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おいしさに関する水質目標
区
分 項　　目 単位 国が定めた

水質基準等 水質目標値 目標値の目安 令和元年度の
達	成	率

に
　
お
　
い

カ
ル
キ
臭

残留塩素 mg/L 1.0以下
0.1以上

0.4以下
0.1以上

ほとんどの人
が消毒用の塩
素のにおい（カ
ルキ臭の一種）
を感じない

86.5%

トリクロラミン mg/L － ０
ほとんどの人
がカルキ臭を
感じない

100%

臭気強度（TON） － 3以下 1
（臭気なし）

異臭味（カル
キ臭を除く）
を感じない

100%

か
び
臭
原
因
物
質

2-メチルイソボルネオール ng/L 10以下 ０
かび臭を
感じない

100%

ジェオスミン ng/L 10以下 ０ 100%

味 有機物（TOC） mg/L ３以下 １以下 不快な味を
感じない 100%

外
観
色　度 度 ５以下 １以下 色や濁り

がわから
ない

100%

濁　度 度 ２以下 0.1以下 100%

安全でおいしい水づくり

水 質 管 理
　水道水の水質は、水道法に基づく水質基準に適合す
ることが求められており、水道局では、常に水道水の
水質を良好に保つよう、水源から蛇口に至るまで、き
め細かく水質管理を行っています。

　浄水場では、浄水処理の各工程において水質検査を
行っています。そして、水質に応じた浄水処理を行う
ことで、水質基準に適合した安全な水道水をつくって
います。
　また、魚を用いた検知用水槽や自動水質計器により
24時間水質を監視し、水道水の安全確保に万全を期
しています。さらに、都内131か所の給水栓（蛇口）
において、自動水質計器を設置して残留塩素等を常時
監視するとともに、定期的に精密試験を行い、水道水
の安全性を何重にもチェックしています。

水質センターでの水質検査

　水源の水質汚濁が複雑・多様化していることから、
水質管理の一層の強化及び浄水処理の効率化を図るた
め、新たな浄水処理方法、より高度な検査・分析方法
などについて調査・実験を行い、将来にわたって安全
でおいしい水が確保できるように努めています。

　関東地方のほぼ全域に及ぶ河川・湖沼の約70か所
の調査地点で、おおむね月1回検査を行い、水源の水
質状況を監視しています。
　また、水質異常の早期発見のため、水質試験車を
使って定期的にパトロールを行っています。

水源地での水質検査

浄水場、給水栓等での水質検査

将来に向けての調査・研究

水道局では、安全でおいしい高品質な水を安定して
供給するため、ＷＨＯが提唱する水安全計画によるリ
スクマネジメントに加え、ISO9001に準じた高度な
品質管理及びISO/IEC17025に保証された精度の高
い水質検査の三者を一体とした総合的な水質管理手
法「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム」を運用していま
す。これにより、水道水の水質に悪影響を及ぼす要因
等に迅速に対応できる危機管理体制を構築するととも
に、浄水場における品質管理を徹底しています。さら
に、水道水の高い安全性と品質の高さを、国際規格に
基づく信頼性の高い手法で確認しています。これを着
実に運用することにより、より高いレベルの水道水の
安全性とおいしさの実現を図っています。

「TOKYO高度品質プログラム」の運用

　水道水のカルキ臭を引き起こす残留塩素やトリクロ
ラミン、かび臭原因物質や有機物等8項目について、
国が定めた水質基準より高いレベルの「おいしさに関
する水質目標」を東京都独自に設定し、目標達成のた
めの取組を行っています。

おいしさに関する水質目標の管理

8
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水 質 基 準 等
⑴　水質基準項目　51項目
水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号。平成16年4月1日施行）

