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国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が提示した第 5 次評価報

告書によれば、温暖化に歯止めがかかっておらず、21 世紀末までに世界平均気

温が最大 4.8℃上昇すると予測されており、地球温暖化対策の必要性がより増し

てきています。 

都においては昨年 12 月に「東京都長期ビジョン～『世界一の都市・東京』の

実現を目指して～」が策定され、エネルギー消費量の削減や再生可能エネルギ

ーの導入拡大などに取り組む方針が示されました。 

東京都水道局は、都内総電力使用量の約 1％に当たる約 8億 kWhの電気を使用

しており、大規模事業者としてエネルギー削減に努めていく必要があります。 

これまで、水資源の有効利用のほか、エネルギー削減にも大きな効果がある

漏水防止対策や再生可能エネルギーの導入、ポンプ設備の効率化などに積極的

に取り組んできました。しかし、漏水率は既に約 2％と世界でもトップレベルの

水準にあるためこれ以上の低減は難しく、これまでの取組の延長では、更なる

エネルギー削減に限界があります。 

一方、高度経済成長期に急増する水道需要に対応するため、整備・拡張を続

けてきた水道施設が間もなく一斉に更新時期を迎えます。これは、取水、浄水

及び送配水といった水道システムをエネルギーの観点から見直すかつてない好

機となります。 

今後、この施設更新の機会を捉え、エネルギー効率に配慮した施設整備に努

めるとともに、再生可能エネルギーの導入やポンプ設備の効率化などの既存施

策の更なる推進の可能性を徹底的に抽出し、拡充していくことで、エネルギー

効率の高い水道システムを築き上げる必要があります。 

こうした背景から、「東京水道エネルギー効率化 10 年プラン」を策定し、水

道事業におけるエネルギーの一層の効率化を目指すこととしました。 

東京都水道局は、安全でおいしい水の安定供給を前提としつつこのプランに

基づいてエネルギー施策を積極的に推進し、豊かな地球環境を次世代に引き継

ぐため全力で取り組んでまいります。 

本プランは、「東京都長期ビジョン」を踏まえたものです。 

プラン策定に当たって 

平成 27（2015）年 2 月 

東京都水道局長 吉田 永
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第 1 章 局を取り巻く状況

1 気候変動に係る動向

温室効果ガス濃度の上昇と平均気温の上昇

ＷＭＯ（世界気象機関）によると、大気中の温室効果ガスは増加を続けており、2012

年における世界平均濃度は、過去最高値を記録しました。 

ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第 5次評価報告書によると、温室効果

ガス濃度の上昇により、地球の平均気温は、1880年から 2012年までの約 130 年間で

0.85℃（0.65℃から 1.06℃までの平均）上昇しており、直近 30 年間の各 10 年間の

世界平均気温は、1850年以降のどの 10 年間よりも高温であるとされています。 

また、21世紀末までに地上気温は最大で 4.8℃上昇することが予測されています

（下図参照）。 

気候変動による影響

近年では、世界各地で熱波や豪雨、竜巻などの極端な気象が頻発しており、これら

は温暖化が原因と見られています。 

日本においても、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な短時間集中豪雨が洪水被害を引き

起こすなど、異常気象が顕著に見られるようになってきました。 

気候変動の緩和

気温の上昇は、温室効果ガスの人為的な排出を今すぐに停止したとしても、何世紀

にもわたって続くと予測されており、その影響リスクを許容可能な範囲に抑制するた

めには、2100 年の気温上昇を産業革命前に比べ 2℃未満に抑えることが必要とされて

います。 

1986年から 2005年までの平均を基準とした 2081年から 2100年の世界の平均地上気

温は、可能な限りの温暖化対策を前提としたシナリオ（RCP2.6）では 0.3℃から 1.7℃

まで、緩和策を実施しない前提のシナリオ（RCP8.5）では 2.6℃から 4.8℃までの範囲

に入る可能性が高いと予測されています。 

図 予測による世界平均地上気温変化 

IPCC 第 5 次評価報告書における将来気温の予測 

※ RCP2.6 は、工業化以前と比較して今世紀末までに放射強制力が 2.6W/㎡上昇するというシナリオ 

過去の期間の

モデル結果

RCP2.6※

RCP8.5 

RC
P2

.6
 

R
CP

8.
5 

RCP8.5 ： CO2

等の排出を抑え

ないため、気温

上昇が大きい

RCP2.6：CO2 等

の排出を抑える

ため、気温上昇が

小さい



東京水道エネルギー効率化 10 年プラン2 東京水道エネルギー効率化 10 年プラン東京水道エネルギー効率化 10 年プラン2

原子力 石炭火力 LNG火力 石油火力等 水力 地熱及び新エネルギーCO2排出量

2 国内の動向

国内の発電事業の動向

東日本大震災以降の原子力発電所の稼働停止に伴い、火力発電量が増加し、2013

年度の発電事業による二酸化炭素排出量は、2010 年度比で約 30％（1 億 1,000 万 t）

増加しています。 

一方で、原油価格の高騰により、2013年度において発電に要した燃料費は、2010

年度比で 4.1 兆円の増加となっています。 

また、2013年度の国内のエネルギー自給率は、原子力発電を除くと約 5.5％と低い

水準となっています。 
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図 電源構成と発電事業に伴う CO2排出量の推移 

出典：日本の温室効果ガス排出量の算定結果<環境省> 

図 発電用の燃料費と国内エネルギー自給率の変化 

参考：総合資源エネルギー調査会資料<経済産業省>,JEPIC 
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国のエネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年法律第 49号。いわゆる省エ

ネ法）は、国内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の

有効利用の確保を目的とし、工場、輸送、建築物、機械器具等についてのエネルギー

の使用の合理化に関する措置について定めています。 

東京都水道局（以下「水道局」といいます。）は、事業全体のエネルギー使用（原

油換算値）が 1,500ｋL/年以上の特定事業者に該当するため、この法律の規定に基づ

き、原単位を中長期的に見て年平均１%以上低減する努力が求められています。 

国の温室効果ガス削減目標

政府は、国内の温室効果ガス削減目標について、原子力発電による発電比率をゼロ

とした上で、2020年度までに 2005年度比で 3.8％減と示しています。 

なお、このことから、現在の火力発電による発電比率の高い状態は今後も続くもの

と想定されます。 

国のエネルギー基本計画

2014 年４月、エネルギー基本計画が閣議決定されました。この計画は、中長期（今

後 20 年程度）のエネルギー需給構造を視野に入れ、今後取り組むべき政策課題と、

長期的、総合的かつ計画的なエネルギー政策の方針をまとめています。 

再生可能エネルギーに関しては、「有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギ

ー源」として位置付けられています。そのため、政策の方向性として、再生可能エネ

ルギーについては、2013 年から３年程度、導入を最大限加速していき、その後も積

極的に推進していくこととされています。 

また、エネルギー利用効率を高めるためには、熱をより効率的に利用することが重

要であり、そのための取組を強化することが必要とされています。さらに、熱と電気

を組み合わせて発生させるコージェネレーションは、熱電利用を同時に行うことによ

りエネルギーを最も効率的に活用することができる方法の一つであり、導入拡大を図

っていくことが必要とされています。 
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3 都の動向

安定的な電力の確保と気候変動の危機の回避を両立できる社会への転換が求められ

ている中、東京都（以下「都」といいます。）では主に次のようなエネルギー対策を推

進してきました。 

東京都環境基本計画 （2008 年策定）

少ないエネルギー消費で、快適に活動し生活できる都市を目指すため、2020 年ま

でに東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を高めることを目標

の一つに掲げるなど、環境負荷の低減に向けた方向性を示しています。 

温室効果ガス削減都庁行動計画 （2012 年策定）

 都自らの温室効果ガス排出量を削減する行動計画として策定され、地球温暖化対策

の推進に関する法律（平成 10年法律第 117 号。いわゆる温対法）第 20条の 3に定め

る「地方公共団体実行計画（事務・事業編）」に相当するものです。2010 年度から 2014

年度までの 5 年間を計画期間とし、知事部局と公営企業局（交通局、水道局及び下水

道局）とを合わせて、2000年度比で 13％の削減を見込んでいます。  

東京都長期ビジョン（2014 年策定）

2014 年 12月に策定された「東京都長期ビジョン」では、政策指針の一つとして「ス

マートエネルギー都市の創造」を掲げ、具体的な数値目標に基づき、エネルギー消費

量の削減や再生可能エネルギーの導入拡大などに取り組むこととしています。 

＜政策目標＞ 

 ・エネルギー消費量を 2020 年までに 20％、2030 年までに 30%削減（2000年比） 

・再生可能エネルギーによる電力利用割合を 2024 年までに 20％程度に拡大 

東京都環境基本計画（再生可能エネルギー利用等の目標期間）

2008年 2012年 2020年2010年

図 都の主なエネルギー関連計画 

2024年

東京都長期ビジョン

2014年

温室効果ガス削減都庁行動計画
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第 2 章 現状と課題

1 エネルギーの使用状況

水道局における年間の電力使用量は、約 8億 kWhとなっています。これは、都内総

電力使用量の約 1％に相当します。 

また、浄水場、給水所等の運転により掛かる電力料金は、2011 年 3 月に発生した

東京電力（株）の原子力発電所事故以降の電気料金の値上がり等により、2013 年度

は前年比 18％増の約 163 億円にも上りました。 

2 電力の使用特性

2013 年度の水道事業における電力使用量の内訳は、送配水過程の電力使用量が

全体の約 6割と最も多くなっており、以下、浄水過程、取水・導水過程が続きます。

送配水、浄水及び取水・導水過程における電力使用特性は次のとおりです。 

（1）送配水過程 

 取水位置の制約により、全浄水場の施設能力の約 8 割が標高 5ｍ以下の地点から

取水している一方、送水先の給水所の約 7 割が標高 20ｍ以上に立地しています。

このように、標高の高いエリアに向けてポンプで圧送することが、送配水過程のエ

ネルギー使用量が大きくなる原因となっています。 

そのため、で

きる限り自然

流下による位

置エネルギー

を活用すると

ともに、ポンプ

設備を効率化

することが有

効です。 

送配水過程

55.5%
浄水過程

32.2%

取水・導水

過程

10.6%

オフィス・車

1.7%
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電気料金 電力使用量

図 事業活動における電力使用量及び電気料金の推移

電力使用量 

約 8億 kWh 

図 電力使用量の内訳 

（2013 年度） 

図 標高の低い地点で取水している主要な浄水場 

(億円) (百万 kWh) 

