線改築
(2-1工区）工事

129,600,000 29.7.1

笠原町 3,553,200

29.10.13

公共下水道五軒排水区私道枝線（4-そ
の1）設計委託

天王町

29.6.27

29.11.30

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-3
工区）工事

渡里町 2,222,640 29.6.27 30.3.1

公共下水道弥栄処理分区枝線（2-3工
区）工事

鯉淵町 4,097,520 29.7.29

宮町1丁目

29.7.148,448,800

国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-3
工区）工事

杉崎町，三
湯町

496,800

国補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 26,384,400 29.7.1

流域関連下水道吉田第1処理分区私道枝
線（1-1工区）工事

酒門町 5,065,200 29.8.1 29.11.17

公共下水道桜川処理分区私道枝線（3-1
工区）工事

見和2丁目 7,268,400 29.8.1 30.1.31

公共下水道沢渡川処理分区私道枝線
（3-1工区）工事

石川3丁目 1,512,000 29.8.1 29.11.30

29.7.27 29.10.24

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 48,708,000 29.7.4 30.2.16

公共下水道杉崎処理分区枝線（2-1工
区）工事

杉崎町 44,474,400 29.7.4 30.2.16

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-7工区）工事

小吹町 7,192,800 29.7.4 29.11.27

47,487,600 29.7.1

29.11.24

国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-2
工区）工事

杉崎町

30.3.5

河和田町 372,600 29.6.29 29.8.27

30.2.28

30.3.14

施工中

国補公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1
工区）工事

鯉淵町 33,534,000 29.6.27 30.1.5

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-8
工区）工事

河和田町 19,764,000 29.7.1

公共下水道工事に伴う境界確認（3-そ
の1）委託

流域関連下水道逆川第1処理分区私道枝
線（2-2工区）工事

笠原町 2,818,800 29.6.30 29.10.18

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-1工区）工事

東野町 9,725,400 29.6.27 29.11.13
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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

