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日本最大級の水道トータルサービス会社として
高度な技術と豊富なノウハウで水道事業に貢献

　東京水道株式会社は、「日本最大級の水道トータルサービス会社」として、東京都水道局

の技術系現場業務及びお客さま窓口やコンタクトセンター（お客さまセンター）の運営、IT・技

術開発事業など、水道のほぼすべての事業を担い、持続可能な水道事業を支えています。

　当社は、東京都が出資する法人で、都の政策連携団体と位置付けられております。また、

東京都水道局と当社とで「東京水道グループ」を構成しています。現場で培った技術やノウ

ハウをもって都への政策提言を行い、東京都水道局とともに将来にわたり安全でおいしい水

を安定的に供給し続ける役割を担っております。

　当社は、売上高のうち東京都水道局からの受託事業が9割以上を占めており、さらに東京

都水道局から営業系業務は今後10年、技術系業務は今後20年を目途に業務を移転する

方針が示されております。これを成長の柱として、業務拡大を見据えた採用の拡大や人材育

成に注力してまいります。

　首都東京の水道事業における当社の役割は、より一層重要なものとなっており、いわ

ば当社の社員は準公務員とでも言うべき立場にあります。そのため、高い倫理観を

持った人材の育成と技術・ノウハウの継承を進め、日々の安定給水はもちろんのこと、

大規模災害時での対応力の一層の強化にも努めてまいります。

　さらに、広域連携や官民連携の機運の高まりが予想される国内水道事業体や海外

事業体の皆さまへ、さまざまなニーズに合ったサービスをご提供し、東京水道の事業運

営で培った高度な技術と豊富なノウハウで、水道事業に貢献してまいります。

　皆さまのご理解と格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 野田　数

いのちの水を守る
私たちは、東京の水道を最前線で支え、安全でおいしい水を皆さまへお届けし、

国内外の水道事業運営に貢献します。

01 02



※「政策連携団体」とは

　東京都が出資し、継続的に都派遣職員を受け入れるなど、都と事業協力を行う団体のうち、

　都と政策実現に向け連携するなど、特に都政との関連性が高い団体

当社は、東京都水道局と当社で構成する「東京水道グループ」の一員として、
都の水道事業を支えています。
その中でも、当社は事業運営上重要な業務として位置づけられる準コア業務を担い、
経営基盤の強化や人材確保・育成、国内外の水道事業体への貢献、財政運営などに
おいて東京水道グループの総合力の強化に貢献してまいります。
また、高いコンプライアンス意識のもと、水道事業の公益的使命を自覚し、「安全で
おいしい水」の安定供給を通じて、豊富な経験と確かな技術力で社会に貢献します。

当社は、水道事業を通じて都民生活と首都東京の都市活動を支えてきま

した。東京都水道局とのグループ経営により、東京の水道を取り巻く環

境の変化に対応し、公共性と効率性の両立を実現しながら、持続可能な

東京の水道に貢献してまいります。

持続可能な
東京の水道への

貢献

水道の技術・
ノウハウの継承

水道施設の
維持管理・強靭化

東京都水道局との
パートナーシップ

災害時の応急対応

私たちは、東京水道グループの一員として高いコンプライアンスのもと、
豊富な経験と確かな技術力で社会に貢献し、
お客さまの満足度の向上と豊かな価値を創造する企業を目指します。

私たちは、東京都の出資法人であり、政策連携団体として東京都の政策実現の一翼を担っています。
都の行政運営を支援・補完するだけでなく、現場で培った技術やノウハウを活用し、
企画・立案を行う役割を果たし、首都東京の水道を支えていきます。

