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雨に感謝し、雨を活かし、雨に融和する社会を
　雨が降ると私たちは何を思うでしょうか。「濡れるから嫌だ」「洗濯物が乾かない」「洪水や土砂崩れの怖れはないか？」
など、あまり良いイメージがないかもしれません。しかし雨は、私たちの飲み水や作物を育てる水の源であり、生き物
は雨なしでは生きていけません。まちでは、下水道が整備され、雨の多くが土にしみ込まずに捨てられていますが、こ
れはもったいないことです。雨をためれば、まちに無数のミニダムを作ることに、しみ込ませれば、地下水を潤すこと
になります。

　「ゲリラ豪雨」「局地的大雨」などの言葉と共に、雨の降り方が変わってきたという実感が高まっています。まちを洪
水から守るために作られた下水道ですが、豪雨時に雨が集中して流れ込むとマンホールなどから水があふれ、まちが浸
水する都市型洪水が起きます。当会が発足した東京都墨田区でも、1970 年代には被害が頻発しており、その解決策の一
つとして、住宅や敷地、施設で降った雨を蓄え、ゆっくりと流す「雨水活用」の取り組みが、始まりました。

　また、災害時に水道がダメージを受けると、飲み水のほか、トイレなどの生活用水にも事欠くことになります。こん
な時に、ライフポイントとして雨水タンクは心強い存在です。当会が行った水質調査では、大気汚染物質は問題なく、
いざとなれば、飲み水にも使えます。

　当会は、「雨水利用を進める市民の会」として発足以来、25 年間の活動の中で、会の名前を「雨水市民の会」と改め
ています。これは、当初の「利用」という言葉が、人間中心の奢った考えからきているのではないかという反省に立ち、
自然の恵みである雨によって、全ての生命が共生できるという考えに基づいています。雨を管理するのではなく、「雨に
感謝し、雨を活かし、雨と融和する」という考えが市民に行き渡り、それがまちづくりやインフラ整備にも波及した社
会が実現されることが当会の大きな目標です。

www.skywater.jp　Web あまみず
　雨水市民の会が制作・配信するウェブ上の情報メディアです。 雨水活用に関する各分野の情報を、「ひと・市民」「学術」「行
政」「ネットワーク」「世界の雨水」「文化」「技術・ビジネス」に分類し、当会の「活動記録」を合わせた 8 つのカテゴリで、
随時記事を掲載しています。雨水活用に関する様々な情報を広く会員以外からも募集しています。詳細は、雨水市民の会
事務局までお問い合わせください。

Message

はじめに
　私たち、NPO 法人雨水市民の会は、1994 年に東京都墨田区で開催された「雨水利用東京国際会議」の
実行委員会を母体として、雨を活かすまちづくりや環境学習の取り組み等を市民レベルで内外に広めて
いこうと、1995 年に活動を開始しました。
　より多くの人に当会の活動と雨水活用に関する情報を届けるため、2007 年から広報誌「世界の空と人
をつなぐ　あまみず」を発行してきました。2013 年からは、インターネット上の “Web あまみず ” に形
を変え、発信を続けています。
　この冊子は、2017 年、18 年に掲載された “Web あまみず ” の記事を一部改稿し、さらに会の最新の活
動状況、雨水活用を取り巻く世界の動向に関する書き下ろし記事を加えて、編集し直したものです。
　お手にとっていただき、雨をきっかけに身の回りの水循環や地球規模の水環境を考える機会にしてい
ただければ幸いです。

2019 年（令和元年）7 月 1 日
NPO 法人　雨水市民の会　理事長　山本耕平
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雨水市民の会の

高橋朝子（たかはし・あさこ）
2018 年 7 月より雨水市民の会事務局長。書道有段者。

Profile

活動報告

　雨タスサロンは、お酒とおつまみを楽しみながら、さ
まざまなテーマを「雨・水」を通して読み解くサロン形
式のイベントです。2016 年 10 月にスタートし、2019
年 6 月までに不定期に 15 回開催しました。話し手には、
当会理事に加えて外部から専門家を招き、得意なテーマ
を存分に語っていただきます。お話に実演や実験を交え
たり、テーマにちなんだおつまみを準備して、五感で楽
しむ場を提供しています。
　雨に様々なテーマを掛け合わせることで、関心を持つ
層が広がり、初めて雨水市民の会を知るという方も毎回
加わって、気軽にワイワイガヤガヤ雨水談義を楽しんで
います。ここではこれまでのサロンから 4 回をセレクト
し、お話の一部を紹介します。内容とゲストのプロフィー
ルは開催時のものを基本に、一部執筆時点での情報を追
加しています。
　サロンの最新情報は Facebook ページからご覧ください。

　　　

「雨タスサロン」セレクション
Web あまみず編集部

：雨にまつわる漢字
開催：2017 年 6 月 14 日（水）

ゲスト：高橋朝子さん

　書道といえば「漢字」ということで、書道教授の資格を持つ高
橋さんによる文字の由来の説明からお話がスタートしました。
　「雨」という漢字は象形文字ですが、一番古い甲骨文字で、上
部が横一文字になっていたり四角く囲ってあるのは、雲を表す
と言われています。次に、雨冠の漢字、「電」「雲」「霊」「需」
を古い形（甲骨文字や金文字など）と比べてみましょう。「電」は、
気象現象としての「雨」と、稲妻が屈折しながら空を走ってい
る「申」を合わせたものです。「雲」は、元は「云」という文字
で、モクモクと雲が発達する様子、あるいは、龍の尻尾を表し
たという説もあります。「霊」は、雨冠の下に「口」を３つ書き、
巫女がそれを拝んでいる様子です。「口」は神への祝詞を入れる
器を表しています。つまり、雨乞いの祈りを捧げることだった
のでしょう。「需」の「而」の部分は、あごひげを意味しますが、
髪を切って髷を結わない人＝神に仕える人を意味し、巫女が雨
を求めている様子です。現在でも「求める」、「待つ」という意
味となっています。雨は、降らなくても降り過ぎても農作物や
人々の生活に影響があります。昔の支配者は雨を司る神様に、
雨の災いを避け、恵みをお願いすることが大切な仕事だったと
考えられます。
　後半は、実際に雨水を使った書道体験。雨水で墨をすり、雨
にまつわる自分なりの創作文字に挑戦しました。筆を持つのは
中学校以来という方もいましたが、書は心、書き始めると皆さ
ん筆が進み、なかなかの傑作もありました。当会事務所近くの
イベントスペース「ヒラキエ」から墨と硯をお借りし、全員で
の体験を実現することができました。

2017.10.7 WEB 掲載

参加者が書いた個性豊かな「雨」の作品

「雨」の甲骨文字
（出典：「雨の漢字の物語　第１話」円満寺二郎

http://www.gei-shin.co.jp/comunity/28/01.html）

第 　6  回

雨＋書道雨タスサロン by 雨水市民の会
https://www.facebook.com/pages/category/Community/
　　雨タスサロン -by- 雨水市民の会 -1247945448580374/
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　小澤さんとコーヒーとの関わりは、2000 年に 2 名の
友人と、スローライフのコンセプトのもと、コーヒーの
フェアトレードをビジネスとするスロー社を設立したこ
とに始まります。当時、オーガニックコーヒーは価格が
高いのにおいしくないものが多く、とにかくおいしいも
のを作ろうと、手探りで焙煎の技術の向上に努めました。
2011 年の東日本大震災の際には、計画停電の影響で工
場の電動の焙煎機が使えなくなり、オーガニックやフェ
アトレードという、環境を守る視点を大切にしてきたつ
もりなのに、実は足元がもろいことを実感したそうで
す。ちょうどスタジオジブリが「原発ぬきの電気で映画
をつくりたい」と看板を掲げたのを見て、「スローコー
ヒーは原発ぬきの電気でコーヒーをつくる」という新た
な取り組みを始めました。クラウドファンディングで資
金を集め、自社の屋上に自作のソーラーパネルを設置し、
2016 年にソーラー焙煎が実現したのです。
　震災では、水道水の水源から放射性物質が検出される
事態も経験し、奥様の実家がある岐阜県郡上市から水を
送ってもらい、ありがたさを実感したそうです。郡上八
幡には、山の水や湧水を日常生活で使う「水舟」や、日
本名水百選のひとつ「宗祇水（そうぎすい）」があり、
水を上手に大切に使う文化を肌で感じることができま
す。
　2017 年には、豊かな自然と清らかな水に恵まれた郡
上市にサテライトオフィスを構え、コーヒーを通じて
地域の水文化を知ってもらおうと「郡上発！水だしプロ

2017.12.11 WEB 掲載

ジェクト」をスタート。その年の夏には、専用ボトルと
水出しコーヒーのパック、湧水などを示したマップを組
み合わせたキットを開発し、2018 年から水を活かした
地域おこしプロジェクトが本格的に始まっています。実
は、この水出しコーヒーは雨水市民の会の雨カフェでも
提供しています。
　後半は、利き酒ならぬ「利きコーヒー」を行い、水
の違いでコーヒーの味がどう変わるか皆で味わいまし
た。硬度が違う４種類の水、①超軟水の「郡上の天然水」

（硬度 12mg/ℓ）②軟水の「郡上八幡の湧水」（硬度
100mg/ℓ）、③軟水の東京都国分寺市の水道水（硬度
80 ～ 100mg/ℓ）、④硬水の「エビアン」（硬度 300mg/ℓ）
で、スローコーヒーの水出しパックを使って作ったコー
ヒーを試飲しました。水が変わると色、香り、苦みなど
がずいぶん違って感じられました。水の種類を伏せて感
想を聞いたところ、多くの方が超軟水の①のコーヒーが
一番おいしいと答えましたが、硬度が高い④は癖がある
がそれが良いという方もいました。雨水の硬度は①の超
軟水よりも低い場合もあり、おいしいコーヒーになりそ
うです。

小澤さんと企画担当
の小谷久美さん

（当会スタッフ）。

小澤陽祐（おざわ・ようすけ）
有限会社スロー代表取締役。ナマケモノ倶楽部共同代表。森林栽
培によるオーガニックコーヒーをフェアトレード輸入し、自社焙
煎して販売している。

Profile

水はパックテストで硬度を測定した。超軟水から硬水まで４種類の水
で作った水出しコーヒーを飲み比べた。

「郡上発！水だしプロジェクト」
のロゴマークとフェイスブック
ホーム写真（提供：小澤さん）

：環境に優しいコーヒーづくり
開催：2017 年 11 月 8 日（水）

ゲスト：小澤陽祐さん

活動の最新情報は「郡上発！水だしプロジェクト」
https://www.facebook.com/gujomizudashicoffee/
などで発信しています。

