
第14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３年６月１日から令和３年８月31日まで新規提案を募集し、職場を通じた提案が33件、ＴＳ-Park上の

提案ボックスに１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０件の計34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、８件の提案が取組採用となった。

提案総数34件

令和３年度 改革提案募集・審査結果

取組採用数８件

情報公開
ワイズ

スペンディング
都民ファースト 危機管理

提案 ３件
採用 １件

提案 １件
採用 ０件

提案 13件
採用 ２件

提案 ７件
採用 ２件

提案 10件
採用 ３件

業務改善分科会
（事務・技術）
における審査

10件

13件

３件

６件
１件 １件

２件

３件

２件

コンプライアンス

1



番号 件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

1
会議室・情報室・共有スペー
スの予約方法の変更

必要最低時間の予約の徹底の運用周知、会議室予約
システムの改修によるリマインダー発信や１度に予
約できる時間の制限

総務部
施設計画課

趣旨採用

本局では誰もが経験する改めるべき事案ではあり、趣旨はよ
い。提案のとおり職員への通知などにより、職員の意識を変え
ることが肝要であるが、システムの改修については費用対効果
を検証すべきである。

2
事故発生時における適切な情
報連絡確保のための局内周知

事故の種類ごとに対応の要点をまとめた資料を作成
し局内に周知

経理部
管理課

趣旨採用

輻輳している情報連絡方法を整理し実効性のあるものに改正す
る趣旨はよい。
より実効性・即効性を確保するために、ICT技術やDX化を踏ま
えた解決策の検討など各職場の状況に応じた掘り下げた検討が
必要である。

3
水道局カレンダー印刷の見直
し及びデジタル化

印刷しての配布に代えて、スケジュール帳として利
用できるデジタルカレンダーとして広く提供

経理部
管理課

参考

ペーパーレス推進に沿った趣旨はよい。
デジタルカレンダーのHP掲載はすでに実施済である。スケ
ジュール機能の追加は、ニーズや費用対効果を検証する必要が
ある。

4
パスワード自動生成ソフトの
導入

職員の負担軽減と情報セキュリティの向上のため、
ＰＷ自動生成ソフトを共通アプリに追加

経理部
管理課

参考

ＰＷ設定の必要なファイルの発生数・頻度が不明でソフト導入
には検討が必要である。（中央省庁においてもＰＰＡＰ方式
(ファイルをＺＩＰ形式に暗号化し、ＰＷを別送)廃止を進めて
いる）

5
各種緊急連絡網の廃止と未来
型オフィス実現による新しい
連絡体制の構築

職務用スマホ携帯の配布し平常時テレワークは元よ
り緊急時の新しい連絡体制の構築に繋げる

サービス推進部
サービス推進課

取組採用 ①②④

6
弁護士への相談方法の改善に
ついて

各事業所における定型的な案件について、法的サ
ポート体制を構築

中央支所
庶務課

参考
事業所で法律相談の必要があるトラブルが発生した際、系列の
本局部署を通さない仕組みは問題がある。また、現在の法律相
談との明確なすみ分けが必要である。

7 防災カード作成方法の改善 誰もが簡便に防災カードを作成できるようにする。
中央支所
庶務課

趣旨採用

カード作成事務を軽減する趣旨は理解できるが、具体的な改善
方法が示されていない。
また、システム改修をしなくとも、作成方法を工夫することで
より簡便で効率的に作成できる可能性もある。

8 職員名簿作成方法の改善
職員一人一人が電子データで確認し、修正できるよ
うにする。

中央支所
庶務課

趣旨採用
現行の紙ベースでの確認作業を廃止する趣旨はよい。
システムの改修費用は、調査検討が必要で、改修せずともメー
ルを活用する等他の方法も検討する必要がある。

9 バス運賃の改定方法の改善
本人が必ず申請するように定期的に通知文を発行
し、周知を行う。通勤手当の修正手続きを見直す。

中央支所
庶務課

参考

「本人申請漏れの防止」に関しては、これまでも改定の都度、
職員部から各部所の給与担当者宛に通知を発している。「通勤
手当の修正」に関しては、全庁統一的な人事・給与制度の運用
の観点から、実施は困難である。

令和3年度　水道局自律点検・改革の提案（総括表） 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 件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

令和3年度　水道局自律点検・改革の提案（総括表） ①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性

10 ファイルワゴンの導入
書類等を床面に置かず必要な場合は瞬時に移動させ
ることが出来る

中央支所
配水課

参考

まず、ペーパレス推進の観点から、職場で管理・保管すべき書
類等を見直すべきである。
また、ファイルワゴンは、必要な部署が導入することで十分で
ある。

11
洗面所等の非接触型の給水栓
（自動給水栓）

感染症等の予防のため手動式給水栓を非接触型給水
栓に交換する

中央支所
配水課

趣旨採用
非接触型の給水栓の普及が進んでおり、提案の趣旨はよい。
数が膨大で個別対応では困難なため、建物改修等に合わせての
施工を検討すべきである。

12
管理職自身による決裁箱の蓋
閉め

長期不在時に管理職自ら未決箱の蓋を閉じ物理的に
文書を置かせないようにする。

中央支所
千代田営業所

取組採用 ②

13
業務用組織端末・メールアド
レスの設置

他の機関と送受信ができる組織端末と組織メールア
ドレスを配置する。

中央支所
港営業所

趣旨採用

デジタル化の趣旨はよい。
不審メール等の隔離処理についての仕組みの検討や事業所別の
ニーズの把握も必要。また、組織メール以外の代替手法につい
ても検討すべきである。

14
職員各々の研修マイページの
作成

マイページを作成し、個々の研修受講状況を明示す
る　　　　　　　　　　　　。過去受講状況からAI
により「今後受講を推奨する研修」を検索する機能
をつける。

東部第二支所
庶務課

参考

自分の研修受講履歴は「ｅ－人事システム」で確認することが
できる（一般職員）。
また、局の研修計画には、業務ごと・レベルごとのふさわしい
研修科目や職場ごとにおすすめする（身に着けておくべき）研
修科目が掲示されている。

15
職員来庁者向けパネル写真展
の開催

支所、営業所正面入り口や廊下に水道事業の全体を
見られるパネル写真を展示

東部第二支所
庶務課

参考

事業の目的や対象、効果が曖昧である。
お客さまは、PR館やHPを利用して水道事業への理解を深める
ことができる。意欲のある職員は、TS-NET内にも十分に資料
があり、学習が可能である。

16
損害賠償（小口）への迅速な
対応について

あらかじめ金額を設定し、所属事業所（３級事業所
以上）のみの判断で迅速に支払える仕組みを構築す
る。

東部第二支所
給水課

参考
損害賠償については、支払の根拠、妥当性等を慎重に確認する
必要があり、その権限の委譲には十分な検討を要する。まず
は、決裁の迅速化を図る工夫をしてほしい。

17
職員からの連絡受付用メール
アドレス等の作成・活用

職員からの連絡受付用アドレスを作成し、担当が閲
覧・返信を可能とする。職場用携帯電話でもショー
トメール連絡を受け付け、メール・携帯電話は始
業・終業時に必ずチェック、勤務中も適宜確認す
る。

東部第二支所
荒川営業所

参考

体調不良時の休暇連絡については、声の大きさやトーン等から
本人の体調等を把握するという意味もある。
また、モバイル端末が配布されているため、すでにメールで情
報共有できる環境が整っている。

18
検満引換メータ情報の誤登録
是正について

誤登録を行った業者についてのデータを可視化し、
注意喚起を促す。

西部支所
杉並営業所

参考
誤登録は、検満業者との履行状況に関わる問題である。業務改
善以前に、早急に対策を考えるべきである。
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番号 件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

令和3年度　水道局自律点検・改革の提案（総括表） ①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性

19
工事受付窓口のマニュアル作
成

個人情報の観点に立った工事受付窓口のマニュアル
を作成

西部支所
杉並営業所

趣旨採用

営業所間における対応のムラを是正するためにマニュアル作成
を行う趣旨はよい。
工事関係について、営業所で答えなければならない事項がある
場合は、その内容を整理する。

20 成績評定書類の電子化
電子データ化や電子決裁の導入、工事系システムに
新しい機能を搭載

南部支所
給水第二課

趣旨採用
電子化の取組の趣旨はよい。
工事成績評定は、全庁統一の取扱いであり、システム改修の規
模や概算額が不明である。

21 公印の電子化
公印省略、簡易決裁簿の電子化、電子決裁の推進を
進める。

南部支所
給水第二課

趣旨採用
押印廃止を進める趣旨はよい。
電子化の具体的な実施方法が記載されていない。また、押印に
ついては、全庁的な検討が必要である。

22
類似業務の集約（寝具の契
約）

現在３契約のものを１リースに集約化させることで
費用を削減。

南部支所
給水第二課

取組採用
①②③
ただし、夜勤の発生頻度が一定でないことから、すべてリース
契約とすべきかは詳細な検討が必要

23
自動車使用承認兼運転日誌の
記載欄の追加

運転日誌の様式を統一し、アルコール検知器の配置
数を増やす。

北部支所
庶務課

取組採用 ②③

24
情報処理機器の使用書類の記
入

使用簿、持ち出し簿の電子化
東部建設事務所
工事第二課

趣旨採用
ペーパーレス・はんこレスの趣旨はよい。
代替申請方法（共有ファイル・システムへの入力）について
は、詳細な検討が必要である。

25
打ち合わせ対応用紙と単独対
応記録簿の統合

来客者受付簿に書類受領欄を追加し、単独対応簿へ
の記載事項を減らす。

東部建設事務所
工事第二課

趣旨採用
記載手続きを効率化するという趣旨はよい。
既存の様式にとらわれず、ペーパーレス化の検討を行うなどよ
り掘り下げた検討が必要である。

26
口座振替申込書不備等に係る
調査の改善

口座振替申込書等に不備がある時の電話調査を整
理・確認が必要な場合は郵送調査に変更

東京水道（株）
受付サービス部
口座還付課

趣旨採用 郵送によるほか、ほかの方法も含めて検討するのが望ましい。

27
水質検査用薬品の管理方法の
改善

薬品管理システムの導入、薬品保管場所の統合等
水質センター
企画調査課

趣旨採用

現状の管理方法の改善は取り組むべきであるが、改善は薬品管
理システム開発（500万円）ありきではなく、市販システムや
エクセル・共有フォルダによる管理手法や、費用対効果につい
て更なる検討を行う必要があると考え、趣旨採用とする。
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番号 件名 解決策の概要
課(所)名
提出ルート

