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知っ得！知っ得！

東京都水の科学館

【編集・発行】東京都水道局サービス推進部　サービス推進課　
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号
電話：03（5320）6326

石油系溶剤を含まないインキを
使用しています。

水の不思議と大切さを科学の視点で
学べる体感型ミュージアムです。
●交通案内 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
●所 在 地 江東区有明三丁目 1番 8号
●休 館 日 月曜日※
　　　　　　年末年始（12月 28日から 1月 4日まで）

水滴くん水玉ちゃん
すいてきみずたま

是非来てね♪

スマホを
かざしてみてね♪

SNSでも情報をお届けしています！

開館時間は、午前９時30分から午後５時（入館は午後４時30分まで）です。
入館料は無料です。　※休館日が休日に当たる場合はその翌日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休館や入館制限等を行う場合があります。
来館の際は、ホームページで詳細をご確認の上、お越しください。

水道局のPR施設水道局のPR施設
もっと知ろう！水道のこともっと知ろう！水道のこと

A R

A R A R

江戸時代から今日までの水道の歴史をわかりやすく、
子供から大人まで楽しみながら学ぶことができます。
●交通案内 JR中央線・総武線　御茶ノ水駅・水道橋駅／
　　　　　　都営地下鉄大江戸線　本郷三丁目駅　ほか
●所 在 地 文京区本郷二丁目 7番 1号
●休 館 日 毎月第 4月曜日※年末年始（12月 28日から 1月 4日まで）

東京都水道歴史館

楽しい実験やイベントもたくさん！

みんなで発見！くらしの水
水はどうやっておうちまでたどり
着くんだろう？

給水所を体験！有明給水所
話題のプロジェクションマッピング
を用いた、迫力満点の給水所見学
ツアーへ参加しよう！

ふしぎ体験！水の実験室
水の性質を利用した体験装置や
実験ショーで、水の不思議を
感じよう。

水のたびシアター
最新の映像シアターで、「水の旅」を
体感しよう。

奥多摩 水と緑のふれあい館
奥多摩の豊かな自然や文化、小河内ダムの仕組み、
水や緑の大切さをわかりやすく紹介しています。
●交通案内 JR青梅線奥多摩駅前からバス
　　　　　　「奥多摩湖」バス停下車すぐ
●所 在 地 西多摩郡奥多摩町原 5番地
●休 館 日 水曜日※年末年始（12月 28日から 1月 4日まで）

アクア・タウン アクア・ツアー アクア・ラボラトリー アクア・トリップ

アクア・パーク

A R

A R

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。
　　　　　 がついた画像を読み込むとで3Dの水滴くんが出現します。
画像を読み込んだ後、スマートフォンを手前に傾けて3Dの水滴くんを
お楽しみください。
（専用アプリのダウンロードは水道局ＨＰから）

A R

ARと360度映像で学べるARと360度映像で学べる

3D/AR



知っ得！知っ得！ 水道水で手洗い・うがい水道水で手洗い・うがい
「手洗い」と「うがい」は
私たちにとって大事なことです。
身近な水道水を使って家族みんなで
「手洗い」と「うがい」をして 
風邪を予防しましょう！

 1 回目  クチュクチュペッ！
お口の中の食べかすなどを取るために
しっかり強くうがいします。
 2 回目  ガラガラペッ！
上を向いて、のどの奥まで届くように
15秒程度うがいします。
 3 回目  クチュクチュペッ！
最後にもう一度
しっかり強く
うがいします。
これで、ばい菌
さようなら～！

うがい方法

02 03

1回目

2回目

①石鹸を泡立て、手のひらを
　よくこすります。
②手の甲をのばすように
　こすります。
③指先・ツメの間を念入りに
　こすります。
④指の間を忘れずに洗います。
⑤手のひらで指をねじり洗いします。
⑥手首も忘れずに洗います。

最後に石鹸を洗い流し、清潔なタオルで
拭き取って乾かしたら、
ピカピカおててのできあがり！

手洗い方法①

②

③

④

⑤

⑥

3回目

3D/AR3D/AR　　　　　 がついた画像を読み込むとで3Dの水滴くんが出現します。
画像を読み込んだ後、スマートフォンを手前に傾けて3Dの水滴くんをお楽しみください。

約



知っ得！知っ得！

いざという時のために、水のくみ置き方法や
災害時の水の配布場所・方法等を
事前に確認して、私たちにできる
震災への備えをしましょう！

水のくみ置きを習慣に！
①清潔でふたのできる容器に口元まで
　いっぱいに水道水を入れます。
②直射日光を避ければ、常温で3日、
　冷蔵庫で 10 日程度保存できます。
③人間に必要な水の量は 1人 1日
　3Lです。この量を目安に3日分程度
　のくみ置きをしてください。
※蛇口から直接注いでください。
　浄水器を通したり、沸かしたりすると
　消毒用の塩素が除去されてしまいます。

