左＝14時38分、右＝14時48分。監視カ
メラが２分間隔で捉えた映像から。7月
28日、たった10分程の間に水量が爆発
的にふくれあがったことがわかる。
提供：神戸大学 藤田一郎教授
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ゲリラ豪雨を恐れないまちづくり

2

2008.7.28 都賀川 ゲリラ豪雨で豹変した神戸市民憩いの川
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阪神・淡路大震災時、雨水市民の会が寄付・設置した雨水タンク

雨水市民の会蔵
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2008年7月28日石川県金沢市、7月28日兵庫県神戸市、8月5日東京都豊島区、8月6日大阪府枚
方市・寝屋川市、8月29日愛知県岡崎市、8月16日栃木県鹿沼市に、短時間集中豪雨が襲いまし
た。その他6月から8月にかけて1時間当たりの降雨量記録を更新した北海道夕張市、秋田県秋田
市、高知県安芸市、鹿児島県南さつま市。いずれも「ゲリラ豪雨｣ *1が原因とされ、神戸市、豊島区、
鹿沼市においては死亡事故が発生する事態にまで及びました。
私たちはこの「ゲリラ豪雨」を、どのように捉え、対処していけばよいのでしょうか。

ゲリラ豪雨を恐れないまちづくり
－雨水を排水しない社会をめざして－
その時、岡崎で何がおこったのか
去る8月26日～ 30日、局地的な集中豪雨が全国各地

大西 和也（あまみず編集委員）

か。
気象庁の解説用資料
「雨の強さと降り方」
によると、
1時間雨量*230 〜 50㎜が「バケツをひっくり返したよ

で発生した（図１参照）。気象庁はこの現象全体を「平

うな」
、
50 〜 80㎜が
「滝のように」
という表現であるが、

成20年8月末豪雨」と命名した。

80㎜を越えると、
「息苦しくなるような圧迫感があり、
4

4

4

4

4

4

恐怖を感じる」としている。今回の岡崎の
場合、
「雨の強さ」は全く想像を絶するも
のであったろう。

ゲリラ豪雨をもたらすもの
特に今夏、このようなゲリラ豪雨が多発
したのは、様々な気象要因で巨大に発達し
た積乱雲がもたらしたのだと言われ（詳し
くは５ページ参照）
、今夏特有のできごと
と言える面もあるのかもしれない。
頻発する豪雨は、都市化がもたらした要
図１ 「平成20年8月末豪雨」最大1時間降水量分布図（気象庁発表資料より）


因も考えられる。
「ヒートアイランド化」
により、コンクリートやアスファルトで覆
われた地面、コンクリートのビルによる輻

この時発生したゲリラ豪雨のひとつ、愛知県岡崎市

射熱、エアコンや車の排気など、地表付近で温められ、

付近では、深夜2時～ 3時の1時間に146.5㎜の降雨を

湿った空気が上昇し、都市部の上空に積乱雲を発生さ

記録し、1時間あたりの降水量としては観測史上7番

せ、局所的な強い雨を降らせることとなる。昨今の地

目を記録した（アメダス観測点計測による）。岡崎の

球温暖化に起因するとも言われる気象現象に都市化の

過去10年間の平均年間降水量は1,461㎜、この約10％

要因が覆い被さり、これからもゲリラ豪雨発生の傾向

の量がわずか1時間の間に降り注いだ。翌30日も143

は膨らんでいくのかもしれない。

㎜の降雨を記録。2日間の合計で406.5㎜と、年間降水
量の約30％が2日間に集中して降った。まさに異常な

豪雨に耐えられない都市

降り方である（図2参照）。この時の解析雨量（図3の

今、私たちが暮らすまちは、記録的な豪雨を迎える

左下赤色部分）で見られるように、岡崎を中心に南北

ことでどうなるのかイメージしよう。アスファルトで

約10 ～ 20km程度の範囲で起こった局所的な集中豪

固められたまちで、水は全て河川へと誘導され、その

雨であった。

結果、河川は氾濫してしまう。また、降り注ぐ雨水を

では、この1時間に146.5㎜とはどのくらいの雨なの

河川へと運んでいる「下水道」は一般的に時間降雨
50㎜対応と言われているから、キャパオーバーとなっ
て役割を担えない。排水どころか、逆に排水口や下水
道のマンホールから噴水のように雨を吹き上げること
もある。道路の冠水など、まちの広範囲が一次的な水
浸し状態を迎えてしまう。
山間を切り開き宅地化した土地では土砂崩れへの警
戒も必要となる。都市部では地下街・地下鉄への浸水

図２



8月26 ～ 31日

岡崎降水量時系列図（気象庁発表資料より）
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などにも対処しなくてはならない。

図３

解析雨量（気象庁発表資料より）
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イルへの変換こそ、いざという時、大雨に困窮するこ
とのない力を生むはずだ。雨水を単に排出しようとす
るのではなく、
日頃からもっと活用するようになれば、
より大きな貯留容量が願われるだろう。それが雨水の
人間が利便性を追求した成果として、都市は頻発す