水質基準に関する省令の一部を改正する省令（令和2年3月25日厚生労働省令第38号。令和2年4月1日施行）

項　　目 基 準 値 備　考
1 一般細菌 100個/mL以下 病原生物の

代替指標2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下

無機物・重金属

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下

一般有機物

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下

消毒副生成物

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下

着色
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 味
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 着色
38 塩化物イオン 200mg/L以下

味39 カルシウム､ マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発泡
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下

かび臭
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発泡
45 フェノール類 0.005mg/L以下 臭気
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 3mg/L以下 味
47 pH値 5.8以上8.6以下

基礎的性状
48 味 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下

⑵　水質管理目標設定項目　27項目
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について
（平成15年10月10日厚生労働省健康局長通知健発第1010004号）
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について
（令和2年3月30日生食発0330第2号。令和2年4月1日施行）

項　　目 目 標 値 備　考
1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下

無機物・重金属2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下
5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下

一般有機物8 トルエン 0.4mg/L以下
9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08mg/L以下
10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物
12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 消毒剤
13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下（暫定）

消毒副生成物
14 抱水クロラール 0.02mg/L以下（暫定）
15 農薬類（注１） 1以下（注２） 農薬
16 残留塩素 1mg/L以下 臭気
17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上100mg/L以下 味
18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 色
19 遊離炭酸 20mg/L以下 味
20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下

臭気
21 メチル-t-ブチルエーテル（MTBE） 0.02mg/L以下
22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L以下 味
23 臭気強度（TON） 3以下 臭気
24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下	 味
25 濁度 1度	以下 基礎的性状
26 pH	値 7.5	程度

腐食
27 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上とし、極力0に近づける	
28 従属栄養細菌 2000個/mL以下 病原生物による汚染の指標
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 一般有機物
30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 色
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び

ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 0.00005mg/L以下（暫定） 一般有機物

（注1）	 農薬類は、114の農薬リストから水源地域の使用時期や状況を
勘案して必要な農薬を選定し、検査結果を総合的に評価する。

（注2）	 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれ目標値で除した
値を合計し、その合計値が1以下であることを示す。

（注3）	 4、6及び11は水質基準項目に移行され、7は水質管理目標設定
項目から削除されたことから、4項目が	欠番になっている。

鉛製の給水管をお使いのご家庭では
　水道水は、通常の使用状態では厚生労働省の水質
基準に適合しており問題ありませんが、管の中に長
時間滞留すると水質基準を超える鉛が溶け出すこと
があります。
　朝一番に水道水を使うときや、しばらく水道水を
使わなかったときは、念のため飲用する前にバケツ1
杯程度の水を散水など飲用以外にお使いください。
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　利根川及び荒川の水を、秋ヶ瀬取水堰
ぜき
から取水して

います。
　また、東村山浄水場との間に原水連絡管を設置し、
利根川及び荒川の水に加え、多摩川の水も利用できる
ようにしています。
　金町浄水場及び三郷浄水場に続き、平成16年11月
からオゾンと生物活性炭を使った高度浄水処理を導入
し、平成26年3月に稼働した第二期施設と合わせ、現

　水道と工業用水道とを併設した浄水場で、利根川及
び荒川の水を秋ヶ瀬取水堰

ぜき
から取水しており、平成

19年10月から水道全量に高度浄水処理を導入してい
ます。
　なお、朝霞浄水場と同一のPFI事業により、常用発
電設備が稼働しています。

　多摩川水系の貯水池から自然流下で原水を取水して
おり、この高低差が持つエネルギーを活用した水力発
電施設が平成13年度に稼働し、浄水場で消費する電
力の一部を賄っています。
　さらに、浄水場が比較的高い標高に位置しているた
め、送水の大半を自然流下で行うことができます。
　また、朝霞浄水場との間に原水連絡管を設置し、多
摩川の水だけでなく、利根川及び荒川の水を利用する
ことができ、平成22年3月から、利根川及び荒川の取
水量の全量を処理できる規模の高度浄水処理（日量
88万立方メートル）を導入しています。

