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いつもインターネット水道モニター事業にご
協力いただき、誠にありがとうございます。

「秦野市 水道のはなし」は、水道に関する
正しい情報、秦野市における水道の取り組み
などを発信情報としてお届けします。

なお秦野市ホームページでは、第2回目の水道
アンケートを実施しておりますのでご回答を
お願いします。http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_02.html

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_02.html
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全国の中での秦野の水道料金

■全国の中での秦野の位置 ■同規模給水人口の中での秦野の位置

全国1426事業体中 2３位！

順位 都道府県名 事業主体名
家庭用料金/月
２０㎥使用料金

1 山梨県 富士河口湖町 700
2 兵庫県 赤穂市（南部） 829
3 兵庫県 赤穂市（北部） 829
4 山梨県 笛吹市 900
5 静岡県 小山町 913
6 静岡県 長泉町 1,100
7 和歌山県 白浜町 1,119
8 山梨県 忍野村 1,155
9 山梨県 富士吉田市 1,186
10 静岡県 富士市（富士） 1,260

20 愛知県 犬山市 1,412
21 神奈川県 松田町 1,417
22 神奈川県 中井町 1,417
23 神奈川県 秦野市 1,425
24 神奈川県 山北町 1,438
25 愛知県 豊橋市 1,438

1420 愛媛県 上島町 5,743
1421 北海道 池田町 5,761
1422 北海道 羽幌町 5,850
1423 北海道 西空知広域水道企業団 5,890
1424 北海道 夕張市 6,048
1425 北海道 江差町 6,090
1426 北海道 羅臼町 6,360

10～30万人未満の事業体（175団体）中 ３位！

出典 H23年度水道統計 日本水道協会

平成24年4月1日現在

順位 都道府県名 事業主体名
家庭用料金/月
２０㎥使用料金

1 静岡県 富士市（富士） 1,260

2 山口県 岩国市 1,281

3 神奈川県 秦野市 1,425

4 東京都 昭島市 1,554

5 静岡県 三島市 1,555

171 長崎県 佐世保市 4,004

172 佐賀県 佐賀東部水道企業団 4,095

172 千葉県 木更津市 4,095

174 千葉県 山武郡市広域水道企業団 4,110

175 兵庫県 淡路広域水道企業団 4,305
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秦野の水道の特徴からみる水道料金

■水源は地下水が主

丹沢の山地に囲まれた名水の里、秦野は、水源の約７割
を豊富な地下水で賄い、安定した水供給を行っています。
河川水等を主な水源とする他の市と比べ、水の浄化の経費
を低く抑えることができるので、秦野市の水道は全国的に
も安い料金単価でお届けできています。これは、水道施設
等の適切な維持管理と効率的な水道事業経営を行ってきた
結果でもありますが、一方で販売損失があることも事実で
す。 ※販売損失：給水原価が給水収益を上回る状態

■浄水設備経費が少ない

川の水を水道水として使
用する為には、沈殿させ、
ろ過する等の浄水設備が必
要となります。

他の水道事業体の多くは、
複数の浄水場を保有してい
ますが、秦野市は浄水場は
１ヶ所のみであり、浄水に
関わる費用が低くおさえら
れています。

さらに秦野の地下水は、
濁質（にごり）が少ないこ
とも浄水の費用があまりか
からない理由にあげられま
す。

H23年度水道事業統計要覧 秦野市水道局



水道料金とは

■なぜ、水道料金が必要か

水道事業は、「清浄にして豊富低廉な水の供給を
図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに
寄与すること（水道法第１条）」を目的とする地方
公営企業であり、その経営にあたっては、「常に企
業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的で
ある公共の福祉を増進するように運営されなければ
ならない（地方公営企業法第３条）」という基本原
則が法に示されています。

この経済性と公共の福祉の増進という二つの要請
を事業運営のなかでいかに実施していくかが非常に
重要な課題となります。

水という生きるためになくてはならない、そして
代替のきかないものを安定的にお届けすることと、
企業の経済性を発揮して効率的な経営を追求するこ
との両立を図らなければなりません。
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経済性
公共の福
祉の増進



水道料金とは
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■水道事業は独立採算制です

経済性の発揮をうながす仕組みのひとつとして、法では、企業運営に要する経費は「当該地
方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない（地方公営企業法第１７条の
２）」とされています。これは税金によらず、水道料金などによって経費をまかなう「独立採
算制の原則」をいうものです。

民間企業は、一般的に商品やサービスを販売して収入を得ます。赤字が続くと経営が苦しく
なり倒産ということがありますので、収入を増やし、余計な支出を減らし、利益確保のために
努力します。

一方、地方公営企業である水道事業は利益の確保が目的ではありませんが、商品である水道
水の料金で必要な経費をまかなわなければなりません。経営に困っても簡単に税金で穴うめで
きない仕組みですので、民間企業と同じように企業努力が必要なのです。



