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第一回

日時：2008年8月6日（水）13：00から16：00まで
場所：すみだリバーサイドホール・イベントホール
　　　　 東京都墨田区吾妻橋1-23-20

雨水ネットワーク会議全国大会

雨水ネットワーク会議準備会：NPO法人雨水市民の会・関西雨水市民の会・雨水利用
自治体担当者連絡会・雨水利用事業者の会・㈳雨水貯留浸透技術協会・㈶下水道新技術
推進機構・㈳日本建築学会

国土交通省・環境省

雨水の貯留、浸透及び利用に関して何らかの形で係わってきた市民団体、企業、行政、
学会が緩やかなネットワーク組織「雨水ネットワーク会議」を設立することになりまし
た。全国大会では、「雨水ネットワーク会議」の設立の意義を確認するとともに、雨水ネッ
トワーク会議の今後の取り組みについて話し合います。

・開会挨拶（設立経緯及び趣旨説明）

・基調講演　
　『雨水こそが地球を救う －雨水ネットワーク会議に期待する－』

高橋　裕 氏：東京大学名誉教授、㈳雨水貯留浸透技術協会会長

・パネルディスカッション
　『雨と上手につき合う社会に向けて －雨水ネットワークが目指すもの－』

◎パネリスト
上総 周平 氏：国土交通省土地・水資源局水資源部長
森 まゆみ 氏：作家
神谷　 博 氏：㈳日本建築学会雨水利用システム 規格小委員会主査
栗原 秀人 氏：㈶下水道新技術推進機構下水道新技術研究所所長
今牧　 茂 氏：墨田区区民活動推進部環境担当部長

◎コーディネーター
山本 耕平 氏：NPO法人雨水市民の会副理事長

◎コメンテーター
高橋　 裕 氏：東京大学名誉教授、㈳雨水貯留浸透技術協会会長

　　※内容につきましては、変更になる場合があります。
　　入場料無料（ただし、資料代1,500円）。なお、終了後、交流会を予定しています（会費制）。

雨水ネットワーク会議準備会受付担当：
墨田区環境保全課環境啓発担当
T e l：03（5608）6209　Fax：03（5608）6934
e-mail：kankyou@city.sumida.lg.jp（担当　村瀬・高島）
詳細は雨水市民の会ホームページをご覧ください。

http：//www.skywater.jp/amamizu_network.html
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巻頭言
Foreword

雨水ネットワーク会議
発足にあたって

NPO法人雨水市民の会理事長　徳永 暢男 

雨水ネットワーク会議は、長年の私たちの悲願でした。雨を活かすことが当たり前の社会を実現していく

には、市民の会だけでは限界があります。雨水をそのまま下水に流すのはもったいない、ためて有効に利用

したいと思っても、雨水をためたり、浸透させたり、利用したりする装置や機器が容易に手に入らなければ、

あるいは、設計や施工ができる業者が身近にいなければ、実行には移せません。また、市民の多様なニーズ

が企業の耳に届かなければ、ニーズに合った技術や製品の開発も難しいと思います。雨水の貯留、浸透及び

利用のさまざまな装置を広く地域社会に普及していくうえでは、ドイツのように製品を規格化することも必

要です。規格化されれば、どこでも誰でも良質で、安価で、かつメンテナンスしやすい機器を手に入れられ

るようになるからです。

ましてや、社会の枠組みづくりとなると、市民やNPOは世論を作ることができても、法制度づくりは行

政に期待するしかありません。国や自治体が、市民のニーズをしっかりと受け止め、雨水をためたり、浸透

させたり、利用したりする法制度を整備してほしいと思います。助成や融資など各種の誘導策を講じるなど

して、市民の取り組みを後押しする仕組みも必要です。ともあれ、市民の自主的な取り組みに任せているだ

けでは、雨を活かすことが当たり前になる社会の実現は難しいと思います。行政のイニシアチブに期待した

いと思います。

そういう点で、このたび雨水に関わる市民、行政、企業及び学会のゆるやかなネットワーク組織が誕生し

たことは、誠に時宜を得たものであり、心からみんなで喜び合いたいと思います。雨水市民の会も昨年12

月の準備段階から参加し、この会議の事務局を引き受けることとなりました。誰もが参加できる、いわばこ

の開かれたプラットホームをフルに活用して市民の声を内外に積極的に発信していきたいと思います。行

政、企業及び学会のみなさんもそれぞれの取り組みや将来のビジョンを発信してほしいと思います。

将来、この雨水ネットワーク会議が単に情報交換や活動交流の場にとどまらず、市民と市民、市民と行政、

市民と企業、市民と学者や研究者といった新たなコラボレーションが無数に生まれ、雨を活かすことが当た

り前の社会の実現に大きく貢献していくことを期待します。
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村瀬 　誠（以下：村）
今日は座談会ですから、フラ

ンクに話をしていただければと

思います。

では、まず、なぜ雨水ネッ

トワーク会議なのか？というあ

たりから話をはじめていきたいと思います。はじめ

に、国交省の昨年3月30日の通達に中心的に関わら

れた栗原さんから、その経緯を含めお話いただけれ

ばと思います。

国交省11課長名通達は“隗より始めよ”

