
　平成31年（2019年）2月発行「甲斐のうまい水だより」でもお知らせしましたが、令和元年
（2019年）6月検針分から水道料金を平均27％引き上げる改定です（※下水道使用料の変更は
ありません）。

　本市の水道事業については、安全、安心な水を安定して供給するために、計画的に施設の整備、更新
事業に取り組んでいますが、今後発生が想定される災害等に対し、可能な限り最小限に被害を抑える対
策が必要です。そのため、ライフラインとして重要な水道管の耐震化や老朽施設の更新事業などを最重
要課題として取り組んでいく必要があり、これに伴う経費の増加に対する財源確保が課題となっており
ます。また、水道事業は使用者のみなさんにお支払いただく「水道料金」によって運営されており、節水
機器の普及・節水意識の高まりに伴う料金収入の減少により、経営環境は厳しさを増しております。将
来にわたって安全で安心な水の供給確保と災害時における安定的な給水の確保を目指し、事業を推進
していかなければなりませんが、今後の収入と事業費の見込みを考慮すると、資金不足のリスクが高
く、健全経営は困難な状況が考えられます。こうした状況から今回、料金の改定により財政の健全化を
図るものでありますので、水道事業の状況をご理解のうえ、みなさんのご協力をお願いいたします。

令和元年（2019年）6月検針分から
水道料金を改定します

　甲斐市上水道課（水道事務所）では、「甲斐のうまい水 
龍王源水｣を製造販売しています。

　「龍王源水」は、竜王地域の人々が日常飲用している水道

水の原水で、「釜無川」近くの水源の地下100ｍの深井戸か

らくみ上げた水で、まろやかでおいしい味が楽しめます。

賞味期限が5年になり、長期保存も可能ですので、災害備

蓄用として保存していただくとともに、県内外の知人への

贈答用としてもご利用ください。

　竜王駅や塩崎駅等に市のマス

コットキャラクターである「やは

たいぬ」をラッピングした特別仕

様の自動販売機を設置し販売して

おりますので、ぜひご利用くださ

い（販売価格は異なります）。

原 材 料▶水（鉱水）　
　　　　　硬度 64mg/l（中程度の軟水）
内 容 量▶490ml
保存期間▶製造から 5 年間
販売価格▶1箱（24 本入り） 1,920 円（税込）
　　　　　1 本　80 円（税込）
販売場所▶甲斐市水道事務所　
　　　　　お客さま窓口
　　　　　☎055（276）0733
　　　　　JA 山梨みらい農産物直売所　
　　　　　いーなとうぶ竜王
　　　　　☎055（276）2399

甲斐のうまい水「龍王源水」をご存知ですか

　水道週間とは、毎年6月1日から

6月7日までの間、水道水の安定

供給と水道についてみなさんに

関心を持ってもらうことを目的と

した全国的な取り組みです。

●「龍王源水」の無料配布（配布期間：6月3日（月）～7日（金））

期間中、甲斐市水道事務所にてアンケートに回答いただいた方に、

「龍王源水」をお配りします。甲斐市の水道水の原水である「甲斐

のうまい水」をぜひご賞味ください。

なお、配布数に限りがありますので、品切れの際はご了承ください。

●公共施設の出張点検

甲斐市管工事協同組合にご協力いただき、市内にある公共施設の水

道設備の無料出張点検を行います。

●水道施設見学会

市内の小学校４年生を対象に水源の施設やポンプなどの機械を見学

します。（小学校からの申込みにより実施します）

●水道週間ポスターの掲示

●水道週間のぼりの設置

スローガン「いつものむ  いつもの水に  日々感謝」

第61回 水道週間  6月1日（土）～7日（金）

「龍王源水」が自動販売機でも
購入できるようになりました
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甲斐市の水道週間の取り組み

改定の時期について改定の時期について

偶数月検針の方
（5-6月使用分から）

　令和元年（2019 年）6 月1日以降の水道メーター検針分から料金が値上げとなります。

　なお、水道料金はお住まいの地区ごとに検針月が異なり、下の図にあるように 2 か月に1回の検針・料金

請求になります。

●納付書払い：令和元年（2019年）7月中旬以降の送付分　
●口 座 払 い：令和元年（2019年）8月以降引き落し分

奇数月検針の方
（6-7月使用分から）

●納付書払い：令和元年（2019年）8月中旬以降の送付分　
●口 座 払 い：令和元年（2019年）9月以降引き落し分

全国統一

 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

偶数月
検針

▼：検針時期平成31年（2019年） 令和元年（2019年）

6月1日基準日

▼

奇数月
検針

▼ ▼ ▼
現行の料金 改定後の料金 改定後の料金

5-6月分3-4月分 7-8月分

▼ ▼ ▼ ▼
現行の料金 改定後の料金 改定後の料金

6-7月分4-5月分 8-9月分

うまい だよりうまい だより水
甲斐市上水道課●甲斐市篠原2534番地1
電話●055（276）0734　FAX●055（276）2177
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使用料金比較（13ミリメーター使用料、消費税込　　　　　　 ）