18％増

※ 再生可能エネルギー分を除く。
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（2）浄水過程 

水道局では高度浄水処理を順

次導入し、2013 年 10 月には、

利根川水系の全ての浄水場で高

度浄水 100％を達成しました。 

しかし、浄水場の限られた敷

地に高度浄水処理等の機能を後

から追加することで、築造年代

が異なる施設が混在し、浄水過

程が複雑になっているため、エ

ネルギーロスが大きくなること

がありました。 

そのため、今後の施設更新時

には、浄水処理におけるエネル

ギー効率に配慮した施設配置と

するなど、改善を図る必要があ

ります。 

（3）取水・導水過程 

原水連絡施設は、利根川・荒川水系の原水と多摩川水系の原水を相互に融通する

ための施設です。渇水時等に備え、小河内貯水池などに多摩川水系の水を貯水する

際に、標高の低い朝霞浄水場から、標高の高い東村山浄水場へ揚水するため、ポン

プ圧送によるエネルギー使用量が増加します。 

このように、安定給水の維持に必要な原水の導水量は自然条件等によって左右さ

れるため、エネルギー使用量の変動は避けられません。

図 高度浄水処理のフロー 

図 都の浄水場の標高 

多摩川水系

利根川・荒川水系

原水の運用 

浄水場の施設能力（万㎥/日） 

オゾン処理

オゾンで、臭いのもとをバラバラ

に細かく分解し、処理しやすい状態

にする。 

これまでの

処理方法
薬品による

凝集沈殿
砂ろ過 配水 取水 

追加した浄水処理

高度浄水処理

オゾン発生器 

急速ろ過池へ
生物活性炭吸着池 

オゾン接触池

沈殿池から

生物活性炭吸着処理

生物活性炭にすむ微生物がバ

ラバラになった臭いのもとを食

べる。

オゾンの

発生状況
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漏水防止技術の向上

水道局では、漏水防止対策の技術向上として、次のような技術開発を進めています。

漏水発見技術の開発 

近年の都市化の進展に伴う騒音及び道路交通量の増加により、漏水発見作業を

取り巻く環境は悪化する傾向にあります。そのため、漏水発見器の開発など漏水

発見技術の向上を目的とした技術開発に積極的に取り組んでいます。 

漏水予防技術の開発 

漏水防止の観点から、腐食防止技術及び施工方法

の研究並びに管材料・継ぎ手の改良及び開発に取り

組んできました。最近では、断水せずに送・配水本

管内面の調査が可能な管内探査ロボットを開発し、

2012年度から実用化しています。

3 エネルギー効率化に向けたこれまでの取組と課題

前項に挙げたエネルギーの使用特性を踏まえ、水道局では、主に次のような取組を

実施してきました。 

（1）各取組の内容 

漏水防止対策の推進

漏水防止対策は、貴重な水資源の

有効利用はもとより、水道水をお客

様にお届けするために使用する電力

の削減に寄与するものです。水道局

では、2000年度以前から水道管路の

計画的な取替等の漏水防止対策を推

進し、世界でもトップレベルの低漏

水率を実現してきました。2013年度

までの漏水防止対策の取組により、

2000年度比で年間電力量 4千 5百万

kWhを削減しています（2000 年度年

間電力使用量の約６％に相当）。 

図 管内調査ロボット 

コラム 

図 漏水量・漏水率と配水管ダクタイル化率 

及び給水管ステンレス化率の推移 
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ポンプ設備の高効率化

浄水場、給水所等のポンプ設備を新設又は更新する際、低速回転域においてエネ

ルギー効率が低下する液体抵抗器方式からエネルギー損失の少ないインバータ制

御方式等に変更するなど、エネルギー効率化を図っています。 

エネルギーの創出

＜コージェネレーションシステムの導入＞ 

水道局では、大規模浄水場にコージェネレーションシステム※を採用した常用発

電設備を順次導入しています。常用発電設備では、都市ガスにより発電を行います。

その際、回収した排熱で蒸気を生成し、発電に利用するとともに、排水処理過程で

発生するスラッジの加温に利用するなど、省エネルギー化を図っています。 

※都市ガスを燃料として発電を行う一方、その排出ガスの排熱を回収して有効利用するシステム 

＜再生可能エネルギーの導入＞ 

浄水場、給水所等では、導・送水時に発生する余剰圧力を用いた水力発電の導入

や、配水池上部等を活用した太陽光発電を順次導入することにより、クリーンなエ

ネルギーを創出しています。 

効率的な水運用

導水、浄水、送配水過程におけるエネルギー使用量が把握できるトータルエネル

ギー管理システムを運用しています。これにより、エネルギー消費の少ないルート

に水量配分をシフトするなど、安定給水にエネルギーの視点を加味した効率的な水

運用に努めています。 

（2）これまでの主な取組の効果 

以上の取組の結果、対策を講じなかった場合

と比較して、約 15％相当（2000 年度比）のエネ

ルギー効率化を見込んでいます。 

これまでの取組により大きなエネルギー削減

効果を上げてきましたが、漏水防止対策のよう

に 2013年度時点で漏水率 2.2％を達成している

など、これ以上の効率化が困難なものもありま

す。 

また、ポンプ設備の効率化や再生可能エネルギーなどについては、拡充可能な施

設を徹底的に抽出するとともに、施設整備等に合わせて、さらに拡充していくこと

が必要です。 

図 これまでの取組効果 

15％を効率化 

(％）

対策を講じなかった場合 

対策を講じた場合 
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条例に基づく温室効果ガス削減義務への対応

削減義務の対象 

 東京都及び埼玉県では、燃料、熱、電気等のエネルギー使用量が、原油換算で年間

1,500kL 以上の大規模事業所を対象に、温室効果ガスの排出量の算定・報告、目標設

定等を求める制度を導入しています。水道局において対象となっているのは、次の

18事業所です（2015年 2 月現在）。 

東京都 

（総量削減義務と排出量取引制度）

埼玉県 

（目標設定型排出量取引制度）

浄水場(所) 東村山、金町、三園、砧、高月 朝霞、三郷 

給水所 
本郷、淀橋、和田堀、大蔵、練馬、

上井草、南千住、八坂 
― 

―圧増野日、城稲、水導村羽所プンポ

削減義務への対応 

上記の大規模事業所について、2010年度から 2014年度までの第一計画期間（埼玉

県の条例では 2011年度から 2014年度まで）では、基準排出量から 6％の削減義務が

課せられています。

第一計画期間については、これまでの取組により削減義務を履行できる見込みです

が、2015年度から 2019年度までの第二計画期間は、上記大規模事業所について、基

準排出量から東京都内の事業所は 15％、埼玉県内の事業所は 13%の削減が義務付け

られます。

さらに、第三計画期間以降は、削減義務率が引き上げられる可能性があります。 

そのため、水道局のエネルギー使用量の大部分を占める電力使用量を削減する取組

をより一層推進することにより、削減義務へ適切に対応していく必要があります。 

トピック 
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4 将来にわたる安定給水の確保に向けた施設整備

水道局では、高度経済成長期に集中して整備した大規模浄水場の更新期が到来する

ことや、2011年の東日本大震災の教訓を踏まえ、施設の更新及び震災対策といった課

題に適切に対応するため、施設整備事業を着実に推進しています。 

（1）大規模浄水場更新に向けた代替浄水施設の整備 

水道局の浄水場は、平成30年代以降一斉に耐用年数を超え更新時期を迎えます。

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、

更新中の能力低下を抑制するため、系列単位で施設を廃止し、実施することとしま

すが、それでも大幅な能力低下が避けられない状況にあります。 

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

た上で、更新に着手することとします。 

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します。

（2）導・送水管の二重化及び送水管のネットワーク化 

導・送水管の二重化や送水管のネットワーク化を進め、震災時や事故等における

バックアップ機能の強化を図っています。導水管は、朝霞東村山原水連絡管を二重

化するとともに、境浄水場の再構築に合わせて東村山境線（仮称）を整備します。

また、送水管は、朝霞上井草線の二重化や多摩南北幹線を整備します。 

（3）給水所の新設・拡充 

給水所の地域的な偏在や配水池容量の不足等を解消するため、給水所を順次整備

しています。今後は、江北給水所や上北沢給水所（仮称）、王子給水所（仮称）及

び多摩北部給水所（仮称）を新設するとともに、和田堀給水所等の拡充に取り組ん

でいきます。 

こうした水道施設の再構築は水道システムのエネルギー効率を抜本的に見直す好

機となります。そのため、施設更新等の計画段階からエネルギー効率の観点で検討を

行う必要があります。 

図 大規模浄水場更新（イメージ）
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第 3 章 プランの目標と施策の方向性

1 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。 

2 計画期間

2015 年度から 2024 年度までの 10 年間とします。ただし、今後の国や都におけ

るエネルギー関連の政策動向など社会情勢の変化に応じて、その都度柔軟な対応

を取ることとします。 

3 策定の方針

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、次の方針で各施策を実行していきます。 

（1） 水道施設の新設又は更新の機会を捉え、取水・導水過程、浄水過程及

び送配水過程で水の持つ位置エネルギーを十分に活用するなど、エネル

ギー効率の高い施設に再構築します。 

（2） ポンプ設備の効率化、コージェネレーションシステムの導入及び再生

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ていきます。

2015年度 2024年度

・環境基本法

・エネルギーの使用の合理化等に関する

法律（省エネ法）

・地球温暖化対策の推進に関する法律

（温対法）など

・都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例（環境確保条例）

・埼玉県地球温暖化対策推進条例

・東京都長期ビジョン

・東京都環境基本計画

・温室効果ガス削減都庁行動

計画など

・東京都水道局環境計画

・東京水道施設再構築基本構想

・東京水道施設整備マスター

プラン

関連法令

遵守 整合 

東京水道エネルギー効率化 10 年プラン

国 

関連計画

図 本プランの位置付イメージ
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目指す将来像 
～安全でおいしい水の供給を最小のエネルギーで～ 