流出抑制効果を引き上げる。

る豪雨に耐え切れなくなっていることは、なんとも皮

加えて、浸透ますなどの雨水浸透施設を併用するこ

肉なことである。今後、豪雨となる機会が増え、しか

とで、
「雨水を排出しない住宅」＝降る雨をその場に

も雨量も半端でないことを覚悟しなくてはならない事

一時ストックすることのできる家となる。このような

態に対し、私たちはどのように捉えていくべきであろ

小さな「雨のダム」が連鎖し、寄り集まって総体とし

うか。

て大容量の雨をストックできるようになれば、まち全
体が大雨の猛襲にも耐えうる場として形成されていく

ゲリラ豪雨に有効な策はあるのか？

であろう。

洪水対策の設備と言えば昨今、神田川や善福寺川の

地球温暖化、ヒートアイランド等、私たちの人為的

氾濫を抑える貯留量54万㎥の「神田川・環状七号線

行為が原因とされるさまざまな環境問題に直面する現

地下調節池」や、埼玉県東部で建設された「首都圏外

在、電気やガス、あるいは冷蔵庫や洗濯機等と同様に

郭放水路」などの公共の洪水防止施設がある。これら

雨水の貯留・浸透・利用も住宅の基本的な設備として

は、今までの常識を越える地下の巨大構造物である。

完備していくことが、まずは災害から私たち自身を守

また、大型の商業施設やビル等の雨水貯留・浸透施設

るためにも有効かつ必要な策と考えられる。

の普及は年々増加してもいる。しかし、ゲリラ豪雨の
実例は、今後の対策としてはこれらで充分だとは言い
難いことを伝えている。

雨と上手に付き合えるまちをつくろう！
いつしか雨を嫌い、雨を捨て、雨を排除し続けた都

私たちは、一般住宅でも雨水の貯留・浸透を広げる

市こそが今、ゲリラ豪雨という大きな厄介者を生み出

ことこそが、豪雨にも向き合うことのできる有効な手

してしまったのかもしれない。この得意な気象現象を

段であると考えている。現在戸建て住宅における雨水

災いとして迎えないためには、私たちひとり一人が、

の貯留・利用というと一般的に最も普及しているのは

今一度日頃からの「雨」との付き合い方を考え、変え

200ℓ前後の雨水タンクであるが、実は豪雨への対策

てみる必要がありそうだ。

として考えると、役不足であるのは否めない。
住宅1戸の屋根面積を60㎡と仮定した場合、その屋
根に降る（ピーク時の）雨10㎜を一時的に貯留した
いと考えた時、600ℓ（風呂桶約3杯分）の容量が必
要と計算できる。またみなさんの住まいに（戸建ての
住宅ごとに）貯留量１㎥以上の雨水タンクがあれば、
流出抑制にある程度の効果をもたらすことができると
言われている。（むろん1時間に50㎜を超えるような
豪雨にも効力を発揮するには、相当に大きな貯留容量
が必要となるが。）その分、次の大雨に備え、雨水タ
ンクをカラにしておかなければならない。したがって、
雨水タンクは多少容量の大きいものとして、溜めた分
は有効に利用して、洪水の恐れがあるときはタンクを
カラにして備えるような習慣も同時に必要となるだろ
う。
しかしそこにこそ、大切な観点があると考えられる。
人の暮らしにおいては日々大量の水が使われている。
このうち、例えば、庭への散水はもちろんだが、水洗
トイレや洗濯等溜めた雨水を活用していくライフスタ

自らの手によって築かれる豊かなまちの姿を想い描
こう。これからも都市化したまちに暮らし続け、雨に
強いまちを求めるのは、私たち自身である。
大西 和也 Ohnishi kazuya

あまみず編集委員
雨水利用事業者の会会長
株式会社タニタハウジングウェア

ＣＳ推進課

雨水利用担当

（編集部注）

*1「ゲリラ豪雨」は気象学的には明確な定義はありません。一般的に直
径10kmから数十kmの狭い範囲で、時間降雨50㎜を超えるのに発生の
予測が難しく、まさしく「ゲリラ」的に襲う「集中豪雨」の一つの形
4 4 4
態です。今夏はこの「ゲリラ豪雨」が頻発し、言葉も市民権を得てい
るようです。本誌でも「ゲリラ豪雨」と呼んでいきます。
*2「1時間雨量」とは、この雨の強さで1時間降り続いたとするとこの
くらいの降雨量になるという一時的な「雨の強さ」を表すもの。

参考文献・資料等

朝日新聞 2008年9月18日掲載記事「ゲリラ豪雨どう備える」
気象庁 気象統計情報（アメダスデータ他）
〃
災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象の
とりまとめ資料より
「平成20年8月末豪雨」
（9月2日速報）
〃
解説用資料「雨の強さと降り方」
ゲリラ豪雨 ヒートアイランド現象から地球温暖化 砂漠化 水問題 異常気
象を考える http://mirueru.org/
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ゲリラ豪雨で豹変した
神戸市民憩いの川
－ 2008.7.28 都賀川－

2008年7月28日。神戸市の街中を流

う記録がある。1時間に換算すると、144㎜、

れる都賀川（とががわ）はゲリラ豪雨
によって急に水かさが増し、5名の犠

102㎜となる。この値は、気象庁のレーダー

牲者が出ました。この水難事故の調査

る。

にあたる神戸大学の藤田一郎教授*にお
話を伺いました。
高橋 朝子（あまみず編集委員）

降雨ナウキャストのデータとも一致してい

川に親しむからこそ安全に配慮を
都賀川は極めて急勾配の短い河川であ
る。六甲川と杣谷川の合流点から河口まで

あっという間の出来事だった

1.8km、約50ｍの高低差があり、そこに市

都賀川は表六甲水系といって、六甲山か

街地化してしまった比較的広い範囲からの

ら大阪湾に注ぐ24本の川の一つだ。六甲

雨が雨水幹線を通じて18箇所から入り込む

川と杣谷川（そまたにがわ）が合流した直

ため、洪水の際には降った雨は数分で海に

ぐ下流にある甲橋（かぶとばし）付近の映

到達する。このような要因の上、さらに親

像を見せていただいた。事故当時の様子が

水公園として川に配置された飛び石などが

はっきり分かった。

障害となり、一気に水の深さが増幅された

７月28日午後２時30分頃、浅い水深の川

のだ。他の市内の河川も同様に急な増水を

面を楽しみながら、大人と子どもが入り混

していたのだが、都賀川は特に顕著であっ

じって水遊びを楽しんでいた。夏らしい強

た。

い日差しが急に弱まり、黒い雲が俄かに空

都賀川は、かつて鮎が遡上するほど清冽

を覆い、雷が鳴り出した。「あっ！来るな」。

な川であったが、1975年前後には水質汚

人々は帰り支度を始めた。2時32分、雨が

濁がひどかった。住民たちは地道な自然再

降り出した。2時40分、バケツをひっくり

生運動を展開して行政を動かし、1983年

返したような雨になった。2時42分、川の

には親水公園が完成した。1995年の阪神・

様子が急に変わった。川幅いっぱいに流れ

淡路大震災の際は川の水が食器洗いや洗濯

る水の上をさらに白い波のように水が走っ

にも利用され、市民にとって身近で愛着も

ていく。津波のように急に流れが伝わる「段

強い川である。藤田教授は、川に親しむこ

波（だんぱ）」という現象である。橋の下

と自体は非常に良いことだが、同時にどの

にある雨水幹線からは口径いっぱいにドー

ような情報提供をすれば市民が水難、洪水

ドーと水が吐き出される。2時50分、水位

に備えられるか、あるいはいざ川に取り残

は134cmに達した。2時52分、雨は少し弱

された時にどのような工夫があれば堤防か

まった様子になるが、直ぐにまた激しくな

ら安全に避難できるかなど、安全にも配慮

る。3時、雨が弱まって川岸の歩道が見え

した川づくりをしていかなければならない

始めた。3時30分、さらに水が引いて川底

と語った。

の石が見える。3時55分、消防車が橋を渡っ
ていく。流された人の救助に向かっている
のか？

4時、雨が小降りになり、川岸の

歩道を傘を差さずに歩く人が見えた。
8月27日の産経新聞によると、この間都
賀川では52人の人が川にいて、増水により
11人が取り残されたり、流されたりしたと
2008年7月28日午後2時32分、雨が降り出した。豹変し
た都賀川は、2時50分には水位1.34ｍに達した。1時間後
消防車が橋を渡っている頃には、すでに川は元の姿に戻
りつつある。
（藤田一郎教授提供）

いう。浅瀬に乗り上げて付近の人に引っ張
りあげられたり、持っていたリュックを浮
き輪代わりに助かった人たちもいたが、不
幸にも5人の方が亡くなってしまった。
藤田教授によると、このときの雨は六甲

*藤田 一郎 Fujita Ichirou
神戸大学大学院工学研究科教授。
今回の都賀川の水難事故の土木学
会調査団の団長。降雨と川の流れ
の変化を観察して流量等の計測を
する「河川画像工学」等を研究。



