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未来につなごう！
広域水道設立50年

50th anniversary

シリーズ 企業団の歴史を知ろう❷

日本の近代水道の
始まりは？

50th anniversary

写真の後ろの建物は1915年にできた西
谷浄水場。当時の設備の一部が、国の登
録有形文化財として保存されている。こ
の建物の中に配水池に送る水の量をコン
トロールする制水弁が設けられていた。

明治3年英字新聞に載った
水売りの様子です。

シリーズ 企業団の歴史を知ろう❷

日本の近代水道の
始まりは？
ね だん

水の値段は今のお金にすると、
柄杓1杯が約250円でした。
ひ しゃく

前号から始まった新シリーズ「企業団の歴史を知
ろう」。第２回目は、時代を明治にまでさかのぼり、
たん じょう
さぐ
1887（明治20）年の近代水道の誕生を探ります。
日本の近代水道が最初に出来たのが横浜だという
ぞん じ
こと、ご存知でしたか？ では、なぜ横浜だったので
しょう？ また、つくったのは誰だったのでしょうか？
4人の小学生リポーターが横浜市水道局の西谷
となり
浄水場の隣にある横浜水道記念館（横浜市保土
ケ谷区）を見学、たくさんの展示資料を見ながらお
話を聞いてきました。

き ちょう

とにかく、水は貴 重！
みんなが求めていました。

いけ

だ

あつ ひろ

池田 篤弘さん

リポーターは、
横浜市立今宿
小学校4年3組
の4人です
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記念館はここ！
川井浄水場

中津川

清川村

横浜

伊勢原市

今回の先生

大船

平塚

鎌倉

かく

横浜市水道局 横浜水道記念館
くり はら

かず ひこ

こ がね い

じゅん じ

栗原 和彦さん 小金井 順 治さん

酒匂川 川井浄水場は近代水道創設の10年後に始まった第1回拡
張 工事で1901年に、また、西谷浄水場は第2回拡張工事
で1915年に完成しました。
ちょう

多摩川
かや ぬま

こ

う

栢沼 光羽さん
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横浜市

最初の近代水道のルート
を示した地図です。
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宮ヶ瀬湖

丹沢山

西長沢浄水場

橋本

横須賀
横須賀市

つづら

ぬき

かな

た

葛籠貫 奏汰さん
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現在の企業団の施設

≪水道企業団ニュース≫

設立５０周年に向けて随時準備中！

全国水道研究発表会で「みずき便り」について発表しました

当企業団は、来年5月1日に設立
50周年の節目を迎えます。これを
記念して、
11月の記念式典をはじめ、
県民・市民の皆様に企業団の取り組
みを知って頂くための各種事業を実
施する予定です。
その一つとして、県央部にある海
老名市に位置し、交通の利便性も高
い社家取水管理事務所と広域水質管理センターを企業団の広報拠点とす
るための施設整備を進めています。
また、
企業団の事業をわかりやすく紹介する事業紹介動画も作成中です。
多くの皆様にお越しいただき、企業団の役割と取組を広く知っていた
だきたいと思います。

平成30年度日本水道協会
全国会議（水道研究発表会）
が10月24～26日の3日間、
福岡市において開催されま
した。 当 企 業 団 からは6名
の職員が参加し、水道事業
に関する研究内容の発表を
しました。
その中の一つとして、平
成21年から作成している広
報誌『みずき便り』の取り組
みとその成果について『企業団広報誌みずき便りを活用した広報の手法』と
題し、発表しました。

水道記念
ヘンリー・スペンサー・パーマー
（1838-1893）
…「日本の近
代水道の父」と呼ばれる英
国人技術者。横浜水道の後
も函 館 水道や横浜港をつ
くるなど、日本で多くの業
績を残しました。野毛山公
園（横浜市西区）に銅像が
立っています。
はこ だて

つ

く

い

ぐん

み

神奈川県の水道の歴史
１９２２年
横須賀市営水道完成。

まち

か

水はどこから運んだのですか？

き おけ

それ以前の横浜では、木桶をかついで売り歩く「水売り」
わ
から郊外の湧き水を買ったりしていました。多摩川の
用水路から木の樋（とい）で水を運んでくることに挑戦した商
どろ
人たちがいましたが、泥 や塩分が混じってなかなか上 手 くい
かず、わずか9年で事業終了に。埋め立て地だった横浜は、井
戸を掘っても塩分を含んでいて飲み水にはできず、水不足に
悩みました。また、きれいな水が確保できず多くの人が病気
になってしまいました。
う

