各種手続・お問合せ等
メータ点検について

各種手続やお問合せはお客さまセンターへ
次のようなときは、東京都水道局（以下「水道局」と
いいます。）お客さまセンターへご連絡ください。
●水道を使用するとき【開始申込み】
・引っ越しをしてくるとき ・家を新築又は改築したとき
（注）開始申込みにより締結する給水契約は、東京都
給水条例及び同施行規程に基づきます。

開始申込み・中止届
はインターネットで
もお申込みできます。
「東京都水道局」で
検索！

●水道の使用をやめるとき【中止届】
・引っ越しをしていくとき
・家の改築や長期間留守にする等で、一時水道を止めたいとき
（注）お届出がないと、水道を使っていなくても基本料金がかかりますので
ご注意ください。

お客さまの水道料金を算定するため、２か月に１回（23区で月1000m3超
使用される場合は毎月）検針に伺います。
検針に伺う基準日は、地域によって異なります。
※基準日が休日等と重なった場合は、検針に伺う日は変更になります。
●検針期間の考え方
基準日が
「15 日」の場合

８/15

６/15
前回検針日

７～８月分

今回検針日

前回検針日の翌日である６月1６日から今回検針日の８月１５日までが
「７～８月分」となります。

（注）再度水道を使い始めるときは、使用開始のお申込みをしてください。
●その他の変更があったとき
・契約者の名義を変えたいとき
・請求書の送り先等を変えたいとき
●料金、漏水修繕、その他の内容について問い合わせたいとき
開始申込み、中止届、請求先の変更等は、３、４日前までにご連絡ください。

お客さまセンター（２３区）
【電話番号】
お引っ越し・ご契約の変更
０３－５３２６－１１００
料金、漏水修繕、その他のご用件 ０３－５３２６－１１０１
【受付時間】午前８時３０分から午後８時まで（日曜日及び祝日を除く。）

料金表
（23区）

多摩お客さまセンター（多摩地区２６市町）
【電話番号】
お引っ越し・ご契約の変更

０５７０－０９１－１００
（ナビダイヤル）
又は０４２－５４８－５１００
０５７０－０９１－１０１
（ナビダイヤル）
又は０４２－５４８－５１１０

料金、漏水修繕、
その他のご用件

【受付時間】
午前８時３０分から午後８時まで（日曜日及び祝日を除く。）

※多摩地区における下水道料金は、お住まい
の地域ごとに異なります
ので、水道局多摩お客さ
まセンターまでお問い合
わせください。
なお、東京都水道局ホー
ムページにも 市町別の料
金表を掲載しています。

漏水事故等の緊急のご用件については、全日２４時間ご案内しています。
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水道・下水道使用量等のお知らせ（検針票）の見方
１

７

水道料金・下水道料金のお支払方法
口座振替によるお支払い

２

お客さまの預（貯）金口座から、自動引き落とし
によりお支払いいただけます。
水道料金を口座振替でお支払いただくことによ
り、請求金額から、月50円[税抜]を割引いたします。
※ただし、初回の口座振替日に引き落としできな
かった場合は、適用されません。

３

クレジットカードによるお支払い
事前に登録したクレジットカードで、継続的にお支払いいただく方法です。
※お支払窓口でクレジットカードを提示され、直接お支払いただく方法ではありません。
●ご利用いただけるクレジットカード

４
５
６
１ お客さま番号
お客さまごとの特定番号です。
お問合せの際、お知らせください。
２ 基準日

６ 検針委託会社
検針に関するお問合せは、表示されている
検針委託会社までお願いします。

７ 口座振替済のお知らせ
前回検針分の振替日、振替済金額などをお
知らせします。口座番号、口座名義等は表示・
非表示を選択できます。表示・非表示を変更
される方は、お手数ですが水道局お客さまセ
３ 旧メータ使用量
ンターまで連絡してください。
メータ有効期限等の理由により前回の検針
※個人情報保護のため、平成２３年２月発
後にメータを引き換えた場合は、旧メータの 行分の検針票から、振替口座情報の表示を希
使用量も一緒にお知らせします。
望する場合についても、口座番号の下４桁は
※旧メータ使用量が１m3 繰り上がるケース
非表示、（
「＊」で表示）としております。
取外しメータのℓ指針値≧取付けメータのℓ指針値
口座番号について全桁表示を希望される場
合は、お手数ですが水道局お客さまセンター
４ 口座振替予定額
口座振替による料金割引後の口座振替予定 まで連絡してください。
※クレジット払いの場合、口座振替済欄の
額をお知らせします。
印字は行いません。
５ 口座振替予定日
◇使用量や料金等を後日お知らせとする場合
使用量に大幅な増減等があると、使用量や
今回料金の口座振替予
定 日 を お 知 ら せ し ま す。 料金等の欄に「後日お知らせ」等と印字する
振替予定日は検針日から 場合があります。その場合は、後日、はがき
などでお知らせします。
約１５日後です。