栗原 秀人（以下：栗）
昨 年3月30日、 国 交 省 の 各 部

局 の11人 の 課 長 名 で「 都 市 に

おける安全の観点から雨水貯留

浸透の推進について」と題する

通達が出ました。この通達は都

市の浸水対策を前面に出して、関係部局が連携

して雨水を貯留、浸透しようという通達です。

　なぜ、この通達が出たかと言いますと、ご存知

のように日本はアジアモンスーン地域にあり、1

年間に約1700mmの雨が降る、世界的に見ても多

雨地域で、なおかつ1年に2回、梅雨と台風の時期

に雨が集中する風土です。そんな風土のなかで昔

から「雨と上手に付き合う」まちの作り方、家の

作り方、あるいは暮らし方があったはずなんです

が、近年になって私たちは利便性・快適性を求め

るようになり、実は雨を排除するまちづくりをし

てきてしまったのです。そんな状況のところに、

都市型集中豪雨が頻発するようになり、従前のよ

うに下水道や川に雨を流すだけでは、とてもとて

も間に合わなくなり各地で浸水被害が多発してい

ます。これからは、下水道や河川はもちろんのこ

と、学校とか道路とか色々なところで、雨を溜め

たり浸み込ませたりして、雨を上手に扱っていく

必要があります。行政だけでなく市民や企業を含

め、いろいろな人が連携していかなければなりま

せ ん が、“隗 よ り 始 め よ”と ま ず 事 業 メ ニ ュ ー を

持っている国交省から、雨について考えていくとい

う意思を示した通達であったと捉えております。

　下水道部が取りまとめ役になって雨に関わる各部

局に声をかけたわけですが、道路局にも呼びかけ

ました。都市の道路は、全体の面積の約15～20％

を占めており、この道路を透水性にできれば、都

市の面積の15～20％が雨と上手に付き合う土地に

転換できるわけです。従来、道路は雨を速やかに

排除し、ドライな路床、路盤をつくるというのが

原則でした。そこに雨を抱え込んでくれというの

は、全く逆の考えなんです。すぐさま…というわけ

座談会
「雨を活かす社会を目指して

－雨水ネットワーク会議に期待する」
2008年5月28日（火）墨田区役所にて

出席者（50音順） 屋井 裕幸 ㈳雨水貯留浸透技術協会 技術第二部 部長

  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・建築家

  栗原 秀人 ㈶下水道新技術推進機構 下水道新技術研究所 所長

  島田 智宏 葛飾区環境課 環境保全係長・雨水利用自治体担当者連絡会 幹事区

  山本 耕平 NPO法人雨水市民の会副理事長

 司　会 村瀬 　誠 墨田区環境保全課 総括主査・NPO法人雨水市民の会 事務局長

8月6日に、雨水に関する、国、自治体、事業者、市民団体、学会が集まって、いよいよ「雨
水ネットワーク会議」が発足します。これに先がけて雨水市民の会では、発足の準備にあたっ
て中心的な役割をになった方たちにお集まりいただきました。発足の背景やそれぞれが会議
に求めておられる役割や期待、そして自分自身の思いも含めた率直な提案などを語り合って
いただきました。
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雨水ネットワーク

会議 

座 談 会

にはいかなかったんですが、様々な話をしていく

中で、理解をいただきました。通達と同時に出さ

れた課長補佐の事務連絡に、道路整備（不浸透域

の拡大）により雨水の流出を増やす面がある一方

で、内水氾濫時には都市活動を支えている道路の交

通や物流機能に重大な支障が生じる恐れがある。

このため、道路整備として透水性舗装や排水性舗

装等を行い、道路交通機能を保全するとともに地

区の浸水被害の軽減に寄与する、と道路局の見解

が端的に表れています。特定都市河川浸水被害対

策法が制定され、定められた地域で新たに道路を

作るとき、道路も雨の流出抑制策をする必要性が

出てきて、また、国総研（国土技術政策総合研究

所）では、道路に雨を取り込む研究などをすでに

やっていたということも幸いしたと思います。そう

いった意味で、道路には大いに期待しています。

　雨水ネットワーク会議を通じて、あの通達にない

部局、他の省庁や市民活動に取り組まれている方々

なども含めて、もっともっと発展していけば良いと思

います。

思うように進まない貯留浸透対策

村　通達には住宅局も入ってますが、住宅も道路と同

じように大きな役割を持ってますよね？ 屋井さん、

　これに関連して、背景も含めていかがでしょうか？

屋井 裕幸（以下：屋）
私は下水道部から通達を打ち

出したということは素晴らしい

ことだと思っています。下水道

は今まで雨を排除するという意

識が強かったけれども、雨水を

溜め時間差で流したり浸透させたり、更に利用する

ということに方向転換したのが非常によいのかなぁ

と思います。小金井市では、設置率50％を超える

雨水浸透ますが設置されていますが、なかなか合流

改善の効果が出てこない。なぜ利かないか？　その

原因はおそらく道路だろう、道路も浸透対策してい

かなければいけないという話が出ているそうです。

　また、今話に出ました住宅ですが、先ほどの特定

都市河川浸水被害対策法に基づき、特定都市河川流

域の自治体においては、条例を作って住宅に浸透ま

すや一時貯留を義務付けることができるようになり

ました。しかし、住民にとってはメリットがなく、

住宅での浸透ますの設置はなかなか普及が進まな

い。小金井市のように一部では進んでいる地域もあ

るのですが、全国的には普及が進まずにいるところ

が多いというのが現状です。この問題を如何に解決

していくか、今後の展開の仕方をこの雨水ネット

ワーク会議の中で明らかにして、それを改善したり

して、ちゃんとした仕組みを作っていく必要がある

のではないかと思っています。私が属する雨水貯留

浸透技術協会では、都市の水循環を健全化しようと

主に川の流域単位で取り組みをやってきました。今

後30～40年かけて、治水、湧水の保全・再生、地

下水位の上昇、普段の川の水量・水質など様々な目

標を立てて、様々な部局が集まって市民とも協力し

てやっているのですが、その取り組みは思うほど進

展がない。今までどおりの縦割り行政で、その管轄

範囲の中だけでとりあえずできることをやっている

に過ぎず、そこに限界を感じています。この限界を

打破するには、範囲を超えて、連携して取り組む法

律や仕組みがないといけないと感じています。

雨水はいざとなれば飲める…阪神大震災から学んだこと

村　最近では異常気象、気候変動という問題や都市型

の集中豪雨や洪水という問題も出てきていますが、

防災という意味で、山本さんいかがでしょうか。

山本 耕平（以下：山）
1995年の阪神淡路大震災の

時に、雨水市民の会の前身であ

る雨水利用東京国際会議実行

委員会の仲間でお金を集め、被

災地に雨水タンクを100基寄贈

しました。当時は水道がなかなか復旧しなかったの

で、給水車からの水を入れておく当座の容器として

使ってほしい、その後、水道が復旧したら雨水タン

雨水浸透ます
（「市報こがねい」より）

地下へ

地下へ

浸
透
ま
す

浸
透

ト
レ
ン
チ
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クとして使ってほしいと思って付けてきたのです。

