
第13回

水道局自律点検・改革推進本部会議

本資料



１ 新規改善提案に係る意見交換



令和２年11月24日から令和３年１月12日まで新規提案を募集し、職場を通じた提案が35件、ＴＳ-Park上の

提案ボックスに５件、ＨＰ上の提案フォームから提出されたお客さまからの提案が２件の計42件の提案が提出

され、業務改善（事務・技術）分科会における審査の結果、16件の提案が取組採用となった。

提案総数42件

令和２年度第２期 改革提案募集・審査結果

取組採用数16件

情報公開 コンプライアンス危機管理都民ファースト
ワイズ

スペンディング

提案 11件
採用 ５件

提案 ３件
採用 ０件

提案 18件
採用 ８件

提案 ４件
採用 １件

提案 ６件
採用 ２件

業務改善分科会
（事務・技術）
における審査

11件

18件

３件

６件

４件

5件

8件

2件

1件
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

①②③

取組採用 ①②③④

取組採用

多くの部署でマニュアルや引継ぎ資料として作成済みであると思わ
れるため、参考とする。

①②③

空調機器チューニングによるオフィ
ス使用電力量の削減

緊急給水車の体験運転の実施

令和２年度第２期　水道局自律点検・改革の提案（総括表）

件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

取組採用

参考

ＴＳ－ＮＥＴにより上司の確認を受けられるツール
を整備

運転者登録の前に緊急給水車の体験運転を実施
中央支所
庶務課

東京都水道局のPRの強化
YouTubeなどで局業務の動画を配信、局研修の一般見
学会を実施

中央支所
配水課

東部第二支所
配水課

通知等を行う際に、形式的に付される公文を廃止す
る。

東部第二支所
庶務課

TS-Parkメニューの整理

エネルギー管理士が局庁舎を巡回点検して、空調機
器のチューニングを行い、電力使用量を削減する。

東部第二支所
給水課

徴収整理事務日誌のはんこレス化

通知文等の内容を伴わない「公文」
の廃止

簡易案件決裁の電子化
事務連絡の収受や送付などの簡易な案件について
は、印刷して下駄版で決裁するのではなく、Excel等
で作成したデータ上で決裁

建設部
管理課

計理部
管理課

軽易な案件の処理に当たっての確認
のデジタル化

総務部
施設計画課

課の所管業務や業務遂行において必要となる都政や
局事業等に関する知識をとりまとめた「○○課ハン
ドブック」を作成

課業務ハンドブックの作成

工費申請様式のレイアウト改善
給水装置関係の工費申請様式を変更し、必ず領収印
欄を設ける。

東部第二支所
葛飾営業所

昼当番時の電話受付における回答例
の作成

回答例を作成・共有することによりお客さま対応力
の強化や人材育成を図る。

西部支所
杉並営業所

取組採用 ①

①②③④⑤

趣旨採用
お客さまの個人情報をデータとして持ち出すためのルール（持出し
手続きや持出可能な情報の範囲など）をセットで検討することが不
可欠であるため、趣旨採用とする。

個人情報の持出にかかるタブレット
端末の活用

紙媒体で持ち出している個人情報をタブレット端末
にすることで、ペーパーレス化、個人情報の漏洩リ
スクの軽減を図る。

西部支所
杉並営業所

使わないメニューがいくつもあるTS-Parkメニューを
整理し、利便性を向上させる。

徴収事務日誌を電子化することにより、ハンコレ
ス、ペーパーレスを実現し、業務の効率化を図る。

西部支所
杉並営業所

趣旨採用

空調機器の調整には機器の稼働状況や機器の特性などの十分な知識
と経験が必要であり、設備系の職員であっても対応できるかは個人
の知識と経験に依存すると考えられる。
また、対応職員の選定や必要に応じた研修の実施、既存業務との調
整などの対応とコスト面及び環境配慮の観点からのメリットが釣り
合うかどうかなどを検討する必要があるため、趣旨採用とする。

趣旨採用

YouTube動画を広報に活用する視点は、デジタル化や「新しい日
常」の流れに即しているが、人件費等係る費用(手間)に対し、どう
成果（効果）を定義するか、また、その成果に向けて、投稿した動
画をどう視聴してもらうかといった視点が足りないため、趣旨採用
とする。

取組採用

趣旨採用

①②③

趣旨採用

取組採用

事務手続きと関係様式の一致という観点から解決が必要な問題では
あるが、はんこレスの動きを踏まえ、他の解決策がないか、併せて
検討が必要であるため、趣旨採用とする。

全庁的な公文の取扱いのあり方自体にも関わることから、総務局等
との動向と合わせて進めていくべきであるため、趣旨採用とする。

①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性
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番号

令和２年度第２期　水道局自律点検・改革の提案（総括表）

件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

取組採用

収納連絡の電子通知化によるＤＸ推
進について（ＦＡＸレスの取組）

ＱＲでＰＲ！～Web口座申込の認知度
向上とＱＲコードによるアクセス向
上でオールペーパーレスを加速～

窓口ポップ等の導入によるＷｅｂ口座申込のＰＲに
よる利用促進及びＱＲコード活用による安全で手軽
なアクセスの実現

南部支所
渋谷営業所

営業所間で行われているＦＡＸによる前受工費の収
納連絡の電子化（ＦＡＸレス）

②③

営業業務のペーパーレス化行政手続きのデジタル化の観点から検討
が必要な内容ではあるが、行政手続きのデジタル化を進める中での
営業業務の見直しとの関係や、関係各局も含めた具体的な事務フ
ローの検討が不可欠であるため、趣旨採用とする。

感染症予防や働き方の多様化の観点からは有効であると思うが、個
人端末の外部との接続には情報管理上のリスクもあり、外部とのＷ
ＥＢ会議の頻度や必要性、セキュリティ強化のためのシステム構築
費用などについて慎重な検討が必要と考えられるため、趣旨採用と
する。

情報共有の重要性について、職員の意識醸成も含めて予定表の記入
の徹底を行うことで解決できる事項であることから趣旨採用とす
る。

職員が各人の予定を共有のスケジュール表に記載すること自体は奨
励すべきであるが、そのスケジュール表のみに依拠して会議の日程
調整を行うことが適切かどうか、検討が必要であるため、趣旨採用
とする。

取組採用

総務部
施設計画課

総務部
施設計画課

出張現場での現場領収書とネームプ
レートの落下防止

カールコードやストラップを活用しての脱落防止
南部支所

目黒営業所

南部支所
渋谷営業所

趣旨採用

趣旨採用

①②

給水栓の運用を含む避難所の運営は基礎的自治体が主体的に行うも
のであるため、参考とする。(水道事業体としてアドバイスをするこ
とや自治体の決めた運用方針に基づき訓練等で協働することを妨げ
るものではない。)
なお、非常時飲用のものに日常飲用（DS)の名称を付けることは混
乱を生じるため適当ではないと考える。

営業所業務において適時適切な法律相談が有効なことは理解できる
が、各営業所の対応状況の確認を行うなど、これまでのノウハウの
整理、共有等の検討から行うべきと考えられるため、趣旨採用とす
る。

取組採用 ①⑤

趣旨採用

趣旨採用

趣旨採用

防犯対策の強化について

減免申請のオンライン化

エリア分けをした場内平面図を各所で共有、刺又等
の防犯用品を導入

PCやスマーとフォンから減免申請可能にすること
で、申請者の申請の手間を軽減

個人端末からZoomやTeamsといったweb会議ツールへ
のアクセス

人事・給与事務申請・届出受付システムの申請が、
予定表に反映されるようにシステムを改修

TS-Parkスケジュールで他の部署の職員のスケジュー
ルも表示

会議や打合せ時にはモニターを利用し、資料印刷は
必要最小限とする。

区等の要望に応じて必要なアドバイス及びアドバイ
スを踏まえた給水態勢をとった場合の区等の意向に
沿った平時から訓練等における協働

参考

西部支所
配水課

北部支所
練馬営業所

会議用モニターの導入

避難所にペットDSの有る環境を推進
して人も動物もより安全で快適に！

個人端末によるweb会議ツールの利用

Notes予定表と人事・給与事務申請・
届出受付システムの連動

TS-Parkスケジュールの表示について

・水道料金に関する弁護士相談制度を創設
・サービス推進部において水道料金トラブル専門の
  顧問弁護士と契約
・悪質なクレーマーに対応するにあたって個別事例
  を相談

南部支所
渋谷営業所

取組採用 ①②③

取組採用 ①②③

水道料金に関する顧問弁護士相談制
度の創設

朝霞浄水管理事務
所

庶務課

調整部
業務指導課

総務部
施設計画課
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番号

令和２年度第２期　水道局自律点検・改革の提案（総括表）

件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

誤記入の多い「カード会員名(自署)」欄の表記・記
入例を改善する。

①②③④

提案ボックス
包括委託を行う場合は性能発注が望ましく、現在当局への導入を想
定している事例はこのケースであり、提案は名称の煩雑化を招くと
思われるため、参考とする。

取組採用

無料通信アプリ「LINE」の活用

デジタル化や「新しい日常」の流れに即しているが、R3年度に予
定している学校キャラバンのオンライン開催結果を踏まえるととも
に、学校側のニーズやハード環境、営業所側の体制等をよく検討す
る必要があるため、趣旨採用とする。

用語の正確な定義を行うとともに、それに基づき、
表記の統一、議論の目標設定を行う。

東京水道株式会社
お客さまサービス

本部

東京水道株式会社
お客さまサービス

本部

ペットボトル東京水の紙パック化
東京水の容器素材をペットボトルから紙に変更す
る。

メールでの検針票発行を促し、現地投函の検針票を
廃止

東京水道株式会社
お客さまサービス

本部

参考

ビデオチャットサービスを利用してコロナ禍でも感
染リスクを減らして水道教室/水道出前講座を実施

システム改修を行い、お客さまの声を寄せていただ
いた使用者に対し、局としての対応経過を伝える機
会を設ける。

災害時など電話通信トラブル時の代替手段として
「LINE」を活用

「水道契約者との続柄」欄の目的を再確認し、不要
なら削除する。

趣旨採用

趣旨採用

浄水場や工事現場を職員が動画で撮影し、You Tube
に公開する。

提案ボックス

現地投函のお知らせ票（検針票）廃
止に向けての取組

調整部
業務指導課

調整部
業務指導課

東京水道株式会社
お客さまサービス

本部

緊急修繕工事の発注にかかる工事店登録制度を整備
し、施工までの期間を短縮する。

提案ボックス

「クレジットカード払い申込書」の
見直し

ZOOMを活用した水道教室/出前講座の
同時展開

お客さまの声DBの機能追加について

庁舎修繕に係る緊急工事発注方法の
見直しについて

浄水場（管工事）バーチャル見学会

提案ボックス

「クレジットカード払い申込書」の
改善

業務運営体制ＰＴにおける議題の正
確な設定

お客さまの声の対応をより長期的な視点で行い、お客さまの声を一
層活用していくことは有意義ではあるが、過去案件はDBで閲覧で
き、現在処理中の進捗状況は個々に問合せればよく、システム改修
するほどのコストメリットはないと考えられるため、趣旨採用とす
る。

災害時の情報提供手段の充実は検討すべき課題であるが、文字形式
の問い合わせに対する回答入力を誰が行うのか、又はどう自動化す
るかなどの検討が必要であることから、趣旨採用とする。

