
第２　工　　事

　１　建設改良工事の概況

実   施   額

円

補助事業分

管きょ布設

布設延長 4,557ｍ

吉島地区 1,482,154,800

観音地区 810,531,100

戸坂地区 764,772,216

八木・緑井地区 684,985,940

江波地区 252,309,730

翠町地区 236,897,680

宇品地区 197,713,100

横川地区 194,719,400

千田地区 172,042,400

公共下水道整備費 15,995,270,493 大州地区 161,430,300

中広地区 47,967,700

高陽地区 19,256,600

牛田地区 17,523,600

尾長地区 9,889,000

旭町地区 4,310,900

ポンプ場整備

旭町ポンプ場 852,337,600

沈砂池設備、電気設備

千田ポンプ場 480,117,380

汚水ポンプ設備、旧千田ポンプ場解体、

電気設備

間所ポンプ場 457,824,800

雨水ポンプ設備、電気設備、沈砂池設備

吉見ポンプ場 419,461,100

雨水ポンプ設備、電気設備

江波ポンプ場 393,012,914

電気設備、防食、実施設計

大州ポンプ場 329,205,900

沈砂池設備、雨水ポンプ設備、電気設備、

防食、実施設計

横川ポンプ場 314,490,200

129ｍ

(実施設計)

4,235,274,494

(実施設計)

547ｍ

785ｍ

138ｍ

(浸水対策検討)

