
第１０回 

水道局自律点検・改革推進本部会議 

本資料 
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１ 改革提案に係る意見交換 
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水道局における自律点検・改革の状況 
声の掘り下げ 課題の洗い出し ＋ コンセプト = 

改革提案 

■ 職員からの提案 

■ お客さまからの提案 

所属を通じた提案 

提案ＢＯＸへの投稿 

1008件 

69件 

局ＨＰへの投稿 29件 

ＨＰ、お客さまセンター、あんしん診断ｱﾝｹｰﾄ等に
寄せられた声 

声の活用 

あんしん診断ｱﾝｹｰﾄ等の声の掘り下げ 

取 組 採 用     

趣旨採用・参考 
(再ﾁｬﾚﾝｼﾞ対象) 

実 施 済     

取組・検討中     

763件 

606件 
 件 

 件 

・PDCAシートによる進捗 
 管理 
・分科会の場を活用して 
 報告 

<例> 
○タブレットを活用した窓口 
 サービスの向上 
○ＨＰの刷新・多言語化 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

・提案を分析・検討の 
 うえプロジェクトに 
 取込 

改革実施の成果を応募 

・平成29年度職員提案数 

■ 職員提案 

78件 

■ 再チャレンジ 

  再チャレンジ制度の適用 

 TS端末テレワーク化に 
 伴い取組採用となった   
 ものを含む 

26件 

■ モバイル端末 
  活用検討ＰＴ 

各部検討による活用例 

51件 

712件 

職員提案、 
モバイルＰＴ、 
声の活用案件 
含む 

取組採用案件 
実施状況 

■実施済 

  
  
 
 
 
■取組・検討中 
 
 
 
 
 
■今後実現に 

 向け検討    
  

325件 

147件 

291件 

取組採用 
・自律改革における取組採用 
 ３７７（H28）＋３６（H29）＋６８(H30)＋１２(R1第１期)
＝４８１件 
・職員提案  ７８（H29）＋５９（H30） ＋３８（H31）＝ １
７５件 
・再チャレンジ        ＝２４件 
・モバイル端末ＰＴ      ＝５１件 
・サ推所管分         ＝３２件 
               計 ７６３件 

 
趣旨採用・参考 
・自律改革における趣旨採用、参考 
４３２（H28）＋９０（H29）＋５７ (H30)＋２７(R1第１期) 
＝６０６件 

 
実施済 
・事前申告で把握している各部所の取組 １２４件 
・職員提案              １７５件 
・サ推所管分               ２６件 
                   計 ３２５件 
 
取組・検討中 
・事前申告で把握している各部所の取組 ８０件 
・ＴＳ端末テレワーク化に伴う検討   １０件 
・モバイル端末ＰＴ          ５１件 
・サ推所管分              ６件 
                  計  １４７件 

 
今後実現に向け検討 
７６３－（３２５+１４７）=２９１件 

・平成30年度職員提案数 59件 

39件 

第１期 ０件 

第１期 

【声担当分】 
●寄せられた声 （H29年度の苦情・感謝・要望2754件）＋（H29年
度あんしんアンケート自由意見63,369件）＋（H30年度の苦情・感
謝・要望計2418件）＋（H30年度あんしん自由意見67133件）＝
135,674件 
●掘下げ件数 409（H29年度）＋303（H30年度）＝712件 
  
  

・令和元年度職員提案数 38件 

 約13万6千件 
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１ 自律点検・改革提案の募集（令和元年５月21日～７月12日） 

 ・各課、事業所ごとに改革提案の検討を実施  （提案数：33 件） 

 ・自律点検・改革提案ボックス        （提案数： ４件） 

 ・局ホームページへのお客さまからの提案   （提案数： ２件） 

  

令和元年度第１期 改革提案募集・検討結果 

２ 分科会における検討結果 

都民ファースト 

情報公開 

ワイズ 
スペンディング 

危機管理 

提    案 ： ５件 
取組採用 ： １件 

提   案 ： 13件 
取組採用 ：  ４件 

取組採用 
総提案数 

39件 
 12件 

提   案 ： ２件 
取組採用 ： ０件 

提   案 ： 13件 
取組採用 ：   ６件 

計
39
件 

コンプライアンス 

提   案 ： ６件 
取組採用 ： １件 4



水道使用開始申込みセットの改善 

１ 提 案 概 要 

令和元年９月 2 0 日 
サービス推進部業務課 
調 整 部 業 務 指 導 課 

４ スケジュール 

２ 提案の背景・経緯 

・封筒、リーフレットはポイントを絞り多言語(英･中･韓)を併記 

・記載内容の見直しを検討 

    ↓ 

・各関係部署との調整 

    ↓ 

・新仕様で印刷及び各戸配布 

 

現 

行
（
改
善
前
） 

配布冊子の見直し 

封入袋の素材見直し 

多 言 語 対 応 

・封入袋を｢ビニール袋｣⇒｢紙封筒｣へ改善し、廃プラ発生を抑止 
 （屋外設置の可能性を踏まえ、ビニール袋も必要数を少量配布） 

【  廃プラの削減  】 〇 現行の開始セットは廃プラとなるビニール袋に封入しており、改善が必要 

３ 期待できる効果 

【その他】 

ＱＲコード 
の活用 〇 営業所やお客さまセンターにおける電話受付件数減 

〇 ホームページへの誘導によるスムーズな案内と受付 

 
改
善
後(

イ
メ
ー
ジ) 紙封筒 ビニール袋 

【印刷費用(年間)】 

【印刷枚数(年間)】 

 （現行/約３,３００万円） 

＜区部＞ ＜多摩＞ 

 （現行/約１,０００万円） 

 （現行/約９００万枚）  （現行/約２３０万枚） 
削減 

削減 削
減 

削減 

←約６００万円 ←約３５０万円 

←約６００万枚 ←約１７０万枚 

・給水契約及び給水拠点の情報に絞ることで都民に分かりやすく、 
  なおかつ｢冊子｣⇒｢リーフレット｣で紙の使用量削減 
・情報が更新される内容(料金表等)は、局ＨＰへのアクセスを案内 

【 ペーパーレス化 】 〇 環境負荷低減の観点から、印刷物使用量の抑制が必要 

【  多 言 語 化   】 〇 増加する外国人居住者へ、分かりやすい案内が必要 
 

【令和元年度】 

※Ｂ５換算 

【 ペーパーレス化 】 〇 紙で配布した情報は、時間の経過とともに最新情報と相違してくる。 
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工事の工法変更検討資料の統一化 

１ 提 案 概 要 

３ 期待できる効果 

令和元年９月20日 
建 設 部 工 務 課 

○ 配水本管取替工事は、埋設物の輻輳等に起因する工法変更を余儀なくされるケースが多い。 

○ 工法変更の際は受注者が工法の比較検討資料を作成し、局内で審査し決定するが、工法変更資料の手戻りが 

  多く、決定まで多くの時間を費やしており、執行への影響も懸念される。 
 
(工法変更資料の手戻りが多い原因) 

