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東京水道における施設整備
―計画的な浄水場更新と水道システムの耐震化―

東京都水道局総務部特命担当部長 狩　野　裕　二

１.はじめに

東京都水道局は、近代水道創設以来約
120 年にわたり、都民生活と首都東京の
都市活動に欠くことのできない水道水を
供給し続けてきた。この間、高度経済成
長期における人口や産業の集中などに伴
い急増した水道需要に対応するため、水
源の確保や水道施設の短期間かつ集中的
な整備を行い、また、近年においては、
水道水質へのお客さまニーズの高まり等
を踏まえ、利根川水系の全浄水場に高度
浄水処理を導入するなど、時代時代の要
請に応じ、水源から蛇口に至るまでの総
合的な施策を展開してきた。

こうした中、昭和 30 年代後半から昭
和 40 年代にかけて集中的に整備した多
くの浄水場が、間もなく一斉に更新時期
を迎える（図－１）。加えて、切迫性が
指摘される首都直下地震、気候変動の進
行に伴う豪雨・渇水リスクの増大や原水
水質の悪化、更には人口減少が予測され
る社会の到来など、今後、水道事業に影
響を及ぼす様々な課題やリスクが想定さ
れ、これらへの適切な対応が強く求めら
れている。

このため、東京都水道局では、平成
24 年３月に「東京水道施設再構築基本
構想」を策定し、顕在化している課題の
みならず、将来起こり得るリスクや課題
にも十分に対応できる水道施設への再構
築を目指していくことを明らかにした。

基本構想で示した考え方に基づき、10
年後の整備目標と優先順位を踏まえた具
体的な取組内容を取りまとめた「東京水
道施設整備マスタープラン」を平成 26
年４月に策定（平成 28年２月改定）した。

本稿では、本マスタープランで示した、
東京都水道局における水道施設の現状と
課題を踏まえた浄水場の更新や水道シス
テムの耐震化について紹介する。

２.計画的な浄水場更新

東京都水道局の浄水場は、高度経済成
長期にあたる昭和 30 年代後半から昭和
40 年代にかけて整備したものが多く、
施設能力全体の約７割の施設がこの時期
に建設されたものである。

現在、これらの浄水場は、通水開始か
らおおむね半世紀を経て老朽化が進んで
おり、機能維持のための補修や改良工事
を通年にわたり行っている状況にある。
加えて、原水水質の悪化や水道水質基準
の強化への対応など、水質面での状況変
化もあり、建設当時の施設能力（公称施
設能力）を十分に発揮することができな
い状況となっている。

こうした中、これらの浄水場は、平成
30 年代以降一斉に耐用年数を経て更新
時期を迎えることから、今後、安定給水
に必要な供給能力を確保しながら、計画
的に施設を更新していく必要がある。

このため、これらの課題に的確に対応
していくため、「東京水道施設整備マス
タープラン」では、今後の施設整備に当
たって重要な要素となる「水道需要の見
通し」、「確保する施設能力」および「浄
水場更新への対応」についての基本的な

考え方を明らかにした。

(１)水道需要の見通し
水道需要は、施設整備の規模を定める

重要な要素の一つであり、水道施設が
50 年から 100 年にわたって使われ続け
るものであることを踏まえると、常に安
定給水を確保できるよう、できるだけ長
期にわたる水道需要を見据えることが求
められる。

このため、東京都水道局では、東京水
道施設再構築基本構想において、25 年
間程度の水道需要を見通した。

この結果、お客さまが実際に使用する
水量である一日平均使用水量は、現在と
同程度の量で推移し、平成 30年代にピー
クを迎えること、さらに、これに少なく
ともこれまでに経験した実績を確実に踏
まえ、配水量の変動や漏水等を考慮した
一日最大配水量は、ピーク時におおむね
600 万㎥になる可能性があると見通した。

(２)確保する施設能力
現在、東京都水道局が保有している全

浄水場の公称施設能力は日量 686万㎥で
ある。

しかし、施設の老朽化による補修工事

図－１　浄水場の建設年度別施設能力
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や水質管理の強化等に伴う能力低下（日
量 80 万㎥程度）により、供給可能な能
力は日量 600 万㎥程度であり、水道需要
（計画一日最大配水量おおむね 600万㎥）
に対して余裕のない状況となっている。

一方、将来にわたり安定給水を支え続
けるためには、水道需要への対応はもと
より、災害や事故に伴い浄水場が停止す
るような重大リスク時にも給水を維持で
きる災害対応力を備えた施設能力を確保
しておくことが求められる。

