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愛 が い っ ぱ い の ま ち

今月号の主な内容
・夢と感動をありがとう
　全国高校女子駅伝  神村学園初優勝！
・成人式  晴れやかに
・消防出初式



　12月23日、京都市で開催された第30回全国高校女子駅伝大会で、神村学園が鹿児島県勢女子で悲願の
初優勝を成し遂げました。
　大会は、西京極陸上競技場を発着する５区間21.0975キロで競われ、同学園は県代表として３年連続
25回目の出場での栄冠でした。
　これまでの成績は、2002年の準優勝が最高でしたが、今大会は、１区で３年生の平田歩弓主将が６位と
好走。続く２区中須瑠菜選手、３区黒川円佳選手、４区木之下沙椰選手の１年生３人が粘りの走りを見せ、
順位を５位まで押し上げ、最終５区のカマウ・タビタ選手が同区間３年目の経験を生かし、全国屈指の強
豪校をかわし、見事優勝を果たしました。

神村学園が全国制覇！！

神
村
学
園
の
全
国
優
勝
ま
で
の
軌
跡（
過
去
１０
年
）

・2008年　9位　1時間  9分19秒  　　　
・2009年　4位　1時間  9分31秒　　　　
・2010年　4位　1時間  8分58秒　　　　
・2011年 15位　1時間  9分55秒　　　　
・2012年　8位　1時間  8分23秒
・2013年 14位　1時間10分  1秒
・2014年　8位　1時間  9分12秒
・2016年　3位　1時間  8分14秒
・2017年　8位　1時間  9分  4秒
・2018年　1位　1時間  7分25秒（初優勝）
（出走選手）
１区　平　田　歩　弓　選手（３年）  主将
２区　中　須　瑠　菜　選手（１年）
３区　黒　川　円　佳　選手（１年）
４区　木之下　沙　椰　選手（１年）
５区　カマウ・タビタ　選手（３年）

区間６位の好走をみせる平田歩弓選手（中央）

アンカーで強豪校を交わし力走した
カマウ・タビタ選手

第30回全国高校女子駅伝大会

ればで
きる

ならずで
きる

ったいで
きるや か ぜ 躍動！
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　神村学園女子駅伝部の選手達が、12月25日、市
役所を表敬訪問し、全国優勝を笑顔で報告しまし
た。
　市役所では、職員や市民など約100人が選手達
の初の栄冠に拍手を送りました。
　有川哲蔵監督は、「平成４年から25回目の挑
戦。今は達成感しかないが、これからも市民に応
援してもらえるよう、選手と日々精進し、連覇を
目標に取り組んでいきたい」と優勝の喜びを報
告。
　平田歩弓主将も、「これからもレベルを上げて
いきたい」と力強く話しました。
　これに田畑市長からは、「感動をありがとう。全
員粘りのある走りで、市民は感動しました。これ
からも大きな夢と希望をもって、がんばってくだ
さい」と選手達を激励しました。

　地元関西いちき串木野会のメンバーも駆
けつけ、揃いの法被で選手達に熱い声援を送
りました。その後、すばらしい結果を出した
選手達の労をねぎらい、初優勝の喜びをとも
に祝いました。

全国優勝を報告

全国優勝　おめでとう！

　12月24日、神村学園で学園関係者や地元関係
者が選手達を出迎え、盛大に祝福しました。
　優勝メダルを首にかけた選手達は、優勝旗やト
ロフィなどを持ち、笑顔で優勝の喜びを語りまし
た。

　12月25日、女子の全国高校駅伝で初優勝した
神村学園高等部の選手達14名に、「こだわりとん
かつ味工房みその」から、カツカレーが振る舞わ
れました。これは、同店が地元の学校が全国大会
に出場してくれるのは誇りで応援したいとのこ
とで企画されたものです。普段は野菜中心の食事
で厳しい体調管理を行っている選手達。この日ば
かりは、優勝の喜びと普段から気になっていたと
んかつを笑顔でほおばり、ダブルのクリスマスプ
レゼントに選手達には満面の笑みがひろがって
いました。
　企画した勘場洋平社長も「来年もぜひがんばっ
てほしい」と選手達に期待を込めました。

