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※P18 維持管理の
　充実を参照

取付管の取替え
枝線の再構築

（硬質塩化ビニル管
への取替え）

（水位が高い幹線の下水の流れを
切り替えるための代替幹線など）

（老朽化した幹線や管内調査に基
づき対策が必要な幹線など）

（老朽化した枝線の面的な
布設替え・更生）

幹線の再構築
代替幹線の整備

下水道管の再構築 
　テレビカメラなどにより下水道管内の状態を調査します。調査の結果、損傷している箇所は内部を補強する
更生工法などにより下水道管を再構築します。

下水道管の再構築のイメージ

更生工法のイメージ

　コンクリート表面の劣化や鉄筋の
腐食などにより、下水道管の強度が
低下します。

　下水道管の内面に硬質塩化ビニル
材などを巻いて補強します。道路を掘
らないので安く、早くリニューアルが
できます。

再構築中の下水道管

再構築前の下水道管

　　　　　枝線の再構築
・区部の下水道管は全体で約16,000kmあり、このうち、法定耐用年数（50年）を超えた下水道管は既に
1,800kmに達し、今後20年間で8,900kmに増加するため、アセットマネジメント手法を活用し、法定耐用
年数より30年程度延命化を図り、経済的耐用年数（80年程度）で効率的に再構築します。

取組内容

・中長期的な事業の平準化を図るため、区部を整備年代により三期に分けて進めます。このうち整備年代の古
い都心4処理区（第一期再構築エリア）の再構築を優先して進め、平成41年度までに完了させます。

※アセットマネジメント手法：施設の状態を評価し、適切な維持管理を行うとともに、ライフサイクルコスト
や中長期的な再構築事業の平準化などを勘案しつつ、計画的かつ効率的に資産を管理する手法

※経済的耐用年数：建設費と維持管理費を加えた総費用（ライフサイクルコスト）を経過年数で除した年平均
費用が最小になる年数

　　　再構築
　明治時代に始まった区部の下水道事業は、平成6年度末に100％普及概成に至りました。しかし、初期
に整備した施設の老朽化が進んでいます。
　お客さまへ将来にわたって安定した下水道サービスを提供するため、施設の延命化を図りつつ、老朽化
対策とあわせて、雨水排除能力の増強や耐震性の向上などを効率的に図る再構築を計画的に推進します。

施策

７　区部における主要施策

区部区部
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再構築エリアと平均経過年数

※（ ）は、平成28年度末における下水道管の平均経過年数
である。ただし、第一期再構築エリアの平均経過年数
60年は、  再構築未完了地域の管きょの平均である。

下水道管のアセットマネジメントのイメージ
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第二期
第一期

下水道管の年度別整備延長（ｋｍ）

大正 14 昭和 20 30 40 50 平成 6 27 41

第一期エリア
再構築済

年度

再
構
築

再
構
築

再
構
築

再構築開始（平成7年度）普及概成（平成6年度）

第三期

普及のピーク時の
半分程度に平準化

平成41年度
までに再構築
完了時点での

平均経過年数80年程度

下水道の普及 経済的耐用年数80年程度で再構築

　　　　　幹線の再構築
・幹線は、大量の下水を集めて水再生センターやポンプ所へ流下させる下水道管網の骨格をなす管路です。道
路を掘らずに下水道管を内側から補強する更生方法を活用して再構築を推進します。

取組内容

　　　　　水再生センター、ポンプ所の再構築
・老朽化した水再生センターやポンプ所を再構築することで、将来にわたって安定的に下水を処理する機能や
雨水を排除する機能などを確保します。

