
地域 処理区 下水種別 加入金種別 金額

柏原町 柏原 柏原町 挙田 柏原町 大新屋 柏原町 鴨野

柏原町 北山 柏原町 田路 柏原町 母坪 柏原町 南多田

柏原町 東奥 柏原町 上小倉 柏原町

柏原町 見長 柏原町 北中

氷上町 成松 氷上町 西中 公共下水道 負担金 740円/㎡

氷上町 上成松 氷上町 黒田 氷上町 犬岡

氷上町 常楽（一部）

地域 処理区 下水種別 加入金種別 金額

氷上町 石生 氷上町 北野 氷上町 大崎 氷上町 横田

氷上町 市辺

氷上町 本郷 氷上町 稲継 氷上町 氷上（一部）

氷上町 稲畑 氷上町 新郷 氷上町 谷村 氷上町 上油利

氷上町 佐野

氷上町 下油利

氷上町 絹山 氷上町 香良 氷上町 伊佐口 氷上町 賀茂

氷上町 南油良 氷上町 北油良 氷上町 桟敷

氷上町 氷上（一部）

氷上町 下新庄 氷上町 上新庄 氷上町 清住 氷上町 中

氷上町 三方 氷上町 中野 氷上町 三原 氷上町 大谷

氷上町 長野 氷上町 柿柴東

氷上町 柿柴（一部）

氷上町 朝阪 氷上町 小野 氷上町 福田 氷の川３

氷上町 鴨内 氷上町 日比宇 氷の川１

氷上町 御油 氷上町 井中 氷の川２

春日町 黒井 春日町 平松 春日町 下野村（一部）

春日町 稲塚（一部）

春日町 朝日 春日町 園部 春日町 石才 春日町 歌道谷

春日町 野山 春日町 天王 春日町 長見 春日町 新才

春日町 牛河内 春日町 山田 春日町 大野 春日町 古河

春日町 棚原 棚原

春日町 野上野 野上野

春日町 多利 春日町 小多利 春日町 池尾 春日部北

春日町 東中 春日町 国領 春日町 柚津 国領中央

春日町 中山 春日町 松森 春日町 広瀬 春日町 栢野

春日町 野瀬 春日町 上三井庄（一部）

春日町 鹿場 春日町 下三井庄（一部）

春日町 多田 春日町 七日市 春日部西

春日町 黒井（一部） 春日町 野村（一部） 野村 ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ

山南町 和田（一部） 山南町 北和田（一部）

山南町 美和（一部） 山南町 若林

山南町 村森 山南町 井原 山南町 奥 山南町 野坂

山南町 岩屋

山南町 谷川（一部除く） 谷川

山南町 草部 草部

山南町 南中 南中

山南町 梶 山南町 前川 山南町 小新屋 山南町 金倉

山南町 和田（一部） 山南町 北和田（一部）

山南町 太田 山南町 大河 山南町 池谷 山南町 長野

山南町 玉巻 山南町 岡本 山南町 金屋 山南町 大谷

山南町 富田 山南町 小野尻 山南町 小畑 山南町 西谷

山南町 山本 山南町 五ケ野 山南町 坂尻

市島町 下竹田（一部） 市島町 中竹田（一部）

市島町 十市（上竹田の一部）

市島町 上竹田（一部） 市島町 梶原 市島町 上田

市島町 上垣 市島町 北岡本 市島町 矢代 市島町 市島

市島町 東勅使（一部）

市島町 石原 市島町 森 市島町 表 川東

市島町 徳尾 市島町 上鴨阪 市島町 下鴨阪 前山

市島町 南 市島町 喜多 市島町 上牧 鴨庄

市島町 戸坂 市島町 白毫寺 市島町 与戸 美和西

市島町 酒梨 市島町 勅使 美和東

氷上

負担金

R3年度から氷上南に統合【下油利(ｺﾐﾌﾟﾗ)】 特定環境保全
公共下水道

R2年度から氷上西に統合【柿柴東(ｺﾐﾌﾟﾗ)】
氷上西

黒井
特定環境保全
公共下水道

氷上南

※R3現在

600円/㎡

氷上
氷上
中央 特定環境保全

公共下水道
970円/㎡

柏原 柏原

住所

公共下水道

分担金

負担金
氷上東

公共下水道

特定環境保全
公共下水道

下小倉（一部）

山南

農業集落排水

大路

農業集落排水

春日

吉見

特定環境保全
公共下水道

特定環境保全
公共下水道

小川

和田

住所（一部行政区表記を使用）

R3年度から黒井に統合【春日西部(農集)】

氷上北

※詳しくは経営管理課下水道経理係までお問い合わせください。

丹波市下水道処理区域・加入負担金（分担金）等一覧

※負担金と分担金は国の認可を受ける事業の種類、制度の根拠となる法律が異なるため名称が異なります。
※この表中に表示のない地区及び青垣地域全域は合併浄化槽区域です。

市島

和田南

1単位
42万円

※2単位
以上は
1単位
ごとに
21万円
を加算

◎面積制の区域（受益地の面積が算定の基礎となります）

◎単位制の区域（建物の用途が算定の基礎となります）

太田久下

（市島町下竹田の一部）

負担金

分担金

分担金

竹田

農業集落排水

農業集落排水

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ

和田西

区域はみなし区域のまま