雨＋コーヒー第  10 回
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　膜とは何でしょう？膜への愛を込めてわかりやすく伝える山村さんの語
り口で、謎に包まれた膜の存在がぐっと身近になった回でした。膜は、簡
単にいうと粒子の大きいものと小さいものをふるい分けるものです。穴の
大きさによって逆浸透膜（ＲＯ）、ナノろ過膜（ＮＦ）、限外ろ過膜（ＵＦ）、
精密ろ過膜（ＭＦ）などがあり、その利点から、近年、水処理や医療など
様々な分野で利用されています。
　シンガポールの下水処理施設では、膜処理による処理水は飲料水に匹敵
する水質にまで浄化され、NEWater と呼ばれます。ビールの製造工程で欠
かせない、酵母のろ過には、これまでの珪藻土に代わりＭＦが利用されつ
つあります。腎機能の低下を補う人工透析にもＵＦが使われ、将来的には
人体に埋め込む人工腎臓の開発も進められています。最近は浄水場でも利
用されています。横浜市の川井浄水場は、道志川を水源とする明治時代か
らの浄水場ですが、老朽化した施設を改修し、2014 年からセラミック膜
によるろ過処理で稼働しています。また、海水の淡水化は、ＲＯを使って
実用化されていますが、河川水を浄水処理する場合よりもコストが高く、
エネルギー消費も大きくなります。
　雨水と膜の観点では、今後、水資源としての雨水活用に膜が活躍するこ
とが期待されます。水道事業に着目してお話すると、高度経済成長期に整
備された日本の水道管路の多くが耐用年数を迎える中、人口減少による減
収や技術職員の減少などから管更新が進まず、水道事業を今まで通りに維
持していくことが大変困難になる中で、分散型の水道が注目されています。
　雨水は誰もが簡単に利用できる天からの恵みです。水質も比較的良いの
で、用途によって膜と組み合わせることによって望みの水質が確実に得ら
れます。すなわち雨水は「分散型水資源」の一つであり、今後、エネルギー
をかけずに個別に水処理できる膜と組み合わせることで、人口減少社会に
即した新しい水道の形を提案できる可能性を秘めています。

: 膜をこよなく愛する
開催：2018 年 2 月 21 日（水）

ゲスト：山村　寛 さん

活動報告

2018.3.21 WEB 掲載

山村 寛（やまむら・ひろし）
中央大学理工学部准教授。香川県出身。1994 年の大渇水
では水の大切さを身に沁みて体験し、大学で膜と出逢った
時から膜の魅力に取り憑かれ、研究テーマとしている。

Profile

No. 開催日 テーマ ゲスト
第１回 2016. 10. 19 雨＋鳩の街 宗像 信司 さん（当会監事）・佐原 滋元 さん（当会理事）
第２回 2016. 11. 18 雨＋トイレ① 山本 耕平 さん（当会理事）
第３回 2016. 12. 14 雨＋講 高橋 朝子 さん（当会理事）
第４回 2017.   2. 15 雨＋銭湯 伊藤　林  さん（当会理事）
第５回 2017.   3. 15 雨＋トイレ② 山本 耕平 さん（当会理事）
第６回 2017.   6. 14 雨＋書道 高橋 朝子 さん（当会理事）
第７回 2017.   7. 12 雨＋すみだのはじまり 佐原 滋元 さん（当会理事）
第８回 2017.   9. 21 雨＋離島 笠井 利浩 さん（福井工業大学教授）
第９回 2017. 10.11 雨＋バングラデシュ 石山 民子 さん（アジア砒素ネットワーク）

第 10 回 2017. 11.  8 雨＋コーヒー 小澤 陽祐 さん（スローコーヒー）
第 11 回 2018.   2. 21 雨＋膜 山村　寛  さん（中央大学准教授）
第 12 回 2018.   4. 12 雨＋森 蔵治 光一郎 さん（東京大学教授）
第 13 回 2018.   9. 12 雨＋絵本 南　昌子  さん（当会理事）
第 14 回 2019.   2.   7 雨＋やきもの 柴　早苗  さん（当会理事）
第 15 回 2019.   6. 12 雨＋南半球 南　昌子  さん（当会理事）

膜処理による利点
1. エネルギー効率のよい分離
　　＝低エネルギー消費型分離
2. 加熱を伴わない
　　＝熱変異性のリスクが小さい
3. 低分子間の分子量の差で分離が可能
4. 確実なろ過

膜の種類と穴の大きさ（資料提供：山村寛さん）

膜のろ過能力の違いを説明する山村さん。

開催一覧

第  11 回

雨＋膜

MF 膜を作る
実験も実施。
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ペナルティを課すのは困難です。このような事態に対
処しようとしている２つの自治体を紹介します。
　愛知県豊田市は、健全な森づくりをするため 2007
年 3 月に「豊田市森づくり条例」を制定しました。各
集落で「森づくり会議」という組織を作り、森の所有
者に市と森林組合も協力して、土地の境界の確認、境
界のくい打ち、計画的な間伐や作業道の整備など多岐
にわたる活動をしながら、災害に強い森づくりを進め
ています *1。
　神奈川県では、県内の水道の約 9 割が相模川と酒匂
川（さかわがわ）から取水しています。これらの川の
源は富士山や丹沢の森に降った雨です。県では水源環
境を保全・再生するため、県民に「水源環境保全税」
を負担してもらい、間伐などの森の手入れや丹沢大山
のブナ林再生の取り組みをしています *2。
　雨と森の関わりを知り、場所ごとの違いを勘案しな
がら、森の手入れや保全を行うことが健やかな水循環
を守り、取り戻すことにつながっているのです。

　森林水文学が専門の蔵治さんを招いて、数十年にも
及ぶ観測や雨滴の大きさによる土壌への影響など様々
なスケールと着眼点で雨と森の関係を紐解いていただ
きました。
　森に降る雨はどこへ行くのでしょうか？①土壌に一
時的に貯留し川へゆっくり流れる（平準化作用）、②
土壌に一時貯留して根から吸い上げ、末端の葉の気孔
から蒸発する（蒸散作用）、③葉や幹の表面に一時貯
留して直接蒸発し、地面に届かない（樹冠遮断作用）
の３つのパターンがあります。
　森の雨は、まちに降る雨と異なります。樹木の葉や
枝に雨が着くと、雨滴の大きさは 5 倍ほどに膨れ上がっ
て、枝の高さから地面に落ちます。地肌が直接見えて
いる森では、この雨滴が土の粒子を細かく砕くことで
地面の空隙が小さくなって雨が浸み込みにくくなり、
雨水は表層の土を削って、土が流出してしまいます。
落ち葉や下草の覆いがあると、クッションとなって雨
が地面にダメージを与えず、雨水は速やかに浸透して
いきます。
　森は、雨を溜めてゆっくりと川に流す「緑のダム」
であり、洪水の緩和になると言われる一方、豪雨時に
は森の保水力が限界に達し、洪水緩和は期待できない
とも言われています。場所による違いが大きいため、
一般論として論ずるのは難しいのですが、蔵治さんの
研究では、愛知県瀬戸市にある東大演習林生態水文学
研究所の森で 2011 年 9 月の豪雨の際に計測したとこ
ろ、総降水量 401.5mm のうち降り始めから 48 時間後
までの流出量は 229.9mm にとどまり、43％の水量が
一時的に貯留されたというデータを得ました。大雨の
時の観測は非常に貴重なもので、長期的に他の森でも
観測が必要です。
　管理されていない人工林やシカなどの野生動物が下
層植生（雑草木）を食べてしまっている天然林では、
土壌が流出し、保水力が小さくなって、渇水緩和機能
も洪水緩和機能も低下します。木の密度が高く、樹冠
が閉塞している森では、樹冠遮断による蒸発作用で地
面に届く雨が少なく、その上保水力が小さいとなれば、
土が乾燥して「緑の砂漠」となってしまいます。
　森の維持や治水や渇水対策のために、人工林の間伐
やシカの密度管理は欠かせないものですが、木材の価
格が低迷している現在、採算が取れず管理されていな
い人工林が多くなっています。また、所有者が森を放
置したことで土砂流出や洪水の危険性が高まっても、

2018.6.19 WEB 掲載

東京大学千葉演習林での樹冠遮断の観測。72年生のヒノキ１本１本に
計測装置を取り付け取り付け、幹に集まる雨の量を 2年間測定。100ミ
リまでの雨の場合、その 5.7%が幹に貯留された。（写真提供：蔵治さん）

蔵治光一郎（くらじ・こういちろう）
東京大学大学院農学生命科学研究科・教授（附属演習林　企画部
長）。専門は森林水文学。研究テーマは、市民と研究者の協働によ
る森の健康診断やタイやボルネオ島などの熱帯山岳地帯における
森林と水循環など多岐にわたる。

Profile

森に降る雨の行方に
ついて語る蔵治さん。
森の状態や管理の違
いにより保水力がか
なり違うそうだ。

*1  「豊田市の森づくりの方向」豊田市ホームページ
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/1009277/index.html

*2  「かながわの水源環境の保全・再生を目指して」神奈川県ホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/index.html 

第  12 回
雨＋森 ：森は緑のダムか？

開催：2018 年 4 月 12 日

ゲスト：蔵治光一郎さん
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　雨水市民の会では、2016 年から東京都墨田区で「す
みゆめ」プロジェクトに参加し、アートを入り口に、ま
ちやくらしに息づく雨水活用を実践してきました。3 期
の企画助成を経て、これからは会の独自事業として継続
する計画です。
　雨の日のまちの景色を楽しむことをきっかけに、降っ
てきた雨のゆくえはどうなっているのか、雨が活かさ
れ、健やかに水がめぐるまちを未来につないでいくには
どんなことができるのか、地域のみなさんと考える機会
を創っていくことをめざしています。

「すみゆめ」プロジェクトとは
　当会が拠点をおく東京都墨田区は、世界的画家として
高く評価される葛飾北斎（図 1）が、その生涯のほとん
どを過ごしたと言われるまちです。そのゆかりの地に、
2016 年 11 月「すみだ北斎美術館」が開館し、これを
契機に「隅田川 森羅万象 墨に夢（通称：すみゆめ）」プ
ロジェクトがスタートしました。
　「墨で描いた小さな夢をさまざまな人たちの手で色づ
けしていくように、芸術文化に限らず、森羅万象あら
ゆる表現活動を行っている人たちがつながりながら、
この地を賑やかに彩っていくことを目指すアートプロ
ジェクト」 *1 として、墨田区文化振興財団が事務局を担
い、公募による助成企画を年間 15 ～ 30 件程度行うほか、
アーティストを招聘した主催企画、助成を伴わないネッ
トワーク企画等を、区内および隅田川流域で展開して
います。関係団体や関心のある個人が、月１回の「寄合」