取組内容

・昭和30年以前に建設されて老朽化した47幹線や管内調査に基づき対策が必要
な幹線などを優先して再構築を進めます。

・水位が高いなどの理由により再構築工事を行うことが困難な幹線について
は、先行して下水の流れを切り替えるために必要となる代替幹線などの整備
を進めます。

・老朽化対策とあわせて雨水排除能力の増強や耐震性の向上、エネルギー活用の高度化や温室効果ガスの削減
などを効率的に図る再構築を計画的に推進します。

・施設は、定期的な点検・調査に基づく補修や腐食対策などを行うことにより可能な限り延命化し、機能向上
が必要な施設から順次再構築します。

・設備は、アセットマネジメント手法を活用し、計画的な補修により法定耐用年数を2倍程度延命化し、経済
的耐用年数で効率的に再構築します。

36

39

29

60

●大規模事業の情報発信
　「千代田幹線整備事業」
　はこちら

区部区部
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・時間50ミリの降雨への対応として、浸水の危険性が高い対策促進地区20地区に加えて、浅く埋設され
た幹線の流域などの重点地区でも対策を実施します。また、浸水被害の影響が大きい大規模地下街で、
時間75ミリの降雨への対応を図ります。

・「豪雨対策下水道緊急プラン」（H25）で対
策地区とした市街地対策地区では時間75
ミリの降雨に対応する施設整備を推進
し、50ミリ拡充対策地区では時間50ミリ
を超える降雨にも対応する施設整備を推
進します。

雨水調整池の整備雨水調整池の整備

大規模地下街対策大規模地下街対策

浸水対策幹線の整備浸水対策幹線の整備

暫定貯留管の整備暫定貯留管の整備

ポンプ所の能力増強ポンプ所の能力増強

雨水浸透施設
（宅地内）
雨水浸透施設
（宅地内）

バイ
パス
管

バイ
パス
管

既設
の主
要枝
線

既設
の主
要枝
線

既設の幹線

既設の幹線増補管
増補管

（下水道管の能力を超える
　　　　　　 雨水を貯留）
（下水道管の能力を超える
　　　　　　 雨水を貯留）

（時間75ミリ降雨
　　　　 への対応）
（時間75ミリ降雨
　　　　 への対応）（下水道管の能力を超える

 雨水を暫定的に貯留） 
（下水道管の能力を超える
 雨水を暫定的に貯留） 

（新たなポンプ所の建設）
（ポンプの増設や
 先行待機形ポンプの導入）

（新たなポンプ所の建設）
（ポンプの増設や
 先行待機形ポンプの導入）

（新たな幹線を整備して雨水排除能力を増強）（新たな幹線を整備して雨水排除能力を増強）

浸水対策のイメージ

ポンプ所

　　　浸水対策
　浸水対策を推進することで都市機能を確保し、お客さまが安全に安心して暮らせる東京を実現します。
　「東京都豪雨対策基本方針（改定）」に基づき、時間50ミリの降雨に対応する施設を整備するととも
に、大規模地下街や甚大な被害が発生している地区では、整備水準をレベルアップした施設の整備を推進
していきます。

施策

新たな幹線を整備し、幹線内の水位を下
げることで、1時間50ミリ降雨に対し浸
水被害を解消

幹線の水位が上昇すること
で雨水が逆流し、地盤の低
い箇所で浸水被害が発生

50ミリ対策幹線

浅く埋設された幹線

水位を低下

浅く埋設された幹線

対策促進地区の浸水発生イメージ

幹線内の水位が上昇し、く
ぼ地、坂下等で浸水被害が
発生

重点地区（浅く埋設された幹線の流域）の浸水発生イメージ

50ミリ施設整備の対策イメージ

50ミリ拡充対策地区の整備イメージ市街地対策地区（75ミリの降雨に対応）の整備イメージ

50ミリ施設整備（対策促進地区、重点地区）のイメージ

●対策促進地区での取組例
　「東尾久浄化センター西日暮里系ポンプ棟」

●大規模事業の情報発信
　「豪雨から東京を守る！下水道局の浸水
　対策事業」はこちら

区部区部
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　　　　　下水道管とマンホールの接続部の耐震化
・これまでに避難所や災害拠点病院などの施設から排水を受け入れる下水道管の対策を完了し、現在は、災害
復旧拠点や新たに指定された避難所、防災上重要な施設などに対象を拡大して耐震化を推進しています。
　

　　　　　マンホールの浮上抑制対策
・液状化の危険性の高い地域において、これまでに緊急輸送道路などの対策を完了し、現在は、避難所などと
緊急輸送道路を結ぶ道路や地区内残留地区に対象を拡大して対策を推進しています。
　