● 太陽光発電設備を設置 

● 位置エネルギーを活用した浄水処理 

● 浄水施設の上流配置等 

● 標高差を活用した水力発電 

標高の高い 

浄水場の活用

給水所 

浄水場 

浄水場 

※ 発電規模 1000kW 未満の水力発電を小水力発電とします。

● 効率的な水運用の実施 

給水所 

給水区域 

給水所 

最適な配水 

ルートの選定 

ルートＡ 

ルートＢ 

浄水場 

● 給水所における引入余剰圧力の

活用 

直結配水による 

ポンプ能力の省力化 

引入余剰圧力を利用した 

小水力発電※
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《取水・導水過程》 

○ 河川上流部等への浄水施設能力の割合を高めていくなど、自然流下が活用できる水道シ

ステムが構築されている。 

 ○ 貯水池との標高差を利用した水力発電が導入され、位置エネルギーが活用されている。

《送配水過程》 

○ 浄水場から給水所へ送水する際、自然流下が最大限活用されている。 

○ 送水管網の整備により、エネルギー損失が極力少ない効率的な水運用が実施されている。

○ 可能な限り給水所等に水力発電、直結配水方式及び太陽光発電が導入され、配水池に水

を引き入れる際に開放される圧力や送水圧などが有効に活用されている。 

《最新技術の活用（設備の高効率化）》 

○ 技術の進展に合わせ、高効率で運転できる最適な機器が設置され、ポンプ等の設備運転

に係る動力が最小化されている。 

○ 大規模浄水場の電力確保に当たり、コージェネレーションシステムが導入され、発電時

の排熱が有効に活用されている。 

《浄水過程》 

○ 浄水場内の各処理施設が適切に配置され、可能な限り位置エネルギーが活用された浄水

処理が行われている。 

○ 浄水場施設の上部や建屋屋上などに太陽光発電が導入され、環境負荷が少ないクリーン

なエネルギーが創出されている。 

今後更にエネルギー効率化を進めるには、従来から実施している施策を可能な限

り拡充するとともに、水道施設の更新等の機会を活用してエネルギー効率の高い水

道システムに転換する必要があります。 

エネルギー効率の高い施設に再構築するに当たっては、計画期間の 10年とその先

の将来の姿をイメージしながら、施設更新の計画段階から構想を練っていくことが

重要です。 

そこで、水道事業の将来あるべき姿として、次に掲げる点を念頭にエネルギー施

策を展開していきます。 
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4 プランの目標

（1）目標の考え方 

本プランでは、以下の観点により 10年後の目標を設定します。 

● 次に示す都が掲げる目標への寄与など、エネルギーに係る社会的要求を十

分意識し、可能な限り高い目標とします。 

● 本プランの計画期間である 2024 年度までの施設整備計画等を踏まえ、現

時点で考えられる可能性を全て抽出した上で、今後 10 年で実施し得る取組

を実行します。 

● 安全でおいしい水の安定供給を確保するための高度浄水施設の増設等に

よるエネルギー増加は必要なものとし、それを除いた取組効果の積上げ量

を目標値とします。 

※ エネルギー効率化効果の定義 

  設備等の効率化による省エネ効果と発電による創エネ効果を加えたエネルギーの総量 

をエネルギー効率化効果としています。 

効率化したエネルギーの総量 

太陽光発電、水力発電、常用発電の排熱活用による発電といった環

境負荷が少ないエネルギーの創出量 

漏水防止対策やエネルギーを考慮した施設整備やポンプ設備の効率化

等による電力使用量の低減量 

省エネ 

効果 

創エネ 

効果 

《東京都長期ビジョン政策目標》 

◆エネルギー消費量を 2020 年までに 20％、2030 年までに 30％削減（2000 年比） 

◆再生可能エネルギーによる電力利用割合を 2024 年までに 20％程度に拡大 

【分野ごとの個別目標】 

 2024年までに都内太陽光発電導入100万kW 

 2020年までに都有施設への太陽光発電導入約２万２千kW 

 2024年までに業務用コージェネレーションシステム導入60万kW

東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 15

（2）目標

本プランの目標を（1）目標の考え方に基づき、次のとおり設定します。 

なお、20％の中には、漏水防止対策やポンプ設備の効率化など、これまで実

施した取組と今後 10年間で実施する対策の効果を含みます。

≪総量における削減のイメージ≫ 

2000 年度以降、高度浄水の導入などにより、2024年度までに約 16％(2000年度比)

のエネルギー使用量の増加が見込まれます。そのため、エネルギー使用量の増加分

を含めた総量では、エネルギー効率化の割合は実質約 10％になります。 

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％以上のエネルギーを効率化します。

2000 年度 

エネルギー使用量 

約 16％ 

約 15％ 

2000 年度 2014年度 2024年度 

増加分を含め 

実質約 10％削減

約 26％削減※

（最大） 

高度浄水などの施設増設等による増加 

約 11％

※2024年度以降について、継続的な取組により 2030年度までに 30％を目指します。

既存施設の効率化による低減

東京水道エネルギー効率化１０年プランの目標①
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（2）目標

本プランの目標を（1）目標の考え方に基づき、次のとおり設定します。 

なお、20％の中には、漏水防止対策やポンプ設備の効率化など、これまで実

施した取組と今後 10年間で実施する対策の効果を含みます。

≪総量における削減のイメージ≫ 

2000 年度以降、高度浄水の導入などにより、2024年度までに約 16％(2000年度比)

のエネルギー使用量の増加が見込まれます。そのため、エネルギー使用量の増加分

を含めた総量では、エネルギー効率化の割合は実質約 10％になります。 

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％以上のエネルギーを効率化します。

2000 年度 

エネルギー使用量 

約 16％ 

約 15％ 

2000 年度 2014年度 2024年度 

増加分を含め 

実質約 10％削減

約 26％削減※

（最大） 

高度浄水などの施設増設等による増加 

約 11％

※2024年度以降について、継続的な取組により 2030年度までに 30％を目指します。

既存施設の効率化による低減

東京水道エネルギー効率化１０年プランの目標①
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【個別目標②】コージェネレーションシステムの導入拡大 

コージェネレーションシステムを大規模浄水場全てに導入し、 

2024 年までに累計 5 万 4 千ｋＷまで拡大します。 

【都の導入目標】 
都内コージェネレーションシステム導入目標 2024 年までに 60 万ｋＷ 

（千ｋＷ） 

太陽光、小水力といった再生可能エネルギーやコージェネレーションシ

ステムによる排熱利用を推進するとともに、エネルギー効率化による購入

電力削減により、再生可能エネルギー利用割合を高めていきます。

都有施設目標

の約 38％ 

（万ｋＷ） 

都内目標の約９％ 

※都における 2024年導入目標：都内全体で 100万ｋＷ 

東京水道エネルギー効率化 10 年プランの目標②

2013年度末時点 2020年度累計 2024年度累計

都有施設目標 1万ｋＷ 2万2千ｋＷ ―

水道局 5.6千ｋＷ 8千ｋＷ
【都有施設目標の約38％】

1万ｋＷ※

2013年度末時点 2024年度累計

Ｗｋ万06Ｗｋ万03標目内都

水道局 ３万４千ｋＷ
5万４千ｋＷ

【都内目標の約9％】

【個別目標①】太陽光発電の導入拡大 

水道施設や建屋屋上に導入拡大することにより、 

2020 年度までに累計８千ｋＷ以上、2024 年度までに 1 万ｋＷまで拡大します。

【都有施設の導入目標】 
2020年までに都有施設への太陽光発電導入約２万２千kW 
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主要施策 主な取組内容 

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 

代替浄水施設、新設給水所及び

導水・送水管の整備におけるエネ

ルギー効率向上 

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 

浄水場、給水所、庁舎等への 

太陽光・小水力発電設備の設置

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%）

ポンプ設備等の 

効率化 
高効率ポンプ設備等の設置 

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 

漏水量低減によるエネルギー削

減 

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 

排熱利用によるエネルギー 

効率向上 

万 kWh 4,651 1,813 6,464

2000 

年度比
5.8% 2.3% 8.1%

その他 高効率照明の導入 
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%

≪効率化効果（最大値）の内訳≫ 

※ 「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 

2024 年度までの取組効果の内訳を以下に示します。 

なお、次の表の数値は、今後の施設整備計画等を踏まえて現時点で考えられる可能性 

を全て抽出した最大値を示したものです。 





施 策 編 

施策の方向性１ 施設整備に伴うエネルギーの効率化  

施策１ 大規模浄水場の代替浄水施設整備に伴うエネルギーの効率化・・ 19

施策２ 給水所等の新設・拡充に伴うエネルギーの効率化・・・・・ 21

施策３ 導・送水管の整備に伴うエネルギーの効率化・・・・・・・ 23

施策の方向性２ 再生可能エネルギー等の活用  

施策４ 太陽光発電の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

施策５ 小水力発電の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  27 

施策６ コージェネレーションシステムの導入・・・・・・・・・  29 

その他の施策  

施策９ 低公害・低燃費車の導入・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

施策10 新電力の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

施策11 調査研究の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

施策の方向性３ 設備の更新に伴うエネルギーの効率化

施策７ ポンプ設備等の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

施策８ 照明設備の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33



東京水道エネルギー効率化 10 年プラン



1818東京水道エネルギー効率化 10 年プラン東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 18