今でも神戸の長田界隈では、そのタンクが残ってい

て使っています。あの時強く感じたのは、ライフス

ポットとして水を確保しないといけないということ

ですね。ライフラインはどこかで切れると、全てが

ダメになってしまうということを経験しましたね。 

　まぁ、雨水というものは飲もうと思えば飲めるん

です。雨水タンクがたくさんあって、一時的な雨の

貯留がされているということは、防災の面からも有

効なことだと思いますね。災害時の飲み水はごくわ

ずかで、本当に必要なのは、お風呂や食器を洗った

り、手や顔を洗ったりですね。新潟中越地震のとき

も市民の会で雨水タンクを贈りましたが、実際に手

洗いに使われていました。大量でなくても、各家庭

に雨水を溜めておくということは防災面で有効だと

思います。洪水の問題や渇水の問題とあわせて、震

災対策としても雨水の貯留が求められていくんじゃ

ないでしょうか。

ドライランド東京に潤いを

村　神谷さんは日本建築学会だけでなく、市民の立場

から湧水保全という活動を続けておられます。徹底

的に雨を排除してきた結果、都市の乾燥化が進んで

しまったことやヒートアイランドという問題もあり

ますが、そういった背景と雨水ネットワーク会議の

必要性というあたりでいかがでしょうか。

神谷 　博（以下：神）
私は、長い間、野川の湧水

保全の活動を続けています。

地下水が低下し、野川の湧水

はどんどん減少して川の水量

が減り、川ではなくなってい

ます。本当に何とかしなければいけない。地下水

が減ってきている原因は、宅地化が進み雨が地下

に浸透しなくなってしまったことが大きいと最初

は思われていたのですが、多摩川の河床が下がっ

たことや、地球温暖化の影響で源流自体が涸れて

きているなど、複合的な原因があるようです。 

　先ほど屋井さんの話に出た小金井市は、野川流

域の中でも湧水の保全に力を注いでいます。雨を

地下に浸透させることによって地下水を涵養し、

湧水を回復させようと浸透ますの普及に取り組

んだのです。結果的に、小金井市には浸透ますが

50,000基、 普 及 率50％ を 超 え る こ と に な り ま し

たが、トータルの状態からみると、もうそれだけ

では到底追いつかないのです。浸透ますの普及

をいくら頑張っても、それだけでは湧水回復に

は足りません。そのために江戸時代からある玉

川上水に源流からもう一度水を引いてこようと

いうことを実際に市民がやろうとしています。 

　その時に、ただ水が欲しいという訳にはいきませ

んから、地域全体で雨水利用を普及させ、節水をし

て、その節水分、環境水を分けて欲しいということ

を始めようとしています。30年前から続いている

野川の湧水保全が、さまざまな段階を経て、いま雨

水利用につながってきています。

雨水利用は水資源、洪水対策、防災の3本柱で

村　葛飾で今、雨水利用に取り組まれている現状はい

かがでしょうか？

島田 智宏（以下：島）
葛飾区では雨水の浸透と利用

の推進を方針として策定しまし

た。環境面からとにかく雨水利

用を促進しようとやり始め、雨

水を資源として活かしていこう

という思いが強かったのですが、その後、都市型洪

水防止も考え方の中に入れました。区役所で事業者

に対して雨水の貯留と利用の指導をしていますが、

ビルやマンション建設の事前協議では、災害時の雑

用水として利用するためにも雨水を貯留してほしい

という発言が一番説得力があります。もちろん、環

境用水としても必要ですし、資源として、洪水対策

としてと、その3本柱で雨水利用を進めています。

具体的には、例えばマンションで流出抑制のために

貯留槽を作る場合、利用もするということで、降雨

時のピークカットのための容量に利用分の容量を足

した大きさを作るようお話しています。先ほどの栗

原さんや屋井さんのおっしゃるような縦割り行政の

弊害に対し、今回の雨水ネットワーク会議を契機に

私どものような小さな役所こそ、関係部署の連携を

率先してやらなければならないでしょうね。

屋井 裕幸　Okui Hiroyuki
建設会社入社2年目に、雨水の浸透処理工法の開発に関与したことが
きっかけとなり、以来雨水処理・汚水処理を中心に環境改善技術の研究
開発に従事。2000年より㈳雨水貯留浸透技術協会に勤務し、現在技術
第二部部長。雨水を貯めたり、地下へしみ込ませる技術の普及活動を通
じて、水害の防止や地域の水循環の改善に取り組んでいる。
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市民が理解しやすい目標で幅広い連携を