地質調査

開削工

φ200mm　Ｌ＝92.2ｍ

マンホールポンプ設置2台

推進工

φ300mm　Ｌ＝7.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝324.6ｍ

推進工

φ1650mm　Ｌ＝189.7ｍ

地質調査5箇所

地質調査

開削工

φ150mm　Ｌ＝94.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝133.0ｍ

管きょ更生工

φ300～400mm　Ｌ＝206.8ｍ

開削工

φ300～450mm　Ｌ＝81.3ｍ

マンホールポンプ設置2台

開削工

φ200mm　Ｌ＝152.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝35.1ｍ

マンホールポンプ設置2台

マンホールポンプ設置2台

地質調査2箇所

開削工

φ200mm　Ｌ＝14.6ｍ

境界確認

開削工

φ200mm　Ｌ＝81.9ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝75.3ｍ

布設替え工法・推進工法

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-8工区）工事

吉沢町 2,716,200 29.9.26 29.12.1

29.10.7

30.2.28
流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その1）委託

東野町

29.11.20

公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線マ
ンホールポンプ設置（4-1工区）工事

中丸町 12,052,800 29.9.23

国補公共下水道三の丸排水区外枝線改
築工事

30.3.12

公共下水道大塚・赤塚処理分区私道枝
線（4-1工区）工事

中丸町 4,307,040

施工中

国補公共下水道渡里第7幹線地質調査委
託

渡里町 1,587,600 29.10.13

29.12.6

流域関連下水道石川川処理分区枝線
（1-その1）地質調査委託

酒門町 1,436,400 29.9.8

見川町 7,495,200 29.9.8

国補公共下水道新荘幹線流下機能改善
工事

大工町1丁目
外

317,520,000 29.9.2

421,200 29.10.19

国補公共下水道河和田第6幹線地質調査
委託

国補公共下水道桜川上流右岸第5排水区
枝線（3-その1）設計委託

千波町 11,556,000 29.11.10 施工中

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-4
工区）工事

文京2丁目 5,940,000 29.10.24 施工中

流域関連下水道千波第2処理分区枝線改
築（3-1工区）工事

見川町 1,080,000 29.10.18 29.11.27

公共下水道沢渡川処理分区枝線（3-1工
区）工事

赤塚1丁目 4,492,800 29.10.21 30.3.8

30.3.15

29.12.20

公共下水道桜川処理分区枝線マンホー
ルポンプ設置（4-4工区）工事

大塚町 11,912,400

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線
（2-6工区）工事

小吹町 12,881,160 29.9.26 施工中

国補公共下水道弥栄処理分区枝線マン
ホールポンプ設置（2-2工区）工事

鯉淵町 10,260,000 29.10.3 30.2.26

29.9.16 30.2.12

宮町2丁目外 34,776,000 29.9.23 施工中

国補公共下水道渡里第7幹線マンホール
ポンプ設置（4-1工区）工事

渡里町 13,748,400 29.8.11 30.3.8

国補公共下水道大塚・赤塚処理分区枝
線（4-2工区）工事

中丸町 39,711,600 29.8.26 29.12.18

公共下水道桜川処理分区枝線（3-10工
区）工事

見川町 9,265,320 29.8.8 30.3.14

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-7工区）工事

米沢町 13,575,600 29.9.16 30.2.21

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-その1）地質調査委託

住吉町 1,101,600 29.8.1 29.10.19
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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

φ200mm　Ｌ＝229.7ｍ

地質調査3箇所

境界確認

境界確認

開削工

φ150mm　Ｌ＝27.5ｍ

境界確認

境界確認

境界確認

境界確認

基準点移設

埋蔵文化財調査

境界確認

開削工法

境界確認

境界確認

境界確認

開削工

φ150mm　Ｌ＝67.8ｍ

地質調査1箇所

開削工

φ200～250mm　Ｌ＝164.5ｍ

管更正工法・布設替え工法

開削工

φ200mm　Ｌ＝97.2ｍ

立坑管理

開削工

φ200mm　Ｌ＝125.6ｍ

公共下水道三の丸排水区枝線（2-その
1）地質調査委託

宮町2丁目 3,963,600 30.1.12 30.3.13

公共下水道沢渡川処理分区私道枝線
（2-2工区）工事

赤塚1丁目 4,492,800 29.12.16 30.3.14

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 3,898,800 30.2.17

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の9）委託

中原町 1,512,000 29.12.5 30.3.12

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の7）委託

三湯町，杉
崎町

1,706,400 29.12.1 30.3.9

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その3）委託

酒門町 731,160 29.12.5 30.3.14

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その5）委託

東野町 521,640 29.12.1 30.2.28

流域関連下水道常澄第2処理分区枝線
（4-その1）設計委託

東前町 2,775,600 29.12.1 30.3.15

流域関連下水道工事に伴う立坑管理
（1-その2）委託

酒門町外 151,200 30.2.19 30.3.31

施工中

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-3
工区）工事に伴う発掘調査業務委託

渡里町 5,832,000 29.12.1 30.2.14

国補公共下水道新荘第1排水区枝線改築
設計委託

大工町2丁目
外

10,638,000 30.2.10 施工中

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（3-1工区）工事

元吉田町 14,426,640 30.2.20 施工中

公共下水道五軒排水区私道枝線(4-1工
区）工事

天王町 27,972,000 30.2.3 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 29.11.29 30.2.26

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の6）委託

杉崎町 1,911,600 29.11.25 30.3.2

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の8）委託

鯉淵町 2,149,200 29.11.25 30.3.2

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その2）委託

酒門町 657,720 29.11.25 30.3.2

公共下水道工事に伴う境界確認（2-そ
の5）委託

杉崎町 1,954,800 29.11.25 30.3.2

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その4）委託

住吉町 327,120 29.11.22 30.2.13

公共下水道桜川処理分区私道枝線（3-2
工区）工事

見川町 2,473,200 29.11.25 30.2.22

国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-その1）地質調査委託

渡里町 5,562,000 29.11.14 30.2.1

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，浜
田町

950,400 29.11.14 30.2.28

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，
酒門町

12,819,600 29.11.14 30.3.15
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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

