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環境負荷低減に向けて

　近年、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の
環境問題が深刻化しており、地球環境の保全は人類共
通の課題となっています。
　水道事業は、地球が育んだ水を資源としており、地
球環境と密接に結び付いた事業ですが、浄水場を始め
として多くの施設を運用しており、事業活動において
多量のエネルギーを消費しています。水道局では、地
球から全ての生命への贈り物である水を大切にし、水
道水源林の保全管理や節水型都市づくりを進めるとと
もに、エネルギーの有効活用や資源のリサイクルな
ど、地球環境の保全に努めています。
　今後とも総合的な環境施策を推進し、環境負荷の低
減に取り組んでいきます。

環境対策を推進するために
　水道局では、平成12年4月に環境施策を展開する指
針として「東京都水道局環境基本理念」を定め、平成
16年1月には独自の環境マネジメントシステムである
「東京都水道局環境計画」を策定し、具体的な取組事
項を盛り込むとともに、推進体制を確立してきました。

東京都水道局環境基本理念
　水は、私たちの生活に欠かせないものです。そ
の水をはぐくむ地球環境を守ることは、人類共通
の課題です。
　東京都水道局は、安全でおいしい水を安定的に
供給するという事業活動を通して、豊かな地球環
境を次世代に引き継いでいくために努力します。

東京都水道局環境5か年計画2015-2019
　これまでの環境施策の成果や現在の水道局を取り巻
く社会的状況を踏まえ、「東京都水道局環境5か年計
画2015－2019」を策定し、引き続き総合的な環境
施策を推進しています。
　東京都水道局環境5か年計画2015－2019では、環
境基本理念の下、４つの「環境基本方針」（「エネルギー
効率化の推進」、「健全な水環境の保全」、「資源の有効
利用」及び「環境コミュニケーションの推進」）と方針
に合わせた34の具体的な取組事項を設定しています。
　環境計画の実施に当たっては、計画（Plan）、実施
（Do）、検証（Check）及び見直し（Action）という
PDCAサイクルを実践することで、取組をより一層推
進していきます。
　また、環境計画の実効性を高めていくために、職員
や関連事業者への意識啓発を図るとともに、お客さま
に向けて水道局の環境への取組を分かりやすくPRし
ていくなど、内外を含めた環境コミュニケーションを
推進していきます。

《施策体系図》

エネルギー効率化の推進

環境確保条例等への対応

その他の事業活動によるエネルギーの削減

水道水源林の保全

ヒートアイランド現象の緩和

廃棄物抑制とリサイクル推進

水資源の有効利用の推進

お客さまとの環境コミュニケーションの推進

職員の環境意識の啓発

事業者の環境意識の啓発
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環境コミュニケーションの推進

資源の有効利用

健全な水環境の保全

エネルギー効率化の推進
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から

環 境 会 計
　環境会計とは、環境対策の経費とその効果を総合的
に把握し、費用対効果を明らかにするものです。
　水道局では、事業経営とのバランスを踏まえた環境
対策を一層推進していくために、平成12年度から、
全国の自治体に先駆けて環境会計を導入し、以降、毎
年度作成しています。
　作成に当たっては、第三者の審査を受け、信頼性及
び透明性の一層の向上に努めています。

環 境 報 告 書
　水道局が取り組んでいる環境保全活動の概要を公表
するため、平成12年度から、水道事業と環境との関
わりや環境施策の取組状況等をまとめた東京都水道局
環境報告書を毎年度作成しています。

水を大切にする都市を目指して
　東京都では、昭和48年に急増する「水道需要を抑
制する施策」を発表し、昭和58年に「東京都水道局
節水型都市推進委員会」を設置するなど、様々な施策
を実施してきました。その後も、昭和62年の渇水を
契機に「節水型都市づくりを考える懇談会」を設置
し、昭和63年には今後の施策の在り方についての答
申を受け、関係局で構成する「節水型都市づくり推進
連絡協議会」を設置するなど、全庁的な対応を図って
きました。
　さらに、平成11年に策定された「東京都水循環マ
スタープラン」に基づき、水資源の有効利用を図るた
め、節水意識の高揚と水道施設の漏水防止対策の推
進、水の循環利用や雨水利用の促進などを目指し、具
体的な施策を進めています。