こうした状況を踏まえ、確保する施設
能力は、水道需要（計画一日最大配水量）
に、補修等による能力低下量を加えた規
模とし、日量 680 万㎥程度とした（図－
２）。

また、浄水場が停止（最大リスク：朝
霞浄水場〔公称施設能力 170 万㎥ /日〕
停止）した場合にも、一日平均配水量（過
去 10 年間の実績）レベルの供給可能な
能力を維持し、都民生活や都市活動への
影響を可能な限り回避することとした。

なお、今後とも、浄水場更新を段階的
に進めていく中で、将来の水道需要の見
通しや新たなリスクの発生等にも留意し、
必要に応じて確保する施設能力を見直し
ていく予定である。

(３)浄水場更新への対応
個々の浄水場は、浄水処理の系列が複

数に分割されており、更新に当たっては、
更新工事中の能力低下を抑制するため、
系列単位で施設を停止し、更新すること
とするが、それでも大幅な能力低下が避
けられない状況にある。

このため、更新に伴い低下する施設能
力相当の代替浄水施設をあらかじめ整備
したうえで、更新に着手することとした。

これにより、安定給水を確保しつつ、
長期に及ぶ更新工事を計画的に推進する。

更新時期は、アセットマネジメントに
よる評価等を踏まえ、低下する能力を補
うため、あらかじめ代替浄水施設を整備
する「更新準備期」、代替浄水施設稼働
後に更新対象浄水場を系列ごとに順次更
新する「更新始動期」、更新事業量の平
準化を図り更新を着実に推進する「更新
平準期」の３つのステージを定めている
（図－３）。

具体的には、東村山浄水場更新の代替
浄水施設を境浄水場に、金町浄水場更新
の代替浄水施設を三郷浄水場に、小作浄
水場更新の代替浄水施設を多摩川上流の
地域に整備する。

これらの代替浄水施設の稼働後、東村
山、金町および小作の各浄水場の更新工
事に着手し、工事完了後、その他の浄水
場の更新を順次実施する。

全浄水場の更新は長期にわたるため、

適宜、水道需要やリスク対応等を考慮し、
適切な規模に施設を再構築していくこと
とした（図－４）。

なお、浄水場更新に当たっては、異物
混入などの危機への備えに万全を期すた
め、池状構造物の覆蓋化を図っていく。
また、原水水質に応じた浄水処理方式の
導入を図るとともに、省エネルギー型浄
水場となるよう、水の位置エネルギーの
有効活用や施設配置の最適化に努める。

３.水道システムの耐震化

東京都水道局は、1,300 万人の都民生
活、都市活動および首都中枢機能を支え
る役割を担っており、震災時においても
給水を確保することは、わが国全体の国
民生活および社会経済活動を維持する上
で極めて重要と考えている。

このような状況を踏まえ、東京都水道
局では、震災対策を最重要課題の一つと
して位置付け、施設の被害をできるだけ

図－３　全浄水場の更新順序（イメージ図）

図－２　施設能力の考え方（イメージ図）
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軽減するための水道施設の耐震化および、
断水区域・断水時間の縮小を図るための
バックアップ機能の強化に取り組んでい
る。

(１)施設の耐震化
①貯水池
貯水池については、平成 14 年度に山

口貯水池、平成 20 年度に村山下貯水池
の堤体強化を完了させてきた。現在、村
山上貯水池について、耐震設計、耐震工
法、被害想定等に関する最新の知見を活
用して技術検討を行い、堤体強化工事を
実施している。
②取水・導水施設
取水・導水施設については、震災時に

十分な耐震性を有していない施設が被災
し、浄水場機能が停止することが懸念さ
れることから、施設の更新時期等に留意
しつつ、効果的かつ効率的に耐震化を推
進する。

なお、導水施設には、運用を停止し、
耐震化や更新のための工事を行うことが
できないものもあるため、老朽化の進行
状況や機能停止時の影響度合いが大きい

ものを優先して、施設の二重化を図って
いる。また、代替浄水施設整備や浄水場
更新に併せ、導水施設の二重化等の整備
を行っていく。
③浄水施設
浄水施設の耐震化については、今後の

更新計画等に留意しながら耐震補強を
行っている。工事に当たっては、浄水場
間において施工時期の調整等を行うこと
で、安定給水の確保を図りながら、着実
に進めている。
④配水池
配水池の耐震化については、十分な耐

