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下水道局防災訓練（災害対策本部会議）

　災害時に迅速・的確に対処できる危機対応ノウハウを備
えた人材を計画的に育成し、実践的な訓練を通じて、応急
復旧体制の充実を図ります。

　下水道施設の様々な耐震
化の取組について、東京都
総合防災訓練など、あらゆ
る機会を捉えて情報を発信
します。

区市町村と連携したし尿の搬入・受入訓練

東京都総合防災訓練の様子

区市町村が準備する
仮設トイレの例

仮設トイレの設置可能なマンホール

拡大
青いゴムキャップ

で表示

　　　危機管理対応の強化
　災害や重大事故などの危機発生時においても、下水道機能を確保するため、「応急復旧体制の整備・充
実」、「区市町村などと連携した防災対策の強化」及び「災害に備えるリスクコミュニケーションの充
実」などを柱として危機対応力を強化します。

施策

　　　　　首都直下地震など発災時の
応急復旧体制の充実

取組内容

・トイレ機能の確保に向け、区などとの連携により仮設トイ
レの設置可能なマンホールの指定を拡大します。

・災害時のし尿の搬入・受入体制の円滑な運用に向け、区市
町村と連携して訓練などを実施します。

　　　　　首都直下地震などの災害時の取組取組内容

　　　　　平常時からのお客さまへの情報発信取組内容

危機管理産業展
下水道局ブースの様子

11　多様なサービスの展開

　　　ビルピット臭気対策の推進
　お客さまの快適な生活を支えるため、ビルピット臭気を減少させ、快適な都市環境の形成に貢献し
ます。

施策

東京都では、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する
指導要綱」を策定し、さらに、ビルピットから生じる悪臭に対応する
ための知識、対応手順等をまとめたマニュアルを作成しています。

　　　　　ビルピット臭気への対応

　臭気発生を未然に防ぐ予防保全対策として、日本
橋、銀座、新宿など東京を代表する地区のビルを調査
し、対策が必要なビルに改善を要請しています。
 さらに、東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けて地区を拡大し、予防保全対策を実施しています。

取組内容

　　　　　関係部署との連携強化

　ビルピットからの臭気をなくすためには、ビル管理
者による適切な維持管理が重要です。法令等に基づく
指導を適切に実施できるように、都・区の関係部署と
一層連携してビルピット臭気対策を効果的に進めてい
きます。

取組内容

　　　　　再生水の利用取組内容 　　　　　下水の熱利用　取組内容

　　　　　施設の上部空間などの有効活用　取組内容

　　　下水道の持つポテンシャルの活用
　下水道が持つ資源・エネルギーの有効活用や下水道施設の上部空間の利用などにより、良好な都市環境
を創出します。

施策

後楽一丁目地区地域冷暖房事業

ポンプ所用地も活用した常盤橋街区の
再開発（出典：三菱地所㈱）

　都市の貴重な水資源として再生水を活用することに
より、都市の水循環を形成します。一日当たり約1万
ｍ3の再生水をビルのト
イレ用水などとして７
地区196施設に供給し
ています。また、枯渇
した河川などの清流復
活事業やせせらぎの里
公苑用水にも再生水を
活用しています。

　下水道施設の上部空間を活用し、まちづくりに貢献
します。東京駅日本橋口前の常盤橋街区での再開発プ
ロジェクトに地権者として
参画しています。老朽化し
たポンプ所を再構築すると
ともに、降雨初期の特に汚
れた下水を貯留する施設を
新たに整備し、その上部を
民間事業者に貸し付け、街
区全体のまちづくりに貢献
します。

　気温と比べ「夏は冷た
く、冬は暖かい」という
下水の温度特性を活用
し、13の水再生センタ
ーや近隣のオフィスビル
で冷暖房の熱源として利
用しています。

　　　　　下水汚泥の資源化取組内容

　限りある埋立処分場の延命化などを図るため、汚泥
の資源化を促進します。原子力発電所の事故の影響に
より汚泥から放射性物質が検出され、資源化率は大幅
に減少しましたが、放射性物質の濃度の低下を踏まえ
て、粒度調整灰などの資源化を再開しています。

清流復活事業（目黒川）
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 取組方針１ 　
　　

 取組方針２ 　
  　

 取組方針３ 　
  　

 取組方針４ 　
  　

　　　技術開発の推進
　下水道サービスの維持・向上を図るため、事業が直面する課題や将来を見据えて解決すべき課題につい
て、計画的に技術開発に取り組み、日本の下水道技術をリードしていきます。