勝った！おつカレー勝った！おつカレー
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成人式実行委員会
　成人式の運営や、式典後の実行委員会による催し
など、今回の式典を大いに盛り上げてくれました。

　今日を迎えることができたのは、いちき串木
野という住みよい地域や地域の方々、学校の先
生、仲間、そして家族のおかげ。
　 こ れ か ら
は、感謝の気
持ちといちき
串木野への誇
り、人生の希
望を胸にどん
な困難にも打
ち勝つ。

成人式 開催
決意新たに

　1月3日、市民文化センターで成人式が行われまし
た。式には、242人の新成人が参加し、久しぶりの友
人との再会に喜ぶ姿が見られました。
　新成人の満留昴さんは、「今までよりも、なお一層
気を引き締めて頑張りたい」と今後の抱負を話しま
した。

新成人代表　久保　友佑 さん
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消防出初式
　消防団員370名、消防車両等22台が参加し、いちき
アクアホールで消防出初式が行われました。　
　出初式では、消防団、消防車両の閲覧のほか、一斉
放水の披露、市来幼稚園による規律訓練などが披露
され、市民の安心・安全を願いました。

12月28、29日は消防団による年末夜警が行われ、市民
へ火災予防を呼びかけました。

平成３１年いちき串木野市消防出初式表彰者

濵平　千穂川崎須賀子大平いくよ 内野みどり 原口　昌代

日本消防協会会長表彰

精　績　章（35年以上）

団本部

勤　続　章（30年以上）

中　央

本　浦

鹿児島県知事表彰（10年勤続章）

生　福

生　福

荒　川

本　浦

羽　島

鹿児島県消防協会総裁表彰

県協会功績章（20年以上）

生　福

冠　岳

中　央

県協会精績章（15年以上）

生　福

鹿児島県消防協会日置支部長表彰

15年勤続章

中　央

いちき串木野市長表彰

10年勤続章

荒　川

生　福

川　北

中　央

感謝状20年以上勤続団員の奥様

団　長

分団長

部　長

班　長

班　長

班　長

団　員

団　員

部　長

部　長

班　長

部　長

班　長

班　長

班　長

班　長

団　員

大迫　修藏

西田　憲一

真田　和長

前屋　浩二

川崎　道男

城ノ園秀二

羽根田　正

久保　博志

川崎　將弘

大平　良徳

濵平　直亮

宇都　昭仁

小山　大輔

城ノ園秀二

川崎　道男

豊田　政浩

橋口　孝二

団本部

　湊

冠　岳

　湊

川　南

川　南

荒　川

川　南

　湊

川　南

羽　島

中　央

照　島

羽　島

冠　岳

副団長

班　長

団　員

団　員

団　員

団　員

班　長

班　長

団　員

班　長

団　員

団　員

団　員

団　員

団　員

西ノ園　隆

迫　　　直

冷水　慎一

田丸　隆之

萩原　　徹

東　誉士治

古薗　正市

原口　圭一

内野　勝之

木場　俊介

萩元　達哉

島津　弘道

平石　　裕

久保　博志

冷水　慎一
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年末は実家の愛媛に帰
省して元気チャージし
てきました！妹とも久
しぶりに再会できて幸
せでした！
 （亀岡美咲）

