
「多摩水道運営プラン2017（仮称）」素案に関する

御意見募集の結果について

平成 29 年２月 21 日
東 京 都 水 道 局

東京都水道局では、平成 28 年 12 月 20 日から平成 29 年１月 12 日までの期間

において、「多摩水道運営プラン 2017（仮称）」素案に関する御意見募集を行い

ました。

その結果、本件に関して、27 名の方から延べ 56 件の御意見等をお寄せいただ

きました。

お寄せいただいた御意見等の概要と、それらに対する当局の考え方を別紙のと

おり取りまとめましたので公表いたします。

なお、御意見等の原文について、複数の内容が含まれる場合は項目ごとに分割

し、同趣旨の御意見を概要としてまとめた上で、それぞれ当局の考え方をお示し

しました。

御協力いただき、誠にありがとうございました。



別紙

御意見の要約 件数 当局の考え方

Ⅱ 基幹的ライフラインの運営

　１ 給水安定性の向上

将来を見据えた適正な規模での施設整備を
行って欲しい。

1
施設整備については、中長期的な視点をもっ
て実施してまいります。

全ての整備計画が４年間で完了させられるの
か疑問。優先計画などはあるのか。

1

施設の再構築については、本プランの期間内
で完結できるものではなく、長期間にわたる
取組となります。
そのうち、今後４年間に取り組む施策を年次
計画として記載しております。

アセットマネジメントは良い取組なので、強
調したらどうか。

1
アセットマネジメントの考え方に基づき、今
後も施設整備を推進してまいります。

４つのエリアに分けて整備を進めることに賛
成である。

2

水源や地形、地盤の高低差、給水件数等の地
域特性を踏まえ、①多摩川上流地域、②多摩
川左岸西部地域、③多摩川左岸東部地域、④
多摩川右岸地域の４つのエリアにおいて、各
エリアの特性に応じた整備を進めてまいりま
す。

地域特性に応じて料金を改定することは避け
て欲しい。

1
都営水道の給水区域においては、同一の料金
体系を適用しております。

「山間地域」というエリア名称が分かりにく
い。

1

エリアの位置などを想起しやすくするため、
「山間地域」を「多摩川上流地域」と記載し
ました。
あわせて、４つのエリアの地域特性や整備の
方向性を比較しやすい表現で記載しました。

目指す配水区域が「小規模」とはどのような
意味か。

1

多摩地区の４つのエリアにおいて、各地域特
性を踏まえて、適正な規模の配水区域を目指
します。
多摩川上流地域については、地盤の高低差が
非常に大きく、起伏も非常に多いことから、
配水区域内の配水圧の均等化を図るために
は、他のエリアと比較して小規模な配水区域
となります。

井戸を活用して欲しい。 2
地下水については、今後も、地盤沈下や水質
に配慮しつつ、災害や事故時等における備え
としても適切に活用してまいります。

地下水でなくともおいしく感じるので、井戸
の更新や用地確保は必要ないのではないか。

1

地下水については、身近に利用できる貴重な
水源であることから、今後も、地盤沈下や水
質に配慮しつつ、災害や事故時等における備
えとしても適切に活用してまいります。

各整備目標の実績を知りたい。 1
各整備目標の進捗状況については、当局の
ホームページに掲載しておりますので、御参
照ください。

「多摩水道運営プラン2017（仮称）」素案　御意見募集の結果
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別紙

御意見の要約 件数 当局の考え方

「多摩水道運営プラン2017（仮称）」素案　御意見募集の結果

　２ 高品質の維持

水道水の安全性について、厳しい基準を守っ
て欲しい。

1

最高水準の水質管理を目指し策定した「ＴＯ
ＫＹＯ高度品質プログラム」の着実な運用に
より、水道水質基準の遵守はもとより、より
高いレベルの水道水の安全性とおいしさを確
保してまいります。

