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「雨水法」

…雨水に関する P5
法律を考える

特集：

「雨水の貯留、浸透及び利用」を
社会の仕組みにするために、
雨に関わる法律を束ね、新しい法体系を。

つくろう！

水の町・大野から
～豊かで清らかな地下水を守りたい
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雨を制御し、活用する新たな建築をめざして
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雨水ネットワーク会議全国大会 2011 in 大阪
プレ・シンポジウム 開催！
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「これまでの雨水利用、これからの雨水活用」

※

雨の恵みプロジェクト『両国さかさかさ』12
市民・企業・行政の協働による公道の雨水集水装置

※「あまみずほう」という
法律は、まだありません。

雨の詩の森へどうぞ

15

2011 年 3 月 11 日に起きた、東日本大震災により被災された皆さまと、
ご関連の全ての方々へ、心よりお見舞い申し上げます。

湧水が豊富な大野のシンボル。
古くはお殿様のご用水として
使われていた泉町の
御清水（おしょうず）は、
名水百選にも選ばれた
味わい豊かな水。

わ

雨の環

福井県
大野市

水の町・大野から
～豊かで清らかな地下水を守りたい

大野の水環境ネットワーク事務局

寺脇 敬永

地下水は、雨が地面に浸透したいわば「地下にためた雨」。白山の広大な山麓の雨が湧き出る「名水のまち」
福井県大野市。しかし今、その大野が誇る地下水が涸れることへの危惧が高まっている。
福井県大野市は、山に囲まれた盆地
で、地形や地質、気候的にも水を取り巻
く自然環境に恵まれた地域です。まちの
大多数の家庭が今も地下水をそのまま
飲める恵まれた状況で、良質の地下水
に感謝しています。しかも無料で市民
はふんだんに使っています。地下水は、
水温が年中ほぼ一定で厳寒はとくに温
かく、盆地の猛暑は、冷たく感じられ
毎日の生活に潤いを与えています。「名
水百選」や「水の郷百選」にも選ばれ
市民は水に誇りを持っています。大野
の街並みは、昔の殿様が屋並に沿って
湧水系のある川(用水路)を引き、冬には
そこに雪を捨やすいように豊かな水(湧
水)が流れ雪を捨てるとたちどころに融
けて流れたものです。夏には涼を呼び、
川にはバイカモ等の水草をはじめ湧水
に棲む魚・イトヨや色々な生き物もいっ
ぱいいました。
しかし、国土総合開発や水資源開発
の施策等で、まちの上流に多くのダム
が次々に造られ、その上、本来、流れ

ている筈の川の水は水力発電にほとん
どとられ、川の水量が減り、それに連
動して大野の地下水は大きな打撃を受
けました。水の町・大野は大きなもの
を失いました。
昭 和52年 の 冬、 融 雪 装 置 の 利 用 で
1000戸の井戸枯れが起きました。この
とき、野田佳江さんを中心に市民が、地
下水を守るために「大野の水を考える
会」を立ち上げました。私もその頃から
協力をしています。「大野の水を考える
会」は、大量の水を使う融雪装置の使
用禁止や地下水採取者の届出などを規
定する「大野市地下水保全条例」を策
定につなげました。その後、大野に合っ
た汚水処理の方法や地下水保全基金、地
下水を保全するために受益者負担の原
則*1 の提言等をしました。平成18年に
は「大野の水環境ネットワーク」に名
称を変更し、市民による河川や地下水
の水質調査を継続して行っています。
川の水と地下水は影響し合い一体の
ものです。湧水は激減し、地下水位は

変動しながら下降しています。大野市
では、地下水を保全するために調査や
地下水の人工涵養等に取り組んでいま
すが、顕著な効果は上がっていません(表
1参照) 。
今回の水制度改革国民運動が、超党
派の国会議員が参加して行われ、緊急
性、重要性から、問題の解決に向けてと
ても有意義なことで感謝に堪えません。
「水循環基本法」の制定とともに、地下
水は公水であると位置づけ水環境が健
全に維持、保全されるように実行性を
高める体制が待たれてなりません。昔
の豊かな湧水が湧く「水の町」大野の
街並みの再現を夢見ます。
*1 地下水の受益者負担の原則：
「大野の水を考える会」が提案した。現
在、地下水は汲み上げても無料だが、地
下水を保全するためにメータを取り付
け、応分の負担をする考え方だが、法
的に難しく、なかなか実現しない。外
国の諺に「水の無料は浪費を助長する。
人は井戸が枯れるまで水のこと等気に
しない」とある。そうならないためにも、
実現を望みたい。
表1
大野の降水量と地下水位(春日)の経年変化
昭和51年～平成21年

寺脇 敬永

Terawaki Yukie

大野の水環境ネットワーク会員。その前身
の「大野の水を考える会」の発足当初から
活動をしている。元気象台勤務。大野市の
「地
下水対策審議会」の委員。
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Report