村　だいたい、雨水ネットワーク会議の発足の背景に

ついては話されたように思います。これからは、実

際に雨水のさまざまなことに取り組んだ結果、何が

問題かについて話を進めていきたいと思います。

栗　今一通り話をしただけでも、雨水の貯留、利用、

浸透という目的は、色々あるんですよね。でも、残

念ながらそれぞれの部署が単一の目的だけで進め

てきたというのが実状じゃないのかと思います。

雨水を貯留し、利用し、浸透させる意味を改めて

考え、自分たちのまちや暮らしがどう変わってい

くのか、行政関係者だけでなく市民も一緒にした

幅広いネットワークで再認識していく必要がある

ように思います。先ほどの屋井さん、神谷さんの

話に出てきた小金井市については、市民に一番身

近で関心のあった湧水という目的のために浸透ま

すが普及したわけですし、新潟市では、浸水被害

がひどかったために、浸水対策として市民に雨水

の浸透、貯留の意識が広まり、一気に雨水浸透ま

す、雨水タンクが普及して平成19年度末で浸透ま

す51,000基、雨水タンク2,000基が設置されました。 

　雨水を貯留浸透し、利用することにいろいろな意

味を持たせつつ、その中で一番理解しやすいものを

前面に出して進めていく。それも単一の組織や分野

だけでなく、幅広くみんなで進めていくことが、こ

の雨水ネットワーク会議の準備委員会に参加させて

いただく中で、改めて必要だと感じていました。ま

た、参加した公共団体の中にも、他の部署の人はこ

の会議の存在を知らないということが実はあるんで

す。ですから公共団体の中での輪の広がりも含め

て、この雨水ネットワーク会議が発展していけばい

いと思っています。

村　話は少し戻りますが、先ほど栗原さんのおっ

しゃった点は、私も感じるところがあります。雨水

の貯留、浸透、利用というと、どうも利用だけ分野

が違うように捉えられている気がします。行政の中

でも貯留、浸透は洪水対策などとしてやってはいま

すけど、利用となると水資源だと別な分野と捉えら

れてしまいますね。市民からすれば、貯留も浸透も

利用もトータルなものと捉えているんじゃないかと

思います。

雨水の水質では雑用水に使うのはもったいない

村　「雨を流す」から「雨を溜める」という発想に変わっ

てきたことは、大きな転換だと思いますが、使うと

いう点においては、まだ考える余地があるように思

いますが、山本さんそのあたりどうでしょうか？

山　実際、雨水の利用をしているのは大きなビルや公

共建築物で、雑用水やトイレに使うのがほとんどで

す。1994年の雨水利用東京国際会議では、きれい

な雨水をトイレに使ってよいのか、水を使う水洗ト

イレそれ自体を問題視する議論もありました。雨水

そのものの水質はよい、そのあたりを考えた上手な

利用方法を考えていくべきですね。雑用水や下水再

生水と同じように考えてしまうのはもったいない。

神谷　博　Kamiya Hiroshi
法政大学兼任講師、建築家。野川の湧水保全運動に始まり、地下の水み
ちを調査研究する活動に携わっている。水みち研究会代表、東京都野川
流域連絡会座長、㈳日本建築学会雨水利用システム規格小委員会主査ほ
か。著書『水みちを探る』 （けやき出版、共著）『井戸と水みち』（北斗出版、
共著）『雨の建築学』（北斗出版、共著）ほか。
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石けん、化粧品等の販売及び東洋医学治療

   取り扱い　ゼノア化粧料、ヱスケー石鹸、太陽油脂

〒152-0023　東京都目黒区八雲 4-5-15
Tel ：03-5731-7625　Fax ：03-5731-7628

雨水の水質等を踏まえた用途の議論にまで及んでい

ないのが現状だと思います。今後は雨水を水源とす

るもっと有効な付加価値の高い利用方法を考えてい

くべきだと思います。

栗　そうですね。用途別の水質基準と、その基準を維

持するシステムと維持管理など、コストを含めて整

理が必要ですね。また、節水や二酸化炭素排出削減

などもっと広い社会効果やコストについても考える

段階なのかなぁと感じます。

村　市民はどういった利用用途に使おうと考えている

のか、島田さんいかがでしょう？

島　やはり多くは散水用、庭の緑への水やりという用

途ですね。トイレに利用したいという相談もありま

す。また、最近、町会としてまちの中で防火水槽と

しても使えるような小さな雨水タンクを各家庭にた

くさん設置したいという話があって、区の助成金に

町会で補助金を上乗せして普及促進をしていこうと

いう動きも出てきていますね。

村　今、日本建築学会で神谷さんが進めている雨水利

用の規準作りでは、水質の議論がされているそうで

すね。雨水は再生水と同等に扱われていることも含

めて、いかがでしょうか？

神　建築の業界では、設備業者は雨水というと、

「再生水ですね」「雑用水ですね」という対応を

する。設備的には「雨水」という概念がないか

ら仕方のない話なんですが…。建築学会の事業

ワーキンググループで、「雨水」というジャンル

をちゃんと切り離して考えていかなければいけな

いと話を進めています。私が携わった『雨の建

築学』（日本建築学会編、北斗出版）という本で

は、「トイレに雨水はもったいない、水道水でい

い」という書き方になっている（笑）。水質の順

番からいくと、トイレは一番最後ですからね。 

　雨水は原理的に純水に近いわけだから、水質は良

いですよ。このあいだ湧水の話でヒアリングに行っ

たお寺で、湧水で墨を磨ると文字が伸びる、水道水

で磨った墨では1文字だが湧水は5文字書けると言

われたんです。その違いはなんだか分かりません

が、湧水にしろ、雨水にしろ活性度は高いのです。

下水の再生水は、水としては疲れちゃってるんです

よね。やはり、雨水には雨水の、再生水には再生水

の使い道があるということですね。

雨水利用にインセンティブを

村　市民レベルからすると、雨を溜めてみると本当に

きれいだし、散水やトイレ以外にももっといろいろ

なところに使いたいですね。しかし、散水以外に使

うと下水道料金を払わなければならなくなるのです。

雨水利用自治体担当者連絡会では、市民レベルで

せっかく雨水を有効利用しようとしているのに、下

水道料金を取られるのはおかしいのではないかと議

論になっています。

山　市民の会でもその議論がされています。通常、下

水道料金というものは上水道使用量に連動して徴収

されています。雨を溜めてトイレに使うと、建前上

栗原 秀人　Kurihara Hideto
1975年建設省入省。国、地方公共団体等で下水道、河川、道路等の事
業を担当、元国土交通省下水道事業課長。「人と川・水と街」のよい関
係の再構築をテーマに様々な活動に参加。㈶下水道新技術推進機構下水
道新技術研究所所長。NPO法人21世紀水倶楽部理事。
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は別に下水道料金を払わなければなりません。