どう し がわ

しゅ すい

相模川と道志川の合流地点から取水することに決めま
した。現在の相模原市緑区三井に用水取入所をつくり、
約44ｋｍ運んで、野毛山貯水場でろ過してから、野毛地区や
桜木町などへ水を送っていました。
ようすいとりいれじょ

ま

参加した小学生リポーターたちの感想
学校では今の水道のことを勉強したけど、今回は歴史も分
かった。パーマーさんの業績も良く分かりました。
水道が出来るまでのたくさんの人の苦労を知ることができ
ました。昔は大変だったんだなぁと思いました。
古い水道のいろいろなものが見れてよかった。今は地震に
強い水道管になっているという話が興味深かった。
しゅ ご しん
ヨーロッパではライオンが水の守護神だったんですね。何
だか親しみがわいた気がします。

当時の水源（左）と、水売りの様子。

O

きゅう げ き

開港後の横浜は、人口も増え街が急 激 に大きくなった
ため、たくさんの 人が 水を求めていました。 当 時、日
本にはまだ鉄の水道管を作る技術がなく、世界で最も進んで
いたイギリスの水道技術を取り入れることにし、イギリス人の
H.S.パーマー氏に水道を作るようお願いしました。

どうして近代水道が必要になったのですか？

N

1915年西谷浄水場完成。

なぜ横浜が最初だったのですか？

大がかりなろ過装置を使って飲み水をつくり、鉄製の
てっ かん
管を使って圧力を加えて送る水道のことです。鉄管は
た
じゃ ぐち
圧力に耐え、高い所にも水を送れます。また、蛇口によって、
ほしいときにほしい量の水を使うことができます。

団

１９２１年
川崎町営水道完成。

20

１８９０年
水道の法律ができる。
水道の経営が神奈川県
から横浜市に移される。

１８８９年
横 浜 町 から 横 浜 市 に
変わる（横浜市の人口
万６１９３人）

１８８７（明治 ）年
横浜に日本初の近代
水道が完成。
給水開始。

１８８５年
パ ー マ ー の 指 導 のも
とで 水 道 の 建 設 が 始
まる。

１８７８年
コレラなど伝染病が全
国的に発生。水の衛生
の改善を国が指示。

１８７３年
横浜商人によって、木
樋 水 道（もくひすいど
う）が完成する。

１８５９年
まだ １０１ 戸 しか 住
んでいなか っ た 横 浜
に、港が開かれる。
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「近代水道」
ってどういう意味ですか？

業

し がしらきょう よう せん

1910年頃の路上の獅子 頭 共 用栓。

い むら

画像：横浜水道記念館展示より

企

し

横浜水道創設当時の用水取入所。
旧津久井郡三井村。

W

～安全・安心な水道用水の安定的な供給に向けて～
優良工事表彰式を開催しました

菊名ウォータープラザまつりに参加しました

丹沢荘閉館のお知らせ

１０月１３日、横 浜
市水道局イベント『第
１１回菊名ウォーター
プラザまつり』に参加
しました。 会場には、
横 浜 市 水 道 局 のはま
ピョンそして当企業団のウォービーをはじめ、さ
まざまなキャラクターが集合。ブースでの凝集
実験では、水の中の汚れがまとまっていく不思
議な様子に、皆さんとても驚いていました。当
企業団では、このようなイベント出展などの広
報活動を通じて、水の大切さや水源保全につい
てＰＲしていきますので、ぜひお越しください。

当企業団の宿
泊 研 修 所「丹 沢
荘」は、昭和55
年に開業して以
来、水没地権者
の 皆 様 をはじめ
一 般 利 用 のお
客 様など多くの
方々にご愛顧頂いて参りましたが、諸般の事情に
より9月2日をもちまして営業を終了いたしまし
た。今後は、譲渡先の民間事業者によって、新
たなコンセプトの宿泊施設として、リニューアル
オープンする予定です。

