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4 その他環境保全

4-1 水質汚濁防止
水道事業体 内容（水質汚濁防止）

千葉県水道

局

（４）水質検査における廃液及び原水水質自動監視装置からの廃液の無害化

浄水場や水質センターでの水質検査や、取水場での原水水質自動監視装置では試薬とし

て薬品を使用します。その廃液は産業廃棄物として委託先の処理工場で無害化され、環境

に負荷を与えないように適切に廃棄されています。

出典）千葉県水道局ウェブサイト（平成 19 年度 環境報告書）

http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/zigyougaiyou/kankyoukaikei/houkokusho19.html

奈良県水道

局

○水質汚濁等の防止

土砂・汚濁等の流入防止対策として、雨水調整池を設置することにより、土砂を沈殿

させ雨水を放流することにより、水道用地外に影響を与えないようにします。

出典）奈良県水道局ウェブサイト（環境会計 平成 18 年度決算）

http://www.pref.nara.jp/suido/
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4-2 化学物質の適正管理（塩素・PCB等）
水道事業体 内容（化学物質の適正管理（塩素・PCB 等））

東京都水道局

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html

Ⅲ- 121



第Ⅲ編 水道事業における環境対策の具体例

4 その他環境保全

4-3 その他公害防止

1) 建設工事の環境対策・ガイドラインの作成
水道事業体 内容（建設工事の環境対策・ガイドラインの作成）

札幌市水道局

出典）札幌市水道局ウェブサイト（平成 20 年(2008 年)版環境報告書）

http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html

札幌市水道局

出典）札幌市水道局ウェブサイト（平成 20 年(2008 年)版環境報告書）

http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html

東京都水道局

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html

Ⅲ- 122



第Ⅲ編 水道事業における環境対策の具体例

4 その他環境保全

水道事業体 内容（建設工事の環境対策・ガイドラインの作成）

神奈川県企業

庁

○環境に配慮した公共工事の推進

企業庁では、計画、設計、積算、実施の各段階で「環境配慮チェックリスト」により

環境配慮項目の確認を行ない、環境に配慮した公共工事を推進するとともに、再生資源

（アスファルト合材など）を積極的に利用しています。

出典）神奈川県企業庁ウェブサイト（環境報告書(平成 19 年度決算版)）

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm

浜松市上下水

道部

出典）浜松市上下水道部ウェブサイト（浜松市上水道事業基本計画）

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/suidou/index.htm

大阪市水道局

出典）大阪市水道局ウェブサイト（平成 19 年度版 環境報告書）

http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html

東大阪市上下

水道局

出典）東大阪市上下水道局ウェブサイト

http://www.suidou.city.higashiosaka.osaka.jp/topics/iso/index.html

Ⅲ- 123



第Ⅲ編 水道事業における環境対策の具体例

4 その他環境保全

2)クリーンエネルギー自動車・低燃費自動車の導入
水道事業体 内容（クリーンエネルギー自動車・低燃費自動車の導入）

札幌市水道局 （７）車両

ハイブリット車などの低公害車の導入を進めています。また、アイドリングストップ、

急発進・急加速の自粛など環境負荷の低減に努めています。

出典）札幌市水道局ウェブサイト（平成 20 年(2008 年)版環境報告書）

http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html

さいたま市水

道局

出典）さいたま市水道局ウェブサイト（平成 20 年度版さいたま市水道局環境会計）

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1220933167819/index.html

川口市水道局 ○事業５－１－３ 車両環境対策事業

内容

→車両保有台数の見直しを行ったうえで、買い替えが行われるすべての車両を、低燃

費・低公害型車両に更新し、併せて用途を満たす範囲で排気量の縮小を行うとともに、

エコドライブを徹底します。

中期経営での年次

→計画期間内に対象となる車両はすべて適用します。なお、「川口市地球温暖化対策実

行計画」に基づき、平成２３年度の燃料使用量におけるＧＨＧ排出量削減目標値を、平

成１８年度比、－３.１％に設定します。

出典）川口市水道局ウェブサイト（アクアプラン川口 21 川口市地域水道ビジョン）

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/94050034/94050034.html

千葉県水道局

出典）千葉県水道局ウェブサイト（平成 19 年度 環境報告書）

http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/zigyougaiyou/kankyoukaikei/houkokusho19.ht

ml

柏市水道部 ・車の排出ガスに含まれる CO2等の排出量が従来の車に比べて非常に少ない低公害車の

導入を検討します。

出典）柏市水道部ウェブサイト（柏市地域水道ビジョン）

http://suido.city.kashiwa.lg.jp/0000000017.shtml
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水道事業体 内容（クリーンエネルギー自動車・低燃費自動車の導入）

