
 

  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 元年度 2年度 3年度 

現年度

調定分 

(円) 

調定延べ

件数(件) 
1,570,551 1,578,320 1,588,136 

調定額 2,029,539,244 2,045,748,032 2,011,899,029 

収入済額 
1,839,902,173 

(2,005,906,366) 
1,867,761,917 1,836,175,588 

不納欠損

額 
10,749 1,925 1,540 

未収金残

高 

189,626,322 

(23,622,129) 
177,984,190 175,721,901 

徴収率

(%) 

90.66 

(98.84) 
91.30 91.27 

過年度

調定分 

(円) 

調定対象

期間 

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 

平成28年度から 

令和2年度まで 

未収件数

(件) 
84,693 86,593 91,045 

未収金額 
197,707,672 

(41,298,684) 
200,853,541 190,038,187 

過年度更

正額 
 -46,874 791,035 

収入済額 
185,502,170 

(29,093,182) 
188,204,274 178,460,939 

不納欠損

額 
978,283 548,396 719,923 

未収金残

高 
11,227,219 12,053,997 11,648,360 

徴収率

(%) 

93.83 

(70.45) 
93.72 93.52 

合計 

(円) 

調定額＋ 

未収金額 

2,227,246,916 

(2,070,837,928) 
2,246,601,573 2,201,937,216 

過年度更

正額 
 -46,874 791,035 

収入済額 
2,025,404,343 

(2,034,999,548) 
2,055,966,191 2,014,636,527 

不納欠損

件数(件) 
697 648 667 

不納欠損

額 
989,032 550,321 721,463 

未収金残

高 

200,853,541 

(34,849,348) 
190,038,187 187,370,261 

徴収率 

(%) 

90.94 

  (98.27) 
91.52 91.46 



 

減免 

減免件数

(件) 
36,958 37,182 37,898 

減免額 12,949,085 13,030,115 13,264,300 

※ 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３

１日で令和元年度決算を打ち切った（以後，「打切決算」という。）。  

※ 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 元年度 2年度 3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 1,090,511,221 

項2 営業外収益 

目2 他会計負担金 
33,138,277 30,123,711 

資本的 

収入 

項6 他会計負担金 

目1 他会計負担金 
69,844,726 54,549,329 

合  計 1,029,665,000 1,162,931,728 1,175,184,261 

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 

（令和3年度内訳） 

流域下水道の建設に要する経費 

（企業債支払利息分） 
17,711,977 

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 
1,974,197 

高度処理に要する経費 10,257,537 

児童手当に要する経費 

（収益的支出職員人件費分） 
180,000 

 

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 

（令和3年度内訳） 

雨水処理に要する経費 

（建設改良費分） 
5,000,000 

流域下水道の建設に要する経費 

（企業債償還金分） 
49,009,329 

児童手当に要する経費 

（資本的支出職員人件費分） 
540,000 

 

 

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

（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 元年度 2年度 3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＞） 

15,000,000 

  

・令元下水道長寿命

化対策工事（その

1） 

・令元下水道ストッ

クマネジメント詳

細調査委託 

都補助金 

（下水道整備費補助

金） 

750,000 

  

・令元下水道長寿命

化対策工事（その

1） 

・令元下水道ストッ

クマネジメント詳

細調査委託 

特別利益 

 

1,123,200 806,276 

・消費税及び地方消

費税還付金（令和

元年度分確定申告

額） 

・過年度損益修正益 

(下水道使用料の 

過年度調定分) 

  ※ 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 元年度 2年度 3年度 

浸水対策事業委

託料 

 

3,711,896 26,785,000 

・調布幹線水路へのフ

ラップゲート設置工事

設計 

・浸水被害軽減総合計

画策定及び内水浸水

想定区域図作成 

・災害対策用可搬式排

水ポンプ保守点検及

び災害対策用設備準

備 

下水道BCP等改定

委託料 
 

 1,650,000 

公共下水道事業業務継

続計画変更 

水位計・カメラ

等インターネッ

ト利用料 
 

200,930 764,016 

2か月分 12か月分 

水位計・カメラ

等システム利用

料 
 

880,000 4,474,327 

2か月分（保守含む） 12か月分（保守含む） 

管渠
かんきょ

等緊急修繕 

料 

7,370,000 

  調布排水樋管緊急修 

繕 

根川雨水幹線維

持管理負担金 
0 

(12,132,821) 
13,073,392 7,321,946 



 

