
★雨水対策整備事業（912,124千円） ★本管・施設改良事業　84,284千円（▲209,391）
・149号雨水幹線（管渠整備　L=30ｍ） ・三穂田町駒屋、富岡　外

★配水幹線更新事業（1,105,000千円） ・石塚樋門・ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ整備工事（R3-R7継続） ◆公共下水道 管渠改築工事、管渠改築実施設計委託
・配水幹線更新工事等（喜久田町堀之内、三穂田町山口、 ・Webｶﾒﾗ設置工事、排水樋管計測器設置工事、 ★汚水処理施設整備事業（1,721,768千円） ・片平、川田地区
　　　　　　　　　　　安積町荒井、成田　他　L=2,430m） 　下水道管内水位計改修工事 ・面整備：喜久田町堀之内 10ha、八山田 20ha 維持管理適正化計画策定業務委託

★配水管網整備事業（2,614,600千円） ・古川ﾎﾟﾝﾌﾟ場ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施方針策定業務委託 ・面整備基本設計：御前南、富田東地区 ・富岡地区高圧受電設備改修工事
・配水管更新、改良工事等（市内各所　L=7,637m） ・総合的な雨水管理計画策定に向けた調査 　（DB手法の導入可能性調査） ●維持管理費等　215,670千円（5,505）

○増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ更新事業（12,500千円） ・排水樋門遠隔操作化実施設計委託 ・私道、末端管渠整備工事 　※給与費含む
・上道渡、川曲ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新工事 ・下水道施設耐水化設計委託 ・汚水桝設置工事委託

★浄水場設備更新事業（662,917千円） ・止水板設置補助　等 〇固定資産購入費（670千円）
・堀口：浄水池更新撤去工事、排水池・排泥池等手摺設置工事等 ★雨水貯留施設等整備事業（4,336,176千円） ・面整備用地取得
・熱海：施設更新（電気設備、建築工事、機械設備）工事（R4-R5継続） ・小原田貯留管（R1-R4継続）
・荒井：無停電電源装置更新工事 ・石塚貯留管（R3-R4継続） ◆特定環境保全公共下水道 ･減価償却費･資産減耗費（394,573千円）

●その他工事及び固定資産購入費等（708,969千円）※給与費含む ・管渠（3号、133号、4号～3号ﾊﾞｲﾊﾟｽ管　外） ★特定環境保全公共下水道管渠建設事業 ･企業債利息（65,796千円）
★局庁舎監視ｶﾒﾗ設置工事 ・下水道管理ｾﾝﾀｰ樋門・放流渠（R2-R4継続） （10,806千円） ･過年度損益修正損（174千円）
・河川、下水、土地区画整理事業関連工事 〇雨水流出抑制施設等整備事業（10,110千円） ・末端管渠整備、汚水桝設置工事
・消火栓設置工事　外 ・雨水活用補助金(浄化槽転用、雨水浸透ます) ○終末処理施設建設事業（14,800千円）

★鉛給水管対策事業（200,169千円） 〇事業認可等計画策定事業（396円） ・湖南浄化ｾﾝﾀｰNo.1循環水量計更新工事
○水道水放射性物質対策事業（17,859千円） 〇固定資産購入費（6,834千円） 〇浄化槽雨水貯留施設転用事業（200千円）

・水質ﾓﾆﾀﾘﾝﾝｸﾞ検査、ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器修繕 ・雨水幹線用地取得 ○浄化槽事業
●維持管理費等（3,712,694千円）※給与費含む ●維持管理費等(346,609千円) ※給与費含む ○受益者負担金等徴収事業（4,294千円） ・浄化槽設置整備事業補助金（33,771千円）

★水道管路劣化予測診断業務委託、水管橋点検調査業務委託 ●維持管理費等（1,542,281千円）※給与費含む ・浄化槽維持管理費補助金（47,740千円）
★上下水道局庁舎修繕 ・一般管理費（1,241千円）
・配給水施設等修繕、保守点検、漏水調査、維持管理業務委託　外
・各浄水場修繕、維持管理業務委託　外

◆水道事業（81,265千円）
･減価償却費･資産減耗費（3,073,491千円） 　〇消火栓維持管理負担金（22,257千円）
･企業債利息（136,432千円） 　〇消火栓設置負担金（26,448千円）
･消費税、予備費（239,562千円） 　〇東日本大震災ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ負担金（78千円）

