
～下水道事業を安定して次世代に引き継ぐため～

令和２年１２月２８日　安全安心課　下水道係
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はじめに　～過去3回開催した下水道使用料改定についての住民説明会開催報告～

③

お忙しい中、説明会に御参加いただきありがとうございました！



現状　～新中野処理場・明野浄化センター施設の老朽化～

新中野処理場は昭和49年、明野浄化センターは昭和63年に供用を開始し、各施設
は耐用年数の30年を経過し、施設の老朽化が目立ち修繕費用が増加している。

④

新中野処理場の機械室内の内壁です。錆
ていたり、そこがはがれていたりと、建物
自体の劣化も目立ちます。　　　　　　

明野浄化センター内にある流入室の天井
です。所々天井がはがれ落ちていて、中の
鉄筋がむき出しになってしまっています。

処理場は古くて壁が劣化しているね！



現状　～マンホール・管渠の老朽化～
• 【マンホール】　耐用年数を超えて設置されています。新中野のマンホールは約190箇所、明野のマン　　

ホール約160箇所あり、その蓋をすべて交換すると1億500万円以上の費用が必要となります。

• 【管渠】　下水道管のTVカメラ調査では、管渠の一部で腐食がある箇所が見受けられました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤

標準耐用年数　車道部15年・歩道部30年　両地区のマンホール蓋は、ほぼすべての蓋が標準耐
用年数を超えています。交換には概算で１枚あたり30～40万円の費用が必要とされています。

マンホールの蓋は
錆びているね！　

全部交換するとな
るとお金がたくさん
かかって大変だね。



現状　～財政状況の悪化～
本来、コミュニティプラント(下水道)使用料の経営は税金ではなく、使用者からの使用料で賄うことが原則と
なります。しかし、邑楽町では、汚水処理・維持管理・下水道整備費に伴う不足分を税金から賄っていました。こ
の税金の中には新中野・明野地区のコミュニティプラント(下水道)区域以外の方々の税金も含まれているため、
税の公平性を欠くこととなります。一般会計の財政を圧迫する要因にもなっております。 

⑥

年度 歳入 歳出 差額
H12 17,418,050 27,199,532 -9,781,482
H13 17,635,430 24,050,264 -6,414,834
H14 17,190,120 24,646,778 -7,456,658
H15 16,409,600 25,762,230 -9,352,630
H16 16,688,710 26,478,033 -9,789,323
H17 16,875,730 50,189,169 -33,313,439
H18 16,736,490 30,945,185 -14,208,695
H19 16,331,780 30,850,829 -14,519,049
H20 15,517,420 35,984,829 -20,467,409
H21 15,299,150 32,121,063 -16,821,913
H22 14,937,640 30,719,945 -15,782,305
H23 14,930,990 40,755,996 -25,825,006
H24 14,171,370 48,084,925 -33,913,555
H25 20,113,840 53,671,623 -33,557,783
H26 19,933,410 50,134,634 -30,201,224
H27 19,900,500 53,245,059 -33,344,559
H28 24,153,500 37,687,431 -13,533,931
H29 24,365,770 47,686,986 -23,321,216
H30 24,172,790 29,743,200 -5,570,410
H31 23,699,940 42,686,584 -18,986,644

-376,162,065

平成１２年度からの新中野・明野地区の下水道処理

を行うための歳入（収入）と歳出（支出）です。　　　　　

20年間で約3億7千万円の赤字です。　　　　　　

平成31年度決算では約23,700千円の歳入に対し、

約42,700千円の歳出でした。歳出のうち維持管理

にかかる費用は、約22,000千円でした。

使用料(歳入)だけでは維持管理しかまかなえず、

施設の更新・修繕はコミュニティプラント区域外の

住民の方の税金などで補っている状態です。

新中野・明野地区の下水処理施設については、維持管理し
か行えず、施設の修繕や改築が難しい状況なんだね。



現状　～下水処理使用料の他市町村との比較　～
【コミュニティプラントと公共下水道の1ヶ月あたりの基本料金の比較】 

 

