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「東京水道名所」に行ってみよう！「東京水道名所」に行ってみよう！
東京都水道局では、世界に誇る水道のインフラ施設を新たな魅力として発信

していくため、技術、景観、歴史等が優れており、お客さまにもっとお伝え

したい、知っていただきたい施設を「東京水道名所」として選定しました。
今後は、東京水道に対するお客さまのご理解と親しみをさらに深めていただ

くため、様々な施策を通じてＰＲを行っていきます。

是非、東京水道名所に足を運んでいただき、東京水道のインフラを体感して

みてください。

●

●

●

●

●

●

●

「東京水道名所」一覧

せき

① 水道水源林 .........................................................Ｐ.03

② 小河内貯水池（奥多摩湖） ............................Ｐ.05

③ 村山・山口貯水池（多摩湖・狭山湖） .......Ｐ.07

④ 羽村取水堰 .........................................................Ｐ.09

⑤ 玉川上水 ..............................................................Ｐ.11

⑥ 金町浄水場の取水塔 ......................................Ｐ.13

⑦ 駒沢給水所の配水塔 ......................................Ｐ.15

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

羽村取水堰
玉川上水

駒沢給水所の配水塔

３つのグループがあるよ！

ダイナミックな自然との調和 技術の継承 地域のシンボル

多摩川多摩川多摩川

荒川

江戸川中川

荒川

江戸川中川

荒川

江戸川中川村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

金町浄水場の取水塔

小作取水堰

東村山浄水場

境浄水場

玉川兄弟像

小河内ダム

奥多摩水と緑の
ふれあい館

東京都
水の科学館

東京都
水道歴史館

奥多摩水と緑の
ふれあい館

東京都
水の科学館

小平
監視所

四谷大木戸

東京都
水道歴史館

都庁

専用アプリを起動したスマートフォン等でこの
パンフレット内の　　　マークのついた画像を
読み込むと、画像・動画等をご覧いただけます。
（専用アプリのダウンロードは水道局ＨＰから）

※表紙の　　　　　　　　　　　　も読み込むことができます。
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さあ、ぼくといっしょに、
　「東京水道名所」
　　　ツアーに出発！
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さくばだいら

作場平Ｐ

柳沢峠Ｐ
柳沢峠茶屋

ＪＲ中央線
塩山駅

140

411

笠取山

①水道水源林 ハイキングコース　　があるよ！　　

概 要

規 模

歴 史

●所在地・アクセス

電車

車

タクシー

電車

車

タクシー

水道局は、東京独自の水源で
ある多摩川の安定した河川流量
の確保と小河内貯水池（奥多摩
湖）の保全を図るため、多摩川上
流域に広がる水道水源林を、明治
34年から管理しています。

多摩川の最初の１滴、水干
を探訪する一般登山
コース（健脚向）。

ブナやミズナラなどの広葉樹が主体
の天然林を散策するコース（家族向）。

「沢の行き止
まり」を意味
する「水干」

水道水源林は東西約31㎞、南
北約20㎞、面積は約24,000ha
に及び、水道事業体が所有する森
林としては全国で最も大きな森林
です。
林としては全国で最も大きな森林
です。です。

明治42年、当時の東京市長尾崎行
雄は、多摩川の荒廃した水源地帯を
踏査し、これを買収して水源かん養
を自ら行うことを決断。
植栽や崩壊地の復旧事業など積極

的な施策を講じた結果、水道水源林
として今日みられるような見事な森
林が形成されることとなりました。

尾崎行雄水源踏査記念碑

手入れの行き届いた複層林
水道局は、こうした機能を守るため、水源林の適正管理を
進めています。

水源かん養機能

土砂流出防止機能

水質浄化機能

水を蓄え、ゆっくり時間をかけて
流出させます。

JR 中央線「塩山」駅から
タクシーで 60 分

首都高・中央道
「勝沼」 IC から 100 分

JR 中央線「塩山」駅から
タクシーで 40 分

首都高・中央道
「勝沼」 IC から 60 分

根や落ち葉、枯れ枝等によって、
土砂流出や山崩れを防ぎます。

雨水等が森の土の中を移動する
ことで、水をきれいにします。

みずひ

水干ゾーン（源流のみち）

水干ゾーン
（源流のみち）

柳沢峠ゾーン
（ブナのみち）

柳沢峠ゾーン（ブナのみち）

ブナの巨木

作
場
平
Ｐ

柳
沢
峠
Ｐ

山梨県甲州市笠取山周辺

山梨県甲州市柳沢峠周辺

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

「水道水源林」

の詳細は、
水道局HPへ

もっと知りたい！

★受賞歴等★
水源の森百選（平成7年）名所めぐ

り
スタート

!!
START!!

