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安定した水源の確保

限 り あ る 水 源

　日本は、世界でも有数の多雨地帯であるモンスー
ンアジア東端に位置しています。日本の年平均降水
量は約1,670ミリメートルで、世界の年平均降水量約
1,170ミリメートルの約1.4倍となっています。しか
し、国土が狭く人口が多いため、国民一人当たりにし
てみると約5,000立方メートルであり、一人当たりの
世界平均約20,000立方メートルの４分の１程度とな
り、諸外国に比べ必ずしも恵まれているというわけで
はありません。
　また、日本の降水量には地域差があり、東京都が位
置している関東臨海地域の年平均降水量は約1,590ミ
リメートルで、全国平均を下回っています。

少ない国民一人当たりの降水量

　日本の地形は急しゅんなため、河川の流域が狭く、
こう配も急です。このため、河川の流量の変動が激し
く、雨が降ると急増し、雨がやむとたちまち減少して
しまいます。
　また、日本の気象特性から、河川の流量は梅雨期、
台風期及び雪解けの時期に多く、季節によって大きな
開きがあります。
　こうしたことから、日本は、水利用を図るには不利
な条件にあるといえます。

世界と日本の河川縦断こう配

東京の水道水源

　東京都の水源は、ほとんどが河川水で、80パーセ
ントが利根川水系及び荒川水系、17パーセントが多
摩川水系です。
　これまで100年余りにわたり、東京の水道は増加し
続ける水道需要を懸命に支えてきましたが、これは、
水源についても同様です。
　昭和30年代までは、水源の多くを多摩川水系に依存し
てきましたが、その後、急激な需要の増加に対応するた
め、利根川水系の水資源開発に合わせて、利根川水系
への依存度を高めてきました。現在、東京都の保有す
る水源量は、日量680万立方メートルとなっています。

多摩川から利根川へ

水系別比率

80％

17％

680万m3

　しかしながら、この日量680万立方メートルの水源
の中には、昭和30年代の慢性的な渇水時の対策とし
て、水源開発完了までの間、緊急かつ暫定的に許可を
受けているものや、１年ごとの協定締結により分水を受
け、締結中においても他県の水事情により減量されるな
ど、課題を抱える水源が含まれています。
　また、将来、気候変動の進行により、大幅な積雪量
の減少や融雪時期が早期化すれば、農業用水の需要期
に河川流量が減少するため、今まで以上にダムからの
水の補給が必要になります。早期に流出する融雪水は、
ダムが満水状態に達すると、貯留されず、そのまま放流
（無効放流）される可能性があります。
　さらに、無降水日の増加が予測されるなど、これまで

水 源 の 現 状

水を利用する上でも不利な条件
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経験したことのない厳しい渇水の発生も懸念されます。
　このような状況の中で、確保した水源は、首都東京の
安定給水を継続するため、水道需要への対応はもとより、
将来の気候変動による影響も踏まえ、安定化を図るとと
もに最大限活用していきます。
　一方、ダム等の水源開発に協力をしていただいた水
源地域の人々への感謝や、水の大切さ及び水を育む森
林の大切さについての意識を高めてもらうため、水源地
域の人々との相互の交流と認識を深めるなど、理解と協
力が得られるよう可能な限りの努力をしています。
　また、水道局自らも節水型都市の形成に向けて諸施策
を積極的に進めています（内容は33及び34ページ参照）。

　現在の水源状況の中で安定給水を確保していくために、
水道局では次のような水源の有効活用を図っています。

⑴　利根川と多摩川との原水の相互融通
　利根川・荒川系の原水を荒川から取水し、東村山
浄水場に揚水するとともに、多摩川系の原水を自然
流下により朝霞浄水場へ補給できるようにし、原水
の相互融通を行っています。
　通常は主に利根川及び荒川の水を利用して、小河
内貯水池など多摩川系の水は貯水に努めつつ必要な
分を利用していますが、利根川・荒川水系の水質事
故時や渇水時などにおいては、多摩川の水を利用す
るなど、原水の効率的な運用を図っています。