 

⑦

　コミュニティプラント
エリア(新中野・明野)

　　公共下水道エリア

(中野・光善寺)

県内で両方の事業を実施している市町村の中で、基本料金に違いがあるのは邑
楽町だけです。同じ町内で約2.8倍の基本料金の差がある市町村は近隣市町村
ではありません。町内で同じような下水処理を行っていながら、基本料金に大き
な差があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H30年3月の説明会の時に桐生市内では、コミュニティプラント地区と公共下水道地区で料金の差があ
ると説明しましたが、使用料金が改定されて同じ金額になりました。

邑楽町だけ公共下水道よりもコミュニティプラントの料金が、
すごく安い料金なんだね！

  コミュニティプラント基本料金 公共下水道基本料金 差額

邑楽町 500 1,430 930

千代田町 1,375 1,375 0

館林市 1,100 1,100 0

桐生市 1,100 1,100 0

大泉町 － 2,090 － (参考：近隣市町より) 

 

 



課題　～新中野処理場・明野浄化センターの建替え・修繕費用～
【処理場を修繕した場合】
処理場の外壁等、躯体そのものや、管施設、機械室の配電盤や発電機、電気の変圧器キュービク
ルなどがあげられます。処理場の耐用年数が30年超えているので、ほぼ全ての機械・電気・汚水処
理施設が更新の対象となります。

これらを全て交換、修繕するとなると建て替えた時と、ほぼ同様の料金がかかることになります。

【処理場を建替えた場合】
「未普及地域における効率的な下水道整備の在り方に関する研究」によると・・・
①新中野・明野処理場をそれぞれ建て替えると・・・処理場約５億円×２カ所＝約１０億円
②新中野・明野処理場をひとつに統合して建て替えると・・・処理場約６～７億円
　　　　　　　さらに統合した処理場までの管渠整備・・・約２～３億円

処理場を建て替えると、約１０億円の費用が必要となり、処理場の耐用年数が３０年だと毎年3,333
万円が新たに必要となります。

　　これを下水道使用料に転換すると２．３倍の使用料金になります。
さらに機器の更新・下水道管の修繕費用も含めると・・・おそらく公共下水道料金よりも高額になり
ます。 

⑧

【課題】
今のコミュニティプラントの料金設定だと、施設の修繕等が使用料金だ
けではまかなえないんだね。



課題　～人口減少に伴う下水道（使用料金）収入の減少～

　現在、日本では人口減少が進んでいます。新中野・明野地区の人口は、横ばいか若
干の減少ですが、新中野・明野地区の有収水量（㎥）は下記のグラフのとおり、今後は
減少していくのが明らかです。また、近年は様々な節水機器の導入により有収水量は
減少してきています。そのため下水道（使用料金）収入も連動して今後、減少していく
ことが見込まれます。

⑨

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

有収水量(㎥)

人口が減ると下水道収入も減っちゃうんだね！



解決策　～公共下水道編入による下水道使用料の改定（値上げ）～
 

新旧下水道料金表１ヶ月あたり　　　　　　　　　　　　　　　

⑩

【旧料金表】基本使用料(基本汚水量10㎥まで)+超過分(1㎥110円)

【新料金表】基本使用料（基本汚水量10㎥まで）＋従量料金 

コミュニティプラント地区（新中野・明野）は公共下水道地区

（中野・光善寺）の料金体制になります

　下水道使用料(新料金)の計算方法

2ヶ月４３㎥使用した場合(代表世帯の平均使用料)

【基本使用料】1,430円（10㎥）×2ヶ月
＋【超過使用料】231円×２３㎥＝
8,173円（2ヶ月分）

使用水量に段階別の単価を掛けて計算し
ます。この計算結果に10円未満の端数が
出たときは切り捨てます。上記の場合は、
8,170円になります。

基本使用料 超過使用料金(1㎥につき)

汚水量 使用料 汚水量 使用料

10㎥ 500円 10㎥をこえるもの 110円

基本使用料 超過使用料金(1㎥につき)