採否 検討結果

令和3年度　水道局自律点検・改革の提案（総括表） ①取組効果 ②実現可能性 ③経済性

④新規性 ⑤緊急性

28
「企業の森」の活動における
新型コロナウイルス感染拡大
対策の取り組み

ZOOM等のWEB会議ツールで水道局と企業をつな
ぎ、「出張！企業の森」を新たに実施する。

水源管理事務所
技術課

取組採用
①④
「企業の森」の協定企業のニーズに即した提案であるため取組
採用とする。

29
ICTを活用した事故防止アク
ションアプリの作成

事故防止アプリを作成し事業者がアクセスする仕組
みを作る

中央支所
給水課

趣旨採用

受注者と水道局の速やかな情報伝達方法の確立は事故防止の観
点で重要であるが、アプリの内容・運用方法、及び費用（開発
費・運用費）対効果について更なる検討を行う必要があると考
え、趣旨採用とする。

30
ウェアラブルカメラの導入に
ついて

・映像、音声によるリアルタイムでの遠隔サポート
が可能
・データを見返して現場の状況把握が可能、今後の
事故防止が期待できる・カメラを通して若手職員の
育成に活用できる

東部第二支所
配水課

取組採用

②
ウェアラブルカメラ導入による取組みは局内で既に検討を進め
ている取組であることから取組採用とする。
他部の検討内容を参考に検討を進めていくこと。

31
熱中症対策としての機器活用
について

・WBGT値を外部でも測定できるハンディタイプを
用いる
・現場職員だけでなく、受注者への熱中症予防対策
の指導も可能

東部第二支所
配水課

趣旨採用

熱中症予防の目安を把握するための良い取組みと思われるが、
WBGT値の測定器所持対象を職員だけでなく受注者まで含める
場合投資額が少なくないことが想定されることと、この値だけ
で熱中症が防げるものではないと思われるため、試行導入によ
り効果・活用方法等を確認する必要があり、趣旨採用とする。
現場へ持っていく測定機器数を減らすという観点で、スマホア
プリで熱中症予防が代替できるかも検討されたい。

32
安全運転対策としての車載ハ
ンズフリー機器の活用につい
て

・携帯電話のハンズフリー機器を設置し、運転時で
も通話を可能
・緊急時にも対応できて、迅速な対応、解決に繋が
る

東部第二支所
配水課

参考

公務中の自動車運転は原則２名乗車し移動しているため、必要
性は高くないと思われる。
また、ハンズフリーであっても運転中の通話は、運転に集中で
きなくなり事故を誘因する可能性があるため参考とする。

33
仕事の進め方改善：「はんこ
レス」の実現に向けて

TSネット上に共有データベースを作成、配水保全待
機日誌や公用車走行記録簿等の電子化はんこレス化
を推進

朝霞浄水管理事務
所技術課

取組採用

①②
ハンコレスの取組は全庁的に進めている取組みであることから
取組採用とする。
情報システム担当とも連携し、試行にて効果・セキュリティ・
操作性などの検証を進めて欲しい。

34
給水管の埋設明示シールの導
入について

給水管の埋設箇所に明示シールの貼付を行う 提案ボックス 取組採用
②
事故防止の観点から有効な取り組みであると判断するため取組
採用とする。
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各種緊急連絡網の廃止と未来型オフィス
の実現による新しい連絡体制の構築

本庁職員にあて職で職務用スマホを配布し、連絡用アプリを導入することで、緊急時の連絡体制の迅速性・同
時性・確実性を高めるとともに伝達情報内容の充実を図る（緊急連絡網の廃止）。また、平常時は在宅勤務の
業務用連絡やスケジュール共有管理の手段等として活用し、未来型オフィスの実現に繋げていく。

１ 提 案 概 要

○職務用スマホをあて職に配布し、連絡用アプリを導入することで、必要なメンバー
をグループ化し連絡体制を構築することができる。これにより人事異動ごとに連絡網
を作成する必要がなくなり、同時にグループ全員に映像や画像等も含めた伝達を行う
ことができるとともに、アプリによっては、どの役職者が既読したか確認ができ、こ
れにより「誰が何をいつ誰に指示したか」検証が可能となる。（機密情報以外）
○事故時に情報が集まると想定される管理職の職務用スマホに、予めTwitterアプリを
ダウンロードし局のTwitterのIDやPWを付与することで、都民への迅速な情報発信が可
能となる。
〇在宅勤務を含め、どこにいても執務室とほぼ同等の連絡が可能となり、一層の働き
方改革を推進できる。今後のフリーアドレス等を活用した未来型オフィスの実現への
第1歩となる。

３ 期待できる効果

令 和 ４ 年 １ 月 3 1 日
サ ー ビ ス 推 進 部
サ ー ビ ス 推 進 課

○緊急連絡網を実際に使用したが、電話は1対1のやりとりである上、連絡網は一方通行で文言のみ、架電中は
他の事ができず、また、誰から誰に何を伝えたかの検証が不能であると実感した。訓練では可能でも、現実に
は多くの人に連絡がつかず、複数の人に何度も架電しなければならず、大幅に時間をロスした。迅速な対応が
必須の緊急時においては、「連絡網で電話連絡をしなければ」ということがかえって支障となり得ると感じた。
○新しい働き方やコロナ禍で在宅勤務が増える中、将来的には、より一層のDX化やフリーアドレスによる未来
型オフィスが増えていくと考えられ、こうした時代に対応した連絡手段の構築が急務と考える。

メディアリテラシー
向上とアプリ安全性

課 題

２ 提案の背景・経緯

6
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「企業の森」の活動における
新型コロナウイルス感染拡大対策の取り組み

コロナ禍における企業の森の活動の１つとして、新たにZOOM等のWEB会議ツールで水道局と企業をつなぎ、
水道局が行っている森づくりについての講義や、現在の協定地の状況等をお伝えする取り組み
『出張！企業の森』を実施する。

１ 提 案 概 要

○コロナ禍でも何かしらの活動をしたいという企業の要望に対応

○参加人数の制限がなくなるとともに、時期を選ばず通年活動が可能

○水源林を訪問できない地方勤務の方等にも水源林保全の重要性等を知っていただく機会を創出

○写真や資料を用いてより詳しい水道水源林の説明、企業が希望するテーマの話（水道水源林を

管理する目的、水道水源林の歴史、現在の協定地の様子など）を講義

３ 期待できる効果

令和４年１月 3 1 日
水源管理事務所技術課

〇これまでの活動は、企業が水源林を訪問し、植栽や間伐等の

森林保全作業を行う水源林訪問型の取り組みが中心

〇新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各企業は参加者が感染する

ことを懸念し、水源林を訪問しての活動を中止または縮小

〇水源林訪問型の活動は、参加できる人数が限られること、

業務の都合や身体的な理由で水源地を訪れることができない人等に

対応できていないことが課題

○企業へのアンケートの結果でも「現地作業は移動が伴うため

コロナ禍では難しい」、「現地に行かなくてもいろいろなことを

学ぶ機会がほしい」と回答あり

⇒水道局と企業をつなぎ、森づくりに関する講義や情報発信を行う

「出張！企業の森」を実施

２ 提案の背景・経緯

年度 延べ参加人数

R1（コロナ前） 182人（７社全社が活動）

R2（コロナ禍） 28人（９社中 ４社が活動）

R3（コロナ禍） 69人（12社中７社が活動）

植栽 間伐

7



○「出張！企業の森」講義の様子

〇講義内容

オンラインで接続している様子 参加者の方々が映された画面 講義の際は、パワーポイントの
画面を企業と共有

・水道水源林を管理する目的
・水道水源林の歴史
・水道水源林の管理方法
・現在の協定地の様子
などなど・・・

ドローンの映像等を使い、
協定地の現在の様子を紹介

企業が希望するテーマで
パワーポイントを作成

8



２ 改善提案の取組状況報告



部
提案
番号

件名 提案概要 R3時点
取組状況

今後の取組

14 東京水道の先駆的な技術等の発信
東京水道が先駆的に開発・導入してきた技術や施策の一覧表・
個票を作成・公表

実施済

・自律点検の取り組みとして、施設計画課にて2016年度浄水・給水・建設の３WGから技術を集約し、施設計画課にて一覧表を作成。
・一覧表を水道局HPへ掲載する中、企画調整課にてIWA国際会議2018の取り組みの一環として、東京水道HP広報・広聴ページの水道東京技術マガジンとして、先駆的な技術等も
含めて公表することを意思決定した。※先駆的な技術等の発信は、自律点検から水道東京技術マガジンの取り組みに引き継がれた。
・東京水道技術マガジンは、2017～2018年度に全７号Webマガジンとして東京都水道局HPにて公開済みであり、水道局HP、facebook、twitterにて発信されている。この2,3
号にて先駆的な技術を４テーマ公開しており、現在も公開されている。
（トップページ＞広報・広聴＞東京水道技術マガジン）
・上記以外の施設計画課の技術の対外公表の取り組みとしては、R2年3月から東京都技術6局の持ち回りにて東京TECHブログ（約月2回発信）を執筆・公開し、各局の技術に関す
る取組みを情報発信する取組みに参画している。水道局として年3回の情報発信を行っている。