建築規格

2010.11.13

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
編集委員

大西 和也

2010 年 11 月 13 日、（ 社 ） 日 本

方についての説明、質疑応答が行わ

建築学会 水環境運営委員会 雨水建

れた。後半では、九州大学大学院教

築規格化小委員会が主催する「第

授 島谷幸宏氏、東京大学大学院教

33 回水環境シンポジウム『雨を制

授 古米弘明氏、国土交通省 細見寛

御し、活用する新たな建築をめざし

氏の 3 名より「今日の水問題と雨

て』」が、東京三田の建築会館にて

水の役割」というテーマで各分野か

開催され、150 名余りが参加した。

らの話題提供と、広島大学特任教授

日本建築学会が 2007 年より開始

村川三郎氏をコーディネーターに

除菌や殺菌行為のことで、その度

した ‘ 建築における雨水利用の規準

「雨を活用する新たな建築をめざし

合いを「制菌レベル」によって表す。

づくり ’ が終盤を迎え、「雨水活用

て」と題したパネルディスカッショ

この「整雨レベル」と「制菌レベル」

建築ガイドライン」として今年発行

ンが行われた。

を用いて、雨水活用の用途に応じ

されることとなり、今回のシンポ

日本建築学会が示す「雨水活用建

ジウムで、その概要説明と健全な

築ガイドライン」は、これまで “ 中

また、整雨や制菌のレベルを明確に

水循環系の再生等の課題に対して、

水 ” や “ 雑用水 ” の一部として捉え

し、そのレベルを維持できる雨水活

建築が果たすべき役割を考えると

ていた “ 雨水 ” を独立した水系とし、

用システムを組むことで、お風呂や

いうテーマで行われた。

水道に次ぐ上質な水資源として位

飲用水に利用することも可能とし、

置付けている。

今までより幅広い用途での雨水活

ここ数年、雨水利用についての注
目度は高まっている。特に今回のシ

ま た、 こ れ ま で 一 般 的 に 使 わ

ンポジウムは、今後雨水利用に関す

れ て き た “ 雨 水 利 用（rainwater

た水質の推奨レベルを示している。

用を提案している。
この他、一時貯留、浸透、屋根

る法律や制度の基礎となっていく

utilization）” に替え、雨水の貯留、

や池からの雨の蒸発や緑化による

と考えられる雨水利用のガイドラ

浸透、利用全てを包括し、雨水を制

蒸散といった項目も設け、水道水

インの概要が聴けるとあって、建築

御し活用するという意味で “ 雨水活

の代わりに雨水を使用するための

分野だけに限らず多方面からの参

用（rainwater harvesting）” という

機能に加え、雨水の流出抑制機能

加者も多く、会場はほぼ満席であっ

言葉を用い、建築とその敷地に積極

も同時に果たす建築にすることで、

た。

的に雨水活用を取りいれたものを

近年増加するゲリラ豪雨対策とし

“ 雨水活用建築 ” としている。

て大きな役割を果せるとしている。

シンポジウム前半では、小委員
会の主査である神谷博氏より、こ

その上、雨水活用の際に重要と考

今後、日本建築学会では、雨水活

のガイドラインづくりの経緯や趣

えられる雨水の水質について、「整

用建築ガイドラインの普及活動に

旨について説明が行われ、それに

雨レベル」「制菌レベル」を設けて

加え、雨水活用の技術規準づくり

続きガイドラインを構成する４つ

いる。
「整雨」とは、“ 雨水を整える ”、

や人材育成のシステムづくりにも

の項目「設計ガイドライン」「製品

すなわち雨水中の混入物を除去す

活動を広げて行く予定とのことで、

ガイドライン」
「施工ガイドライン」

ることで、その除去度合いを「整雨

今後の活動にも注目していきたい。

「運用ガイドライン」の概要と考え

レベル」によって表す。
「制菌」とは、
整雨レベルと雨水の活用用途
A（殺菌・消毒）

制菌

塩素消毒・オゾン殺菌・
紫外線殺菌、煮沸等の処
理をして用いる

等価

整雨

B（除菌）

膜ろ過（精密ろ過膜、限
外ろ過膜）等の処理をし
て用いる

雨池、浸透、ビオトー
プ池、庭木等の水やり、
打ち水、泥落し

レベルⅠ

雨を集めてそのまま使う

レベルⅡ

＝

C

制菌せずにそのまま使う

器具等の下洗い、洗浄、
清掃

粗いゴミや初期雨水を除
去して用いる

レベルⅢ

スプリンクラー散水

沈殿、ろ過等により、細
砂、泥分などを十分に除
去して用いる

トイレ流し水、洗濯、
非常用水、冷却水

レベルⅣ

本来の敷地

建物と建物まわり

本来の敷地が雨水を受け、かりて、かえしていたように、建物もまた、受けた雨水をかりて、かえす必要がある

「雨の建築学」
（日本建築学会編）より

活 性 炭、 高 性 能 フ ィ ル
ター等の処理によりコロ
イド成分を十分に除去し
て用いる

洗面、飲用、調理、シャ
ワー

雨水建築規格化小委員会

風呂

雨水活用建築ガイドライン（案）より
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国際

雨水活用（Rainwater Harvesting)の概念図

EU 水枠組み指令

浸透

利用

c Sieker

蒸散

雨水活用を後押し

EU の健全な水循環を取り戻そうとする試みは 10 年前に発効した EU 水
枠組み指令から始まりました。加盟国はこの指令に従って、2015 年までに
域内すべての水環境を生態系が維持できるレベルまで改善しようとしてい
ます。「雨水市民の会」と協力関係にあるドイツの市民団体、fbr は、この
目標達成に雨水の貯留、浸透、利用は不可欠であり、今こそ、その有効性
をアピールする好機ととらえています。

編集委員

国境を越えた流域単位の管理計画

貯留

処理

大沢 幸子

州も水法を改正し、EU 指令にそって動
き始めた。いくつかの州では農業共同

表面流去防止
のための対策

2000 年

EU 水枠組み指令を発表

2003 年

各 国 は 国 内 の 水 法 を 改 正 し、

EU は、2000 年、EU 内の全水域を対

組合から自然保護分野に至るまでの重

象とした環境保護と利水に関する統合

要な水関係者たちが円卓を囲んで具体

2004 年

流域調査の完了

的な政策、「EU 水枠組み指令」*1 を策

的な水域の改善策を対等に議論する仕

2006 年

モニタリングプログラムの開始

定した。その背景には、水質悪化、水不

組みを整えている。

2008 年

河川流域管理計画の草案を公表

EU 水枠組み指令を取り入れる

足、河川の氾濫が頻発し、域内全体とし

しかし、ドイツの水環境の現状はそ

ての包括的な対策を求められていたと

れほど楽観的ではない。EU 指令が 2015

2009 年

河川流域計画の策定

いう事情がある。この指令は EU 内の河

年までに目標とする水質は単なる汚染

2010 年

水の適正価格政策の実施

川、湖沼、沿岸の海水、河口水、地下水

の浄化だけでなく、生態系が維持でき

2015 年

全水域で「良好な状態」を達成

のすべてを対象としたもので、2015 年

るレベルであり、すぐにその基準をク

までに全水域を「良好な状態」まで改

リアできそうなのは調査対象となった

善することを目標としている（目標達

河川のわずか 14％、地下水に関してい

成までの日程は表１のとおり）。

えば、わずか 47％にすぎない（2007 年

水の利用を推進させる上で有効である。

し、意見聴取

以後６年ごと 管理計画の見直しと更新
表１：EU水枠組み指令 目標達成までのスケジュール

同指令の特徴は、州や国の境界にま

現在）。ドイツの河川は一見、きれいに

特に、地下水を汲み上げることにより、

たがる河川の場合、行政区分にとらわ

はなったが、生物の生息域としての基

汲み上げ量が多くて地下水位が下がっ

れず、流域ごとに関係機関が連携して

準に達するまでにはまだ長い時間がか

てしまう場合や、湿地や湧水池、小川に

流域調査、モニタリングを行い、一般

かるものと思われる。

悪影響を与えるような場合に、雨水や中

の個人や団体、利害関係者の意見を取
り入れた流域計画を策定し、水質改善

雨水活用のチャンス

へ向けての全行程をすべて公開で実施

ドイツの雨水活用推進団体、

していく点にある。

fbr では EU の水循環に対する

水の利用が普及する可能性は高くなる。
なぜなら、このように環境に悪影響があ
る場合は、自然修復コストを水の価格に
組み込まれなければならならず、水の価

また、水資源の効率的利用により、持

統合的政策よって水質改善を図ろうと

格は高くならざるを得ない。その結果、

続可能な利水を実現するために、経済的

するこのような動きを、雨水活用の有効

水の利用料金を少しでも安くするため

な手法を取り入れている点も特徴的だ。

性をアピールする好機ととらえ、機関誌

に、これまでとは違ったもう一つ別の

つまり、同指令は産業界、家庭、農業

『fbr-wasserspiegel』（2007.1）の中で次

水源として雨水や中水を加えた水の利

それぞれの利用セクターごとに汚染者

のように提言している。

負担の原則を取り入れて、利用者にとっ

***

用を検討する必要に迫られるからだ。
同指令は水の供給と廃棄、エネルギー

てのインセンティヴとなるような水の

河川の有機物による主な汚染源は下

確保のために持続可能な水資源利用に

価格設定政策を導入し、水供給サービ

水処理場からではなく、雨水下水道から

ついてのあらゆる可能性に実現の機会

スにかかるコストを回収するよう EU 加

のものだ。そこに前処理や貯留施設が

を与えるものだ。このことはすなわち、

盟各国に要請しているのだ。

ない場合に、河川に病原菌や排泄物、砂、

地表水の汚染浄化や地下水の減少を防

重金属が流入する。従って、雨水を貯留、

ぐ上で雨水と中水利用の持つ可能性を

浸透、利用して河川に流入する雨水の量

示すものであり、雨水活用を普及推進

ドイツの取り組み
ドイツは 2002 年から日本の JIS に相

を減らすことにより、処理コストを削減

する格好のチャンスが巡ってきたとい

当する工業規格 DIN に雨水利用装置を

し、汚染を防止できるのである。EU 水

えるのである。

加えて、EU の中でも積極的に雨水活用

枠組み指令の目標を実現するには、上

*2 を推進してきた。ドイツはこの指令

記の点をはっきりと指摘し、個々のケー

にどう対応しようとしているのだろう

スにあてはめ、具体的に検討する必要

か。ドイツ連邦政府は 2002 年、連邦水

がある。

管理法を改正し、国内法に EU 水枠組み

また、水を供給するのに必要なコスト

指令を組み込んだ。これに続いて全 16

を水の価格に含める政策は、雨水や中

4
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*1 EU 水枠組み指令：EU Water
Framework Directive ( 略称 WFD)
*2 雨水利用：英語では rainwater
harvesting という。雨水を貯留・浸透・
利用・蒸散などの方法により水循環を健
全化し、資源としての水を有効に活用し
ていくこと。雨水利用はその中の一つ。

