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Rain
Skywater

People for Rainwater

　気候変動により地球規模で大洪水と大渇水が頻発しています。日本も例外ではありません。
また、世界では 11 億人もの人たちがいまだに安全な飲み水が得られていません。大地震や大
津波の被災地でも安全な飲み水が不足しています。人類が直面するこうした水危機を総合的に
打開する方策として、今、雨水の有効活用に内外から大きな期待が寄せられています。そこで、
雨水市民の会は、雨を活かし、安全で、平和で、持続可能な社会を地球規模で実現していくた
めに、12 年にわたって発行してきた会報「あまみず」を全面刷新します。

　市民、行政、企業及び学会の雨水への熱い思いをつなぎ、雨の時代を切り拓く情報誌「世界
の空と人をつなぐ～あまみず」が目指すところは、三つあります。一つは、雨水市民の情報発
信と連携の強化です。雨水市民の会では、2007 年からすみだ環境ふれあい館の雨水資料室を活
動拠点として、雨塾、雨の環境学習プログラム、雨水国際協力セミナー、雨の絵本ひろばなど、
さまざまな雨の環境啓発事業の実施に踏み切りました。「あまみず」では、これらの事業をより
多くの市民に呼びかけていくために、ホームページとも連動させながら四半期ごとの事業を掲
載していきます。また、各地の雨水市民の取り組みや声を積極的に取り上げ、文字通り「あま
みず」が、雨水市民交流のプラットホームになるよう努めます。

　二つは、雨水市民、雨水企業、雨水行政及び雨水学会をつなぐことです。集中豪雨による都
市型水害や水質汚濁の原因となっている合流式下水道の越流水の問題など、地域の総合的雨水
管理が叫ばれているなかで、雨を活かすことが当たり前になるには、市民、行政、企業及び学
会が、協働しながら、それぞれの役割を発揮していくことが不可欠です。「あまみず」では、市民、
行政、企業及び学会のページを設け、それぞれの活動の最前線を紹介していくとともに、動き
出した雨水に関する市民、企業、国、自治体及び学会のゆるやかなネットワーク化についても
取り上げていきます。

　そして三つは、ネットワークを世界に広げることです。海外の NPO、国連、雨水の国際学会
などと連携し、雨水をめぐる国際協力や国際会議などをはじめ、海外の雨水ビジネスや雨水行
政などの最新情報を適宜紹介しながら、雨水の活動と交流の拠点となる国際雨水センターを展
望していきます。皆様の力強いご支援とご協力をお願い申し上げます。

2007 年 9 月

雨水市民の会　事務局長　村瀬　誠　Murase Makoto　

雨の時代を切り拓く

特定非営利活動法人 雨水市民の会 NPO People  for Rainwater

巻頭言   Foreword
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人類は自然界の水循環のなかに完全に溶

け込んで生命を保ち生活を営んでい

ます。水循環のプロセスに異変が起こると、われ

われはたちまちその影響を受けて苦しみます。水

循環の主体は言うまでもなく雨であり雪です。第

二次大戦後、開発の活発な国ほど水循環は狂い始

めたのです。特に日本は、都市化、工業化、農業

の変質によって、逸早く水循環を不健全化させて

しまいました。これを幾分たりとも回復するには、

環境立国を標榜している以上、水循環の基本要素

である雨との付き合いを、より深く、より真剣に

対処すべきです。

　1973 年のオイルショックを契機として、それま

で鰻上りに増大していた水需要は横這いに転じ、

漸くにして雨水を水資源として位置づけ始めまし

た。1978 年、日本 IBM ビル飯倉事業所ビルで雨

水利用が始まり、80 年代には次々と多くのビルで

雨水利用が開始されました。東京都墨田区では全

国に先駆けて雨水利用に踏み切り、1988 年には路

地尊を開設し、区民ぐるみの雨水との共存体制を

確立しました。1985 年新国技館建設に際して、墨

田区の方針として地下に 1000㎥の雨水貯水槽を設

け、以後次々普及した体育施設 ( 東京ドームはじ

め各都市のドーム ) における雨水利用の先駆けと

なりました。1987 年、東京都に設けられた隅田

川未来像委員会のお世話をした際に、春日野親方

( 元横綱栃錦 ) に委員となって頂いたのも、国技館

の雨水利用が契機でした。こうして、雨水利用は

1980 年代から公共施設、スポーツ施設などにおい

て普及し、人々の雨水への関心を高めました。

　拙宅において雨水浸透貯留施設を設けたのは、

1984 年でした。屋根の半分に降った雨水は地下 1

ｍに埋め込んだ浸透管に導き、あと半分の屋根へ

の降雨はカーポートの地下の貯水槽へ導き、もっ

ぱら水洗トイレなどに利用しています。庭に設置

した雨量計はじめ貯水槽の水位なども自記計に記

録しています。以来雨量への筆者の関心は高まり、

化粧樋に流下する雨を目視して、おおよその雨量

強度を知るようになりました。雨を生活感覚とし

てとらえ、雨と友達になったことが間接効果（？）

です。

　墨田区では村瀬誠さんらの努力によって、雨水

利用に関する 2 度の雨水国際会議を開き、雨水市

民の会の全国市民レベルの普及に止まらない目ざ

ましい活動を展開していることに心から敬意を表

します。国際会議などを契機に、村瀬さんたちは、

バングラデシュの地下水汚染の代替としての雨水

利用や台湾、韓国などでの雨水利用普及運動の支

援に努めています。

　そもそも雨水対策は、墨田区が都市化に伴う内

水氾濫*1頻発への対策から、雨水貯留を意図したこ

とから発展しました。財団法人雨水貯留浸透技術

協会もまた、都市水害対策として雨水を一時的に

貯留し、或いは地下浸透することから始まりまし

た。しかし、雨水とのあるべき付き合いは、利用、

浸透、貯留とそれぞれ別々に対応すべきではなく、

治水と利水、さらには水循環を三位一体として総

合的に扱うべきです。また雨水を利用の対象とし

て扱うよりはむしろ、水循環の基本要素として、

われわれに恵みを与えてくれるものとして扱わな

ければなりません。あらゆる生物を生んだのは雨

雨水に期待する

高橋　裕

あまみず論壇
Focus

「雨の総合的施策、技術開発、市民の取り
組みの三位一体が大切」と語る高橋裕顧問

雨水市民の会顧問、
社団法人雨水貯留浸透技術協会会長
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いう大胆な提言を、ドイツのハイリゲンダム・サ

