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アドバイザリーボード資料

次期経営計画の策定方針等について
１ 策定方針

１

２ 主な取組
(1)「お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支える」ための施策

３

再構築、浸水対策、震災対策、汚泥処理の信頼性強化と効率化、維持管理の充実

(2)「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」ための施策

５

合流式下水道の改善、処理水質の向上、エネルギー・地球温暖化対策

(3)「最少の経費で最良のサービスを安定的に提供する」ための施策

６

企業努力、東京にふさわしい施設運営手法の導入、広報戦略、人材育成・技術力の向上

３ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
デジタル化による仕事の進め方の見直し、ＩＣＴ・ＡＩの活用例

８

策定方針
計画の
位置付け

地方公営企業として、中期的な目標と取組、財源等を明らかにした事業運営の指針

将来的な人口減少や気候変動などの社会経済情勢の変化を見据えるとともに、長期的な視点に
立ってお客さまサービスの更なる向上に取り組みます。

○ 収入支出の両面で厳しい経営環境の中にあっても、老朽化施設の再構築や浸水対策などの主要
施策を着実に推進します。
基本的な
考え方

○ 安定的な下水道機能の確保に向けて維持管理の充実を図るとともに、エネルギー・地球温暖化
対策を推進します。
○ ICT・AIを活用した技術の開発・導入や、手続のデジタル化などによるサービスの質の向上に
取り組みます。
○ 水再生センター（水処理施設）の一部に包括委託を導入し、下水道局・政策連携団体・民間事
業者の三者で効率的かつ安定的に施設を運営していきます。

○ 不断の経営効率化に努めるとともに、将来負担を考慮した企業債の管理等を適切に行い、持続
可能な財政運営を図ります。

計画期間

令和３年度～令和７年度（2025年度までの５か年）
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策定方針
次期経営計画の体系
≪経営方針Ⅰ≫
「お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支える」

≪経営方針Ⅱ≫
「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」

老朽化対策にあわせて機能の向上を図る「再構築」
豪雨などから都市を守る

「浸水対策」

首都直下地震などに備える

「震災対策」

震災時などの信頼性の強化と処理の効率化を図る
「汚泥処理の信頼性強化と効率化」

雨天時に放流される汚濁負荷量を削減する
「合流式下水道の改善」
東京湾などの水質向上に貢献する「処理水質の向上」
エネルギー使用量や温室効果ガス排出量を削減する
「エネルギー・地球温暖化対策」

下水道機能を安定的に確保する「維持管理の充実」

≪経営方針Ⅲ≫
「最少の経費で最良のサービスを安定的に提供する」
お客さまの信頼感を高め、持続的な事業運営を図る
「経営基盤の強化」

策定
スケジュール
（予定）

令和２年１２月１６日

下水道局アドバイザリーボード開催

令和３年

１月末

経営計画（案）公表、パブリックコメント開始（～２月末）

２月中旬

東京都議会

３月末

経営計画の決定・公表

公営企業委員会報告
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「お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支える」ための施策
浸水対策

再構築
区部全体（38年）

面積 ： 約56,200ha
◆都心4処理区の再構築完了を見据え、 延長
： 約16,000km
取組を推進
※再構築未実施の場合46年

第三期（33年）
面積 ： 約12,200ha
延長 ： 約4,300km

• 令和11年度までに整備年代の古い
都心４処理区（第一期再構築エリア）
の再構築完了を目指し、枝線を再構築
• 第一期再構築エリアの完了を見据え、
第二期再構築エリアの着手に向けて
検討

◆近年激甚化する豪雨等を踏まえ、取組を強化
• １時間50ミリ降雨への対策を基本とした施設整備に加え、甚大
な被害が発生している地区等では１時間75ミリ降雨に対応する
施設整備を推進
• 最新の流出解析シミュレーション技術を活用した検証や近年の
浸水被害状況等を踏まえ、新たに対策地区を追加し整備を推進