φ200mm　Ｌ＝241.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝148.8ｍ

立坑管理

マンホールポンプ設置2台

推進工

φ500mm　Ｌ＝5.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝52.8ｍ

流域関連下水道工事に伴う立坑管理
（3-その1）委託

渋井町 86,400 30.3.6 30.3.31

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 6,642,000 30.2.27 施工中

流域関連下水道駅南第2処理分区枝線
（1-1工区）工事

米沢町 8,262,000 30.2.27 施工中

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 10,476,000 30.3.13 施工中

公共下水道五軒排水区私道枝線マン
ホールポンプ設置（4-2工区）工事

天王町 18,306,000 30.3.13 施工中
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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

梅香1丁目外 2,548,800 29.4.1 30.3.31

元吉田町外 6,080,400 29.4.1 30.3.31

緑町3丁目外 2,548,800 29.4.1 30.3.31

平須町外 6,696,000 29.4.1 30.3.31

城東1丁目外 2,808,000 29.4.1 30.3.31

宮町1丁目 367,200 29.4.1 30.3.31

市内一円 4,637,551 29.4.1 29.12.31

市内一円 1,192,320 29.4.1 30.2.28

市内一円 21,000,441 29.4.6 30.3.30

杉崎町 226,800 29.4.29 29.5.9

双葉台4丁目外 162,000 29.4.29 29.5.10

市内一円 56,160 29.5.1 30.3.30

元吉田町 248,400 29.5.13 29.5.19

三の丸1丁目 162,000 29.7.22 29.8.10

千波町 248,400 29.10.7 29.10.17

三の丸1丁目 280,800 29.12.9 29.12.18

市内一円 302,400 29.5.13 29.12.14

市内一円 420,120 29.6.1 29.6.30

藤が原3丁目外 540,000 29.6.2 29.11.13

市内一円 1,296,000 29.6.2 29.11.29

吉沼町 324,000 29.8.26 29.11.21

塩崎町外 399,600 29.8.26 29.12.4

見川町外 183,600 29.11.18 29.12.1

河和田2丁目 496,800 30.2.3 30.2.16

平須町 140,400 29.6.2 29.6.9

見川町 270,000 29.12.23 30.1.9

元吉田町 151,200 30.1.13 30.1.24

備前町 594,000 29.6.3 29.8.31

千波町 918,000 29.6.3 30.2.28

泉町1丁目 442,800 29.6.10 29.7.7

三の丸1丁目 1,188,000 29.6.17 29.8.24

三の丸1丁目 928,800 29.11.3 29.11.16

天王町 324,000 30.3.28 30.3.29

下水道管渠調査（その4）業務委託 管渠調査

施設内除草

交通誘導警備業務委託 交通誘導警備

道路維持補修業務委託 道路の緊急復旧作業

公共下水道施設除草業務委託 施設内除草

下水道管渠調査業務委託

下水道管渠調査（その3）業務委託 管渠調査

下水道取付管清掃業務委託 取付管清掃

杉崎第2マンホールポンプ緊急汚水運搬業
務委託

汚水運搬

管渠調査

下水道管渠調査（その2）業務委託 管渠調査

機器修繕工

五軒放流渠フラップゲート修繕工事

肩掛式除草（年2回実
施）

駅南幹線流量計点検業務委託

河和田2丁目調整池伐採除草業務委託 施設内伐採除草

機器修繕工

合流管渠補修工事 補修工

下水道管詰り修繕（その2）工事

常澄幹線及び十万原流量計点検業務委託

新荘第1スクリーン水位計修繕工事

見川町緊急汚水運搬業務委託

機器点検

管詰り修繕工

下水道管詰り修繕（その3）工事 管詰り修繕工

汚水運搬

下水道管詰り修繕工事 管詰り修繕工

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

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

土木施設等緊急修繕業務委託 緊急時の補修管理

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

施設維持管理業務委託

各樋管・排水路除草業務委託

機器点検

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

駅南貯留池維持管理業務委託

双葉台マンホールポンプ緊急清掃業務委
託

マンホールポンプ清掃

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

水戸ニュータウン調整池除草業務委託

補修工

人孔鉄蓋取替工人孔鉄蓋取替工事

合流管渠補修（その2）工事

合流管渠補修（その3）工事 補修工
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工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

