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いつも秦野市インターネット水道モニターにご協
力いただきありがとうございます。

「秦野市 水道のはなし」では水道にかかわるい
ろいろな情報をおとどけします。
みなさんがふだん使っている水道について、すこ
し勉強してみましょう。

なお秦野市ホームページでは第２回目のアンケー
トをおこなっていますので、ご回答をおねがいし
ます。http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_02.html

ぼくが水道クイズを出すよ。
考えてみてね！

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_01.html
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水道料金のしくみ

秦野市の水道料金は、みんなの家で使うための「家事（かじ）用」、お店や工場で使うための「業務
（ぎょうむ）用」、畑やビニールハウスなどで使うための「農業（のうぎょう）用」、そして工事現場な
どで使うための「臨時（りんじ）用」に区分しています。これを用途別（ようとべつ）といいます。

用途ごとに「基本（きほん）料金」と「従量（じゅうりょう）料金」を決めています。これを「２部料
金制（にぶりょうきんせい）」といいます。

また、水道を使えば使うほど単価（たんか）が高くなります。これを「逓増型（ていぞうがた）」とい
います。

水はだいじな資源（しげん）ですので、使う量が多くなり、料金が高くなるようにして、水を使う量を
制限（せいげん）していただくために「逓増型（ていぞうがた）」が選ばれました。

用途別 0～8㎥ 9～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101～500㎥ 501㎥～ ←使った量

家事用 520円 70円 80円 130円 195円 220円

←1㎥あ
たりの
単価

業務用 650円 95円 140円 195円 220円 245円

農業用 520円 70円 80円 130円 160円

臨時用 1,700円 400円

基本料金
従量料金

二部料金制
だんだん単価が
高くなっていま
す。（逓増型）



水道料金は何に使われるの？

安全でおいしい水をいつでもみんなにお届けするためには、いろいろお金がかか
ります。

たとえば、水道管や水道のたてものは、２４時間３６５日みなさんに水を配るた
めにはたらき続けています。とうぜん古くなると壊れてしまいます。古くなったら
壊れる前に作りかえないと、みんなが安心して飲める水を作って配ることができま
せん。そのために必要なお金を、みなさまからいただく水道料金からあてています。



水道料金はどう計算されるの？

■つかいみちで変わる料金
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■計算方法（税抜き）
おうちで１か月３３㎥の水道水を使った場合。

おうちなので用途は家事用になります。
家事用の基本（きほん）料金が５２０円（8㎥まで）・・①
今回は３３㎥使っているから、その分までの超過（ちょう
か）料金がかかります。
まず９～２０ ㎥のちょうか料金が１㎥につき７０円なので、
１２ ㎥×７０円＝８４０円・・②
つぎに２１～３０ ㎥のちょうか料金が１㎥につき８０円なの
で、１０ ㎥×８０円＝８００円・・③
さらに３１～５０ ㎥のちょうか料金が１㎥につき１３０円な
ので、３㎥×１３０円＝３９０円・・④
①＋② ＋③ ＋④＝2,550円が１か月の料金となります。

水道クイズ ①

学校のプールに水を一杯に入れた場合の水道料金はいくらになるでしょう？ プールを一杯にするには、360㎥
水道をつかいます。（ヒント 学校なのでつかいみちは業務（ぎょうむ）用になります。）

※こたえは９ページ
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水道をつかった量はどうやってはかるの？

家でつかった水道の量を、「メー
ター」の数字ではかると、水道料
金が決まります。

メーター
ボックスの中

メーター

みんなの家の水道料金は水道をつかっ
た量で決まります。つかった量はメー
ターという機械で分かるようになってい
て、２か月に１回、検針員（けんしんい
ん）という人がメーターのかくにんをし
て、量をはかっています。

メーターはメーターボックスの中にあ
ります。メーターボックスはおうちのま
わり、庭、駐車場などにあります。みん
なの家のメーターをぜひ探してみてくだ
さい。

メーターボックスの上にも
のがあったり、犬をはなし
飼いにしていると、検針員
がメーターかくにんをでき
ないばあいがあります。

ご協力おねがいします
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水道料金ランキング！

■日本全国のなかの秦野ランキング ■同じくらいの人口のまちの秦野ランキング

全国1426のまちで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

人口がおなじくらいの175のまちで３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 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

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

水道クイズ ②

秦野の水道料金はやすいんだね。ちなみに
北海道は水がきれいなのに水道料金がたか
いまちが多いね。それはなぜだろう？

※こたえは９ページ
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秦野の水道料金がやすいわけ

地下水
（秦野市の地面の

下をながれる水）

７４％

県水
（神奈川県が、大きな川から

水を取って作っています）

２０％

河川水
（水無川の水）

６％ 秦野市の水は、この水が、ほとんどです。
→ 「きれい」で「おいしい」

（平成２３年度の結果）

けんすい

かせんすい

ちかすい

地下水は、きれいで、おいしい水。地下にしみこんでいるあいだに、自然
にろ過されて、水の汚れやゴミが取り除かれ、きれいになります。

原料の地下水は、川の水にくらべてきれいなので、ほかのまちのように、
ダムや浄水場などの大きな施設（しせつ）をたくさん作らなくてすみます。
また、施設などがこわれないように大切につかってきました。

だから、秦野市は、水道水をやすく作れています！

地下水

お金がかからない理由

地面の下の
ようす

りゆう

■原料（げんりょう）がきれいだから、お金がかからない
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みんなで支える水道

家庭

会社や工場

秦野市水道局
水を使う人からいただくお金や、国から
の借金で、水道のたてものを作ったり、水
をきれいにしたりします。

農家

大切なお金
（水道料金）

みんなが水道を使う。
水道料金をはらう。

安全な水が、また、
みんなのところに帰ってきます。

■みなさんが支払う水道料金はとても大切なお金です。安全な水道水に生まれ変わります。
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水道クイズのこたえ

■水道クイズ②

こたえ：北海道は面積（めんせき）が大きいけど、人口が少ないまちがたくさんあります。
面積が大きい場合は水道管などの設備（せつび）を多くする必要がありますが、
それに比べて人口が少ないため、やすい水道料金だと設備を作ったり、直したり
するお金が足りなくなります。そこで、水道料金をたかくしてそのためのお金を
まかなっているまちが多いようです。

■水道クイズ①

こたえ：学校のプールは業務（ぎょうむ）用で計算します。
３６０㎥を５ページの表にあてはめて計算すると・・

業務用のきほん料金が６５０円（８㎥まで）：①
９～３０㎥までが1㎥につき９５円なので、２２㎥×９５円＝２,０９０円：②
３１～５０㎥までが1㎥につき１４０円なので、2０㎥×１４０円＝２,８００円：③
５１～１００㎥までが1㎥につき１９５円なので、５０㎥×１９５円＝９,７５０円：④

１０１～５００㎥までが1㎥につき２２０円なので、２６０㎥×２２０円＝５７,２００円：⑤

①～⑤までをすべて足すと、こたえは・・７２,４９０円！！

つかう量がおお
いと、１㎥あた
りの金額がどん
どんたかくなる
んだね
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いかがでしたか？

今回は秦野市の水道料金についてのおはなし
をさせていただきました。

つぎは秦野市の水道の歴史（れきし）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。

またあいましょう
つぎも見てね！


