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１．はじめに

　下水道は，本来的に，環境を守ることを使命

とする最も基本的な社会資本であり，望ましい
水循環の再生に向けて積極的に主導的な役割を

果たしていくことが求められている。
　東京の下水道は，明治17年の「神田下水」の

建設に始まり，昭和30年代から本格的に普及事

業を進めてきた結果，区部では平成６年度末に
100％普及概成に至った。約807万人の都民が使

用している下水道は，平成９年度末で下水道管
の総延長約14,986㎞，日量約629万m3の処理能

力を有する日本最大の規模となっている。

　100％普及概成した区部の下水道は，基本的
な機能の充実とともに，より快適な都市環境を

実現するために，今後とも事業を着実に進めて
いかなければならない。

　一方，平成８年９月に環境マネジメントシス

テム（以下，「EMS」という。）に関する国際規
格「ISO14001」が発行された。地球規模での環

境問題に対処するため，企業や事業者等が自主
的に環境への負荷を低減するためのシステムに

関する規格である。

　東京都下水道局では，地球環境保全に向けて，
さらなる快適な水環境の創出を目指す下水道の

役割を明確に示すため，昨年５月に「ISO14001」
の認証取得に向けた検討を開始し，組織体制や

EMSの構築範囲等の，検討作業を鋭意進めてきた。

　ここでは，当局における活動の経緯とともに，
構築中のEMSの概要について述べる。

２．「ISO14001」認証取得に向けてスタート

　環境管理に関する国際規格「ISO14001」への

関わりは，昨年３月の都議会の予算審議に始ま
る。その席上，下水道局長が「ISO14001」認証

取得への取組みを表明し，「環境マネジメントシ
ステムの導入により，省エネ，省資源によるコ

ストダウン，下水道事業に対する信頼性の向上

につながる。」とし，認証取得に積極的な意欲を

示した。
　昨年５月には平成11年度中の認証取得を目指

すことを局内で決定するとともに，計画部長を
委員長とする「東京都下水道局品質・環境管理

検討委員会」を発足し，検討体制を整えた。検

討委員会では，認証取得に向けた今後の対応方
針などが審議されたが，まずは維持管理部門と

して落合，中野，有明の３箇所の下水処理場，
建設部門では建設工事を対象としてシステム構

築等のケーススタディを実施することとした。

　また，局内では本局に計11名のISO導入の実質
的な作業チームとして「品質・環境管理プロジ

ェクトチーム」を編成し，処理場や建設事務所
の職員と一丸となってシステム構築作業を行う

体制を整えてきた。一方で，ISO導入に対する自

覚と環境に関する知識，技能の向上を図るため，
全管理職，下水道局本局及び全事業所を対象と

して，職員約1500名に研修を実施してきた。

３．EMS導入に向けた検討

  このように，平成10年度から局内検討体制を
整備し，EMS導入に関する実質的な検討を行っ

てきたが，論点となったのは①下水道事業にお
ける認証取得の意義及び効果，②EMSの効果を

十分に発揮しうるシステム導入手順と構築範囲

の選定であった。
(1) 下水道事業における認証取得の意義及び効

果
　下水道事業は，雨水の排除，汚水の排除・

処理，公共用水域の水質保全といった都市の

水循環を支える基本的な役割はもとより，水
循環を回復・再生し水環境を創出する高度処

理や発生する汚泥の資源化など，役割の拡大
に呼応して，積極的に環境対策を進めている。
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一方，このような環境保全のための下水道事

