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京都市上下水道局 

平成 26年 6月 1日検針分以降適用 

アパート計算のご紹介 

京都市上下水道局では，一戸建て住宅の場合，水

道をお使いになる住宅各戸に上下水道局の水道メータ

ーを設置し，ご使用水量を計量して水道料金及び下水

道使用料を算定しています。また，アパートやマンション

などの集合住宅の多くは，所有者又は管理組合などと

の建物全体の一括契約のため，１個の水道メーターを

設置し，ご使用水量に基づいて水道料金及び下水道

使用料を算定のうえ，集合住宅の所有者又は管理組合

などに請求させていただいております。この場合，各戸

の水道料金及び下水道使用料は，所有者や管理組合

などが任意の方法により算定し，各戸に請求しています。 

 

しかし・・・ 

アパートやマンションなどの集合住宅は，水道メーターの口径が２５ｍｍ以上のものが多く，また，ご使用水量

が増えると段階的に１立方メートル当たりの料金が高くなる料金体系となっているため，上下水道局が集合住宅

の所有者又は管理組合などに請求させていただく水道料金及び下水道使用料は，各戸に上下水道局の２０ｍ

ｍ以下の水道メーターが設置されているお客さまの合計に比べ，割高となる場合があります。 

 

そこで・・・ 

京都市水道事業条例第１５条の２では，上下水道局との給水契約者（集合住宅の所有者，管理組合など）か

らの申請に基づき，集合住宅内の各戸に２０ｍｍ以下の水道メーターが設置されているものと同様に取り扱い，

基本水量以上のご使用水量は，入居者が均等にお使いになったものとして料金計算を行うことを定めています。

この定めに基づく計算方法が「共同住宅における計算（以下，「アパート計算」といいます。）」です。 

 

＊アパート計算適用の主な条件 

アパート計算を適用するには，申請対象の建物が以下の条件に合致している必要があります。 

・ 水道の使用目的が家事専用であり，各戸が完全に独立して生計を営んでいること。 
・ 各戸に給水設備（トイレ・風呂・台所等）があること。 
・ 店舗付集合住宅にあっては，住居面積が建物の延べ床面積の 2 分の 1以上であるとき，店舗を除く住居戸数を適用

する。ただし，店舗兼住居である場合は戸数に含む。 
・ 二世帯住宅にあっては，玄関が別々で，それぞれ給水設備があるなど建物の形態・構造から共同住宅であると認めら

れるもので，かつ完全に独立して生計を営んでいるもの 
※ご使用形態によっては，アパート計算を適用できない場合があります。詳細は，担当の営業所にお問い合わせください。 

  

アパート・マンションなどの集合住宅における 

上下水道料金の計算（アパート計算）について 
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●料金計算のしくみ（２箇月計算） 

水道料金及び下水道使用料は，下表の料金表により計算し，消費税相当額（８％・１円未満は切捨て）を加算して

求めます。 

 

 

＊計算例 ２箇月の使用水量が３２ｍ３，呼び径が２０ｍｍで下水道を使用のとき 

１ 水道料金は次のア，イ，ウを合算して求めた額に 

消費税相当額を加えた額 

ア 基本料金（基本水量 10m3を含みます。） =1,840円 

イ 10円×10m3（超過の 11m3から 20m3までの水量） =100円 

ウ 177円×12m3（超過の 21m3から 32m3までの水量） =2,124円 

 

ア，イ，ウの合計（税抜き合計） =4,064円 

消費税相当額（8%） =325円 

水道料金 =4,389円 

２ 下水道使用料は次のカ，キ，クを合算して求めた額に 

消費税相当額を加えた額 

カ 基本使用料（基本排出量 10m3を含みます。） =1,300円 

キ 10円×10m3（超過の 11m3から 20m3までの排出量） =100円 

ク 113円×12m3（超過の 21m3から 32m3までの排出量） =1,356円 

 

カ，キ，クの合計（税抜き合計） =2,756円 

消費税相当額（8%） =220円 

下水道使用料 =2,976円 

 

２箇月分のご請求額 水道料金４，３８９円＋下水道使用料２，９７６円＝７，３６５円 
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＊料金計算の比較例（通常計算とアパート計算） 

~使用水量 620m3,使用戸数 25戸,呼び径 40mmで 2箇月計算の場合~ 

 

１ 通常の料金計算の場合 

以下の料金表に基づき計算します。（前頁の料金表から計算に必要な箇所だけを抜粋しています。） 

水道料金 従量料金（税抜・1m3につき） 

給水管の 

呼び径 
基本水量 基本料金 

21～ 

40m3 

41～ 

60m3 

61～ 

200m3 

201～ 

400m3 

401～ 

1,000m3 

40mm 20m3まで 5,560円 177円 180円 208円 226円 243円 

 

