
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

市内一円

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　151件 56,273,724

287
8

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容 工 事 費  (円)

水戸市第4号公共下水道都市計画
決定変更図書作成業務委託 1,551,000

工事箇所

鯉淵町外
都市計画決定変更図書
作成

計

31.  4.26

 2.  3.19

 2.  3.14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

下水道事業計画図の更
新及び地図データ編集

14,520,000

　　　　登　　　録　　　件　　　数

31.3.31まで
区　　　　分

990,000 元.10.29

件　　数

31.4.1から2.3.31まで

完了年月日

109,669,522 2,549,941

元.  6.14

完了年月日

279
16

収入未済額 (円)

2. 1.31

8,449,805

455,343,409

2. 3.31

3,630,000

50,144,991

2. 3.3131. 4. 1

9,319,811

405,198,418

収入未済額 (円)

115,648,288

16,265,238 5,978,766

―

不納欠損額 (円)

11,869,752

不納欠損額 (円)

966,661

966,661

456,341,992

工事費 (円)工　　　　事　　　　名 工事箇所 工　事　内　容

3,989,702,398 3,525,909,184 8,449,805

調定額 (円) 収入額 (円)

397,747,196

収入額 (円)

3,533,360,406

112,219,463

3,128,161,988

128,484,701

中央１丁目外

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

元. 5.31
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

国補水戸市公共下水道広域化・共
同化検討業務委託

市内一円
広域化・共同化検討業
務 14,428,700 元.  7.30 施工中

236



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

推進工法・開削工法

推進工法・開削工法

推進工法・開削工法

推進工法・開削工法

推進工法・開削工法

推進工

φ250mm　Ｌ＝216.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝242.2ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝89.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝143.5ｍ

推進工

φ250mm　L=330.6m

開削工

φ200mm　L=276.0m

推進工

φ250mm　L=256.4m

推進工

φ200～250mm　Ｌ＝178.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝73.0ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝240.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝166.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝306.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝92.8ｍ

推進工法・開削工法

元.12.20

下水道整備課

公共下水道工事に伴う立坑管理（4-そ
の1）委託

渡里町 162,000 31. 4. 1 元. 5.15

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 162,000 31. 4. 1 元. 5.15

国補公共下水道渡里第7幹線設計委託 渡里町 9,988,000 31. 4.26

2. 2. 7

公共下水道桜川処理分区枝線（3-その
2）設計委託

見川町 17,028,000 31. 4.27 2. 1.31

元.12.19

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

酒門町外 17,589,000 31. 4.27 元.12.22

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 13,035,000 31. 4.27

元.12.17

流域関連下水道逆川第3処理分区枝線
（1-その2）設計委託

吉沢町 15,983,000 31. 4.27 元.12.22

国補公共下水道河和田第1幹線（1工
区）工事

河和田町 109,593,000 元. 5.11

元. 9.20

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-
1工区）工事

大塚町 32,153,000 元. 5.11 元.10.11

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

酒門町，
住吉町

36,223,000 元. 5.11

2. 1.24

国補流域関連下水道逆川第2幹線工事 酒門町 120,846,000 元. 5.11 2. 2.25

国補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 30,531,600 元. 5.11

元.12. 2

公共下水道桜川処理分区枝線（3-4工
区）工事

見川町 116,512,000 元. 5.11 2. 2. 3

国補公共下水道河和田第1幹線（2工
区）及び桜川処理分区枝線（3-8工
区）工事

河和田町 102,784,000 元. 5.14

2. 3.15

国補公共下水道渡里第7幹線工事 渡里町 83,941,000 元. 5.14 2. 1.18

国補流域関連下水道逆川第3処理分区
枝線（1-6工区）工事

吉沢町 42,647,000 元. 5.14

公共下水道桜川処理分区枝線（3-7工
区）工事

見川町 8,380,800 元. 5.14 元. 9.19

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 11,462,000 元. 5.24

237



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＝6.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝389.0ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝281.5ｍ

