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等、基幹施設の整備による抜本的な対
策を先送りできない状況となってきた。
このような中、当局は今年 2 月に、
今年度から平成 24 年度までの 3 か年
の事業計画である「経営計画 2010」
を策定した。本経営計画では、お客さ
まである都民への「お約束」として、
①「お客さまの安全を守り、安心で快
適な生活を支えます」
、②「良好な水
環境と環境負荷の少ない都市の実現に
貢献します」
、③ ｢ 最小の経費で最良
のサービスを提供します ｣ の 3 点を掲
げて、下水道事業を通じて「東京の現
在（いま）を支え、未来（あす）を創
る」ことを目標としている。
本経営計画は、起債償還の状況を踏
まえつつ、これらの「お約束」を守る
ため、緊急対応としての「クイックプ
ラン」から抜本的対策の充実へとシフ
トする内容である。このため、従前の
3 年間計画である「経営計画 2007」と
比較し、3 年間の建設費を、400 億円増
額し 4,150 億円とし、建設投資を増強
することとしている。さらに、中長期
視点に立ち再構築については、主に以
下の取組方針や目標を掲げている。
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せる（図− 2）。
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の 5 項目を対象として行っている。