03 04
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「水道水源林」

の詳細は、
水道局HPへ

もっと知りたい！

★受賞歴等★
水源の森百選（平成7年）

小河内貯水池
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←甲府

奥多摩湖

→

奥
多
摩
駅

中
山
ト
ン
ネ
ル
↓

橋
詰
ト
ン
ネ
ル
↓

小河内貯水池
管理事務所

エレベーター塔
展望塔

川
井

堤
体

奥多摩
水と緑の
ふれあい館

②小河内貯水池（奥多摩湖） 周辺のご案内周辺のご案内

概 要

沿 革

自 然 ●所在地・アクセス

小河内貯水池（奥多摩湖）は、
東京都奥多摩町（都心から約65
㎞）に所在する、我が国最大の水
道専用貯水池です。

奥多摩の自然
と歴史、水の大
切さやダムの
仕組みなどを
わかりやすく紹
介しています。

四季折々、小河内貯水池（奥多摩湖）の眺望を
満喫できます。水道水源林と貯水池の役割が分
かる気軽なハイキングコースです（家族向）。

ダム堤体にある展望
塔東側の窓からは、ダ
ム下から 100ｍ以上
のスリルある眺めが、
西側の窓からは広が
る貯水池、奥多摩の自
然、奥多摩湖いこいの

路などが一望できます。

ＪＲ青梅線「奥多摩」駅前から
「奥多摩湖」「鴨沢西」「丹波」「小
菅の湯」「峰谷」「留浦」行のいず
れかのバスで約 20 分

ダムの建設は昭和13年に始ま
り、戦争による工事中断を経て、
昭和32年、945 世帯の移転と87
名の尊い犠牲のもと、19年余りの
歳月と約150億円の総工費をもっ
て完成しました。

春の桜をはじめ、四季折々の素晴
らしい奥多摩の自然美が満喫でき、
見はらしの丘からの眺めは絶景です。

我が国最大の水道専用貯水池である小河内貯水
池には、185,400 千㎥もの原水を貯めることができ
ます。これは、都内で使用される水量の約40日分に
あたります。
多くの水を蓄えられ、また東京都の独自水源であ
るこの貯水池は、安定給水を支える重要な役割を
担っています。

奥多摩　水と緑のふれあい館

小河内ゾーン（見はらしの丘）

展望塔

電　話　0428-86-2731
休館日　水曜日（休日の場合は翌日）

年末年始（12月28日～1月 4日）

麦山浮橋（　「小河内神社」下車）

八
方
岩
展
望
台

か
ら
の
眺
め

バス

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

ハイキングコース　　

「奥多摩湖」下車

東京都西多摩郡奥多摩町原５番地

A R

小河内ダムカード
（配布場所はP.18に記載）

「小河内貯水池」

の詳細は、
水道局HPへ

もっと知りたい！

近代水道百選（昭和60年）
ダム湖百選（平成17年）
土木学会選奨土木遺産（平成30年）

★受賞歴等★

05 06
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路などが一望できます。

小河内ゾーン（見はらしの丘）

年末年始（1 月 日～1月 4日）

ハイキングコース　　
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小河内ダムカード
（配布場所はP.18に記載）
小河内
（配布場所はP.18に記載）

「小河内貯水池」

の詳細は、
水道局HPへ

もっと知りたい！

水道水源林

近代水道百選（昭和60年）
ダム湖百選（平成17年）
土木学会選奨土木遺産（平成30年）

★受賞歴等★

05 06
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( 狭山湖 )
県立
狭山自然公園

第一取水塔

第二取水塔

第一取水塔山口貯水池山口貯水池

第二取水塔

▼

▼

西武球場前駅

(多摩湖 )

西武遊園地駅

武蔵大和駅

遊園地西駅
西武山口線（レオライナー）

村山上・下貯水池村山上・下貯水池

西武球場
前駅
メットライフ

ドーム

③村山・山口貯水池（多摩湖・狭山湖）

取水塔いろいろ

堤体強化工事について堤体強化工事について

取水塔いろいろ

概 要

役 割

取水塔

●所在地・アクセス

村山貯水池（多摩湖）と山口貯水
池（狭山湖）は、東京都と埼玉県にま
たがる狭山丘陵を利用して造られた
アースダム形式の貯水池です。
村山貯水池は、西側（上流側）の
村山上貯水池と東側（下流側）の村
山下貯水池に分かれています。

　阪神・淡路大震災を契機
に、それぞれの貯水池の堤

体強化工事を実施しています。山口貯水池は平成14 年度に、村山下
貯水池は平成20年度に工事が完了しており、平成28 年度からは村
山上貯水池の工事が始まっています。（令和５年度完了予定）

平らな屋根が
特徴。右は、
しゅん工当時
の写真

山口貯水池は、隣の村山貯水池と連絡管でつなが
り一体運用され、小作取水堰や羽村取水堰から取水
した多摩川系の水を貯留し、東村山浄水場及び
境浄水場へ導水しています。
これにより、降水量の季
節的変化や水道需要の変動
に対応可能な、安定した水
源の確保を図っています。