 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 

 

1,145,776 136,869 

・浸水対策システム利

用料 

・調布排水樋管水門電

気料 

・調布排水樋管水門

電気料 

合計 
7,370,000 

(19,502,821) 
19,011,994 41,132,158 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

地震対策委託料 10,890,000 10,780,000 1,177,000 

・管路施設耐震診断調

査（詳細診断） 

5.2km(累計15.3km) 

・管路施設耐震診断調

査（詳細診断） 

4.6km(累計19.9㎞) 

・管路施設耐震診断調

査（詳細診断） 

0.5km(累計20.4㎞) 

合計 10,890,000 10,780,000 1,177,000 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

ストックマネジ

メント調査等委

託料 

26,521,000 26,708,000 22,836,000 

管路詳細調査 13.21km 

・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 27.69km 

          (1,212ｽﾊﾟﾝ) 

平成30年度からの累計 

136.24㎞（4,511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 

管理点検 35.05km 

         (1,525ｽﾊﾟﾝ) 

平成30年度からの累計 

171.29km(6,036ｽﾊﾟﾝ) 

・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 
48,730,000 

  
部分補修85箇所 

合計 75,251,000 26,708,000 22,836,000 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

自然流下化基本

設計委託料  
1,639,000 

 
・基本設計 

合計 0 1,639,000 0 

 (5) 修繕                                 （単位：円） 

件  名 元年度 2年度 3年度 

汚水ます移設等

工事費 
20,570,686 

(22,680,440) 
19,154,011 13,607,458 

新設・移設  56箇所 新設・移設  63箇所 新設・移設  21箇所 



 

管渠
かんきょ

等補修工事

費 

109,571,061 

（115,140,073) 
142,241,147 124,143,171 

汚水ます補修   7箇所 

取付管補修   75箇所 

道路陥没件数  16件 

 

汚水ます補修 15箇所 

取付管補修  48箇所 

道路陥没件数  8件 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替  45箇所 

汚水ます補修 16箇所 

取付管補修  24箇所 

道路陥没件数  15件 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替  113箇所 

   ・調布幹線水路へのフ

ラップゲート設置工

事 

しゅんせつ工事

費 
4,840,000 5,005,000 5,036,119 

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 

機器修繕費   33,000 

ガス検知器修繕 

合計 
134,981,747 

(142,660,513) 
166,400,158 142,819,748 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

雨天時水質調査

委託料 
3,740,000 5,775,000 5,489,000 

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 3,740,000 5,775,000 5,489,000 

 (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 元年度 2年度 3年度 

特定施設等水質

検査委託料 
2,685,186 1,882,650 2,327,600 

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 

特定事業場調査 72回 

クリーニング場調査 7 回 

水質検査業務共

同実施に係る費

用負担金 

520,873 587,978 700,310 

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

合計 3,206,059 2,470,628 3,027,910 

   ※ 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 元年度 2年度 3年度 

下水道台帳シス

テム管理費 
7,913,604 

(9,741,007) 
12,332,620 8,020,348 

・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 

・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 
7,923,120 

(8,646,920) 
10,228,350 9,851,930 

平日夜間    240日 

休日      126日 

平日夜間   213日 

※休日    152日 

平日夜間   242日 

休日     123日 



 

管渠
かんきょ

清掃委託料 70,976,938 

(71,657,563) 
89,887,193 73,297,729 

管渠
かんきょ

清掃   26,998ｍ 

吐口点検    264箇所 

汚水ます及び取付管清掃 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 

汚水ます及び取付管清掃  1箇所 

伏越清掃     13箇所 

汚泥運搬・処理 131ｔ 

管渠
かんきょ

清掃  24,636ｍ 

吐口点検     276箇所 

汚水ます及び取付管清掃 12箇所 

伏越清掃       8箇所 

汚泥運搬・処理  61ｔ 

草刈委託料 6,818,054 6,951,780 7,287,933 

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
かんきょ

等建設改良

工事基本設計委

託料 

35,992,000 11,066,000 16,753,000 

・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 

･ 調布都市計画道路 

3・4・28号線下水道 

基本設計 

 