①②③④

局庁舎の規模で適切に制度運用が可能かどうか検討が必要である。
また、当該制度で業者選定の手続きは省力化できるが、工事内容ご
との特記仕様書作成や工事調整などの手続きが依然として残り、ど
こまで施工期間の短縮に繋がるかの検討も不可欠であることから参
考とする。
なお、令和２年１２月には庁舎修繕実施の流れや特記仕様書の記載
例など小規模修繕事務に関する資料を配布し、事業所で小規模修繕
を発注できる環境を整備している。

趣旨採用
浄水場や工事現場等の見学を疑似体験できるＶＲ動画を既に作成
し、ＨＰで公開（YouTubeでも視聴可）していることから、趣旨
採用とする。

東京水の江戸切子柄ボトルの販売 お客さま
プラスチック製のボトルはプラスチック削減の都方針に合致しな
い。また、収益性を確保する単価設定でニーズがあるかどうかも検
討の余地があるため、参考とする。

趣旨採用

取組採用

趣旨採用
現在検討を進めている総合アプリを通じた情報発信など、マイネッ
ト以外の方法についても検討が必要であるため、趣旨採用とする。

趣旨採用

プラスチック削減に資する提案であるが、現状では、臭い移りを防
ぎながら500ml等の小容量、小ロットで生産できるメーカーがな
い。コストも含め実現可能性の検討を要することから、趣旨採用と
する。

参考

東京水の江戸切子柄のボトルをグッズとして販売す
る。

参考
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番号

令和２年度第２期　水道局自律点検・改革の提案（総括表）

件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性

35

36

37

38

39

40

41

42

料金引き落とし口座にネット銀行を
追加

お客さま
サービス向上になるが、収納機関の拡大に当たっては、慎重な検討
が必要であることから、趣旨採用とする。

①②

浄水処理全体での検証が不可欠であり、現時点での実現性は乏しい
と考えられるため、参考とする。

事業推進のための趣旨は理解できるが、実現させていくには法的な
面など更なる検討が必要があるため、趣旨採用とする。なお、共有
名義の私道において、所有者の一部に所在不明がある場合の取り扱
いについては、24水給給第35号（平成24年5月25日付）におい
て実施している。

電子決済、ペーパーレス化の観点から取組みを推進していくべきで
あるが、セキュリティ対策や具体的な手法についての更なる検討が
必要であることから、趣旨採用とする。

①②

趣旨採用

①②

電子決済推進の一環として取組むべきであるが、具体的な実施方法
など更に検討が必要であるため、趣旨採用とする。

趣旨採用

料金引き落とし金融機関に楽天銀行などネット銀行
を加える。

断濁水ビラにQRコードを表示し、詳細な情報にアクセス可
能とする。

接触池に『らせん状の工作物』を設置しオゾンをら
せん状に浮上させることで、水中滞留時間の延長に
よって有機物分解の効率化を図り、既設設備の省エ
ネ化でゼロエミッション東京戦略を推進

提案ボックス

東部第一支所
配水課

東京水道株式会社
ソリューション推進

本部国際事業課

南部支所
配水課

建設部
施設設計課

中央支所
給水課

趣旨採用

取組採用

参考

国のガイドラインに基づき、配水小管布設替え工事
について、同意書を得る必要がある工事を見直す。

・秘密書類は、パスワードをかけ、決裁前に関係者
  だけにメールで周知するなど、コンプライアンス
  を確保した上で、電子決裁を実施
・複数の決裁書類は、書類ごとに起案番号の枝番号
  を取得し、電子決裁を行うなど、関連した決裁書
  類とわかるようにルール化

関係団体の要綱の修正を働きかけ、送受信ツールを
FAXからメールへ変更

社内ナレッジバンクの整備及びコンテンツ作成

図面内容の意思決定を原則電子決裁とする。

断濁水ビラにQRコードの表示

オゾン分解の効率化によるゼロエ
ミッション東京戦略推進について

配水小管布設替え工事に関する私道
承諾の見直し

工事・委託の起工書類のはんこレス
化及びペーパレス化

配水課業務におけるペーパーレス化

社内ナレッジバンクの整備、研修テ
キスト、マニュアルの共有化

工事等の設計図面の押印廃止

取組採用

取組採用

趣旨採用

南部支所
渋谷営業所
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令和３年３月 2 5日
南部支所目黒営業所

○徴収整理業務や中止清算業務で現場領収する際、金額・釣り銭に間違いがないよう細心の注意を払っている

が、鞄から出し入れするものが多く、個人情報、釣り銭、領収書に落下・紛失の事故リスクがある。

〇ネームプレートは、首にかけるだけでなく制服に留める等により落下防止を図っているが、クリップ式留め

具は経年劣化で緩みがちになり、外れて落下しても気付きにくい。

２ 提案の背景・経緯２ 提案の背景・経緯

○現場領収書をカールコードで釣銭用小バックと繋ぎ、さらに小バックと大バックをカールコードで繋ぐこと
で落下しても紛失しないようにする。

〇ネームプレートをロック式クリップ、補助リング及びストラップの二重化等で落下による紛失を防止する。

○現場領収書は落下してもカールコードで繋いでいることにより、紛

失を防止できる。

〇ネームプレートは①ロック式クリップを使う、②ストラップを２本

とする、③リングの金具をストラップに繋ぐことにより確実に落下

を防止できる。

令和２年 8月 カールコード導入(収納)
9月 〃 (検針)
10月 ネームプレートにロック式ク

リップ付きストラップ導入、
その他各自で二重化等実施

３ 期待できる効果３ 期待できる効果 ４ スケジュール４ スケジュール

現場領収書

ネーム
プレート

・留め具が緩みやすい
・外れたことに気付きにくい
・留め具が緩みやすい
・外れたことに気付きにくい

１ 提 案 概 要１ 提 案 概 要

・携行品が多く出し入れが多い
・数十件訪問することもある
・立ったりしゃがんだりの作業

・携行品が多く出し入れが多い
・数十件訪問することもある
・立ったりしゃがんだりの作業

改善後
落下すると、
紛失する可
能性が高い

・落下しても、
紛失しない

・落下自体を
防止できる
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釣り銭、現場領収書の落下等による紛失を防止するため、カール
コードを購入し、釣銭用小バッグと大バッグと現場領収書をつないだ。

◆検針担当では、点検票ファイル（紙）と大バッグをつなげた。

伸びるので使いやすい。出し入れ簡単 穴をあ
ける

大バッグにつなげる

大バック

小バック

・現場領収書
・未納カード
・ｺﾝﾋﾞﾆ専用支払用紙
・催告書（執行通知）
・名札
・携帯電話
・録音器（ﾚｺｰﾀﾞｰ）
・釣銭
・電卓
・筆記用具
・封筒
・地図
・閉栓札
・自転車キー
・ペンライト
・軍手
・開栓機
・（ｳｫｰﾀｰ）プライヤー
・検針棒
・ﾏﾝｼｮﾝＰＳ扉カギ

持ち出し品
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しっかり固定で
きてロックを解
除しないと名
札ケースは外
れない 
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社内ナレッジバンクの整備、研修テキスト、マニュアルの共有化について

２ 提 案 概 要

令和3年 3月 2 5日
東 京 水 道 ㈱

【背景】マニュアル、研修テキスト、業務フローは多種多様に作成・・・・・各職場に散在
マニュアル、研修テキスト、業務フローを広く共有する仕組み作りにより効率的な業務執行が可能に！

１ 提案の背景・経緯

〇OJTとの相乗効果 → OJT実施前の予習が可能に
〇e-ラーニング → 繰り返し学習が可能に
〇業務効率化 → 隙間時間を利用した学習

３ 効果

TWナレッジバンク（仮称）実施イメージと将来像

○システム上の課題（サーバ容量・ハードウェア確保・アクセス集中対策）
○わかりやすい検索システム、UI（ユーザーインターフェース） 〇社内協力体制の構築

４ 課題

水道局ナレッジバンク

協定再締結し、公開

既存のものを整理
準備できたものから順次公開

マニュアル
研修テキスト

動画

課題を精査・検討しながら
着手
動画も含めたナレッジバンクを
見据え、準備

ステップ
アップ

ステップ
アップ

※日程については社内調整中
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２ 改善提案の取組状況報告



取組部署 No. 取組概要 実施状況 継続

総務部 428
部内周知及び課別電子化率の公表により、職員の意識啓発を図ると
ともに、書面決定として回付された起案について、電子決定の可否
を適正に審査

昨年度の電子決定案件の拡大（局長決定、契約・支出案件）を端緒に、起案審査に際して書面決定
理由の精査や併用方式の推奨等の指導を徹底し、電子起案の取組推進を継続（令和2年12月末時点の
局電子決定率は90.3%と8月末時点の89.4％から向上している。）

○

総務部 430
ペーパーレス強化月間の設定等による文書量のスリム化と歴史公文
書制度を踏まえた適正な文書管理・保存方法の検討

・課の定例会議や担当者間の打合せ等でモバイル端末やモニターを利用し、ペーパーレス化を推進
・公文書の管理状況を点検し改善措置を実施（1月）
・課内文書について保管と廃棄の選別を行い、廃棄文書について溶解処理を実施（3月）
・No Paper Dayの実施やモバイル端末及びタブレットを活用し積極的にペーパーレスでレク等を
  実施。引き続き紙の使用を個々人で見直し、次年度さらなる削減に向けて取り組みを継続

○

企画調整課
196
197

区部と多摩地区における料金徴収システムの統合（ＳＷＡＮとＴＡ
ＭＡのデータベース共有化と統合）のためのシステム開発を実施し
ている。
令和２年度は、令和４年１月の稼働に向け、システムテスト、本番
用サーバ機器の導入を行う。

・統合に向けたロードマップを策定し、令和4年1月のシステム稼働に向け、平成30年度から統合
  システムの開発中
・現在、システムテストを実施し、生じた課題等を関係部署と調整し解決。また、令和2年1月に、
  本番稼働用サーバ機器を導入。本番稼働用サーバ機器への環境構築、運用テスト開始

○

企画調整課 1006

モバイル端末の更新に合わせて、ビデオ通話ができるSkypeのビジネ
ス版を導入し、令和２年度においては、局幹部職員のWeb会議等を実
施した。今後は、ビデオ通話等の取扱に係る労働組合との協議が整
い次第、一般職員への業務利用を進める。

・現在、定期開催する所長会のほか、幹部職員の会議の一部をSkypeによるWeb会議で実施
・また、本庁部署の担当者レベルの打合せ等にSkypeの音声会議を実施しているが、映像を使った
  一般職員間の会議等に限っては、使用ルール等の労使間の整理が整った後に利用拡大を図る予定

○

企画調整課 1064
戦略政策情報推進本部にて会議録作成支援システムの今年度試行に
ついては再検討中(令和2年11月26日)。戦略政策情報推進本部の結果
を踏まえ、方向性を要修正

・コロナ禍の影響で会議開催が減少したため戦略政策情報推進本部としては令和２年度の試行中止
・局内幹部レク等の議事録作成にてニーズがあり、局独自で令和３年度に試行導入を実施予定。
　複数メーカーから情報収集を行い、仕様書の検討を開始