196
区部と多摩地区における料金徴収
システムの統合

区部・多摩における業務統一を行った上でのシステム統合 実施中
・東京水道（株）と契約し令和４年１月システム統合で継続。現在はテストを終えたものから移行作業を計画進行中。
・サービス推進部、多摩水調整部へは業務統合関連は調整を継続中。

197
区部・多摩徴収システムの統合に
よる事務効率化

ＳＷＡＮとＴＡＭＡのデータベース共有化と将来的な統合 実施中
・東京水道（株）と契約し令和４年１月システム統合で継続。
・統合後はＳＷＡＮとＴＡＭＡのデータベース共有化と将来的な統合が可能。

304 中型免許取得の推進
給水車運転に必要な中型免許所持者の把握。割合目標の設定。
資格支援化

実施済 中型免許の資格取得支援を実施済み

399 文書取扱主任の配置見直し 各課に文取主任を配置 実施中
各課に配置されていない事情を調査するため、
制定当初の起案や資料等が存在するか確認中。
制定当初の趣旨を踏まえ、配置見直しの可否についても検討する。

400 公印受領のための出張費の削減
外部講師の講師依頼書は総務課文書担当に公印を押印してもら
う

実施済 令和2年度より実施している。

421
効率的執行（秘密文書の電子施行
化）

秘密文書をメール等で送付可能とする 実施中
11月22日付職員目安箱についての知事メッセージにもあるとおり、総務局において
文書総合管理システムの電子決定に関する機能改善を検討しているところである。

430 紙ベース文書の適正管理 文書ファイルの表記・保存方法の統一 実施不要
各所属ごとに実施している保管管理方法があると思われるので、文書担当があえて統一的なルールを定める必要性がない。
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

431 文書保存方法の変更 長期保存文書だけでなく、有期保存の文書も保管委託を行う 未実施
歴史公文書制度の局内展開方法を検討中であり、当該制度と一体で調整していく必要がある。
その整理をした上で、費用対効果を踏まえて必要性の検討を進めていく。

432
作成書類、データの保存方法の共
通化

データ保存方法やラベルの付け方を統一するマニュアルを作成 実施不要
各所属ごとに扱う情報が異なり、所属ごとの適切なやり方があると考えられるため統一的なルールを定める必要性があるか疑問。
また文書の起案から保存に関することは文書担当であるが、データの保存や資料作成は所管していない
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

433 資料作成の見直し
・資料の作成基準の作成
・印刷量の削減

実施不要
各所属ごとに適切なやり方があると考えられるため、統一的なルールを定める必要があるか疑問。見やすい資料の作成の仕方については、中央研修等で実施済みであり、文書担当で
は所管していない。

457 水道局電子図書館
・職員が何時でも局刊行物を閲覧
・カテゴリ毎の分別、過去版の全掲載

実施不要
印刷物協議については文書担当が行っているが、掲載する刊行物は発行する各所属が所管であり、文書担当では所管していない。
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

462 情報管理能力の向上 サーバ容量の見直しと、検索エンジン技術の導入 実施中

・ファイルサーバの容量については、機器の更新時にペーパレス等を考慮して、昨年度の事業所サーバ更新時に容量を増加し、令和３年度の本庁機器更新時にも増量する予定であ
る。
・Webブラウザの検索機能は、膨大な費用を投じて専用に開発されたものであり、TS-NETへの導入は難しい。また、ウィンドウズのエクスプローラでファイル検索は可能なた
め、システム改修は不要と考える。

464
共有サーバーの容量増とシステム
整備

ファイルサーバの容量を拡充し、重複格納等の見直しを行い容
量不足を解決する

実施中 ファイルサーバの容量については、機器の更新時にペーパレス等を考慮して、昨年度の事業所サーバ更新時に容量を増加し、令和３年度の本庁機器更新時にも増量する予定である。

465 資料の電子図書館化
電子化した資料の有用性を点検し、活用できるものは共有でき
る保存先を構築する

実施不要
新規に整備せずとも、現行の各部の窓等ーの活用で足りる。
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

480 財務会計システムの改善 システムの改修 実施不要 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構成を策定。Ｒ８年度に新システム稼働予定のため現行システムの対応は不要。

481
決算期における財務会計システム
の稼働時間の検証

稼働時間延長の期間を検証し、延長試行を踏まえ見直しを実施 実施不要
仮締め1回目以前の稼働時間延長については、ここ数年の要望がないため。
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

482
財務会計システム電算出力帳票の
削減

エクセルデータ等での納品 実施不要 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構成を策定。Ｒ８年度に新システム稼働予定のため現行システムの対応は不要。

483
動力費決算等資料作成業務時間の
縮減

財務会計システムの消費税算出方法の確認 実施不要 財務会計システム側の消費税算出方法には誤りがないため。

484
財務会計システムの改善①（内訳
帳の機能向上）

財務会計システムで出力できる内訳帳を増やす 実施不要 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構成を策定。Ｒ８年度に新システム稼働予定のため現行システムの対応は不要。

485
財務会計システムの改善②（照会
執管の機能向上）

「照会執管」機能を向上させる 実施不要 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構成を策定。Ｒ８年度に新システム稼働予定のため現行システムの対応は不要。

486
財務会計システムの改善③（操作
性の向上）

システム改善をして操作性機能を向上させることで、支払業務
等を効率的に行えるようにする

実施不要 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構成を策定。Ｒ８年度に新システム稼働予定のため現行システムの対応は不要。

総

務

部

令和３年度　水道局自律点検・改革の提案（進捗管理表）
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部
提案
番号

件名 提案概要 R3時点
取組状況

今後の取組

令和３年度　水道局自律点検・改革の提案（進捗管理表）

487 財務会計システムの更新 財務会計システムを現状の事務に合うよう更新する 実施中 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構想を策定。Ｒ８年度の新システム稼働に向けて要件定義を実施中。

501
危機管理の重要性を踏まえた視点
での見直し

発災時のマニュアル類のスマートフォン対応 実施不要
マニュアルは各部署で作成しているため、当部からすべてのマニュアルについてPDF化して持ち出してよいかの判断はできない。必要に応じ、各部所で判断して実施していただく
のがよい。

526
情報セキュリティや汚職防止標語
等のＴＳ表示

パソコンを立ち上げた際、標語を表示させる。毎日繰り返し見
ることで、職員の意識啓発を図る

実施不要

実施に向け、関係部署と検討を進めた結果、「普段と異なる画面表示をすることで、不審に思った職員からの統合サポートデスク等へ問い合わせ数が増加し、業務が煩雑になる恐れ
がある。」ことが想定されることが判明した。
そのため、代替措置として、「定期的にセキュリティ喚起を行うことが有効と考え、Notesトップ画面等へ月1回程度の頻度でセキュリティ通信を全職員向けに掲載することにし
た。

741
壁紙を活用した情報セキュリティ
意識の向上

情報セキュリティ対策に関して守るべきルールを個人端末の壁
紙にし、職員全員の目に触れるようにする。

実施不要

実施に向け、関係部署と検討を進めた結果、「普段と異なる画面表示をすることで、不審に思った職員からの統合サポートデスク等へ問い合わせ数が増加し、業務が煩雑になる恐れ
がある。」ことが想定されることが判明した。
そのため、代替措置として、「定期的にセキュリティ喚起を行うことが有効と考え、Notesトップ画面等へ月1回程度の頻度でセキュリティ通信を全職員向けに掲載することにし
た。

811 通知文送付のルール作成 通知にとどまる文書は、各部（所）に直接送付 実施不要 宛先に関してはルールを作るような内容ではなく、必要な部署に必要な方法で送付すれば足りる。

818
総量削減義務におけるクレジット
の活用について

当局が保有するCO２総量削減義務制度におけるクレジットを売
却する。

実施不要 昨年度、余剰クレジットは、「東京ゼロカーボン4デイズ　in 2020」に寄附を行った。

823
水道局ＨＰ上の給水拠点詳細情報
の閲覧方法改善

局ＨＰ上の給水拠点毎の詳細データの閲覧方法の改善 実施済 既に災害時給水ステーションの一覧表からクリックして小窓を開けるようになっている

874
「水」の切り口でとらえた防災広
報について

応急給水拠点とあわせて区の飲料水備蓄場所等を広報 実施不要
区の飲料水を備蓄している防災備蓄倉庫は、避難所に避難した方々を中心に配布するものである。災害時給水ステーションと合わせて広報してしまうと、給水ステーションよりも区
の備蓄水を求める人が増えてしまい、避難所に必要な水が確保できなくなる可能性が考えられるため、一緒に広報すべきではない、

875
衛星携帯電話用屋外アンテナの設
置

研修衛星携帯電話用の屋外アンテナの設置による衛星携帯電話
の受発信状況の改善

実施済 立川庁舎の衛星携帯電話通信改良実施済み

950
各班標準活動指針等の水道局職員
向けHPへの掲載

各班の標準活動指針や行動マニュアルを水道局HPに掲載し、発
災時に確認できるようにする

実施不要 震災応急対策計画をHPに掲載済み。標準活動指針や行動マニュアルは提案番号３０４同様、HPには掲載せず、各部所の判断でPDF化して配布するなど個別に対応してもらう。

962
発行物掲載資料データベースの作
成

TS-NET内にデータベースを作成し、各部が保有している写
真・図等で冊子等に活用可能なものを登録し、冊子等の作成時
における写真使用等の調整を簡素化する。

実施不要
現行のナレッジバンク等の活用で足りる。
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

969
震災情報システムにおける住所検
索機能の追加

震災情報システムでお客さまがお住まいの町名から最寄り給水
拠点等を検索できる機能を追加

実施不要 R4年度10月にリリース予定のスマホアプリにて、お客さまの住所や位置情報から最寄りの給水拠点を検索できるようになるため、震災情報システムへの機能搭載は実施しない。