の場で、交流を続けています。

すみだは、雨水活用先進地？
　墨田区は国内では最も早く
雨水貯留、利用に取り組み始
めた自治体で、公共施設での
雨水タンク設置、住宅向け雨
水タンクへの助成金制度、条
例による民間での大型開発時

の雨水貯留の導入などが全国に先駆けて行われてきまし
た。海外からの注目度も高く、当会でも内外に向けた事
例紹介や視察希望への対応を行っています。
　他方、取り組みが始まって 30 年余りが経ち、住民の
間で雨水活用が話題に上る機会は少なくなっていると感
じます。マンション住まいで雨水タンクを設置すること
が難しい方が増え、地下の雨水タンクは、建物が完成し
てしまうと外からでは存在がわかりません。ためた雨水
を地域住民で共有する、すみだならではの「路地尊（ろ
じそん）」も、水源が雨水であることを知らない方がい
ます（写真 1）。外からの評価の一方、地元で雨水への
意識をいかに盛り上げるかということが課題でもありま
した。
　折よく「すみゆめ」の企画募集がスタートし、これま
で前面に出ることが多かった「環境配慮」「気候変動へ
の市民レベルの対策」「防災」といった切り口に対して、

「生活文化として雨を楽しむこと」を打ち出した取り組
みを墨田区で展開することになったのです。

新旧の雨水活用を発信する「すみだ、雨の三十六景」
　「すみゆめ」では、2016,17,18 年と採択いただき、4
つの企画を実施しました（表 1）。ここでは、「北斎に魅
せたい未来のすみだ」 *2 を除き、直接雨水活用に関わる
企画をご紹介したいと思います。

笹川みちる
雨水市民の会理事

 NEW

文　化

表 1
雨水市民の会

「すみゆめ」参加企画

写真 1   「路地尊」2 号基。区内に合計 21 基設置されている

*1  「すみゆめ」ウェブサイトより（http://sumiyume.jp/）  

*2  web あまみず 2016.11.12 掲載、「あまみず no.59　web あまみず選集」p 9 に掲載

図 1　葛飾北斎「新柳橋の白雨」 

すみだ、雨の三十六景
〜雨の日のまちを楽しもう！ 

実施年度 企画タイトル　　　　　

2016 年度 北斎に彩られた空想の川が鳩の街に出現！雨を楽しむ路上芸術
　　　　    ペーパークラフトで作る「北斎に魅せたい未来のすみだ」  

2017 年度 すみだ、雨の三十六景～雨の日を楽しむ絵画と雨のつぼ庭をつくろう

2018 年度 続・すみだ、雨の三十六景～雨の日に浮かび上がる北斎絵画



8 People for Rainwater / amamizu no.60  July 2019

　企画の中では、下記の 2 つの要素を年ごとに組み合
わせて実施しました。どちらも「雨」を目に見える形で
まちの中に提示し、驚きや美しさ、楽しさをきっかけに、
雨を意識してもらうことをめざしたものです。

●「雨の日を楽しむ絵画（雨の日アート）」
　撥水剤を用いて地面に絵を描くと、乾くと何も見えな
くなりますが、雨が降ると絵柄が浮かび上がります。雨
の日だけ楽しむことができるアート作品です。年ごと
に規模を拡大し、2016 年には鳩の街通り沿いの敷地で、
2017 年にはすみだ北斎美術館前、墨田区役所前うるお
い広場等で、2018 年にはすみだ北斎美術館に加え、お
寺やカフェの敷地で制作を行いました（写真 2） *3。 　
　北斎の作品からモチーフを選んだり、敷地の所有者と
の相談で絵柄をデザインしています。作品の寿命は、制
作場所の材質や通行量によって変わりますが、ほとんど
が 2 週間から数か月で自然に消えてしまいます。
　SNS に掲載した画像等を見たイベント会社から制作方
法等について問い合わせもあります。話題になることは
とてもありがたいのですが、視覚的なインパクトを優先
させてしまうと、作品が大型化して、撥水剤の使い過ぎ
が心配になったり、雨の日を待たずに、見せたいタイミ
ングで水を撒くといったことにもなりかねません。
　「雨の日アート」はあくまでも、背景にある雨水活用
の考えを伝える入り口として、より環境負荷が少ない手
法を工夫し、身の丈に合った規模で続けていきたいと考
えています。

●「雨のつぼ庭」
　「雨のつぼ庭」は、プラ
ンターや水鉢などを使っ
て、雨どいからの雨水の一部を下水道に流れ込む手前で
受け止めるスポットです。寄せ植えの植物や水の流れと
いった小さな景観を楽しむことができます。2017 年に
3 カ所制作し、「さくら」「富士」「水の音」と命名しま
した（写真 3）。
　今後も、廃品の再利用、企業協力等で資材を調達し、
住人に負担がかかり過ぎない方法で、下町の家々の小さ
な隙間をねらって少しずつ増やしていきたいと考えてい
ます。
　さらに、複数のつぼ庭があることで、数軒の区画単位
で見たときにどのぐらいの量の雨を蓄えることができる
のか、その効果の計測にも取り組みたいと考えています。
小さなスポットでも、集積すれば、まちを洪水から守る
一助になります。効果が実証されれば、雨水タンクの設
置に助成金が出るように、近い将来、「雨のつぼ庭」に
も助成が得られるようになるのではないかと思います。

　「雨の日アート」と「雨のつぼ庭」に、「路地尊」等の
以前からの雨水活用スポットを加え、フェイスブック、
ウェブサイトやオリジナルマップで紹介しています。
　これらの取り組みを、北斎の代表作「富嶽三十六景」
になぞらえ、「すみだ、雨の三十六景」として発信し 、
雨の日ならではの情景を楽しむライフスタイルを提案し
ていきたいと考えています。 

すみだ、雨の三十六景 
https://www.facebook.com/ すみだ雨の三十六景 -274834153024372/ 

*3  所有者の許可を取り、施設や住宅敷地内で制作しています。

写真 3  「雨のつぼ庭」 　（左）うどんぜんや前の「さくら」　（中）雨水市民の会事務所向かい側の「富士」　（右）雨水市民の会事務所前の「水の音」

写真 2 「雨の日アート」　（左）すみだ北斎美術館前　（中）墨田区役所前うるおい広場　
（右）大横川親水公園内ささやカフェ前
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技術・ビジネス

雨活アイデアコンテストの
８年間のあゆみ

柴　早苗
雨水市民の会理事

NEW

写真１　2019 年 1 月 19 日、キッザニア東京で「雨活アイデアコンテス
ト 2018」の表彰式を開催した。最優秀賞を受賞した小学生４名、中学生
4 名とその家族、総勢 22 名をご招待した。( 写真提供：ライオン株式会社）

図 1　2018 年度の雨活アイデアコンテストの募集チラシ

　日用品メーカーのライオン株式会社（以下「ライオン」）
は、雨水市民の会の本拠地と同じ墨田区にあり、当会の
環境学習活動の支援をしている、当会と関わりの深い会
社です。本社ビルの屋上庭園では、雨水を散水に使って
います。2010 年には雨水活用のシンボル的な雨水集水
貯留装置「両国さかさかさ」を両国国技館前に設置し、
墨田区に寄贈しました。その後、大阪府や宮城県石巻市
などライオンとゆかりのある地域へも同様の寄贈を行っ
ています。
　ライオンは、「洗うこと」を通じて水と深い関わりの
ある事業を展開していることから、「雨の恵みひろば」
をホームページ上に展開し、CSV 推進部を中心に「雨
水活用の普及啓発」に力を入れてきました。その一つ
が 2011 年から実施してきた「雨活アイデアコンテスト」
です。この企画は当会と共催の形で開催し、2018 年で
終了しました。ここで 8 年間のあゆみを振り返りたい
と思います。

雨活アイデアコンテストとは
　雨活アイデアコンテストは、全国の小学生・中学生を
対象とし、身近な雨を通して水の大切さや世界の水問
題、水辺の生きもの、水の循環など、水に関することに
興味を持つきっかけづくりになることを目指して行いま
した。学校や地域の環境活動などの団体を通じて募集さ
れ、個人での応募も可能としました。
　募集テーマは、当初、「“ 雨水 ” を観察しよう」「“ 雨
水 ” 活用するアイデアを考えよう」の 2 つのテーマで、
まずは雨水に興味を持ってもらうことを目的としました
が、2017 年からは「“ 雨活 ” を通じて水の大切さを考え
よう」と、さらに本質に踏み込んだ内容をテーマとしま
した。
　募集部門は、①作文部門　②ポスター部門　③自由研
究部門（2016 年から自由表現も追加）　④標語部門（2015
年まではスローガン部門）の 4 部門でした。応募期間は、
夏休みを挟んで概ね秋頃までとしました。
審査は、下審査から一次、二次、三次、最終審査の順に
厳正に絞り込まれ、当会も主催者として理事を中心とし
た会員が二次審査を担うと同時に、理事長が最終審査に

参加してきました。最終審査は、他に有馬朗人氏（元文
部大臣・審査委員長）、全国造形教育連盟委員長（学校
の先生）、ライオンの社長等が加わり行われました。個
人賞は、最優秀賞、優秀賞、佳作等が数点ずつ、団体賞
は、一次審査会から推薦のあった学校や団体の中から奨
励賞や努力賞等が選出されました。そして参加者全員に
参加賞が付与されました。
　優秀な作品について表彰する受賞式は、概ね翌年の１
月に行なわれ、毎年受賞者と家族の皆さんが全国から東
京見物等も楽しみに集合しました（写真 1）。

