
下水道
問  下水道課  ☎20-1549

下水道へ接続しましょう
　衛生的で環境にやさしい快適なまちづくりのため、下水道
は整備されています。下水道が整備された区域にお住まいで
未接続の方は、早めに下水道へ接続してください。
※下水道が整備された区域については、お問い合わせくださ

い。

下水道へ接続するには
　下水道への接続工事は、専門的な技術を伴うことから、「茂
原市下水道排水設備指定工事店」へ直接依頼してください。市
への申請手続きから施工までの一切を指定工事店が代行しま
す。
※指定工事店一覧表は下水道課ウェブページでご覧になれま

す。また、下水道課窓口でも配布しています。

水洗便所改造資金の貸し付け
　下水道への接続工事にかかる経済的負担を少なくするため、
改造資金の一部について無利子の貸付制度があります。
※貸し付けを受けられる方の条件、貸付金額および返済方法

については、お問い合わせください。

下水道使用料の支払い
　下水道使用料は、原則として2カ月ごとに上水道料金と合
わせて納めていただきます。口座振替または郵送される納入
通知書により、金融機関およびコンビニエンスストアで納付
してください。
 

 下水道使用料（2 カ月分）
●家事用（専用住宅）

基本料金 超過料金（1㎥ につき）

水量 料金 水量 料金

1〜20㎥ 2,600円

21 〜 40㎥ 150円

41 〜 60㎥ 170円

61 〜 80㎥ 190円

81〜100㎥ 210円

101㎥〜 230円

●業務用（家事用以外）
基本料金 超過料金（1㎥ につき）

水量 料金 水量 料金

1〜20㎥ 3,000円

21 〜 40㎥ 180円

41 〜 60㎥ 200円

61〜100㎥ 220円

101〜200㎥ 240円

201〜1,000㎥ 260円

1,001〜2,000㎥ 280円

2,001㎥〜 300円

※使用料に消費税相当額が加算されます。

使用料徴収業務委託業者
㈱東計電算茂原営業所
茂原1570-2　☎27-3888

●利用する際の注意点
　熱湯、油類、水に溶けにくい紙類など排水管を詰まらせる
原因となる物を流さないでください。
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 支払い方法
　口座振替または納入通知書により、金融機関およびコンビ
ニエンスストアでのお支払いとなります。取扱金融機関等に
ついては、広域水道部業務課にお問い合わせください。
お問い合わせ　広域水道部業務課　☎23-9482

 水道が故障したら
　ご家庭で水道の故障や漏水などを発見したら、すぐに指定
給水装置工事事業者に連絡し、修理してください。※ご不明
な場合は、広域水道部で当番店をご紹介します。
　なお、水道メーターからご家庭側の修理費用はお客様のご
負担となります。詳しくは、広域水道部維持課にお問い合わ
せください。
お問い合わせ　広域水道部維持課　☎23-9491

 水道水に色がついている・異物が出る場合
　透明なコップにくんだ水が白くなるのは水道水に空気が混
ざった現象なので心配ありませんが、しばらくしても透明に
ならない、沸騰させると白くなる場合は下記へ連絡してくだ
さい。
　また、漏水事故などに伴う水圧の変化により、濁水（赤水）
が発生する場合があります。水道管内に付着した鉄サビなど
が、一時的に流れ出したものですので透明になるまでしばら
く水を流してください。なお、水道水の濁りが取れない・異
物が出る場合は、広域水道部維持課にお問い合わせください。
お問い合わせ　広域水道部維持課　☎23-9491

 水道の開始・中止手続き
　引っ越し等による使用開始手続きや使用中止などの手続き
については、下記にお問い合わせください。

水道料金徴収業務受託者
㈱東計電算茂原営業所　☎27-3888
茂原1570-2（茂原警察署斜め向かい）
営業時間　月〜金曜日　8時30分〜17時15分
　　　　　土曜日　　　8時30分〜12時

上水道
　長生郡市広域市町村圏組合水道部（以下「広域水道部」とい
う。）では、各種情報を次のウェブサイトに掲載してあります
ので、ぜひご覧ください。
アドレス　http://www.chouseisuidou.jp/

 水道料金について
水道料金（1カ月につき） （平成8年10月1日改定）
料金 基本料金 超過料金(1㎥につき)

用途別 水量 料金 水量 料金

家事用 8㎥まで 1,360円

8㎥を超え15㎥まで 175円

15㎥を超え30㎥まで 200円

30㎥を超え50㎥まで 250円

50㎥を超える分 280円

営業用 8㎥まで 1,360円

8㎥を超え15㎥まで 185円

15㎥を超え30㎥まで 240円

30㎥を超え50㎥まで 275円

50㎥を超え100㎥まで 305円

100㎥を超え500㎥まで 315円

500㎥を超える分 325円

官公署用 使用水量1㎥につき 260円

工場用
使用水量1㎥につき500㎥まで 315円

使用水量500㎥を超える分 330円

浴場・
学校プール 使用水量1㎥につき 180円

臨時用 使用水量1㎥につき 520円

※使用料に消費税相当額が加算されます。
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茂 原 市 内 管 工 事 指 定 業 者
信葉電機水道㈱ 六ツ野 3155－2
f-shinyouds@aqua.plala.or.jp

☎25－3010
FAX 25－3017

大成土木設備㈱ 上茂原 22－1 ☎24－1013
FAX 25－8888

㈲長谷川設備

上下水道工事のご用命はこちらの業者まで！
（あいうえお順）※希望業者のみ掲載しています

下永吉 1666－16
http://www2.plala.or.jp/hasegawasetubi/
hasegawasetubi@indigo.plala.or.jp

☎25－4747
FAX 24－3485

aki53@wish.ocn.ne.jp エリアマップ3図B-5

㈱加藤工業所 茂原 650－4 ☎24－4545
FAX 24－4546

小林 2941－18 ☎25－0221
FAX 25－0223

㈲石田水道工事店
http://www.ishida-mobara.jp/
info@ishida-mobara.jp

高師台 3－6－16 ☎20－1233
FAX 25－8400

㈲今井設備工業
http://www.imai-s.co.jp/
info@imai-s.co.jp

秋葉設備㈲ 早野 1184 ☎24－8228
FAX 24－4141
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

もばら生活ガイドブック2018 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

印 印
顧客名称 ：
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