重厚なデザインのドーム屋根、
アーチ窓でアクセントをつけたタ
イル張りの外壁が特徴の村山下
貯水池の第一取水塔（写真）は、
東京都の歴史的建造物に選定さ
れており、貯水池のシンボルとし
て親しまれています。

村山・山口貯水池の工事は大正５年に始まり、村山上（大正13年）、村山下（昭和 2年）、
山口（昭和9年）の順で貯水池がしゅん工していきましたが、その歴史は、戦争による混乱
と無縁ではありませんでした。
特に昭和の初め、一気に戦争へと向かい始めた時代の流れは、完成間もない貯水池をも
飲み込んでいきました。山口貯水池畔には防空のために高射砲が、また同堰堤上には厚さ
2.25ｍの耐弾層がそれぞれ設置され、さらに夜間上空からの明度差を無くすため、親柱は
タールで黒く塗られました。東京大空襲（昭和20 年）の際には、村山下貯水池のシンボル
である第一取水塔も被害を受け、その爪痕は今なお外壁に刻まれていると言われています。
激動の時代を耐え抜き、3つの貯水池は今も東京の水道を支え続けています。

村山上貯水池
ドーム屋根がかわいい、
貯水池のシンボル

村山下貯水池
近代では現存唯一、吊り
橋の管理橋を持つ取水塔

山口貯水池第一取水塔
レンガ色の外壁と、オレ
ンジの管理橋が鮮やか

山口貯水池第二取水塔

徒歩

西武多摩湖線「武蔵大和」駅
徒歩16分

村山
上・下貯水池 山口貯水池

村山上貯水池：東大和市多摩湖六丁目 2226 番地
村山下貯水池：東大和市多摩湖四丁目 644 番地

徒歩

西武狭山線「西武球場前」駅
徒歩15分

山口貯水池：埼玉県所沢市勝楽寺25番地の2

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

ぜき ぜき

えん

した多摩川系の水を貯留し、東村山浄水場及び

もっと知りたい！

★受賞歴等★
近代水道百選（昭和60年）
土木学会選奨土木遺産（平成19年）

ダム湖百選（平成17年）
都選定歴史的建造物（平成21年）

「村山･山口貯水池
」の

詳細は、
水道局HPへ

07 08
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( 狭山湖 )
県立
狭山自然公園

第一取水塔

第二取水塔

第一取水塔山口貯水池山口貯水池

第二取水塔

▼
▼

西武球場前駅

(多摩湖 )

西武遊園地駅

武蔵大和駅

遊園地西駅
西武山口線（レオライナー）

村山上・下貯水池村山上・下貯水池

西武球場
前駅
メットライフ

ドーム

③村山・山口貯水池（多摩湖・狭山湖）

取水塔いろいろ

堤体強化工事について堤体強化工事について

取水塔いろいろ

概 要

役 割

取水塔

●所在地・アクセス

村山貯水池（多摩湖）と山口貯水
池（狭山湖）は、東京都と埼玉県にま
たがる狭山丘陵を利用して造られた
アースダム形式の貯水池です。
村山貯水池は、西側（上流側）の
村山上貯水池と東側（下流側）の村
山下貯水池に分かれています。

　阪神・淡路大震災を契機
に、それぞれの貯水池の堤

体強化工事を実施しています。山口貯水池は平成14 年度に、村山下
貯水池は平成20年度に工事が完了しており、平成28 年度からは村
山上貯水池の工事が始まっています。（令和５年度完了予定）

平らな屋根が
特徴。右は、
しゅん工当時
の写真

山口貯水池は、隣の村山貯水池と連絡管でつなが
り一体運用され、小作取水堰や羽村取水堰から取水
した多摩川系の水を貯留し、東村山浄水場及び
境浄水場へ導水しています。
これにより、降水量の季
節的変化や水道需要の変動
に対応可能な、安定した水
源の確保を図っています。

重厚なデザインのドーム屋根、
アーチ窓でアクセントをつけたタ
イル張りの外壁が特徴の村山下
貯水池の第一取水塔（写真）は、
東京都の歴史的建造物に選定さ
れており、貯水池のシンボルとし
て親しまれています。

村山・山口貯水池の工事は大正５年に始まり、村山上（大正13年）、村山下（昭和 2年）、
山口（昭和9年）の順で貯水池がしゅん工していきましたが、その歴史は、戦争による混乱
と無縁ではありませんでした。
特に昭和の初め、一気に戦争へと向かい始めた時代の流れは、完成間もない貯水池をも
飲み込んでいきました。山口貯水池畔には防空のために高射砲が、また同堰堤上には厚さ
2.25ｍの耐弾層がそれぞれ設置され、さらに夜間上空からの明度差を無くすため、親柱は
タールで黒く塗られました。東京大空襲（昭和20 年）の際には、村山下貯水池のシンボル
である第一取水塔も被害を受け、その爪痕は今なお外壁に刻まれていると言われています。
激動の時代を耐え抜き、3つの貯水池は今も東京の水道を支え続けています。

