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 下水道整備費 状況 平成  年度決算見込 

26億円

建　設　改　良　費　等　内　訳

１-１ 平成２９年度実施事業報告
   

下⽔道事業費⽤
92

営業費⽤ 82
10

資本的⽀出
58

建設改良等
26

企業債償還⾦等
32

（単位：億円）

減価償却費 46

⾬⽔整備費 9 汚⽔整備費 11 ⽼朽化対策 5
（内訳）浸⽔対策 5

北部整備 4
未普及解消 9

北部整備 1
桝設置⼯事 1

ポンプ場改良 4
⽼朽管TVカメラ調査 1

県への建設負担⾦ 125

営業外費⽤

歳　出　見　込　１５０　億　円



4-4 大津川左岸第 号雨水幹線工事

１-２ 平成２９年度中の事業実施状況

       整備済 雨水 
       整備予定 雨水 
       整備予定 汚水 

柏駅

新柏駅

国
道
16号

国
道
16号

南柏駅

柏たなか駅

柏の葉キャン
パス駅

利根川第６－１排⽔区⾬⽔枝線⼯事
→平成30年度へ繰越

⼤堀川左岸第２排⽔区⾬⽔枝線⼯事
→完成（約8.3千万円）

⼤堀川右岸第８排⽔区⾬⽔枝線⼯事
→平成30年度へ繰越

柏北部第３処理分区汚⽔枝線⼯事
→完成（約3.7千万円）

沼南第５－１処理分区汚⽔枝線⼯事
→完成（約7.2千万円）
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事業計画変更に伴う都市計画変更　→　完了

 市街化調整区域 下水道区域編入 先立  都市計画変更 行
    検討 行   
        参照

内水ハザードマップ作成（雨水管理方針作成）
　→　平成30年度に継続実施

 平成  年度水防法改正 伴  新  内水        作成
  浸水予想箇所 雨水整備 方針案 作成    

１-２ 平成２９年度中の事業実施状況
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柏北部東地区

 施行者    都市再生機構

 期間        年度    年度

 面積     約       

柏北部中央地区

 施行者  千葉県

 期間         年度    年度

 面積      約       

事業費     国交付金等 併  

年間   億円程度 事業費 必要

   地区外整備費 必要

１-３ 北部区画整理事業の概要

柏   駅

柏 葉     駅

住宅

沿道市街地

学校

公園 緑地

工場地

調整池

←          

国道16号線



6

平成２９年度
管路調査 延⻑５０，１７０ｍ
      契約額 ７９，６６９千円
⼈孔点検 箇所１，８８９基
      契約額 ２１，６００千円

平成３０年度
管路調査 延⻑１０，５５６ｍ
      予算額 ２６，２９７千円
⼈孔点検 箇所５，６８０基
      予算額１１３，５９２千円
  

 １-４ ⽼朽管ＴＶカメラ調査

管口      見  画像

      開  地上   調査技士 手元
      見   内部 確認 
     内 立 入   為 安全 管路内
走行       日進量 大幅 確保    
     管口   撮影   情報 限  
  

  浸入水 木 根 侵入

土砂堆積    
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１-５ 平成２９年度 広報活動

広報別冊版
  年  月  日号

   下水道啓発    
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１-５ 平成２９年度 広報活動

            設置            販売
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２-１ 平成３０年度予算 収益的収⽀
（単位：千円）

２９年度 ３０年度 増減

収益（Ａ） 9,687,701 9,739,242 51,541
 下⽔道使⽤料 5,757,647 5,803,623 45,976
 他会計補助⾦ 1,490,098 1,465,076  25,022
 ⻑期前受⾦ 2,437,997 2,468,063 30,066
 その他 1,959 2,480 521
費⽤（Ｂ） 9,353,000 9,577,000 224,000
 管渠費等 1,191,401 1,112,872  78,529
 流域下⽔負担⾦ 2,589,309 2,844,662 255,353
 減価償却費 4,531,593 4,612,827 81,234
 ⽀払利息 890,165 810,815  79,350
 その他 150,532 195,824 45,292
（Ａ）－（Ｂ） 334,701 162,242  172,459
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２-２ 平成３０年度予算 資本的収⽀
（単位：千円）