施策の方向性・実施施策

今後 10年間に実施する 11の施策を次に示します。 

その他の施策 

 上記の三つの施策の方向性に沿った施策以外にも、事業活動における環境

負荷の低減を推進させるため、エネルギーの効率化を図っていきます。 

施策の方向性 1 施設整備に伴うエネルギーの効率化

施策の方向性 3 設備の更新に伴うエネルギーの効率化 

施策の方向性 2 再生可能エネルギー等の活用 

施策 1  大規模浄水場の代替浄水施設整備に伴うエネルギーの効率化 

施策 2  給水所等の新設・拡充に伴うエネルギーの効率化 

施策 3  導・送水管の整備に伴うエネルギーの効率化 

施策 7  ポンプ設備等の効率化 

施策 4  太陽光発電の導入 

施策 6  コージェネレーションシステムの導入 

施策 10 新電力の導入 

施策 9 低公害・低燃費車の導入 

施策 11 調査研究の推進 

施策 5  小水力発電の導入 

施策 8  照明設備の効率化 
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浄水場の更新や代替浄水施設の整備に合わせて、水の位置エネルギーなどあらゆるエ

ネルギーを可能な限り活用した施設整備を行うことにより、エネルギーの効率化を図り

ます。 

東村山浄水場更新のための代替浄水施設として整備する境浄水場は、貯水池からの取

水等に伴う位置エネルギーを最大限活用します。 

また、それ以降に整備・更新する浄水場についても、可能な限り位置エネルギーを活

用するため、場内の施設配置を最適化するとともに、再生可能エネルギーを取り入れた

エネルギー効率の高い浄水場として再構築します。 

  貯水池と浄水場の標高差約 20ｍをいかし、貯水池から取水する全量を小水力発電

に利用します。 

施設更新に合わせて場内の施設配置を最適化し、自然流下を活用することで、浄水

処理に係るエネルギーを効率化します。 

施策の方向性 1 施設整備に伴うエネルギーの効率化 

施策 1 大規模浄水場の代替浄水施設整備に伴うエネルギーの効率化 

図 標高差を利用した小水力発電の導入のイメージ 

図 位置エネルギーを活用した浄水処理のイメージ 

ポンプ 

位置エネルギーを活用した浄水処理 

標高差を利用した小水力発電の導入（境浄水場）・・・・・・・・・・・・・・・・ 

山口貯水池 
村山下貯水池 

東村山浄水場（既設）

境浄水場 

着水井 

■施策概要 

東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 20

標高が低い地点から高い地点に送水するには、ポンプ圧送に多量の電力が必要とな

り、特に給水所への送水には多くのエネルギーが必要です。 

そこで、代替浄水施設の整備後において、安定給水とともにエネルギーを考慮して

水運用を行うことにより、エネルギー使用量の削減を図ります。特に標高が高い境浄

水場は、自然流下を活用した送水が可能であり、エネルギー使用量の削減に大きく寄

与します。 

浄水場整備に合わせて、施設上部等のスペースに太陽光発電設備を設置し、再生可

能エネルギーを活用します。 

大規模浄水場の代替浄水施設整備の際には、位置エネルギーや再生可能エネルギーを

可能な限り活用したエネルギー効率の高い施設に再構築します。 

施設名 計画期間 

境浄水場再構築 

三郷浄水場増強 

上流部浄水場（仮称）整備 

図 自然流下を活用した送水のイメージ 

■取組のスケジュール 

2021 年度完成 

2023 年度完成 

自然流下の活用など効率的な水運用

ポンプ圧送

自然流下による送水貯水池 

Ａ浄水場 

給水所 供給先 

Ｂ浄水場

太陽光発電の導入 

2022 年度完成 

■施策の目標 
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標高が低い地点から高い地点に送水するには、ポンプ圧送に多量の電力が必要とな

り、特に給水所への送水には多くのエネルギーが必要です。 

そこで、代替浄水施設の整備後において、安定給水とともにエネルギーを考慮して

水運用を行うことにより、エネルギー使用量の削減を図ります。特に標高が高い境浄

水場は、自然流下を活用した送水が可能であり、エネルギー使用量の削減に大きく寄

与します。 

浄水場整備に合わせて、施設上部等のスペースに太陽光発電設備を設置し、再生可

能エネルギーを活用します。 

大規模浄水場の代替浄水施設整備の際には、位置エネルギーや再生可能エネルギーを

可能な限り活用したエネルギー効率の高い施設に再構築します。 

施設名 計画期間 

境浄水場再構築 

三郷浄水場増強 

上流部浄水場（仮称）整備 

図 自然流下を活用した送水のイメージ 

■取組のスケジュール 

2021 年度完成 

2023 年度完成 

自然流下の活用など効率的な水運用

ポンプ圧送

自然流下による送水貯水池 

Ａ浄水場 

給水所 供給先 

Ｂ浄水場

太陽光発電の導入 

2022 年度完成 

■施策の目標 
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 給水所の地域的な偏在や、配水池容量の不足を解消するため、給水所の整備を進めて

います。 

給水所では、浄水場から送水された水を配水池に貯留し、ポンプで加圧してお客様の

下へ配水しています。その過程で、浄水場からの送水圧力を配水池で一旦開放すること

で、エネルギーロスが生じています。 

そのため、開放する際に失われるエネルギーを可能な限り有効活用することで、エネ

ルギー使用量を抑制します。 

具体的には、給水所等を新設・拡充する際、給水所の配水池への引入余剰圧力を活用

した小水力発電設備と直結配水ポンプ設備とを組み合わせて設置します。 

 また、給水所等の整備に合わせ、日射条件や施設上部利用方法等を検討の上、施設上

部等のスペースに可能な限り太陽光発電設備を設置します。 

施策 2 給水所等の新設・拡充に伴うエネルギーの効率化 

図 引入余剰圧力の活用イメージ 

■施策概要 

施策の方向性 1 施設整備に伴うエネルギーの効率化 
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写真 江東給水所直結配水ポンプ設備

（直結配水ポンプ導入例）  

江東給水所では、2011 年度から直結配水ポンプ設備を導入し、引入余剰圧力を活用

することによりポンプ運転におけるエネルギーを効率化しています。 

給水所等の新設・拡充に当たり、可能な限り引入余剰圧力を有効活用したエネルギー

効率の高い施設とします。 

施設名 
整備内容 

計画期間 
直結配水 太陽光 小水力

江北給水所 ○ △ ○ 

上北沢給水所（仮称） ○ △ ○           

王子給水所（仮称）  △ △ 

柴崎浄水所 △ △  

幸町浄水所 △ △  

深大寺浄水所 △ △  

福生武蔵野台浄水所 △ △  

多摩北部給水所（仮称） △  

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■設備の導入状況 

※ △は導入規模等を検討中 

2018 年度完成 

2020 年度完成 

導 入 

導 入 

導 入 

導 入 

2019 年度完成 

導 入 
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図 主な導・送水管の整備のイメージ 

 災害、事故時等におけるバックアップ機能を強化するため、導・送水管の二重化及び

送水管のネットワーク化を進めています。 

こうした二重化及びネットワーク化に当たっては、安定給水の確保を前提としつつ、

可能な限りエネルギーにも配慮します。 

また、整備後は、エネルギーの観点から高低差に配慮した水運用を行うなど、効率的

な管理に努めます。 

導・送水管の二重化及び送水管のネットワーク化に伴い、可能な限りエネルギーに配

慮した整備及び幹線運用を実施します。 

施設名 計画期間 

第二朝霞東村山線（仮称）

東村山境線（仮称） 

境浄水場関連送水管 

第二朝霞上井草線 

多摩南北幹線           

施策の方向性 1 施設整備に伴うエネルギーの効率化 

施策 3 導・送水管の整備に伴うエネルギーの効率化 

■施策概要 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

2018 年度完成 

2021 年度完成 

2020 年度完成 

2018 年度完成 

第二朝霞東村山線（仮称）

（導水管） 

2018年度完成 

第二朝霞上井草線（送水管） 

2020年度完成 

多摩南北幹線（送水管） 

2018年度完成 
東村山境線（仮称）（導水管）

境浄水場関連送水管 

2021年度完成 
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図 トータルエネルギー管理システムの概念図 

効率的な水運用についての今後の展望 

水道施設で使われる電力の約６割は、お客様に水道水をお届けするために運転してい

る給水所等のポンプ設備による使用電力量です。こうした使用電力量は、季節や天候な

どに左右される水道需要や水道施設の工事による送配水ルートの変更などによって、大

きく異なります。そこで、「トータルエネルギー管理システム」を導入し、効率的な水

運用を推進しています。

■トータルエネルギー管理システムの取組状況

 トータルエネルギー管理システムは、エネルギー管理として、一元的に集約した水道

施設の電力データを水運用計画策定支援機能に取り込み、計画配水量に対する各施設の

使用電力量及びトータル電力量の表示及び予測をするものです。

2010 年度のシステム稼働以降、エネルギー消費の少ないルートへの適切な水量配分

等に取り組んでいます。

■システムについての今後の課題

トータルエネルギー管理システムは、エネルギーを考慮した水運用を実現するため、

毎月の水運用計画を策定する段階で活用しています。しかし、日々の水道需要は様々に

変化し、計画どおりとはならない場合があります。

今後更なる省エネルギー化を進めていくため、将来的には日々の需要の変化に対して

も、使用エネルギーを最適化できるシステムを目指していきます。

トピック 

             ●流量、圧力データの収集

●水道需要量の予測

●電力データの収集

●収集データの蓄積 ●送配水の原単位を算出

●使用電力量を予測

水運用計画を作成 

水運用計画策定支援機能

エネルギー管理システム

トータルエネルギー管理システム

水運用システム

エネルギーを考慮した日々の水運用を実施 
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ろ過池覆蓋の上部への設置 