水 源 の 有 効 活 用

利根川と多摩川との連絡施設

主なダム・貯水池の工期、費用等

名 称 有効貯水容量
（万m3）

総事業費
（億円）

完成年度
（工期）

移転した家
（戸）

小河内
貯水池 18,540 151 昭和32（20年） 945

矢木沢
ダ ム 17,580 119 昭和42（9年） 1

下久保
ダ ム 12,000 202 昭和43（10年） 321

草 木
ダ ム 5,050 496 昭和51（12年） 230

渡良瀬
貯水池 2,640 821 平成2（18年） 0

奈良俣
ダ ム 8,500 1,353 平成2（18年） 0

浦 山
ダ ム 5,600 1,833 平成10（27年） 50

滝 沢
ダ ム 5,800 2,300 平成22（42年） 112

八ッ場
ダ ム 9,000	 5,320 令和元(53年) 470

⑵　多摩川の工業用水道水源としての活用
　多摩川下流（調布取水堰

せき
）の水源は、原水水質の悪

化により、水道用としての取水は休止しましたが、
工業用水道の水源として、昭和54年に取水を再開し、
玉川浄水場で処理した水を三園浄水場に送っています。

小河内ダム

八ッ場ダム（出典：国土交通省）
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水 道 水 源 林
　水道局が管理する水道水源林は、多摩川の上流、山
梨県甲州市、同県北都留郡丹波山村及び小菅村並びに
東京都西多摩郡奥多摩町にまたがる、東西約31キロ
メートル、南北約20キロメートルに及ぶ24,561ヘク
タール（23区の面積の39パーセントに相当）の広大
な面積を有する森林で、羽村取水堰

せき
上流の多摩川流域

面積の50パーセントに相当します。
　森林は、落ち葉などによる有機物の供給が豊富で、
その堆積物の腐食や小動物の活動により、保水力の高
い団粒構造の発達したスポンジ状の良い土壌を形成し
ており、水源地に欠かせない次の機能を持っています。
⑴　水源かん養機能
　森林は、降り注いだ雨を土壌に一時蓄え、長時間に
わたって少しずつ、ほぼ一定に近い状態で流出させます。
⑵　土砂流出防止機能
　雨が土の中に浸透するため、地表を流れる雨水が
少なくなり、地表の土砂浸食を防ぎます。
⑶　水質浄化作用
　雨水に含まれるちりなどが、土の中を移動する間に
ろ過・吸着され、きれいな水となって河川に流れ込み
ます。
　水道局では、平成28年度から令和７年度までを計
画期間とする第11次水道水源林管理計画に基づき、
間伐・枝打等の保育作業を着実に行うことで、多様な
樹齢、樹高、樹種で構成される針広混交林へと誘導
することにより、水を育む豊かな森を守り、水質の向
上、安定した河川流量の確保及び小河内貯水池の保
全に努めています。
　また、令和３年３月には、「みんなでつくる水源の森
実施計画2021」を策定しました。この計画では、小
河内貯水池へ直接土砂の流出が懸念されるエリアの民
有林を積極的に購入し、水道水源林として適正に管理
する取組や、都民・企業・大学など多様な主体と連携
した森づくりなどの取組に加え、水道水源林特設サイ
トの開設など都民の理解を促進するための新たな取
組も進めていきます。

水源･取水･導水施設
　ダムや貯水池等の水源施設は、雨水や雪解け水をため
ておくことにより、降水量の季節的変化や水道需要の
変動に応じて、河川流量を調節する役割を持っています。
　東京の水源施設等は、多摩川水系と利根川水系及び
荒川水系とに大別できます。多摩川水系施設は水道局
が直接管理し、利根川水系及び荒川水系施設は国土交
通省及び独立行政法人水資源機構が管理しています。

⑴　貯水池
　小河内貯水池は、東京都西多摩郡奥多摩町の多摩
川本流にあり、水道専用としては我が国最大級の規
模です。
　山口貯水池及び村山上・下貯水池は、東京都と埼
玉県とにまたがる狭山丘陵を利用して造られた貯水
池です。小作取水堰

せき
や羽村取水堰

せき
から取水した水を

ため、東村山浄水場及び境浄水場へ送っています。

各貯水池のあらまし

名　称 有効貯水容
量（万m3） 型式 堤高

（ｍ）
堤頂長
（ｍ）

完成
年度 所在地

小河内貯水池
（奥多摩湖） 18,540	 重力式コンクリートダム 149	 353	 昭和32

東京都西多摩郡
奥多摩町、山梨
県北都留郡小菅
村・丹波山村

山 口 貯 水 池
（狭山湖） 1,953

アースダム

34	 716	 昭和8
東京都武蔵村山市
・瑞穂町、埼玉県
所沢市・入間市

村 山
（多摩湖）

上貯水池 298 24	 318	 大正12 東京都東大和市・
武蔵村山市

下貯水池 1,184 35	 610 昭和元 東京都東大和市・
東村山市

注　平成14年11月に山口貯水池、平成20年11月に村山下貯水池の堤体
強化工事が完成しました。

多 摩 川 水 系 施 設

多摩川水源森林隊動画

都民のみなさまと共に森づくりを進めていく
ため、より多くの方々に水源地を知っていただ
くことを目的として、メールアドレスをお持ち
の方を対象に募集しています。
メールマガジンでイベント
情報や地域情報、山の情報な
どをお届けします。

