
 下 水 道 課  

１ 下水道使用料の徴収状況      予算科目（収益的収入／款・項・目）０１・０１・０１  

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  公共下水道の汚水処理に要する経費を賄い，快適な市民の生活環境を維持するため，調布市下

水道条例第１２条に基づき，公共下水道の使用者に対し，使用した汚水の量に応じ徴収したもの 

                                  （単位：円） 

区  分 30年度 元年度 2年度  

現年度

調定分 

(円) 

調定延べ

件数(件) 
1,550,999 1,570,551 1,578,320 

調定額 2,029,799,546 2,029,539,244 2,045,748,032 

収入済額 
1,842,034,229 

(1,998,464,006) 

1,839,902,173 

(2,005,906,366) 
1,867,761,917 

不納欠損

額 
1,512 10,749 1,925 

未収金残

高 

187,763,805 

(31,334,028) 

189,626,322 

(23,622,129) 
177,984,190 

徴収率

(%) 

90.75 

(98.46) 

90.66 

(98.84) 
91.30 

過年度

調定分 

(円) 

調定対象

期間 

平成25年度から 

平成29年度まで 

平成26年度から 

平成30年度まで 

平成27年度から 

令和元年度まで 

未収件数

(件) 
97,937 84,693 86,593 

未収金額 
200,471,133 

(38,850,815) 

197,707,672 

(41,298,684) 
200,853,541 

過年度更

正額 
  -46,874 

収入済額 
187,120,004 

(25,499,686) 

185,502,170 

(29,093,182) 
188,204,274 

不納欠損

額 
3,369,786 978,283 548,396 

未収金残

高 
9,981,343 11,227,219 12,053,997 

徴収率

(%) 

93.34 

(65.63) 

93.83 

(70.45) 
93.72 

合計 

(円) 

調定額＋ 

未収金額 

2,230,270,679 

(2,068,650,361) 

2,227,246,916 

(2,070,837,928) 
2,246,601,573 

過年度更

正額 
  -46,874 

収入済額 
2,029,154,233 

(2,023,963,692) 

2,025,404,343 

(2,034,999,548) 
2,055,966,191 

不納欠損

件数(件) 
530 697 648 

不納欠損

額 
3,371,298 989,032 550,321 

未収金残

高 

197,745,148 

(41,315,371) 

200,853,541 

(34,849,348) 
190,038,187 

徴収率

(%) 

90.98 

(97.84) 

90.94 

(98.27) 
91.52 



減免 

減免件数

(件) 
45,949 36,958 37,182 

減免額 13,005,706 12,949,085 13,030,115 

※ 下水道事業は令和２年４月１日から地方公営企業法を適用し，会計方式を官庁会計方式か

ら公営企業会計方式に移行した。このことに伴い，出納整理期間を置かず，令和２年３月  

３１日で令和元年度決算を打ち切った（以後，「打切決算」という。）。  

※ 平成３０年度・令和元年度の収入済額・徴収率上段は，３月３１日時点の収入済額・徴収

率，下段括弧内の数値は，出納整理期間中も含めた（令和元年度については前年度と同様に

出納整理期間が存在したと仮定した場合の）収入済額・徴収率を記載  

 

２ 一般会計からの負担金       予算科目（収益的収入／款・項・目）０１・０１・０２  

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

                   予算科目（収益的収入／款・項・目）０１・０２・０２  

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

                   予算科目（資本的収入／款・項・目）０１・０６・０１  

（下水道事業会計）〔決算報告書４０ページ〕 

  下水道事業の経営に伴う収入を充てることが適当ではない経費又は客観的に困難な経費につい

て，地方公営企業法第１７条の２及び第１７条の３に基づき，一般会計が負担したもの      

（単位：円） 

区  分 30年度 元年度 2年度 

収益的 

収入 

項1 営業収益 

目2 雨水処理負担金 

  

1,059,948,725 

項2 営業外収益 

目2 他会計負担金 
33,138,277 

資本的 

収入 

項6 他会計負担金 

目1 他会計負担金 
69,844,726 

合  計 799,511,000 1,029,665,000 1,162,931,728 

収益的 

収入 

項1 営業収益 

目2 雨水処理負担金 

収益的支出における雨水処理に要する経費に対する一般

会計からの負担金 

項2 営業外収益 

目2 他会計負担金 

収益的支出における雨水処理に要する経費以外の経費 

（※）に対する一般会計からの負担金 

※ 対象経費（令和2年度） 

流域下水道の建設に要する経費，下水道に排除される

下水の規制に関する事務に要する経費，高度処理に要す

る経費，児童手当に要する経費，経営戦略の策定に要す

る経費 

資本的 

収入 

項6 他会計負担金 

目1 他会計負担金 

資本的支出の経費（※）に対する一般会計からの負担金 

※ 対象経費（令和2年度） 

 雨水処理に要する経費（建設改良費分，企業債償還金

分），流域下水道の建設に要する経費，児童手当に要

する経費 

 

