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きれじ1な氷と自然を未来へ

平成15年度スタートした船泊地区下水道事業は平成20年4月1日から一

部供用開始します｡

街並みや道路は近代化され､家庭では電気やガス･水道がごくあたりまえ

に使われる今日､一万では､捨てられる汚水の量もどんどん増えています｡

礼文町も例外ではありません｡

礼文町の場合も､生活雑排水が､海･河川に流れ込んで自然環境に大変な

悪影響を与えております｡下水道はこれらの悩みを一挙に解決する施設です｡

家庭や事業所から捨てられる汚水を処理場までパイプでむすび､きれいな

水にしてから､川に放流するもので､全国的にも下水道の整備が急ピッチで

進められています｡たとえどのように遠い道のりであっても､それは､私達

に与えられた使命であり､明日の礼文町を担う子供達への大きな宝として､

残していかなければならないものです｡
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下水道のはたらき

□　トイレを水洗化でき快適な生活が出来ます

これまでは､バキュームでくみ取りをした後､

し尿処理場で処理してきましたが､下水道を整備

すると､臭いのない衛生的な水洗トイレが使える

ようになり､快適な生活ができるようになります｡

□　川や海の水のよこれを防ぎます

家庭や事業所などからの汚れた水を終末処理場

できれいな水にしてから川や海へ流しますので､私

たちの生活に欠くことのできない水資源を守り､川

や海の汚濁を防ぎます｡漁業の町である礼文町はと

くに大切なことなのです｡

□　街が清潔になり生活環境がよくなります

下水道は汚水を家のまわりに溜めることなく終末処理場へ流してしまいま

すので､汚いドブや水たまりもなくなり衛生的になり､生活環境が改善され

ます｡



下水道の利用について

口　下水道が利用できる地域は

下水道につなぐことのできる地域は､道路に下水道工事と合わせて公共桝が

設置されている家庭や事業所で､供用開始の告示をした地域に限ります｡

□　トイレの水洗化は3年以内に

お住まいが処理区域内にあると､トイレは下水道が使用できるようになっ

た臼(告示の白)から3年以内に水洗トイレに改造することが法律で義務付

けられています｡ (下水道法第11条の3)

口　浄化槽を利用している家庭も改造工事を

処理区域内では､し尿浄化槽を

使用されている家庭でも､浄化槽

をやめて公共下水道に直結した水

洗トイレに改造していただくこと

になります｡

□　除害施設をつくりましょう

下水道を使用する工場や事業所など

の汚水の中には､下水道を痛めたり汚

水の処理の障害となる物賓を含んでる場合があります｡下記のような悪質下

水を排出する場合は､前もって悪質下水を処理して排出基準内の水質にする

ための除害施設(有害物質を取り除く施設)を設置しなければなりません｡

悪質下水とは　⇒　温度の高い排水･酸及びアルカリ排水･多量の有機物を

含んだ排水･沈殿性物質を含んだ排水･フェノール､シアン化合物の毒物を

含んだ排水･油分を含んだ排水･カドミウム､水銀等の重金属を含んだ排水

･その他
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排水設備と水洗トイレの改造工事について

□　排水設備とは

排水設備とは､各家庭の台所･トイレ･風呂などの汚水を､公共ますを適

して下水道に流すための施設です｡下水道から公共ますまでは町が工事を行

ないますが､排水設備の工事･維持管理は､各家庭で負担していただくこと

になりますo　また､工事は町が指定した工事店(指定工事店)以外は施=す

ることができません｡

公共汚水ます

□　工事の申込みは

工事の申込みは､指定工事店にその旨を連絡すると､指定工事店がお宅に伺

い設計見積り及び工事計画申請書等の書類作成を行ないます｡

口　工事の進め方

○=事の日を指定工事店とよく打ち合わせてください｡

○工事に要する日数は一般住宅の場合は平均2- 3 E]位ですc

O工事中､トイレを使用できないのは1日程度です｡

○工事は先に配水管など外廻りの工事から行ないます｡
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□　指定工事店とは