misaki_kameoka …

　皆さん、あけましておめでとうございます。地域
おこし協力隊小林です。今年もよろしくお願いしま
す！早いもので2016年の４月に鹿児島へ来てから
３回目の年越しでした。山梨へは時期をずらして帰
省しています。そんな個人的な話はどうでもいいの
ですが、今年の３月いっぱいで地域おこし協力隊と
しての任期が終わるため、広報紙でじっくり長文を
書くのは今回で最後になります。
　いやぁ早いですね、３年なんて！あっという間で
す。ありがたいことにこの３年間でたくさんの事に
挑戦させていただきました。それぞれが移住定住に
結びついているかは正直なところ何とも言えないの
ですが。。ただ、自信を持って言えることは「自分
自身が楽しんでいる姿を見せてこられた」というこ
とですね！移住者を募るにしても、先に移住した人
間が楽しんでいない事には“誰も来たい”と思わな
いですからね！
　そんな中で「遊びに来て欲しい」という気持ちで
作成したフリーペーパー『ALUHI』が、『d design 
travel』のブックインブックになったり、日本タウ
ン誌フリーペーパー大賞で賞をいただいたりしたこ
とは大変嬉しかったです。そして現在、第２弾を鋭
意製作中です！
　４月以降は恐らく多拠点での生活になっていくと
思います。もちろんいちき串木野市にも拠点を構え
たいと思っています。(今現在も空き家探し中。。)見
かけることもあると思いますので声をかけてくださ
いね。そして僕以外の板垣、高嶋、亀岡、花田と、
これからの地域おこし協力隊をどうか温かく見守っ
て応援してもらえたら嬉しいです。地域おこし協力
隊が力を発揮して楽しむためには、いちき串木野市
に暮らしている皆さんが自分のまちを楽しんで、
笑って日々を送っていることが大切だと思います‼
　僕自身はまだ２か月ありますので、あと少しよろ
しくお願いします！

　あと、２月23日
に地域おこし協力
隊の活動報告会を
予定していますの
で、お時間のある
方は是非お越しく
ださいね！詳細は
SNSや「広報おし
らせ版」でご連絡
できると思います。

vol.33 ickkskn2016 　検索⬅⬅今月のコラムニスト　小林史和

　　

１月30日（水）よりニュー
スポーツで健康・体力づ
くり教室が始まります。
詳細は今号のおしらせ
版をご覧ください。
 （花田直樹）

hanadanaolo …

羽島ちりめんラーメン
完成！
♯いまり家♯たもいや。
♯白浜温泉♯うんのも
ん♯で食べれます
 （高嶋直輝）

takatchan_7 …

鹿児島県ビジネスプラ
ンコンテストのファイ
ナリストに残りました。
悔いのないようにプレ
ゼンし、できれば受賞
したいです！
 （板垣勝）

gacky0809 …
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　おごじょ畑の新鮮野菜や、おごじ
ょ達が心を込めて作った加工品が、
ズラリとテーブルに並びました♪
 「販売体験＆地域の方との交流」を
目的として、昨年に続き２度目のイベ
ント出店です。今年はさらに品数をボ
リュームアップして、お客様をお迎え
する準備万端のおごじょ達。
　おごじょ商品は、塾生がデザイン
したニコニコマークのロゴシールが
目印。
　カボチャも里芋も味噌
も干し芋も…みんなおご
じょ仕様に変身します。

　イベントへの出店は、地域の
方々とふれあう絶好の機会です。
商品のアピールポイントを説明し
たり、商品への率直な感想を聞く
ことが出来たり…多くの方との出
会いや交流がありました。
　お客様の中には「昨年買った
『おごじょ味噌』が美味しかっ
た。また来年も来るわね！」と、
嬉しい言葉をかけてくださる方
も。
　「きっと来年もいい年になりそ
う！」と、今年１年の活動を笑顔
で振り返るおごじょ達でした。

　芋の蒸し方や乾燥方法など、これ
まで試行錯誤を繰り返し、研究を重
ねてきました(*^_^*)
自家製の紅はるか
を使用し、添加物
を使っていない、
体にやさしいおや
つです♪

吉留さんの必須ア
イテム！御主人お
手製の「蒸し芋カ
ッター★」

～第27号～   「笑う門には…」

農政課（☎33-5635）

おごじょ畑の新鮮野菜や、おご 　芋の蒸し方や乾燥方法など、こ
まで試行錯誤を繰り返し、研究を
ねてきました(*^ ^*)

