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１ 平成30 実施事業の概要（1）支出 込

下水道事業費用

92.9

営業費用 84.6 営業外費用

7.9

特別損失 0.4

資本的支出 56.3

25.1
業 償

31.2減価償却費 46.3

2

支出 込 149.2億円

雨水整備費 11.4 汚水整備費 9.6 2.1

2.0

未普及解消 7.6
勾部整備 1.1
桝設置工事 0.9

ポンプ場改 2.0
包括委託 0.1

（単位：億円，税込）

（内訳）浸水対策 7.7
勾部整備 3.7



4-4 大津川左岸第大津川左岸第大津川左岸第大津川左岸第４４４４号雨水幹線工事号雨水幹線工事号雨水幹線工事号雨水幹線工事

１ 平成30 実施事業の概要（2）主要事業 主な工事

整備済整備済整備済整備済((((雨水雨水雨水雨水))))
整備予定整備予定整備予定整備予定((((雨水雨水雨水雨水））））
整備予定整備予定整備予定整備予定（（（（汚水汚水汚水汚水））））

柏駅柏駅柏駅柏駅

新柏駅新柏駅新柏駅新柏駅

南柏駅南柏駅南柏駅南柏駅

柏柏柏柏たなかたなかたなかたなか駅駅駅駅

柏柏柏柏のののの葉葉葉葉キャンキャンキャンキャン
パスパスパスパス駅駅駅駅

川第 －１排水区雨水枝線工事
→完成（約2.9億円）

大堀川右岸第８排水区雨水枝線工事
→完成（約2.8億円）

第1-2 分区汚水枝線工事
→完成（約2.1千万円）

大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事
→施工中

快適 安心
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内水ハザードマップ作成
平成27 水防法改正に い， 勞大 雨による浸水被害をシ レー

ションし，新しいハザードマップを作成 → 完成（約5.0千万円）

安心

4

内水（ないすい）とは・・・
河川の水を外水（がいすい）と

呼ぶのに対し，堤防で守られた内
側の土地（人が住んでいる場所）
にある水を内水と呼びます。
大雨が ると，下水道や側溝，

排水 けでは た雨を しき
れなくなることがあります。この
ように，内水の水はけが悪化し，
建物や土地・道 が水に浸水する
被害を「内水被害」と言います。



業務概要（全体） （内訳）
委託期間 統括管 約 0.7億円
平成30 10月2日 4 9月30日 計画的維持管 （点検・調査）約 6.4億円

受託者 柏管 包括共 企業体 計画的改築（設計・工事） 約25.1億円
委託 約33.4億円 ストックマネジメント関連 約 1.1億円

柏市公共下水道管 施設包括的予防 全 維持管 業務委託

平成30 協定（当初分） 一部業務の繰越
委託 約1.7億円

平成30 主な実績（H31.3.31現在）
・管 内 カメラ調査
人孔1,334箇所（自走式 カメラ使用）

左：人孔調査
（全天球カメラ使用）
右：自走式カメラ挿入

・管 内目 調査 5,940.91m

・公共汚水桝点検304箇所（内Zﾊﾟｲﾌﾟ244箇所）

左：クラック浸入水
右：継手ズレ

左右とも
ﾊﾟｲﾌﾟ 化状況

持続
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広報活動

広報別冊版広報別冊版広報別冊版広報別冊版
平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日号日号日号日号

持続

KASHIWAココ撮れマンホール
⇒NHKで紹介
（平成31 2月27日）

下水道啓発動画を
YouTubeで配信
⇒市 体「できる
街プロジェクト」の
協

6



２ 平成31 予算の概要（１）ポイント

国の平成30 補正予算を活用し，管 施設包括的予防 維持管 事業と
総合地震対策の一部について平成30 補正予算へ約9.6億円の前倒しを
い，一体的に編成
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平成30 補正予算と一体的に編成

柏市下水道事業中 期経営計画の施策を 勺
◎ 柏勾部中 地 と 成市街地を合 約13.5ha整備します
◎ 浸水対策として，雨水管整備約18.5haを実施します
◎ 総合地震対策として，マンホールトイレを整備します
◎ 管 の 化を調査し， 新を勺 ます



※消費税及び地方消費税抜き

項目 単位 Ｈ２９決算 Ｈ３ 決算 Ｈ３１ 予定

水洗化人口 人 342,428 346,348 348,067

間汚水 万㎥ 4,588.5 4,904.4 4,929.3

間有収水 万㎥ 3,658.5 3,742.4 3,761.4

汚水 費用 万円 55億8,620 56億6,685 59億6,848

使用 収入 万円 54億8,232 55億2,137 55億6,543

有収 ％ 79.7 76.3 76.3

使用 単価 円／ｍ３ 149.9 147.5 148.0

募価 円／ｍ３ 152.7 151.4 158.7

経費回収 ％ 98.1 97.4 93.2

２ 平成31 予算の概要（２）業務予定
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２ 平成31 予算の概要（３）支出予算