○

総務課 1124
台風等予想されるリスクに対する活動態勢について「水道局震災応
急対策計画」に新規追加

本計画が風水害等地震以外についても対応することを明確化するため、下記のとおり改定を実施
・計画名の改定（“等”を追記）⇒「東京都水道局震災等応急対策計画」
・第１部第１章「計画の方針」に風水害等を追記
 （地震災害や風水害等により平常給水に影響がある場合に…）
・第１部第２章「応急対策の活動態勢」に気象警報等発令時の活動態勢を追加
 （気象庁の予報により水道施設に被害が生じるおそれ…応急対策等初動体制に必要な要員を災害
   発生以前から確保する。）

○

人事課
361
362
367

コロナウイルスの感染拡大防止の観点等から、有識者委員会の開催
や事業者との打合せ等をWeb会議を活用して実施
今後も可能な範囲で実施・拡大予定
【実施状況】
　外部：東京水道グループコンプライアンス有識者委員会
　　　　委託業者との打ち合わせ
　局内：多摩水本部長レク

コロナウイルスの感染拡大防止の観点等から、有識者委員会の開催や事業者との打合せ等をWeb会議
を活用して実施した。今後も引き続き取り組みを継続していく。
【実施状況】
　外部：東京水道グループコンプライアンス有識者委員会（12月3日、1月29日）
　　　　委託業者との打ち合わせ(週１回程度）
　局内：多摩水本部長レク（都度）

○

監察指導課 1027
課で作成した非行事故データベースを活用して、事故の原因を分析
中

非行事故の件数が増えたため、引き続き検索しやすいよう事故事例データの整理を行っていく。新
たな事故が発生した際には、当該データベースを活用して事故対応を行っている。

○

契約課 555
特命理由の適正な記載方法等を「東京都水道局随意契約ガイドライ
ン」の改訂により周知

特命随意契約理由の具体的な記載例について関係各部との調整を実施。令和3年3月18日に局内通知
を発出済

○

管理課 1039
お客さまサービスの向上と業務の効率化を図るため、各種申込手
続、料金の支払、情報閲覧などを一元的に受け付ける総合アプリを
導入

・アプリに搭載する機能や、関連システムとの連携方法を記載した基本計画を策定
・基本計画策定後、学識経験者等に意見をいただいたうえで発注仕様書等を作成

部（所）名

令和２年度第２期　取組案件実施状況報告

サービス推進部

職員部

経理部

総務部
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取組部署 No. 取組概要 実施状況 継続部（所）名

令和２年度第２期　取組案件実施状況報告

浄水課 22

ＨＰ上に記載している水質に関する情報について「水質に関するト
ピックの掲載内容の見直し」「新たな指標による水質の評価結果の
掲載」等に取組み、よりお客さまニーズを反映させアクセス性を向
上できるよう再構築を図る。

新たな指標である「あんぜん・あんしん水質指標」を設定した。指標７項目について、給水栓（蛇
口）131か所ごとに目標値の評価結果（個票）を令和３年３月末までにＨＰに掲載予定。個票は配水
系統検索ページで水質検査結果とともに表示する。「水質に関するトピック」等については、お客
さまニーズ、アクセス性を重視しつつ令和３年度末までに改良予定

○

管理課 1115
企業会計事務の基本(収益的収支と資本的収支の区別、費用対効果の
考え方等)を簡単にまとめたテキストを作成し、職場研修を実施

各部の経理担当と打ち合わせを実施しマニュアルを作成済み。職場研修については来年度の初めに
実施予定

○

管理課 1158
ゲタ判で簡易決済を取っていた案件についてNotesDB化し、はんこレ
ス化及びペーパーレス化推進

紙・ゲタ判での回覧の電子化・ペーパーレス化を目的に、モバイル端末持出申請システムの仕組み
を応用した「給水部情報共有データベース」を作成。２月より管理課版のみのテスト運用を行った
後、３月１０日に本番環境へ移行し、順次部内全体で活用を開始する。

工務課 1094

工事の工法変更検討資料の統一化：工種毎に比較検討の項目及び種
類について統一化
・「工法変更資料作成の手引き」の作成に向け、監督員及び受注者
ヒアリングを実施済
・建設部系列ＰＴ等で内容を確認後、系列及び関係部署へ周知

・３工種【非開削への工法変更（一部区間）・既設コンクリートこわし工・地盤改良】について比
　較検討の項目及び種類の統一化を図り、資料作成のポイント等を盛り込んだ「工法変更資料作成
　の手引き」（案）を作成済
・本手引きの内容について若手監督員（１６名）及び配水本管経験が少ない受注者（９社）へヒア
　リングを実施し、意見や要望等を聴取し本手引きに反映済
・R2.10.24付で本手引きを建設部系列に周知済
 【関係部署（浄水部・給水部・多摩水）へ参考送付済】
・今後、必要の都度手引きの検証や見直しを行う予定
※本手引きの活用実績は建設部系列で16案件（R3.3.15現在）

○

管路設計課 128

部署間の情報共有：設計・工事情報共有システム（建設情報COSMO）
の改編
・アンケート及びＰＴ検討に基づくデーターベース掲載内容の整理
・利用者マニュアル、システム管理者運用マニュアルの整備

・令和２年２月以降PT開催を見送っており、システム改変作業は中止継続中
・データ登録方法がわかりずらい、との課内意見があり、マニュアル案の見直しを今後検討

○

管理課 1001
多摩水系列事業所で発生した事故及び事故に至らなかったヒヤリ
ハット事案を収集してデータベース化し、多摩水系列全体で共有す
ることで事故の未然防止を図る。

TS-Parkデータベース「多摩水系列　事故！ヒヤリハット！！情報バンク」を作成し、実際に発生し
た事故や、事故に至らなかったヒヤリハット案件を系列事業所間で共有できるようにした。データ
ベースに掲載した事例は各所属で行う職場討議のテーマとしても活用している。今後は事例を増や
すとともに、職員への注意喚起文書の掲載等を行い、さらに内容を充実させる。

経営改善課 393

（在宅勤務の増加を踏まえ）セキュリティワイヤーの接続を最終退
庁者がチェックし、未接続の場合は接続する。さらに、書類持ち出
し管理簿に、「いつ、誰が、どんな理由で、どのような種類の資
料」を持ち出すか、を明記した上で持ち出すようにルール化する。

毎日、最終退庁者がセキュリティワイヤーの接続チェックを行い、未接続の場合は接続して管理簿
に記録するとともに、本人に報告し注意を促している。
また、書類持ち出しをやむを得ず行う場合は、書類持ち出し管理簿に明記することを徹底してい
る。これらの取組が課内に浸透し、情報管理に対する一人一人の意識の高揚につながっている。

技術指導課 362
課内連絡会等の開催にあたり、モバイル端末を活用し、資料作成・
会議運営の効率化を図る。

課内連絡会等をはじめとした課内会議においては、モバイル端末を使用し完全ペーパーレス化を実
施するとともに、会議資料の作成にあたっても、極力既存資料を活用することで、会議運営を効率
化することができた。また来年度から本格的に始まるペーパーレス化の促進に資する取組であるこ
とから、さらなる取組の充実を図っていく。

工務課 314

部内構成比率の高い若手職員の知識向上と技術継承に向け、早期に
基本を習得し、着実な業務執行を確保するよう、最近発生した事例
などを研修材料とした討議型の講義を取り入れた育成への取組（Ｏ
ＪＴ計画）を実施

部所属１～２年目の職員（計２１名）を対象に、事業概要、工事調整、工事監督、設計実務等につ
いての研修を実施。（対象者以外は希望制）
今年度は、新型コロナ感染症拡散防止対策徹底の観点から、三密を避けた会議室での集合型研修と
Skypeを併用した研修を実施。
ブラインド型の工事事故発生時対応訓練などが実施できなかったが、実務に直結した研修内容につ
いて適宜実施。３月１９日に新規採用職員の業務報告会を開催。（計 １０回）

○

浄水部

給水部

建設部

多摩水道改革推
進本部調整部

多摩水道改革推
進本部施設部
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取組部署 No. 取組概要 実施状況 継続部（所）名

令和２年度第２期　取組案件実施状況報告

所全体
300
314
321

組織力向上への取組（人材育成への連携した取組）
　当所における近年の定期異動では、毎年、半数近くの職員が異動
しており、入れ替わりの激しい職場である。また、初めて多摩地区
の業務を経験する職員も多い。
　多摩地区水道は、その歴史的経過から区部とは異なる事務も多
く、多摩固有の知識・技術の習得が不可欠である。
　職員の能力を伸ばし、組織力を維持・向上させる人材育成を図る
には、年間を通じ、継続した研修等への取組が重要であることか
ら、第２期以降も所内全部署で連携して取り組んでいく。

第２期においては、研修・訓練等の取組を以下のとおり実施した。
・12月：多摩地区待機業務の経験年数が浅い職員に対し、待機時における事故発生時の情報収集項
　目や政策連携団体への指示事項などについて説明すると同時に、市町への情報提供の重要性と連
　絡先フロー図の周知徹底を行った。
・12月～3月：担当毎に応急給水槽の組立訓練、および給水車の運転訓練と同時に、操作研修として
　給水車から応急給水槽への加圧給水訓練を実施した。
・担当内のOJT、担当会や業務を進める中において水道技術や多摩地区固有の知識の習得に努めた。
　また、他担当と一緒に現場対応することで、担当内業務にとらわれない水道技術の継承にも取り
　組んだ。

○

所全体 984
前期の調査結果をもとに、発災時に必要な物品、機器等の所在の見
える化を推進

調査結果をもとに、各階ごとに平面図を作成し、発災時に必要となる物品や機器等の設置場所につ
いて、庁舎内各所に掲示することにより、非常時における対応が円滑に行えるよう職員に周知し
た。また、発災時の対応用のマニュアルや備品が入っているキャビネットの扉に、収納されている
内容の表示を行うことにより、見える化を図った。

○

開発課 361
ＴＶ会議にて、幹部職員レクや共同研究相手先等との打合せ等を実施す
る。

・技術開発検討委員会、同幹事会、ICT戦略検討運営委員会技術系部会、研究開発報告会等、開発課が
　主催する会議や報告会は、オンラインで開催した。
・大学や企業等共同研究先との打合せ、中間報告会などは、オンラインで開催した。

○

運用課 446

事務所内のコピー機(複合機)に水運用FAXを統合しコスト削減を図
る。
第１期：区部導入７６％、第２期：区部導入100％予定、令和３年
度：多摩地区導入予定

区部の予定箇所は全て統合済。多摩地区は令和３年度に導入予定 ○

企画調査課 1013

現在の水質センター保有薬品のSDSの電子化は完了したため、今後新
規に購入する薬品について、購入部署がSDSを収集し検索リストに追
加していくためのマニュアルを作成し、電子SDSを継続的に運用でき
る体制を整える

SDSを収集し、検索リストに追加するための作業マニュアルを作成した。電子SDSの継続的な運用体
制を確実に維持するため、SDSの追加・更新作業が適切に完了したかどうかについて、労働安全衛生
法に基づき所内で毎年開催するリスクアセスメント検討会で確認することとした。