ミットにおいて表明しました。その実現は容易で

はなく、さまざまな方法を総合的に展開しなけれ

ばなりません。前述ＩＰＣＣ報告では、ヨーロッ

パやアフリカの地中海沿岸、アメリカ西部、オー

ストラリア南部などでは降水量、河川流量が減少

し、 今 世 紀 半 ば ま で に は 利 用 可 能 水 量 が 10 ～

30％減少し、アジアだけでも 10 億人以上が新たな

深刻な水不足になり、2080 年代には平均気温 2 度

の上昇で、世界で新たに 30 億人が水不足になると

予測しています。

　水資源開発のためのダム建設もままならぬ現状

では、雨水利用の重要性はますます重大になりま

す。官民一致して、雨水利用普及のための法的措

置を含め、格段の努力が緊急の課題です。

であり、雨は万物の母です。雨を自然界で最もわ

れわれに近い存在として、利用や排除の対象とし

ての物理的現象ではなく、自然と付き合う相手と

して、畏敬の念をもつことこそ肝要です。

　今年 3 月、韓国の釜山地方の昌原にて、日本の

雨水貯留浸透技術協会と、法人として今春成立し

た韓国雨水協会との相互交流を締結する儀式が行

われました。筆者は前述協会長として立ち会いま

したが、韓国雨水協会は利用も治水を含む総合的

な考え方を持って実践しています。ソウルでは新

築の大規模ビルには雨水利用を義務付ける一種の

条例が定められました。韓国はいまや雨水への対

応に熱意を燃やしています。韓国雨水協会は日本

の協会よりは裕福で、運営も日本における法人に

関する厳しい規制はなく、フレキシブルであるよ

うです。われわれも覚悟を新たに立ち向かわない

と、雨水利用でも韓国に追い抜かれる恐れがあり

ます。

　ＮＰＯ法人雨水市民の会は、今後産官学民のネッ

トワークを内外に構築するために新たな決意を

もって出発すると聞いています。内外で雨水への

関心が高まりつつあるこの時機にこそ、その新発

進を歓迎し、より力強い発展を期待します。時恰も、

今年はＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）

の第 4 次報告書*2がまとめられました。その将来予

測において、温暖化、氷河縮小、海面上昇が従来

の予測を上回って深刻であるとされ、EU において

は、かつての京都議定書を上回るはるかに厳しい

温室効果ガスの規制を提案しました。安倍総理も

また全世界の温室効果ガスを 2050 年までに半減と

あまみず論壇
Focus

*1　内水氾濫：河川の水位が上昇し、堤内地の水が本川へ排水できなくなり、堤内地に氾濫が生じること。比較的堤防の整備が進んだ都市部
では、内水氾濫が新たな課題となっている。ちなみに被害額でみると内水氾濫は全国では約半分だが、東京都では 80%を占める。

*2　ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の第 4 次報告書：ＩＰＣＣは、人為的な気候変動のリスクに関する最新の科学的・技術的・
社会経済的な知見を取りまとめて評価し、各国政府に助言をすることを目的とした政府間機構である。今年の 2 月から 5 月にかけて 3 つの作
業部会の報告がされた。たとえば、増え続ける温室効果ガスについては、現在の緩和策等では、世界全体の温室効果ガスの排出量は 20 ～ 30
年間ほど増え続け、2000 年に比べて 2030 年の排出量は 25 ～ 90％増えると予測している。http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th_rep.html を
参照。

高橋　裕　Takahashi Yutaka
雨水市民の会顧問、社団法人雨水貯留浸透技術協会会長、
国際連合大学上席学術顧問、東京大学名誉教授。
主な著書：『国土の変貌と水害』（岩波新書・1979）、『水
のはなし』Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ( 技報堂出版・1982-93) 『河川工学』（東
京大学出版会・1990）、『都市と水』（岩波新書・1988）、『現
代日本土木史　第 2 版』（彰国社・2007）、『河川にもっと
自由を』（山海堂・1998）、『地球の水危機―日本はどうする』 
( 編著・山海堂・2003)、『地球の水が危ない』( 岩波新書・
2003)、『河川を愛するということ―川から見た日本と地球』 
( 山海堂・2004）、『川に生きる―水危機の処方箋』( 山海堂・
2005）、『社会を映す川―災害多発時代の自然・技術・文化』
( 山海堂・2007）、等。
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韓国発、先進に学び
モンスーンアジアのネットワークへ
～第 1 回国際雨水リーダーシップワークショップ報告～

日本の 雨 水 市 民 の み な さ ん。 新 し い

ニュースレターの発行、おめでとう

ございます。韓国雨水利用協会 (KRCSA) を代表し

て心からお祝い申し上げます。この情報誌「あま

みず」新装号の記念に、韓国からレポートできる

ことを光栄に思っております。

　さて、去る 2007 年 4 月 30 日から 5 月 4 日ま

で 5 日間、ソウル大学で国際雨水リーダーシップ

ワークショップが開かれました。アジア・太平洋

地域およびアフリカ地域の水政策担当者と雨水利

用の専門家が参加して、この会議は成功裏に終わ

りました。このワークショップはソウル大学 BK21 

SlR 事業団 ( 安全で持続可能な社会基盤建設事業団 )

が主催し、国連環境計画 (UNEP)、国際水学会 (IWA)、

国連アジア太平洋経済社会委員会 (UNESCAP)、国

際水資源化学会 (IRCSA)、韓国飢餓対策協会 (KFHI)

が共催しました。

　 韓 国 に お け る 政 策 担 当 者 向 け の 雨 水 ワ ー ク

ショップは、今年で 7 回を迎えますが、海外の水

政策担当者を対象にした雨水ワークショップは今

年が初めてです。今回の第 1 回国際雨水リーダー

シップワークショップに特別招待された国は、渇

水と洪水に見舞われているアジア・太平洋地域 ( 韓

国、中国、日本、モンゴル、べトナム、タイ、マレー

シア、パキスタン、ウズベキスタン、スリランカ、

ネパール ) およびアフリカ地域 ( ジンバブエ、スー

ダン、ナイジェリア ) です。

　本プログラムの目的は、開発途上国における水

政策担当者が世界の雨水利用の専門家から雨水利

用の政策と技術に関して直接講義を受け、講師を

交えて雨水利用の活動に関して意見交換と経験交

流を図るとともに、その成果を自国に持ち帰り、

水政策にフィードバックしていくことでした。各

国からの雨水利用の専門家としては、ドイツから、

ヨーロッパでの雨水利用建築の第一人者であるク

ラウス・ケーニッヒ fbr 副会長、アフリカで NGO

ハン・ムーヨング　ソウル大学工学部教授、IWA雨水利用専門グループ座長

ソウル市内に完成したビル街スター・シ
ティを見学する、世界各国から集結した
雨 水 リ ー ダ ー た ち。 こ の 公 園 を 含 む 地
下に世界最大規模の雨水施設が備わる。

