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基
本
情
報

国： アメリカ 1人あたりの国民所得： 55,794 USD （F.Y. 2014）
事業体/都市： LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT /ネバダ州・ラスベガス市
事業形態： 末端給水

給水量： －
m3/日 

家 庭 用： － m3/日
経営形態： その他（①で補足） 事 業 用： － m3/日
給水人口： －人 用水供給： － m3/日
国 or 事業体の家庭用原単位： － L/人/日 （内、屋外での使用水量： － L/人/日）

調
査
メ
モ
（
テ
ー
マ
「
料
金
」
）

① 基本情報の補足
→ 給水量実績（水需要）の傾向
－ 水の使用量に対する事業体の意向
－ 今後の施設の拡張/縮小に関する事業体の方針
・LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT は、非営利団体(a not for profit water agency)である。
水道料金は州法によって定められており、水道料金は配送費、メンテナンス費及び建設費のみをカバー
している。

②料金制度に関する情報
・徴収している料金 ： 水道料金
・料金算定の考え方 ： 固定料金と従量料金の組み合わせ
・水道の料金は、口径別料金（基本料金）とそれぞれ４段階の従量料金からなっている。段階の幅は、
単身世帯と単身世帯以外とで分けている。 
・毎月請求 
＜南ネバダ水道局からの受水費＞ 
・LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT の請求額には、南ネバダ水道局からの水道使用に伴う日々
のサービス料（受水費）を含んでいる。
・南ネバダ水道局は、LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT に用水供給を実施しているだけでな
く、長期間の水資源を保障する役割も担っている。 
・南ネバダ水道局に掛かる浄水費、水源管理費、配水管網費として、当局よりいくつかの追加料金（信
頼料金・必要料金・インフラ料金）が課せられる。

② 料金の値上げ/値下げの経緯に関する情報
－ 近年の値上げ/値下げ傾向
・直近の料金改定は 2011 年 1 月 1日。※傾向は不明である。

④検針に関する情報
・毎月検針。 

・一部 AMR（自動検針）を導入している。 

⑤1ヶ月あたりの料金の試算（管口径 15.9mm、住宅の顧客の場合） 
※水道料金には受水費も含めて算出している。
水道料金：10 m3/月使用の場合 23.93 USD/月 23.93 USD/月
〃 ：家庭用原単位×30 日の場合 － USD/月 － USD/月

下水道料金：10 m3/月使用の場合 － USD/月 － USD/月
〃 ：家庭用原単位×30 日の場合 － USD/月 － USD/月

⑥その他
・情報はすべてWEBサイトより入手 
LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT 
https://www.lvvwd.com/custserv/billing_rates.html 
・ラスベガス市は山に囲まれたネバダ砂漠の中の盆地に市街地が広がっているが、水道料金はアメリカ
の他都市と比較して安価である。 

※ ↗：増加 
↘：減少 
→：変化無し
―：不明
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http://www.circleofblue.org/2015/world/price-of-water-2015-up-6-percent-in-30-major-u-s-
cities-41-percent-rise-since-2010/ 

・夏は暑く、日中の気温は 40°Cを越えるが湿度は 10%以下と非常に乾燥している。一方、冬は冷え込
みが強く、気温が氷点下を記録する日もある。 
・ラスベガス首都圏は、渇水の影響を受けるコロラド川のミード湖（フーバーダム）から約 90％取水し
ている。 
・水需要の傾向 

https://www.lvvwd.com/assets/pdf/financial_budget_full.pdf 
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○水道料金 2011年１月１日より有効（税込み）
料金科目 基本料金 従量料金 備考

水道料金 10.06 1.16 管口径15.9mmで、月使用水量が0～18.9m3の場合
2.08 管口径15.9mmで、月使用水量18.9～37.9m3の場合
3.09 管口径15.9mmで、月使用水量37.9～75.7m3の場合
4.58 管口径15.9mmで、月使用水量75.7m3超の場合

11.59 1.16 管口径19.1mmで、月使用水量が0～25.7m3の場合
2.08 管口径19.1mmで、月使用水量25.7～51.1m3の場合
3.09 管口径19.1mmで、月使用水量51.1～102m3の場合
4.58 管口径19.1mmで、月使用水量102m3超の場合

14.64 1.16 管口径25.4mmで、月使用水量が0～38.2m3の場合
2.08 管口径25.4mmで、月使用水量38.2～76.9m3の場合
3.09 管口径25.4mmで、月使用水量76.9～218m3の場合
4.58 管口径25.4mmで、月使用水量218m3超の場合

22.26 1.16 管口径38.1mmで、月使用水量が0～70.4m3の場合
2.08 管口径38.1mmで、月使用水量70.4～141m3の場合
3.09 管口径38.1mmで、月使用水量141～665m3の場合
4.58 管口径38.1mmで、月使用水量665m3超の場合

31.42 1.16 管口径50.8mmで、月使用水量が0～109m3の場合
2.08 管口径50.8mmで、月使用水量109～217m3の場合
3.09 管口径50.8mmで、月使用水量217～1,460m3の場合
4.58 管口径50.8mmで、月使用水量1,460m3超の場合

USD/月 USD/3.79㎥(1,000ガロン)

10.06 1.16 管口径15.9mmで、月使用水量が0～18.9m3の場合
2.08 管口径15.9mmで、月使用水量18.9～37.9m3の場合
3.09 管口径15.9mmで、月使用水量37.9～75.7m3の場合
4.58 管口径15.9mmで、月使用水量75.7m3超の場合

