
 第１回 
 

勝山市上下水道料金制度審議会 

勝山市  建設部上下水道課 
                   総務部財政課 



勝山市上下水道料金制度審議会の組織及び運営に関する規則 
平成２５年３月２９日 

規則第１８号 
 

（趣旨） 
第１条 この規則は、勝山市附属機関の設置に関する条例（平成２５年勝山市条   
 例第１３号）に定める勝山市上下水道料金制度審議会（以下「審議会」という  
 。）の組織及び運営について、必要な事項を定める。 
 
（組織） 
第２条 審議会の委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。 
（１）学識経験者 
（２）公共的団体の代表 
（３）水道、簡易水道（飲料水供給施設含む。）、公共下水道及び農業集落排水 
  施設使用者の代表 
（４）その他市長が必要と認めた者 
 
（任期）  
第３条 審議会の委員の任期は、諮問を受けた日から答申する日までの期間とす  
 る。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
（会長等） 
第４条 審議会に、会長及び副会長を置く。 
 



２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 
３ 会長は、審議会の会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、  
 その職務を代理する。 
 
（会議） 
第５条 審議会の会議は、市長が招集する。 
２ 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。 
３ 審議会は、議長が出席し、かつ現に存在する委員の総数の２分の１以上の出 
 席がなければ、会議を開き、議決することができない。 
４ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと  
 きは、議長が決する。 
  
（資料提出の要求等） 
第６条 議長は、審議のため必要があると認めるときは、当該事項に関し識見を 
 有する者に対し、資料の提出及び説明その他必要な協力を求めることができる。 
 
（庶務） 
第７条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。 
 
（委任） 
第８条 この規則に定めるものを除くほか、議事の手続その他審議会の運営に関し 
 必要な事項は、審議会が定める。 
 
   附 則 
 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
    

 



 １．勝山市の公共下水道・ 
   農業集落排水事業について 



 
  

  
 
   
   
 
 
    
   ◎「下水道」は地方自治法第244条に規定する「公の施設」に該当 
          ・利用につき使用料を徴収することができる（地方自治法第225条) 
                                        （下水道法第20条） 
 

           ⇒「公の施設」の使用料は条例で定める（地方自治法第228条第1項） 
 
     ◎下水道使用料は、 
          【能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること】 
                                （下水道法第20条第2項第2号） 
 
 
    
    

 
  
  

下水道使用料の法的根拠とその基本的考え方 



 



下 水 道  所管：国土交通省 

１．公共下水道 
 
 

 
 

 
 

２．流域下水道：原則２以上の市町村の区域における下水を排除かつ終末処理場を有するもの 
３．都市下水路：主として市街地において専ら雨水排除を目的とするもの。処理場はない。 
 
 
 
 

主として、市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理
する下水道     （勝山市は汚水と雨水を分けて処理する分流方式を採用） 

 （下水道法の適用 ） 

１．農業集落排水事業 
 
  農業集落におけるし尿や生活雑排水等を処理する施設やそこで発生した汚泥や処
理水等の循環利用を目的とした施設等の整備。 

 （浄化槽法の適用  -----  工場排水は除外） 
 農業振興地域内の集落、おおむね２０戸以上 

農業集落排水事業  所管：農林水産省 



下水道のながれ 



行政人口(A) 
  

23,978 人 

全体計画区域内の行政人口 
  

20,789 人 

処理人口（B) 
  

20,380 人 

下水道普及率 （Ｂ/Ａ） 
  

85.0 % 

水洗化人口 （Ｅ）   18,090 人 

水洗化率 （Ｅ/Ｂ）   88.8 % 

認可処理面積 （Ｃ） 分流（ 945.0 ha ） 

処理面積（供用面積）   815.9 ha 

認可処理能力（日最大） 6池 18,500 m3/日 

現在処理能力（日最大） 4池 13,000 m3/日 

流入実績（日平均水処理量）  8,133 m3/日 

汚 
水 
管 

認可延長   269,385 m 

整備延長   236,779 m 

残延長   32,606 m 

中継ポンプ 
  

49 箇所 

全体事業費   29,242,511 千円 

  

