
(人)

(世帯)

(人)

(世帯)

(㎘)

(台)

(台)

手数料の額（税込み、※18ℓあたり） （円）

手数料の本体価格（税抜き、※18ℓあたり） （円）

※比較のため、現行手数料単位を18ℓあたりに換算した。

11,505

島根県

自治体名 日野町・江府町・日南町

（日野町江府町日南町衛生施

設組合）

147,104 186,180 46,475 33,730 200,858

出雲市 安来市大山町 南部町 伯耆町鳥取市 倉吉市 境港市 松江市

14,3565,743 3,904 3,850 4,378

10,292

67,050 80,319 20,643 15,290 90,196 66,897

174,790 38,15216,070 10,674 10,836

4,649 2,991 3,158 不明

3,3471,090

不明 不明 不明 不明

97,908 5,9443,300 693 920 不明

1,687 2695 不明 不明

542 629 8838,077 3,058 1,541 2,493 3,221 56,635

委託 許可 許可

80 4 5 0

0

0 40

0 00 0 0 7

ー ーー ー ー ー

許可→委託

※し尿の統括的な処理責任は市

にあることから、効率的かつ安

定的な収集・運搬体制とするた

め。

ー ー ー ーー

223 210.87

203 ー 181 ー

213 171.60～207.90 193～211223 223223 ー 199 ー

203 191.7 ー 156～189

R2.4.1H27.4.1 H27.6.1

近隣市町村と均衡を図ってい

る。

「いづはら」より自社経費算

出し要望書を各町へ提出。日

野町江府町日南町衛生施設組

合議会で審議。

直近の本体価格（税抜き価格）の改定年月日 H27.4.1 H19.10.1 H11.8.1

松江市公共料金審議会におい

て、し尿収集量の将来推計、

し尿収集委託に係る経費、他

市町村の状況等を参考に妥当

な額を算出。

収集手数料の上昇率を基に、

処理手数料について妥当な額

を算出。

※割増手数料あり。

運搬費、人件費等の上昇によ

り各種料金が値上げされてい

る状況、及び県内東部の近隣

市の手数料を参考に算出し

た。

※合併後より、運搬距離に応

じた５地域の手数料区分を設

定しており、176～192円/18

ℓ

近隣市町村の状況を参考に算出。他市町村の状況を参考として

いる。

H27.6.1 H21.4.1

176～192203 203

H30.10.1 ー

191円/18ℓ 180円/18ℓ

手数料の額の算出根拠

廃棄物減量等推進審議会におい

て、複数の改定案から、し尿収

集量の将来推計・労務単価等の

推移・下水道使用料・他市町村

の状況等を参考に、妥当な額を

算出。

（参考）

許可業者手数料（税込）

便槽汲み取り

２１０円～２７８円/18ℓ

仮設トイレ

4,950円～5,500円/基

廃棄物減量等推進審議会にお

いて、し尿収集量の実績・将

来推計・労務単価等の推移・

他市町村の状況等を参考にし

て算出。

（参考）

料金950円/18ℓ

条例廃止のため、手数料では

なく、料金として、業者の提

示料金の内容を精査し指導す

る。(下水道使用料・他市町

村の状況を参考に妥当な額を

指導する。）

近隣市町村との均衡 近隣市町村との均衡

195円/18ℓ→210円/18ℓ ー 172円/18ℓ191円/18ℓ 191円/18ℓ直近の本体価格（税抜き価格）の改定前の額 191円/18ℓ 810円90/ℓ 809.5円/90ℓ

今後の改定予定

日吉津村

3,520

1,220

33

18

960

0

6

手数料の有無

7 11 10 6

0 6 0 0

収集方法（直営、委託、許可）

直近の本体価格（税抜き価格）の改定理由 近隣市町村との均衡

不明 不明 不明

松江市一般廃棄物処理

基本計画の改定に合わ

せ5年で見直し・検討

を行う。

なし

なし なし なし なし

し

尿

処

理

（

収

集

運

搬

）

手

数

料

業者からの要望 ー 業者からの要望 業者からの要望

なし なし なし なし なし なし

223

203

近隣市町の状況を基に判断。

H26.4.1

191円/18ℓ

あり なし

業者から要望があれ

ば、改定について審議

する。

住民基本台帳人口（R2.3.31現在）

住民基本台帳世帯数（R2.3.31現在）

し尿処理人口（R2.3.31現在）

し尿処理世帯数（R2.3.31現在）

収集量（R1年度）

収集車両台数（し尿専用車）

収集車両台数（浄化槽汚泥との兼用車）

今後5年以内の収集方法の変更予定

（上記でありと回答された市町村）変更内容と理由

業者要望あり。適正な

額、改定時期について減

量審にて審議予定。

令和２年度から令和３

年度にかけて審議会を

開催する予定。

業者からの価格変更要

望あり(R2/9)。今後、

協議等あり。

なし
近隣市町村との均衡を

見ながら検討
なし

業者からの要望

近隣市町村との均衡
ー 定期的な見直し

施設を維持するための

機器の更新や大規模補

修の実施に対応するた

め.

業者からの要望

近隣市町村との均衡

し尿料金が下水道料金

を上回った場合の、助

成制度検討要望が業者

より出ている。

近隣市町村の動向を見

ながら検討する。

業者要望により、

R4.4.1から改定見込

み。

周辺市町村調査結果

あり あり あり あり あり ありあり なし あり なし あり あり

直営、許可 許可 委託 許可 委託 許可 許可 許可

米子市

鳥取県

許可
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