当企業団が前年度に発
注した建設工事を対象に、
特に優れた施工を行った
企業を表彰する優良工事
表彰式を、9月２１日（金）
に開催しました。
今年度は、大野土建株式会社が施工した『相模原
浄水場沈でん池耐震補強工事（その３）』が選ばれま
した。近年、災害が起きるたびに、ライフラインとし
ての水道の重要さとその備えが注目されています。
安全安心な水道水の安定供給のために、より一層の
安全管理、良好な施工をさまざまな企業と協力して
行っていきます。

念館に展示されています。

市内各所に設置されていた
イギリス製の共用栓
共用栓には、ヨーロッパで水を司る神様と
して崇 められた獅 子（ライオン）の顔がデ
ザインされていました。日本製の共用栓が
作られるようになってからは、龍のデザイ
ンが主流になりました。日本では龍が水
の神様とされていたのです。空想上の動
物である龍（蛇 ）にちなみ、今でも「蛇 口 」
という言い方が残っています。
つかさど

し

あが

し

りゅう

へび

じゃ ぐち

獅子頭共用栓：共用栓は多くの人が共同で使用する蛇口のこと。ライオン（獅子）の顔がデザ
インされていたのでこう呼ばれました。

横浜市水道局 横浜水道記念館

ハチヨンナナ ロク ニ ロク ニ

宮ヶ瀬ダムの完成まで

２００１年
宮ヶ瀬ダム
（宮ヶ瀬湖）
完成。

進化する水道管

１９７８年
三保ダム
（丹 沢 湖 ）完
成。 ＝ みずき 便 り
号で紹介

★

１９６９年５月１日
神奈川県内広域水道
企業団設立。

１９６５年
城 山 ダ ム（津 久 井 湖 ）
完成。

１９４７年
相模ダム
（相模湖）
完成。

１９３３年
県営水道が始まる。

日本で初めての近代水道の
創設（明治20年）
、そして現
在に至るまでの歴史を資料・
映像展示などで紹介してい
へい せつ
ます。併設する技術資料館
では、各時代の水道管やメー
ターなど設備や機械を展示、
また、技術の移り変わりをわかりやすく紹介して
います。入館無料。
詳しくは横浜市水道局お客さまサービスセン
ターへ ☎045-8 4 7-62 6 2
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/
kyoku/torikumi/suidou-pr/kinenkan/
横浜市保土ケ谷区川島町522
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西谷浄水場の本館だった。
1987（昭和62）年、近代水
道創設100年を記念して、
水道記念館としてリニューア
ルされた。