約 6 万人が参加した 8 年間を振り返って
　この事業を主催してきたライオン CSV 推進部は、小
中学校の全国校長会、墨田区教育委員会を始め全国の市
町村教育委員会連合会、小中学校の環境教育や理科研究
の全国組織、環境省、文部科学省等々の後援のもと、雨
活アイデアコンテストの趣旨をライオンの事業所や社外
の関係先を通じて学校へと広めました（図 1）。また一
層雨水活用への理解が深まるよう、子どもたち向けの手
引き書や指導に当たる学校の先生方向けの学習指導テキ
ストを作成・配布しました。
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図 2　雨活アイデアコンテストの小・中学生別の部門別応募割合
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　それらの努力の結果、8 年間でのべ約 6 万人（小学生
約 2 万人、中学生約 4 万人）、学校数は約 2,100 校（小
学校約 1,200 校、中学校約 900 校）、その他 20 団体と、
実に多くの子どもたちが雨水活用を考え取り組みまし
た。そして回を重ねるに連れ、作品のレベルも向上して
きた印象がありました。
　小・中学生の応募割合を部門別に示しました（図 2）。
標語は、応募数が小・中学生ともに 6 割前後と一番多
く、取り組みやすい部門と思われました。2 番目は小学
生ではポスター、中学生では作文になっています。言葉
で表現することが年を重ねる毎に次第に上手になり、負
担でなくなっていくことがみて取れます。ポスター部門
は、小学生の応募割合が中学生の 2.5 倍と多く、小学生
では豊かな感性や発想で自由闊達に表現している作品が
多かった印象があります。自由研究（自由表現）は、小・
中学生ともに応募数は少な目でしたが、部門別に占める
割合では、ポスター部門とは逆に中学生が小学生の 2.5
倍多くなりました。立てたテーマに沿って実験や調査を
行い、結果を導き出す長い経過を辿るため、やはり学齢
が上がるにつれて方法論が身についてくるものと思われ
ました。指導する先生方の苦労や親御さんの協力などが、
作品の背後に偲ばれる事例もありました。

審査の経験から思い出されること
　当会メンバーによる審査時のコメントを振り返ると、
熱心に取り組む様子が想像できる作品、斬新な発想や子
供らしい観察眼・表現などがきらりと光る作品に出会う
度に、とても楽しく、刺激を受けました。祖父母など年
長者の知恵や言動から雨水や自然を大切にすることを学
んだりして、実体験からとても素直に表現する作品には、
ほのぼのとした思いを持ちました。身近なところでは、
墨田区の小学生たちが応募した作文や自由研究には、当

会の活動との関連が
感じられるものもあ
り、受賞の際にはと
ても喜ばしく思いま
した。
　見聞きした震災時
の体験や自分が暮ら
す地域で昔あった水
争い等をテーマとし
て取り上げ、自分の
こととして深く掘り
下げた作文等も印象
に残っています。ポ
スター部門では、配
色やデザイン、表現
のうまさなどを実感する中学生の作品にも、いくつか遭
遇しました。標語は、感性の豊かさという点では小学生
の方が勝っているような印象がありました。自由研究（自
由表現）の部門では、後半の回になるにつれて、科学的
かつ論理的な手法や高度な装置の工夫等も身につけた、
かなり出来栄えのよいものが増えたように思いました。
チームで取り組んだ優れた作品など、いくつか思い出さ
れます。
　また、審査の過程で残念に思ったことは、「雨水は汚
れている」という固定観念で、実際の雨水を観察せずに
ろ過実験をするものや、危ない雨・酸性雨というテーマ
で調べたことをまとめる等の作品が比較的多く見られた
ことです。降り始めの雨水は、多少汚れて酸性に傾いて
いますが、その後は蒸留水のようにきれいになるという
ことを、私たちの雨活普及活動の中でも伝えていくこと
が重要と再認識しました。

　雨活アイデアコンテストの取り組みは、子どもたちが
独自の視点で雨水活用について考え、体験することに
より、「雨」を通して自然について学んだり、社会のあ
り方を考える良い機会になったものと思われます。今後
さらに地球温暖化等の影響で異常気象が増え、地球上で
洪水や干ばつなど自然災害が頻発することが懸念されま
す。これからは様々な知恵や経験を共有しあい対処して
いくことが重要です。コンテストに参加した子どもたち
には、大きくなっても、世界の空はつながっているとい
う実感、水や雨、そして自然を大切にしていこうという
思いを持ち続け、諸外国の人々と手を携えて、さまざま
な課題に対応していってくれることを期待しています。
雨活アイデアコンテストの概要や各年毎の入賞作品（図
3）等は、ライオンのホームページ「雨の恵みひろば」
のサイトで紹介しています。

図 3  2018 年度の雨活アイデアコンテスト作品集

雨の恵みひろば
https://www.lion.co.jp/ja/csr/social/rain/contest/
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　2014 年度からスタートした、東京都武蔵野市の水環
境講座「水の学校」は、武蔵野市環境部下水道課が主催
する事業です。2018 年度までに 5 期の連続講座を実施
し、計 161 名が受講しました。また 76 名の修了生が、
翌年度以降の講座の支援等を行う「水の学校サポーター」
となっています。2015 年には、下水道の使命を果たし、
社会に貢献した好事例を表彰する、第８回国土交通大臣
賞「循環のみち下水道賞（広報部門）」を受賞しました。
　雨水市民の会は、開始当初から企画・運営協力を受託
し、事業運営に参画してきました。これまでの 5 年間を
振り返り、「水の学校」のあらましと雨水市民の会が担っ
てきた役割についてご紹介します。

「水の学校」とは
　「水の学校」は、市民のみなさんといっしょに、水を
知り、考える場です。くらしの中の身近な水循環、上下
水道の役割や、水に親しむ知恵、地球規模の水課題など、
さまざまなテーマを楽しみながら学ぶこと、受講生同士
が仲間となって、地域での自発的な活動が広がることを
めざしています。

●体験・参加を取り入れた「楽しい」連続講座
　「水の学校」の柱である連続講座は、年度ごとに約 30
名の受講生を募集し、半年間で 6 回程度の講座を行い

ました。共通して取り上げたテーマは、①水循環の基本
を知る（講演、参加型アクティビティ）、②水の源を知
る（水源地訪問、浄水場見学）、③水のゆくえを知る（水
再生センター、下水道資料館見学）、④水から見た武蔵
野市を知る（地形、歴史を知るまちあるき）です。これ
に、周辺地域の湧水・川めぐりや市内の下水道施設見学
等の年度ごとにアレンジしたプログラム、行動につなが
るアイデア発表会によるまとめを加えて、一連の講座と
しました（写真 1）。
　各回は、「楽しい講座」であることを大切に考え、見
学と体験、参加型ワークショップを組み込みました。見
聞きすることに加えて、講師、市職員、受講生が互いに
コミュニケーションをとり、感想や自身の生活と結びつ
けた意見を共有することで、もっと知りたい、周囲の人
へも伝えたいという意識の醸成につながったのではない
かと思います（写真 2）。

●人に伝える場を広げる関連イベント・出展等
　水に親しみ、知識を得ることができる１回ごとのイベ
ントも開催しています。地元商店会の協力で実現し、親
子連れを中心に約 1,000 人が訪れた「水えんにち」、下
水道写真家・白汚零氏写真展とトークショー、サポーター
発案による「小学生のための浄水場見学＆水質講座」な
ど、新しいことへのチャレンジを含め、幅広い企画が実

みずから楽しく学ぶとは？
〜「水の学校」の試み 

笹川みちる
雨水市民の会理事

 NEW

写真 1　
連続講座実施風景

写真 2　各回講座での受講生の感想を全員で共有

行　政
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現しています。
　また、市主催のイベントへ
のブース出展、全国の自治体
や関連企業が集まる「下水道展」への出展も行いました。
2017 年の下水道展では、サポーターが子ども向けの
水循環体験ゲームを実施するなど、学んだことを発信
する機会も徐々に増えてきています。

●受講生・修了生向けステップアップ講座
　一つのテーマをより深く学びたい方のために、2015
年度からは、ステップアップ講座を開催しています。「（市
内の）川と上水」「下水道の施設更新・耐震化・使用料」「武
蔵野市の水道」「世田谷・国分寺崖線の湧水めぐり」など、
受講生・修了生のリクエストを取り入れたテーマ設定で、
これまでに８回実施されました。市の担当職員やサポー
ター、外部の専門家が講師を務め、対話を重視しながら、
市が取り組んでいる課題や身近な水環境を共に考える機
会となっています（写真 3）。

雨水市民の会の役割
　開始当初は、雨水市民の会は普及事業の専門家として、
企画立案から講師との調整、資料準備、当日の進行まで
を担い、事業の「牽引役」を期待されていました。幅広
い層に情報を届けるため、デザインを重視したいという
市の意向を受けて、ロゴ制作やパンフレットも担当し、
親しみやすいイラスト、キャラクターを用いたり、水に
関心が薄い人にも身近に感じられるコピーライトを心が
けました（図 1）。
　事業の記録・発信にも力を入れ、講座各回のレポート
や水・下水道に関する豆知識等を掲載したニュースレ
ターを発行したり、水をテーマにした武蔵野市内まちあ
るきマップなどを製作しました（写真 4）。
　5 カ年の間に、実務は徐々に市職員に引き継ぎ、補助
的に事業を後押しする立場に移行しました。その間には、
下水道課を含む、啓発事業に関わる環境部職員を対象に
した研修事業も受託し、「水の学校」を実践の場に、市
民参加型講座の企画運営スキルを伝えました。
　6 年目を迎えた 2019 年度は、講座の形態を変え、参加
者の裾野を広げる講演会や修了生を対象にした上級者向
け講座など、単発で参加できる講座が計画されています。
雨水市民の会も引き続き企画へのアドバイスを担います。

普及活動の視野の広がり
　「水の学校」立ち上げ当時の担当者で
あった武蔵野市職員の平塚香さんから、

「下水道課が主管の事業だが、水や水循環そのものに興
味を持ってもらい、その面白さやそこから広がる歴史、
地形、まちづくりへの学びを共有したい。その結果とし
て、下水道の仕組みや市の事業への理解を深めてもらい
たい」という明確なねらいを示していただいたことは、
私自身にとっても雨水活用の普及活動を考える上で新鮮
な気づきにつながりました。
　雨水を前面に押し出すだけではなく、「身の回りの水
はどこから来てどこへいくのか」という視点で水循環を
総合的に捉えたり、歴史や地形といった切り口で水のめ
ぐりを意識することで、雨の降り方やゆくえについても
考えるきっかけが生まれることを実感しました。また、
半年間同じ顔ぶれで繰り返し水のことを考え、話すこと
を通して、お互いが新たな視点にふれたり、得られた知
識を伝え合う機会が増えています。
　今後も武蔵野市とのパートナーシップで「水の学校」
を後押しすると同時に、事業からの学びやサポーターと
のネットワークを会の活動にも活かしていきたいと考え
ています（写真 5）。

