
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丁目外

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　173件

67,673,880

290

4

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容 工 事 費  (円)

国補公共下水道効率的な事業実施
のための計画策定調査委託

32,400,000

工事箇所

市内一円 水準測量,事業計画

計

30. 4. 27

施工中

31. 3. 29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　　　　　　　

下水道事業会計システムサーバ移
設業務委託

システムサーバ移設

14,580,000

　　　　登　　　録　　　件　　　数

30.3.31まで
区　　　　分

583,200 30.11.8

件　　数

30.4.1から31.3.31まで

完了年月日

168,653,083 3,631,167

30. 10. 6

完了年月日

287
7

収入未済額 (円)

30.11.26

9,566,757

456,675,156

31.3.31

4,104,000

53,367,695

31.3.3130.4.1

12,634,071

403,307,461

収入未済額 (円)

174,860,950

19,653,483 6,207,867

―

不納欠損額 (円)

16,265,238

不納欠損額 (円)

811,545

811,545

461,984,140

工事費 (円)工　　　　事　　　　名 工事箇所 工　事　内　容

3,970,433,554 3,504,191,641 9,566,757

調定額 (円) 収入額 (円)

399,049,688

収入額 (円)

3,508,449,414

172,284,250

3,105,141,953

191,937,733

中央１丁目，
若宮１丁目

水戸市下水道台帳データ再構築業
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

30.6.1
下水道台帳データ再構
築

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

境界確認

開削工法・推進工法

境界確認

開削工

φ200mm　Ｌ＝318.3ｍ

推進工

φ250mm　Ｌ＝368.5ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝45.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝463.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝257.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝412.2ｍ

開削工法・推進工法

開削工法・推進工法

境界確認

開削工

φ200mm　Ｌ＝408.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝362.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝711.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝423.3ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝58.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝195.5ｍ

37,303,200

31.3.15

31.3.1

平須町 31.1.25

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-4
工区）工事

30.5.19 31.1.30

31.3.8

国補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,浜田
町

38,340,000 30.5.19

134,244,000 30.5.12

国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-1
工区）工事

杉崎町 34,830,000

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 55,512,000 30.5.19

見川町

国補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

30.5.12

国補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,吉沢
町

62,618,400 30.5.12

11,124,000 30.5.12

52,250,400

31.3.7

公共下水道渡里処理分区枝線（4-その
1）設計委託

渡里町

大塚町 35,856,000 30.5.12 30.11.21
国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-2
工区）工事

国補流域関連下水道逆川第2幹線工事
住吉町,酒門
町

30.5.16

12,214,800 30.5.11 30.11.26

30.4.27

30.5.9

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

酒門町外 129,600 30.4.2

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 140,400 30.4.2

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その1）委託

米沢町,東野
町

464,400 30.5.11

31.1.24

公共下水道工事に伴う境界確認（4-そ
の2）委託

大塚町 477,360 30.8.4

30.11.29

30.10.25

公共下水道桜川処理分区枝線（3-その
1）設計委託

見川町 17,107,200 30.5.12 31.1.28

30.5.12

公共下水道桜川処理分区枝線（4-1工
区）工事

大塚町

30.12.14

公共下水道工事に伴う境界確認（4-そ
の1）委託

中丸町 464,400 30.5.18 30.8.25

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 36,061,200 30.5.19

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 82,620,000 30.5.19 施工中
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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

φ200mm　Ｌ＝19.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝267.3ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝10.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝444.9ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝13.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝321.7ｍ

推進工

φ800～1,100mm　Ｌ＝99.6ｍ

推進工

φ450～600mm　Ｌ＝249.3ｍ

開削工法・推進工法

推進工

φ200mm　Ｌ＝81.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝173.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝587.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝378.2ｍ

開削工法・推進工法

開削工法・推進工法

開削工

φ200mm　Ｌ＝390.4ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝52.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝338.1ｍ

管きょ更生工

φ500mm　Ｌ＝17.1ｍ

試掘工

開削工

φ150mm　Ｌ＝22.1ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝42.7ｍ

事前調査

30.8.8

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

30.6.12

流域関連下水道浜田処理分区私道枝線
（2-1工区）工事

浜田１丁目

公共下水道桜川処理分区私道枝線（3-1
工区）工事

姫子１丁目

流域関連下水道工事に伴う家屋事前調
査（1-その1）委託

30.10.1912,960,000

2,243,160

30.8.8吉沢町 486,000 30.6.15

6,955,200 30.6.12

米沢町 59,583,600 30.6.2 31.3.15

30.9.7

30.6.2 30.11.27

流域関連下水道駅南第2処理分区枝線
（1-その1）設計委託

米沢町 11,340,000 30.6.2 30.10.5

30.6.2

公共下水道北見・根本排水区枝線改築
（3-1工区）工事

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 164,894,400 30.5.29 31.3.15