ソウル大学主催により開催されたワークショップの様子

世界の雨水
Worldwide
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ステムにしていくため

に、スリランカのアル

パイチララット氏から

は都市における雨水利用の法制度と国家戦略の報

告がありました。私は、ソウル市における雨水利

用条例を紹介しました。

　会議の最終日には、ワークショップに参加した

政策担当者から提案が出されました。会議の成果

を自国に持ち帰り、実践に移すとともに、国連と

も連携しながら、雨水利用のモンスーンネット

ワークを立ち上げ、連携を強化して、雨水利用を

推進していこうというものです。参加者一同がこ

れに合意しました。

と協働して雨水利用の普及に取り組んでいるハン

ス・ハートング氏、日本からは、東京で長年雨水

利用のプロジェクトに取り組み、現在雨水市民の

会の事務局長の村瀬誠博士、中国からは、乾燥地

域における雨水利用の第一人者である朱強博士、

そして UNEP の雨水利用責任者のエリザベス・カ

カ博士が招待されました。私も含め、それぞれの

専門家の方からは、雨水利用の政策、技術及び実

例に関して、総論と各論に分けて半日間ずつ集中

講義していただきました。

　また、ワークショップの合間には、参加者の皆

さんにスタディツアーに参加していただきまし

た。住宅店舗複合ビルで、世界最大規模の雨水利

用施設 ( 治水用 1000 トン、利水用 1000 トンの

雨水タンクを持つ ) であるスター・シティのビル

街の見学を実施するとともに、ソウル大学構内の

宿舎で実施している雨水利用設備や雨水利用の研

究室なども見学していただきました。

　ワークショップの冒頭、UNEP で雨水国際ネッ

トワークの事務局を務めているエリザベス・カカ

女史からは、気候変動により世界各地で深刻な水

不足と洪水が起きており、雨水利用の推進が地球

規模で求められているという報告がありました。

このことに関連して、雨水の有効利用を社会のシ

ス タ ー・ シ テ ィ の ト イ レ に
貼 っ て あ る 雨 水 利 用 シ ー
ル。傘の模様が韓国らしい、
チャーミングな雨粒ちゃん。

ハン・ムーヨング　Han Mooyoung
（韓　武榮）

ソウル大学工学部教授、同大学 BK21 SIR 事業団理事長、
韓国雨水利用協会会長、IWA 雨水の利用と管理に関する
専門グループ座長。
2001 年「やってみよう雨水利用」（グループ・レインドロッ
プス編著、北斗出版）を韓国語に翻訳、出版。2006 年イ
ンドネシアの被災地バンダアチェにおいて、ソウル大学
の学生とともに、安全な飲み水の確保のために雨水タン
クを設置。

世界の雨水
Worldwide
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センターの設立を準備します。

③雨に関する情報発信
　これまでの会報誌である「あま

みず」を、産官学民のネットワー

クを図るため幅広いタイムリーな

内容とし、「世界の空と人をつな

ぐーあまみず」として刷新しま

す。雨の貯留、浸透、利用を取り

入れたまちづくりや政策の展開を

願い、文化的視点も入れた雨に対

する関心を呼び寄せ、より身近で

より役立ち面白い会報「あまみず」

を目指します。また、ホームペー

ジの更新回数をさらに増やして充

実を図ったり、英語版の整備をし

ます。

④多数の助成制度の活用や広
告の募集
　これまで国際協力分野で地球環

境基金やイオン財団等の助成制度

を活用してきましたが、限りがあ

るため、環境学習の分野での助成

制度に複数申請しています。また、

会報誌やホームページで広告を募

集し、資金源としていきます。

⑤雨に関する調査研究、技術
開発
　「雨と文芸」第４号（特集：一

茶と江戸の俳人たち）を発行しま

す。また、雨水利用施設での雨水

配水管や蛇口に用いる識別テープ

を開発、販売します。

※もし、広告を出していただけそうな企業
等がありましたら、事務局までお知らせく
だされば幸いです。

　去る 6 月 30 日、雨水市民の会

2007 年度総会がすみだ環境ふれ

あい館で開かれました。その概要

を報告します。

（理事　高橋朝子）

ＮＰＯ法 人 と な っ て

1 年 た ち ま し

た。この間、理事会を何回も開き、

雨水の活用が社会で当たり前にさ

れ、かつ国際的に水危機が迫って

いる問題に対し雨水活用がそのひ

とつの解決策となることをめざし

て、今後の活動を戦略的に展開す

る方法を議論してきました。今回

の総会では、会員の皆様にその方

向性をお示しして、採択されまし

た。その内容を以下 5 点にまと

めました。

①すみだ環境ふれあい館を基
盤とする雨の普及啓発
　雨水資料室が併設されているす

みだ環境ふれあい館は、住民を主

体とした企画運営委員会で館の運

営方針を決定しています。当会か

らも徳永理事長、松本理事、上林

理事、伊藤理事、原田会員が参加

しています。今年度はここを基盤

として、第 3 土曜日は雨の絵本ひ

ろば、第 3 日曜日は国際交流の日、

雨水探検隊の田んぼや自然観察を

行っていきます。

　また、｢雨塾｣ と称して、雨の

降り方など地球温暖化に関する 3

回連続講座を行います。さらによ

り分かりやすい体験型講座や展示

をするためにその手法や人材育成

を図るための「雨の環境学習プロ

グラム」事業を行います。学生ボ

ランティアを募り、実際に体験や

手法の学習を進めていきます。

　その他、手作り雨水タンク事業

や雨の環境学習の出前講座等も行

います。

② 国 際 協 力 支 援 ( ス カ イ
ウォータープロジェクト )
　バングラデシュにおける雨水利

用の支援を始めてから 6 年目を

迎え、今後さらに普及させるため

に、現地で設置した雨水タンクか

らの水質や雨水利用割合等のデー

タを収集し、それに基づき雨水利

用設計と管理マニュアルを作成し

ます。モデル地区の「雨水村」で

は雨水タンクとトイレをセットで

設置し、低価格で飲み水と衛生の

確保を図ることを目指します。ま

た、現地ＮＧＯシュシランと雨水

広がる雨の輪、人の輪
雨水市民の会　2007 年度総会報告

雨水市民
 Citizen

すみだ環境ふれあい館で開かれた「雨の環
境学習プログラム－水の七変化」では、山
下晃大阪教育大学名誉教授が自作の装置で
雲や霧などを作る実験を披露。水の劇的
な変化や彩雲の鮮やかな色合いに感激！
(2007/8/11)

バ ン グ ラ デ シ ュ で NGO の シ ュ シ ラ ン
（shushilan）が建設している雨水トレー

ニ ン グ セ ン タ ー。 市 民 の 会 が 協 働 し て
雨水利用の普及活動をする施設となる。

（2007/7/25）11 月に TBS「夢の扉」でそ
の模様が放映される。



� People for Rainwater / amamizu no.46 �007 Sept.