 ・最近、配水本管の施工実績が少ない業者が受注する傾向にあり、工法変更における比較検討資料のポイント 

  が十分理解されていない。 

 ・当局監督員も監督員としての経験が短く、工法比較検討資料の指導にバラツキがある。 

４ スケジュール 

○本様式は参考様式です。 

 このまま使用していただいても、配置、  

 構成などを変えて作成いただいても構いません。 

○文字の大きさは14ポイント、フォントは明朝を基本とし、 

 強調する際にはゴシックを使用ください。 
２ 提案の背景・経緯 

○ 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」を整えることで、変更資料作成の効率化を図る。 

○ 工種毎に比較検討の項目及び種類について統一化 

○ 資料作成のポイント等を取りまとめ、 

 「工法変更資料作成マニュアル」を作成 

○ 変更資料作成作業の効率化 

○ 工法変更資料の手戻りが少なくなり、迅速に決定･

執行することが可能 

令和元年 ８月～各工法変更資料収集 

     ９月～ＰＴメンバー選出※ 

     10月～ 工法検討資料（案）作成 
 
令和２年 ２月～ 当局監督員･受注者への意見聴取 

     ３月～ 部内周知 

     ４月～ 運用開始 
 
※ ＰＴメンバー：10名程度 
 （建設部及び多摩水施設部） 7



【交差点部の工法比較検討資料（一例）】 

比
較
検
討
項
目
の
統
一
化
を
検
討 
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２ 改革案の取組状況報告 
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続

総務部 430
部内文書量のスリム化と適正な文書管理の更な
る推進

・６月より電子決定案件の拡大（局長決定、契約・支出案件）について局内に通知（総務課）
・ペーパーレス化の取組の再徹底について、局内に周知・依頼（企画調整課）可能な限りペーパー
　レスでの会議実施（前段階の打合せも含む。）や資料の電子共有等、紙が発生しない取組の推進
　を依頼した。
・オリンピック・パラリンピック相当期間における交通需要マネジメントの取組の依頼を受け、紙
　使用抑制の取組（集約印刷、不要な印刷をしない等の取組）について周知（企画調整課）
・年度内に部内文書の溶解処理を予定している。

○

企画調整課 1000

一層の印刷物の削減に取り組むため、環境報告
書や環境５か年計画の印刷ルールの見直し及び
関係機関（他自治体・他局等）への通知方法の
変更を行う。

・都庁内や関係機関等に印刷物発行の必要性に関するヒアリングを行い、可能な限り電子による印

　刷物の提供に切替え、印刷物の発行部数を大幅に削減※した。
・発行後の通知は、郵送ではなく電子メールを使用し、ペーパーレス化の促進、郵便切手の削減、
　封入作業の軽減を図る。

※…環境報告書：約５割減、環境５か年計画：約８割減

人事課
946
984

発災時の職員支援に係る対応力強化を図るた
め、部で管理している備蓄物資の保管場所を部
内で周知する「職員部震災対策ツアー」を実施
する。
（年３回：６月、１０月及び２月を予定。スケ
ジュールは前後する可能性あり）

・令和元年６月１７日、休日発災対応訓練の部内説明会と併せて実施した。当該訓
　練参加者、今年度新規採用者及び転入者を中心に１５名が参加し、都庁第二本庁
　舎２２階・２３階倉庫、並びに代々木備蓄倉庫における備蓄物資の保管状況を直
　接確認した。

○

出納課 967

前年度にクレジットカード、ブランドデビット
カードの試行導入を行い、試行結果を検証。５
月30日の説明会開催などにより局内へ展開し、
以降、各カードの活用を推進させ、キャッシュ
レスの取組の拡大、事務処理の軽減を図ってい
く。

　説明会開催以降、次のとおり、クレジットカード（ETCカード及びガソリンカード）の申込みが
あった（8月1日時点）。
・ETCカード…水質センター、水源管理事務所、西部建設事務所、多摩水（調整部）
・ガソリンカード…水質センター、新宿営業所、東部建設事務所、西部建設事務所、
　　　　　　　　　立川給水管理事務所

　なお、ブランドデビットカード（少額資金前渡による物品等購入代金支払用）に関しては、経理
部が申込み手続きを行うクレジットカードと異なり、各部署で申込み手続きを行っている。

○

サービス推進課 961

各部署の取組の参考としてもらえるよう、東京
水デザインを使用したグッズ等の水平展開事例
をＤＢ化する。登録は各部署にて行うことと
し、効率的に集約、把握する。

・データベース作成依頼済。内容調整、作成作業中。
　また、各部に事例照会中。

業務課 1034
今年度中に窓開き封筒の仕様検討、免除解除通
知作成用ファイルの改善を行う。令和２年度前
期調査（６月）で実施予定。

・窓開き封筒は、窓のサイズやレイアウト等の仕様を検討中。
　免除解除通知作成用ファイルは、関係者で打合せを実施し改善内容について調整中。

経理部

部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

職員部

総務部

サービス推進部
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

浄水課 22
局ＨＰに記載している水質に関する情報の充実
及びお客様により分かり易いよう更新

・局ＨＰ「水源・水質」内に新たに「水質管理に関する調査研究」を紹介するコンテンツを作成
　し、当局で行った調査結果や大学との共同研究成果報告書を掲載した。
・局ＨＰ「水源・水質」内の「水質検査結果」を平成30年度検査結果に更新し、ご家庭の水道水が
　主にどの浄水場から配水されているかを検索することができる「配水系統～ご家庭の水道水情
　報」についても最新の配水系統の情報が反映されるようにした。

給水部 1007
厳格管理情報に係る知識の浸透を通して、職員
一人ひとりの認識と意識の向上を図る

・厳格管理情報に係る正しい知識を浸透できるよう、職場討議実施方法の見直しや、原議の回付方
　法の変更等を行った。

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
・30年度実施のアンケート及び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

・技術管理（土木）資料室へのリンク付けについて技術管理課と協議中
・上記リンク付けとシステム掲載項目の内容の整理ついて、統合サポートデスクに依頼中

○

管理課 941
スタンディングミーティングスペースの整備を
実施

・喫煙スペースとして使用していた部屋の清掃を行い、ミーティングテーブルの購入及び利用管理
　簿を作成し、ミーティングスペースとして利活用する（９月末目処）

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（ＯＪＴ計画）を実施

・部所属１～２年目の職員（計２８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、計４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、多摩水特有の小規模浄水施設を視察。
・近々では、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）のＯＪＴを8/28に実
　施。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 １２回程度）

○

立川給水
管理事務所

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。
　このため、職員の能力を伸ばす人材育成を図
り、これまで培われた技術を着実かつ効率的・
効果的に継承していくための研修等を所内全部
署で連携して取り組んでいく。

　第１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。

・4月16日：多摩地区の水道事業が初めての異動者に対して、多摩における水道の経緯、多摩の特
　徴および区部との違い等について研修を実施
・5月10日：応急給水活動及び分画化施設への理解促進と実地体験のため、給水所において分画化
　施設等の現地説明及び応急給水訓練を実施
・6月5日：西多摩地区における水道施設の特徴、今後の整備計画を把握するため、御岳山地域の水
　道施設調査を実施
・6月21日：事故対応訓練として、給水車の操作未経験者に対して、給水車への給水方法ならびに
　操作方法の訓練を実施
・6月21日：設備不具合への対処能力向上のため、空気圧縮機の分解・部品交換作業の研修を実施
・7月25日：奥多摩山間部の水道施設通信確認試験の試行、奥多摩町日原浄水所の整備経過等につ
　いて報告会を実施
・8月20日：小河内浄水所取水管の取替え及び山間部維持管理手法について報告会を実施

・9月：水質事故対応訓練を政策連携団体と合同で実施予定

○

建設部

給水部

浄水部

多摩水道改革
推進本部施設部

多摩水道改革
推進本部調整部

立川給水
管理事務所
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

営業課 1016
拠点ごとの状況によるアレンジも考慮しつつ、
より訓練効果の高い説明方法を検討する。

・秋期拠点訓練時（１０月～１１月に実施予定）に、発災時の実態に沿った対応手順（①分画化エ
　リア内の常設給水栓→②仮設給水栓）で、各拠点の特徴等を説明するなど、より効果的な訓練を
　実施するための検討を行った。