業活動からも環境負荷が発生している。

　東京都下水道局は，地球環境保全に向けて，
この負荷を継続的に低減するとともに，さら

なる快適な水環境の創出を目指す下水道の役
割と取組方針を明確に示すため，経営管理の

一環としてISO14001を認証取得することとし

た。
　下水道局自らが認証取得することにより，

次のような効果が期待できる。
１）快適な水環境の実現に向けた事業姿勢の

ＰＲ

　　　下水道事業本来の役割である下水の排
除・処理に加えて，高度処理の推進，処理

水の再利用など，快適な水環境の創出をめ
ざす下水道事業の役割や取組みを明確に示

しうる絶好の機会となる。

  ２）環境への負荷の継続的な低減
　    下水道事業から生じる廃棄物の減量や薬

品，電力等使用する資源エネルギーの有効
活用など，環境への負荷を継続的に低減す

るシステムづくりができる。

　３）職員の意識改革と効率的な行政運営
　　　全職員の環境保全に対する意識の向上が

図れるとともに，経営管理手法の導入に
よる効率的な事業運営の実現，省資源・

省エネルギーに伴う経費節減等が期待で

きる。
  ４）目に見える下水道事業の推進

　    独自の環境保全へ取組みを外部に示すこ
とにより，下水道事業の透明性を確保し，

ひいては都民からの信頼性を高めることが

期待できる。
(2) EMSの導入手順と構築範囲の選定

　EMSの効果を十分に発揮しうるシステム導
入手順と構築範囲を検討した結果，当初は，

維持管理及び建設部門別の各事業所毎にきめ

細かなEMSを構築・運用し，段階的にシステ
ムの拡大を進め，将来的には下水道局，即ち

下水道事業全体で「ISO14001」の認証を取得
することとした。

　これらの主旨を受け，以下の取得方針を昨

年12月に決定し，公表した。

【下水道事業におけるISO14001認証取得方針】

 １　認証取得の目的
(1) 快適な水環境の創出を目指すうえで，下水
道局の役割と取り組み方針を明確に示す。

(2) 下水道事業から生じる環境への負荷の継続
的な低減を図る。

(3) 環境監査制度の導入により，下水道事業に
対する都民からの信頼性を高める。

２　認証取得の対象範囲及び時期
　維持管理，建設部門等を含む下水道局全体を
対象に，ISO14001の認証を取得することを目標
とするが，当面の対応は以下のとおりである。
(1) 維持管理部門については，下水処理システ
ムのうち，次の３処理場を対象に水処理施設
に関する環境マネジメントシステムを構築
し，平成11年内に認証を取得する。
　 ①　有明処理場
　 ②　落合処理場
　 ③　中野処理場

(2) 建設部門については，区部では建設部及び
全建設事務所を，流域下水道本部では設計課
及び工務課を対象に，平成11年度中に建設工
事に関する環境マネジメントシステムを構築
し，システムの運用と検証を行う。

　なお，上記(1)(2)以外については，環境マネ
ジメントシステムの構築・運用を段階的に進め，
将来的には，局全体での認証取得をめざす。

　この方針では，先行する処理場と建設部門に

おけるシステム構築のノウハウを活かしながら

システムを拡大し，将来的に下水道局全体で認
証取得する手順を示した。

　また，認証取得方針の決定に伴い「東京都下
水道局品質・環境管理検討委員会」の使命は終

わり，昨年12月，同委員会を改組し下水道局長

を委員長とする「東京都下水道局環境管理委員
会」を新たに発足させ，下水道局全体でのシス

テム拡大に向けた実質的な推進作業に取りかか
ることとした。

４．地球環境に貢献する処理場へ
　当面の認証取得箇所として掲げた３処理場の

処理能力は，落合処理場45万m3/日，中野処理
場４万６千m3/日，有明処理場３万m3/日である。

下水処理方式は，落合処理場が二次処理法＋急

速砂ろ過法，中野処理場はリン除去が可能な嫌
気好気法，有明処理場は窒素とリンの同時除去

が可能な嫌気無酸素好気法，即ちA２O法を採用し
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ており，ともに高度処理を採用している。また，