栗　もとの水が水道水であれ、雨水であれ、それを

使ったことによって汚した水は、そのままでは川に

は捨てられないので、下水道に流します。雨水を利

用したとしても、トイレの排水分については、汚水

の処理代として下水道料金をいただくことになる。

そのことを基本的なこととして先ずご理解いただ

きたいと思います。トイレ排水は1人1日50ℓ、4人

家庭で200ℓ、月に6㎥ですから、下水道料金は東

京では一家庭で月に640円、1日21円、1人5円ほど

です。その上で、一般家庭のトイレへの雨水利用に

メーターを付けてまで下水道料金をいただくのかと

いう議論はあっていいと思います。一方、雨水を

使った分は水道料金が節約できます。

神　四角四面に言うと個人の住宅でも雨水利用して下

水に流すときは、メーターを付けて下水道料金を払

わなきゃならない。それを何らかの形で払わなくて

よいと決めてもらったほうが、後ろめたさがなくな

ります。一定規模以上の施設にはメーターを付けて

下水道料金は払ってもらうが、住宅レベルの場合は

とらない、などとはっきりさせればいいんじゃない

ですかね。

山　もうひとつ、経済的インセンティブが働くような

仕組みを考えてほしい。日本では、住宅の敷地や道

路などに降った雨の処理にも下水道を使っています

ね。雨の処理は下水道料金ではなく税金でまかなっ

ているのですが、ドイツでは敷地面積に応じて下水

道料金をとっているので、流さないで利用するほう

が得になるわけで、雨水利用の普及が広まっていま

す。日本でも、雨水利用をお目こぼしではなく、公

明正大にルールで認めてほしいですね。

栗　もう一度確認したいのですが、都市に暮らすとい

うことは、さまざまな面で水に対しては加害者に

なっているということです。そもそも宅地化しそこ

に家を建てたことで、地下水に影響を与えたり、雨

水の流出を促しています。遠く利根川上流から導い

てくる水は流域の水循環に影響を与えるし、使った

水は汚れが混じり、川や東京湾に対する水質の加害

者となっています。確かに、雨水の利用はさまざま

な効果をもたらしますが、雨水利用をすることだけ

ですべてが解決するかというと、そうではないと思

います。われわれは水から様々な恩恵を受けていま

すが、水に対して加害者であり被害者でもあるとい

う両面性をもっている。このようにわれわれが利用

するための水、汚して捨てる水を総体として捉え、

何をしていかなければならないかを考える必要があ

ると思います。

山　今それを理解している人がタンクを付けていると

思います。しかし、これからは単に趣味的に雨水利

用するのではなく、制度的にもっと大きいタンクを

設置して水の有効利用を進めていかなければならな

い。そうすると下水道料金の問題があって足止めし

ているのではないでしょうか。公共経済学などの面

から下水道料金は昔から研究されているわけですか

ら、水全体から料金の見直しをしてみる時期ではな

いでしょうか。市民は一体どのくらい負担をすべき

なのかという議論などをすることが、今回こういう

ネットワークを作る意味なんだと思います。

雨と上手に付き合うまちづくりの制度を作る

村　流す仕組みから溜める仕組みに切り替えていく、

その社会的経費をどうしていくのかという議論です

ね。例えば雨水利用をそのひとつとして、それを社

会的にサポートしていく仕組みをどう作るかという

ことでしょうね。墨田区では、雨水利用を足元の水

源として「ミニダム」と言っていますが、節水とと

もに雨水利用をすることも有効なわけで、ダムにか

ける費用は膨大ですから、その一部を雨水利用の普

及の経費にしてもよいのではないでしょうか。

栗　水を供給する部署や、降った雨を責任を持って排

水する下水道や河川の部署からみると、各家で貯留

する貯留、浸透、利用というものが、どこまで計画

に組み込めるのかが重要です。理解ある何人かの人

が善意でやっていただいたとしても、行政としては

ダム1個いらないとか、排水ポンプを小さくできる

かというと、そうはなりません。条例なりを策定し

てみんなでやっていくということになれば、その分

を供給量や流出量から引き算できるのです。そこま

で持っていかないと、計画に反映できないと思いま

す。ですから、行政の計画に雨水の貯留浸透利用が

どこまで組み込めるようになるかどうかが、勝負で

しょうね。

島田 智宏　Shimada Tomohiro
1976年葛飾区入区。2003年より葛飾区環境課環境保全係長。 雨水利用
を促進するために、雨水貯水槽の普及、区施設への設置、中高層集合住
宅事業者への指導などを行っている。また葛飾区は、雨水利用自治体担
当者連絡会幹事区。
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村　神谷さんにお聞きしますが、各家にそれらを普及