上手な水の使い方
　水を上手に使っていく上で大切なことは「節水」で
す。
　水道局では、炊事、洗濯、風呂など日常生活の中で
の具体的な節水方法を紹介するとともに、常時、お客
さまからの節水に関する相談に応じています。
　また、川や湖を汚さないことも大切です。私たちが
利用した水は排水として下水処理され、自然に返され
ます。そして、その水を再び利用しています。こうし
た地球規模での水循環の点からも、水を汚さないよう
注意して利用する必要があります。

これだけの汚れのもとを水に流したら？

小さな工夫で大きな節水
用　途

使用目的 状　　態 水量の目安

一
　
　
般
　
　
家
　
　
庭

蛇
　
　
口

洗 面・
手 洗 い 1分間流しっ放し 約12リットル

歯 磨 き 30秒間流しっ放し 約6リットル
コップにくむ 約0.6リットル

炊 事 食器洗いなどで5分間流
しっ放し 約60リットル

洗 車 流しっ放し 約90リットル
バケツにくむ 約30リットル

※節水コマを取り付け、ハンドルを
　90度回転させた場合（1分間） 約6リットル

ふ ろ 浴槽の残り湯の半分を
洗濯・清掃などに利用 約90リットル

シ ャ ワ ー 3分間流しっ放し 約36リットル

家庭での水の使われ方

風呂

40％

21％
18％

15％ 6％

トイレ

台所

洗濯
洗面・その他

（参考）世帯人員別の１か月当たりの平均使用水量

※あくまでも平均であり、ご使用状況によって
使用量は異なります。

世帯人員 使用水量
１人 8.2m3
２人 15.9m3
３人 20.4m3
４人 24.3m3
５人 28.5m3

６人以上 33.9m3
（平成28年度　生活用水実態調査）

（平成27年度　一般家庭水使用目的別実態調査）
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水の有効利用の推進
　水洗トイレや洗車などに使う水（雑用水）は、水道
水ほどの清浄さを必要としません。このため、雑用水
として、一部のビルや団地の水洗トイレ、散水、洗車
などに、雨水や工業用水、再生水（下水などを浄化処
理した水）などが有効利用されており、都庁舎の水洗
トイレや新交通システム「ゆりかもめ」の洗車用水な
どにも、雨水や再生水が使われています。
　東京都では、「雑用水利用に係る指導指針（昭和59
年）」及び「東京都雨水利用・雨水浸透促進要綱（平
成10年）」に基づき、一定規模以上の建築物につい
て、雑用水利用施設の設置をお願いしてきました。そ
して、平成15年7月には両者を一本化して ｢水の有効
利用促進要綱｣ を制定し、引き続き水の有効利用を推
進しています。平成31年3月末で、都内では、循環利
用施設826件、雨水利用施設1,716件が稼働していま
す。
　また、東京都自らも都立施設への雑用水利用の導入
を積極的に進めています。水道局では「東京都水道局
庁舎等に係る水有効利用設備設置基準」を定め、庁舎
等の新築及び改造に際し、水有効利用設備を設置し
て、水資源の有効活用を図っています。

節水型機器の普及
　従来型蛇口のコマについては、節水型のものを営業

所などで無料配布しています。
　節水コマは、蛇口を全開したときの水量は普通のコ
マと変わりませんが、半回転までは普通のコマを使用
した場合に比べて半分の水量に抑えられるため、節水
効果があります（蛇口を90度開いたとき、1分間に最
大で約6リットル節水できます。）。

節水コマの効果

※13ミリメートルの胴長水栓で水圧0.1メガパスカルの場合

＜水量はこれだけ違います＞
ハンドルの開度 節水コマ 普通コマ

90度 6リットル/分 12リットル/分
全開 21リットル/分 21リットル/分

漏水防止対策の推進
　水道局では、主要施策の一つとして、水道管の計画
的な取替えなどの漏水防止対策を積極的に進めていま
す。特に、漏水の発生しやすい鉛製給水管について
は、順次配水管からの取り出し部から宅地内の水道メ
－タまでの部分についてステンレス鋼管や塩化ビニル
管に取り替える材質改善工事を実施し、平成18年度
末までに私道・宅地内メータまでの鉛製給水管をおお
むね解消しました。
　これらの取組の成果もあり、平成４年度に10.2パー
セントであった漏水率は、平成30年度に3.2パーセン
トとなり、世界最高水準の漏水率となっています。
　なお、地上に流出した漏水は、お客さま等からの通
報を受け、水道局が24時間体制で対応し、原則として
即日修理しています（平成30年度漏水修理7,623件）。
　また、地下に潜在する漏水については、夜間に漏水
調査を実施するなど、その発見・修理に努めています
（平成30年度調査延長約2,076キロメートル､ 漏水修
理383件）。
　これからも引き続き、貴重な水資源の有効活用や道
路陥没などの二次被害防止のため漏水防止対策を推進
していきます。