　大阪府が平成 17、18 年度に

行った雨水利用のモデル事業

「おおさかレインボウぷろじぇ

くと」に参画した関西雨水市民

の会がレポートします。

（関西雨水市民の会　久保正年）

この事業は、雨水利用

を通じて地域の環

境活動を推進するために、大阪

府が企画したものです。府域

16 ヶ所において、府民、企業、

NPO、行政が協働で雨水利用の

場を創り、各地域の方が「雨水

モニター」として体験を通じて

意見やアイデアを出し合うとい

うものです。

　私たちの会の役割は、雨水利

用基礎セミナー・雨水モニター

説明会の開催、雨水タンクの設

置指導、地域ごとの環境学習セ

ミナーのサポートなど、雨水モ

ニターの活動支援と、雨水啓発

リーフレット・教材集・事例集

の作成です。会としても雨水利

用の原点を見直す良い活動の場

になりました。

　「雨水モニター」を通じて、

子どもたちや地域の方々に雨水利

用について学んでいただくことを

主目的にしたこのモデル事業は、

以下のような多くの成果を生み出

しました。

①雨水タンクの基礎、設置、雨ト

イの切断など、全て「雨水モニ

ター」自身で行っていただいたこ

とが幸いし、雨水への関心が高ま

り、その後の雨水モニター活動が

各地域で活発になされました。（雨

水タンク 15 基をメーカーより無

償提供していただきました。感

謝！）

②今まで雨を嫌がっていた人が雨

水モニターになってから、雨の日

に「今日はどれぐらい溜まるだろ

う」と雨を楽しむようになりまし

た。

③打ち水や散水に使う時も、「水

の大切さ」を意識する人が増えて

きました。

④事業期間中 2 回行ったモニター

対象の雨水学習セミナーは、各地

域で工夫を凝らして行う事で雨水

利用の輪が確実に広がりました。

⑤幼稚園への雨水出前教室の企画

では、「雨くんの冒険」を上映し、

いろいろな水の音を聞かせたり、

トイレに使用するのと同量の雨水

をペットボトルに入れて実際に園

児達に持たせたりして、盛り上が

りました。また、雨水の会メンバー

が扮した「雨水仙人」も園児達に

は大ウケでした。

　モデル事業期間は終了しました

が、２年間の活動の結果、池に落

ちた雨の一粒から広がる波紋のよ

うに、たった 1 基の雨水タンクが、

多くの雨水を溜めて活躍してくれ

ると同時に、多くの市民の「水を

大切にする気持ち」を確実に拡げ

続けてくれていることを実感して

います。

レポート：雨水利用のモデル事業
『おおさかレインボウぷろじぇくと』

雨水市民
 Citizen

久保正年　Kubo Masatoshi
関西雨水市民の会　副会長
〒532-0011大阪市淀川区西中島6丁目
2番3号チサン第７新大阪603号
TEL 06-6885-0214  FAX  06-6885-1426
HP  http://www.kansaiamamizu.com/
E-Mail  info@kansaiamamizu.com

雨 み ず の 環 境 学 習
BOOK「 雨 み ず に つ
いて学ぼう！」
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みずから（水から、自ら）始める街づくり
～皆で取り組む雨に強い街～

都市浸水被害
～その被害者と加害者～
　最近、下水道に雨水が飲み込

めないで起こる浸水被害＝都市

内水氾濫が頻発しています。温

暖化の影響と言われていますが、

そもそもの原因は都市化そのも

のです。アジアモンスーン地帯

の日本、そして多くの都市は沖

積地に立地しています。そんな

日本での都市化とは、浸水に強

い街づくり、長靴のいらない街

づくり、即ち土地のドライラン

ド化の歴史でもあったと言えま

す。

　近年の急激な都市化、つまり建

築物の過密化、低平地における宅

地化、地表面の舗装等によって雨

水の流出が大量かつ急激へと変化

し、そこに温暖化の影響による異

常集中豪雨が重なって浸水被害が

深刻化していると理解する必要が

あります。浸水による様々な被害

を被っている都市、実は都市化そ

のものが、流出を促した加害者で

もあったわけです。自虐的と思わ

れるかもしれませんが、都市に暮

らし、都市の社会経済から恩恵を

受けている多くの関係機関や市民

の一人一人がこうした認識に立っ

た上で、安全な街づくりに向けた

取り組みを行っていくことが大切

だと考えます。

目的と手段
　下水道や道路、河川などの担当

部署にいると、ともすれば下水道、

道路、堤防等を整備すること自体

を目的のように捕らえてしまいが

ちですが、それは間違いです。下

水道はあくまで手段、その目的は

「快適な生活環境や清らかな水環

境の確保」、そして「安心安全な

暮らし・地域づくり」等です。

　皆様に身近な雨水について言え

ば、「都市に降った雨による浸水

から地域を守る」のが目的、その

ために管やポンプ施設からなる下

水道というツール、手段を整備し

ているのです。そして手段は、取

り巻く環境の変化や技術革新を踏

まえ時々変化していく必要があり

ます。浸水対策としての下水道

も、これまでは「速やかな雨水の

排除｣ をもっぱらとしてきました

が、最近の降雨形態等を踏まえる

と「雨水の貯留 ･ 浸透」や「情報

伝達、避難等のソフト対策」も含

めた総合的な取り組みへの転換が

必要となっています。

　「雨水の貯留 ･ 浸透」は合流式

下水道の改善等としても機能し、

同時に「清らかな水環境の保全」

という目的をも達成することにな

ります。市民やＮＰＯの取り組み

も活発です。

　目的を共通にするもの同士が連

携強化することで、｢より早く｣「よ

り安く」そして「より高く」目的

を達成できると考えます。関係す

る多くの分野、主体における「貯

留・浸透そして利用」はヒートア

イランド対策、水資源対策、災害

時等の危機管理、潤いの街づくり

等々多くの目的に向かうことにな

り、「雨に強い街づくり」から「雨

を活かした街づくり」への発展へ

と期待を膨らませてくれます。

隗より始めよ、先ず第一歩を
　平成 19 年 3 月 30 日、国土交

通省官庁営繕部、土地 ･ 水資源局、

都市 ･ 地域整備局、河川局、道

路局、住宅局の関係 11 課長連名

で ｢都市における安全の観点から

の雨水貯留浸透の推進について｣

の通知 * が地方整備局関係部長等

宛に出され、地方公共団体にも周

知されました。目的を共通にする

部局、そして被害者と加害者等々

様々な観点から「雨水の貯留浸透」

に関係する部局が連携して取り組

もう、先ず一歩を踏み出そうとす

る意思表示です。同時に出された

課長補佐事務連絡を併せてお読み

くださるとその趣旨が一層ご理解

いただけます。

　これを機に、多くの関係者によ

る一層の連携が進み、「様々な目

的を持つ偉大なる手段＝雨水の貯

留浸透そして利用」が全国各地で

積極展開されることを期待してい

ます。

栗原秀人　( 財 ) 下水道新技術推進機構　下水道新技術研究所長

雨水行政
Administration

栗原秀人　Kurihara Hideto
1975 年建設省入省。下水道、河川、
道路等の事業を担当、「人と川と街」
のよい関係の再構築に取り組む。前
国土交通省下水道事業課長。
TEL  03-5228-6511