山の山頂ではなく、山麓一帯で強く降った
そうだ。神戸市役所が10分ごとに測定する
雨量計のデータによると、石屋川の鶴甲（つ
るかぶと）で午後2時40分24㎜、都賀川の
永峰（ながみね）で午後2時50分17㎜とい
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都賀川の集水域は比較的広い。モニター写真に写る甲橋は六甲川と杣
谷川の合流点の直ぐ下流にある。
（藤田一郎教授提供資料を一部加工）
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なぜ増えているのか？
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平沼 洋司（気象予報士）

2008年の夏は「猛暑と豪雨の夏」

大幅に増加しているのである(図1参

分からないゲリラ的な豪雨が日本各

照)。

地で頻発しました。「気象が、雨の
降り方が、おかしい！」と誰もが感
じた異常な豪雨の気象学的現象を

豪雨の実態

弱かった。②それに対して梅雨の時
期に現れるオホーツク海高気圧が強

この夏の全国の59観測地点で１

弱を繰り返しながら夏を通して居座

図２ 2
 008年の夏の大気の流れイメージ図
オホーツク海高気圧から吹き出す南東流と低気圧
へ吹き込む南東流が一緒になって太平洋上の暖
かく湿った空気を日本列島へ運んだ。（平沼作成）

時間当たりの降水量が過去の観測
記録を更新した。なかでも8月29日

り、豪雨の頻発した7月下旬と8月
下旬に強まった。③さらに、太平

気中により多くの水分を含む。日本

の愛知県岡崎市では146.5㎜／時を

洋高気圧があるべき日本の南海上に

全体が亜熱帯や熱帯地域のようにな

観測、これは過去の１時間降水量の

は低気圧が居座った。④このオホー

れば強い雨も降りやすくなる。遠因

中で７番目の記録であった。一方、

ツク海高気圧から吹き出す南東の風

にはこの人為起源とも言われる「地

この夏は8年ぶりに台風の上陸がな

と、低気圧へ吹き込む風が収れんし

かったことも特徴のひとつであろ

て太平洋上の暖かく湿った空気を日

球温暖化」の影響が大きくなって来
ているように思われる。

う。

本列島へ大量に運んだ。これがゲリ

向にある。気象庁によると、全国

ラ豪雨をもたらした気象的現象であ
る。

「都市化」
も豪雨の要因なのか？

約1300カ所のアメダス観測地点で

では、なぜオホーツク海高気圧が

む」といわれるように、大雨を降

１時間降水量が80㎜以上の大雨が

２ヵ月も居座り、日本の南海上に低

らせる積乱雲は通常、移動してい

観測された回数は1998 ～ 2007年の

気圧が出来たのか？この原因は、①

く。だが最近の都会では次々と発達

10年 間 で 平 均18.5回、 そ の 前 の10

台風の発生場所であるフィリピン東

する積乱雲が一カ所に留まることが

年間の平均11.1回に比較して約1.6

海上に高気圧ができ（これが台風の

多くなった。そのため局所的な豪雨

倍に増加している。また、１時間に

発生を少なくした）
、②この影響で

となってしまう。その現象には都市

100㎜以上の豪雨回数も、10年間で

日本の南海上に低気圧ができ、③上

化が深く関係していると言われる。

比較すると98 ～ 07年は69回、その

空を流れる強い偏西風が梅雨時のよ

暖まった都市の大気は、積乱雲を発

うに蛇行しオホーツク海高気圧を発

達させる上昇気流をより一層強くす

達させた(図2参照)。さらに、④春

る。高層ビル群などにより風の流れ

先のシベリア付近の天候や、遠くイ

が変わり、風の収れんがある地域に

ンド洋の海水温の状態がフィリピン

集中しやすくなる場合もある。

㪈㪋

㪈㪌

㪇

㪈㪈
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ゲリラ豪雨の原因は何か？①暑い
夏をもたらす太平洋高気圧の発達が
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豪雨の原因遠因は「地球温暖化」
？

探ってみましょう。

ゲリラ的豪雨はここ数年増加傾

㪌

前の10年間は23回で、実に３倍と

といえます。特にどこで発生するか

㪉

㪉
㪇

㪈

㪉

㪎
㪌

㪌㪌
㪊 㪊㪊

㪉 㪉
㪇
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㪌

㪊

㪈

付近の天候に関係したことなど、い

地球温暖化や都市化などの、人為

ろいろな条件が複雑に関係しあって

を起源としてもたらされる豪雨の頻

いることが見えてくる。

度が今後さらに高くなるのでないか

このように地球大気の流れは、微
妙なバランスの上で成り立ってい
る。何かの要因が加わると変化をき

図1 全国のアメダス約1300観測地点で１時間に100ミリ以上の降水
量を観測した回数の経年変化。近年、回数が多くなっていることが
分かる（アメダスは1976年に観測開始。2008年は９月８日現在）

昔から「夕立はちょっと待てば止

たすが、
「温暖化」もその一つと考
えられている。気温が高くなれば大

と懸念される。
平沼 洋司 Hiranuma Youji

気象予報士、元気象庁予報官、現在は朝日カ
ルチャーセンター講師、
「雨の事典」
（雨水市
民の会発行）共同執筆者

大雨と雷をもたらす積乱雲
雷雨や豪雨は発達した積乱雲が引き起こす。積乱雲はひとつの大きな雲の塊に
見えるが、
実際には複数の積乱雲が共存している。
個々の積乱雲は発達期、
成熟期、
衰退期という３段階の生涯を約30分から１時間で巡る。ひとつの積乱雲が消滅
する前に、積乱雲から吹き出る冷たい空気と、流入してくる暖かい空気によって
新しい積乱雲が次々に発達する。発達した雲の中では正負に分かれた電荷の間に
大きな電位差ができるが、これを解消するため火花放電が起こる。これが雷。雲
積乱雲は十数分ごとに次ぎ次ぎ発達していく
出典：「一般気象学」
（小倉義光著、東京大学出版会1999年）

