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お客さまとのコミュニケーション

　水道サービスの基本は、安全でおいしい水を常に安
定して供給することにありますが、同時に、日常的な
サービスの向上も重要な施策の一つです。お客さまの
価値観の多様化が進む中、これまで以上に、お客さま
の立場に立ったサービスの向上が求められています。
　水道局では、お客さまセンターの開設やインター
ネットによる受付、口座割引制度の導入、クレジッ
トカード払いの導入、スマートフォン決済の導入な
どを実施し、お客さまのニーズをより一層反映した
質の高いサービスの提供に努めています。
　また、水道事業に対する理解を深め、水道水に親し
んでいただくために、イベントを開催しているほか、
PR施設（41ページ）の運営等を行っています。

水 道 料 金
水道料金の計算方法
【計算式】（基本料金＋従量料金）×消費税率（1円未満の端数は切り捨てます。）
【計算事例】例　呼び径20ミリメートルで1か月24立方メートル使用した場合の料金
（基本料金1,170円＋従量料金2,042円）×1.10=3,533円（令和元年12月分以降の場合）
〈従量料金内訳〉 1〜5m3@ 0円 × 5m3＝ 0円

6〜10m3@ 22円 × 5m3＝ 110円
11〜20m3@ 128円 × 10m3＝ 1,280円
21〜24m3@ 163円 × 4m3＝ 652円

小　計　 2,042円
※　通常の場合は、2か月に1度の請求ですので、使用水量を2分の1にし、1か月ず
つ料金を算出して合計してください。
　なお、使用水量の2分の1の量に端数が生じたときは、その端数を一方の月に加
えてください。

水道料金及び下水道料金の減免について
⑴ 東京都給水条例・東京都下水道条例に種類が定められている減免

対　　象
措置内容（減免額）

水道料金 （参考）下水道料金

東
京
都
給
水
条
例

に
基
づ
く
減
免

生 活 保 護 世 帯
（生活扶助の受給世帯）

基本料金
（給水管の呼び径が
30㎜以上のものに
ついては基本料金と
1か月当たり5m3ま
での使用水量に係る
従量料金との合計額）

1か月当たり
8m3以下の汚
水排出量に係
る料金

児 童 扶 養 手 当
受 給 者
特 別 児 童 扶 養
手 当 受 給 者

⑵ その他の減免
〈令和8年3月31日まで減免措置を行うもの〉
○⑴の対象になっている方
（⑴減免に加え1か月当たり10立方メートルまでの従量料金の減免を行います。）
○生活保護法による「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介
護扶助」のいずれかを受給されている方

○公衆浴場営業　○社会福祉施設　○めっき業
○用水型皮革関連企業
○中国残留邦人等支援給付受給者（適用期限は異なります。）

〈令和8年3月31日まで下水道料金のみ減免措置を行うもの〉
○老齢福祉年金（みどり色の手帳の国民年金証書）を受給され、給
水契約等の名義人となられている方

○医療施設　○染色整理業
○次の生活関連業種
パン製造小売業／クリーニング業／魚介類小売業／豆腐製造小売
業／日本そば店／中華そば店／めん類製造業／野菜小売業／かま
ぼこ水産加工業／こんにゃく製造業／民生食堂・大衆食堂／食肉
小売業／大衆すし店／あん類製造業／ソース製造業／つけ物製造
業／そうざい製造業／つくだ煮製造業／ハム・ソーセージ製造業
／水産物仲卸業／簡易宿所営業等／理容業／美容業

〈水道料金のみ減免措置を行うもの〉
○微細ミスト設備（東京都環境局の事業による設置のみ対象）

措置内容（減免額）は、それぞれ異なりますので、水道局ホーム
ページをご覧ください。
注　上記の下水道料金の減免措置は、23区内で下水道を使用されているお客さまが対象です。