管渠
かんきょ

維持管理設

計・測量・調査

等委託料 

2,849,739 3,527,365 10,693,826 

調査測量等 調査測量等 調査測量等 

下水道積算シス

テム借上料 

1,357,169 

(1,480,548) 
1,480,548 1,446,720 

借上料 借上料 借上料 

補修工事用原材

料費 
4,656,400 

(5,171,200) 
2,900,700 2,904,000 

マンホール蓋及び受枠 

102組 

マンホール蓋及び受枠 

60組 

マンホール蓋及び受枠 

60組 

その他の管渠費 

 

1,663,507 1,475,940 

 ・伏越マンホールポン

プ電話料 

・土地賃借料 

・電気料 

・都・国道等工事監督

事務負担金 

・道路復旧工事監督事

務負担金 

・伏越マンホールポン

プ電話料 

・土地賃借料 

・電気料 

・都・国道等工事監督  

 事務負担金 

・道路復旧工事監督事

務負担金 

合計 
138,487,024 

(142,357,031) 
140,038,063 131,731,426 

管渠
かんきょ

費総合計  372,822,843 348,213,242 

※ 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〕 



 

周辺より地形が低くなっている緑ケ丘・仙川町（約６０ヘクタール）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ポンプ場を維持管理するもの（２４時間

３６５日稼働） 

(1) 維持管理                                   （単位：円） 

件  名 元年度 2年度 3年度 

光熱水費（上下

水道料・ガス料

金） 

246,419 221,092 184,016 

管理・点検等委

託料 
44,997,674 

(48,670,922) 
49,805,973 49,871,404 

・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 

・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

） 

2,436,931 

(2,636,102) 
2,483,351 2,650,341 

その他のポンプ

場費 
291,272 104,353 81,125 

・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 

・火災・損害保険料 

合計 
47,972,296 

(51,844,715) 
52,614,769 52,786,886 

※ 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，「12 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日最大量 

   (㎥) 

1日平均量 

   (㎥) 

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 

3 103,642 809 47,454 755,588 8,640 2,070 

※ 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 

  （㎥） 

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 



 

3 1,535,761,280 39,685,805 24,715,091 14,970,714 

※ 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 元年度 2年度 3年度 

下水道使用料徴

収委託料 

322,079,440 

345,768,000 

312,835,470 （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 

0 

(2,580,098) 
2,690,873 2,607,689 

※ 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 元年度 2年度 3年度 

主な情報発信の

取組 

・ゲゲゲの鬼太郎マン

ホールカードを発行

・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

ル蓋を設置（50か所

），紙コースターを

配布（16,000枚） 

・市ホームページで

CHOFU GESUI WORLD

～調布市の下水道の

世界～を公開開始 

・ゲゲゲの鬼太郎マン

ホールカードを配布

（2,904枚/令和元年

8 月 か ら の 累 計

13,057枚） 

・市ホームページで水

害に備えた調布排水

樋管等の水位情報画

像を公開開始 

・市民団体へ出前講座

（風水害への備え）

を実施（2回） 

・ゲゲゲの鬼太郎マン

ホールカードを配布

（3,471枚/令和元年

8月からの累計 

16,528枚) 

・調布青年会議所と連

携したデザインマン

ホール蓋を設置（ 2

か所） 

・市ホームページで自

由研究のテーマとし

て下水道分野を紹介 

・市ホームページで公

営企業会計の予算・

決算の特徴等を掲載 

・市民団体へ出前講座

（風水害への備え）

を実施(2回) 

 

９ 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 元年度 2年度 3年度 

（仮称）下水道総

合ビジョン策定支

援委託料 

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 

 6,600,000  

公営企業会計適用

支援等委託料 

0 

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

 

1,210,000 

公営企業会計シス

テム導入委託料 

0 

(3,386,448) 
  

公営企業会計シス

テム利用料 

691,625 

(829,774) 
1,663,068 1,663,068 

会計年度任用職員

人件費（報酬・手

当） 

809,704 

(973,774) 
2,382,000 1,672,400 

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 

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） 
 

108,469,086 104,728,926 

常勤職員14人分 常勤職員13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  

 

10 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 元年度 2年度 3年度 

消費税及び地方消

費税対象年度分確

定額 

5,788,300 28,590,800 28,565,100 

消費税及び地方消

費税中間納付額 
4,611,400 2,305,700 21,482,100 

令和元年度分中間納付

額 

令和元年度分中間納付

額 

令和3年度分中間納付

額 

消費税及び地方消

費税確定申告額 
9,130,100 28,590,800 7,083,000 

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 

令和3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 
 -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 