* 通知掲載のウェブサイト
URL   http://www.mlit .go.jp/crd/city/
sewerage/info/sinsui_taisaku/070427.html
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　雨水利用自治体担当者連絡会

では、2006 年度に自治体の雨水

利用促進助成制度の実態調査を

しました。その結果と考察を報

告します。

（連絡会事務局　高島修）

アンケート調査結果
　雨水利用自治体担当者連絡会

では、2002 年度にも同様の調査

を実施しています（詳細は「2003

年世界水フォーラム雨水利用 in

京都」のレポートをご覧くださ

い。問合せ：連絡会事務局）。

　今回の調査結果は以下の表の

とおりでした。雨水タンク設置、

不要浄化槽の雨水タンクへの転

用、浸透施設設置に助成をして

いる自治体がそれぞれ 53、30、

33 件ありました。また、助成制

度の新設・拡充を検討している

自治体も 8 件ありました。

　この結果の背景には、加盟自

治 体 数 の 増 加（114 → 125） も

ありますが、全国的な洪水や渇

水、震災の頻発により、行政の

雨水の管理に対する認識の変化

自治体の雨水利用促進助成制度の調査結果から

広まる助成制度と問題点

（降った雨を速やかに下水へ排除

する政策から、雨水を貯留する

方向へ転換）も大きな一因と思

われます。

　例えば、年間 200 基を超える

雨水タンクと 7,000 基近い浸透

ますの設置に助成をしている新

潟市は、1998 年に発生した大洪

水を契機に、洪水対策として雨

水利用に積極的に取り組んでい

ます。

　ただ、多くの自治体では助成

申請件数が伸び悩んでいるのが

実情です。今回の調査でも、助

成制度を廃止、もしくは廃止を

検討している自治体が 9 件あり

ました。主な理由として、財政

難や助成件数の少なさが挙げら

れていますが、せっかく行政が

作った助成制度も、市民や事業

者が活用しなければ実を結びま

せん。

考察
　雨水利用の普及を進めるため

には、助成制度を作るだけでは

不十分です。墨田区も雨水タン

クの助成件数が伸び悩んでいま

すが、2006 年度の墨田区の住民

意識調査によれば「自分も雨水

利用をしてみたい」「雨水利用が

どのようなものかわからないの

でまずは情報がほしい」という

意見が 64.3％もありました。こ

のデータを見る限り、雨水利用

の普及・啓発の方法に一層の工

夫が必要だと感じます。

　葛飾区などが行っている雨水

タンクの出張展示や、大阪府が

2 年間に渡り実施した雨水モニ

ター制度のように、身近なとこ

ろで雨水タンクが見られたり、

実際に使ってみたりするような

試みも検討してみる必要がある

と思います。また、雨水の地下

浸透事業で第 3 回日本水大賞の

グランプリを受賞した小金井市

は、住宅の新築や改築の際に浸

透施設を設置するシステムを開

発し、これまでに 5 万基を超え

る浸透ますと 39km に及ぶ浸透

トレンチの設置に成功しました。

こうした成果の背景には、市と

市民、事業者が一体となった取

組みがあります。

　このように今後は行政のみな

らず、市民や事業者と協働で啓

発に取り組むような仕組みづく

りが求められています。

雨水の貯留・浸透・利用に取り組む自
治体の方で連絡会に参加を希望され
る方は、下記までご連絡ください。

連絡会事務局：墨田区地域振興部環境
担当環境保全課環境啓発担当

（担当：高島修）
TEL  03-5608-6209
FAX  03-5608-6934
e-mail  kankyou@city.sumida.lg.jp
URL  http://www.city.sumida.
lg.jp/sumida_info/kankyou_hozen/
amamizu/zititai/index.html

雨水行政
Administration

雨水利用自治体　担当者連絡会
洪水対策、渇水対策、防災対策として雨水利用の有効性が注目を集めています。しかし、雨水利用に取り組むためのデータや技術等の
情報が少ないのが現状です。そこで、雨水利用に関する情報交換、政策交流を自治体レベルで行うため、1996 年 7 月 15 日に全国から
29 の自治体が墨田区に集まり「雨水利用自治体担当者連絡会」が設立されました。同連絡会の目的は二つあります。一つは、雨水利用
を推進することで洪水、渇水及び防災対策を図るとともに、地域水循環の再生を図り、地球環境の保全に寄与することです。二つ目は、
前述の目的達成のため、自治体間の情報交換や政策交流を行い、世界中の自治体とネットワークを結び、市民とも連携を図ることです。
そのため、年 1 回の総会や雨水利用に関する啓発・交流イベントを開催する等の活動を行っています。

表）助成制度を持つ自治体数

雨水タンク

不要浄化槽の
雨水貯留槽への転用

浸透施設の設置

2002 年度　  2006 年度

34
（うち連絡会

未加盟自治体 1）

53
（うち連絡会

未加盟自治体３）

21
（同 6）

30
（同 5）

21
（同０）

33
（同 1）

助成対象
自治体数
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「雨水利用をもっと広めたい」

の雨を 200 リットルのタンクに

溜める「天水尊」（てんすいそん）

を作りました。

　そんな雨水利用の発明家の徳

さんは、雨水利用事業者の会の

会長としてビジネスには厳しい

眼差しを向けます。現在、「雨水

利用」という言葉は一般市民に

も浸透していますが、「雨水は汚

いとか、200 リットルのタンク 1

基でトイレの水をまかなえるな

どと思っている人も多い。例え

ば 2 トンの雨水タンクで住宅の

トイレの水を賄う場合、節水ト

イレを使って年間 17,000 円近く

節約できるよ。もっと雨水利用

を知ってもらってもっと広める

ため、最近、すみだ環境ふれあ

い館で『雨水利用よろず相談会』

を始めたんだよ。」

　現在、雨水利用事業者の会は

家庭用雨水タンクのメーカーが

多いのですが、「これからは、あ

る程度大きい雨水タンクを住宅

設備とセットで開発したり、屋

　雨水利用事業者の会１が発足し

て 7 年になろうとしています。今

回は、この会の会長であり、雨水

市民の会理事長でもある徳永暢男

さんにインタビューをしてきまし

た。

（レポート：編集委員　高橋朝子）

徳永暢男さん、通称「徳

さん」は、ちゃきちゃ

きの江戸っ子です。木造住宅が密

集する墨田のまちは災害時の火事

が怖い、その火を消す水を溜めよ

うにも場所がない、と徳さんはま

ちの人たちと一緒に、路地に水を

溜め手押しポンプで汲み上げるこ

とのできる「路地尊」（ろじそん）

を作りました。徳さんは各屋根の

雨水を路地尊に溜めて、普段から

地域の人たちが使えるようにしよ

うと提案し、区役所の応援のもと、

雨水を水源とする 18 基の路地尊

が墨田のまちにできました。また、

個人宅にも雨水タンクがあれば災

害時の飲み水にもなると、樋から

シリーズ　雨の事業者訪問−１

アイデアマンの徳さん。タンクづくりの傍
ら子ども相手に雨の音を楽しんでもらおう
とレインスティック（筒の中に米や石など
いろいろなものを入れて、傾けるとその音
が雨の音に聞こえる。）づくりなどをして
いる。