　これまでのすべての発行物、講座実施風景などは、
武蔵野市「水の学校」のウェブサイトからご覧いただ
けます。

写真 3　ステップアップ講座

写真 5　サポーターの自主活動として開催された湧水巡りに参加

図 1　「水の学校」広報パンフレット

武蔵野市水の学校

写真 4　水の学校ニュースレター



13People for Rainwater / amamizu no.60  July 2019

　雨水の貯留・活用の意義が認識され雨水タンクの普及
が進みつつある中、2014 年には「雨水の利用の推進に
関する法律」が施行されました。近年は、阪神淡路大震
災、東日本大震災、熊本地震など度重なる大災害を経験
し、災害発生時に雨水を生活用水として活用したいとい
う声が当会に届いています。しかし、一方では雨水は汚
いとか、衛生面で心配といった貯めた雨水への不安や不
信感を持つ市民もいます。そこで首都圏を中心として面
的に雨水活用の水質調査をしました。

  

雨水活用の水質調査結果 
　2015 年 7 月～ 2016 年 6 月の間、首都圏を中心（他
に福井市、近江八幡市、長久手市）に、当会会員や雨水
活用をしている個人や施設に協力していただき、アン
ケートにより雨水タンクの実態を調べ、貯めた雨水の水
質調査を簡易測定により行いました（写真 2）。 

● アンケート調査の内容とその結果 
　設問は、集水面（近接地状況、形態、材質）、
樋と取水装置（材質、ゴミ取り・初期雨水カッ
ト・オーバーフロー等の有無）、雨水タンク（市
販とオーダーの別、材質、設置年、容量、清掃
の有無）、用途及び使用頻度としました。 
　調査施設は 53 施設で、雨水タンクはのべ 55
基、水質検査数は雨水 58 件、対照の水道水 22
件でした。施設状況では、タンクの立地は住宅
地が 70％、幹線道路近くが 25％。屋根材は、
セメント系 38％、金属系 34％、粘土 ( 瓦 ) 系
15％。タンクへの流入前にゴミ取りがあるのは

学　術

60％。タンク容量は 100 ～ 200ℓが最も多く 46％、次
に 1 ～ 10㎥が 29％でした。タンクの清掃は、していな
いが 53％、しているが 17％。用途は、散水のみ 55％、
トイレの洗浄・散水・洗車などの複合用途が40％でした。 
 
● 簡易測定でわかった水質（pH 値と電気伝導率 *） 
　アンケートと同時に、ポータブル計器 ( 共に HORIBA
製 を 使 用、pH 値：LAQUAtwin B-712、 電 気 伝 導 率：
LAQUAtwin B-771) を用いて雨水タンク水の pH 値と電
気伝導率を、各現地の水道水を対照に測定しました。 
　pH 値は、雨水は 4.4 ～ 9.8 と変動幅が広く、水道水
は 7.5 前後で変動が少ない結果でした。電気伝導率は、
雨水の場合 120 μ S/cm（マイクロジーメンス毎センチ
メートル）未満が 9 割以上で、一方の水道水は逆に 120
μ S/cm 以上が 9 割を超えていました（図 1）。 
　材質の影響を受けない樹脂製タンクでは、pH 値の分
布は、5.6 以下の酸性域とそれ以上の域の二山となり、
pH 値の範囲は 4.4 ～ 7.5 で平均値は 5.5 でした。一方、
コンクリート製タンクでは、コンクリートのアク成分の
溶出による影響で、設置から 6 年以上経過したタンクで
も、中和あるいはアルカリ化されるものもあり、タンク
水の平均値は 7.6 でした。なお、雨水タンクの立地や設
置年数に関わりなく、pH 値範囲は同程度であり、首都
圏の住宅地で溜められている雨水は 4 以上 10 未満程度
と思われました（図 2）。 

雨水タンク水は
どの位きれいか？

〜雨水活用の水質調査報告

柴　早苗・高橋朝子
雨水市民の会理事

2016.8.1/2016.12.26/2017.8.30 WEB 掲載

図 1　雨水と水道水の pH 値、電気伝導率の散布図

*  電気伝導率：電気を通しやすいイオン性物質の多少を表す。
基本単位は S/m（ジーメンス毎メートル）。μは百万分の 1。

写真 1　雨水の色の観察。
色は、水道水（無色透明な水）
と並べて白色を背景に、水の
層が厚くなるよう上から観察
すると、わかりやすい。
濁りは黒色を背景にする。 

図 2   雨水タンク材質別 pH 値分布図
　　（近接地が首都圏の住宅地で、設置 6 年以上のみ集計） 
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 専門機関による精密検査とその結果
　2016 年 9 月に、大気汚染物質や病原微生物等の汚染
を考慮した精密検査を、分析機関に依頼して引き続き実
施しました。採水箇所は、幹線道路近辺と、都心部から
離れた周辺地域で pH 値が比較的低めのタンク水（タン
ク容量 200ℓ～ 20㎥）を選び、墨田区 5 カ所、葛飾区・
世田谷区・練馬区・小平市・羽村市・神奈川県茅ケ崎市 
各 1 ヵ所の計 11 ヵ所としました。検査項目は、一般細
菌・大腸菌・レジオネラ属菌・有機物（全有機炭素 (TOC）
の量 )・pH 値・臭気・色度・濁度・塩化物イオン・硝
酸態窒素及び亜硝酸態窒素・亜硝酸態窒素・硫酸イオン・
硬度 ( カルシウム、マグネシウム等 )・金属元素等（銅・
亜鉛・マンガン・バナジウム・ヒ素・鉄）の計 19 項目
です。 
　雨水中に含まれる様々な大気汚染物質については、件
数は少ないですが、幹線道路近辺など条件の厳しい場所
にある雨水タンク水でも、現状ではあまり問題視する必
要はないと思われました。特に、酸性雨の原因となる塩
化物イオン、硝酸イオン ( 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素か
ら換算 ) 及び硫酸イオンは、2014 ～ 2016 年度の環境省
モニタリング結果（東京北の丸公園）と比較して、概ね
同レベルで、pH 値を下げる要因の程度は変わりません
でした。また、硬度と電気伝導率には強い相関性（相関
係数γ＝ 0.94 であり、値が 1 に近いほど関係性が強い）
がみられ、電気伝導率、硬度ともに水道水より低い軟水
でした（図 3）。一部に劣化したガルバリウム鋼板や銅
製の屋根部材等から金属元素が溶出することがわかりま
したが、長期間飲用しない限り健康を害することはない
レベルでした。有機物と色度の相関係数も、γ＝ 0.93
と強い相関性があり、かつどちらも低値でした（図 4）。
これは雨水がイオン性物質、有機物ともに少なく清浄な
水であるということです。 
　また細菌検査では、夏場でも大腸菌検出は 3 件に留
まり、一般細菌は少なめでレジオネラ属菌はすべて不検
出でした。汚染は少なく、煮沸で対応できます。 
　雨水の水質を便宜的に水道水の水質基準の値と比較し
ていますが、それは目安として捉えるべきです。pH 値
を例にとると、4 以上 10 未満の幅では中性から外れた
値が含まれ、心配に思われるかもしれませんが、柑橘類

は 2.5 前 後、10 を
超えても石鹸のレベ
ルです。人間には恒
常性の維持機能が備
わっていて身体的に
問題はありません。
品質管理のもと浄水
場から配水される水
道水は、ヒ素や鉛は
毒性の観点から人が
一生飲み続けても病気にならない値として水質基準が定
められています。また銅、マンガン、鉄、亜鉛の基準値
は、性状として色の出現や洗濯など生活に使用して支障
のない値です。永続的な飲用には水質基準を満たす必要
がありますが、雨水タンク水は身近な生活用水として大
変有効に使える水といえましょう。 

災害時に備え五感での日常的なチェックを 
　溜めた雨水は、火山灰や放射性物質の混入など重大な
空の汚染がない限り、身近な水源になります。しかし、
発災時には安全を確かめる水質検査など想定できず、自
分の五感で使用の可否を判断することが重要になります。
洗濯や掃除以外にも、身体の清拭や、フィルターろ過や
加熱処理して飲用や調理用に、あるいはそのまま飲用す
ることもあるかもしれません。雨水タンク水の着色具合、
濁りや臭いの有無、浮遊物や沈殿物の有無を、普段から
五感で観察することは、非常時の備えとして水質判断の
一助となり、使用時の安心材料となります。（写真 1）  

図 3 　雨水の電気伝導率と硬度の相関図 図 4 　雨水の色度と有機物の相関図

柴　早苗（しば・さなえ） 
雨水市民の会理事。保健所に勤務し、水や食品添加物等の分析を
担当していた。 
　高橋朝子（たかはし・あさこ） 
雨水市民の会副理事長・事務局長。保健所で水や空気の衛生環境
を監視する業務に携わっていた。 

Profile

写真 2　 雨水の簡易水質検査を実施。
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はじめに
　赤島の雨水による給水システムを軸としたプロジェク
トは、島民の生活用水に対する水質面の安心、渇水によ
る水不足に対する安心を満たすだけではなく、島の人口
増加や経済活動に関する問題緩和をも目指すものです。
離島にとって最大の問題は、島民減少による無人島化で
あり、そのためには I ターン者、特に若い年齢層の移住
が望まれます。島に安心して使える給水システムが実現
することで宿泊施設等の営業も可能となり、現在皆無で
ある島内における経済活動が活性化されることで、離島
赤島が抱える持続可能性の問題解決への糸口を探ってい
ます。また、本プロジェクトで開発・実証試験を行う雨
水を水源とした給水システムは、日本国内の他の島への
応用の可能性もあり、今後の小規模給水インフラシステ
ムとしての可能性を持っています。

赤島とは
　赤島は、長崎県五島列島福江島の二次離島（図 1）で
あり、面積は 0.52㎢と、東京ディズニーランド程の大
きさの島です。人口は 1918（大正 7）年、85 世帯 463
人を最高に減少し、現在は 13 世帯 18 人です。この島は、

日本国内では数少ない水道施設の無い島であり、全生活
用水を雨水に依存しています。そのため、島内全戸に数
㎥～ 20㎥規模の雨水タンクが既に設置されています（写
真 1）。年間降水量は 2000 ～ 2400㎜で、夏多く、冬は
少しの降雨です。

雨水給水システムの構築
　現在、島内各戸に設置されている雨水タンクでは、風
呂水等の多量に水を消費する用途へ給水が十分ではあり
ません。本プロジェクトでは、井戸や河川などの一般的
な淡水源に頼らず、雨を水源とした集落給水システムを
開発・構築し、その可能性に関する実証実験を行うこと
を目的としています。効率よく雨水から飲用レベルの水
を低コストで供給するため、黄砂や PM ２. ５などの大

