
▼改定後の水道料金（平成２９年１０月１日～） （消費税抜き）

メーター 基本料金

　　水道料金の改定時期は、大沼配水区では、平成２９年１０月１日（１１月検針分）、平成３０年１０月１日の２回とし、軍川第一配水区
口径 （１箇月につき）

　及び軍川第二配水区は、同じく、平成２９年１０月１日、平成３０年１０月１日、平成３１年１０月１日の３回に分けて、２年にわたり 　　　　　　　13mm　 8㎥まで 1,１50円　 　8㎥を超える1㎥

　料金改定を行います。 　　　　　　20mm  8㎥まで 1,300円　 　につき

　　また、下水道使用料の改定については、平成２９年１０月１日に、大沼処理区の超過料金を１㎥につき１１０円から１２０円に改定いた 大沼配水区 　　　　　　25mm  8㎥まで 2,400円　

　します。（大沼処理区町外流入は、森町赤井川地区から流入する汚水で、超過料金１㎥につき１６０円から１７０円に改定いたします。） （旧大沼簡易水道） 　　　　　　40mm 5,300円　 　1㎥につき

　　なお、平成２９年４月１日以降に開栓した施設については、改定後の料金となりますのでご留意ください。 　　　　　　50mm 　9,000円　

　　　　　　75mm 19,000円　

一般家庭で「口径１３ミリのメーター」を使用し、 　　　　　　13mm  8㎥まで 1,000円　 　8㎥を超える1㎥
１箇月「水量２０㎥」を使用した場合の水道料金 　　　　　　20mm  8㎥まで 1,000円　 　につき

　軍川第一配水区 　　　　　　25mm  8㎥まで 1,500円　

　軍川第二配水区 　　　　　　40mm 2,700円　 　1㎥につき
 ※消費税率改正（予定） 　　　　　　50mm 4,200円　

　　　　　　75mm 　8,300円　

口径13mm、 ▼改定後の水道料金（平成３０年１０月１日～） （消費税抜き）

１箇月20㎥使用の場合
メーター 基本料金
口径 （１箇月につき）

　　　　　　　13mm　 8㎥まで 1,250円　 　8㎥を超える1㎥

　　　　　　20mm  8㎥まで 1,400円　 　につき

大沼配水区 　　　　　　25mm  8㎥まで 2,800円　

（旧大沼簡易水道） 　　　　　　40mm 6,700円　 　1㎥につき

　　　　　　50mm 　11,000円　

　　　　　　75mm 23,500円　

▼ 現行の水道料金 （～平成２９年９月３０日まで） （消費税抜き） ▼ 現行の下水道使用料（～平成２９年９月３０日まで） （消費税抜き） 　　　　　　13mm  8㎥まで 1,1５0円　 　8㎥を超える1㎥

メーター 基本料金 基本料金 （１箇月につき） 　　　　　　20mm  8㎥まで 1,250円　 　につき

口径 （１箇月につき） 料金 　軍川第一配水区 　　　　　　25mm  8㎥まで 2,200円　

13mm  8㎥まで 1,100円　 　8㎥を超える1㎥ 8㎥を超える1㎥につき 　軍川第二配水区 　　　　　　40mm 4,800円　 　1㎥につき

大沼簡易水道 20mm  8㎥まで 1,260円　 　につき 110 円 　　　　　　50mm 7,700円　

（大沼配水区） 25mm  8㎥まで 2,000円　 8㎥を超える1㎥につき 　　　　　　75mm 　16,000円　

40mm 4,000円　 　1㎥につき
160 円

50mm 7,000円　 ▼ 改定後の下水道使用料（平成２９年１０月１日～） （消費税抜き） ▼改定後の水道料金（平成３１年１０月１日～） （消費税抜き）

75mm 15,000円　 基本料金 （１箇月につき） メーター 基本料金

大沼簡易水道  20㎥まで 　20㎥を超える1㎥ 料金 口径 （１箇月につき）

800円　 　につき 50円　
8㎥を超える1㎥につき 　　　　　　13mm  8㎥まで 1,250円　 　8㎥を超える1㎥

大沼簡易水道  20㎥まで 　20㎥を超える1㎥
120 円 　　　　　　20mm  8㎥まで 1,400円　 　につき

1,000円　 　につき 50円　
8㎥を超える1㎥につき 　軍川第一配水区 　　　　　　25mm  8㎥まで 2,800円　

170 円 　軍川第二配水区 　　　　　　40mm 6,700円　 　1㎥につき
▼各配水区地番対照表 　　　　　　50mm 　11,000円　

字名 　　　　　　75mm 23,500円　

配水区

9～180、182～205、237-21 4～35、38-1、59～78 ※平成２９年４月１日以降に開栓（使用開始）した
243～374 506～517 　施設については、大沼配水区は平成３０年１０月
221、224、419～684 83～110、196～229、371～438 　改定後の料金、軍川第一配水区及び第二配水区は
728～814 573～599、801、811 　平成３１年１０月改定後の料金が適用となります。
180-2大沼教員住宅、237-10 38-7、173、176、245～365 〔町ホームページＱＲコード〕

710、715、856～1086 453～478、518～570、678

【お問い合わせ先】　経済部水道課　電話　６５－５７９６

一般用

80円　

80円　

配水区域

字上軍川 字軍川 字東大沼町 字西大沼町

大沼処理区

大沼処理区
区域外・町外流入

大沼処理区
区域外流入含む

超過料金

8 ㎥ 1,000 円 
大沼処理区
町外流入

120円　

(軍川第一配水区)

8 ㎥ 1,000 円 

営農用
(軍川第二配水区)

一般用

１２０円　

営農用
水量

用途 従量料金

95円　

区　分

軍川第一配水区

軍川第二配水区

字大沼町

大沼配水区 全域

―

―

配水区域 用途 従量料金

一般用

１２０円　

１２０円　

詳しくは、以下にお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。

事　業　別 用途 従量料金 区　分 超過料金
水量

一般用

8 ㎥ 1,000 円 

95円　

8 ㎥ 1,000 円 

平成２９年１０月１日（１１月検針分）から水道料金が改定されます

平29.10月 平30.10月 平31.10月

2,000円

1,500円

1,000円

750円

平29.04月

▼ 水道料金の段階的改定のイメージ （経過措置適用）

配水区域 用途 従量料金

一般用

110円　

１１０円　

一般用

50円　

3,000円

2,500円 50円　

全域 全域

― ―

― ―

①旧七飯上水道

②旧藤城簡易水道

⑥平29.04月以降利用者

⑤旧大沼簡水軍川第二

④旧大沼簡水軍川第一

③旧大沼簡水大沼地区

2,900円

2,410円

1,080円

860円

2,270円

経過措置期間
平成29年10月1日～平成31年9月30日

1,720円
料金統一
平成31年10月

2,660円

2,900円 2,900円