頂の気温が－20℃より低いと発雷するといわれ、積乱雲が発達するときには上
空に寒気がある場合が多いので、豪雨と発雷はよく共存する。

（平沼 洋司）
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特集 Feature

雨水貯留浸透は
洪水防止に役立つ！

災害と雨
Disaster

戸建住宅における雨水の貯留・浸透・利用設備
住宅にも普及すれば洪水防止の一役となる。

屋井 裕幸（社団法人 雨水貯留浸透技術協会）

雨水貯留浸透には、雨を一時的に

川の合流点近くの低平地において、

貯留してゆっくり流したり、貯めた

開発面積約12.8haに288戸の低層住

雨水を利用する「貯留*1」という方

宅（諏訪野団地）の開発が行われま

法と、雨を地中に浸み込ませて地下

した。開発前は、水田が広がる平坦

水とし、できるだけ川や下水道に直

地で両河川の遊水地として機能して

*2

接流さない「浸透 」という方法が

いました。水田の客土を除けばその

上を占める住宅地と道路において、

あります。これらは都市の洪水対策

下に透水性が良い地層が堆積してい

平均して約20㎜程度の貯留高を確

としてどのような可能性があるので

たので、盛土にも透水性の良いビリ

保し、雨水流出のピーク近傍にて貯

しょうか。

砕石を使用し、宅盤全体を浸透性の

留すること（ピークカット）がで

高いものにしました。その結果、約

きるならば、この地下調節池と同じ

雨水貯留浸透施設の流出抑
制効果の検証

60㎜分の雨を宅盤や浸透施設の砕

ような効果が得られると示唆されま

石等の空隙にため込み、また1時間

す。宅地や道路の集水面積100㎡に

宅地や団地の開発がさかんに行わ

に約90㎜の雨を浸透させることが

対し2㎥の貯留量換算となります。

れた昭和40年代から、開発後の雨

できるため、約4300㎥必要だった

また、浸透施設（ベースカット）と

水流出増対策として「調整池」等の

調整池の容量を約100㎥までに減じ

併用することにより、この貯留量を

貯留施設の設置が進められてきまし

ることができました。1998年、8月

減少させることができることは言う

た。しかし、「調整池」は放流先の

26日からの6日間で総雨量310㎜の

までもありません。

状況によっては、非常に巨大な容量

降雨が観測されましたが、地区外へ

また、雨水貯留浸透施設が普及す

が必要になり、土地の有効利用が大

の表面流出は殆ど計測されず、雨水

ることは、他に地下水涵養・湧水保

変阻害されました。そうした中で、

貯留浸透施設が完璧に機能している

全効果、土壌の乾燥化防止による植

調整池の容量削減や雨水流出量その

ことが実証されました。

物育成効果、そして気温や地温の調

ものの削減を図るため、降った雨を

このような事例から、雨水貯留浸

その場で貯めたり、浸透させる小規

透施設を、土地利用を勘案しながら

模な雨水貯留浸透施設（浸透ます、

都市内に数多く分散させて設置する

近年の気候変動に伴う異常豪雨の

浸透トレンチ、透水性舗装など）が

ことが、何処に降るか分からない局

頻発と人身事故の発生を考えれば、

登場しました。

地的豪雨への有効な対策の一つにな

局地的豪雨対策は非常に緊急性を要

ると考えられます。

するものです。効率の良い雨水貯留

日本で初めて本格的にこのオンサ
イト型の雨水貯留浸透施設を導入し
たのが、東京都昭島市にある昭島つ
つじが丘ハイツです。設計浸透強度
で約5㎜ /時、設計貯留高で約20㎜

節効果など、都市の水循環の改善に
繋がっていきます。

浸透施設の開発や、雨水利用施設に

集中豪雨対策として貯留浸
透施設を面的に広げる

おいても降雨予測に基づいた事前放
流・ピークカット貯留を可能とする

2005年9月4日から5日にかけて東

ＩＴ技術など、治水効果を発揮させ

の貯留浸透施設が導入されました。

京の中野区や杉並区で集中豪雨（総

る技術開発を進め、早急な普及の拡

1981年の供用開始から、雨水貯留

雨量263㎜ , 時間最大112㎜）による

大が望まれています。

浸透施設の流出抑制効果を継続して

浸水被害が発生しました。東京都は

調査していますが、同団地内の施設

この時、環状7号線の地下調節池に

を設置した地区（約1.32ha）とそう

完成間近であった第二期分にも18

でない地区（約1.86ha）の観測デー

万㎥の緊急取水を行い、第一期分と

タを比較すると、雨水の総流出量が

合わせて約42万㎥を貯留して、浸

平均して約5分の１に低減されるこ

水面積を約50haに半減できたと試

とが確認されています。25年以上

算しました。地下調節池が完成す

の長きにわたり特別な維持管理をし

ると計画貯留量54万㎥となり、そ

ないで施設の機能が維持されている

の上流域の集水面積約50㎢に対し、

ことはすばらしいことです。

約11㎜の貯留高を持つことになり

また、今から約10年前に、福島
県伊達町において、摺上川と阿武隈


ます。
これをもし、都市の中で約半分以
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（編集部注）
*1 貯留施設:「調整池」
、地下に設置される大口
径の「雨水貯留管」
、コンクリート製の「プ
レキャスト式地下貯留槽」
、
「地下空隙貯留
槽」
。中規模なものに公園･・駐車場などの「表
面貯留」
、建物間の窪地貯留など。
*2浸透施設：浸透ます、浸透トレンチ、浸透側溝、
浸透マンホール、浸透池、浸透性舗装など

屋井 裕幸 Okui Hiroyuki

社団法人 雨水貯留浸透技術協会 技術第二部長
東京都千代田区麹町3-7-1半蔵門村山ビル5階
http://www.arsit.or.jp
1959年奄美生まれ。土木技術者、26歳の時に
雨水貯留浸透の研究開発に遭遇。2000年から
現協会にて本技術の普及に取組む。

東京都における地下空間への
浸水対策について

特集 Feature

災害と雨

―地下空間浸水対策のガイドラインの策定―

Disaster

片岡 正造（東京都都市整備局都市基盤部施設計画課長)