指定工事店は､安心して排水設備

工事をまかされるように礼文町が指

定した､実績や技術的資格のある専

門の工事店です｡

水洗化工事･排水設備工事費用については､

皆さんのご家庭や建築方法によってそれぞ

れ異なりますので､工事費の目安について

は､指定工事店までお気軽にお問い合わせく

ださい｡

□　概算の工事費

工事一名. 刹爨額. ���ﾇ��hﾖﾂ�

水洗化工事 ���i�ﾙOXﾔ磯b�262,000円 况ﾘ�6x488ﾂ��Y]hｮﾘ4X4�5h8X8ﾈ6(6r��
便槽処理工事 田づ���冷�便糟の消毒埋め戻し(700'挽) 

便室改造費 ���"ﾃ���冷�床.壁等の改造(1.6m2) 

給水工事 鉄づ���冷�給水管10m 

排水工事 僭)�Y�ﾙOXﾔ磯b�300,000円 僭)�Xｬs#�ﾒ�

合計 �800,000円 宙��N��Xﾙ�-ﾒ��

※上記は概算額であり､個別の工事内容により変動いたします｡

※上記の工事費は､平成14年度の資材単価により算出していますので､今後の物価上昇

等により工事費は変動しますのでご了承下さいo

【標準E監l】

今まで1更用してし＼たま及み取り便所を改造する場合

J　トラップ/水を7とめることによって､下水本管bヽらの臭実も

わY家の中に入るのを防<ご
●掃除Ej/トラップや讃F水管にもlのわlE吉諾ったこときの出しEコ
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□　工事の事務手続

①　指定工事店に直接工事の申込をします｡

○指定工事店が現地調査､設計､見積をしますから便器の券種､施工方法､費用､支払

条件など十分打合せを行ない､工事契約をします｡

②　指定工事店は確認申請書を作成し､町に提出しますo

O書類の作成､提出は指定工事店が代行します｡

○　排水設備等確認申請には､依頼書などの押印が必要です｡

③　町では､申請書をもとに施工方法､費用などが基準に合い､適正かどうかを

審査して工事の許可をします｡

○　審査に合格すると排水設備等計画確認書が交付されます｡

○確認を受けた後でなければ､工事に善事できませんハ

④　指定工事店は工事に着手しますo

O工事はトイレ､台所､浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管や接続ますを

新設します｡

○　既設便槽内の汲取りの依矧ま指定工事店と相談して行なってください｡

便樽は清掃､消毒をしたあと土砂で埋めます｡ (浄化槽の場合も同様です｡)

○　水洗トイレの便器と給水タンクを据付､給水管の配管を行います｡

○　必要に応じてトイレの床や壁などの断熱改造と､保温のためにコンセントの取付工事

を行ないます｡

⑤　指定=事店は=事完了後､ =事完了届を町に提出しますQ

⑥　町は工事完了届により完了検査をします｡

⑦　検査に合格すると検査済書を交付します｡

○　完了検査は計画書どおり工事が行なわれているかを調べるものです｡

○　完了検査のとき､工事の手直しをしていただくことがあります【

⑧　申請者(依頼者)が公共下水道使用開始等届を町に提出し､使用することが

できるようになります｡

○　工事不良が原因で発生した故障は､施工した指定工事店が修理します∩

6



水洗便所改造等資金貸付制度をご利用下さい

I

□　貸付制度とは

下水道を一日も早く利用していただくため､すでに居住されている住宅でく

み取り便所を水洗トイレに改造､または､台所･風呂･トイレ等の排水を下

水道に接続する工事をする方を対象に､改造資金を無利子で貸付する制度で

す｡貸付は町長が指定した金融機関が行ないますo (本人が金融機関と賃貸借

契約をしていただき､利息を礼文町が負担します｡)

□　貸付限度額は

○水洗改造工事1戸につき　　　　50万円

○排水改造工事1戸につき　　　　30万円

○水洗化･排水同時工事は　　　　80万円

※返済は最長60ケ月以内です｡

□　貸付対象者

町内に住所を有する個人で､家屋の所有者

または､その所有者の同意を得た使用者で､

次の用件を備えている方｡ (告示した日から5年以内)

