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　下水道事業は、快適な暮らしや良好な水環境を保つため、皆さまの
下水道使用料などで運営されています。
　今回の使用料改定は、下水道事業を持続可能なものとし、素晴らし
い環境を未来につないでいくため、必要な使用料のご負担をお願いす
るものです。
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◆新旧使用料の比較（１ヶ月分）

◆使用料の計算方法（平成31年４月及び５月検針時）

☆使用料（２ヶ月分）の計算例（排除汚水量が50㎥の場合）

４月検針地区の場合
検針日（２／10） 検針日（４／10）改定日（Ｈ31／４／１）

排除汚水量：50㎥＝基本料金排除汚水量 20㎥ ＋ 超過料金排除汚水量 30㎥

①旧料金での
　下水道使用料

1,050円×２ヶ月＝2,100円　＋　105円×20㎥＝2,100円
（排除汚水量20㎥） 107円×10㎥＝1,070円

3,170円 ＝　5,270円

使用日数60日間

旧料金（50日間） 新料金（10日間）

②新料金での
　下水道使用料

③日数で按分
　　　して算定

※詳しい内容については、水道サービス課（Ｐ７）までお問い合わせ下さい。

5,270円　×　　　　＋　6,580円　×　　　　＝　5,488円50日
60日（①の按分） （②の按分） （１円未満切捨て）

1,250円×２ヶ月＝2,500円　＋　135円×20㎥＝2,700円
（排除汚水量20㎥） 138円×10㎥＝1,380円

4,080円 ＝　6,580円
10日
60日

下水道使用料の改定について

使用料の改定内容（平成31年４月から）

◆使用料単価表（月額・消費税込）

　下水道は、家庭や工場から排出される汚水・雑排水を処理し、きれいな水として川や海
に流すことで水環境を良好にし、安全で清潔な生活環境を提供しています。
　しかしながら、本市の平成29年度末における全人口に対する下水道普及率は59. 5％で
近隣他市と比べても低い水準にあります。今後は、普及率の拡大のための下水道管路整備
を進めつつ、併せて更新時期を迎える下水道施設の整備も実施していかなければなりませ
ん。
　これまでも、組織の見直しによる人件費の削減や事務の効率化による経費縮減に努めて
まいりましたが、現在の下水道事業の経営状況は、本来使用料でまかなうべき汚水処理に
係る費用もまかなえず、必要となる更新費用への備えもできていない状況です。
　このようなことから、将来にわたる計画的な下水道事業を推進するため、平成31年
４月１日から下水道使用料を改定させていただきます。
　また市といたしましても、使用者の皆さまに負担をお願いするだけでなく、様々な経営
改善への課題に取り組んで参りますので、ぜひご理解とご協力をお願いします。

●今回の改定率は、平均25.2％の増です。
●平成31年10月の消費税率改定を見込んであります。
●一般家庭の平均使用量１ヶ月20㎥では、500円の値上げとなります。
　また、少人数世帯への影響を抑えるため、基本料金は１ヶ月200円の値上げとなります。

水量区分 現行使用料
（円）

新 使 用 料
（円）

改 定 率
（％）

一般汚水

基本料金
（基本水量） １０㎥まで １，０５０ １，２５０ １９．０

超過料金
（従量区分）
１㎥につき

１０㎥超～２０㎥ １０５ １３５ ２８．６

２０㎥超～３０㎥ １０７ １３８ ２９．０

３０㎥超～５０㎥ １１０ １４２ ２９．１

５０㎥超～１００㎥ １１４ １４７ ２８．９

１００㎥超～５００㎥ １１８ １５２ ２８．８

５００㎥超 １２３ １５８ ２８．５
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汚水量
（㎥）

下水道使用料（円） 汚水量
（㎥）

下水道使用料（円）

現 新 現 新

１０まで １，０５０ → １，２５０ ２０ ２，１００ → ２，６００

３０ ３，１７０ → ３，９８０ ４０ ４，２７０ → ５，４００

５０ ５，３７０ → ６，８２０ １００ １１，０７０ → １４，１７０

２００ ２２，８７０ → ２９，３７０ ５００ ５８，２７０ → ７４，９７０

汚　水　量 現使用料（円） 新使用料（円） １ヶ月負担増（円）年間負担増（円）

１ヶ月　２０㎥ ２，１００ ２，６００ ５００ ６，０００

一般家庭平均使用量における比較
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使用料はどのように決まりましたか？Ｑ２
審議会のながれ

