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はじめに 

 平成 15 年に玉川上水は国の文化財として指定され、その後、平成 19 年に「史跡玉川上

水保存管理計画」、平成 21 年に「史跡玉川上水整備活用計画」が策定され 10 年以上管理が

続けられてきた。当初は遺跡としての保護上、法面の崩壊を招く支障木を除去するというこ

とだったが、予定の 10 年間を経過しても伐採や強度の剪定が続けられ、五十余年の歳月で

蓄積されてきた生物多様性が損なわれようとしている。 

玉川上水は国の文化財として指定を受ける前に、都の「自然の保護と回復に関する条例」

によって「歴史環境保全地域」に指定されている。 

その指定理由は 

東京に残る自然は市街化が進むなかで失われ、まとまりのある緑地や、特徴的な地形として残っ

ているものはかなり少なくなっています。 

自然は一度破壊されると、その回復は難しく、長い時間が必要となります。そのため東京都では、

「東京における自然の保護と回復に関する条例」により、良好な自然地や歴史的遺産と一体になっ

た樹林などを保全地域に指定し、都民の大切な財産として末永く残していこうとしています。 

（東京都環境局 HP より） 

とされ、歴史環境保全地域は 

歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自然を保

護することが必要な土地の区域。 

（東京都環境局 HP より） 

と説明されている。 

ところが、現在進められている管理は、史跡の保護を大義名分としているが、残された自

然を次世代に残そうという条例の理念とは逆行していると言わざるを得ない。私たちは、こ

こで立ち止まって過去に東京都議会でどのような議論がなされ、先人たちが玉川上水をど

ういった形で次世代に残そうとしていたのか、都議会議事録を読み直しその意図を読み取

ってみた。 

過去を知り、現在と照らし合わせ、そして未来へと進む作業は必要かつ有意義な作業であ

ろう。 

本稿では質問議員の質問は省き、知事の答弁と都政担当部署の答弁のみを引用掲載する。 

 

質問議員の発言を含む全文は別紙「議事録資料（先人たちが次世代に残したかったもの）」

を参照。 

また、インターネット環境では下記 URL で『玉川上水』をキーワードに議事録検索でき

る。 

東京都議会 会議録検索 (dbsr.jp) 

https://www.metro.tokyo.dbsr.jp/index.php/ 



昭和 40 年代後半 道路計画から自然保護へ 

「玉川上水」をキーワードに都議会議事録検索をし、古いもの順に並べてみると、冒頭に

美濃部都知事の発言（昭和 46 年）が出てくる。これは、暗渠とされ道路化される案もあっ

た玉川上水から道路計画は撤廃され、自然の保護地として残されることになった重要な分

岐点の記録と言えるだろう。 

(議事録資料 1 参照) 

 

昭和 46 年_第３回定例会(第 14 号) 本文 1971-10-05 

◯知事（美濃部亮吉君）  

最初に玉川上水についてのご質問でございますが、私も全く同感でございまして、こ

の玉川上水はどうしても残さなければいけない、そうかたく決意をして、関係部局に

もそう申しております。したがって、いま申されましたように、計画街路から取りは

ずすことがよければ、それを実行いたします。また、玉川上水を保護する上において

も最大の努力を払いたいと存じておりますし、さらに遊歩道をつくること、これもぜ

ひ実現したいと考えております。 

 さらに、特別保全地区の指定につきましても、震災条例に続きまして自然保護条例

も策定したいと思っておりますので、自然保護条例と見合いながら特別保全地区の指

定もふやしてまいりたいと考えております 

 

昭和 50 年代 清流復活と保全地域、文化財指定の検討 

 つづいて昭和 50 年代の鈴木俊一都知事時代には、清流の復活が多く要望されたほ

か、このあたりから国の文化財指定を受ける話が持ち上がってくる。文化財の指定を

目指す目的には「自然も合わせて守られるから」という明確な答弁がある。 

（議事録資料 2） 

 

昭和 57 年_第１回定例会(第７号) 

  ◯知事（鈴木俊一君） 

 次に、玉川上水の保全についてのお尋ねでございます。 

 ご指摘のとおり、玉川上水は東京に残された貴重なオアシスの一つであり、また歴

史的価値の高い由緒ある水路であります。このため関係局に指示いたしまして、鋭意

保全策を検討させてきたところでございますが、現在策定を進めている⾧期計画の中

におきましても、重要な施策の一つとして位置づけるべく検討をしてもらっており、

貴重な文化遺産として適切に保存していきたいと考えております。 

 また、玉川上水に流水を復活することについてのお尋ねでございます。 



 玉川上水の保全に当たりましては、緑とともに流水の復活は欠かすことができない

ものであります。このため、下水処理水及び湧水の活用について、いまご提言がござ

いました。私どもも国や間係機関の協力を得ながら調整を重ねまして、ぜひご提言の

ございましたような方向でその推進に努めてまいりたいというふうに考えます。 

 