「雨水法」

…雨水に関する
法律を考える

特集：

つくろう ！

「雨水の貯留、浸透及び利用」を
社会の仕組みにするために、
雨に関わる法律を束ね、新しい法体系を。
気候変動による大洪水や大渇水の発生による都市災害が危惧され、一方では省資

源・省エネルギーで持続可能な都市が求められています。その有効な対策は、雨水
の貯留、浸透及び利用を進めることです。雨水の貯留、浸透及び利用を進めること、
すなわち「雨水（あまみず）活用」は、これからの都市が、持続可能な社会を実現
していくためのキーワードと言えるでしょう。
しかしこれを推進しようとした時、幾多にわたる水に関わる現行の法律が様々な壁
として現れ、なかなかスムーズには進められないという現実があります。雨水の価値
を認知する新たな社会には、現行法では届かない不備を補った新たなルールづくり
が求められます。それを「雨水法」とでも命名するべきでしょうか。今回は、その
夢の法律の整備を展望しながら、雨水に関連する複数の現行法の課題や問題点を探っ
てみました。（編集委員：村瀬誠、高橋朝子）

排水型都市を作った下水道から、

下水道法

雨を " 保水する " 下水道へ

す。 要するに雨水を排除する対象としてしか捉えていま
せん。そしてこの考え方の元では、雨の量が増えるなら

なんとしても排水せねばと、大きな下水道施設を作ろう、地

明治 33 年の旧下水道法制定以来、その歴史からいっても、
下水道の本命は洪水の防止にあります。都市において雨をい
かに速やかに排水するのか、それが下水道に課せられた任務
でした。しかし、急速な都市化で今それが裏目に出ています。
東京都心に象徴されるように、都市化が急速に進み雨が地下
に浸透しなくなると、雨水が一挙に下水道に押し寄せます。
大雨の際にはさばききれなくなった下水が逆流を繰り返すよ
うになってしまいます。いわゆる都市型洪水です。
そして今、短時間集中豪雨で逆流した下水が地下室を襲っ
たり、下水管から大量の雨水が一挙に都市河川に押し寄せた
り、あるいは、下水道工事中に水かさが一挙に増して尊い人
命が失われるといった、このインフラに起因する災害が次々

下に巨大な水路を築こう、といった方向に力が注がれてしま
います。
しかし環境のため、安全のために豊かな水の循環を都市に
再生したい。雨水を溜めたり、浸透させたりしてその場にで
きるだけ溜めおきたい。そうした排水型都市から保水型都市
への転換が求められている時代です。雨を全て排除するとい
う現在の役割を見直し、地域の水循環の中に位置づけ直す、
新しい下水道法が願われていると言えるでしょう。

河川だけでなく、

河川法

流域全体の治水へ
河川法もしかりです。下水道と合わせて雨水の排水下水道
と合わせて雨水の排水を担っているのは河川です。その河川

に起こってしまっています。*1
下水道法では、第 2 条第 1 項において「下水とは、汚水又

法にも大きく２つの課題があります。

は雨水」とし、雨水を下水として位置付けています。また、

第一に、急速な都市化に伴い雨水のピーク流出量が増大し

第 2 項においてその下水を排除するために設けられる下水管、

ている問題です。短時間に河川の排水能力を超える雨水が河

下水処理場及びポンプ施設などの総体を下水道と称していま

川に押し寄せ、都市河川は氾濫を繰り返すようになっていま

降雨と河川の水質汚濁の問題
*1 2008 年神戸市都賀川の事故
( 提供：神戸大学大学院 藤田一郎 教授 )
7 月 28 日、短期集中豪雨が襲来。神戸
市民憩いの川、都賀川では急激な増水
により人命が失われるという痛ましい
事故があった。その本質は急速な都市
化と徹底した雨水の排除によるものと
いえるのではないか。
あまみず 50 号 (2008.5 発行 )
：特集「災害と雨」P4 参照

東京や大阪のような大都市の場合、下水道は汚
水と雨水を一つの管で排水する「合流式」が主流
です。雨が降って下水管がいっぱいになると、下
水道の吐水口から処理をしていない汚水が河川に
あふれ出し、水質汚濁を引き起こします。特に降
り始めの雨は、路上の汚れや管渠の堆積物も含ま
れ、吐水口からあふれた雨水の水質はかなり悪い
ものです。雨水を浸透や貯留することにより、雨
を一度に流出させずにピークカットできます。こ
れは、都市型洪水の防止策となるばかりでなく、
河川の水質を守るためのものでもあります。
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特集
雨水処理にかかる予算の配分を見直そう

下水道だけでは担えなくなってきている雨水処理。地域、あるいは流域全体で雨水の貯留浸透を進める必要
があります。しかし行政の雨水施策の予算配分の考え方は足かせになります。各自治体の下水道部の経営では、
汚水にかかる費用は下水道料金（私費）でまかなう、雨水にかかる費用は税金（公費）からまかなうという「汚
水私費、雨水公費」が原則になっています。下水道に雨水を流すためには公費がつぎ込まれますが、個々の建
物や敷地で貯留・浸透させて下水道に流す雨の量を減らしても、そこには公費が使われません。市民や企業の
負担でこれをすることになっているのです。しかし、これからは発想を変え、流すだけでなく貯める・浸透さ
せる方にも公費を振り向けられるようにするべきなのです。市民や企業などの敷地で行う雨水貯留や浸透によっ
て、下水道にかかる雨水処理量が減ります。その公費負担の軽減分については、雨水活用のために還元する仕
組みを作ることなど、公費を膨らませることなく、より良い治水策を進める誘導策も検討できるはずです。