633ｍ

318ｍ

308ｍ

151ｍ

726ｍ

区　　　　分 実 施 内 容

円

11,044,625,823

5,056,504,466

664ｍ

78ｍ

80ｍ



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

ポンプ設備、電気設備

新出島ポンプ場 200,000,000

電気設備

鶴見ポンプ場 175,015,000

雨水ポンプ設備、電気設備、上屋建築

天水ポンプ場 139,349,100

電気設備

南観音ポンプ場 130,000,000

雨水ポンプ設備、電気設備

吉島ポンプ場 123,027,300

ポンプ棟耐震化

西部臨海ポンプ場 87,450,000

雨水ポンプ設備

庚午ポンプ場 32,750,200

電気設備、上屋建築

尾和ポンプ場 28,600,000

汚水ポンプ設備

宇品ポンプ場 24,200,000

電気設備

船越ポンプ場 18,328,200

実施設計

新千田ポンプ場 13,200,000

汚水ポンプ設備

小己斐ポンプ場 11,646,800

実施設計

八幡東ポンプ場 5,258,000

実施設計

水資源再生センター整備

千田水資源再生センター 584,525,700

水処理設備、電気設備、外壁改修、

耐震診断、実施設計

旭町水資源再生センター 494,654,520

制水扉設備、上屋建築、電気設備、

防食、汚泥処理設備

西部水資源再生センター 359,369,343

汚泥処理設備、電気設備、ポンプ設備、

実施設計

1,752,846,863



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

江波水資源再生センター 314,297,300

電気設備、用水設備、外壁改修、耐震診断

起債事業分

管きょ布設

布設延長 13,684ｍ

江波地区 578,121,939

安佐地区 367,867,610

翠町地区 355,188,844

大州地区 233,920,000

吉島地区 159,190,798

宇品地区 150,617,177

五日市地区 140,385,578

狩留家地区 136,766,500

東雲地区 128,541,290

石内地区 103,705,800

三篠地区 102,307,700

可部地区 91,115,200

八幡地区 83,741,018

矢野地区 75,508,270

祇園地区 72,595,525

中山地区 70,691,500

千田地区 63,263,800

観音地区 59,334,000

沼田地区 57,058,548

三入地区 55,012,788

庚午地区 51,315,400

尾長地区 49,560,500

牛田地区 41,560,800

八木・緑井地区 41,523,841

畑賀地区 33,739,773

安古市地区 32,413,700

可部東地区 29,703,300

戸坂地区 26,013,257

己斐地区 23,491,065

亀山地区 20,771,300

出島地区 17,054,400

1,922ｍ

944ｍ

710ｍ

279ｍ

138ｍ

748ｍ

218ｍ

（鉄蓋取替）

352ｍ

327ｍ

252ｍ

（実施設計）

212ｍ

206ｍ

357ｍ

3,932,168,909

3,533,319,133

1,720ｍ

1,841ｍ

421ｍ

633ｍ

802ｍ

558ｍ

167ｍ

192ｍ

34ｍ

121ｍ

51ｍ

56ｍ

（鉄蓋取替）

（実施設計）

165ｍ

117ｍ



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

草津地区 （測量） 17,028,000

旭町地区 16,556,100

瀬野地区 15,912,212

青崎地区 12,344,200

温品地区 9,067,300

横川地区 8,080,600

中広地区 2,249,500

ポンプ場整備

天水ポンプ場 134,550,900

機械設備、電気設備

山手中継ポンプ場 85,004,530

送水管、機械設備

千田ポンプ場 8,665,200

解体工事の付帯工

大州ポンプ場 7,277,600

防食の付帯工

旭町ポンプ場 5,850,900

沈砂池設備の付帯工

白島ポンプ場 649,000

実施設計

江波ポンプ場 220,000

防食の付帯工

水資源再生センター整備

千田水資源再生センター 17,116,000

水処理設備の付帯工、実施設計

旭町水資源再生センター 22,000

防食の付帯工

事務費

単独事業分

管きょ布設

長期計画等検討 209,815,100

八木・緑井地区 97,352,200

出島地区 80,252,700

中広地区 27,689,200

浸水対策検討 25,011,800

青崎地区 4,106,300

吉島地区 556,400

77ｍ

（実施設計）

（実施設計）

64ｍ

（管きょ布設の付帯工）

242,218,130

（管きょ布設の付帯工）

17,138,000

139,493,646

1,018,475,761

444,783,700



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

ポンプ場整備

間所ポンプ場 2,607,400

事務費

補助事業分

管きょ布設

公共下水道整備費 1,340,926,168 八木・緑井地区 1,331,605,600

（復興まちづくり） 起債事業分

管きょ布設

八木・緑井地区 9,320,568

下水道の新設改良

工事費

管きょ移設 295,618,690

事務費

排水設備と下水道との接続

工事費

事務費

雨水ますと既設下水管との接続

工事費

事務費

事務費

瀬野川処理区

ポンプ場施設の新設改良

舟入本町第１水中ポンプ所

ほか４か所ポンプ制御盤改修工事

諸設備新設改良費 70,785,330 下庄ポンプ場

特殊人孔排水ポンプ改修工事

仁保ポンプ場

№１排水ポンプ改修工事

吉島ポンプ場

№１汚水沈砂掻揚機改良工事

あさひが丘中継ポンプ場

汚水ポンプ改修工事

752ｍ

12,364

78,137,654

667ｍ 76,414,095

6,858,366

521,769,399排 水 設 備 整 備 費

流域下水道整備費 50,747,143
県施行太田川流域下水道整備事業負担金 50,747,143

4,125,000

5,830,000

17,028,000

2,607,400

9,320,568

4,950,000

58,410,000

9,108,000

1,723,559

府中町公共下水道整備事業負担金その他 18,769,218

552,315,443

1,331,605,600

1,331,605,600

768ｍ

9,320,568

8ｍ

1,336,895

98ｍ 5,521,471

141,142,325

295,631,054

295,618,690



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

美の里ポンプ場

汚水ポンプ改良工事

久地第二中継ポンプ場

ほか２か所遠方監視設備工事

水資源再生施設の新設改良

井原高南外１地区集落排水施設

電気設備その他災害復旧工事

小越市１号マンホールポンプ

電気設備その他災害復旧工事

固定資産購入費

車両購入費

公用車２台

器具備品購入費

蒸留装置ほか８件

特定環境保全公共下水道

補助事業分

管きょ布設 648ｍ 167,700,000

安佐地区 167,700,000 

起債事業分

管きょ布設 1,172ｍ 185,347,310

湯来地区 73,537,200 

安佐地区 63,113,110 

小河原地区 39,640,700 

瀬野地区 9,056,300 

事務費 3,552,690

単独事業分

管きょ布設 4,714,600

瀬野地区 4,445,100 

長期計画等検討 269,500 

排水設備と下水道との接続 17,444

事務費 17,444 

事務費 25,445,263

農業集落排水

補助事業分

管きょ布設 5,140ｍ 396,898,800

648ｍ

188,900,000

427ｍ

6,394,300

335ｍ

410ｍ

市街化区域外汚水
処 理 施 設 整 備 費

(実施設計)

