特集： 天然の蒸留水、

雨の水質について
考えてみよう
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…グラスに注いだ
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どっちがどっちか、
わかるかな？
（答えは、本文に。）

Rain is Skywater.
Skywater is...

Natural distilled water.
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特集： 天然の蒸留水、

雨の水質について考えてみよう

- 雨水利用における水質 トイレの流し水に水道水を使うのはもったいない、金魚の水は塩素が含まれる水道
水では適さない、植物にも雨のほうがやさしい、災害時にも雨をためれば飲み水に
もなる、……そんな動機で雨水利用を始める人も多いでしょう。しかし、雨は酸性
雨だから危険だとか、ためると蚊が湧いて汚いと想像する人もいます。編集部は、
今回、改めて水質の視点から究極の雨水利用を探ってみました。( 編集部 )

ご自宅にためる雨水、
調子はいかがですか…？
巻頭レポート

実際に雨水利用をしている沖縄と東京の二人の方に、
その使い心地をレポートしていただきました。

わが家の雨水利用と水質①

天水でお茶を飲む

沖縄県・上原邸
上原

辰夫（沖縄県雨水利用市民の会事務局長）

雨は落ちる場所により違う扱いを受け、山に降ると上水、屋根に降ると中水で下水処理水
と同じ扱いである。しかし、
雨は天然の
「蒸留水」
、汚染の少ない水である。沖縄では雨水を「天
水」
「玉水」と呼び、天から授かる恵みに感謝と畏敬の念を感じてきた。「天水」を下水処理
水と同じ中水に位置づける発想が間違っている。清らかさが違うのだ。もっと安価で、簡易
に高度に利用できる水なのだ。雨はダムに降っても、屋根に降っても「上水」だと考えている。

●

那覇市

そこで我が家の雨水利用である。
我が家の雨水タンクは 6㎥である。屋根から集水し、網状ストレーナで
ろ過したものを台所、風呂場、洗濯機、庭に配管し、飲用水、食器・野菜
洗い、風呂、洗濯、植栽への散水（塩素入りの水道水より格段に良い）等
へ利用している。
雨水利用でいつも訊ねられるのは「コスト」と「飲めるのか」という点
である。コストについては、
「10 年で元がとれます」と答える。飲むこと
については、個人の判断にゆだねるしかない。お茶を天水で飲む 90 歳を
超えた母が元気なのが答えだと思っている。雨水がなくなりそうになると、
母はもったいないから散水の水を水道水にして欲しいと言う。天水で入れ

那覇市内の住宅地にある上原家。雨を集める
集水面は約80㎡。

たお茶は美味いのだ。風呂も洗濯も何の問題も発生していない。メンテナ
ンスは特にしていないが、雨の予報があると、タンクの底の栓を抜いて洗
浄する。
天の恵みに感謝し、その有効利用が求められている。今、発想の転換が
必要なのだ。雫は玉のように美しく、雨は有難いものである。
上原

辰夫 Uehara Tatsuo

沖縄県雨水利用市民の会事務局長。沖縄県における雨水利用を調査、沖縄の雨水
利用は全国一と自負している。沖縄の水と暮らしの関わりに興味があり湧水と地
域の関わり調査中。雨水は上水との視点で自宅での利用は低コスト、簡易、高度
利用が基本と考える。大型ダムからミニダムへ公共工事をシフト、水の自立と共
に投資効果の地域還元の視点で提案する。連絡先Ｅメール：info@oeel.co.jp
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初期雨水カットをしてから3㎥のステンレス
製雨水タンク2槽にためる。

わが家の雨水利用と水質②
●

豊島区

東京都・中臣邸

小さな家の
水の 2 割をまかなう
中臣

昌広（雨水市民の会会員）

私の家は、都内の住宅地のなかにある。屋根に降った雨を、玄関下の地
下雨水槽（6㎥）にためている。利用用途は、
植木の水やり、トイレの流し水、
メダカの水槽の水などだ。3 人家族の水使用量の約 2 割をまかなう。
雨水利用を始めて感じるのは、東京都内であっても小さな屋根で思った
以上に雨が貯まることだ。私の家の屋根は約 35㎡だ。東京都の一戸建ての
平均屋根面積の 6 割にも満たない。それでも、毎月の貯水率をみると、ほ
とんど 40 ～ 80％の範囲にある。これまで、
水道水の補給をしたことはない。
水質検査を 6 カ月に 1 回、地元の保健所で行っている。ベランダの土壌
を通ってからの雨も集めているため、水質検査の結果は土の影響で雨水に
色が付いたり細菌が水質基準を上回っていたが、5 年目になる現在は、落
ち着いてきて水質は予想以上に良好だ *。
pH について、夏には中性、冬にはアルカリ性となる。私の家の場合、

2005年4月築。収穫と涼感で一挙両得の豊かな
「緑のカーテン」に覆われた中臣邸。

雨水槽がコンクリート製なので、アルカリ分が溶けだして水をアルカリ性
に傾けるのだ。この傾向は、雨水の滞留時間が長いほど大きくなる。した
がって、冬は pH が 10 ～ 11 になる。けれども、この水を使ってまったく
問題ない。
水質で気になるのは、車の排ガスを発生源とした黒
い微粒子だ。屋根にたまり、雨とともに雨水槽へ流れ
てくる。私は工夫をした。塩ビ製の縦の雨樋を途中で
切り、下側にフィルターを入れる受け皿型の塩ビ管を
取りつけた。フィルターは 2 種類からなる。一つは、
ストッキングを巻いたメッシュの銅製皿だ。もう一つ
車の排ガスが発生源の黒い粒子が気に
なってつけた自家製雨水ろ過装置。

は金魚水槽の濾過フィルターである。
雨水の貯留量、水質、ともに私の予想を越えたもの
だ。満足している。

*水質検査結果：色度（水に着く色の度合い）は8～3度、大腸菌（病原菌の指標）はこれまで一度も検
出していない。一般細菌数（1ml中の細菌数）は 6,000個/ml 近くなったときもあったが、2年目以降
1,000 個/ml 以下になっている。2010年6月の水質検査結果では、色度2度、一般細菌 830個/ml 、TOC
（有機物の量）0.9mg/ℓであった。

中臣

昌広 Nakatomi Masahiro

都内の保健所勤務。当会会員。著書に『「水」の安心生活術』( 集英社新書 )、
『都会でできる 雨、太陽、緑を活かす小さな家』（2009・農文協）
。

コンクリート製タンクの上に備え付けた
手押しポンプで雨水を汲み上げ、庭木に
水をやる中臣氏。
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特集：

クリーンな超軟水「雨水」で洗濯をしたらどうなるのでしょう？水道水と比較すると汚れ落
ちはどう違うのでしょう？長年、環境に配慮した洗濯を追求する早坂さんからのレポート。

雨の水質

雨水でお洗濯

東京・洗剤プロジェクト 早坂

雨水洗濯の始まり

悦子

図1
雨水と標準水の
洗浄力比較

10 年ほど前に（社）日本建築学
会の「生活と水ＷＧ」の “ 雨水を
生活の中に利用する ” というワー
キンググループに参加した際、
「雨

ものたちへの影

で洗濯をしてみたらどうなるか？」

響を最小限に抑

という疑問に端を発して「東京・

え、節水も可能

洗剤プロジェクト * 」の雨水洗濯

な「 雨 水 洗 濯 」

実験が始まりました。メンバーの

はエコロジー＆

ひとり、鈴木桂子さんは、雨水市

エコノミーと考

1

民の会会員で、雨水タンクに雨水

えます。

結合して洗浄力を失う、雨水はミ

をためて利用していました。その

ネラル分をほとんど含まないため、

雨水を使い、実験と考察を重ね、

洗剤が有効に働いて洗浄力を発揮

も、これからの “ 雨水洗濯（選択）”

