
3-(1)-6 事業場排水に関する規制及び指導手法の強化と効率化 

に向けた新たな取組みについて 

 

施設管理部 排水設備課 塩見 浩  

長井 信諭 

 

１．はじめに  

平成 21 年度に水質環境基準が見直され、東京湾をはじめとする水辺環境の改善に関心が高ま

っている。下水道局でも、水再生センター放流水質向上に向けて、今まで以上に事業場指導や

監視強化を行っているが、依然として下水排除基準を超過する事業場の割合は高く、改善に向

けた取り組みが求められている。  

ここでは、持続可能な事業場指導をしていくための水質規制手法と平成 22 年度から開始した

新たな取組みについて紹介する。  

 

２．水質規制における現状 

２．１ 届出事業場 

 届出事業場は、事業場の取り扱う化学物

質、排水量、業種等により重点指導事業場、

一般指導事業場、確認対象事業場に区分し

ており、立入検査計画回数についてランク

分けをしている。重点指導事業場について

は最も積極的に立入検査を行っている。  

 平成 21 年度末の東京都区部の届出事業

場数は、9,666 件あり、このうち、重点指

導事業場が 1,129 件、一般指導事業場が

1,547 件、確認対象事業場が 6,990 件である

（図１）。  

２．２ 現在取り組んでいる代表的な水質

規制手法 

個別監視の重点化と水質規制業務の効率

化に取り組んでいる。  

２．２．１ より効果的な立入検査の観点

からの個別監視事業場の重点化 

指導の重点化を図るために、平成 18 年度

から 20 年度にかけては有害物質未使用事

業場について、一般指導事業場から確認対

象事業場への区分の見直しを行い、平成 21

年度においては、より効率的な事業場指導

を実施するため、1 日の排水量が 100 ㎥を

超える事業場を、重点指導事業場から一般指導事業場へ変更するなどの区分の見直しを行った。

図２ 各区分に属する事業場数の推移 

図１ 平成 21 年度末における 

     区部届出事業場の区分内訳 
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各区分に属する事業場数の推移を図２に示す。 

平成 21 年度の立入検査実績数は、5,357 回であり、そのうち下水道に与える影響が大きいと

考えられる、有害物質使用事業場、酸性排水を排出するおそれのある事業場、大規模厨房のあ

る事業場及び違反を繰り返す事業場に対し重点的に指導を行った。  

２．２．２ 水質規制業務の効率化の観点からの取組 

平成 21 年度より立入指導先確認調査委

託を開始した。これは、当局直営の立入検

査業務の一部について、東京都の監理団体

（東京都下水道サービス株式会社）が補

完・代行するものである。本委託内容は、

専門性を有する委託先職員が、事業場の公

共ますの状況を確認し、採水するとともに

現場にて簡易分析を行い、その結果を当該

事業場に通知する。また、事業場に下水排

除基準の周知及び届出内容の変更の有無の

確認を行う。事業場で採水した検体は、委託

先職員が所管の下水道事務所に搬入し、当局

職員に引き継ぐものである（図３）。  

 報告徴収制度は、年に一回、水質の分析結果、排水処理に係る産業廃棄物の処理状況などの

報告を受け、取組状況を確認することで立入検査に代えるもので、平成 20 年度から ISO14001

取得事業場を対象として開始した。対象事業場は、過去の立入検査の結果が良好であり、継続

的に自主的な環境管理が適切に行われると認められる環境マネジメントシステム運用事業場と

した。平成 22 年度は ISO14001 に加え、エコアクション 21 の認証を取得している事業場も対

象に実施している。 

 

３．新たな取組の開始 

３．１ 水質規制の課題及びその対応

方針 

 上記の取組により、持続可能な事業

場指導をしていくにあたり、現在直面

する課題が二つある。  

第一に、違反を繰り返す事業場の存

在である。こうした事業場を改善して

いくには、事業場が安定的な排水処理

を行うように規制や指導をしていく必

要があり、そのための具体策が求めら

れる。  

第二に、現在、個別監視の重点化に

より、立入検査回数の少ない確認対象

事業場数が届出事業場の約 7 割に上っ

ている。そのため、確認対象事業場の立入検査を補完する方策を考案する必要がある。  

図４ 新たな取組みの考え方 

図３ 立入指導先確認調査委託 
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上記の課題に対応していくため、違反を繰り返す事業場に対しては、これまで取り組んでき