1002 予算要求資料のペーパーレス化
紙を膨大に印刷する要因となっている予算要求ヒアリングをタ
ブレット等を用いペーパーレスにて実施

実施済 R３予算要求より実施。

1006
モバイル端末へのビデオ通話アプ
リの導入

モバイル端末にビデオ通話ができる無料アプリを導入し、在宅
勤務中の打合せ等に活用する。

実施中
既に導入済みのSkypeに加え、令和４年2月からはTeamsを導入する予定である。
なお、一般職員のビデオ通話については、Teamsで実施する場合には、懸案となっていた背景画面の変更機能があるため、使用ルール等を周知した上で、利用拡大を図る。

1032
ＴＳ－ＮＥＴへの教育庁教員アド
レス帳の掲載

教育庁が作成している「教員アドレス帳」をＴＳ－ＮＥＴで参
照できるようにする。

実施不要
教育庁のアドレス情報は、既存のTAIMS連携データにないため、新たに教育庁との間でデータ連携機能を構築する必要があり、開発・運用に少なくとも１千万円程度の費用が必
要。一方で、業務に関係のある教育庁職員のメールアドレスについては、個別に問い合わせれば容易に入手可能であることから、費用対効果の観点から実施しない。

1048
モバイル端末の在宅での活用のた
めのソフトウエア等の導入

対応するソフトウエア等の導入の検討 実施中
・本年11月に全職員へのモバイル端末設置が完了し、全職員がSkypeを利用できるようになった。加えて、令和4年2月には、Teamsを導入し、外部とのWeb会議が可能となる予
定である。
・今後も新たなツールの導入については、セキュリティ対策も含めた費用対効果をを検証し、検討して行く。

1064 会議事務局へのICT技術導入
・モバイル端末に会議ソフトの導入、議事録作成業務での文字
おこしソフトの導入

実施中 令和4年2月からWeb会議ソフトとしてTeamsを導入予定である。Teamsには、文字起こし機能があるため、これを活用して議事録作成事務等の軽減化を図ることが可能。

1082 電子メモパッドの導入
・電子メモパッドの活用により、個人情報の適正管理、ペーパ
レスの取組等に資する。

実施不要
令和3年までにモバイル端末及びDocuWorksを配備予定。
モバイル端末付属ペン及びDocuWorksの手書き入力機能を活用することで同様の目的が達成可能。

1100
TS-NET端末へのﾀｽｸ管理ｿﾌﾄ
（Sticky　Notes）の導入

・Windows10の純正ソフト「Sticky Notes」をTS-NET端末
へ導入

実施済 「Sticky Notes」を全職員のモバイル端末の仮想環境に導入した。

1101
財務会計システム伝票のA4普通紙
化

・財務規程の変更（第29号様式、第30号様式）
・財務会計システムの修正（伝票出力、ＯＣＲ認識）

実施不要 Ｒ２年度に財務会計システム再構築の基本構成を策定。Ｒ８年度に新システム稼働予定のため現行システムの対応は不要。

1121 要綱、要領、事務取扱等の共有化
様々な場所に掲示されているマニュアル・関連通知等につい
て、共有サーバにマニュアル等を保管するフォルダを作成し、
職員が必要に応じて容易に検索し、閲覧ができるようにする。

実施不要
例規集については検索性や利便性の高いデータベース構築済みのため対応不要。
共有サーバに集約することは利便性の向上につながるが、システムは企画調整、マニュアル等の保守は各部庶務主管課の所管と考えられる。
（※令和４年度分科会にてヒアリング）

1137 標準的なＰＣ機能への拡充
　建設局、港湾局、下水道局、特別区、民間企業などで広く用
いられているDocuWorks（FujiXerox）を導入する。

実施済 水道局全職員の端末にDocuWorksを導入完了。
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番号

件名 提案概要 R3時点
取組状況

今後の取組

令和３年度　水道局自律点検・改革の提案（進捗管理表）

1169 政策連携団体との情報共有強化
TS-NET上に、政策連携団体の情報掲示板を作成、座席表や電
話帳などを一体的に掲示

実施中
・グループウエアの政策連携団体に係るデータベースの最新化については、政策連携団体側の費用負担や実施体制の事情により今年度の改修を見送ったが、電話帳については、来年
度に統合後の名称に整備する方向で進めている。
　また、政策連携団体との情報共有方法については、政策連携団体及び当局双方のシステム環境への影響が少ないクラウドサービスの利用等も視野に入れて、引続き検討して行く。

1184
委託事業所に災害時一時参集した
職員の明認方法について

政策連携団体管理の事業所に一時参集した職員を一目で視認で
きるようにするため、ベスト又は腕章を用意する。

未実施 委託事業所に参集する職員の数は約200人と判明。ベスト購入のための予算320千円が取れなかったため、購入は来年度以降に持ち越し。

1198
軽易な案件の処理に当たっての確
認のデジタル化

ＴＳ－ＮＥＴにより上司の確認を受けられるツールを整備 実施不要
令和3年度に導入するDocuWorksの電子印鑑機能にて同様の目的が達成可能。
また、ペーパーレス通信Vol.26にて局内周知済み。

1199 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

実施不要
そもそも下駄版で決裁が必要という規定はない。現行の文書管理システムの電子収受や収受後供覧で対応可能。またはDocuworksで対応が可能なので各所属で使い分けをするなど
判断してもらう。

1200 緊急給水車の体験運転の実施 運転者登録の前に緊急給水車の体験運転を実施 実施中 東京ウォーターレスキューの研修時に一部実施済み。今後、緊急給水車を配備している事業所で実施予定。

1203 TS-Parkメニューの整理
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。

実施済
Notes上の各DBの必要性に対する取組としては既に、アクセス数が著しく低いDBを洗い出した上で、当該DBの管理者権限を持つ部署に対してDBを廃止するかを確認する調査依
頼を毎年1回実施しており、不要なDBは削除するよう見直しを行っているため。

526
情報セキュリティや汚職防止標語
等のＴＳ表示

パソコンを立ち上げた際、標語を表示させる。毎日繰り返し見
ることで、職員の意識啓発を図る

実施不要
汚職等防止については、過去の不祥事等を踏まえた再発防止策を継続的に実施し、職員のコンプライアンス意識の向上を図ってきた。このため、新たに意識啓発を図る取組は、職員
に過度な負担を強いることにつながり、実施の必要性は低い。

577 人材（財）確保
公募制度やＦＡ制度を活用し、モチベーションの高い職員を支
援し、人材（財）を確保する

実施済 昨年度で完了している。

1027 事業種別事故事例集の作成 事故事例集を職種別、事業種別に再分類する。 実施不要
事故事例集を作成し周知することは、事故者の個人情報保護の観点から難しい。また、監察結果報告書の周知、メールマガジンの配信及び定期監察時に管理職に対して事故事例を説
明することにより、職員に事故事例を認識してもらうという目的は達成されている。以上のことから、実施不要とする。

1040
「水道局コンプライアンスＤＢ」
の構築

現行の「監察指導課知恵の泉」ＤＢを「水道局コンプライアン
スＤＢ」として再構築し内容を充実を図る。

実施不要 現状、既存のDBで内容の整理がされており、再構築する必要性がないため、実施不要。

1107 資格の履歴搭載手続きの簡素化
・公費により取得した資格については、「履歴追記願」を省略
する。

未実施
コロナの感染爆発への対応などで繁忙だったため、検討の進捗が遅れている状態にある。
12月時点では完了しなかったが、来年度からの実施に向け、対象となる資格、省略した場合のシステムへの反映方法等について、研修・開発センターとの打ち合わせを実施し、制
度設計を進めていく方向で検討している。

306
多摩水道改革推進本部長への契約
事務委任範囲拡大

現行の8,000万円から1億6,000万円へ拡大 実施不要
本提案のあった平成28年度以降、当局発注の契約に関して、複数回の予定価格の違算、情報誤開示、情報漏えい事故などが判明したことや、本年３月に策定された「未来の東京」
戦略で都政の構造改革として内部事務のデジタル化が検討されること等、契約締結権限見直しに当たっての前提が大きく変化している。
そのため、現時点では提案内容どおりの実施は不可能である。

535 委託に係る財務規程等の見直し
・水道局財務規程、処務規定の一部見直し（委託契約委任額の
変更等）

実施不要 提案番号３０６に同じ。

536 工事発注等の事業所への権限移譲 ・事業所の契約締結権限を拡大 実施不要 提案番号３０６に同じ。

555
特命随意契約理由の分かり易さ向
上

特命理由の再点検、発注部署ヒアリング、ガイドライン改訂 実施済 本年３月、ガイドラインに随意契約（希望）理由書に係る記載例を追加する等の改訂を行い、各部所へ通知

198
地域による窓口サービス格差の解
消

区部のお客さまがＳＳに来庁した場合、区部営業所と多摩では
相互に端末がないため、請求内容を電話で確認する必要があ
る。お客さまサービスを改善するため、徴収システムの改善・
統合を行う。

実施中 令和4年1月に区部・多摩徴収システムを統合予定

200
区部と多摩地区のお客さまセン
ターの見直し

お客さまセンターは区部・多摩地区にそれぞれ１箇所設置され
ているが、その運営はそれぞれ独自に行っており、震災時等の
相互バックアップなどが十分にできない等、危機管理上の課題
を抱えている。こうした課題を解決するため、徴収システムの
統合などに合わせてお客さまセンターの見直しを行う。

実施中
・お客さまセンターの一体的運用の実現に向け、実施計画の策定にかかる調整を実施中。
・令和5年１月にお客さまセンターの一体的運用を開始し、震災時等の相互バックアップ体制を確保する。