お客さまごとにあらかじめ定められた「料
金を計算する基準となる日」で、原則として
この日に検針します。

請求書によるお支払い
請求書を検針時に水道ご使用場所で発行し、又はお客さまが指定
された請求先に郵送いたします。
●料金のお取扱い窓口
金融機関（都内のほとんどの金融機関の店舗で取り扱っています）
ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等でお支払いいただけます。

スマートフォン決済
請求書記載のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、電子マネーで決済
できます。
●ご利用可能な決済手段
PayPay、LINE Pay、PayB、楽天銀行コンビニ支払サービス、au PAY、FamiPay、d払い

スマホ１つで
ご自宅で手軽にお支払い！

※申込方法、その他、詳細については水道局ホームページ
をご覧ください。
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/
ryokin/shiharai/
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こんなときは慌てずに（水道のトラブル）

※集合住宅では、管理人等へ
お問い合わせください。

●水が止まらないとき
※集合住宅では、管理人等へお問い合わせください。

●水が出ないとき

自分の家だけですか？ご近所一帯ですか？
自分の家だけ

近所一帯

工事による断水か、突発事故の可能性があります。
水道局お客さまセンターへお問い合わせください。
メータのバルブは開いていますか？
バルブの開閉は、通常の蛇口と同じで
左に回すと開き、右に回すと閉まります。
開いている

開
閉

開いていない

蛇口

トイレ

湯沸器

パッキン（コマ）
を取り替えてみてく
ださい。

トイレのタンクの
そばにある止水栓を
閉めてください。

湯沸器の止水栓
とガスの元栓を閉
めてください。

それでも
止まらない場合

お知り合いの東京都指定給水装置工事事業者
又はメンテナンスセンターへご連絡ください。

メーカー、販売店、
お知り合いの東京都
指定給水装置工事事
業者又はメンテナン
スセンターへご連絡
ください。

▼ お知り合いの工事事業者がない場合は、こちらへご連絡ください。
２３区

バルブを開けてお使いください。

直結給水方式ですか？貯水槽水道方式ですか？
（直結給水方式と貯水槽水道方式については１２ページをご覧ください。
）
直結給水方式
配水管の水圧を利用し、
直接水が届いている場合

貯水槽水道方式
貯水槽に一旦水を貯めてから
供給されている場合

水道局お客さまセンターへ
お問い合わせください。

水道の点検中もしくはポンプ
の故障等が考えられますので、
建物の管理人又は管理会社へご
連絡ください。

水道局お客さまセンター
【２３区】
０３－５３２６－１１０１
【多摩地区２６市町】
０５７０－０９１－１０１（ナビダイヤル）又は ０４２－５４８－５１１０
6

東京都管工事工業協同組合・総合設備メンテナンスセンター（２４時間３６５日受付）
電話 ０１２０－８５０－１９５（フリーダイヤル）
（注）東京都管工事工業協同組合・総合設備メンテナンスセンターは、
東京都指定給水装置工事事業者の組合が運営する水道修繕受付センターです。

多摩２６市町
三多摩管工事協同組合水道メンテナンスセンター
（午前８時から午後６時まで（日曜・祝日・年末年始を除く。）
）
電話 ０８００－１１１－４４３０（フリーダイヤル）
（注）三多摩管工事協同組合水道メンテナンスセンターは、東京都指定
給水装置工事事業者の組合が運営する水道修繕受付センターです。
東京都指定給水装置工事事業者一覧は、水道局ホームページでご覧ください。