結果報告までに 7 カ月を費やしま

し、洗剤の量を削減することがで

時代に向けてさらに環境に配慮し

した。

きます。また、酸性雨の影響が心

た洗浄力テストを計画中です。

雨水洗濯で洗剤を半分に
実験では、汚染布（指定の汚れ

配されましたが、洗剤を投入した
後の洗浄水やすすぎの水は、酸性

私たち東京・洗剤プロジェクト

皆さんもまず、雨をためること
から始めてみませんか？

を示すことはありませんでした。

を付着させた布）
、ターゴトメー
ター（洗浄機。写真）
、白度計（汚
れの落ち具合を測定）などを用い
て、洗浄力の洗濯実験は次の 4 つ

きれいな水といのちを守る
活動
洗濯用洗剤や柔軟仕上げ剤、台

の条件で行いました。①雨水と標

所用や掃除用洗剤、シャンプーな

準水 *2 の比較 ②洗浄水の温度差に

ど、たとえ植物由来と言われてい

よる比較

③せっけんと合成洗剤

ても、その主要成分である合成界

の比較 ④竹炭の効果とアルカリ剤

面活性剤は、環境省が定めた PRTR

の比較。

制度 *3 の第 1 種指定化学物質 *4 に

全ての実験で「雨水」は、高い

指定されており、年間 3 万 5 千ト

洗浄力を示しました。雨水で洗浄

ン以上 ( 平成 20 年度 ) 家庭から排

をすれば、洗剤メーカーが明記し

出されています。また、生活に使

ている標準使用量の半分の洗剤で

う全水道水量の 17％が家庭の洗濯

も、標準水で洗浄した時と同等の

に使われています。

洗浄力が得られました。
（図 1 参

洗濯は汚れだけでなく合成洗剤

照）
。これは、雨水の溶解力と低硬

も排水し、そしてめぐり廻って私

度によるものと考えられます。洗

たちの飲水として戻ってきます。

剤は、水に含まれるミネラル分と

洗剤を減らして河川の汚染や生き

4

ターゴトメーター

早坂

悦子 Hayasaka Etsuko

15 年前より水環境の活動に関わる。
「きれい
な水といのちを守る東日本連絡会」運営委
員。( 社 ) 日本建築学会「雨水建築システム
規格化小委員会」委員。雨水市民の会会員。
2010 年 7 月、障がい者と共に働く場をつく
る「コンチェルティーノ」を設立、副代表
を務める。 E メール :etsuko@lollipop.co.jp

*1

東京・洗剤プロジェクト：2000年、故・坂下栄先生（医学博士）の呼びかけで、洗剤を用いた実験を行い、その結果を語り継ぐグループとして
結成、現在8名。毎日の生活の中で使われている物を見直し、化学物質の削減をテーマに、子どもたちや地域に向けて環境ミニセミナーを
行っている。

*2

標準水：蒸留水に70ppm無水塩化カルシウムを添加した水

*3

PRTR制度：有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて
事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する制度。http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html（PRTRインフォ
メーション広場）を参照。

*4

第1種指定化学物質：有害性の条件（人の健康や動植物の生育に支障を及ぼす恐れがあるもの等）に当てはまり、かつ環境中に広く継続的に
存在するもの。指定を受けている462物質の中に、合成洗剤の成分であるポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテルや直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸塩がある。
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ドイツは水の硬度が高い地域が多く、水道水は泡立ちにくいため、
軟水の雨水が洗濯に適していることは一般的にも認知されていま
す。そんな中、水道供給側である行政が雨水利用に対して訴訟を起
こす事例が各地で相次ぎましたが、はたしてその結末は……!?

洗濯に雨水を利用するのは当事者責任
ドイツ連邦行政裁判所による判決
大沢 幸子
水質は大丈夫？

（編集委員）

濯に使う水は水道水より水質の劣る

ドイツの一般的な雨水利用システム
（"Rainwater Harvesting And Utilisation",
2002年・UNEPより）

「洗濯に雨水を使うことは法的に是

水であってもそれを洗濯機に接続し

か非か」…ドイツ各地ではこの問題

て利用することについては当事者の

をめぐる法廷での争いが雨水利用者

決断と責任に委ねるとされたのであ

fbr の事務局長、D. シュペアフェルド

と水供給事業者の間で繰り返し行わ

る。（ た だ し、 賃 貸 住 宅 の よ う に 設

氏はこの判決は雨水を洗濯に利用す

れてきた。庭への散水やトイレの洗

備の利用者イコール所有者ではない

ることを容認する最高機関が下した

浄と違い、洗濯に雨水を使うとなる

とき、洗濯に雨水しか利用できない

指針であり、ドイツの水資源の節約

と人体に直接触れる衣類を洗うだけ

というのは問題で、家主は水道水も

に大いに貢献するものと高く評価す

に水質は気になるところである。果

利用できる設備も整え、利用者に選

る。さらに、軟水である雨水で洗濯

たして雨水は洗濯での使用に耐えう

択肢を用意しておかなければならな

することは、洗剤の量を減らし、柔

る水質を保てるのだろうか。

い）。つまり、自己責任で洗濯に雨水

軟剤を不要にするので、節水だけで

を利用してもよいことが明文化され

なく自然界に放出される化学物質を

たのだ。

削減し、環境保全にもつながる点を

雨水利用反対派が根拠とするのは、
プールや飲料水などのように、人体
がじかに触れる場合は水道水を利用

また、日本の最高裁判所に相当す

強調する。雨水利用施設のドイツ工

しなければならないと規定する飲料

るライプチッヒの行政裁判所は、洗

業規格ではすでに洗濯に雨水を利用

水法である。しかし、この法律には

濯には水道水のみを使うべきとする

することを想定しており、今回の法

雨水を洗濯に使うことを禁ずる記載

水供給事業者の主張を退け、湧水の

改正と判決がこれから作成される雨

はなく、この点の解釈をめぐって法

使用も認めるべきとするザクセン州

水利用施設の EU 規格にどう影響する

廷で議論が繰り返されてきたのであ

の原告団体の主張を認めて、
「自宅で

のか、注目したい。

る。

洗濯をする場合、水道水を使おうが、
それよりも悪い水質の水を利用しよ

自己責任で決着

うが、それはすべて自己責任で決め

この長年の係争 * は 2003 年 1 月の
飲 料 水 法 改 正 と 2010 年 3 月 の ラ イ

ればよい」との裁定を下したのであ
る。

プチッヒの連邦行政裁判所の判決に
よって決着をみることになった。ま
ず、飲料水法の改正だが、家庭で洗

メリットは節水と環境保全
雨水活用を促進するドイツの NPO、

*1988年ドイツで初めて雨水を洗濯に利用す
ることが法廷で争われた。この係争はある家族
がバード・ベルレブルグ市を訴え、1992年7月
に勝訴。雨水もしくは地下水の湧き水をトイレ
の洗浄、洗濯、温室の植物への散水に利用する
ことが認められた。それ以降も各地で似たよう
な係争が続いていた。それが、ライプチッヒの
連邦行政裁判所の判決と飲料水法改正によっ
て決着を見ることになった。

「酸性雨だから危険」は誤り！

高橋 朝子（編集委員）

水が酸性かアルカリ性かは、pH で表されます。0 ～ 14 の範囲の内、中性は 7、それより小さ
い値が酸性、大きいとアルカリ性。例えば、食酢やレモン汁は 2 ～ 3、スポーツドリンクやジュー
スは 3 ～ 4 と酸性です。石けん水は 9 ～ 10 とアルカリ性。雨水は、空気中の二酸化炭素を含む
ため 5.6 程度の弱酸性です。
アサガオの花。雨粒があ
たったところだけ色が抜
けるのは、アサガオの色
素がリトマス紙と同様に
pHで変色したため。

写真のキャプション
入る。

酸性雨とは、一般的に pH が 5.6 より低い雨を言います。酸性雨による被害では森の木が枯れ
たり、銅像が溶けたりすると言われてきましたが、その機構は複雑で、実はまだはっきりと証明されたもの
ではありません。自動車や工場などで石油や石炭などを燃やすと、硫黄酸化物や窒素酸化物などの酸性物質
が大気に放出されますが、これが環境被害をもたらす形態としては、雨などの水滴に溶け込んで樹木や建物
に付着するもの（湿性沈着）と、酸性物質がそのまま付着するもの（乾性沈着）とがあります。環境影響は、
これらの総量として湖や土への蓄積などによる被害を考える必要があり、単純に雨が酸性であれば悪玉だと
言えるものではありません。
人間は普段から酸性の飲料や食物に接していますが、酸性の水が危険だというようなことはありません。
「雨
にあたると髪の毛が抜ける」と言われるのは単なる迷信で、科学的根拠はありません。
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特集：