す。東京都と神奈川県を流れる鶴見川は、1965 年以降、急速

方を根本的に見直す時期にきていると言えるでしょう。河川

に都市化が進み、流域の保水、浸透機能が大幅に低下し、結

法が河川だけを考えて「治水」しようとするのではなく、
「知

果として水害が頻発しました（図 1 参照）。河川整備のみで

水」、つまり河川に流入する水の出所を知り、この対策を講じ

は治水の効果があがらないと、「統合治水対策」の先駆けと

られるようなルールで流域全体を俯瞰して河川の管理をして

して、1976 年以降河川管理者や流域自治体等が連携して、遊

いくべきなのです。

水地等の設置に取り組んできました。その取り組みが種とな

斬新な下水道と河川のコラボレーション

り、2003 年 6 月の「特定都市河川浸水被害対策法」の制定に
結びつきました。これは、指定した都市河川流域の浸水被害

この様なことから近年、都市の水を排水するための担い手

対策の総合的な推進、雨水貯留浸透施設の整備などを行うこ

となってきた下水道や河川のあり方を見直そうという動きが

とにより、浸水被害の防止対策を進めることを目的にしてお

政府の中にも出てきました。2007 年 3 月に国土交通省から「都

り、鶴見川はその指定第一号となりました。しかしこの法律

市における安全の観点から雨水の貯留浸透の推進について」

は、一定規模以上の開発には適用されますが、小規模な住宅

*3 という国交省の下水道部、河川局を含む 11 人の各課長名

開発や既存の施設などに対する規制はなく、結局は貯留対策

による通達が、全国の地方整備局担当部長宛に出されました。

が確保できていないなど、限界も見えてきています。

雨を排出すること一辺倒の治水はもう限界であるとし、国を

第二は、気候変動への対応です。これまでの河川整備計画

挙げて雨水の貯留、浸透を推進していく方向性を打ち出しま

は、50 年に１度、100 年に 1 度起きるような大雨に備えて

した。この流れを受け、2010 年には、「雨水浸透施設の整備

実施されてきましたが、その想定を超えるような大雨が降る

促進に関する手引き ( 案 ) 」*4 が国土交通省の地域整備局下

ことが珍しくなくなりました。例えば、1 時間あたり 80㎜以

水道部及び河川局治水課によって作成されました。雨水浸透

上の豪雨の回数を経年で比較してみると、1976 ～ 1988 年の

施設の整備、雨水浸透能力の定量化、雨水浸透効果の下水道

平均 9.9 回、1987 年～ 1997 年の平均 11.5 回、1998 ～ 2009

計画への反映、適切な維持管理等など、一歩踏み込んだ手引

年の平均 18.0 回と除々に増加しています（図 2 参照）。また、

きとなっています。まさに、河川へ速やかに雨水を排水する

気候変動に伴い、今後北半球では降雨量が 10％～ 20％増加

ことから、流域全体で雨水を貯留したり、浸透させたりして、

すると言われています。これは時間当たり 80mm の豪雨の確

いかにゆっくり流す仕組みを多様に作るかということへの転

率が 100 年に１回であったものが、30 年に１回になることを

換です。これまでは部署ごと個別に雨水に対応してきた政府

意味します *2。

が、問題の本質に向き合い、今日の治水の達成に共同で向か

これらの課題を解決するためには、今、河川の整備のあり

おうという動きは大きな変化であり、期待がかかります。

・1時間降水量の年間発生回数
・全国約1300地点のアメダスより集計した
・1000地点あたりの回数としている

年間発生回数(1000地点あたり)
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図１ 都市化による洪水の大型化 『鶴見川水マスタープラン』より
市街地が拡大したことにより都市化が進む前（昭和33年）と同じ雨で
も、洪水のピーク流量が約２倍（平成２年時点）になっており、鶴見川流
域の洪水に対する脆弱さがうかがえる。
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図２ 「気象変動レポート2009」
（気象庁）より
1時間降水量80㎜以上の年間発生回数（1000地点あたり）

1時間降水量80ｍｍ 以上の年間発生回数(1000地点あたり)

福岡・樋井川流域市民会議

行政ばかりでなく、市民も考え始めています。福岡では 2009 年 7 月、市内の樋井川が集中豪
雨により氾濫しました。これを契機に、「俺らが何とかせんば！」と市民が主体の「樋井川流域
市民会議」が発足しました。何度もの議論を重ね、流域で水を溜めることが必要なことだという
共通の意識が生まれ、流域の流出を抑えるために自分達ができることを実践しようとしています。
学校に透水保水型グランドを取り入れる、ため池について農業関係者と市民が話し合って堤防を
強化する、雨水タンクを市民が備えるために下水道料金の見直しを行政に訴える、雨水タンクの
デザインを公募するなど、具体的な行動がはじまっています。九州大学大学院の島谷幸宏教授は、
治水をみんなで実現していくためのポイントは、「環境も福祉も教育も切り離さないこと」と強
調しています。

しかし治水は、行政だけが担ってできるものではありませ
ん。流域の企業や市民も治水対策への理解を深め、一丸となっ
て取り組む体制作りも必要でしょう。

雨を流さず、受けとめよう…
建築物、道路、公園に降った雨を
下水道につなぐ前に…
建築基準法では、第 19 条第 3 項において、「雨水と汚水

た発想で見直されるべきでしょう。

都市の水資源を捉え直そう。
複数水源・複数用途をめざして…
1960 年代の高度成長と都市への人口増加に伴い、水需要が
増大するなか、安定的な水利用を確保することを大命題に、
水資源開発と称して遠くの水源に頼るべく多数のダムが建設
されてきました。そして全国の都市に水道が完備されました。

を排出又は処理するための適当な下水管等の施設を設けるこ

水系伝染病を激減させた点、清浄な水を安定して給水するこ

と」としています。道路法、都市公園法に

とを可能にした点、現代社会はこの水道の普及によって大き

おいても同様のことが言えます。建物や道

な恩恵に与ってきたと言えます。しかし、水道が国土全体に

路や都市公園は、都市の面積の大部分を占

ほぼ普及した現在、水道法第 1 条に掲げられる「清浄にして

めていますが、これらを管理する法律は現

豊富低廉な水の供給」という目的は、もう一度問い直すべき

在のところ、雨水は建物から排出し、下水

時を迎えているのではないでしょうか。例えば、「豊富」。好

にすみやかに流すだけのものとして捉えて

きなだけ水を使う時代は終わりました。水資源は有限です。

建築基準法
道路法
都市公園法
都市計画法

います。雨水の貯留、浸透及び利用などの規定はありません。

次に「清浄」。これも、水源の上流からの汚染が進み、とて

これは裏を返せば、増大する降雨が洪水をもたらしているの

もそのままでは飲めないので高度処理を余儀なくされていま

ではなく、降雨による洪水や被害の出水源をこれらの法律が

す。高度処理は水処理コストやエネルギーを上昇させます。

作り出してしまっているともいえるのです。都市全体の土地
利用などを定める都市計画法でも、雨水活用の観点から都市
機能のあり方や用途地域、容積率、建ぺい率等を見直せたら、
どれほど豊かで安全な街がつくれるでしょうか。

水道法

加えて、ほぼ普及が進み水道は更新管理の時代と
なっていますが、老朽化していく設備を維持管理
していくことにも膨大なコストがかかり、「低廉」

も難しくなります。安全な水を得るための現在の水道設備は、

雨水が資源であるという視点、地域水循環の要であるとい

省資源・省エネルギーの観点からも課題があると言えるで

う視点、都市が大地と空の間を循環する水によって生かされ

しょう。トイレの洗浄や散水には、多くのエネルギーを使っ

ていることを再認識する。都市を形成する為の各法がそうし

て浄化する飲み水と同じ水質を用いる必要はないでしょう。
現行の水道法は資源としての水をどこからどのように得る

*2 あまみず 53 号 (2010.2 発行 )：特集「気候変動に伴う水
危機に都市はどう立ち向かうのか？」P7 参照
*3「都市における安全の観点から雨水の貯留浸透の推進に
つ い て 」（ 平 成 19 年 3 月・ 国 土 交 通 省 ） http://www.mlit.
go.jp/crd/city/sewerage/info/sinsui_taisaku/070427.html
*4「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き ( 案 ) 」（平成 22
年 4 月・国土交通省地域整備局下水道部及び河川局治水課）
http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000104.html

福岡大学サッカーグランドは透水性保水性を備えている。
樋井川流域市
民会議では、
流出量抑制のため、
流域の学校のグランドにも導入を検討。
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特集
特集： 天然の蒸留水、

雨の水質について
考えてみよう

雨水の水質はよい

Q

…グラスに注いだ
天水と、水道水。
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.