いざ洪水となったときに、特に地

通勤・通学客や買い物客等に加え、

下空間が多い都市部では逃げようが

災害時要援護者（高齢者、外国人、

ないところも多くあります。東京

障害者等）も含まれているなど不特

都では、洪水時の地下対策として

定多数に及びます。

2008年9月に「東京都地下空間浸水
対策ガイドライン」*を策定しました。

一方、個人住宅は地下室や半地下
構造が年々増加傾向にあるなど、生
活と地下空間は密接な関係にあるも

東京都の豪雨対策への取組状況
近年全国で局地的豪雨が頻発し、

のの、危険性については十分認識さ
れておらず、過去には地下鉄の冠水

甚大な浸水被害が発生するなど社会

による混乱や、個人住宅の地下室で

的な問題となっています。東京都に

死亡事故も発生しています。

1999年8月29日 渋谷地下街の浸水
出典：東京都総合治水対策協議会「水害のない
まちづくり」平成18年4月

報収集、
避難方法等の「ソフト対策」

おいても2005年9月に時間100㎜を

地下空間における浸水は、避難路

超える豪雨により、約6千棟に及ぶ

が浸水流入経路と重なる可能性があ

地下街等の出入り口のマウンドアッ

甚大な浸水被害が発生しました。こ

ること、水圧でドアが開かなくなる

プや、排水ポンプの設置、浸水時の

のことを受け東京都は、2007年8月

場合があることなど、地上の浸水に

漏電防止のための電源の耐水化等が

に東京都豪雨対策基本方針を策定し

比べ人的被害の危険性が高まりま

挙げられます。

ました。方針では「河川整備、下水

す。また、地下空間の大きさにより

また、ソフト対策には各自治体か

道整備」の公助に加え、自助・共助

危険の質が異なります。地下街等の

ら配信される総合的な防災情報や、

を促進する視点に立って、雨水浸透

場合、不特定多数の利用者によるパ

リアルタイムの降雨情報等をイン

ます等を設置する「流域対策」や、

ニックや、災害時要援護者への対応

ターネット、電話や防災無線によっ

浸水危険度等の情報周知、高床建築

の遅れから被害が拡大する可能性が

て収集する方法、さらには、避難方

等を推進する「家づくり・まちづく

あります。中小ビル等は管理者が常

法強化策として避難確保計画の策定

り対策」等の取組みを示しています。

駐していない場合もあり、浸水に気

や、地域と自治体が連携した水防訓

今回東京都は、この基本方針に基づ

付くのが遅れ被害がさらに拡大する

練等があります。

き「東京都地下空間浸水対策ガイド

可能性があります。一方、個人住宅

ライン」を策定し、浸水被害に強い

の場合は、
地下の容量が小さいため、

家づくり・まちづくりを推進するた

浸水が始まると短時間に水位が上昇

今後、都や区市は本ガイドライン

め、地下空間での具体的な浸水対策

するので、特に地下室を居住空間と

を活用し、地下空間への浸水対策を

等を取りまとめました。

している場合は、人的被害等の危険

推進し、浸水被害に強い家づくり・

性が高くなります。(図1参照)

まちづくりを実現していきますが、

地下空間利用の実態と危険性

にまとめています。
ハード対策には、

地下空間対策の実現に向けて

その場合、地下施設の管理者や都民

都内には、新宿等のターミナル駅
周辺にある大規模地下街や、約280
箇所もの地下鉄の駅があり、地下鉄

ハード・ソフトの両面から
防止・軽減対策を提示

等の方々の理解や協力が不可欠で
す。都は、これら区市、地下施設の

今回策定のガイドラインでは、対

管理者や都民等と連携して、都民が

は1日約800万人（2006年度）が利

策を施設整備、設備の強化といった

安全に安心して地下空間が利用でき

用しています。これらの利用者は、

「ハード対策」と、浸水に関する情

るよう取組んでいきます。
最後に、本ガイドラインをまとめ

図1

る上でご協力を頂いた、地下空間管

地下空間が浸水した場合の危険性（「東京都地下空間浸水対策ガイドライン」より抜粋）

地下室では地上の様子
がわかりません。

地上が冠水すると水が
一気に流れ込んできます。

水圧でドアを開けること
ができなくなります。

浸水すると停電して
電気が消えます。

!!

理者の方々や消防庁などの皆様にこ
の場を借り御礼を申し上げます。
* 東 京 都 地 下 空 間 浸 水 対 策 ガ イ ド ラ イ ンURL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/
h20/topi046.htm

片岡 正造 Kataoka Shozo

東京都都市整備局都市基盤部施設計画課長
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話03-5388-3295

図：地下空間が浸水した場合の危険性
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災害と雨
Disaster

阪神･淡路大震災と「水」

人と防災未来センター企画展「水と防災」
レポート
取材：高橋

左 1995年1月17日／震災発生当日、消防隊員
による消火活動の様子：神戸市長田区
右 1995年1月25日／発生から９日後、避難所
での給水活動：西宮市立高須南小学校
提供：人と防災未来センター資料室

朝子（あまみず編集委員）

兵庫県神戸市にある、阪神・淡路大

風呂･洗濯･トイレなど生活用水が不足

ダメージを受けた時の脆さは、依然と

震災記念 人と防災未来センターでは

した。自衛隊や企業・民間ボランティ

して改善されていないのではないか。

現在、雨水市民の会も協力した企画展

アなどの給水活動は、上水道の復旧に

展示では、市民個人から始められる

「水と防災」を開催している。ここは、

要した約2 ヵ月間で給水車延べ約3万

方法として、水にちなんだ防災グッズ

「1.17は忘れない」をキャッチフレーズ

台にも上ったという（当時、当会雨水

である非常用飲料水や給水タンク、浄

に、1995年1月17日に発生した阪神･淡

市民の会でも雨水タンクを長田地区等

水器、簡易トイレなどが展示される中

路大震災の記録と防災・減災の情報を

に100基設置し、被災者の給水支援に

に、
「雨水タンク」や「雨水貯留浸透設

発信するミュージアム施設である。

尽くした。）。被災者の日課となった1

備」も紹介されている。年間50万人以

災害と水との関連性をテーマにした

日数回の水汲み、水運びは大きな負担

上が訪れるという施設におけるこの企

本展は、地球温暖化と強大化する風雨

となり、エレベーターが止まったマン

画展を機に、防災の視点からも雨を意

災害や、今昨夏の日本でのゲリラ豪雨

ションの住民は重いポリタンクを階段

識し、
「ライフライン」ならぬ「ライフ

などにも触れ、今日の水問題を防災の

で運ばざるを得なくなった。

ポイント」としての雨水の重要性が広

観点でアプローチしている。
とりわけ、13年前の震災時、被災地

が、トイレであったことにも触れてい

でどのような水問題があったのかを紹

る。上下水道ともに止まり水洗トイレ

介するコーナーが目を引く。

が使えなくなったことにより、仮設ト

大震災当日、兵庫県下9市5町で断水

イレはピーク時で550箇所、3,000余基

率は90%となった。特に人口が集中す

が設置されたという。誰もが身につま

る神戸・芦屋・尼崎市では100％が断水。

される問題だ。

この非常時に、まずは必要だった火災

さて、あれから13年を経た今、その

の消火用水、病院等での医療用水が不

教訓は活かされているだろうか。都市

足した事例を紹介している。

の暮らしが「ライフライン」と呼ばれ

また避難生活では、飲料水のほか、

く一般に伝わることが願われる。

生活用水で最も困ったことのひとつ

（2008.9.19 取材）

施設外観

る社会基盤に頼り過ぎ、もしもそれが
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
 館時間：9:30 ～ 17:30（入館は16:30まで）土日は9:30 ～ 19:00（入館は18:00まで）
開
入 館 料：防災未来館、ひと未来館単館500円、両館共通800円
休 館 日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）・年末年始の12/31と1/1
所 在 地：神戸市脇浜海岸1－5－2（HAT神戸内）
http : //www.dri.ne.jp/ TEL : 078-262-5050（観覧案内）
●企画展「水と防災」は防災未来館２F・ギャラリーで2009年1月18日（日）まで
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上左 温暖化との因果も指摘される今
夏の国内水害を振り返る。
上右 震災時の水問題
下 個人で備える事のできる水にちな
んだ防災グッズを紹介。雨水タンクや
雨水貯留浸透設備も並んだ。

ミャンマー上陸直前で発達のピー
クを迎えたサイクロン ｢ナルギス｣
（2008年5月2日06時UTC）
。コース
がミャンマーの湿地帯で人口密度の
高い地域を通り抜け、最悪なコース
となった。死者・行方不明者は13
万8000人。