雨の水質

より良い水質で雨水活用するために

極意と課題

雨水を

クリーンな水質を適正に評価して、
活用を広めよう！ 編集部

蒸留水に近い雨水は、庭木の散水はもちろん、飲用にいたる質の高いレベ
ルまで、さまざまな用途に利用できます。集める際にごみ等をどのくらい

きれいに集めるポイント 取り除く工夫をいかにするかで、タンク内の水質は格段によくなります。
point

１

用途に応じて水質
を考慮しよう

庭木の水やりや清掃、打ち水など
に使うなら、ためた雨水をそのまま
使って問題ありません。洗車やトイ

point

2

集水は
屋根から

雨水は屋根から集めるのが最も良
いでしょう。
道 路 や 駐 車 場、 バ ル コ ニ ー な ど、

point

3

ばいじんを含む、
初期雨水をカット

降り始めの雨水は、屋根に積もっ
たばいじんを多く含んでいますが、
一般的に初めの 2mm ほどの雨を取り

レに利用するなら、100 メッシュ程度

人や車が出入りして集水面を汚して

除けば、水質は良くなります（図１）。

の細かい網でごみを取り除きましょ

しまう場所は、家庭で雨水利用する

そのために、縦どいの途中に取りつ

う。洗濯は、水が着色したり細かい

場合の集水には向きません。

けるさまざまな初期雨水カット装置

ごみでも差し障りがあるので、降り

また、屋根がない場所でも雨を集

が市販されています ( 図 2)。交通量が

始めの雨水を排除し、場合によって

めたい時には、ネットを使う方法も

多い道路に近い場所や土ぼこりが舞

はフィルターでさらにごみを取り除

あります。家庭菜園での天水活用な

い上がりやすい地域では、ばいじん

きます。タンクからの取水は、フロー

どにとても便利でしょう。

の量が多いので、複数のタンクを連

トを使って水面下 15cm から取るよ

結 し、 最 初 の タ ン

うにすると良い水が取れます。家庭

クを沈殿タンクと

風呂に使うとなると、直接肌に触れ

し て 使 い ま す。 次

るので家庭用浄水器程度のろ過処理

のタンクに上澄み

が必要になる場合もあります。飲み

のきれいな水が入

水に使うには必要に応じて煮沸や消

るようにします。

毒が必要になる場合もあります。
ネットで雨を集める。HP:www.ameha.jp

きれいな雨水が雑用水？

図2 初期雨水カット装
置の例 （『空と海と大地

をつなぐ雨の事典』より）

平成 15 年の建築物衛生法の改正

を雑用水と同じ扱いにしてきたこ

大きなビルでは、飲み水系の水道

で、レジオネラ症対策として冷却塔

とから、洗濯や飲み水への利用を想

の配管と別に雑用に使う水の配管

補給水に使用する水は水道水のみ

定した水質の検査・研究がほとんど

を敷設し、水道水を節約する設備

とされ、それまで使われてきた雨水

行われていません。ですが雨水は、

を設けている場合があります。そ

の利用が難しくなってしまいまし

自宅で自らの責任において洗濯や

の基準として、「建築物の衛生的環

た。しかし、この義務付けは根拠

飲み水に利用することが、法的に禁

境の確保に関する法律」（通称「建

が乏しいものです。定期的な点検、

止されているわけではありません。

築物衛生法」と呼ばれている。）で

清掃などの適正な衛生管理を怠る

今後、雨水をもっと有効に利用し

は、雑用水の水質基準や管理方法を

と、補給水が水道水であってもレ

ていくためにも、行政レベルや学

定めています。この法律では、雨

ジオネラ菌が増殖してしまいます。

会レベルでも雑用水以上の用途を

水は下水処理水と同様の「雑用水」

雨水を冷却塔補給水として積極的

想定した実証実験を進め、水質デー

として位置づけられ、その用途が水

に活用すべきではないでしょうか。

タを蓄積することが重要です。

水質データの検証を！

洗トイレ、散水及び池などの修景用
けられています。しかし、雨水は天

ドイツでは、自己責任において

雨水をもっと利用するた
めの、規準づくりを

然の蒸留水であり、水質汚染の指

雨水を洗濯に使うことを認めてい

オーストラリアでは、雨水を飲み

標の一つ、電気伝導率でみても雨

ます（5P 参照）。この背景には、長

水に利用することは珍しいことでは

水は水道水の数分の１です。また、

年の雨水利用の水質分析のデータ

なく、水道水を飲んでいる地域と雨

糞尿由来の病原性菌で汚染される

が一つの根拠になっています。し

水を飲んでいる地域の疫学的な比較

機会ははるかに低いものです。

かし、残念ながら日本では、雨水

研究の結果では、リスクにおいて差

水に限定され、塩素消毒が義務付
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表紙の Q 答え

図１

初期雨水の水質例

（『空と海と大地をつなぐ雨の事典』より）

point

4

日常と定期的
な管理は…

雨水そのものは有機物の汚染の
度合いが低いので、長期間ためて
も腐敗することがありません。も
しためた水が臭ったり、着色した
ら、汚染物質が混入したというシ
グナルです。原因をつきとめ、汚
染物質を取り除くことが必要で
す。タンクに藻が発生すると水質
が悪化するので、外壁は遮光が
必要です。通気部分（オーバーフ
ロー管など）には防虫網を取り付
け、蚊の発生を防ぎます。また、
雨樋は木の葉などがたまりやすい
ので、台風の後など定期的に点検・
清掃します。一年に一度はタンク
の底のドレンを開き、沈殿した泥
などを取り除きましょう。

がなかったとしています。日本では、
こうした研究はほとんどありません
が、三宅島などでは、非常に長い年
月雨水を飲み続けてきた歴史があり
ます。
雨水の持つ優れたポテンシャルを
考える時、将来、雨水を風呂や飲み
水にも用途の可能性があります。今
後、雨水は雑用水とは区別し、水道
水に近い ｢雨水｣ という分類を設
け、利用用途をトイレや散水にとど
めるのではなく、用途を拡大すべき
でしょう。
今、日本建築学会では雨水利用シ
ステムのガイドラインを作成中です
が、その成果に期待がかかります。
これらをもとに、水質ガイドライン
及び雨水利用システムの設置と管理
に関する技術指針を、国のイニシア

右側グラスが天水タンクからの水。
見た目の透明度は、雨も水道水も
まったく区別がつきません。タンク
からの雨水の採取と写真撮影は、す
みだ環境ふれあい館にて。撮影時、
水道水（左側）には時間が経つに連
れて気泡が現れました。左端に見え
るのは、大規模な雨水利用設備も整
備される、建設中の東京スカイツ
リー。（撮影：笹川みちる）

雨水の水質 Q ＆ A
Q1
A

水質とは、どのようにチェックするのですか？
検査項目と概要を教えてください。

水がきれいであるか否かは、おおよそ人の目と鼻と舌でチェックで
きます。目で見て無色透明、臭いがない、味がおかしくないことで
す。これらは水道水の水質基準の項目でみると、
目は色度
（色の付き具合）、
濁度（濁りの程度）
、鼻は臭気（臭いの有無）
、舌は味（異常の有無）
、pH
（酸性からアルカリ性を 0 から 14 の水素イオン指数で表したもの）
、塩化
物イオン（塩の成分、
一定量以上含まれると塩味を感じる）にあたります。
また、その水の由来を知っていることも大切です。川の水は、たとえ見
た目がきれいでも上流で動物の排泄物等が混入しているかもしれません。
その点、屋根に降った雨水は、素性が分かっていますから安心です。降
り始めの雨を除いた雨はとてもきれいです。
水道水の水質基準で最低限必要な項目は 10 項目とされていますが、専
門の検査機関でないと検査できません。前述の 6 項目の他に、大腸菌
（赤痢やコレラなどの病原菌は糞便を介して伝播することが多いため、大
腸菌を糞便汚染の指標とする）
、一般細菌（いわゆる雑菌数）
、有機物
（TOC(Total Organic Carbon)、有機物由来の全炭素量）
、硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素（硝酸イオンと亜硝酸イオンの形態をした窒素分の総量）
の 4 項目があります。
また、電気伝導率（電気の通しやすさを表す。塩化物イオンやカルシ
ウムイオンなど水に溶けているイオン性の物質が多いほど高くなる。
）は、
値が高いほど汚染されており、コンパクトな測定器で容易に測ることが
できるので、現場でよく使われます。
しかし、微量で有害性のあるものや水に溶けにくい物質の存在は別途、
精密な検査をしないと分かりません。

Q2
A

雨水は他の水と比べても水質が良いと聞きまし
たが本当ですか？

雨水は、上空の冷たい空気から水分がはじき出されて降って来るも
のですので、本来、蒸留水に近く、電気伝導率は水道水の数分の 1
です。それだけ溶け込んでいるものが少ない証です。しかし、雨水の水
質は、雨が降るその場所の大気の状態と、集水する際の条件などによって、
変わってきます（詳しくは「雨水をきれいに集めるポイント」を参照）。

Q3

雨水利用を始めたい、システムを導入したい、
水質について調べたい等の場合にはどこに相談
すれば良いですか？

A

多くの自治体で雨水タンクの設置助成をしていますので、お問い
合わせしてみてください。また、
「雨水利用事業者の会」
（http://
amamizu-pro.net/）では、製品や設計の相談に乗っています。また、自
家製の雨水タンクや通信販売で購入できる手軽なものもあります。
水質検査の相談は、助成金制度の担当部署や保健所へお問い合わせく
ださい。

チブで作成する必要があります。
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RNJ全国大会2010
in松山