　　　震災対策
　首都直下地震などの地震や津波への震災対策を推進することで、下水道機能を確保するとともに、緊急
輸送道路などの交通機能を確保します。

施策

取組内容

取組内容

下水道管の耐震化のイメージ

【下水道管とマンホールの接続部の耐震化】 【マンホールの浮上抑制対策】 【マンホールの浮上抑制対策】

・避難所やターミナル駅などのトイレ機能を確保
・避難所などと緊急輸送道路を結ぶ道路の交通機能を確保
・地区内残留地区のトイレ機能、交通機能を確保

地震により被害を
受けやすい下水道
管とマンホールの
接続部を可とう化
します。

地震の揺れを吸収す
るゴムブロックなど
を設置

内 機能、交 機能 保

弁

圧力調整爪

金網

マンホール壁

対策前対策前 対策後対策後

東日本大震災
液状化現象

マ
ン
ホ
ー
ル
の
内
側

マ
ン
ホ
ー
ル
の
内
側

液状化現象

水圧水圧水圧水圧

マンホールの浮上

マンホール内からの施工

地震により被害を受けや
すい下水道管とマンホー
ルの接続部を可とう化し
ます。

地震の揺れを吸収する
ゴムブロックなどを設置

非開削耐震化工法

取組内容▶地震に強い光ファイバー通信網の活用

・避難所やターミナル駅などのトイレ機能を確保
・アクセス道路※1などの交通機能を確保
・地区内残留地区※2のトイレ機能、交通機能を確保

・液状化による過剰な水圧をマンホール内に逃がして浮上を抑制します。

・下水道管内への津波や高潮などの逆流を防ぐ高潮防潮扉につい
て、津波発生時の閉鎖の迅速化、自動化を実施します。

・下水道局独自の光ファイバー通信網を拡充し、高潮防潮扉の遠
方制御などに活用します。

※地区内残留地区：地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災の恐れ
がなく、広域的な避難を要しない区域

高潮防潮扉の遠方制御による自動化のイメージ

※2

※1

※ 平成

区部区部
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・東京都防災会議で示された最大
津波高さ（Ｔ.Ｐ.＋2.61）※３に
対し、電気設備などへの浸水を
防ぐ耐水対策を実施します。 

※３　Ｔ.Ｐ.：東京湾平均海面（Tokyo 
Peil）の略で、地表面の高さを海面か
らの高さで表す場合の基準となる東京
湾の平均的な海面高さ

●水再生センター、ポンプ所の耐水化

ポンプ所などの耐水対策

・停電などの非常時の電力を確保するため、非常用発
電設備の整備などとともに、運転に必要な燃料の安
定的な確保を図ります。

　　　　　非常時の自己電源の確保

ガスタービン発電機(13,000kVA)

・想定される最大級の地震動に対し、震災後においても必ず確保すべき機能を維持するために、耐震対策を
実施します。

　　　　　水再生センター、ポンプ所の耐震対策

【下水道管とマンホールの接続部の耐震化】 【マンホールの浮上抑制対策】

・地震により下水道管とマンホールの接続部
が損傷するおそれがあるため、下水道機能
を確保する耐震化を実施しています。

マンホールの浮上被害事例
（東日本大震災・平成23年、浦安市）

・液状化現象によるマンホールの浮上の被害
が生じるおそれがあるため、交通機能を
確保する対策を実施しています。

・液状化現象による過剰な水圧をマンホール
内に逃がして浮上を抑制します。

水再生センター

取組内容

取組内容

揚水機能
（沈砂池/ポンプ施設）

簡易処理機能
（第一沈殿池）

消毒機能
（塩素接触槽）

反応槽

汚汚泥泥処処理理

第二沈殿池

※赤字は、耐震対策を図る施設

区部区部
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　　　合流式下水道の改善
・汚水と雨水を同じ一本の下水道管で流す合流式下水道では、晴天日と弱い雨の日には、下水の全量を水
　再生センターに集めて処理しますが、強い雨が降ると、市街地を浸水から守るため、汚水まじりの雨水
　を河川沿いの吐口やポンプ所から河川や海などに放流します。
・河川や海などの水質保全を図るため、貯留施設や高速ろ過施設などの整備を進めます。

