
ＩＷＡ世界会議のレガシーの今後の活用について

２ ＩＷＡ世界会議の成果とレガシー

2018年ＩＷＡ世界会議・展示会（以下、「ＩＷＡ世界会議」という。）の成果を一過性のものとせず、ＩＷＡ世界会議を通じ

て得られたレガシーを施策として体系化し、継承、進化させ、今後の事業展開に活用していくことにより、東京2020大会、さら

にその先の将来も、時代や環境の変化に的確に対応しながら、将来にわたって強靭で持続可能な成長を続ける東京水道を実現して

いく。

５つの方向性で、ＩＷＡ世界会議のレガシーを施策として体系化し、今後の事業展開に活用

①国際展開の推進 ②グローバル人材の育成 ③ICTなどの新技術の活用 ④レジリエンス、サステ
イナビリティの強化

⑤お客さまへの理解促進

《施策の展開》

レガシーとなる34施策を選定し、今後もレガシーを継承、進化させながら展開

各施策の設定期間により、機動的かつ柔軟に施策を推進

１ 目 的

《事業展開の方向性》

３ 基本的な考え方

レ
ガ
シ
ー

・東京のプレゼンス向上 ・グローバル人材の育成 ・先端技術の動向の把握 ・レジリエントでサステイナ
ブルな水道構築に向けた
最新の知見や情報

・都民への水の大切さや
東京水道の取組の理解
促進

成

果

・東京の優れた技術やノ
ウハウの国内外への発信
・過去最多の参加者数
・人的ネットワークの形成

・職員による英語での論
文発表

・国際会議運営への職員
参加

・ICTを始めとした先進技術に
関する講演や論文発表

・レジリエンス・サステイナ
ビリティに関する講演や論
文発表

・ＩＷＡ世界会議を契機とし
た新たな広報活動

ＩＷＡ世界会議を通じて得られた成果を水道局のレガシーとして継承

<2019年２月策定>



主要な施策

1 概要
ＩＷＡ世界会議の機会を活用し、開催都市として、海外からの参加者との交

流を通して東京水道の資産となる水道関係者との人的ネットワークを拡充・構
築し、今後の事業運営に活用

2 今後の予定
2018年度～
・人的ネットワークを活用し、海外の
情報を直接収集して、局の事業運営
の参考とする
・ネットワークを活用して関係事業体
との連携を強化

人的ネットワークの構築 《新規》

1 概要
ＩＷＡ世界会議に関する動画や写真、発表論文やポスター、参加職員の意見
等をまとめたwebアーカイブを作成し、局内で共有を図るとともに、新たな知
見を得るために活用
局ホームページ上に都民向けにIWA世界会議の成果等を公表し、当局の取
組をＰＲ

2 今後の予定
2018年度～
・局内向けwebアーカイブの
作成、共有
・都民向けwebアーカイブの
作成、ホームページ公表

IWA世界会議アーカイブの作成 《新規》

《方向性① 国際展開の推進》 《方向性② グローバル人材の育成》

国際会議への継続参加 《継続》

《方向性② グローバル人材の育成》

1 概要
今後も継続的に国際会議へ参加し、東京水道の技術やノウハウを広く発信す
ることによりプレゼンスの向上とグローバル人材の育成に取り組む

2 今後の予定
2019年度
・水道技術国際シンポジウムへ参加
・IWA-ASPIRE(アジア太平洋地域会議）
香港へ参加

《方向性③ ICTなどの新技術の活用》

晴海地区におけるスマートメータ化モデル事業 《新規》

1 概要
東京2020大会後、選手村が一般住宅に改修される晴海地区において、東

京電力と共同でスマートメータ化モデル事業を実施

2 今後の予定
2019年度
・総括メータによる棟ごとの自動検針
2022年度
・東京電力の通信インフラ及び局独自
通信インフラを活用し、各戸メータ
による自動検針
・見える化・見守りサービス提供



《方向性③ ICTなどの新技術の活用》

1 概要
2025年を目途に、都心や郊外に複数のエリアを選定し、エリア内の家庭や水
道施設にスマートメータ等を張り巡らせ漏水の早期発見、災害等への迅速な対
応、管路の効率的な管理等水道事業全体への幅広い活用と効果を検証、将来
的に「スマートウォーターシステム」を構築