建築物の衛生的環境の確保に
関する法律
学校保健安全法

雨水でお洗濯／ドイツの雨水洗濯裁判判決 …

4

より良い水質で雨水活用するために 極意と課題／水質 Q&A …

6

第 3 回 雨水ネットワーク会議全国大会 2010 in 松山 報告 … 8
バングラデシュ・スカイウォータープロジェクト：試行から本格的事業展開に向けて …11
レイン・カルチャー：日米プロ野球にまつわる雨の話 …12
すみだ環境ふれあい館 だより ：雨水をいかした夏休みプログラム …13
雨水市民の会 2010 年度総会：役員改正による新体制 …14

雨水の水質は蒸留水に近く、水質汚染の指標の一つ
である電気伝導度では、水道水の数分の 1 です。また、
糞尿由来の病原菌に汚染される機会は、はるかに低い
ものです。ドイツでは、雨水を洗濯にも利用していま
す *5。雨水はもともと良好な水質ですから、できるだ
け汚さないで集水できれば、風呂やシャワーにも活用
できる可能性もあります。開発途上国に目を向ければ、
雨水は飲用や料理に活用されています。日本でも雨水
は昔から飲まれてきました。

のか、また環境やエネルギー問題にいかに配慮するかといっ

に関する法律（通称建築物衛生法）です。「雑用水」と呼ばれ、

た視点で見直されるべきでしょう。遠いダム湖に水源を求め

その水源として雨水、井戸水、下水処理水等などを想定し、

ずとも、考えてみれば頭上に水源はあるのです。東京でいえ

また用途は水洗トイレ、散水、池などの水に限定しています。

ば、年間に使われる水の量約 20 億トンを上回る約 25 億トン

そして塩素消毒が義務付けられています。また学校保健安全

もの雨が降りますが、これをまるでごみのように下水に捨て

法に定める学校環境衛生基準でも残留塩素濃度の規定があり

てきました。しかし、捨てれば洪水、溜めれば資源です。ダ

ます。

ム開発が限界に達し、既設のダムも年々堆砂で有効貯水量が

しかし、そもそも下水処理水と雨水を同様に取り扱うこと

減少していくことを考える時、「都市の雨水は水資源である」

に疑問符が付きます。なぜならその原水の水質がまったく異

と法的に位置づけ、積極的に活用していくべきではないで

なるからです。前者は、し尿や雑排水であり、処理水中には

しょうか。しかし現在、水道の敷設及び管理こそをうたう水

糞便由来の細菌、ウィルス及び原虫類などの他、様々な化学

道法ですが、雨水タンクのことや井戸水についての言及は皆

物質が含まれます。これに対し、雨水は本来、蒸留水です。

無です。水道を公共水道とすれば、雨水や井戸水は、
「個人水

糞便由来の微生物汚染の機会はほとんどなく、有害な化学物

道」にあたるといえるのかもしれません。（これらの水源は自

質の汚染度合も下水処理水に比べればひと桁低いのです。た

己責任において利用するのが原則となっています。）公共水道

しかに、都市部では雨水は大気汚染の影響を受けますが、集

と個人水道、下水処理水の再利用など、複数の水源を視野に

水する場所を選んで最初の降雨を 2㎜カットした後は、汚染

入れ、確保・供給を網羅する新しい水道法が願われます。

の度合いは 10 分の１に低下します。したがって簡単な処理

また現行水道法には、他にも節水機器等の設置や、質毎に

により、トイレはもちろんのこと、冷却用水、洗濯などの用

用途を定める等、これまでにはなかった視点を入れて整備し

途に利用が可能です。雨水は栄養分が低いので塩素消毒をし

ていく時がきていると思われます。

なくても、細菌の増殖で水が ” 腐る ” 心配はありません。

雨水は天然の蒸留水、
高い水質を活かし用途を広げるルールを
水道法上では言及されていませんが、実際に大規模なビル
や団地では飲み水である水道とは別に、トイレや散水など、
雑用に使う水を別配管で設置している施設があります。この
利用基準のもとになっているのは建築物の衛生的環境の確保

今後は、雨水を「雑用水」とは区別し、
「雨水」という独自
の分類におき、関連法規もそれに見合った形にしていく必要
があるのではないでしょうか。そして天然の蒸留水である雨
水の利用用途を拡大していくべきでしょう。

雨水関連の制度化をめぐる最近の動向
以上のように、現行の日本の法体系の、水、すなわち雨水

つくろう！
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*5 あまみず 55 号 ( 2010.10 発行 )：特集「天然の蒸留水、
雨の水質について考えてみよう」P4 参照）。
*6 あまみず 54 号 ( 2010.6 発行 )：
「縦割りの水制度を改革し、
水循環の復活を！」稲場紀久雄 P12 参照）。
*7 水循環政策大綱案及び基本法要綱案：
http://mizuseidokaikaku.com/report/report21.html

水循環基本法
雨水活用建築
ガイドライン

に関わる分野は、水（雨水）の循環に対す

雨水を中心に流域全体で捉えて考える発想が必要でしょう。

る配慮が欠けた法体系であったのではない

今、国会では、超党派議員で構成する「水制度改革議員連

でしょうか。今後、都市化の弊害の緩和、気象変動、環境エ

盟」（共同座長代表中川秀直氏）による「水循環基本法」の

ネルギー問題等に対応するために、その根源的対策となる雨

制定を目指した動きがあります *6。その元になっているのは、

の貯留、浸透、利用が普及促進させられるよう、法の整備が

2009 年 12 月に水制度改革国民会議によりまとめられた「水

願われます。いわば「雨水法」と呼べるような法体系づくり

循環政策大綱案及び基本法要綱案」*7 です。これまでの水行

が求められているのです。多くの識者、市民の声を束ねなが

政では、水と水循環の根源的な重要性を踏まえた基本理念が

ら、具体的な方策・行動を取って行くべきと考えます。

共有されず、縦割りによる分断的な水管理が行われてきまし

一例として、日本建築学会では、2007 年度から建築におけ

た。その結果、洪水や渇水の脅威に対して極めて脆い社会と

る雨水活用システム規準作りに取り組んできましたが、2011

なり、生態系への著しい影響が顕在化し、微量化学物質の水

年 3 月にはその成果がまとめられ、「雨水活用建築ガイドラ

循環系への侵入が人々の健康を脅かすようになってきてしま

イン」ができあがるということです。（詳しくは本号 3P を参

いました。要綱案は、このことへの危機意識からまとめられ、

照。）ドイツでは、ドイツ工業規格（DIN）において雨水機器

総合的かつ地方主権的な水管理の方向性を示し、健全な水循

の規格が定められており、雨水活用が産業として成り立って

環の形成のために講じられる施策を総合的に推進するための

いて、近年では、それが EU 諸国にも広がりを見せています。

提言となっています。雨水の循環と活用は水循環基本法の根

日本建築学会の取り組みもこの DIN 雨水規格に刺激されて始

幹を形成する大切な要素となっています。都市における雨水

まりましたが、建築学会における規格づくりは、「雨水活用」

管理を総合的に行う施策は、根本的でかつ効果的な対策とな

を法制度化していく上での弾みとなるでしょう。

るでしょう。今後の水循環基本法にまつわる動きを注視し、

条例化

また自治体では、雨水の貯留、浸透及び
利用を総合的に推進するために、すでに

雨水法へ

支援していきましょう。
近い将来、「雨水法」のコンセプトが

墨田区や千葉県市川市などでは条例化の試みが始まっていま

現実化して、私たちの暮らしに潤いと本当の豊かさをもたら

す。自治体単位での雨水の活用は総合的な施策を推進する上

す日が来ることを願います。

で大きな力を持つのは間違いありません。しかし、水（雨水）
は自治体の境界を超えて循環するものであることから、各自

村瀬

誠

Murase Makoto

治体ごと個別の対応だけでは実効性に限界があるとも言えま

雨水市民の会理事、あまみず編集委員、東邦大学薬学部客員教授、
天水研究所代表。

す。そこには、治水、利水、防災、環境及び都市計画などを、

高橋朝子

Takahashi Asako

雨水市民の会理事、あまみず編集委員。足立区保健所職員。
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RNJ 全国大会