３ その他の主な収益          予算科目（収益的収入／款・項・目）０１・０３・９０ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  下水道使用料，一般会計からの負担金以外の主な収益            （単位：円） 

区  分 30年度 元年度 2年度 

国庫補助金 

（社会資本整備総

合交付金＜防災・

安全交付金＞） 

10,000,000 0 0 

・下水道長寿命化対

策（30-4号）工事 

  



都補助金 

（下水道整備費補

助金） 

500,000 0 0 

・下水道長寿命化対

策（30-4号）工事 

  

特別利益   

1,123,200 

・消費税及び地方消費

税還付金（令和元年

度分確定申告額） 

  ※ 特別利益は，過年度損益に係る収益や臨時かつ巨額の収益が発生した場合に計上  

 

４ 管渠
かんきょ

の維持管理           予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０１  

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  快適な市民の生活環境を維持するため，下水道機能を維持・管理したもの   

 (1) 浸水対策事業                             （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

浸水対策事業委託

料 
  

3,711,896 

・調布幹線水路へのフ

ラップゲート設置工

事設計 

水位計・カメラ等

インターネット利

用料 
  

200,930 

2か月分 

水位計・カメラ等

システム利用料   

880,000 

2か月分 

管渠
かんきょ

等緊急修繕料 0 7,370,000 0 

 調布排水樋管緊急修繕  

根川雨水幹線維持

管理負担金 
6,387,111 

0 

(12,132,821) 
13,073,392 

維持管理負担金 維持管理負担金 維持管理負担金 

その他浸水対策事

業費 

  

1,145,776 

・浸水対策システム 

利用料 

・調布排水樋管水門 

電気料 

合計 6,387,111 
7,370,000 

(19,502,821) 
19,011,994 

 (2) 地震対策事業                             （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

地震対策委託料 12,096,000 10,890,000 10,780,000 

・地震対策に関する基

本方針策定及び業務

継続計画策定 

・管路施設耐震診断調

査（詳細診断） 

5.2km 

・管路施設耐震診断調

査（詳細診断） 

4.6km 

合計 12,096,000 10,890,000 10,780,000 



 (3) 老朽化・劣化対策事業                         （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

ストックマネジメ

ント調査等委託料 
15,336,000 26,521,000 26,708,000 

管路点検 3,299ｽﾊﾟﾝ 

・スクリーニング調

査 

 

管路詳細調査 317ｽﾊﾟﾝ 

・仙川中継ポンプ場ス

トックマネジメント

計画検討 

・点検サイクル検討 

管路点検 2,541ｽﾊﾟﾝ 

・ストックマネジメン

ト実施計画策定 

・点検情報管理及び次

期ストックマネジメ

ント計画検討 

長寿命化対策補修

工事費 
0 48,730,000 0 

 部分補修85箇所  

合計 15,336,000 75,251,000 26,708,000 

 (4) 自然流下化事業                            （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

自然流下化基本設

計委託料 
7,344,000 0 1,639,000 

・基本設計検討  ・基本設計 

合計 7,344,000 0 1,639,000 

 (5) 修繕                                 （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

汚水ます移設等工

事費 19,445,053 
20,570,686 

(22,680,440) 
19,154,011 

新設・移設  35箇所 新設・移設  56箇所 新設・移設  63箇所 

管渠
かんきょ

等補修工事費 127,168,445 
109,571,061 

（115,140,073) 
142,241,147 

汚水ます補修  12箇所 

導水管補修   67箇所 

道路陥没件数  21件 

本管内面補修 22箇所 

汚水ます補修   7箇所 

導水管補修   75箇所 

道路陥没件数  16件 

 