下水道使用料 従量使用料（税抜・1m3につき） 

種別 
基本 

排出量 

基本 

使用料 

11～ 

20m3 

21～ 

40m3 

41～ 

60m3 

61～ 

200m3 

201～ 

400m3 

401～ 

1,000m3 

一般汚水 10m3まで 1,300円 10円 113円 116円 162円 183円 201円 

●水道料金 

（１） 基本料金 

A 基本料金(基本水量(呼び径 40mmの場合 20m3)を含みます｡) =5,560円 

（２） 従量料金 

従量料金の対象となる水量(=基本水量を超過した分)･･･620m3-20m3=600m3 

B 177円× 20m3 (超過の 21m3~40m3までの水量) =3,540円 

C 180円× 20m3 (超過の 41m3~60m3までの水量) =3,600円 

D 208円× 140m3 (超過の 61m3~200m3までの水量) =29,120円 

E 226円× 200m3 (超過の 201m3~400m3までの水量) =45,200円 

F 243円× 220m3 (超過の 401m3~620m3までの水量) =53,460円 

 

水道料金は（A+B+C+D+E+F）×消費税率（1.08）=151,718円 

 

●下水道使用料 

（１） 基本使用料 

G 基本使用料(基本排出量 10m3を含みます｡) =1,300円 

（２） 従量使用料 

従量使用料の対象となる排出量（＝基本排出量を超過した分）･･･620m3-10m3=610m3 

H 10円× 10m3 (超過の 11m3~20m3 までの排出量) =100円 

I 113円× 20m3 (超過の 21m3~40m3 までの排出量) =2,260円 

J 116円× 20m3 (超過の 41m3~60m3 までの排出量) =2,320円 

K 162円× 140m3 (超過の 61m3~200m3 までの排出量) =22,680円 

L 183円× 200m3 (超過の 201m3~400m3 までの排出量) =36,600円 

M 201円× 220m3 (超過の 401m3~620m3 までの排出量) =44,220円 

 

下水道使用料は（G+H+I+J+K+L+M）×消費税率（1.08）=118,238円 

 

ご請求額=水道料金 151,718円+下水道使用料 118,238円=269,956円 
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２ アパート計算の場合 

実際に設置されている水道メーターの口径（この例の場合 40mm）に関わらず，各戸に 20mm 以下の水道メ

ーターが設置されているものとして扱い，基本料金，基本水量及び従量料金の各区画の最大水量を戸数倍して

料金計算を行います。 

 

●水道料金 

通常（１戸）の料金表を読み替えて計算します。 

1戸のときの基本水量 

10m3 

1戸のときの従量料金(1m3につき) 

11~20m3 21~40m3 41~60m3 

基本料金 1,840円 10円 177円 180円 

上記の 1戸当たり水量に戸数(25戸)を乗じて，アパート計算用の水量に読み替えます。 

25戸のときの基本水量 

250m3 

(10m3×25戸) 

25戸のときの従量料金(1m3につき) 

251~500m3 

(20m3×25戸) 

501~1,000m3 

(40m3×25戸) 

1,001~1,500m3 

(60m3×25戸) 

基本料金 46,000円 10円 177円 180円 

（１） 基本料金   25戸の基本水量 10m3(口径 20mm以下の基本水量)×25戸=250m3 

イ 基本水量 250m3までの基本料金 1,840円(口径 20mm以下の基本料金)×25戸 =46,000円 

（２） 従量料金 

従量料金の対象となる水量（＝基本水量を超過した分）・・・620m3-250m3=370m3 

ロ 10円× 250m3 (超過の 251m3~500m3 までの水量) =2,500円 

ハ 177円× 120m3 (超過の 501m3~620m3 までの水量) =21,240円 

水道料金は（イ＋ロ＋ハ）×消費税率（1.08） ＝75,319円 

 

●下水道使用料 

通常（１戸）の料金表を読み替えて計算します。 

1戸のときの基本排出量 

10m3 

1戸のときの従量使用料(1m3につき) 

11~20m3 21~40m3 41~60m3 

基本使用料 1,300円 10円 113円 116円 

上記の 1戸当たり排出量に戸数(25戸)を乗じて,アパート計算用の排出量に読み替えます｡ 

25戸のときの基本排出量 

250m3 

(10m3×25戸) 

25戸のときの従量使用料(1m3につき) 

251~500m3 

(20m3×25戸) 

501~1,000m3 

(40m3×25戸) 

1,001~1,500m3 

(60m3×25戸) 

基本使用料 32,500円 10円 113円 116円 

（１） 基本使用料   25戸の基本排出量 10m3×25戸=250m3 

ニ 基本排出量 250m3までの基本使用料 1,300円×25戸 =32,500円 

（２） 従量使用料 

従量使用料の対象となる排出量（＝基本排出量を超過した分）・・・620m3-250m3=370m3 

ホ 10円× 250m3 (超過の 251m3~500m3 までの排出量) =2,500円 

ヘ 113円× 120m3 (超過の 501m3~620m3 までの排出量) =13,560円 

下水道使用料は（ニ＋ホ＋ヘ）×消費税率（1.08） ＝52,444円 

 

ご請求額=水道料金 75,319円+下水道使用料 52,444円=127,763円 
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３ 比較結果 