研修課、開発課 967
電気等公共料金支払い等に係るクレジットカー
ド利用の検討。前渡金支払いに係るブランドデ
ビッドカード利用の検討

・経理部主催の説明会に出席。利用主旨を踏まえ、各支払案件において適用可能かを検討中。

運用課 737

〔件名：備品資産の活用データベースについ
て〕
緊急補修時の相互融通による資器材の有効活用
を図るため、データーベースを構築する。金町
浄水管理事務所（三郷浄水場）との共管【提案
№16との共管】
データの更新を行うとともに、効果を検証して
いく。

・備品の新規追加登録（カセットボンベ式発電機など）を実施。
・データベースの活用を所内周知するとともに、三郷浄水場と協調しながら一層の利用促進に努め
　ている。

○

施設管理課 941

〔件名：スタンディングミーティングの導入〕
少人数がお互いの情報共有や意思確認などの打
合せ等で使用するため、執務室内にスタンディ
ングミーティングできる場所とテーブルを整備
し、打合せ時間等の短縮を図り、スピード感を
持って業務に取り組む。３１年２月に打ち合わ
せスペースを７階に整備したため、今後、どの
ような打ち合わせで時短が図られたかなど効果
を検証し、他フロア等へ展開していく。

・各担当で平均15回／月以上の高頻度にて、約10分程度の効率的な打合わせの場として活用してい
　る。打合せ内容は、設計・工事、課長説明、調査もの関連、施設点検など多岐に渡り実施してい
　る。その中、職員からは「集中力が継続する」「ちょっとした資料整理の場として重宝」「短時
　間で効率的」などの意見があり、効果を実感できているところである。
・また、設置場所が課長席に隣接していることや、立って話すことが周囲からの目線を集めるな
　ど、オープン状態の打合せであるため、コンプラに対する意識向上にも繋がっている。

○

企画調整課 1013

水質センターでは、分析用薬品の漏えい・暴露
時に、物質の性状に応じて適切な対応を行うた
め、個々の物質の危険性や取扱い方法等が記載
された安全データシート（SDS）を収集・管理
している。現在は紙帳票で管理しているため検
索性等、利便性が悪いが、検索用リストともに
SDSの電子データをタブレット端末に保管・管
理することで、不意の薬品漏えい時にも、現場
で容易に活用できるようにする。

・検索用リストの作成を開始し、できたものから順次SDSとともにタブレットに保管している。今
　後、年度末に向けて、毒劇物の検索リスト完成を目指す。
・また、9月に実施した平日発災対応訓練の中でタブレットからSDS検索を行って薬品漏洩に対応す
　る訓練を行った。

検査課 1052

水質センターでは、ISO17025規格の取得等によ
り水質検査結果の信頼性向上に努めている。今
年度、センター内での検査業務の分担変更が行
われるが、これまで通りにお客さまに信頼性の
ある試験結果を提供できるよう、報告書作成に
係る担当内の手続きを整理し、効率的かつ正確
なデータチェック及び報告書作成が実施できる
仕組みとする。また、ISO17025規格の認定を取
得している項目以外についても、データの管理
方法等を整理し、検査結果の一層の信頼性の向
上に努める。

・課をまたぐデータ受渡し手順を整理し、新たなデータチェックシステムを作成して、４月から適
　用している。各課で担当項目をチェックする体制としたことで、効率的かつ正確な報告書作成を
　実施できている。
・また、認定取得項目以外について（約30項目）、水質検査の精度管理手順が異なるケースがある
　ため、手順を整理した。年度末までに、整理した情報を元に統一的な精度管理手順を検討する。

水質センター

研修・開発
センター

多摩給水
管理事務所

水運用センター
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

監視課 1053

水質センターでは、水質事故時等における現場
と事務所のリアルタイムの情報共有を行うた
め、平成31年１月にタブレット端末を導入し
た。今年度、水質事故訓練や河川調査時に、タ
ブレット端末を持参して、写真、地図、水質
データ等の情報共有に活用し、タブレット端末
を利用する際の課題や改善点を洗い出し、より
有用な活用方法について検討する。

・タブレット利用時の課題を抽出するため、気づいたことや感想を記入する共有フォルダを作成
　し、意見の集約を図っている。これまでに、河川調査や給水栓水質事故訓練等でタブレット端末
　を活用し、野帳の共有には有効であることが分かった。
・一方、写真や動画の共有、採水作業等と並行した操作には課題があるため、今後予定されている
　水源水質事故訓練や他事業体との合同事故訓練などを活用し、さらに意見を集約する予定であ
　る。

995
水源管理事務所におけるドローン活用の推進及
び使用時等のルール作りに向け、「ドローン活
用検討ＰＴ」を設置、開催する。

・「ドローン活用検討ＰＴ」を立ち上げるにあたり、７月１９日各課（所）の代表数名を招集し、
　準備会議を開催した。準備会議で話し合った結果、「ドローン導入検討ＰＴ」に名称を変更する
　こととし、ＰＴ設置の内容、メンバー等について話し合った。８月１４日職員へＰＴ設置につい
　て周知するとともに委員の選出を依頼。９月初旬第１回会議を開催する予定である。

967
クレジットカード及びブランドデビットカード
の導入に向け、関係部署と調整を行う。

・ブランドデビットカードについては、所内での調整の結果、運用面での制約が大きい（使用者＝
　カード名義人でなくてはならない 等）ため、導入を見合わせている。
・ETCカードについては、遠隔地（23区内・山梨県等）への自動車による出張が多いことに加え、
　①少額前渡金の支出事務削減、②高速道路通行料による少額前渡金の圧迫回避、③高速道路通行
　料の削減（ETC車載器使用時）といったメリットが見込めるため出納課に依頼し、8月5日から導
　入した。
・現状、局有車にETC車載器を取り付けていないため、③の通行料割引は受けられないが、料金所
　でETCカードを提示することにより支払が可能であるため、上記①、②が達成出来ている。
・今後は、高速道路通行料の割引を受けられるようにするため、所内調整の上車両へのETC車載器
　搭載を実施する。

873
郵便料金後納制度の活用に向け、関係部署と調
整完了。平成31年４月1日から導入予定。

・４月１日導入。後納により普通郵便や小包（ゆうパック）を一括発送できるようになったため、
　従来１件毎に切手の受払を行っていたのと比較して、事務が大幅に削減された。

○

技術課 1054

水道水源林を一層理解していただくため、森
レール乗車中に見る視察用のマップ作成や、視
察時に雨が降った場合に出張所で行うことので
きるプログラムを検討、作成する。

・「サス沢山展望台視察マップ」を作成し、５月９日の視察時から森レール乗車前に配布し、活用
　している。

支所各課所 1045
執務室の出入口付近に交通事故・違反防止と個
人情報適正管理などの注意喚起文を記載した用
紙を貼付する。

・執務室の出入口付近に交通事故・違反防止と個人情報適正管理などの注意喚起文を記載した用紙
　の貼付を実施（令和元年６月）

配水課・給水課 1058
北部支所の実施状況を参考にしながら、安全管
理会議を活用した受注者への注意喚起と情報共
有を行う。

・北部支所の実施状況を確認済み。他支所の状況等も確認しながら、実施に向けて調整中

水質センター

管理課

中央支所

水源管理事務所
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

支所 821
・理事等の本局幹部職員を招へいし意見交換を
行う。

・８月２１日午後に岡安理事を招へいし若手職員等と意見交換を行った。 ○

支所 822
・職員が「地元の」水の科学館を見学(取材)
し、イベント・広報紙等に活用する。

・６月１３日午後に、職員が「地元の」水の科学館を見学(取材)し、その内容をイベント・広報紙
　等に活用した。

○

支所 1007
・事後報告を要する「違和感」の具体的事例に
ついてＤＢ化し、支所内で情報共有する。

・８月中に事後報告を要する「違和感」の具体的事例について収集・ＤＢ化の検討を始め、９月か
　ら試行する予定。【支所ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ計画取組案件】