汚水ます補修 15箇所 

導水管補修  48箇所 

道路陥没件数  8件 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替  45箇所 

しゅんせつ工事費 
5,940,000 4,840,000 5,005,000 

調布幹線・羽毛下幹線

（ 3,982m）のしゅんせ

つその他補修工事 

調布幹線・羽毛下幹線

（ 3,982m）のしゅんせ

つその他補修工事 

調布幹線・羽毛下幹線

（3,982m）のしゅんせ

つその他補修工事 

合計 152,553,498 
134,981,747 

(142,660,513) 
166,400,158 

 (6) 合流式下水道改善事業                         （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

雨天時水質調査委

託料 
5,454,000 3,740,000 5,775,000 

雨天時水質調査2箇所 雨天時水質調査2箇所 雨天時水質調査2箇所 

合計 5,454,000 3,740,000 5,775,000 



 (7) 水質規制（下水道に排除される下水の規制に関する事務）         （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

特定施設等水質検

査委託料 
2,668,896 2,685,186 1,882,650 

特定事業場調査  88回 

クリーニング場調査   9回 
特定事業場調査  88回 

クリーニング場調査   8回 
特定事業場調査 54回 

クリーニング場調査 10 回 

水質検査業務共同

実施に係る費用負

担金 

502,295 520,873 587,978 

接続点調査(流域下水道)  30回 接続点調査(流域下水道)  30回 接続点調査(流域下水道) 23 回 

合計 3,171,191 3,206,059 2,470,628 

  ※ 令和２年度の特定事業場調査及び接続点調査（流域下水道）は，新型コロナウイルスの影

響に伴い調査回数減 

 (8) その他の維持管理                           （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

下水道台帳システ

ム管理費 10,749,932 
7,913,604 

(9,741,007) 
12,332,620 

・データ更新等委託料 

・保守点検委託料 

・借上料 

・消耗品費 

・再構築委託料 

・データ更新等委託料 

・保守点検委託料 

・借上料 

・消耗品費 

 

・データ更新等委託料 

・保守点検委託料 

・借上料 

 

 

陥没等待機委託料 
7,356,528 

7,923,120 

(8,646,920) 
10,228,350 

平日夜間    244日 

休日      121日 

平日夜間    240日 

休日      126日 

平日夜間   213日 

休日     152日 

管渠
かんきょ

清掃委託料 
78,160,172 

70,976,938 

(71,657,563) 
89,887,193 

管渠
かんきょ

清掃   33,590ｍ 

吐口点検    264箇所 

汚水ます及び導水管清掃  6箇所 

伏越清掃      5箇所 

汚泥運搬・処理  84ｔ 

管渠
かんきょ

清掃   26,998ｍ 

吐口点検    264箇所 

汚水ます及び導水管清掃 22箇所 

伏越清掃      6箇所 

汚泥運搬・処理  97ｔ 

管渠
かんきょ

清掃   23,120ｍ 

吐口点検     242箇所 

汚水ます及び導水管清掃  1箇所 

伏越清掃     13箇所 

汚泥運搬・処理 131ｔ 

草刈委託料 6,620,130 6,818,054 6,951,780 

調布幹線・羽毛下幹線

ほか管理用地草刈 

調布幹線・羽毛下幹線

ほか管理用地草刈 

調布幹線・羽毛下幹線

ほか管理用地草刈 

管渠維

持管理

設計・

測量・

調査等

委託料 

管渠
かんきょ

等建

設改良工

事基本設

計委託料 

4,860,000 35,992,000 11,066,000 

・調布市染地 3丁目地

内下水道基本調査検

討 

 

・野川吐口改良基本計

画検討 

・調布都市計画道路3・

4・17号線基本設計 

・調布都市計画道路3・

4・18号線基本設計 

・野川吐口改良基本計

画検討 

・野川吐口改良実施設

計 

その他 
3,241,380 2,849,739 3,527,365 

 調査測量等 調査測量等 調査測量等 

 



下水管渠
かんきょ

調査委託料 3,024,000 0 0 

テレビカメラ調査及び

目視調査 

 
 

補修工事用原材料

費 
11,421,000 

4,656,400 

(5,171,200) 
2,900,700 

マンホール蓋及び受枠 

        220組 

（ラグビーワールドカ

ップデザインマンホー

ル蓋50組含む） 

マンホール蓋及び受枠 

102組 

マンホール蓋及び受枠 

60組 

その他の維持管理

費 

  