村山上貯水池
ドーム屋根がかわいい、
貯水池のシンボル

村山下貯水池
近代では現存唯一、吊り
橋の管理橋を持つ取水塔

山口貯水池第一取水塔
レンガ色の外壁と、オレ
ンジの管理橋が鮮やか

山口貯水池第二取水塔

徒歩

西武多摩湖線「武蔵大和」駅
徒歩16分

村山
上・下貯水池 山口貯水池

村山上貯水池：東大和市多摩湖六丁目 2226 番地
村山下貯水池：東大和市多摩湖四丁目 644 番地

徒歩

西武狭山線「西武球場前」駅
徒歩15分

山口貯水池：埼玉県所沢市勝楽寺25番地の2

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

ぜき ぜき

えん

もっと知りたい！

★受賞歴等★
近代水道百選（昭和60年）
土木学会選奨土木遺産（平成19年）

ダム湖百選（平成17年）
都選定歴史的建造物（平成21年）

「村山･山口貯水池
」の

詳細は、
水道局HPへ

07 08

水道名所パンフ_日本語_2019.indd   9 2019/12/13   9:09:01



羽村駅

新奥多摩街道

多摩川

奥多摩街道

羽村取水堰

玉川上水

羽
村
大
橋

④ 羽 村 取 水 堰 大雨の後には…大雨の後には…

概 要

沿 革

●所在地・アクセス

羽村取水堰の断面図

羽村取水堰は、多摩川
の河口から上流約54㎞に
位置し、投渡堰、固定堰、
魚類が行き来する魚道及
びせき止めた水を取り入
れる第１水門から構成さ
れています。

台風等で増水すると、堰は下流
へ流してしまいます。
写真は、その後に堰を作り直す
「仕付け」の様子。
とても貴重な光景です。

江戸時代の羽村取水堰
（「上水記」より。東京都水道歴史館所蔵）

羽村取水堰は玉川上水と同時に建設され、承応２年（1653年）に完成しました。江戸
の人口増加を背景に、幕府は多摩川の水を江戸に引く計画を立て、当初は国立の青柳付
近、次いで福生の熊川付近に取水口を設けようとしましたが失敗し、現在の羽村地点に
堰が築造されることとなりました（現在のコンクリート製の投渡堰は明治42年築造。）。

羽村取水堰は、非常に珍しい投渡堰という型
式で、江戸時代の貴重な技術が現在まで継承さ
れています。
堰では、次のような作業が行われています。
①川の流れと直角に鉄のけたを渡し、これに杉丸太
をたてかけます。横に差込丸太を設置し、そだ（木
の枝を束ねたもの）、砂利等を用いて堰を作ります。
②大雨により多摩川の水位が上がり、一定の水
位を超えるとけたを外して堰自体を下流に流
します（この作業を投渡木払いといいます）。
③その後、水位が下がると堰を再構築します（こ
の作業を仕付けといいます）。

昔から伝わる
職人さんの
技術のおかげだね。

JR 青梅線「羽村」駅
徒歩 10 分

羽村市羽東三丁目
8番地 32 号

ぜ　き

なげわたしぜき

ぜき

ぜき

ぜき

ぜきせき

ぜき

な ぎ は ら

なげわたしぜきぜき

せき

せき

せき

せき

徒歩

せき

せき

川に渡した「けた」に、杉丸太をたてかけています。

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

「羽村取水堰」の詳細は、
水道局HPへ

もっと知りたい！

土木学会選奨土木遺産（平成26年）
近代水道百選（昭和60年）

なげ  わたし ぜき

★受賞歴等★
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羽村駅

新奥多摩街道

多摩川

奥多摩街道

羽村取水堰

玉川上水

羽
村
大
橋

④ 羽 村 取 水 堰 大雨の後には…大雨の後には…

概 要

沿 革

●所在地・アクセス

羽村取水堰の断面図

羽村取水堰は、多摩川
の河口から上流約54㎞に
位置し、投渡堰、固定堰、
魚類が行き来する魚道及
びせき止めた水を取り入
れる第１水門から構成さ
れています。

台風等で増水すると、堰は下流
へ流してしまいます。
写真は、その後に堰を作り直す
「仕付け」の様子。
とても貴重な光景です。

江戸時代の羽村取水堰
（「上水記」より。東京都水道歴史館所蔵）

羽村取水堰は玉川上水と同時に建設され、承応２年（1653年）に完成しました。江戸
の人口増加を背景に、幕府は多摩川の水を江戸に引く計画を立て、当初は国立の青柳付
近、次いで福生の熊川付近に取水口を設けようとしましたが失敗し、現在の羽村地点に
堰が築造されることとなりました（現在のコンクリート製の投渡堰は明治42年築造。）。