支所 1017

・文書供覧に係るペーパーレスの仕組みづくり
と、「(後から)見ていない」等の文句を言わな
い、供覧時に発信部署の意図を入れる等をルー
ル化し、周知徹底することで意識改革を図る。

・７月中に文書供覧に係るペーパーレスの仕組みと、ルール化した内容を支所内で周知・試行・実
　施している。

支所 1030
・各職場のショートミーティング実施状況につ
いて定期的に情報交換する。

・各職場のｼｮｰﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ実施状況について毎月の支所ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会で情報交換している。
 【支所ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ計画取組案件】

支所 1045

・庁舎出入口に注意喚起のポスターを掲示す
る。
・現場出張時に緊急時心得の携帯を義務づけ
る。

・８月から各職場に注意喚起のポスターを掲示し、職員に出張時に緊急時心得の携帯を周知した。
 【支所ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ計画取組案件】

支所 1047
・現行におけるコンプライアンス上の課題につ
いて、実態も踏まえたうえで、様式・方法を改
善する。

・８月から各職場への立ち入りに係る現行におけるコンプライアンス上の課題について、実態も踏
　まえたうえで課題の洗い出しを行い、９月以降、できるところから順次様式・方法等を改善して
　いく。【支所ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ計画取組案件】

支所 1051
・最低限の項目について支所掲示板で受講後各
自確認する仕組みを構築する。

・６月の職場研修のパワーポイントの最後に受講者の確認テスト(挙手による回答方式)を設定・実
　施した。

配水課・給水課 1058
・請負業者等と安全会議、日常の打合せ等にお
いて、コンプライアンス意識を共有する仕組み
をルール化・励行することで周知徹底する。

・年度当初、6月、7月（緊急）、8月に開催した安全会議で全請負業者に対し情報漏洩事故及び局
　に対する是正勧告について周知し、コンプライアンス意識の共有を図った。
・８月から政策連携団体、請負業者等との日常の打合せ等において、コンプライアンス上グレーな
　項目を洗い出したうえで、９月末を目途に意識を共有する仕組みのルール化を検討し、１０月以
　降、試行する。【支所ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ計画取組案件】

支所管内営業所 1016

・支所管内拠点給水訓練のメニューを予想され
る発災時の実態に合わせて、原則①分画化施
設、②仮設給水栓の順番とする。
・仮設給水栓は原則「マニュアルで確認」方式
とする。

・支所管内拠点給水訓練のメニューを①分画化施設、②仮設給水栓の順番とし、仮設給水栓は原則
　「マニュアルで確認」方式としたうえで、周知し訓練を実施する。(実際の訓練は９月以降実施
　予定)

東部第一支所
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

東部第二支所 984

発災時に使用する衛星携帯電話、緊急通行車両
標章等必要な物品の写真と執務室の配置図を作
成し、速やかに確認することができるようにす
る。昨年度末に、基本となる配置図案を作成し
たが、さらに各種情報を付加して完成させ、所
内周知を行う。

・８月末目途に完成させ、周知を行う。 ○

配水課 1014

現場調査用タブレット端末の導入。維持担当に
試行配置されているタブレット端末により、現
場立ち会い時のマッピング図参照や写真撮影等
に活用する。

・タブレットを現場で使用する際の操作性と防水、防塵性を向上させるため、キャリーケースを購
　入し、現場使用時に試行で活用中。
・休日発災対応訓練（6/22）において、タブレット端末のカメラ機能を使用した被害状況の把握に
　活用。現場から写真、動画を支所フォルダに保存することで、大容量データを共有した。

給水課 1058

受注者に対してコンプライアンスに関する周知
や指導をより積極的に行うため、受注者の現場
代理人が参加する会議（安全管理会議等）にお
いて、コンプライアンスに関する注意事項等を
周知するとともに、受注者のコンプライアンス
に対する理解を深めるためのアンケートを実施
する。

・全受注者の現場代理人が参加する、第一回安全管理会議（６／１９）にて、コンプライアンスに
　関する注意事項等を、資料を用いて周知した。　また、コンプライアンスに対する理解を深める
　ためのアンケートを実施した。（７／２５～８／２）

荒川営業所 1025
イベント実施記録など、東二支所管内の地域広
報等に活用できる写真をフォルダに整理し共有
する。

・今年度のイベント実施記録について、支所の地域広報フォルダにて共有済。

葛飾営業所 873
郵便後納制度の活用による、切手の購入、管
理、貼付事務の効率化を実施する。

・後納郵便申請郵便局及び使用するポストの選定
・該当郵便局への申請
・後納郵便開始についての所内周知
・後納郵便開始（２０１９年６月４日）
・返信用封筒に使用する切手等に関する事務は一部残るものの、後納郵便開始により、従来の切手
　購入手続き及び管理事務が大幅に削減された。

西部支所 1026
事故報告を受ける管理監督者の心構え文言を募
集し、実践する。

・事故報告を受ける管理監督者の心構え集「おひたし」を作成し、現在、西部支所管内の管理者に
　て活用中である。今後、監督者にも展開していく。

庶務課 1028
ノーツのスケジュールを活用して、担当者不在
時でも外部来庁者に円滑に対応できるようにす
る。

・ノーツスケジュールに目的や時間等を予め記載しておくことで、担当者不在時にも円滑な対応が
　できている。朝会においても当日の予定を伝えるようにしている。

配水課・給水課 1058
工事安全管理会議を活用して水道局と受注者の
コンプライアンス意識の共有を図る。

・受注者へコンプライアンスに関する注意事項等を周知するとともに、月１回行う「コンプライア
　ンスについての職場討議」をもとに、双方で問題意識を共有している。

西部支所

東部第二支所
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

杉並・新宿営業所 1030
朝会時、スケジュールの確認等、コンプライア
ンス項目を確認することで、意識改革を図る。

・毎日の朝会でスケジュール確認を行うとともに、適宜コンプライアンス項目(個人情報の漏洩
　等）の課題や防止策について、確認を行っている。日々継続することで、職員の当事者意識の
　醸成や職員間の連携強化を図っている。

杉並・新宿営業所 1045
現場出張時等に執務室の出入口付近に交通事故
防止・個人情報の適正管理に関する注意喚起書
面を掲示する。

・執務室の出入口に、交通事故防止及び個人情報の適正管理に関する注意喚起の標語等を掲示して
　いる。また、鍵管理ボックスの下に、携帯出来る交通事故防止メモを置き、携帯するようにして
　いる。掲示書面を見ることで、振り返りの契機となり、より一層の注意喚起を図っている。

庶務課（大森） 946

休日発災対応訓練時、他部署より参集した職員
等を対象に、災害発生時に必要な物品等の保管
場所、開錠方法、在庫票等の記入方法等につい
て周知する「南部支所防災ツアー」を実施す
る。

・訓練実施後に各課（所）防災担当者に対し、ツアー形式で引率し保管場所へ赴き、災害発生時に
　必要な物品の所在を確認した。

庶務課（桜丘） 946
災害発生時に必要な物品等の保管場所、開錠方
法、在庫票等の記入方法等について所属職員へ
周知する。

・令和元年６月１９日、配水第二課及び給水第二課の防災担当者に対し、現地に案内のうえ説明を
　行った。

庶務課 902
職員カードの裏面下部へ連絡先、本人の血液型
の記入済シールの貼付。

・大森では４月末、桜丘では６月５日までにそれぞれ転入者への貼付を行った。 ○

目黒営業所 904

窓口カウンター及び客だまり周辺に、局・営業
所の告知ポスターや水滴くんのイラストを張
り、来庁者へ局からのお知らせの周知並びに局
のイメージアップにつなげる。

・料金カウンターに水道水の優れた点をアピールするポスター４種（環境、安全、生活、家計）と
　水滴くん・水玉ちゃんイラストの貼付。カウンター裾部を帯状に切子柄（東京水新ラベルデザイ
　ン）であしらい、来客用冷水機にも切子柄を貼りつけた。窓口周辺が明るくなり、清潔感が漂い
　水道水のイメージアップにつながった。