3,144,055 

 ・伏越マンホールポン

プ電話料 

・土地賃借料 

・積算システム借上料 

・電気料 

・道路復旧工事監督事

務負担金 

合計 125,433,142 
137,129,855 

(140,876,483) 
140,038,063 

管渠
かんきょ

費総合計   372,822,843 

※ 令和２年度の陥没等待機委託料は，新型コロナウイルスの影響に伴い，休日換算日数増  

※ 令和元年度の金額上段は，打切決算時の金額。下段括弧内の数値は，前年度との比較のた

め例年どおり出納整理期間が存在したと仮定した場合の支出済額を記載  

 

５ 仙川汚水中継ポンプ場の維持管理   予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０２  

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

緑ケ丘・仙川町周辺の低地区から排水される汚水を，有人監視により排水ポンプで公共下水道

幹線へ圧送するもの（２４時間３６５日稼働） 

(1) 維持管理                                   （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

光熱水費（上下水

道料・ガス料金） 
287,453 246,419 221,092 

管理・点検等委託

料 
48,438,455 

44,997,674 

(48,670,922) 
49,805,973 

・総合管理 

・消防設備保守点検 

・清掃（沈砂池・施設） 

・汚泥運搬・処理 

・汚水ポンプ点検 

・監視制御設備保守点検 

・電気工作物保守点検 

・投込圧力式水位計整備点検 

・総合管理 

・消防設備保守点検 

・清掃（沈砂池・施設） 

・汚泥運搬・処理 

・汚水ポンプ点検 

・監視制御設備保守点検 

・電気工作物保守点検 

 

・総合管理 

・消防設備保守点検 

・清掃（沈砂池・施設） 

・汚泥運搬・処理 

・汚水ポンプ点検 

・監視制御設備保守点検 

・電気工作物保守点検 

・投込圧力式水位計整備点検 

動力費（電気料） 
2,503,186 

2,436,931 

(2,636,102) 
2,483,351 

その他のポンプ場

費 
205,843 291,272 104,353 

・土地賃借料 

・小口修繕料 

・火災・損害保険料 

・土地賃借料 

・小口修繕料 

・火災・損害保険料 

・土地賃借料 

・小口修繕料 

・火災・損害保険料 

合計 51,434,937 
47,972,296 

(51,844,715) 
52,614,769 



※ 令和元年度の管理・点検等委託料のうち，自然流下化に係る地質調査及び測量調査につ

いては，「14 建設改良事業（固定資産購入を含む）」の自然流下化事業の欄に計上 

※ 令和元年度の金額上段は，打切決算時の金額。下段括弧内の数値は，前年度との比較の

ため例年どおり出納整理期間が存在したと仮定した場合の支出済額を記載 

(2) エネルギー使用量及び汚水流入量 

年度 
年間電力 

使用量(KWH) 

年間ガス 

使用量(㎥) 

年間CO2排出

量(kg-CO2) 

年間汚水 

流入量(㎥) 

1日 大量 

   (㎥) 

1日平均量 

   (㎥) 

30 101,645 1,216 50,908 666,702 4,956 1,827

元 106,273 1,161 52,244 744,876 7,488 2,035

2 105,857 1,030 50,601 758,280 7,272 2,077

※ 排水ポンプ３台配置（１台当たり４．５５㎥／分，晴天時排水能力５，７６０㎥／日） 

 

６ 流域下水道への排水          予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０３ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

公共下水道に排水された汚水と雨水を，東京都下水道局が管理する流域下水道（流域下水道野

川第一幹線，流域下水道調布幹線，森ケ崎水再生センター等）に排水し処理したもの 

年度 
流域下水道維持管理 

負担金   （円） 

対象処理水量 

（㎥）  

うち汚水量 

  （㎥） 

うち雨水量 

  （㎥） 

30 1,382,001,746 36,368,467 24,264,078 12,104,389 

元 
1,190,229,333 

(1,539,164,593) 
40,108,519 24,204,300 15,904,219 

2 1,499,159,627 38,739,977 25,016,018 13,723,959 

※ 令和元年度の金額上段は，打切決算時の金額。下段括弧内の数値は，前年度との比較の 

ため例年どおり出納整理期間が存在したと仮定した場合の支出済額を記載 

 

７ 下水道使用料の徴収事務        予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０４ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

                    予算科目（収益的収入／款・項・目）０１・０１・０１ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  市民サービスのより一層の向上及び経営効率化のための東京都水道局への下水道使用料徴収事

務委託，及び三鷹市への下水道使用料負担金の支払に要した費用        （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