当社は、東京都水道局と「災害等発生時にお

ける業務の協力に関する協定」を締結してい

ます。地震などの災害発生時には、水道施設・

管路の被害状況調査や応急処置、漏水発生状

況の調査などを実施します。また、断水発生時

には、水道局や自治体と連携して応急給水を

行い、災害時の都民生活と首都東京の都市活

動を支えています。

災害等発生時の応急対策業務

当社は、東京都が運営する新型コロナウイル

ス感染症の軽症者等に係る宿泊療養対応業

務への協力を行っています。なお、本業務にお

いては、社内で希望者を募り、対応しています。

都庁グループの一員である政策連携団体とし

て、都民の生命及び健康の保護に寄与してい

ます。

新型コロナウイルス感染症軽症者等
宿泊療養対応業務への協力

水道局が主催する実務研修や特別研修への

参加、共同研修の実施、水道局職員と当社社

員間での研修派遣による人材交流の拡大な

ど、東京都水道局と一体となって積極的な人

材育成を実施しています。

東京水道グループ一体となった
人材確保・育成

経営理念 首都東京をともに守る

東京都水道局との連携

東京都の政策実現の一翼を担う

「政策連携団体」として

「東京水道グループ」の

一員として

「持続可能な東京の水道」

への貢献

水道局

政策連携団体

民間事業者
〈定型的業務〉

（請負工事、水道メータ検針など）

民間に委ねられる業務は
可能な限り民間委託

コア業務

準コア業務

〈事業運営の根幹に関わる業務〉
・経営方針や施設整備計画の策定　など

・水道料金等徴収業務
・お客さまセンター運営業務
・料金システム運営管理　など

・設計・工事監督
・浄水場の運転管理・水質管理　など
・給水装置の図面審査　など

〈事業運営上重要な業務〉

（政策連携団体）

技術系業務

営業系業務

水道事業の構成
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水道管路の整備業務 水道管路の維持管理業務

水道施設の維持管理業務

東京都水道局が所有する「水道水源林」を適切に管理し、安全でおいし

い水を育む水道水源林の機能維持に努めています。

また、玉川上水路や村山山口貯水池などの貯水施設について、適切な

保全管理をしています。

水道水源林の保全管理・貯水施設の管理
高度浄水処理、急速ろ過、膜ろ過などの水処理を行う浄水場の運転監

視・水質管理及び設備の維持管理業務等を行っています。

また、給水所などでは、電気設備、ポンプ設備などの点検や、簡易修繕、

異常発生時の対応を行い、24時間体制で「安全でおいしい水の安定供

給」に努めています。

浄水場等の運転管理・水質管理・維持保全

土壌中に埋設された配水管の状況を把握するため、管内外面の腐食、

配水管周囲の土壌調査、分析などを行っています。

管体環境調査

下水道やガスなどの他企業工事によって水道管路などが損傷を受ける

ことのないよう、現場での立会確認を行っています。

他企業工事立会

配水管やバルブなどの附属設備について、その機能を保持しているか、

施設の現状を調査・診断しています。

管路施設の調査・診断
配水管内面に発生した錆などは、濁水や水質劣化の原因になるため、

計画的な排水による管内洗浄を行っています。

配水管の計画排水

漏水調査や漏水防止対策に精通したスタッフにより、当社の開発機器

などを使用した効率的な漏水調査や適切な漏水防止対策を提案してい

ます。

漏水調査・漏水防止対策

水道管の更新や新設を行うにあたり、工事対象路線の水道管の現状や、

下水道やガス、電気などの他企業施設物及び工事対象路線の状況を調

査し、工事の契約に必要な設計図書の作成や積算を行っています。

管路の調査・設計・積算

管路の調査・設計・積算 管路工事の施工監理 管路施設の調査・診断管路施設の調査・診断

水道水源林の保全管理 給水所の設備点検 浄水場の運転監視

漏水調査・漏水防止対策

工事が設計図書などに基づいて適正に行われているか、安全・品質・工

程などを監理するとともに、現場に立会い、工事受注者に対する指示、

承諾及び協議を行っています。

管路工事の施工監理

waterworks technology水道技術業務
首都東京の水道システムを支えるトータルサービス

水源から蛇口まで、水道施設の運転管理、
設計・施工監理、維持管理などの総合的な技術力で、
安全でおいしい水の安定供給を支えています。
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営業所・サービスステーション業務お客さまセンター運営業務 システム開発・保守・運用 データセンター運用