ふれあいフェスタに出店しました！（12月２日） おごじょの「干し芋」
今年も大好評

♪

製造者：吉留幾代さん

イチゴの栽培を学ぼう！ お正月料理教室（12月12日）
　女性農業経営士や農業委
員として地域で活躍してい
る木場さん。子どもも大人
も大好きなイチゴについ
て、初心者にも分かりやす
く、育て方のポイントを教
えてくださいました。

　毎年恒例となった
「お正月料理教室」。
今回で３回目という
こともあり、毎年少
しずつ料理の腕を上
げているおごじょ達
です♪

　すべてを手作りで…というのは大変ですが、一品
だけでも、ご家族の食卓に心温かなお正月料理が並
ぶことを願っています。子育てや家事で慌ただしい
毎日ですが、いつも笑顔でいれば、自然と良いこと
が巡ってくるものです。ぜひみんなで心掛けていき
ましょう(*^_^*)

　一番好評だったのは「こが焼き」。魚のす
り身に豆腐、卵、砂糖を混ぜて蒸した鹿児島
の郷土料理です。しっとりした食感と上品な
甘さは、まるでスイーツ♪

人
手製の「蒸し芋カ
ッター★」

自家製の紅
を使用し、
を使ってい
体にやさし
つです♪

紅はるか
添加物

いない、
しいおや

吉留さんの必須ア
イテム！御主人お

員
る
も
て
く
え

講師：木場由美子さん 講師：松下洋子さん

ハウスの中は、甘～い香り
が立ち込めます♪

交流会では、様々な話題で
わいわいと盛り上がります♪

・苗は深植えしないこと！（葉の生長点を埋めない）
・苗は植える向きが重要！（実を成らせる方を外側に
　向けて植えましょう）
・葉っぱに直接水をかけないように！

～笑う門には福来たる～

今年は度重なる台風の接近で、大変な苦労が
あったそうです。苦労話も笑顔で語ってしま
う木場さん。苦労の甲斐あり、ハウスにはと
ても立派なイチゴが色づいています♪

講師より一言…

【お品書き】
こが焼き　　炒り鶏
松風焼き　中華なます
キウイきんとん　赤飯
けんちん汁

プランター植えのPoint！
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　10月28日、中央地区まちづくり協議会で洪水・
高潮を想定した防災訓練が実施されました。
　約140人が参加し、地区内を公民館ごとに２つに
分け、高台にある串木野神社と中央交流センター
にそれぞれ避難し、消火器を使った消火訓練や、
AEDの使用方法などを学びました。また、福祉車
両による車いす使用者の避難も行いました。
　今回の訓練は、自分たちの地域は自分たちで守
るという意識を高めるために実施されたものです。

中央まちづくり協議会　防災訓練

　11月21日に東京で、旭小学校ＰＴＡと中野留美
子さん（生冠中学校ＰＴＡ）が日本ＰＴＡ全国協
議会より表彰されました。
　旭小学校ＰＴＡは、学校・家庭・地域が一体となっ
て子ども達の健全育成に努め、「六月灯」や「子ど
も神輿」等の行事や無事故9000日を越えた登下校
の安全指導が評価されました。
　中野留美子さんは、冠岳小学校のＰＴＡ会長を
されながら県ＰＴＡ連合会母親代表副会長を４年
間努め、母親の立場から鹿児島県のＰＴＡ活動充
実に尽力されました。
　おめでとうございます。

日本ＰＴＡ全国表彰報告

　18年前の成人式実行委員会の有志で立ち上げた
「ハタチーズ」の皆さんから、12月７日、地域貢献
活動の一環として、車椅子が寄贈されました。贈
呈式には、会を代表して、久保成矢さん、坂口雄
介さん、木村裕貴さんの３名が来庁され、田畑市
長へ車椅子を贈呈しました。車椅子の寄贈は今回
が２回目で、プルタブを集めるのに前回は10年、
今回は８年かかったそうです。
　寄贈された車椅子は、串木野庁舎入口の来庁者
用車椅子として市民の方に利用していただいてい
ます。