２９年度 ３０年度 増減

資本的収⼊（Ａ） 5,231,217 5,038,770  192,447
 企業債 2,876,900 2,567,700  309,200
 他会計出資⾦ 1,309,326 1,234,534  74,792
 国庫補助⾦ 668,000 726,500 58,500
 その他 376,991 510,036 133,045
資本的⽀出（Ｂ） 7,303,000 7,554,000 251,000
 建設改良費 3,995,323 3,636,121  359,202
 企業債償還⾦ 3,153,156 3,123,742  29,414
 その他 154,521 794,137 639,616
（Ａ）－（Ｂ）  2,071,783  2,515,230  443,447
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２-３ 平成３０年度業務予定量

 消費税及び地⽅消費税抜き

項⽬ 単位 Ｈ２８決算 Ｈ２９決算⾒込 Ｈ３０予定

⽔洗化⼈⼝ ⼈ 338,553 342,428 344,782

年間汚⽔量 ㎥ 44,246,022 45,270,116 45,279,170

年間有収⽔量 ㎥ 36,519,611 36,594,000 36,602,000

汚⽔処理費⽤ 千円 5,118,858 5,245,325 5,334,455

使⽤料収⼊ 千円 5,411,925 5,482,316 5,483,515

有収率 ％ 82.54 80.83 80.84

使⽤料単価 円 148.19 147.33 144.90

処理原価 円 140.17 143.34 145.74

経費回収率 ％ 105.73 104.52 102.79
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 下水道整備費 状況 平成  年度予算 

26億円 32億円

建　設　改　良　費　等　内　訳

３-１ 平成３０年度実施事業の概要
   

下⽔道事業費⽤ 
96

営業費⽤ 85
11

資本的⽀出
75

建設改良等
39

企業債償還⾦等
36

（単位：億円）

減価償却費 46

⾬⽔整備費 20 汚⽔整備費 14 ⽼朽化対策
2

（内訳）浸⽔対策 16
北部整備   4

未普及解消 10
北部整備   3

桝設置⼯事   1

⽼朽管TVカメラ
調査等 2

県への建設負担⾦ 336

営業外費⽤

歳　出　見　込　１７１　億　円



4-4 大津川左岸第 号雨水幹線工事

３-２ 平成３０年度の主な⼯事等

       整備済 雨水 
       整備予定 雨水 
       整備予定 汚水 

柏駅

新柏駅

国
道
16号

国
道
16号

南柏駅

柏たなか駅

柏の葉キャン
パス駅

利根川第６－１排⽔区⾬⽔枝線⼯事

⼤堀川右岸第８排⽔区⾬⽔枝線⼯事

⼤堀川右岸第８排⽔区⾬⽔枝線⼯事
             （施⼯中）

柏第６処理分区汚⽔枝線⼯事

柏北部第１－２処理分区汚⽔枝線⼯事

柏北部第４処理分区汚⽔枝線⼯事

柏第２処理分区汚⽔枝線⼯事
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３-３ 下⽔道事業計画変更業務

■事業の概要
　下水道普及率が90%に達したこと
から市街化調整区域についても下水道
区域に編入するため、事業計画変更を
行うもの。

■主な編入区域
　既に市街化調整区域から区域外流入
している箇所(約170箇所)
　利根町会、向山町会及び一団の住宅
地等

■主なスケジュール
H29年度　都市計画変更
　　　　　　　　　（都市計画法）
H30年度　事業計画変更協議
　　　　　　　　　（下水道法）
　　　　　 事業計画変更認可
　　　　　　　　　 (都市計画法)

事
業
計
画
変
更
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３-４ ⼤堀川右岸第7-3排⽔区分流化検討業務

■事業の概要
　旧合流区域である大堀川右岸第
7-3排水区において，雨水と汚水
を別の管に分離して，それぞれ適
切に放流できるように既存の管渠
等の施設改変整備の計画を検討す
るもの。

■主な業務内容
区域面積：35ha
・資料，現地，地下埋設物等調査　
・公私道調査
・設計計画
・流量断面計算
・概略工法検討

■主なスケジュール
Ｈ29年度　合流区域管路調査委託
H30年度　大堀川右岸第7-3排水
　　　　　区分流化基本検討業務
H31年度　工事設計業務
Ｈ32年度　分流化工事

都
市
計
画
変
更