配水池上部に設置 

これまで、浄水場のろ過池覆蓋や配水池の上部等に太陽光発電設備を設置してきまし

た。今後は、庁舎や新設する建物等に対しても、日射条件等による発電可能量を検討し

た上で導入余地を抽出し、可能な限り拡充します。 

また、施設の再構築に合わせて太陽光発電を導入し、再生可能エネルギーを積極的に

活用します。 

施策の方向性 2 再生可能エネルギー等の活用 

施策 4 太陽光発電の導入 

■施策概要 

太陽光発電設備の設置イメージ 

建屋屋上への設置 
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2004 年度には、水道事業者として国内

で初めてとなるメガワット級の太陽光発

電設備を朝霞浄水場に設置しています。

それ以降も、ろ過池や配水池上部など、

施設内のスペースに太陽光発電を導入し

てきました。 

2014年度に設置している太陽光発電設

備の規模は、6,402kW となっています。

それによる発電量は、2013年度実績で年

間 385万 kWh です。 

浄水場、給水所、庁舎等に太陽光発電の導入を拡充し、再生可能エネルギーを積極的

に活用します。

※ 上記発電容量（kW）は計画値であり、変更される場合があります。

施設名 計画期間 

朝霞浄水場（490kW）         

国分寺緊急資材置場（49kW） 

鑓水小山給水所（390kW）         

東村山浄水場（770kW） 

三園浄水場（330kW）         

境浄水場（検討中）【再掲】         

三郷浄水場（検討中）【再掲】         

上流部浄水場（仮称）（検討中）【再掲】

江北給水所（検討中）【再掲】         

上北沢給水所（仮称）（検討中）【再掲】

和田堀給水所（検討中）         

その他の 14施設（約 1,300kW） 

表 太陽光発電設備設置一覧 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■設備の導入状況 

2015 年度完成

2015 年度完成

施設名称 設置場所 設置年度 

定格 

出力 

(kW) 

発電電力量

【2013 実績】
(千kWh/年)

東村山浄水場 配水池上部 1994 70 72

小河内貯水池 陸上 1998 125 54

高月浄水所 ろ過池覆蓋上部 2003 20 15

朝霞浄水場 ろ過池覆蓋上部 2004 1,200 818

三園浄水場 ろ過池覆蓋上部 2004 400 317

小作浄水場 ろ過池覆蓋上部 2004 280 210

東村山浄水場 ろ過池覆蓋上部 2006 1,200 848

長沢浄水場 ろ過池覆蓋上部 2006 200 171

金町浄水場 ろ過池覆蓋上部 2006 800 644

三郷浄水場 ろ過池覆蓋上部 2006 1,080 376

小作浄水場 配水池上部 2009 180 212

砧浄水場 配水池上部 2010 80 116

金町浄水場 配水池上部・建屋屋上 2014 517 ※

楢原給水所 配水池上部 2014 250 ※

合 計  6,402 3,853

※2014年度に稼働開始

導 入 

導 入 

導 入 

導 入 

導 入 

導 入 

導 入

導 入

2015 年度完成

導 入 



2727 東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 東京水道エネルギー効率化 10 年プラン

東京水道エネルギー効率化 10 年プラン27

水力発電は、地形の高低差等から生じる水の位置エネルギーを電力に変換する発電方

式であり、水道局では、貯水池と浄水場との高低差や給水所の配水池に引き入れる際の

余剰圧力を活用した水力発電を導入してきました。 

今後も給水所の引入れ圧力や水量といった施設運用状況や設置場所などを検討の上、

設置可能な施設について小水力発電設備の設置を拡充していきます。 

また、給水所の新設の際には、あらかじめ小水力発電設備の設置スペースを確保する

ことにより効率的に導入していきます。 

余剰圧力の活用 

浄水場から複数の給水所へポンプ圧送する際、比較的標高の低い地点に設置されて

いる給水所では、次の図のような余剰圧力が発生します。 

余剰圧力が発生する給水所等に小水力発電設備を設置することにより、余剰圧力を

エネルギーとして回収します。 

図 給水所への小水力発電の設置イメージ         写真 小水力発電設備（南千住給水所） 

位置エネルギーの活用（再掲） 

標高の高い貯水池と浄水場との間の高低差を利用した小水力発電設備を境浄水場

に設置することにより、位置エネルギーを有効活用します。 

■施策概要 

施策の方向性 2 再生可能エネルギー等の活用 

施策 5 小水力発電の導入 

小水力発電設備 

引入れの余剰圧力と流量による

未利用エネルギーの有効利用 
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2014年度までに導入している水力発電設備の規模は、2,232kWとなっています。それ

による発電量は、2013 年度実績で年間 519 万 kWh です。中でも東村山浄水場に設置し

た水力発電設備は、同施設が使用する電力量の約 25％を賄うことができます。 

浄水場、給水所等に水力発電の導入を拡充し、地形の高低差による位置エネルギーや

余剰圧力を有効活用します。 

※ 上記発電容量（kW）は計画値であり、変更される場合があります。 

施設名 計画期間 

江北給水所（80kW）【再掲】 

上北沢給水所（仮称）（90kW）【再掲】

境浄水場（900kW 程度）【再掲】   

その他 3 施設（60kW程度） 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■設備の導入状況 

表 水力発電設備設置一覧 

2018 年度完成

施設名称 設置年度
最大出力

(kW) 

発電電力量 

【2013 年度実績】 

(千kWh/年) 

東村山浄水場 2000 1,400 2,841※1 

南千住給水所 2004 95 602 

亀戸給水所 2007 90 262 

八雲給水所 2009 300 806 

葛西給水所 2013 340 680※2 

ひむら浄水所 2014 7 ※3 

合 計 2,232 5,191 

※1 東村山浄水場の小水力発電設備は、補修工事のため、2013 年 12 月から停止 

※2 葛西給水所は 2013 年 10月から稼働開始 

※3 ひむら浄水所は 2015年度に稼働開始 

2018 年度完成 

2019 年度完成

2021 年度完成

導 入 
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排熱ボイラーから発生した蒸気のうち、高圧蒸気を動力用としてスチームタ

ービンでの発電に利用します。一方、低圧蒸気は排水処理用としてスラッジの

加温に利用します。このように発電に伴って発生した蒸気を二次利用すること

により、システム全体のエネルギー効率を高めることができます。

 災害等による広域停電など不測の事態においても安定給水を維持するため、大規模浄

水場へ常用発電設備を導入し自立電源の確保を行ってきました。導入に当たっては、排

熱を有効利用しエネルギー効率を向上させるコージェネレーションシステムを採用し

ています。今後、三郷浄水場に導入する常用発電設備においてもコージェネレーション

システムを採用しエネルギー効率の向上を図ります。  

施策の方向性 2 再生可能エネルギー等の活用 

施策 6 コージェネレーションシステムの導入 

図 三郷浄水場コージェネレーションシステムのイメージ 

排熱利用の例 

発電動力用
高圧

熱利用排水処理用
低圧

排熱(蒸気)発電

■施策概要 

二次利用 
一次利用 
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2014年度時点でコージェネレーションシステムを採用した常用発電設備を導入して

いる大規模浄水場は次の４施設であり、導入規模は、合計 33,820kWとなっています。 

表 導入実績 

施設名 供給能力 導入時期 

東村山浄水場 3,200kW（1,600kW×２台） 1998 年 10月 

金町浄水場 10,000kW ※（6,140kW×２台） 2000 年 10月 

朝霞浄水場 
17,200kW ※ 

（4,020kW×３台、6,280kW×１台） 
2005 年 ４月 

三園浄水場 
3,420kW ※ 

（1,400kW×１台、2,100kW×１台） 
2005 年 ４月 

※ PFI 事業契約による非常時契約供給能力 

三郷浄水場にコージェネレーションシステムを導入し、排熱が持つ熱エネルギーを有

効に活用します。 

施設名 計画期間 

三郷浄水場 

一期整備【17,000kW 程度】 

二期整備【供給能力検討中】 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■設備の導入状況 

2018 年度完成 

2023 年度完成 



3131 東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 東京水道エネルギー効率化 10 年プラン東京水道エネルギー効率化 10 年プラン31

 水道施設には、ポンプ設備、排水処理設備等の設備機器が多数存在しています。これ

らの設備は、今後 10 年の間に更新時期を迎えるものも多く、エネルギー効率が低いも

のは更新時に改善を図っていきます。 

浄水場、給水所等からの送配水過程に

おける電力使用量のうちポンプ設備の占

める割合は、非常に大きくなっています。

また、これらのポンプ設備は高度経済

成長期に設置されたものが多く、現在の

設備に比べてエネルギー効率が低いため、

高効率な設備への更新が省エネルギー化

に有効です。 

ポンプ設備の更新の際、ポンプの運用

状況に応じて、インバータ制御方式の導

入など最適なポンプ設備の選定を行いま

す。それにより、ポンプ運転によるエネ

ルギー効率化を図ります。 

0
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100
110

30 40 50 60 70 80 90 100

回転速度

液体抵抗器 インバータ制御

施策の方向性 3 設備の更新に伴うエネルギーの効率化 

施策 7 ポンプ設備等の効率化 

■施策概要 

 図 液体抵抗器方式とインバータ制御方式のイメージ

図 液体抵抗器によるエネルギー損失のイメージ 

※1液体抵抗器方式 

 液体を電気抵抗体として利用した抵
抗器。この方式は、低速回転域におい
て抵抗によるエネルギー損失が大きく
なる特性があります。 

※2インバータ制御方式 

インバータ制御方式は、電動機の電
源の電圧や周波数を制御することで、
ポンプの回転制御を行う方式。ポンプ
を回転させる電動機の特性に合わせ、
損失が少なくなるよう電源の電圧や周
波数を変化させることで、エネルギー
効率の良い運転を行います。 

