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多摩川の水環境を安定的に支える
連絡管の完成

下水道局では、多摩川の下を横断する連絡管を整備し、多摩川をはさんで向かい合
う二つの水再生センターを結びました。連絡管は、①震災時等のバックアップ機能の
確保、②施設の再構築や日常の維持管理における相互融通機能を備え、多摩地域の安
定的な下水処理に役立っています。

連絡管の整備効果
◯大地震などにより、片方の水再生センターが被災し処
理機能が低下した場合、もう一方の水再生センターに
下水や汚泥を送り処理することでバックアップが可能
となります。
◯連絡管の相互融通機能を活用し、施設の一部を停止し
て再構築や補修を効率的に行います。
◯連絡管の相互融通機能を活用し、焼
却炉の能力に応じて汚泥を適正に配
分することで燃焼効率を向上し、使
用燃料を削減します。

見える化施設
◯普段目にすることが少ない下水道の
しくみをわかりやすく伝えるために、
北多摩一号・南多摩水再生センター間連絡管の整備にあわせて、「見える化施設」
を併設しています。 

連絡管の位置図

施設規模を体感できる実物大模型 連絡管をイメージできる壁画

震災時等のバックアップ機能

連絡管の断面図
 

①多摩川上流・八王子水再生センター間
（平成 17年度完成 )

②北多摩一号・南多摩水再生センター間
（平成 24年度完成）

③北多摩二号・浅川水再生センター間
（平成 27年度完成）

３ エネルギー・地球温暖化対策
「スマートプラン 2014」「アースプラン 2010」の推進

　下水道局では、下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプラン2014」
（平成26年６月）及び下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン
2010」（平成22年２月）に基づき、エネルギー・地球温暖化対策を進めています。

下水道事業におけるエネルギー基本計画
「スマートプラン 2014」
（平成 26年６月策定）

下水道事業における地球温暖化防止計画
「アースプラン 2010」
（平成 22年２月策定）
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▶下水道事業初のエネルギー基本計画「スマートプラン2014」の策定
   ● 下水道サービスを安定的かつ持続的に提供していくために、2014（平成26）年6月に、
2024（平成36）年度までの具体的な取組内容を明確化した「スマートプラン2014」を
策定
▶「スマートプラン2014」や「アースプラン2010」の推進
   ● 森ヶ崎水再生センターや南多摩水再生センターで1,000kW（メガワット級）の太陽光
発電を導入し、再生可能エネルギーの活用を拡大

   ● 葛西水再生センターなど16基の焼却炉で第二世代型焼却システムを導入し、省エネル
ギーを推進

   ●  第三世代型（エネルギー自立型）焼却システムや新たな高度処理（嫌気・同時硝化脱窒
処理法1）を開発

   ●  省エネルギー型機器の導入など地球温暖化対策を積極的に進めてきたことで平成24年
度には「アースプラン2010」の目標である温室効果ガス排出量25%削減を達成

良好な水環境と環境負荷の少ない都市を実現するために
エネルギー・地球温暖化対策
「スマートプラン２０１４」「アースプラン２０１０」の推進

■ これまでの主な取組

■ 課　題

目
的

取
組
方
針

「スマートプラン2014」と「アースプラン2010」のそれぞれの目標達成
に向け、エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の削減に取り組みます。

両プランの着実な実施に向け、以下のポイントに基づき施策を推進します。
○再生可能エネルギーをより一層活用し、下水道事業において可能な限
り自らエネルギーを確保します。
○省エネルギーをさらに推進し、エネルギー使用量を削減します。
○水処理から汚泥処理までの施設全体での処理工程を通したエネルギー
最適化などの取組を試行的に導入し、取組の効果検証、評価を行い、エ
ネルギースマートマネジメントの取組として展開します。

１　嫌気・同時硝化脱窒処理法：単一槽内において硝化と脱窒を同時に行うちっ素処理と嫌気好気法（AO法）を組み合わせた処理法 ２　一酸化二窒素（N2O）： 二酸化炭素（CO2）の298倍の温室効果を持つ気体