配水課
給水課

1058
受注者との安全管理会議での注意喚起、情報共
有

・受注者とコンプライアンス意識を共有するため、安全会議にてコンプライアンスに関する注意喚
　起を行い、ポスター等を配布した。また、受注者側に対し局が抱える問題点を吸い上げるアン
　ケートを実施した。今後はアンケート結果を踏まえ、課題の抽出、対応等を検討していく。

北営業所 1045
現場出張時等に注意喚起を促すため、執務室の
出入口付近に交通事故・交通違反防止及び個人
情報の適正管理に係る標語を掲示

・２月２５日から３月２７日の間、所内で標語を募集するとともに、ミニＰＴを立ち上げポスター
　（標語）のレイアウトを検討、作成。３月２８日から執務室職員通用口に掲示。四半期ごとに
　ポスター（標語）を差替掲示中

西部支所

南部支所

北部支所
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

庶務課 984
災害発生時に必要な物品等の保管場所について
写真等を用いてわかりやすいマップを作成す
る。

・現在、災害物品の保管場所の鍵が散在しているため、集中管理を検討中。鍵の保管方法、保管場
　所が決まり次第、速やかにマップを整備する。

長沢浄水場 984
災害発生時に必要な物品等の保管場所について
写真等を用いてわかりやすいマップを作成す
る。

・現在、平日発災対応訓練に向けて、場の対策本部の設置等について見直しを行っているところで
　あり、訓練終了後、震災行動マニュアルの改訂等を行う中で整備していく予定である。

金町浄水管理事務所
(三郷浄水場を含む) 970

訓練実施に向け、浄水場間の被害想定及びシナ
リオの連携・充実を図る。

・事前に浄水場間で被害想定等の内容調整を行うとともに、訓練当日は、定期的に情報連絡行い、
　浄水場間の連携強化を図った。

金町浄水場 984

平日及び休日発災訓練を行い、掲示板等を活用
して職員への周知及び物品等の現物確認を実施
する。電子掲示板の利用ができない場合の情報
共有方法を検討する。

・定期的に実施しており、今年度も訓練を通して実施している。掲示板の利用ができない場合の情
　報共有方法については、引き続き検討している。

○

三郷浄水場 16

資器材のデータベースについて、昨年度に引き
続き、登録品目の充実・見直しを行い、教官部
署の拡充を図るとともに、システムの適正化を
図る（データーベースの継続使用の申請済
み）。

・システム及び資料を再度洗い直し、使用部署に対する活用の周知を強化するとともに、データー
　ベースの更新を確実に行うことで、適正な運用が継続してできるような体制を検討している。

○

庶務課
三園浄水場

984

災害時に必要な物品等の保管場所マップを作成
し、担当者以外でも速やかに対応できるように
する。特に所属外参集職員が多いため、震災時
には掲示する。また倉庫等鍵の保管場所につい
ても課長代理級以上に一覧にしたものを配布し
休日等の発災に備える。

・災害時物品等配備マップを作成し、職員へメールにて周知した。合わせて、休日等の発災に備
　え、マップを震災倉庫へ配備した。また、朝霞浄管においては鍵の保管場所が複数あることから
　一覧を作成し各課長代理へ配布した。

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。

・朝霞・三園とも７月２５日の工事安全会議において、当局における不正行為へのペナルティ強化
　について周知し協力を求めた。今後も、同会議を通じ職員・受注者相互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・技術課
三園浄水場

1030
朝会において、日めくりカレンダーコンプラ標
語を確認し、汚職等非行防止の意識を深める。

・コンプラ推進標語を一覧にして配布し、各担当ごとに朝ミーティングの時に読み上げを行ってい
　る。

朝霞浄水
管理事務所

東村山浄水
管理事務所

金町浄水
管理事務所
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取組部署 提案 No. 実施概要 実施状況（９月末まで） 継続部（所）名

令和元年度第１期　各部(所)取組案件実施状況報告

東部建設事務所 372
施工変更検討会・起工変更審査会について資料
のペーパーレス化を推進

・各課の変更検討会において、説明用資料を出席者で共有するなど配布量を削減。今後、さらなる
　ペーパレス化の推進を進めていく。

全課 1030

コンプライアンスに対する意識の向上のため、
月ごとにコンプライアンス推進のスローガンを
設定し、各課各担当に配布し、朝会や課会等で
周知する。

・月ごとにコンプライアンス推進のスローガンを設定し、メールにて全職員に周知するとともに朝
　会や課会等で活用し、コンプライアンス意識の向上を図っている。

庶務課 1022

会議等で、説明者がタブレット端末から直接大
画面のプロジェクターやテレビ等に投影するこ
とにより、会議の場における情報を共有し、会
議をよりスムーズに運営する。

・タブレットから出力できるように、ケーブル等を購入した。今後、テレビ等へのタブレットから
　の投影を行い、会議の場においてより、情報の共有がスムーズに運営できるよう、接続方法等を
　検討していく。

工事第一課
工事第二課

138

「工事記録写真撮影要領」ポケット版(H31.4
版)を活用して工事写真撮影時の勉強会を行う
とともに、立会い時にはポケット版を携行して
受注者指導を図る。

・全体会議において周知（勉強会）を図り、現場での実践（立合い時に指導）において活用してい
　る。

東部建設
事務所

西部建設
事務所
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職員部震災対策ツアーの実施 

 
○発災時の職員支援体制を強化するため、職員部が管理している備蓄物資の保管場所を周知する「職員部震災対策ツアー」を実施 
 
＜現状と課題＞ 
・職員部では、食糧、水、シュラフ、簡易トイレ等の備蓄物資を３か所に分けて保管（部内倉庫、本庁内備蓄倉庫、代々木倉庫） 
・発災時には、平常時の所管業務に関わらず、参集できた職員が必要数の庫出し・配布を行うこととなるため、部内の全職員が 
 備蓄物資の備蓄場所及び倉庫の開錠方法を把握することが必要 
＜取組内容＞ 
・部内全職員を対象に、職員部で保管している備蓄物資の保管場所を案内するツアーを実施 
・倉庫の開錠方法など、備蓄物資を持ち出すために必要となる手続きについて周知 

１ 取 組 概 要 

令和元年９月 20日 
職 員 部 人 事 課 

 
○部内全職員が備蓄物資の保管場所等を把握することにより、部内の参集状況に関わらず、職員部が発災時に担う食糧、シュラフ 
 等の支給などの職員支援に係る対応力が向上 

２ 取 組 効 果 

 
○震災対策ツアー実施 
 ①令和元年６月１７日（月）１５時～１６時 
 ②令和元年９月１２日（木）１４時４０～１５時３０分 
・場所 第二本庁舎２２階及び２３階倉庫、代々木倉庫 
・対象 訓練参加者、今年度新規採用者及び転入者、希望者 
・内容 保管場所を実際に確認、倉庫の開錠方法を体験 
・参加人数 ①１５名 ②４名 