11.59 1.16 管口径19.1mmで、月使用水量が0～28.4m3の場合
2.08 管口径19.1mmで、月使用水量28.4～56.8m3の場合
3.09 管口径19.1mmで、月使用水量56.8～114m3の場合
4.58 管口径19.1mmで、月使用水量114m3超の場合

14.64 1.16 管口径25.4mmで、月使用水量が0～47.3m3の場合
2.08 管口径25.4mmで、月使用水量47.3～94.6m3の場合
3.09 管口径25.4mmで、月使用水量94.6～284m3の場合
4.58 管口径25.4mmで、月使用水量284m3超の場合

22.26 1.16 管口径38.1mmで、月使用水量が0～94.6m3の場合
2.08 管口径38.1mmで、月使用水量94.6～189m3の場合
3.09 管口径38.1mmで、月使用水量189～946m3の場合
4.58 管口径38.1mmで、月使用水量946m3超の場合

31.42 1.16 管口径50.8mmで、月使用水量が0～151m3の場合
2.08 管口径50.8mmで、月使用水量151～303m3の場合
3.09 管口径50.8mmで、月使用水量303～2,120m3の場合
4.58 管口径50.8mmで、月使用水量2,120m3超の場合

55.83 1.16 管口径76.2mmで、月使用水量が0～303m3の場合
2.08 管口径76.2mmで、月使用水量303～606m3の場合
3.09 管口径76.2mmで、月使用水量606～5,450m3の場合
4.58 管口径76.2mmで、月使用水量5,450m3超の場合

83.28 1.16 管口径102mmで、月使用水量が0～473m3の場合
2.08 管口径102mmで、月使用水量473～946m3の場合
3.09 管口径102mmで、月使用水量946～15,100m3の場合
4.58 管口径102mmで、月使用水量15,100m3超の場合

159.56 1.16 管口径152mmで、月使用水量が0～946m3の場合
2.08 管口径152mmで、月使用水量946～1,890m3の場合
3.09 管口径152mmで、月使用水量1,890～47,300m3の場合
4.58 管口径152mmで、月使用水量47,300m3超の場合

251.09 1.16 管口径203mmで、月使用水量が0～1,510m3の場合
2.08 管口径203mmで、月使用水量1,510～3,030m3の場合
3.09 管口径203mmで、月使用水量3,030～90,800m3の場合
4.58 管口径203mmで、月使用水量90,800m3超の場合

357.87 1.16 管口径254mmで、月使用水量が0～2,180m3の場合
2.08 管口径254mmで、月使用水量2,180～4,350m3の場合
3.09 管口径254mmで、月使用水量4,350～152,000m3の場合
4.58 管口径254mmで、月使用水量152,000m3超の場合

525.67 1.16 管口径305mmで、月使用水量が0～3,220m3の場合
2.08 管口径305mmで、月使用水量3,220～6,440m3の場合
3.09 管口径305mmで、月使用水量6,440～225,000m3の場合
4.58 管口径305mmで、月使用水量225,000m3超の場合

USD/月 USD/3.79㎥(1,000ガロン)

単身世帯の管口径別料金表

単身世帯以外の管口径別料金表
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○受水費 2011年１月１日より有効
料金科目 基本料金 追加料金 備考

信頼料金 住居の顧客 水道料金の総額× 0.25% ※顧客は皆、蛇口を回ると同時に水が流れてくることを期待しており、

USD/月 いくつかの業務上での使用の場合、特に、ピークの使用期間には、シ

住居の顧客以外 水道料金の総額× 2.5% ステムの信頼がより重要である。この料金は、それに応じて供給しな

USD/月 ければならないという前提に基づき、課せられる。

必要料金 0.44 ※この料金は、水質改善及び水道システムの強化のために課せられる。

USD/3.79㎥(1,000ガロン)
インフラ料金 住宅 9.59 - 管口径15.9mmもしくは19.1mmの場合

27.9 - 管口径25.4mmの場合
55.80 - 管口径35.1mmの場合
89.28 - 管口径50.8mmの場合
178.53 - 管口径76.2mmの場合
278.96 - 管口径102mmの場合
557.92 - 管口径152mmの場合
892.65 - 管口径203mmの場合
956.55 - 管口径254mm以上の場合

住宅以外 23.64 - 管口径15.9mmもしくは19.1mmの場合
44.77 - 管口径25.4mmの場合
89.55 - 管口径35.1mmの場合
143.27 - 管口径50.8mmの場合
286.53 - 管口径76.2mmの場合
447.72 - 管口径102mmの場合
895.44 - 管口径152mmの場合
1,432.68 - 管口径203mmの場合
2,059.47 - 管口径254mm以上の場合

消火栓 3.34 - 管口径15.9mmもしくは19.1mmの場合
6.32 - 管口径25.4mmの場合
12.63 - 管口径35.1mmの場合
20.21 - 管口径50.8mmの場合
40.41 - 管口径76.2mmの場合
63.14 - 管口径102mmの場合
126.28 - 管口径152mmの場合
202.04 - 管口径203mmの場合
290.43 - 管口径254mm以上の場合

USD/月

※この料金は、いくつかの大きな水道システムプロジェクトに支払われ
る。
例：南ネバダ州を厳しい渇水条件から保護するため、厳しい低い湖面レ

ベルから新しく取水するためのポンプ所を建設するプロジェクト

-

-