昭和 57 年_第２回定例会(第 12 号) 本文 

◯知事（鈴木俊一君） 

 井口議員のご質問にお答えいたします。 

 まず玉川上水と千川上水の環境保全について、私の決意についてのお尋ねでありま

す。これらの上水が由緒ある水路であり、清流を復活して潤いのある水と緑の環境を

大切に守り育てていくことが、マイタウン東京実現の重要な柱であると考えますの

で、⾧期計画の重要な施策として位置づけ、その実現に積極的に取り組んでまいりた

い。 

◯教育長（平山秀親君） 

 玉川上水の史跡指定に関連します三つのお尋ねについて、お答えをいたします。 

 まず史跡の指定についてでございますが、今後関係局及び文化庁と具体的に話を進

めまして、できるだけ速やかに史跡指定が受けられるようにしてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、史跡指定の効果でございますけれども、貴重な歴史的な遺産を適切に後世に

伝えることができ、都内に残された数少ない武蔵野の自然をもあわせて保存できることでござ

います。さらにまた、都民が生きた文化財に直接触れることによりまして、先人の努力

を知り、文化財保護の実践活動を促進することが期待されるわけでございます。 

 最後に管理についてでございますけれども、史跡としての価値を損なうことのない

よう、流水の確保など原形を末⾧く保存できるよう、関係局で協議してまいりたいと

考えております。 

 

昭和 58 年_第１回定例会(第１号) 本文 

◯知事（鈴木俊一君） 

東京全体を水と緑のネットワークで包む施策の一環として、野火止用水に清流を復

活させ、水辺の環境を回復するため、五十九年夏の通水を目指して導水施設の建設を

進め、玉川上水や千川上水についても清流を復活させるための施策を推進することと

いたしました。 

 都市の文化は、真に自由な空気と美を愛し創造する市民の豊かな心によって醸成さ

れるものであります。すぐれた文化遺産を次代に継承するとともに、常に若々しい芳

潤な文化を創造する努力を重ねることは、私の目指すふるさと東京の実現に欠くこと

のできないものであります。 



 

昭和から平成へ 環境保全条例と文化財指定 

昭和から平成に遷り、まず平成 11 年 3 月に都の環境保全条例（自然の保護と回復に関す

る条例）によって玉川上水は「歴史環境保全地域」に指定され、続いて平成 15 年 8 月に国

の史跡として指定された。ここまで緑地として保全する認識は継承されている。 

その後、杉並区区域では玉川上水両岸に作られる放射五号線の建設が具体化し、議事録で

『玉川上水』を含む答弁の大半は放射五号線問題となる。放射五号問題は環境問題を含む大

きな議題だが、議事録検索では議論の繰り返しが多く、分量が多いのでここでは割愛する。 

（議事録資料 3） 

 

平成８年_第２回定例会(第９号) 

〇知事（青島幸男君） 

 高谷真理議員のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、玉川上水について、史跡指定を初めとしまして、玉川上水を将来にわたって

良好に保全していくことへの決意についてお尋ねでございました。 

 近代水道の原点であるといわれております玉川上水は、現在も上流部が水道の原水

の導水路として重要な機能を果たしておりますほか、歴史的価値の高い土木遺産であ

ると聞いております。豊かな緑や潤いのある景観を形づくっております、都民にとっ

てかけがえのない貴重な財産であるという認識を私も持っております。 

 今後、関係区市とも調整を図りながら、さまざまな管理の方法を検討いたしまして、

玉川上水全域を適切に保全し、利用できるように鋭意努力を重ねてまいりたいと思っ

ております。 

 

平成 11 年_予算特別委員会(第３号) 本文 

◯柿沼環境保全局長  

玉川上水の保全に関する基本方針は、このたびの東京都自然環境保全審議会の答申

に述べられておりますように、歴史的土木構造物である素掘りの水路を、可能な限り

現況を損なうことなく後世に伝えることでございます。しかしながら、関東ローム層

に掘られた素掘りの水路が、自然的な要因によって徐々に崩落、崩壊していくことを

防止するのは困難でございます。 したがいまして、ある程度ののり面の崩壊は許容

せざるを得ないものと考えておりますが、一部に緑道や民有地等に崩壊が及ぶことが

懸念される危険箇所も見られますので、今後とも、可能な限り保全の基本方針を踏ま

えながら、適宜適切なのり面補修対策を講じていきたいと思います。 

 

 