水道料金とは

■総費用の見込みから料金を算定

また、料金について法は、「公正妥当なものでな
ければならず、かつ、能率的な経営の下における適
正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を
確保することができるものでなければならない（地
方公営企業法第２１条）」としています。

水道事業は前に述べたとおり、独立採算制ですの
で、事業運営に要する経費が料金収入でまかなえな
ければ事業は成り立ちません。料金の決定にあたっ
ては、まず水道事業運営に要する総費用の見込みを
立てます。

法では「能率的な経営の下における適正な原価を
基礎とし」とあるように、総費用の見込みを立てる
にあたっては、余計な経費はないか、より効率的な
手法はないかをよく検討しています。次にこの総費
用をまかなう財源を検討し、水道料金として必要な
額を算定します。
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料金の決定

健全な
運営を
確保

適正な
原価

公正妥
当性



水道料金とは

■水道料金の使用目的

水道料金は、当然、水道事業を運営してい
くための費用にあてられます。費用にはさま
ざまな項目がありますが、主なものは右のと
おりです。

また、秦野市では、平成２３年度から３２
年度までの「施設整備計画」を策定し、耐震
補強や水道施設の劣化への対応などのための
整備費用を算定しています。現在、厳しい財
政状況にあっても、建設や整備にあてる費用
を確保しながら、着実に進めています。
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秦
野
市
水
道
事
業
の
主
な
費
用
項
目

水道水をつくるための原水の取水、浄水に必
要な経費

神奈川県企業庁から水道用水を買う経費

水道水を家庭等に送る給配水管や水道メータ
の維持管理に必要な経費

水道メータの検針や水道料金の請求と収納に
必要な経費

施設などの減価償却費

借り入れたお金（企業債）の支払利息

その他水道事業の管理運営や資産の除却に
必要な経費

水道施設を建設したり、古いものを新しく整備
する経費。また、耐震化に必要な経費

水道メータや水質検査機器などの購入に必要
な経費



水道料金の体系

■水道料金体系とは

水道料金は、主に次の料金体系の中から組み立てて設定されます。
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水道料金体
系の大別

用途別

口径別

料金区分の
組み立て

二部料金制

• 基本料金＋従
量料金

一部料金制

• 従量料金のみ

従量料金の
組み立て

単一型

逓増型

逓減型

秦野市の
料金体系

用途別

二部料
金制

逓増型

ていぞう

ていげん

※ 基本料金・・・水道水を安定供給する体制と維持するのに必要な固定的にかかる料金と、本市では月８㎥まで
の水量分の料金を加えたもの。この固定費には、例えばメーターに関わる費用、検針や料金収
納に関わる費用などがあります。

従量料金・・・給水量に応じてかかる料金で、浄水する薬品費や動力費、設備を整備する費用などがあります。



■水道料金体系の大別

使い道で料金に差をつける方式で、一戸建て住宅、マンション・アパート
などの生活用途、工場や商店などの営業用途などに分け、それぞれの利用
者の負担能力などによって基本料金や従量料金を変えたりするものです。
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用途別

口径別

利用者の給水管や水道メータの大小、あるいは、水量の多い少ないに応じ
て料金格差を設けるものです。浄水場、配水場や水道管などの水道施設の
規模は、平均的に使われる水の量ではなく、最も多く水が使われるときの
水の量で決まります。大きな口径の水道管をつけている利用者は一度に多
くの水を使えます。そこで、口径が大きいほど水道施設の費用を多く負担
すべきとの考えから、基本料金や従量料金を公平となるように差をつける
という体系です。

二部料金制

使った水の量にかかわりなく負担しなければならない基本料金と、使った
水の量に従って負担する従量料金の二本建てにする料金制です。わが国で
は、公衆衛生の向上、生活環境の改善という観点から、基本料金に一定の
水量を与え、水使用を促すとともに、料金の低廉化により、生活用水の確
保を図るため、この体系が多くの事業体で採用されてきました。

■料金区分の組み立て

料金体系の解説
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使った水の量に関わらず１㎥あたりの料金が変わらない料金型です。

一部料金制
基本料金がなく、すべて使った水の量に従って負担する従量料金のみのも
のです。

単一型

■従量料金の組み立て

水を使えば使うほど1㎥あたりの料金が高くなる料金型です。これは、消費
抑制型といわれ、水道水の需要が増加していた社会情勢を踏まえ、大口需
要者に新規水源開発や施設能力の拡充などに伴う費用負担を求め、水需要
を抑える目的で、多くの事業体に採用されてきました。

逓増型

水を使えば使うほど１㎥あたりの料金が安くなる料金型です。これは、逓
増型とは逆に、水需要を促すことを目的としています。

逓減型

料金体系の解説



秦野市の水道料金はどう算出されるのか？

■用途別、二部料金制、従量料金逓増型が秦野市の料金体系

秦野市の水道料金は、用途別の料金体系を採用しています。「家事用」、「業務用」、「農
業用」、「臨時用」の４つの用途に区分し、料金単価を決め、その区分ごとに使った量にかか
わりなく負担いただく基本料金と、使った量に応じた従量料金の二部料金制を採っています。

