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東京の水道の概要

東京都水道局（以下「水道局」という。）は、23区
及び多摩地区26市町の存する区域を合わせた約1,239
平方キロメートルの区域、1,363万人の都民に水道
水を供給しているほか、給水区域に含まれていない
武蔵野市、昭島市及び羽村市（以下「未統合市」とい
う。）に対して暫定分水を行っています。
令和３年３月末現在、浄水場の施設能力は日量684

万立方メートル、配水管の延長は2万7,341キロメー

【基本事項】	 （令和3年3月末現在）

事業開始
年 月 日

創設認可 明治23年（1890年）7月5日

供用開始 明治31年（1898年）12月1日

給水区域面積（注） 1,239km2

給水人口（注） 13,629千人

給水件数（注） 7,803千件

水源量 680万m3/日

施設能力 684万m3/日

配水管延長 27,341km

職員数 3,742人
（区部及び都営水道26市町）
注　給水区域面積、給水人口及び給水件数は、令和2年10月1日現在

【配水量】	 （令和２年度）

年間総配水量 1,540,872千m3

一日平均配水量 4,222千m3

一日最大配水量
（令和２年7月２日） 4,532千m3

（区部及び都営水道26市町（未統合市への分水量を含む。））
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　東京の水道は、明治31年（1898年)に近代水道として淀橋浄

水場から通水を開始し、平成30年（2018年）12月に120周年を

迎えました。通水開始以来、東京都水道局は高品質な水道水

を常に安定して供給するため、水源の確保や施設の整備拡充などの施策を推進してき

ました。その結果、今日では、世界でも有数の規模となる水道事業に発展しています。

　一方で、水道事業に対するお客さまの期待は大きく、近年では安全でおいしい水

の供給や震災対策、環境への配慮など、より質の高いサービスが求められています。

　このような中で、東京都水道局は、ハード・ソフト両面にわたり、より信頼性の

高い水道システムを構築していくとともに、質の高い水道サービスを展開し、お客

さまに喜ばれる水道を目指します。

トル、保有する水源量は日量680万立方メートルと
なっています。
また、令和２年度における年間総配水量は、15億
4,087万立方メートル、一日最大配水量は約453万立
方メートルとなっています。

はじめに
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【主要都市の水道との比較】	 （令和２年度）

都市名
項目 東 京 都 札 幌 市 横 浜 市 名古屋市 大 阪 市 福 岡 市

基
　
本
　
事
　
項

給水人口 （人） 13,615,467 1,965,008 3,762,046 2,457,438 2,753,819 1,556,561

導送配水管延長 （km） 28,115 6,136 9,433 8,604 5,220 4,208

給水戸数 （戸） 7,821,887 975,702 1,907,706 1,345,832 1,657,581 922,849

職員数 （人） 3,742 657 1,570 1,335 1,331 577

給水施設能力 （m3/日） 6,844,500 835,200 1,820,000 1,424,000 2,430,000 780,987

一日最大配水量 （m3） 4,531,800 583,760 1,203,800 816,694 1,177,600 454,833

一日平均配水量 （m3） 4,221,600 528,000 1,136,900 759,900 1,090,300 417,100
料金
（口径20mm･24㎥）

（円）
（税込） 3,478 4,664 3,696 3,847 2,657 4,424

給水原価 （円/m3）
（税込） 212.49 180.83 183.70 176.49 144.04 201.85

経
営
指
標

施設利用率 （％） 61.7 63.2 62.5 53.4 44.9 53.4

有収率 （％） 95.7 93.6 92.8 95.0 90.9 96.5
職員一人当たり
有収水量 （千m3） 444.3 312.5 286.2 220.4 271.7 316.0

総収支比率 （％） 106.6 128.9 108.8 98.4 111.9 117.0

自己資本構成比率 （％） 84.8 79.2 68.4 70.6 69.1 68.7
（「地方公営企業決算状況調査」による。）

有収率　　　　　：配水した水のうち、料金の対象となった水の割合で、数値が高いほどよいとされます。	
総収支比率　　　：経営の安定のためには、この値が、利益が発生していることを示す100％以上であることが必要です。	
自己資本構成比率：総資本に占める自己資本の割合で、この率が高まると財政は安定します。	

都市名
項目 東　　京 ロンドン ニューヨーク パ　　リ

給水人口 （万人） 1,362	 1,010	 900	 218	

管路延長 （	km） 28,115	 32,186	 11,095	 2,050	

職員数 （人） 3,742	 6,296	 5,910	 900	

一日平均配水量 （千m3/日） 4,222	 2,600	 3,785	 512	

（注１）東京は令和２年度値
（注２）各海外都市は令和3年度の水道局の調査で各事業体ホームページ等から収集した数値
（注３）職員数について、ロンドン、ニューヨークは下水道分を含む。

【海外都市の水道との比較】
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東京の水道水源と浄水場別給水区域
～暮らしと都市を結ぶ水道～
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それぞれの給水する区域は工事に伴う運用状況等により変わります。
（令和 3 年 3 月末時点）

金町系

金町・三郷系

金町・三郷・朝霞・三園系

金町・三郷・朝霞・三園・東村山系

金町・三郷・朝霞・三園・東村山・境系

金町・三郷・朝霞・三園・境・砧・長沢系

金町・三郷・朝霞・三園・砧・長沢系

金町・三郷・三園・境系

三郷・朝霞・三園・東村山系

三郷・朝霞・三園・東村山・小作系

三郷・朝霞・三園・砧・長沢系

三郷・朝霞・三園・境・砧・長沢系

朝霞・三園系

三園系

東村山系

東村山・小作系

東村山・長沢系

小作系

奥多摩系

約25,000ha
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