第二期（42年）
面積 ： 約27,700ha
延長 ： 約7,200km

第一期（36年）
＝都心4処理区
面積 ： 約16,300ha
延長 ： 約4,500km
※再構築未実施の場合64年

※（）は令和２年度末における下水道管の平均経過年数である。

◆健全度に応じた幹線再構築や
代替幹線の整備を推進

再構築エリアと平均経過年数

• 更生工法と補修を組み合わせ、
幹線を再構築

浸水被害の状況
（平成30年９月18日）

• 水位が高い幹線など、再構築が困難
な幹線については先行して下水の
流れを切り替える代替幹線などの
整備を推進

下水道幹線の整備
（千川増強幹線）

◆流域下水道雨水幹線の新規着手
更生工法による幹線再構築
（谷田川幹線）

◆水再生センターなどで老朽化対策とあわせて省エネルギー化
等を推進
• 経済的耐用年数を基本としつつ、省エネルギー化が見込まれる
設備は前倒して再構築を実施

• 土木・建築構造物の機能を維持するため、補修等に加え、柱など
の一部を造り替える大規模改築を実施

• 複数の市にまたがる空堀川上流域南部
地域について、新たに流域下水道雨水
幹線の整備に着手

◆浸水に備えるソフト対策の充実
• 高精度な「東京アメッシュ」の降雨情
報を下水道施設の運転管理に活用する
とともに、お客さまの防災対策の一助
としてスマートフォンなどへ配信

集中豪雨発生時の
「東京アメッシュ」画像
（平成30年９月18日）

3

「お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支える」ための施策
震災対策

汚泥処理の信頼性強化と効率化

◆下水道管の耐震化や液状化対策の対象施設を拡大

震災時などにおける汚泥処理の信頼性強化

• 避難所など震災時に人が集まる施設等を優先して対策を推進

・水再生センター間の相互送泥施設の整備や送泥管の複数化を推進

• 下水道管とマンホール接続部の耐震化について、一時滞在施設
などを対象に加え、整備を推進

◆汚泥量の調整・配分による更なる効率化
・汚泥処理施設間で汚泥量を適切に配分し効率的に処理するため、
みやぎ水再生センターに調整・配分機能の整備を推進

• マンホールの浮上抑制対策について、
無電柱化している道路などを対象に
加え、整備を推進

維持管理の充実
マンホールの浮上被害事例
(東日本大震災：平成23年）

◆水再生センターなどの耐震対策を推進
• 震災後においても必ず確保すべき揚水、簡易処理、消毒機能を
維持するための耐震対策に加え、引き続き、残る施設の耐震
対策を推進

◆下水道管や水再生センターなどの延命化
• 点検・調査結果に基づき、
計画的に補修など対策を
実施するとともに、
点検・調査が困難な施設
は個別に対応方法を検討

• 停電時に必要な電力を発電可能な
非常用発電設備の整備を推進
補修前
補修後
劣化した施設の補修の様子

◆維持管理の効率化
天井や床の厚みを増し補強する
耐震工事の状況（施工中）

• 水処理の際に微生物に酸素を送る送風量の最適化や、焼却炉の
能力に応じた汚泥量の配分などにより、維持管理費を縮減
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「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」ための施策
合流式下水道の改善

エネルギー・地球温暖化対策

◆下水道法施行令※への対応に必要な対策を完了

◆エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の更なる削減

• 令和5年度末までに降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設
を整備し、下水道法施行令への対応に必要な貯留施設170万m3
の整備を完了

• 温室効果ガス排出量を2030年度までに2000年度比で30％
以上削減する「アースプラン2017」などの目標達成に向け、
取組を推進

◆水が滞留しやすい河川区間など14水域や隅田川の水質改善

• 省エネルギー型機器やＩＣＴ・ＡＩを活用した制御技術などを
導入し、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量をより一層削減