朝霞浄水場（日量170万立方メートル）

三園浄水場（水道　日量30万立方メートル）（工業用水道　日量17.5万立方メートル）

東村山浄水場（日量126.5万立方メートル）

浄 水 場
　河川などから取水した水（原水）を安心して飲むこ
とができる水道水にするため、浄水処理を行っている
のが浄水場です。水道水の製造工場とも言えます。水
道局の浄水場は、1日686万立方メートルの水道水を
つくることができる施設能力を持っています。

　江戸川から取水しており、かび臭対策として昭和
59年度から粉末活性炭処理を行っています。
　また、平成4年6月からは、オゾンと生物活性炭を
使った高度浄水処理を導入しました（第一期施設）。
続いて、平成8年4月に第二期施設が、平成25年4月
に第三期施設が稼働し、現在、日量150万立方メート
ルの全量に高度浄水処理を導入しています。
　金町浄水場では、震災対策、環境対策及びコスト縮
減を図ることを目的として、全国の自治体で初めての
PFI注モデル事業として整備された常用発電設備が平
成12年10月から稼働しています。この設備は、発電
で生じる排熱を有効利用するコージェネレーションシ
ステム（35ページ参照）となっています。

金町浄水場（日量150万立方メートル）
（　）内は各浄水場の施設能力

注　PF I（Private	Finance	Initiative）
　公共部門によって行われてきた社会資本の整備、運営等
の分野に、民間事業者の資金、経営ノウハウ等を導入し、
効率的に社会資本を整備しようとする手法のこと。

　金町浄水場と同様に、江戸川から取水しています。
　金町浄水場に続き、平成11年3月からオゾンと生
物活性炭を使った高度浄水処理を導入し（第一期施
設）、平成25年10月に稼働した第二期施設と合わ
せ、現在、日量110万立方メートルの全量に高度浄水
処理を導入しています。

三郷浄水場（日量110万立方メートル）

在、日量170万立方メートルの全量に高度浄水処理を
導入しています。
　また、平成17年4月から、PFI事業により常用発電
設備及び次亜塩素酸ナトリウム製造施設が稼働してい
ます。
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【浄水場の施設概要】

水　　系 浄水場 施設能力
（m3/日）

比　率　（％） 処　理　方　法浄水場別 水系別

利根川・荒川水系

金　町 1,500,000	 21.9	

79.9

急速ろ過方式・高度浄水処理（150万m3）
三　郷 1,100,000	 16.0 急速ろ過方式・高度浄水処理（110万m3）
朝　霞 1,700,000	 24.8 急速ろ過方式・高度浄水処理（170万m3）
三　園 300,000	 4.4 急速ろ過方式・高度浄水処理（30万m3）

東村山 880,000 18.4 急速ろ過方式・高度浄水処理（88万m3）

多 摩 川 水 系

385,000

17.0

急速ろ過方式
小　作 280,000 4.1 急速ろ過方式
境 315,000	 4.6 緩速ろ過方式
砧 114,500	 1.7 緩速ろ過方式・膜ろ過方式
砧　下 70,000	 1.0 緩速ろ過方式・膜ろ過方式
玉　川 （152,500） ― 緩速ろ過方式・急速ろ過方式

相 模 川 水 系 長　沢 200,000	 2.9	 2.9	 急速ろ過方式
地 下 水 杉　並 15,000	 0.2	 0.2	 消毒のみ

計 6,859,500	 100.0	 100.0 ―

（令和２年4月1日現在）

注1		 これらの施設の中には、老朽化等により、施設能力が低下しているものがあります。
注2		 玉川浄水場は、原水の悪化から水道事業としては休止中であり、施設能力から除外しています（現在、工業用水道事業用とし
て三園浄水場に送水しています。）。

浄 水 の 仕 組 み
　浄水場では、河川などから取り入れた水を、水道法
に基づく水質基準に適合した安全でおいしい水道水に
します。通常は、沈殿、ろ過及び消毒の3段階の浄水
処理を行っています。
　また、ろ過方式は、急速ろ過法、緩速ろ過法及び膜
ろ過法の三つに分けられます。