　〇児童手当負担金（4,500千円）
　〇未給水地区解消事業出資金（23,767千円）
　〇中田簡易水道事業補助金（4,215千円）
◆下水道事業（5,455,580千円）
　〇雨水負担金（1,359,545千円）
　〇汚水負担金（1,829,145千円）
　〇浄化槽・特環補助金（125,988千円）
　〇出資金（2,053,437千円）
　〇東日本大震災ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ負担金（65千円）

簡易水道料金（41,136千円）、一般会計繰入金（167,550千円） 　〇退職手当負担金（87,400千円）
・給水装置台帳ｼｽﾃﾑ入力業務委託、水源地取水ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 ◆農業集落排水事業（538,562千円）
・配水池流量計更新工事 　〇負担金（292,326千円）
・取水流量計、水位計更新工事　外 　〇補助金（83,491千円）

　〇出資金（162,745千円）
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②企業債償還元金　1,071,829千円（▲43,277）４条

③減価償却費等　3,445,748千円（36,762）３条

（1,457,263千円）

○企業債償還元金　392,876千円（3,249）４条

○減価償却費等　460,543千円（▲12,279）３条

一般会計 浄化槽事業 82,752千円
（8.3％ 6,359千円）

⑤企業債償還元金 5,319,112千円（▲4,468）４条

○減価償却費（4,421,740千円） ○企業債利息（847,316千円） ○特別損失（6,648千円）

○資産減耗費（98,756千円）

★下水道管理ｾﾝﾀｰ脱水機棟、ｺﾝﾎﾟｽﾄ棟解体実施設計委託（31,350千円）３条

○本管改良事業（189,994千円）

★ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業（中部第二：ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築、北部第二：点検委託、東部：改築計画策定委託 外）

・下水道管移設・改築工事等（徳定川河川改修、内環状線 外）

○施設改良事業（98,920千円）

★下水道管理ｾﾝﾀｰ沈砂池設備改築工事（R4-R5継続）

・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場改修工事（深沢No.1、熱海No.1）

・中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場高圧受電設備更新工事（行合橋、熱海）

令和４年度 上下水道局当初予算 36,789,145千円 （令和３年度 37,111,278千円 ▲0.9％ ▲322,133千円）

①建設改良費・維持管理費等 9,021,997千円（▲51,774千円）

令和４年度 上下水道局当初予算 事業・セグメント別フレーム

水道料金 7,739,250千円（78,889千円） 下水道使用料 4,258,119千円（▲90,874千円）

農集使用料 134,557千円（▲3,579千円）

（①＋②＋③）

④本管・施設改良事業等 288,914千円（41,998千円）

水道事業 13,533,289千円（▲0.5％ ▲64,574千円） 下水道事業 22,016,531千円（①＋②＋③＋④＋⑤）（0.2％ 38,707千円）

（参考）簡易水道事業 346,936千円

農業集落排水事業 1,156,573千円
（▲15.6％ ▲212,916千円）

（参考）一般会計繰入金

6,075,407千円（▲1.3％ ▲77,165千円）

⑥減価償却費等 5,374,460千円（▲187,044）３条

①雨水事業 5,612,249千円（60,847千円） ②汚水事業 3,276,819千円（124,724千円）

★主要事業（重点） 〇主要事業 ●維持管理経

※工業用水道（▲92,909・皆減）

※簡易水道事業除く

③★流域下水道維持管理費 2,077,854千円（6,530千円）

★流域下水道建設事業 67,123千円（▲3,880千円）
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※水道事業のうち中田簡易水道分（47,575千円）、料金（2,410千円）

・給水装置台帳ｼｽﾃﾑ入力業務委託、ｸﾗｳﾄﾞ監視ｼｽﾃﾑ機器保守点検委託

・配水管更新工事 外



令和４年度 上下水道局の重点施策

ＤＸの推進

５レスの推進

〇キャッシュレスの推進
・2020.1.15～ 納入通知書のスマートフォン決済（PayB）
・2020.1.31～ クレジットカードの継続引き落とし
・2021.1.1～ スマートフォン決済の拡充（LINEPay,PayPay）
・2022.1.4～ web口座振替受付サービス