公共下水道の現況（平成２９年３月末） 



機械棟 

汚泥処理施設 

水処理施設 

公共下水道処理施設（勝山浄化センター） 

農業集落排水処理施設 

神谷処理場 北野津又処理場 西部処理場 

東部処理場 
伊知地・坂東島処理場 



中継ポンプ 

管渠布設状況 



公道 

下水道 
市で設置・管理する部分 

公
共
汚
水
桝 

通常 公道内 
に設置 

（除雪対応） 

下水道の管理範囲 



 

・昭和５２年 ２月 事業認可 市街地内の２２０ｈａで事業着手 
 

・昭和５６年 ６月 変更事業認可 ２７５ｈａ 
 

・昭和５６年 ７月 勝山浄化センター建設着手 日本下水道事業団委託 
 

・昭和５７年１０月 勝山市下水道条例及び勝山都市計画下水道受益者 

            負担に関する条例の制定 
 

・昭和６０年 ６月 変更事業認可 ４２２ｈａ 

 

・昭和６０年 ６月 勝山浄化センター供用開始 

            処理能力 ６，５００ｍ3/日 

 

・昭和６３年 ５月 勝山市公共下水道基本計画の変更 

            用途地域内と既存集落及びリゾート区域 ８８５ｈａ 

 

・平成 元年 ５月 変更事業認可 ８８５ｈａ 

 

・平成 ５年 ７月 勝山浄化センター処理能力増設 

            ９，７５０ｍ3/日 

 

・平成 ９年１２月 勝山市公共下水道基本計画の変更 

            長尾山公園追加 ９７０ｈａ 

 

・平成 ９年１２月 変更事業認可 ８８５ｈａ 

            長尾山公園を認可区域について 

 

・平成１０年１０月 下水道使用料値上げ(10％)  

 

・平成１２年 ７月 勝山浄化センター処理能力増設 

            １３，０００ｍ3/日 

 

・平成１５年 ３月 勝山市公共下水道基本計画の変更 

            計画目標年次（Ｈ27）及び既存集落の見直し ９７０ｈａ 

 

・平成１６年 ５月 変更事業認可 ９７０ｈａ 

            既存集落の一部追加 

 

・平成１６年 ７月 勝山浄化センター増設及び改築工事着手 

            機械濃縮設備（Ｈ16～18）、第１期改築更新（Ｈ16～20） 

 

・平成２１年 ３月 変更事業認可 ９７０ｈａ 

            計画処理人口 22,000人 

            計画汚水量18,412ｍ3/日、計画処理能力18,500ｍ3/日 

 

・平成２１年 ４月 勝山浄化センター包括的民間委託開始 

 

・平成２１年 ６月 勝山浄化センター改築工事着手 

            第２期改築更新（H21～24） 

 

・平成２１年１１月 上下水道料金審議会（上下水道料金の改定を答申） 

 

・平成２２年 ４月 下水道使用料値上げ(平均12.5%) 

 

・平成２３年 ３月 下水道使用料減免実施要綱改正 

 

・平成２４年 ４月 三谷川河川整備事業着手 

 

・平成２５年 ６月 勝山浄化センター改築工事着手 

            第３期改築更新（H25～28） 

 

・平成２５年 ７月 変更事業認可 

            排水区域 汚水 ９４５ha 雨水 ４４１ha  

 

勝山市公共下水道事業 

１．沿革 



変更事業認可年度 平成２０年度 平成２５年度 

排除方式 分 流 式 

処理方式 標準活性汚泥法 

事業年度 S５１～H２４ S５１～H３１ 

処理区域面積 ９７０ha ９45ha 

計画処理人口 ２２,０００人 ２２,０００人 

計画汚水量 １８，４１２m3／日 １８，４１２m3／日 

計画処理能力 １８，５００m3／日 １８，５００m3／日 

３．H28年度末整備状況 

世帯数 人口 
整 備 
世 帯 

整 備 
人 口 

供 用 
世 帯 

供 用 
人 口 

水洗化 
戸数 

水洗化 
人口 

水洗化率     
（戸数) 

水洗化率     
(人口) 