データセンター運用

東京都水道局の水道料金ネットワークシステム（SWAN）やコールセン

ターシステムを中核とし、それらと連携する様々なシステムを提供して

います。さらに近年では、東京都水道局が推進するICTの戦略的活用を

実現するために、スマートメータによる検針などのシステムを提供して

います。

また、法改正対応、機能向上といったシステム改修に加えて、システム障

害対応、機器障害対応など、システムの維持管理に必要な保守業務全

般に対応し、システム運用に至るまでの包括的な水道料金ネットワーク

システムを提供しています。

24時間365日の有人監視、ビデオ監視及び3重のセキュリティドアの

設置により、強固なセキュリティを確保しています。

半世紀にわたり蓄積された運用ノウハウ・業務知識を活用し、システム

運用の効率化と安定運用を提供しています。システム運用監視において

は、障害検知、障害時の初動対応、復旧対応の即応性の維持向上に係る

運用支援ツールを独自開発し導入しています。

また、データエントリ、大量プリント、帳票仕分け、封入封緘、金融機関と

の口座データ授受などのすべての運用工程を、安全性の高い作業環境

で行っています。さらに専任の搬送担当によるデリバリなど、お客さまへ

の納品に至るまでの包括的な運用サービスを提供しています。

お客さまからの水道使用開始・中止などの各

種受付や、水道料金収納などを行っています。

窓口業務

給水装置の設計審査や完成検査業務、検定有

効期間満了に伴うメータ引換業務、給水装置

工事電子申請や電子閲覧に関するお問い合

わせへの対応などを行っています。

給水装置工事業務
水道・下水道料金等の支払いが遅れているお

客さまに対して、訪問催告や電話催告により

料金徴収を行っています。

徴収整理業務

使用水量の算定に関する業務を行っています。

また、水道メータの検針業者への業務指導や

進行管理なども行っています。

検針業務

お客さまセンター運営業務 窓口・検針・徴収整理業務 システム開発・保守・運用給水装置工事業務

customer service

お客さまサービス業務
首都東京の水道システムを支えるトータルサービス

お客さまセンターや営業所・サービスステーションでは、効率的かつ高品質なサービスを提供しています。

水道ITサービス業務
首都東京の水道システムを支えるトータルサービス

水道料金徴収業務をIT分野でサポートし、効率的で高品質なサービスを提供しています。

お客さまとの総合受付窓口として、電話やイ

ンターネット等による水道使用開始、使用中

止などの各種受付や問い合わせ対応などを

効率的に行うコンタクトセンター（お客さまセ

ンター）の運営、サービス提供を行っています。

水道料金徴収業務や給水装置工事に関する地域の窓口として、効率的でお客さま目線に立った

サービスを提供しています。

waterworks IT service
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有収率の向上への対策（漏水調査・漏水防止対策）