３ 取 組 経 過 

 
○令和元年度 
・年３回ツアー実施（次回：令和２年２月予定） 
・ツアー参加者へのアンケート実施、ツアー内容改善 
・保管場所等の認知度調査 

４ スケジュール 

 
 ○代々木倉庫にて（９月１２日実施） 

５ イ メ － ジ 
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○高速道路会社発行の請求書により毎月支払っていた道路通行料金を、クレジットカードに連携させたＥＴＣカードを          
 利用し、自動引落とすることで、支払などの経理処理を全て自動化！ 
○これまでの自動車燃料の支払では、事前の現金の持ち出しが必要なほか、毎月の清算時には領収書を添付し、 
 伝票発行などの清算処理を行っているが、自動振替システムと連携させた組織名義のガソリンカード（給油専用ク 
  レジットカード）を利用することで、経理処理を全て自動化！ 
○災害派遣時、概算額で資金前渡を行う方法では、宿泊費用等多額の現金を派遣職員に管理させることとなる 
 が、法人用クレジットカード（コーポレートカード）を利用することで、派遣職員は現金管理が不要に！ 
○物品等購入代金（少額資金前渡）では、常に現金の持ち出しが必要だが、資金前渡受者口座に連携し、利用 
 額が即時引落払されるブランドデビットカードを利用することでそれが不要に。また、インターネットの利用により、 
 出張の手間なく物品の調達が可能！ 

  
 平成30年12月 ・東京都水道局財務規程改正 
             ・クレジットカード等利用要綱制定 
             ・ＥＴＣカード試行開始 
 平成31年 1月 ・ガソリンカード、 
                ブランドビットカード試行開始 
 平成31年 4月 ・コーポレートカード試行開始  
 令和元年 5月 ・クレジットカード、ブランドデビッ 
        トカード利用マニュアルの完成 
       ・局内向け説明会開催、導入拡大 

支出事務におけるキャッシュレス等の推進 

 クレジットカード・ブランドデビットカードを導入し、自動車燃料や物品等※の支払を口座からの自動引落
とすることで、キャッシュレスの推進及び事務処理の軽減を図る。      ※定例的現金支出132百万円の95％ 

１ 取 組 概 要 

令和元年9月20日 
経 理 部 出 納 課 

○本様式は参考様式です。このまま使用していた

だいても、配置、  

 構成などを変えて作成いただいても構いません。 

○文字の大きさは14ポイント、フォントは明朝を

基本とし、強調する際に  

 はゴシックを使用ください。 

２ 実 施 内 容 

３ 取 組 経 過 
 
 説明会以降、既に、ＥＴＣカードが４事業所、ガソ
リンカードが５事業所で導入されており、着実に事務
レス、キャッシュレス化が進んでいる。 
 

 
 
 
 
 
 

４ 効  果 

・組織名義※は日本初！ 
・漢字等での表記が可能 
・署名も組織名で可 
 

※多数の職員で利用できる！ 

【ガソリンカードの特徴】 
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○「水質管理に関する調査 
  研究」のページに新規 
   論文を掲載 
  （～令和２年３月） 
 
○「水質に関するトピック」 
  の再編成 
 （～令和２年３月） 
 

局ＨＰ 水質情報ページの充実と利便性の向上 

 

○ 局ＨＰ「水源・水質」ページについて、お客さまからのお問合せの多いものを反映させた内容に更新すると 

  ともに、当局の水質管理に関する技術力を国内外に広く発信 

１ 取 組 概 要 

 

○ 一般のお客さま、水質管理 

  業務に携わる方など、さま 

  ざまな利用者の満足度及び 

  水質への理解の向上 

３ 期待できる効果 ２ 取 組 状 況 

４ 今後の取組 

令和元年９月20日 
浄 水 部 浄 水 課 

（例） 
 小河内貯水池の水質管理 
 に関する共同研究成果報告書 

○「水質管理に関する調査研究」のページを新たに作成 

【日本語ページ】 【英語ページ】 

英語版HPの「Water 
quality」に論文を掲載 

トップページにて、新規論文を掲載したことを周知 
21



若手職員の知識向上と技術継承に向けた育成への取組（OJT計画） 

 

○施設部では、若手職員、他局からの転入職員が多く、業務実施上必要な知識・ノウハウ等の提供が必要。 

 OJTにより、若手職員の知識向上と技術継承を計画的に実施。 

１ 取 組 概 要 

○令和元年度OJTとして、４回実施（取組内容は以下のとおり） 
 ・施設部の事業概要 
 ・工事調整業務、工事監督実務（業務の流れ、償務渉外、お客さま対応等） 
 ・設計実務（業務の流れ、事例紹介等） 
 ・取水、貯水施設の見学会 
 ・工事事故発生時対応訓練（ブラインド型） 

３ 取 組 経 過 

 
○月１回程度の頻度で、以下の取組を予定（年度内で計１２回を予定） 
 ・工事監督実務（早期着手へ向けた取組、設計変更、事例検討等） 
 ・設計実務（設計検討事例研究等） 
 ・現場実務研修（バックホウ講習会による重機災害防止対策、 
         ダクタイル鋳鉄管製作工場見学等） 
○今年度の取組状況を踏まえ、来年度以降も継続的に実施 

４ 今後のスケジュール 

令和元年９月20日 
施 設 部 工 務 課 

 

○施設部職員全体の知識・ノウハウ等を共有し、業務遂行スキルを向上させ、多摩地区の施設整備事業を着実 

 かつ円滑に執行できる。 

２ 取 組 効 果 

５ 取 組 イ メ ー ジ 
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３ お客さまの声の反映状況報告 
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水道局に寄せられるお客さまの声の活用について

 

・水道局に数多く寄せられるお客さまの声からお客さまニーズを適切 

 に把握し、業務改善や施策の企画立案に活用する。 

・業務改善を通じて職員の意識向上を図り、もってお客さまサービス 

 をさらに推進する。 

 

１ お客さまの声の収集・掘下げ 

  お客さまセンターやメール、あんしん診断アンケート等様々な手 

 段によりお客さまの声を収集する。 

  また、あんしん診断アンケートのほかイベントや水道水質モニター 

 等、様々な広報の機会を活用してお客さまの声の掘下げを実施する。 

２ お客さまの声の共有 

  上記で収集したお客さまの声全てを各部に提供し、局内で共有する。 

３ 事業反映への取組 

  お客さまの声の中で、サービスの向上や業務改善の観点から改善 

 への検討及び取組を行っていく。 

お客さまセンター 

（電話） 

サービス推進部にて 

集約・情報整理 

メール 
（局代表メール・事

業者の声メール） 

あんしん診断 

アンケート 

自由意見 

局事業所 

（現場・電話・ご意

見箱） 

各部において 

改善への検討・取組 

 

 お客さまの声の施策への反映に当たり、以下のものを中心に検討を

行っていく。 

・苦情、要望の中で対応の必要性が高いもの 

・局事業の業務改善や企画立案に資すると考えられるもの 

・少数意見であっても、効果的な改善が可能と考えられるもの 

お客さまの声の活用 

目的 

活用方針 

お客さまの声の 

掘下げ 

お客さまの声の活用フロー 

検
討
結
果
報
告
 

お
客
さ
ま
の
声
を
提
供
 

自
律
点
検
・
改
革
推
進
本
部
に
て
報
告 

お客さまの声受付・施策反映 

（資料５） 

お客さまの声の掘下げ 
      （資料７, ８） 

資料１ 

（第10回東京都水道局自律点検・改革推進本部会議資料） 

24



平成30年度 お客さまの声の受付状況　

（あんしん診断アンケートや掘下げについては、資料６～） 

資料２ 
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１ お客さまセンター 

２ メール 

３ 事業所 

１ お客さまの声（苦情・要望・感謝）の受付件数（収集ツール別） 

２ 平成30年度に寄せられた問合わせ等のうち、特徴的なもの 

〇工業用水道廃止の計画に関するご意見 
 （電話約412件、メール約３件（平成31年３月末時点）） 
 
〇12月は、水道法改正に関する問合せが急増 
 （電話約159件、メール約25件、手紙約２件（平成31年３月末時点）） 

苦情

要望

感謝 1,910 2,179 2,244
問合せ・案内等

計

苦情

要望

感謝 477 571 433

問合せ

計

苦情

要望

感謝 31 26 30

計
1,377,320

9

7 16

1

30

136

18

10
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事業所
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31
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200
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783