　「経営計画2016」の目標達成や現場の技術的課題などを技術開発により効率的に解決していくため、
計画期間が平成28(2016)年度から令和2(2020)年度までの｢技術開発推進計画2016｣を策定しました。
　技術開発を更に効率的に進めるため4つの取組を充実するとともに、ICT（情報通信技術）の活用や維
持管理に関わる技術開発をより重視して進めていきます。

施策

お客様の安全を守り、安心で快適な
生活を支えるための技術開発

安定的に下水道機能を確保するため
の維持管理に関わる技術開発

　近年の突発的な集中豪雨への対応や雨水排除の信
頼性向上のため、無注水形先行待機雨水ポンプの気
中運転時間を延長する技術を開発しました。

開発テーマの設定から事業化までPDCAサイクルで総合的にマネジメントしてい
くため、技術経営(MOT)手法を新たに活用していきます。

下水道事業に活用できる画期的な技術・アイデアを創造・開発するため、様々な
分野との技術の融合を図る「オープンイノベーション」を一層推進していきます。

開発インセンティブの向上促進のための「開発技術の導入を前提とした共同研
究」などの推進により、共同研究を更に活性化していきます。

下水道技術やノウハウの確実な継承に加え、民間企業などの技術力の向上を誘導
する共同研究の実施により、下水道界の技術力の向上に努めていきます。

・浸水対策に関わる技術開発

これらの詳細については、当局ホームページの「技術開発推進計画2016」でご覧いただけます。

・維持管理に関わる技術開発

技
術
開
発
を
効
率
的
に
進
め
る
取
組

先行待機形雨水ポンプの水中軸受イメージ 
大深度の下水道管などは人力による点検調

査や清掃が難しいため、作業ロボットなどを
活用して維持管理を無人化・省人化する技術
を開発します。

ロボットによる大深度下水道管の清掃イメージ

　　　　　「技術開発推進計画2016」の推進取組内容

取組内容 取組内容

水中軸受 

　　　東京下水道の国際展開
　東京下水道では、下水道施設が未整備または整備されていても十分に機能が発揮されていない国や地域
などの課題解決に貢献するとともに、下水道関連企業の海外展開を後押しすることで、東京ひいては日本
の下水道事業の活性化と産業力の強化に寄与していくことを目的として国際展開に取り組んでいます。

施策

取組内容
海外インフラ整備
プロジェクトなどの推進
　東京下水道の技術やノウハウ
などを活用し、相手国・地域の
ニーズに応じた技術支援をJICA
等関係機関と連携して行ってい
きます。
　また、現場の創意工夫から生
まれた開発技術の海外展開を
推進します。

　水面制御装置は、当局、政策連携団体である東京都下水道サービス
株式会社（以下TGSという。）及び民間企業の３者で共同開発をした、
合流式下水道から河川などへのごみの流出を抑制する技術です。
　東京都のほか他都市も含めて国内で1,700か所以上に設置されてい
ます。さらに、ドイツなどの企業とライセンス契約を締結し、海外
においても普及拡大を図っています。
　こうした国内外での水環境改善への貢献が評価され、令和2年5月
に土木学会「環境賞」を受賞しました。

東京下水道の技術が活用されている
マレーシアの下水処理場建設現場

（出典：LANGAT SEWERAGE PROJECT HP）

オンラインでの論文発表
（WEFTEC2020）

海外政府高官による当局施設の視察

取組内容
情報発信の強化
　海外の水環境関係機関など
が主催する国際会議等の機会を
活用し、東京下水道の優れた技
術や取組を国内外に発信し、東
京下水道のプレゼンスの向上を
図っていきます。

取組内容
人材交流・育成の促進
　都市に共通する課題の解決に
向け、姉妹友好都市等との技術
的な交流を進めるほか、アジア
諸都市をはじめ、海外からの調
査団、研修生の受入れなどによ
る人材交流・育成を図っていき
ます。

合流式下水道の改善を図る水面制御装置

欧州での更なる普及拡大に向け、
ドイツ企業と共同研究に関する覚書を締結

（平成30年5月）

海外の展示会での模型を使ったPR
（令和元年9月）
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　　　東京下水道の「応援団」の獲得
　普段目にすることが少ない下水道のしくみを積極的に発信し、お客さまに下水道事業への理解を深めていただくととも
に、お客さまとのパートナーシップの充実を図り、より多くの東京下水道の「応援団」の獲得を目指します。