【東京都給水条例第23条の2及び第23条の3に定める基本料金・従量料金（1か月分）】【税抜き】（平成17年1月1日から適用）

呼び径 基本料金
従　　　量　　　料　　　金

1ｍ3〜
５ｍ3

６ｍ3〜
10ｍ3

11ｍ3〜
20ｍ3

21ｍ3〜
30ｍ3

31ｍ3〜
50ｍ3

51ｍ3〜
100ｍ3

101ｍ3〜
200ｍ3

201ｍ3〜
1,000ｍ3

1,001ｍ3
以上

一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
用

13㎜ 860円
0円 1ｍ3につき

22円
1ｍ3につき

128円
1ｍ3につき

163円
1ｍ3につき

202円
1ｍ3につき

213円
1ｍ3につき

298円
1ｍ3につき

372円
1ｍ3につき

404円20㎜ 1,170円
25㎜ 1,460円
30㎜ 3,435円 1ｍ3につき　213円 1ｍ3につき

298円
1ｍ3につき

372円
1ｍ3につき

404円40㎜ 6,865円
50㎜ 20,720円 1ｍ3につき　372円 1ｍ3につき

404円75㎜ 45,623円
100㎜ 94,568円

1ｍ3につき　404円
150㎜ 159,094円
200㎜ 349,434円
250㎜ 480,135円
300㎜
以上 816,145円

公衆浴場用
一般用に同じ（	40㎜以上は	）6,865円

0円 1ｍ3につき
22円 1ｍ3につき　109円

注　呼び径は、検針票などに記載されています。

（参考）下水道料金の計算方法（23区）
【計算式】下記の表で算出した額×消費税率（1円未満の端数は切り捨てます。）
【東京都下水道条例第14条に定める料金の料率（1か月分）】【税抜き】	 （平成10年6月1日から適用）

汚水の種類
料　　　　　　　率

0ｍ3〜
8ｍ3

9ｍ3〜
20ｍ3

21ｍ3〜
30ｍ3

31ｍ3〜
50ｍ3

51ｍ3〜
100ｍ3

101ｍ3〜
200ｍ3

201ｍ3〜
500ｍ3

501ｍ3〜
1,000ｍ3

1,001ｍ3
以上

一 般 汚 水 560円 1ｍ3につき
110円

1ｍ3につき
140円

1ｍ3につき
170円

1ｍ3につき
200円

1ｍ3につき
230円

1ｍ3につき
270円

1ｍ3につき
310円

1ｍ3につき
345円

浴 場 汚 水 280円 1ｍ3につき　35円
注　下水道使用量（汚水排出量）は、原則として、水道の使用量を下水道使用量としています。
　　下水道料金の徴収業務は、下水道局との協定により、水道局が行っています。

日割算定方式
　月の途中において水道の使用開始、中
止等をする際の水道料金の計算につい
て、使用日数に応じて、基本料金と従量
料金を日割により算定しています。

口座振替がお得です。
　水道料金を口座振替でお支払になる場
合は、1か月当たり50円（年間600円）（税
抜き）を割り引きます。
＊預金残高不足等による再振替には適用
されません。

クレジットカードが利用できます。
　事前に登録しますと、水道料金・下水
道料金をクレジットカードによりお支払
できます。
　クレジットカードによるお支払には
「口座割引」は適用されません。

9

スマートフォン決済が利用できます。
　請求書に記載されているバーコードを
スマートフォンのカメラで読み取ると、
水道料金・下水道料金を電子マネーによ
りお支払できます。
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お客さまサービス

　受付業務や問合せ対応等を集中化した受付センター
として、お客さまセンターを開設しています。
　お客さまセンターでは、水道の使用開始、中止等の
お届けなどを一括して取り扱っています。

お客さまセンター〔対象区域　区部（23区）〕
電話番号　	お引っ越し、契約内容の変更	 03-5326-1100
	　　　　　料金、漏水修繕、その他の内容	 03-5326-1101
受付時間	　日曜日及び祝日を除く	午前8時30分から午後8時まで
＊漏水事故など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。

多摩お客さまセンター〔対象区域　多摩26市町〕
電話番号　お引っ越し、契約内容の変更　固定電話からは	 0570-091-100
	 　　　　　　	携帯等からは	 042-548-5100又は上記番号
	 料金、漏水修繕、その他の内容　固定電話からは	 0570-091-101
	 　　　　　　	携帯等からは	 042-548-5110又は上記番号
ファクシミリ番号　　　	042－548－5115
受付時間	 日曜日及び祝日を除く　午前8時30分から午後8時まで
＊漏水事故など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。

広 報・ 広 聴
　水道局では、お客さまの信頼と満足度の向上に向け
て、お客さまに必要な情報を確実に提供するととも
に、水道事業に関するお客さまの御意見、御要望など
をお伺いしています。

　令和 4年10月までに設置する西新宿スマートシティ
エリアを皮切りに、令和６年度までに約13万個の水
道スマートメータを設置し、地域、年度別設置個数、
各地域の設置目的と検証課題を具体的に示した「水道
スマートメータトライアルプロジェクト推進プラン
（令和３年４月策定）」を着実に推進していきます。
　スマートメータの導入効果を定量的に検証し、
2030年代までの全戸導入につなげていきます。

お客さまセンター

　そのほか、23区内には21の営業所、多摩地区（26
市町）には12のサービスステーションを設置して、
お客さまからの御相談を承っています。

⑴　インターネットによる受付
　以下の項目はインターネットでも届出を受け付け
ています。
　①水道の使用開始、中止及び料金の請求先の変更の
届出
https://suidonet.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/inet-service/
uketsuke/main_japan