〇カウンターレス
・上下水道局業務系ｼｽﾃﾑ構築の推進
・契約管理ｼｽﾃﾑ
・電子入札

〇ムーブ（会議）レス
・Web会議、ﾘﾓｰﾄ研修、在宅勤務の充実
・特別会議室用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ購入
・ﾄﾞﾛｰﾝ資格取得講習

〇ペーパーレス、ファイルレス
・押印欄の削除、ｼｽﾃﾑでの決裁、供覧、保管
・預貯金等照会業務の電子化ｻｰﾋﾞｽ

水道事業 ＡＩを活用した水道管路劣化予測診断業務

【目的】管路情報（GISデータ）や事故履歴（漏水データ等）と環境変数（土壌、気候、人口等）を組み合わせることで、
水道管の破損確立をＡＩで高精度に解析する。

【効果】選択と集中による効率的な管路の更新と維持管理の充実強化が図られる。

【対象管路】・総延長 約1,790km ・導水管（ずい道除く）、送水管、配水管

＜水道事業 主なＤＸ関連＞
〇管網解析ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入に向けた検討
〇ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ導入に向けた検討
〇管路管理ｼｽﾃﾑ
〇ﾓﾊﾞｲﾙ版管路管理ｼｽﾃﾑ
〇増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場遠方監視装置
〇ｳｪｱﾗﾌﾞﾙﾒﾗ

下水道事業 排水樋門の遠隔操作化

【目的】河川からの逆流による浸水被害の軽減及び排水樋門を開閉する
操作員の安全確保を図るため、排水樋門の遠隔監視操作化を推進

【実施内容】
・2021年度 基本設計 13箇所
・2022年度 実施設計 ３箇所
（五輪下樋門、新堀川樋門、６号樋門）

・2023年度以降 工事、実施設計

＜下水道事業 主なＤＸ関連＞
〇排水樋管等Webｶﾒﾗ設置工事
〇排水樋管（雨水幹線管内）計測機器設置工事
〇ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ

写真：逢瀬川第３号樋管

気候変動・自然災害・地球温暖化対策

水道水の安全性確保（自然災害対策）

・水道管路劣化予測診断業務（再掲：DX）
・水管橋点検調査業務
・配水管線更新・管網整備事業

浸水被害の軽減（気候変動・自然災害対策）

〇流域治水の推進
〇雨水対策整備事業

・下水道施設の耐水化
・排水樋門の遠隔操作化（再掲：DX）
・石塚樋門・ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ整備
・雨水幹線整備

〇雨水貯留施設等整備事業
・小原田貯留管整備
・石塚貯留管整備
・下水道管理ｾﾝﾀｰ樋門・放流渠整備

〇雨水流出抑制施設整備事業

環境への配慮（地球温暖化対策）

・次期小水力発電事業導入に向けた検討
・水道施設、下水道施設LED化の推進

－２－

官民連携の推進（持たざる経営）

・ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ(DB)手法導入可能性調査
汚水処理施設面整備基本設計（御前南、富田東）

・ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ導入に向けた検討（再掲：DX）
・次期小水力発電事業導入に向けた検討（再掲：地球温暖化対策）
・災害時協定（相互応援・応急対策業務の支援）
・水道施設、下水道施設LED化の推進（再掲：地球温暖化対策）
・料金窓口業務の包括委託

ＳＤＧｓの実現と2030年~2050年に向けたバックキャスティングによる基盤づくり

施設の耐震性確保・長寿命化対策

・水道管路劣化予測診断業務（再掲：DX・自然災害対策）
・水管橋点検調査業務（再掲：自然災害対策）
・下水道施設の耐水化（再掲：気候変動・自然災害対策）
・下水道施設本管・施設改良事業

ファシリティマネジメントの推進

・旧豊田浄水場跡地、局庁舎、北庁舎、浄水管理棟、下水道管理ｾﾝﾀｰ、
逢瀬川第１取水場ﾎﾟﾝﾌﾟ室 等

DB手法導入による工事費比較
（先進地参照） →

下水道関連事業費（雨水）と
雨水貯留量の推移（H25年度以降）

【旧豊田浄水場跡地活用計画】
〇東北電力業務車両臨時駐車場
相手：東北電力株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社
期間：2022~2027 〇麓山地区公共施設臨時駐車場
相手：文化スポーツ部文化振興課
期間：2021.12~2023.2