2 今後の予定
2018年度～
・「スマートウォーターシステム」
の構築に向けた検討を開始

「スマートウォーターシステム」の構築に向けた
トライアルプロジェクト

《新規》

主要な施策

《方向性④ レジリエンス、サステイナビリティの強化》

1 概要
大規模地震が発生した場合においても、効果的に給水を確保するため、重要
施設への供給ルートの優先的な耐震継手化を推進

2 今後の予定
2018年度～ ・引き続き、重要施設への

供給ルートを重点的に整備
・H37年度末の耐震継手化
率の目標61％を目指し
着実に推進

配水管の耐震継手化の推進 《継続》

1 概要
国際的イベントや都民向けイベントなど、会場や人が多く集まる場所等に可
動型水飲栓（Tokyowater Drinking Station: DS）を設置し、水道水の試飲を通
じて、東京水道の魅力を発信

東京国際フォーラムや公共施設等の水飲栓をＡＲ（拡張現実）機能付きス
テッカーやホームページでＰＲ

2 今後の予定
2019年度～
・国際イベントや庁内イベント等で展開

Tokyowater Drinking Stationによる水道水の飲用促進 《継続》

《方向性⑤ お客さまへの理解促進》

《方向性⑤ お客さまへの理解促進》

お客さまサービスの多言語対応

1 概要
お客さまセンターにおいて、民間の三者通話サービスを活用し、全日24時間
日本語の外5か国語（英・中・韓・ポルトガル・スペイン）に対応
在日外国人、訪日外国人への対応として、ホームページやパンフレット等に
ついて英語以外の言語（中国語・韓国語等）にも対応を検討

2 今後の予定
2018年度～
・お客さまセンターの対応言語について、
民間サービスの対応状況を踏まえ、
継続的に拡充等を検討
・ホームページやパンフレットの多言語化
拡大を検討

《継続》



方向性 施策名 説明

1 マッチングの創出 　IWA世界会議で構築した人的ネットワークを活用し、海外水道関係者と民間企業とのマッチングの機会を創出する。

2 人的ネットワークの構築
　IWA世界会議開催による海外からの参加者との交流を通して水道関係者との人的ネットワークを拡充・構築し、今後の国際展
開や局の事業運営に活用していく。

3 研修・開発施設の多言語化や説明方法の改善
　国際化する視察への対応のため行ってきた研修・開発施設の説明パネル、案内板などのビジュアル化、統一化及び多言語化
対応等を、開発フィールド、水処理実験施設等についても拡充していく。

4 開発成果品の実演及び体験プログラムの実施
　展示だけでなく、管内調査ロボットや折りたたみ式開栓器等の開発成果品を開発フィールドを活用して、研修・開発センターの
視察者等に実演及び体験してもらうプログラムを新たに実施する。

5 モバイル端末を活用した研究・開発成果のPR
　研究・開発成果をパネル等で説明するだけでなく、モバイル端末を利用し、音声ガイド化や多言語化などに対応させることで、
研究・開発成果の一層のPRを行う。

6 国際会議への継続的参加
　今後も国内外で開催される国際会議に継続的に参加し、論文発表や展示会を通じて東京水道の技術やノウハウを発信し、プ
レゼンスの向上とグローバル人材の育成に取り組む。

7 ＩＷＡ世界会議アーカイブの作成 　ＩＷＡ世界会議での発表内容等をまとめたwebアーカイブを作成し、局内で共有するとともに、一部を一般公開する。

8 局内報告会の実施 　将来の国際会議開催に資するため、様々な立場からの見解を集約、会議の課題や教訓等について整理を行う。

9 英語プレゼンテーション研修
　国際会議での発表予定者等を対象に、プレゼンテーション能力の向上に加え、国際会議での人脈形成に資するスキル（名刺
交換や会議終了後のメールのやり取り等）の向上を内容とした研修を実施していく。

10
工事監督技術の向上のための
研修用教材ビデオの作成

　職員の工事監督技術向上と技術継承を図るため、OJTや研修で活用できる、主要工種（土留、覆工、管接合方法等）の安全
管理上の留意点をまとめた教材ビデオを新たに作成する。

11 晴海地区におけるスマートメータ化モデル事業
　東京2020大会後、選手村が一般住宅に改修される晴海地区において、東京電力と共同でスマートメータ化モデル事業を実
施する。

12
「スマートウォーターシステム」の構築に向けた
トライアルプロジェクト

　都心や郊外に複数のエリアを選定し、エリア内の家庭や水道施設にスマートメータ等を張り巡らせ漏水の早期発見、災害等へ
の迅速な対応、管路の効率的な管理等水道事業全体への幅広い活用と効果を検証する。

13 水道ICT情報連絡会
　他事業体と水道ＩＣＴ情報連絡会を設置し、より安定的で効率的な水道事業運営の実現を図るために、水道事業体が抱える
事業運営上の様々な課題について発信するとともに、民間企業等のＩＣＴ等新技術の活用を促進する。

14 お客さまセンターにおけるＡＩの活用
　お客さまセンターにおいて、ＡＩがオペレーターを適切・迅速にサポートする仕組みを構築することにより、保留時間の短縮化
やより迅速、的確な応対ができるようにし、お客さまサービスの向上を図る。