下水道使用料徴収

委託料 

299,340,935 322,079,440 

345,768,000 

（収益的収入） 

下水道使用料徴収

委託前年度精算金 

47,018,963 

下水道使用料負担

金 
2,722,663 

0 

(2,580,098) 
2,690,873 

※ 令和元年度の金額上段は，打切決算時の金額。下段括弧内の数値は，前年度との比較のた

め例年どおり出納整理期間が存在したと仮定した場合の支出済額を記載 

 

８ 下水道ビジョンの策定         予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０４ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  下水道分野の総合的かつ計画的な取組を図るマスタープランである次期下水道総合計画として，

下水道ビジョンを策定したもの 



 (1) （仮称）下水道総合ビジョン策定等検討委員会の開催 

  ア 委員構成等 学識経験者（２人），行政関係者（３人） 男５人，女０人 

  イ 開催日，検討事項等 

回 開催日 検討事項等 

第1回 令和2年8月6日 ・下水道事業の現状と課題 

・基本理念，基本方針 

第2回 令和2年11月2日 ・主要施策及び投資・財政計画 

・下水道総合ビジョン（素案） 

第3回 令和3年2月8日 ・パブリックコメントの実施結果等 

・下水道ビジョン（案） 

    ※ 上記のほか，委員会に庁内検討部会を設置し，調査検討（全２回開催）  

 (2) 計画期間 令和３年度から令和１２年度まで（１０年間） 

 (3) 下水道ビジョンの構成 

   第１章 策定にあたって 

第２章 現状と課題 

第３章 基本理念と基本方針 

第４章 主要な施策 

第５章 投資・財政計画 

 

９ 下水道事業の情報発信          予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０４ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  下水道の取組や経営状況に関する市民理解を育むため，下水道事業の情報発信を行ったもの  

区  分 30年度 元年度 2年度 

主な情報発信の取

組 

・市ホームページでの

下水道台帳（ PDF文

書）の公開開始 

・ゲゲゲの鬼太郎マン

ホールカードの発行

・配布（10,153枚） 

・ラグビーワールドカ

ップ2019(TM)日本大

会デザインマンホー

ル蓋の設置（50か所

），紙コースターの

配布（16,000枚） 

・市ホームページでの

CHOFU GESUI WORLD

～調布市の下水道の

世界～の公開開始 

・ゲゲゲの鬼太郎マン

ホールカードの配布

（2,904枚） 

・市ホームページでの

水害に備えた調布排

水樋管等の水位情報

・画像の公開開始 

・市民団体への出前講

座の実施 

 

10 下水道事業の経営管理        予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０４ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  下水道事業全般の経営管理を行ったもの                  （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

（仮称）下水道総

合ビジョン策定支

援委託料 

5,670,000 
0 

(10,890,000) 
7,887,000 

公共下水道事業認

可計画策定支援委

託料 

0 0 6,600,000 

公営企業会計適用

支援等委託料 
3,801,600 

0 

(6,424,000) 
1,936,000 



公営企業会計シス

テム導入委託料 
0 

0 

(3,386,448) 
0 

公営企業会計シス

テム利用料 
0 

691,625 

(829,774) 
1,663,068 

会計年度任用職員

報酬 
0 

809,704 

(973,774) 
2,158,000 

 
非常勤職員（経理専門

員）1人分 

非常勤職員（経理専門

員）1人分 

一般職人件費 

（収益的支出分）   

108,693,086 

常勤職員14人分 

※ 令和２年度からは総係費
そうがかりひ

のうち他項目に掲載していない１００万円以上の主な費用を記載  

※ 令和元年度の金額上段は，打切決算時の金額。下段括弧内の数値は，前年度との比較のた

め例年どおり出納整理期間が存在したと仮定した場合の支出済額を記載  

 

11 固定資産・企業債に係る費用     予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０５ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

                    予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０１・０６ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

                    予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０２・０１ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  固定資産・企業債に係る費用（資本費）を計上したもの 

 (1) 減価償却費                              （単位：円） 

区分 金  額 

財源内訳 

雨水処理負担金 下水道使用料等 長期前受金戻入 

合流分 1,725,047,181 250,117,939 337,612,173 1,137,317,069 

雨水分 190,715,918 1,623,173 0 189,083,745 

汚水分 43,128,213 0 28,852,221 14,275,992 

計 1,958,891,312 251,750,112 366,464,394 1,340,676,806 

  ※ 下水道使用料等には，他会計負担金（高度処理費分）802,000 円を含む 

(2) 資産減耗費                              （単位：円） 

区分 金  額 

財源内訳 

雨水処理負担金 下水道使用料 長期前受金戻入 

合流分 15,569,910 1,774,960 2,431,107 11,363,843 

雨水分 0 0 0 0 

汚水分 0 0 0 0 

計 15,569,910 1,774,960 2,431,107 11,363,843 

 (3) 企業債利息                              （単位：円） 

区分 金  額 

財源内訳 

雨水処理負担金 下水道使用料 他会計負担金 

合流分 102,745,705 53,639,841 30,128,587 18,977,277 



雨水分 0 0 0 0 

汚水分 5,311,307 0 5,311,307 0 

計 108,057,012 53,639,841 35,439,894 18,977,277 

 