496,993,783

396,898,800

386,777,307

30,177,307

167,700,000

721,600

5,259,430

1,765,280

3,494,150

(実施設計)

929,318,727

10,263,000

7,106,000

7,115,900



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

戸山地区 396,898,800 

起債事業分

管きょ布設 867ｍ 78,325,802

戸山地区 78,325,802 

処理施設整備 10,498,400

須沢農業集落排水処理施設 10,498,400 

　　土木工事の付帯工、機械設備の付帯工、電　電気設備

事務費 4,675,798

単独事業分

管きょ布設 2,801,700

長期計画等検討 2,801,700 

排水設備と下水道との接続 328,524

工事費 319,880 

事務費 8,644 

事務費 3,464,759

市営浄化槽

補助事業分

浄化槽整備 10か所 8,631,000

５人槽

７人槽

起債事業分

浄化槽整備工事費 28,819,108

事務費 880,892

単独事業分

事務費 7,216,637

農業集落排水

補助事業分

管きょ・処理施設復旧 42,991,300

43,056,200 井原高南地区 32,606,200 

（下水道施設災害復旧） 　電気設備

阿戸地区 8,973,800 

　電気設備

上三田地区 1,411,300 

　電気設備

起債事業分

市街化区域外汚水
処 理 施 設 整 備 費

43,056,200

42,991,300

5,140ｍ

93,500,000

6,594,983

867ｍ

45,547,637

8,631,000

8か所

2か所

29,700,000

7,216,637

64,900



実   施   額

円

区　　　　分 実 施 内 容

円

管きょ・処理施設復旧 64,900

阿戸地区 （電気設備の付帯工） 64,900 

合　　　　計 18,951,873,460



　２　保存工事の概況

下水管及び排水路等の清掃 160,530,429

管きょ施設の整備 457,553,244 下水管及び排水路等の補修 290,089,393

その他車両等の修理 6,933,422

雨水ポンプ場関係 77,323,014

東原ポンプ場ＭＣＣＢ修繕ほか63件

千田水資源再生センター関係 15,512,642

新千田ポンプ場№２雨水ポンプ用ディーゼルエンジン修理ほか18件

江波水資源再生センター関係 9,282,075

ポンプ場施設の整備 178,994,377

旭町水資源再生センター関係 31,625,880

新出島ポンプ場ホッパー室換気設備修繕ほか34件

西部水資源再生センター関係 43,571,440

八木中継ポンプ場ほか２か所破砕機修理ほか4件

その他車両等の修理 1,679,326

千田水資源再生センター 50,516,074

千田水資源再生センター№２濃縮汚泥タンク覆蓋修繕ほか43件

江波水資源再生センター 57,856,951

江波水資源再生センター№２・３脱水機修理ほか31件

旭町水資源再生センター 51,725,553

旭町水資源再生センター２系エアタンエキスパンション修繕ほか30件

西部水資源再生センター 275,906,227

西部水資源再生センター沈砂搬出コンベヤ修理ほか14件

その他車両等の修理 1,033,807

和田水資源再生センター№２終沈汚泥掻寄機用減速機

その他修理ほか7件 15,846,710

下水道管等の清掃 842,331

下水道管等の補修 4,892,675

その他車両等の修理 53,421

井原高南農業集落排水処理施設№１－１ばっ気攪拌装置

その他修理ほか32件 28,133,600

下水道管等の清掃 5,687,445

下水道管等の補修 8,707,008

その他車両等の修理 85,959

水 資 源 再 生 施 設
の 整 備

437,038,612

特 環 公 共 下 水 道
施 設 の 整 備

21,635,137

農業集落排水施設
の 整 備

42,614,012

区　　　　分 実   施   額 実 施 内 容

円 円

吉島ポンプ場№１汚水自動除塵機修理ほか10件



区　　　　分 実   施   額 実 施 内 容

円 円

浄化槽等の点検 16,866,590

浄化槽施設の整備 61,002,171 浄化槽等の清掃 38,997,201

浄化槽等の補修 5,138,380

1,198,837,553合　　　　計


