
令和元年 11 月 

 

下水道使用料の改定について（お知らせ） 

神戸市では、今後も市民のみなさまの安全・安心を支える下水道サービスを安定的・持続的に提供してい

くために、令和２年 4 月 1 日から、下水道使用料を改定させていただきます。 

より一層の経営の効率化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

１．基本水量(基本使用料のみで使用できる水量)が変わります。 

これまでの月 10 立方メートルから月５立方メートルに改定します。 

 

２．基本使用料(使用されなくても最低限お支払いいただく使用料)が変わります。 

これまでの月額 470 円（税抜き）から月額500円（税抜き）に改定します。 

 

３．従量使用料(基本水量を超える使用水量について、使用水量に従ってお支払いいただく使用料)の

単価が変わります。 

６立方メートルから 10立方メートルに、１立方メートル当たりの単価 20円（税抜き）を新設し、

その他の８ランクは、１立方メートル当たりの単価を一律 2％増に改定します。 

 

○下水道使用料単価（税抜き） 

使用水量が多くなるにつれて 1 立方メートルあたりの従量使用料(単価)が上がる使用料体系です。 

現 行（令和２年5月検針分まで） 改定後（令和２年6月検針分から） 

区分 単価 区分 単価 増額分 

10 ｍ3 以下 (基本使用料)470 円 5 ｍ3 以下 (基本使用料)500 円 30 円 

6 ｍ3～ 10 ｍ3 ×20 円/ｍ3 新設 

11 ｍ3～ 30 ｍ3  ×98 円/ｍ3 11 ｍ3～ 30 ｍ3 ×100 円/ｍ3 2 円 

31 ｍ3～ 50 ｍ3  ×128 円/ｍ3 31 ｍ3～ 50 ｍ3 ×130 円/ｍ3 2 円 

51 ｍ3～100 ｍ3  ×152 円/ｍ3 51 ｍ3～100 ｍ3 ×155 円/ｍ3 3 円 

101 ｍ3～ 200 ｍ3  ×183 円/ｍ3 101 ｍ3～ 200 ｍ3 ×186 円/ｍ3 3 円 

201 ｍ3～ 500 ｍ3  ×215 円/ｍ3 201 ｍ3～ 500 ｍ3 ×219 円/ｍ3 4 円 

501 ｍ3～1,000 ｍ3  ×230 円/ｍ3 501 ｍ3～1,000 ｍ3 ×234 円/ｍ3 4 円 

1,001 ｍ3～2,000 ｍ3  ×245 円/ｍ3 1,001 ｍ3～2,000 ｍ3
 ×249 円/ｍ3 4 円 

2,001 ｍ3～  ×260 円/ｍ3 2,001 ｍ3～ ×265 円/ｍ3 5 円 

 

○新下水道使用料（改定後の下水道使用料）の適用時期 

令和２年６月検針分から新下水道使用料を適用します。 
  

裏面（改定後の下水道使用料など）もご覧ください。

⇒ 

改定の内容 



○使用水量別新旧使用料比較 

※1か月あたり、税抜き  ※2か月あたり、消費税 10％込 

使用水量 
現 行 改定後  

使用水量 
現 行 改定後 

使用料 使用料 増額分  使用料 使用料 増額分 

0 ｍ3 470 円① 500 円① 30 円  ０ ｍ3 1,034 円① 1,100 円① 66 円 

5 ｍ3 470 円① 500 円① 30 円  10 ｍ3 1,034 円① 1,100 円① 66 円 

6 ｍ3 470 円① 520 円① 50 円  12 ｍ3 1,034 円① 1,144 円① 110 円 

8 ｍ3 470 円① 560 円② 90 円  16 ｍ3 1,034 円① 1,232 円② 198 円 

10 ｍ3 470 円① 600 円③ 130 円  20 ｍ3 1,034 円① 1,320 円③ 286 円 

16 ｍ3 1,058 円③ 1,200 円③ 142 円  32 ｍ3 2,327 円③ 2,640 円③ 313 円 

20 ｍ3 1,450 円③ 1,600 円③ 150 円  40 ｍ3 3,190 円③ 3,520 円③ 330 円 

24 ｍ3 1,842 円③ 2,000 円③ 158 円  48 ｍ3 4,052 円③ 4,400 円③ 348 円 

30 ｍ3 2,430 円③ 2,600 円③ 170 円  60 ｍ3 5,346 円③ 5,720 円③ 374 円 

40 ｍ3 3,710 円③ 3,900 円③ 190 円  80 ｍ3 8,162 円③ 8,580 円③ 418 円 

50 ｍ3 4,990 円③ 5,200 円③ 210 円  100 ｍ3 10,978 円③ 11,440 円③ 462 円 

100 ｍ3 12,590 円③ 12,950 円③ 360 円  200 ｍ3 27,698 円③ 28,490 円③ 792 円 

500 ｍ3 95,390 円⑦ 97,250 円⑦ 1,860 円  1,000 ｍ3 209,858 円⑦ 213,950 円⑦ 4,092 円 

1,000 ｍ3 210,390 円⑦ 214,250 円⑦ 3,860 円  2,000 ｍ3 462,858 円⑦ 471,350 円⑦ 8,492 円 

10,000 ｍ3 

ｖ 

2,535,390 円⑧ 2,583,250 円⑧ 47,860 円  20,000 ｍ3 5,577,858 円⑧ 5,683,150 円⑧ 105,292円 

円 ①～⑧という○付数字は政令指定都市及び東京都の 21 団体での安いほうからの順位。 

※1 か月あたりの平均使用水量(平成 29 年度)・・・全使用者の平均：18.57ｍ3、基本水量以下の使用者の平均：5.5ｍ3 

 

○下水道使用料の改定による影響例（近隣市との比較） ※1か月あたり、税抜き 

世帯人数 
平均 

使用水量※ 

神戸市 
明石市 西宮市 芦屋市 

現行 改定後 

1 人世帯  8 ｍ3 470 円 560 円 828 円 706 円 530 円 

2 人世帯  16 ｍ3 1,058 円 1,200 円 1,538 円 1,260 円 1,022 円 

3 人世帯  20 ｍ3 1,450 円 1,600 円 1,998 円 1,616 円 1,350 円 

4 人世帯  24 ｍ3 1,842 円 2,000 円 2,574 円 1,972 円 1,790 円 

※東京都調査(H28)のによる世帯人数別の１か月の平均使用水量です。 

※ご使用状況によって使用水量は異なります。使用水量で下水道使用料が決まります。 

 

下水道使用料は、２か月に１度、水道メーター検針時に

お届けする「ご使用水量のおしらせ」でご確認ください。 

 
 

 

水まわりのトラブルは、神戸市が開設する「水道修繕受付センター」

(0120-976-194[通話料無料])にご相談ください。 

水漏れ等の水道トラブルや下水道に関するトラブルのお

問い合わせに 24 時間・365 日対応しています。 
 

詳しい内容は、神戸市ホームページに掲載しています。 

http://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/kaitei2.html 

お問い合わせ：神戸市建設局下水道部経営管理課 
 gesui_keieikanri@office.city.kobe.lg.jp  078-806-8709（平日 8:45～17:30、土・日・祝日は除く） 

現行使用料 

2か月分 

サンプル 