○

管理課 967
令和元年度第1期において導入したETCカードについて、ETC車載器を
公用車に設置し、高速道路のETCレーンの利用を可能にする。

ETC車載器を購入し、高速道路のETCレーンの利用が可能になった。 ○

管理課 1047
単独対応の報告が確実に行われるよう改訂した「来訪者受付票」を
事務所内及び３級かいに水平展開する。

「来訪者受付票」に単独対応の有無のチェック欄を加えた。また、新型コロナウイルス感染症対策
として検温チェック欄も加え、３級かいに水平展開した。

○

技術課 1115 企業会計事務、予算の仕組みなどについて、職場研修を実施する。
工務担当の職員が講師となり、職場研修（予算と科目）と題した職場内研修を実施した。所内管理
職を含む38名の職員が出席し、専門的な用語の意味や予算科目の内容等について、多くの職員が理
解を深めることができた。

羽村取水管理
事務所

1196
新型コロナウイルス感染症対策として来所者に対し受付時に検温を
実施する。

「検温のご協力のお願い」を掲示し、来所者に対して受付時に検温を実施している。
また、職員については出勤時に検温を実施。

小河内貯水池
管理事務所

974 更新に合わせてバックモニターを新規車両に設置

交通事故防止の取組の一環として、令和2年12月納車の新規車両に以下の安全対策仕様を反映させ
た。
①パーキングセンサーにより、車両周辺の障害物を警告音により確認できるシステム。
②バックモニターにより、後方向と上方向から車両周りを映した2映像を同時に確認できるシステ
ム。

○

研修・開発
センター

多摩
給水管理事務所

水運用センター

水質センター

水源管理事務所

立川
給水管理事務所
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取組部署 No. 取組概要 実施状況 継続部（所）名

令和２年度第２期　取組案件実施状況報告

所全体 1047 来訪者受付簿の様式を改善し、より適切な来庁者管理を行う。
管内各課（所）の来訪者受付簿を参考に様式を改善するとともに、管内各課（所）と情報共有を行
い、より適切な来庁者管理を行った。

所全体 1107 公費で取得した資格の「履歴追記願」の提出を省略する。
庶務担当で集約している公費で取得した資格の「履歴追記願」について、本人からの提出を省略し
た。

配水課・
給水課

1058

受注者に実施したアンケート結果を参考に、安全会議を活用した受
注者とのコンプライアンス意識の共有を図る。アンケートの結果が
得られ次第、受注者への注意喚起と情報共有の方法を検討の上、取
り組みを開始する。

水道工事事業者に実施したアンケート結果から得られた水道工事に対する課題や要望について、安
全会議等で監督員及び受注者に周知した。受注者と共通認識を持つことができ、受注者との良好な
協力体制の構築、職員の監督力向上につながった。

○

庶務課 1124

【台風等予想されるリスクに対する対応方法の整備】
東一支所管内の庁舎は、台風等で河川（荒川）が氾濫した場合、0.5
ｍから５ｍまでの浸水が予想されている。そのため、令和２年１０
月に浸水対応計画を策定した。
今後は、対応に必要な水のうなどの購入や局平日発災対応訓練時な
どに個人情報を含む紙媒体の資料場所や資料の退避場所の把握を行
うなど浸水時の対応に備えていく。

倉庫の空きスペースを考慮して、一坪で1500枚保管できる「吸水土のう」を１箱（20枚）購入し、
試験的に吸水土のうを使用（膨張）してみた。
また、本吸水土のうを使用した各庁舎の必要枚数を測定した。
今後は、台風シーズンまでに吸水土のうの必要枚数を購入するとともに、局平日発災対応訓練時な
どに個人情報を含む紙媒体の資料の退避場所の把握を実施していく。

給水課 1158

【ペーパーレス化の推進】
職員への回覧等については、これまでも可能な限り電子データによ
り周知していたが、今後はペーパーレス化を徹底する。重要な内容
については周知漏れがないよう、ショートミーティング時に概要を
説明するとともに電子データの確認を促す。

本取り組みを継続して実施するとともに、経常業務（作業）のなかでペーパーレス化が可能なもの
を検討し随時実施していく。

庶務課・
荒川営業所

1125
最終退庁簿に記載されていなくても普段行っている点検項目を抜き
出し、鍵の場所やチェックする箇所について図などを活用して、誰
でも対応できるようにしていく。

令和２年度後半に資料の基本形を作成した。今後、バージョンアップを行っていく。

葛飾営業所
374
375

課長代理会、安全衛生委員会等の定例会議においてタイマーを設置 令和３年１月以降に開催した課長代理会、安全衛生委員会等の定例会議において、タイマーを設置

配水課 1095

水道管管理図と現場の埋設深度の不整合が原因とされる損傷事故を
防止するため、立会いや当局工事の際に埋設深度の相違が確認され
た場合は、「マッピングシステム修正データ通知」を利用して修正
を行い、マッピング情報の精度向上を図る。

課内に適切な事務処理を周知し、道路工事や他企業工事の立会等において埋設深度等とマッピング
図の相違が確認できたものは、随時修正を行いマッピング情報の精度向上を図った。

給水課 442
安全管理会議の紙資料を廃止し、プロジェクターによる会議を行
い、受注者へは別途電子データを送信し、ペーパーレス化を推進す
る。

今年度は、コロナ対策のため安全管理会議を、電子データによる書面開催（7/9及び2/24）に変更
し、ペーパーレス化を図った。

庶務課 826
通常の研修では取り扱わないような基本知識をクイズ化すること
で、新規採用職員等に周知する。

問題・回答を考えることで、水道知識を深めることから、来年度の新規採用職員向け研修、中学生
職場体験時に使用する問題・回答を作成した。今後、所内の新規採用職員等に周知していく。

○

配水課 1030
朝会における定期的なコンプライアンス推進に関する標語を読み上
げて周知する。

課内各担当の朝会において、コンプライアンス推進に関する標語を読み上げて注意喚起を図った。

給水課 1045
通行禁止道路通行許可申請による機動対応等（移動）のより一層の
適正化及び迅速化

当支所管轄区のうち、杉並区管内について書類を整え活用しているところである。中野区・新宿区
についても、今後同様に取組む予定である。

杉並営業所 906
職員不在時の机上の書類整理を継続して行うとともに、退庁時に施
錠する場所へ保管するよう意識付けを行う。

不在時は、机上の書類整理のために文書ＢＯＸを置き個人情報を散逸しないように徹底した。今期
は、文書ＢＯＸを不在者が自席につくまで鍵のかかる書庫に保管し、個人情報の放置防止に努める
ことを推進した。退庁時に気付いた職員が不在者の文書ＢＯＸを書庫に保管している。今後も継続
して行うこととし、所内の職場風土としていきたい。

○

中央支所

東部第一支所

東部第二支所

西部支所
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取組部署 No. 取組概要 実施状況 継続部（所）名

令和２年度第２期　取組案件実施状況報告

杉並営業所 1171
検針業務におけるお客さまの状況に応じた対応方法について、共有
フォルダ内で整理し、ノウハウを共有することで対応力の強化を図
る。所内にも共有していく。

検針業務で取扱う投函文書について、カテゴリーごとに分類整理して、広く共有利用できるよう共
有フォルダにて管理するよう各担当から保有資料を収集している。(収集ファイル数　64）算定事例
についても、順次収集を進めている。

杉並営業所 1172
誤投函防止のため、お客さま了解のもと営業所職員が水道標章を作
成依頼し取付けていく。

本年度は、水道章標の取付目標を16件と設定した。取付場所の候補として17件を選定し、そのうち
16件について管理会社の了承を得た。杉並営業所職員にて現地へ伺い、3/11時点で15件の取付が完
了している。残り1件についても3月中旬に取付予定。来年度も取組を継続し、水道章標が必要な場
所へ取付を行っていく。

新宿営業所 1126

営業所から発送する請求書等の窓開き封筒（様式）を加工し、「宛
名や住所が違う場合は開封せずに取扱営業所へ連絡をお願いしま
す」という一文を印字したものを送付し、誤配・誤支払のリスクを
減少させる。
印字位置の見直しなど継続実施中

継続して実施中。印字位置をわかりやすい場所へ変更。他の封筒にもど導入拡大予定 ○

新宿営業所 1023
様々な言語圏のお客様対応のための投函ビラの多言語化
順次対応言語を拡大中

継続して実施中。英語、韓国語、中国語、ベトナム語に対応。開始申込みのお願い等、投函ビラ７
種類作成。必要に応じて、他の書類も作成予定

○

支所各課 428
電子決裁の推進、会議資料のペーパーレス化、書類整理による文書
保管場所の確保

・決済については可能な限り電子としている。
・幹部職員連絡会（月２回）、コンプライアンス推進委員会（１０、３月）、進行管理会議等多く
の会議の場でプロジェクターを導入、ペーパーレス化に努めている。
・各課（所）で行う課長代理会、職場討議等における資料については、必要最小限とし両面、裏面
印刷を活用している。

○

支所各課 439 スマイルエコプロジェクト（資料・印刷物の削減）
両面印刷の推奨、内部資料のメール送付、会議等でのプロジェクター活用等により資料、印刷物の
削減に努めている。

○

庶務課 456 データ検索しやすい能率的な共有フォルダの整備
南部支所フォルダを各課（所）ごとに大森、桜丘、共通分に分類、不要分を整理することでサー
バー容量の削減を図るとともに、検索、閲覧、保存の効率化が促進された。

庶務課
（大森）

967
デビットカードでの物品購入あり、引続き利便性や効果等について
検証していく。

所属により詳細は異なるが、令和２年１０月頃よりブランドデビットカード（みずほ銀行)及びガソ
リンカード（JCB）を導入。現金による支払い機会が減り、支出事務の効率化が図られ、またイン
ターネットでの物品購入も可能となり、出張回数の削減や、調達期間の短縮もなされた。

大田営業所
目黒営業所

1131 リスク対応携帯ポケットメモの作成
個人情報管理、交通事故対応、現場作業時の暴力行為、バルブ開閉時における対応フローのポケッ
ト版を作成、在籍職員は現場出張に携行している。職員異動時も随時配布している。

○

配水課 1058
水道局と受注者の間でコンプライアンスに関する意識を共有・向上
させるため、都・局の記事等を紹介し、受注者との健全な信頼関係
の構築を図る。

11月に受注者あてに局の記事などを紹介した。また、監督員が受注者との打合せの機会を捉えて局
内コンプライアンス情報の意見交換を現場代理人と実施した。

○

給水課 1022

課長代理会や突発事故時に端末とテレビをＨＤＭＩケーブルで接続
し、大画面で映し出すことにより、現場状況等の資料をペーパーレ
ス情報共有する。今後は、漏水修理報告や工事事故報告等、各種の
課長説明時の資料においても同様とし、更なる印刷用紙の削減に努
めていく。
（R2年度上期実績：222枚「A4換算」の削減）

課長代理会や突発事故対応時に端末とテレビをＨＤＭＩケーブルで接続し、各種資料を大画面で映
し出しペーパーレスで情報共有を図った。今後も継続して取組みを行い、印刷用紙の削減を図って
いく。
（取組状況）令和2年9月15日　板橋区加賀2－17　配水本管Φ1500副管部漏水修理工事
　　　　　  令和3年3月4日　練馬区西大泉4－3　Φ100サドル分水栓漏水に伴う緊急断水作業
（R3年3月5日現在の実績：395枚「A4換算」の削減）