させたくても、雨水の貯留浸透利用の設計ができる

建築士や技術者が少ないのではないでしょうか。

神　設計者自身が雨水利用に経験がない人が多いの

で、建て主がやりたくてもできない。しかし、そん

な難しい話ではないのだけど、どこにも書いてない

だけなんですね。ですから、マニュアルとして私は

日本建築学会で雨水建築の規準を作ろうと、現在作

業しているところです。そうすると、誰もが雨水建

築を建てられる。すると面的な雨水貯留浸透の数値

とすることもできる。学会レベルではそこまでです

が、この雨水ネットワークでこそ、もっと広い規準

をつくってほしいと思います。

屋　浸透施設の場合は、例えば住宅の展示場で浸透ま

すを置いてもらっているところもありますが、お客

さんは住宅のほうに興味があり見てくれない（笑）。

あまりメリットが感じられないのでしょうね。雨水

利用をセットにすればもっと関心を呼ぶかもしれま

せん 。

栗　雨水利用はさほど大きな効果がないという人もい

ます。雨が降っているときはタンクが満杯になって

いて、溜めてほしいのに溜められない。一方、日照

りのときはタンクも空なので、水源とはならない。

ですから適度に降ったときしか有効に働かず、ダム

計画には反映しにくいという意見です。

神　だから、中途半端じゃだめで、1軒当たり5トン

単位で溜めなければなりませんね。ドイツでは5ト

ンクラスのタンクを標準品としてローコスト化し、

普及させており、まず空になって困ることはない。

日本では、ドイツの大きなタンクを持ってきて埋設

するなんて到底無理です。ですから、新築のときに、

基礎にするところにタンクを作れば、楽に10トン

くらいまでできます。しかし、そのためには、義務

付けをしたり、補助金を付けたりして、コスト的イ

ンセンティブが働くようにしないと広まらないので

す。

山　政策に明確な意思が示されていないということで

すね。別の例で恐縮ですが、このところリサイクル

関係の法律がいっぱいできていて、強制力としては

怪しい法律と思えるものもありますが、方向がごみ

減量に行っていることは事実です。雨水もそれくら

いの法律を作っていかなければならないのではない

ですか。

栗　先ほど島田さんから、葛飾の町会で雨水利用をし

たいという話があることを伺ったのですが、国交省

下水道部で自治体が雨水貯留施設をつくるのに補

助金を出す制度があります。雨水を集める面積が

0.5ha以上ですから、40～50軒の雨や公園の雨を溜

める設備を補助金で作って、町会が後からそれを防

火用水として使う、親水の池の水源として使うなど

できそうですね。先ほどの葛飾区の町会の場合は、

葛飾区が仲立ちすればできると思います。

村　葛飾の話と同様に、墨田区の場合は雨水利用に防

災としての位置づけも考えています。今度できる条

例で500㎡以上の敷地にマンションを開発する場合

は、雨水タンクを付けることが義務付けされます。

今でも行政指導でタンクを設置してもらって現在1

万2500㎥ほど貯留容量となっています。面的にど

んどん広まってくれば、何十万トンとなっていきま

す。そうすれば、流出抑制としても意味があるし、

防災にも価値があることになります。とくに防災は

お金云々の話ではなく、命の問題ですから。

身近な雨を五感で感ずる暮らし方に

栗　四日市市では、東海豪雨を踏まえ市長が「総合治

水を本気でやろう」と、会議を作りました。この会

議には、道路課も、教育委員会も、ため池の管轄の

農林水産部も、公募市民も、設備屋さんも出てくる

のです。そして全員が雨をどう扱うか当事者として

考えようと取り組んでいます。ですから、このネッ

トワーク会議でも、どこか意欲あるモデル市を取り

上げて、目に見えるようにしたらどうでしょう。今

日ここで議論されている多目的、総合的な視点で雨

を考え、自分たちの暮らしやまちがどう変わってい

くかを議論していく。そのような活動も目に見えて

よいのではないでしょうか。

　　京浜河川事務所の所長をやっていたとき、昔は

川は暮らしの中にあったのに今は人もまちも離れ

ているのではないかと考えて、古今和歌集から始

まって現在の歌謡曲まで、川がどのように歌われ

てきたか調べたことがあります。ところが、時代

によって愛しいもの、楽しいものとみたり、怖い

もの、近寄りがたいもの、あの世であったりする

屋根や道路に降った雨水を有効利
用しているベルリンの集合住宅
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ん で す ね。 で も、 川 を 感 性 で 捉 え て い ま し た。 

　我々が子どものころは「あめ、あめ、ふれ、ふ

れ、かあさんが♪」の歌のように、ピチピチチャプ

チャプと水たまりに足を突っ込んで楽しんでいた。

今は、足を突っ込む水たまりもなくなった。つまり

雨に対する感性がなくなってきたのではないでしょ

うか。

村　そうですね。危なくなってきていると思います。

このネットワークでも、例えばすばらしい雨水建築

や雨の文化、音楽など、みんなで表彰したり共有し

あうのもよいのではないでしょうか。

栗　雨を五感で感じさせることが必要なんじゃないで

すか。そうすると雨と上手に付き合えるまちづくり

や暮らし方がみつかるかもしれません。

雨水ネットワーク会議に期待する

村　最後にお一人ずつ、雨水ネットワーク会議に期待

するものをお聞かせください。これまでの議論の中

でも出てはいますが、1年に1回開催するという話

もあり、どのように運営したらよいか？を聞かせて

ください。

山　国家の利害を超えて、自治体がイニシアティブを

発揮して地球環境問題に取り組もうという目的で

活動している、ICLEI（国際環境自治体協議会）と

いう組織があります。このICLEIが日本の自治体に

呼びかけてフォーラムを開催しました。出席した自

治体からは「ICLEIに参加したらどんなメリットが

あるのか」という質問がたくさんありました。これ

に対して、ICLEI側として出席していた外国の自治

体からは、「この組織は何かを与えてもらうことを

目的としているのではなく、世界の環境のために何

かを行いたい自治体のための組織である」という回

答がありました。この名句を述べたのはメキシコシ

ティでしたが、ICLEIのアジア太平洋事務局を日本

に誘致する立場からフォーラムを主催する側にいた

私は、大変恥ずかしい思いをしました。

　　この雨水ネットワーク会議も「何かをなそうとす

る主体が連携する場」にしていかなければならない

と思います。ネットワーク会議には国や自治体、企

業もいます。市民ができることはごく限られたこと

ですが、現場の生の情報を持っています。われわれ

は、志を共有できる官僚や研究者と平場で議論し、

市民が考えている思いやアイデアを政策につなげて

いってほしいと思っています。そのための議論の

場、情報共有の場を積極的につくっていってほしい

と思います。市民の会では“保水型都市”という考

え方を提起しています。下水道は雨をすばやく流し

てしまう目的で作ったものですが、今後は雨を溜め

て活かす、地面に還すという目的も併せ持つという

機能を付加していく必要がある。浸透ますも雨水タ

ンクもそのひとつとして、雨を溜めるまちづくりを

していかなくてはならないと思います。

神　大目標がほしいですね。雨水法のようなものにた

どり着けるとよいですね。当面は情報交換でよいけ

れど、長期的には大きな目標を持っていたほうがよ

いのではないでしょうか。雨水の貯留浸透利用が進

む仕組みを作る、支えるといったことを法的に作る

ことです。

屋　われわれは雨水貯留浸透の技術をもっと普及させ

ようとしているけれど、なかなか底辺が広がってい

かないところがあります。この会議では、口コミの

力、信頼のネットワークを使って広めて行きたいで

すね。例えば先ほどのように雨水利用のタンクでは

やはり治水に役立たないね、という議論がされれ

ば、どうやってそれができるようになるかを考え

る、技術開発をする、そして利用の実態を分析しま

山本 耕平　Yamamoto Kouhei
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。神戸市役所勤務を経て1984年
から㈱ダイナックス都市環境研究所代表取締役。「雨水市民の会」設立
当初から参画し、現在副理事長。編著書に『循環型社会キーワード事典』、