開削工法

開削工

φ200mm　L=307.3m

推進工

φ200mm　L=8.6m

開削工

φ200mm　L=355.4m

実施（基本）設計

開削工法

立坑管理

開削工

φ200mm　Ｌ＝316.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝239.0ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝5.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝349.5ｍ

推進工

φ200mm　Ｌ＝6.3ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝184.6ｍ

開削工

φ200mm　L=267.0m

推進工

φ400mm　Ｌ＝43.6ｍ

開削工

φ300mm　Ｌ＝51.5ｍ

推進工

φ200～350mm　Ｌ＝185.6ｍ

推進工

φ350mm　Ｌ＝8.6ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝282.9ｍ

管路施設耐震診断調査

2. 2.18

2. 1.14

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 46,970,000 元. 5.25 元.12. 9

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

米沢町 48,763,000 元. 5.25

2. 2.21

公共下水道桜川処理分区枝線（4-その
1）設計委託

大塚町 6,578,000 元. 5.25 元.10.11

国補公共下水道大塚・赤塚処理分区枝
線（4-1工区）工事

中丸町 34,947,000 元. 5.28

2. 2.13

公共下水道桜川処理分区枝線（3-3工
区）工事

見川町，
河和田町

38,852,000 元. 5.28 元.12.23

国補公共下水道三の丸幹線改築実施
（基本）設計委託

中央2丁目外 6,908,000 元. 5.28

元.12.17

公共下水道桜川処理分区枝線（4-その
2）設計委託

赤塚1丁目 3,542,400 元. 5.28 元. 9.17

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 440,000 元. 5.28

2. 1.16

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

平須町 45,738,000 元. 6. 1 2. 2.14

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

酒門町 35,629,000 元. 6. 1

2. 3.15

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 33,198,000 元. 6. 1 元.12.19

国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-
2工区）工事

杉崎町 27,973,000 元. 6. 1

2. 1.31

国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-
1工区）工事

杉崎町，
中原町

29,271,000 元. 6. 1 元.11.25

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 42,823,000 元. 6. 4

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 47,201,000 元. 6. 4 元.12.16

公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1工
区）工事

鯉淵町 39,094,000 元. 6. 4

国補公共下水道桜川遮集幹線（その
1）耐震調査診断委託

城東3丁目外 14,850,000 元. 6.14 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

開削工法

開削工法

推進工法・開削工法

推進工

φ200mm　Ｌ＝147.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝69.2ｍ

推進工

φ200mm　L=116.4m

管路施設耐震診断調査

開削工法

開削工

φ200mm　Ｌ＝425.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝199.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝20.0ｍ

開削工

φ200mm　L=266.6m

推進工

φ200mm　Ｌ＝39.5ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝186.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝428.8ｍ

開削工

φ150～200mm　Ｌ＝209.0ｍ

推進工

φ300mm　Ｌ＝2.1ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝145.9ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝283.7ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝399.4ｍ

推進工

φ300mm　Ｌ＝2.2ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝102.7ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝13.5ｍ