合 計 6,938戸 20,789人 6,811戸 20,380人 6,790戸 20,380人 6,016戸 18,090人 88.6％ 88.8％ 

２．事業計画（平成２５年７月変更事業認可） 



 

・平成 ３年 ２月 勝山市農業集落排水事業整備基本計画の策定 

 

・平成 ５年 ４月 神谷地区事業採択  ２集落（栃神谷、薬師神谷）  ２６０人 

 

・平成 ５年１２月 勝山市農業集落排水事業分担金徴収条例及び勝山市 

            農業集落排水事業基金条例の制定 

 

・平成 ７年 ４月 北野津又地区事業採択  １集落（北野津又）  ２１０人  

 

・平成 ８年１２月 勝山市農業集落排水事業分担金徴収条例及び勝山市 

            農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例 

            の制定 

 

・平成 ９年 ３月 神谷地区農業集落排水処理施設供用開始 

 

・平成 ９年 ４月 勝山西部地区事業採択  ９集落（東野、下森川、上森川 

            志比原、新町、檜曽谷、上野、西妙金島、中清水） 

              １，６５０人 

             

・平成１１年 ３月 北野津又地区農業集落排水処理施設供用開始 

 

・平成１３年 ４月 勝山東部地区事業採択 １０集落（赤尾、笹尾、経塚、 

            大渡、壁倉、岩ケ野、笹尾、大矢谷、平泉寺町上野、下 

            荒井）  １，２３０人 

             

・平成１５年 ３月 勝山西部地区一部供用開始 （東野、下森川、上森川、 

            志比原、新町 供用開始） 

 

・平成１７年 ３月 勝山西部地区供用区域変更（檜曽谷、上野 供用開始) 

 

 

  

 

・平成１８年 ３月 勝山西部地区全体供用区域（西妙金島、中清水 供用  

            開始） 

 

・平成１９年 ３月 ・伊知地・坂東島区事業採択 ２集落（伊知地、坂東島） 

             ８７０人 

             ・勝山東部地区一部供用開始 （赤尾、笹尾、経塚、大渡 

            壁倉、岩ケ野 供用開始） 

 

・平成２１年 ３月 勝山東部地区全体供用開始（笹尾、大矢谷、平泉寺町 

            上野、下荒井 供用開始） 

 

・平成２１年１１月 上下水道料金審議会（上下水道料金の改定を答申） 

 

・平成２２年 ４月 農業集落排水使用料値上げ(平均12.5%) 

 

・平成２３年 ３月 伊知地・坂東島地区一部供用開始 (伊知地、坂東島の 

            一部） 

 

・平成２４年 ３月 ☆伊知地・坂東島地区全体供用開始 (伊知地、坂東島） 

 

 

勝山市農業集落排水事業 

１．沿革 



      

      平成２9年３月末現在 

地  区  名 受益面積 
計画人口 
（A） 

人  口 
（B） 

整備人口 
（C） 

整備率 
D=C/B 

水洗化人口 
（E） 

水洗化率 
（F）=E/C 

備    考 

 神谷地区 10ha 260人 147人 147人 100.0% 147人 100.0% 
 計画日平均汚水量  ７０㎥/日 
 計画日最大汚水量  ８６㎥/日 

    北野津又地区 9ha 210人 131人 131人 100.0% 129人 98.5% 
  計画日平均汚水量  ５７㎥/日 
 計画日最大汚水量  ６９㎥/日 

 勝山西部地区 70ha 1,650人 1,048人 1,048人 100.0% 866人 82.6% 
  計画日平均汚水量 ４４６㎥/日 
 計画日最大汚水量 ５４５㎥/日 

  勝山東部地区 44ha 1,230人 752人 752人 100.0% 624人 83.0% 
  計画日平均汚水量 ３３３㎥/日 
 計画日最大汚水量 ３９７㎥/日 

 伊知地 
   坂東島地区 

31ha 870人 783人 783人 100.0% 470人 60.0% 
  計画日平均汚水量 ２３０㎥/日 
 計画日最大汚水量 ２５５㎥/日 

合計 164ha 4,220人 2,861人 2,861人 100.0% 2,236人 78.2%   

農業集落排水事業の現況  



 