※メーター使用料の変更はありませんので、20ミリメーター以上の口径についても増額となる金額（差額）
は上記の表と同額となります。

　（例）20ミリメーター　消費税込　2か月40㎥使用の場合
　　　新料金：4,903円　現行料金：3,823円　差額：1,080円

2か月使用

令和元年（2019年）6月検針分から水道料金を改定します

●バーコード付納付書
●ヤフーアプリの使えるスマートフォン
●預金通帳など口座情報のわかるもの
　（初回登録時のみ）

　4月よりヤフー公式アプリでの収納サービスを開始しました。バーコード入りの納付書があれば、
いつでもどこでもスマートフォンから納付できますので、ぜひご利用ください。

詳しい使い方はガイドページ
をご覧ください。
QRコードをスマートフォンで
読み取るとガイ
ドページが表示
されます。

※次の納付書はヤフー公式アプリで納付することができませんのでご注
意ください。

○納付期限を過ぎた納付書
○納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印字されていない納付書
○納付金額が訂正された納付書
○破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書

ヤフー公式アプリから水道料金を支払えます

必要なもの

①ヤフー公式アプリをインストールする。
②「その他」をタップし、「QR・バーコード読み取り」をタップする。　
③バーコード読取機能を使って納付書のバーコード情報を読み取る。
④銀行口座の登録を行う（初回のみ）
⑤納付内容を確認し、納付する

ご利用方法

　甲斐市で13ミリメーターを使用している方の平均的な使用水量は2か月使用した場合36㎥に
なります。
　その水量を例に水道料金の算定方法および現行料金と新料金の比較を行いました。

新しい水道料金新しい水道料金

料金体系比較　　　　　　 ※消費税抜き（別途メーター使用料が加算されます）

※下水道料金の値上げはありません

2か月換算

メーター使用料　　　　　　 ※消費税抜き

（例）本市の平均的な家庭の使用料金（13ミリメーター使用料、消費税込　　　　　　 ）

2か月換算

2か月使用

 使用水量 現行料金 新料金 差　額※

 0～20㎥ 1,555円 1,987円 432円
 25㎥ 2,089円 2,683円 594円
 30㎥ 2,624円 3,380円 756円
 35㎥ 3,159円 4,077円 918円
 40㎥ 3,693円 4,773円 1,080円
 45㎥ 4,347円 5,589円 1,242円
 50㎥ 5,000円 6,404円 1,404円
 55㎥ 5,653円 7,219円 1,566円
 60㎥ 6,307円 8,035円 1,728円
 65㎥ 6,960円 8,850円 1,890円
 70㎥ 7,614円 9,666円 2,052円
 75㎥ 8,267円 10,481円 2,214円
 80㎥ 8,920円 11,296円 2,376円
 85㎥ 9,693円 12,231円 2,538円
 90㎥ 10,465円 13,165円 2,700円
 95㎥ 11,237円 14,099円 2,862円
 100㎥ 12,009円 15,033円 3,024円

  現行料金 新料金 比　較

 基本料金 
1,320円 1,720円 400円増

 （20㎥分含む）

 超過水量料金 1,584円 2,064円 
480円増

 （36-20＝16㎥） （99円×16㎥） （129円×16㎥）

 メーター使用料 120円 120円 0円

 小　計 3,024円 3,904円 880円増

   消費税（8％）  241円 312円 71円増

 合　計 3,265円 4,216円 951円増

基本料金 超過水量料金（1㎥あたり）

 使用水量 20㎥まで 21～40㎥ 41～80㎥ 81～120㎥ 121㎥以上

 新 料 金 1,720円 129円 151円 173円 195円

 現行料金 1,320円 99円 121円 143円 165円

 値 上 額 400円増  　　　　　　  30円増

 口　径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm

 使用料 120円 240円 260円 260円 500円 2,600円 3,200円
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