 ※1
 ※2

（％）

（％）

熱の発生による 

エネルギー損失量 

損失量が多い

ポンプ設備の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・ 

液体抵抗器方式 

液体抵抗器によるエネルギー損失について 

東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 32

これまで、ポンプ更新に合わせて、イン

バータ制御方式等を導入してきました。 

2014 年度時点で、大規模な施設（21 施

設）の主要ポンプ※363 台のうち、42％に

ついて、効率化を実施しました。 

・ ポンプ設備の更新に合わせて、ポンプ設備の運用に応じた高効率なポンプ設備の 

導入を拡充します。 

・ 排水処理設備について、エネルギー効率の高い設備に更新していきます。 

施設名 計画期間 

【ポンプ設備】 

浄水場・給水所等 

【排水処理設備】 

浄水場 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■設備の導入状況 

 図 大規模な施設におけるポンプ設備の効率化状況 

59 台導入 

実施済み

実施検討

主要ポンプ 

363 台
154 台 

42% 209 台 

58% 

写真 排水処理設備（脱水機） 

排水処理設備の更新の際、最適な脱水機の容量や駆

動方式等を選定し、エネルギー効率化を図ります。 

排水処理設備の効率化

順次導入 

※ 取水・導水、浄水処理及び送配水過程に用いる 

ポンプのこと。 
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これまで、ポンプ更新に合わせて、イン

バータ制御方式等を導入してきました。 

2014 年度時点で、大規模な施設（21 施

設）の主要ポンプ※363 台のうち、42％に

ついて、効率化を実施しました。 

・ ポンプ設備の更新に合わせて、ポンプ設備の運用に応じた高効率なポンプ設備の 

導入を拡充します。 

・ 排水処理設備について、エネルギー効率の高い設備に更新していきます。 

施設名 計画期間 

【ポンプ設備】 

浄水場・給水所等 

【排水処理設備】 

浄水場 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■設備の導入状況 

 図 大規模な施設におけるポンプ設備の効率化状況 

59 台導入 

実施済み

実施検討

主要ポンプ 

363 台
154 台 

42% 209 台 

58% 

写真 排水処理設備（脱水機） 

排水処理設備の更新の際、最適な脱水機の容量や駆

動方式等を選定し、エネルギー効率化を図ります。 

排水処理設備の効率化

順次導入 

※ 取水・導水、浄水処理及び送配水過程に用いる 

ポンプのこと。 
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施設整備や庁舎の改修等に合わせて、高効率照明の導入を拡充します。 

施設名 計画期間 

浄水場・給水所等 12施設           

支所・営業所 13事業所 

施策の方向性 3 設備の更新に伴うエネルギーの効率化 

施策 8 照明設備の効率化 

■施策概要 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■導入状況 

写真 東村山浄水場の LED 外灯

近年、LED照明等の技術開発が行われており、発光

効率の向上やコスト低減などが進んでいます。

 水道局では、これまで主に水道施設の外灯に LED

照明等を、庁舎の事務室に Hf蛍光灯を、玄関ホール・

トイレに LED 照明を導入しています。 

 今後も高効率照明の技術開発動向に応じて、施設整

備や庁舎改修等に合わせて導入を拡大し、事業活動に

おけるエネルギーの効率化を図ります。 

順次導入 

順次導入 

表 高効率照明導入実績一覧（浄水場・庁舎） 

これまで、水道施設の整備及び庁

舎の改修・改築に合わせて、高効率

照明の導入に取り組んできました。

導入に当たっては、高効率照明は種

類により特徴があるため、必要照度

など設置場所の条件を考慮しつつ、

適正な照明を選定しています。 

事業所
設置

年度
高効率照明タイプ 導入箇所

砧浄水場 2009
セラミックメタルハ

ライド等
外灯（一部）

長沢浄水場 2011 LED及び無電極放電灯 外灯（一部）

玉川浄水場 2011 LED 外灯

東村山浄水場 2012 LED 外灯

金町浄水場 2012
LED、セラミックメタ

ルハライド等
外灯（一部）

三郷浄水場 2012
LED、高圧ナトリウム

ランプ等
外灯（一部）

東久留米

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
2012 LED及びHf蛍光灯

玄関ﾎｰﾙ・ﾄｲﾚ、

事務室

文京営業所 2012 LED及びHf蛍光灯
玄関ﾎｰﾙ・ﾄｲﾚ、

事務室

三園浄水場 2013
LED、高圧ナトリウム

ランプ等
外灯

小作浄水場 2014 LED 外灯

墨田営業所 2014 LED及びHf蛍光灯
玄関ﾎｰﾙ・ﾄｲﾚ、

事務室
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施設整備や庁舎の改修等に合わせて、高効率照明の導入を拡充します。 

施設名 計画期間 

浄水場・給水所等 12施設           

支所・営業所 13事業所 

施策の方向性 3 設備の更新に伴うエネルギーの効率化 

施策 8 照明設備の効率化 

■施策概要 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■導入状況 

写真 東村山浄水場の LED 外灯

近年、LED照明等の技術開発が行われており、発光

効率の向上やコスト低減などが進んでいます。

 水道局では、これまで主に水道施設の外灯に LED

照明等を、庁舎の事務室に Hf蛍光灯を、玄関ホール・

トイレに LED 照明を導入しています。 

 今後も高効率照明の技術開発動向に応じて、施設整

備や庁舎改修等に合わせて導入を拡大し、事業活動に

おけるエネルギーの効率化を図ります。 

順次導入 

順次導入 

表 高効率照明導入実績一覧（浄水場・庁舎） 

これまで、水道施設の整備及び庁

舎の改修・改築に合わせて、高効率

照明の導入に取り組んできました。

導入に当たっては、高効率照明は種

類により特徴があるため、必要照度

など設置場所の条件を考慮しつつ、

適正な照明を選定しています。 

事業所
設置

年度
高効率照明タイプ 導入箇所

砧浄水場 2009
セラミックメタルハ

ライド等
外灯（一部）

長沢浄水場 2011 LED及び無電極放電灯 外灯（一部）

玉川浄水場 2011 LED 外灯

東村山浄水場 2012 LED 外灯

金町浄水場 2012
LED、セラミックメタ

ルハライド等
外灯（一部）

三郷浄水場 2012
LED、高圧ナトリウム

ランプ等
外灯（一部）

東久留米

ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
2012 LED及びHf蛍光灯

玄関ﾎｰﾙ・ﾄｲﾚ、

事務室

文京営業所 2012 LED及びHf蛍光灯
玄関ﾎｰﾙ・ﾄｲﾚ、

事務室

三園浄水場 2013
LED、高圧ナトリウム

ランプ等
外灯

小作浄水場 2014 LED 外灯

墨田営業所 2014 LED及びHf蛍光灯
玄関ﾎｰﾙ・ﾄｲﾚ、

事務室
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 2011年 4月から、都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例では、都内で 200 台以上の自動

車を所有する事業者に対して、2015 年度末までに

所有する特定低公害車・低燃費車の割合を 5％以

上とすることを義務付けています。 

 低公害・低燃費車についての技術革新は今後も

進んでいくことが想定され、技術動向に合わせて

環境に配慮した自動車を選定し、事業活動におけ

る燃料使用を効率化します。 

 
 
 
水道局で保有する自動車は、2014 年 3 月末時点で 648 台（被けん引車を除く。）で

す。そのうち 93 台が特定低公害・低燃費車となっており、現在の導入率は、8.6％で

す。 

 
 
 
 
 自動車の環境技術動向に応じて、環境に配慮した自動車を積極的に導入します。 

 

 
 
 

  

施設名 計画期間 

各事業所           

施策 9 低公害・低燃費車の導入 

■施策概要 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■導入状況 

写真 局有車 

その他の施策 

順次導入 
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電力の購入に当たっては、再生可能エネルギーなど二酸化炭素が少ない電源を持つ新

電力※から電力の供給を受けることにより、環境負荷の低減を図ることができます。 

 これまで、一部の給水所や事業所で新電力からの電力を購入してきました。今後は、

各事業所の電力の使用状況を踏まえ、低炭素な電力を供給する新電力からの電気購入を

拡大することで、新電力の育成に寄与するとともに、電気使用による環境負荷の低減を

図ります。 

※ 新電力とは、電気事業法第 2条第１項 8号に規定する特定規模電気事業者をいう。 

練馬給水所及び板橋給水所について、2012年度に局内初となる新電力からの電力購

入を実施しました。その後、ポンプ所、支所・営業所等において新電力から電力を購入

し、電力使用におけるコスト縮減を図っています。 

また、東京都の「グリーン購入ガイド」に基づき、二酸化炭素排出量抑制の観点から

入札参加条件を設定し、環境に配慮した電力を購入しています。 

表 新電力との契約事業所一覧 

供給開始 事業所 契約電力（kW）
コスト縮減見込※ 

（百万円/年） 

2012 年４月 練馬、板橋給水所 10,500 23 

2013 年 10 月 支所・営業所等 12事業所 1,044 5 

2014 年４月 三郷ポンプ所等 7事業所 1,867 10 

2014 年 10 月 支所・営業所等 7事業所 849 3 

※ コスト縮減見込み額は、東京電力と契約した場合との比較 

低炭素な新電力からの電力購入を拡大し、コストとともに環境にも配慮した電力の購

入を行います。 

施設名 計画期間 

各事業所 

施策 10 新電力の導入 

その他の施策 

■施策概要 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■導入状況 

順次拡大 



東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 3636東京水道エネルギー効率化 10 年プラン東京水道エネルギー効率化 10 年プラン 36