 下水道使用料の比較 



 ２．勝山市の 
    上水道について 



区  分 名       称 定 義 及 び 規 模 

水道法 
（ 認 可 ） 

水道用水供給事業 
 水道事業者に対して水道用水を供給する事業 
 (浄水の卸売） 

水道事業 

上水道事業 
 一般の需要に応じて､水道により水を供給する事業 
 (末端給水) 
 計画給水人ロ５，００１人以上 

簡易水道事業 

 一般の需要に応じて､水道により水を供給する事業 
 (末端給水) 
 計画給水人口１０１人以上５，０００人以下 
 〈薬師神谷地区〉 

小規模水道 
維持管理 
指導要綱  

（ 届 出 ） 

飲料水供給施設 

 人の飲用に供する水を供給する小規模な水道 
 (末端給水) 
 計画給水人口５１人以上１００人以下 
 〈暮見地区〉 

4 

勝山市水道事業 

 １．水道の区分 



１ 



１ 



１ 



 

・昭和３４年 ４月 創設事業 

 

・昭和４０年 料金改定（引上率５０％） 

 

・昭和４２年 料金改定（引上率１０％） 

 

・昭和４４年 ４月 第１次・第２次拡張事業 

 

・昭和４５年 ４月 第３次拡張事業 

 

・昭和５０年 ４月 第４次拡張事業 

  

・昭和５０年 料金改定（引上率３６％） 

 

・昭和５４年 料金改定（引上率１１．１％） 

 

・昭和５４年１０月 第４次拡張事業（変更） 

 

・昭和５６年 料金改定（引上率４０％） 

 

・昭和５６年 ７月 第４次拡張事業（２次変更） 

 

・昭和６１年 ４月 第５次拡張事業 

 

・昭和６１年 料金改定（引上率４３．８％） 

 

・平成 ２年 ４月 第６次拡張事業起工 

 

・平成 ５年 ４月 第６次拡張事業（変更） 

 

・平成 ９年 ２月 第６次拡張事業（２次変更） 

 

・平成１０年 ３月 第６次拡張事業（３次変更） 

            栃神谷地区の拡張 

            浄水方法を膜ろ過方式に変更 

 

・平成１９年 ４月 第７次拡張事業 

            若猪野水源の開発 

            鹿谷地区簡易水道の統合拡張 

 

・平成２０年 ４月 第７次拡張事業（変更） 

            平泉寺地区簡易水道の統合拡張 

 

・平成２３年 ４月 第８次拡張事業 

            谷、北野津又、薬師、北郷地区簡易水道統合拡張 

            木根橋、大矢谷、北六呂師、暮見地区飲料水供給施設 

            統合拡張 

 

・平成２３年 料金改定（引上率６．３％） 

 

・平成２４年 料金改定（引上率６．３％） 

 

・平成２６年１０月 第８次拡張事業（変更） 

            北六呂師への取水地点変更 

 

・平成２８年３月  第８次拡張事業（変更） 

            北郷地区の取水地点の変更及び浄水方法の変更 

            紫外線処理方式 

 

勝山市水道事業 

 ２．沿 革 



昭和５１年度 片瀬地区簡易水道 
昭和５７年度 遅羽、大袋地区簡易水道 
平成１０年度 栃神谷地区簡易水道 
平成２０年度 鹿谷地区簡易水道 
平成２３年度 平泉寺地区簡易水道 
平成２４年度 木根橋地区飲料水供給施設 
平成２５年度 大矢谷地区飲料水供給施設 
平成２６年度 谷地区簡易水道 
平成２８年度 北野津又、北郷地区簡易水道 
         北六呂師地区飲料水供給施設 
平成３０年度 暮見地区飲料水供給施設 
         薬師神谷地区簡易水道 
          

勝山市水道事業 

 ３．簡易水道統合の状況 



１ 

勝山市水道事業 

 ４．水道区域図 



１ 

勝山市水道事業 

 ５．水道施設概要図 



勝山市水道事業 

 ６．上水道の管理範囲 

上
水 

配
水
管 

道路 

水道メータ 

一次側 二次側 

市が管理する
部分 

個人が管理する
部分 

新設時は個人負担 



勝山市水道事業 

 ７．上水道料金の比較 


