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1 下水道局事業改革本部の設置 下水道局における自律改革に向けた体制整備

都民ファーストの都政の実現に向けた改革を推
進するため、都政改革本部が設置されたことを
受け、下水道局事業改革本部を平成28年９月
１日に設置

○４月、10月の２回、会議を開催し、自律改革
の取組等について討議

○引き続き、適宜、会議を開催するとともに局
ポータルサイトにおいて、自律改革の取組等に
ついて、局内で情報を共有化

継続 各部

2 経営計画２０１６の推進

○急速に進行する下水道施設の老朽化
○近年多発する局地的な集中豪雨
○今後発生が想定される首都直下地震などに
対する取組
○東京２０２０オリンピック・パラリンピックの大
舞台となる東京湾をはじめ海や河川などの水
質改善
○下水処理の過程で大量に使用するエネル
ギーの削減や温室効果ガスの削減

（具体的な取組）
○お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を
支える「再構築」や「浸水対策」、「震災対策」を
実施
○良好な水環境と環境負荷の少ない都市の実
現に貢献する「合流式下水道の改善」や「高度
処理」、「エネルギー・地球温暖化対策」を推進
○最少の経費で最良のサービスを安定的に提
供するため、「維持管理の充実」や「技術開発
の推進」、「人材育成・技術継承」等に取り組む
とともに不断の経営効率化に努めて経営基盤
を強化
（外部意見の反映）
○アドバイザリーボードを開催し、経営計画の
実施状況などについて外部委員から意見・助
言をいただき事業に反映

○主要事業について計画に基づき着実に推進
○「維持管理の充実」の一つとして、各水再生
センターにおいて処理水質とエネルギー使用
量の二つの指標を用いた「二軸管理手法」を活
用し、運転を最適化
○経営計画に掲げた主要施策等の実施状況
などを「経営レポート」として分かりやすく取りま
とめ、９月に局のホームページで公表

○引き続き、職員一丸となって、経営計画の達
成に向けて取り組む

継続 各部

3
局幹部職員と若手職員との意見
交換

○継続的な仕事の改善
○創意工夫する職場風土の醸成

若手職員の問題意識を吸い上げ、局事業の見
直しに繋げるため、局幹部職員と各部所の若
手職員が意見交換できる機会・場を設置

○２月に「採用３年目職員企画提案研修」とし
て局長など局幹部職員と若手職員との意見交
換を実施

継続 各部
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4 情報の共有化
○円滑に業務を推進するための「情報共有」に
向けた取組を実施

○各職場において、職員が当日の業務内容や
進捗状況などを朝の10分間ミーティングで報告
するとともに、都政の動向及び局事業の取組状
況等についても情報を共有し、円滑に業務を遂
行
○経理部ポータルサイト「経理部便利帳」につ
いて、使い勝手向上のため、関連DBとのリンク
を追加

〇引き続き、各職場において、職員間の情報共
有を促進する取組を実施

継続 各部

5 業務改善の推進

○日頃から業務改善に積極的に取り組み、そ
の成果を東京都職員表彰（下水道局は、例年、
都の応募件数の４割程度）に提案するととも
に、局独自の局長賞や部・所長賞を運用しなが
ら、改善・改革を推進する職場風土を醸成
○優れた提案については、取組を水平展開す
るなどして改善の効果を一層拡大

○局職員提案応募件数214件のうち、12件を東
京都職員表彰（業務改革部門）へ推薦。職員表
彰（業務改革部門）を受賞した「下水処理にお
ける異常発泡現象の解消に向けた取組」につ
いて、芝浦水再生センターで実施され、効果を
発揮
○特に優れた６件については、提案者から局
幹部に直接説明する場を設けるとともに、下水
道局長賞として表彰し、広く局内に紹介

○引き続き、各職場において、積極的な業務改
善の取組を実施

継続 各部

6 人材育成及び技術継承の推進
○新人や若手職員の着実な育成
○ベテラン職員が培ってきた技術の確実な継
承

○現状分析力や課題に対する問題意識の醸
成、改善に向けた意思決定プロセスなどを習得
する取組を検討
○ベテラン職員と若手職員のコミュニケーション
の充実を図る取組を検討

○局及び部所別に技術継承検討委員会等を
設置し、年度計画に基づき、取組を実施。特色
ある取組は局内に水平展開
○東京都下水道サービス株式会社との共同で
職場体験OJTを実施するなど、現場や職場の
実情に合わせたOJT・職場研修を充実
〇事務職新任職員の育成ツールである事務の
スキルアップシートについて、２年目職員への
活用を試行実施

○引き続き、ベテラン職員と若手職員との座談
会など実効性のある取組を推進するとともに、
個々の職員の適性やキャリアを考慮し、技術継
承に必要な指導体制や指導ツールを継続して
改善

継続 各部

○継続的な仕事の改善
○創意工夫する職場風土の醸成
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7
附属機関等（アドバイザリーボー
ド）の公開