『新版ごみ読本』、『地球を守る3R大作戦』、『まちづくりにはトイレが大
事』ほか。

Profile

保水型都市の概念図（雨水市民の会作成）
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特集
Feature

た改良していく、そんな活動につながっていければ

よいですね。また、ネットワーク会議のメンバーの

温度差もあるでしょうし、共通の課題、例えば環境

教育などを一緒に議論するなどして共通の活動の場

を作っていかないと、仲良しクラブに終わってしま

うと思うのです。

島　これまで雨水利用自治体担当者連絡会では事例研

究を重ねつつ、マニュアルを作ってきました。それ

を自分のところの活動に活かしていくように努めて

います。今回、自治体だけでなく、市民や技術者の

方、国も入って、広がることにより、活用の道が開

けるのではないか。全国的に雨水が認知されていく

と、自治体として非常にやりやすくなってきますし、

雨水貯留浸透利用が社会的な仕組みにつながってい

くと期待します。

栗　このネットワーク会議を通じて、あらゆる分野、

あらゆる主体が雨に対して当事者として取り組んで

いく場になればと思います。そのために、先ほど山

本さんがおっしゃったように平場で話し合える場に

期待したいと思います。それから、やはり求心力と

いいますか、目的をはっきりさせるために、どこか

モデル都市を決めて多くの分野がかかわって、雨と

上手に付き合う方法をさぐっていく。そうすれば、

まちも暮らしもよくなる、そのような水平展開がで

き、中身の濃いものになっていくのではないでしょ

うか。最初は雨かもしれませんが、河川水、地下

水、排水、水辺空間など、あらゆる水の量や質な

ど、トータルに管理していく、水全体のことについ

ても議論していかなければならないと思うのです。 

　地球温暖化の視点もあります。地球温暖化はもう

止まらない、それをどう減速させるか、これまでの

やり方を変換しなければならない時代に入っている

と思います。これからはバッと降るか、ぜんぜん降

らないか、経験したことがない大洪水や大渇水がく

ることを前提に、雨との付き合い方を根本的に見直

さなければならないと思います。

村　防災と水資源を雨でくくってみる。神谷さんが

やっていらっしゃる建築における雨水利用の規準が

できて、屋上緑化も入ってきてと、よい事例をつな

げていく。ネットワーク会議では抽象論ではなく、

具体的な事例についてプラットホームで意見を交換

することにより、制度的なことも検討できると思い

ます。これからは、栗原さんがおっしゃったように

水危機は避けられません。そこで最低限、雨水の貯

留、浸透、利用をすることが、われわれができるこ

とだと思います。それをどうやって社会の仕組みに

するかが、この雨水ネットワーク会議のミッション

で、そのためには情報の共有化がまずあって、お互

いどう使いあうか、どう発信しあうかが、今後の大

事な課題かなと思います。

栗　ひとつ大切なことだと思いますが、雨水ネット

ワーク会議を作ったからとここに全部集めるのでな

しに、雨水ネットワーク会議の名前のもとに川の日

ワークショップに出て行くとか、日本水大賞にエン

トリーするとか、全国水環境交流会に参加するな

ど、積極的に参加して、他の水問題に取り組んでい

る人たちと交流して幅を広げていくことも大切です

ね。これを作ったから、雨のことで集まれではなく、

広げていくとおもしろいですね。

村　屋上緑化の業者から聞いたのですが、彼らはこ

の会議に期待をしているそうです。今までは水

道水で散水していたけれど、これからは雨水利

用を取り入れた屋上緑化を積極的に取り入れた

い。土を入れてやれば洪水のときのピークカッ

トにもなる。このネットワーク会議は、ビジネ

スチャンスあり、市民運動の支援あり、行政の

事業の後押しをする、などお互いのコラボレー

ションが生まれれば、意味があると期待してい

ま す。 そ う い う 時 代 な ん だ な あ と 思 い ま す。 

　最後になりますが、今回、雨に関して国、自治体、

事業者、市民団体、学会などみんなが参加し情報を

交換できるプラットホーム、雨水ネットワーク会議

ができることとなり、雨を活かす仕組みをどうやっ

てつくるかを、お互いの立場からできるところから

実践する、ここにきたらみんながハッピーになれる

気持ちで帰れる、勝ち組が残るんじゃなく（笑）、

ハッピーハッピープロジェクトにしていくのもよい

のではないでしょうか。今日はどうもありがとうご

ざいました。

雨水資料室（すみだ環境ふれあい館内）
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編集後記
世界の空と人をつなぐ　あまみず

no.49
2008年7月17日発行

頒価　500円
発行　特定非営利活動法人 雨水市民の会

　　　NPO People for Rainwater
　　　理事長　徳永暢男

　　　〒131-0032  東京都墨田区東向島1-8-1
　　　TEL: 03-3611-0573 　FAX: 03-3611-0574
　　　ホームページ  http://www.skywater.jp/

 　　　Eメール   office@skywater.jp

編集長　　高橋朝子
編集委員　大西和也

　　　　　神谷博
　　　　　早坂悦子

　　　　　村瀬誠
デザイン　EH

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

　雨水市民の会のイベントは不思議と
雨が多い。雨と仲良しの雨男、雨女、
雨童たちの仕業でしょうか？　雨の絵
本ひろばに来た子どもたちの長ぐつが
かわいくて印象的でした。
　8 月 6 日に開催される第一回雨水
ネットワーク会議全国大会は、雨を活
かすことが当たり前になる社会に向
かって大きくステップアップすること
でしょう。まちが変われば人も変わ
る。雨で潤ったまちは、乾いてぎすぎ
すした人の心もしっとりさせてくれる
でしょう。（morning）