東京都水道局

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
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水道事業体 内容（クリーンエネルギー自動車・低燃費自動車の導入）

横須賀市上下

水道局

出典）横須賀市上下水道局ウェブサイト（平成 18 年度環境レポート）

http://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/ir/index.html

川崎市水道局 ■低公害車の使用

低公害車とは、従来のガソリン車やディーゼル車と比べて、窒素酸化物等の大気汚染

物質の排出が少ない車のことをいいます。低公害車は、平成１９年度末で１５９台中１

４０台となっています。今後も引き続き、公用車の削減、低公害車の優先的な使用を行

うことで、排出ガスの抑制に努めていきます。

出典）川崎市水道局ウェブサイト（平成 19 年度決算版環境報告書）

http://www.city.kawasaki.jp/80/80syomu/home/manage/19k_houkoku.htm

神奈川県企業

庁

■低公害車の導入

環境負荷の低減を図るため、毎年すべての更新車両については低公害車を導入してい

ます。なお、平成 19 年度末の企業庁使用台数に占める低公害車の導入割合は 93.2％で

す。

出典）神奈川県企業庁ウェブサイト（環境報告書(平成 19 年度決算版)）

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm

岐阜市上下水

道事業部

・グリーン購入や低公害車の導入を積極的に進めていきます。

出典）岐阜市上下水道事業部ウェブサイト（岐阜市水道ビジョン）

http://www.city.gifu.lg.jp/c/40125110/40125110.html

浜松市上下水

道部

出典）浜松市上下水道部ウェブサイト（浜松市上水道事業基本計画）

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/policy/suidou/index.htm

静岡市水道部

出典）静岡市水道部ウェブサイト（静岡市水道事業基本構想・基本計画）

http://www.city.shizuoka.jp/deps/suidosomu/basicplan.html
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水道事業体 内容（クリーンエネルギー自動車・低燃費自動車の導入）

名古屋市上下

水道局

低公害車の導入

上下水道局では、計画的に低公害車等の導入を進めています。平成 19 年度末現在、

低公害車・低燃費車を 229 台導入しており、車両から排出される CO2、硫黄酸化物（Ｓ

Ｏⅹ）、窒素酸化物（ＮＯⅹ）の削減に取り組んでいます。

出典）名古屋市上下水道局ウェブサイト（環境報告書（平成 19 年度決算版））

http://www.water.city.nagoya.jp/intro/report/kankyoreport.html

豊田市上下水

道局

○排出ガス削減のための低公害車の導入

省エネ型車両（天然ガス車・ハイブリット車）の購入を進めます。

出典）豊田市上下水道局ウェブサイト（豊田市水道ビジョン）

http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/ca00/ca03/tanto/suidouvision/index

.html

大阪市水道局

出典）大阪市水道局ウェブサイト（平成 19 年度版 環境報告書）

http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html

豊中市上下水

道局

出典）豊中市上下水道局ウェブサイト（豊中市水道事業長期基本計画）

http://www.tcct.zaq.ne.jp/toyonaka_suidou/06_annai/index.htm

尼崎市水道局 修理不能車両の発生に応じ、導入時には低公害車等を導入する。

出典）尼崎市水道局ウェブサイト

http://www.suidou.amagasaki.hyogo.jp/

西宮市水道局

出典）西宮市水道局ウェブサイト（平成 18 年度決算版 環境会計）

http://suidou.nishi.or.jp/suidou/zaisei-kankyokaikei.html
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水道事業体 内容（クリーンエネルギー自動車・低燃費自動車の導入）

広島市水道局

出典）広島市水道局ウェブサイト（環境会計(平成 19 年度決算版)）

http://www.water.city.hiroshima.jp/jigyo/kaikei/index.html

福岡市水道局
低公害車の導入

● 概要

車の排出ガスに含まれる CO2等の排出量が従来の車に比べて非常に少ない車を購入しています。

● 環境保全効果

低公害車の導入により排出する CO2を削減します。

出典）福岡市水道局ウェブサイト

http://www.city.fukuoka.lg.jp/suidou/index.html
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3) 大気汚染防止対策
水道事業体 内容（大気汚染防止対策）

東京都水道局

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html
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水道事業体 内容（大気汚染防止対策）

横須賀市上下

水道局

出典）横須賀市上下水道局ウェブサイト（平成 18 年度環境レポート）

http://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/ir/index.html

大阪市水道局

出典）大阪市水道局ウェブサイト（平成 19 年度版 環境報告書）

http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html

東大阪市上下

水道局

出典）東大阪市上下水道局ウェブサイト

http://www.suidou.city.higashiosaka.osaka.jp/topics/iso/index.html

尼崎市水道局 ・ノーマイカーデーの協力徹底（公用車を対象）

・アイドリングストップの徹底

・職員の相乗りなど効率的な自動車使用の徹底

・共用自転車の利用拡大

出典）尼崎市水道局ウェブサイト

http://www.suidou.amagasaki.hyogo.jp/
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4) 地盤沈下対策
水道事業体 内容（地盤沈下対策）