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 52,455,600 30.5.19 31.1.18

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-3
工区）工事

河和田町 48,762,000 30.5.22 31.1.22

国補公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1
工区）工事

鯉淵町 28,868,400 30.5.19 30.9.6

30.5.29 31.1.31
国補公共下水道那珂川第1排水区枝線
（4-2工区）工事

流域関連下水道工事に伴う地下埋設物
調査（2-その1）委託

浜田２丁目 496,800 30.6.5 30.7.13

30.6.5 31.3.13
三の丸１丁
目,北見町

3,002,400

37,702,800

渡里町 97,556,400

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 35,618,400

国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝
線（1-1工区）工事

国補公共下水道渡里第7幹線設計委託 渡里町 8,953,200 30.6.1 30.12.17

国補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

37,076,400 30.6.2 30.10.24

30.6.5 30.11.5

国補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

71,604,000 30.6.5 31.2.19

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
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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＝300.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝314.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝301.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝173.4ｍ

建設資材価格特別調査

開削工

φ200mm　Ｌ＝110.7ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝15.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝284.7ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝289.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝175.7ｍ

管きょ更生工

φ1,100mm　Ｌ＝17.8ｍ

推進工

φ1,100～1,350mm　Ｌ＝180.4ｍ

推進工

φ200～350mm　Ｌ＝116.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝134.2ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝338.4ｍ

地質調査

開削工

φ200mm　Ｌ＝166.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝349.6ｍ

立坑管理

開削工

φ150mm　Ｌ＝19.7ｍ

管更生工法・布設替え工法

基準点測量

地質調査

国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝
線（1-1工区）工事

18,252,000 30.6.16

30.9.17

31.2.28

30.6.16 30.12.20

30.7.20

30.6.18

30.12.17

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 37,346,400 30.7.10

公共下水道桜川処理分区枝線（3-1工
区）工事

31.1.15

公共下水道渡里第7幹線地質調査委託 渡里町 1,879,200

住吉町 14,298,120 30.7.21

30,888,000 30.7.24 31.3.15

公共下水道工事に伴う立坑管理（2-そ
の1）委託

宮町１丁目 54,000 30.8.1

公共下水道桜川処理分区枝線（3-その
1）地質調査委託

見川町 2,548,800 30.9.4 30.11.2

公共下水道新荘第2排水区枝線改築設計
委託

末広町１丁
目,栄町２丁
目

8,446,680 30.8.3 31.1.29

流域関連下水道工事に伴う基準点移設
（1-その1）測量委託

米沢町 486,000 30.8.21

30.6.22

31.3.28

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

小吹町 1,771,200 30.8.3

30.9.7

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（1-2工区）工事

公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線
（4-1工区）工事

中丸町

31.2.25

30.10.2

公共下水道弥栄処理分区枝線（2-2工
区）工事

鯉淵町 8,326,800 30.6.19 30.10.2

流域関連下水道逆川第1処理分区枝線改
築（2-1工区）工事

平須町 1,760,400

30.7.20

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

38,545,200

30.8.23

水戸市建設資材価格特別調査業務委託 市内一円 133,056

東野町 31,460,400 30.6.16

東野町

河和田町

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

米沢町 34,430,400 30.6.16 30.11.28

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-3
工区）工事

大塚町 43,210,800 30.6.23 30.11.19

国補公共下水道渡里第7幹線及び渡里処
理分区枝線（4-1工区）工事

渡里町 84,942,000 30.6.26 31.2.26

施工中

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-4
工区）工事

大塚町 62,964,000 30.7.7 31.3.25

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

251,640,000 30.7.7
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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

1,200×1,800mm　Ｌ＝107.9ｍ

開削工法・推進工法

境界確認

マンホール補強設計2箇所

着脱式水中汚水ポンプ2台

境界確認

推進工

φ250mm　Ｌ＝101.3ｍ

境界確認

推進工

φ250mm　Ｌ＝23.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝245.4ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝191.5ｍ

境界確認

耐震診断委託一式

推進工

φ200mm　Ｌ＝3.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝44.2ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝7.4ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝384.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝29.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝43.5ｍ

