
第Ⅲ編 水道事業における環境対策の具体例

7 社会活動

7 社会活動

7-1 自然保護、緑化等の環境改善対策

1) 緑化
水道事業体 内容（緑化）

宇都宮市上下

水道局

今年度（平成 15 年度）着工する上下水道庁舎について、ハートビル法（高齢者、身体

障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律）、省エネルギー法

に適合するよう設計したグリーン庁舎（下記）となる。

太陽光発電、複層ガラス、屋上緑化、ブリーズソレイユ（日除け）、蓄熱冷暖房、雨水

利用、光センサー人感センサーによる照明設備、全熱交換など

出典）(社)日本水道協会「水道技術管理者協議会議題集(第 126 回技管協)」（平成 15

年 8月 29 日）

さいたま市水

道局

≪緑化の推進≫

水道局用地内の植樹管理を積極的に行い、自然環境や景観保持を行うとともに、地球

温暖化防止に努めています。

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

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
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水道事業体 内容（緑化）

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

京都府企業局

出典）京都府企業局ウェブサイト

http://www.pref.kyoto.jp/koei/kankyou_20.html

大阪市水道局

（セ）浄水場の環境整備

水道局では、周辺の自然環境や景観とも調和した浄水場となるように、積極的に樹木

（３浄水場 合計:約 7万本）の管理を行っています。

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

吹田市水道部

・施設緑被率の向上≪平成 19 年度（2007 年度）駐車場緑化を予定≫

出典）吹田市水道部ウェブサイト（吹田市水道部中期経営計画）

http://www.city.suita.osaka.jp/kakuka/suido/suido/index.htm

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

広島市水道局

浄水場等で、植栽などの緑化整備に努めています。

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

（７）浄水場環境整備の推進 宇治浄水場では、あじさいを基調とした

場内緑化整備による隣接地域との調和、浄水場内外の定期清掃活動によ

る周辺美化活動の推進などにより、自然環境の保全に努めています。
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2) ヒートアイランド現象の緩和
水道事業体 内容（ヒートアイランド現象の緩和）

川口市水道局 ○事業５－２－１浄配水場クール・スポット化事業

内容

→ヒートアイランド現象による都市の蓄熱量を低減するため、浄配水場で発生する未利

用地下水などを活用した散水･噴霧機能を整備し、夏季の日射で気温が上昇する時間帯

に、この機能を用いて場内で散水を行うことにより、敷地内の緑の蒸発散作用との相乗

効果によって地表温度の上昇を抑え、浄配水場のクール･スポット化を促進します。

中期経営計画での年次

→中期経営計画第１期（平成 20 年度～22 年度）に実証実験を行い、施設形態に最適な

実施手法を特定します。そして、第２期中（平成 23 年度～25 年度）に７浄配水場すべ

てで実施します。

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

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 ○打ち水舗装（下面給水型舗装システム）

駐車場（約 1,200m2）及び歩道（約 300m2）部分に横浜市で初めて「打ち水舗装」（舗

装面下に埋設した管から自動給水し、地中の小さな隙間に水が染み込んでいく現象を利

用して、導水･拡散・揚水・保水機能をもたせ、舗装表面を湿っている状態にし、それ

が蒸発する際に発生する気化熱をによって冷却する舗装）を施しました。これにより、

舗装表面温度が低減され、ヒートアイランド現象の緩和が期待されます。

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

名古屋市上下

水道局

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
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水道事業体 内容（ヒートアイランド現象の緩和）

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

神戸市水道局

出典）神戸市水道局ウェブサイト（神戸水道ビジョン 2017）

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/51/01/2008/20080925.html
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7-2 地域住民の環境活動に対する支援等