特集 Feature

災害と雨
Disaster

世界で水害が増加する
高橋 朝子（あまみず編集委員）
近年、日本では集中豪雨が頻発し

では災害発生件数、被害額、死者数

ていますが、世界的にも同様の傾向

で世界の4 ～ 6割、被災者数の約9

があります。地球温暖化の社会・経

割と大きな割合を占めています(図1

済等における影響や適応策について

参照)。

評 価 を す る、IPCC第4次 報 告 第2作

ま た、NatCat SERVICE(ミ ュ ン ヘ

業部会報告が2007年4月に出されて

ン再保険会社ジオ・リスク・リサー

います。このなかで中緯度と半乾燥

チ部門の自然災害データベース)に

低緯度地域では干ばつが増加し、数

よると、2007年は自然災害が960件

億人が深刻な水不足に直面、沿岸

と過去最高値であり、その4分の3

域ではわずかな気温上昇でも洪水と

以上が暴風や洪水によるものであっ

暴風による被害が増大するだろうと

たとしています。

予測しています（「あまみずno.48」
P11参照）。また、とくに今後はア
ジアの南・東・東南アジアの人口密
集のデルタ地域で洪水が増加するこ

参考までに1996年以降の主な自
然災害を表1に示します。
今後、極端な天候の変動による洪
水、干ばつが頻発するようになると、

とが予想されています。これが、予

「サイクロン･シェルター」の建設や

想ではなく実際に現実となっている

迅速な情報伝達の方法など、減災の

ようなデータがあります。

ための手法をさらに普及しなければ

「平成20年版防災白書(html版)」*

ならないでしょう。バングラデシュ

は、 過 去37年 間(1970年 ～ 2006年)

での雨水タンクの普及も、その一つ

の世界の災害について分析していま

として考えられます。
（写真参照）

す。災害の発生件数は増加傾向にあ
り、最近の10年間は、1970年代に

*http://www.bousai.go.jp/hakusho/

比べると死者数は0.7倍と減ってい

h20/index.htm

るものの、発生件数、被災者で約3
倍に増加しています。とくにアジア

図1 世界の自然災害発生頻度及び被害状況の推移（年平均値）
出典：
「平成20年版防災白書(html版)」
（内閣府）より
年

災害の種類

1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2001
2003
2003
2004
2004
2004

洪水／台風
熱帯性暴風雨／洪水
地震
洪水
洪水
台風
地震
洪水
地震
洪水／地すべり
サイクロン
洪水
津波
ハリケーン
ハリケーン
地震
地震
地震
サイクロン
洪水
地震
地震
地震
地震
洪水
洪水
ハリケーン

2004

地震・津波

2005
2005
2005

洪水／地すべり
ハリケーン
暴風雨

2005

ハリケ－ン／洪水

2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007

地震
地すべり
地震・火山噴火
台風
大雨・洪水
洪水・地すべり
サイクロン

死者・行方
国
名
不明者(概数）
中国南部7省、北部及び北西部5省
2,800
ベトナム
1,000
イラン
1,600
インド
1,400
ソマリア
2,000
ベトナム
3,700
アフガニスタン
2,300
中国
3,700
アフガニスタン
4,700
インド
3,000
インド
2,900
バングラデシュ
1,000
パプアニューギニア
2,600
ニカラグア
3,300
ホンジュラス
13,700
コロンビア
1,200
トルコ
15,500
台湾
2,300
インド
9,500
ベネズエラ
30,000
インド
13,805
エルサルバドル
1,159
アルジェリア
2,266
イラン
30,000以上
ハイチ
2,665
インド、バングラデシュ、ネパール
2,000
米国、ジャマイカ、プエルトリコ、ハイチ
3,000
スリランカ・インドネシア・モルディブ・イ
ンド・タイ･マレーシア・ミャンマー・セイ
229,652
シェル、ソマリア、タンザニア、バングラデ
シュ、ケニア
インド
1,503
米国
5,336
インド、バングラデシュ
4,049
グアテマラ、エルサルバドル、メキシコ、
1,597
コスタリカ、ニカラグア
パキスタン、インド、アフガニスタン
74,651
フィリピン
1,122
インドネシア
5,778
フィリピン
1,496
インド
1,752
バングラデシュ
1,152
バングラデシュ
4,234

表１ 1996年から2007年の間の主な自然災害の状況
「平成20年版防災白書(html版)」
（内閣府）より作成

注目の一冊

Newton（ニュートン）10月号

特集「温暖化で巨大化する台風、ハリケーン、サイクロン」
ニュートン プレス 定価1000円（税込）

2007年11月にバングラデシュを襲ったサイクロン「シドル」の被災の様子。死者・行方不明者は約4,000
人。被災地で、以前雨水市民の会が設置した雨水タンクは健在で、被災民の飲み水の確保に役立った。
（いずれも会員のスバハジョチ・サマダーさんが撮影）

今年の日本の雨は、地域集中型のゲリラ
豪雨が目立った。熱帯地方の暖かい海で
発生する熱帯低気圧は、世界各地で台風、
ハリケーン、サイクロンなどさまざまな
名前で呼ばれている。特集のPART1・2で
は、大気の渦や熱帯低気圧の発生のメカ
ニズムなどを詳しく解説している。どの
ようにして積乱雲が作られるのか、台風
とトルネードの違いや用語の説明などが
あるので天気図の見方や気象情報にも理
解が深まる。PART3では温暖化によって台風のメカニズムがどのよ
うに影響を受けるか最新の研究を紹介している。カラー画像を多く
取り入れているのでわかりやすい。
（早坂 悦子）
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特集 Feature