▶浸水対策や合流式下水道の改善などの下水道サービス向上の取組によってエネルギー
使用量は今後も増加する見込みのため、再生可能エネルギー活用の拡大だけでなく省
エネルギーのさらなる推進、施設全体でのエネルギー管理などの取組が必要

▶汚泥処理工程では電気や燃料のエネルギーを大量に使用しており、エネルギー使用量
の削減が必要

▶汚泥焼却工程で発生する一酸化二窒素（N2O）
２や燃料の使用による二酸化炭素（CO2）

　の排出量は大幅に削減されたが、電気の使用によるCO2の排出量は横ばい
▶東京都環境審議会において「東京都環境基本計画のあり方について（中間のまとめ）」
が取りまとめられ、温室効果ガス排出量の削減について新たに高い目標が提示

エネルギー使用量

下水の処理や雨水排除を行うことにより電気や燃料
のエネルギーを大量に使用

［TJ］：テラジュール※
※電気と燃料で異なる単位をエネルギーの単位とし
て統一するため熱量（J：ジュール）に換算。

T（テラ）は1012＝1兆を意味する。

温室効果ガス排出量※の推移

熱量換算値
　・電気
　・燃料（都市ガス）

1kWh＝3.6MJ
1m3  ＝43.1MJ

「スマートプラン2014」や「アースプラン2010」に基づき、エネルギー
使用量や温室効果ガス排出量の削減を積極的に推進します。
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荷
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実
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○再生可能エネルギー活用の拡大
▶太陽光発電の拡大導入
   ●  浅川水再生センターで1,000kW（メガワット
級）など、太陽光発電を合計で約2,500kW導入

▶小水力発電の拡大導入
   ●  発電に必要な放流落差などを確保できる森ヶ
崎水再生センターや南多摩水再生センターで
小水力発電を導入

▶汚泥焼却時の低温域廃熱を活用した新たな
発電

   ●  南多摩水再生センターなどで、これまで技術的
に未利用であった低温域の焼却廃熱を活用し
た発電を導入

○省エネルギーのさらなる推進
▶省エネルギー型機器の導入
   ●  省エネルギー型の汚泥濃縮機や汚泥脱水機な
どの積極的な導入

▶水処理工程での取組
   ●  従来の高度処理と比べ、同等な水質を確保しつ
つ、２割以上の電力削減が可能な新たな高度処
理（嫌気・同時硝化脱窒処理法）の導入

   ● 葛西水再生センターや清瀬水再生センターな
どで微細気泡散気装置とあわせて送風機を導
入し、反応槽への送風量を最適化することによ
り、電気使用量を削減

   ●  水再生センターごとに水質改善と省エネルギーの両立が図れるよう水処理運転を最適
化

▶汚泥処理工程での取組
   ●  新河岸水再生センターで、新たに技術開発した第三世代型（エネルギー自立型）焼却シ
ステム1を導入

   ●  南部スラッジプラントなどにおいて、定格運転をしない炉に第二世代型焼却システム
を拡大導入

○エネルギースマートマネジメントの検討・導入
▶水再生センターにおける施設全体でのエネルギー管理の検討・導入
   ●  第一沈殿池から引き抜く汚泥や汚泥処理施設へ送る汚泥を高濃度化することで、汚泥
ポンプなどの運転時間を短縮し、電気使用量を削減する取組を検討・導入

■ ５か年の主な取組

１　第三世代型（エネルギー自立型）焼却システムの導入は、焼却能力が一定規模（150t/日）以上で、年間を通じて安定的に焼却
（定格運転）する炉を対象とする。 ※1　温室効果ガス排出量の削減率：2000（平成12）年度対比の温室効果ガス排出量の削減率

※2　降雨による水量の増減などに伴い機器の運転が変動することで、温室効果ガス排出量は増減するため、目標達成に向けた継続
的な取組を実施。なお、「アースプラン2010」を見直し、新たな目標を設定

○「アースプラン2010」の見直し
▶温室効果ガス排出量の一層の削減を目指すため、東京都環境基本計画を踏まえ、「アー
スプラン2010」を見直し、新たな目標や期間を設定