埋蔵文化財発掘調査

開削工

φ150mm　Ｌ＝80.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝112.7ｍ

埋蔵文化財発掘調査

立坑管理

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

公共下水道桜川幹線耐震補強設計委託
城南１丁目,
柳町２丁目

7,884,000 30.10.12

浜田１・２
丁目

31.2.28

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その3）委託

施工中

31.2.13

流域関連下水道吉田第1処理分区枝線
（2-1工区）工事

吉沢町

31.1.12

施工中

公共下水道工事に伴う境界確認（3-そ
の1）委託

河和田町

52,920,000

国補公共下水道駅南第2処理分区枝線
（4-その1）耐震調査診断委託

中央１丁目 5,346,000

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 1,522,800 31.2.1

31.2.15

9,423,000

施工中

公共下水道桜川処理分区私道枝線（3-2
工区）工事

見和１丁目 6,042,600 施工中

施工中
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 4,935,600

公共下水道桜川処理分区枝線（4-1工
区）工事に伴う発掘調査業務委託

平須町

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その4）委託

東野町 1,218,240 30.10.19

国補流域関連下水道浜田処理分区枝線
（2-1工区）工事

38,178,000 30.10.20

酒門町 1,448,776

大塚町 12,074,400 31.3.12

市道常磐21号線埋蔵文化財発掘調査業
務委託

渡里町 31.2.1

31.3.2

施工中

30.12.21

496,800 30.11.14

施工中

31.3.6

54,756,000 30.10.27

3,369,600

施工中

国補公共下水道桜川処理分区枝線マン
ホールポンプ設置（3-5工区）工事

31.2.18

30.10.13河和田町 10,152,000

127,440,000 30.9.8 施工中

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その2）委託

米沢町 354,240 30.9.28 31.1.31

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 7,819,200 30.9.28

国補公共下水道城東第1排水区枝線改築
(2-1工区）工事

宮町１丁目

30.10.23 31.3.13

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-2
工区）工事

見川町 63,180,000 30.10.27 施工中

30.11.16 31.3.15

公共下水道渡里処理分区枝線（3-1工
区）工事

新原２丁目 4,363,200 30.11.17 施工中

30.11.20 施工中

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 32,400 31.3.22 31.3.31

国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝
線（1-2工区）工事

東野町
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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 2,721,600 30.4.1 31.3.31

元吉田町外 6,609,600 30.4.1 31.3.31

緑町３丁目外 1,512,000 30.4.1 31.3.31

平須町外 7,776,000 30.4.1 31.3.31

城東１丁目外 2,808,000 30.4.1 施工中

宮町１丁目 367,200 30.4.1 施工中

市内一円 3,332,705 30.4.1 31.3.31

市内一円 745,200 30.4.1 31.3.31

市内一円 302,400 30.5.12 30.12.6

宮町２丁目・泉
町３丁目

475,200 30.5.19 30.6.4

大町１丁目 205,200 30.7.28 30.8.9

根本１丁目 345,600 30.8.3 30.8.9

千波町・吉沼町 324,000 30.8.25 30.9.3

宮町２丁目 399,600 30.8.31 30.10.10

大町３丁目 421,200 30.9.6 30.9.14

桜川１丁目外 324,000 30.12.14 30.12.27

元吉田町・酒門
町

410,400 31.3.9 31.3.14

大工町１丁目・
桜川１丁目

291,600 31.3.28 31.3.29

藤が原３丁目外 594,000 30.5.25 30.11.8

市内一円 1,350,000 30.6.1 30.11.26

市内一円 31,590 30.6.1 30.12.31

吉沼町 324,000 30.6.2 30.11.27

塩崎町外 399,600 30.9.6 30.12.7

市内一円 12,844,782 30.9.7 31.3.25

河和田２丁目 496,800 30.10.27 30.11.12

市内一円 2,106,039 30.11.1 31.3.26

小吹町 950,400 30.4.20 30.6.6

見川４丁目 172,800 30.5.12 30.5.22

水府町 702,000 30.6.9 30.8.7

見和１丁目 313,200 30.6.15 30.7.4

大串町 345,600 30.6.15 30.7.4

双葉台２丁目 378,000 30.6.23 30.7.10

根本１丁目 216,000 30.6.23 30.7.10

緊急時の修繕

各樋管・排水路除草業務委託

河和田２丁目調整池伐採除草業務委託 施設内伐採除草

下水道管修繕工事

機器修繕工

交通誘導警備

肩掛式除草（年2回実
施）

緊急時の修繕

下水道管渠調査（その4）業務委託 管渠調査

管渠調査

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8）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