東京都水道局

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html

横浜市水道局

出典）横浜市水道局ウェブサイト（平成 20 年版環境報告書）

http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/kyoku/torikumi/kankyo-hozen/kankyo-houk

okusyo.html

京都府企業局 ○地盤沈下防止にも貢献

乙訓浄水場の建設により、この地域で永年にわたり、地盤沈下や水位低下等を引き起

こしてきた地下水の過剰くみ上げを抑制しています。

出典）京都府企業局ウェブサイト（京都府営水道環境レポート(平成 17 年度決算版)）

http://www.pref.kyoto.jp/koei/kankyou_30.html

大阪市水道局

出典）大阪市水道局ウェブサイト（平成 19 年度版 環境報告書）

http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html
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4-4 環境物品の調達・グリーン購入

1) グリーン購入
水道事業体 内容（グリーン購入）

札幌市水道局 （６）グリーン購入

平成 14 年度に「札幌市グリーン購入基本方針」を定め、毎年「札幌市グリーン購入

ガイドライン」を作成しており、優先的に環境ラベリング商品や環境配慮型商品を購入

することとしています。

出典）札幌市水道局ウェブサイト（平成 20 年(2008 年)版環境報告書）

http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html

仙台市水道局 環境負荷の少ない社会を目指して制定された『グリーン購入法』（国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律）の施行を受けて、仙台市は平成１３年度から『グリー

ン購入推進方針』を策定し、「環境物品等」への需要の転換を促進することとしました。

水道局でも、この推進方針に基づきグリーン購入を積極的に進めており、グリーン購

入率は１００％に達しています（平成１９年４月１日現在）。

出典）仙台市水道局ウェブサイト

http://www.suidou.city.sendai.jp/01_jigyou/10.html

川口市水道局 ○事業５－１－４

内容

→物品等の購入量の削減を行ったうえで、購入にあたっては、省資源･省エネルギー型

製品の優先購入をさらに拡大します。

中期経営計画での年次

→計画期間は、常に適用します。

出典）川口市水道局ウェブサイト（アクアプラン川口 21 川口市地域水道ビジョン）

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/94050034/94050034.html

千葉県水道局 （１）グリーン購入の推進

県では、毎年度、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 10 条の規

定に基づき環境配慮物品調達方針を定め、資源循環型社会の構築を進めることを目的と

して、グリーン購入の実施に取り組んでいます。

出典）千葉県水道局ウェブサイト（平成 19 年度 環境報告書）

http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/zigyougaiyou/kankyoukaikei/houkokusho19.ht

ml
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水道事業体 内容（グリーン購入）

東京都水道局 （３）再生素材を利用した作業服の導入

平成 12 年度から、ペットボトル再生繊維を使用した作業服を順次導入し、平成 14

年度以降、すべての作業服に導入しました。

今後も、引き続き作業服にペットボトル再生繊維を使用していきます。

（４）環境に配慮した物品調達

東京都では、平成 12 年度に「環境に配慮した物品調達指針」及び「環境に配慮した

物品調達ガイド 2000」を策定しました。

更に、平成 15 年度には「東京都グリーン購入推進方針」を改訂し、「東京都グリーン

購入ガイド」については毎年度改訂を行っており、水道局においてもこれらに基づき、

環境に配慮した物品調達を推進しています。

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html

東京都グリーン購入ガイド（以下「ガイド」という）の対象品目については、手順書に

より仕様がガイドに適合したものを購入します。ガイドに指定の無い品目についても、

可能な限り東京都の環境に配慮した物品調達推進方針に従って購入するように努めま

す。

出典）東京都水道局 環境計画（2007-2009）

横浜市水道局 ○物品調達に関する取り組み

環境に配慮した物品購入を行うグリーン購入を推進しています。（原則 100％）

出典）横浜市水道局ウェブサイト（平成 20 年版環境報告書）

http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/kyoku/torikumi/kankyo-hozen/kankyo-houk

okusyo.html

横須賀市上下

水道局

出典）横須賀市上下水道局ウェブサイト（平成 18 年度環境レポート）

http://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/ir/index.html

川崎市水道局 ○グリーン購入

事務用品、印刷物、再生ペットボトル利用の作業服等、環境への負荷の少ない（環境

に優しい）製品の購入と使用を積極的に推進しています。

出典）川崎市水道局ウェブサイト（平成 19 年度決算版環境報告書）

http://www.city.kawasaki.jp/80/80syomu/home/manage/19k_houkoku.htm

神奈川県企業

庁

出典）神奈川県企業庁ウェブサイト（環境報告書(平成 19 年度決算版)）

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/kankyo/index.htm

富山市上下水

道局

出典）富山市上下水道局ウェブサイト（富山市上下水道事業中長期ビジョン）

http://www.city.toyama.toyama.jp/suido/kyotu/k_top2.html#1
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水道事業体 内容（グリーン購入）