水道技術業務に関するコンサルティング

人材育成支援 改正水道法施行に伴う水道事業体支援業務・包括受託

営業系業務（水道料金等徴収業務）の受託

上下水道料金システム「WISH」を活用した
水道事務の効率化・システム化の支援

技術系職員・水道工事事業者の
技術力向上

指定給水装置工事事業者向け
講習会への講師派遣

「TSリークチェッカー」を活用した
効率的な漏水調査（スクリーニング工法）

「現場管理システム」による
工事検査業務の効率化

水道管内の診断、濁水解消を支援する
「水道管内調査カメラ」
「TS型配水管内面洗浄工法」
「管内調査ロボット」

「水理・水質測定装置」を活用した
水運用・水質状況の把握

包括委託契約・業務委託等の
モニタリング業務

運営コストの

節減

経営基盤の強化

事業の維持・

向上

お客さま

サービス

の向上

水道料金徴収などの経験とノウハウを活かし、営業系業務

を受託します。また、当社開発の上下水道料金システムを

活用し、営業系業務のさらなる効率化と高品質なサービス

を提供します。

当社開発の上下水道料金システム「WISH」は、水道事務に

必要な機能をすべて搭載し、各水道事業体のニーズに柔軟

に対応できるシステムです。拡張機能の１つであるモバイ

ル検針システムとのデータ連動により、水道事業体の事務

作業の効率化に貢献します。

水道事業体や日本水道協会が開催する水道

技術専門研修への講師派遣や出前講座の実

施など、専門スタッフによる研修を実施します。

技術系職員や水道工事事業者の方を対象と

した講習会、研修会を行います。水道管の接合

や漏水防止、浄水処理、電気設備などの実務

研修により、水道技術者の技術や知識の習得

を支援します。

当社はこれまで培ってきた水道事業運営に関

するノウハウや実績をもって、水道基盤の強化

など、各水道事業体のニーズに即した様々な

業務支援を提供します。

「指定給水装置工事事業者制度への指定の更

新制」の導入に伴い、水道事業体が開催する

指定給水装置工事事業者講習会の講師派遣

業務を行います。

水道事業を運営する上で、大きな課題となる

有収率向上のための漏水調査や漏水防止対

策について、首都東京の漏水率約3％の実績

を支える技術や様々な条件下での経験をもと

に最適な提案を行います。

水道事業経営の効率化やベテラン技術者の

減少など、水道事業体が抱える課題解決に向

けて、水道施設の更新計画の作成や工事検査

業務の効率化など、東京水道グループで培っ

た技術的知見やノウハウを活用し、水道技術

業務のコンサルティングを提供します。

「TSリークチェッカー」によるスクリーニング工法は、効率

的な漏水調査を可能とします。また、検針用ハンディターミ

ナルとの連携により、漏水調査結果と検針データの一元管

理を実現します。

当社が開発した「現場管理システム」は、ス

マートフォンを活用した遠隔検査システムで、

事務所に居ながら複数の工事検査・確認業務

が可能となり、水道事業体と工事施工業者の

業務効率化に貢献します。

当社では濁水発生の原因究明や対応策の提案、

水道管内の排水作業の実作業を支援します。

また、管内カメラや管内水中ロボットにより水

道管内面を調査・診断し、更新計画に反映する

などの提案を行います。

当社の開発機器「水理・水質測定装置」は、配

水管路網の状況を見える化します。有収率向

上への対策、水質監視、管路更新計画立案（系

統変更対応）など、実データに基づいたトータ

ルソリューションを提供します。

水道事業において公的な役割を担う当社の

経験を活かし、委託業務の執行状況を適切に

評価するモニタリングを行います。

工事情報に紐づいた
チェック項目ごとに
写真撮影

チェック項目ごとに整理された写真で検査

第3回インフラメンテナンス大賞

「厚生労働大臣賞」受賞

domestic waterworks国内水道事業
国内水道事業運営に貢献するソリューションサービス

水道事業運営のトータルな技術とノウハウを活かし、
各水道事業体の皆さまに最適な
カスタマーサービスと ITソリューションを提供します。

有収率の向上への対策

人材育成支援 講習会への講師派遣 営業系業務の受託
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システムインテグレーション