○自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難な万｡

○町税等を滞納していないこと｡

○確実な連帯保証人があること｡ (1名)

※新築家屋､法人､団体の所有する建物の所有者は､貸付の対象になりませ

ん｡

口　借入の申請

水洗便所改造等資金貸付申請書に､納税証明書､所得証明書､指定工事店

で発行した見積書､設計書及び工事計画確認申請書を添えて提出して下さい｡

なお､指定工事店では皆さんに代わって､一切の事務手続をしてくれます

ので､貸付制度を利用する旨を申し付けられても結構です｡ (申請書は指定工

事店が備え付けしています｡ )

□　取扱金融機関　(返済は預金口座から口座振替による毎月一回の返済となりますo)

o　稚内信金礼文支店　○香深漁業協同組合　○船泊漁業協同組合
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水洗便所改造等補助金制度をご利用下さい

□　補助金制度とは

下水道を一日も早く利用していただくため､すでに居住されている住宅でく

み取り便所を水洗トイレに改造､または､台所･風呂･トイレ等の排水を下

水道に接続する工事をする万を対象に､補助金を交付します｡

補助金は下水道が使えるようになった日(供用開始の告示日)から3年以内

に工事を完了された万で､経過年数に応じ補助金額は次のとおりとなります

又､貸付制度とは選択になります｡

□　補助金額は

供用開始から2年呂まで

○水洗改造工事1戸につき

○排水改造工事1戸につき

○水洗化排水同時工事加算

供用開始から3年目

○水洗改造工事1戸につき

○排水改造工事1戸につき

○水洗化排水同時工事加算,

5万円

5万円

2万円

3万円

3万円

2万円

※　1建物で2ヶ所のトイレを改造した場合は､ 2戸分(営業部分は対象外)

□　補助金対象者

町内に住所を有する個人で､家屋の所有者又は､その所有者の同意を得た

使用者で､町税等を滞納していない方｡

※新築家屋､法人､団体の所有する建物の所有者は､補助の対象になりませ

ん｡

□　補助金の申請

水洗便所改造等補助金交付申請書に､町税等の滞納が無い旨の証明書を添

付し､工事計画確認申請書と同時に提出して下さい｡

なお､申請手続きは貸付制度と同様指定工事店でもできます｡
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受益者分担金がかかります

口　受益者分担金とは

下水道の施設は､道路や公園のように一般の公共施設とらがって､利益を受

けるのは､整備することによって利用できる地域の人たちに限られています｡

このため､下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなおうとすると､下

水道の恩恵を受けない人達にまで負担をかけることになります｡そこで､下

水道によって利益をうける方に建設費の一部を負担していただくの力汀受益

者分担金制度｣です｡

口　分担金を納めていただく方は

受益者分担金を納める人を｢受益者｣といいますが､公共下水道の処理区域

(供用開始の公示を受けた地域)内にある建物の所有者及び所有者の同意を

得た使用者｡

□　分担金額

区分 仞�ｧ｢�納付方法 

建物1戸(世帯) �3�ﾃ���冷�･分割納付 (5,000円×2回/年×3年) ･一括納付 

※受益者の申告を行った者(公共桝に接続しようとする者)

□　分担金の納入方法

○分担金は､ 3年の分割で､計6回で納めていただきます｡

○一括納付も可能ですo

O納付書は､排水設備等確認書の交付後お送りいたします｡

□　分担金の納入時期

下水道が使用できる地域になり､排水設備工事を行なったときからで､町

はこの地域を｢賦課対象区域｣として告示し､皆さんにお知らせします｡
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□　分担金の申告

排水設備等確認申請があってから､ ｢下水道受益者申告書｣をお送りします

ので､必要事項を記入のうえ申告していただきます｡

この申告書に基づき受益者が決定され､分担金が賦課されますo

□　分担金の徴収猶予と減免

受益者が災害等の事故により､分担金を納付することが困難な場合､徴収

を猶予する制度があります｡また､生活保護法の生活保護を受けている方は

減免されます｡

□　分担金納付までの事務手続

賦課対象区域の告示(お知らせ)