雨水業
Business

地域地域コミュニティ防災のシンボル『路
地尊（ろじそん）』

　徳永暢男　さんを訪ねて

上緑化や雨水浸透なども取り入

れた幅のある技術開発が必要だ。

身近な住宅に雨水タンクがあれ

ば、災害時にも安心だろう。」

　「雨を貯めて使うときに水質が

悪いと、きれいなはずの雨のイ

メージが悪くなる。雨を集める

屋根面のごみや砂などがタンク

に混ざらずに排除できれば、ろ

過機や薬品をできるだけ使わな

くて済む。シンプルな技術がい

いんだよ。」と一言。職人の気概

を感じました。

家庭用雨水タンク『天水尊（てんすいそん）』

雨水利用事業者の会会長、
雨水リサイクル研究所 所長
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　雨水利用事業者の会は、1994 年に開かれた雨水利用東京国際会議の開催と相前後して、雨水利用の製品開発に取り組ん

できた企業が中心となって 2000 年に設立されました。活動の目的は、雨水利用に関わる事業者が一堂に会して、会員相互

の交流や市民の会、行政、研究機関ともネットワーク化を図り、雨水利用技術の向上と良質な製品システムの普及に努め

ることです。そのため、事業者の会では、雨水利用に関してセミナーの開催、広報・宣伝活動、市民、行政、大学・研究

機関などとの情報交換などの活動を行っています。現在、19 企業が参加しています。

DATA :歩み

●2000年：「雨水循環を育む建築
づくり･まちづくり－その技術
と施策を考える－」シンポジウ
ムを日本建築学会と協働で企画
●2003年：「世界水フォーラム雨水
利用in京都」の実行委員会に参画
●2003年：雨水利用自治体担当者
連絡会と雨水利用の推進について
意見交換
●2004年：「雨水利用技術者養成講
座」（雨水市民の会主催）に参加
●2004年：雨水市民の会、被災者
ネットの呼びかけに応じて、新潟
中越地震の被災地へ応急給水タン
クとして、雨水タンク設置に協力
●2005年：「雨水東京国際会議」に
向けてすみだ環境ふれあい館に建
てられた雨水ハウスで雨水利用シ
ステム展示制作を担当
●2007年：すみだ環境ふれあい館
において、「雨水利用よろず相談
会」を開始

雨水業
Business ご存知ですか？

雨水利用事業者の会

会員企業名 電話 　ホームページ

　（有）朝日工務店 0268-64-2688 http://www.nohma.net

　雨水リサイクル研究所 03-3611-0530 ー

　（有）安藤電気製作所 04-2923-0872 http://www.amamizu-kun.co.jp

　（有）風大地プロダクツ 03-5681-4912 http://www.ne.jp/asahi/kdp/k-design/

　（株）川本製作所 03-3946-8545 http://www.kawamoto.co.jp

　コダマ樹脂工業（株） 0584-27-5055 http://www.d-kjk.co.jp

　（株）今野製作所 03-3890-3406 http://www.bankin-order.com

　サンエービルドシステム（株） 03-3693-5478 http://www.ecopeer21.com

　三甲（株） 03-3630-3604 http://www.sanko-kk.co.jp

　シップス（株） 042-701-1660 http://www.rainworld.jp

　仙都工業（株） 022-258-0321 http://elim.web.infoseek.co.jp/sentokogyou/

　（有）大成 0265-78-2444 http://taisei-ina.jp

　タキロン（株） 029-828-1791 http://www.takiron.co.jp

　（株）タニタハウジングウエア 03-3968-1590 http://www.tanita-hw.co.jp

　東西商事（株） 03-3585-3351 http://www.tozaishoji.co.jp

　（株）トーテツ 03-3493-5911 http://www.totetu.com

　（有）バイヨー 026-228-0805 ー

　松本デザイン機構（有） 03-3624-9542 http://www.m-do.com/

　リス興業（株） 03-6739-0333 http://www.risu.co.jp/risukogyo/

現在の会員企業一覧　
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た。
建築学会のアカデミックスタ
ンダード
　そうしたなか、日本においても
雨水の国際標準化に対する準備が
必要になると考えられます。しか
し、雨水を一元的に扱う行政の仕
組みはなく、縦割りで多くの分野
にまたがって部分的に管理されて
います。これまで土木分野では雨
水を対象とした流出抑制や浸透な
どの取り組みが行われてきました
が、建築における雨水の扱いは新
たな課題です。日本建築学会では、
2000 年に「雨の建築学」、2005
年に「雨の建築術」（ともに北斗
出版）を出版し、「雨水建築」の
普及を訴えてきました。これをう
けて、今年度から雨水のアカデ
ミックスタンダードづくりをス
タートさせることとなりました。
参加型の規格づくり
　雨水の規格づくりのためには、
幅広い分野のメンバーが委員とし
て関わる必要があります。産官学
民の知恵を集めることが不可欠で
あり、建築意匠や建築設備にとど
まらず、河川、下水道、衛生、生
態学、環境教育等の分野のメン
バーも加わりました。委員は全国
から集めるべく公募したものの、
主として在京のメンバーを中心と
した構成となりました。雨水市民
の会からは村瀬誠氏、佐藤清氏、

「雨の建築学」出版の際にも参加
いただいた中臣昌広氏、早坂悦子
女史も参加しています。今後、小
委員会をもとに 3 つのワーキン
ググループを立ち上げ、設計、事
業、制度の分野ごとに検討してい
きます。
　活動は 2 年間を予定しており、

初年度で規格化の準備を進め、セ
ミナーやシンポジウムなどにより
議論を煮詰め、次年度でアカデ
ミックスタンダードとしてのまと
めを行い、パブリックコメントな
どの諸手続きを踏まえて規格を成
立させる予定です。
雨水法をめざして
　私が建築学会の雨水規格づくり
に携わることになった経緯は、「雨
の建築学」「雨の建築術」 ＊の出版
に関わったことと、直接的には
DIN 雨水規格の翻訳に関わったか
らです。建築学会はマンモス学会
とはいえ、一社団法人に過ぎず、
雨水の学会基準ができたからと
いって世の中が変わるわけではあ
りません。しかし、一つのきっか
けをつくる役割を担うことはでき
そうです。これを手がかりに、国
レベルの基準づくりにつながるこ
とを期待します。また、そうした
動きの中から、「雨水法」が日本
で成立することも視野に入れて作
業を進めたいと考えています。