施策

　　　　　東京下水道の積極的な「見せる化」取組内容

・「見せる化」の取組
　下水道はその施設の多くが地下にあって “見えにくい”、また、お客さまの暮らしにとって、“あって当
たり前” のものとなっており、下水道に関心を持っているお客さまの割合は低くなっています。           　
　こうしたことから、下水道局ではお客さまに下水道事業への理解をより深めていただくために東京下水
道の役割や課題、魅力をお客さまに積極的に発信していく「見せる化」に取り組んでいます。

　　　　　東京下水道の新たな魅力を発信する取組 取組内容

・下水道のインフラ見学ツアー
普段は案内していない下水道施設や工事現場等を巡り、楽しみながら東京下水道への理解を深めていた

だくツアーを実施しています。

・「東京下水道　見せる化アクションプラン 2018」の策定
　「見せる化」の基本的な方向性を示すため、平成 29（2017）年４月に「東京下水道　見せる化マスター
プラン」を策定し、取組を具体的に進めていくための実施計画として、平成 30年（2018）年３月に「東
京下水道　見せる化アクションプラン 2018」を策定しました。

アクションプランは、計画期間である平成 30(2018) 年度から令和２（2020）年度までの３年間に行う「見
せる化」の取組を具体的に示したもので、「開く」、「伝える」、「魅せる」の３つの方針のもと、これらの計画
に基づき、お客さまに下水道事業への理解をより深めていただけるよう取り組んでいます。

開く
東京下水道を見やすく
オープンにします

伝える
東京下水道の素晴らしさや
想いをアピールします

魅せる
東京下水道の新たな魅力を
プロデュースします

「３つの方針」

■全文を東京都下水道局ホームページで公開中
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/news/pdf/miseruka_masterplan.pdf
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/news/pdf/miseruka_actionplan.pdf

葛西水再生センター 江東幹線工事現場 多摩川上流・
八王子水再生センター連絡管

令和元年度参加者募集ちらし 

令和2年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、一部事業については延期又は中止しています。

　　　　　東京下水道の新たな魅力を発信する取組 取組内容

　　　　　子供たちへの下水道教育の機会を提供取組内容

・東京地下ラボ
下水道に関する都民意識調査によると、20代の下水道事業への関心度は低く、10％程度となっています。

こうした状況を受け、若い世代により深く関心を持っていただくためのプロジェクト「東京地下ラボ by 
東京都下水道局」を実施しております。
　公募で募った学生たちに、ワークショップやフィールドワークなどを通じて下水道への理解・関心を深め
てもらい、学生ならではの新たな視点から、東京下水道の魅力を発信する広報ツールを制作してもらいます。

・VR技術による施設見学の疑似体験
地下の貯留管などをＶＲ技術により映像化し、イベントなどで

気軽に施設見学を疑似体験できる取組を実施しています。

【令和元年度の取組事例】 

水

　「でまえ授業」や「小学生下水道研究レポートコンクール」などの下水道教育事業を通じて、下水道を正し
く理解し、未来の水環境について主体的に考え行動する「下水道マイスター」となる子供たちを育成します。
　「下水道教育ホームページ」では、子供たちが楽しく学べるゲームやクイズなど、豊富なコンテンツを公開
しています。（下水道教育ホームページ　　　    ）

でまえ授業の様子 みんなの下水道（副読本） 小学生下水道研究レポートコンクール 

下水道施設親子見学ツアー 下水道教育事業ホームページ

8月20日
ワークショップ

8月26日
フィールドワーク

10月17日
講演会

11月～12月
動画制作

2月12日
成果報告会
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・わかりやすい情報発信
お客さまに下水道事業を理解していただくため、ホームページやTwitter、メールマガジン、ニュース

東京の下水道による「見やすくわかりやすい」下水道情報、お客さまの利便性の向上を支える情報の提供
に取り組んでいます。

　　　　　お客さまとのコミュニケーションの充実を図る取組取組内容

・経営レポート
経営計画に掲げた主要施策の実施状況等をわかりやすくお知らせし、お客さまに下水道事業

への理解を深めていただくとともに、お客さまからご意見・ご要望をいただき、事業に反映さ
せていくことを目的として作成しています。

・環境・エネルギー報告書
快適な生活環境を確保し、地球環境保全へ貢献するため、下水道の役割と取組方針を明確にした独自の

環境マネジメントシステムを運用してきました。
　平成27年度から、これまでの環境マネジメントシステムに、再生可能エネルギー活用の拡
大や省エネルギーの更なる推進を加えた環境・エネルギーマネジメントシステムへ改善し、
運用しています。
　なお、この活動結果については「環境・エネルギー報告書」として公表しています。