Report

2010.8.5-6

第 3 回雨水ネットワーク会議全国大会
2010 in 松山

報告

連日の真夏日が続く中、8月5日(木) 、

使い方など身近な話から、近年極端

博俊氏 ( 新潟市地域 ･ 魅力創造部 ) は、

6日(金)に松山市総合コミュニティセン

な大雨、渇水、高温などの異常気象

新潟市が短期集中豪雨で平成 10、11

ターで「第3回雨水ネットワーク会議全

が増えており、地球温暖化対策を進

年と 2 年連続浸水被害を受けたこと

国大会2010in松山」が開催され、全国各

める一方で、雨と上手く付き合って

を教訓に、低地の多い同市を下水道

地、また韓国釜山から大勢の人たちが参

いく取り組みも必要だと述べた。

施設だけで都市型洪水から守ること

加しました。同じ会場で、子供たちを対

事例発表では、まず、小竹由紀氏

の限界があると、雨水浸透や雨水タ

象にボランティアの学生たちが考案した

（ライオン㈱ CSR 推進部）が、同社の

ンク設置などの普及のために「にい

水循環のすごろくや手作りの雨みず鉄砲

「雨の恵みプロジェクト」の一環とし

がた水無月プラン」を展開。平成 21

遊びなど、雨で遊ぶ企画も催され、併せ

て 6 月に完成した「両国さかさかさ

年度末で 210 箇所の設置が図られた

ると延べ約1,500人が訪れ、にぎやかな

～天水収穫装置～」の取り組みにつ

ことを報告した。また、雨水の浸透

雰囲気に包まれていました。(編集部)

いて報告。市民 ･ 行政 ･ 企業の協働

対策を地域住民と一緒に取り組むな

による成果として、今後、地元の子

かで、雨水公費負担の限界や宅地内

供たちと水遣りをおこなうなど、様々

の雨水貯留浸透の私費負担など、新

猛暑の中、にぎわった松山大会
1 日目は、江﨑次夫実行委員長 ( 愛

な雨水利用の普及啓発活動を実施し

たな負担のあり方が問われていると

媛大学農学部教授 )、中村時広松山市

ていきたいと述べた。藤原正幸氏（愛

問題提起した。

長の挨拶のあと、石川裕彦氏 ( 京都大

媛大学農学部教授・日本雨水資源化

雨が巡る「山」
「里」
「町」
「海」。
２日目の分科会

学防災研究所教授 ) 及び三ヶ尻知子氏

システム学会会員）は、計算を元に

（㈱ウェザーマップ・気象予報士）の

一般世帯用雨水タンクの最適容量に

基調講演の後、事例発表があった。

ついて述べた。久保正年氏 ( 関西雨

戎（えびす）信宏氏（
「山」分科会・

石川氏は、神戸市都賀川の「ゲリ

水市民の会 ) は、大阪府との協働で

愛媛大学農学部）は、森林の水源涵

ラ豪雨」でレーダーに積乱雲を確認

実施している「おおさかレインボウ

養機能について具体的な数値を用い

してわずか 12 分で急増水に至った

ぷろじぇくと」を起点に、雨水タン

な が ら 説 明 し、 森 林 は「 緑 の ダ ム 」

例を挙げ、現在の技術でも豪雨災害

クを設置した雨水モニターとの交流、

と呼ばれるが、水をためるダムでは

は予測がつきにくいこと、また開発

普及啓発用の教材等の制作を行った

なく水の流れを遅らせて安定的な河

に伴う土砂災害などの危険性なども

こと、さらに最近では小学校で雨水

川水量の維持を図るために役立って

配慮し、高齢化社会に即した避難方

漫談による楽しい環境学習活動など、

いること、その機能を維持するため

法を考える時期であることを訴えた。

雨水活用の普及啓発を実践展開して

には人工林の管理法が大変重要であ

三ヶ尻氏は、上手な天気予報情報の

いることを報告した。最後に、池田

ることを強調した。

1 ２
３ ４

５
1 8月5日基調講演の様子。松山市総合コ
ミュニティセンター、キャメリアホール。
2. 企業展示では各社の特徴ある雨水タン
クが並びPRされた。
3 飲料メーカーによるジュニア環境授業。
良質な水は飲料メーカーのいのち。水循環
や森の役割についての説明に子どもたちの
反応も良好。
4, 5 会場内では、愛媛大学ECOサポーター
などのボランティア学生による子どもた
ち、一般市民を対象にした体験型プログラ
ムも展開し、明るい空気に包まれた。
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山下輝和氏（「里」分科会・南畑ダ

に集まった参加者が、これを機に松

ム貯水する会理事長）は、昨年の「雨

山、四国、全国に広がり、まさしく

水 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 全 国 大 会 in 福

人の輪の「雨水ネットワーク」を実

岡」の主催した実行委員会の主力メ

現し、水循環の再生のため、山、里、町、

ンバー。その後の福岡で、水害をも

海の 4 つの視点から雨水の貯留、
浸透、

たらす市内の樋井川をモデルに雨水

利用の普及につとめ、雨と共生でき

貯留・浸透・利用について考える「樋

る取り組みをしていくことを意志表

井川流域治水市民会議」を立ち上げ、

示した。

土地利用ごとの流出抑制を提言して、
実現化に向けて取り組んでいる。
神谷博氏（「町」分科会・日本建築
学会）は、建築学会で作成中の雨水
活用規準の紹介をし、雨水の用途を
水やりやトイレの流し水だけでなく、

分科会内容
●「山」分科会

座長：江﨑次夫（愛媛大農学部教授）

①「文明開化と森林の水源涵養機能」
			

田中隆文（名古屋大大学院生命農学研究科准教授）

洗濯や風呂、ビオトープ、屋上緑化

②「緑のダムの本当の意味」戎信宏（愛媛大農学部准教授）

などにも広げ、浸透や蒸発散も含め

パネル展示「石手川の水を守る活動」松山市立日浦小中学校

た雨水活用システムを備えた建築が
必要であると述べた。ゲリラ豪雨対
策など、皆で雨水制御に取り組むべ
き新たな時期に来ていると注意を促
した。
齋藤光代氏（「海」分科会・愛媛大
学 沿 岸 環 境 科 学 研 究 セ ン タ ー） は、
海の栄養塩は多くても少なくても問
題を発生するが、その供給源は川の
ほかに海底で噴出する地下水があり、
地形によっては地下水がその割合が
高い地域がある。海を守るためには
地下水の保全も重要な要素であると
述べた。

雨と共生しよう、松山宣言
これらの発表を受けて、市民、研
究者、企業、行政の 4 名のパネラー
によるディスカッションが行われ、
コーディネーターの雨水市民の会・
山本理事長がその内容をまとめ、松

●「里」分科会

座長：小林範之 ( 愛媛大農学部准教授 )

①「田んぼと雨水～農業用水の多面的機能が創り出す豊かな環境～」
			

桧垣和志（水土里ネット愛媛）

②「重信川自然再生事業｣
		

中塚光（国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所）

③「ほんらい治水・利水は一体～福岡ため池騒動顛末と希望～」
			
●「町」分科会

山下輝和（NPO 法人南畑ダム貯水する会）
座長：渡邊政広（愛媛大大学院理工学研究科教授）
藤原正幸（愛媛大農学部教授）

①「雨水を使ったまちづくり」松山聖陵高等学校生徒
②「水循環について｣ 松成孝弘 ( 高松市市民政策部企画課 )
③「建築物における雨水利用」神谷博（㈳日本建築学会）
●「海」分科会

座長：高瀬惠次（愛媛大農学部教授）

①「全国の漁民による植樹活動と海浜清掃活動の状況」
			

福田賢吾（㈳海と渚環境美化推進機構）

②「漁民の森・水の循環」永本清三（広島西部ロハスの会）
③「水辺の活動について」聖カタリナ女子高等学校生徒
④「瀬戸内海と陸の水との関わり～河川水と地下水～」
			

齋藤光代（愛媛大沿岸環境科学研究センター）

山宣言がなされた。雨水が縁でここ

People for Rainwater / amamizu no.55 Oct. 2010
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RNJ全国大会2010
in松山