201
区部多摩業務の整合（お客さまセ
ンターの統一と連絡調整会議）

区部・多摩地区は同内容の事業を行っているにもかかわ
らず、事業の整合が図られていない。お客さまセンターの業務
統一化を進める。

実施中
・令和４年１月に一部業務の集約を実施。
・令和５年１月には、お客さまセンターの受電部門の一元管理化を実施。

291 営業所等の最適配置の検討
区部と多摩地区における営業所等の統一的な配置基準を作成
し、現在の配置状況を検証

実施中
・前提となる区部多摩営業業務の見直しに向けた検討を実施
・令和４年度は引き続き検討を進めていく。

668 ＰＲ館の見直し

水の科学館・水道歴史館は来館者が伸び悩み、水と緑のふれい
あい館は、来館者は多いが大半がトイレ休憩目的の方と、それ
ぞれ課題がある。解決に向け、団体客の受け入れ施設整備、展
示内容の見直し等を実施する。

実施済

〇科学館及び歴史館については、令和３年度より以下の取組等を実施することで対応済み。
・運営委託を一本化し、共通経費の削減や企画展パネル巡回広報などの連携広報の導入など、効率的な運営やＰＲに寄与（令和3年度～）
・歴史館所蔵の貴重な歴史史料のデジタル化によるアーカイブサービスの開始（令和3年8月～）
・学芸員による展示物の説明シリーズ動画や、各種イベント（落語家による講談など）動画のYouTube配信など、新たなツールを活用したイベントを実施

739 エンジン発動機の保守点検

エンジン発電機の管理は支所及び営業所任せとなっている。そ
こで、局として保守点検の基準（消耗部品の交換期間等）を定
めて通知し、管理部署に適切な保守点検を促す。職員自身での
点検が困難な場合は、業者に委託して実施する。

実施中
・サービス推進部で所管してい発電機は71台あり、その半数以上の46台が平成10年度に配備された古い型のものである。現在、各型番の製造メーカーから取扱説明書を収集し、
その内容を踏まえ管理フロー及び点検実施報告様式の作成を行っている。
・1月中には完了の見込み。

810
水道料金免除申請書における日本
語・英語併記

近年増加している外国人からの水道料金免除申請のため、申請
書に英語を併記する。作成した申請書は掲示板に掲出し、全営
業所に水平展開する。

実施不要
水道料金免除の申請は、福祉事務所等において生活扶助の申込みと同時に行われる場合がほとんどである。福祉事務所等では職員が付き添って記入の補助を行っており、外国人の方
の記入のサポートも行っていることから、この対応をもって外国人への支援としていく。
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令和３年度　水道局自律点検・改革の提案（進捗管理表）

968
災害時給水ステーション（給水拠
点）における分画施設の連絡先表
記の変更

災害時給水ステーションのうち、シャッター式のものについて
は、問合せ先として、サービス推進部管理課の連絡先が記載さ
れている。発災時に、限られた職員数及び電話台数で、多くの
都民からの問い合わせに対応することが困難な状況が想定され
る。そこで、連絡先を「お客さまセンター」の番号へ変更す
る。

実施済 令和3年11月に事務連絡を発出し、各営業所及び浄水場に対し、年内中に各事業所で屋外用テプラを貼るよう対応を依頼済み。

1004
局ホームページにおける問合せ先
記載方法の見直し

局ＨＰ上の問合せ先を集約・明確化し、お客さまの負担減と業
務効率化を促進

実施済 令和２年１１月から、問合せ先がわかるよう局ホームページ上に問合せ先の一覧を掲載している。

1023
投函文書における数か国語併記に
ついて

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 実施済 令和元年4月に英語版・中国版及び韓国語版の投函文書（「給水停止執行通知書」「水量増減メモ」等）を作成済み。

1038
局ホームページへの各申請書類等
の掲載

局HPに各種申請書類等を掲出 実施済 「給水申込み」「使用中止届出」の様式を局HPに掲載済み。

1039 局とお客さまとの情報共有の促進

営業所への問合せの多くは、単純な中止開始の申込み、使用量
等の照会等である。よって、マイネットの更なる活用を促進す
ることで、問い合わせ件数の削減による事務負担の軽減を図
る。

実施不要
令和４年度に、マイネットに代わるサービスとしてお客さま総合アプリ(仮称)を導入予定。アプリの導入により、お客さまが、各種手続きの申込みや料金の支払、使用量等の閲覧を
容易に行えるようになる見込み。また、サーベイを実施することで、お客さま目線に立った使いやすいアプリを開発する。

1041
局ホームページからの申請様式の
ダウンロード対応

各種申請様式の提供は、お客さまからの申し出に基づき郵送送
付のみで対応している。お客さま・職員の双方の負担軽減のた
め、局HPから申請書類をダウンロードできるようにする。

実施済
現在は「給水申込み」「使用中止届出」の様式を局HPに掲載済みであり、お客さまがネット上で申請書類をダウンロードすることができる。また、オンラインによる申し込みも受
け付けている。

1102 軽量型ＤＳの製作

可動型ＤＳは、見栄えがよく目立つものの、サイズが大きく、
かなりの重量があるため、運搬や設置が困難という課題があ
る。そこで、軽量で運搬、設置、運営しやすく、かつ見栄えの
するＤＳを製作する。

実施済 オリンピック・パラリンピックで使用した軽量の木製のＤＳをイベント等で広く活用していく。

1111 卓上小型DSの製作について

DSは、現状では大型で重量があるため業者により搬送しなけれ
ばならず、設置が大変で使い勝手が悪い。イベントや出前講
座、各種庁内会議等で幅広く使用できるよう卓上の小型DSを製
作する。

実施不要
卓上型ウォーターサーバーも一定の大きさ・重量があり、安全性の観点から「架台となる机の強度」や「転倒防止策」を考慮する必要があるため、一概に使い勝手が良いとも言えな
い。提案番号1102によりイベント等で活用できる軽量型のＤＳを作製予定のため、本提案については実施不要。

1120
タブレット端末とテレビを活用し
た防災対応

災害時の庁舎被害状況に応じた柔軟な対応が可能となるよう、
テレビを容易に持ち運べる可搬型ラックを導入する。

実施済 令和3年1月26日、テレビ用のディスプレイスタンド購入、設置済。

1122
料金支払証明申請様式の局ＨＰへ
の掲載

現在、営業所からお客さまに送付している料金支払証明申請様
式を、今後は、局HPに掲載し、それをお客さまに申請用紙を直
接ダウンロードしていただくことによりお客さまの利便性向上
と営業所における手間と経費の節減を図る。

実施済 区部においても、料金支払証明申請様式を令和３年10月に局HPに掲載済み。

1130
中止中の点検票における印字内容
の改善

現時点で給水契約者が存在しない水道所在地に係る点検票に
も、直近で給水契約を締結していた者（前契約者）の個人情報
が印字されてしまう仕組みとなっており、個人情報管理の観点
からリスクがある。そこで、前契約者の個人情報が印字される
欄を、空白かアスタリスクになるようにシステムを改修する。

実施中 システム凍結期間後、速やかに対応する方向で検討中

1131
リスク対応携帯ポケットメモの作
成

個人情報の紛失・誤投函、交通事故、現場での暴力、バルブ開
閉時の漏水という４つのリスクについて、予防策・注意点・事
故が起こった際の連絡先を携帯用のメモにして携行する。

実施済 目黒営業所で活用しているデータについて、事務連絡や課長代理会で全営業所に展開を行い、積極的な活用を呼び掛けた。

1163 営業所窓口カウンターの整備
新型コロナウィルス感染症の拡大防止策として、営業所窓口カ
ウンター上に、透明アクリル板を設置する。

実施済 全ての営業所において、アクリル板の設置等により既に新型コロナウィルス感染症の拡大防止策を講じている。

1166 窓あき封筒の作成

不備があった口座申込書をお客さまに返送する際、入れ間違い
等の誤送付のリスクがある。そこで、今後は原則、窓あき封筒
を使用する。それに伴い、送付する文書の書式を変更し、窓あ
き部分に請求先または所在地が印字されるよう変更する。

実施不要 「1177」に記載のとおり、不備があった口座申込書の返送は廃止するため実施不要

1169 政策連携団体との情報共有強化

令和２年４月より新たな組織（TW）となっているにも関わら
ず、局HPやTS-NET上で旧名称が残っている。そこで、TS-
NET上に、政策連携団体の情報掲示板を作成し座席表や電話帳
などを一体的に掲示するとともに、HP情報を更新する。

実施済 グループウェア等の名称変更の完了に伴い、局HP上の「工事情報」及び「断水・濁水情報」のページにおいても名称変更完了済み。

1171
営業所内及び営業所間の情報共有
による効率的・公平な業務推進

検針担当において、判断が分かれそうな事案や先例がなく困難
な事案等を営業所内で共有し、各検針担当の判断材料として有
益なものとなるよう周知を図る。

実施済 営業所が困難事例等を情報共有できる掲示板をTS-Park内に作成するとともに、6月25日の課長代理会において掲示板の周知を行い、活用を呼び掛けた。

1172
営業所職員における水道章標の積
極的な取付

お客さまのお宅へ伺い文書等を投函する際、「誤投函」がたび
たび発生している。ご投函の防止には、水道番号の確認手段で
ある水道章標の確認が有効である。そこで、今後は、章標が欠
落している建物について、営業所からお客さま及び管理会社へ
章標の再取付を積極的に提案し、了承を得られれば営業所職員
が商標を取り付けられるような仕組みを作る。

実施中
水道章標はお客さま番号の一部であり、直ちに個人情報の特定につながる可能性は低いと考えられるが、引き続きそのリスクについて慎重に検討する必要があると考えている。その
うえで、本提案についての対応を検討する。
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令和３年度　水道局自律点検・改革の提案（進捗管理表）

1177
不備の口座申込書のお客さまへの
返却の廃止等による個人情報保護
の強化等について

現状、不備があった口座申込書（原本）はご本人に郵送にて返
却をしており、誤送によるリスクがある。原本の返却は廃止す
るとともに、同封していた「再手続きのお願い」は窓あき封筒
で郵送することとする。