〇災害時車中避難等駐車場
相手：総務部防災危機管理課 期間：2019~

ＡＩを活用した水道管路劣化予測診断業務

0 18,047 40,296 

631,009 619,893 609,300 

179,472 181,943 170,796 
2 468 4,092 

2019 2020 2021

（件）
アプリ コンビニ 口座振替 クレジットカード

水道料金・下水道使用料納付別件数実績

官民連携・パートナーシップ

葉山町
(約40ha）

葉山町
(約40ha）

伊豆の国市
(約62.5ha）

伊豆の国市
(約62.5ha）

豊田市
(約33ha）

豊田市
(約33ha）

１年短縮

２年短縮

約10％縮減
(1億2,400万円 減)

約26％縮減
(4億2,100万円減)

通常発注額 DB契約額 通常発注工事期間 DB実施工事期間

約15％縮減
(3億8,300万円減)

契約額の比較 工事期間の比較

1.5年短縮
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郡山駅

市役所

磐梯熱海駅

喜久田駅

安積永盛駅

磐城守山駅

２ 配水幹線更新事業
配水幹線更新工事
DIPφ600 L=580m 喜久田町堀之内地内

３ 配水幹線更新事業
配水幹線更新工事
DIPφ800 L=500m 三穂田町山口地内

安子ヶ島駅

７ 配水管更新工事
DIPφ300 L=1,000m 熱海町熱海五丁目外地内

17 配水管更新工事
DIPφ400 L=400m 日和田町字東原外地内

18 配水管更新工事（ＪＲ磐越西線推進）
DIPφ300 L=110m 富久山町久保田地内

10 配水管更新工事（前川原橋添架）
SUSφ300 L=50m 富田町字菱内外地内

23 配水管更新工事
DIPφ300 L=470m 小原田三丁目外地内

22 配水管更新工事（行合橋添架）
SUSφ300 L=250m 水門町外地内

堀口浄水場

荒井浄水場

熱海浄水場

11 第二大島前橋水管橋架替工事
DIPφ200外 L=65m 富田町字下亀田地内

郡山富田駅

12 配水管更新工事（市道推進）
DIPφ300 L=40m 朝日三丁目外地内

21 配水管更新工事
DIPφ300 L=560m 谷島町地内

凡 例

上下水道局

令和４年３月定例会
議案調査資料 上下水道局

９ 配水管更新工事
DIPφ150外 L=425m 片平町字田中外地内

27 配水管布設工事
DIPφ100 L=300m 田村町金屋地内

26 配水管更新工事
DIPφ300 L=350m 田村町徳定地内

５ 配水幹線更新事業
配水幹線更新工事
DIPφ700 L=500m 安積町荒井地内

４ 配水幹線更新事業
配水幹線更新工事
DIPφ800 L=500m 三穂田町山口地内

６ 配水幹線更新事業
成田水管橋橋脚補強工事
一式 安積町成田地内

８ 配水管更新工事
DIPφ200 L=580m 熱海町玉川地内

14 配水管更新工事
DIPφ200 L=660m 三穂田町駒屋地内

19 配水管更新工事（ＪＲ磐越東線推進）
PPφ100 L=17m 舞木町岩ノ作地内

令和４年度 上下水道局 水道事業
主要工事予定箇所図

１ 配水幹線更新事業
配水幹線更新工事（藤田川推進）
DIPφ600 L=350m 喜久田町堀之内地内

25 配水管更新工事
DIPφ300 L=70m 安積町日出山地内

15 配水管更新工事（県道推進）
DIPφ400 L=500m 安積二丁目外地内

16 配水管更新工事
DIPφ200 L=500m 田村町正直外地内

13 配水管更新工事
DIPφ200 L=130m 本町一丁目地内

24 配水管更新工事
DIPφ300 L=800m 田村町下行合地内

20 配水管更新工事
DIPφ300 L=360m 向河原町地内

配水管更新・布設工事

他事業関連工事

34 咲田橋架替工事に伴う配水管移設工事（逢瀬川推進）
DIPφ300 L=200m 若葉町外地内

41 道路橋りょう整備（再復）工事に伴う配水管移設工事
DIPφ200外 L=320m 田村町守山地内

29 道路橋りょう整備（交付）工事（歩道工）に伴う配水管移設工事
DIPφ150 L=100m 熱海町上伊豆島地内

30 道路橋りょう整備（交付）工事に伴う配水管移設工事
DIPφ150 L=60m 大槻町字桜木地内

39 徳定川河川改修工事に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
DIPφ200 L=30m 田村町徳定地内