水道の歴史の中で、水道管はさまざまな進化を続けています。その一部を紹介します。

ちゅう

ダクタイル 鋳
鉄 管。強さや
柔 軟性に優れ
ています。
てつ かん

素材

じゅう なん せい

もく ひ

木樋の水道管。

イギリス製の鉄の水道管
（創設当時）
。

はがね

日本で作られた鋼の水道管。

じゃ ばら

ベローズ
（蛇腹）
型伸 縮 管 継 手。
継手部分を蛇腹
のようにするこ
とで、
地盤沈下・
地震による衝 撃
を吸収します。
しん しゅく かん つぎ

継手

じ

つぎ て

木樋の継 手 の部分。
管と管をつなぐだけ
のものでした。

〈シリーズ〉

水源のまち・流域のまち
Vol.5

ばん ちん

強くてしなやかなダ
クタイル鋳 鉄 管 の
継手。地震を始め、
さまざまな自然災害
にとても強いです。

て

か

しょう げき

きゅうしゅう

行中です。
豊かな自然を背景に、古来より農業が盛ん
でしたが、平成に入ると、東名高速道路のイ

発を進めており、中井町のブランドとして認
証した「なかいの逸品、太鼓判！」が誕生し
ています。

ンターチェンジ付近に工業団地ができ、産業

里山に広がる鮮やかな森林は豊かな水源を

構造にも変化がみられるようになりました。

守り、次代に伝えたい大切な財産です。これ

中井町は、神奈川県の南西部、人口約9,500

そんな中井町を象徴しているのが「里都

までも中井町では、水源環境や里山環境の保

人の緑豊かな町です。平塚市、小田原市、秦

（さと）まち」というキャッチフレーズです。

全に努めてきました。現在も、町民一人ひと

足柄上郡 中井町
野市、二宮町、大井町と境を接し、面積はお

田舎すぎず都会すぎない、住む人にも、

りの理解を深め、自然との共生を実現できる

よそ20k㎡、町の北部に東名高速道路秦野中

訪れる人にもちょうどいい町、という意味

ようさまざまな取り組みを進めており、
「里

井インターチェンジがあり、都心から車で約

で、温もりと優しさのある暮らし、便利で

都まち♡なかい」は、より住みやく、訪れや

１時弱という立地です。起伏に富んだ大磯丘

都会的な一面を併せ持つ中井町の魅力を表

すい町として、歩みを進めています。

陵の一角にあり、北は丹沢山地、西に富士山

現しています。

を望む自然豊かな地で、南側に望む相模湾の

現在「里都まち」をキーワードにした歌や

影響を直接受け、冬は暖かく、夏は涼しい、

動画が作られるなど、さまざまなシティプロ

住みやすい土地柄です。

モーションが展開されています。特に、交流

110年前の1908（明治41）年、中村と井ノ

と憩いの場として中井中央公園内に「なかい

口村が合併し中井村に改称「なかい」が誕生

里都まちCAFE」とその外周に「里都まちガー

しました。今年はなかい誕生110年の節目の

デン」が整備され、
「里都まち交流拠点」とし

年に当たり、
「110年のまちづくりから、今

て町の内外から世代を問わず多くの人が訪れ

新しい未来へ」を目標に、町の魅力を再確認

ています。

し、町内外に発信するための記念事業が進

一方、町の農産物などを使った特産品の開

里都まち交流拠点（写真提供：中井町）

神奈川県内広域水道企業団パートナーから

かながわ水道News

横須賀市上下水道局

神奈川県企業庁

水のポスター
すばらしい作品が集まりました

横須賀上下水道
イメージキャラクター
アクアン

横須賀市上下水道局では、子どもたち
に水への関心や親しみを持ってもらうた

めに、毎年夏休みの課題として市内在住・在学の小学生
を対象に
「水のポスター」
を募集しています。今年は45校、
3,014点の応募がありました。
その中から、学年ごとに最優秀賞１点、優秀賞３点、

あなたを狙う悪質な手口
県営水道キャラクター
カッピー

作業服を着た
不審な２人組の
男が「水道局の
職員です。検査
にきました。
」な
不審者にご注意ください
どの嘘をついて
室内に上がりこみ、お客さまが目を離したすきに現金
を盗むなどの被害が発生しました。

ポスター展

表彰式

佳作10点を選び、その作品を市内ショッピングセンター
などで展示いたしました。今後は横須賀市上下水道局
の広報活動などにも使用させていただく予定です。
なお、最優秀賞、優秀賞についてはホームページで
公開しています。
どの作品も、子どもたちの一生懸命さが伝わってくる
すばらしい作品ばかりです。是非ご覧ください。
横須賀

不審者は、家に１人でいたお客さまを狙い、水道局の
職員を名乗って家に上がり、１人が水漏れの点検とだ
ましてお客さまと２階に行き、トイレの水を何度も流
してお客さまの注意を引きつけている間に、もう１人
が１階を物色して現金を盗む悪質かつ巧妙な手口です。
県営水道ではお客さまからのご依頼や事前にお知ら
せをしない調査や訪問はいたしません。
少しでも不審に思われたら、絶対に家の中に入れな
いでください。

水のポスター

悪質な業者や詐欺にご注意ください

川崎市上下水道局

横浜市水道局

山北町との
交流事業を実施しています
川崎市上下水道局
キャラクター
ウォータン

市民の方に水源地域に対する理解
を深めていただくことを目的に、川崎
の水源地域のひとつである山北町と交流事業を行って
います。
この「山北町―川
崎市交流事業」は毎
年夏と秋に開催して
います。今夏に開催
した交流事業では、
水源林の保全活動と
して間伐や下草刈り

横浜市水道局キャラクター
はまピョン

気温低下による水道管の凍結に
ご注意ください

これからの時期、
日を追うごとに冷え込みが厳しくなり
ますね。気温が氷点下になると屋外で露出している水道
管が凍ったり破裂したりすることがあります。
凍結を防ぐためには、写真のように、水道管が直接冷
気を受けないようにしましょう。
なお、水道管が凍ってしまった場合は、
自然に溶けるの
を待つか、凍結部分にタオルなどを被せて、ゆっくりとぬ
るま湯をかけてください。急激な気温の低下に備えて、早