○下水道が使用できる地域をお知らせします｡

決定通知書､納入通知書の発行

受益者による申告

分担金の納付
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下水道使用料について

口　下水道使用料とは

各家庭で使った後の汚れた水を処理場できれいにするための費用や､下水

管を掃除したり､壊れたところを直す費用などに使うために､下水道を使用

している皆様に使用料をお支払いいただく制度です｡

□　下水道使用料金は

各家庭の水道メーターで

算定します｡

ロ　下水道使用料金表

種類 舒馮ｹ{����5�ﾈ�,�,(*ｲ���+H暹{����zy_ｲ�8��ｸ6x8ｸ,�,(*ｲ��
基本水量 舒馮ｹ{���

一般の汚水 ���ﾓ8-ﾈ,R�2,100円 ��CX冷�

住民税非課税世帯(75歳以上) ���ﾓ8-ﾈ,R�1,050円 都(冷�

≪参　考≫

上下水道料金:水道水を月平均20m3 (基本10m3+超過10m3)使用している家庭の場合o

≪水道料金4, 690円十下水道料金3, 550円=8, 240円/月≫

ロ　下水道を使用される万へ

○排水設備等を設置した場合､下水道使用開始届を提出していただきます｡

○使用者の名義変更､入居或いは転居の場合届出が必要です｡

口　下水道使用料の支払方法

○上下水道料金として納入通知書を発行します｡

○自主納付･口座振替･集金方法でお支払いいただくことになります0
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下水道の正しい使い方

一　次の物は流してはいけません　-

●　水洗便所では-･

ティッシュペーパー･生理用品･タバコの吸殻･布などo

●　台所では-

調理くずや食べ残し･てんぷら油･サラダ油など

●　その他-t

ガソリン･シンナー･石油･ペンキ･アルコール類などの

危険物｡

雨水･土･砂･雪･廃油･木片･などを流さないようにし

ましょう｡

駒でも質問してください

下水道についてのご相談､お問い合わせは､役場建設課下水

道担当までお気軽にどうぞ!

TEL 0163-86-1001
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礼文町公共下水道排水設備指定工事店

(平成21年1月現在)

指定(登録)番号 倡y.慰磯i5洩ﾂ�所在地 �6I�"�

第07201号 冉ｹnﾈﾉｩ�ﾘｩH�檍���礼文町大字香深村字トンナイ277-1 塔bﾓ�cモ�

薫07202号 乘H�檍��4�4�6ﾒ�礼文町大字香深村字トンナイ665 塔bﾓ#��R�

鳶07204号 冲ﾈﾌ�檍��oi$ｨﾉｩ�ﾒ�礼文町大字船泊村字ホロナイホ272-2 塔rﾓ3�#R�

第07205号 俘);佶ｩ�ﾘｩH�檍���礼文町大字船泊村字ホロナイホ 塔rﾓ#ンB�

第07206号 乘H�檍���ﾘﾉ｢�礼文町大字香深村字ウウシ958-18 塔bﾓ�33��

第07207号 �:�ﾉｩ�ﾘxｩ~y[h迚5��礼文町大字香深村字へウケトンナイ277-1 塔bﾓ�cSB�

第07208号 冲ﾈﾌ�檍���ﾈｭﾘﾝr�礼文町大字書深村字トンナイ296-1 塔bﾓ#�Sr�

第07209号 乘H�檍���(岑ﾔ洩�5��礼文町大字船)t白村字ハマナ力100-1 塔rﾓ#����

第07210号 冲ﾈﾌ�檍��fｹ�(ﾔ鮎b�礼文町大字船泊村字ヲシ∃ンナイ88 塔rﾓ#c�"�

第07211号 冲ﾈﾌ�檍��鉑68ｻｸｼb�礼文町大字船泊村字ヲシ∃ンナイ178-5 塔rﾓ3�C��

第08212号 冲ﾈﾌ�檍��ｩ�$ｩ�ﾙOR�礼文町大字香深村字シヤクニン 塔bﾓ#�SR�
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