■ 事業効果

▶総エネルギー使用量に対する再生可能エネルギーと省エネルギーの割合を2024（平成
36）年度までに20％以上に向上

▶下水道事業から排出される温室効果ガスを2020（平成32）年度までに2000（平成12）
年度対比で25％以上削減

小水力発電の導入

省エネルギー型汚泥濃縮機の導入例

第二世代型焼却システム 第三世代型（エネルギー自立型）焼却システム

〈　〉内は経営計画2016の計画期間に着手し、平成33年度以降に完成予定

※高温省エネ型焼却炉：従来型高温焼却に対し、N2Oを5割以上、電力を4割以上、補助燃料を2割以上削減可能な焼却炉

経営計画2016の計画期間
中長期の
目標値

事業指標 単位 28～32
年度

32年度末
累計

27年度末
累計

省エネルギー型機器を導入した台数

微細気泡散気装置とあわせて送風機を導入
し、省エネルギー化を図った反応槽の数

第二世代型又は第三世代型焼却システムな
ど、省エネルギー化を図った焼却炉の基数

台

槽

基

241

27

16

105

25

6<5>

346

52

22

393

55

29

　

■ ５か年の到達目標（事業指標）

総エネルギー使用量に対する再生可能エネル
ギーと省エネルギーの割合

下水道事業からの温室効果ガス排出量の削減
率※1

単位 27年度末

20以上9％

25以上※225％

■ ５か年の主な事業効果

32年度末

16

25以上※2

中長期の
目標値

・重力を利用

・電気使用量が少ない

・遠心力を利用

・電気使用量が多い
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「スマートプラン2014」
「アースプラン2010」の概要

　東京都の下水道事業は、生活環境の改善や浸水の防除、公共用水域の水質保全を図り、安
全・安心で快適な東京の都市づくりに貢献しています。
　一方で、こうした質の高い下水道サービスを提供するため、当局は、下水道施設の運転を
継続的に行うことにより、東京都内における年間電気使用量の１%強にあたる電力など大
量のエネルギーを使用しており、エネルギー使用量削減に大きな責務を負っています。
　こうしたことから、下水道局では、下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプ
ラン 2014」や下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン 2010」を策定し、エ
ネルギー使用量や温室効果ガス排出量を削減する取組を進めています。

　今後も、浸水対策や合流式下水道の改善などの下水道サービス向上の取組によってエネ
ルギー使用量は増加する見込みのため、「スマートプラン 2014」や「アースプラン 2010」に
基づき、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の削減を積極的に推進します。

「アースプラン2010」
温室効果ガス排出量の再算定

総エネルギー使用量に対する
再生可能エネルギーと省エネ
ルギー量の合計の割合を
2024 年度までに 20% 以上
とすることを目指します。

■ 再算定の理由
　2010年2月に策定した「アースプラン2010」の温室効果ガス排出量は、「温室効果
ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」１の排出量算定ガイドラインで設定される係
数などを基に算定しています。
　東日本大震災に伴う原子力発電所停止の影響により、電気の排出係数は大幅に大きく
なっており、N2Oの地球温暖化係数なども見直されました。
　係数の見直しにより、これまでと同じエネルギー使用量であっても排出量は大きく算
定されるため、基準年度の排出量についても同様に見直し後の係数を用いて再算定する
方法が、2014年7月の改正ガイドラインで示されました。
　「アースプラン2010」の基準排出量及び目標排出量について、このガイドラインと
の整合を図るため再算定しました。

■ 主な変動要因
○電気の排出係数見直し　0.382 → 0.489（t-CO2/ 千 kWh）　
○N2Oの地球温暖化係数見直し　310 → 298

■「アースプラン2010」基準排出量及び目標排出量の再算定結果

■ 「アースプラン2010」の見直し
　温室効果ガス排出量の一層の削減を目指すため、東京都環境基本計画を踏まえ、「ア
ースプラン2010」を見直し、新たな目標や期間を設定します。