五島列島赤島活性化プロジェクト
〜雨まちづくりで目指す

持続可能な離島振興

笠井利浩・近藤　晶
雨水市民の会会員・ともに福井工業大学

NEW
関連 2016.8.1/2016.12.26/2017.8.30 WEB 掲載

写真１　赤島島内の戸建住宅と各戸用雨水貯留槽（右：戸建住宅、左：公民館用）

図 1　長崎県五島市赤島の位置と高精度航空写真（福井工業大学近藤研究室撮影）

笠井 利浩（かさい・としひろ）
1968 年京都府生まれ、福井工業大学 環境情報学
部 環境・食品科学科教授、日本建築学会あまみ
ず普及小委員会主査、日本雨水資源化システム
学会広報委員長・理事、あめゆき Cafe 事務局長、
NPO 法人雨水市民の会理事、NPO 法人雨水まち
づくりサポート理事を務める。自ら始めた稲作を
通じて雨水に目覚め、雨水活用の技術開発から雨
を活かした環境教育まで幅広く活動している。

近藤 晶（こんどう・しょう）
福井工業大学 環境情報学部 デザイン学科講師、
日本雨水資源化システム学会評議員を務める。京
都工芸繊維大学在学中に友人とデザインチームを
結成し、音楽イベント等への映像提供や Web サ
イトデザインなどを行う。卒業後アイコム株式会
社 宣伝広告室にて海外向けカタログや展示会向
けポスターのデザインや、国内展示会用説明動画
などを制作。所属学科でグラフィックデザインや
Web デザインを教えながら、デザインやアート
作品を制作している。

Profile

　五島列島赤島は雨水のみで生活用水が賄われている島
です。笠井利浩さんと近藤晶さんは、この島の活性化の
ため、雨水活用を島の魅力として観光資源にできないか
を模索しています。今回は、2019 年 5 月までの最新情
報を加えて改稿いただきました。今後の活動の成果を大
いに期待したいと思います。（Web あまみず編集部） 
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いた赤島のプロモーションビデオ（PV）制作や、
本プロジェクト専用 Facebook や HP「しまあめ
ラボ」（図 3）での各種情報発信を行い、赤島の
PR を行っています。また、持続可能な観光資源
の開発を基本とした島内での観光産業を模索・
実現する予定です。

赤島における持続可能な離島振興策
　赤島島民に赤島の魅力を問うと多くの方が何

も無く、静かなところだと答えます。本プロジェクトで
は、この赤島の魅力の維持と経済活動の両立を目指す方
法の一つとして、環境教育に取り組んでいます（図 4）。
2019 年 3 月の第 2 回目は募集開始後すぐに定員に達し、
小学生 7 名、中学生 3 名、高校生 2 名、スタッフ 5 名
の 計 17 名 で、 島 で 2 泊 3
日の環境教育プログラムを
実施しました（写真 3）。プ
ログラム終了後もすぐに次
年度の予約が入り、一般市
民の本プログラムへの関心
の高さが伺われます。

今後の課題と方策
　現在、赤島活性化プロジェ
クトは関連する約 30 の企
業や各種団体からの協賛・
後援をいただいています。
この数を増やすと共に、特
に地元自治体を中心とした
官とのつながりを持つ必要
があります。今後は、地元
自治体が抱える問題解決の
一助となるプロジェクトへ
の発展を視野に進めていきます。
　またもう一つの課題として、本プロジェクトの成果の一
般都市へのフィードバックにも取り組みたいと思います。

気中の汚れを含む初期雨水を除去する集雨装置の他、最
終浄水装置としての小型 RO* 浄水器等で構成されてい
ます（図 2、写真 2）。RO は、海水淡水化システムにも
利用されている技術ですが、水源を蒸留水に近い水質を
持つ雨水にすることで、浄水効率の向上（小型 RO シス
テムが適用可）やメンテナンス費用の低減が図れます。
　島内各戸に設置されている雨水タンク内の水質測定結
果を示します ( 表１)。雨水タンクの材質や槽内コーティ
ングの有無で多少水質は異なりますが、全ての家で海塩
による影響が見られます。また、場所によっては異常に
高いイオン濃度を示しています。これは、M 邸に設置
されている小型 RO 浄水器の排水を雨水タンクに戻して
いるためであり、それによってイオン類が濃縮していた
ためです。

雨水生活のブランディング
　現在、赤島島内には公的に認められた宿泊施設やキャ
ンプ場などは無く、観光産業としての収入が見込めない
状況にあります。これらの施設を運営するためには、前
記のような給水システムが不可欠ですが、それだけでは
島の活性化には繋がりません。本プロジェクトでは、国
内でも希な雨水で生活するライフスタイルを赤島周辺の
豊かな自然を含めてブランディングし、国内に発信する
ことで観光客の誘致を図り、島の活性化につなげる取り
組みを模索しています。ドローンで撮影した動画等を用

表 1　島内各戸設置雨水タンク内の水質検査結果

図３  赤島プロジェクト HP（しまあめラボ）

図 4   赤島での環境教育「雨水生活体験」
チラシ　

図２  赤島雨水活用給水システムの概略図

写真２  雨の集水面「雨畑」（2017/8 設置）と大型雨水貯留槽（3㎥× 2 基、
2018/8 設置）

写真３  「雨水生活体験」2019/3 記念写真

* RO：逆浸透膜のこと。

以下 Wikipedia より…逆浸透膜（ぎゃく
しんとうまく）とは、ろ過膜の一種であ
り、水を通しイオンや塩類など水以外の
不純物は透過しない性質を持つ膜のこ
と。孔の大きさは概ね 2 ナノメートル以
下（ナノメートルは 1 ミリメートルの
百万分の一）で限外ろ過膜よりも小さい。
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技術・ビジネス

　「グリーンインフラ」という言葉を知っていますか？
一言でいうと、「自然の力を賢く使う」ことです。2013 年、
欧州連合（EU）では、EU における生物多様性戦略を進
めるうえで 2020 年までにグリーンインフラを導入する
ことなどを採択しました。米国では、グリーンインフラ
は雨水管理や洪水対策と環境保全を同時に実現させうる
ことに注目し、ポートランド市などで取り組んでいます。
日本でも 2015 年に国土形成計画に取り入れられ、防災、
減災の点から国策として始まっています。
　このように新しい概念と思われるかもしれませんが、
歴史的にみると日本では里山や昔からの治水技術など、
グリーンインフラの考え方に近いものがあります。また、
近年でも都市開発における実践例があります。雨水市民
の会では、都市の雨水管理に着目しグリーンインフラの
先駆けとなった三井住友海上火災保険株式会社の本社ビ
ルの見学会を 2017 年 6 月 3 日に開催しました。

生物多様性に配慮した建物
　JR 御茶ノ水駅から歩いて 5 分のところにあり、周辺
は日本大学、明治大学がある学生街でもあります。見学
は、地球環境・社会貢献室の浦嶋裕子さんに案内してい
ただきました（写真 1）。
　1984 年に竣工した際には、地域の要望で低層部の屋
上約 2,500㎡におよそ
100 種類の植栽を施し
ました。その後、本社
機能の拡大により隣接
する敷地に駿河台新館

（以下「新館」）を建設
する際には、生物多様
性に配慮した緑地計画
が 取 り 入 れ ら れ ま し
た。2012 年 に 新 館 が
竣工し、翌年 2013 年
駿河台ビル（以下「本
館」）の改修工事が終
わりました。生物多様
性の視点から、皇居、

上野公園の鳥や蝶が訪れるように、植物は在来種を中心
に鳥や蝶が好む実のなる樹木を植えてあります。生物多
様性に関する数々の賞も受賞しています。

 地域の雨水管理に役立っていた
　当会との交流を通じて、「アピールすべきなのは、地
元とともに取り組む緑地管理や近くの大学と連携した
バードウオッチングなどの活動に加え、豪雨対策にも役
立っていることだと認識しました」と、雨水の適正管理
の効果も重要と気づいた浦嶋さん。保険会社であるだけ
に、生物多様性には関心が薄い社員にも、豪雨対策に役
立つというと説得力があるとのことです。
　本館と新館を合わせて敷地 17,000㎡に対し、緑地は
7,000㎡。本館の地下には 3,500㎥の雨水槽を備えてい
ます。2,500㎡の屋上庭園（写真 2）は、ふかふかの良
い土が 1m の厚さで敷かれ、空隙率を 30％とすると、
750㎥の空隙があることになります。単純化して、雨水
槽を空にして備え、屋上庭園の緑地だけに雨水が浸み込
むとすると、合計 4,250㎥の蓄雨（ちくう）* が可能と
なります。もし、蓄雨の機能がないと、例えばこのビ
ルの敷地 17,000㎡に 100㎜ / 時の豪雨が降ると、1 時

グリーンインフラ・雨水活用の先駆け
「三井住友海上駿河台ビル」の

実例見学

Web あまみず編集部

2017.6.28 WEB 掲載

写真 1　
ECOM 駿河台で説明を
受ける見学者

写真 2　本館低層棟にある
屋上庭園

* 蓄雨：雨水の貯留・利用・浸透・蒸発散をバランスよく組み合わせ、雨水を建
築とその敷地において制御し、利用することで環境改善に活かすこと。

（ 日本建築学会「雨水活用建築ガイドライン AIJES-W0002-2019」より）
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間に 1,700㎥の雨が下水道に流れていきますが、雨水槽
と屋上庭園の緑地で雨をためるので、2 時間 30 分は下
水道に流れない計算になります。ほかの緑地も 4,500㎡
あるので、さらに上回る蓄雨能力があると思われます。
　実際、豪雨予報がある際は、ビル管理の担当者が雨水
槽の水を事前に下水道へ流しているとのことです。ビル
が林立するこのような地域にとって、雨水を敷地内にた
め一気に下水道へ流れ出ない場所があるということは、
大変頼もしい存在です。
　雨水槽の水は、トイレの洗浄水や緑地の散水に利用し、
また、雨水の他、ビルで使われたトイレ排水以外の雑排
水も処理して、これもトイレの洗浄水に多く利用されて
います。
　他にも様々な試みがされています。車道の歩道側にあ
る「レインガーデン」（写真 3）は、規模は小さいですが、
周囲の雨を一時貯留させ地面に浸透させるもので、緑地
帯にもなっています。最初は湿地に生える植物を植えて
いたそうですが、今では鳥が運ぶ種で周辺の木も実生す
るそうです。
　また、屋上庭園のわきには地元の人たちに菜園として
貸し出しているスペースがあり、見学当日も十人程度の
皆さんが作業に勤しんでいました（写真 4）。
　普段から植物や鳥や虫たちに優しいまちは、都市型洪
水対策等の防災にも役立ち、地域との交流も図れる、一
石三鳥の効果があるのです。グリーンインフラは複層的
に多様な効果があると実感しました。今後都心部におい
てもグリーンインフラの導入が進んでいって欲しいと思
います。