Report

2011.02.05

2011 in 大阪 プレ・シンポジウム 開催！

「これまでの雨水利用、
これからの雨水活用」
雨水ネットワーク会議全国大会 in 大阪実行委員会
事務局長

久保 正年

2011 年 2 月 5 日（土）に兵庫県

溜めれば資源」の意識で、都市にお

介し、流域に住む住民には ｢大雨時

西宮市民会館にて、第 4 回雨水ネッ

ける雨水の排水、貯留、浸透及び利

にお風呂の水を流さない｣ 等の治

トワーク会議全国大会 2011in 大阪

用に至るまでの流域の総合的な雨

水活動協力をアピールされました。

（以降「大阪大会」という。）プレ・

水管理のあり方を、多方面の関係者

天水研究所代表で雨水ネットワー

で意見交換する場として開催しま

ク会議世話人会の村瀬誠氏は、大洪

シンポジウムを開催しました。
定員 100 名の会場に、遠くは東京、

す。特に次世代への働きかけを重要

水、大渇水、大地震といった自然

九州、福井、松山等から、総勢 107

な位置づけとし、子供たちが雨水と

災害が国内外で多発している中で、

名が参加し、雨水活用講演に盛り上

触れ合う環境学習を充実させたい

都市において持続可能な水戦略が

がりました。

と考えております。

求められており、その成否は都市

近年、酷暑や冷夏などの気温異常

今回のプレ・シンポジウムは、こ

や突発的なゲリラ豪雨、渇水など降

れまでの雨水利用の歩みを振り返

その原点は水田である等の話をさ

雨の極端化など様々な異常気象が

るとともに、最新の動向を共有し、

れました。（社）日本建築学会雨水

続いています。こうした異常気象に

雨水に関する制度や規準づくりに

建築規格化小委員会主査で同じく

起因する都市型洪水など現実の災

よって目指すものを学ぶことで、私

世話人会の神谷博氏は、日本建築学

害を克服するために「雨水の活用」

たち一人ひとりがこれから何がで

会で ｢雨水活用建築ガイドライン」

が注目されています。

きるのかを肌で感じ、8 月の大阪大

を今年度末発行を目指し、現在作成

会に向けて関係者の意識を高める

中であること、建築とその敷地にお

り、降った雨を大地に浸透させれ

場と位置付けして企画しました。

いて雨水を溜めれば洪水の制御も

ば、洪水の防止につながります。一

冒頭で、阪神大震災でお亡くなり

雨水の備蓄も可能になること、建築

つの住宅やビルで溜められる雨水

になった方々のご冥福をお祈りし、

が積極的に緑化に取組めば、溜め

の量はわずかでも、それが地域、流

被災地の西宮から震災で学んだ教

た雨水を意識的に蒸散させ、微気候

域全体に広がっていけば、大きな

訓を活かす街づくりのメッセージ

* の改善に寄与すること等の話をさ

ダムと同規模な効果を発揮するで

を発信し、その後４題の講演をして

れました。( 社）雨水貯留浸透技術

しょう。

いただきました。

協会部長で同じく世話人会の屋井

屋根に降る雨水をタンクに溜めた

8 月の大阪大会の開催趣旨は、上
記背景から、「雨は捨てれば洪水、

10

大阪府の安岡政光氏は、大阪府が
取組む寝屋川流域の治水対策を紹
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における総合的な雨水活用であり、

裕幸氏は、雨水浸透施設の全国的な
普及状況、その多面的効能の事例、

予告

2011.

8 月 5・6 日

第 4 回 雨水ネットワーク会議 全国大会
2011 in 大阪
開催 !
主催：雨水ネットワーク会議全国大会 in 大阪 実行委員会

参加費無料・要事前申込み
計画・設計の考え方、課題と今後の
展開等についての紹介をされまし
た。何れの講演も内容が濃く、参
加者に様々な角度での雨水活用が
うまく伝わったように感じました。
8 月の大阪大会に向けて良いスター
トが切れたと思っております。
現在、大阪大会の準備を具体的に
計画的に進めています。イベント
ショー、基調講演、分科会、環境学
習、ポスターセッション、雨水ツ
アー等、盛りだくさんの内容で企画
しています。 4 月には詳細な広報
を行いますので、8 月 5 日（金）、6
日（土）の大阪大会に是非、お仲間
お誘いあわせの上ご参加ください。
雨水活用を皆で堪能しましょう。
楽しみ楽しみ！雨水に感謝！
* 微気候：住まいとその周辺に限った狭い範囲の気候
のこと。建物の形や向き、植物からの影響等を考え、
温湿度・風などをコントロールして、省エネで快適
な住まい方をめざす。

久保正年

Kubo Masatoshi

関西雨水市民の会の副会長であり、雨水ネッ
トワーク会議全国大会 in 大阪実行委員会の事
務局長を務める。
関西雨水市民の会〒 536-0011 大阪市城東区放
出西 2 丁目 7 番 20 号（株）ドリムテック 内
ＨＰ：http://www.kansaiamamizu.com/

日

程：平成 23 年 8 月 5 日（金）、6 日（土）

会

場：ドーンセンター
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
大阪市中央区大手前１－３－４９
http://www.dawncenter.or.jp/top/index.jsp

テーマ：琵琶湖から広がる流域の雨水活用

～子どもたちに環境学習を通じて雨水循環を伝えよう！～
全国から多くのみなさまのご参加をお待ちしています。
関西における雨水活用の最新状況を共有しましょう。
協賛者、募集中！
プログラム概要
詳細はウェブサイトに掲載・更新していきます。ご参照ください。

● 8 月 5 日（金）
13:00 ～ 17:30（大ホール 500 席）エコレインショー、基調講
演、事例発表、環境学習、ポスターセッション、ほか
18:00 〜交流会（有料）
● 8 月 6 日（土）
9:30 ～ 12:00 分科会、オプショナルツアーほか
※なお、両日共、数々の「子ども達のための雨の環境学習プログラム」
を実施します。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込み
雨水ネットワーク会議全国大会 in 大阪 実行委員会事務局（ 担当：久保）
E-mail：info@kansaiamamizu.com
TEL：050-5520-3300
FAX：06-6964-2520

http://www.rain-net.jp
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協働

Report

2010 Project

雨の恵みプロジェクト

『両国さかさかさ』
市民・企業・行政の協働による、
公道の雨水集水装置
2010 年 6 月、墨田区横網の両国国技館正門前の歩道上に、『天水収穫装置
両国さかさかさ』（以下、『さかさかさ』）が設置され、墨田区に寄贈されました。
地元企業ライオンと雨水市民の会によるプロジェクトに端を発し、墨田区の協力により
実現した雨水利用の新しいシンボルです。とかくやっかいもの扱いされがちな雨を「受け止
めて集める」アイデアと、傘をひっくり返したような屋根の形状から『さかさかさ』と名付けられ、人々
が足を停めるスポットとなっています。
企画から設置までの経緯、そして活用と今後の展望についてプロジェクトに携わった三者の方から声をうか
がいました。（編集部）