○

支所全体 1124

10月までに支所統一の様式を作成し、課所ごとに台風による業務リ
スクの洗い出しと対応策を検討した。引き続き、各対応策のうち必
要な事務を実施し、危機意識を共有できるようにする（今年度は実
際の台風直撃は無かったので災害時リスク対応以外を実施）。今
後、1年に1回見直し（ＰＤＣＡ）を図ることとする。

各課所にて台風による業務リスクを洗い出し、リスクと対応策を一覧化し、リスクの見える化を実
施した。この一覧は、今後各課所管理監督者において、1年に1回見直し（ＰＤＣＡ）を図り、台風
到来時に備えることとする。

○

南部支所

北部支所

西部支所
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取組部署 No. 取組概要 実施状況 継続部（所）名

令和２年度第２期　取組案件実施状況報告

庶務課 1083
事務室、会議室等で飛散防止処理されていない窓等にフィルムを貼
り、発災時における職員の活動の影響を最小限に抑える。10月から
作業委託実施、12月18日終了予定

令和２年12月に委託契約完了。既に網入りガラスにより飛散防止している窓等とあわせ、概ね全棟
の飛散防止対策完了

庶務課 1196
新型コロナ感染症対策として、打ち合わせ等で対面で対応する業者
等への検温を実施する。

R2年夏より庶務課打合せコーナーに非接触型体温計を設置し、体温測定を逐次実施

長沢浄水場 1163 事務室入口カウンター、警備員受付に、透明フィルムを設置
新型コロナウイルス感染症対策として、事務室入口カウンター、警備員受付に透明フィルムを設置
済み。

長沢浄水場 1083
事務室、会議室等に飛散防止フィルムを貼り付け済み。操作廊にも
設置予定

災害発生時の窓割れによる被害防止のため、事務室、会議室、水質試験室、操作廊の窓及び、什器
のガラス戸へ飛散防止フィルムを貼付済

小作浄水場 1196
新型コロナ感染症対策として、打ち合わせ等で対面で対応する業者
等への検温を実施する。

非接触型体温計を２個購入して、検温を実施している。
コロナ感染対策として職員も検温に使用している。

○

庶務課
技術課

970
本年度平日・休日発災対応訓練の結果を踏まえ金町・三郷の連携強
化（Skype会議など）に検討課題を加え来年度計画に反映する。

本年度平日・休日発災対応訓練の結果を踏まえ金町・三郷の連携強化（Skype会議など）に検討課題
を加え来年度計画に反映する。

○

庶務課
技術課

984
本年度平日・休日発災対応訓練の結果を踏まえ必要物品・機器等の
保管場所を改善し、新たな保管場所の見える化を行う。

・三郷導水ポンプ所（無人点検作業所）内に保管場所を新設の上備蓄物資（食料）を配置し、発災
時に泊りがけで同所に出張する職員向けに改善を行った。
・必要物品・機器等をバッグに入れて持ち出しやすい場所に保管するよう改善を検討している。

○

庶務課
技術課

1075
削減が難しい「燃えないゴミ」について圧縮機のほか様々な方策を
検討し、ゴミの削減を推進する。

2月12日ゴミ圧縮機の設置し、庁舎清掃委託業者に燃えないゴミ全量の圧縮を依頼 ○

三郷浄水場 16
緊急時における資器材の相互融通による有効活用の周知を含む、連
絡体制のあり方を検討する。

資器材の相互融通システムを確実に機能させるために年度当初の周知を行い、年複数回の在庫管理
（調査）をすることを骨子に考えている。システムの周知がいきわたるような資料を含め検討して
いる。

○

庶務課
技術課

三園浄水場
439 モバイル端末使用による会議資料のペーパーレス化を推進する。

安全衛生委員会やコンプライアンス推進委員会、所内連絡会等において、出席者が各自のモバイル
端末で電子データの会議資料を閲覧する形式をとり、会議資料のペーパーレス化を図っている。

庶務課
技術課

三園浄水場
371

会議等を開催するにあたり、参加者へ事前にデータ資料を送付し、
実施目的・討議内容を共有することにより、効率化を図る。

安全衛生委員会やコンプライアンス推進委員会等の開催にあたり、参加者へ事前に会議資料データ
を送付することで内容の共有を図り、効率的な会議の実施を推進している。

庶務課
技術課

三園浄水場
1030 朝会において、定期的にコンプライアンス標語等を確認する。 コンプライアンス推進標語を一覧にして配布し、各担当ごとに朝会の際に読み上げを行っている。

技術課
三園浄水場

137
安全管理会議、安全パトロール、受注者指導を実施する。
安全管理会議において、当局の不正行為防止の取組みを周知し、入
札契約手続きの適正化への協力を求めていく。

安全管理会議において、警備強化のための入退場時及び執務区域への立入り時のルールを受注者へ
再周知した。今後も、同会議を通じ職員・受注者のコンプライアンスに係る相互チェックを継続し
ていく。

庶務課
工事第一課
工事第二課

1047

来訪者受付票を一覧表への記入形式から打合せ毎に１枚記入に改
正。局対応者の記載を代表者だけでなく全出席者に変更するととも
に、打合せ終了後に内容を裏面に記載し所属長からの承認を得る。
なお、本年８月からは、庶務課においても列記式から上記の様式に
改正した。

所で統一した来訪者受付票（単票様式）を随時所属長に回付し記載内容に疑義がある際は、その都
度確認し必要があれば指導をしたうえで承認している。
また、１１月から非接触式体温計で検温を行い、来訪者受付票の検温欄に記入するなど、来訪者の
健康状況を確認し、感染防止に努めている。

○

所全体 428
不必要なコピー用紙の削減（環境計画の目標値維持）、ペーパーレ
ス化推進

毎月コピー用紙使用量をグラフ化して職員へ周知し、不必要なコピー用紙の削減を呼び掛けた。所
全体で４月から２月までの使用量を目標値（平成３０年度実績）から２４％削減できた。

○

所全体 1047 受託者等対応簿の作成、詰所（勤務地指定）における取り扱い
コンプライアンス遵守の観点から、今年度来訪者受付票の見直しを行った。来訪者全員の氏名記入
を徹底し、感染症予防のため体温の記入を行った。また、昨年度に引き続き、詰所においても業者
対応方法を統一している。

○

西部建設事務所

金町
浄水管理事務所

東部建設事務所

東村山
浄水管理事務所

朝霞
浄水管理事務所
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部内文書量のスリム化と適正な文書管理の推進

１ 取 組 概 要

３ 効 果

令和３年３月２５日
総 務 部 総 務 課

○ 起案の電子決定方式の更なる推進（１２月末時点電子決定率 局内：９０．３％ 部内：９７．６％）
１１月には電子決定の徹底について、目標を周知するとともに、Ｑ＆Ａを更新し、取組推進をフォロー

○ 強化月間の設定等によるペーパーレスの取組強化（１２月）
・議会関連業務のペーパーレス化及び期間中各課２日間の「No paper day」設定による紙出力の原則禁止
・ペーパーレス会議推進のためのインターネット環境整備及び打合せスペース等へのモニター設置

○ 「５つのレス」徹底に向け、各種手続きのオンライン化等に向けた規程の改正

４ 今 後 の 予 定 等

２ 取 組 経 過

文書の発生の抑制、文書量の削減により、業務の効率化及び適正な文書管理の更なる推進を図る。

○ ペーパーレス・オンライン会議等のさらなる推進
⇒ 在宅勤務等の推進を踏まえ、モバイル端末を活用したペーパーレス・オンラインでの業務を徹底する
⇒ 令和３年度ペーパーレス局内到達目標達成に向けた実施計画の策定と進捗管理を実施する

○ 適正な文書管理の推進

⇒ 文書廃棄（文書溶解処理）の実施（３月）や共有フォルダ内の電子保存文書の整理など、適切な
文書管理を推進し、キャビネットや書庫の有効活用を図る

⇒ DocuWorks9（電子上でファイル等を紙と同様に扱うことができるソフト）の導入により、文書保存や
文書管理の効率化を図る

⇒ ＦＡＸレス化、はんこレス化などのオンライン手続に向けた各種要綱等を順次改正する

○ ペーパーレス及びオンラインでの打合せや会議等の実施により、
ペーパーレスへの職員の意識向上及び在宅勤務の促進にも寄与
○ ペーパーレス会議の実施と電子決裁の推進により、紙の使用量が減少

16



お客さまサービス向上と情報発信の強化 令和３年３月25日
サ ー ビ ス 推 進 部

〇お客さまサービスの向上と業務の効率化を図るため、各種申込手続、料金の支払、情報閲覧などの機能を搭
載した総合アプリを導入する。

○これまでもホームページ上で使用中止や使用開始の申込を受け付けているが、自動チェック機能を有してい

ないため、人手による審査が必要

○使用水量の照会などを提供している東京水道マイネットにおいては、セキュリティ確保の観点から申込から

利用開始まで１週間かかる。

○これらの課題を解決し、さらには多様な決済方法による料金支払い、位置情報を活用した災害時給水ステー

ションの案内など、お客さまサービス向上と情報発信機能の強化を図るため、総合アプリの導入を検討

１ 取 組 概 要

３ 取 組 効 果

各種申込が時間や場所を
問わず即時に可能

過去の使用水量や料金
の照会が可能

支払機能
スマートフォン決済や
クレジットカード都度
払い等、多様な支払が
可能

情報発信
スマートメータから得た、
漏水等の情報を発信
災害時給水ステーション
の案内

申込機能 情報閲覧

２ 取 組 経 過

○ 令和３年度・４年度
設計・開発

○ 令和４年度中
リリース

４ スケジュール

画面イメージ

12:34

ご照会

お支払い

お申込み

お知らせ

お客さまID 11111111
新宿区西新宿1-1-1
水道 花子 様

東 京 都 水 道 ア プ リ

最新のご利用状況
R2.11-R2.12月分

使用水量〇㎥ 請求金額〇〇〇円
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給水部情報共有データベースの構築について

○いわゆるゲタ判による紙資料の回覧・情報共有の仕組みを電子化
○これにより、はんこレス・ペーパーレス・テレワークの増加に対応可能
〇既存のシステムを応用することで短期間での実装を目指す。

１ 取 組 概 要

令和３年３月２５日
給 水 部 管 理 課

・これまでのゲタ判による回覧・情報共有
（１）はんこ（押印が必要）
（２）紙に押印、紙でファイル保管
（３）テレワークに対応困難(登庁・押印が必要)

○ ３月１０日、管理課のみのテスト運用から本番環境へ移行。順次部全体での活用を開始
○ 今後も回覧経路の設定方法やデータベース管理方法の改善など、使いやすいシステムへと改良していく。