システム製品

自治体・公共団体の多様な労務管理に対応

出退勤時刻の把握、各種休暇や時間外勤務な

どの申請登録・承認、帳票出力（出勤簿、超過

勤務等命令簿、休暇・職免等処理簿）などの出

退勤管理業務を効率的に行える、自治体・公共

団体に特化したシステムです。

給与システムや経路検索ソフトと連携し、給与

や旅費交通費の計算業務の効率化が図れます。

また、当社のクラウドサービスの活用により、

インターネットを介した出退勤及び休暇申請

管理が可能となり、設備投資が不要となります。

出退勤管理システム「勤怠Plus」

検針業務との併用により、

コスト縮減や業務効率化に貢献

給水管や水道メータなどで「TSリークチェッ

カー」を使用して測定することにより、漏水振

動の継続的な音と、雑音の一過性の音を識別

します。

※

※

TSリークチェッカーは、「東京水道

株式会社」と「株式会社日本ウォー

ターソリューション」の共同開発です。

本機器を活用したスクリーニング工

法が第3回インフラメンテナンス大

賞「厚生労働大臣賞」を受賞

時間積分式漏水発見器
「TSリークチェッカー」望みどおりに、思いどおりに。まるでオーダー

メードのような使い勝手の良さを。

その願いをかなえるのが上下水道料金システ

ム「WISH」です。コアシステム「WISH」と、自由

に選択していただける豊富なオプションユ

ニットで、水道包括アウトソーシングをサポー

トします。

上下水道料金システム「WISH」

様々な人事・給与制度に対応します。例えば、

給与計算においては公務員給与・年俸制給

与・臨時雇用給与など、複数の給与体系の統

合運用が可能です。

人事・給与システム
各市区町村が担う法定受託事務（資格取得・

喪失届・保険料免除の受理・審査など）の円滑

な遂行をサポートします。

国民年金システム

データ収集から統計データ・帳票作成までを

シームレスに行うことにより、統計資料作成業

務を効率化できます。

各種統計システム

漏水や盗水などにより、料金徴収が困難な開発途上国を対象に、ODA

を活用したインフラ整備などを行うことで、無収水量削減に貢献してい

ます。

無収水削減対策事業

国際協力機構（JICA）や海外水道事業体などからの業務受託により、海

外の研修生に漏水調査や無収水削減対策、水道施設の維持管理などの

研修を行っています。

海外向け水道技術研修の実施

開発途上国の水道事業を改善するために、主に無収水削減事業を担う

人材の育成として現地へ専門家を派遣し、漏水対策をはじめとした施設

維持管理・財務管理・資産管理などの研修実施、経営計画策定、メータ

管理の改善、検針業務などの研修・技術指導を行っています。

専門家の現地派遣

JICAが受け入れる開発途上国の水道分野の行政官やエンジニアに向

けた研修に講師を派遣しています。

研修支援

国内外におけるシンポジウムや研究発表会での論文発表、展示会での

ブース出展を行っています。

情報発信

ペルー

ブラジル

ケニア
ルワンダ
タンザニア

台湾
ベトナム
マレーシア
インドネシア

ミャンマー
タイ

ヨルダン
クウェート

インド
ネパール
バングラディシュ

オーストラリア

イラン

開発途上国や各地域が抱える水道インフラの

整備や維持管理における課題を解決に導き、

自立した水道システムの運営を目指します。

コロナ禍の状況においては、感染拡大防止の

ため、 Webセミナーなど、日本国内からリ

モートで研修業務を実施しています。

人事・給与システムをはじめとする多くのシステム開発・運用のノウハウを活かし、お客さま

の業務課題をITで総合的に解決するシステムインテグレーションサービスを提供します。

水道の技術系業務や営業系業務、IT技術の豊富な経験を
活かし、あらゆる自治体や公共団体の業務を支援する
ITソリューションを提案します。

東京水道グループで培った世界最高水準の技術と
ノウハウにより、海外水道事業体をサポートしています。

IT and technical development

IT・技術開発
自治体・公共団体を支えるITソリューションサービス

海外水道事業
世界の水問題に挑むソリューションサービス

overseas waterworks
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株式会社PUC 東京水道サービス株式会社