12 消費税及び地方消費税        予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０２・０４ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  下水道事業会計で発生した消費税及び地方消費税に関するもの        （単位：円） 

区  分 30年度 元年度 2年度 

消費税及び地方消

費税対象年度分確

定額 
9,130,100 5,788,300 28,590,800 

消費税及び地方消

費税中間納付額 
0 4,611,400 2,305,700 

 
令和元年度分中間納付

額 

令和元年度分中間納付

額 

消費税及び地方消

費税確定申告額 
-142,590 9,130,100 28,590,800 

平成29年度決算分確定

申告還付額 

平成30年度決算分確定

申告納付額 

令和2年度決算分確定

申告納付額 

  

-1,123,200 

令和元年度決算分確定

申告還付額 

消費税及び地方消

費税還付加算金 
-1,200  -5,600 

※ 還付の場合には－（マイナス）で表示 

※ 消費税及び地方消費税対象年度分確定額は，中間納付額及び確定申告額の合計額  

※ 令和２年度の「令和元年度分中間納付額」及び「令和元年度決算分確定申告還付額」は，

令和２年４月１日からの地方公営企業法適用の前年度分として，特別損失・特別利益（還付

加算金は営業外収益）の予算科目に計上 

 

13 特別損失              予算科目（収益的支出／款・項・目）０１・０３・９０ 

（下水道事業会計）〔決算報告書３９ページ〕 

  過年度に属する費用や臨時かつ巨額の支出が発生した場合に計上した費用   （単位：円） 

区  分 30年度 元年度 2年度 

特別損失   

10,581,708 

・消費税及び地方消費

税（令和元年度分中

間納付額） 

・令和元年度分賞与引

当金繰入 

・令和元年度分貸倒引

当金繰入 

 

14 建設改良事業(固定資産購入を含む)  予算科目（資本的支出／款・項・目）０１・０１・０１  

（下水道事業会計）〔決算報告書４０ページ〕 

  快適な市民の生活環境を維持するため，管渠
かんきょ

の改築・更新や新設等をはじめとする下水道施設

の整備を行ったもの 

 (1) 浸水対策事業                             （単位：円） 



件  名 30年度 元年度 2年度 

浸水対策建設改良

事業委託料 

  

53,065,704 

・調布排水樋管流向計

設置 

・調布幹線及び根川雨

水幹線流域流出解析 

・調布排水樋管ほか内

外水位計等設置 

・流出解析モデル確認 

三鷹市雨水貯留施

設建設負担金 
 

27,500,000 41,100,000 

雨水貯留施設（貯留量

1,260㎥）建設負担金 

雨水貯留施設（貯留量

1,260㎥）建設負担金 

根川雨水幹線建設

改良負担金 

  

10,053,354 

・排水ポンプ設置 

・水位計，監視カメラ

設置 

・雨量計，流向計設置 

固定資産購入費 

（浸水対策事業費

分） 

 
  

22,128,162 

・可搬式排水ポンプ 

（排水ホース含む）

3台 

・小型トラック1台 

合計 0 27,500,000 126,347,220 

 (2) 老朽化・劣化対策事業                         （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

長寿命化対策工事

設計等委託料 
0 8,792,280 5,236,000 

 ・下水道長寿命化実施

設計(28-2号)修正 

・市道南102号線下水

道実施設計 

長寿命化対策工事

費 
245,338,200 176,961,900 160,916,949 

管路対策工事  860m 

対策工事済又は健全確

認済管路延長 67.5km 

マンホール蓋交換 237箇所 

（累計   943箇所） 

管路対策工事  1,220m 

対策工事済又は健全確

認済管路延長 68.7km 

マンホール蓋交換 328箇所 

（累計  1,271箇所） 

新設     124.7m 

撤去・廃止   27.0m 

対策工事済又は健全確

認済管路延長 68.8km 

マンホール蓋交換   94箇所 

（累計  1,365箇所） 

長寿命化対策に伴

う移設工事等補償

費 

14,375,572 0 1,334,011 

水道管，ガス管支障移

設 
 電柱支障移設 

合計 259,713,772 185,754,180 167,486,960 

 (3) 自然流下化事業                            （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