羽村取水堰は、非常に珍しい投渡堰という型
式で、江戸時代の貴重な技術が現在まで継承さ
れています。
堰では、次のような作業が行われています。
①川の流れと直角に鉄のけたを渡し、これに杉丸太
をたてかけます。横に差込丸太を設置し、そだ（木
の枝を束ねたもの）、砂利等を用いて堰を作ります。
②大雨により多摩川の水位が上がり、一定の水
位を超えるとけたを外して堰自体を下流に流
します（この作業を投渡木払いといいます）。
③その後、水位が下がると堰を再構築します（こ
の作業を仕付けといいます）。

昔から伝わる
職人さんの
技術のおかげだね。

JR 青梅線「羽村」駅
徒歩 10 分

羽村市羽東三丁目
8番地 32 号

ぜ　き

なげわたしぜき

ぜき

ぜき

ぜき

ぜきせき

ぜき

な ぎ は ら

なげわたしぜきぜき

せき

せき

せき

せき

徒歩

せき

せき

川に渡した「けた」に、杉丸太をたてかけています。

（「上水記」より。東京都水道歴史館所蔵）

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

「羽村取水堰」の詳細は、
水道局HPへ

もっと知りたい！

土木学会選奨土木遺産（平成26年）
近代水道百選（昭和60年）

なげ  わたし ぜき

★受賞歴等★★受賞歴等★
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⑤ 玉 川 上 水 玉川上水の現在玉川上水の現在

国指定名勝 小金井（サクラ）国指定名勝 小金井（サクラ）

概 要

● 所在地・アクセス

玉川上水は、江戸市中
への給水を目的としてつ
くられた羽村から四谷大
木戸までの約43㎞の素掘
りの水路です。

技 術
約43㎞の区間をわずか約92ｍの標高差

を利用して水を流すよう設計されており、
当時の水利技術の高さがうかがえます。

　江戸時代に建設された玉川上水は、近代水道にお
いても、羽村取水堰と淀橋浄水場を結ぶ水路として
利用されていました。
　しかし、昭和40（1965）年、武蔵水路が完成した
ことで淀橋浄水場が廃止となった今では、羽村取水
堰から小平監視所までの上流部が、水道原水の導水
路として使用されています。

　国指定名勝  小金井（サクラ）は、江戸近郊の桜の名
所として広く知られ、様々な紀行文や絵図にも描かれ
てきました。
　大正13年には、多様に天然変種したヤマザクラが
生育する本国屈指の景勝地であるとして、「史蹟名勝
天然紀念物保存法」（文化財保護法の前身）に基づき、
名勝に指定されました。

承応元年（1652 年）、
幕府は多摩川の水を江
戸に引き入れる壮大な計画を立て、庄右衛門・清右衛門兄
弟を工事請負人に任命しました。
承応２年工事着工、わずか８か月で開削し、翌年６月に
は虎ノ門まで地下に石樋、木樋による配水管を布設し、江
戸城をはじめ、四谷、麹町、赤坂の台地や芝、京橋方面に至
る市内の南西部一体に給水しました。
工事に尽力した兄弟は、褒賞として玉川の姓を賜りました。

当時の測量器具である間縄を持
つ兄の庄右衛門（右）と、片膝を

ついて間竿を持っている弟の
清右衛門（左）です。

春の玉川上水 紅葉の遊歩道

しょうえもん　　せいえもん

電車

JR 中央線「三鷹」駅、
JR 青梅線・西武拝島線「拝島」駅
西武国分寺線「鷹の台」駅、
西武拝島線・多摩都市モノレール

「玉川上水」駅　ほか

「The Hanami」から
（小金井市教育委員会所蔵）

淀橋浄水場

小平監視所

指定地域（水路の部分は除く。）。　
小川水衛所から境橋

せき

せき

（注）100m当たりに換算すると、約21cm

（注）

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

もっと知りたい！

★受賞歴等★
「文化財保護法」に基づく

国の史跡指定（平成 15 年）

Map Here !

「玉川上水」
の詳細は、
水道局HPへ

近代水道百選（昭和60年）

11 12
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⑤ 玉 川 上 水 玉川上水の現在玉川上水の現在

国指定名勝 小金井（サクラ）国指定名勝 小金井（サクラ）

概 要

● 所在地・アクセス

玉川上水は、江戸市中
への給水を目的としてつ
くられた羽村から四谷大
木戸までの約43㎞の素掘
りの水路です。

技 術
約43㎞の区間をわずか約92ｍの標高差

を利用して水を流すよう設計されており、
当時の水利技術の高さがうかがえます。

　江戸時代に建設された玉川上水は、近代水道にお
いても、羽村取水堰と淀橋浄水場を結ぶ水路として
利用されていました。
　しかし、昭和40（1965）年、武蔵水路が完成した
ことで淀橋浄水場が廃止となった今では、羽村取水
堰から小平監視所までの上流部が、水道原水の導水
路として使用されています。

　国指定名勝  小金井（サクラ）は、江戸近郊の桜の名
所として広く知られ、様々な紀行文や絵図にも描かれ
てきました。
　大正13年には、多様に天然変種したヤマザクラが
生育する本国屈指の景勝地であるとして、「史蹟名勝
天然紀念物保存法」（文化財保護法の前身）に基づき、
名勝に指定されました。