桜まつり（三河島水再生センター） キャンドルナイト（三河島水再生センター） せせらぎの里公苑（落合水再生センター）

　　　　　地域のお客さまとの交流を深める取組
　「桜まつり」や「キャンドルナイト」など、水再生センターの特色を活かしたイベントを開催します。
また、再生水を清流復活用水やせせらぎの里公苑用水などとして活用し、潤いのある水辺空間を創出して
いるほか、施設の上部空間を公園やスポーツ施設などとして開放しています。

取組内容

広報誌「ニュース東京の下水道」下水道局Twitter下水道局ホームページ

1
2

・工事情報
局ホームページに、東京都下水道

局が行う23区及び多摩地域の工事
に関する情報が掲載されています。

・下水道台帳（公共下水道台帳 施設平面図）
23区の道路（私道を除く）等に埋設されている下水道管の位置や大きさ・深さ、また、マン

ホール、汚水ますの位置などをいつでも局ホームページで調べることができますので、ぜひご
利用ください。印刷も可能です。
※市町村が管理する下水道管については、各市町村にお問い合わせください。

工事情報の一覧表と施工か所の地図情報を掲載しています。

※下水道事務所や出張所での閲覧及び電話やファクシミリによる施設情報の提供
はできません。

　下水道台帳は、台帳閲覧室でもお調べいただ
けます。
台帳閲覧室：新宿区西新宿２-８-１

都庁第二本庁舎27階南側
施設情報管理担当

電　　話：03-5320-6618
閲覧時間：月～金　9:00～17:00

土・日・休日及び年末年始（12月29～１月３
日）を除きます。

・東京アメッシュ
「東京アメッシュ」は、都内とその周辺で降っている雨の降り具合を色分けし、リアルタイムで更新す
ることに加え、過去２時間分の降雨データを再生する機能を持っています。
　平成29年４月から「東京アメッシュ」のスマートフォン版を配信しています。GPS機能による現在地
表示や、会社や自宅など希望する２地点の登録ができるようになりました。お出かけの際や、豪雨など
による浸水への備えとして、ぜひご活用ください。

「東京アメッシュ」PC版

「東京アメッシュ」スマートフォン版

アイコン

スマートフォン端末で
『メニュー』→『ホーム
画面に追加』の操作を
行うと、アイコンが登録
されます。

※市町村が行う下水道工
事や下水道以外の工事は
掲載されていません。

二次元コード

上記のマークを読み取る
とURLが取得できます
※東京アメッシュは、
東京都の登録商標です。

PC検索画面 施設平面図の例
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　イベントでの模型を活用した浸水被害等の危険性の説明

　　　　　半地下家屋などの浸水対策
　毎年６月を「浸水対策強化月間」とし、半地下家屋などにお住まいのお客さまへの戸別訪問やリーフレ
ット配布により豪雨時の半地下家屋における道路面からの浸水被害の危険性と、下水道管から
の逆流被害の危険性を周知し、豪雨への備えをお願いしています。
　関係部署と連携し、建築計画段階で半地下家屋などの危険性を周知するため、区ホームペー
ジへの掲載や住宅展示場、設計事務所への周知及び各種イベントでのPRに取り組んでいます。

取組内容

事業場排水の採水・水質検査

　　　　　事業場排水への対応
　現行の下水道施設では、重金属などの有害物質を含んだ
排水を処理することは困難です。処理可能な物質でも大量
に下水道へ排水されると処理しきれずに河川などに流出し
ます。また、下水道に有害物質が排水されると、水再生セ
ンターの処理能力に支障をきたすこともあります。このた
め、事業場の皆さまには、排水処理施設を適切に維持管理
し、基準に適合した水質で排水していただく必要がありま
す。下水道局では、立入検査に加え、広域的な水質測定を
効果的に取り入れて適切な指導等を行っています。

取組内容

　　　　　災害時の排水設備の復旧体制
　災害時においても、平常時同様、お客さまが東京都指定排水設備工事事業者に依頼して工事等をするこ
とになります。
　このため、災害時において排水設備の速やかな復旧が図れるよう、ホームページで復旧対応が可能な東
京都指定排水設備工事事業者情報を提供します。

