
多摩水道運営プラン2017(案)

平成２９年２月

運営方針

○ 施設の再構築や、万全の危機管理により、多摩水道システムを充実強化していきます。
○ 広域水道としての事業展開に対するお客さまの理解促進に努めるとともに、区部との
サービス格差を解消していきます。

○ 都営一元化の過程で蓄積してきた、広域化のノウハウを全国に発信し、国内事業体の
課題解決に寄与していきます。

○ 市町や監理団体との連携や事業推進の環境整備により、効率的で強固な基盤を確立
していきます。

～強靭で信頼される広域水道へ～
（概要版）



（平成28年３月末）

注 それぞれの給水する区域は、渇水等の影響により変動する。
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多摩水道26市町

1238.7 ㎢　 612.0 ㎢　 

13,233,747 人　 3,906,235 人　 

7,390,946 件　 1,927,789 件　 

 配水本管 2,453.4 ㎞　 739.7 ㎞ 　

 配水小管 24,461.7 km　 9,628.9 ㎞　 

 計 26,915.1 km　 10,368.6 ㎞　 
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（区部及び多摩水道26市町）
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項目

給水区域と配水系統図

多摩水道の現況

（平成28年３月末）
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給水安定性の

向上

高品質の

維持

様々な脅威への

備え

給水安定性の更なる向上に向け、施設の再構築などを

推進していきます。

高品質な水をお客さまへ確実にお届けするため、水質

管理を徹底するとともに、直結給水方式への切替えを

促進していきます。

危機管理に万全を期すため、将来起こりうる様々な

災害などへの脅威に備えた施設整備を進めるとともに、

災害発生時の対応を強化していきます。

お客さまとの対話

地域・社会への

貢献

広域的取組の

発信・協力

区分 方向性

多摩水道を理解し実感を深めていただくため、より

積極的な情報発信を行うとともに、多様化するニーズを

きめ細かく把握し、取組に反映させていきます。

円滑な事業推進に向けて、市町との更なる連携強化を

図ります。また、企業としての社会的責任を果たすため、

エネルギー・環境対策を推進していきます。

様々な課題を抱える国内外の水道事業体に貢献する

ため、広域化の経験やノウハウを活用した取組を推進

していきます。

市町・監理団体と連携・協力しながら、より強靭で信頼される広域水道を目指した

取組を着実に推進する基盤を確立していきます。



区部とのサービス格差解消

○請求書現地発行

地域連携の強化

○市町との連携強化

エネルギー・環境対策

○エネルギーの効率化

国内水道事業体への貢献

○広域化ノウハウの発信・技術協力

海外水道事業体への貢献

○海外からの視察対応

主な取組

危機対応力の強化

○災害発生時の対応力強化

○多様な主体との連携

水道施設の再構築

○配水区域の再編 ○浄水所、給水所等の再構築

○設備機器の改良 ○井戸の更新・統廃合

送配水管路の充実・強化

○送水管のネットワーク化

○配水管網の整備

きめ細かな水質管理

○原水水質に応じた浄水処理

○水質管理の充実

災害などに備えた施設整備

○水道施設の耐震化 ○配水管等の耐震化

○私道内給水管整備 ○自家用発電設備等の増強

○浄水施設の覆蓋化等の施設整備

監理団体との連携

○東京水道グループとしての連携強化

事業推進の環境整備

○効率的な事業運営の推進

市町との連携

○多摩水道連絡会の活用

おいしい水への取組

○貯水槽水道の適正管理

○直結給水方式への切替え促進

水道を実感し理解を深めていただくための取組

○多様な地域広報の展開

○東京水道あんしん診断



基幹的ライフラインの運営

水源や地形、地盤の高低差、給水件数等の地域特性を踏まえ、多摩地区を４つのエリアに分けて、市町域にとらわ

れない合理的かつ適切な配水区域に再編

各配水区域の拠点となる浄水所、給水所等を整備するとともに、必要な配水池容量を確保

広域的な送水管ネットワークの構築や

配水区域の拠点となる給水所等への送水管の二系統化

を実施