４ 今 後 の 取 組

２ 課 題 認 識

Notes上に「給水部情報共有データベース」を構築
ゲタ判によっていた回覧・情報共有をシステムで代替
（１）はんこレス、ペーパーレスを実現

（２）テレワークに対応可能
（３）文書等の保管スペースの削減

３ 効 果

・モバイル端末持出申請
システムの仕組みを応用し、
添付ファイル及び説明文を
データベース上で共有
・回覧からデータの保存まで
をシステム上で行うことが
可能

○
〇

18



資料
収集

• 課内変更検討会、所内変更審査会

•部内変更審査委員会

素案
作成

• ３工種について比較工法及び検討項目を統一を検討

•比較表作成時の留意点、評価基準を検討

意見
聴取

• 当局若手監督員（１６人） ※政策連携団体含む

•配水本管工事経験が少ない受注者（９社）

まとめ

• 受注者及び監督員の意見を反映

•部内周知（局内参考送付）

１ 取 組 概 要

○配水本管工事経験が少ない職員及び施工実績が
少ない受注者向けとする

○比較検討資料の工種は、開削工事で変更頻度が
高い工種を選定

非開削への工法変更（一部区間）、
既設コンクリートこわし工、地盤改良工

○各工種について比較工法及び検討項目を統一し、
留意点も盛り込む

２ 手引き作成方針

３ 検 討 手 順

○令和2年10月24日付で建設部系列周知済
（浄水部・給水部・多摩水参考送付済）

○本手引きの活用実績は建設部系列で16案件
（令和3年3月15日現在）

○必要の都度、本手引きの検証・見直しを行う

４ アンケート結果（監督員・受注者）

○アンケートは１６名の建設部系列若手監督員及び
９社の本管工事受注経験の浅い受注者へ実施

Q1 工法検討資料の手引きは活用できますか？
★活用できる 【監督員】１６名 【受注者】９社
★活用できない 【監督員】 ０名 【受注者】０社

Q2 「手引き」に掲載されている比較検討資料サンプル
（具体事例）は参考になりますか？
★参考になる 【監督員】１６名 【受注者】９社
★参考にならない 【監督員】 ０名 【受注者】０社

《監督員及び受注者からの主な意見》

・検討の流れや工法のイメージができてわかりやすい。

・変更作業の元資料となり、受注者と監督員相互の意思疎通
が効率よく行える。（手戻りが少なくなる）

・受注者に資料作成を指示する上で様式を提示できるのは
便利。また、検討漏れが減ると思う。

５ 本マニュアルの運用

R1.12～R2. 1

R2. 2 ～R2. 6

R2. 7 ～R2. 8

R2. 9 ～R2.10

工事の工法変更検討資料の統一化 令和３年３月25日
建 設 部 工 務 課

○工法変更を迅速に決定・執行するため、工種毎に比較検討の項目等を統一化し、資料作成のポイント等を
取りまとめた「工法変更資料作成の手引き」を整えることで、変更検討資料作成の効率化を図る。
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比較検討資料サンプル（非開削への工法変更（一部区間））
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３ お客さまの声の反映状況報告



1,385 

1,237 

1284

864

833

814

232

308

320

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2年度

元年度

30年度

苦情 要望 感謝

10 

17 

18 

8 

17 

10 

1 

2 

3 

0 10 20 30 40

2年度

元年度

30年度

苦情 要望 感謝

316 

298 

200 

226 

172 

113 

129 

185 

164 

0 200 400 600 800

2年度

元年度

30年度

苦情 要望 感謝

1,059 

922 

1,066 

630 

644 

691 

102 

121 

153 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2年度

元年度

30年度

苦情 要望 感謝

令和２年度 お客さまの声の受付状況（令和3年1月末時点）

1 お客さまの声（苦情・要望・感謝）の受付件数（収集ﾂｰﾙ別） 【お客さまセンター】

【メール】

【事業所】

2 令和2年度に寄せられた問合せ等のうち特徴的なもの

資料1

477

655

671

36

31

【全体】

2,481

2,378

2,418

1,910

1,687

1,791

19

苦情

要望

感謝 1,791 1,687 1,910

問合せ・案内等

計

苦情

要望

感謝 671 655 477

問合せ

計

苦情

要望

感謝 19 36 31

計

苦情

要望

感謝 2,481 2,378 2,418

問合せ・案内等

1,018,994

8

1

19

1,385

864

232

226

129

2,717

3,388

10

1,016,513

1,059

630

102

1,013,796

1,015,587

316

受付別 元年度 　30年度２年度1月末

お客さま
ｾﾝﾀｰ

922 1,066

644 691

121 153

1,326,673 1,422,665

1,328,360 1,424,575

ﾒｰﾙ
298 200

172 113

185 164

2,860 2,729

3,515 3,206

事業所

17 18

17 10

2 3

36 31

1,329,533

全体

1,237 1,284

308 320

833 814

合計

1,425,394

1,331,911 1,427,812

※2年度は1月末時点

※新型コロナウイルス関連は資料4参照

令和２年度 令和元年度 平成30年度

新型コロナウイルス※ 19,613 680 -

スマートフォン決済 329 303 2

給水管の凍結 303 102 246

有機フッ素化合物 103 165 0
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その他

30年度 元年度 ２年度1月末

お客さまの声の主な内容について【苦情】
資料2-1

特徴

・工事、料金、手続、接遇関係が増加に転じた。

工事関係 資料3参照

料金関係
水量・料金の苦情（納得できない等）、催告状に関する苦情（支払ったのに行違いで催告状が届いた）、口座・クレジットに関する苦
情（切替手続が不便、登録に時間がかかりすぎ、インターネット銀行が使えない）、他都市と比べて料金が高い等

手続関係
各種受付間違い（姓名漢字、マンション名誤登録）、受付漏れ（口座振替・ｸﾚｼﾞｯﾄ手続等）、マイネット・web口座受付サービスの使
い勝手が悪い

検針関係
検針時の対応（無断立入り、片付け、メータ―ボックスの雑な扱い等）、検針票の見にくさ（文字の大きさ、色）、検針票の投函方法
（ドアポストから見えてしまう）、漏水修繕後の対応

接 遇 指定水道工事店、委託職員、局職員、ＳＳ職員、お客さまセンターの応対態度への苦情

水質関係 水質・味が美味しくない

そ の 他 センターのアナウンスが長い 22



お客さまの声の主な内容について【要望】 資料2-2

料金関係 支払い期間の拡大、口座・クレジットの取扱金融機関の追加、支払方法の拡充、基本料金の引下げ、料金の免除対象者・業種の拡大

手続関係
インターネット受付（画面の見やすさ、煩雑さの改善）、フリーダイヤルの導入、複数の請求書を一括送付する制度の導入、
東京水道マイネットのパスワードについて、はがきによる通知や定期変更の廃止等

検針関係 検針票の投函方法、検針票の記載内容（文字大きさ、色）、検針日・検針サイクルの変更、毎月検針・毎月請求の導入、自動検針の要望

工事関係 外出自粛による在宅中の工事断水中止への要望、断水時の蛇口の閉忘れに関する注意喚起の要望

水質関係 横田基地周辺の水道水、井戸水、下水、河川への有機フッ素化合物による汚染状況がどのようになっているか知りたい

接 遇 検針員、オペレータのマナー向上のため局の指導を要望

そ の 他 節水ＰＲの要望、防災関連（緊急避難場所として水道局施設を開放してほしい等）、民営化
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お客さまの声の主な内容について【感謝】 資料2-3

手続関係
生活保護の免除の手続き内容について分からず問合せしたところ分かりやすい説明をしてもらった
マイネットの操作方法を丁寧に教えてもらい、手続きすることができた

接 遇
昨晩漏水があり、水道局に連絡したところ、雨の中すぐに対応していただいた
断水の件でお客さまセンターのオペレーターに丁寧に対応していただいた

検針関係 水量が変化すると検針員から細やかに連絡が来て大変助かった、検針の際２回訪問してﾁｪｯｸしてもらい漏水が分かり感謝している

工事関係
メータ取付を依頼したところ、来てくれた業者の対応が素晴らしかった
工事業者の作業員の方々の細かい気配りで、車の出入り、断水も不都合なく工事が終わった

水質関係 東京都の水はおいしい

料金関係 生活保護の免除措置をしてくれたので、生活が助かっている

そ の 他 水道の工事業者に酔いつぶれていたところ助けていただいた

特徴

・工事、水質関係が増加に転じた。
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区部 多摩 ※令和2年度は1月末時点
※その他を除く

工事の騒音・振動の苦情

工事施行中の苦情
（通行止・う回路・駐車・施工）

工事後の苦情
（復旧・仮舗装・後片付け等）

工事業者・交通誘導員の
苦情

工事などの事前連絡、
お知らせの苦情

断水の苦情

濁水の苦情

工事に関する苦情
資料3

1 月別推移

2 区部・多摩別

4 主な内容

〇21時から6時まで連続で音が鳴りっぱなし、振動もある。工事の時間帯を配慮して昼間だけ
等に変更できないか？難しいなら時間の短縮等をしてほしい。（振動の苦情）

○交通渋滞が酷く出入りに時間がかかり過ぎ、仕事にも遅れてしまう状態。昼間に大渋滞をお
こすような工事をなんでやるのか？迂回の案内など出すべき（工事施行中の苦情）
〇仮舗装の仕上がりが悪く路面が凸凹しており、つまづくおそれがあるので直してほしい
（工事後の苦情）

〇誘導員複数人が公園の子供の前で灰皿もない場所でたばこを吸っている（工事業者、交通
誘導員の苦情）
〇事前の連絡もなくいきなり断水になった（工事などの事前連絡、お知らせの苦情）
〇コロナ禍で手洗いが必要なのに、工事で断水とはどういうことだ（断水の苦情）
〇八王子市西寺方町の漏水事故があってから、濁水が出る（濁水の苦情）

3 内容別

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 月平均

30年度 23 30 44 32 27 28 35 40 19 17 24 34 353 29

元年度 22 20 33 28 32 34 23 46 31 28 31 36 364 30

２年度1月末 35 35 52 60 53 62 43 82 45 61 ‐ ‐ 528 53
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1 受付状況 （お客さまセンター・メール計）

2 主な内容

資料4
新型コロナウイルスに関連したお客さまの声受付状況（令和２年度1月末）

・問合せ・案内等のうち、支払い猶予関係が約51％と大
半を占め、次に料金関係（約19％）、支払い関係（約
14％）が多かった。

・苦情では、工事関係（約39％）、料金関係（約21％）、検
針関係（約8％）の順に多かった。

・要望では、料金関係が約53％と最も多かった。

問合せ・案内等

　うち　支払い猶予

　　苦　　情

　　要　　望

　　感　　謝

19,620計 4,532 4,679 3,643 1,896 1,433 1,016 507 519501 894

7 2 0 0 0 11

11 19 25 3 1 742 2

1 0

3

1

2

0

6

0

29 43 21 4 0 112

2,855 2,952 1,353 858 557 9,874362 84

1 3

220

4

171

4

462

3

計

4,485 4,615 3,597 1,889 1,432 19,423

内容　　　　　　　　　　月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

1,012 502

12月

511

11月

495

1月

885

料　金

支払い

手続き

その他

工    事

料　 金

検 　針

職場環境

業務縮小関連

その他

・支払い猶予申請の電話をしているが、お客さまセンターの電話が全く繋がらない。待っている間の通話料金が負担
・緊急事態宣言が発令された今、定期検針を強行し料金を正確に算定する必要があるのか

　　　　問 合 せ

・コロナで帰国できず、現在家の水道料金がどのような状態か確認したい。
・コロナの関係で地元に戻っており、期日までに料金が払えない。

・コロナの影響で水道を使っていないのに、請求されている。

・コロナに伴う支払い猶予について、手続きなどどのようにしたらよいか。
・新型コロナウイルスの影響で入国制限になり、お客様番号が確認できずインターネットでの中止申し込みができない。
・コロナの影響で帰国できず、支払い方法をクレジットカード払いに変更したいがどうすればいいか。