ハタチーズ車椅子寄贈

　12月23日、旭町中央通り商店街で、「いちき串木
野年の瀬市」が開催されました。
　若手商店主などでつくる「くしきの盛り上げ隊」
が中心となり、地元農産物や飲食店などのお店15
店が出店し、多くの来場者で賑わいました。
　会場では、ミニ門松づくり体験、吹奏楽、ダン
スなども披露され、実行委員会やお店の人がサン
タクロースに仮装し、子ども達へお菓子のプレゼ
ントなど、来場者には笑顔があふれていました。
当日は、サンタクロース姿のミニFM局のDJが、
イベント内容や旬な情報をPRするなど、イベント
を盛り上げました。
　また、まちなかサロンでは、マママルシェも同
日開催され、店内は地元を中心に手作りアクセサ
リー、雑貨などが並びま
した。今回は、川内市民
楽団のオーケストラも披
露され、多くの家族連れ
がクリスマスの音色に耳
をかたむけていました。

サンタと音楽の共演
商店街に笑顔いっぱい
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　12月９日、旭地区で花いっぱい運動「旭フラワー
ロード」が行われました。
　これは、旭地区まちづくり協議会が地区美化活
動の一環として初めて実施したもので、当日は地
区民約50人が参加。彼岸花を約２千球、芹ケ野・
金山・金山下各公民館の国道３号沿いの斜面など
へ植栽しました。
　まちづくり協議会会長の平田隆一さんは、「子ど
も達が咲いた花をみて気持ちよく登校したり、通
行する方に旭地区の元気を感じてほしい」と話し、
今後は色々な種類の花も植えていく予定とのこと
でした。

地区を元気に　旭フラワーロード始動

　12月16日、串木野新港で第13回いちき串木野市
ロードレース大会が、２月に行われる県下一周駅
伝競走大会の日置地区選手選考会も兼ねて開催さ
れました。
　本市の主な成績は、次のとおりです。（敬称略）
●小学校１～４年生男子の部（1.5㎞）
　１位　 島慎之介　羽島陸上４年　　５分38秒
　２位　楮山　仁智　羽島陸上４年　　５分48秒
●小学校１～４年生女子の部（1.5㎞）
　１位　勝田　乙葉　串木野西陸上４年　５分54秒
　２位　松田　咲羽　生福陸上４年　　６分10秒
●小学校５～６年生男子の部（1.5㎞）
　２位　仮屋　　玲　串木野西陸上５年　５分14秒
　３位　 島虎太郎　羽島陸上６年　　５分22秒
●小学校５～６年生女子の部（1.5㎞）
　４位　神田　凛桜　生福陸上５年　　５分46秒
　６位　黒木　悠那　羽島陸上６年　　６分06秒
●中学校男子の部（3.0㎞）
　２位　大六野　凛　生冠中２年　　　９分53秒
　４位　勝田　聖也　串木野西陸上１年　10分15秒
●中学校女子の部（3.0㎞）
　４位　坂元　茉歩　串木野西中２年　11分08秒
　５位　鍛冶屋明華　生冠中２年　　　11分36秒
●一般男子（40歳代）の部（3.0㎞）
　２位　中薗　耕作　川北電工　　　　13分48秒
●高校・一般男子の部（10.0㎞）
　１位　宮之原誓弥　みらいず　　　　37分00秒