下水道管渠調査（その7）業務委託

水戸ニュータウン調整池除草業務委託 施設内除草

下水道管渠調査（その2）業務委託 管渠調査

修繕工

下水道管修繕（その3）工事

下水道施設等緊急修繕（市道等）業務委託

駅南幹線流量計点検業務委託

下水道管渠調査（その3）業務委託 管渠調査

水府町第2マンホールポンプ通報装置修繕
工事

機器点検常澄幹線及び十万原流量計点検業務委託

機器点検

修繕工

下水道管修繕（その4）工事

下水道管渠調査業務委託 管渠調査

下水道管渠調査（その9）業務委託 管渠調査

交通誘導警備業務委託

施設内除草

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

公共下水道施設除草業務委託

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

施設維持管理業務委託

下水道取付管清掃業務委託 取付管清掃

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 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

桜川処理分区等マンホールポンプ維持管
理業務委託

管詰り修繕工

修繕工

土木施設緊急修繕（県道）業務委託

小吹第3マンホールポンプ修繕工事 修繕工

下水道管修繕（その2）工事 修繕工

下水道管詰り修繕工事
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工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

元山町１丁目・
赤塚１丁目

291,600 30.7.14 30.7.24

千波町 1,285,200 30.7.28 30.8.20

見川町 583,200 30.8.3 30.8.9

根本１丁目・八
幡町

615,600 30.8.31 30.9.13

根本１丁目 896,400 30.12.22 30.12.26

内原町 345,600 30.8.3 30.9.18

千波町 1,285,200 30.11.10 30.12.21

石川町 2,959,200 30.11.23 31.3.13

吉沼町 648,000 30.12.1 30.12.25

根本３・４丁目 702,000 30.12.22 31.3.14

元山町２丁目 820,800 31.2.2 31.3.13

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 30.4.1 施工中

吉沼町 475,200 30.5.12 30.11.21

桜川１丁目 140,400 30.8.25 30.9.7

吉沼町 486,000 30.12.22 31.3.14

双葉台５丁目 108,000 30.6.23 30.7.20

双葉台１丁目 637,200 30.9.14 30.11.5

双葉台５丁目 162,000 31.2.9 31.3.6

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 6.9　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 274,773,600 30.4.1 施工中

若宮１丁目外 22,864,680 30.4.1 31.3.31汚泥ケーキ等搬出，処分

双葉台第1中継ポンプ場汚水ポンプ修繕工
事

52,034㎥／日

双葉台第2中継ポンプ場沈砂池エア配管修
繕工事

双葉台第2中継ポンプ場細目スクリーン修
繕工事

工　　　　事　　　　名

機器修繕工

工　　　　事　　　　名

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

機器点検整備

163　ｍｇ/ℓ

施設内除草

施設維持管理業務委託

機器修繕工

流　入　水

150　ｍｇ/ℓ

154,956㎥／日

67,486㎥／日

水戸市浄化センター等包括的維持管理業
務委託

施設維持管理業務委託

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

工　事　内　容

工　事　内　容

桜川第2ポンプ場樹木剪定業務委託

57,305㎥／日

樹木剪定

浜田汚水中継ポンプ場クレーン点検整備
業務委託

浜田汚水中継ポンプ場除草業務委託

機器修繕工

下水道管修繕（その5）工事 修繕工

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

下水道管修繕（その6）工事 修繕工

内原第6マンホールポンプ通報装置修繕工
事

機器修繕工

駅南幹線流量計修繕工事 機器修繕工

下水道管修繕（その9）工事 修繕工

常磐第3スクリーン水位計修繕工事 機器修繕工

樋門点検歩廊修繕工事 修繕工

石川第3マンホールポンプ修繕工事 修繕工

千波第4マンホールポンプ制御盤修繕工事

下水道管修繕（その7）工事 修繕工

下水道管修繕（その8）工事 修繕工

機器修繕工
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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丁目外 3,942,000 30.4.1 31.3.31

若宮１丁目 15,336,000 30.4.1 31.3.31

若宮１丁目 4,482,000 30.6.1 30.11.27

双葉台４丁目
外

1,004,400 30.6.1 30.11.9

若宮１丁目 30,888,000 30.7.24 31.3.22

若宮１丁目 237,600 30.8.25 30.10.26

若宮１丁目 8,964,000 30.9.4 31.3.18

若宮１丁目 972,000 30.11.27 31.2.21

若宮１丁目 1,458,000 30.12.22 31.1.31

若宮１丁目 421,200 30.12.22 31.3.22

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 4.5　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 9,865,800 30.4.1 31.3.31

青柳町 529,200 30.5.25 30.11.21

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 0.7 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 30.5.19 31.3.31