鯉淵町 378,000 29.7.1 29.7.24

千波町 151,200 29.7.1 29.8.21

東赤塚 216,000 29.7.22 29.9.14

元山町2丁目 1,188,000 29.8.5 29.12.19

北見町・三の丸
2丁目

745,200 29.8.5 29.11.10

三の丸1丁目 1,274,400 29.10.18 29.11.30

千波町 583,200 29.8.11 29.10.17

大塚町 9,828,000 29.8.15 30.3.7

千波町 1,242,000 29.11.11 29.11.30

大塚町 280,800 29.11.3 29.12.13

けやき台2丁目 1,285,200 29.11.18 30.3.16

千波町 388,800 29.11.25 30.1.17

緑町3丁目 1,242,000 29.11.25 30.2.20

大塚町 496,800 29.12.16 30.1.25

根本1丁目 788,400 29.12.16 30.3.14

内原町 496,800 30.2.10 30.3.22

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 29.4.1 30.3.31

吉沼町 453,600 29.5.13 29.11.17

平須町 194,400 29.9.9 29.9.27

平須町 1,824,120 29.11.14 30.2.8

桜川1丁目 2,786,400 29.12.5 30.2.27

双葉台1丁目 583,200 29.6.3 29.7.24

双葉台5丁目 615,600 30.2.3 30.3.2

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 5.9　ｍｇ/ℓ

ＳＳ 3　ｍｇ/ℓ

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

桜川第1ポンプ場脱臭用活性炭交換業務
委託

脱臭剤交換

流　入　水

137　ｍｇ/ℓ

267,126㎥／日

59,389㎥／日

148　ｍｇ/ℓ

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

千波第3マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

脱臭剤交換

双葉台第1中継ポンプ場№2ポンプ修繕工
事

52,473㎥／日

国県道改良に伴う人孔修繕工事

常磐第3スクリーン油圧シリンダ修繕工事

63,526㎥／日

双葉台第2中継ポンプ場沈砂ブロワー修繕
工事

機器修繕工

修繕工

平須汚水中継ポンプ場樹木剪定業務委託 樹木剪定

平須汚水中継ポンプ場脱臭用活性炭交換
業務委託

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

けやき台第1マンホールポンプ修繕工事

機器修繕工

五軒第1スクリーン制御盤修繕工事 機器修繕工

内原第5マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

大塚マンホールポンプ№1ポンプ交換工事 機器交換工

合流地区下水道管渠施設修繕工事 修繕工

樋門点検歩廊修繕工事

機器修繕工

河和田第2マンホールポンプ修繕工事 修繕工

修繕工

緑町第1マンホールポンプ修繕工事 修繕工

大塚第2マンホールポンプ通報装置修繕工
事

修繕工

東赤塚第1マンホールポンプ通報装置修繕
工事

機器修繕工

五軒第1スクリーン水位計修繕工事

機器修繕工

人孔高調節工

国県道改良に伴う人孔修繕（その2）工事 人孔高調節工

内原第1マンホールポンプ逆止弁修繕工事 機器修繕工
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　（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 268,693,200 27.4.1 30.3.31

若宮1丁目外 23,841,000 29.4.1 30.3.31

若宮1丁目外 3,672,000 29.4.1 30.3.31

若宮1丁目 7,473,600 29.4.1 30.3.31

若宮1丁目 4,428,000 29.6.2 29.11.24

双葉台4丁目外 972,000 29.6.2 29.11.29

若宮1丁目 496,800 29.9.16 30.1.11

若宮1丁目 8,715,600 29.10.24 30.2.9

若宮1丁目 1,080,000 29.11.7 29.12.22

若宮1丁目 1,998,000 29.12.9 30.1.10

若宮1丁目 421,200 29.12.9 30.2.27

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 2.7　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 8,804,700 29.4.1 30.3.31