119

お客さま
ｾﾝﾀｰ

　28年度　　　（小計）　29年度　　　（小計）　30年度　　　（小計）

ﾒｰﾙ

1,391,1361,424,575
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お客さまの声の主な内容について　

53 

8 

9 

102 

15 

3 

184 

14 

9 

41 

21 

11 

182 

5 

22 

46 

16 

4 

接   遇 

検針関係 

料金関係 

手続関係 

工事関係 

水質関係 

28年度 

29年度 

30年度 

１ 苦情 

資料３  

ー内 容ー  (※工事苦情に関しては資料４を参照） 
 
【接   遇】   局職員・サービスステーション職員・お客様センターオペレーター・委託会社社員・ 
          指定水道工事店・メンテナンスセンターの電話・窓口・現場での応対態度が悪い 
          
【検針関係】   検針票が見にくい、検針時の無断立入り、片付け方等 
 
【料金関係】   口座・クレジット登録までの期間が長い、使用水量のわりに料金が高く納得できない、 
          支払ったのに催告状が行き違いで届いた、他の公共料金に比べて料金が高い、 
          他都市と比べて料金が高い、日割制度がわかりにくい 
 
【手続関係】   各種受付間違い、受付漏れ（口座振替・ｸﾚｼﾞｯﾄ手続等） 
                       
【水質関係】   水質・味が美味しくない 
 
【そ  の  他】   給水停止の執行に納得ができない、東京水道あんしん診断時の対応 等 
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検針関係 
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28年度 

29年度 

30年度 

 
ー内 容ー  
 
【検針関係】   検針日・検針サイクルの変更,検針票の記載内容、毎月検針・請求の導入、自動検針導入 
 
【料金関係】   支払う料金を安くしてほしい、基本水量の引下げ、支払期間の拡大,支払方法の拡充、 
          料金の免除対象者・業種の拡大、基本料金制度の廃止、新しい割引制度の提案 
 
【手続関係】   インターネット受付拡大、フリーダイヤルの導入、受付時間拡大（電話・窓口営業時間等）、 
          複数の請求書を一括送付する制度の導入 
 
【水質関係】   受水タンクの適正管理 
 
【そ  の  他】    業務委託化の推進（徴収整理等）、震災対策拡充、工業用水道関係、節水意識の喚起、 
          水源の適正管理、東京水道あんしん診断の休日対応 等 

ー内 容ー  
 
【接    遇】   「オペレーターの対応が、ご親切・丁寧で、顧客満足度200ﾊﾟｰｾﾝﾄの対応でした。｣ 
 
【料金関係】   「免除の０円ハガキが届いた。いつもありがとうございます。」 
 
【工事関係】    「断水で水道局の人が2人来てくれた。とても優しく親切に対応してくれ、嬉しかった。」 
 
【水質関係】     「様々な場所でお水を飲んでいるが、引越して来た三鷹市ではカルキ臭がなく、とてもまろやか。 
                       日々おいしく飲んでいる、こんなに美味しい自治体はなかった。」 
 
【そ  の  他】     「他の公共料金に比べて、水道のお客様サービスはとても優れている。」 

２ 要望 

３ 感謝 

・30年度は、29年度と比較し概ね減少傾向 
・工事関係の苦情については、28年度と比較し 
 大幅減少 

・接遇への感謝が28年度と比較し、29年度、 
 30年度は大幅増加 

・29年度の検針関係の要望は、検針票の様式 

 が変更されたことによる一時的な増加 
・30年度は例年通りの件数に落ち着いた 
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１　月別推移 ２　内容別

３　区部・多摩別 ４　主な苦情

平成28～30年度 工事に関する苦情
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工事などの事前連絡、 

お知らせの苦情 

工事業者の応対態度（苦情） 

その他の苦情（工事） 
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資料４ 

326 
234 190 

165 

98 
119 
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工事に関する苦情（多摩） 

工事に関する苦情（区部） 

〇店前で水道工事中。当日になって車の移動等要求され移動した場所で駐車禁止を 

   取られるなど迷惑をしている。前日など事前に車両移動の連絡希望。（駐車苦情） 
 

〇工事がうるさくて眠れない。睡眠導入剤を使っているが不眠症になっている。(騒音苦情) 
 

〇水道管の新設工事を行っている工事業者が喫煙しているため、煙が迷惑である。（業者 

   への苦情） 
 

〇工事については問題無い。工事区間に警備の方がいるが、ちゃんと誘導してもらえず、  

   困っているとのこと。過去に数回、危険な目にあった。警備を徹底してほしい。（誘導へ 

   の苦情） 

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

28年度 48 43 75 70 46 30 28 49 46 41 45 37 558

29年度 33 24 36 34 25 34 22 26 26 26 21 25 332

30年度 21 28 42 25 21 26 29 37 14 15 20 31 309

２８年度、２９年度と比較し概ね減少傾向 
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No 案件名 お客さまの声の概要 検討・対応状況 所管部

1
新規

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（R1.9.2）（PayPay）

サービス
推進部

2
新規

「初回請求時口座振替申込書」の配布
中止

ペーパーレス化して、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。

サービス
推進部

3
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
・今後はICT機能を活用したｱﾝｹｰﾄ実施手順やﾉｳﾊｳをﾏﾆｭｱﾙ化し、各営業所へ周知
・区のｲﾍﾞﾝﾄ等にてｱﾝｹｰﾄ実施予定（9～10月）、実施営業所にﾋｱﾘﾝｸﾞを実施し、ﾏﾆｭｱﾙ改善、実施拡大を検討
（11月～）

サービス
推進部

4 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か国語表記の封筒を4種類作成（H31.3）
・くらしのｶﾞｲﾄﾞ英語版（H31.3）
・歴史館、科学館ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ英・中・韓版（H31.3）
・くらしのｶﾞｲﾄﾞ中・韓版（R1.8～、HPで公開予定）
・ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ請求書用封筒・お客さまｾﾝﾀｰ発送分の封筒について3か国語対応に変更予定（R1上半期）

サービス
推進部

5 局ホームページの改善について ホームページが見にくい。（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（R1.8）
・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（R1.6）
　②ﾁｪｯｸ結果に基づき修正等実施（～7月）
　③掲載情報確認にあたりｸﾛｽﾁｪｯｸ等の仕組みを検討（ｼｽﾃﾑ改修後は、各部がﾍﾟｰｼﾞ更新できるよう大幅見直
し予定）

サービス
推進部

6 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おいて、老朽化対策に関連する情報を掲載予定
・ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに掲げた施設整備の取組状況（H30年度）をHPで公表するなど、積極的な情報公開を行う
・東京水道施設整備ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ改定時に、ｺﾗﾑや用語集等を掲載し、お客さまに親しみやすく分かりやすい工夫
を行う
・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（施設更新等関連）を作成し、局HP・SNS等へ
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、ｺﾗﾑへのARの
活用や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併せて検討する

総務部

【参考】過去報告案件
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

口座振替指定サービスやクレジットカード払い（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

サービス
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。メータボックス等の開閉する際の音がうるさい。メータ
ボ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

サービス
推進部

・多摩水

6 地域水道ニュースの拡充について
水道ニュース廃止に伴い、地域に根差した情報発信を求める
声がある。

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

サービス
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ＵＲ
Ｌのリンク先が、水道局ホームページのトップページである
ため、東京水道マイネットログイン画面に変更してほしい。