金沢市企業局

出典）金沢市企業局ウェブサイト（金沢市企業局中長期基本計画(マスタープラン

2006)）

http://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/web/about/about_public_02.html

岐阜市上下水

道事業部

・グリーン購入や低公害車の導入を積極的に進めていきます。

出典）岐阜市上下水道事業部ウェブサイト（岐阜市水道ビジョン）

http://www.city.gifu.lg.jp/c/40125110/40125110.html

名古屋市上下

水道局

○グリーン購入の推進

業務で使用する事務用品などは、「名古屋市グリーン購入ガイドライン」に従って、

環境への負荷の少ないグリーン商品の購入を推進しています。

出典）名古屋市上下水道局ウェブサイト（環境報告書（平成 19 年度決算版））

http://www.water.city.nagoya.jp/intro/report/kankyoreport.html

大阪市水道局

出典）大阪市水道局ウェブサイト（平成 19 年度版 環境報告書）

http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html

東大阪市上下

水道局

出典）東大阪市上下水道局ウェブサイト

http://www.suidou.city.higashiosaka.osaka.jp/topics/iso/index.html

尼崎市水道局 ・紙類の購入にあたっては、可能な限り「グリーン購入指針」に基づき選定する。

・文具類の購入にあたっては、可能な限り「グリーン購入指針」に基づき選定する。

・器具類等の購入にあたっては、可能な限り「グリーン購入指針」に基づき選定する。

出典）尼崎市水道局ウェブサイト

http://www.suidou.amagasaki.hyogo.jp/
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水道事業体 内容（グリーン購入）

奈良市水道局

出典）奈良市水道局ウェブサイト（奈良市水道事業中長期計画）

http://www.h2o.nara.nara.jp/jigyo/vision.htm

奈良県水道局 環境負荷の少ないグリーン商品を優先的に購入しています。

出典）奈良県水道局ウェブサイト（環境会計 平成 18 年度決算）

http://www.pref.nara.jp/suido/

広島市水道局

出典）広島市水道局ウェブサイト（環境会計(平成 19 年度決算版)）

http://www.water.city.hiroshima.jp/jigyo/kaikei/index.html

高松市水道局 エコ･オフィス活動（電力･紙･ガソリンの削減やグリーン購入）を継続実施します。

出典）高松市水道局ウェブサイト（高松市水道事業基本計画(高松市水道ビジョン)）

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/9433.html

熊本市水道局

出典）熊本市水道局ウェブサイト（熊本市水道事業経営基本計画）

http://www.kumamoto-waterworks.jp/gaiyou/column.html?clmnno=638
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2) 競争入札参加審査の格付けにおける ISO 認証取得者への優遇措置
水道事業体 内容（競争入札参加審査の格付けにおける ISO 認証取得者への優遇措置）

東京都水道局

出典）東京都水道局ウェブサイト（環境報告書平成 19 年版）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/kh19/pdf_index.html

大阪市水道局

出典）大阪市水道局ウェブサイト（平成 19 年度版 環境報告書）

http://www.city.osaka.jp/suido/b_guide/kankyo/houkokusyo.html
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3) エコケーブルの使用
水道事業体 内容（エコケーブルの使用）

札幌市水道局

出典）札幌市水道局ウェブサイト（平成 20 年(2008 年)版環境報告書）

http://www.city.sapporo.jp/suido/c03/c03third/08_03_10.html

横浜市水道局 2001 年から庁舎設備をおもにノンハロゲン、ダイオキシン、無鉛のエコケーブルを布設

している。

出典）飯岡宏之「環境とコストを配慮した氷蓄熱空調システム（第 54 回全国水道研究発

表会講演集）」（平成 15 年）

川崎市水道局

出典）川崎市水道局ウェブサイト（平成 19 年度決算版環境報告書）

http://www.city.kawasaki.jp/80/80syomu/home/manage/19k_houkoku.htm

大阪府水道部

出典）大阪府水道部ウェブサイト（平成 19 年度決算版 大阪府営水道・工業用水道 環

境会計）

http://www.pref.osaka.jp/suido/kankyo/index.html
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