この料金体系は、毎日使う生活用水は、単価を低くするという考え方を基本として用途別に
格差を設け、使用水量が多くなるに従って、高い単価になるという特徴を持っています。
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使う量
が増え
るほど
単価が
上がる
（逓増
型）



水道料金と下水道使用料

■下水道の使用量は水道の使用量と同じ

水道料金は、上水道の料金ですが、下水道
使用料は、公共下水道に接続されている住宅
等に係る料金で、下水道の使用量に応じて支
払って頂くものです。

水道で使用した水の殆どが、汚水として下
水道に流れるという考えのもと、下水道使用
料は、使用した上水道の量に応じて計算され
ます。

つまり、水道使用量が水道料金と下水道使
用料の算出に共通して用いられることになり
ます。

■下水道料金の用途

下水道料金は、汚水を処理する費用や管
きょの清掃、補修などのために使われていま
す。

平成25年4月1日から新使用料に変更になりました。
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水道メータと検針

■検針の時期

お客様の使用水量を把握するために、各お
宅に設置されている水道メーターの検針を検
針員が伺って行います。

検針は、秦野市の給水区域を奇数月に検針
する地区と偶数月に検針する地区の二つに分
け、隔月で行っています。

２か月に１回の定例日ごとに水道メーター
を検針し、その２か月分の使用水量で料金を
算定します。

ご家庭の蛇口を全て締めて、メーター中央のパ
イロットマークを調べてください。少しでも回っ
ていたら宅地内で漏水している可能性があります。

確認して漏水と思われるときは、市指定給水装
置工事事業者に連絡して確認・修理してください。
（給水装置工事事業者は秦野市ホームページに掲
載しています。）

メーターで漏水を調べる

水道メーターは下の写真のような直読式
が多く使われています。

数字を左から右に読んでください。その
数字から前回検針の指針の数字を引いた数
値がその期間のお客様の使用水量です。

■水道メータの見方
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水道料金のお支払方法

■納入通知書と口座振替

料金のお支払方法は、水道局からお送りする納入通知書でお支払いただく方法と、口座振替
の２つがあります。

納入通知書の場合は、取扱金融機関、コンビニエンスストア、または水道局お客様センター
でお支払いいただけます。

口座振替は、お客様の金融機関の口座から自動振替により料金をお支払いいただく制度です。
取扱金融機関、または水道局お客様センターで申込みができます。

なお、公共下水道をご使用の方は、水道料金と下水道使用料を併せて納入していただきます。
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支払方法
1件あたりの税抜手数料

（水道局負担）

口座振替 10円

納入通知書コンビニエ
ンスストア払い

57円

上記手数料に加えて、納入通知書の場合は、発
行費用や処理のための事務費用が多くかかります。

水道局では、お客様に便利で、かつ経費を抑制
できる口座振替払いにしていただくことをお願い
しています。

口座振替の推進

納入通知書

コンビニお支払
11% 納入通知書

金融機関等でお

支払
9%

口座振替で

お支払
80%

平成24年度 水道料金 お支払先内訳



平成２４年４月お客様センターの開設

■包括委託による経費削減と業務効率の向上を目指して

秦野市水道局では、水道の使用開始や中止受付など
の窓口業務をはじめ、検針、料金計算、納付書の発行、
収納、そして滞納整理など一連の料金業務を、電算シ
ステムを含めて一つの会社に委託する「包括委託」を
平成24年4月から開始し、水道局庁舎の１階に「水道
局お客様センター」を開設いたしました。

この「包括委託」は、秦野市と事業者の連携のもと、
お客様情報の共有や一元化に伴う業務間の連動性の向
上、最新の電算システムのもとで進める事務の効率化
などにより、経費削減と未収金徴収率の飛躍的な向上
をねらいとしたものです。
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水道事業を支える水道料金

■水道料金の循環サイクル

最初にご説明したとおり、
秦野市の水道事業は、地方公
営企業法に基づいて市が経営
している公営事業で、独立採
算制を基本原則とし、主に水
道料金で運営しています。

皆さまからいただく大切な
水道料金は、配水施設や水道
管の耐震化を含めた維持・管
理、水質管理や水源の確保な
どに使われています。

水道料金

家庭

皆様からの大切な
水道料金

秦野市水道局

水道料金は、水道施設
の維持・管理や、浄水
に使われます。

いつも安全で
おいしい水を
お届けします。

工場

農家
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ご覧いただきありがとうございました。

今回は秦野市の水道料金についておはなしを
させていただきました。

次回は秦野市の水道の歴史や地下水について
のおはなしをさせていただく予定です。

引き続きよろしくお願いいたします。