これらの処理場は，周辺環境との調和を図り，

処理場上部の公園やスポーツ施設など，都民の
憩いの場である貴重な都市空間といった共通点

を有している。
　EMSの構築に当たっては，本局，並びに処理場

の職員と共同で環境側面の抽出などの環境影響

調査を実施するとともに，システム文書や手順
書の作成を進めてきた。事業活動などに伴う環

境への影響度合いを評価する環境影響調査は，
今まで経験のない作業であり試行錯誤の繰り返

しであった。多くの労力と手間をかけてしまっ

たが，これも貴重な教訓として活かそうと考え
ている。作業上で特に留意した点は，システム

導入後の混乱を招くことの無いよう，既存の業
務手順を変更せず，文書類はできるだけ簡易な

ものにすることであった。この点についても，

言うは易いがなかなか実行困難なことであった。

５．認証取得に向けた取り組み
　今年２月には，当局におけるEMSの最上位文書

となる「東京都下水道局環境方針」と，その基

本的考え方に沿った有明，落合及び中野の３処
理場に関する「環境方針」並びに「環境目的」

を決定し，公表した。
(1) 東京都下水道局環境方針

　東京都下水道局環境方針は，「日々の事業

活動を通して，望ましい水環境を将来の世代
へ継承するために行動する，そして，自然と

調和した都市環境を都民とともに築き，地球
環境保全に貢献する」ことを基本理念とし，

「継続的改善」「良好な都市環境への一層の

貢献」「環境の保全」「職員の育成」の４項目
からなる基本方針で構成されている。

東京都下水道局環境方針

基 本 理 念
 　地球は水の惑星です。水は，生活に欠くこと
のできない貴重な資源であり，良好な環境を形成
する大切な要素です。
　 東京都下水道局は，環境保全の担い手である
ことを自覚し，日々の事業活動を通して，望まし
い水環境を将来の世代へ継承するために行動しま
す。そして，自然と調和した都市環境を都民とと
もに築き，地球環境保全に貢献します。

基 本 方 針
　 東京都下水道局は，基本理念に基づき，本来
の役割である生活環境の改善に加えて，処理水の
再利用や汚泥の資源化といった都市のリサイクル
システムを更に発展させるとともに，事業活動を
通して生じる環境負荷を継続的に低減します。
【継続的改善】
１　環境目的及び環境目標に基づいた行動計画を
策定し，運用するとともに，経営管理の一環と
して，その内容を定期的に見直し，継続的な改
善を図ります。

【良好な都市環境への一層の貢献】
 ２　良好な処理水質の確保に努め，高度処理の
推進，下水道施設の有効活用，処理水の再利用
及び汚泥の資源化など，環境へのプラス面を更
に活かし，良好な都市環境の実現に一層の貢献
をします。

 ３　周辺環境に配慮した下水道施設の維持管理
や建設事業を進め，快適な居住環境の確保に努
めます。

【環境の保全】
 ４　下水道事業の運営にあたっては，可能な限
り省資源，省エネルギー，廃棄物の減量等に努
め，環境への負荷を低減するとともに，環境汚
染の予防に努力します。

 ５　環境関連法令及び地域との協定等の遵守は
もとより，都全体の環境施策の考え方に沿って
環境保全に努めます。

【職員の育成】
 ６　全ての職員の環境問題に対するさらなる意
識向上を図り，環境保全に自発的に行動する人
材を育成します。

　この環境方針は，全職員に周知徹底するととも
に，都民をはじめ誰もが入手できるように公表し
ます。
  

　　１９９９年２月１６日
　　　　　　東京都下水道局長　　鈴木　章
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(2) ３処理場での具体的な取り組み