青柳町 529,200 29.5.26 29.11.17

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 1.6　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 1,136,721 29.6.17 30.3.31

流　入　水

流　入　水

500　㎥／日

汚泥ケーキ等搬出，処分

スカム浚渫

工　　　　事　　　　名

水戸市浄化センター№2沈砂池脱臭用活性
炭交換業務委託

日平均流入水量

消化漕汚泥引抜管清掃

水戸市浄化センター除草及び樹木維持管
理業務委託

153　ｍｇ/ℓ

施設内除草

工　事　内　容

水戸市浄化センター№2消化漕汚泥引抜管
洗浄作業業務委託

日平均流入水量

水戸市浄化センター高圧受変電設備養生
業務委託

脱臭剤交換

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

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

施設内除草

汚泥搬出

設備養生

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

水戸市浄化センター最初・最終沈殿池スカ
ム浚渫業務委託

1,868　㎥／日

内原浄化センター内除草作業等業務委託

施設内除草水府・青柳浄化センター除草管理業務委託

152　ｍｇ/ℓ

172　ｍｇ/ℓ

168　ｍｇ/ℓ

工　事　内　容工　　　　事　　　　名

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

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

水戸市浄化センター遠方監視設備点検業
務委託

機器点検
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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 29.4.1 30.3.31

若宮1丁目 572,400 29.4.28 30.3.31

若宮1丁目 367,200 29.9.16 29.12.1

若宮1丁目 75,600 29.11.18 30.1.15

若宮1丁目 766,800 29.9.9 29.10.31

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

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沈
砂池棟外屋根防水改築工事

若宮1丁目
防水改築工事一式

43,632,000 29.8.15 30.3.15

国補公共下水道施設（管路）長寿命化
計画策定業務委託

常磐町2丁目外
長寿命化計画策定

14,472,000 29.6.10 29.11.24

機械・電気設備改築

工　　　　事　　　　名

29.12.11

114,200,000

30.3.15

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

123,440,000

29.12.11

203,800,000

29.12.19

施工中

30.3.14

9,007,200 30.3.8

7,592,400

29.9.16

６　若宮スポーツ会館について

28.6.18

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場
外改築実施設計委託

見川町外

29.5.20

29.6.23

28.6.18
機械設備改築工事一式

実施設計

夜間巡回警備

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

工　　　　事　　　　名

建物清掃

若宮スポーツ会館集会所B空調機修繕工
事

工　事　内　容

国補公共下水道鉄蓋交換工事

機器修繕工

13,262,400

若宮スポーツ会館防火対象物点検業務委
託

機器点検

国補公共下水道桜川第2ポンプ場雨水ポ
ンプ設備機械工事

桜川1丁目
機械設備工事一式

管渠内面被覆工

63,700,000

鉄蓋取替工　23箇所

工　事　内　容

29.9.16 30.1.11

若宮1丁目 19,861,200 29.11.21 30.3.15

分筆登記

空調設備改築工事一式

950,400鯉淵町

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

公共下水道内原浄化センター用地分筆
登記業務委託

電気設備改築工事一式

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

若宮1丁目

長寿命化に伴う管路改築工事 八幡町外

国補公共下水道桜川第2ポンプ場雨水ポ
ンプ設備電気工事

桜川1丁目
電気設備工事一式

国補公共下水道水戸市浄化センター管
理棟空調設備改築工事

若宮1丁目

上水戸2丁目外

29.5.23 施工中

国補公共下水道水戸市浄化センター自
家発電設備改築実施設計委託

若宮1丁目
自家発電設備改築等

24,188,760 29.6.16 30.3.15
設計

監視制御設備改築工事

一式

監視制御設備改築工事

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

若宮1丁目 297,040,000 28.6.28 30.3.15

国補公共下水道水戸市浄化センター外
監視制御設備改築工事

若宮1丁目外 70,934,400 29.5.27 30.3.15
一式
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