承応元年（1652 年）、
幕府は多摩川の水を江
戸に引き入れる壮大な計画を立て、庄右衛門・清右衛門兄
弟を工事請負人に任命しました。
承応２年工事着工、わずか８か月で開削し、翌年６月に
は虎ノ門まで地下に石樋、木樋による配水管を布設し、江
戸城をはじめ、四谷、麹町、赤坂の台地や芝、京橋方面に至
る市内の南西部一体に給水しました。
工事に尽力した兄弟は、褒賞として玉川の姓を賜りました。

当時の測量器具である間縄を持
つ兄の庄右衛門（右）と、片膝を

ついて間竿を持っている弟の
清右衛門（左）です。

春の玉川上水 紅葉の遊歩道

しょうえもん　　せいえもん

電車

JR 中央線「三鷹」駅、
JR 青梅線・西武拝島線「拝島」駅
西武国分寺線「鷹の台」駅、
西武拝島線・多摩都市モノレール

「玉川上水」駅　ほか

「The Hanami」から
（小金井市教育委員会所蔵）

淀橋浄水場

小平監視所

指定地域（水路の部分は除く。）。　
小川水衛所から境橋

せき

せき

（注）100m当たりに換算すると、約21cm

（注）

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

もっと知りたい！

★受賞歴等★
「文化財保護法」に基づく

国の史跡指定（平成 15 年）

JR 青梅線・西武拝島線「拝島」駅

Map Here !

「玉川上水」
の詳細は、
水道局HPへ

近代水道百選（昭和60年）
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かび臭原因物質や有機物な
どを、 オゾンの強力な酸化
力で分解します。

沈殿池より

⑥金町浄水場の取水塔 高度浄水処理
について
高度浄水処理
について

沿 革

●所在地・アクセス

金町浄水場は、大正15年８月、
当時の南葛飾、南足立、北豊島３
郡の12町村を給水区域とする「江
戸川上水町村組合」の施設として
給水を開始しました。昭和７年に
東京市に引き継がれ、その後数回
の拡張改良工事が行われ、平成４
年度には、東京都で初めてオゾン
と生物活性炭とを組み合わせた高
度浄水施設の運転を始めました。

取水塔
江戸川の右岸にある２基の取水塔は、表流水を取り入れ、金町浄水場内へ導水し

ています。三角形のトンガリ帽子の屋根を持つレンガ造りの第二取水塔は、昭和16
年、ドーム屋根の第三取水塔（写真奥）は昭和39年に完成しました。
ちなみに第一取水塔は、第三取水塔建設時に取り壊されました。

　高度浄水処理とは、急速ろ過
方式等の通常の浄水処理では十分に対応できないかび臭原因物質や有機物などの除去を目
的に行う処理のことで、当局ではオゾン処理と生物活性炭吸着処理を組み合わせた処理を
導入しています（下図）。
　金町浄水場では、平成4年に高度浄水施設を稼働後、平成25年に処理する水の全量に対
して高度浄水処理を達成し、より効果的かつ安定的に、安全でおいしい高品質な水を供給
できるようになりました。

電車

JR常磐線「金町」駅
徒歩15分（江戸川右岸）
東京都葛飾区金町浄水場
1番1号トンガリ帽子とドーム屋根のかわいらし

い取水塔は、柴又帝釈天（題経寺）や矢切の
渡しとともに、江戸川右岸の風景を彩ってき
ました。２基の取水塔は、葛飾柴又が舞台の
映画「男はつらいよ」シリーズにもたびたび
登場しています。
平成 30 年２月、「葛飾柴又」が、伝統的な情
緒や雰囲気を継承する地域として、都内初の
国の重要文化的景観に選出されました。これ
により、〝寅さん〞の取水塔にも、改めて注目
が集まっています。

「東京水」ロゴと金町浄水場のイラスト

花火と取水塔

夜の取水塔

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

もっと知りたい！

★受賞歴等★

近代水道百選（昭和60年）

◀
◀

金町駅
←日暮里 松戸→

JR 常磐線JR 常磐線

水戸街道

金町
浄水場

京
成
金
町
駅

柴
又
↓

第二
取水塔
第三
取水塔

江戸川

「金町浄水場」の詳細は、
水道局HPへ
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かび臭原因物質や有機物な
どを、 オゾンの強力な酸化
力で分解します。

沈殿池より

⑥金町浄水場の取水塔 高度浄水処理
について
高度浄水処理
について

沿 革

●所在地・アクセス

金町浄水場は、大正15年８月、
当時の南葛飾、南足立、北豊島３
郡の12町村を給水区域とする「江
戸川上水町村組合」の施設として
給水を開始しました。昭和７年に
東京市に引き継がれ、その後数回
の拡張改良工事が行われ、平成４
年度には、東京都で初めてオゾン
と生物活性炭とを組み合わせた高
度浄水施設の運転を始めました。