この例では，アパート計算をしたほう

が割安になります。 

通常の料金計算 アパート計算 差し引き 

269,956円 127,763円 △142,193円 

 

＊ご注意いただきたい点 

ご使用水量と使用戸数によっては，「アパート計算」を適用することにより，通常の料金計算方法と比べて割

高になる場合があります。 

▼計算例 呼び径４０ｍｍ，使用戸数２５戸の使用水量別の金額 

使用水量 通常計算 アパート計算 差額 

（い－あ） 
水道料金 下水道 

使用料 

合計（あ） 水道料金 下水道 

使用料 

合計（い） 

0m3 ¥6,004 ¥1,404 ¥7,408 ¥49,680 ¥35,100 ¥84,780 ¥77,372 

20 m3 ¥6,004 ¥1,512 ¥7,516 ¥49,680 ¥35,100 ¥84,780 ¥77,264 

100 m3 ¥22,701 ¥13,456 ¥36,157 ¥49,680 ¥35,100 ¥84,780 ¥48,623 

200 m3 ¥45,165 ¥30,952 ¥76,117 ¥49,680 ¥35,100 ¥84,780 ¥8,663 

300 m3 ¥69,573 ¥50,716 ¥120,289 ¥50,220 ¥35,640 ¥85,860 △34,429 

500 m3 ¥120,225 ¥92,188 ¥212,413 ¥52,380 ¥37,800 ¥90,180 △¥122,233 

700 m3 ¥172,713 ¥135,604 ¥308,317 ¥90,612 ¥62,208 ¥152,820 △¥155,497 

1,000 m3 ¥251,445 ¥200,728 ¥452,173 ¥147,960 ¥98,820 ¥246,780 △¥205,393 

1,500 m3 ¥404,805 ¥315,748 ¥720,553 ¥245,160 ¥161,460 ¥406,620 △¥313,933 

ご使用水量が少ない場合（下線付き部分）は，通常の料金計算のほうが割安（アパート計算は割高）になります。 

 

＊申請に当たって，ご理解いただきたいこと 

 給水契約者である集合住宅の所有者，管理組合などが「アパート計算」の適用を受けようとするときは，「複数戸数

（共同住宅）申請用紙」を営業所に提出していただく必要があります。営業所では給水工事設計書等により内容を

確認いたします。申請戸数は，実際に水道を使用している戸数を申請してください（空き部屋などは戸数に含まれ

ません。）。 

 契約者の認印（朱肉を使用する印鑑）の押印が必要となります。法人の契約に関しては，名義と印鑑の種別によっ

て受理できないケースもありますので担当の営業所にお問い合わせください。 

 使用戸数等が変更になった場合は，「複数戸数（共同住宅）申請用紙」に変更後の内容を記載のうえ，速やかに担

当の営業所へ届け出てください。 

 戸数の変更届出（戸数増，戸数減）は，お客さまが主体的に行っていただきますようお願いします。ご使用水量の

増減がございましても，上下水道局からは戸数変更を促すお声掛けはいたしません。 

（上下水道局では，水量の増減が戸数の変化により生じたものかどうかは判断いたしかねます。） 

なお，お客さまの申請戸数については，水道メーター検針の際にお渡しする「水道使用水量のお知らせ」などに記

載しております。 

 申請いただいた内容は，次回検針分からの適用となります。検針済みの料金にさかのぼっての適用はいたしませ

んので，届出内容に変更が生じましたら速やかにご申請ください。 

 アパート計算の適用申請は，給水契約者の任意で行っていただくものです。アパート計算をしないほうが結果的

に割安な場合もあります。（このページの「ご注意いただきたい点」を御参照ください。）  
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営業所お問合せ先 

※アパート計算に関する相談，申請は担当の営業所までお問合せください。 

営業所名（下段は所在地住所） 担当区域 電話番号・ＦＡＸ番号 

●東部営業所 

山科区椥辻西浦町 1-11 

＊東山区，山科区，伏見区の醍醐支所管内 

（醍醐，石田，小栗栖，日野） 

TEL:075-592-3058 

FAX:075-501-1746 

●北部営業所 

左京区高野竹屋町 4-1 
＊北区，上京区，左京区，中京区 

TEL: 075-722-7700 

FAX: 075-722-7704 

●西部営業所 

右京区太秦安井一町田町 14 
＊右京区・西京区 

TEL:075-841-9184 

FAX:075-801-9629 

●西部営業所 京北分室 

右京区京北周山町上寺田 1-1 
＊右京区京北出張所管内 

TEL:075-852-1820 

FAX:075-852-1833 

●南部営業所 

伏見区鷹匠町 33 

＊下京区，南区，伏見区（醍醐支所管内 

（醍醐，石田，小栗栖，日野）を除く） 

TEL:075-605-2011 

FAX:075-605-1370 

 

営業時間 平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

（土曜・日曜・祝日・12月 29日~1月 3日は休みです｡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市上下水道局総務部お客さまサービス推進室 

平成 30年 5月発行 

 