取組内容

維持管理・工事は、お客さまから東京都指定排水設備
工事事業者に依頼して下さい。

下水道局が維持管理・工事を致し
ます。

　下水道都民意識調査を行い、下水道事業への関心や認知度を把握して広報事業の改善につなげていきま
す。また、下水道モニター制度を活用して、お客さまから広くご意見やご要望をお寄せいただき、その内容
を下水道事業の運営に反映させています。

「東京都下水道局の事業」に対する関心度「下水道の役割」の認知度

　お客さまが、排水設備（宅地内及び私道の排水管・ます等）の工事や臭気、つまりなどで困
ったときに相談できる窓口として、「排水なんでも相談所」を開設しています。
　「排水なんでも相談所」は、一部の東京都指定排水設備工事事業者の店頭窓口に開設して
います。右のマークが目印です。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
※なお、見積や調査には費用がかかる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。

　　　　　排水なんでも相談所との協働取組内容

　　　　　お客さまの声を聴く取組取組内容

・悪質業者にご注意を！
最近、言葉巧みに下水道局との関係をにおわせる業者

が訪問し、排水設備の清掃や修理をすすめ、断ると威圧
されたり、恐喝まがいのことばで契約を強要される事件
が起こっています。
　下水道局や当局が業者に委託して、有料でお客さまの
宅地内の排水設備の点検・清掃・修理等は一切ありませ
ん。少しでも不審に思ったら、最寄りの下水道事務所お
客さまサービス課にお問い合わせください。

・宅地内の排水設備工事は指定された事業者で
23区内の排水設備（宅地内及び私道の排水

管・ます等）の工事は、東京都指定排水設備工事
事業者でなければできません。指定排水設備工
事事業者の名簿は、下水道局ホームページで見
ることができます。

　　

飲食店などへのグリース阻集器
の設置や適切な維持管理の要請

・飲食店などへのグリース阻集器の設置や適切な
維持管理の要請
飲食店や業界団体へのグリース阻集器の設置やその

適切な維持管理を要請するとともに、大学、調理師学
校などを訪問して「でまえ授業」を行うなど、油発生
源での対策を行っています。

　　　　　下水道に油を流さないための取組取組内容

※「ダイエットレシピ」はこちらから

・「油・断・快適！下水道」キャンペーン
～下水道に油を流さないで！～
下水道に流れた油は、下

水道管のつまりやにおいの
原因となります。
　油を断って快適な下水道
にするため、お客さまにお
皿や鍋を洗う前に油汚れを
「ふき取る」「吸い取る」
「使い切る」お願いをして
います。
　また、調理方法の工夫により油の使用量を
減らした料理レシピを「ダイエットレシピ」
として紹介し、普及啓発を行っています。

検索東京都下水道局　指定事業者

23.3%

58.4%

17.7%

0.6%
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下水道事業を支える事業運営体制

　　　事業運営体制 
　事業実施に責任を持つ下水道局を中心として、下水道局と政策連携団体（TGS）及び民間事業者の三
者がそれぞれの特性を活かした役割分担のもと協働し、連携を一層強化して下水道事業を運営していき
ます。

施策

　　　　　下水道事業を支える事業運営体制〈三者の役割分担〉
・下水道局
　経営方針の策定、施設の建設・重要な維持管理、水質規制などの
根幹業務
・政策連携団体
　専門的技術を活かしつつ下水道局と密接に連携して行う必要の
ある業務
・民間事業者
　　定型業務をはじめ民間事業者で可能な業務

　役割分担については、最少の経費で最良のサービスを安定的に提供
していくため、社会経済状況の変化などを踏まえて不断の見直しを行
っていきます。

取組内容

　　　人材育成と技術継承
　東京の下水道事業を支える職員の計画的、継続的な育成を行い、下水道局の「組織力」「技術力」「先
進性」を高め、下水道サービスの安定的な提供を目指します。

施策

　　　　　下水道技術実習センターの活用
　 
取組内容

ＴＧＳ社員による下水道施設の点検作業

取組内容 政策連携団体（TGS）との一体的な事業運営体制の構築
　下水道局と、下水道事業を支える重要なパートナーであるTGSとを一つの
グループとして一体的な事業運営を行うことにより、下水道サービスを将来
にわたり安定的に提供する運営体制を強化していきます。