水とかかわるライオンの事業と雨水利用普及への取り組み
ライオン株式会社 CSR 推進部 小竹 由紀

NPO、行政との協働で実践する CSR

なりました。

くかかわる事業を展開しており、水環境への配

と景観シンボルとしての意味合いから、区道に

慮を重要な課題としています。水を汚さない商

あたる歩道上を設置場所とし、完成後は墨田区

品をつくることはもちろん、水資源の保護につ

に寄贈し、都市整備部道路公園課により維持管

ながる社会貢献活動に力をいれています。中で

理を行っていただいています。

も雨水利用の普及については、その先進地域・

身近な水循環を感じる景観シンボル

ライオンは、「洗う」ことを通じて、水と深

墨田区に本社があり、水とともに日々のくらし

タンクは、活用の利便性

設置して 8 カ月が経ち、花壇の散水に活用す

を支える商品を提供する企業として、雨水利用

るほか、歩道を通行する多くの人に見て、触っ

の大切さを市民に伝え、ともに考えることが、

て、楽しんでいただいています。都市の中で雨

水環境の改善につながるとの考えから、雨水市

水利用に取り組む実践の第一歩として、公共の

民の会と協働し、2008 年から「雨の恵みプロ

場に設置される初めての事例となった『さかさ

ジェクト」を推進してきました。

かさ』が、雨水の利用と身近な水循環について

プロジェクトの実践、第一歩。

考えるきっかけとなればうれしい限りです。

プロジェクトの一環として、2009 年秋、当

雨水利用施設でもある東京スカイツリーの

社社員のボランティアグループが両国駅周辺

竣工・開業という機会を活用するなどして、今

で行っている「花いっぱい運動」での活用を目

後も雨水利用を通じ、自然と共生する循環型社

的に雨水集水タンク設置計画をスタートしま

会の構築にお役に立ちたいと考えています。

ライオン（株）社長より墨田区長へ
目録を贈呈し、
『さかさかさ』を寄
贈しました。

した。
タンクの設計にあたっては、雨水利用事業者
の会に呼びかけ、提案コンペを実施しました。
6 社のご協力を得て、アイデアに富んだ設計案
の中から、風大地プロダクツ設計の間伐材を活
用した容量約 600ℓのタンクを設置することに

解説パネルより

2010年6月28日の完成お披露目
式にて、プロジェクト監修・村瀬
誠が取材陣を前に装置の仕組み
を解説。続いてライオン（株）社
員ボランティアによる散水が行
われました。
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『さかさかさ』を見て体験しよう！JR両国駅西口
から徒歩１分。国技館正門のすぐ前にあります。

お披露目式当日、
『さかさかさ』
（右下隅）と
両国国技館をライオン（株）両国駅前ビル
から臨む。奥には建設中のスカイツリー。
墨田区のシンボルが勢揃い！

雨水利用先進区として多くの人に環境啓発を
墨田区都市整備部道路公園課調整担当

小林

繁

行政・区民・企業が一体に

親しまれる雨水利用のシンボルに

利用の促進を含めて、2009 年 10 月に「すみ

施設であるため、通りかかった通行者は足を

だ環境区宣言」を行いました。また、区は協

とめ、ポンプを動かし、上から落ちてくる水

治（ガバナンス）によるまちづくりを推進し

の流れに大変興味を持たれているようです。

墨田区は雨水利用先進区として雨水の有効

両国国技館前という立地条件や他には無い

あま
みず しゅう かく そう

ており、今回、雨の恵みプロジェクトより『両

設置当初は、器物の破損やタンク内に粉塵

国さかさかさ』のお話を頂いた際は、行政と

が貯まるなど、幾つかの問題に直面した際に

区民等が一体となって事業を行う魅力ある活

も、雨の恵みプロジェクトの皆様方のご協力

動であると感じました。

により、早急な復旧や簡易フィルターの設置

ち

設置場所である両国駅前周辺は、区の重要

等で改善することが出来ました。今後も区と

な観光拠点であると共に、平成 16 年度より

しましては、年に数回、清掃及び点検を実施

ライオン株式会社に花壇管理をしていただい

し、施設の維持管理に努めていきます。

ている場所でもあります。かねてより、ボラ

墨田区は雨水利用を推進しており、環境啓

ンティア社員の皆様には水の確保にご尽力い

発も兼ねた本施設は多くの可能性を持ってい

ただいていた経緯もあり、今回の雨水利用で

ると考えています。道路に限らず、諸条件等

花壇用水を確保することは従事されている皆

が合致するような場所があれば、今後も雨水

様方の労力の緩和やまた、環境面でも大いに

集水装置を積極的に設置していきたいと思い

意義のあることと思います。

ます。

空と大地の水循環を体験する集水装置を実現
設計担当：有限会社風大地プロダクツ

ポンプを押して循環す
る雨水にふれて楽しむ
人たち。

間伐材施工担当：有限会社ナベ企画

桃子

渡辺

保

天水の循環を見せる『さかさかさ』

公道上に設置した初めての環境学習装置

中で、以前から「雨水の循環を見せる」という

な調整と変更がありました。当初は、屋根も木材を予定して

イメージを抱いており、今回の設計では雨を受

いましたが、集水面積の確保や雨の循環を見せるため、テン

け止めると同時に、一端雨が貯まったタンクか

ト地を用いることとなり、テント製作を専門とする江東区の

ら手押しポンプで汲み上げて循環させる仕掛け

丸美屋との出会いで、木の額縁の中にテントを張り、きれい

を施しました。

な曲線を見せる形が完成しました。また、雨を縦樋の外側を

雨水利用製品の開発や住環境教育に携わる

雨が降ると、半透明のテント地の『さかさかさ』

歩道上での設置ということで、設計が決定するまでには様々

伝わらせて落とす仕掛けも、パナソニック電工・雨樋事業部

が受け止め、縦樋の外側を伝わらせてタンクに

の協力を得るなど、数々の専門性を凝縮させ完成に至ってい

落とします。そうすることで、上から下へと流

ます。

れる雨の水紋を観察することができます。また、

設置後はたくさんの人が装置に触れてくださり、週末は行

晴れた日には、通行する人が自由にポンプを押

列を作ってポンプを押す人も出たほどの大盛況で、手押しポ

して、テント屋根に疑似雨を降らすことができ

ンプが故障を起こすこともありましたが、力の入り具合を緩

る仕組みになっています。雨水が流れ落ちると

和させるなど、耐久性を高める補正をしました。

ころを楽しく見せることと、人が能動的に関わ

また、立地条件による雨水の汚れも設置して初めてわかっ

れることを大切にしたアイディアです。

たことでした。排気ガスの煤とそばの鉄道の鉄粉の影響が大

間伐材を活かし、景観との調和を

きいと見られ、茶色の水が溜まり、沈殿物も多くみられため、

伐材を使用したことも大きな特徴です。国産材

雨水や自然を活かした住環境づくりに向けて

本体、屋根、床材等材料のほとんどに国産間

利用は二酸化炭素の排出抑制になり、間伐材
利用は人工林の整備につながります。

光を透かし、きれいな
曲線を描くテント地
の屋根。屋根に続く縦
どいの外側を伝って
雨水がタンクへ流れ
落ちる。

芝

簡易ろ過装置を取付けています。
『さかさかさ』は、散水の実用とともに、雨水利用、間伐材

利用を知ってもらう PR スポットとして役立って欲しいと願っ

間伐材使用には、芯のある角材に圧力をかけ

ています。このプロジェクトを経験し、雨水利用、間伐材利

て繋ぎ合わせ変形を防ぐ、水分を吸収して腐り

用と都市緑化は、互いに深く関わり、とても相性が良いと感

やすい性質を逆手にとり防腐剤を加圧注入で浸みこませる、

じています。『さかさかさ』の敷地舗装材にも使っている木レ

といった特殊な技術が求められます。今回パートナーに迎え

ンガは、雨水が浸透して蒸発冷却効果も高いものです。

たナベ企画は、間伐材を使用する工法や用途開発に長年の経

今後も、間伐材を活かしたエクステリア製品で雨水利用を

験値があり、この大きな構造物が実現しました。木材は、カ

行い、その上部や側面を緑化して、自然を活かした住環境づ

ラマツ、スギ、ヒノキを使用し、芯のある木口面の美しさが

くりを進めて行きたいと思っています。

あえて見えるような使い方をしています。
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活動記録
活動の記録 2010. 10月〜