！ご注意ください！
水道工事事業者に修繕を依頼するときは、
事前に作業内容や費用を確認の上、依頼し
てください。費用は、修繕の時間帯や使用
する材料等によって異なります。
見積りも有料になる場合があります。
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※集合住宅では、管理人等へ
お問い合わせください。

●水に色がついているとき
水が赤い・濁る
・自分の家だけ赤い水が
出ている。
・しばらくすると澄んでくる。

・ご近所一帯で赤い水が
出ている。
・長時間赤い水が出る。

給水管内に発生した鉄さびが流れ出した
ものと思われます。透明になるまでしばら
く水を流してください。
また、給水管を新しく取り替えることを
おすすめします。

配水管が原因の可能性があります。水道
局お客さまセンターへご連絡ください。

水が白い

・数秒で消えて透明になる。

・しばらくしても透明に
ならない。

水道局を装った悪質な訪問業者にご注意！
水道局では、水質検査を強要することや、浄水器や蛇口の販売、取付
け等は行っていません。
また、お客さまへ事前連絡なく宅地内の給水設備（水道管）の点検、
清掃、修理等を行うことはありません。

主な手口
水道水に試薬を入れ、
「色が変わっ
た」と不安をあおり、１，０００円
程の蛇口取付け器具や数十万円の浄
水器の購入を持ちかける。
「水の出方を確認するため、水道
局から派遣されました。」などと偽
り、家に上がり込み、毎回の水道料
金や口座情報を聞き出す。

水道水に空気が混ざった現象なので、心
配ありません。
●直結給水方式の場合
水道局お客さまセンターへご連絡ください。
●貯水槽水道方式の場合
給水器具の故障等が考えられます。
管理人等へご連絡ください。

床下調査のためと言って敷地に入
り込み、漏水工事を行ったふりをし
て代金をだまし取る。

不審な訪問業者が来たら・・・
敷地や玄関の中に入れたり、勝手に作業させたりしないでください！

直結給水方式・貯水槽水道方式
については、12ページをご覧ください。
水道局お客さまセンター
【２３区】
０３－５３２６－１１０１

身分証明書や水道局が発行した委託証明書を確認してください！
その場ですぐに契約、依頼及び支払をしないでください！

【多摩地区２６市町】
０５７０－０９１－１０１（ナビダイヤル）
又は０４２－５４８－５１１０

※集合住宅にお住まいの場合、
水が出ない、水が止まらない、
水に色がついているなどの
トラブルがあったときは、まずは
管理人等へお問い合わせください！
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「怪しいな」と思ったら
●水道局に関連する業者が来たとき
水道局お客さまセンターへ
[２３区]０３－５３２６－１１０１
[多摩地区26市町] ０５７０－０９１－１０１（ナビダイヤル）
又は０４２－５４８－５１１０
●契約をしてお困りのとき
区市町の消費生活窓口又は東京都消費生活総合センター
（０３－３２３５－１１５５）へ
9

漏水修理はお早めに

給水装置の維持管理
給水装置は、お客さまの財産です（水道メータを除く。）。

漏水は、はじめのうちはわずかでも、日ごとに多くなり、
貴重な水が無駄になるばかりでなく料金も高額になります。

漏水量と料金の目安
（注）口径２０ｍｍ１か月の通常の使用水量を２４㎥とした場合（消費税抜き）
漏水箇所
洋式トイレA
貯留水が少ない型

洋式トイレB
貯留水が多い型

蛇口

漏水量

漏水量分の金額
（上下水道料金）

便器の前部から１か所、
箸の先程度の水が流れてい
るとき。

約20㎥

約7,000円

便器内の水面がわずかに
動いているとき。

約150㎥

約69,000円

糸状（太さ１ｍｍくら
い）の水が流れているとき。

約6㎥

約1,800円

糸状（太さ２ｍｍくら
い）の水が流れているとき。

約16㎥

約5,500円

回転している

水道を使っていない状態で
パイロットが・・・

漏水の疑いあり
水道メータから蛇口までの間で漏水し
ている可能性があります。
お知り合いの東京都指定給水装置工事
事業者又はメンテナンスセンター（7ペー
ジ）へご連絡ください。集合住宅の場合
は管理人等へお問い合わせください。