アドバイザリーボード（会議）、議事録の公開を
実施

○令和元年10月にアドバイザリーボードを公開
で開催
○資料、議事録について、局ホームページで公
表

継続 総務部

8 資金管理に係る情報公開 他局の事例を参考に実施

○局ホームページにおいて、平成30年度資金
運用管理実績、資金管理アドバイザー会議の
議事要旨を掲載

○引き続き、資金管理方針、資金管理アドバイ
ザー会議議事要旨、資金運用管理実績につい
て局ホームページの定期的な更新を行い、情
報公開を推進

継続 経理部

9 東京下水道の「見せる化」

急速に進行する施設の老朽化、多発する集中
豪雨への対策など、今後も着実に下水道事業
を推進していくためには、都民の理解と協力が
不可欠

お客さまの世代や下水道事業に対する関心、
認知度などに応じ、多様な情報媒体を活用して
戦略的に東京下水道をアピールする手法を検
討

○「東京下水道　見せる化マスタープラン」及び
「東京下水道　見せる化アクションプラン」に基
づき、お客さまに下水道事業への理解を深め
ていただき、事業を円滑に進められるよう、東
京下水道の役割や課題、魅力を積極的に発信
していく「見せる化」を各部所において推進
○若者向け東京下水道発信事業「東京地下ラ
ボ」について、公益社団法人土木学会の「土木
広報対象2019最優秀賞」を受賞

○引き続き、アクションプランに示す具体的な
取組を計画的に実施し、戦略的に「見せる化」
を展開

継続 総務部

10 大規模事業の情報発信

急速に進行する施設の老朽化、多発する集中
豪雨への対策など、今後も着実に下水道事業
を推進していくためには、都民の理解と協力が
不可欠

大規模事業について、事業概要や特徴などを
ホームページでＰＲし、下水道事業に関するお
客さまの関心を高める取組を実施

○「千代田幹線整備事業」のシールドマシンが
掘進する動画等、『大規模事業の情報発信』の
コンテンツを局ホームページへ掲載
○また、「東京アメッシュ」に画像バナーを掲載
するとともに、「下水道展’19横浜」の局ブース
においてデジタルサイネージでＰＲ
○施工中の下水道工事の防音ハウスに資料を
掲載し、地域住民にＰＲ

○引き続き、様々な機会をとらえて都民の目に
触れる機会を増やすなど、下水道事業のPRを
強化する取組を実施

継続 建設部

一層の情報公開が不可欠
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11 多摩地域下水道の情報発信

流域下水道事業は、都が幹線と水再生セン
ターを、市町村が各家庭から幹線までの施設を
設置・管理しており、事業の両輪として連携が
不可欠

局と市町村が双方向での情報共有を行い、さら
なる連携を深めるための取組を検討

○３月末までに、「メールマガジン」を６回（奇数
月）発行し、市町村に情報発信
○市町村への説明会を開催し、建設負担金及
び維持管理負担金の状況等を情報共有すると
ともに、流域下水道事業の財政状況等につい
て、市町村と意見交換等を実施

○引き続き、市町村と課題や情報を共有化す
る取組を実施

継続 流域下水道本部

12 浸水対策

○事業実施にあたり立坑等事業用地の確保が
困難であり、また周辺住民の方との工事着工
に向けた合意形成が難航し、完了予定時期が
遅れる場合あり
○ハード対策だけで安全を確保するには限界
があり、ソフト対策の充実が必要
○現在、下水道管内の水位情報は光ファイ
バー水位計によりリアルタイムで把握しており、
光ファイバーが敷設されていない下水道管では
リアルタイムな計測不可
○計測器、通信機能等を内蔵させたマンホー
ル蓋を用いて下水道管内の水位などをリアルタ
イムに把握できる技術を開発しているが、導入
にあたっては、豪雨時の急激に変化する管内
水位に対して、信頼性のある測定結果が得ら
れる箇所の選定や道路冠水下での通信の確
実性等が課題

○下水道事業の役割や重要性について理解を
促進するための取組を検討
○計測器、電源及び通信機能を内蔵させたマ
ンホール蓋を用いることで、光ファイバーケーブ
ルが敷設されていない箇所における管きょ内の
水位などをリアルタイムに把握できる技術を開
発

○「神田川流域」、「城南河川流域」に続き、「石
神井川及び白子川流域」、「野川・仙川・入間
川・谷沢川及び丸子川流域」、「江東内部河川
流域」において、「浸水予想区域図」を改定・公
表、他の流域についても順次改定・公表
○新旧の浸水予想区域図を比較することで、
下水道事業の効果をわかりやすく説明する「浸
水予想区域図から見た下水道の整備効果（ス
トック効果）」を局ホームページで公表
○「東京アメッシュ」について、現在の英語版に
加え、中国語版、韓国語版を追加

○引き続き、現場状況に即した継続的な工程
の見直しや高度な技術の活用などにより工期
短縮を図るとともに、一部完成した施設の暫定
的な稼働などにより事業効果を早期に発揮
○普段目にすることが少ない下水道事業を積
極的に発信するため、見学会等により既存の
施設や工事現場の「見せる化」を推進し、周辺
住民の方の下水道事業への理解を促進
○開発した本技術の実用化に向け、引き続き
検討

継続 関係各部

13 施設サービスの魅力向上

都政への信頼を築き、都民ファーストの都政を
実現していくためには、都民と都政との直接の
接点である各種施設のサービス品質を向上さ
せ、都民満足度を高めることが不可欠

当局所管の都民利用施設について、「施設
サービスチェックリスト」を用い、利用者の視点
から点検等を実施

○「旧三河島汚水処分場ポンプ場施設」
・平成31年４月より施設見学のWEB予約開始
・施設内展示物説明板を改修
○「東京都虹の下水道館」
・日英中韓の多言語パンフレットを作成・配布

継続 関係各部


