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平成３１年 ２月２１日№１ 

発行： 八幡平市上下水道課 

℡0195-74-2111内線1280 

   使用済み食用油やごみの処理にご注意を！ 
 下水道本管やマンホール等のつまりや故障が多発しています。 

 下水道に生ごみやプラスチックごみ、ティッシュペー

パー等の水に溶けないものを流すと、下水道本管やポン

プ施設のつまりの原因になります。油を含んだ汚水は、

浄化センターの処理能力を低下させるだけでなく、下水

道本管内で固まって流れが悪くなってしまいます。 

 流し台に水をためるためにタオルで栓をすることも、タオルが流れて

しまうことがあるのでおやめ下さい。 

 もし下水道本管がつまってしまうと、清掃作業が必要と

なってしまい、周辺の下水道が一時的に使用できなくなり

ますので、油を下水道に流さないよう心掛けをお願いいた

します。グリーストラップを設置している場合は、定期的

に清掃するよう合わせてお願いいたします。 

 正常なマンホール(↑)と 

 油脂で閉そくしたマンホール(→) 

 マンホールの下流側(写真右側)に 

 油脂が固着して詰まっています。 
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  公共下水道や農業集落排水の目的は、水路などに排水されていた生活

雑排水を処理施設できれいにしてから放流することで、水路などの悪臭

や害虫の発生、病原菌の繁殖を防ぎ、河川などの公共用水域の水質保全

を図ることです。そのため、下水道施設を整備しただけでなく、全ての

建物の汚水を下水道に接続していただかなければ、効果が十分に発揮さ

れません。 

 下水道へ接続すると便槽の汲み取りや浄化槽の維持管理の必要がなく

なるうえ、嫌な臭いがなくなり、快適な生活を送ることができます。 

 公共下水道や農業集落排水の整備された地域では、できるだけ早く下

水道への接続をお願いいたします。 

 下水道が整備されていない地域にお住いの場合は、市設置型浄化槽事

業や個人設置型浄化槽事業がございますので、ぜひご活用ください。 

  下水道の役割は？ 
 公共下水道の整備によって家庭や事業所の生活雑排水が水路に流れな

くなると、環境が改善され、利便性や快適性が上がりますが、道路や公

園と違って誰もが利用できるものではなく、整備された区域の人しか利

用できません。そのため、建設費を全額税金でまかなうと、下水道を利

用できない区域の人にとって不平等であるため、実際に利益を受ける人

（受益者）に建設費の一部を受益者負担金としてご負担いただきます。 

 農業集落排水事業の場合には、事業の参加に同意して公共ますを設置

していただいた方に、建設費の一部を受益者分担金

としてご負担いただいています。 

 すでに受益者負担金を納付済みの土地や受益者分

担金を納付済みの公共ますに対しては、受益者（所

有者）が変わっても負担金や分担金の納付をお願い

することはありません。 

  個人設置型浄化槽と市設置型浄化槽の違いは？ 
 個人設置型浄化槽事業は、公共下水道事業区域で７年以上整備の見込

めない区域、または、八幡平温泉郷地区・松川温泉・安比地区の非定住

住居に浄化槽を設置する方を対象に、補助金を交付する事業です。 

 市設置型浄化槽事業は、公共下水道が整備されない区域の住居に対

し、市が浄化槽本体を設置して毎月の使用料を頂く代わりに市が維持管

理を行う事業です。 

 建物の使用目的や、大きさによって条件が異なりますの

で、詳しくは上下水道課工務係までお問い合わせください。   受益者負担金・分担金とはなんですか？ 
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  下水道に接続するにはどうすればいいですか？  八幡平市の下水道浄化センターは、雨水を処理する設計になっていま