 



 

11 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 元年度 2年度 3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 

 

12 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 元年度 2年度 3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 

管渠
かんきょ

等建設改良

工事費 

  
3,760,668 

・調布排水樋管可搬式

排水ポンプ用倉庫及

び給排水設備設置 

三鷹市雨水貯留

施設建設負担金 
27,500,000 41,100,000 42,637,020 

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 

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 10,112,798 

・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 

・根川第1雨水幹線逆

流防止ゲート設置詳

細設計 

固定資産購入費 

 

 

22,128,162 

 

 

・可搬式排水ポンプ 

（排水ホース含む） 

3台（3.3㎥/分・台） 

・小型トラック1台 

合計 27,500,000 126,347,220 56,510,486 



 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

長寿命化対策工

事設計等委託料 
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 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ工

事設計等委託料 

       9,329,100 

ストックマネジメント 

工事実施設計 

長寿命化対策工

事費 

 

176,961,900 160,916,949 26,950,000 

管路対策工事  1,220m 

マンホール蓋交換 328箇所 

（平成27年度からの老

朽化・劣化対策事業の

累計交換数1,271箇所） 

新設     124.7m 

撤去・廃止   27.0m 

マンホール蓋交換   94箇所 

（平成27年度からの老

朽化・劣化対策事業の

累計交換数1,365箇所） 

更生    86.6m 

 

長寿命化対策に

伴う移設工事等

補償費 

 

 

1,334,011 
 

電柱支障移設 

合計 185,754,180 167,486,960 36,279,100 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

自然流下化設計

等委託料 
10,914,750 45,666,500 6,501,000 

・地質調査 

・測量調査 

・地質調査 

・実施設計 

・物件補償調査 

・交通影響分析調査 

・特別価格調査 

自然流下化工事

費 

  
175,700,000 

調布市公共下水道４２ 

号幹線新設工事 

自然流下化に伴

う移設工事等補

償費 

 

  7,082,009 

水道管支障移設 

自然流下化に伴

う物件補償費 

 

  
4,246,201 

・工作物等の原状回復

に代わる補償額 

自然流下化に伴

う土地賃借料 

 

  
2,012,625 

5箇月分（地積633㎡） 

合計 10,914,750 45,666,500 195,541,835 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

流域下水道建設

負担金 
30,458,957 31,351,274 57,787,639 



 

 ・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 

流域下水道改良

負担金 

  70,802,495 

・流域下水道改良負担

金 

合計 30,458,957 31,351,274 128,590,134 

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

件  名 元年度 2年度 3年度 

管渠
かんきょ

等建設改良

工事設計等委託

料 

5,742,000 11,123,200 8,579,780 

・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 

・野川吐口改良実施設

計 

管渠
かんきょ

等建設改良

工事費 

61,139,147 

(63,737,090) 
178,971,105 154,171,523 

新設       116ｍ 

マンホール蓋取替  62箇所 

新設     588.1ｍ 

撤去・廃止  576.6ｍ 

新設    379.24m 

撤去・廃止 316.49m    

建設改良工事に

伴う移設工事補

償費 

 

 

 

12,256,058 

水道管，ガス管，電柱 

支障移設 

管渠
かんきょ

建設負担金 55,136,102 

  ・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 29,602 

・職員旅費 

・備品購入費 

職員旅費 

固定資産購入費  

 
120,615 

ガス検知器1台 

合計 
122,017,249 

(124,615,192) 
 190,218,071 175,157,578 

一般職人件費 

（資本的支出分

） 

 
31,389,101 37,627,181 

常勤職員3人分  常勤職員4人分 

建設改良費総合

計 

（固定資産購入

費を含む） 

 592,459,126 629,706,314 

※ 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。 

 

13  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設置する排水設備の設計審査等の業務を行ったもの 

区  分 元年度 2年度 3年度 

指定下水道工事店 

登録件数（件） 

336 

(うち市内35) 