〇TGSの活用を進め、下水道事業の現場を共有するとともに、連携をより一
層強化し、増大する事業に着実に対応できる体制を構築します。

〇ベテラン職員の大量退職に伴い採用した若手職員等に対して、下水道事業
の現場で技術やノウハウを習得させるため、現場の業務を受託するTGSに
職員を派遣するなど、下水道事業を支える人材の育成と技術の継承を強化します。

〇TGS社員の人材育成の場として下水道局を活用するなど、相互の人材交流も行っていきます。
〇一体的な事業運営を構築するに当たり、効率性に加え、公益性やサービスの質、経営の透明性など様々な
　観点から、TGSに対して引き続き適切な指導監督を行っていきます。

下水道事業を支える事業運営体制

「下水道技術実習センター」では、
様々な分野の実習施設を活用し、疑似
体験など自ら体感するプロセスを通じ
て、知識・技術の早期習得と技術・業
務ノウハウの継承を効率的、効果的に
推進しています。
　また、民間事業者等による利用も促
進し、下水道界全体の人材
育成と技術継承に積極的に
貢献していきます。

下水道事業を三者で支えます

連携

連携

連携（一体的事業運営）

政策連携団体
（TGS）

民間事業者

下水道局

※23区内では、単体ディスポーザ
は設置できません。

東京都下水道局　ディスポーザ

　下水道事業は、お客さまからいただく下水道料金収
入で支えられています。下水道料金は、汚水の排出量
をもとに計算します。なお、徴収経費の節
減、支払いの利便性などの理由により、多
くは２か月ごとに下水道料金を徴収させて
いただいております。

※下水道料金は、上表で算出した金額に消費税相当額を足したものです。
※水道水のほかに、井戸水等をあわせて流している場合は、合計した汚水排出量に上表の料率が
適用されます。

　23区で宅地内の排水設備の工事を行う場合は、工事の７日前までに下水道局へ届出が必要です。
　また、排水設備工事は東京都の指定を受けた排水設備工事事業者でなければ施行できません。無届
や指定を受けない者が工事を施行した場合は、罰則の対象となりますので、決して行わないでください。

［排水排出量の認定方法］
●水道水の場合
水道の使用量を汚水排出量とみなします。

●水道水以外の水（井戸水等）の場合
揚水ポンプの稼働時間を計測する時間計を設置するなどして、汚水排出
量を認定します。

※製氷業などのように使用水量と汚水排出量が著しく異なる事業を営む方
は、減量制度が適用される場合があります。詳しくは、下水道局経理部
業務管理課03（5320）6573または各下水道事務所へご相談ください。

［下水道料金の減免措置］
　次の場合には、下水道料金が減免されます。
　・生活扶助世帯
　・公益上その他特別の事情があると認めたとき　

［一時使用］
　建築工事に伴い湧水等を一時的に下水道に流す場合、一時使用届の提出が
必要です。なお、これらの排水についても下水道料金の対象となります。

※消費税の今後の取扱いについては、国の対応を踏まえて法令などに基づき
適切に対応していきます。

●計算例（１か月）

　東京 23区内では、東京都下水道条例施行規程によ
り「ディスポーザ排水処理システム」以外のディス
ポーザは設置できません。
　ディスポーザ排水処理システムの機能を正常に保
つためには、適切な維持管理が必要です。維持管理業
者との維持管理契約をお願いします。
　設置する場合には、排水設備の新設など
の届出と、「ディスポーザ排水処理システ
ムの維持管理等に関する計画書」などの届
出が必要です。

　近年、都市化の進展により空地や畑などが少なくな
り、地下に浸透する雨水が減少しています。このた
め、下水道に流れ込む雨水の量が増え、浸水被害を引
き起こす原因の一つとなっています。
　また、合流式下水道地域では、強い雨の日は、街を
浸水から守るため汚水混じりの雨水の一部が河川など
へ放流されてしまいます。
　そこで、降雨時の下水道管への雨水流入
を減らすため、区と連携して、宅地内の雨
水を地下へ浸透させる雨水浸透施設の設置
をお願いしています。

下水道料率表（１か月分）

料金のしくみ

「ディスポーザ排水処理システム」の
設置について

宅地内雨水浸透施設

宅地内の排水設備の工事を行う場合は、事前に届け出が必要です

下水道料金＝1,880円＋消費税相当額
（１円未満の端数は切捨て）

20㎥ご使用（3人世帯の平均使用水量）の場合
0～8㎥の料金　　560円

　　　9～20㎥の料金　　1,320円（110円×12㎥）

計 1,880円

12　くらしと下水道