取水塔
江戸川の右岸にある２基の取水塔は、表流水を取り入れ、金町浄水場内へ導水し

ています。三角形のトンガリ帽子の屋根を持つレンガ造りの第二取水塔は、昭和16
年、ドーム屋根の第三取水塔（写真奥）は昭和39年に完成しました。
ちなみに第一取水塔は、第三取水塔建設時に取り壊されました。

　高度浄水処理とは、急速ろ過
方式等の通常の浄水処理では十分に対応できないかび臭原因物質や有機物などの除去を目
的に行う処理のことで、当局ではオゾン処理と生物活性炭吸着処理を組み合わせた処理を
導入しています（下図）。
　金町浄水場では、平成4年に高度浄水施設を稼働後、平成25年に処理する水の全量に対
して高度浄水処理を達成し、より効果的かつ安定的に、安全でおいしい高品質な水を供給
できるようになりました。

電車

JR常磐線「金町」駅
徒歩15分（江戸川右岸）
東京都葛飾区金町浄水場
1番1号トンガリ帽子とドーム屋根のかわいらし

い取水塔は、柴又帝釈天（題経寺）や矢切の
渡しとともに、江戸川右岸の風景を彩ってき
ました。２基の取水塔は、葛飾柴又が舞台の
映画「男はつらいよ」シリーズにもたびたび
登場しています。
平成 30 年２月、「葛飾柴又」が、伝統的な情
緒や雰囲気を継承する地域として、都内初の
国の重要文化的景観に選出されました。これ
により、〝寅さん〞の取水塔にも、改めて注目
が集まっています。

「東京水」ロゴと金町浄水場のイラスト

花火と取水塔

夜の取水塔

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

もっと知りたい！

★受賞歴等★

近代水道百選（昭和60年）

★受賞歴等★
◀
◀

金町駅
←日暮里 松戸→

JR 常磐線JR 常磐線

水戸街道

金町
浄水場

京
成
金
町
駅

柴
又
↓

第二
取水塔
第三
取水塔

江戸川

「金町浄水場」の詳細は、
水道局HPへ
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⑦駒沢給水所の配水塔 双子の塔のメッセージ双子の塔のメッセージ

概 要

● 所在地・アクセス

駒沢給水所は、東急田園都市線
桜新町駅の北東に位置しています。
現在は、施設の老朽化に伴い

給水所としての機能を休止し、
非常時用の応急給水槽として活
用しています。
注）駒沢給水所は公開していません。

沿 革
豊多摩郡渋谷町の町営水道施設として大正13年に完
成しました。
多摩川の伏流水を水源とする砧下浄水所から送水さ

れた水をポンプで２基の配水塔に貯留、落差圧を強め
て自然流下で渋谷地区方面に給水する構想は、当時の
日本では斬新なものでした。

しゅん工当時の駒沢給水所

中島鋭治博士

電車

大迫力の2基の配水塔は、“日
本近代水道の父”中島鋭治博士
によって設計されました。

鉄筋コンクリート造りの円筒の上部には、
王冠を模した装飾が施され、大正ロマンを感
じさせます。この独創的な意匠は、「丘の上の
クラウン」とも呼ばれ、今なお街のシンボル
として地域住民に親しまれています。

　　ゴール！！
どの名所も楽しかった！

2 基の配水塔には、水に関わる二つの言葉が刻まれています。

第一配水塔銘板 「清冽如鑑」 第二配水塔銘板「滾々不盡」

読み　セイレツカガミノゴトシ
意味　磨かれた鏡の表面のように、

きわめてきれいである。

読み　コンコントシテツキズ
意味　あとからあとから湧き出して

尽きることがない。

配水塔を作った人たちの

思いが伝わってくるね。

東急田園都市線「桜新町」駅徒歩７分

桜新町駅
新町二丁目

駒沢
給水所

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

「駒沢給水所
」

の詳細は、

水道局HPへ

もっと知りたい
！

せたがや百景（昭和 59 年） 
近代水道百選（昭和 60 年） 
世田谷区地域風景資産（平成 14 年） 
土木学会選奨土木遺産（平成 24 年）

★受賞歴等★

GOOOAL !!

ゴク
 ゴク
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⑦駒沢給水所の配水塔 双子の塔のメッセージ双子の塔のメッセージ

概 要

● 所在地・アクセス

駒沢給水所は、東急田園都市線
桜新町駅の北東に位置しています。
現在は、施設の老朽化に伴い

給水所としての機能を休止し、
非常時用の応急給水槽として活
用しています。
注）駒沢給水所は公開していません。

沿 革
豊多摩郡渋谷町の町営水道施設として大正13年に完
成しました。
多摩川の伏流水を水源とする砧下浄水所から送水さ

れた水をポンプで２基の配水塔に貯留、落差圧を強め
て自然流下で渋谷地区方面に給水する構想は、当時の
日本では斬新なものでした。

しゅん工当時の駒沢給水所

中島鋭治博士

電車

大迫力の2基の配水塔は、“日
本近代水道の父”中島鋭治博士
によって設計されました。

鉄筋コンクリート造りの円筒の上部には、
王冠を模した装飾が施され、大正ロマンを感
じさせます。この独創的な意匠は、「丘の上の
クラウン」とも呼ばれ、今なお街のシンボル
として地域住民に親しまれています。

