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国： イギリス 1人あたりの国民所得： 45,614 USD （F.Y.2014）
事業体/都市： Thames Water /ロンドン市周辺
事業形態： 末端給水

給水量： 260 万 
m3/日

家 庭 用： － m3/日
経営形態： 民営 事 業 用： － m3/日
給水人口： 900 万人 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
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モ
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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
・英国のイングランド及びウェールズでは、1989 年に水道事業が民営化され、10の民営上下水道会
社が設立された。Thames Water は英国最大の上下水道会社である。 
・供給区域はロンドン及びテムズ・バレー地区である。 
・従来が料金固定性であったため、水の有効利用に対する意識が低い。

②料金制度に関する情報
・徴収している料金 ： 水道料金、下水道料金
・料金算定の考え方 ： 固定料金制と従量料金制が並存
・水道料金は水サービス規制庁（Ofwat）により規制され、毎年度の料金はその都度Ofwat の承認
を受けることになっている。Ofwat は 5 年毎に水道料金の上限値を改定しており、水道会社はそ
の上限値に基づき、料金設定を行う。
・Ofwat は主に水道料金の上限(プライスキャップ)の策定、PR(Price Review)料金見直し、事業計
画の評価(予算審査)、パフォーマンスの評価などを行う。
・英国では不動産課税価値を基準に水道料金を算定してきた経緯があり、料金固定性である場合が
多い。しかし、1990 年から課税価値が公表されなくなり水道料金の算定が困難になったため、新
築家屋への水道メーター設置が推進され、2009 年で約 38％という状況である。（なお、既存家
屋への水道メーター設置は使用者の申請に基づき設置する） 
・上記により、水道メーターの有無によって料金体系が異なる。また、それぞれ家庭用と営業用の 2
種が存在する。 
・集合住宅でメーターが設置できない場合、建物の種類により異なる固定年間量から構成される査
定料金を利用できる。
・料金の支払いについては半年または 1年に 1回（分割での支払い可） 
・water sure という、低所得者や支払困難者に対し、水道料金の 50％を軽減させるシステムが 
ある。

③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
・2015 年で約 1％、2016 年で約 3％値上げしている。しかし、水サービス規制庁(Ofwat)は料金
引き下げの方針で、料金見直しを要求している。

④検針に関する情報
・検針は水道メーターが設置されている場合でも年 1～2回程度である

⑤1ヶ月あたりの料金の試算【水道メーターが設置されている場合の固定料金(£/年)÷12(月)+従量料金
(£)×10 ㎥】（税込み）

水道料金：10 m3/月使用の場合 14.40£ /月 20.69 USD/月
〃 ：家庭用原単位×30 日の場合 －£ /月 － USD/月

下水道料金：10 m3/月使用の場合 13.62£ /月 19.57 USD/月
〃 ：家庭用原単位×30 日の場合 －£ /月 － USD/月

電 気 料 金 －£ /月 － USD/月
ガ ス 料 金 －£ /月 － USD/月
電 話 料 金 －£ /月 － USD/月

⑥その他
情報はすべてWEBサイトにより入手 
引用 URL：http://www.jwrc-net.or.jp/kenshuu-koushuu/handout/sk01_01.pdf/公式外 URL  

:http://www.thameswater.co.uk/ Thames Water 公式WEBサイト

※ ↗：増加 
↘：減少 
→：変化無し
―：不明
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＜料金の請求区分：家庭用.＞ 2015／2016（税込み）
料金科目 固定料金 各種料金／従量料金 備考

上下水道料金 水道 課税評価額
（水道メーター無し）

£／年 pence／£RV／年
住宅査定料金

£／年 £／年
下水道 課税評価額

£／年 pence／£RV／年
住宅査定料金

£／年 £／年
上下水道料金 水道 従量料金
（水道メーター有り）

£／年 pence／㎥
下水道 従量料金

£／年 pence／㎥

課税評価額を
使用する場合

住宅査定料金を
使用する場合

課税評価額を
使用する場合

住宅査定料金を
使用する場合

水道メーターが設置されていない場合、左記固定料金に加えて、個々の土地建物
の課税評価額（Rateable Value）に、地方自治体によって異なるポンド率
（Rate per Pound）を乗じて決定される料金を支払う。（1989年に決定）

水道メーターの設置を要望しながら何らかの理由によりそれが困難な場合、左記
固定料金に加えて、土地建物の大きさ（＝ベッドルーム数）に応じた住宅査定料
金（Assessed Household charge）の支払いを選択できる。（上記「課税評価
額を使用する場合」と比較して安いほうを選択する）

上記「課税評価額を使用する場合」と同様

30.70

30.70

53.25

58.25～106.76

91.18～196.61

53.25

68.15
上記と同様

21.25 上下水道料金は、固定料金＋使用水量による。使用水量は、水道メーターを検針
して計るが、これが出来ない場合は使用水量を推定することで算出する。（1£
＝100pence）

上記「住宅査定料金を使用する場合」と同様

34.06～74.56

57.35～123.67

126.29

79.43
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＜料金の請求区分：営業用.＞ 2015／16（税込み）
料金科目 固定料金 従量料金 備考

上下水道料金 水道
（水道メーター有り）

£／年 pence／㎥／年
Intermediate volume user 2147.00

£／年
Large volume user 12565.00

£／年
Super large volume user 59,923.00

£／年
下水道 26.98～11448.68

£／年
35.00～17635.00
£／pipe size／年 pence／㎥／年

Large volume user 15,886.00
£／年

大口需要者の年間追加料金（＞100000 ㎥/年）

23.00～11443.84 76.57～132.16
年間の使用水量に応じて固定料金と従量料金が異なる。

年間の使用水量に応じて固定料金と従量料金が異なる。固定料金には管口径に応
じた固定料金が加算される。

64.19～87.87

大口需要者の年間追加料金（20000-50000㎥/年）

大口需要者の年間追加料金（50000-250000㎥/年）

大口需要者の年間追加料金（250000+ ㎥/年）