夜間の漏水発見作業

「節水コマ」ってどんなもの？

A R
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エネルギーの効率化
　水道水を供給するには、浄水場や給水所のポンプ運
転に多量の電力を使用します。このため、水道局で
は、従来の省エネルギー対策に加え、太陽光や水力と
いった再生可能エネルギーの有効活用を行うなど、エ
ネルギーの効率化に積極的に取り組んでいます。

東京水道エネルギー効率化10年プラン
　これまで、水道局では漏水防止対策の推進や再生可
能エネルギーの導入などエネルギー削減に大きな効果
のある取組を進めてきました。
　そして、大規模浄水場等の施設整備に併せて、水道
事業全体をエネルギーの観点から見直し、より一層エ
ネルギー効率の高い水道システムの構築を目指すた
め、「東京水道エネルギー効率化10年プラン」を策定
しました。今後は、本プランに基づいてエネルギー施
策を積極的に推進していきます。
⑴　計画の位置付け
　本プランは、中長期的な視点から取り組む具体的
なエネルギー施策を明らかにしたものです。

⑵　計画期間
　平成27年度（2015年度）から令和６年度（2024
年度）までの10年間

⑶　策定方針
　安全でおいしい水の安定供給の確保を前提に、使
用するエネルギーを最小化することを目指していき
ます。
ア　水道施設の新設又は更新の機会を捉え、エネル
ギー効率の高い施設に再構築します。
イ　ポンプ設備の効率化、再生可能エネルギーの導
入などの既存施策を可能な限り拡充します。

⑷　目標
　高度浄水の導入などにより、安全でおいしい水の
安定供給に必要なエネルギーの増加は避けられませ
んが、これを除く既存水道システムのエネルギー使
用について、2024年度までに2000年度比で少な
くとも20パーセント以上のエネルギーを効率化し
ます。
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総量における削減のイメージ

高度浄水などの施設増設等による増加 約16％

2000年度
エネルギー使用量

増加分を
含め実質
約10％削減

約26％削減
※（最大）既存施設の効率化による低減
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約11％
約15％

太 陽 光 発 電
　太陽光発電は、太陽の光エネルギーを電気に変換す
る発電方法であり、発電に際して二酸化炭素を排出し
ないクリーンなエネルギーです。
　平成6年度、東村山浄水場に配水池の上部を利用し
て太陽光発電設備（定格出力70キロワット）を設置
しました（平成28年度に撤去済み）。
　また、平成15年度から平成18年度までの4年間で、
浄水場等のろ過池覆蓋化に併せて太陽光発電設備を8
か所（総発電規模5,180キロワット）に設置しました。

主要施策 項目
2000年度～
2014年度
効果

2015年度～
2024年度
効果

計

施設整備に伴
うエネルギー
の効率化

万kWh ― 4,707 4,707

2000年度比 ― 5.9% 5.9%

再生可能エネ
ルギーの導入

万kWh 1,113 543
（1,543）

1,655
（2,656）

2000年度比 1.4% 0.7%
（1.9%）

2.1%
（3.3%）

ポンプ設備の
効率化

万kWh 1,565 1,832 3,397

2000年度比 2.0% 2.3% 4.2%

漏水防止対策
の推進

万kWh 4,537 ― 4,537

2000年度比 5.7% ― 5.7%

コージェネレ
ーションシス
テムの導入

万kWh 4,651 1,813 6,464

2000年度比 5.8% 2.3% 8.1%

その他
万kWh 114 66 180

2000年度比 0.1% 0.1% 0.2%

合計
万kWh 11,980 8,961 20,941

2000年度比 15.0% 11.2% 26.2%

注	　「再生可能エネルギーの導入」効果欄の括弧書きは、「施設整備
に伴うエネルギーの効率化」効果欄のうち、再生可能エネルギー
分を含めた数値

2000年度 2014年度 2024年度

効率化効果（最大値）の内訳
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　さらに、配水池上部や建屋屋上を利用した太陽光
発電設備を平成21年度から平成28年度までに9か所
（総発電規模3,225キロワット）に設置しました。