沈 殿
　水を緩やかに流したり、薬品（凝集剤）を使ったり
して、水中に混じっている泥や細かな砂などの濁質を
沈めて取り除きます。

ろ 過
　沈殿では取り除けなかった水中の微粒子や微生物な
どを、ろ過膜、砂利及び砂を敷き詰めたろ過層を通す
ことによって取り除きます。

消 毒
　沈殿及びろ過した水を、次亜塩素酸ナトリウムで消
毒します。病原菌などから水道水を守るため、蛇口で
遊離残留塩素が1リットル当たり0.1ミリグラム以上
保持されるよう法令で定められており、浄水場で注入
量を適時調整しています。
		水道局では、都内全域の蛇口で安全性を保つため、
必要かつ十分な消毒効果が保たれるように遊離残留塩
素を制御しています。

　また、都内の配水管の末端に自動水質計器を設置
し、連続的な監視を行い、安全を確認しつつ残留塩素
を可能な限り減らすように努めています。

浄水の方法

凝集沈殿
　ポリ塩化アルミニ
ウムなどの凝集剤を
使って、沈みにくい
微粒子を大きな粒子
（フロック）にして
沈殿させます。

普通沈殿
　原水を大きな池に
導き、流れを穏やか
にして、水中の濁質
を自然に沈殿させま
す。

急速ろ過
　砂利、砂等が敷き
詰めてあるろ過池で、
1日120から180メート
ル程の速度で水をろ
過します。小さな面
積で多量の水をろ過
できますが、ろ過を
3、4日程度続けると
砂層が汚れるため、
砂層を洗浄する必要
があります。

　金町浄水場、三郷
浄水場、朝霞浄水
場、三園浄水場、東
村山浄水場、小作浄
水場及び長沢浄水場
で行っている処理方
法です。

緩速ろ過
　ろ過池は下から玉
石、砂利、砂の順に
敷き詰めてあり、砂
の表面に繁殖した微
生物の働きで浄化す
る方法でろ過速度
は1日4メートルで
す。自然の浄化機能
を利用した方法です
が、ろ過池に広大な
敷地を必要とします。

　境浄水場で行って
いる処理方法です。

膜ろ過
　超微細な細孔を持
つ膜に圧力差を利用
して原水を通し、膜
の孔径より大きな原
水中の不純物等を分
離・除去することで
ろ過します。
　膜は、集約してケ
ースに入れるなど、
膜モジュールと呼ば
れる膜ろ過装置に装
着できる形で使用し
ます。他のろ過方法
に比べ、施設の縮小
化が図れます。

　砧浄水場及び砧下
浄水所で行っている
処理方法です。

消 毒

水 道 水

原 水
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一般的な浄水の仕組み（急速ろ過法）

高 度 浄 水 処 理
　高度浄水処理とは、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、カルキ臭の元となるアンモ
ニア態窒素などの除去を目的に行う処理であり、水道
局では、凝集沈殿と急速ろ過との間に、オゾン処理及
び生物活性炭吸着処理を組み込んでいます。
　水道局では、利根川水系の全浄水場（金町浄水場、
三郷浄水場、朝霞浄水場、三園浄水場及び東村山浄水
場）において、高度浄水処理の導入を着実に進め、平
成25年度までに施設整備を完了しています。これら
の浄水場では、利根川水系の取水量の全量を高度浄水
処理し、より安全でおいしい水をお届けしています。