自然流下化設計等

委託料 
0 10,914,750 45,666,500 

 ・地質調査 

・測量調査 

・地質調査 

・実施設計 



合計 0 10,914,750 45,666,500 

 (4) 流域下水道事業                            （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

流域下水道建設負

担金 
49,741,164 30,458,957 31,351,274 

・流域下水道（森ケ崎

水再生センター他）

建設負担金 

・流域下水道（森ケ崎

水再生センター他）

建設負担金 

・流域下水道（森ケ崎

水再生センター他）

建設負担金 

合計 49,741,164 30,458,957 31,351,274 

 (5) その他の建設改良事業                         （単位：円） 

件  名 30年度 元年度 2年度 

管渠
かんきょ

等建設改良工

事設計等委託料 

12,778,678 5,742,000 11,123,200 

・下水道管渠
かんきょ

（30-1号）

実施設計 

・下水道管渠
かんきょ

（30-2号）

実施設計 

・国領町1-32先ほか設

計・測量・調査 

・調布都市計画道路3

・4・28号線下水道

管渠
かんきょ

実施設計 

 

・調布都市計画道路3

・4・21号線下水道

管渠
かんきょ

実施設計 

・下水道管渠
かんきょ

（29－2

号）修正設計 

管渠
かんきょ

等建設改良工

事費 
140,448,457 

61,139,147 

(63,737,090) 
178,971,105 

新設       308ｍ 

マンホール蓋取替 102箇所 

新設       116ｍ 

マンホール蓋取替  62箇所 

新設     588.1ｍ 

撤去・廃止  576.6ｍ 

都道共同工事下水

道施設建設負担金 
19,948,622 0 0 

・主要地方道大田調布

線（第11号）整備費

負担金 

  

管渠
かんきょ

建設負担金 
3,306,839 55,136,102 0 

・調布都市計画道路3・

4・7号線建設負担金 

・調布都市計画道路3・

4・7号線建設負担金 

 

建設改良事務費 

（一般職人件費を

除く）   

123,766 

・職員旅費 

・備品購入費 

合計 176,482,596 
122,017,249 

(124,615,192) 
190,218,071 

一般職人件費 

（資本的支出分） 
  

31,389,101 

常勤職員3人分 

建設改良費総合計 

（固定資産購入費

を含む） 

  592,459,126 

※ 令和元年度の金額上段は，打切決算時の金額。下段括弧内の金額は，前年度との比較のた

め，例年どおり出納整理期間が存在したと仮定した場合の支出済額を記載  

 

15 比較貸借対照表 

  (1) 資産の部                               （単位：円） 

区  分 
令和2年度 

開始貸借対照表 

令和2年度 

貸借対照表 

増減額 

※括弧書きは前年度 



 
(令和2年4月1日) 

※括弧書きは構成比 

(令和3年3月31日) 

※括弧書きは構成比 

比増減率 

1 固定資産 
31,760,358,368 

(98.29%) 

30,441,203,514 

(96.41%) 

-1,319,154,854 

(-4.15%) 

(1) 有形固定資産 
28,887,814,443 

(89.40%) 

27,601,608,320 

(87.41%) 

-1,286,206,123 

(-4.45%) 

(2) 無形固定資産 
2,872,543,925 

(8.89%) 

2,839,595,194 

(9.00%) 

-32,948,731 

(-1.15%) 

2 流動資産 
553,471,273 

(1.71%) 

1,134,757,975 

 (3.59%) 

581,286,702 

(105.03%) 

(1) 現金預金 
352,514,177 

(1.09%) 

941,647,152 

(2.98%) 

589,132,975 

(167.12%) 

(2) 未収金 
200,957,096 

(0.62%) 

193,110,823 

(0.61%) 

-7,846,273 

(-3.90%) 

資産合計 
32,313,829,641 

(100%) 

31,575,961,489 

(100%) 

-737,868,152 

(-2.28%) 

  (2) 負債・資本の部                            （単位：円） 

区  分 

令和2年度 

開始貸借対照表 

(令和2年4月1日) 

※括弧書きは構成比 

令和2年度 

貸借対照表 

(令和3年3月31日) 