第13回いちき串木野市ロードレース大会結果

　大里の「いちごハウス木場」が、本格的なイチ
ゴの観光農園シーズンを前に、一足早くオープン。
「イチゴ」にかけて12月15日（イチゴ）に開園式が
行われました。
　ビニールハウスの中はイチゴの甘い香りに包ま
れ、地域の子ども達がイチゴ狩りを楽しみました。
生産者の木場俊介さんは「今年は台風で定植が遅
れたが、実が順調に育ち、
良いタイミングでオープン
を迎えることができた」と
話しました。
　イチゴ狩りは５月上旬ま
で楽しむことができます。

答えはこの広報紙のどこかにあります。

問い：２月３日は節分です。節分とは、各季節の始
まりの日（立春、立夏、立秋、立冬）の前日
のことを言いますが、現在では立春の前日で
ある２月３日を指すことが多くなっています。
節分には豆まきをする風習がありますが、さ
て、この豆まきはいつごろから行われている
でしょう。

①鎌倉時代
②室町時代
③江戸時代

イチゴ狩り楽しんで
イチゴ観光農園オープン
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　本市ＰＲのため、大阪にある日本一長い商店街
「天神橋筋商店街」で観光物産展を開催します。関
西付近のお知り合いの方へ、ぜひお知らせください。
●日時　２月８日（金）～９日（土）
　　　　10：00～17：00（予定）
●場所　・天神橋二丁目商店街
　　　　　　りそな銀行ショーケース前
　　　　　（大阪市北区天神橋２－北２－６）
　　　　・天神橋三丁目商店街「天三おかげ館」
　　　　　（大阪市北区天神橋３丁目５－15）
　　　　※２会場で開催します。
●内容　・特産品販売
　　　　・観光ＰＲ
　　　　・ふるさと納税ＰＲ
　　　　・いちき串木野ＣＡＦＥ
　　　　・市長・県人会長「一斉乾杯」
　　　　※田畑市長：２月８日（金）14：00～
　　　　　県人会長：２月９日（土）12：00～
　　　　　 両日ともに天神橋二丁目商店街りそな

銀行ショーケース前で行います。

大阪天神橋筋商店街で
いちき串木野観光物産展を開催します！
 食のまち推進課（☎33-5621）

市子ども会大会
 社会教育課（☎21-5128）

　11月17日、市子ども会大会がアクアホールで開催
され、市内の子ども会会員と育成指導者等、合わせ
て約600人が参加しました。
　市来小金管バンドの演奏で始まり、秋山俊一さん
（湊地区）・上名地区子ども会・駅前子ども会が表彰
され、大原地区子ども会・川南地区子ども会・アド
ベンチャー inこしき島の活動発表がありました。
　また、濵田子ども福祉基金により、NPO法人「ハッ
ピーブリンデン」の手話等を交えた歌のバリアフ
リーコンサートもあり、最後は子ども達も舞台に上
がり大いに盛り上がりました。

　12月11日、市来中学校で小中一貫教育公開研究会
が行われ、約100人が参加しました。
　市来中吹奏楽部と市来小金管バンドの合同演奏
で始まり、市来小・川上小の児童が中学校の先生も
加わった授業を受けたり、各中学校区の教員が小中一
貫教育の取組を発表したりしました。参加者からは、
各中学校区の取組の工夫や課題について質問が寄
せられ、今後の取組のために熱心な情報交換が行わ
れました。
　市では、平成27年度から学力向上やいじめ・不登
校の減少を目的に、小中一貫教育に取り組んでいま
す。また、各中学校区で小・中学校共通の目標を定め、
小学校の授業に中学校教員が加わる「乗り入れ授業」
や、小・中学校合同の研修会などを行っています。