震性能を有していない配水池のうち、
バックアップ機能が確保されていないも
のや、首都中枢機関、救急医療機関等へ
の供給に係る施設、液状化危険度が高い
地域等にある施設および被害を受けた場
合に影響が大きい施設から優先的に進め
ている。

耐震化の工事期間中は、配水池容量の
低下を伴うことから、隣接する給水所の
同時施工を避けるなど、水運用にも配慮
して工事を推進している。耐震化に当
たっては、管路や設備機器などの施設稼

働に不可欠な施設についても一体的に実
施している。さらに、震災や事故時にお
ける断水等の影響が広範囲に及ばないよ
う、給水所を拠点とする配水区域を適正
な規模とし、給水所の新設や拡充と共に、
配水区域の分割や再編を進めている（写
真－１）。

(２)管路の耐震化
①送水管
東日本大震災では、宮城県において、

浄水を給水所に送る重要路線である送水
管（口径 2,400㎜）の破損により送水が
停止、他のルートからのバックアップも
不可能であったため、断水などの影響が
広範囲におよび、大きな被害をもたらし
た。

東京都水道局では、これまでも、災害
や事故時におけるバックアップ機能を強
化するため、送水管のネットワーク化を
進めている（図－５）。しかし、いまだネッ
トワークが十分でないため、災害や事故
時に送水管が機能停止した際、給水所へ
の十分な送水が確保できない場合がある。
このため、広域的な送水管ネットワーク

写真－１　配水池の耐震化

図－４　浄水場の整備時期と更新時期（イメージ図）
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を構築し、給水所への送水の二系統化を
図ることで、震災や事故時だけでなく、
更新等の工事の際にもバックアップ機能
を確保していく。ネットワーク化や二重
化は、老朽化の進行状況や送水管停止時
の影響度合いが大きいものを優先して進
めている。
②配水管
これまで、東京都水道局では、老朽化

した管路の取替えなどに重点的に取り組
んできたことから、管路のほとんどは、
強度とじん性に優れたダクタイル鋳鉄製
になっている。

現在は、阪神・淡路大震災を契機に離
脱防止機能を有する耐震継手管を全面採
用している。しかし、管路延長は約
27,000㎞、地球の約３分の２周の長さ
に及ぶことから、全ての管路の耐震継手
管への取替えには長い年月と多くの費用
を要する。このため、震災時において、
指揮命令、救命救助などの役割を担う施
設を重要施設として位置付け、その供給
ルートである管路を優先的に耐震継手管
へ取り替えている。この重要施設には、
指揮命令系統を担う首都中枢機関、医療
救護活動に関わる病院、災害時に多くの
人が集まる避難所および主要な駅、都が

大規模救出救助活動拠点に指定した都立
公園と清掃工場、警察・消防施設、東京
2020 オリンピック・パラリンピック競
技大会会場等を位置付けている（図－
６）。また、震災時の断水被害が大きい
と想定される地域の管路についても優先
的に耐震継手管に取り替えており、平成
29 年度末における、水道管路の耐震継
手率は 43％となっている。
③給水管
東日本大震災における都内の水道管の

被害件数は、４分の３が給水管であり、
塩化ビニル製の給水管が多くの被害を受
けた。震災時には、避難所および首都圏
の主要な駅に多くの人が集まることから、
このような場所をはじめとした給水管に
ついての震災対策が必要である。

このため、首都中枢機関、救急医療機
関、避難所や主要な駅等の給水管の耐震
化を進めるとともに、私道内の給水管に
ついても耐震化を推進している。具体的
には、給水栓（水道メータ）が３栓以上
設置されている私道を対象に耐震性能を
有する配水管を布設し、既設給水管をス
テンレス鋼管に取り替え、給水栓（水道
メータ）が２栓以下の場合は、塩化ビニ
ル製の給水管をステンレス鋼管へ取り替

えている。これらの取組により、給水管
の耐震強化と漏水の未然防止を図ってい
く。

４.おわりに

東京都水道局は、都民生活と首都東京
の都市活動を支える基幹ライフラインと
して、24 時間 365 日、安全で高品質な
水を安定的に供給する責務がある。

東京都水道局では、今後も、東京水道
を取り巻く状況の変化および改正水道法
の趣旨を踏まえ、長期的な視点に立った
事業運営を検討し、安定供給のために必
要な施設整備を着実に推進することで、
持続可能な水道システムを確立していく。

図－５　送水管ネットワーク

図－６　重要施設への供給ルート耐震継手化