2. 3. 9

元.12.10

公共下水道双葉台処理分区枝線（4-そ
の1）設計委託

開江町，
双葉台3丁目

9,020,000 元. 6.14

元.10.25

公共下水道渡里処理分区枝線（4-その
1）設計委託

渡里町 8,624,000 元. 6.14 2. 2.28

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，
六反田町

15,565,000 元. 6.14

元.12.13

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-
2工区）工事

河和田町 66,000,000 元. 6.15 2. 2. 4

国補公共下水道渡里処理分区枝線（4-
1工区）工事

渡里町 30,470,000 元. 6.18

2. 1.30

国補公共下水道桜川遮集幹線（その
2）耐震調査診断委託

城東1丁目外 7,458,000 元. 6.18 2. 3.13

公共下水道内原処理分区枝線（2-その
1）設計委託

内原町 484,000 元. 6.18

元.11.12

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-
5工区）工事

見川町 48,213,000 元. 6.22 2. 1.27

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-
1工区）工事

河和田町 21,120,000 元. 6.25

2. 3.13

流域関連下水道駅南第2処理分区枝線
（4-1工区）工事

元吉田町 2,008,800 元. 6.28 元. 9. 4

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-
3工区）工事

大塚町 33,506,000 元. 6.29

2. 3.11

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-
4工区）工事

大塚町 38,918,000 元. 6.29 2. 3.13

国補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 49,885,000 元. 6.29

元.12. 5

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

平須町 45,133,000 元. 6.29 2. 2.21

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

48,708,000 元. 6.29

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

米沢町 40,150,000 元. 6.29 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

平須町 31,779,000 元. 6.29

流域関連下水道逆川第3処理分区私道
枝線（1-1工区）工事

東野町 1,404,000 元. 6.29 元. 9.20

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

平須町 38,302,000 元. 6.29 2. 3.17
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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

推進工

φ200mm　Ｌ＝9.7ｍ

開削工

φ75～200mm　Ｌ＝260.3ｍ

試掘工4箇所

地質調査2箇所

地質調査2箇所

地質調査2箇所

地質調査2箇所

境界確認

地下埋設物調査3箇所

開削工

φ200mm　Ｌ＝83.9ｍ

地下埋設物調査6箇所

開削工

φ200mm　L=258.2m

耐震補強工事3箇所

境界確認

開削工

φ200mm　L=51.1m

基準点測量1点

マンホールポンプ設置2台

開削工

φ200mm　L=23.3m

建設資材価格特別調査

建設資材価格特別調査

推進工

φ200mm　Ｌ＝156.0ｍ

開削工

φ150mm　L=31.6m

開削工

φ200mm　Ｌ＝31.6ｍ

開削工

φ150mm　Ｌ＝42.2ｍ

2. 3.15

元. 9.24

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-
2工区）工事

大塚町 39,424,000 元. 7. 2

元. 10. 7

公共下水道工事に伴う地下埋設物調査
（2-その1）委託

宮町1丁目 475,200 元. 7.25 元. 9.10

国補公共下水道渡里第7幹線地質調査
委託

渡里町 1,922,400 元. 7.30

元.11. 5

国補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 1,598,400 元. 7.30 元. 9.25

国補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

吉沢町 1,771,000 元. 7.30

元. 11.22

国補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 1,782,000 元. 7.30 元.10. 7

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（2-その1）委託

住吉町 275,000 元. 8. 8

施工中

流域関連下水道工事に伴う地下埋設物
調査（1-その1）委託

酒門町 475,200 元. 8. 9 元. 9.20

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 9,548,000 元. 8.10

2. 3.15

公共下水道工事に伴う地下埋設物調査
（4-その1）委託

開江町 638,000 元. 8.31 元.11.29

国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-
6工区）工事

見川町 27,830,000 元. 9. 3

2.3.13

公共下水道桜川幹線耐震補強工事 城南1丁目外 9,229,000 元. 9. 3 元.12.12

流域関連下水道工事に伴う境界確認
（1-その1）委託

吉沢町 448,800 元. 9.14

元.11.26

公共下水道渡里処理分区枝線（4-2工
区）工事

渡里町 2,664,200 元. 9.21 2. 3.15

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 836,000 元.10. 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（4-5工区）工事