リンク先がマイネットログイン画面になるように修正
サービス
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

お客さまの声反映案件一覧 資料５-１ 
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10
地域水道ニュースへのお客さまセン
ター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・東京ガスの様式と比較して見にくい、
わかりにくい。

29年4月からのハンディターミナルの新機種導入にあわせて、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

サービス
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。

・多様な広報媒体によるきめ細かな情報発信（ＨＰの充実化、水道くらしのガイド、地域水道ニュース、局
Facebookの活用）
・お客さまが求める情報の発信を実施

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

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、ペットボ
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について

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）を図った。
・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（地域キャラバンで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）を実施

サービス
推進部

17
局ホームページへの水滴くんガイドの
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
けるように図解のガイドを作成し、局HPに掲載

サービス
推進部

18 貯水量の見える化 ダム貯水量の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時間ごとのデータを局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「接遇スキルアップ」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、名所パンフレット作成　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 サ推部

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

サ推部

23
クレジットカード払い申込書における
認印欄の廃止

クレジット申込をしたが「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「クレジットカード払い申込書様式」を認印を廃止した様式へ変更

サービス
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

ナビダイヤルと市外局番（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

26 窓口サービスの多言語対応 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）

サービス
推進部
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お客さまの声の概要 検討・対応状況

・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（LINEPay、PayB）導入（R1.7.1）

・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ決済（PayPay）を拡大（R1.9.2）

お客さまの声の概要 検討・対応状況

・ペーパーレス化して、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

お客さまの声反映　新規案件（抜粋）

１　水道料金の支払いの多様化（キャッシュレスの導入）

２　｢初回請求時口座振替申込書」の配布中止

資料５-２  
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東京水道あんしん診断お客さまアンケート平成 30年度実施結果 
１ 実施結果 

  
配布件数 

(A) 

アンケート 自由意見 

回収数 

合計 

(B) 

  
回収率 

(B/A) 

記入数 

(C) 

記入率 

(C/B) 

回収率 

(C/A) 郵送 現地 WEB 

27年度 140,959件 13,362件 
6,576件 6,531件 255件 

9.5% 5,469件 40.5% 3.9% 
49.2% 48.9% 1.9% 

28年度 1,675,585件 159,608件 
94,781件 53,829件 10,998件 

9.5% 64,286件 40.3% 3.8% 
59.4% 33.7% 6.9% 

29年度 1,404,937件 153,764件 
89,430件 47,704件 16,630件 

10.9% 63,369件 41.2% 4.5% 
58.2% 31.0% 10.8% 

30年度 1,370,148件 174,412件 
85,534件 72,167件 16,711件 

12.7% 67,133件 38.5% 4.9% 
49.0% 41.4% 9.6% 

 ○郵送での回収が５割程度と最も多く、続いて現地回収が多い。現地回収は、昨年度と比較して上昇し、41.4%となっている。 

 ○アンケート回答者のうち、約４割の方から自由意見をいただいた。 

 

 

 
○性別では、男性(38.1%)よりも女性(59.9%)の回答割合が高い。 

 ○年代別では、年代が高くなるにつれ回答割合も高くなり、50代以上で全体のおよそ 4分の 3(74.5%)を占めている。 

○地域別では、区部(63.7%)が多摩(31.9%)より高いが、配布件数に対する回収率は区部(11.2%)より多摩(14.9%)の方が 

高い。 

男性                 

38.1% 

女性                 

59.9% 

無回答               

2.0% 

性別 19歳以下             

0.2% 
20代                 

3.3% 30代                 

8.1% 

40代                 

13.2% 

50代                 

15.6% 60代                 

21.4% 

70歳以上             

37.5% 

無回答               

0.6% 

年齢別 

区部                 

63.7% 

多摩                 

31.9% 

無回答

等             

4.4% 

地域別 

  配布件数 回収件数 回収率 

区部 995,966 111,144 11.2% 

多摩 374,182 55,583 14.9% 

２ H30種別回収数割合 

資料６ 

回収率向上の 

主な要因について 
・アンケートの認識率向上及

び診断への興味喚起を図る

ため、事前通知文を改良 

・お客さまからの問合せの際、

回答を呼びかけ 

・現地での回収率が高い業者

を表彰し、取組事例を回収

率の低い業者へ水平展開 
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 実施状況 

 掘下げで得られたご意見 

東京水道あんしん診断アンケート等を活用した「お客さまの声の掘下げ」平成30年度実施結果 

 
・あんしん診断実施時までは浄水器を付けていた。診断に来た職員が水道水もおいしいと言ったので浄水器を取り外 
 して飲んだら、本当に味は変わらなかった。それ以降浄水器は付けていない。今まで無駄なお金を使ってしまった。 
 
・一人暮らしで基本水量から大きく下回る使用量で生活できており、使用量の割に料金が高いと感じている。 
 
・マンションに住んでいるため、災害時の給水には不安がある。給水訓練には必ず参加したい。訓練の広報をもっと 
 やってほしい。 
 
・寒い日にツイッターで凍結防止に水を流しておきましょうといった、より身近なメッセージをもっと流すと良いと 
 思う。 
 
・法律の改正で民営化の話もあるようであるが、行政で責任もって水道事業をやっていただく方が安心である。 
 
・スマートフォンで、リアルタイムに、使用量、料金を見ることができるようになると良いと思う。 
 

・時期 
  平成30年４月から平成31年３月まで 
  
・実施部署 
  各支所及び各給水管理事務所 
 
・実施総数 
  303件        
 

資料７ 

自宅訪問 
3% 

イベント 
47% 

電話 
50% 

男性 

34% 女性 

66% 

19歳以下 
1% 

20代 
5% 

30代 
12% 

40代 
16% 

50代 
10% 

60代 
26% 

70代以上 
28% 

不明 
2% 
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 掘下げで得られたご意見（抜粋） 

東京水道あんしん診断アンケート見直し後の設問に対する掘下げ実施結果（本局管理職分） 

【スマートメーター】 
 ・利用料が500円以内であれば、漏水の早期発見や高齢者の見守りなどのサービス利用を検討したい。 
 

【キャッシュレス化の推進】 
 ・LINE Payのポイントだけでなく、キャッシュレス払いにすることで料金を割り引けば、増えるのではないか。 
 

【問い合わせなどへのＡＩ活用】 
 ・ＡＩは、職員と住民の双方が効率的になるようなもの、お客さま目線で使えるようなものであって欲しい。 
 

【多言語対応】 
 ・飲み水だけでなく、シャワーの安心性についても、英語だけでなく、中国語や韓国語でもＰＲしていくべき。 
 

【計画的な更新工事】 
   ・更新工事が必要なのは理解しているが、工事をバラバラ行うのではなく、まとめて行ってもらいたい。 
 

【環境対策】 
   ・福島から出てきて、水源である自然環境（山林）の水への影響について、色々と知りたい。 
 

【国内事業体への貢献】 
  ・水道事業体に力の差があるということならば、日本の水道のためにも国内貢献の取組は必要。 
 

【国際展開の取組】 
 ・好きな時に水を使用できるわけではない国の生活を向上させる取り組みを、今後も続けてもらいたい。 
 
 
 
 
 
 
 

４月上旬 従来のアンケートの設問等を見直し 

     ① スマートメーターなど今後の施策に関する設問を追加 

     ② 自由意見は①の施策の中から記載 

６月上旬 見直したアンケート用紙配布 

８月上旬 ７月回収分について本局管理職による掘下げ開始     

資料８ 

・７月回収数（６月実施分）     11,118件 

・うち自由意見記入数         4,470件 

・うち新アンケート数            580件 

・うち掘下げ可能件数          263件 

・うち掘下げ実施件数           18件 

 見直したアンケートによる掘下げ実施状況 
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