大雨時の雨水吐口からの越流状況

※　雨天時に合流式下水道から河川や海などへ放流される汚濁負荷量を削減するため、降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設を整
備しています。また、水再生センターにおいて、既存の沈殿施設の改造により早期に導入でき、従来の沈殿処理より汚濁物を２倍程
度多く除去することが可能な高速ろ過施設の整備を進めていきます。

施策▶高度処理
　東京湾の赤潮の発生原因の一つであるちっ素とりんを同時により多く削減できる高度処理施設を整備し
ています。
　また、当面高度処理が導入できない水再生センターにおいては、これまでの処理法と比較して、ちっ素
やりんの削減効果を高める準高度処理を導入し、東京湾や隅田川などに放流される下水処理水の水質改善
を進めます。
　導入にあたっては、エネルギーや地球温暖化対策にも配慮していきます。

・

・

・

早期に導入が可能で、電力使
用量を増やさず水質改善が
できる準高度処理施設の整
備をスピードアップしま
す。

これまでの処理法と同程度の
電力使用量で高度処理並み
の良好な水質を確保できる
新たな高度処理を導入しま
す。

施設の状況や導入コスト等を
勘案して今後各センターに
適切な処理方式を導入して
いきます。

雨天時の合流式下水道の吐口からの放流 貯留施設（芝浦水再生センター） 沈殿施設の改造による高速ろ過施設の整備イメージ

・雨天時に合流式下水道から河川や海などへ放流される汚濁負荷量を削減するため、降雨初期の特に汚れた下水
を貯留する施設を整備しています。貯留した下水は、雨が止んだ後に水再生センターに送水して処理します。

・水再生センターにおいて、既存の沈殿施設の改造により早期に導入でき、従来の沈殿処理より汚濁物を２倍程
度多く除去することが可能な高速ろ過施設の整備を進めます。

合流式下水道の改善イメージ

施策

●大規模事業の情報発信
　「千代田幹線整備事業」
　はこちらら

区部区部
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清流復活事業（目黒川） 芝浦水再生センター造水施設

◆資源の有効利用
　下水汚泥の資源化や再生水利用などを進めることで、環境負荷の少ない都市の実現に貢献します。

●施設の上部利用などの有効活用、下水熱の利用
　施設の上部空間を活用し、まちづくりに貢献します。また、ビル冷暖房用の熱源に下水熱を活用し、地
域冷暖房事業を行っています。

●再生水の利用
　都市の貴重な水資源として再生水を活用することにより、都市の水循環を形成します。

　都市の貴重な水資源として、下水処理水をさらにきれいにした再生水を、永田町及び霞が関地区など7地区でトイレ用水などに供給すると
ともに、水の流れが絶えた川に放流する清流復活事業にも利用しています。

　芝浦水再生センターでは雨天時
貯留池の建設にあわせ、当局がそ
の上部を民間事業者に貸し付け、
事業者が業務商業ビルを建設し、
運営しています。
　ビルの冷暖房には下水処理水の
もつ熱エネルギーを利用します。

後楽一丁目地区地域冷暖房事業

　外気温に比べ「夏は冷
たく、冬は暖かい」とい
う下水の温度特性を活用
し、これを冷暖房用の熱
源として利用していま
す。

●汚泥の資源化
　限りある埋め立て処分場の延命化を図るた
め、汚泥の資源化を促進します。

　東日本大震災に伴う原子力発電所の事故
に伴い放出された放射性物質の影響によ
り、資源化率は大きく低下しています。
　資源化の再開に向け、関係者との調整を
精力的に進めていきます。

