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東京区部下水道の規模 
【下水道施設の管理規模】 

○下水道計画面積    約５万８千ha 

○下水道管渠総延長  約１万６千ｋｍ 

○人孔          約４８万箇所 

○公設ます       約１８８万箇所 

○水再生センター       １３箇所 

○ポンプ所             ８４箇所 

上記施設を図面化した結果 

  １／５００の施設平面図（Ａ２版）が 

             約１万５千枚になる 
東京都下水道局 



下水道台帳情報システムとは 
 
下水道法第２３条： 
公共下水道管理者は、その管理する公共下水道
の台帳を調製し、これを保管しなければならない 
 
東京都では、下水道施設を適正に把握して、その
維持管理業務や閲覧業務等において迅速な情報提
供を行うため、地理情報システム（GIS ：Geographic 
Information System）を用いた公共下水道台帳シス
テムである「下水道台帳情報システム」（SEwerage 
Mapping and Information System 通称ＳＥＭＩＳ（セ
ミス）を運用している 

東京都下水道局 



下水道台帳情報システム開発経緯 
  公共下水道台帳を電子データ化することで、
図面修正と維持管理業務の効率化を行う。 

  下水道施設を適正に把握して、その維持管理
業務や閲覧業務等において迅速な情報提供を行
う。 

昭和55年度 施設情報の電子データ化に着手 

昭和60年度 初代SEMIS完成 

平成12年度 パソコンSEMIS完成 

平成17年度 下水道台帳インターネット公開 

平成20年度 庁内ネットワーク用ＳＥＭＩＳ完成 
東京都下水道局 



ＳＥＭＩＳの利用用途 

①維持管理業務の合理的な運営 

②計画・設計基礎資料として 

  利用の容易化 

③閲覧業務の省力化 

東京都下水道局 



①維持管理業務の合理的な運営 

管渠施設の保守、点検業務の基礎資料 
 

下水道管きょ内清掃等の計画作成 

マンホールや管きょ調査、巡視点検等
のデータベース化 

他企業との調整及び 

現場立会いに必要な資料提供 

道路陥没や道路冠水をデータベース化 

東京都下水道局 



② 計画・設計の基礎資料 

アセットマネジメント等に活用 

 下水道整備計画（拡張工事） 

 改良・補修工事等 

 老朽化対策（再構築など） 

 浸水、合流改善、臭気対策など 
 

 
東京都下水道局 



データ活用のイメージ 

設  計 
 

工   事 
東京都下水道局 
管きょ設計CAD 

データ交換標準仕様 

データ交換標準仕様 

データ交換標準仕様 

SEMISから出力された台帳情報（Ｓ
ＸＦデータ）によるデータ交換用電
子平面図を、データリサイクルに使
用するデータ交換用電子平面図を作
成 

データ交換用電子平面図 

SXF Ver.3 
図形データ→幾何図形 

属性データ→属性付加機構 
 

管きょ設計
CADを使用し
図面を作成 

電子納品された完了図ＣＤ-Ｒ
内のデータ交換用電子平面図
（ＳＸＦデータ）を使用し
SEMISのデータを更新 

下水道台帳情報システム 

（ＳＥＭＩＳ） 

［委託設計図電子納品］ 

コンサルタント 

設計者（局） 

［データ交換用電子
平面図提供］ 

［データ交換用電子平面図納品］ 

［データ交換用電子
平面図提供］ 

［データ交換用電子平面図納品］ 

［完了図電子納品］ 

工 事 請 負 者 

監督者（局） 

管きょ設計CAD
を使用し完了図
を作成 

東京都下水道局 



設計作業のイメージ 
設計作業 

設計図データ 

（電子平面図 

データ） 

工事施工 

完了図データ
（電子平面図
データ） 

SEMISへ 

工事請負者へ 

工事完了 

東京都下水道局 



完了図のイメージ 

工事完了の電子平面図 

完了図（系統図） 完了図（線路詳細図） 

東京都下水道局 



③閲覧業務 

 住民の方・事業者等への 
  下水道施設情報の閲覧提供 
 

 台帳閲覧室（コーナー）の設置 
 
 インターネットを使用した公開 

 

 
 
 東京都下水道局 



下水道台帳情報システム情報提供 

 
 