「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム」の詳細内
容や今後の取組が分かりにくい。

1
「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム」の詳しい
内容については、当局のホームページに掲載
しておりますので、御参照ください。

水源や水質管理において都民との共助といっ
た視点を取り入れてはどうか。

1

お客さまご自身がご家庭の水道水の水質を
チェックする「水道水質モニター」を実施
し、水質管理に関する御協力をいただいてお
ります。
また、共助の視点の取組として、施設のセ
キュリティ対策を目的に、水道施設での不審
行為等を見かけた際の当局への連絡を地域の
住民の皆様へ呼びかけてまいります。

多摩地区に導入される浄水処理方式につい
て、詳しく知りたい。

1
水の処理方法の詳しい内容については、当局
のホームページに掲載しておりますので、御
参照ください。

貯水槽水道の管理について、水道局の指導の
もと改善を進めて欲しい。

1

安全でおいしい水を届けるために、貯水槽水
道の設置環境や管理状況に応じ、引き続き、
設置者等への指導・助言を実施してまいりま
す。

区部・多摩それぞれの直結給水率を知りた
い。

1

直結給水率については、公益社団法人日本水
道協会の基準に沿って、局全体の目標と実績
を公表しております。当局のホームページに
掲載しておりますので、御参照ください。
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御意見の要約 件数 当局の考え方

「多摩水道運営プラン2017（仮称）」素案　御意見募集の結果

　３ 様々な脅威への備え

震災時においても安定給水が可能となる施設
整備に取り組んで欲しい。

5

平常時はもとより、災害や事故時等において
も給水安定性が向上するよう施設整備を着実
に進めています。
引き続き、老朽化した施設・設備の更新や、
送水管ネットワークの構築、給水所等への送
水管の二系統化、浄水所、給・配水所の耐震
補強工事や、水道管路の耐震化10ヵ年事業な
どを実施してまいります。

水道管の取替えを進めて欲しい。 2
布設からの経過年数や老朽化の状況等を踏ま
え、引き続き、水道管路の計画的な更新を進
めてまいります。

私道内の給水管整備の方法について知りた
い。

1
私道に配水管を入れる工事の詳しい内容につ
いては、当局のホームページに掲載しており
ますので、御参照ください。

災害時給水ステーションの周知に努めて欲し
い。

3

地域広報紙等により災害時給水ステーション
のＰＲを行い、一層の周知が図られるよう取
り組んでまいります。
この旨を「（２）危機対応力の強化　①災害
発生時の対応力強化」に記載しました。

スマートフォンを利用して、災害時に必要な
情報をＳＮＳから得たい。

1
災害時給水ステーションの情報など、平時か
らＳＮＳ等を活用した情報発信を行ってまい
ります。

災害時の他県等との連携について検討して欲
しい。

1

災害時に備えて、他県・他都市の水道事業体
と相互応援協定・覚書を結んでおります。
また、隣接する埼玉県・川崎市とは、連絡管
を設置して相互に水を融通する取組を行って
おり、有事を想定した合同防災訓練も実施し
ています。
今後とも災害時の他県・他都市との連携につ
いて取り組んでまいります。
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御意見の要約 件数 当局の考え方

「多摩水道運営プラン2017（仮称）」素案　御意見募集の結果

Ⅲ 取組の進化・発信

　１ お客さまとの対話

区部とのサービス格差解消について、「請求
書の現地発行」だけでは、内容が薄い。

1
請求書の現地発行に加えて、料金徴収システ
ム統合やお客さまセンターの一元管理に取り
組んでまいります。

区部とのソフト面におけるサービス格差は速
やかに是正するべき。

1
区部とのサービス格差解消のため、請求書の
現地発行を、平成29年４月から導入し、差異
の解消を図ってまいります。

広報施策の充実に努めて欲しい。 6

ホームページ、ＳＮＳ、パンフレット、イベ
ントなどにより、広報に取り組んでおりま
す。今後とも、いただいた御意見を踏まえ、
様々な媒体も活用し、工事事業者等とも連携
しながら、適切かつ積極的な広報に努めてま
いります。