大塚町 13,090,000 元.10.12 2. 3. 9

水戸市建設資材価格特別調査業務委託 宮町1丁目 407,000 元.10.18

施工中

水戸市建設資材価格特別調査業務委託 宮町1丁目 671,000 元.10.18 元.12. 6

国補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，
酒門町

45,100,000 元.10.19

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-
2工区）工事

堀町 3,174,600 元.11. 9 2. 2.12

公共下水道新原処理分区枝線（4-1工
区）工事

松が丘1丁目 2,398,000 元.11.12

公共下水道渡里処理分区私道枝線（4-
1工区）工事

渡里町 3,105,300 元.11.19 2. 2.26

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 2,761,000 元.10.12 2. 1. 6

240



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

φ200～500mm　Ｌ＝41.8ｍ

開削工

φ200mm　Ｌ＝31.6ｍ

管渠更生工

φ300～450　L=300.5m

基準点測量

開削工

φ250mm　L=49.3m

開削工

φ200mm　L=59.1m

境界確認

開削工

φ150mm　L=56.6m

開削工

φ200mm　Ｌ＝101.3ｍ

開削工

φ150mm　L=69.0m

立坑管理

開削工

□1,200×1,800mm　L=80.0m　

開削工

φ150mm　L=37.6m

開削工

□1,200×1,800mm　L=10.0m　

開削工

φ200mm　L=143.2m

開削工

φ200mm　L=94.4m

施工中

2. 3. 4

国補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

37,502,300 元.11.23

施工中

公共下水道新荘第1排水区外枝線改築
工事

大工町2丁目
外

31,790,000 元.11.23 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 924,000 元.12. 6

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 2,673,000 元.12.28 施工中

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 1,507,000 2. 1.11

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

酒門町 759,007 2. 1.24 2. 3.15

公共下水道沢渡川処理分区枝線（4-1
工区）工事

東赤塚 3,062,400 2. 1.28

施工中

国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-
6工区）工事

大塚町 8,844,000 2. 2. 1 施工中

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 5,500,000 2. 2. 1

施工中

公共下水道工事に伴う立坑管理（4-そ
の2）委託

渡里町 176,000 2. 2.11 2. 3.31

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 116,158,900 2. 2.15

公共下水道城東第1排水区枝線改築
（2-2工区）工事

宮町1丁目 95,370,000 2. 2.22 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 5,956,500 2. 2.22

公共下水道桜川処理分区私道枝線（3-
1工区）工事

河和田1丁目 3,881,900 2. 2.21 施工中

公共下水道内原処理分区枝線（2-1工
区）工事

内原町 7,371,100 2. 2.22 施工中
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下水道施設管理事務所