337 

（うち市内35） 

345 

（うち市内33） 

排水設備確

認申請 

完了件数

（件） 
768 658 731 

戸数（戸

） 
1,313 1,718 1,848 

公共汚水ます設置完了数 

（基） 
519 539 404 

雨水浸透ます設置完了数 

（基） 
3,251 3,964 3,363 

浸透トレンチ設置完了延

長（ｍ） 
2,239 1,271 2,039 

 

14 危機管理体制の構築 

(1) 災害対応訓練の実施 

  ア 調布市・狛江市合同水防訓練（開催日：令和３年６月６日） 

   (ｱ) 現場訓練 排水ポンプ運搬設置訓練 

  (ｲ) 通信訓練 

     調布市・狛江市の下水道課・防災担当課職員（市役所本庁舎指揮班・現場対応班）で構

築した連絡体制（電話・ＳＮＳ）を活用した災害に関する情報伝達訓練の実施 

   イ 多摩ルールに基づく災害時支援に関する簡易情報連絡訓練（開催日：令和３年６月９日） 

震災を想定した電話及びメールによる情報伝達訓練の実施 

  ウ 可搬式排水ポンプ稼働訓練（開催日：令和３年８月３０日） 

    下水道課職員による災害時における応急復旧業務に関する協定締結事業者と連携した，調  

   布排水樋管での可搬式排水ポンプ（３．３㎥／分）の稼働訓練の実施 

(2) 災害時の協力体制の構築 

  ア 災害時における応急復旧業務に関する協定  

   (ｱ) 協定締結日 令和３年９月 1 日 

(ｲ) 概要 

スバル興業株式会社多摩営業所との間で，市内で災害が発生した場合に，又は発生する 

恐れがある場合に，業務に必要な資機材（排水ポンプ等）の操作員を動員し，被害の拡大 

防止及び被害箇所の早期復旧を図るために必要な事項を定めた協定  

   イ 災害時におけるコンクリート圧送車等での応急対策業務に関する協定 

   (ｱ) 協定締結日 令和３年１０月２５日 

(ｲ) 概要  

      東京都コンクリート圧送共同組合との間で，市内で災害が発生した場合に，コンクリー 

ト圧送車及び運転士を要請し，応急対応業務（浸水地域での排水活動）を行うために必要 

な事項を定めた協定 

 

15 下水道事業に関する説明会の開催 

(1) 令３調布市公共下水道４２号幹線新設工事に関する事業説明会  

   ア 開催日 令和３年９月３０日 



 

   イ 開催場所 市立第八中学校体育館 

   ウ 参加者数 １４人 

   エ 概要  

     仙川汚水中継ポンプ場から圧送されている緑ケ丘及び仙川町の汚水について，下水道管幹  

線の新設（ミニシールド工法・推進工法）により自然流下化方式へ切り替える事業について，

工事に対する不安を解消し，当該事業についての理解を得ることで計画的に事業を進めるこ

とを目的として開催したもの 

(2) 令３調布市公共下水道４２号幹線新設に関する工事説明会 

   ア 開催日 令和４年３月２５日 

   イ 開催場所 市立第八中学校体育館 

   ウ 参加者数 １５人 

   エ 概要  

      令和３年９月３０日に開催した事業説明会に引き続き，工事請負契約締結後に工事内容の

詳細について説明するために開催したもの 

 

16 調布市と狛江市の水害対応等に関する検討会の開催 

  調布市と狛江市が共に連携し，羽毛下・根川雨水幹線流域（六郷排水樋管の流域）の地域にお

ける洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策等を総合的かつ一体的に推進する

ことを目的として開催 

(1) 会員構成等 国土交通省職員（１人），都職員（２人），調布市職員（１０人），狛江市  

  職員（１０人）（事務局は両市環境部下水道課で運営） 

   検討会の下部機関として幹事会及び検討会実施事項の基礎調査や浸水被害軽減のためのハー  

ド対策等の浸水被害軽減に関することを検討するため，幹事会や学識経験者（１人）を交えた

検討部会も別に開催 

(2) 開催日・主な議題 

回 開催日 主な内容 

第 7 回 令和 3 年 5 月 27 日 
令和 3 年度浸水対策事業について 

浸水被害軽減のための計画策定について 

第 8 回 令和 3 年 8 月 26 日 
浸水対策事業の進捗について 

第 1 回検討部会報告について 

第 9 回 令和 3 年 11 月 19 日 
浸水対策事業の進捗について 

第 2 回検討部会報告について 

 

 