た手法を一歩進んだ形で活用し、さらなる個別監視の重点化や、規制及び指導手法の効果検証

を行うことで、これらの手法を確立する。立入検査回数の少ない確認対象事業場に対しては、

広域監視の対象とし、概括的な水質監視を充実させていく。こうしたことにより、届出事業場

全てを網羅した監視体制を構築する（図４）。  

３．２ 違反を繰り返す事業場への取組み 

３．２．１ 重点指導モデル地区の設定によ

る規制及び指導の強化 

事業場指導の重点化に加え、一歩進んだ取

組として、平成 22 年度から、違反を繰り返す

事業場が集中する複数エリアを重点指導モデ

ル地区に設定し、重点指導モデル地区内にお

ける違反を繰り返す事業場（以下、モデル地

区内重点事業場）への立入検査を重点的に行

っている。また、人孔等を監視点とした水質

監視、自動採水器の活用など多様な水質規制

手法を用いて指導、監視を行っていく。  

以上の取組により今年度からの 3 カ年で、

モデル地区内重点事業場の改善を図る（図５）。 

３．２．２ 重点指導モデル地区における水質規制検討会を活用した規制・指導手法の検証及

び効果的な手法の共有化 

重点指導モデル地区における水質規制検討会（以下、検討会）を設置し、次のような作業を

行っている。  

規制手法に関しては、モデル地区内重点事業場における重点的な立入検査及び時間外検査や

自動採水器等の活用など多様な水質規制手法の実施状況や水質検査結果から、効果検証を進め

ている。  

事業場における違反の改善指導においては、現行の数値化された指標(立入回数、採水率、違

反率など)では、指導の進捗状況や改善の効果が見えにくい状況となっている。そこで、進捗状

況や改善効果を「指導達成確認票」を作成することで「見える化」し、今後、モデル地区内重

点事業場の現況を用いて、内容を精査して、わかりやすいものに改良しながら、水平展開を図

っていく。 

また、モデル地区内重点事業場が改善するための指導手法を検討するにあたり、現在使用し

ている事業場指導調書では内容全てを一つの時系列順に記載していく様式となっているため、

過去にどのような違反項目及び原因があったのかということや、個々の違反原因についての対

処の経緯や状況等が一目でわかりにくいという問題があった。そこで、対象事業場の違反項目

を列挙するほか、個々の違反原因別に指導経過を時系列で記載し、これら違反項目や指導内容・

結果が時系列ごとに一覧形式となる共通フォーマットを作成して、個々の違反項目や原因につ

いて具体的対策を検討し易い形式とした。そして、指導手法について検討会で得られた有用な

意見を集約し、今後の指導に反映させている。 

図５ 重点指導モデル地区の設定 
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以上の取組みについては、PDCA の視

点から検証を行い、その結果、より効果

的な規制・指導手法については、全下水

道事務所で共有化を図り、違反を繰り返

す事業場全体の規制・指導に反映させて

いく（図６）。  

３．３ 確認対象事業場への広域監視を

活用した水質監視及び水質規制制度の周

知徹底に向けた取組 

広域監視は、従来、事業場排水が集中

する地区において効率的に水質監視を行

う手法として、実施してきた。人孔等を

監視点とし、採水による水質測定や自動

採水器等による継続的な水質監視を行い、

監視点の上流事業場の排水を概括的にチ

ェックし、異常が検知された場合、上流事業場への規制を強化するものである。  

メリットは、少ない労力で広範囲の水質を監視でき、立入検査時には認められなかった異常

排水や、不法投棄の発見にもつながることである。また、事業場に対する抑止効果にもなる。

その反面、エリア内の総排水量が多いと異常排水が希釈され、発見率が低下することや、異常

排水が発見できても必ずしも原因事業場等が特定できるとは限らないこともある。  

平成 20～21 年度の広域監視は、個別監視の重点化により立入対象から外れた事業場について

実施したものであったが、平成 22 年度からは、個別監視の重点化による立入検査を補完するた

めに、確認対象事業場全てを広域監視の対象事業場とし実施している。  

広域監視の調査結果において下水排除基準不適合を発見した場合については、原因を調査し

対応をしている。下水排除基準不適合項目が有害物質及び pH の酸性側での場合は、事業場排

水によるものと判断し、広域監視の再調査を実施するとともに、下水道事務所は遡及調査を行

う。一方、下水排除基準不適合項目が pH のアルカリ性の場合は、一般家庭からの排出等も考

えられるため、アルカリ排水を排出するおそれのある上流事業場を予測し、調査地点を上流側

にシフトさせる等の広域監視の再調査を実施し、そこで再度アルカリ性で基準不適合となった

場合のみ、下水道事務所は遡及調査を行うこととした。 

平成 22 年度の上半期の広域監視では、下水排除基準不適合項目は 2 件（テトラクロロエチレ

ン、pH）について上流調査を実施した。 

 その他、水質規制制度の周知徹底は、確認対象事業場に対して、届出制度や水質管理責任者

制度についてのリーフレットを郵送して周知を行い、事業者の水環境に関する意識の向上を図

るとともに、事業場の現況についてアンケートを実施するなど、効率的に事業場の届出指導及

び現況把握を進めている。  

 

４．まとめ 

当局が直面する課題について、以上のような効果的・効率的視点に立った取組により、水質

規制業務のさらなる充実を図り、最小の経費で最良のサービスの提供を目指していく。そのた

めには今後も、個々の施策全てについて、絶えず検証、見直しを行い、施策の適切な選択や新

たな施策の立案を図っていく。   

図６ PDCA サイクル 
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