大会を終えて
江﨑

次夫

雨水ネットワーク会議全国大会 in 松山実行委員長
（愛媛大学農学部教授）
「第３回雨水ネットワ－ク会議全国

また、会議以外にも「雨水的生活

は沖縄まで全国

大会 2010in 松山」は、例年になく大

アメアメプロジェクト」という大会

各 地 か ら、 そ し

変暑い中、多数のご参加をいただき、

愛称のもと、雨に親しみ雨水利用を

て隣国の韓国釜

8 月 5 日、6 日の 2 日間にわたって開

生活に取り入れていただくために、

山から、延べ 1,500 名の方にご参加い

催されました。

親子で参加できるイベントを実施し

ただき、盛大に開催することができ

会議の 1 日目は、基調講演と雨水

たところ大変好評でした。企業や行

ました。これもひとえにご支援、ご

の貯留、浸透及び利用に関する事例

政、そして大学生の企画によるイベ

参加いただきました皆様方のお陰で

発表があり、2 日目はその内容を受け

ントや、大雨を体験する装置、雨水

ございます。

て、「山」「里」「町」「海」の四つの

関連企業や市民による展示などを通

この大会が今後の雨水利用の起爆

分科会が開催され、それらを基にパ

して、今まで雨水に関心のなかった

剤となり、雨水というすばらしい天

ネルディスカッションを行いました。

方にとっても、雨水について考える

然資源を最大限に活用した生活や都

そして、会議の最後には、参加者全

きっかけになったのではないかと思

市づくりが、全国各地でさらに進展

員の力を結集した松山宣言を全国、

います。

することを祈念し、実行委員会を代

そして、世界に向けて発信すること

これら会議やイベントには、子ど

表して、心から厚くお礼申し上げます。

もから大人まで、また北は仙台、南

ができました。

・・・2010 松山から、 2011 大阪へ・・・
2011 年第４回全国大会は、大阪で開催！
次回の全国大会開催の主メンバーである関西雨水市民の会の水野育成（やすなり）会長、
久保正年副会長、寒川奉訓（さんがわともくに）副会長の 3 人の方にお話を伺いました。
3 人の方は、普段は各々違う仕事をされていますが、雨に魅せられ、社会のために役立
てたいという熱い思いは共通なものと感じました。( 編集部 )

関西雨水市民の会とは？

う意見が多かったのですが、関西雨

in松山のフィナーレで壇上から挨拶する「関西
雨水市民の会」のみなさん。、2011年、全国大会
in大阪の実行委員会事務局を担う。

もともと、阪神・淡路大震災の被

水市民の会では、
「おおさかレインボ

災地でトイレの水に不自由をした経

ウぷろじぇくと」でのネットワーク

験から、雨を生活に役立てたいと平

を大切にして盛り上げていきたいと、

川などの「線」に依存する雨水処理

成 9 年に発足しました。年 4、5 回の

しばらく役員や会員のやりとりをす

を、 産 官 学 民 で 雨 水 の 浸 透、 貯 留、

ペースで雨水関連の勉強会を中心に

るなかで、さらに大きな形として残

利用の仕組みを広める「面」に変え、

活動をしていましたが、平成 17 年に

したいという思いとなり、4 月頃に会

流域による総合管理を具体的に進め

大阪府と協働で「おおさかレインボ

の総意として開催することを決めま

る契機としたいと思います。特に次

ウぷろじぇくと」を始めてから、会

した。

代の子供たちが身近で雨水活用がで

員の意識が変わってきました。学校
ぶことが多く、行政、市民、企業な

会議ではどんなことをめざした
い？

どのネットワークの輪が広がってき

2003 年に世界水フォーラム in 京都

や地域の人たちとの交流を通じて学

きる仕掛けも作っていきたいですね。
全国で雨水活用の活動をされている
皆さんのご支援をお願いします。

たことを実感しました。このことは、

で開催に携わった京都・雨水の会と

今回の松山で事例発表をさせていた

も連携もしながら、第 4 回雨水ネッ

夢となり、関西でのネットワークの

だきました。

トワーク会議全国大会 in 大阪に向け

広がりに期待したい。
（高橋朝子）

思いは、次第に大きな願いとなり、

て準備をしていきたいと思います。

来年の全国大会開催を引き受け
た契機は？

すでに、来年 8 月 5、6 日（金、土）
の日程も押さえ、資金面の準備も開

昨年 9 月に京都・雨水の会との会

始しました。内容はまだまだこれか

合で話題にあがったことがきっかけ

らですが、短期集中豪雨による都市

でした。その時はとても無理だとい

型洪水が頻発する近年、下水道や河
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バングラデシュ・スカイウォータープロジェクト報告

試行から本格的事業展開に向けて

スカイウォーター
プロジェクト

マイクロクレジットによる雨水タンク普及事業

荒井

忠徳（企画渉外委員会・スカイウォータープロジェクト・理事）

2009 年 11 月にバングラデシュの雨水タンク普及事業
を現地住民らと共に進めるため、市民の会では 4 つの
NGO と事業契約を締結しました。その後の実施状況や
今後の事業展開のため、2010 年 8 月 24 ～ 30 日に村
瀬理事、荒井理事が現地を訪れました。
昨年末から新たな事業展開
スカイウォータープロジェクトで
は、2009 年 12 月から新たな事業を
スタートしました。ＮＧＯや住民が、

施工や管理が適
切にできる技術
や知識の普及を
5 月の時点では、

資金提供者に頼らず、自ら資金集め

施工過程の問題点

や雨水利用設備の技術向上を行い、

とタンクを使用す

自立したパートナーとして活動を進

るに当たっての注

めていくための事業です。

意事項などが課題

VOICE Foundationの雨水タンク。4.4㎥の
コンクリート製。デザイン、質の良い材料
と、利用者が満足できるものを追求して、
PRブランドとして事業展開。

まず、私たちはバングラデシュ第

となりました。そ

3 の都市クルナに PR Bangladesh（雨

こ で 6、7 月 に PR

水市民の会バングラデシュ支部）の

Bangladesh の 企 画 で、 各 NGO と 共

事務所を構え、地域の 4 つのＮＧＯ、

に、職人とタンクを取り付けた住民

RPO Foundation, VOICE Foundation,

に対するセミナーを行いました。職

UDAYAN, ASDDW と共にプロジェク

人にはモルタルの乾燥方法、ガター

トをスタートしました。ベンガル湾

パイプの設置方法、害虫防止ネット

周辺は、地下水のヒ素汚染と塩害が

の設置など、住民には初期雨水カッ

深刻な問題となっており、雨水利用

トシステムの使い方、タンク内の洗

への関心が非常に高くなっています。

浄方法などの講習を行いました。ま

現 地 PR ス タ ッ フ が、 熱 心 に ４ つ の

た、NGO と住民の協力でタンクを洗

NGO を巡ってサポートしています。

浄する様子を写真に収め、独自のマ

第 1 段階は試行として、各ＮＧＯ
がマイクロクレジットにより 10 基ず

最終日に4つの

ニュアルを作成し、セミナーの資料
として活用しました。

つのタンクを作りました。このクレ

今回のモニタリングでは大分改善

ジットの返済が滞れば事業は進みま

が見られ、水質も良くなっていまし

せん。ＮＧＯには、慎重に返済能力

た。雨季の現在は、ほとんどのタン

のある受益者を選んでもらいました。

クが満タンになっていました。

今回、①技術的問題の解消、②マ
イクロクレジットの返済状況を確認、
③プロジェクトの本格実施となる第
２段階の契約という 3 つの課題のた
めバングラデシュを訪れました。

NGO 代表とミーティングを持ち、第
1 段階の評価と第 2 段階の契約に関
して話し合いました。或る NGO のか
ら、
「私たち 5 つの NGO（PR を含む）
は同じ木から生まれた枝です。お互
いの仕事を見て一緒にがんばれば問
題はなくなる」という意見が出され
ました。
今 回 一 番 喜 ば し か っ た こ と は、
NGO が他の良い仕事をしている NGO
のフィールドへ行って学んでいる。
また、われわれの視察に一緒に同行
して、積極的に勉強している姿でし
た。4 つの NGO がお互いに刺激しあ
い、自ら意識変革をしている様子に
大変元気付けられました。
良 い 仕 事 を し て い る NGO は、 普