本誌「あまみず」購読のご案内
   頒価：1 冊 500 円（送料込み）

年間購読（年 4 回）1,800 円（送料込み）

詳しくは、事務局まで
お問い合わせください。

月曜日～金曜日　14:00 ～ 17:00　
TEL: 03-3611-0573 
FAX: 03-3611-0574

ホームページにも掲載しております。
http:///www.skywater.jp

主な活動記録
Note

お知らせ
Information

Events

■イベント
●4/19(土)　雨の絵本ひろば 「絵本の読み聞か

せとプラパンづくり」（ｆ）

●5/17(土)　雨の絵本ひろば「絵本の読み聞か
せと雨の楽器をつくろう」（ｆ）

●5/24(土)　 天水活用国際協力セミナー「バ
ングラデシュにおける天水活用の追跡調査報
告会」講師：スバハジョチ・サマダー。21
名参加 (ｆ)

●5/28(水)　あまみず特集「雨水ネットワーク
会議に期待する」座談会の実施。墨田区役所
にて

●6/22(日)　雨の絵本ひろば 「雨まつり」。20
名参加（ｆ）

●6/28(土)　手作り雨水タンクプロジェクトが
フレンドリープラザ文花児童館に雨水タンク
を設置。ガーデニングと清掃のボランティア
を実施

■会議
●4/29(火・祝)　理事会。墨田区役所
●5/14(水)　雨水ネットワーク会議準備会。
　墨田区役所
●5/30(金)　環境ふれあい館企画運営委員会（ｆ）

●5/31(土)　環境ふれあい館スタッフミーティング（ｆ）

●6/9(月)　雨水ネットワーク会議準備会
●6/14(土)　理事会。墨田区役所
●7/12(土)　雨水市民の会総会（ｆ）

■報道・訪問関係
●イオンクレジット会報誌「mom」6月号：

村瀬事務局長のインタビュー記事掲載
●6/3(火)　朝日新聞(夕刊)「マリオン」：「雨

水も使えば楽しい」のテーマで徳永理事長
を紹介。すみだ環境ふれあい館のイベント
紹介として雨の絵本ひろばの雨まつり、バ
ングラデシュ支援のための『天水活用マニュ
アル』を紹介

●6/11(水)　静岡エフエム放送「K-MIXキャラ
メル・ポケット」：徳永理事長が電話インタ
ビューで出演

●6/15(日)　TBSテレビ「夢の扉」：徳永理事長、
村瀬事務局長が出演

●6/30(月)　TBSテレビ「イブニング・ファイブ」
の「森田さんのお天気」：徳永理事長出演

（f）はすみだ環境ふれあい館にて実施。

2008年4・5・6・7月上
主な活動記録

5/24（土）深刻な地下水汚染か
ら人々を救うため、雨水市民の
会が雨水タンク普及活動を始め
て9年目。サマダー氏が利用の
実態を1ヶ月に渡り現地調査し
た。貧しい家庭ではまだ設置で
きていないことなど、課題も見
えた。21名参加。

●7/20（日）13：30～
　雨の絵本ひろば「絵本の読み聞かせとしゃぼん玉であそぼう」
●7/27（日）14：00～
　天水活用国際協力セミナー「天水活用マニュアルの解説」
　講師：荒井忠徳（会員・雨水国際協力マニュアル制作担当）
●8/2（土）14：00～
　作ってみよう！きみの雨音－「レインスティック」づくり
　インタープリター：瀬崎昌彦（ふれあい館スタッフ）

●8/30（土）14：00～
　作ってみよう！きみの雨音－「レインスティック」づくり
　インタープリター：瀬崎昌彦（ふれあい館スタッフ）
●9/21（日） 13：30～ 　雨の絵本ひろば「絵本の読み聞かせと空

飛ぶたねであそぼう」
●10/4（土） 14：00～（予定）　雨塾「雨水を活かした緑化」

すみだ環境ふれあい館イベント 7下・8・9・10月

その他の場所でのイベント

6/22(日)　 雨 が 降 っ て、 雨 の
絵本の読み聞かせ、雨水茶で
ティータイム。「雨三昧」でした。
20名参加。

あらふしぎ、布のふたなのに
コップの水がこぼれない！

夏休み企画－雨と遊ぼうシリーズ
●8/9（土）14：00～16：00

①「水の大旅行」ロールプレイゲーム
で遊ぼう！

講師：蝦名晋一（すみだ環境ふれあい館スタッフ）
内容：私たちにとって身近な水は、実は知る人ぞ知る

大旅行家です。どんな所をめぐりまわっている
のか…。水の粒になった気分で、水の大旅行を
体験してみましょう！

対象：年中～中学生（小2以下のお子さんは保護者同伴をお願いします）

●8/23（土）14：00～16：00
②「雨水のふしぎ」楽しい実験教室
講師：齋藤賢之輔（神戸市水の科学博物館非常勤講師）
内容：雨の言葉や漢字のクイズ、簡単な実験や工作を通して、

雨のもと、水の性質や状態を探るなど、楽しみながら大
地と空の間をめぐる雨への理解を深めます。

対象：小学生（親子で30名程度）

●7/26 (土)　雨水探検隊：足立の植物園で自然観察会
●8/6(水)13：00～　第一回雨水ネットワーク会議全国大会：すみ

だリバーサイドホール。雨水ネットワーク会議準備会が主催。雨
水市民の会は事務局として協力

●8/24 (日)10：00～　雨水探検隊「川に入って魚をとってみよう」：
葛飾区の新八水路（江戸川、矢切の渡し付近）で魚の採集と観察

●9/6(土)　小平環境フェアで手作りタンク展示と販売
●10/4-5(土･日)　 手作り雨水タンクプロジェクト：すみだまつり

で手作りタンク展示と販売
●10/11(土)（予定）雨水学習「雨水タンクのある家を訪ねてみよ

う」：墨田区にある雨水タンクを探してのまち歩き