水がどこから来ているのか分かるような広報
をして欲しい。

2

水源別の給水区域が分かる図を資料編に記載
しましたので、御参照ください。
今後とも、いただいた御意見を踏まえ、適切
かつ積極的な広報に努めてまいります。

大人向けの水道キャラバンも実施して欲し
い。

1

小学校や児童館等で水道事業についてわかり
やすく説明する取組として、水道キャラバン
を実施してきました。加えて、今後は、地域
の一般の方向け水道キャラバンも実施してま
いります。

東京水道あんしん診断について詳しく知りた
い。

1
東京水道あんしん診断の詳しい内容について
は、当局のホームページに掲載しております
ので、御参照ください。

　２ 地域・社会への貢献

環境対策に積極的に取り組んで欲しい。 1
浄水所、給水所等の更新などの際に、エネル
ギー効率の高い設備等を導入してまいりま
す。

太陽光発電は、設置費用が無駄にならないよ
うに導入前によく検討して欲しい。

1
太陽光発電については、日射条件、設置コス
トを踏まえ、可能な限り導入を拡充してまい
ります。

　３ 広域的取組の発信・協力

都からの技術支援などがあれば、市営水道の
ままでも安心して利用できると感じた。

1
国内水道事業体への貢献として、事業体から
の要請に基づき、情報提供、技術協力等を実
施してまいります。

広域化の検討を行っている事業体にとって、
多摩水道のノウハウは、大いに役立つ情報で
あると思われる。
事業体向けの研修を実施するなど、多摩水道
の知見をシェアできる仕組みを構築して、水
道界への貢献を進めて欲しい。

1

多摩地区水道事業の一元化を進める中で蓄積
された知見等を共有できるような支援モデル
を検討してまいります。
この旨を「（１）国内水道事業体への貢献
広域化ノウハウの発信・技術協力」に記載し
ました。
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「多摩水道運営プラン2017（仮称）」素案　御意見募集の結果

Ⅳ 支える基盤

　２ 監理団体との連携

東京水道グループについての記載が抽象的で
分かりづらい。

1

東京水道グループは、当局及び監理団体で構
成されており、平時の業務運営はもとより、
災害時対応も含めて様々な業務を連携して
行っています。
この旨を、「東京水道グループとしての連携
強化」に記載しました。

 その他

水源林や玉川上水における取組を前面に打ち
出しても良いと思う。

1

水源林や玉川上水に関する取組については、
以下のとおり、別途、計画を策定しておりま
す。
「第11次水道水源林管理計画」
「史跡玉川上水保存管理計画」、「史跡玉川
上水整備活用計画」

廃止施設の跡地や稼働施設の上部を地元のた
めに活用して欲しい。

1

水道施設の跡地利用については、水道事業へ
の活用を前提に、地元の要望なども踏まえて
適切に対応してまいります。
また、稼働施設の上部利用等については、水
道施設の維持管理に支障をきたさないよう、
可能な範囲で対応してまいります。

利根川だけでなく多摩川や相模川の水も活用
したらどうか。

2
都の水源は、利根川水系及び荒川水系が約８
割、多摩川水系が約２割となっています。そ
の他に、相模川からも分水を受けています。

市営水道が都営水道に変わるということにな
れば反対する人が多いのではないか。

1

市営水道の都営一元化に関しては、長年都営
水道の料金を払ってきた利用者に負担がない
ようにすべき。

1

一元化に向けた今後の取組を記載すべき。 1

区部・多摩の給水件数を知りたい。 1
多摩地区と東京都全体の給水件数を資料編に
記載しましたので、御参照ください。

都営一元化に関して市から要望があった場合
には、都営水道のお客さまや既に統合してい
る市町との負担の公平性を失することがない
よう、適切に対応してまいります。
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