多摩川水源サポーター

AR
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⑵　取水堰
せき

　取水堰
せき
は、原水の取入口であり、河川の流量変化

に注意しながら取水量を総合的に管理する役割を果
たしています。

各取水堰
せき
のあらまし

名　称 構　　造 完成年度 所在地幅（ｍ） 型式
小作取水堰

せき 130 可動堰
ぜき 昭和55 東京都羽村市

羽村取水堰
せき

380 固定堰
ぜき

明治33 東京都羽村市
投渡堰

ぜき

調布取水堰
せき

104

固定堰
ぜき

昭和10
東京都大田区
※防潮を兼ねている。

水　門
起伏堰

ぜき

閘
こう

　門

⑴　ダム・貯水池
　利根川上流には貯水池・ダムが9か所あり、いず
れも、都市用水（水道用水及び工業用水）、農業用水
などのための多目的ダムです。この中で、東京都が
都市用水として利用しているのは、矢木沢ダム、下
久保ダム、草木ダム、奈良俣ダム、八ッ場ダム及び
渡良瀬貯水池の6か所です。
　また、荒川については、東京都は、荒川貯水池、
浦山ダム及び滝沢ダムを利用しています。

各貯水池のあらまし
名 称 有効貯水容

量（万m3） 型　式 堤高
（ｍ）

堤頂長
（ｍ）

完成
年度 所 在 地

矢木沢ダム
（奥利根湖） 17,580	 アーチ式コンクリートダム 131	 352	 昭和42 群馬県利根郡みなかみ町
下久保ダム
（神流湖） 12,000	 重力式コンクリートダム 129	 605	 昭和43 埼玉県児玉郡神川町

群馬県藤岡市
草木ダム
（草木湖） 5,050	 重力式コンクリートダム 140	 405	 昭和51 群馬県みどり市
奈良俣ダム
（ならまた湖） 8,500	 ロックフィルダム 158	 520	 平成2 群馬県利根郡みなかみ町
八ッ場ダム
(八ッ場あがつま湖) 9,000 重力式コンク

リートダム 116 291	 令和元 群馬県吾妻郡長野
原町

渡 良 瀬
貯 水 池
（谷中湖）

2,640	 堀込式貯水池 ― ― 平成2
栃木県栃木市・下
都賀郡野木町、群
馬県邑楽郡板倉町、
埼玉県加須市

荒川貯水池
（彩湖） 1,060	 堀込式貯水池 ― ― 平成8 埼玉県さいたま市・

和光市・戸田市
浦山ダム
（秩父さくら湖） 5,600	 重力式コンクリートダム 156	 372	 平成10 埼玉県秩父市
滝沢ダム

（奥秩父もみじ湖） 5,800	 重力式コンクリートダム 132	 424	 平成22 埼玉県秩父市

矢木沢ダム

⑵　堰
せき
及び導水路

　利根大
おお
堰
ぜき
で取水した水は、武蔵水路で東京都や埼

玉県の都市用水として利用するほか、農業用水とし
て見沼代用水、埼玉用水及び邑楽用水の3用水路に
供給しています。秋ヶ瀬取水堰

ぜき
で取水した水は、朝

霞水路で朝霞浄水場等に送っています。
　利根川河口堰

ぜき
は、堰

せき
の操作で海水の逆流による塩

害の発生を防止するとともに、ためた水を水道用水
等に利用しています。
　北千葉導水路は、利根川と江戸川を連絡し、水道
用水等の供給のほか、洪水の防止、手賀沼の水質浄
化の役割を果たしています。

各堰
せき
・導水路のあらまし

名　称 構　造 完成年度 所 在 地

利 根 大 堰
ぜき 幅692ｍ、

可動堰
ぜき 昭和42 群馬県邑楽郡千代田町

埼玉県行田市

武 蔵 水 路 延長14,522ｍ、
開水路

昭和42
平成27（改築）

埼玉県行田市
〜鴻巣市

秋ヶ瀬取水堰
ぜき 幅127ｍ、

可動堰
ぜき 昭和40 埼玉県志木市

朝 霞 水 路 延長2,294ｍ、
暗きょ

昭和40
昭和56（改築）

埼玉県志木市
〜朝霞市

利根川河口堰
ぜき 幅834ｍ、

可動堰
ぜき 昭和46 千葉県香取郡東庄町

茨城県神栖市

北千葉導水路 延長28,500ｍ、
暗きょ・開水路 平成11 千葉県我孫子市

〜松戸市

秋ヶ瀬取水堰
ぜき

利根川の水を荒川に送る武蔵水路

利根川・荒川水系施設


