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③受益者負担金を

お願いしています 

⑧下水道の使用が始

まると下水道使用

料が必要です 





① 公共下水道って必要なの？ 

一般家庭の浄化槽（単独式）やくみ取り便所の場合は、し尿以外の汚水は浄化されることなく、近くの

河川に放流され、河川等を汚す原因となっています。 

公共下水道は、トイレの水洗化だけでなく家庭から出るすべての排水を下水処理場（水みらいセンタ

ー）に集め、きれいに処理して河川に放流します。 

このように、家庭や地域の環境を良くするだけでなく、地球環境の保全に大きな役割をはたします。さ

らに、浸水被害から皆さんを守るという役割も持っています。 

②私道でも工事はしてもらえるの？ 

下水道管は本来公道に埋設すべきものですが、本市

においては、下水道普及率の向上および市民の方の負

担軽減のため、条件内であれば公道に準じて私道でも

工事を行います。 

この場合、道路部分の土地所有者の承諾が必要とな

りますので、町会もしくは代表者を通じて承諾書の関係

資料を送付しています。 

内容をご確認のうえ速やかに返送していただくようお

願いします。 

 ※ 土地所有者全員の承諾がなければ工事はできません。 

③ 受益者負担金をお願いしています。 

下水道の整備には、ばく大な費用がかかりますが、下水道が整備されていくと、その地域の生活環境

は大きく改善されることになります。そこで、市では、下水道の整備により利益を受ける方（受益者）に建

設費の一部を負担していただく、受益者負担金制度を採用し、順次市民の皆さんに負担金をお願いし

ています。 

（主な内容） 

１． 受益者とは下水道が整備される地域の土地所有者（又は土地権利者）です。 

２． 受益者負担金は土地に対して賦課され、その土地に１回かぎりのものです。 

３． 負担金額は、市街化区域と市街化調整区域および下水道の排除方式（合流式・分流式）によって

異なります。（「受益者負担金単価表」参照） 

４． 納付方法は３年分割、年２回で計６回の分割納付と一括納付があります。 

詳しくは、賦課対象区域になる皆さんに直接お知らせします。 



受益者負担金単価表                               

            排除方式 

区域 
分流式 合流式 

市街化調整区域 ５４８円／㎡ ５６３円／㎡ 

市街化区域 ４３８円／㎡ ４５０円／㎡ 

例えば） 土地の面積が１００㎡で市街化調整区域の分流式の場合 

１００㎡×５４８円／㎡＝５４，８００円 

④ 下水道工事を行います。 

●下水道管の位置が浅い場合や小さな管の場合は、道路を掘って管を直接入れます。（開削工法） 

１． 道路を溝状に掘り、地盤が崩れないように矢

板で土留めをした後、管を布設し、マンホー

ルをつくります。 

 

２． 次に土で埋め戻し、矢板を撤去します。 

 

３． 汚水桝・雨水桝をつくります。 

 

４． 後に舗装し、道路を元どおりにします。 

●管の位置が深い場合や交通量が多い場合は、道路を掘らずにトンネル式で工事をします。 

（推進工法） 

１． 作業に必要な基地をつくり、材料および機械

等を搬入します。 

 

２． 次に、下水道管をジャッキで押し込みます。 

 

３． 管布設が完了すると、マンホールをつくりま

す。 

 

４． 土で埋め、矢板を抜き、基地を撤去します。 



●管の布設が終わると、桝の設置工事をします。 

 

（合流式） 家庭排水を流す汚水桝、道路上の雨水を排除する雨水桝を設置して、下水道本管に接続し

ます。 

（分流式） 家庭排水を流す汚水桝を設置して、下水道本管に接続します。 

⑤供用開始のお知らせ。 

さあ、下水道が完成しました。次は皆さんのお家の排水設備を改造（水洗化工事）する必要がありま

す。巨額の費用をかけて造った公共下水道も、皆さんに使っていただかなくては、地域の環境はよくなら

ないし、水辺環境も元のままです。すべての皆さんができるだけ早く改造していただくことが必要です。 

改造工事（水洗化工事）は供用開始の日から３年以内にしていただくことになっていますが、環境保

全のためにも、できるだけ早めに工事をしてください。 

このことは法律で次のように決められています。（下水道法） 

 

浄化槽の場合 

台所や風呂などの汚水とあわせ、遅滞なく下

水道へ直接放流するための工事をしなくては

ならない。 

くみ取り便所の場合 

３年以内に水洗トイレに改造し、台所や風呂

などの汚水とあわせて下水道へ直接放流し

なくてはならない。 

 

⑥水洗化工事をしてください。 

市では、皆さんが安心して工事ができるよう排水設備指定業者制度をとっています。 

指定業者の一覧名簿は⑤の時に各戸に配布します。 

改造工事の契約は、皆さんと指定業者との間で行っていただきます。 

なお、工事の前には必ず申請をしてください。市の確認が必要です。 

（注意事項） 

改造工事（水洗化工事）の方法は、下水道の排除方式（合流式・分流式）によって異なります。 

分流式の地区で、誤って雨水経路を公共桝（汚水）に接続すると、下水道本管から下水があふれる原

因となりますので絶対にしないで下さい。 

※ 工事の方法は、「改造工事の設計例」をご参照ください。 

 



改造工事の設計例 

（合流式） 

（分流式） 



■いくらかかるのかな？ 

 

改造工事（水洗化工事）の費用は、各家の構造や立地条件、くみ取り便所か浄化槽か、工事の困難さ

などのさまざまな条件によってかなり異なり、一概にいくらと言えるものではありません。 

詳しくは指定業者にお問い合わせください。 

■改造工事（水洗化工事）はどうするの？ 

 