　民間企業と連携し、汚
泥焼却灰の粒度を調整
し、鉄筋コンクリート管
の材料として利用してい
ます。

粒度調整灰

品川シーズンテラス 熱供給システムのヒートポンプ

焼却炉の効率化の取組イメージ
A水再生センター

：焼却炉

（100を定格とした場合）

（汚泥処理キーステーション）

送泥　20 送泥　30

B水再生センター C水再生センター

A、B、Cの 3つの水再生センターで汚泥の相互融通を行う
ことで、焼却炉の運転台数が全体で 6台→4台に削減可能

100 100100

100100100 20 30

50 100

汚泥の適正配分
により効率化

汚泥融通

　　　高度処理
・東京湾の赤潮の発生日数の削減に向け、その発生要因の一つである下水処理水のちっ素、りんの一層の削減
が必要となっています。

・ちっ素、りんをより多く除去できる準高度処理や「新たな高度処理」（嫌気・同時硝化脱窒処理法）の導入
を進め、下水処理水の水質をより一層改善してきます。

　　　汚泥処理の信頼性の向上と効率化
・下水を処理するときに発生する汚泥を適切に処理処分することで、将来にわたって安定的に下水を処理する
機能を確保します。

・

・

・

これまでの処理法と比較して電力使
用量を増やさず一定程度の水質改善
が可能な準高度処理を既存施設の改
造により導入し、水質改善を早期に
進めます。
準高度処理で水質改善が不十分な場
合には、適用可能な既存施設に水質
改善と省エネルギーの両立が可能な
「新たな高度処理」（嫌気・同時硝化
脱窒処理法）を導入します。
「新たな高度処理」を導入できない
施設については、新技術を開発し、
導入します。

（嫌気・同時硝化脱窒処理法）

・送泥ルートの複数化や水再生センター間で相互送泥できる施設の整備を推進し、汚泥処理の信頼性の向上を図
ります。

・汚泥処理キーステーション※を整備し、汚泥処理を効率化するとともに、バックアップ機能を確保します。

・汚泥の全量焼却による減量化や、セメント原料な
どへの資源化を推進し、埋立処分場の延命化を図
ります。

　3つの水再生センターで送泥量を適切に配分するこ
とにより、焼却炉の運転台数を全体で５台→３台に削
減可能
　

※汚泥処理キーステーション：水再生センター間の
送泥量を調整し、平常時の効率的な運転と非常時
のバックアップ機能を担う汚泥処理施設
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汚泥処理キーステーションの整備効果（効率化のイメージ）

・粒度調整灰を有効利用した鉄筋コンクリート管や
組立マンホールなどのコンクリート二次製品を、
東京都の公共工事で利用拡大します。

下水汚泥の資源化（粒度調整灰）

施策

施策
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道路陥没状況

汚泥処理のバックアップ例
（三河島水再生センターから東部スラッジプラントに

送泥できない場合）

　　　維持管理の充実
　下水道管や水再生センターなどを適切に維持管理し、将来にわたって安定的に下水道機能を確保します。
施策

　　　　　下水道管の維持管理
　近年の23区内の道路陥没の多い42地区と東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技会場周辺22地区を合わせた
64地区を重点化し、下水道に起因する道路陥没の原因の約
7割を占める取付管について、衝撃に強い硬質塩化ビニル管
へ取替えています。

取組内容

　　　　　水質改善と省エネルギーの
　　　　　両立
　水質改善による良好な水環境の実現への貢献
と、電力使用量の削減による省エネルギーの両立
を目指して、処理水質とエネルギー使用量の二つ
の指標を用いた二軸管理手法を活用し、水再生セ
ンターごとに水処理施設の運転を最適化します。

取組内容 　　　　　水再生センター、ポンプ所
　　　　　の維持管理の充実
　送泥管の複数化が未整備の区間について、危機
管理対応を強化するため、相互送泥施設を活用
し、バックアップ体制を整備します。

取組内容

さらなる

新河岸
水再生センター

みやぎ
水再生センター

東部
　スラッジプラント

落合
水再生センター

三河島
水再生センター

浮間
水再生センター

小菅
水再生センター

葛西
水再生センター

整備中

：通常時の送泥ルート

：バックアップ送泥ルート

：汚泥処理を行っている
  水再生センター等

前年度

今年度

送風量を減らし、電力使用量の
削減を優先した例
翌年度は、電力使用量を減らし
た条件の中で、水質改善に取
組み両立を目指す

・

・

・

・

設備の改良などや運転管理の
工夫により水質改善と電力使
用量削減の両立を実現できた
例
翌年度は、さらなる運転管理の
工夫により両立を推進
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