※このほかにも、避難所応急給水栓や
　避難所付近の消火栓、給水車等の補給
　により水を蓄えた仮設水槽を活用する
　災害時給水ステーションがあります。

災害時給水ステーションの
位置は、水道局ホームページや
水道キャラバンホームページからも
ご確認いただけます。

04

水のくみ置き方法のポイント

①都内には水道施設や地下応急給水槽
　の災害時給水ステーションが
　215か所あり、お住まいから
　おおむね半径2km以内に
　1か所設置されています。
②災害時給水ステーションに
　お越しの際は清潔な容器
　（ポリタンクなど）や水を
　運ぶためのカートや
　リュック等を必ずお持ちください。
　開設状況は水道局ホームページなど
　で公表します。

災害時給水ステーション

1人1日
約３L

1人1日
約３L

震災への備え震災への備え

05

※L＝リットルです

災害時給水ステーションは
このマークが目印

1ℓ1ℓ
1ℓ

水道局ホームページは
こちら

水道キャラバンホームページは
こちら

QRコードを読み込むと日比谷公園の
災害時給水ステーション（外観）の
360度映像をご覧いただけます。

災害時給水ステーション
360 度映像（日比谷公園）



知っ得！知っ得！ 上手な水道水の使い方上手な水道水の使い方
水は、限りある貴重な資源です！
日々の生活の中で、水を大切に使っていくために
私たちができる節水をしましょう！
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家庭で 1 人が、1 日に使用する
水道水の量は約 210L、
2L ペットボトルで約 105 本分に
なります。

家庭で１人が1日に使う水の量

①歯磨きは 30秒間水を出しっぱなし
　にせず、コップにくむと 5Lの節水
　になります。
②お風呂の時にシャワーを
　こまめに止めて、使う時間を
　3 分間短くすると約 36Lの節水に
　なります。

節水方法

①水道水は 1Lあたり約 0.2 円です。
②毎日 1L の水を 1 年間飲むと
　費用の差は
　36,000 円以上に
　なります。
※1Lのボトルウォーター
　1本分を100円と仮定

水道水とボトルウォーターの
比較

07

※L＝リットルです

詳しくはこちら詳しくはこちら

3D/AR



知っ得！知っ得！ 安全でおいしい水への取組安全でおいしい水への取組
浄水場では、
①沈殿　②ろ過　③塩素消毒
の 3段階の浄水処理を行うことで
みなさんに安全でおいしい水道水を
お届けしています。
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さらにおいしい水をお届けするために
利根川・荒川水系のすべての浄水場で
高度浄水処理を行っています。

①オゾン処理
　臭いのもととなる物質をオゾンが
　バラバラにします。
②生物活性炭吸着処理
　バラバラになった物質を
　活性炭の中にいるたくさんの
　微生物が取り除きます。

高度浄水処理

①水質検査
　出来あがった水道水はもちろん、
　水道水をつくる各工程での
　水も一つひとつチェックしています。
　また、残留塩素濃度等は、
　都内 131箇所の給水栓に設置した
　自動水質計器で監視しており、
　水質結果は毎日、局ホームページで
　公表しています。
 
②放射性物質について
　水道水中の放射性物質は、毎日測定
　しています。平成 23年 4月中旬
　以降、検出されていません。
　測定結果は水道局のホームページに
　掲載しています。

水道局の水質管理

09

沈殿 ろ過 塩素消毒

水質結果は
こちら

A R

高度浄水処理は
こちら

3D/AR



知っ得！知っ得！ 悪質な訪問業者に
ご注意！
悪質な訪問業者に
ご注意！
突然現れる悪質な訪問業者！
水道局を騙る不審な訪問業者が来ても
大丈夫なように、事前に確認しておきましょう！

①水質検査を強要したり、
　浄水器などの販売や取付け等は
　行いません。
②許可なく勝手に宅地内の給水設備
　（水道管）の点検、清掃、修理等を
　行ったり、業者に依頼することは
　ありません。

10

水道局が行わないこと

①水道水に試薬を入れ、
　「色が変わった」と不安をあおり、
　蛇口取付け器具や浄水器の購入を
　持ちかけます。
②「水道局から派遣されました」
　などと偽り、家に上がり込み、
　水道料金や口座情報を聞き出します。
③床下調査のためと言って敷地に
　入り込み、漏水工事を行ったふりを
　して代金をだまし取ります。

悪質な手口の例

①敷地に入れたり、
　勝手に作業させないでください。
②身分証や水道局が発行した
　「委託証明書」を確認してください。
③その場ですぐに契約、
　依頼及び支払いを
　しないでください。

不審な訪問業者が来たら

11

水道局は
勝手に

行いませ
ん。

●水道局に関連する業者が来たとき
　水道局お客さまセンター
　【23 区】　03-5326-1101　 【多摩地区】　042-548-5110
●契約をしてお困りのとき
　東京都消費生活総合センター　03-3235-1155