1　大規模事業所にCO2排出量の削減義務を課す制度（第1計画期間：2010～2014年度、第2計画期間：2015～2019年度）

「アースプラン2010」温室効果ガス排出量の目標（再算定後）

「スマートプラン2014」の目標

「アースプラン2010」の目標

■ 「アースプラン2010」の見直し

2000 年度
－基準年度－

（策定時）  99.1 万 t-CO2
（再算定）106.5 万 t-CO2

2020 年度
－目標－

（策定時） 74.3 万 t-CO2
（再算定） 79.8 万 t-CO2

総エネルギー
使用量

エネルギー

購入量

省エネ量

再エネ量 再生可能
エネルギー等
割合20％以上

　2024年度
  -目標-

2000 年度
－基準年度－
 排出量

106.5 万 t-CO2

25％以上
削減

2020 年度
－目標－
 排出量

79.8 万 t-CO2

※温室効果ガス排出量は、「温室効果ガス排出総量削減義
　務と排出量取引制度」の排出量算定ガイドラインに基づき
　再算定した数字です。　　

目　標

2014（平成 26）年度から
2024（平成 36）年度まで

計画期間

下水道事業から排出される温
室効果ガスを 2020 年度まで
に 2000 年度対比で 25％以上
削減します。

目　標

2010（平成 22）年度から
2020（平成 32）年度まで

計画期間

25％以上
削減

25％以上
削減

106.5

79.8

削減
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4 多様なサービスの展開

　下水道局では、危機管理対応や技術開発、広報活動など様々な取組を進めていく
ことにより下水道サービスの質の向上を図ります。

東京下水道の国際展開
（海外の政府高官による視察）

ビルピット臭気対策の推進
（硫化水素濃度連続測定器の設置）

技術開発の推進
（共同研究で開発したターボ型流動焼却炉）

危機管理対応の強化
（区市町村と連携したし尿の搬入・受入訓練）

下水道の持つポテンシャルの活用
（枯渇した河川などへの再生水の活用）

東京下水道の「応援団」の獲得
（環境学習の機会の提供）

 

合流式下水道と分流式下水道
　合流式下水道は、汚水と雨水を一つの下水道管で集める方式で、分流式下水道は、
汚水と雨水をそれぞれ別の下水道管で集める方式です。

合流式下水道の特徴
○１本の下水道管を整備すればよいため、分流式と比べて費用が安くなります。
○晴れの日と弱い雨の日は、地面や道路の汚れは雨と一緒に下水道管に集められ、
水再生センターで処理されます。
○強い雨の日は、汚水混じりの雨水が河川などへ放流されます。

分流式下水道の特徴
○汚水管と雨水管の２本の下水道管を整
備する必要があり、合流式下水道と比
べて整備費用が高くなります。
○汚水は水再生センターに集められて
処理され、雨水は河川などへ放流され
ます。
○雨は全て河川などへ放流されるため、
地面や道路の汚れが雨と一緒に河川な
どへ流れ出てしまいます。

東京23区における合流式下水道の整備
　東京23区の大部分は合流式下水道で整備されています。これは東京の下水道
の整備が本格化した明治時代の後期以降、トイレの水洗化などによる衛生環境
の改善と頻発していた浸水被害への対応を同時に進める必要があったためです。
　合流式下水道を分流式下水道に変更するには、多くの費用と年月が必要にな
ります。また、東京の道路事情などを考えると、汚水管と雨水管の２本の下水
道管を新たに整備することは困難です。さらに、宅地内でも汚水と雨水を分け
る必要があるため、お客さまの負担も増えます。
　下水道局では、合流式下水道の利点を活かしつつ、雨の降り始めの特に汚れ
た下水を貯留する施設の整備など、合流式下水道から河川などへ放流される汚
れを分流式下水道と同程度に削減する対策を進めています。

水再生
センターへ

合流管

しゃ集管※

雨水管
汚水管

合流管

雨水管
汚水管

水再生
センターへ しゃ集管

河川など

雨と一緒に
地面の汚れ
が流れます

水再生
センターへ

雨水管

雨水管

汚水管

汚水管 河川など

強い雨の日晴れの日・弱い雨の日

雨の日

※しゃ集管　雨天時の下水をより多く水再生センターに送水する下水道管
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