薪割りの様子

めに対策をしておきましょう。

を行い、子どもたちにはヤマメの掴み取りなども体験
していただきました。また、10月27日には秋の交流事
業を開催し、青空の広がった午後は屋外で薪割りを行
いました。薪割りは毎回ご好評をいただいており、こ
の日も普段体験できない斧を用いた作業に参加者の方
は汗を流していました。
この交流事業は、来年度も広報紙等で市民の方を対
象に参加者を募ります。ぜひご応募ください。
山北町―川崎市交流事業

保温チューブの上にビニール等を巻いた状況

横浜市 水道管の凍結防止

平成29
（2017）
年度

水道水の生産に関する決算
収益的収支（消費税込み数値）

決算の概要

収入
463
億円

構成団体からの用水供給料金収入 421 億円
その他収入 42 億円

■用水供給先

神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市

支出
442
億円

■構成団体への供給水量実績
年間総供給水量

施設の維持管理に
に係わる費用 160 億円

減価償却費 218 億円
企業債
（地方債）
の
支払利息 35億円

平成 28
（2016）
年度 485,094,850 ㎥
平成 29
（2017）
年度 506,694,850 ㎥
前年度比 104.5％

1日平均供給水量

人件費 29 億円

収益的収支差額 22 億円
（純利益）
17 億円

構成団体
全給水量の

51.2％

施設の建設・改良に関する決算

1,388,205㎥

資本的収支（消費税込み数値）

■事業計画の着実な実施
収入
40
億円

水道用水の効率的な安定供給
施設老朽化対策ほか 約58億円
災害や事故に強い広域水道
地震対策ほか 約12億円

補助金 0.4 億円

水道用水の品質向上
水質管理強化 約0.5億円

支出
238
億円

■経営基盤の強化
健全な財務体質の維持・強化。企業債（地
方債）残高の縮減。 業務の改善・効率化
へ向けた取り組み。 職員研修を通じた人
材育成。

企業債 32 億円

出資金 8 億円

収支不足額 △198 億円
減価償却等の損益勘定留保資金
等で補てんしました。

企業債償還金 179 億円
一般建設改良費
59 億円

※グラフ中の数字は端数処理のため、
計において一致しない場合があります。

※詳しくは下記神奈川県内広域水道企業団のホームページをご参照ください。

「水あれこれトーク」は今回お休みします。

プレゼント
コーナー

「みずき便り」読者の中から、抽選で5名の方に企業団オリジナルの「やまなみ五湖のブレンド水」340mℓ缶1ケー
ス（24本入）をプレゼントします。ご希望の方はハガキ、FAXまたはメールで、住所／氏名／電話番号／年齢／職
業を明記の上、下記までお寄せください。その際、今号の内容へのご意見・ご感想も忘れずにお願いいたします。
応募締め切り：2019年2月28日（木）必着 ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます
応募先：〒231-8445 横浜市中区太田町2-23神奈川新聞社クロスメディア営業局内「やまなみ五湖の
ブレンド水プレゼント」係 FAX.045-227-0765 kokoku@kanagawa-np.co.jp
●プレゼントに関するお問い合わせは ☎045-227-0737 までお願いいたします。

《編集後記》 今号は、前号から始まった特集「企業団の歴史を
知ろう」シリーズの第2回目です。
今回取り上げたのは「近代水道の始まり」でした。
近代水道とはなにか、なぜ横浜に最初につくられたのか、
ご理解いただけたでしょうか。
さて、企業団では、設立50周年に向けて「作文コンクール」
を開催することとなりました。
「水道をテーマとした作文」を
神奈川県の小学校4・5年生を対象に募集し、入賞者は来年6月
1日開催の
「みずきフェスタ2019」
での表彰を予定しています。
詳しくは次号のみずき便り第31号で紹介します！
（総務・広報係）

神奈川県内広域水道企業団とは
三保ダムと宮ヶ瀬ダ
ムに貯めた水を浄水
処理し、構成団体を
通じて、利用者の皆
様に、安全で安心な
水道水を供給してい
る「特別地方公共団
体」です。

発行／平成30年12月 神奈川県内広域水道企業団
〒241- 8525 神奈川県横浜市旭区矢指町1194番地

TEL.045-363-1111（代表） FAX.045-363-1121
https://www.kwsa.or.jp