汚水量 使用料 汚水量 使用料

10㎥ 1430円

10㎥をこえ40㎥ 231円

40㎥をこえ100㎥まで 275円

100㎥をこえるもの 308円

まずは、下水道使用料金の改定が必要だね！



解決策　～公共下水道編入による経費の削減～
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公共下水道へ編入することにより、新中野・明野処理場の管理費が無くなります。
公共下水道の処理場は県が管理しており、他市町村と共同で運営しているため効率化が
図れ、経費の回収率も上がり下水道事業の健全化が見込まれます。
※汚水処理費とは、汚水処理施設の維持管理費及び建設費返済金等を合算したものです。
※経費回収率とは、使用料で賄うべき経費(汚水処理費)に対する使用料収入の割合です。１００％以下
の場合は、下水道使用料以外の収入によりまかなわれていることを意味します。

⑪

公共下水道に編入すれば、県が管理している処理場１つになる
ので経費が削減になるね！



今後について　～下水道使用料改定【値上げ】のスケジュール～

新料金適用は、5月検針（3・4月使用分）の５月請求(６月支払)からとなり
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※検針は2ヶ月に１度、奇数月の1日～10日に行います。

平成30年の下水道料金改定の説明会で説明させていただきましたとおり、住民の皆様の負担を少しでも軽減
出来るように段階的な値上げは行わず、令和4年3月に一回で引き上げさせていただきます。

⑫
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令和４年６月に新料金での支払いが始まるんだね！



今後について　～公共下水道接続について～
　町の方針としては、現在使用している排水設備を生かしたまま、令和４年度（予定）に接続先をコ
ミュニティプラント(新中野処理場・明野浄化センター)から公共下水道に接続します。 

　邑楽町の公共下水道は千代田町の「西邑楽水質浄化センター」という施設につながっています。こ
の施設は大泉町、千代田町、太田市の一部が使用しています。その「西邑楽水質浄化センター」につ
なげると、新中野処理場・明野浄化センターの建替え・施設の修繕費用が不要となります。また、事
業に対して国からの補助金が受けられるようになり効率良く事業が運営出来ます。現在使用している
コミュニティプラントでは、残念ながら国の補助は受けられません。

　町としてはコミプラの2処理場を維持するのではなく、公共下水道へ編入の準備を進め、下水処理
が滞ることのないようにしていきたいと思っています。 

 

⑬

公共下水道について

・料金が高いというイメージがありますが、コミュニティープラン
ト(新中野処理場・明野浄化センター)の使用を続けても料金は上
げざる得ない状況です。

・公共下水道に切りかえることで国からの補助が受けられ皆様の

負担軽減に繋がります。   

下水道事業を安定して次世代に引き継ぐため、下水道使用料金値上げのご理解をお願い致します



その他・お問い合わせ先
公共ますの取扱いについて

快適に下水道をお使いいただくために以下のことに注意してください

・公共ますを埋めたり、その上に重い物を置かないでください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（公共ますが詰まった場合、詰まりをとりのぞけなくなってしまいます。）

・公共ますの周りに樹木を植えることは極力避けてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（公共ますと樹木の距離が近いと成長した根が、排水管の中に侵入しやすくなり,汚水が流れなくなる原因となります。）

公共ますの破損や閉塞があった場合、下水道係にご連絡ください。ただし、公共ますの破損や閉塞の原因がお客様にある
場合は、お客様に修繕料を負担していただくことになります。（宅内の排水設備に関しては、お客様の管理となります）

⑭

宅内の排水設備　　
（お客様の維持管理）※オレンジ色

公共ます及び下水道　　
（町の維持管理）※青色

公共ますは、宅内の排水設備を下水
道に接続する為に設置された下水道
管に,最も近いますのことです。一般
的に町のマークがついていて町が維
持管理を行います。

 問い合わせ先 

　　邑楽町役場　安全安心課　下水道係 
　　℡４７－５０３７（直通） 

雨水は下水道に流せません。地表又は
道路側溝などに接続してください。