 

下水道台帳は、都庁第２本庁舎５階台帳
閲覧室、並びに平成１７年４月よりホー
ムページ上での閲覧が可能 

 

 ①ホームページによる閲覧 

 

 ②台帳閲覧室での閲覧 
 

 東京都下水道局 



ＳＥＭＩＳ情報の構成 

人孔関係 ― 番号、種別、形態、地盤高、深さ、蓋枚数、蓋種別、副管

管きょ関係 ― 番号、機能、幹線流域、処理・排水区、管径、勾配、延長、材質、断面形状、

土被り、管底高、管基礎、管厚、地先面積

共通事項・その他 ― 工事番号、完了年月日、管理引継年月日、供用開始年月日、

土地用途種別、土地管理者、所在地、再構築事業関連

光ファイバー有無、更生工事の有無

材質、形状、管径、深さ、逓加距離

人孔番号、オフセット値

番号、工事番号、完了年月日、延長、管径、材質、管底高、工法、管厚、転移シンボル

工事番号、路線番号、ケーブル延長、ケーブル種類、固定方式、管きょ断面、

施工会社名、上下流人孔番号、起終点ステーション名

都名、区名、町丁目名、番地、目標物名、処理区名、排水区名、道路幅員、その他文字

都県境、区境、町境、丁目境、処理区境、排水区境

一般建物、局所有の建物

公道、私道、河川、鉄道、擁壁、軌条

地先面積値、排水区画割線

人 孔

管きょ

ます・取付管

オフセット

鞘 管

光ファイバーケーブル

文字列データ

境界線データ

建物線データ

地形線データ

排水区画割線データ

属性情報

位置座標

施
設
情
報

地
形
情
報

図
形
情
報

東京都下水道局 



公共下水道台帳管理番号図 

東京都下水道局 



旧下水道台帳と現在の下水道台帳 
ケント紙の公共下水道台帳 電子データの公共下水道台帳（出図結果） 

東京都下水道局 



ＳＥＭＩＳの機能概要一覧 

(1) 図面検索機能 

(2) 表示機能 

(3) 属性確認機能 

(4) 下水機能 

(5) 条件別検索機能 

(6) クリップボードコピー機能  

(7) 印刷や出力機能 

(8) その他の機能 

東京都下水道局 



(1) 図面検索機能 

東京都下水道局 



検索表示例 

道路管理センター道路情報を表示した例 住宅地図を重ねて表示した例 

東京都下水道局 



(2) 表示機能（表示制御機能） 

東京都下水道局 



(2) 表示機能（表示切替機能） 

東京都下水道局 



(3) 属性確認機能 

当該管渠の完了図 

当該管渠の工事件名簿情報 当該管渠の管路診断情報 
当該管渠の属性情報 

当該管渠のエクセル出力 

東京都下水道局 



(4) 下水機能 

東京都下水道局 



上流・下流追跡の例 

上流追跡結果 下流追跡結果 

東京都下水道局 



流量計算の例 

流域追跡図 

流量表 

東京都下水道局 



(5) 条件別検索機能 

東京都下水道局 



(5) 条件別検索機能 

     （管路診断結果の色分け） 

検索エリアを任意形状指定した場合 

東京都下水道局 



(5) 条件別検索機能  
     （条件指定による条件検索色分け） 

東京都下水道局 



(6) クリップボードコピー機能  
エクセル出力例 

ワード出力例 

東京都下水道局 



(7) 印刷や出力機能 

（図面印刷及びＰＤＦファイル作成機能） 

プリンタ 

東京都下水道局 



(7) 印刷や出力機能 

（ＳＸＦデータの出力面機能） 

属性情報（ＸＭＬ） 

ＳＸＦバージョン情報 

図形情報（ＳＸＦ） 

東京都下水道局 



（８）その他：管路診断結果の例 

東京都下水道局 



住所検索 
震災時対応ＤＶＤ下水道台帳 

管轄事務所検索 

地図、図面番号検索 

施設平面図 施設平面図 

下水道台帳情報システムの震災対策 

 
 
 

東京都下水道局 



  

  

                    

ご清聴ありがとうございました 

東京都下水道局 

東京都下水道局施設管理部 

管路管理課施設情報管理係 