 水道事業とエネルギーに関して、中長期的視点に立った技術開発の動向、東京都水道

局の事業活動に関する最新の省エネ技術の適用に関する検討などについての調査及び

分析を継続的に行い、水道事業の効果的なエネルギー効率化対策にいかしていきます。

水道システムの省エネルギー化に関する共同研究 

第一回 2010 年度から 2012年度まで 

第二回 2013 年度から 2015年度まで 

水道事業におけるエネルギーの効率的利用を図るため、取水から配水までの累積電力

量が最小となるシミュレーション等を首都大学東京と共同で研究しています。 

 これまでの調査研究では、各浄水場、給水所の送配水量とポンプ電力量のデータから、

路線別の電力使用量の推定式を作成するとともに、送配水ネットワーク全体にエネルギ

ーの最適化計算を実施し、最小の電力量で水道需要量を満たす送配水量の組合せを検証

しました。 

 2013年度以降は、取水、導水及び浄水過程における電力使用量を把握し、末端まで

の累積電力量が最小となるシミュレーションを実施しています。 

エネルギー効率向上に寄与する調査研究を実施します。 

取組 計画期間 

調査研究           

施策 11 調査研究の推進 

■施策概要 

■施策の目標 

■取組のスケジュール 

■導入状況 

実施 
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1 ＩＰＣＣ第 5次評価報告書 

（1）気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）について

ＩＰＣＣは、人為起源による気候変動、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術

的及び社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に世界気

象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）により設立された組織である。 

ＩＰＣＣは、議長、副議長、三つの作業部会及び温室効果ガス目録（インベントリー）

に関するタスクフォースによって構成されている（図）。それぞれの任務は次のとおりで

ある。  

ア 第1作業部会  

気候システム及び気候変動の自然科学的根拠についての評価  

イ 第2作業部会 

気候変動に対する社会経済及び自然システムの脆弱性、気候変動がもたらす好影響 

又は悪影響並びに気候変動への適応のオプションについての評価  

ウ 第3作業部会 

温室効果ガスの排出削減など気候変動の緩和のオプションについての評価  

エ 温室効果ガス目録に関するタスクフォース 

温室効果ガスの国別排出目録作成手法の策定、普及及び改定 

ＩＰＣＣ は、これまで 4回にわたり評価報告書を発表してきた。これらの報告書は、

世界の専門家や政府の査読を受けて作成されたもので、気候変動に関する国際連合枠組条

約（ＵＮＦＣＣＣ）を始めとする、地球温暖化に対する国際的な取組に科学的根拠を与え

るものとして極めて重要な役割を果たしてきた。 

第 5 次評価報告書は、800名を超える執筆者により約 4年の歳月を掛けて作成され、統

合評価報告書が 2014年 11 月に公表された。 

これまでにＩＰＣＣ が取りまとめた評価報告書は次のとおり 

1990年 第 1 次評価報告書／1992 年 第 1 次評価報告書補遺 

1995年 第 2 次評価報告書 

2001 年 第 3 次評価報告書 

2007年 第 4 次評価報告書 

2013-14年 第 5次評価報告書 ※今回の評価報告書 

総　　会
議　　長

副議長（3名）

第一作業部会
（自然科学的根拠）

第二作業部会

執行委員会

（影響、適応、脆弱性） （気候変動の緩和）

第三作業部会
温室効果ガス目録
（インベントリー）に

関するタスクフォース

事務局
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（2）ＩＰＣＣ第 5次評価報告書における要点 

■ 観測された変化及びその要因 

気候システムの観測され

た変化 

・気候システムの温暖化には疑う余地がなく、1950 年代以降、観測された変化の多く

は数十年から数千年間にわたり前例のないものである。 

・大気と海洋は温暖化し、雪氷の量は減少し、海面水位は上昇し、温室効果ガス濃度

は増加している。 

気候変動の要因 ・最大の寄与をしているのは、1750 年以降の大気中の二酸化炭素濃度の増加である。

気候変動の影響 ・気候システムに対する人間の影響は明瞭である。

極端現象 ・1950 年頃以降、人為的な影響と関連すると思われる極端な現象（極端な低温の減少、

極端な高温の増加、強い降水現象の回数の増加など）が観測されている。 

■ 将来の気候変動、リスク及び影響 

将来の気候の主要な駆動

要因

・温室効果ガスの累積排出量によって、21 世紀後半及びその後の世界平均の地表面の

温暖化の大部分が決定付けられる。

気候システムにおいて予

測される変化

・地上気温は、評価された全ての排出シナリオにおいて 21 世紀にわたって上昇する

と予測される。

・多くの地域で、熱波はより頻繁に発生し、また、より長く続き、極端な降水がより

強く、また、より頻繁となる可能性が非常に高い。海洋では温暖化と酸性化及び世

界平均海面水位の上昇が続くだろう。

変化する気候に起因する

将来のリスクと影響

・気候変動は、既存のリスクを増幅し、新たなリスクを引き起こすだろう。一般的に、

恵まれない境遇にある人々やコミュニティがより大きなリスクを抱える。

2100年以降の気候変動 ・気候変動の多くの特徴及び関連する影響は、たとえ温室効果ガスの人為的な排出が

停止したとしても、何世紀にもわたって持続するだろう。

■ 適応、緩和、持続可能な開発に向けた将来経路 

緩和及び適応によって低

減される気候変動リスク

・現行を上回る追加的な緩和努力がないと、21 世紀末までの温暖化は、深刻で広範に

わたる不可逆的な世界規模の影響に至るリスクが高いだろう。

適応経路の特徴 ・適応は気候変動影響のリスクを低減できるが、その有効性には限界がある。

緩和経路の特徴 ・工業化以前と比べた温暖化を2℃未満に抑制するためには、今後数十年間にわたり大

幅に排出を削減し、21世紀末までに排出をほぼゼロにすることを要するであろう。

■ 適応及び緩和 

適応及び緩和のための対

応の選択肢

・適応の選択肢は全ての分野に存在する。

・緩和は、エネルギーの使用や供給、土地利用等の複数の部門における対策を組み合

わせて統合されたアプローチを用いた場合、費用対効果が高くなり得る。

適応と緩和、技術、資金

に関する政策アプローチ

・効果的な適応及び緩和は、国際的、地域的、国家的及び準国家的な複数の規模にま

たがった政策や対策に依存するだろう。 

出典：IPCC 
図 観測された地上気温の変化（1901 年から 2012 年まで） 

資料：環境省
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2 関係法令等 

（1）地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）

ア 沿革 

平成 10年 10月 公布、一部施行（平成 11年 4月 8日施行） 

平成 20年 6月  一部改正 

イ 背景 

地球温暖化対策の推進を図り、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するとともに、人類の福祉に貢献することを目的に制定された。 

ウ 概要 

温室効果ガスを相当程度多く排出する者（特定排出者）に対し、自らの温室効果ガ

スの排出量を算定し、国に報告することを義務付けている。

なお、2008年において次のように一部改正されている。

出典：環境省

改正点（2008年）

図 温対法の改正 
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（2）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年法律第 49号）

ア 沿革 

昭和 54年 6月 公布・一部施行（昭和 54年 10月 1日施行） 

平成 20年 5月 一部改正 

平成 25年 5月 一部改正 

イ 目的 

燃料資源の有効な利用の確保とエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるため

の必要な措置を講じることを目的に制定された。 

ウ 概要 

（ア）規制の対象 

（イ）事業者の義務 

a 判断基準に定めた措置の実践（管理標準の設定、省エネ措置の実施等）

b 指針に定めた措置の実践

（ウ）事業者の目標 

中長期的にみて年平均 1％以上のエネルギー消費原単位の低減又は電気需要

平準化評価原単位の低減

（エ）エネルギー消費原単位の算定方法 

出典：経済産業省

出典：経済産業省

（2010 年 4 月 1 日） 

電気需要平準化評価原単位＝｛Ａ+ａ×（評価係数α-1）-Ｂ｝／Ｃ

Ａ＝エネルギー使用量（燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量）

ａ＝電気需要平準化時間帯の買電量

評価係数α＝1.3

Ｂ＝外販したエネルギー量

Ｃ＝エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値

　　（例：生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率　等）

※「Ａ」、「ａ」、「Ｂ」は原油換算値㎘として計算。
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（3）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 

（平成 23 年法律第 108号） 

ア 沿革

平成 23年 8月 公布・一部施行（平成 24年 7月 1日施行） 

イ 目的 

エネルギー安定供給の確保、地球温暖化問題への対応、環境関連産業の育成等の観

点から重要な再生可能エネルギーの利用拡大を図ることを目的に制定された。 

ウ 概要 

再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、国が定める一定の期間・

価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるものである。

（ア）買取対象 

  太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマス

    ※ 住宅等での太陽光発電については、余剰電力の買取り

    ※ 水力については、3万 kW未満の中小水力発電が対象

    ※ 対象設備が安定的かつ効率的に発電可能かどうか等を国が認定

（イ）買取期間 

  買取価格及び買取期間は、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応

じて、経済産業大臣が「調達価格等算定委員会」の意見に基づき、発電コストや

利潤、設備更新までの標準的な期間等を考慮して、毎年度、定める。

2012年度 2013年度 2014年度 

買取価格

（税抜）

太陽光(10kW以上) 40円/kWh 36円/kWh 32円/kWh

小水力（200～1,000kW） 29円/kWh 29円/kWh a:29円/kWh※

b:21円/kWh※

小水力(200kW未満) 34円/kWh 34円/kWh a:34円/kWh※

b:25円/kWh※

買取期間 太陽光(10kW以上) 20年間 20年間 20年間

小水力（200～1,000kW） 20年間 20年間 20年間

※ 小水力発電については、2014年度から「a水力」と「b既設導水路活用中小水力」（既に設

置している導水路を活用して、電気設備と水圧鉄管を更新するもの）に区分された。 

（ウ）買取費用の回収

買取に要した費用に充てるため、各電気事業者が、それぞれの電気の需要家に

対し、使用電力量に比例したサーチャージ（賦課金）の支払を請求する。

エ 今後の動向 

制度開始から 2 年以上が経過し、太陽光発電偏重や稼働開始の遅れ等に伴う「国

民のコスト負担増大」や、電力会社による「系統制約による太陽光発電の接続保留」

などが問題視され、国は制度の見直しに着手した。2015 年１月には省令を改定し、

太陽光発電・風力発電について出力制御の対象の変更や接続枠空押さえ防止の措置な

どが定められた。

　また、2015年４月以降、調達価格の決定基準日を「電力会社との接続契約の締結日」

に変更することが検討されている。
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（4）エネルギー基本計画の策定（2014 年 4 月 11 日閣議決定）