高度浄水処理の導入経過

浄水場施設能力
（万m3/日）

高度浄水施設

完成年月 導入規模
（万m3/日）

金町浄水場 150
（一期）平成　4年　6月
（二期）平成　8年　4月
（三期）平成25年　4月

150

三郷浄水場 110 （一期）平成11年　3月
（二期）平成25年10月 110

朝霞浄水場 170 （一期）平成16年11月
（二期）平成26年　3月 170

三園浄水場 30 平成19年10月 30
東村山浄水場 88（126.5） 平成22年　3月 88
注　東村山浄水場は、利根川水系原水と多摩川水系原水の両方を処理している。
　　（　）内の数値は、利根川水系原水と多摩川水系原水の合計

高度浄水処理の効果

項　　　目 除 去 率
2-メチルイソボルネオール（かび臭原因物質） 100%
アンモニア態窒素（カルキ臭の原因） 100%

高度浄水処理の仕組み
（金町浄水場）

沈殿池から

オゾン接触池

広報映像
なかよくランチ編
（高度浄水処理の紹介）
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膜 ろ 過 処 理
　膜ろ過処理とは、原水を超微細な孔径を持つ膜に通
し、ふるい分けを原理として不純物等を分離・除去す
る方式です。膜ろ過処理によって、原水中の濁質やク
リプトスポリジウムなどの微生物が除去できます。
　平成19年3月に、当時、浄水場として国内最大規模
の膜ろ過施設（日量4万立方メートル）が砧浄水場及
び砧下浄水所に導入されました。
　また、多摩地区の11か所の小規模浄水施設で、膜
ろ過処理を行っています。

砧浄水場及び砧下浄水所の膜の仕様

項　　目 除　　　去　　　率
膜の種類 外圧式精密ろ過膜（MF膜）
膜の形状 中空糸膜
膜の材質 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
公称孔径 0.1μｍ

膜ろ過の仕組み図

膜ろ過施設

東村山浄水場 朝霞浄水場 三園浄水場 三郷浄水場

金町浄水場

凡例 利根川系から100％の高度浄水が供給される区域（一部供給の区域を含む。）
原水が良好なため高度浄水処理を必要としない区域
都営水道を利用していない区域

＜⾼度浄水の供給区域＞
※高度浄水の給水区域は渇水等の事情により変わります。
　（令和２年3月末現在）



23

浄 水 場 の 更 新
　大規模浄水場の多くは、今後一斉に更新時期を迎え
ます。
　個々の浄水場は、浄水処理の系列が複数に分割され
ており、更新に当たっては、更新工事中の能力低下を
抑制するため、系列単位で施設を廃止し、更新するこ
ととしますが、それでも大幅な能力低下が避けられな
い状況にあります。
　このため、更新に伴い低下する施設能力相当の代替
浄水施設をあらかじめ整備した上で、更新に着手し、
安定給水を確保しつつ、長期に及ぶ更新工事を計画的
に推進します。
　具体的には、東村山浄水場更新の代替浄水施設を境
浄水場と上流部浄水場（仮称）に、金町浄水場更新の
代替浄水施設を三郷浄水場に整備します。代替浄水施
設の稼働後、東村山、金町の各浄水場の更新工事に着

手し、工事完了後、その他の浄水場の更新を順次実施
します。
　全浄水場の更新は長期にわたるため、適宜、水道需
要やリスク対応等を考慮し、適切な規模に施設を再構
築していきます。
　また、更新までに供用期間が長期となる施設につい
ては、アセットマネジメントの活用により、施設の状
態を把握した上で、今後の最適な補修のもと、長寿命
化を図っていきます。
　なお、施設更新に当たっては、異物混入などの危機
への備えに万全を期すため、浄水施設の覆蓋化を図っ
ていきます。
　また、原水水質に応じた浄水処理方式の導入を図る
とともに、省エネルギー型浄水場となるよう、水の位置
エネルギーの有効活用や施設配置の最適化に努めます。

大規模浄水場の更新（イメージ図） 

既存施設の移設等により、
代替浄水施設のスペースを確保

A浄水場に代替浄水施設を整備後、
B浄水場の更新工事に着手

a系列更新後、b系列を更新

A浄水場 B浄水場