マイクロクレジットの確実な返
済のために

及啓発のセミナーを行った後も、設

第 1 回 目 の 返 済 月 で あ る 6 月（1

行っていました。第２段階では、各

年間で 4 回支払）には、100％返済さ

NGO の状況を見極めた上で新たに 60

れていました。このプロジェクトで

基のタンクを作ります。この新しい

設置しているタンクの容量は 4,400ℓ

契約にはモニタリングの事項を加え

で、6 人の家族の飲み水を乾季の間

ることを確認しました。

置したタンクのモニタリングをよく

まかなうことができます。コストが

来年はいよいよタイのジャイアン

20,000 タカ（バングラデッシュ通貨

トジャーの技術を移転して、低所得

1 タカは 1,3 円）ということもあり、

タンクに貯まった雨水の水質を測る
PR Bangladeshのコーディネーター

NGO 同 士 が 刺 激
しあって高めあう

者を対象としたローコストタンク作

受益者は中級以上の役人・教師・軍

りに取り組みます。タイの職人をバ

人がほとんどです。

ングラデシュに招いて、約 3 週間の

このプロジェクトではマイクロクレ

職人研修を行います。次回は、ジャ

ジットが確実に返済されるシステム

イアントジャーの研修報告が出来る

を作ることが重要です。

でしょう。お楽しみに。
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レイン・
カルチャー

日米プロ野球 にまつわる 雨の話
世界中のどのプロスポーツを見ても、野球ほど多くの年間試合数をこなすプロスポーツは見当た
らない。日本のプロ野球では年間 144 試合の公式戦を行い、米プロ野球のメジャーリーグはさらに
多く、
162 試合を行う。一方でメジャーリーグと同じ米 4 大スポーツのひとつである米プロバスケッ
トボール NBA の年間公式試合数は 80 試合ほどで、同じく米 4 大スポーツのアメリカンフットボー
ルの NFL にいたっては、年間の公式戦が 20 試合にも満たない *1。
なぜプロ野球の試合数はこれほど多いのかというと、最大の理由は商売魂にある。一試合でも多
くの興行（＝試合）をこなして、より多くの収入を得たいがためである。

プロ野球の大敵は雨天中止

そんな野球の興行にとって最大の敵は「雨で試合ができなくなること」である。実際、メジャー

リーグではよほどでなければ「雨天中止」にしない。雨で試合が中断しても、少しでもやむ可能性
世界初のドーム球場「アストロドーム」は
ヒューストン・アストロズの本拠地として建
設された。

があれば 2 時間でも 3 時間でも平気で待つ。その間お客さんを待たせることになるのだが、その辺
は意に介さないところがアメリカである。やむなく雨天中止になった場合は、問答無用で翌日にダ
ブルヘッダー *2 が組まれるので、選手は大変である。日本では考えられないことだが、日程が厳し
く、広大なアメリカ大陸を移動しなければならないメジャーリーグならではの事情といえるだろう。

ドーム球場の誕生

そんな雨天対策の救世主となるかと期待されたのが「ドーム球場」である。アメリカでは 1965

年に史上初のドーム球場「アストロドーム」が建設された。しかしドーム球場には野球にとって致
命的な欠点があった。芝が育たないのである。そこで人工芝が導入されたのだが、人工芝は選手の
身体に負担がかかることが明らかになり、あわせて「野球はやっぱり青空の下で」という機運も高
まって、現在では米プロ野球でドーム球場を採用する球団は減りつつある。
読売ジャイアンツの本拠地「東京ドーム」。巨
大な屋根で受けた雨水は雨水貯水槽に貯めら
れてトイレの洗浄水等に活用されている。ま
た、貯水槽には災害時の防火用水として常時
1000 トンの雨水を確保している。

日本のドーム事情と雨水利用

一方、日本では 1988 年に開設した東京ドームが国内初のドーム球場として採用され、今でも読

売ジャイアンツの本拠地として使われている。その後次々とドーム球場が建設され、現在は 12 球
団中、6 つの球団でドーム球場が使われている *3。天然芝＆野外型球場への原点回帰へ向かった米
プロ野球とは異なる方向へ進んだことになるが、その理由は様々ある。例えば米国の場合、球場建
設費の大半は州や郡の税金でまかなわれるため、球団（オーナー）の負担は少ない。しかも造る球
場の大半は野球専用スタジアムである。もちろんこれには住民の理解が必要になるのだが、日本で
はなかなかそうはいかない。日本の場合、どうせ造るなら「多目的に使えるドーム球場」と、どう
しても合理性を追求してしまうのである。こうしたところに日米の野球熱の違いを実感させられる
のである。
しかしドーム球場には別のメリットもあった。それは雨水利用である。巨大な屋根を活かして効
率的に雨水を集めることができるドーム球場は、雨水利用にうってつけなのである。実際、東京ドー

福岡ソフトバンクホークスの本拠地「福岡ヤ
フードーム」（正式名称は福岡 Yahoo! JAPAN
ドーム）。同チームで長く監督をつとめた王貞
治氏は、日本の雨水利用を牽引する東京都墨
田区の出身で、同区の名誉区民でもある。だ
からといってヤフードームの雨水利用導入と
は関係がない（不思議な縁 ?!）。

ムや福岡ヤフードームをはじめ、現在日本の多くのドーム球場で雨水利用が実施されている。
かつてプロ野球にとって大敵であった雨。日本では今、
それを集めて利用するのが当たり前となっ
ているのだから不思議である。

		

（青山匡希）

*1

いずれも公式戦試合数の中にプレーオフ（公式戦の後に行われる）は含まれていない。ここでいう日本プロ野球とは
セントラルリーグとパシフィックリーグのことを指すが、他に独立リーグもある（米国も同様）。
*2 1 日のうちにデイゲームとナイターゲームの 2 試合を行う事。最近の日本プロ野球ではほとんど見られない。
*3 東京ドーム、西武ドーム、ナゴヤドーム、大阪ドーム、福岡ヤフードーム、札幌ドームの 6 つ。

日本建築学会シンポジウム「雨を制御し、活用する新たな建築をめざして」
日時：2010 年 11 月 13 日（土）13：00 ～ 17：00
会場：建築会館 大ホール

地球温暖化に伴う小雨、多雨が現実のものとなりつつある今日、都市における豪雨や渇水などの水問題に対

して、
「水循環系の再生」
が重要な課題となっている。
その解決の手がかりとして、建築が
「雨水をいかに制御し、
活用するか」
が要点となる。
雨水をこれまでのように排除するのではなく、
地球環境との関わりの中で様々に活用
することが社会的に求められてきている。
それは建築のあり方そのものを大きく見直すことになる。

（社）
日本建築学会では、環境工学委員会の雨水建築規格化小委員会において、2011年3月を目処に建築に
おける雨水活用システムのガイドラインづくりに取り組んでいる。
その刊行に先立ち、
シンポジウムを開催し、建
築に限らず河川や下水道、水循環との関係も含めて総合的に課題の整理を行い、建築学会雨水建築規準の普

1). 設計規準 : 神谷博 (法政大学兼任講師)
2). 製品規準 : 屋井裕幸 ((社) 雨水貯留浸透技術協会)
3). 施工規準 : 青木一義（㈱西原衛生工業所）
4). 運用規準 : 中臣昌広 (文京区文京保健所)
2. コメント「今日の水問題と雨水の役割」
1). 島谷幸宏 (九州大学教授) : 流域で取り組む雨水制御
2). 古米弘明 (東京大学教授) ： 都市の水循環とリスク管理
3). 細見寛 (国土交通省中国地方整備局副局長) ： 次世代に向けた統合的な治水
3. パネルディスカッション「雨を活用する新たな建築を目指して」
コーディネーター : 村川三郎 (広島大学特任教授)
パネリスト : 神谷博、屋井裕幸、青木一義、
中臣昌広、島谷幸宏、古米弘明、細見寛

RNJ の web にチラシデータ・プログラム掲載。▶ http://www.rain-net.jp/data101003.pdf
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主催:（社）
日本建築学会

日時 : 2010年11月１３日(土)
会場 : 建築会館

13:00 〜 17:00

大ホール

JR田町駅、都営地下鉄三田駅(浅草線、三田線)徒歩3分

建築
会館

〒108-8414 東京都港区芝5丁目26番20号

三田
駅

主題説明 : 小瀬博之 (東洋大学准教授)
1. 雨水活用システム規準案解説

都営

及に向けた議論を行う。
プログラム

TEL: 03 3456 2051
参加費 : 1500円

(会員1000円、登録メンバー・後援団体1200円、学生500円)

駅

催し物名称、氏名・勤務先・所属・住所・電話番号を明記しﾒｰﾙ又は FAX にて
申し込み先：日本建築学会・酒井 sakai@aij.or.jp FAX 03-3456-2058
主催：（社）日本建築学会

第３３回 水環境シンポジウム

「雨を制御し、活用する新たな建築をめざして」

JR
田町

JR 田町駅，都営地下鉄三田駅（浅草線・三田線）徒歩 3 分
〒 108-8414 東京都港区芝 5 丁目 26 番 20 号 TEL03-3456-2051
参加費：一般 1,500 円
（会員 1,000 円、登録メンバー・後援団体 1,200 円、学生 500 円）
申し込み：事前申込、定員 150 名、11 月 10 日締め切り

（社）日本建築学会では、2011 年 3 月
を目処に建築における雨水活用システ
ムのガイドラインづくりに取り組んで
います。地球温暖化に伴うゲリラ豪雨
や渇水が現実のものとなりつつある今
日、都市における「水循環系の再生」
が重要な課題となっています。その解
決の手がかりとして、建築が「雨水を
如何に制御し、活用するか」が要点と
なります。雨水をこれまでのように排
除するだけの建築ではなく、様々に活
用する建築が社会的に求められてきています。土木
との連携も視野に入れた総合的な議論を行います。
皆さまどうぞご参加ください。
申し込み: 事前申込、定員150名,１１月10日締め切り