１　管渠について

　（１）　委託費

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

城東1丁目外 2,834,000 30. 4. 1  2. 3.31

宮町1丁目 374,000 30. 4. 1  2. 3.31

梅香1丁目外 2,921,200 31. 4. 1  2. 3.31

元吉田町外 6,867,000 31. 4. 1  2. 3.31

緑町3丁目外 948,300 31. 4. 1  2. 3.31

平須町外 7,848,000 31. 4. 1  2. 3.31

市内一円 3,615,707 31. 4. 1  2. 3.31

市内一円 1,683,540 31. 4. 1  2. 3.31

市内一円 15,868,678 31. 4. 2  2. 3. 4

吉沼町 324,000 元. 5.21 元. 8.16

塩崎町・藤が原
１丁目 399,600 元. 5.21 元. 8.30

市内一円 330,000 元. 5.21 元.12.11

藤が原3丁目外 605,000 元. 5.24 元.11.19

市内一円 1,430,000 元. 5.24 元.12. 6

河和田2丁目 473,000 元. 7.27 元.11.19

北見町 453,600 元. 8.24 元. 9. 2

宮町1丁目 205,200 元. 9. 7 元. 9.11

愛宕町 486,000 元. 9.26 元. 9.30

双葉台4丁目外 198,000 元.11.21 元.11.28

千波町外 341,000 元.11.21  2. 1.31

根本1丁目 132,000 元.11.30 元.12. 9

市内一円 833,396 元.12.16  2. 3.11

　（２）　修繕費

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

緑町3丁目 583,200 元. 6.20 元. 8.22

大塚町 561,600 元. 7.20 元. 9.17

自由が丘 1,298,000 元. 7.20 元.10.28

石川町 3,300,000 元. 7.26  2. 1.20

北見町 2,970,000 元. 7.30 元.12. 5

鯉淵町 473,000 元. 9.21 元.10.19

松が丘1丁目 1,298,000 元. 9.26 元.12.17

宮町1丁目 253,000 元.10.19 元.10.22

吉沼町 792,000 元.11.21 元.12.20

宮町1丁目 550,000 元.11.21  2. 1.15

青柳町 869,000  2. 1.10  2. 3.13後田マンホールポンプ修繕工事 修繕工

下水道管修繕工事 修繕工

駅南幹線流量計修繕工事 機器修繕工

駅南2号貯留池給気ファン修繕工事 機器修繕工

自由が丘第1マンホールポンプ修繕工事 修繕工

内原第2マンホールポンプ逆止弁修繕工事 機器修繕工

松が丘第2マンホールポンプ修繕工事 修繕工

下水道施設等緊急修繕（県道）業務委託 緊急時の修繕

常磐第1スクリーン水位計修繕工事 機器修繕工

北見・根本第2スクリーン修繕工事 機器修繕工

石川第3マンホールポンプ修繕工事 修繕工

河和田第2マンホールポンプ通報装置修繕
工事

機器修繕工

下水道管渠調査（その4）業務委託 管渠調査

根本町排水路倒木伐採業務委託 倒木伐採

双葉台マンホールポンプ緊急清掃業務委
託

緊急時の清掃

下水道管渠調査業務委託 管渠調査

下水道管渠調査（その2）業務委託 管渠調査

下水道管渠調査（その3）業務委託 管渠調査

河和田2丁目調整池伐採除草業務委託 施設内伐採除草

各樋管・排水路除草業務委託
肩掛式除草（年2回実
施）

公共下水道施設除草業務委託 施設内除草

水戸ニュータウン調整池除草業務委託 施設内除草

下水道取付管清掃業務委託 取付管清掃

下水道施設等緊急修繕（市道等）業務委託 緊急時の修繕

常澄幹線及び十万原流量計点検業務委託 機器点検

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

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

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

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

駅南貯留池維持管理業務委託 施設維持管理業務委託

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

駅南幹線流量計点検業務委託 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

桜川処理分区等マンホールポンプ維持管
理業務委託
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２　ポンプ場について

　（１）　委託費

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 3,400,800 30. 4. 1  2. 3.31

吉沼町 484,000 元. 5.21 元.11.11

見川町 3,300,000 元. 8.10  2. 2.10

吉沼町 15,840,000 元.10. 3  2. 3.11

平須町 132,000 元.10.19 元.11.18

　（２）　修繕費

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

平須町 7,150,000 元.  9. 3  2. 2.27

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 5.5　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 279,345,000 30. 4. 1 施工中

若宮1丁目外 22,702,220 31. 4. 1  2. 3.31

若宮1丁目外 3,976,320 31. 4. 1  2. 3.31

若宮1丁目 5,830,000 31. 4. 1  2. 3.31

双葉台4丁目外 1,034,000 元. 6.13 元.11.12

若宮1丁目 4,455,000 元. 6.13 元.11.29

若宮1丁目 486,000 元. 7.27 元. 8.30

若宮1丁目 9,130,000 元. 8.10  2. 1.22

若宮1丁目 1,397,000 元. 9.27 元.11.25

若宮1丁目 429,000 元.12.12  2. 3.16

若宮1丁目外 2,222,000 元.12.20  2. 3.16

若宮1丁目 924,000  2. 1.10  2. 1.27

水戸市浄化センター高圧受変電設備養生
業務委託

設備養生

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

スカム浚渫

水戸市浄化センター外9箇所遠方監視設備
点検業務委託

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

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

水戸市浄化センター№1消化槽汚泥引抜管
洗浄作業業務委託

汚泥引抜管洗浄作業

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

汚泥ケーキ等搬出，処分

自家用電気工作物（下水道施設管理事務
所所管施設）の保安管理業務委託

自家用電気工作物保安
管理

水戸市浄化センター消化ガス発電設備維
持管理業務委託

消化ガス発電維持管理
業務委託

180　ｍｇ/ℓ

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

施設維持管理業務委託

遠方監視設備点検業務
委託

樹木伐採

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

反応タンク水中攪拌機点
検整備

水戸市浄化センター北側公園樹木伐採業
務委託

61,325㎥／日

52,628㎥／日

68,396㎥／日

355,956㎥／日

流　入　水

152　ｍｇ/ℓ

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汚水ポンプ交換工
事

機器交換

浜田汚水中継ポンプ場除草業務委託 施設内除草

緑岡汚水中継ポンプ場汚水ポンプ点検整
備業務委託

機器点検整備

浜田汚水中継ポンプ場破砕機点検整備業
務委託

機器点検整備

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

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

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容
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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 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