• 14水域や隅田川において、水辺
環境を活かしたまちづくりが進め
られているエリアなどで貯留施設
の整備を推進

• エネルギー自立型焼却炉の導入を進めるなど、下水道の持つポテ
ンシャルを最大限活用し、再生可能エネルギーの利用拡大を推進
• 「ゼロエミッション東京戦略」における2050年に目指すべき姿
を見据え、温室効果ガス排出量を大幅に削減できる技術開発を
推進

• 関係区やまちづくり部署と連携し、
公共施設や再開発地区での部分
分流化を推進
三河島水再生センター
貯留施設

処理水質の向上
◆東京湾などの水質向上のため、ちっ素やりんを一層削減
• 各水再生センターの抱える課題にあわせ、高度処理や準高度
処理の整備に加え、開発した技術の導入を検討し、効果的に
処理水質を向上

※

東部スラッジプラント
ベルト型汚泥濃縮機
（省エネルギー型機器）

清瀬水再生センター
太陽光発電
（再生可能エネルギー）

下水道法施行令：区部では令和５年度末までに合流式下水道からの雨天時放流水質を処理区平均ＢＯＤ４０mg/Ｌ以下とすることが定められている。
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「最少の経費で最良のサービスを安定的に提供する」ための施策
企業努力

東京にふさわしい施設運営手法の導入

コスト縮減や資産等の有効活用など、不断の経営効率化に
努めることで、持続可能な財政運営を図る。

将来にわたり安定的に下水道事業を運営していくため、東京下
水道の特徴を踏まえ、一部の水再生センターの水処理施設に包括
委託※１を導入

◆建設・維持管理コストの縮減

◆導入の考え方

• これまで培ってきた知識や経
験を活用しながら、新たな技
術を導入することなどにより、
建設・維持管理コストを縮減
• ＩＣＴ・ＡＩを活用した技術
の開発・導入を進めるなど、
更なる事業の効率化を推進

• 水再生センターの水処理施設では、下水道局・ＴＧＳ※2・民間
事業者の体制等を踏まえ、運転管理の困難度等が小さい水再生
センターに包括委託（性能発注・複数年契約）を導入

廃熱
発電機

電力
廃熱を活用した
発電により必要な

電力を自給

新たな技術の導入による
維持管理コストの縮減例
（エネルギー自立型焼却炉）

◆資産等の有効活用

• 新たな施設運営手法のもと、ＩＣＴ・ＡＩを活用した自動運転
など、次世代の下水道システムの構築を目指す。

◆水処理施設の運営手法

• 下水道施設の上部空間の活用、
土地・建物の貸付けや売却、
下水熱の利用など、資産や資
源の有効活用により、積極的
に収入を確保

地域

運営主体
下水道局

区部
TGS

多摩

• 局が所有する資産の活用可能
性について、民間事業者の意
見を聴くなど、市場動向を踏
まえた更なる検討を実施
※【地域への貢献】
水再生センターなど施設の上部は、
公園や運動場、災害時の避難場所など
に活用（59か所約82ha）

• 下水道局・ＴＧＳ・民間事業者がそれぞれの立場で、下水道
サービスの安定的な提供を競い、創意工夫を活かした技術力や
経済性の発揮などによるサービスの更なる向上を目指す。

民間事業者

運営手法

考え方

直営（一部業務委託） 運転管理の困難度等
を検討し、一部の水
包括委託
再生センターに包括
委託を導入
包括委託

※１ 包括委託：複数の業務や施設を包括的に委託すること。一定の性能を発
揮できるのであれば、施設の運転方法の詳細等は運営主体の自由裁量に任
せる性能発注に加え、複数年契約を基本的な要素とする。

施設の上部空間の活用例
芝浦水再生センター上部ビル
「品川シーズンテラス」

※２

ＴＧＳ：都の政策連携団体である東京都下水道サービス株式会社の略称
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「最少の経費で最良のサービスを安定的に提供する」ための施策
広報戦略