（１） 工事を行う期日や内容を指定業者と打ち合わせてください。工事の日数は１～３日位です。その

うち便所等が使えないのは半日ぐらいです。 

（２） 【合流式】 お家からでる排水および敷地内に降った雨水を公共汚水桝に接続します。 

（３） 【分流式】 お家からでる排水のみを公共汚水桝に接続します。なお、敷地内に降った雨水につ

いては、現状の雨水排水施設に接続します。 

※細部や例外的なこともありますので、くわしくは指定業者と相談してください。 

■助成制度があります。 

 

助成制度を利用される場合は、下水道管理課か 

指定業者におたずねください。 

・補助金      １０，０００円 

・融資あっ旋  ４００，０００円（限度額） 

※上記のどちらか一方しか利用できません。 

⑦ 工事完了検査を必ず受けて下さい。 

工事が完了し、しゅん工届が提出されると、市が検査をおこないます。合格すると下のような検査済

証を門戸などにはります。 

しゅん工検査合格から１年間の指定業者の保証があります。ただし、故障の原因によっては保証期

間内であっても皆さんの負担になる場合があります。 

市では、提出されたしゅん工届は、皆さんが承認されているものとして処理します。 

〇〇〇〇〇〇 

△△△－□□□□ 



⑧ 下水道使用料が必要です。 

下水道施設が整備され、改造工事（水洗化工事）が終われば、下水道使用料をいただくことに

なります。下水道使用料は、水道の使用水量に応じて計算し、水道料金と一緒にお支払いいただ

いています。この使用料は、ポンプ場や下水処理場（水みらいセンター）の運転、下水道施設の清

掃や補修などの維持管理費等にあてられます。 

使用料の計算方法 

使用料は、排出された汚水量により計算されますが、水道水を使用している場合は水道使用水

量を排出汚水量とします。又、井戸水（地下水）等を使用している場合は使用状況等を調査の

上、水量を認定し使用料を計算します。 

使用料の納付方法 

使用料の納付は、原則として１ヶ月ごとに、水道料金が口座振替であれば下水道使用料も口座

振替で、水道料金と合せて徴収いたします。 

下水道使用料計算表（１ヶ月）                    平成 28 年 8 月 1 日以降 

水量 計算式 

 0 ㎥～10 ㎥  63 円×水量＋   450 円 

11 ㎥～20 ㎥ 125 円×水量－   170 円 

21 ㎥～30 ㎥ 150 円×水量－   670 円 

31 ㎥～50 ㎥ 190 円×水量－ 1,870 円 

51 ㎥～100 ㎥ 212 円×水量－ 2,970 円 

101 ㎥～250 ㎥ 230 円×水量－ 4,770 円 

251 ㎥～500 ㎥ 247 円×水量－ 9,020 円 

501 ㎥～1,000 ㎥ 270 円×水量－20,520 円 

1,001 ㎥以上 290 円×水量－40,520 円 

 

※上表の計算式で算出された金額に、消費税額及び地方消費税額の合計額が加算されます。 



⑨ 下水道のお問い合わせ 

お問い合わせ内容 担当課・係 電話番号 

〇事業の計画 

〇私道の承諾 

下水道整備課 

設計係 
072-924-3899

〇下水道工事 
下水道整備課 

         工務係 
072-924-3884

〇受益者負担金 

〇助成制度 

〇下水道使用料 

下水道管理課 

業務係 
072-924-8546

〇改造工事 

（水洗化工事） 

下水道管理課 

業務係 
072-924-9364

 

市街化区域と市街化調整区域および下水道の排除方式 

分流式・・・汚水と雨水を別々の下水道管で排除する方式 

合流式・・・汚水と雨水を同一の下水道管で排除する方式 



下水道の役割 

●生活環境の改善 

日常生活により使われた水（汚水）が、住宅のまわりにたまると、悪臭や蚊、ハエなどが発生

し、伝染病の原因になります。この汚水を下水道により、すみやかに排除することで清潔で快

適な環境を作ります。 

●公共用水域の水質保全 

日常生活により使われた水（汚水）を、そのまま流してしまうと、河川や湖や海は汚れていき

ます。下水道により、汚水を「きれいな水」にしてから川に流すことで、河川や海などの水質を

大切に守っています。 

●下水道における資源の有効利用 

下水道には、処理水、汚泥、熱など利用可能な多くの資源があります。この資源を有効利

用することにより、地球環境を考慮した省エネルギー、リサイクル社会の実現に大きく貢献しま

す。 

●浸水の防除 

近年の急速な都市の発展により、緑地や農地、空き地が減少し、雨水が地面にしみこむ量

は減ってきています。つまり、地表に流れ出る雨水の量が一時的に増えて、浸水被害を起こ

すこともあります。 

下水道は、道路や住宅地に降る雨水をすみやかに排除することで、浸水被害からまちを守

っています。 

下水道には、大きく４つの役割があります。 



 

『ヤッタくん』 （八尾市下水道のキャラクター） 

 

◇ 誕生日 ９月１０日（下水道の日） 

◇ 出身地 八尾市 

◇ 性 別 男の子 

◇ 職 業 下水道普及大使 

◇ 身 長 ８０．４ｃｍ 

◇ 体 重 えだまめ８０４粒分 

◇ 好きな食べ物 えだまめ・若ごぼう 

◇ 趣 味 かわいいマンホールを見つけること。 

      ぎんなんをあつめること。 

      河内音頭（現在もう特訓中） 

◇ 特 技 葉っぱで竜巻をおこせる。 

◇ ヤッタくんからのひとこと 

      ヘルメットに下水道の七つ道具が入っています。 

      けっしてカッパではありません。 

◇ すきな場所 きれいな水の流れるところ。 
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