実施済 令和３年12月、不備がある口座申込書の返送を廃止する旨の事務連絡を各営業所宛てに通知済み。

1178 口座振替依頼書様式の改善
誤記入が多く発生している口座振替依頼書について、実質的に
不要な欄の削除と入力しやすいレイアウトに改善し、誤記入を
防止する。

実施中
・現在、集約した誤記入事例をもとに、ゆうちょ銀行等の関係機関と調整を行いながら新たなレイアウト案を検討中。
・年度内には調整を終え、新しい様式を確定できる見込み。

1182
指示様式を使用した応急給水(車両
輸送)訓練の実施（サービス推進
部）

現状、応急給水班標準活動指針で規定した指示様式が訓練でも
使用されていない。そこで、「応急給水活動指示書・応急給水
活動報告書」の使用フローの改正、同フローに沿った訓練の実
施等を通じ、同様式に基づいた応急給水活動を浸透させる。

実施中
・現在、車両輸送の在り方については、総務部・給水部・多摩水・TW等と調整を行っており、標準活動指針の改正を年度内に行う予定。
・指針の改正に併せて「応急給水活動指示書・報告書」についても改正を行い、フローの見直しを行う。
・新様式については、令和４年度から訓練でも使用し、関係職員に周知していく。

1206
昼当番時の電話受付における回答
例の作成

昼当番時の電話受付には多様な問合せがあり、他担当の業務に
関する問合せの場合等、回答できないことが多々ある。そこ
で、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。

実施済 令和3年10月にTS-Park内に情報共有のための掲示板を作成し、営業所に対して積極的な活用を呼び掛けた。

1208 徴収整理事務日誌のはんこレス化
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。

実施中
はんこレス化については、令和３年11月に押印廃止の事務連絡を発出し対応済み。
電子化については引き続き検討予定。

1209
出張現場での現場領収書とネーム
プレートの落下防止

徴収整理業務・検針業務では現場において、釣り銭や現場領収
書を鞄から出し入れする機会も多く落下紛失のリスクがある。
そこで、カールコードやストラップを活用する等して脱落防止
を徹底する。

実施済
落下紛失の防止策について、営業所に聞き取りを行い、取りまとめのうえ事務連絡にて周知を行った。
また、6月25日の課長代理会において、再周知を行った。

1210

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～

Webからの口座振替申込みの認知度向上のため、全営業所の窓
口にPRポップを掲示し周知を図るほか、窓あき封筒類にもPR文
を印刷することで、認知度向上を図る。

実施済
・渋谷営業所で活用しているポップについて、令和3年10月に各営業所に展開し活用の周知を図った。
・窓あき封筒についてもPR文を印刷したものを継続して活用している。

1211
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）

前受給水工事収入の領収書の営業所間のやり取りについて、現
在、ＦＡＸで行われているところを、徴収システム上でできる
ように改善する。

実施済
前受給水工事収入の領収書等の営業所間のやり取りについては、7月19日の営業担当課長代理幹事会において、従来のFAXによるやり取りを電話連絡へと変更することを通達す
る。それによりFAXによるやり取りは廃止される。

1218
会議用モニターの導入（西部支
所）

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。

実施不要
本件はペーパレス化の一環で提案されたものであるが、今年度中にはモバイル端末が配布される予定でありペーパレスの会議や打ち合わせを行う体制が整うことから、本件は実施不
要。

1223
「クレジットカード払い申込書」
の見直し

クレジットカード払い申込書の「水道契約者との続柄」欄につ
いて、誤記入が目立つ。当該欄の目的を再確認し、不要なら削
除する、必要であればご記入が発生しないよう分かりやすい様
式に改める。

実施済 集約した事例や提案をもとに令和３年11月に新たなレイアウトを作成した。次回印刷契約時から新様式を採用予定。

1224
「クレジットカード払い申込書」
の改善

クレジットカード払い申込書の「カード会員名（自署）」欄に
ついて、カード会社名を記入するお客さまが散見される。様式
の改善または記入例の表示等により、誤記入が発生しないよう
な仕組みを作る。

実施済 集約した事例や提案をもとに令和３年11月に新たなレイアウトを作成した。次回印刷契約時から新様式を採用予定。

22 水質の見える化 お客さまが知りたい水質の調査及び公開 実施中
「あんぜん・あんしん水質指標」については、HPの更新を行い、R2年度の結果を公表した。
「よくある質問」や「水質に関するトピック」については、改善してHPを更新する予定。

668 ＰＲ館の見直し 団体客の受け入れ施設整備、展示の見直し等を実施する 実施中 Ｒ３.9月に更新計画作成支援業務委託契約を締結し、現在調査実施中。今後は、年度末の委託結果をもとに、更新計画を作成予定。

1054
水道水源林を一層理解していただ
く手法の改善

・いつでも、どこでも水道水源林を体験することができるプロ
グラムの作成
・雨天時でも対応可能な視察メニューの検討
・視察マップの作成

実施済

・自宅にいながら水源林を体験できるプログラムとして、「おうちで水源林ツアー」と題して水源林の散策動画や職員による解説動画を公開した。
・雨天時など現地へ行くことができない場合でも水道水源林の役割や森林隊について解説する音声付きパワーポイントを作成した。このパワーポイントを用いてコロナ禍で現地にく
ることができない大学生に対し、オンライン授業を実施した。
・視察者に水道水源林や小河内貯水池の働きや役割を説明するため、水源林と貯水池が一望できるサス沢山を案内しているが、視察者の理解を深められるようイラストや写真を用い
た「サス沢山展望台視察マップ」を作成した。
視察の際にこのマップを配布し、活用している。

1104 浄水場との共有カレンダーの作成 管理課が閲覧可能な浄水場のカレンダーを作成する。 実施不要
視察受入れについては目的や希望時期により個別に候補の浄水場と調整を行っている。内容によって管理職による対応が必要な場合もあるため、カレンダーだけでは受入可否の判断
をすることが困難である。また、日々変わる予定を逐一、共有カレンダーに入力する作業は浄水場にとって負担がかかるため、実施を見送ることとした。なお、各浄水場管理職の予
定は既存の浄水部系列予定表で令和３年度から閲覧可能となったため、調整する際の参考として活用したいと考えている。

1158
はんこレス化及びペーパーレス化
の推進（水質センター）

ゲタ判で回覧していた事務連絡を電子データで回付する 実施済 事務連絡の回覧に使用するエクセルシートを作成した。現在はこのエクセルを使用し、事務連絡を紙で印刷することなく回覧している。

1189 調査実験プラントの情報整理 調査実験プラントの図面等を最新の状態に更新する 実施済 R3年3月までにプラントの図面及び設備の一覧表を作成した。今後変更等があれば、その都度更新し最新の状態を維持していく。

1191
水道水源林学習支援教材申込のオ
ンライン化

これまでFAXで受け付けていた小学生用学習支援教材の申込
を、オンラインで申込みができるようにする

実施中
・今年度157校から申し込みがあり、そのうちメールでの申込みは、52校であった。
・現在、特設サイト上で申込み受付ができるようにサイト制作を進めている途中である。2月末の特設サイトオープンと共にオンラインで学習支援教材の申込みが可能になるよう、
継続して制作を進めていく。

1196
非接触型機器による検温の実施
（浄水場）

来場者に対し受付時に検温を実施、打合せ記録簿に体温を記録 実施済 朝霞浄水場では、令和２年７月から来場者受付カウンターに非接触型体温計を設置し、職員が来場者の検温を実施して打合せ記録簿に記録する運用を行っている。

1213
防犯対策の強化について（浄水
場）

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

実施済 朝霞浄水場では、令和３年３月からエリア分けをした場内平面図及び刺又を用いた防犯対策を実施している。
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令和３年度　水道局自律点検・改革の提案（進捗管理表）

57 入札時の質問回答データベース 工事入札時の過去の回答経過のデータベース化を図る 実施済 データベースを作成し、運用済みである。

63 新訓練の導入 多様な現場状況への対応 実施済
２件新訓練を導入済み。内容は過去の立坑漏水事故に伴い、緊急隊の資機材を駆使し、大容量ポンプ習熟訓練を行っている。また、震対施設（和田堀公園）の給水車給水訓練を創設
し実施している。

1192
水道施設等破損修理願（様式８）
の様式変更について

水道管損傷事故原因の分析に必要な項目を様式へ追加 実施済
配水課及び給水課の意見も踏まえ、必要な項目を様式へ追加し、本様式について規定している配水管工事等の費用徴収事務取扱手続を一部改正。なお、新様式については、令和３年
４月より運用

1193
単価契約単価本印刷製本の廃止に
ついて

単価契約単価本の印刷製本を廃止し、電子データ（PDF）を送
信する

実施済 令和3年度契約から、印刷製本を廃止済

1232 断濁水ビラにQRコードの表示
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。

実施中 令和4年度断・減・濁水告知ビラ配布委託契約の準備を進めており、ＱＲコードを追加した新様式を仕様書に定めている。

1236
配水課業務におけるペーパーレス
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

未実施
NTTの電子受付は、ヒアリングを行った結果小規模工事のみを対象としている。小規模工事に限らず大規模工事についても電子化を検討しないことには根本解決とならないため、
引き続き検討を進めていく。

128
設計・工事情報共有システムの改
編

各管理者や他企業に対する協議内容等を共有できるシステムを
改編

実施済
システムを改編し、最新の協議事項を共有化した。また、設計作業フローシートを作成し、システムへ取り込んだ。今後、新たな協議事項を適宜取り込み、必要に応じてシステムの
バージョンアップを実施しながら運用していく。

1094 工事の工法変更検討資料の統一化
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
変更資料作成マニュアル」を整える。

