
 

○柳井市農業集落排水施設条例 

平成17年２月21日条例第104号 

改正 

平成18年９月26日条例第28号 

平成19年９月27日条例第24号 

平成25年12月25日条例第31号 

平成28年12月27日条例第33号 

平成31年３月26日条例第４号 

平成31年３月26日条例第12号 

令和元年12月25日条例第８号 

柳井市農業集落排水施設条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２の規定に基づき、本市の農業

集落排水施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 地域の生活環境の整備及び農業用水の水質保全を図り、あわせて公共用水域の水質を保全

するため、農業集落排水施設を次のとおり設置する。 

施設の名称 設置区域 

余田中央農業集落排水

施設 

柳井市余田のうち河添、中村、平田、尾林、西山、蓮台寺、晩の木、小

平尾、今出の一部 

余田北農業集落排水施

設 

柳井市余田のうち小原、今出、堀、坂本、院内、中郷、小平尾の一部及

び柳井市新庄大倉、安行の一部 

神代農業集落排水施設 柳井市神代のうち殿畑、東本谷、中筋、西本谷、東浜、西浜 

大畠農業集落排水施設 柳井市神代のうち東瀬戸、西瀬戸、東石神、南石神、中石神、西石神、

串、串の下、西畑、坂川 

柳井市大畠のうち大久保北、大久保南、住吉北、住吉南、天神東、天神

西、本町東、本町中、本町西、本町団地、上原東、上原西、坂川 

遠崎農業集落排水施設 柳井市遠崎のうち東村、蛭子町、遠崎本町、御旅、西里、杉の木、原善、

宮の下、天王 



 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 汚水 生活若しくは事業に起因する、し尿又は家庭等の雑排水（工場排水、雨水その他の

特殊な排水を除く。）をいう。 

(２) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水

を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。 

(３) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。 

(４) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。 

（供用開始の告示） 

第４条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）は、施設

の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、汚水を排水すべき区域（以

下「排水区域」という。）及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した内容

を変更しようとするときも、同様とする。 

（排水設備の設置義務） 

第５条 施設の供用が開始された場合においては、当該施設の排水区域内の建築物の所有者、使用

者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情が

あると認めたときは、この限りでない。 

（汚水の排除方式） 

第６条 汚水は、排水設備により施設で汚水を排除すべきもの（以下「公共ます」という。）に流

入させなければならない。 

２ し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。 

（排水設備の接続方法等） 

第７条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときは、次の

各号に定めるところによらなければならない。 

(１) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。 

(２) 排水設備を公共ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するお

それのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。 

(３) 汚水を排除すべき排水管の内径は、規程の定めるところによること。 

（排水設備計画の承認等） 



 

第８条 施設に汚水を流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画を管理者

に届け出て、承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとする時も、同様と

する。 

２ 前項に規定する新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。 

（排水設備の工事の実施） 

第９条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして管理者が指

定した業者でなければ行うことができない。 

（排水設備の工事の検査） 

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から５日以内に管理者に届け出て、

検査を受けなければならない。 

（使用開始等の届出） 

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使

用を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 使用者に変更が生じたときは、新たに使用者となるべき者が、速やかにその旨を管理者に届け

出なければならない。 

３ 排水設備の所有者に変更が生じたときは、使用者は速やかにその旨を管理者に届けなければな

らない。 

（使用者の管理義務） 

第12条 使用者は、自らの責任において、施設の機能に障害を与えないように、排水設備を常時良

好な状態に維持管理しなければならない。 

（無断接続に対する措置） 

第13条 管理者は、無断で排水設備を施設に接続した者に対して、期限を定め、排水設備の撤去、

改修又は使用停止を命ずることができる。 

（土砂等の投入禁止） 

第14条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬、粗大物その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれ

のあるものを施設に投入してはならない。 

２ 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただ

し、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。 

３ 第１項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。 



 

（新規使用に係る分担金） 

第15条 新たに施設を使用しようとする者（柳井市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成17年柳