　　ゴール！！
どの名所も楽しかった！

2 基の配水塔には、水に関わる二つの言葉が刻まれています。

第一配水塔銘板 「清冽如鑑」 第二配水塔銘板「滾々不盡」

読み　セイレツカガミノゴトシ
意味　磨かれた鏡の表面のように、

きわめてきれいである。

読み　コンコントシテツキズ
意味　あとからあとから湧き出して

尽きることがない。

配水塔を作った人たちの

思いが伝わってくるね。

東急田園都市線「桜新町」駅徒歩７分

桜新町駅
新町二丁目

駒沢
給水所

水道水源林

小河内貯水池
（奥多摩湖）

村山・山口貯水池
（多摩湖・狭山湖）

玉川上水 駒沢給水所の配水塔

金町浄水場の取水塔羽村取水堰
ぜき

A R

「駒沢給水所
」

の詳細は、

水道局HPへ

もっと知りたい
！

せたがや百景（昭和 59 年） 
近代水道百選（昭和 60 年） 
世田谷区地域風景資産（平成 14 年） 
土木学会選奨土木遺産（平成 24 年）

せたがや百景（昭和 59 年） せたがや百景（昭和 59 年） 
★受賞歴等★

GOOOAL !!

ゴク
 ゴク
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東京都水道歴史館東京都水道歴史館東京都水道歴史館

住所　　　 文京区本郷二丁目７番１号
開館時間 　午前9時30分から午後5時まで※

休館日　　 毎月第４月曜日（休日の場合は翌日）
　　　　　 年末年始（12月28日から１月４日まで）
電話　　　 03-5802-9040
アクセス　 JR中央線・総武線　御茶ノ水駅・水道橋駅
　　　　　 地下鉄丸ノ内線・大江戸線　本郷三丁目駅
　　　　　 各駅下車徒歩約８分

江戸時代から現在までの水道の歴史を、
わかりやすく、楽しみながら勉強できます。

ホームページ　 http://www.suidorekishi.jp/

東京都水の科学館東京都水の科学館

奥多摩  水と緑のふれあい館奥多摩  水と緑のふれあい館

東京都水の科学館

住所　　　 江東区有明三丁目1番8号
開館時間 　午前9時30分から午後5時まで※

休館日　　 月曜日（休日の場合は翌日）
　　　　　 年末年始（12月28日から1月4日まで）
電話　　　 03-3528-2366
アクセス　 ゆりかもめ　東京ビッグサイト駅
　　　　　 りんかい線　国際展示場駅 下車徒歩約8分
　　　　　 都バス「武蔵野大学前」 下車徒歩約3分

水の不思議と大切さを科学の視点で紹介する
体感型ミュージアムです。

ホームページ　 http://www.mizunokagaku.jp/

奥多摩  水と緑のふれあい館

住所　　　 西多摩郡奥多摩町原5番地
開館時間 　午前9時30分から午後5時まで
休館日　　 水曜日（休日の場合は翌日）
　　　　　 年末年始（12月28日から1月4日まで）
電話　　　 0428-86-2731
アクセス　 JR青梅線　奥多摩駅前から
　　　　　「奥多摩湖」、「鴨沢西」、「丹波」、「小菅の湯」、
　　　　　「峰谷」、「留浦」行きのいずれかのバスで約20分
　　　　　「奥多摩湖」バス停下車すぐ 周辺に無料駐車場あり

奥多摩の豊かな自然や文化、
小河内ダムの仕組み、水や緑の大切さを紹介しています。

ホームページ　 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pr/okutama/

memo

※東京都水道歴史館及び東京都水の科学館の入館は午後4時30分まで

・小河内貯水池管理事務所（8：30 ～ 17：15）
　※土・日・休日・年末年始（12/29～1/3）は配布しておりません。

・小河内ダム展望塔（10：00 ～ 16：00）
　※7/20から8/31は17：00まで。年末年始（12/28～1/4）は休館のため
　　配布しておりません。

・奥多摩　水と緑のふれあい館（9：30 ～ 17：00）
　※水曜日（休日の時は翌日）、年末年始（12/28 ～ 1/4）は配布しておりません。

小河内ダムカードは、以下の施設で配布しています。

来来
水 道 局 の P R 施 設
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東京都水道歴史館東京都水道歴史館東京都水道歴史館
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東京都水道局経理部管理課　〒163-8001  東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
TEL 03-5320-6385  FAX 03-5388-1680

令和元年度第４類 第 421 号 令和２年１月発行

水滴くん
水玉ちゃん

水滴くん
水玉ちゃん

行ってみよう!!
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