　日本建築学会では、建築におけ
る雨水利用の規格を策定するため
に、本年 4 月、小委員会を立ち
上げました。

＊＊＊
規格化の背景
　今日、日本の社会は、あらゆる
局面で米国型経済システムの流れ
に呑み込まれているように見えま
す。グローバル化は経済だけにと
どまらず、社会システム全般に及
んでいます。あいまいさが許され
ず、訴訟社会といわれるような状
況に日本も変質しつつあります。
好ましいこととは思えませんが、
防衛的に法体系を整える流れがあ
ることは認めざるを得ません。日
本建築学会が、その全ての活動に
ついてアカデミックスタンダード
化を目指す方針を持つようになっ
たのも、法曹界からの社会的要請
があったからです。基準、規格を
明確にすることで、責任関係を明
確化してトラブルに備えよという
ことです。
先行する DIN 規格
　一方、雨水利用についてドイ
ツでは DIN（ドイツ工業規格）の
基準があります。これが既に EU
規格に発展しつつあるのは、米
国とは異なる戦略があるためで
す。DIN 雨水規格は、グローバル
化に対して貿易上の参入障壁づく
りを明確に意識してつくられて
います。すなわち、高い品質の
商品をつくる素地を整え、国際
競争力をつけようとの意図です。
ISO9000s の品質基準に、日本の
企業が慌てた背景にも同様な規格
戦略がありました。その反動で
ISO14000s では、日本企業は世界
のトップを走る状況となりまし

日本建築学会の
雨水基準づくりがスタート

神谷　博　日本建築学会　雨水利用システム規格小委員会　主査

雨水学
Academic Study

神谷　博 　Kamiya Hiroshi
1949 年東京生まれ。建築家、法政
大学講師、水みち研究会代表。

※日本建築学会 雨水利用システム規格小
委員会に関する作業内容については、今後
も「あまみず」誌面でレポートしていく予
定です。

雨水建築のための２冊（日本建築学会編・
北斗出版）
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墨田は、葛飾北斎誕生の

地であり、また明治

以降も著名な作家や俳人（幸田露

伴・芥川龍之介・森鴎外・堀辰雄

など）が住み、多くの作品が生ま

れた場所でもあります。

　水に関わりのある神社やお寺も

多く、その一つに、雨乞いで有名

な「三囲（みめぐり）神社」があ

ります。

　 元 禄 6（1693） 年 は 春 か ら 非

常な干ばつで、農

民たちが雨乞いの

祈願をしていまし

た。 そ こ へ 俳 人、

宝井其角（たから

いきかく）が門人

の白雲と共に参詣

に来て、農民の悲

嘆を知り、一句「夕

立や田を見めぐりの神ならば」と

詠んで奉納したところ、翌日大雨

が降り、そのことが世間の評判と

なったと言われています。

　この句にはもうひとつの意味が

あります。境内の石碑には「遊 ( ゆ )

ふた地や田を見めぐりの神なら

ば」と刻まれています。神社の方

に話を伺ったところ、其角が吉原

で遊んだ帰りに神社へ立ち寄った

ところ、雨乞いの祈願を知り、こ

の句を詠んだということです。江

戸時代の人の粋な重ね歌（遊ふた

地＝夕立）ですが、あまりにもしゃ

れがキツイので「夕立や…｣ とい

う句として人々の間に広まったと

教えてくれました。また、この石

碑の隣にある穴の開いた「雨」と

刻まれた石碑は、雨が降れば長靴

が売れるので長靴屋さんから寄贈

されたもので、穴に頭を入れると

雨音を聞くことができると言われ

ます。「残念ながら今は車の音し

か聞こえないようです」と話して

くれました。( 笑）

　何気なく拝観していた神社でし

たが、今回の取材で、今まで気が

つかなかった先人の思いや当時の

気候変動を知ることが出来まし

た。

（編集委員　早坂悦子）

雨と遊ぶ～
雨乞いの句と三囲神社（東京都墨田区）

　墨田区では、1995 年から住民
向けに雨水タンク設置への助成金
制度を開始するとともに、一定規
模以上のビル等の開発事業者に、
建築物への雨水利用の導入を指導
してきました。その結果現在まで
に、数にして 300 基、容量にす
ると 11,000 トンを超える雨水タ
ンクが区内に設置されています。
この度、この取り組みの全体像を
紹介する「すみだの雨水利用ガイ
ドマップ」を発行しました。Ｂ２
版サイズで、表がガイド編、裏が

マップ編となっており、ポスター
のように貼り出すことも可能で、
区内の学校等にも配布し好評を得
ています。
　ガイド編では、これから雨水利
用をやってみたい方や興味がある
方に向け、イラストや写真を多用
し、雨水利用の目的からそのノウ
ハウ、実例や経済性、取り組みの
経緯を分かりやすくまとめまし
た。
　またマップ編では、現在区内の
一般家庭に設置されている小さな
タンク（200 リットル程度）、ビ
ルなどの地下に設置されている大

きなタンク（概ね 5 トン以上）と、
雨水利用に関わる施設などの位置
を地図上に落とし込みました。
　折りたためばＢ５サイズになる
このガイドマップを片手に、墨田
の雨水利用と雨にまつわる歴史ス
ポットを歩いてみませんか。

（墨田区環境保全課　高島　修）

雨水利用ガイドマップが
できました（墨田区）

雨文化
Culture

トピックス
Topics

入手方法：
東京都墨田区環境保全課、すみだ環境
ふれあい館、すみだ観光案内所の 3 箇
所で、無料配布しています。切手 (1
枚 140 円、2 ～ 3 枚 200 円 ) をご負担
いただけば郵送でお送りします。詳し
くは環境保全課へお問い合わせくださ
い。TEL：03-5608-6209
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2007年6・７・8月
●6/9(土)　雨水探検隊・雨水田んぼの田
植え実施
●6/30(土)　雨水市民の会総会開催
●7/21～30　バングラデシュ雨水村訪
問＝徳永理事長、村瀬事務局長、今関・柴・
佐藤理事、荒井会員の計５名（TBS番組

「夢の扉」撮影隊5名が同行取材)
●8/9(木)　外務省からのヒアリング。
バングラデシュ・スカイウォータープロ
ジェクトを説明
●8/10(金)　雨水利用自治体担当者連絡
会の総会開催
●8/11(土)　雨の環境学習プログラム

「水の七変化－雨粒・雪を作ろう！」講師：
山下晃氏(大阪教育大学名誉教授)、実施
●8/13(月)　バングラデシュ大使館か
らのヒアリング。スカイウォータープロ
ジェクトを説明
●8/23(木)　雨水市民の会理事会開催
●8/25(土)　雨水探検隊による「雨と文
化の街探検」実施
●8/26(日)国際交流プログラム「バング
ラデシュ・スカイウォータープロジェク
ト最新情報」を実施、現地調査班によるレ
ポートの集い