Ａ２

　使用料につきましては、下水道事業の経営状況などを考慮し、条例に基づき設置された
『沼津市水道事業及び下水道事業経営審議会』（Ｐ５※３）において、５年以内ごとに適正な
使用料について算定する中で検討し、必要に応じて改定を行い、健全な経営を目指します。

使用料改定の算定にあたり、
①独立採算を目指す（企業会計の基本原則）
②使用者負担増の抑制（過大な負担とならないよう配慮）
③５年以内の見直し（大幅な改定を防ぐ）
④経費節減の意味から短期での使用料改定を避ける

という４つの基本的な考え方を基にし、更に 2 つの視点から、①補てん財源不足を生じ
ない、②経費回収率をアップさせるということを考慮し算定しました。

使用料改定等による健全な経営
イント　ポ

改定の必要性について議論
⬇

経営審議会による審議
⬇

使用料改定案を市長に答申
⬇

答申を受け、内容を検討し条例案を議会に上程
⬇

議会での議決を経て、確定

下水道使用料Ｑ＆Ａ
なぜ使用料改定が必要ですか？Ｑ１

下水道使用料Ｑ＆Ａ

下水道事業は、使用料で汚水処理費用をまかなうことで成り立っています

Ａ１

●沼津市の下水道事業は、使用者が特定されていることから、経営に伴う収入をもって事
業を運営する企業会計制度を採用しています。

●汚水処理に係る費用は、原則として使用料で全額を負担することになっています。

　沼津市の下水道普及率は、まだ約60％と整備途中にあり、快適な生活環境を守るために、
スピーディーな整備を図っていく必要があります。
　また、現在の経営状況では、下水道を使用していない市民も負担する税金で一部を補っ
ていることから、市が経営改善努力を進めることはもちろんですが、必要に応じ、使用料
を改定し、公平な負担を図っていく必要があります。

しかし、現状においては使用料だけでは費用をまかなえません

●現在の使用料でまかなっている、汚水処理に係る費用は約60％です。

●不足する残りの約40％分は、一般会計からの繰入金（税金）で補っています。

費用 汚水処理費

財源 下水道使用料（60％） 繰入金（40％）

　類似都市（Ｐ５※１）平均や県内平均と比較してみても、経費回収率（Ｐ５※２）
が低いことが分かります。

⑴下水道事業を進めていくために必要な、収入の確保
⑵一般会計の補助に頼らない、適正な受益者負担

イント　ポ

（平成２８年度決算）
経費回収率

類似都市平均 １００．３０％

県内（企業会計）平均 １０７．４０％

沼　津　市 ６０．９０％
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今後の下水道整備について教えて下さいＱ４
今後の整備予定箇所図

Ａ４
下水道ビジョンに基づき、人口密集地について優先的に整備を進め、普及率年１％増を
目指しています。あわせて、水洗化率の向上また、施設の老朽化や人口減少などによる汚
水量の減少が見込まれる中、処理施設の更新に合わせた統廃合など、効率のよい運営につ
いて検討していきます。
こうした取り組みを行いつつ、下水道整備のスピードアップを図り、生活環境の向上、
安全・安心な暮らしの早期実現を目指します。

沼津市下水道ビジョンに
基づく計画的かつ効率的な事業の整備

イント　ポ

西部浄化センター

中部浄化プラント

南部浄化センター

Ｈ29年度末迄　整備済箇所

Ｈ30～Ｈ36年度　整備予定箇所

下水道計画区域
Ｈ29年度末人口普及率　59.5％
Ｈ36年度末人口普及率　67.3％（予定）

凡　　　　　　例

下水道使用料Ｑ＆Ａ
使用料は他市と比べてどうですか？Ｑ３

下水道使用料比較表

Ａ３
　沼津市の下水道使用料は、一般家庭の平均的な使用量である、40㎥／２カ月で比較する
と、上の表のように、県内平均や類似都市と比較して安価な使用料となっています。

※１　類似都市は、人口普及率が沼津市と比較し ±10％以内、　処理人口10万人以上及び下水道事業が
企業会計化されている都市を抽出（いわき市・佐世保市・高知市・山口市・高松市・松山市・大分市）