配水池上部太陽光発電設備

太陽光発電設備の設置状況

施設名称 設置場所 定格出力
（kW） 設置年度

小河内貯水池 陸上 153 平成10年度
高月浄水所 ろ過池覆蓋上部 20 平成15年度
朝霞浄水場 ろ過池覆蓋上部 1,200 平成16年度
三園浄水場 ろ過池覆蓋上部 400 平成16年度
小作浄水場 ろ過池覆蓋上部 280 平成16年度
東村山浄水場 ろ過池覆蓋上部 1,200 平成18年度
長沢浄水場 ろ過池覆蓋上部 200 平成18年度
金町浄水場 ろ過池覆蓋上部 800 平成18年度
三郷浄水場 ろ過池覆蓋上部 1,080 平成18年度
小作浄水場 配水池上部 180 平成21年度
砧 浄 水 場 配水池上部 80 平成22年度
金町浄水場 配水池上部・建屋屋上 517 平成26年度
楢原給水所 配水池上部 250 平成26年度
朝霞浄水場 配水池上部・建屋屋上 500 平成27年度
国分寺緊急資材置場 建屋屋上 49 平成27年度
鑓水小山給水所 配水池上部 486 平成27年度
三園浄水場 配水池上部 330 平成28年度
東村山浄水場 配水池上部 833 平成28年度

合　計 8,558 －	

水 力 発 電
　水力発電は、地形の高低差等から生じる水のエネル
ギーを電気に変換する発電方法であり、太陽光発電と
同様に発電に際して二酸化炭素を排出しないクリーン
なエネルギーです。
　当局が導入している水力発電の発電方法として、ひ
とつは原水を引入れる際の高低差を利用し発電する方
法のものがあります。もう一つは、管路内の余剰圧力
を利用して発電する方法です。高低差のある２つの給
水所に１本の管路で送水する際、低い位置の給水所で
は引入れの際に余剰圧力が生じてしまいます。この圧
力を水力発電機により回収し、発電を行う仕組みです。
　平成12年度に、東村山浄水場に水力発電設備（最
大出力1,400キロワット）を設置して以降、継続的に
導入を進めてきています。平成30年度には江北給水

所に新たに小水力発電設備を設置し、水力の総発電規
模は2,281キロワットに達しました。

浄水場における水力発電イメージ（東村山）

水力発電設備の設置状況
施設名称 最大出力（kW） 設置年度 備考
東村山浄水場 1,400 平成12年度 高低差を利用
南千住給水所 95 平成16年度

余剰圧力を利用亀戸給水所 90 平成19年度
八雲給水所 300 平成21年度
葛西給水所 340 平成25年度
ひむら浄水所 7 平成26年度 高低差を利用
江北給水所 49 平成30年度 余剰圧力を利用
合　計 2,281 －

給水所における小水力発電イメージ

引入れの余剰圧力と流量による
未利用エネルギ－の有効利用

Ａ給水所への送水に
必要な圧力

Ｂ給水所に
おける引入
余剰圧力

給水所における小水力発電設備
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コージェネレーションシステム　イメージ

:
:

:

:

　コージェネレーションシステムとは、一つの設備か
ら二つ以上のエネルギーを発生させるもので、水道局
では、常用発電設備にコージェネレーションシステム
を採用しています（注）。
　平成10年10月、東村山浄水場に常用発電設備（機
器仕様1,600キロワット×2台、供給能力3,200キロ
ワット）を設置しました。
　また、平成12年10月にはＰＦＩモデル事業により
金町浄水場（機器仕様6,140キロワット×2台、非常
時契約供給能力10,000キロワット）に、平成17年4
月にはＰＦＩ事業により朝霞浄水場（機器仕様4,020
キロワット×3台＋6,280キロワット、非常時契約供
給能力17,200キロワット）及び三園浄水場（機器仕
様1,400キロワット＋2,100キロワット、非常時契約
供給能力3,420キロワット）にそれぞれ導入していま
す。

注　常用発電のコージェネレーションシステムは、電力と熱を
同時に活用するため、エネルギー利用効率が従来の発電のみ
のシステムに比べて高くなります。
　また、燃料に用いている都市ガスは、重油等に比べ、燃焼
に伴い発生する二酸化炭素や窒素酸化物が少ないという特性
を持っています。

コージェネレーションシステム