EVENT　環境ふれあいまつり 2007 
9 月 22 日（土）　会場：すみだ環境ふれあい館
●メイン講演会「今、日本人は何をどう学ばなくてはならないか？」
13:00 ～　第１部「グレートジャーニーから考える」探険家・関野吉晴氏
15:00 ～　第２部「触れる地球を通して考える」京都造形芸術大学教授・竹村真一氏
ふたりのスペシャルゲストスペシャルゲストを迎え、環境学習の今を考えます。
●他：10:00 ～　雨水探検隊の展示・絵本ひろばの人形劇・雨水利用事業者の会の雨でっ
ぽう、地元自治会による環境フリーマーケット・リサイクルの会で紙すきなど
主催：すみだ環境ふれあい館企画運営委員会　問合せ：墨田区環境保全課 TEL03-5608-6209

Program すみだ環境ふれあい館 　実施プログラム
雨水市民の会では、すみだ環境ふれあい館の主催事業の実践に協力しています。
すべてのプログラムは、会員・非会員に関わらず自由に参加できます。
● 9/29( 土 )10:00　雨水探検隊による稲刈り ( 会員のみ )
● 10/13( 土 )14:00 ～ 16:30　雨の環境学習プログラム「水のふしぎ体験学習」講師：
斉藤賢之輔氏（神戸市水の科学博物館職員）
● 10/21( 日 )14:00 ～ 16:00　ドイツ雨水調査報告会
● 10/28( 日 )14:00 ～ 16:00　雨塾「IPCC 第 4 次報告－温暖化の真相を探る ( 仮題 )」講師：
平野礼朗氏 ( 環境省地球環境局総務課研究調査主査 )・受講料 2000 円 ( 会員 1000 円 )
● 11/17( 土 )13:30 ～ 16:30　「雨のえほんひろば」絵本の読み聞かせとカレンダー工作
● 12/8( 土 )14:00 ～ 16:00　雨の環境学習プログラム「途上国の水とトイレ事情 ( 仮題 )」
講師：加藤篤氏 ( 日本トイレ協会 )
● 12/15( 土 )13:30 ～ 16:30　「雨のえほんひろば」絵本の読み聞かせとクリスマス会
問合せ：雨水市民の会 TEL 03-3611-0573

Consulting　雨水利用よろず相談会  by 雨水利用事業者の会

月２回、すみだ環境ふれあい館で、雨水利用に関する相談会を行っています。一般家庭
へのシステム導入の具体的方法をアドバイスします。くわしくはお電話でお気軽にお尋
ねください。
●当日受付：9/2( 日 )、10/7( 日 )、11/4( 日 )、 12/2( 日 ) 各 13:00 ～ 16:00　
●事前予約制：9/7( 金 ) 、10/5( 金 ) 、11/2( 金 )、12/7( 金 ) 各 13:00 ～ 16:00( 各回、前
月の 15 日までにご予約ください。)
ご予約・問い合わせ：TEL 03-3611-0573

Books for Skywater　注目の１冊
●「平成 19 年版日本の水資源」
　　国土交通省土地・水資源局水資源部編  2007 年 8 月発行  定価 2,625 円（税込）
白書では、気候変動による降水量や降雪量の変化により水資源
の量や水質に及ぼす影響が懸念され、今後、資源開発を優先す
ることから、水の有効利用やリスク対応など水資源における総
合的管理の推進を強調しています。雨水利用は雑用水利用施設
の半分以上の施設で導入されていると評価し、具体的に綾瀬市
庁舎の事例や墨田区の雨水利用の紹介をしています。しかし、
把握している施設数は、2002 年度に雨水利用自治体担当者連
絡会が行った調査では約 3400 だったの対し、1600 余り (2005
年度末 ) と少なすぎます。今後は雨水利用自治体担当者連絡会
や雨水市民の会、雨水利用事業者の会などと連携して本格的な
雨水利用の実態調査を行って欲しいものです。

お知らせ
Information

雨水市民の会　入会案内
●正会員：入会金＝ 2,000 円　年会費＝個人
6,000 円、団体 30,000 円
●賛助会員：個人 ･ 団体とも 1 口 3,000 円
●学生会員：3,000 円
●現在、「会報誌購読会員（仮称）」の制度新設
の準備をしています。
入会方法等、詳しくは事務局までお問い合わせ
下さい。ホームページにも掲載しています。

www.skywater.jp

編集後記
8 月 6 日は「雨水の日」。NPO 法人雨水市民の会
の前身で 1995 年に発足した雨水利用を進める全
国市民の会が、その前年 1994 年に開催した雨水
利用東京国際会議での宣言を行動に移すことを決
意して名づけたものです。1945 年のこの日は広
島に原爆が投下され「黒い雨」が降りました。現
在、都会には大気汚染による「黒い雨」が降りま
す。空をきれいにすればきれいな雨が降り、飲む
ことも可能です。雨が降ってくる空は世界とつな
がっています。モンスーンアジア東端の日本では、
インド・バングラデシュ・中国などを吹いてきた
風が雨を降らせます。リニューアルしたこの会報
誌「あまみず」が、日本をはじめ世界の人々の、
雨を大切にする謙虚な心をつなぎ、広げていくこ
とを願います。（A）

世界の空と人をつなぐ　あまみず
no.46
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主な活動記録
Note

MORE EVENTS 関連イベント・情報
● 10/5( 金 ) ～　 東 京 ミ ッ ド タ ウ ン「21_21 DESIGN SIGHT」（ 港 区 赤 坂 9、TEL 
03-3475-2121）で企画展「water」開催。そのシンボルマークが傘を逆さに持った人。
企画をしたデザイナー・佐藤卓さんが雨水利用を呼びかけるマークとして世界で使用さ
れることを願って制作したもの。来年 1 月 14 日まで。10/13( 土 )15:00 ～企画者による
スペシャルトーク。URL:http://roppongi.keizai.biz/headline/1054/index.html
● 10/6( 土 ) ～ 7( 日 )10:00 ～　「すみだまつり」( 錦糸公園：JR 錦糸町駅前 ) にて手作
り雨水タンク指導

Media　メディア掲載、放送関連の予定
● 9/10( 月 ) ～ 14( 金 )　 TOKYO FM　「SKY」の SKY ラウンジ（5:36-5:45）のコーナー
で村瀬事務局長が雨水のこぼれ話を石川實さんとトーク。WEB ラジオあり。http://
www.tfm.co.jp/sky/index.php?catid=85
● 9/13( 木 ) ～ Yahoo ！ボランティアのサイトで当会を紹介。
http://volunteer.yahoo.co.jp/petit/index.html 参照。
● 11 月放送日未定　TBS「夢の扉」( 日曜の 18:30 ～ 19:00 の番組 ) でバングラデシュ
雨水村での当会スカイウォータープロジェクトの活動を放映。
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