●駿河台ビル（本館）屋上庭園
所在地：千代田区神田駿河台 3-9
開場時間：  4 月～ 10 月　平日 10:00 ～ 17:00
　　　　　 11 月～ 3 月　平日 10:00 ～ 16:00
　　　　　開場時間中は自由に見学できます。

● ECOM 駿河台（新館）
所在地：千代田区神田駿河台 3-11-1
開館時間：平日 10:00 ～ 17:00

駿河台新館敷地内にある地域に開かれた環境コミュニケー
ションスペース。本館・新館での取り組みの紹介のほか、環
境に関わる市民団体と連携した企画展示やイベントを開催し
ている。雨水市民の会の展示は次のとおり行われた。

● 2017 年 6 月 5 日～ 7 月 14 日
　「雨となかよく！「あめかつ（雨水活用）」のススメ」
　（主催：雨水市民の会）

● 2019 年 5 月 28 日～ 6 月 28 日
　「雨を知ろう！なかよくしよう～くらしの中の雨水と水循環～」
　（主催：雨水まちづくりサポート、協力：雨水市民の会）

写真 3　舗装面に降った雨を、植物と土壌で浄化、浸透させる
「レインガーデン」モデル

写真 4　屋上庭園の一角には菜園コーナー

People for Rainwater / amamizu no.60  July 201918
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　雨水市民の会の理事であり、（株）天水（あまみず）研究所（以下「天水研究所」）
の代表取締役である村瀬誠さんは、バングラデシュ *1 で低所得層向けの雨水タン
クの普及活動に精力的に取り組んでいます。これまでの経緯を含め、雨水タンク
普及の最新情報を伺いました。（写真提供：村瀬さん）

世界の雨水

雨水タンクの普及活動の経緯
　バングラデシュは、今でも飲み水としている地下水の
ヒ素汚染や塩害が深刻です。特にヒ素については、ユニ
セフが調査した 475 万本の井戸のうち、140 万本がバ
ングラデシュの基準値を超えていたという結果があり、
全土に汚染が広がっています（写真 1）。 水に起因する
下痢がもとで命を落とすケースも跡を断ちません。遠方
から水を運ぶ水汲みは住人の大変な負担になっていま
す。そこで、雨水市民の会は雨水を有効活用することで
こうした飲み水の危機を救おうと、1999 年から地球環
境基金、イオン財団などの助成金を使って現地の NGO
と協働でコンクリート製の雨水タンクなどの設置を進
めてきました（写真２）。2008 年には、雨水タンクの
普及事業の継続性を確保する観点から現地に People for 
Rainwater Bangladesh（2011 年にバングラデシュ政府
NGO 登録。以下 “PR Bangladesh”）を立ち上げ、三井物
産環境基金の助成を活用してマイクロクレジットを取り
入れた雨水タンク普及のパイロットプロジェクトを実施
しました。その結果、200 基のコンクリートリングタン
クが設置され、資金も 100％回収することができました。
しかし、コンクリートリングタンクを購入できるのは富
裕層に限られることから、すべての人に雨水を提供して
いくためには、低価格のタンクの開発と普及が課題とな

りました。またその推進にあたっては、新たな助成金の
確保が難しくなってきたので、事業資金を自らの力で捻
出するような新たな枠組みの構築が必要になりました。
　そこで、2010 年に村瀬さんは天水研究所を設立し、
PR Bangladesh と連携しつつ、低所得層を対象とする雨
水利用 BOP ソーシャルビジネス *2 を JICA の支援を得
て開始しました。このプロジェクトには、雨水市民の会
の会員である佐藤清さん、笹川みちるさん及び鎌田芳久
さんも参加しました。現在では、このプロジェクトの成
果をもとに後述する現地法人 Skywater Bangladesh Ltd.

（以下 “SBL”）が PR Bangladesh と協働して様々なタイ
プの雨水タンクの生産、販売及び設置を行っています。
雨水市民の会は、一連の活動を日本から支援しています。

低価格雨水タンク、AMAMIZU の開発
　タイ東北部の農村地域では、昔から「ジャイアント
ジャー」と呼ばれる、モルタル製で容量 600ℓの低価格
雨水タンクが利用されています。2011 年、天水研究所は、
その製造技術をバングラデシュに移転するために、バン
グラデシュの左官工をタイのチョンブリ国立職業訓練所
に派遣しました。研修を終えた左官工は帰国後、天水研
究所に雇用されバングラデシュ版ジャイアントジャーの
開発が始まりました。2012 年に完成したジャーは、天
の恵みに感謝するという思いを込めて AMAMIZU と名
付けられました。容量は 1 トンです。当初はモルタル製
でしたが、現在はスチールワイヤーネットで強化された
り、軽量化されたりした Super AMAMIZU が主流になっ
ています。

自前で AMAMIZU を購入し、家族の健康を守る
　寄付や助成に全面依存するやり方だと、多くの NGO
が失敗してきたように、持続可能な雨水タンク普及事業

広がる
バングラデシュ・

スカイウォーター・プロジェクト

高橋朝子・柴　早苗
雨水市民の会理事

写真２　コンクリートリングタンクを設置した村医者の奥さんは、家
族が水汲みから解放され、子どもの下痢が止まったことから、雨に感
謝する気持ちを素敵な花柄の絵に表した。

 写真１　左）ヒ素が基準値を超えている
井戸のポンプには赤いペンキが塗られてい
る。右）汚染された井戸の水を飲み続け、
角質化が進んだヒ素中毒患者の足。

*1  バングラデシュ：
南アジアにあるイスラム教徒主体の国で、ベンガル語圏。日本の約４割の面積に
人口１億 6000 万人を抱える世界最密の国。国土の大半はガンジス川などの巨大
河川の下流域で、海抜９m 以下の面積が９割を占め、雨季には洪水が頻繁に起き
る。近年の経済成長がめざましいが、農村部は水道等のインフラが整備されてい
ない地域が多い。

*2  BOP ソーシャルビジネス：
世界人口の約 7 割を占めると言われる、年間所得が 3,000 ドル以下の低所得層、
BOP（Base of the Economic Pyramid）層にとって有益な製品等を提供して生活水
準の向上に貢献しつつ、企業の持続的発展も図るビジネス。

NEW
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を展開していくのは極めて困難です。また寄付だと受益
者のオーナーシップが発揮されにくいという問題もあり
ます。そこで、村瀬さんは、自らが負担してまでも雨水
タンクを設置する人を増やしていくことが大切と考え、
PR Bangladesh などの NGO と協働して 2012 年に水購
入費用やタンクの購入希望価格に関する基礎調査を実
施しました。結果は興味深いものでした。住人たちは、
水の購入や水に起因する下痢などの治療に年間平均約
3,000 タカ（当時は日本円で約 3,000 円）も支払ってい
る一方、3,000 タカなら 50％の人が AMAMIZU を購入
できることがわかりました。
　これを受け、2012 年、天水研究所は AMAMIZU の販
売価格を 3,000 タカに設定し、雨どいや可動式流入パイ
プの資材及び運搬、設置費を含め 4,300 タカで販売する
パイロットプロジェクトを JICA の支援で開始させまし
た。一人でも多くの住人たちが購入できるよう分割払い
方式も取り入れた結果、200 基が設置され 1 年以内に資
金の 97％が回収できました。
　このパイロット事業の成功を受け、2013 年には、現
地法人 SBL が設立され、バングラデシュ南西部のクル
ナ管区バゲルハット県モレルガンジ郡に建設した生産工
場において AMAMIZU の量産が始まりました（図 1 及
び写真３）。以来、SBL は、AMAMIZU の製造、販売及
び設置を行い、PR Bangladesh は啓発やモニタリングな
どを担うといったように、SBL と PR Bangladesh との二
人三脚によるソーシャルビジネスが展開されています。
返済が滞る家も少なくないことから、現在では個人で設
置する場合は個々の返済能力を見ながら販売するように
しています。
　AMAMIZU は多くの住人たちの水問題の軽減に役立っ
ています。例えば、貧しい漁師は、ぜひとも AMAMIZU
が欲しいと長年小銭を貯めていた貯金箱を壊して頭金に
し、分割払いで購入しました。子どもたちは水汲みから
解放されて学校へ行けるようになり、家族は下痢に悩ま

されず、おいしい水を飲めるようになったと大変感謝し
ているそうです。
　現在では、スイスのヘルベタス、ロータリークラブ、
日本水フォーラム、４℃、日本青年会議所などの内外の
団体から AMAMIZU の複数受注を受けて販売、設置し
ています（写真４）。
　これまでのスカイウォータープロジェクトにおける雨
水タンクの設置実績は、AMAMIZU が 3,600 基、中規模
コンクリートリングタンク（4.5 トン）が 300 基、大規
模コンクリートブロックタンク（主として 50 トン規模）
は、モレルガンジ郡立病院や今年中に完成されるチッタ
ゴンのサイクロンシェルタの雨水タンクを含め 11 基に
達しました。村瀬さんは、これからも少しづつ規模を広
げて、雨水を安全な飲み水として人々に届けたいと、意
気込みを語りました。

図１　
スカイウォータープロジェクト
の拠点エリア、バングラデシュ
のクルナ管区バゲルハット県モ
レルガンジ (Morrelganj) 郡

（出典：mappa’s BANGLADESH 
GUIDE MAP の一部から作図）

写真４　2019 年からダッカと甲府のロータリークラブによる
AMAMIZU の設置が始まった。

写真３　AMAMIZU を製造する工場。

写真５　モレルガンジ郡立病院に
設置したコンクリートブロック製
の雨水タンク（容量は一基当たり
50 トン）。緑色のパイプがセルフ
クリーニングパイプ。

People for Rainwater / amamizu no.60  July 201920
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ひと・市民

　長く東京都の保健所に勤めた人見さん。阪神・淡路大
震災の 1995 年から、非常時の水問題について考えてい
ます。当時、講師を務めたサバイバル教室で、多摩川の
水を飲めるようにしてほしいという子どもの声を聞き、
イザというときの「飲み水確保の方法」を考案。評判を
呼びました。一方、非常時に使えなくなる水洗トイレ。
こちらの対処法では行き詰ります。議論を深めようと周
囲に聞いても、羞恥心に関わる問題。真剣に向き合って
もらえず、研究は頓挫していしまいました。
　今回、23 年ぶりに改めてこのテーマに向き合ったきっ
かけは、登山好きの高橋さんの言葉でした。「山で一番
困るのはトイレ。野外でしちゃうのは気が引ける……」。
道半ばだった研究を思い出し、もう一度トライ、高橋さ
んのサポートを受けつつ試行錯誤を続け、革新的な方法
の確立に至りました。牛乳パックの枠と被せる厚手のポ
リ袋だけで、どこでもトイレができる画期的なアイディ
アです。（写真）。
　この方法、「トイレ設備がなくても（ゼロでも）排泄
できる」、「排泄物を廃棄物とせず大地に還元させられる