施設内除草

水戸市浄化センター4系列反応タンク水中
攪拌機点検整備業務委託

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車庫棟定期点検業務
委託

車庫棟点検

消化ガス発電維持管理
業務委託

流　入　水

水戸市浄化センター№2遠心脱水機点検整
備業務委託

水府・青柳浄化センター汚泥運搬業務委託

210　ｍｇ/ℓ

スカム浚渫

水戸市浄化センター除草及び樹木維持管
理業務委託

施設内除草

施設内除草

工　事　内　容

反応タンク水中攪拌機点
検整備

流　入　水

494　㎥／日

148　ｍｇ/ℓ

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沈殿池スカム浚
渫業務委託

2,028　㎥／日

施設内除草

汚泥搬出

設備養生

水戸市浄化センター№3消化槽汚泥引抜管
洗浄作業業務委託

207　ｍｇ/ℓ

日平均流入水量

自家用電気工作物保安
管理

工　　　　事　　　　名

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

水戸市浄化センター高圧受変電設備養生
業務委託

工　事　内　容

水府・青柳浄化センター除草管理業務委託

210　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

工　　　　事　　　　名

工　　　　事　　　　名

汚泥引抜管洗浄作業

内原浄化センター内除草作業等業務委託

工　事　内　容
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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 30.4.1 31.3.31

若宮１丁目 572,400 30.4.27 31.3.31

若宮１丁目 302,400 30.8.25 30.10.26

若宮１丁目 75,600 30.11.10 30.12.27

若宮１丁目 367,200 30.6.9 30.8.27

若宮１丁目 842,400 30.9.29 30.11.26

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

式

90,504,000 30.6.2 31.3.14
式

国補公共下水道那珂川雨水ポンプ場監
視制御設備改築工事

根本１丁目 60,372,000 31.1.29 施工中
監視制御設備等工事一

監視制御設備等工事一

国補公共下水道桜川第1ポンプ場地質調
査委託

桜川１丁目 6,156,000 30.6.1

国補公共下水道桜川第1ポンプ場外監視
制御設備改築工事

桜川１丁目外

地質調査

30.5.29 31.3.8

国補公共下水道桜川第1ポンプ場自家発
電設備改築実施設計委託

国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場
機械設備改築工事

見川町
機械設備工事一式

45,252,000

桜川１丁目
施設計一式

双葉台４・５丁
目

本管ＴＶ調査工,取付

夜間巡回警備

工　　　　事　　　　名

畳交換

自家発電設備改築等実

31.3.15

63,514,800

19,947,600 30.5.29 31.3.14

30.9.28

21,556,800

30.5.15 31.3.8

176,360,000

31.2.15

若宮１丁目

30.10.11

31.3.7

31.3.7

31.1.28

8,661,600 30.10.30

30.9.11

17,215,200

31,114,800

30.7.21
け管調査工

65,880,000

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

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場
電気設備改築工事

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

長寿命化に伴う管路改築工事 八幡町外
管きょ内面被覆工

桜川１丁目
電気設備工事一式

若宮スポーツ会館集会所畳修繕工事

工　事　内　容

国補公共下水道水戸市浄化センター汚
水沈砂池設備改築実施設計委託

沈砂池設備改築実施設

建物清掃

計一式

６　若宮スポーツ会館について

工　事　内　容工　　　　事　　　　名

若宮スポーツ会館清掃業務委託

鉄蓋取替工　73箇所

若宮スポーツ会館定期点検業務委託 定期点検

照明灯交換

国補公共下水道計画的な改築のための
施設点検調査業務委託

金町３丁目外

31.2.6 31.3.28

29.5.23 30.10.11

電気設備工事一式

施工中

29.5.20

30.5.26

30.5.19

機械設備工事一式

国補公共下水道水戸市浄化センター自
家発電設備及び消毒設備電気改築工事

若宮１丁目 469,800,000

国補公共下水道水戸市浄化センター水
処理棟外耐震補強実施設計委託

若宮１丁目

電気設備工事一式
30.5.22 施工中

国補公共下水道水戸市浄化センター消
毒設備機械改築工事

若宮１丁目 35,200,000 30.5.22

水戸市建設資材価格特別調査業務委託 市内一円
建設資材価格特別調査

2,385,720

工　　　　事　　　　名

国補公共下水道鉄蓋交換工事

若宮スポーツ会館夜間巡回警備業務委託

55,964,000

耐震補強実施設計一式

若宮スポーツ会館体育館照明修繕工事

見川町

工　事　内　容
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