28 喜久田町堀之内地区汚水管布設に伴う配水管移設工事
DIPφ200外 L=380m 喜久田町堀之内地内

36 149号雨水幹線工事に伴う配水管移設工事
DIPφ150外 L=150m 横塚二丁目地内

32 図景導水管築造工事に伴う配水管移設工事
DIPφ300外 L=180m 図景一丁目地内

33 175号雨水幹線函渠整備工事に伴う配水管移設工事
DIPφ150外 L=90m 安積町笹川地内

40 徳定土地区画整理事業に伴う配水管移設工事
DIPφ150 L=80m 田村町地内

37 石塚樋門・ポンプゲート整備工事に伴う配水管移設工事
DIPφ250外 L=110m 字外河原外地内

35 赤木貯留管関連管渠整備工事に伴う配水管移設工事
DIPφ150外 L=270m 若葉町外地内

38 133号雨水幹線工事に伴う配水管移設工事
DIPφ300 L=60m 字石塚外地内

31 大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事
DIPφ200 L=136m 大町地内

配水幹線更新工事
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令和４年３月定例会
議案調査資料
上下水道局

下水道

管理センター

横塚ポンプ場

梅田ポンプ場

古坦ポンプ場

３号幹線

増補管

３号幹線

五百淵ポンプ場

古川ポンプ場

水門町ポンプ場

市役所

109号雨水幹線

110号雨水幹線

107号雨水幹線

168号雨水幹線

115号雨水幹線

流入管
４号幹線

６号幹線

112号雨水幹線

５号幹線

上下

水道局

①小原田貯留管
（小原田二丁目 外 地内）

貯留量 V=17,570㎥
（継続費）4年目/4箇年

令和４年度 上下水道局 下水道事業主要工事等予定箇所図

麓山調整池

①石塚樋門･ポンプゲート整備
(田村町下行合字田ノ保下 地内）

（継続費）2年目/5箇年

赤木貯留管

図景貯留管

②石塚貯留管
（字石塚 外 地内）

貯留量 V=2,680㎥
（継続費）2年目/2箇年

④図景導水管
(図景一丁目 外 地内）

□1,400×1,400㎜ L=161ｍ

⑥下水道管理センター

樋門・放流渠整備
（横塚三丁目 地内）

□4,000×2,000㎜ Ｌ=182ｍ
（継続費）3年目/3箇年

④富田東土地区画整理 地区
（富田東一丁目外 地内）

基本設計 A=25ha

PPP/PFI手法導入可能性調査

⑤３号幹線放流管
（向河原町 外 地内）

□1,800×1,200㎜ L=100ｍ

古川ポンプ場長寿命化

実施方針策定業務委託
(ポンプ及び受変電等)

下水道管路施設点検調査業務委託

北部第二排水区、緊急輸送路、国道等

マンホール蓋改築工事

中部第二排水区

③133号雨水幹線
（田村町金屋字下タ川原 外 地内）

□2,200×1,400㎜ L=150ｍ

③御前南東土地区画整理 地区
（御前南一丁目外 地内）

基本設計 A=60ha

PPP/PFI手法導入可能性調査

凡 例

汚水処理施設整備事業

雨水対策整備事業

雨水貯留施設等整備事業

特定環境保全

公共下水道整備事業
下水道施設長寿命化事業

②149号雨水幹線
（横塚二丁目 外 地内）

□2,500×1,900㎜ L=30ｍ

⑦４号～３号バイパス管
（大町一丁目 外 地内）

φ800㎜ L=312ｍ

⑤図景貯留管関連
(図景一丁目 外 地内）

分水人孔･管渠整備

下水道管理センター

沈砂池設備改築工事

沈砂掻揚機、コンベア等
(継続費) 1年目/2箇年

①喜久田町堀之内 地区
（喜久田町堀之内 地内）

面整備 A=10ha

②八山田 地区

（八山田五丁目外 地内）

面整備 A=20ha
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