災害と雨
Disaster

四川大地震後の人々の
暮らしと水
－ 民間企業による海外震災支援 －

福田 章一（株式会社ウェルシィ代表取締役社長）
2008年5月12日に発生した四川大

さらに山岳部では、地盤崩落や土砂

安全で入手し易いペット・ボトルの

地震よって、死者・行方不明者数9

崩れ、落石が相次ぎ、多くの方々が

ミネラル・ウォーターですら高額で

万人超、現在も数十万人が避難生活

生き埋めとなっていました。その状

購入できない被災者が多いためで

を余儀なくされています。震災直後

況を目の当たりにし、
我々の使命が、

す。装置導入後は天候に拠らず、清

からしばらくの間、被災地の住民は

病原菌やバクテリアを除去した安心

潔で安心して摂取できる飲料水を

河川水や地下水、雨水を生活用水と

かつ安全な飲料水を提供し、喫緊の

利用することができるようになりま

して使用し、飲料水は支給されたミ

課題である感染症の蔓延を防止する

した。膜ろ過処理水を初めて手にし

ネラル・ウォーターに依存している

事であると痛感しました。

た被災者の驚きと喜びに満ちた表情

状況でした。弊社では、中国国家建

支援の緊急性から、7月初旬に早

は、弊社にとっても厳しかった支援

設部及び日本の厚生労働省・水団連

速飲料水供給装置の現地設置を開

活動の苦労が報われた瞬間でもあり

からの要請に応える形で、四川省綿

始。40℃を超す炎天下など制約の

ました。

陽市周辺で現地水源を利用した飲料

多い被災者キャンプゆえ厳しい作業

無償提供した飲料水製造装置は被

水供給装置（膜ろ過処理）の無償提

環境ではありましたが、7月下旬に

災者だけでなく、現地の政府関係者

供を行いました。

安全な飲料水を無事供給する事がで

からも大きな感謝を受けており、国

きました。

内外のメディアにも大きく取り上げ

始めに行った事は先方のニーズを
的確に把握するための現地調査で

装置を無償提供した綿陽市安県秀

られました。今後は地下水だけでな

す。調査を行った6月時点では、震

水鎮の被災者キャンプでは、それま

く、雨水の利用などを積極的に推進

源地から100km以上離れた被災地

で雨が降ると黒く濁っていた地下水

し、より効率的で環境に配慮したシ

でも村落はほぼ壊滅状態に近く、ラ

を、厨房用水を含む生活用水や飲料

ステムを世界に提供したいと考えて

イフラインとなる給水設備や給水管

水として利用していました。この地

います。

は震災で大きく破損していました。

域は沿岸部に比べて貧困層が多く、

無償提供した膜ろ過式浄水装置

10

膜ろ過処理された飲料水を汲みにくる被災者キャ
ンプの住民たち
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福田 章一 Fukuda Shoichi
「地球環境向上企業」株式会社ウェルシィ
代表取締役社長
〒102-0083 東 京 都 千 代 田 区 麹 町4-8-1 麹 町
クリスタルシティ東館11階
電話番号：03-3262-2431（代表）
http://www.wellthy.co.jp/
地下水膜ろ過システムによる飲料水供給事業
で国内トップシェアを誇るパイオニア企業。
「地球環境向上企業」を社是に掲げ、水資源
の有効活用やヒートポンプなどの環境関連分
野へも事業を展開中。

雨水ネットワーク会議 事務局からのお知らせ

2009年８月、開催が決定
福岡市にて第２回「全国大会」
去る8月6日(水)、第一回雨水ネットワーク会議
全国大会が東京・墨田区のすみだリバーサイド
ホールにて開催されました。雨水ネットワーク会
議準備会が主催して行いました。
当日は約250名余りが参加し、会場の座席がほ
ぼ埋まる盛況さでした。高橋裕東京大学名誉教授
による基調講演「雨こそが地球を救う～雨水ネッ
トワーク会議に期待する」では、このネットワー
クで雨水の貯留・利用・浸透の総合的な施策を現
実のものとしていくことを期待したいと呼びかけ
られました。また、「雨と上手につき合う社会に
向けて～雨水ネットワーク会議がめざすもの」と
題したパネルディスカッションや、企業展示など
も行われました。

＊雨水ネットワーク会議世話人会は

以下の団体代表者で構成しています。

■参加団体：
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、NPO 法人雨水市民
の会
■アドバイザー：
国土交通省・環境省
■顧問：
高橋 裕（東京大学名誉教授）
辰濃和男（前雨水市民の会会長）

登録方法
・
問い合わせ

この全国大会の成功を受け、その後に開かれた
雨水ネットワーク会議世話人会＊では、これまで
雨水利用自治体担当者連絡会の幹事である墨田区
が担って来た事務局機能を、今後、雨水市民の会
に移行することが決まりました。新たな事務局運
営として、今後は早期にホームページを立ち上げ
るとともに、参加団体間の交流を活性化し、ネッ
トワークへのより多くの参加を呼びかける広報活
動なども行っていきます。
また、次回第二回の全国大会、および雨水利用
自治体担当者連絡会総会を、2009年8月6日、7日
の２日間、福岡市で、自治体及びNPO法人南畑ダ
ム貯水する会が中心となり開催することを予定し
ています。

会場に企業出展のコーナー
もあり、参加者は雨水貯留
浸透利用の最新技術につ
いて熱心に聞いていた。

●登録メンバー募集！あなたも参加しませんか？

気候変動などによる大渇水や大洪水、また大地震の到来及び都市のヒートアイ
ランド化や乾燥化に備え、雨水の貯留、浸透及び利用の総合的な推進がその切り
札として大きな期待を寄せられています。しかし、雨水の貯留、浸透及び利用に
関わる市民団体、企業、行政及び学会や研究機関の交流や情報交換がほとんど行
われておらず、情報の共有化も図られていません。
私たちは2008年8月6日、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、行政及び学会が集い、緩やかなネットワーク組織「雨水ネッ
トワーク会議」を設立しました。会議では、今後も活発な情報の交換と交流活動
を行っていきます。
この「会議」は誰もが参加できる、開かれた「ネットワークの場」を形成します（実
際に開催される会合のみを指すわけではなく、活動全体を推進する組織名称です。）
趣旨にご賛同の上、是非ご参加ください。多くの方・団体のご登録を心からお待
ちしております。

「雨水ネットワーク会議」のメンバーに登録を希望される方は、登録申込書*に記載のメンバー規約をご承諾
の上、郵送、ＦＡＸまたはメールで事務局までお申し込みください。個人・団体どちらでも登録できます。
*登録申込書は、雨水市民の会ホームページよりダウンロードできます。
【雨水ネットワーク会議 事務局】 特定非営利活動法人 雨水市民の会 事務局が担っています。
〒131-0032 東京都墨田区東向島1-8-1 Tel：03（3611）0573
Fax：03(3611)0574
E-mail office@skywater.jp
HP http://www.skywater.jp/

NPO 法人 雨水市民の会

2008 年度の活動項目

あなたも活動に参加しませんか？

会では、活動に参加してくださるメンバーを募集しています。会員でない方でも
参加できるものもあります。興味がある方、活動に参加してみたい方は、お気軽
に事務局までお問い合わせください。

①雨水に関する環境学習活動

（主にすみだ環境ふれあい館を会場に実施）
●雨に関する講演会「雨塾」の企画運営
●環境学習プログラム「雨と遊ぼうシリーズ」の制作と実践
●雨の絵本ひろばの開催（月１回の絵本の読み聞かせ会）
●墨田区の子どもたちとフィールドワークや環境学習をする
「雨水探検隊」活動の実施

② 雨と文化に関する調査研究活動

●雨に関する小説、俳句、浮世絵、映画などの研究
●研究成果をまとめて公開する冊子「雨と文芸」の編集・発行

③ 手作り雨水タンクプロジェクト

誰にでもできる（家庭の身近な材料で手作りできる雨水集水
装置による）雨水利用の普及活動
14

2008年8月6日（ 水 ）第 一
回雨水ネットワーク会議
全国大会。250名が参加。
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④雨水の有効活用に関する技術開発や技術者養成の推進
雨水利用の蛇口などに表示するラベルの開発、等

⑤国際協力・支援活動の推進

●バングラデシュでの雨水利用を支援する事業「スカイ
ウォータープロジェクト」
●国際協力事業の内容や意義を紹介する講座等の実施

⑥機関誌「あまみず」の編集・発行
⑦「すみだ環境ふれあい館」の施設運営
⑧「雨水ネットワーク会議」事務局の運営

産官学民の雨水に関するネットワーク会議の事務局業務

主な活動記録

予定・お知らせ

2008年7月下旬〜 10月

■すみだ環境ふれあい館活動
８/9（土）すみだ環境ふれあい館の夏休み企
画でロールプレーゲーム「水の大冒険」開催。
ふれあい館スタッフの蝦名晋一さんが子ども
たちを水の粒にして（？）大旅行に連れて行
きました。