９年間を通して子どもを育てる
～小中一貫教育公開研究会～
 学校教育課（☎21-5127）

文化芸術による子どもの育成事業
開催 社会教育課（☎21-5128）

　11月29日、旭小学校で落語芸術協会による落語と
大神楽が行われ、旭小学校、荒川小学校、川上小学
校、冠岳小学校の児童が鑑賞しました。
　旭小学校の児童も舞台に上がり、小話と出囃子（で
ばやし）の太鼓を披露しました。プロの話術と表現
力を身近に感じ、笑いのあふれる時間となりました。
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　水道事業（小規模簡易水道事業を含む）は、市民や事業所の皆様からいただく水道料金を主な財源として
経営しています。
　これまで水道料金を市町村合併に伴う統一料金への改定や消費税増税による改定を除き、平成10年以降、
約20年間据え置く中で事業運営してきました。
　しかしながら、近年、人口減少による給水人口の減や節水意識の向上による使用水量の減により、料金収
入は年々減少している状況です。一方では、配水管や配水池等の水道施設の老朽化対策、台風や地震などの
自然災害に対する耐震化対策など、将来にわたって安心・安全な水道水の安定供給を維持するため、計画的
な施設整備が必要となっています。
　このような状況により、水道事業の健全な経営と適正な維持管理を行うため、平成31年４月１日から水道
料金を改定（値上げ）します。皆様にはご負担をおかけしますが、さらなる経費縮減と経営の効率化に努め
ていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

平成31年４月から水道料金を改定します
 上下水道課（☎21-5155）

※ 今回経費縮減の一つとして、水道メーターの検針方法をこれまでの「毎月検針」から２か月に１回の「隔
月検針」に変更します。ただし、水道料金の請求については、お支払いの負担を考慮し、これまでどおり
毎月請求とします。
　なお、詳細の内容については、次回広報紙にて改めてお知らせします。

新たな水道料金（消費税抜き）
基本料金（１か月分）

口径別 改定後 改定前
金額 金額

13㎜ 680 円 580 円
20㎜ 1,140 円 970 円
25㎜ 1,560 円 1,330 円
40㎜ 3,750 円 3,200 円
50㎜ 7,150 円 6,100 円
75㎜ 16,900 円 14,400 円
100㎜ 31,300 円 26,700 円

公衆浴場 口径別料金 口径別料金

船舶給水
（定期） 680 円 580 円

船舶給水
（臨時） 設定なし 設定なし

臨時用（※） 口径別料金 設定なし

従量料金（1㎥あたりの単価）

使用水量 改定後 改定前
金額 金額

１㎥～10㎥ 53 円 45 円
11㎥～20㎥ 99 円 85 円
21㎥～30㎥ 134 円 115 円
31㎥～2,000㎥ 175 円 150 円
2,001㎥以上 148 円 127 円

公衆浴場
1㎥～50㎥まで
段階別料金
51㎥以上
90 円

1㎥～50㎥まで
段階別料金
51㎥以上
77 円

船舶給水
（定期） 段階別料金 段階別料金

船舶給水
（臨時）

1㎥～10㎥まで
定額 2,330 円
11㎥以上
233 円

200 円

臨時用（※） 175 円 設定なし
（※） 臨時用とは、建設現場等において一時的に使用するものに係る料金区分であり、今回新たに設定し

ました。

《料金の算出方法》
　水道料金は（基本料金＋従量料金）×消費税で計算し
ます。
例： メーター口径13㎜で１か月に20㎥使用した場合
　　（改定後の料金、消費税８％で計算）
　（基本料金）　680円
　（従量料金１㎥～10㎥）　53円×10㎥＝530円
　（従量料金11㎥～20㎥）　99円×10㎥＝990円
　　⇒料金は
　　 （680円＋530円＋990円）×1.08＝2,376円となります。
　※ 請求時の金額に１円未満の端数が生じたときは切り捨て。

《使用水量別　水道料金の比較》
（メーター口径13㎜、消費税８％の場合）
使用水量 改定後 改定前 差額
5㎥ 1,020 円 869 円 151 円
10㎥ 1,306 円 1,112 円 194 円
15㎥ 1,841 円 1,571 円 270 円
20㎥ 2,376 円 2,030 円 346 円
25㎥ 3,099 円 2,651 円 448 円
30㎥ 3,823 円 3,272 円 551 円
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