催し物名称、氏名、勤務先、所属、住所、電話番号を明記し

メールまたはFAXにて申し込み

日本建築学会・酒井 sakai@aij.or.jp
FAX 03-3456-2058

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

F
1

7/18 ペットボトルで作った雨量計
だけど精度は良いよ。

2

7/24 雨と水おもしろ実験。あら不思議！
水がこぼれません。

3

8/21 小さい子どもでも作れる
レインスティックづくり。

4

8/29 雨水で草木染。タマネギの皮できれいな黄色に。

5

8/7 緑のカーテンから雨水野菜・ゴーヤを収穫。

6

8/7 雨水野菜を太陽の熱で炒める天然クッキング。

7

7/18 雨の絵本ひろば。中庭がしゃぼん玉でいっぱい。

8

雨水で打ち水。気温が１℃下がりました！

すみだ環境ふれあい館だより
雨水市民の会では、2008 年度より墨田区の「すみだ環境ふれあい館」の
運営業務を受託し、日々館の運営に努めています。

雨水をいかした夏休みプログラムにのべ 747 人参加！
ふれあい館の運営業務をスタートして、3 年目。週末のワークショップシリーズは、
スタッフを中心としたプログラムに加えて市民の会会員や地元企業からのサポートも
いただき、より一層パワーアップ。今年は新たに申込不要の日替りミニプログラムに
も取り組み、充実した夏休みとなりました。

●ワークショッププログラム
お盆をのぞく毎週開催した「雨の恵みワークショップ *（全 6 回）
」には、子どもや
保護者を併せて 154 名が参加しました。ペットボトルを使った簡易雨量計作り（写真
１）や水の不思議な性質を確かめる実験（写真２）
、レインスティック作り（写真３）
や雨水を使った草木染め（写真４）などを行いました。さらに今年は、墨田区民のグ
ループ「生ごみ減量作戦ふたばの会」とふれあい館が共同して、
「緑のカーテン」を
実施。生ごみから作ったたい肥と雨水で育てたゴーヤを収穫して、ソーラークッカー
でカレーを作るプログラムも行いました（写真５、
６）
。
5 年目に突入した「雨の絵本ひろば」も参加者 51 名の大盛況。しゃぼん玉や紙ひこ
うき遊びを楽しみました（写真７）。また、地域の活動団体とのネットワークも広がり、
外部団体と連携した２本のスペシャルワークショップ「日本ミツバチ入門－ミツバチ
から環境が見えてくる！」（主催：すみだ百花蜜プロジェクト）
、
「今年の夏は都会の
真ん中でいきものみっけ」（共催：環境省生物多様性センター、リードクライム（株）
、
すみだ環境ふれあい館）が実現しました（2 講座で 60 名参加）。

●たんけんラリー＆日替りミニプログラム
開館中いつでも参加出来る「たんけんラリー」と、日々スタッフがてがけるミニプ
ログラムにも人気が集まりました。ミニプログラムは、
「雨水で打ち水」
（写真８）
「ソー
ラークッカーでポップコーン」など、都会の中で自然の恵みを感じられる 6 種類のメ
ニューを日替りで実施。計 58 回、のべ 262 名の子どもたちが参加しました。また、
「た
んけんラリー」はのべ 220 人の参加がありました。

（笹川みちる）

*「雨の恵みワークショップ（全 6 回）」は、雨水市民の会が地元企業ライオン（株）と協働で取り組む
「雨の恵みプロジェクト」の一環として、一部資金提供を受け実施しました。
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市民の会からの
お知らせ

NPO 法人雨水市民の会 2010 年度総会

役員改正により新体制となりました
“どうぞよろしくお願いします！ ” 新役員からのあいさつ

7月10日(土)、すみだ環境ふれあい
館で2010年度総会が開催され、09
年度の事業報告と決算、10年度の
事業計画と予算が承認されました。
また、今期は役員の改選期にあた
り、理事17名、監事2名が選任され
ました。

理事長
山本 耕平
当会は 95 年に
「雨水利用を進め
る市民の会」と
し て 発 足 し、 任
意団体として 10

NPO法人雨水市民の会
2009年決算及び2010年予算
(単位：千円)
収入の部
会費収入

09決算
829

10予算
1,200

年、NPO 法人として 5 年の歴史を刻んで
きました。その間に活動の幅は大きく広
がり、社会的にも高く評価されるように
なりました。
一方では、活動の広がりに対して組織
基盤の強化が課題となっています。その

事業収入

7,305

7,900

ため運営体制を見直して理事の役割分担

助成金等

11,146

7,370

44

100

を明確にし、市民活動、企画渉外、広報、

19,324
9,712
29,036

16,570
6,561
23,131

09決算
1,588

10予算
1,820

事業費

20,888

15,640

当期支出

22,475

17,460

6,561

5,671

29,036

23,131

寄付金
当期収入
前年度繰越金
合計
支出の部
総務費（事務局
運営費）

予備費
合計

これまで市民の会の「顔」としてマ

佐原滋元
「一寺言問を防災のまちにする会（通
称 一言会）」で雨水利用施設「路地尊」
を設置したのが雨水との出会いでした。
百花園の売店という土、日曜日が忙しい
商売柄、なかなか会議やイベントへ参
加することが難しいのですが、できる
だけ役割を果たしたいと思っています。

柴 早苗
管理運営を受託して 3 年目に入った
すみだ環境ふれあい館を、市民活動や
環境学習の場・拠点として充実させる
こと、館内外で行う様々な活動を発展・
充実させるため、皆で知恵を絞ること
が重要と考えています。

総務の 4 つの委員会を設けました。しか
し 20 名足らずの理事だけで活動を支えて

松本正毅

いくことは困難ですので、会員の皆様に

雨で繋がった人々の輪をこれからも
大きく育て、会員という貴重な資源の
活発な交流と活躍の場の提供にお手伝
い出来ればと思います。

はこうした委員会を含め、会の活動に積
極的に参加していただきたいと思います。
当会の「顔」としてそのキャラクターが
慕われてきた徳永前理事長の後任は、た
いへん荷の重い役目ですが、せいいっぱ
い努める所存ですので、ぜひともご支援、
ご協力賜りますようお願い申し上げます。
山本

新しい執行体制

副理事長

耕平 Yamamoto Kohei

1994 年の雨水利用東京国際会議副会長、当会
の発足当初から副理事長として共に歩んでき
た。環境や自治のコンサルタント会社である
（株）ダイナックス都市環境研究所代表取締役。

事務局長
伊藤

林（しげる）

1 人でも多くの人が参加し、自由に発
言をする、決定したことに対しそれぞ
れができることを全力で楽しくやるこ
とが私のモットーです。会員の皆様の
ご意見をお聞きし、ご一緒に楽しくやっ
て行きたいと思っております。

スコミにもたびたび登場してきた徳

委員会活動に参加しませんか

永暢男理事長は退任し、顧問に就任し

理事会の元に４つの委員会を設置しました。会員のみなさんの参加を歓迎いたし
ます。お気軽に事務局までお問い合わせください。

ました。理事会において山本耕平新理
事長が選出されました。
副理事長には、佐原滋元、柴早苗、
松 本 正 毅 の 3 名 が 選 出 さ れ ま し た。
また事務局長が村瀬誠から伊藤林に
交代しました。
山本耕平

副理事長：佐原滋元、
柴

早苗、松本正毅

事務局長：伊藤
理

雨の環境学習や講演会・見学会の開催やすみだ環境ふれあい館の運営管理の総括を
します。ふれあい館活動と連携し、幼児向けから大人向けまで楽しくて幅広い雨の
学習活動です。また、ふれあい館以外でも雨水出前講座をしたり、雨と文芸につい
て探求するのも面白いです。

○企画・渉外委員会

［理事］
理事長：

○市民活動・ふれあい館担当委員会

林

事：
荒井忠徳、安藤勝治、糸賀幸子、
大塚康三、上林裕子、佐藤清、
高橋朝子、高原純子、人見達雄、
宗像信司、村瀬誠、山田和伸

［監事］

バングラデシュでの安全な飲み水確保のため雨水タンク普及事業（スカイウォー
タープロジェクト）、雨水ネットワーク会議の事務局として年 1 回の全国大会に向
けた世話人会の開催などの事業を行っています。また、ライオン㈱との協働事業（雨
の恵みプロジェクト）も行っています。