せん。そのため、雨どいを下水道につなぐと、大雨などの時に浄化セン

ターで処理する下水の量が多くなり、処理費用が高額になってしまいま

す。雨水は下水道や農業集落排水に流さないようにしてください。 

 屋外にある流しを下水道に接続する場合は、使わない時にカバーで覆

うなどしていただき、雨水が下水道に流れないようにしてください。 

  雨どいを下水道につないでもいいですか？   下水道使用料はいくらですか？ 
 公共下水道、農業集落排水、集合浄化槽、市設置型浄化槽の使用料

は、次のとおり算定方法が異なります。 

 なお、農業集落排水の使用料は、平成３３年度まで、地区によって異

なります。詳しくは、上下水道課経理係までお問い合わせいただくか、

八幡平市ホームページ( http://www.city.hachimantai.lg.jp/ )から暮

らし→下水道(浄化槽)→下水道使用料とお進みください。 

 皆様からいただいた使用料は、下水道施設の維持管理に使われます。 

種別 料金の計算方法 

公共下水道 
水道使用量による（基本使用料＋従量使用料） 

※下水道のみ使用の場合には世帯人員数で水量を決定 

世帯人員数による（基本額＋加算額） 

※宿泊施設の場合は水道使用量による 

 （基本使用料＋従量使用料） 

農業集落排水 

集合浄化槽 

市設置型浄化槽 浄化槽の人槽による（定額） 

 家庭の台所、浴室、水洗トイレなどの汚水を下水道へ流すための排水

管や汚水ます等の宅地内の設備を排水設備といいます。 

 下水道に接続するためには排水設備工事を行わ

なければいけませんが、排水設備工事は八幡平市

の指定店でなければ工事を行うことはできませ

ん。工事を行う際には、八幡平市指定工事店へご

依頼ください。 

 戸別浄化槽をすでにお使いで、公共下水道や農

業集落排水に切り替える場合、浄化槽への流入管

はそのままお使いいただけることがあります。 

 工事費用は敷地の広さや建物の形状、公共ますまでの距離などによっ

て異なりますので、指定工事店へ見積もりを依頼してください。 

八幡平市の下水道使用料 
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八幡平市排水設備工事 指定工事店一覧表 (平成３１年２月２１日現在) 

  名称 電話番号 所在地   名称 電話番号 所在地 

ア ㈱アートプランバー 019-681-7398 滝沢市高屋敷73-15 ソ ソークテクノ㈱ 019-614-2511 盛岡市下飯岡14-99-11 

ア アイテック(株) 019-688-7276 滝沢市後268-780 タ ㈲第一ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ工業 019-648-5760 盛岡市上堂三丁目6-28 

ア アクア工業㈱ 019-647-2775 盛岡市西青山二丁目18-3 タ ㈱高建工業 76-2730 八幡平市大更23-1-28 

ア 安代水道 72-5853 八幡平市保戸坂27 タ ㈱高建重機 75-1133 八幡平市平笠25-97-1 

イ イトー工業 78-3620 八幡平市松尾寄木13-358-149 タ ㈱高設 019-645-4286 盛岡市上厨川字横長根10 

イ ㈲岩手向陽設備 019-661-6040 盛岡市山岸四丁目9-27 タ 高橋建設㈱ 76-3411 八幡平市松尾寄木15-151 

イ 岩手日化サービス㈱ 019-696-5611 盛岡市黒川22-56 タ 高橋重機㈱ 75-0123 八幡平市松尾寄木15-431-1 

イ ㈲岩西工業 77-2119 八幡平市帷子8-45 タ ㈲高橋設備工業 019-682-0077 盛岡市好摩字新田151-6 

ウ 内田工事㈱ 0167-64-7213 北上市孫屋敷13-11 タ ㈾高福組 78-2208 八幡平市柏台一丁目1-1 

エ ㈲エコシステム 019-663-8663 盛岡市緑が丘四丁目1-63 2F タ 匠工務店 78-3258 八幡平市松尾寄木1-590-295 

エ エムテック㈱ 019-688-0050 滝沢市葉の木沢山308-39 タ ㈲竹畑水道土木 72-5687 八幡平市細野391-1 

エ ㈱遠忠 76-2126 八幡平市大更24-8-1-5 タ ㈲田村水道 62-3107 岩手郡岩手町大字一方井4-135-39 

オ ㈲小澤設備 019-601-9720 盛岡市東松園一丁目1-8 テ ㈲照井ポンプ 019-622-0808 盛岡市城西町13-20 

オ ㈲小野寺工務所 76-2236 八幡平市大更24-20-5 ト ㈱戸澤建設 72-5211 八幡平市赤坂田45-3 

オ ㈲小山田燃料 72-2350 八幡平市荒屋新町16 ト ㈱都南建設 019-637-1455 盛岡市三本柳23-23-1 

カ ㈲カマタ・トッキ 019-641-3767 滝沢市巣子199-6 ト ㈱富岡鉄工所 019-672-2303 紫波郡紫波町桜町字下川原35-1 

キ 清澤運輸㈲ 78-3511 八幡平市松尾寄木13-357-39 ト ㈱トライス 019-604-7511 盛岡市盛岡駅西通二丁目17-10 

ク ㈲工藤管工 76-2249 八幡平市田頭8-84 ナ ㈲中居建設 62-3814 岩手郡岩手町大字沼宮内12-21-15 

ク ㈱工藤工務店 74-4338 八幡平市平舘28-1-2 ナ ㈲成田組 73-2221 八幡平市石名坂24-7 

ク ㈱工藤設備 76-2483 八幡平市大更32-277-1 ニ 西根水道工業所 76-2741 八幡平市大更16-191-1 

ク ㈲工藤ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工業 72-5648 八幡平市扇畑180-1 ニ 二戸ガス㈱ 23-4155 二戸市堀野字長地19 