15
ICT技術（ウエアラブルカメラ）を活用した
施設の維持管理

　ウエアラブルカメラの導入により、現場と事務所等にいる職員との情報共有を行い、施設点検、設備点検、事故発生時等にお
ける速やかな対応、安定給水の持続性を確保する。

16
ICT技術（ドローン・水中ロボット）を活用した
ダムの維持管理

　ダム堤体の状況確認にICT技術（水中ロボット、ドローン）を活用することで、これまで点検することが困難な箇所についても、
確実に調査を行い、安定給水の持続性を確保する。

17 伸縮可とう管の変位量把握
　管路の変位集中が想定される箇所（伸縮可とう管）に変位計測装置を設置することで、これまで行えなかった埋設箇所の変位
量計測を地上部で行う。これにより、限界変位量を超える前に補修等が行い、管路事故を未然に防ぐ。

18 多点相関式漏水発見器
　配水管の付属設備（消火栓、制水弁など）にロガセンサーを複数箇所に設置し、各センサーに伝わる漏水音の到達時間差を
計測することで、一度に広範囲を漏水探知する。

国際展開の推進

グローバル
人材の育成

IWA世界会議のレガシーを活用した施策一覧

ＩＣＴなど
新技術の活用



方向性 施策名 説明

19 応急給水用資器材の新規購入
　将来にわたり、強靭な東京水道を次世代に継承していくため、大規模な地震災害に備え、より安全で効率的な応急給水が実
現できるよう、新たに応急給水用資器材の購入を行う。

20 埋設物管理図の電子化 　工事完成図における、埋設物情報の集約及び電子化を行い、検索や閲覧等ができるようにする。

21 制御系システムのセキュリティ対策
　サイバーテロ等の脅威に対し、ファイヤウォールの設定やアクセス記録を取得するなど、対策を一層強化する。また、日々進化
するサイバー攻撃の手法に対して、セキュリティ監査を毎年受検し、強靭で持続可能な水道システムの安定稼働を担保する。

22 広葉樹を積極的に導入した水道水源林の育成
　さらに積極的に針広混交の森づくりを推進していくため、伐採後の森林に広葉樹の植栽を行うことで、将来にわたり、水源地に
ふさわしい森林を維持・保全していく。

23 水質試験車による水質事故対応 　東京2020大会に向けて危機管理能力を向上させるために、強靭性の観点から水質試験車で検査できる項目を追加する。

24 配水管の耐震継手化の推進
　大規模地震が発生した場合においても効果的に給水を確保するため、重要施設への供給ルートの優先的な耐震継手化を進
める｡

25 水道施設の浸水対策 　多摩地区における浄水所等について、浸水被害が想定される施設の浸水対策を確実かつ早急に実施する。

26 水道施設の耐震補強 　震災時における給水安定性を向上させるため、計画的に浄水所、給・配水所の耐震補強工事を推進する。

27 自家用発電設備の整備 　大規模停電時においても、安定的な給水を確保するため、自家用発電設備の整備を推進する。

28
Tokyowater Drinking Stationによる
水道水の飲用促進

　国際的イベント等において、会場や人が多く集まる場所等に、水道水を飲み東京水道の魅力を体験・体感できる可動型水飲
栓を設置するとともに、東京国際フォーラムや公共施設等の水飲栓をＡＲ機能付きステッカーやHPでＰＲする。

29 東京水道名所の活用
　東京水道名所を紹介する動画を楽しむことができるＡＲ対応パンフレット（日本語版及び英語版）を様々なイベント等で配布す
る。動画自体をイベント会場、局ＨＰ及び東京動画等でＰＲする。

30 　お客さまサービスの多言語対応
　今後、東京が国際都市として一層発展することを見据え、お客さまセンターにおいて、民間の三者通話サービスを活用し、全
日２４時間日本語の外５か国語に対応する。

31 ＩＣＴを活用した新たな広報の展開 　ICT、VR体験を活用した広報活動を、イベント会場や当局のPR施設で展開していく。

32 貴重資料のデジタル化 　水道歴史館で所蔵している当局の「上水記」等の貴重資料をデジタル化する。

33 都民参加型イベントの実施 　東京水道フォトコンテストの都民投票を引き続き実施していく。

34 水道工事の理解・協力への取組
　分かり易い工事看板の設置や工事説明会、現場見学会など、これまで実施している様々な取組みに加え、更に水道工事の
PRを充実するため、SNSの活用に加えて工事広報板、お知らせビラ等の利用による動画の配信を検討する。

レジリエンス、
サステイナビリティ

の強化

お客さまへの
理解促進