＜ 送水管ネットワークの構築 ＞

多摩川

都営水道26市町

市営・村営水道

浄水所等の主な水道施設

浄水所 71施設

給水所 35施設

浄水場

給水所等

送水管

（数字は整備年度）

整備中の送水管

施設名 所在地 エリア 完成年度
 奥多摩町の浄水所 奥多摩町 　　①多摩川上流地域 平成31年度
 千ヶ瀬第二浄水所 青梅市 　　②多摩川左岸西部地域 平成32年度
 千ヶ瀬第一浄水所 青梅市 　　②多摩川左岸西部地域 平成35年度
 福生武蔵野台浄水所 福生市 　　②多摩川左岸西部地域 平成36年度
 幸町浄水所 府中市 　　③多摩川左岸東部地域 平成30年度
 多摩北部給水所(仮称) 清瀬市 　　③多摩川左岸東部地域 平成32年度
 柴崎浄水所 立川市 　　③多摩川左岸東部地域 平成33年度
 深大寺浄水所 調布市 　　③多摩川左岸東部地域 平成35年度
 小野路給水所 町田市 　　④多摩川右岸地域 平成34年度
 暁町配水所 八王子市 　　④多摩川右岸地域 平成37年度

＜ 地域特性に応じた４つのエリア（イメージ図）＞

施設名 完成年度

　多摩南北幹線(仮称） 平成32年度

　秋留台給水所
　＜送水管の二系統化＞

平成34年度

　文化の森給水所
　＜送水管の二系統化＞

平成34年度

境

東村山

多摩川 多摩南北幹線
（仮称）

小作

②多摩川左岸西部地域（傾斜のある市街地）

一方向に傾斜のある地形に合わせ、中規模な配水区域に再編

①多摩川上流地域（山間部）

高低差及び起伏が多い地形に合わせ、小規模な配水区域に再編

③多摩川左岸東部地域（平坦な市街地）

平坦な地形に合わせ、大規模な配水区域に再編

④多摩川右岸地域（起伏のある丘陵地）

起伏のある地形に合わせ、中規模な配水区域に再編



▲ 膜ろ過設備

施設の更新に合わせて維持管理性の向上が図れる膜ろ過処理に変更するなど、

原水水質の状況や水質基準等の改定動向を踏まえた浄水処理方式を導入

▲覆蓋化された施設▲覆蓋化されていない施設

▲配水池の耐震補強

▲ 自治会と連携した訓練

震災時における給水安定性を向上させるため、計画的に耐震補強工事を推進

テロ行為や火山噴火に伴う降灰等が発生

した場合にも浄水機能を維持するため、

施設の更新に合わせ浄水施設を覆蓋化

山間部の小規模な浄水施設等における

機械警備の整備等により警備体制を強化

市町、地域住民、監理団体、地元事業者など、多様な主体と連携し、危機対応力を強化

▲ 地元事業者と連携した訓練 ▲ 地域住民へ不審行為等の通報を呼びかけ

施設名 完成年度

　奥多摩町の浄水所 平成31年度

　千ヶ瀬第二浄水所 平成32年度

　千ヶ瀬第一浄水所 平成35年度

施設名 完成年度

　大船給水所 平成30年度

　散田給水所 平成31年度

　石畑給水所 平成31年度

　聖ヶ丘給水所 平成32年度 【工事前】 【工事後】



取組の進化・発信

▲ ＳＮＳによる発信 ▲ 地域イベントでのＰＲ ▲ 地域水道キャラバン

多摩島しょの簡易水道など小規模事業体に対し、関係部局と調整の上、ニーズに合わせた技術協力等を積極的に

実施

多摩地区水道事業の一元化を進める中で蓄積された知見等を共有できるよう、支援モデルを検討

他事業体からの要請に基づき、情報提供、技術協力等を実施し、これまでの知見等を、積極的に発信・活用

広域水道としての事業展開について、お客さまにより一層理解を深めていただけるよう、ＳＮＳなど様々な媒体を

活用して発信

区部とのサービス格差の解消に向けて、多摩地区において請求書現地発行を実施



支える基盤

区部システム 多摩システム

サービスステーション等営業所等

お客さま お客さま

多摩区部

水道局、市町及び監理団体とで構成する多摩水道連絡会の開催により、市町との

連携・協力体制を強化

・市町に対し、水道局の様々な事業に係る情報提供等を実施

・防災対策等に関する情報共有や意見交換、市町による取組事例の発表により、

危機対応力を強化

お客さま対応や施設の維持管理など、業務の大部分を担う監理団体との連携を強化

・監理団体との定期的な連絡会を通じて、お客さまからの声を共有し、施策へ反映

・水道局が実施する防災訓練等への監理団体の参加による、災害時の協力体制強化

料金徴収システムの統合やお客さまセンターの一元管理に向け、区部との業務処理統一を推進

▲ 多摩水道連絡会

▲ 監理団体による窓口業務

統合システム

サービスステーション等営業所等

一元管理

お客さま お客さま

多摩区部