1) ボランティア活動への積極的な参加や協力、支援
水道事業体 内容（ボランティア活動への積極的な参加や協力、支援）

川口市水道局 ○事業９－３－１健全な水循環に係る市民活動支援事業

内容

→水に関わる市民の活動を支援するとともに、様々な活動を紹介し市民参加を支援する

ことによって、市民の水に対する理解を育み、健全な水循環と市域にとどまらない社会

貢献に寄与します。

中期経営計画での年次

→平成 20 年度から支援手法の検討に着手し、平成 22 年度までに事業化します。

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

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 ● 社会活動や情報公開などの取り組み

●「道志水源林ボランティア活動」

人手不足などにより手入れの行き届かない水源地道志村の民有林を、市民ボランティア

の自主的な組織「道志水源林ボランティアの会」と協働して整備し、水源かん養機能の

高い森林に再生します。19 年度は、約 1,300 人のボランティアの方々によって、6.2

ヘクタールの森を整備することが出来ました。

●水のふるさと道志の森基金

「道志水源林ボランティアの会」などを中心とした市民の皆さまの水源林保全活動を支

援するために、また、直接ボランティア活動に参加できない市民の皆さまでも資金協力

という形で広く水源林保全活動に参加していただけるように、平成 18 年度に基金を設

置しました。

この基金は、市民・企業の皆さまからの寄附と、ペットボトル｢はまっ子どうし｣の売

り上げの一部などによるものです。皆様からのご協力により、19 年度までに、3,000

万円を積立てることが出来ました。

●水源林保全活動を行う団体への助成

地域あるいは NPO 等のボランティア団体が、水源林保全活動を実施した場合、活動費

用の一部を助成するもので、このほかに活動場所の提供や、道具類の貸出も行っていま

す。19 年度は、3 団体に合計 38 万円の助成を行いました。

★ NPO 営利を目的としない市民組織（特定非営利活動法人）

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
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水道事業体 内容（ボランティア活動への積極的な参加や協力、支援）

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

岡山市水道局

出典）岡山市水道局ウェブサイト（岡山市水道事業総合基本計画(アクアプラン 2007)）

http://www.water.okayama.okayama.jp/jigyo/kadai1.htm

北九州市水道

局

出典）北九州市水道局ウェブサイト（北九州市水道事業基本計画）

http://water-kitakyushu.icek.jp/suidou/menu06/keikaku.html
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水道事業体 内容（ボランティア活動への積極的な参加や協力、支援）

福岡市水道局

出典）福岡市水道局ウェブサイト

http://www.city.fukuoka.lg.jp/suidou/index.html

■ 福岡市市民団体水道水源かん養等活動助成金

福岡市関連の水源地域等において、市民団体が実施する水道水源かん養等活動

に対し、予算の範囲内で、その経費の一部を助成します。

● 対象事業

・水源地域における植樹、下草刈り、枝打ちなどの育林等活動

・水源地域住民との交流活動

・水源地域住民との交流等に関する講演会、シンポジウムの開催など

● 助成額

・対象となる経費の 2分の 1以内の額で、1団体 50 万円まで

● 助成対象となる団体

・対象事業への市民の参加者が 20 名以上となる福岡市民の団体

■水源林ボランティアの育成 水源かん養林の保全活動を行う人材を育成するた

めに、平成１７年度から平成１９年度にボランティアを募集し、活動に必要とな

る基礎的な知識や技術等の講習を行っています。また、平成２０年度からは、市

内ダム周辺において、講習終了者による水源かん養林の保全活動が実施されます。
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2) 広報活動
水道事業体 内容（広報活動）

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

仙台市水道局 ・水道局では、皆さまに水源を身近に親しんでいただけるよう、青下水源地周辺を開放

しています。

・青下水源地周辺は自然散策路が整備されており、また登録文化財となっている「青下

ダム」や「青下ダム旧管理事務所」など仙台市水道創設期を代表する歴史的な施設や、

「水道記念館」があります。

・仙台市水道局では、市民の皆さまに水道事業への理解を深めていただくために、広報

紙「仙台の水道 H2O」を発行しています。この広報紙は、仙台市の全世帯へ配布される

ほか、当ホームページでもご覧いただくことができます。

・仙台市水道記念館のご案内

豊かな自然に恵まれ、「近代水道 100 選」にも選ばれた青下水源地。この恵まれた環境

の中に水道記念館があります。館内には、水道のしくみや歴史、水と生活の関わりなど

をわかりやすく展示しています。また、青下水源地には、ベンチや東屋などもある自然

散策路が整備されています。水道記念館で水道について学んだ後は、四季折々の季節感

あふれるハイキングコースを歩いてみませんか？

・第 48 回（平成 18 年度)水道週間行事として募集していた「水のある風景」フォトコ

ンテストの入賞作品が決まりました。

・市政出前講座では、職員が直接伺い、わかりやすくお話をさせていただきます。

出典）仙台市水道局ウェブサイト

http://www.suidou.city.sendai.jp/03_suisitu/03.html
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水道事業体 内容（広報活動）

宇都宮市上下

水道局

出典）宇都宮市上下水道局ウェブサイト（第 2次宇都宮市上水道基本計画）

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/news/010617.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

出典）さいたま市水道局ウェブサイト（さいたま市水道事業長期構想）

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1188536455432/index.html

川口市水道局

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
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水道事業体 内容（広報活動）

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

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（広報活動）

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（広報活動）

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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