青柳町外 8,649,975 31. 4. 1  2. 3.31

青柳町 539,000 元. 5.23 元.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 0.8 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 1,286,200 元. 5.29  2. 3.31

鯉淵町 6,050,000 元. 9.28  2. 2.19

工事箇所 工事費 (円) 着工年月日 完了年月日

若宮1丁目 151,800 31. 4. 1 施工中

若宮1丁目 577,700 元. 5. 9  2. 3.31

若宮1丁目 33,000 元.10.19 元.10.23

若宮1丁目 77,000 元.10.19 元.12.12

若宮1丁目 825,000 元.10.19 元.12.25

若宮1丁目 330,000 元.11.30  2. 1.23

若宮スポーツ会館防火対象物点検業務委
託

機器点検

若宮スポーツ会館樹木剪定業務委託 樹木剪定

若宮スポーツ会館照明設備修繕工事 照明設備修繕

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

若宮スポーツ会館夜間巡回警備業務委託 夜間巡回警備

若宮スポーツ会館清掃業務委託 建物清掃

若宮スポーツ会館玄関扉修繕工事 玄関扉修繕

171　ｍｇ/ℓ

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

内原浄化センター汚水ポンプ点検整備業
務委託

機器点検整備

６　若宮スポーツ会館について

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 施設内除草

日平均流入水量 2,119　㎥／日

流　入　水

220　ｍｇ/ℓ

流　入　水

172　ｍｇ/ℓ

173　ｍｇ/ℓ

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

水府・青柳浄化センター汚泥運搬業務委託 汚泥搬出

日平均流入水量 558　㎥／日
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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水
処理棟外耐震補強工事

若宮1丁目 112,000,000 元. 6. 4 施工中

国補公共下水道ストックマネジメント
計画（ポンプ場・処理場施設）策定業
務委託

若宮1丁目外 50,685,800 元. 5.14 2. 3. 6

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 226,941,000 元. 6. 4 2. 3.13

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 33,164,000 30. 5.22 元.12.23
機械設備工事

工　　　　事　　　　名

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 420,120,000 30. 5.22 元.12.20

ストックマネジメント

計画策定

監視制御設備工事

建築耐震補強工事

施工中

工　事　内　容

電気設備工事

国補公共下水道那珂川雨水ポンプ場沈
砂池外監視制御設備改築工事

根本1丁目，
浜田2丁目

監視制御設備工事
192,500,000  2. 1.11

 2. 1.28

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

国補公共下水道桜川第1ポンプ場自家発
電設備改築工事

桜川１丁目
自家発電設備工事

186,000,000 元. 5.28 施工中

国補公共下水道鉄蓋交換工事 五軒町3丁目外
鉄蓋交換取替工73箇所

33,330,000 元. 9.14

25,190,000 元. 6.28  2. 3.13
計画策定

長寿命化に伴う管路改築工事 栄町1丁目外
管渠内面被覆工37箇所

8,888,000 元. 8. 6 元.11.28

工　　　　事　　　　名 工　事　内　容

国補公共下水道ストックマネジメント
計画（管路施設）策定業務委託

市内一円
ストックマネジメント

建築電気設備工事
10,000,000 元. 6.11 施工中

1,199,000 元. 9.13 元.10.31

国補公共下水道水戸市浄化センター水
処理棟外建築機械設備工事

若宮1丁目
建築機械設備工事

8,000,000 元. 6.22 施工中

水戸市建設資材価格特別調査業務委託
根本1丁目，
浜田2丁目

建設資材価格特別調査

国補公共下水道水戸市浄化センター水
処理棟外建築電気設備工事

若宮1丁目
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