　当面の認証取得箇所である３処理場では，

局環境方針の基本的な考え方に沿って処理場
独自の環境方針を策定した。落合・中野処理

場では，神田川，妙正寺川の良好な放流水質
の確保や，新宿副都心地区への再生水の安定

供給などを明記。有明処理場では，臨海副都

心等に下水道を通した水循環の理想型の実現
を目指していくなどを明記した。

　また，３処理場では，行動計画策定の基本
となる環境目的及び目標を設定した。環境目

的は，環境方針との整合を図ることはもとよ

り，法的及びその他の要求事項，著しい環境
側面，技術上の選択肢，財政上，運用及び事

業上の要求事項，並びに利害関係者の見解等
に配慮し設定した。

　具体的には，良好な処理水質と運転管理の

安全性の確保，電力量の節減，廃棄物の減量
等を掲げ，その行動計画となる達成目標を設

定し，達成期間や実行責任者を明らかにする
ための環境マネジメントプログラムを作成し

た。以下に上記３処理場での環境方針及びそ

れに対応した環境目的を示す。

環　境　方　針 環　境　目　的
・良好な都市環境の
実現に一層の貢献を
する

・信頼性の高い処理場機
能を維持し，法規制値に
とどまらず，自主管理値
を定め，良好な放流水質
の確保に努める
・再生水の良好な水質確
保と安定供給

・可能な限り省資源，
省エネルギー，廃棄物
の減量等に努め，環境
への負荷を低減すると
ともに，環境汚染の予
防に努力する

・電力量の節減
・薬品使用量の適正化
・事務所から発生するご
みの減量と分別収集の徹
底
・コピー用紙等事務用品
の効率的運用

継
　
続
　
的
　
改
　
善

・地域環境の保全に
積極的に取り組む

・臭気対策の徹底
・不快害虫の対策
・工事における環境配慮

　処理場では，いち早くＩＳＯ推進組織を編
成し，最高経営層となる管理事務所長以下，

各職員が精力的に取り組んだ結果，環境マネ
ジメントマニュアル，各種規程及び手順書等

のEMS関連文書の作成を終えた。現在，システ

ムの試験運用の段階に入っており，今秋まで
に認証を取得したいと考えている。

《処理場のＩＳＯ組織図》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

……

(3) 建設部門での取り組み

　建設部門では，区部の建設部及び全建設事
務所を対象に，建設工事に関するEMSを構築中

である。

　システム構築に先立ち，現在，建設工事に
関わる環境影響調査を行い，著しい環境側面

を特定し，行動計画策定の基本となる環境目
的及び目的の設定作業中である。建設部門は

処理場と異なり，①施設の計画設計から施工

管理まで幅広い範囲に及ぶ，②本庁と出先の
両方が関係する，③事業毎にサイトが異なる，

④施工は請負業者が行う，⑤協力業者が多数
である，等の特殊性があるため，システム運

用上の問題点を十分配慮して環境目的の設定

作業を進めているところである。
　以下に，建設部門で想定される環境方針と

それに対応した環境目的を示す。

環境管理責任者
（処理場長）

内部監査事務局
（本局設置）

庶
　
務
　
係

運
転
管
理
係

環境管理委員

最高経営層
（管理事務所長）
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環　境　方　針 環　境　目　的
・環境に考慮した建設
事業を行う。

・環境に配慮した施策や
事業計画を策定する。
・建設機械から生じる騒
音の低減に努める。
・建設機械から生じる振
動の低減に努める。
・地盤沈下を発生させな
いように努める。

継
　
続
　
的
　
改
　
善

・省資源，省エネル
ギー，廃棄物の減量
等に努め，環境への
負荷を低減するとと
もに，環境汚染の予
防に努める。

・環境に配慮した各種基
準，指針，仕様書を作成
する。
・環境に配慮した設計を
行う。
・建設発生土，建設泥土
のリサイクルを進める。
・コンクリート塊のリサ
イクルを進める。
・アスコン塊のリサイク
ルを進める。
・建設現場内で発生する
廃棄物の分別及びリサイ
クルを進める。
・排ガス対策を進める。

　このように，建設部門で想定される環境目的

は，殆ど全てが請負業者の協力なしでは考えら
れないため，今後，システムの試験運用を通し

て請負業者との関係を検証し，実効性のあるシ

ステムを構築していきたいと考えている。

６．グローバル・スタンダード化に向けて
　前掲の取得方針に示すように，今後は，下水

道局全体でのISO認証取得に向けて，平成11年度

から局内のすべての組織でEMSの構築作業が始ま
る。言い換えれば，下水道局職員が一丸となっ

て，将来的に一つのシステムを作り上げ，動か
していくことになる訳である。今一番重要なこ

とは，全職員の結束を促し，各自の環境保全に

対する熱意を，システム作りの中でどう活かし
ていくかという点である。

　下水道局では，職員が環境に対する共通の基
本理念をもって今後の構築作業に取り組むべく，

下水道局の環境方針を作成し，全職員に周知し

たところである。
　下水道事業において世界共通の規格である

ISO14001の認証を取得することによって，グロ
ーバルな評価を得るとともに，この取組みが下

水道事業に携わる職員一人ひとりの環境への取

組みの励みとなり，新たな下水道事業の飛躍に
つながる一歩となれば，ISO導入の最大の効果と

考えるものである。

<< 中目次へ