実施済 R２度中に「工法変更資料作成の手引き」を作成し、R2.10.24付で関係者へ周知済

297
多摩水道改革推進本部組織体制の
見直し

多摩水組織を大幅に見直す 実施済 多摩水の在り方の検討は、重要・懸案事項進行管理会議」にて行っている。

298 事業推進の環境整備 多摩水道改革推進本部が担うべき役割の整理 実施済 多摩水の定例会である「重要・懸案事項進行管理会議」にて、案件として整理している。

305
人口減少を見据えたモジュール化
された施設の開発と研究

小規模施設の計画的な更新、省力化、資産圧縮 実施中
・引き続き、日原応急浄水所の運用実績を確認
・将来水需要等を踏まえながら、メーカーの動向を注視していく。

308
水源及び浄水所の運転状況リアル
タイム確認

水源及び浄水所の詳細な情報を技術指導課にミラーリング（画
面転送のみ）できる体制を構築

実施中 ・今後発注予定の統合監視操作設備設置工事（二期その２工事）において、詳細仕様を検討中

314 若手職員の育成 勉強会の実施等による職員育成の仕組みづくり 実施済

部所属１～２年目の職員（局 21名・TW２名）を対象に、事業概要、工事調整、工事監督、設計実務について、１２月迄に計１１回の研修を実施。（対象者以外は希望制）
業務内容の習熟に向けた取組みとして、村山上貯水池堤体強化・境導水管４工区の大規模施設の現場を視察した。また、工事課職員を中心に、工事事故発生時対応訓練（ブラインド
方）を11/18に実施。その他、ダクタイル管の製造工場を7/8に視察し、知識の習熟を高めた。
年間を通じ、実務に直結した研修内容について適宜実施予定。（計 １４回程度）

815
応急給水施設における設備の見直
し

応急給水設備の規格統一 実施不要
応急給水拠点については、既に施設内の敷地と応急給水拠点の敷地は明確に分画化しており直接配水池から給水する施設はなく、様式に記載のような状況は発生しない。
よって、本事案は対象外。

件数

未実施
（今後実施予定）

4

実施中
（現在取組中の案件）

28

実施済
（すでに改革実施済の案件）

45

実施不要
（提案時と状況が変化し、実施の必要がなくなったもの。

また、他の手段で目的が達成されたもの）
35

実施不要
（各部が実施不要とした提案のうち、判断理由に疑義があり、

R4年度にヒアリングを行うもの）
5

合計 117

給

水

部

建

設

部

多

摩

水
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標準的なＰＣ機能への拡充（DocuWorksの導入）

○都では、「シン・トセイ 都政の構造改革ＱＯＳアップグレード戦略」を策定し、本庁各部を対象にコピー
用紙調達数を平成28年度比で令和３年度までに50％削減する目標を設定した。※令和４年度は、70％削減目標
〇当局としても、こうした動きに対応するべく、ペーパレス効果が期待される文書管理ソフトウェアを全職員
向けに導入し、ペーパレスを推進するための環境整備を行った。

１ 取 組 概 要

令和４年１月31日
総務部企画調整課

DocuWorksが持つ、モバイル端末付属のペンを活用した手書き入力機能や電子印鑑機能を利活用することで、
局全体のペーパーレス推進を促す。
<利活用事例>
（１）手書き入力機能

ＰＤＦファイルなどにも、付箋を利用したコメントの追記やモバイル端末付属ペンで直接書き込みが
可能となり、資料確認などに係る紙印刷枚数を削減

（２）電子印鑑機能
従来、回付文書を印刷のうえ、ゲタ版処理による手続きを行っていたが、DocuWorksの電子印鑑機能を活

用することで、紙印刷枚数を削減
<(参考)令和３年度コピー用紙削減実績>
平成28年度 3,087箱 → 令和３年度 1,361箱（56％削減） ※4月～12月累計実績

３ 導 入 効 果

〇令和３年１月：取り扱い説明会を３回実施
〇令和３年１月：ＩＢＭ Ｎｏｔｅｓ上に「Docuworks９関連資料」を新設し、

動画を含めた各種説明資料等を掲示
○令和３年２月：四役、総務部及び多摩水道改革推進本部調整部の一部職員へ導入
○令和３年６月：本庁各部及び多摩水道改革推進本部への導入
○令和３年11月：支所等への導入

２ 取 組 経 過

DocuWorks９関連資料（例）
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災害時給水ステーション（給水拠点）における
分画施設の連絡先表記の変更

○ 災害時給水ステーション（給水拠点）のうちシャッター式のものについては、「この災害時給水ステー
ションに関する問い合わせ先」としてサービス推進部管理課の電話番号が記載されていた。

〇 しかし、発災時にお客さまからの問い合わせに対応するのはお客さまセンターであることから、記載する
電話番号をお客さまセンターに変更した。

〇 災害時のお客さまからの問い合わせについては、お客さまセンターにおいて震災情報システムを使用し給水
拠点の稼働状況を確認したうえで対応する。また、問い合わせが殺到した場合には、音声自動応答装置の使
用によりＨＰ等の媒体へ誘導することが可能である。

１ 取 組 概 要

令 和 ４ 年 １ 月 3 1 日
サービス推進部管理課

○ 関係部署と調整のうえ、令和３年11月に、シャッター式の給水拠点を所管する営業所や浄水場等にお客さ
まセンターの電話番号を記載したラベルシールを送付し、貼付を依頼した。

２ 取 組 経 過

３ 写 真

Before After
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４ イ メ ー ジ

設計・工事情報共有システムの改編

○ 各管理者や他企業に対する協議内容等を共有できるシステムを改編
《既存システムの課題》
・ 設計や工事における情報・ノウハウを共有するためのシステム（設計工事情報DB）は存在するものの、
掲載項目が少ないことや使い勝手が悪いこと等から、職員が頻繁に活用しづらい状況

・ 一方、管理者協議等は、近年、複雑化・細分化しており、情報の共有及びノウハウの蓄積が必須
《システム改編の方向性》
・ 既存システムを見直し、関連DBの閲覧や管理者協議等のノウハウを共有できるシステムに改編
・ 改編に当たっては、従来の技術情報だけでなく、OJTへの活用なども考慮

１ 取 組 概 要

○ 複数の情報を一元化したポータルサイトを導入したことで、
システムの使い易さが格段に向上

○ 掲載項目を見直し及び増設し、掲載ルールを決めたことで、
システムの更新機会が向上し、風化しづらい環境を整備

○ システム自体が職員のOJTツールとして機能

《今後の展望》
○ 必要に応じて、掲載項目等をバージョンアップを実施
○ 東西建へシステムを展開、他部でも閲覧可能な状態へ改編

３ 効 果

令和４年１月３１日
建設部管路設計課

○ 関連DBが容易に閲覧できるポータルサイト(建設情報COSMO)を作成し、情報を一元化することで使い易さ向上
・ 業務に必要な「技術管理資料室」「設計図書保管庫DB」等の技術資料がリンクにより閲覧可能
・ 協議内容以外の閲覧頻度が高い「会議資料・通知資料」等についても新たに掲載
・ 掲載内容はルールを定め、項目を自由に編集ができるように設定

○ OJTに関する項目を設け、職場OJTにも活用が可能
・「設計作業フローシート」「工事監督員ハンドブック」等のOJT資料を掲載

２ 改 編 内 容
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２ 取 組 効 果

○ 施設部職員として必要となる知識・ノウハウを習得することで、業務遂行スキルが向上し、設計や工事監督
業務を着実かつ円滑に執行できる。

４ 取 組 イ メ ー ジ

若手職員の育成

○ 施設部は、若手職員 、他局からの転入職員が多く、業務上必要な知識・ノウハウの速やかな提供が必要。
○ このため、若手・転入職員が着実にスキルを身に着けられるよう、ＯＪＴの年間計画を策定し、ベテラン
職員を講師とした講習会、現場見学会、事故対応訓練など、概ね月１回ＯＪＴを実施

○ テレワークや自席でも参加できるようSkypeを活用。 ○対象職員は２３名(局２１名、東京水道２名)

１ 取 組 概 要

○ 令和３年度第３四半期までの実施内容
・工事監督実務、設計実務
・大規模工事現場見学
・ダクタイル鉄管工場見学
・事故対応訓練 など

○ 令和３年度第４四半期の実施内容（予定）
・水道施設の維持・管理
・浄水場見学（東村山、境）
・新規採用職員業務報告（1年間の振り返り）

３ 取 組 内 容

令和４年１月３１日
施 設 部 工 務 課

○ 参加職員からのアンケート調査結果などを
踏まえ、さらに研修内容を充実させ、来年度
以降も継続的に実施

５ 今後のスケジュール

Skypeでの受講状況（自席）

工事事故発生時対応訓練
大規模工事現場見学
（村山上堤体補強工事）

開催状況（会議室）
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３ お客さまの声の反映状況報告



ツール・区分 3年度(12月末時点) 2年度 元年度

お客さま
センター

苦情 771

1,330

1,280

2,165

922

1,687要望 498 766 644

感謝 61 119 121

問合せ・
案内等

907,796 1,267,411 1,326,673

計 909,126 1,269,576 1,328,360

メール

苦情 236

518

354

823

298

655要望 134 303 172

感謝 148 166 185

問合せ 2,322 3,228 2,860

計 2,840 4,051 3,515

事業所

苦情 7

18

12

27

17

36要望 7 13 17

感謝 4 2 2

計 18 27 36

全体

苦情 1,014

1,866

1,646

3,015

1,237

2,378
要望 639 1,082 833

感謝 213 287 308

問合せ・
案内等

910,118 1,270,639 1,329,533

合計 911,984 1,273,654 1,331,911

（１） お客さまの声（苦情・要望・感謝）の受付件数【収集ツール別】
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１ 令和３年度 お客さまの声の受付状況

1

資料１

月平均
207

月平均
251

月平均
198
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内容
3年度(12月末時点) 2年度 元年度