平成 15 年以降 文化財指定後に目立つ、特定地域要望の増加 

 平成 15 年に国の文化財指定を受けたのち、次世代にどういった玉川上水を残すかという

保全の議論や広域的なビジョンにたつ議論は減少し、小金井市などから「風致地区なのだか

ら５階建てマンション建設は許可するな」という請願、そして「小金井桜の復活プロジェク

トを進めよ」という地元要望の代弁が目立つようになる。 

（議事録資料 4） 

 

平成 17 年環境・建設委員会 本文 5 階建てマンション問題に関しての答弁 

◯内海公園緑地部長 

 風致とは、人の生活とかかわりを持つ自然状況が美しい様子というようなものと考

えております。 

 玉川上水風致地区は、玉川上水の歴史的価値と地区を貫く緑の帯の保全を目的とし

て、都市計画法に基づき指定されているものでございまして、風致地区制度は、都市

における良好な自然的景観を維持するため、指定地域内での例えば宅地の造成であり

ますとか、竹木の伐採でありますとか、また建築物等の新築や改築、こういった一定

の開発行為を規制いたしまして、緑地の保全と緑豊かな生活環境の形成に寄与するた

めの制度でございます。 

平成 18 年_予算特別委員会(第４号) 本文 名勝小金桜復活プロジェクト推進に関し

ての答弁 

◯御園水道局長 

 玉川上水保存管理計画は、歴史的に貴重な土木遺産であります玉川上水につきまし

て、将来にわたり良好な状態に維持していくことを目的として策定するものでござい

ます。現在、学識経験者等で構成する委員会を設置いたしまして、玉川上水の保存管

理等に関する諸課題の整理を行っているところでございます。 

 今後、委員会の助言なども踏まえまして、計画の内容等について、教育庁など関係

六局で協議を進め、史跡玉川上水の保存に加え、その両岸に植えられております名勝

小金井桜につきましても、桜が名勝として良好な状態に保たれるよう、環境整備など

を盛り込むことを検討してまいります。 

 

平成から令和の時代 玉川上水本体の話が減少する 

平成から令和に遷り、玉川上水の保全や将来像に関する議論はさらに減少する。 

東京オリンピックの開催が決まり、それを発端にして皇居のお堀の水質悪化が問題視され、

玉川上水を使って通水し、浄化を行う計画が検討された。この議題が議事録の大半を占める。 

これらの議論は玉川上水自体の将来像とは関係しないので引用を割愛する。 



まとめ 

過去から現在までの都議会での答弁を通読すると、玉川上水の保存は「良好な自然環境を

残すべき」というところから出発し、四十年間余り、その理念は一貫している。また、国の

文化財指定も、自然環境の継承を、より一層確実なものとするためであったこともわかる。 

現在の玉川上水開渠部分は１：歴史環境保全地域（開渠部分全域） ２：史跡玉川上水（開

渠部分全域） ３：名勝小金井桜（小平、小金井、武蔵野、西東京 6ｋｍ） ４：玉川上水

景観基本軸（開渠部分全域） ５：風致地区（小平区域全域、小金井区域の約半分）と、複

数の指定が重なり、玉川上水を挟む緑道は「都立公園 玉川上水緑道」となっている。 

それぞれの目的を整理すると下記のようになる。 

 

                貴重な歴史的遺産の保全  貴重な自然環境の保全 

１：歴史環境保全地域           〇           〇 

２：史跡玉川上水             〇 

３：名勝小金井桜             〇           △ 

４：玉川上水景観基本軸                      〇 

５：風致地区                           〇 

６：都立公園 玉川上水緑道                     〇 

 

 上記の条例や史跡指定の中で、自然環境の保全を目的に含まない国の史跡指定も、前記の

議事録にあるように、自然環境の保全を可能とし、より確実となることを期待して都政は指

定へと動いていったものである。つまり、先人たちが都市に残したかったものは、自然環境

であることは間違いない。 

 都議会においても、市町村行政においても、玉川上水が語られるとき、必ず『自然』と『歴

史』という文言がセットになっている。 

玉川上水は、江戸庶民へ水を供給するインフラとして歴史的に発祥し、上水としての役割

を終えたのちには、都市に残すべき自然環境として位置付けられたことは、過去の議事録を

読めば明らかである。 

このような保全に関する位置づけと、条例の存在を鑑みれば、玉川上水の管理においては、

これらの理念を考慮し、歴史遺産と自然環境をセットで保全していくべきものであろう。 

 その意味で、遺跡保存を理由に樹林を消失させるような管理は本末転倒であり、上記地域

指定の目的ならびに、先人たちの思いを正しく捉えていないと言わざるを得ない。 

 現在の管理では、毎年 1000 本を上回る樹木が伐採されている。私たちは玉川上水に対す

る先人の思いを正しく捉え、後世に引き継ぐためにも、ここで過度に進められている樹木伐

採を見直し、市民の声を反映させて、玉川上水の将来へ向けての植生管理方法を構築し直す

必要がある。 
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