井市条例第105号）第３条に規定する分担金を納付した者又は分担金を納付することとなる者を除

く。）は、次に定める分担金を施設の使用開始前までに納付しなければならない。 

分担金 115,000円 

２ 分担金は、納入通知書により一括して徴収する。 

（使用料の徴収） 

第16条 管理者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、使用者から使用料を徴収する。 

２ 前項の使用料は、隔月に納入通知書又は口座振替により徴収する。ただし、管理者が必要と認

めるときは、随時に徴収することができる。 

３ 使用料の納期は、毎使用期の終日の翌日からその日の属する月の翌月の20日までとする。ただ

し、前項ただし書の納期は、この限りでない。 

（使用料の算定方法） 

第17条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した

額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

使用料（１月につき） 

基本水量 基本料金 超過料金（１ｍ３につき） 

10ｍ３まで 1,430円 
10ｍ３を超え20ｍ３まで 176円 

20ｍ３を超えるもの 198円 

２ 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。 

(１) 水道水を使用した場合は、柳井市水道給水条例（平成17年柳井市条例第166号）第27条又は

第28条の規定により算定した水量とする。 

(２) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は規程で定めるところに

より管理者が認定する。 

(３) 前２号の規定により算定又は認定された水量と集落排水に排除する汚水量が著しく異なる

場合は、申告に基づいて管理者があらためて認定する。 

３ 管理者は、排除汚水量の減量認定をするために必要があると認めるときは、使用者の負担にお

いて適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。 

４ 使用者は、前項の装置を適正に管理し、その装置が損傷し、又は亡失したときは、直ちにその



 

旨を管理者に届け出るとともに、速やかに改修しなければならない。 

５ 使用者が、算定期間の中途において集落排水の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使

用料は、その使用期間が30日以下であるときは１月分とし、30日を超えるときは２月分として算

定する。 

（資料の提出） 

第18条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を

求めることができる。 

（使用料の減免） 

第19条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減

免することができる。 

（施設使用の停止） 

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し施設の使用停止を命ずる

ことができる。 

(１) 使用者が第12条に規定する管理義務に違反したとき。 

(２) 使用者が第16条第１項に規定する使用料を納入しないとき。 

（排水設備の切離） 

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたとき

は、排水設備を切り離すことができる。 

(１) 使用者が60日以上所在が不明で、施設の使用がないとき。 

(２) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。 

（規程への委任） 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

（罰則） 

第23条 次に掲げる者は、５万円以下の過料に処する。 

(１) 第８条第１項の規定による承認を受けないで排水設備の新設等を行った者 

(２) 第10条又は第11条の規定による届出を怠った者 

(３) 第14条の規定に違反した者 

（使用料を免れた者に対する過料） 

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に

相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過



 

料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年２月21日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の柳井市農業集落排水

施設の設置及び管理に関する条例（平成５年柳井市条例第26号）又は大畠町農業集落排水施設の

設置及び管理に関する条例（平成８年大畠町条例第18号）（以下これらを「合併前の条例」とい

う。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりな

されたものとみなす。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。 

４ 第15条に規定する新規使用に係る分担金は、当分の間合併前の大畠町の排水区域（合併時に事

業実施中であって、当該事業の排水区域として供用することを予定している区域を含む。）につ

いては、同条の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。 

附 則（平成18年９月26日条例第28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第17条の規定は、平成19年６月１日以降の算定分から適用し、平成19年４・５月分ま

では、なお従前の例による。 

３ 第17条に規定する使用料の額を、平成22年４・５月分までの間、神代、大畠及び遠崎の排水区

域（排水区域として供用することを予定している区域を含む。）については、次の表に定めると

ころにより算定した額（その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

とする。 

使用料（１月につき） 

基本水量 基本料金 超過料金（１ｍ３につき） 

10ｍ３まで 1,575円 

10ｍ３を超え20ｍ３まで 126円 

20ｍ３を超え80ｍ３まで 147円 

80ｍ３を超えるもの 126円 



 

附 則（平成19年９月27日条例第24号） 

この条例は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月25日条例第31号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第17条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年４月30日ま

での間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料（施行日以後初めて使

用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である農業集落排水施設の使用にあっては、

当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日

（その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初め

て使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月

30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。）については、なお従前の例に

よる。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とする。 

附 則（平成28年12月27日条例第33号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月26日条例第４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。（後略） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に納入通知を行った使用料、利用料金、占用料、手数料及び採取料につ

いては、なお従前の例による。 

３ この条例第11条による改正後の柳井市農業集落排水施設条例第17条第１項の規定にかかわらず、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している農業集落排水施設の使用で、

施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定し

た使用料（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である農業集

落排水施設の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利

が確定する使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以



 

下同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除

し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。）

については、なお従前の例による。 

７ 前４項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とする。 

附 則（平成31年３月26日条例第12号） 

この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、この条例による改正後の第16条第３項の

規定は、同日以後に第17条第２項各号の規定により算定された汚水量に基づく第16条第１項の使用

料について適用する。 

附 則（令和元年12月25日条例第８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