ア 目的 

東日本大震災以降の原発停止により電源構成が大きく変化していることなどから、

政府はエネルギー戦略の再構築を図るため、エネルギー基本計画を策定した。

イ 概要 

（ア）エネルギー政策の基本的視点（３Ｅ＋Ｓ） 

安全性（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）
を第一とし、最小の経済負担（Economic Efficiency）で実現し、同時に環境

（Environment）への適合を図るため、最大限の取組を行う。

（イ）主なエネルギー源についての位置付けと政策の方向性 

a 原子力発電

安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベー

スロード電源であるとし、規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に

適合すると認められた場合には、その判断を尊重し今後再稼働を進めていく。一

方で原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発

電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。

b 再生可能エネルギー

エネルギー安全保障に寄与できる有望かつ多様な国産エネルギー源であるとし、

再生可能エネルギーが発電電力量に占める割合について、これまでに政府が示し

てきた水準（2020 年に 13.5%、2030 年に約 20%）を更に上回る水準の導入を目

指す。

出典：エネルギー基本計画<経済産業省>
図 電力需要に対応した電源構成 
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（4）エネルギー基本計画の策定（2014 年 4 月 11 日閣議決定）

ア 目的 

東日本大震災以降の原発停止により電源構成が大きく変化していることなどから、

政府はエネルギー戦略の再構築を図るため、エネルギー基本計画を策定した。

イ 概要 

（ア）エネルギー政策の基本的視点（３Ｅ＋Ｓ） 

安全性（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）
を第一とし、最小の経済負担（Economic Efficiency）で実現し、同時に環境

（Environment）への適合を図るため、最大限の取組を行う。

（イ）主なエネルギー源についての位置付けと政策の方向性 

a 原子力発電

安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベー

スロード電源であるとし、規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に

適合すると認められた場合には、その判断を尊重し今後再稼働を進めていく。一

方で原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発

電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。

b 再生可能エネルギー

エネルギー安全保障に寄与できる有望かつ多様な国産エネルギー源であるとし、

再生可能エネルギーが発電電力量に占める割合について、これまでに政府が示し

てきた水準（2020 年に 13.5%、2030 年に約 20%）を更に上回る水準の導入を目

指す。

出典：エネルギー基本計画<経済産業省>
図 電力需要に対応した電源構成 
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（5）東京都再生可能エネルギー拡大検討会報告書（2014年 11 月公表）

ア 目的 

再生可能エネルギー利用割合 20%を目指し、「東京都再生可能エネルギー拡大検討

会」において、具体策の提案を報告書として取りまとめた。

イ 目指すべき姿 

10年後の目指すべき姿

■ 2024 年までに東京の消費電力に占める再生可能エネルギーの割合を 20%程

度に高める

■ 東京オリンピック・パラリンピック開催時に、東京で再生可能エネルギー等

の導入が進んでいる姿を見せる

個別目標

 2024年までに都内太陽光発電導入量 100万 kW（2012年度比約 4倍） 

→率先行動として、2020年までに都有施設への太陽光発電導入 2.2万 kW 

 2024年までにコージェネレーションシステム導入 60万 kW（2012年度比 

約 2倍） 

ウ 再生可能エネルギー利用割合の考え方 

電力の大消費地として、下図に示すとおり需給両面からの取組を促進すべきである。

エ 目標実現に向けた具体策の提案 

再生可能エネルギー拡大に資する幅広い方策を、次表のとおり提案している。

区分 項目 内容

供給側の

取組

（分子の

拡大）

太陽光 ・リフォームの機会を捉えた既存住宅の導入支援

・区市町村による地域での取組支援や事業者と連携した取組

・駐車場における太陽光発電モデル事業

バイオマス・小水力等 ・廃棄物発電施設の整備促進

・水道・下水道施設での小水力発電の推進

・木質バイオマスや地熱等導入への取組支援

都施設 ・都施設での太陽光発電等の導入拡大

都外大規模太陽光、風力発

電等

・官民連携再生可能エネルギーファンド等の活用

・系統運用や環境アセスに関する国への要望

需要プル ・需要家が再生可能エネルギー電力を選べる仕組みの構築等

需要側の

取組

（分母の

縮小）

省エネ・節電 ・大規模事業所に対する温室効果ガス削減に関する制度運用

・中小規模事業所のクラウド利用による省エネ支援

・既存住宅の断熱性向上、省エネアドバイザーの活用

太陽熱・地中熱 ・普及促進、認知度向上

・導入を促す基盤データの整備

エネルギーマネジメン

ト・コージェネレーション

・ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの導入、熱・電気融通に必要なインフラ整備支援

・エネルギーマネジメントシステムの普及促進

新技術の開発促進 ・海洋エネルギーや蓄電池、藻類バイオ燃料等の技術の認知度向上
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3 エネルギーの使用に伴う温室効果ガスに係る条例 

（1）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号） 

都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的に制定

された。

2008年７月の環境確保条例の改正により、温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取

引制度（キャップ・アンド・トレード制度）を導入し、2010年４月から開始された。

この制度では、地球温暖化対策計画書の提出や、事業所の区分に応じた温室効果ガスの

削減を義務付けている。

また、義務履行に当たっては、自らの削減に加え、排出量取引が可能となっている。

（2）埼玉県地球温暖化対策推進条例（平成 21 年埼玉県条例第 9号） 

埼玉県、事業者、埼玉県民、環境保全活動団体等が協働して地球温暖化対策を推進す

ることにより、低炭素社会を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的に

制定された。

この条例では、地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度を導入しており、

地球温暖化対策計画・実施状況報告書の提出や目標の設定及び達成を義務付けている（目

標達成は努力義務）。この義務履行に当たっては、自らの削減に加え、森林吸収クレジッ

トを含めた排出量取引が可能となっている。

＜温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度 ／ 目標設定型排出量取引制度＞

事 項 内 容

対象事業所 燃料、熱及び電気の使用量が 3 年度連続して原油換算 1,500kL 以上の大

規模事業所

計画期間 第一計画期間

東京都 2010年度から 2014年度まで

 埼玉県 2011年度から 2014年度まで

第二計画期間 2015年度から 2019年度まで

削減義務率 第一計画期間 東京都及び埼玉県：8％又は 6％（当局は 6％）

第二計画期間 東京都：17％又は 15％（当局は 15％）

埼玉県：15％又は 13％（当局は 13％）

履行手段 ア 自らで削減

イ 排出量取引（超過削減量、中小クレジット、再エネクレジット、都

（県）外クレジット、埼玉（東京）連携クレジット及び森林吸収クレジ

ット（埼玉のみ））
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（参考）東京都水道局の大規模事業所における温室効果ガス排出量実績 

温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度及び目標設定型排出量取引制度の対象

事業所における温室効果ガス排出量実績は次のとおり

【温室効果ガス排出量実績】 

施設名
基準

排出量※3

実績値

2010 2011 2012 2013 2010～2013 平均

排出量 削減率 排出量 削減率 排出量 削減率 排出量 削減率 排出量 削減率

東村山浄水場 18,187 11,465 37.0% 9,696 46.7% 12,092 33.5% 16,368 10.0% 12,405 31.8%

金町浄水場

（変更前）

47,244 
（変更後）

H25:54,670 
H26:55,345 

38,047 19.5% 37,171 21.3% 38,241 19.1% 50,796 7.1% 41,064 16.7%

三園浄水場 12,334 10,850 12.0% 11,314 8.3% 11,292 8.4% 10,547 14.5% 11,001 10.8%

砧浄水場 2,808 1,756 37.5% 2,018 28.1% 2,569 8.5% 2,678 4.6% 2,255 19.7%

本郷給水所 5,843 5,502 5.8% 5,240 10.3% 5,255 10.1% 5,278 9.7% 5,319 9.0%

淀橋給水所 3,610 4,712 -30.5% 3,972 -10.0% 3,837 -6.3% 3,412 5.5% 3,983 -10.3%

和田堀給水所 3,423 2,963 13.4% 2,973 13.1% 2,549 25.5% 2,550 25.5% 2,759 19.4%

大蔵給水所 3,731 3,976 -6.6% 3,410 8.6% 2,626 29.6% 1,791 52.0% 2,951 20.9%

練馬給水所 17,404 12,890 25.9% 14,222 18.3% 11,978 31.2% 13,227 24.0% 13,079 24.8%

上井草給水所 13,350 12,454 6.7% 10,237 23.3% 9,656 27.7% 10,282 23.0% 10,657 20.2%

南千住給水所 3,571 3,008 15.8% 2,956 17.2% 3,034 15.0% 3,111 12.9% 3,027 15.2%

八坂給水所 3,834 4,593 -19.8% 4,722 -23.2% 4,960 -29.4% 3,821 0.3% 4,524 -18.0%

高月浄水所 3,523 3,380 4.1% 2,998 14.9% 2,552 27.6% 2,473 29.8% 2,851 19.1%

羽村導水ポンプ所 5,518 5,940 -7.6% 5,008 9.2% 4,526 18.0% 4,705 14.7% 5,045 8.6%

稲城ポンプ所 5,882 4,462 24.1% 4,503 23.4% 4,639 21.1% 4,145 29.5% 4,437 24.6%

日野増圧ポンプ所 5,514 6,398 -16.0% 6,889 -24.9% 6,442 -16.8% 6,158 -11.7% 6,472 -17.4%

朝霞浄水場※2 79,002 ― ― 81,269 -3.0% 76,816 2.7% 87,133 -10.4% 81,741 -3.6%

三郷浄水場※2 49,035 ― ― 41,383 15.4% 34,308 30.0% 35,791 27.0% 37,202 24.1%

合計 283,731 132,396 15.0% 250,105 11.9% 237,375 16.3% 264,266 6.9% 221,036 12.5%

※1  網掛けのある施設はトップレベル事業所（優良特定地球温暖化対策事業所）である。トップレベル

事業所とは、地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所として、知事が定める基準に適合する

と知事が認めた事業所である。その削減義務率を地球温暖化の対策の推進の程度に応じて軽減される。

※2 朝霞浄水場及び三郷浄水場は埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく。

※3 第一計画期間における基準排出量

（ｔ‐ＣＯ２） 
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