苦情 要望 感謝 苦情 要望 感謝 苦情 要望 感謝

接 遇 69 2 13 96 8 32 80 5 94

検 針 125 77 8 161 137 16 192 163 16

料 金 156 207 17 289 342 30 192 252 27

手 続 112 210 70 207 324 101 126 172 83

工 事 475 39 28 786 91 22 466 33 16

水 質 4 7 12 19 31 27 14 10 11

その他 73 97 65 88 149 59 167 198 61

計 1,014 639 213 1,646 1,082 287 1,237 833 308

合計 1,866 3,015 2,378

（２） お客さまの声（苦情・要望・感謝）の受付件数【内容別】

（３） 令和3年度に寄せられた声のうち特徴的なもの
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苦情 要望 感謝

１ 令和３年度 お客さまの声の受付状況

2

件名 料金請求のペーパーレス化 件数 130

概要

スマートフォン決済の利便性を向上させるため、希望されるお客さまのスマート
フォンに、直接請求内容をお知らせするサービスを、23区内のお客さまを対象
に試行的に開始され、手続きに関する問合せが相次いだ。

●検針票に「紙の請求書をスマートフォンへの電子配信に切り替えできる」
と書かれていた。手続き方法を教えてほしい。

件名 局を騙る不審メール 件数 341

概要

「水道局」を名乗り、「水道料金を支払わなければ断水する」「リンクをクリック
してお支払いください」といった内容の不審メールが届いたという問い合わせが
相次いだ。

●詐欺メールのようなものが届いた。確認してほしい。
●○○県在住だが、東京都水道局からメールが届いた。確認してほしい。

資料２
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大区分 中区分 声の内容 所管部 検討・取組状況

手続き クレジットカード ・クレジットカード登録時の手続
きが分かりづらく煩雑である。

・クレジット申込書について、「新
規」でも「変更」のでも同じ申込
書であるため分かりづらい。

・新規クレジット情報の登録後、
古いクレジット情報が削除される
のであれば、申込書やホーム
ページ上に記載した方が良い。

・インターネット上で手続きする
際、お客さま番号が必要となる
旨をホームページ上に記載すべ
きである。

サービス推進部 ・令和4年度中に、SMS認証等のセキュリテイ技術を採用し
た東京都水道局お客さま総合アプリ（仮称）を導入し、迅
速な登録完了を実現する予定

・「新規・変更」の申込書である旨を記載したレイアウトを作
成済み。次回納品分から変更予定

・古いクレジット情報について、お客さまによっては解約の連絡
が必要な場合も想定されるため、案内文及び案内方法につ
いて今後検討

・現在ホームページの下部にお客さま番号が必要となる旨の
記載があるため、上部への移動を検討

マイネット ・お客さまIDとパスワードが別々
に届き分かりづらい。また、
パスワード発行までに1週間、ク
レジット手続きに1か月かかるの
は遅すぎる。

・パスワードの再発行にかかる入
力量が多すぎる。

・開始手続き等の入力箇所で
半角・全角が混在するなど、非
常に煩雑である。

サービス推進部 ・令和4年度中に、SMS認証等のセキュリテイ技術を採用し
た東京都水道局お客さま総合アプリ（仮称）を導入し、お
客さまIDとパスワードが別々に届く不便やパスワードの再発行
にかかる入力の手間は解消するとともに、迅速な登録完了を
実現する予定

・半角・全角の混在については、入力箇所を選択すると、自
動的に半角・全角が切り替わるよう令和3年5月にプログラム
改修済

２ お客さまの声の活用（令和３年度第１四半期）検討・取組状況一覧 【サービス推進部選定案件】

3

資料３
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大区分 中区分 声の内容 所管部 検討・取組状況

手続き 口座振替
(取扱金融機
関拡大)

・口座振替可能な金融機関
（信用金庫やネット銀行を含
む。）を拡大してほしい。

サービス推進部 ・ネット銀行の追加に係るシステム改修を経費を令和４年度
予算要求

口座振替
(手続き)

・引落口座を変更したいが､ホー
ムページに変更についての案内
がないため、わかりにくい｡

・WEB口座申込サービスで、法
人口座からの申込ができないこと
を最初に記載してもらいたい。

・WEB口座振替サービス内に
「お客さま番号」と表示されるの
は、水道契約のお客さま番号と
混同してしまい、紛らわしい。

サービス推進部 ・ホームページの口座振替申込の該当ページに、引落口座を
変更する際の案内文を記載済み。

・WEB口座申込サービスの記載内容等については、当該
サービスを運用している外部機関と、改善に向け今後調整

２ お客さまの声の活用（令和３年度第１四半期）検討・取組状況一覧 【サービス推進部選定案件】

4

資料４
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大区分 中区分 声の内容 所管部 検討・取組状況

工事 告知 ・工事の告知が遅い。

・1回限りの工事がその後
も続いているが、改めて告
知されていない。

・水道局のホームページ上
の工事時間と実際の工事
時間が異なっており、告知
もされていない。

・断水場所に該当してい
ないのに断水した。

共通 局に寄せられた、断水のお知らせをはじめとした工事に関するお客さまの声をまとめ
て、四半期ごとにリーフレットを作成。工事安全管理講習会や契約締結・工事着
手の際など、適宜工事受注者へ配布しお客さまの声を把握してもらうことで、工事
マナーの向上を図る新たな取組を実施

給水部 ・事実確認と再発防止策の検討を実施

・再発防止策として、告知の遅れや漏れ、ホームページ情報の入力ミス等が無いよ
うに関係者等への周知を徹底するとともに、年内の工事担当者会議で広く周知

・苦情情報を蓄積する仕組みづくりを検討

・緊急断水時にはツイッターを活用し、断水に関する情報を迅速にお客さまへ提供

建設部 ・委託により近隣住民へビラを配布する場合は、受注者と協議・調整の上、可能
な限り早期に配布するよう監督員へ指導

・配水本管工事の技術支援研修で、類似事例を受注者へ周知することを検討

多摩水道
改革推進本部

調整部

・ビラやホームページで周知を行う際は、内容を複数人でダブルチェックするとともに、
ビラとホームページの情報に齟齬がないかの照合を実施

・ビラについては、受注者と協議・調整の上、可能な限り早期に配布。また、配布
箇所・枚数を地図などを用いて1件ごとに確認

多摩水道
改革推進本部

施設部

・事実確認と再発防止策の検討を実施

・再発防止策として、告知の遅れや漏れ、ホームページ情報の入力ミス等が無いよ
うに関係者等への周知を徹底するとともに、年内の工事担当者会議で広く周知

２ お客さまの声の活用（令和３年度第１四半期）検討・取組状況一覧 【サービス推進部選定案件】

5
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（１） アンケート調査の概要

（３） アンケート結果の活用

３ 令和３年度東京の水道に関するお客さま意識調査

6

Q.水道局では、水道水の安全性を分かりやすく示すため、「あんぜん・あんしん
水質指標」を設定しました。
Webページをご覧いただき、当てはまるもの全てに○をしてください。
【あんぜん・あんしん水質指標】 【QRコード】
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/suigen/anzen.html
東京都水道局ホームページ：トップ＞水源・水質＞あんぜん・あんしん水質指標

8.0

10.4

19.3

21.1

64.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

図や表の見方が分かりにくい

地域別に安全性が確認できるのが良い

専門的で安全性がよく分からない

水道水の安全性が分かりやすく理解できる

（％）

アンケート回答者のうち、64%が「水道水の安全性が分かりやすく理解できる」と回答。
一方、21.1%が「専門的で安全性がよく分からない」と回答している。

（２－１） スポット調査

東京都水道局給水区域内でご契約のお客さまの中から無作為に抽出した世帯
及び事業所へ郵送法（インターネット回答併用）によるアンケート調査を実施

■ 期間：令和3年10月25日～11月21日

■ 設問：定点調査、スポット調査、属性（クロス集計）

Q.水道事業に関して知りたい情報はありますか。（複数回答）

（２－２） 定点調査

1.0
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13.0

25.2

30.0

44.7

51.1

55.5
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

各種のイベント・PR施設の情報

事業の経営状況

各種手続方法・料金

環境への取組

水源のこと(貯水量情報含む)

災害対策への取組

断水・濁水の情報

水質のこと(水質検査の結果含む)

関心の上位３つは「水質」「断水・濁水」「災害対策」であり、1位の
「水質のこと（水質検査の結果含む）」は61.0％でとても高い。

今回の調査結果では、今年度新たに設定し、局ホームページに
掲載した「あんぜん・あんしん水質指標」に対して、お客さまから概ね
良い評価をいただく一方、約2割の方が「専門的で安全性がよく分か
らない」という評価であり、指標の説明方法を分かりやすく変更する
必要性が把握できた。
また、水道事業に関して知りたい情報の1位は「水質のこと」であり、
改めて、お客さまの関心が特に高い水質に関する情報をお客さまに
分かりやすい形で発信していく必要性が明らかになった。

ホームページ掲載内容の見直しを実施。アンケート等を活用した
お客さまの意見の収集・事業への活用を継続的に実施していく。

（２） アンケート集計結果速報値の分析
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職員提案制度への応募について

毎年、業務に関する改善実績を募り、局内審査を経て、優秀な案件を表彰
→評価の高い提案については、都職員表彰の業務改革部門へ推薦

本年度から、自律点検・改革で取組採用となった提案については、所管部を設定
して進捗を把握していただいています。各部において、実績が上がった取組につ
いては、職員提案への積極的な応募をお願いします。
また、日頃の業務実績や調査研究の成果を論文にまとめ、発表する場として、
例年１月に水道局研究発表会を設けておりますので、各職場における応募推奨を
併せてお願いいたします。

【（参考）職員提案の年間スケジュール】
６～７月：職員提案募集
８～９月：局内審査

評価の高い案件は、都職員表彰へ推薦
２～３月：都・局表彰案件決定、表彰式

●職員提案への応募件数が近年減少傾向（Ｒ1:38件→Ｒ2:24件→Ｒ3:12件)
自律点検・改革で提案された取組で、職員提案に応募されているものが少ない。
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