回転していない

漏水の疑いなし
定期的に点検をお願いします。

道路部

宅地部
水道メータ

給水管

維持管理範囲
お客さま

バルブの締め切り不良に伴う
取換工事など給水管の維持管理
は全てお客さまのご負担です。

水道局お客さまセンター
【23区】03-5326-1101
【多摩地区26市町】0570-091-101（ナビダイヤル）又は042-548-5110

水道管にも冬支度を
冬の季節、寒くなって気温が低下すると、屋外の露出している水道管は、
中の水が凍結し断水したり、破損することがあります。
家庭でできる防寒対策
水道管が直接外気に触れないよう、保温材を巻き付け、
その上からヒモで縛って固定し、保温材が濡れないよう
にビニールテープ等で下から隙間なく
重ねて巻きます。（保温材は、毛布や
発泡スチロール等家庭にあるものでも
代用できます。）

水道メータ
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お客さま

水道局

水道メータで漏水を発見する方法
蛇口を全部閉めて、水道メータのパイロット部分を確認してみてください。

水道メータから蛇口までの間での漏水については、
お客さまのご負担で修理を行ってください。
修理の依頼は、東京都指定給水装置工事事業者又は
メンテナンスセンター（７ページ）へご連絡ください。
また、漏水修理を行える東京都指定給水装置工事事
業者一覧は、水道局ホームページでご覧になれます。

漏水修理範囲

配水管

漏水の状態

配水管から水道メータまでの間での
漏水については、特別な場合を除い
て、水道局の負担で修理を行います。
修理の依頼は、水道局お客さまセン
ターへご連絡ください。

水道管の凍結で断水した場
合に備えて、水のくみ置き
をお願いします。
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貯水槽水道をお使いの方へ

貯水槽水道の管理と直結給水方式
蛇口まで水を届ける方法には、貯水槽水道方式と直結給水方式があります。
貯水槽水道方式

直結給水方式

こうち

高置水槽

増圧給水方式

直圧給水方式

水道法や条例等で貯水
槽の衛生管理が定めら
れています。

管理のポイント
①１日１回以上、水の状態を確認
②月１回以上、施設を点検
③年１回以上、清掃
④点検記録・図面の保管
詳しくは、所管の保健所にお問い合わせください。

ぞうあつ

ちょくあつ

貯水槽水道は、設置者がきちんと管理をする必要があります。

定期的に点検・清掃しないと、水質が悪化しちゃうかも・・・
おかしいな、と思ったら、まずは管理者（設置者）にご相談を！
受水槽

管理が手間なら、直結給水方式に切り替えましょう！
ぞうあつ

ようすい

揚水ポンプ

メータボックス

メータボックス
かん

増圧ポンプ

メータボックス

かん

水道管
（配水管）

貯水槽水道方式って？

直結給水方式って？

ビルやマンション等の高い建物
で、水を一旦貯水槽に貯めてから
建物内に供給する方式です。

配水管の水圧を利用し、蛇口まで
直接水が届く方式です。増圧ポンプ
を使う方式もあります。

事故や災害が起こったとき、貯水
槽の中に残っている水は使うこと
ができます。

●貯水槽を通さず蛇口まで直接水
道水が届きます。
●貯水槽を点検・清掃する必要が
ありません。
●貯水槽を置くスペースが必要ない
ので、敷地を有効活用できます。

定期的に貯水槽を点検・清掃す
る必要があります。

事故や災害が起きたとき、水を
ためる機能がないので断水するこ
とがあります。

直結給水方式への切替えをご希望される方は、お知り合いの東京都指定給水
装置工事 事業者にご相談ください。
※受水槽などの廃止・撤去や、直結給水方式への切替えを行うときは、
東京都指定給水装置工事事業者を通じてお近くの水道局へ届け出てください。

貯水量、工事、断濁水、水質検査結果に関する情報
次の情報は、水道局ホームページでご覧になれます。

貯水量情報

工事情報

ダムの貯水量をお知らせして
います。貯水状況は自動応答電
話でも確認できます。

水道局が発注している、現在
施工中又は今後施工予定の主な
工事情報をご案内しています。

水源情報ダイヤル
03-3528-3900

水質検査結果

断濁水情報
水道工事等に伴う計画的な断
濁水情報をご案内しています。

都内131か所の蛇口（給水栓）
で測った「残留塩素濃度」のデー
タ等を公開しています。

【水道局ホームページ】
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/
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