（ゼロエミッション）」の意を込め、“Zero トイレ ” と名
付け、そのノウハウをこの度小冊子にまとめました。

シッコとウンコは別ルーツ、混ぜると危険
　私たちの体では、尿と糞（ここでは「シッコ」「ウンコ」
と言います）は別々の仕組みで作られます。腎臓で血液
をろ過してできるシッコは、健康なら無菌で、きれいで

す。一方ウンコには、小腸や大腸の中で食べ物の消化を
助ける何百種類ものおびただしい数の腸内細菌（腸内フ
ローラ）が混ざっています。大腸菌などを含むこれらの
細菌は、私たちにとって大切な共生菌ですが、ごく稀に
病気の原因となる細菌がいることもあります。これが飲
み物や食べ物に着くと、伝染性疾患が広まる恐れがあり
ます。
　そしてウンコをシッコと混ぜることでこの感染の要因
は何十倍、水に流すことでさらに何百倍……と拡散して
しまいます。現代の「便利な水洗トイレ」には常にこの
課題が共にあるのです。

サバイバルに役立つ Zero トイレ
　災害時、水洗トイレが使えなくなった際、この Zero
トイレは役に立つはずです。災害用トイレなどでウンコ
とシッコを混ぜてしまうと、保管、回収する間に、感染
の危険性が高まります。別々に取って、別々に保管する
Zero トイレの発想を広く行き届かせられれば、被災時
の環境を衛生的に保ち続けることができるはずです。

　どんなに節水化が進んでも、水洗トイレは環境への
負荷をかけ続けています。（水道水ではなく、雨水で流
しても問題は同じです。）人見さんは、私たちの文明は、
そろそろ「水洗の次にくるトイレの方法」を実行すべき
時期に来ていると語りました。

“Zero トイレ ” って何ですか？
Web あまみず編集部

2018.11.29 WEB 掲載 

「山と災害～ Zero トイレの提唱」
著者：クーネルダス T ＆ A
取扱：NPO 法人 雨水市民の会
頒価：1,000 円

（Zero 袋 50 枚、送料込み） 　会員の人見達雄さんと高橋朝子さんが、“ クーネルダ
ス T ＆ A” の筆名で、冊子「山と災害～ Zero トイレの提唱」
を自費出版しました（2018 年 10 月）。“T さん ” こと、
人見達雄さんにその意図を聞きました。

Zero トイレ・エチケットパック 7cm 四角、厚さ 2mm、重さ 10g
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NPO 法人
雨水市民の会

の活動
（2019 年 7 月現在）

最新情報はこちら…  http://www.skywater.jp

Activity 
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　   研究・実践活動  ～雨を知る・極める
1. 雨水活用コンサルティング：実践したい方に随時情報提供、アドバイスを行うほか、手

作りタンクの制作講座等を開催しています。
2. 雨水活用の水質調査：実態を把握し、より安心して雨水を使うため、貯留タンク水の水

質調査を行っています。

    普及・環境学習活動  ～雨を楽しむ・発信する
1. 雨タスサロン：雨や水と絡めて様々なテーマを取り上げ、講師と歓談。知識を深めると

共に雨水活用の裾野の広がりをめざしています。
2.Web あまみず：ウェブ上の配信メディアを随時更新。市民の目線でわかりやすく雨水活

用を伝えています。
3. イベント出展：エコプロダクツ展、下水道展等にブース出展し、雨水活用の意義・手法、

会の活動について発信しています。
4.「雨つぶぐるぐるすごろく」の販売：当会が制作した楽しみながら水循環が学べる教材

を販売しています。

 研修・学習事業受託 ～行政・国際機関・企業との連携
1. 視察・研修：事務所がある墨田区を中心に、住宅や施設、コミュニティでの雨水活用事

例を案内。景観デザイン、災害対応のシミュレーション等、テーマに応じた研修プログ
ラムも提供します。

2. 講座・出前授業：雨水活用・水循環に関する市民向け講座、親子向け体験学習、小学校
～高校への出前授業を実施しています。

 ネットワーク・提言活動  ～全国規模の雨水活用普及を推進
1. 雨水ネットワークへの参画：雨を活かす社会の実現をめざす、全国規模の産官学民の情

報交換の場に参画しています。
2. 雨水活用に関する法律の推進：「水循環施策の推進に関する有識者会議」（内閣官房水循

環制作本部事務局）、「水循環基本法フォローアップ委員会」（超党派水制度改革議員連盟）
に委員として参画。先進事例の紹介、市民レベルでの普及策の提案等を行っています。

海外支援活動  ～バングラデシュ・スカイウォーター・プロジェクト
1. 地下水のヒ素汚染や塩害により、安全な飲み水の確保が難しいバングラデシュで、現地

パートナー等を通じて、雨水活用の普及を支援しています。

　地域活動　～墨田区を拠点に
1. 雨の絵本ひろば：雨や自然をテーマにした約 900 冊の絵本を所蔵。月１回、親子を中心に、

読み聞かせや工作などを行っています。
2. すみだ、雨の三十六景：雨を意識し、楽しむ景観作りを目的に、撥水剤を用いて、雨が

降ると浮かび上がる絵を地面に描く「雨の日アート」、雨樋をプランター等に導き、緑
化を楽しみながら、下水道への負荷を減らす「雨のつぼ庭」作りなどを行っています。

3. 雨カフェ：土曜午後に事務所にて営業。ドリンクの販売、会の紹介を行っています。
4. 雨水農園・防災まちづくり：墨田区の市民グループと連携し、野菜の雨水栽培や、地域

の防災活動への協力を行っています。

「Zero トイレ」の PR (2018.12.5)

墨田区内のまちづくり団体に協力して
雨水農園オープン (2019.3.23)

エコプロ 2018 に出展 (2018.12.7)

雨水活用の出前授業 (2016.8.14)

1

2

6

3

4

5
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詳しくは、事務局まで
お問い合わせください。

E メール : office@skywater.jp
FAX: 03-6657-1416
ホームページにも

掲載しております。
http:///www.skywater.jp

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
会員には、各種イベント・雨水関連情報
をお知らせします。

世界の空と人をつなぐ あまみず
no.60

2019 年 7 月 1 日 発行

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

　　　理事長　山本耕平
〒 131-0033  東京都墨田区向島 5-49-3

TEL/FAX  03-6657-1416
  http://www.skywater.jp/

 　　E メール   office@skywater.jp

Web  あまみず編集部    A T
MS
S S
YO

design   EH

①②墨田区役所うるおい広場にて（2017.11）　③墨田区向島・鳩の街通り商店街「はとほっと」にて
（2018.11）④⑤すみだ北斎美術館前にて「富嶽三十六景 山下白雨」「青海波」（2017.11）⑥大横川親水公

園沿い「ささやカフェ」デッキにて、ささやの屋号とゆかりの絵柄をデザイン（2018.10）⑦すみだ北斎
美術館前にて「北斎漫画・すずめ踊り」（2017.11）⑧すみだ北斎美術館前にて「麻の葉」（2018.9）⑨墨
田区役所うるおい広場にて「青海波」（2017.11）

表紙の写真：
「雨の日を楽しむ絵画（雨の日アート）」

制作風景より。作品に雨水をかけ、絵
柄を浮かび上がらせる。（本文 p7 ～ 8）

① ② ③ ④ ⑤

⑦ ⑧ ⑨⑥

「あまみず   no.60」　発行にあたって
　この冊子の名前は「世界の空と人をつなぐ『あまみず』」です。雨が降ってくる空には国境はなく、人間が
空を汚せば、水循環の要の雨に地球規模で影響を与えることになります。地球の生き物みんなが恵みのきれい
な雨を分かち合えるように、雨水活用のネットワークや情報をつないでいこうという発想からこの名前がつき
ました。

　雨水活用を取り巻く社会状況を振り返ると、2014 年「雨水の利用の推進に関する法律」の施行により、雨
水活用が水資源の有効利用及び下水道、河川等への流出抑制に寄与すると位置付けられました。2015 年には、

「国土形成計画・第４次社会資本整備重点計画」が制定され、まちの整備に自然の力を賢く活かす “ グリーン
インフラ ” への取り組みが盛り込まれました。続く 2016 年には、建築とその敷地、さらには流域対策の視点
から「蓄雨（ちくう）」という概念を提唱し、技術的な規準をまとめた「雨水活用技術規準」が出版されました。
同年開催された「第 9 回雨水ネットワーク全国大会 2016 in 東京」では、「雨から始めるグリーンインフラ」をテー
マに掲げ、防災・減災のための雨水活用等が議論されました。これらの制度や技術的なルールの整備、関係者
間の議論の高まりに呼応して、市民にも、より広く雨水活用を知ってもらい、生活に取り入れていく後押しが
必要となっています。

　雨水市民の会は、その牽引役となるべくさまざまな切り口から雨への関心を高める活動を展開しています。

　社会の変化は一朝一夕には成りませんが、徐々に水を意識する人たちが増えています。雨をためて浸透させ
たり、利用する、雨を楽しむ、などの「雨活」が人々にとって当たり前になるよう、少しずつですが、これか
らも、活動を続けていきたいと考えています。

すみだ北斎美術館前にて、北斎が 200 年前に即興で描いた
「大ダルマ絵」をモチーフに制作（2017.11）



〒 131-0033  東京都墨田区向島 5-49-3
NPO 法人  雨水市民の会 事務所内
TEL： 03-6657-1416

　雨カフェは、雨・水を感じ、知り、楽しむ場として、2015 年 12 月、
墨田区鳩の街通り商店街にある雨水市民の会事務所内にオープンしまし
た。雨音が流れくつろげる雰囲気の中、雨水活用の情報や、雨・環境な
どをテーマにした約 900 冊の絵本にふれることができます。 
　主なメニューは、フェアトレードで仕入れる森林栽培コーヒーや有機
栽培ココア、無農薬レモンや梅などで作る季節のドリンクです。コーヒー
は注文を頂いてから、コーヒー豆を挽いてハンドドリップで淹れる本格
派です。2018 年 4 月から雨水タンク “ 路地尊 ” を付設する農園（有季園）
で、江戸野菜の寺島ナスやハーブを雨水で育て、イベント等で提供し、
喜ばれています。 
　どうぞお気軽にお立ち寄りください。