○広報委員会
雨水に関する情報発信や市民の会の PR を担う委員会です。4 ヵ月に１回発行する
情報誌「あまみず」は、編集委員会を設け発行・配布しています。また、当会のホー
ムページの管理を行っています。

○総務委員会
会務全般を統括し、事務局を支える委員会です。会員の増強や会費などの収入の拡
大、事務局体制の拡充が委員会としての課題です。

菊池界善、田中清子
14
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活動の記録 2010. 6 〜 10月

ふれあい館活動
（夏休みプログラムはP13に掲載）
●6/20(日) 雨の絵本ひろば「雨
をたのしむあめまつり」講師：
藤葉園英。3回目のあめまつりで、
今年は ｢東京スカイツリー音頭｣
をみんなで踊り楽しんだ。26名
参加。3回目になる「あめまつり」
は地域に根付いてきたのか、小
さな子供も参加して、絵本の読
み聞かせや日本舞踊などを楽し
んだ。写真は「東京スカイツリー
音頭」
の踊り。

イカフェではバングラデシュ
人？ (実は荒井理事）がチャイを
飲む参加者にスカイウォーター
プロジェクトを説明。サテライ
ト会場のすみだ環境ふれあい館
にも多くの来館者で賑わった。
●6/28(月) ライオン株式会社と
の協働事業「雨の恵みプロジェク
ト」による天水収穫装置『両国さ
かさかさ』お披露目式。両国国技
館前歩道。墨田区に寄贈の装置
の前で（株）ライオン社長から隅
田区長へと目録が手渡された。

●9/9(木) 「水制度改革を求める
国民大会」(主催：水制度改革国
民会議国民運動推進委員会)に参
加。超党派でつくる水制度改革
議員連盟からの挨拶後、高橋裕・
東大名誉教授が「水循環基本法の
意義～水との共生社会形成」の
基調講演があり、嶋津輝之・水
源開発問題全国連絡会共同代表
が「暗雲立ち込めるダム事業の検
証」を報告。全国から水問題の活
動をする市民団体が集結し、市
民の会からも報告をした。

● 9/19(日) 雨の絵本ひろば「折
り紙でつなごう ちきゅうのいの
ち」 講師：本位田那穂美（日本
折り紙協会講師） 生物多様性年
に折り紙で自分のロゴマークを

他会場での活動
作った。8名参加。
●6/12(土) 雨 水 探 検 隊「 自 然
観察とネイチャーフィーリング
ゲーム」八広駅近くの荒川河川敷
でゴミ拾い。30分間で45リット
ルのゴミ袋2つ分拾った。講師・
宇田川宏さんによるネイチャー
フィーリングゲーム「7種の葉を
探す」などの自然観察を行った。
子ども20名、保護者12名、スタッ
フ3名。
●6/26(土)-27(日) す み だ 環 境
フェアに参加。墨田区役所のア
ト リ ウ ム で、 チ ャ イ、 ハ ー ブ
ティーサービスを担当しながら
バングラデシュでの雨水タンク
普及活動のパネルを紹介。チャ

2010 年 10 月 25 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 山本耕平
〒 131-0032 東京都墨田区東向島 1-8-1
TEL: 03-3611-0573 FAX: 03-3611-0574
http://www.skywater.jp/
E メール office@skywater.jp
編集長
編集委員

高橋朝子
青山匡希
大沢幸子
大西和也
神谷博
村瀬誠
デザイン EH

取材・報道関係

●9/28(火)-10/1(金) すみだNPO
フェスティバルに参加。

予定 (10月中旬～ )

●10/10･11(日･祝) 「SAVE THE
FUTURE ～いきもの宝島～」(NHK
主 催) に 出 展。 NHK放 送 セ ン
ター特設会場にて開催。

スカイウォータープロジェクト
●8/19(木) 内閣府「アジア青年
の村事業」でアジアの高校生80名
に雨水利用に関して村瀬理事が
講演。
●8/24(火) - 30(月) 村瀬、荒井
理事バングラデシュへ渡航。詳
細はP12参照。

● 市 民 活 動・ ふ れ あ い 館 担 当
委 員 会 5/8(土)、6/19（ 土 ）、
7/23(金) 8/19(木)
●広報委員会

7/1(木)

●総務委員会

8/28(土)

●あまみず編集部

8/14(土)

編集後記
世界の空と人をつなぐ あまみず
no.55

9/16(木)、

●8/24(火) 毎 日 新 聞「 知 ら な
かった水の話－②都市に広がる
雨水タンク」

理事会・委員会会議

●8/27(金) 文化子育てひろばの
手作り雨水タンクの清掃法を伝
授。

●雨と文芸チーム
9/30(木)

●9/11･12(土･日) 都立両国高校・
付属中学校文化祭に雨水出前講
座。

●10/1(金) - 3（日）村瀬、荒井理
事がタイへ渡航。バングラデシュ
へタイジャイアントジャーの技
術移転をするために、専門家派
遣についてタイ政府職業訓練校
と交渉。

●8/23(月) 墨田区内の菊川保育
園で雨水利用についての講座。

図書整理

●7/30(金) 関西テレビ「ことし
も要警戒・ゲリラ豪雨の対策は？
ドクトル天水が取り組む秘策を」

●10/9(土) 雨水探検隊「雨水利
用施設の見学と親水公園の自然
観察」

● 8/21(土) 雨 水 探 検 隊「 川 に
入って魚をとってみよう」 金町
に近い江戸川新八水路で定点観
測をしている君塚先生を中心と
する観察グループの皆さんに指
導していただき、ワンドや江戸
川本流に入り、腰まで水につか
りながら生きものを探した。参
加したお父さんたちも夢中に
なっていた。子ども18名、家族
参加18名、スタッフ4名。

●雨の絵本ひろば
8/14(土)

●9/11(土) 手作りタンクプロ
ジェクトが小平市環境フェアに
参加。

●10/2-3(土･日) す み だ ま つ り
で手作りタンク、雨葉のモデル
展示や市民の会の活動ＰＲ。

●7/18(日）雨の絵本ひろば「しゃ
ぼんだまであそぼう」しゃぼんだ
まと紙ひこうき遊びで大賑わい。
51名参加。

あまみず
カレンダー

今年は中国の洪水、ロシアやヨーロッパの猛暑、アルゼンチンの寒波な
ど、世界各地の異常気象のニュースが多かった。日本の夏は、1898 年以
降もっとも暑い夏だったと言う。100 年以上も経験したことがない暑さで、
夏に強い私でさえ体調を崩してしまった。消防庁の発表では 7 ～ 9 月に
熱中症で搬送された人は約 5 万 4 千人、
搬送後に亡くなった人が 167 人で、
前年の 10 倍を超えたそうだ。空恐ろしい思いがする。少し前までは、夏
はクーラーがなくても我慢できるという常識が通じない。命取りになるか
もしれない異常気象を身体で実感した夏であった。
地球温暖化は気温、雨、風などいろいろな気象現象を激化させるといわ
れている。どこか遠いところの話ではなく、身近にある切羽詰った問題な
のだ。少しでも地球温暖化のスピードを遅くする努力が求められていると
同時に、真剣に異常気象に対応した災害対策が求められている。雨の降り
方もこれまでの常識が通用しないかもしれない。雨水利用は、エコロジカ
ルなイメージがあるが、今後は雨水の浸透、貯留と併せて災害時への対応
にも使えるような仕組みが求められている。
（morning）

●10/17(日) 雨 の 絵 本 ひ ろ ば
「紙ねんどでつくろう秋のみの
り」。作った後はみんなでお茶を
楽しみましょう。
●11/6（ 土） 丸の内さえずり館
にて、環境ふれあい館スタッフ
による出張ワークショップ「雨水
の冒険」。
●11/25(木)-12/6(月) ス カ イ
ウォータープロジェクト・バン
グラデシュへ渡航。
●11/21(日) 雨 の 絵 本 ひ ろ ば
「カレンダーとクリスマスリース
づくり」
●12/19(日) 雨 の 絵 本 ひ ろ ば
「クリスマス会」
●12月に「雨の詩集」
（雨と文芸5
号）を発行予定。

その他のお知らせ
●2010台北花博「国際庭園」にむ
け、福岡市の南畑ダムを貯水す
る会のメンバーたちが参加して、
「エコ・アジア・五感の庭」をテー
マに「雨水活用実践の庭」をデザ
インしています。会期は11月6日
～来年の4月25日。http://flower.
mond.jp/info/
●11/13(土) 建築学会シンポジ
ウム「雨を制御し、活用する新た
な建築をめざして」主催：日本建
築学会。場所：建築会館大ホール。
詳細はP12参照。

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、本誌「あまみず」を送
付するほか、各種イベント・雨水
関連情報をお知らせします。

詳しくは、事務局まで
お問い合わせください。
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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