水道トータルサービス会社として

東京水道株式会社

業務開始

year

　東京都水道局は、公共性と効率性を両立させながら、将来にわたり、責任を持って安全で

おいしい高品質な水を安定的に供給していくため、水道事業における基幹的業務を当局と

政策連携団体である東京水道株式会社が担う、一体的な事業運営体制を構築しています。 

　また、東京水道グループといういわば一つの「事業体」として統一的な経営戦略の下、相互

に強みを発揮し、有機的な連携を図りながら、グループ経営を推進してきました。

　一方で、水道法の改正や、気候変動による自然災害の多発、デジタルトランスフォーメーショ

ンの推進など、都の水道事業を取り巻く環境は、かつて経験したことのない局面にあります。

　こうした環境の変化に的確に対応し、東京水道グループの総合力を強化していくためには、

これまで以上にグループ内の連携を強化し、グループとしての一体性を持って効率的かつ効

果的に事業を運営していく必要があります。

　そのため、グループ内での人材の相互交流や共同研修の実施など、一体となった人材の

確保・育成に取り組んでいます。

　また、当局と同社が、対等なパートナーとして、一体感を醸成し、より良い業務を目指す『とも

にプロジェクト』を推進することを通して、グループの総合力を一層高めてまいります。

　当局は、東京水道株式会社とともに、最も重要な基幹ライフラインとしての水道事業を担い、

これからも、都民生活と首都東京の都市活動を支えていきます。

東京都水道局長 古谷 ひろみ

東京都水道局長からのメッセージ

東京都水道局からの業務移転の歴史

● 財団法人公営事業電子計算センターを設立

● 東京都水道局水道料金調定システムの運用開始
1966

● 水道総合サービス株式会社を設立

● 管路診断業務を受託
1987

● 浄水施設の運転管理業務受託開始1995

● 社名「東京水道サービス株式会社」へ2001

● 東京都水道局水道料金ネットワーク

  システムの運用開始
2002

● 多摩地区小管工事監督業務受託開始2003

● 他企業工事立会業務受託開始
● 「株式会社PUC」を設立 2004

● 多摩地区小管設計業務、

  多摩地区給水装置業務受託開始

● 東京都水道局多摩水道料金ネットワーク

  システム、東京都水道局お客さまセンター

  の運用開始

2005

2006

2020

● 東京都水道局における一体的事業運営体制構築の

  方針決定

● 東京都から監理団体の指定

● 多摩地区で東京都水道局サービス

  ステーションの運営開始

● 東京都水道局多摩お客さまセンターの

  運用開始

● 東京都水道局における一体的事業運営

  体制構築の方針決定

● 東京都から監理団体の指定

● 区部給水装置業務受託開始2008

● 区部配水小管設計、本管設計・工事監督業務受託開始2009

● 東京都水道局が「東京水道サービス株式会社を

  活用した新たな国際貢献」を発表

● 多摩本管設計・工事監督業務受託開始

2010

● 区部小管工事監督業務受託開始
● 区部で東京都水道局営業所の運営開始

  （現在計９か所運営中）
2011

50年以上に渡り、東京の水道を技術、サービス、ITの分野で長年支えてきた2社がそれぞれの技術とノウハウを集結し、

水道トータルサービス会社「東京水道株式会社」として誕生しました。

history

現在、そしてこれからの東京の水道を支える
重要なパートナーとして

村山下貯水池

金町浄水場の取水塔 羽村取水堰

玉川上水 玉川上水（羽村橋付近）
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出典:国立国会図書館ウェブサイト（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303576）

このパンフレットは抗菌ニスを使用しています。

〒163-1337　東京都新宿区西新宿6-5-1 
新宿アイランドタワー 37F
TEL 03-3343-4560（代表）

本社

水道技術系、
給水装置業務は除く

本社、新宿センター、
立川事務所、
松阪事務所

表紙デザイン
二代目歌川広重作「東都三十六景」の一つであり、お茶の水の風景が描か
れた浮世絵です。お茶の水を流れる神田上水は、江戸時代の人々の暮らし
を支え、玉川上水、近代水道へとつながる水道の歴史の礎となりました。
この名画に、西新宿の高層ビル群と高品質な東京の水道水を提供する水
飲栓「Tokyowater Drinking Station」を配し、江戸時代から現在まで、首都
東京の発展と人々の暮らしを支えてきた水道事業を担う当社の事業イ
メージを表現しました。

原画：「東都三十六景　お茶の水」二代目歌川広重（1826 ～ 1869年）

https://www.tokyowater.co.jp/