詳しくはこちら



教えて！水道のギモン教えて！水道のギモン
12 13

疑問にお答えします！！

Ａさん 30 代
小学４年生と２歳
２児のお母さん

Cさん　40 代
小学 6年生のお母さん

東京水道マイネットでご確認いただけます。登録
していただきますと、最大で過去４年間（毎月検
針の方は、２年間）の使用実績をご確認できます。

東京都水道局では、水道管の断水被害を最小限にとど
め、震災時にも可能な限り給水を行えるよう、抜け出し
防止機能を有する耐震継手管への取替を進めています。
さらに、震災により、普段水道を供給しているルートが
使えなくなっても、別のルートで水を届けられるよう
に、水道管の二重化やネットワーク化進めることで、
バックアップ機能の強化に努めています。
また、各施設で震災対策のための整備・補強、自家用発
電設備の整備を行っています。
災害により断水した時には、災害時給水ステーションで
水をお配りします。P5を参照ください。

水道について動画で学べる
「おうち水道キャラバン動画
チャンネル」や応募すると素
敵なプレゼントがもらえる
「東京水クロスワードパズル」
など、たくさんのコンテンツ
を用意しています。QRコード
からの他、右の3Dアニメー
ションを楽しんでからアク
セスすることも出来ます。ぜ
ひアクセスください！

震災になったとき、水道施設や水道管は
大丈夫でしょうか。
もしも断水になったときはどうなるのですか。

水道キャラバンホームページ「おうち水道キャラバン」
水道水を沸かしてポットを使っているうちに、ポットに
石灰みたいな物質が残り、洗っても落ちません。
なぜ白く残るのでしょうか。また、害はあるのでしょうか。

使用水量や料金をインターネットで確認できるの？

塩素による消毒方法は安全なのでしょうか。

Dさん　30 代
３歳児のお父さん

ポットやシンクの周りに付着する白いものの正体は、
ミネラルです。水中に含まれるミネラルが水の蒸発に
より出てくると白くなります。水滴を放置してしまう
と蒸発してミネラルが残るので、こまめにふき取るこ
とで防ぐことができます。なお、ミネラルウォーター等
でも、この現象は起こります。 Bさん　40 代

小学１年生のお父さん

塩素は水道水を消毒するために入れるもので、国の基準
で塩素濃度（1.0ｍｇ/L 以下 0.1ｍｇ/L 以上）が定めら
れています。
病原菌等に対しては消毒効果がありますが、人に対して
の影響はありません。
また、ＷＨＯ（世界保健機関）の飲料水水質ガイドライン
によると、塩素のガイドライン値の上限は、5mg/L とさ
れています。このガイドライン値は、毎日 2L一生にわた
り水を飲んでも人の健康に影響が生じない濃度として設
定されています。
東京都水道局では、国より厳しい残留塩素濃度、
0.4mg/L 以下 0.1mg/L 以上を目標に管理しており、ガ
イドライン値を大きく下回っていることから、安心して
お飲みいただけます。

塩素による消毒の安全性以外にも、水質に関
する「よくある質問」を水道局ホームページ
に掲載しています。

3D/AR

※画像はイメージです。
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水道局のホームページ上に 24 時間
365日稼働するチャットボットを公開。
チャットボットに質問を入力いただく
と、AI が会話の意味をとらえ、水道の申
込み手続きや工事情報など、知りたい情
報へ容易にアクセスできます。

ご参加いただける水道局事業をご紹介します。ご参加いただける水道局事業をご紹介します。

AIチャットボット
「水滴くん相談室」
AIチャットボット
「水滴くん相談室」

技術、景観、歴史等が特に優れている水道
局の施設を「東京水道名所」として選定し
ました。  東京水道のインフラを体感いた
だけます。 
紹介用パンフレットや動画
を、水道局ホームページから
ご覧いただけます。

東京水道名所東京水道名所

自然や水道施設などとのふれあいや体験など自然や水道施設などとのふれあいや体験など

水道事業活動のサポーターを募集水道事業活動のサポーターを募集

DS 360度映像（東京国際フォーラム）
QRコードを読み込むと、
東京国際フォーラムのDS
の360度映像をご覧いた
だけます。

都内に900か所近くある
水飲栓で気軽に給水

水道局ホームページでは、
DSの場所を調べることが
できます。

随時

水道親子サポーター
メールマガジンの送付（月に１回程度）や施設見学
会などへの参加　※小学生とその保護者対象

東京水道 水源林寄附金
水道水源林を守り育て、安全でおいしい水をお届け
していくための寄附金を募集

通年

多摩川水源サポーター
水源地の状況や地域の情報などをメールマガジン
で配信

多摩川水源森林隊
緑豊かな森林へと再生するための、森づくり活動への
ボランティア　※16歳以上対象

夏～秋頃

水道水源林、玉川
上水の見どころを
歩きます。

ウォーキング

通年

東京国際フォーラム

Tokyowater Drinking Station（DS）

通年 通年

水道週間作品コンクール水道週間作品コンクール

みんなで
応募しよう！

水道週間にちなみ、東京
の水道水や水道に関する
ポスター・作文を小中学
生から募集

※各事業は、新型コロナウイルスの感染拡大状況により中止または延期となる可能性がございます。
　最新の情報は水道局ホームページなどでご確認ください。

※メールマガジンで配布する
　画像の一例です。

6～9月頃

水源林ツアー／玉川上水