人材育成・技術力の向上

普段目にすることが少ない下水道のしくみや基本的な役割等
について、お客さまにわかりやすく伝えることで、下水道事業
への理解と関心を向上

「下水道行政のプロ職員」を育成するため、「下水道局人材育
成方針」を改定し、人材育成と技術継承、技術力の向上に向けた
体制と施策を強化

◆技術継承の推進

◆下水道施設を活用した取組

• 職員の下水道事業に対する認識や業務の意義を深め、都技術職
員としての意識を向上させる取組を実施

• 浸水被害を軽減する下水道幹線の
工事現場などのＶＲ映像や動画の
ホームページ等への掲載を充実
• 芝浦水再生センター施設見学では、
ARなどのデジタル技術※を組み合
わせ、見えにくい施設を可視化
• 下水道施設を活用した体感型事業
（リアルとバーチャル）の取組を
充実

◆若い世代への環境学習の機会
創出

• これまで培ってきた下水道技術を着実に継承し、更に向上でき
るよう中長期的な視点で職員を育成

◆下水道技術実習センターの一層の活用
東京下水道VR
【※施設見学の充実例】
• 現場でタブレットをかざすと、
実際の画像にCGを重ねて表示
し、内部構造や水の流れなどの
説明動画が再生
• 説明内容を充実させるとともに、
多言語化を実施

• 様々な分野の実習や疑似体験を通じて、技術ノウハウの継承を
図る実習施設を活用し、若手職員の育成に加え、中堅、ベテラ
ン職員の指導力等を強化
• 民間事業者や他団体等の利用促進を図るなど、下水道界全体の
人材育成や技術継承、技術力向上にも貢献
下水道技術実習センター実習施設

• 小学生向けに行う「でまえ授業」
や「小学生下水道研究レポートコ
ンクール」等を実施するとともに
ウェブコンテンツを充実
• 体験型広報施設である「東京都虹
の下水道館」の活用などにより、
若い世代に下水道の役割や水環境
の大切さを伝えるため、様々な取
組を展開

でまえ授業の様子

管路内水中歩行

水再生センターの
運転シミュレーション
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デジタルトランスフォーメーション（DX）※1の推進
感染症対策や働き方改革などに的確に対応していくため、デジタル技術を活用した仕事の進め方の見直しや、ＩＣＴ・ＡＩなどを
活用した新たな技術の導入に向けた取組を推進

デジタル化による仕事の進め方の見直し

ＩＣＴ・ＡＩの活用例

◆行政手続のデジタル化

◆電力使用量の大きい送風機※2の運転を新技術により最適化

• 排水設備や公共ますの設置工事に関する届出・申請などの行政
手続において、お客さまに来庁していただくことなく、いつで
も・どこからでも手続ができるクラウドを活用したオンライン
申請サービスを導入

• 水再生センターで、流入水、反応槽内、処理水の水質等多くの
データをリアルタイムで収集・解析し、状況に応じた最適な
送風量を判断するＡＩ技術の開発を推進

※2 送風機：微生物に酸素を
送るための設備
（反応槽に空気を吹き込むこ
とで、微生物が活発に汚れを
食べ、下水がきれいになる）

行政手続のオンライン申請サービスのイメージ

◆仕事の進め方の見直し
• 職員のテレワークやサテライトオフィスでの業務など働き方の
変化に柔軟に対応し、機器や場所に制約されずに仕事ができる
次世代システム基盤を構築
• 現場の映像をリアルタイムに共有して、双方向で指示や相談が
できるウェアラブルカメラの活用により業務の効率化を推進

ＡＩ技術による送風量の最適化のイメージ

◆次世代ポンプ運転支援システムによる運転操作
• 豪雨時に流入する雨水の水量を予測し、雨水ポンプの運転を
支援するためのＡＩ技術の開発を推進

※1 デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）：ＩＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念
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