・支払い猶予を願い出たのに、昨日払込み書が届いたのはなぜか。

　　　　苦　　　情

・猶予について、電話連絡ができない人もいるし、詳細はHPを閲覧しないとわからないのはおかしい

要     望
・事業所職員はテレワークの端末が配備されず在宅ができないので統一的な対応をしてほしい。
・窓口に行ったら、職員の人員縮小が全く行われていない。都の組織として、姿勢を見せる努力は必要なのではないか。
・職員のテレワーク許可の拡大を求める。

感     謝
・安心して家にこもっていられるのもライフラインの運営・維持管理に従事して下さっている皆様のおかげ。
・コロナに怯えながらも、感染者が抑えられているのは、日本の水のおかげではないか。

・なぜ工事を続けるのか。業者に感染者が出た際の責任を水道局は負えるのか。
・自宅テレワークを推奨しているのに、水道管交換作業（耐震）の騒音でテレワークやweb会議に支障が出ている。
・このコロナのご時世に断水は困る。手洗いうがいや入浴もできない。

・ほかの自治体は、水道料金を減免しているのに、なぜ東京都は水道料金を免除しないのか。
・コロナの影響で在宅しているとはいえ、水道料金が前回に比べこんなに高くなったのはおかしい。

・水道局は緊急事態宣言下でも検針を続けるらしい。下請けの人命よりも自分たちの財布を優先している。
・検針員が、マスクを顎にかけていた。

・感染者がでているが、支払窓口を開けている。フロアを封鎖して完全消毒をするべき。
・強制的に出勤させるのはやめて欲しい。家庭の事情など、出勤できる人は自己申告し、最低限の業務を行うべき。
・都民に自粛を要請して都の直轄である水道局が自粛をしていないのはどうお考えですか？
・職員が時差出勤やリモートワークで感染しないように努力した結果が今なのに、上は全然わかっていない

26



資料5-1お客さまの声に関わる新規施策

お客さまの声の概要 検討・対応状況

・水道の手続や料金の支払いがスマートフォンで行
えるとよい

・東京水道マイネットが使いづらいのでわかりやすく
簡単なものにしてほしい（ハガキによるパスワード
送付など）

次の機能を備えたアプリの設計・開発
・使用中止・開始などの手続きが、時間や場所を選ばずスマートフォンで即
時にできる
・スマートフォン決済やクレジットカード都度払いなど、様々な方法で支払い
が簡易にできる
・過去の水道使用量や支払状況の実績確認ができる
・位置情報を活用した災害時給水ステーションの案内など、災害時の情報
を受け取ることができる

・SMS認証などの最新セキュリティ技術を採用し、即時の利用開始が可能

・スケジュール
令和3年度 設計、開発
令和4年度中 サービス開始

1 お客さま総合アプリ（仮称）の導入（サービス推進部管理課）

2 おうち水道キャラバンの実施（サービス推進部サービス推進課）

お客さまの声の概要 検討・対応状況

・水について学習できる教材、ＤＶＤ等学習用に使
えるものがあればほしい（キャラバン対象外である
特別支援学校中等部の教員の方からの声）

・水道局の取組等について講演などをしてほしい

・ウェブ上に講座内容や動画コンテンツ等を掲載し、より多くのお客さまが
時間と場所を選ばず誰もが水道キャラバンを体験できる環境を整備

・スケジュール
令和3年1月～ 内容検討、調整

4月～ 局ホームページ上に、「おうち水道キャラバ
ン」のページを開設
（講義映像などについては、6月以降、新規
動画コンテンツを定期的にアップ） 27



8

（参考）過去報告案件
資料5-2

No 案件名 お客さまの声の概要 対応状況 所管部

1 浄水場のﾃﾛ対策強化 水道施設のﾃﾛ対策が心配 浄水場における不審者侵入対策として警備を強化 浄水部

2 土日祝日のあんしん診断実施 平日だけでなく土日祝日もあんしん診断を実施してほしい。 個別対応で土日夜間も実施していたが、28年4月から要望の有無に関わらず土曜も実施
給水部
多摩水

3 あんしん診断の入室の有無 事前に入室の有無を通知してほしい。 事前通知文に「診断において原則、家の中には入りません」を追加
給水部
多摩水

4 請求頻度や請求期限に関する要望
請求が2か月ごとであること、請求期限が変更できないことが
不満

口座振替指定ｻｰﾋﾞｽやｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ払い（ある程度お客さまの支払い日時を決めることができる）を周知
ｻｰﾋﾞｽ
推進部

5
検針時の苦情について（検針委託会
社）

検針の際に声をかけてほしい。無断で敷地に入って検針をし
た。ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ等の開閉する際の音がうるさい。ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽの閉
め忘れが多い。

（区部）当該の委託会社へ個別に直接指導。検針委託会社三社に対して、社員教育・研修の徹底を指示。
（多摩）検針委託会社向けの研修を実施し、お客さまの声を紹介。検針委託会社へ改めて接遇について注意喚
起するよう要請

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

・多摩水

6 地域水道ﾆｭｰｽの拡充について
水道ﾆｭｰｽ廃止のため、地域に根差した情報発信をしてほし
い。

28年度発行からの地域水道ﾆｭｰｽを拡充
・発行回数の増：年1回以上⇒年複数回
・区市町との連携強化等により、町内会・自治体等への回覧などの配布先の拡充
・重要施策の発信強化を図るとともに、ﾀｲﾑﾘｰなﾆｭｰｽを発信

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

7 ﾏｲﾈｯﾄの更新案内ﾒｰﾙの改善
東京水道ﾏｲﾈｯﾄの更新案内ﾒｰﾙに記載されているURLのﾘﾝｸ先
が、水道局HPのﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞであるため、東京水道ﾏｲﾈｯﾄﾛｸﾞｲﾝ画
面に変更してほしい。

ﾘﾝｸ先がﾏｲﾈｯﾄﾛｸﾞｲﾝ画面になるように修正
ｻｰﾋﾞｽ
推進部

8
東京水道あんしん診断について
（日程変更）

あんしん診断の訪問日時が指定されており変更できず、一方
的なお役所仕事という印象

事前通知文の「訪問時間の指定はできません。」の文言を、日程の変更もできないと誤解されるため、事前通
知文の内容を見直し（これまでも要望に応じて、可能な限り日程変更に対応）

給水部
多摩水

9 直結切替え工事費用への補助
直結給水方式への切替に関し、工事費用が高額なため補助し
てほしい。

直結給水方式への切替えに伴い増径工事が必要となった場合、局施工による費用軽減の事業を行っているが、
平成28年度から新たに工事費用に対する管理組合向け融資取扱金融機関を紹介する取組みを開始

給水部

10
地域水道ﾆｭｰｽへのお客さまｾﾝﾀｰーPR記
事の掲載

過度に使用量が多かった場合、どこに問い合わせればよいか
わからない。

地域水道ﾆｭｰｽへお客さまｾﾝﾀｰPR記事を掲載
また、広報・広聴掲示板の「地域水道ﾆｭｰｽ素材」へ案文を掲載し、給水管理事務所・ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝへ活用促進

多摩水

11
検針票・請求書等の見やすさ、わかり
やすさ

検針票が、東京電力・東京ｶﾞｽの様式と比較して見にくい、わ
かりにくい。

ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙの新機種導入（H29.4）にあわせ、文字の大きさやお知らせすべき情報を見直し、分かりやすい様
式に変更

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

12
広報媒体を通じた水質情報の適切な発
信

放射能（放射性物質）が不安、水垢（ｽｹｰﾙ）や水のにおいが
気になるので改善してほしい。

・多様な広報媒体（HP充実、水道くらしのｶﾞｲﾄﾞ、地域水道ﾆｭｰｽ、Facebookの活用）により、お客さまが求め
る情報をきめ細かく発信

浄水部

13 請求書の使用月分表示の改善
請求書（郵送用）について、請求金額の「内訳」欄に、「今
回料金」と記載されており、いつの使用月分料金なのかがわ
かりづらいため、正確に○月分と明記すべき

ｼｽﾃﾑを修正し、郵送用請求書にも使用月分の項目を印字 多摩水
28



13 請求書の使用月分表示の改善
請求書（郵送用）について、請求金額の「内訳」欄に、「今
回料金」と記載されており、いつの使用月分料金なのかがわ
かりづらいため、正確に○月分と明記すべき

ｼｽﾃﾑを修正し、郵送用請求書にも使用月分の項目を印字 多摩水

14
未統合市水道料金等のHPにおける案内
の改善

羽村市が他の市町より上下水道料金が安いのかどうか知りた
い。（未統合市の料金は「都が水道事業を行っていないため
掲載する情報はありません」と表示）

都が水道事業を行っていない未統合市の料金表等をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載することはできないが、都民の利便性を考
慮し、未統合市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾝｸを掲載

多摩水

15 利用しやすい水飲場の設置、発信
海外旅行に行くと水飲み場や水飲栓が街中にあり、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
にいれて飲んでいる。日本にも、そういう設備があったらよ
い。

東京の水道水をﾏｲﾎﾞﾄﾙへ給水できるﾎﾞﾄﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰを水道局施設に設置。区や市の施設に既に設置されている
ﾎﾞﾄﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰに、水道水の魅力をPRする銘板を設置。また、設置場所についてHP等にて公表

総務部

16 災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝ(給水拠点)のPR
最寄りの災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝ（給水拠点）が不明。震災等によ
り断水した際の水道局からの応急給水方法が不明

・既存の周知方法の充実・強化による災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝの認知度向上（検針票、地域水道ﾆｭｰｽでPR）
・新たなﾂｰﾙによる災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝ及び応急給水方法のPR（地域ｷｬﾗﾊﾞﾝでPR、区が実施する応急給水用資器
材を使用した訓練の支援事業でPRﾁﾗｼを配布）

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

17 局HPへの水滴くんｶﾞｲﾄﾞの追加
あんしん診断ｱﾝｹｰﾄなどで寄せられる様々な意見や問合せの中
には、HPに掲載されている内容も多く、情報が正確に伝わっ
ていない状況

お客さまからの問合せやｱﾝｹｰﾄ等で特に多い意見・問合せについて、お客さまが簡単に情報にたどり着けるよ
うに図解のｶﾞｲﾄﾞを作成し、局HPに掲載

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

18 貯水量の見える化 ﾀﾞﾑ貯水量のHP公表について、土日の情報が更新されない。 29年12月1日より、多摩川水系のﾘｱﾙﾀｲﾑ貯水量として、貯水量及び貯水率の1時間ごとのﾃﾞｰﾀを局HPに掲載 浄水部

19 職員のお客さま対応力の向上
問合せに対し、知識不足で要領を得ない回答をされた
窓口での職員の対応に愛想がない、横柄
電話対応時の言葉が悪い

・新規採用職員や転入職員に対するきめ細やかなOJTの実施等による職員の早期育成
・接遇ｽｷﾙ向上のため全職員を対象とした「接遇ｽｷﾙｱｯﾌﾟ」研修を実施
・29年度から新たに「電話対応」研修を実施

職員部

20 東京水道名所の発信によるPR強化
水道局の取組や情報に関心があるので情報発信を希望
水道事業について知る機会があると良い

・水道施設を新たな魅力として発信していくため、技術、景観、歴史等が特に優れている当局施設を「東京水
道名所」として選定
・今後は、都民参加型施策など様々な機会を活用しPR（平成29年度　ｲﾝﾌﾗﾂｱｰ実施、名所ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成等）