8/23（土）
「雨水のふしぎ」楽しい実験教室。
齋藤賢之輔講師が、子どもたちを相手に雨が
降る仕組みを分かりやすく説明している。

◦7/20（日） 雨の絵本ひろば「絵本の読み聞かせとシャボン玉であそぼ
う」12名参加。
◦7/27（日） 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。バングラデシュを始め衛生的な水を求める人たち
に向けて、絵を多用してわかりやすく雨水利用の仕方やポイントを
示したマニュアルを紹介。10名参加。
◦8/2（土） 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：ふれあい館スタッフ。19名参加。
◦8/9（土） 夏休み環境学習プログラム1「水の大旅行」 講師：ふれあ
い館スタッフ。18名参加。
◦8/23（土） 夏休み環境学習プログラム2「雨水のふしぎ」講師：齊藤
賢之輔（神戸市水の科学館非常勤講師）。37名参加。
◦8/30（土） 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：ふれあい館スタッフ。11名参加。
◦9/21（日） 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」4名参加。
◦9/27（土） エコライフ講座①ドクトル雨水「やってみよう雨水利用」
講師：村瀬誠。墨田区が企画。
◦10/19（日）雨の絵本ひろば「絵本の読み聞かせと紙ねんどで指にん
ぎょう」4名参加。
◦10/5（日） 雨塾「雨を活かした緑化」講師：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）、安藤勝治（雨水市民の会
理事）。メンテナンスが楽な雨水利用による屋上緑化のハウツーとプ
ランタなどで使える自動雨水散水装置の紹介。10名参加。
◦10/19（日） 雨の絵本ひろば「絵本の読み聞かせと紙ねんどで指にん
ぎょう」4名参加。
◦10/25（土）・26（日） すみだ環境フェア（会場：すみだリバーサイド
ホール）に出展。

■その他の活動

8/23（土）
「雨水のふしぎ」水の力は絶大? 女
の子が濡れたハンカチ2枚を指で押さえただけ
なのに、大人がいくら引っ張っても離すこと
ができない。

◦7/31「雨と文芸第4号―俳句特集（2）小林一茶・蕉門の俳人たち」発行
◦8/24（日） 雨水探検隊「川に入って魚とってみよう」葛飾区の新八水
路に行く。32名参加。
◦9/6（土） 小平市環境フェアで手作りタンク展示と販売。田中清子、
高原、安藤理事参加。
◦10/4-5（土･日） すみだまつりで手作りタンク展示と販売。高原、糸
賀、伊藤、宗像理事、松本真理子会員参加。約800名に説明。
「 墨田
といえば“雨水”。でもやりたくても住まいがマンションで残念」とい
う声に、やりたい場所で誰もが雨水利用できるグッズの開発が必要
との感想。
◦10/25（土） 雨水探検隊「足立区生物園の見学」小動物とふれあった
り、荒川の魚の観察をした。21名参加。

■会議
◦9/1（月） あまみず編集委員会
◦9/18（木）「雨と文芸」企画会議
◦9/27（土） 理事会
◦9/29（月） 雨水ネットワーク会議世話人会 墨田区役所にて

◦8/17（日） 朝日新聞「社説」世界の水危機の中で紹介
◦8/23（土） 朝日新聞夕刊 ｢窓｣論説より「雨を生かす社会」で紹介
◦月刊「散歩の達人」10月号の取材 徳永・村瀬
◦9/7（日） しんぶん「赤旗」ためれば資源 流せば洪水 雨水特集
◦10/2（木） NHK国際放送 “Rain Day Solution”に墨田区環境保全課村
瀬主査、国土交通省下水道部久保係長出演
◦10/2（木） 韓国SBS放送が雨水利用で墨田区環境保全課村瀬主査取材
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◦11/9（日） 14:00 ～ 16:00 雨と遊ぼうシリーズ3
「水と火のかんたんサバイバル術」
講師：人見達雄 いざととうときの水や火のつ
くり方を体験
◦11/8（ 土） 13:00 ～ 15:30 墨田区エコライフ
講座②「グレートジャーニー」 企画：墨田区
◦11/16（日） 13:30 ～ 15:30 雨の絵本ひろば
秋の収穫を楽しむ会「おいもパーティ」
◦11/22(日) 13:30 ～ 15:30
墨田区エコライフ講座③「つくってみよう！太
陽電池」 企画：墨田区
◦11/30（日） 14:00 ～ 16;00
天水活用国際セミナー第3回「タイのジャイアン
トジャーと塩害対策としての天水利用」
講師：荒井忠徳。雨水市民の会が、昔から雨水
を飲用にしてきたタイの伝統的な雨水ジャー
とバングラデシュ沿岸でみられる塩害につい
て現地調査を行いました。この現地調査の報
告です。
◦12/21（ 日 ） 13:30 ～ 15:30
「クリスマス会」

雨の絵本ひろば

その他の会場
◦12/13(土)・14(日) 日本藝術文化環境書道展
NPO法人雨水市民の会より理事長賞（スカイ
ウォーター賞）として雨をテーマとした作品に
対して授与

■その他イベント
◦11/6（ 木）・7（ 金） 雨水貯留浸透技術講習会・
見学会「局所的豪雨（ゲリラ豪雨）対策－雨水貯
留浸透の活用」
見学は越谷レイクタウン、首都圏外郭放水路。
主催：（社）雨水貯留浸透技術協会。
申し訳ありませんが予約は終了しています。

■事務局からのお知らせ

■取材・報道関係

世界の空と人をつなぐ

■イベント
すみだ環境ふれあい館

編集後記
最近訪れた２つの国で、奇しくも雨水利用が
普通に行われているのを見て驚いた。１つは
マレーシア、もう１つはオーストラリア西部。
マレーシアではボルネオ島コタキナバル近郊
で見た高層の集合住宅が印象的だった。各戸
のバルコニーに強化プラスチック製の雨水貯
留タンクがずらりと設置されているのだ。一
般住宅で普及しているマレーシアに対して、
オーストラリアでは畑や農家の庭先で多く見
かけた。広大なこの国では雨水タンクのサイ
ズもきわめて大きい。地平線まで続く麦畑に
は貯留タンクと風車がセットで設置されてい
る。こちらは地下タンクとして活用される場
合も多いことがあとで判明。見た限りでは、
それぞれの国では大きさ、材質、形状が統一
されているのではないかと思うほど、どのタ
ンクもほぼ似通っていた。長年にわたる利用
で風土に合った最適なタンクが根付いている
ということだろうか。＜ SO ＞

当会「雨水利用の国際協力事業（バングラデ
シュ・スカイウォータープロジェクト）」に対
し、三井物産環境基金による助成が決まりまし
た。これにより2008年10月～ 2011年9月の3年
間の資金が確保できました。これによりバング
ラデシュでの雨水タンク普及に向けた事業をさ
らに充実させていきます。現地にスタッフを雇
い、今年中にタンクの普及型モデルを設置普及
する予定です。

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

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
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