下水道事業費用

98.9

営業費用 89.7 営業外費用

7.8

特別損失・予備費 1.3

資本的支出 66.4

35.3 業 償

31.1減価償却費 47.0
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支出予算 165.3億円

雨水整備費 12.1 汚水整備費 10.9 9.8

2.4

（内訳）浸水対策 11.0
勾部整備 1.1

未普及解消 6.2
勾部整備 3.0
桝設置工事 1.8

地震対策 0.2
（前倒し分）

地震対策 0.1
包括委託 9.5

（単位：億円，税込）

（うち前倒し分 9.6）

（うち前倒し分 9.6）



①H30 ②H31 ③増減
（＝②－①）

収益（Ａ） 97.4 103.4 6.0
下水道使用 58.0 60.7 2.6
他会計補助 14.7 17.1 2.5
期前受 24.7 25.6 0.9

その他 0.0 0.0 △0.0
費用（Ｂ） 95.8 98.9 3.1
管渠費等 11.1 10.7 △0.4

下水道維持
管 28.4 32.0 3.6

減価償却費 46.1 47.0 0.9
支 8.1 7.2 △0.9
その他 2.0 2.0 0.0
（Ａ）－（Ｂ） 1.6 4.5 2.8 10

（単位：億円，税込）

用者（ 込）の

維持管 経費の

う ，一 会計 らの基 外繰入 ：
H30：約4.3億円
H31：約7.2億円

２ 平成31 予算の概要（４）収益的収入・支出



H30 H31 ④増減
（＝③－①）①当初 ②前倒し ③当初

資本的収入（Ａ） 50.4 4.8 39.3 △11.1
企業債 25.7 23.9 △1.8
他会計出資 12.3 9.9 △2.5
国庫補助 7.3 4.8 2.1 △5.2
その他 5.1 3.5 △1.6

資本的支出（Ｂ） 75.5 9.6 56.8 △18.7
建設改 費等 39.1 9.6 25.7 △13.4
企業債償 31.2 31.0 △0.2
その他 5.2 0.1 △5.1
（Ａ）－（Ｂ） △25.2 △17.5 7.7
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（単位：億円，税込）

企業債償 下へ 勧

う ，一 会計 らの基 外繰入 ：
H30：約11.0億円
H31：約 3.3億円

前 国庫補助 活用に う減

前 国庫補助 活用に う減

工事 の減

２ 平成31 予算の概要（５）資本的収入・支出



4-4 大津川左岸第大津川左岸第大津川左岸第大津川左岸第４４４４号雨水幹線工事号雨水幹線工事号雨水幹線工事号雨水幹線工事

２ 平成31 予算の概要（６）主要事業 主な工事

整備済整備済整備済整備済((((雨水雨水雨水雨水))))
整備予定整備予定整備予定整備予定((((雨水雨水雨水雨水））））
整備予定整備予定整備予定整備予定（（（（汚水汚水汚水汚水））））

柏駅柏駅柏駅柏駅

新柏駅新柏駅新柏駅新柏駅

南柏駅南柏駅南柏駅南柏駅

柏柏柏柏たなかたなかたなかたなか駅駅駅駅

柏柏柏柏のののの葉葉葉葉キャンキャンキャンキャン
パスパスパスパス駅駅駅駅

川第 －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

第 分区汚水枝線工事

第１－２ 分区汚水枝線工事

第３ 分区汚水枝線工事

大津川左岸第３排水区雨水枝線工事

大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事

快適 安心
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総合地震対策計画

プールの水を投入

マンホールトイレ（水洗）

学校公道

汚水本管

平成２９ ３月に「柏市下水道総合地震
対策計画」を策定。避難所に指定された小
学校へマンホールトイレを整備するもの。

平成３１ の事業内容
・整備工事 ２校 ４基
（ 第一小学校， 第 小学校）
・設計委託 ６校１２基

済
Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6
2校 6校 6校 6校 6校 4校 － 30校
4基 12基 12基 12基 13基 8基 － 61基
－ 2校 6校 6校 6校 6校 4校 30校
－ 4基 12基 12基 12基 13基 8基 61基

計

設計委託

整備工事

予定
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安心

マンホールトイレの整備
（1.4千万円）

※その他主な事業
管 施設 震

（1.2千万円）



柏市公共下水道管 施設包括的予防 全 維持管 業務委託
平成31 は当初・補正・単独費の３事業
・計画的維持管 は 工 を継勸実施
・改築業務が本格的に開始予定
管 φ200 2400×2160 L=2.7km

左写真・製管工法（SPR工法）による施工状況
右写真・施工前後

形成工法（オメガライナー）による施工状況
左 ら、 込・ ・管口仕上げ
取付管がある場合は、削孔作業有り

平成31 協定（案）（市単独費）
委託 約4,460万円

平成30 協定（補正分）国庫補助対象事業
委託 約9.5億円 平成31 事業を前倒し

データ管 業務の一環：
維持管 マップ作成（案）

ストマネ し業務の一環：
ハザードマップ作成（案）

持続

・ストックマネジメント関連業務
点検調査データ管 業務及びストックマネジメ

ント し業務を う。
調査データ・維持管 報を有 活用。次期ス

トマネ策定及びデータを柏市GISへ反映すること
により、予防 全 維持管 体勧を する。
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