経理部

21 お客さまｾﾝﾀｰ混雑状況の表示
お客さまｾﾝﾀｰの回線が混み合い、なかなか繋がらなかった。
お客さまｾﾝﾀｰの混雑状況を分かるようにしてほしい。

曜日、時間帯別で混雑状況が一目で分かる表を局HPに掲載し、混雑状況を明記
ｻｰﾋﾞｽ
推進部

22 あんしん診断ｱﾝｹｰﾄに対するQA集
あんしん診断ｱﾝｹｰﾄで寄せられる意見には、局として取組済み
で局HPに掲載されている内容も多く、情報が正確に伝わって
いない状況

・寄せられた意見に対し、QA集を作成し局HPに掲載
・広くお客さまの目に触れていただくよう局Facebookでも周知

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

23
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ払い申込書における認印欄
の廃止

ｸﾚｼﾞｯﾄ申込をしたが「捺印なし」の不備で返却された
外国人には押印でなく、ｻｲﾝ（自署）で手続き可能とすべき

登録不可のうち、約39％が押印漏れによるものと多数を占めており、認印欄を廃止する方向で検討
30年7月末納品分から「ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ払い申込書様式」を認印を廃止した様式へ変更

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

24
多摩お客さまｾﾝﾀｰ電話番号案内方法の
改善

ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙと市外局番（042）の電話番号が2つあるが、どちら
にかけたらよいのかわからない。

・電話の種類による通話料金負担額の違いについて明確にわかるよう表記を変更
・H30.8　HP表記変更、局内・多摩地区26市町へ周知。H30.12納品分の印刷物の表記も変更

多摩水
調整部

25 水道水源林の適正管理
①水源地保全への要望
②外国資本による水源地購入への不安
③水道水源林のPRに関する要望が多くあげられる。

・第11次水道水源林管理計画に基づき、水道水源林の保全事業を着実に推進
・みんなでつくる水源の森実施計画に基づき、以下の取組をより一層進めていく。
・荒廃の進む民有林の積極的購入、適正管理による水源地保護（79.35ha購入済）
・企業・大学など多様な主体と連携した森づくりなどを通じ水源地保全の取組をより一層理解していただく。
（東京水道～企業の森7社（30.8新たに1社協定締結）、企業協賛金制度9社、共同研究2大学）
・多摩川水源ｻﾎﾟｰﾀｰの取組、水源林体験ﾂｱｰ及び水源の森ｲﾍﾞﾝﾄの開催等により、都民へのPRを実施、新たに寄
付金制度を開始（ｻﾎﾟｰﾀｰ登録者1,545名、ﾂｱｰ5回実施）
・都民向けｲﾍﾞﾝﾄでPRを実施（水道週間局ｲﾍﾞﾝﾄ、ふれあい館20周年ｲﾍﾞﾝﾄ、全国育樹祭等）
※実績値はH31.1月末時点 今後は時点更新のみなので案件としては終了とする。

浄水部

No 案件名 お客さまの声の概要 対応状況 所管部
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26 窓口ｻｰﾋﾞｽの多言語対応 営業所の窓口を様々な言語に対応できるよう整備すべき

音声認識や文字入力により、多言語の翻訳ｱﾌﾟﾘや筆談ｱﾌﾟﾘを利用できるﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を導入し、窓口対応に活用
（H29.3　区部1か所、多摩1か所に試行的に導入）
平成31年2月　本格導入
・区部営業所：営業所窓口にｱﾌﾟﾘ等をｲﾝｽﾄｰﾙ済のTS-NETのﾓﾊﾞｲﾙ端末を導入（2月）
・多摩SS　　：ﾀﾌﾞﾚｯﾄ（12台）を購入し、窓口に配備（3月）

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

27
水道料金の支払いの多様化
（ｷｬｯｼｭﾚｽの導入）

水道料金の支払い手段が増えるととても便利でよい。
LINEペイの請求書支払いに対応して欲しい。
ｷｬｯｼｭﾚｽにより、払い忘れを防げる。

水道料金・下水道料金の請求書での支払いに、新たにｽﾏｰﾄﾌｫﾝ決済によるｷｬｯｼｭﾚｽ支払い導入（R1.7.1）
（LINEPay、PayB）
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ決済を拡大（PayPay：R1.9.2、楽天ﾍﾟｲ：R1.11.1）

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

28
「初回請求時口座振替申込書」の配布
中止

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化して、限りある資源を大切にしてほしい。
経費削減をしてほしい。
すでに口座振替申込書を送っているのに、請求書に口座振替
申込書が同封されていて不愉快

区部で、口座振替普及のため、昭和50年4月から給水開始後の初回請求時に同封していた口座振替申込書の配
布を中止（平成31年4月から実施）
年間51万枚（H30実績）の削減。費用削減180万円。

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

29 各種発行物等への多言語化対応 外国のお客さま用に、印刷物なども多言語化してほしい。

・お客さまへの投函・送付物
　3か国語表記の封筒、各種お知らせを作成
・くらしのｶﾞｲﾄﾞ英語版作成（H31.3）、区市町や営業所窓口等に配布
　　　　　　　 中・韓版は、ﾆｰｽﾞ調査や他局ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の多言語化状況の調査を実施し作成について検討
・歴史館、科学館ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ英・中・韓版（H31.3）作成

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

30 ICT機能を活用したｱﾝｹｰﾄ実施の展開
水道局に対する意見や要望は、正確に受け止めて事業に迅速
に反映してほしい。
意見や要望を、身近で気軽に言える場があるとよい。

・練馬営業所及び葛飾営業所がICT（音声による文字入力）機能を活用したアンケート実施（R1.6）
・実施手順等を全営業所へ紹介し、営業所、政策連携団体がｲﾍﾞﾝﾄでｱﾝｹｰﾄ実施（R1.9～12月）
・ｱﾝｹｰﾄ実施ﾏﾆｭｱﾙ（実施手順例）を作成（R1.12月）、各営業所へ展開（R2.1月以降）

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

31 水道使用開始申込ｾｯﾄの改善

・「東京水読本」に古い内容が記載されている。（統廃合営
業所の情報）
・「東京水読本」の内容と局HPの情報が重複しているため、
重複情報の削除や発行部数の削減によりﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化を推進す
るべき。また、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ対策のためにﾋﾞﾆｰﾙ袋を廃止するべ
き。（職員からの提案）

・「東京水読本」の内容のうち、情報更新が予想されるもの（営業所一覧等）は、随時迅速に情報更新が可能
な局HPの該当ﾍﾟｰｼﾞへQRｺｰﾄﾞにより案内できるよう工夫
・「東京水読本」の内容を精査し、給水契約の手続や災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝ関連の案内に集約したﾘｰﾌﾚｯﾄに変更
し、ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化の推進
・ﾘｰﾌﾚｯﾄは英中韓国語の多言語に対応
・ﾋﾞﾆｰﾙ袋を廃止し、原則、紙封筒に封入するよう変更
・印刷費用950万円、印刷枚数770万枚削減（区部・多摩計）区部10月、多摩12月から配布

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

32 局HPの改善について HPが見にくい。（情報量が多い等の理由）

・お客さまのｱｸｾｽ容易化
　ｱｸｾｽ数が多くお客さまからのﾆｰｽﾞが高い項目が目立つようﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞをﾘﾆｭｰｱﾙ（R1.10）
・掲載情報のｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
　①各部による掲載情報ﾁｪｯｸ（6月、10月、12月）
　②ﾁｪｯｸ結果に基づき修正等実施
　③掲載情報確認のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄを整理・周知し、ｸﾛｽﾁｪｯｸ等の仕組みを導入
　④職員によるHP更新が可能になったため、各部の職員による迅速な更新が可能になるよう、簡易ﾏﾆｭｱﾙ整備
予定

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

33 水道施設及び施設整備の効果的なPR
水道設備全般が古くなり、改修等の費用がかなりかかると聞
いた。老朽化対策にかかる情報公開をもっと積極的に行って
ほしい。

・長期事業運営方針に老朽化対策を含めた局事業に関連する情報を掲載予定（R2年度公表予定）
・東京水道施設整備ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに掲げた施設整備の取組状況（H30年度）のHP公表等、積極的に情報公開
・ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ改定時に、専門用語等の用語集を掲載し、お客さまに親しみやすく分かりやすい工夫
・新たな広報戦略として、お客さまの目に留まりやすいPRｺﾗﾑ（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ改訂版の内容）を作成し、Twitter・
facebookへの掲載や工事現場への掲示、配布ﾁﾗｼへの掲載等による情報発信の拡充について検討するほか、QR
ｺｰﾄﾞからHPへ導くなど、情報提供の充実についても検討

総務部

No 案件名 お客さまの声の概要 対応状況 所管部
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No 案件名 お客さまの声の概要 対応状況 所管部

34 多様な媒体を活用した環境施策のＰＲ

・環境5か年計画の存在や水道局の環境への取組について知ら
ないので、もっと広くPRしてほしい
・広報東京都やｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄで確認しやすいｱﾌﾟﾘ等による
PRや、電子媒体だけでなく、「冊子」等の紙媒体によるPRを
望む
・水道局HP上に環境対策の内容をわかりやすく掲載してほし
い

・局ﾂｲｯﾀｰで、当局の環境への取組を定期的に（毎月2回程度）発信（R2.7月～）
・来庁者やイベント配布用として、東京都水道局環境5か年計画2020－2024」の概要版（日本語版・英語版）
を紙冊子で作成。ＰＲ館等で配布　（R2.8月中旬配布）
・「広報東京都」令和3年2月号に環境報告書2020の記事を掲載
・当局HP「環境への取組」のﾍﾟｰｼﾞを充実（R3年3月末）

総務部

35
東京水道アプリの制作
　→お客さま総合アプリ（仮称）へ統
合

・ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを用いた断水情報（復旧見込み時間含む）や各種
情報の確認をｽﾏﾎでできれば便利
・震災時の断水や渇水等の情報がすぐわかるｱﾌﾟﾘがあるとよ
い。
・震災時などの際に状況がわかるようｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘやﾒｰﾙ配信
ｻｰﾋﾞｽがあると安心。災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝの場所の詳細を知らせ
てほしい。
 →お客さまサービスの向上と業務の効率化を図るため、各種
申込手続、料金の支払、情報閲覧を一元的に受け付ける総合
的なアプリに統合する

・ｱﾌﾟﾘを制作
　（準備契約、R3.4月製作開始、R3.11月頃ﾘﾘｰｽ予定）
（1）ｺﾝﾃﾝﾂの内容
　・ﾌﾟｯｼｭ通知を用いてお客さまへ直接情報を提供
　・平時には日常的な水道関連のﾄﾗﾌﾞﾙや手続き等、生活に役立つ情報を掲載
　・災害時には、断水情報や災害時給水ｽﾃｰｼｮﾝ開設状況、現地までの道のり案内等、災害時に役立つ情報を掲
載
（2）ｱﾌﾟﾘの周知
　・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ数増加のため、ﾌﾟﾚｽ発表に加え、広報誌やｲﾍﾞﾝﾄ、地域広報等によるPRを行う。

ｻｰﾋﾞｽ
推進部

No 案件名 お客さまの声の概要 対応状況 所管部
声の
種類
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