※２　経費回収率…汚水処理（雨水など公費負担分を除く）に係る費用をどの程度使用料でまかなえて
いるかを表した指標。基本100％以上で、これを下回る場合には適正な使用料収入の確保及び汚
水処理費の削減が必要となります。

※３　水道事業及び下水道事業経営審議会…市長の諮問を受け、使用料改定を含む経営全般について審
議するため、Ｈ26年７月に常設化された、市の附属機関です。20名以内の委員から組織され、委
員の任期は２年間です。

※４．５　県内平均及び類似都市平均は、沼津市を除いた数値で算出しています。　（Ｈ30．７．10現在）

安価で適切な使用料の確保
イント　ポ

●県内企業会計比較

4,900

5,200

5,618

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

5,800

沼津市
（新使用料）

県内平均※４
（企業会計４市）

類似都市平均
　※１　※５

40㎥／２ヵ月(円)

5,6715,671

下水道使用料Ｑ＆Ａ

市　　名 使用料（円）

富　士　市 ５，１８４

沼　津　市 ５，２００
（４，２００）

静　岡　市 ５，４５０

浜　松　市 ５，７８８

熱　海　市 ６，０５０

（　）改定前
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中部浄化プラント

南部浄化センター

Ｈ29年度末迄　整備済箇所

Ｈ30～Ｈ36年度　整備予定箇所

下水道計画区域
Ｈ29年度末人口普及率　59.5％
Ｈ36年度末人口普及率　67.3％（予定）

凡　　　　　　例

下水道使用料Ｑ＆Ａ
使用料は他市と比べてどうですか？Ｑ３

下水道使用料比較表

Ａ３
　沼津市の下水道使用料は、一般家庭の平均的な使用量である、40㎥／２カ月で比較する
と、上の表のように、県内平均や類似都市と比較して安価な使用料となっています。

※１　類似都市は、人口普及率が沼津市と比較し ±10％以内、　処理人口10万人以上及び下水道事業が
企業会計化されている都市を抽出（いわき市・佐世保市・高知市・山口市・高松市・松山市・大分市）

※２　経費回収率…汚水処理（雨水など公費負担分を除く）に係る費用をどの程度使用料でまかなえて
いるかを表した指標。基本100％以上で、これを下回る場合には適正な使用料収入の確保及び汚
水処理費の削減が必要となります。

※３　水道事業及び下水道事業経営審議会…市長の諮問を受け、使用料改定を含む経営全般について審
議するため、Ｈ26年７月に常設化された、市の附属機関です。20名以内の委員から組織され、委
員の任期は２年間です。

※４．５　県内平均及び類似都市平均は、沼津市を除いた数値で算出しています。　（Ｈ30．７．10現在）

安価で適切な使用料の確保
イント　ポ

●県内企業会計比較

4,900

5,200

5,618

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

5,800

沼津市
（新使用料）

県内平均※４
（企業会計４市）

類似都市平均
　※１　※５

40㎥／２ヵ月(円)

5,6715,671

下水道使用料Ｑ＆Ａ
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下水道への接続のお願い

　下水道は、川や海の水質を保全し、快適な生活環境を守るために重要な役割を果たして
いますが、せっかく整備した下水道も利用していただかなければその効果を上げることが
できません。
　そのため、下水道が使えるようになった区域では、原則６か月以内（汲み取り便所は３
年以内）に接続することが義務付けられています（沼津市下水道条例・下水道法）。
　より多くの方にご利用いただくことにより、生活環境づくりや下水道事業経営に大きな
効果をもたらしますので、ご協力をお願いいたします。

下水道の役割

川や海がきれいになります 清潔なまちになります さわやかで清潔な暮らしができます

Ｈ31． 3

沼津市下水道http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/gesui/ 
◆沼津の下水道ホームページ（詳細については、こちらをご覧ください）

問い合わせ先
①使用料改定・パンフレットについて

水道総務課� ☎９３４－４８６２
email:suido-so@city.numazu.lg.jp

②下水道使用料・排水設備工事について
水道サービス課� 　☎９３４－４８５３
email:suido-sa@city.numazu.lg.jp

③下水道の計画や工事の予定等について
下水道整備課� 　☎９３４－４８６４
email:gesui-se@city.numazu.lg.jp

④下水道のポンプ場・処理場について
下水道施設管理センター� 　☎９３９－０８１１
email:gesui-na@city.numazu.lg.jp
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