ク ㈲熊谷工業 019-688-2059 滝沢市巣子276-112 ハ ㈱畑村設備 019-681-4857 盛岡市上堂三丁目8-40 

ク ㈱クレス 019-661-7221 盛岡市西松園一丁目11-1 ハ ㈲浜名設備 019-641-0251 盛岡市上堂三丁目10-31 

ケ ㈱ＫＲ住建 019-601-2850 盛岡市山岸二丁目17-28 ヒ ㈱姫神設備工業 019-661-8356 盛岡市上田字岩脇1-27 

ケ ㈱ケーエヌ工業 019-692-5051 岩手郡雫石町柿木151-4 ヒ ㈲ヒラタ設備 019-688-3262 滝沢市葉の木沢山561-9 

コ ㈱興盛工業所岩手支店 019-641-5511 盛岡市みたけ二丁目7-5 ヒ ヒロ工業 75-0630 八幡平市田頭24-6 

コ ㈲好摩水道工業 019-682-0173 盛岡市好摩字野中296 フ 富士水工業㈱ 019-641-2241 盛岡市みたけ五丁目-10-48 

コ 小林水道 73-2825 八幡平市字石名坂下夕1 ホ ㈱ホーム建設 019-648-3862 盛岡市前九年三丁目26-1 

サ ㈲佐久商事 38-2436 二戸市浄法寺町柿ノ木平23-3 マ 丸片機水工業㈱盛岡営業所 019-699-1191 滝沢市土沢313 

サ ㈲佐々木住設 019-645-0698 盛岡市青山一丁目19-51 マ ㈲丸水工業 019-692-5456 岩手郡雫石町名子242-2 

サ ㈲佐々長水道 76-2258 八幡平市田頭17-78 マ 丸善実業 76-2677 八幡平市田頭10-89 

サ ㈱佐藤建設 62-2305 岩手郡岩手町大字沼宮内9-11-3 ミ 見前設備 019-639-1225 盛岡市東見前7-94-23 

サ 佐藤建設㈾ 70-2255 八幡平市大更第23地割1番地1 モ 盛岡ガス工業㈱ 019-638-6144 盛岡市東見前7-152 

サ 佐藤建築 73-2306 八幡平市左妻97-2 ヤ ㈲山金組 73-2315 八幡平市石名坂下タ11 

サ ㈲燦ケミカル 019-648-1675 盛岡市みたけ六丁目1-23 ヤ ㈱山崎組 019-652-3088 盛岡市加賀野三丁目12-30 

サ ㈲三星住設 019-639-6670 盛岡市三本柳4-16-18 ヤ ㈲山田政一商店 0186-42-4751 秋田県大館市御成町一丁目12-20 

サ 山王水道工事㈲ 019-643-6102 盛岡市みたけ六丁目8-4 ヤ ㈲山本組 72-3012 八幡平市小柳田187-2 

サ ㈲三和水道工業所 019-624-6266 盛岡市本町通1-15-7 ヤ 山本建設㈱ 73-2111 八幡平市白沢口13-1 

シ シーエル工業㈱ 019-641-2684 盛岡市月が丘3丁目31-42 ヤ ㈱山與 019-653-1221 盛岡市城西町13-77 

シ J・ウォーター㈱ 019-646-9511 盛岡市上堂3丁目13-35 ユ ㈲ユザワ工建 019-637-7755 盛岡市飯岡新田6-84-1 

シ ㈱シリウス 019-604-1080 盛岡市東安庭二丁目丁目12-15 ヨ ㈲吉忠組 76-3603 八幡平市松尾寄木17-159-2 

シ ㈲伸栄設備 019-645-1320 盛岡市厨川2-8-21 ヨ ㈱よつばテクノ 019-646-5110 盛岡市上堂三丁目6-28 

シ ㈲陣川建設 76-2551 八幡平市松尾寄木34-1-1 リ 菱和設備㈱ 019-654-2602 盛岡市東安庭二丁目-7-20 

シ ㈲新世水機工業 019-661-5200 盛岡市東松園3丁目11-4 ワ ㈲ワガワ水道工業 019-692-5521 岩手郡雫石町上町東51 

ス 水道屋㈱ 019-688-2592 滝沢市巣子152-125 ワ 渡辺建設㈱ 76-3565 八幡平市大更27-92-23 

セ ㈱盛福水道工業 019-647-3286 盛岡市中堤町28-26     

セ ㈲瀬田燃料店 019-641-2364 盛岡市みたけ三丁目4-14     

セ 仙木住設 75-1578 八幡平市大更5-148-3     

 水洗化工事をご希望の際は、 

八幡平市の指定工事店へご依頼ください。 