※括弧書きは構成比 

増減額 

※括弧書きは前年度 

比増減率 

（負債の部） 

3 固定負債 

6,780,246,267 

(20.98%) 

6,945,972,715 

(22.00%) 

165,726,448 

(2.44%) 

(1) 企業債 
6,780,246,267 

(20.98%) 

6,945,972,715 

(22.00%) 

165,726,448 

(2.44%) 

4 流動負債 
666,292,630 

(2.06%) 

963,183,019 

 (3.05%) 

296,890,389 

(44.56%) 

(1) 企業債 
262,441,211 

(0.81%) 

293,473,552 

(0.93%) 

31,032,341 

(11.82%) 

(2) 未払金 
403,851,419 

(1.25%) 

657,106,227 

(2.08%) 

253,254,808 

(62.71%) 

(3) 未払費用 
0 

(0.00%)         

3,445,618 

(0.01%) 

3,445,618 

（皆増) 

(4) 引当金 
0 

(0.00%) 

7,879,137 

(0.02%) 

7,879,137 

（皆増) 

(5) 預り金 
0 

(0.00%) 

1,278,485 

(0.00%) 

1,278,485 

(皆増) 

5 繰延収益 
21,613,976,025 

(66.89%) 

20,442,040,438 

(64.74%) 

-1,171,935,587 

(-5.42%) 

(1) 長期前受金 
21,613,976,025 

(66.89%) 

21,782,717,244 

(68.99%) 

168,741,219 

(0.78%) 

  収益化累計額 
0 

(0.00%) 

-1,340,676,806 

(-4.25%) 

-1,340,676,806 

(皆減) 

負債合計 
29,060,514,922 

(89.93%) 

28,351,196,172 

(89.79%) 

-709,318,750 

(-2.44%) 

（資本の部） 

6 資本金 

3,253,314,608 

(10.07%) 

3,253,314,608 

(10.30%) 

0 

(0.00%) 

7 剰余金 
111 

(0.00%) 

-28,549,291 

(-0.09%) 

-28,549,402 

(著減) 

(1) 資本剰余金 
111 

(0.00%) 

111 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 



(2) 利益剰余金 
0 

(0.00%) 

-28,549,402 

(-0.09%) 

-28,549,402 

(皆減) 

資本合計 
3,253,314,719 

(10.07%) 

3,224,765,317 

(10.21%) 

-28,549,402 

(-0.88%) 

負債・資本合計 
32,313,829,641 

(100%) 

31,575,961,489 

(100%) 

-737,868,152 

(-2.28%) 

 

16 排水設備設計審査等 

汚水を公共下水道へ排水するために行う工事の設計審査等の業務を行ったもの  

区  分 30年度 元年度 2年度 

指定下水道工事店 

登録件数（件） 

333 

(うち市内33) 

336 

(うち市内35) 

337 

(うち市内35) 

公共下水

道への接

続 

申請件数 

（件） 
794 769 782 

戸数（戸） 1,944 1,499 1,993 

公共汚水ます設置数 

（基） 
697 607 860 

雨水浸透ます設置数 

（基） 
3,192 3,251 3,964 

浸透トレンチ設置延長 

（ｍ） 
4,336 2,239 1,271 

 

17 危機管理体制の構築 

(1) 災害対応訓練の実施 

 ア 多摩ルールに基づく災害時支援に関する訓練（開催日：令和２年５月２９日）  

   電話及びメールによる情報伝達訓練の実施 

 イ 可搬式排水ポンプ稼働訓練（開催日：令和２年６月４日） 

   下水道課職員による可搬式排水ポンプ（３．３㎥／分）を用いた稼働訓練の実施  

 ウ 調布市・狛江市合同水防訓練（開催日：令和２年６月１１日）  

   調布市・狛江市の下水道課・防災担当課職員による専用電話及びＬＩＮＥを活用した情報

伝達訓練，排水ポンプ運搬設置訓練の実施 

(2) 災害時の協力体制の構築 

 ア 災害時の下水道施設に関する協定の締結 

  (ｱ) 協定名 多摩地域における災害時の下水道施設に係る技術支援協力に関する協定  

   (ｲ) 協定締結日 令和３年３月１９日 

(ｳ) 概要  

東京都下水道局，多摩地域３０市町村，公益財団法人東京都都市づくり公社及び公益

社団法人全国上下水道コンサルタント協会関東支部との間で，点検・調査結果を元にし

た国の災害査定に向けた設計等の資料作成に関し，協力体制を構築  