　②口座振替申込受付
https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/
tetsuduki/furikae_web/

⑵　インターネットによるサービス
　無料の会員登録制サービス「東京水道マイネット」
にて以下のサービスが御利用いただけます。
　①水道・下水道使用量等のお知らせ（検針票）の内
容照会

　②使用実績情報照会
　③クレジットカード払いのお申込み
　④口座振替日指定のお申込み
　⑤クレジットカード都度払い
https://suidonet.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/inet-service/

インターネットによる受付・サービス

広報・広聴の概要

水道スマートメータトライアルプロジェクト

●主な広報施策
⑴　ホームページやTwitter
　東京都水道局の事業に関する情報をホームページ
で提供しています。
　また、報道発表やその他のホームページ掲載情
報、災害時における被害情報等を提供するツールと
して活用することを目的に、平成24年４月に局公
式Twitterを開設しました。
　さらに、多摩地区の水道に関する情報をきめ細か
く発信することを目的に、平成29年４月に多摩水
道公式Twitterを開設しました。

ホームページ

https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/

https://twitter.com/
tocho_suido

https://twitter.com/
tocho_suidoTama

東京都水道局公式Twitter

東京都水道局多摩水道公式Twitter
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国際フォーラムに設置のDS

小学校を訪問した水道キャラバン

⑶　水道キャラバン
　次世代を担う小学生の水道に対する理解を深めるた
め、キャラバン隊を編成して小学校を巡回し、主に小
学４年生を対象として、寸劇や映像などを取り入れた
分かりやすく親しみやすい授業を実施しています。
　また、乳幼児を子育て中の保護者を主な対象とし
て、児童館や地域のイベント等で出前講座を実施し
ています。
　さらに、一般の方々を対象として、水道局主催の
イベントや区市町主催の市民講座等でも出前講座を
実施しています。
　ホームページには、出前授業・講座の映像や限定
の動画等、楽しみながら水道について学習できるコ
ンテンツを掲載しています。

⑷　水道ふれあい月間
　毎年６月を「水道ふれあい月間」と位置付け、各
施設で月間計画を作成し、積極的にお客さまとのコ
ミュニケーションを図っています。

⑸　水道なんでも相談
　区部及び多摩地区の駅前広場、商店街などに相談
所を開設し、お客さまからの水道に関する相談に応
じています。

⑹　地域水道ニュース
　地域情報を分かりやすく伝える地域水道ニュース
を、各営業所等で発行しています。

⑺　利根川水系上下流交流事業
　利根川上流の水源地域である群馬県の人々と水を
利用する東京都の人々とが、水資源の大切さ、大都
市における水確保の重要性、水源地域の現況などを
認識し、相互の理解を深めていただくことを目的と
する交流会を開催しています。

⑻　多摩川水系上下流交流事業
　多摩川上流の水源地域の人々と水を利用する中下
流部の人々とが、親しく交わり相互理解を図ること
を通し水道水源林の大切さや水質保全の重要性につ
いて理解を深めていただくことを目的とする交流会
を開催しています。

⑼　玉川上水ウォーキング
　国の史跡に指定されるなど歴史的評価の高い玉川
上水について、お客さまに玉川上水沿いを散策して
いただくことにより、水道水源施設の保護や自然環
境の保全など、水道事業への関心を高めていただい
ています。

●広聴施策
⑴　お客さま調査
　水道事業に対するお客さま満足度や、意識を測定
しています。調査結果は、事業を行う上での貴重な
資料として活用しています。
　今後もお客さまニーズの把握に努め、事業に反映
していきます。

⑵　お客さまの声窓口
　サービス推進課のほか、お客さまセンター、各営
業所等の窓口及びホームページにお寄せいただいた
お客さまの御意見、御要望などをデータベース化し、
事業運営の参考としています。
　また、お客さまの声が局事業に反映された事例な
どをホームページで公開しています。

https://www.waterworks.metro.
tokyo.lg.jp/kurashi/drinking_station

https://www.suido-caravan.jp/

⑵　Tokyowater�Drinking�Station
　公共性の高い場所に設置されている水飲栓及び
イベントの際に水道局が設置する可動型の水飲栓
で、AR対応ステッカー等による情報発信機能を備
えたものを「Tokyowater	Drinking	Station（通称	
DS）」として展開し、マイボトル等を利用した外出
先における水道水の飲用や、それを通じた環境配慮
行動の促進を図っています。
　現在、公共施設や都営線の駅等に設置されている
800か所以上の水飲栓を、DSとしてホームページ
上のマップで公開しています。

ＤＳマップ

おうち水道キャラバン