ふれあい館活動

●10/17(日) 雨の絵本ひろば
「紙
ねんどで秋をつくろう」
子ども12
人。
絵本の読み聞かせの後、
紙粘
土で秋を表現しました。
今回の参
加者は全員小学生。
みんな思い思
いに粘土をこねて楽しみました。
●11/21(日) 雨の絵本ひろば
「ク
リスマスリースをつくろう」
子ど
も19名、
大人9名が参加。
ダンポー
ルに毛糸をまきつけて作るクリ
スマスリースと、
植物のツルを
使ったクリスマスリースを作り
ました。
いつも難しいのは参加人
数の予測。
この日は予想以上の参
加人数で毛糸が足りなくなりそ
うに…。
楽しいけれど、
毎回冷や
汗ものです。
●12/16(木）
江戸川人生総合大学
による見学会 35名の受講生(江
戸川区民)に、
山田和伸理事がこれ
までの当会の雨水への取組みを
紹介。
●12/19(日) 雨の絵本ひろば
「ク
リスマス会」子ども31人。
大人6人
が参加。
恒例のクリスマス会はリ
ピーターも増えた。
ペープサート
「はらぺこあおむし」
、
参加型劇
「お
おきなかぶ」
、
紙芝居
「あめあがり」
などで大賑わいでした。
お茶会は
雨水紅茶、
リンゴケーキなど。
●1/16(日） 雨の絵本ひろば 絵
本整理
●1/22(土) 「すみだの生きもの
～下町でたくましく生きる野鳥
や昆虫たち～」 講師：山田和伸
理事。
緑被率10％強の墨田区で
も、
野鳥70種、
蝶やトンボも各々
30種以上観察されているという。
まず名前を覚えるところから始
めようとのメッセージに合点。

●2/20(日) 雨の絵本ひろば
「ゲームであそぼう」
子ども4名、
大人2名参加。
人数が少なかった
が、
絵本の読み聞かせの後、
手作
りの
「雨水ぼうやのたび」
すごろ
く、
「雨の絵本かるた」
、
“ごろごろ
どっかーん”ゲームをして盛り上
がりました。
結構大人が熱くなっ
ていました。

鳥と出会い、
次第にスカイツリー
が迫りくるというミニ旅でした。

他会場での活動

雨水ネットワーク会議

●10/9(土) 雨水探検隊
「墨田区
内雨水利用施設の見学と大横川
親水公園の自然観察」 子ども17
名、
大人13名参加。
小雨が降って
いましたが決行し、
外手児童館、
御
谷湯を見学。
公園では、
市川市北方
（ぼっけ）
の湿地帯の環境教育活動
をしている宇田川さんのお話を聞
き、
後はザリガニつりに夢中。

●10/1(金) 第4回雨水ネットワー
ク会議全国大会2011 in大阪実行
委員会発足

●10/10-11(日・祝) 「SAVE THE
FUTURE～いきものの宝島」
(NHK
主催) に出展。
NHK放送センター
特設会場にてバングラデシュで
の雨水タンク普及事業や雨の絵
本ひろば、
手づくりタンクなどの
活動を紹介しました。
来場者は雨
水利用を知らない若い層が多く、
PRに努めました。
●11/6(土) 墨田区立外手小学
校地域交流事業にて雨水出前講
座を実施。
竹の水鉄砲、
レインス
ティック作りもしました。
講師：
伊藤林事務局長。
●12/12(土) 雨水探検隊
「お楽し
み会」 外手小学校の家庭科室に
て子ども26名、
大人18名が参加。
玄米を精米してから炊いて、
カ
レーを作って食事。
時間がかかり
ましたが、
おいしいと評判。
雨水
クイズは、
景品ほしさに
（？）
真剣
勝負。
●1/19(水) 水制度改革を求める
国民大会に出席
（参議院第一議員
会館）
。
●2/19(土) 「墨田区南部地域ま
ち歩き」
(5月21日予定)の下見会
5名参加。コース：両国駅前⇒国技
館前さかさかさ⇒旧安田庭園⇒
横網町公園⇒外手児童館⇒御谷
湯⇒大横川親水公園⇒東京スカ
イツリー。
雨水利用施設だけでな
く、
関東大震災の慰霊堂や東京大
空襲の復興記念館を見学。
公園な
どではツグミやヒヨドリなど野

※以下、
東日本大震災発生のため
中止。
○3/12
（土） 雨水探検隊終了式
○3/19(土) 「水鉄砲づくりと気
象の話」
勉強会
○3/20(日) 雨の絵本ひろば

●11/19(金) 第4回雨水ネット
ワーク会議全国大会2011 in大阪・
実務者会議
●2/2(水) 雨水ネットワーク会議
世話人会
（すみだ環境ふれあい
館）
●2/5(土) 第4回雨水ネットワー
ク会議全国大会2011ｉｎ大阪プ
レシンポ 西宮市民会館にて、
106名が参加。
詳細はP8に掲載。
●3/4(金) 第4回雨水ネットワー
ク会議全国大会2011 in大阪実行
委員会・実務者会議

スカイウォータープロジェクト
●11/25-12/5 バングラデシュの
雨水タンク・マイクロクレジット
事業を本格実施するためのMOU
契約を3つの団体とし、その進行
状況を調査。また、マイクロファ
イナンスの返金状況を確認。
●3/13 ～ 3/27 タイにおけるタ
イジャー（低価格の雨水タンク
としてバングラデシュでの活用
を想定）製作研修のための準備と
バングラデシュのプロジェクト
進行管理

理事会・委員会会議

2011 年 3 月 30 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
〒 131-0032 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
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予定 (4月～ )
ふれあい館活動
●4/17(日) 雨の絵本ひろば
●5/8(日) 「プランター de里いも
里いも畑 はじめの一歩」植え付
け説明会。以後11月まで参加者
を一般から募って実施予定。
●5/15(日) 雨の絵本ひろば
●5/21(土) 雨塾「すみだ雨水ま
ち歩き・南部編」
●6/19(日) 絵本ひろば「雨を楽
しむあめまつり」
●7/17(日) 絵本ひろば「しゃぼ
んだまであそぼう」

スカイウォータープロジェクト
●4 ～ 5月にタイの職業訓練校へ
バングラデシュの職人を派遣予定。

雨大好き里いもを
育てよう！

里いもは水分がたっぷりないと
育ちが悪い。雨降りには、サト
イモは葉っぱを大きく広げて
喜んでいる。そんなサトイモを
プランタで育ててみようと、市
民の会の安藤勝治さんが発案し
た企画が５月８日から始動しま
す。すみだ環境ふれあい館の雨
水タンクの水を使って育て、観
察や計測を経て、秋に葉もあわ
せて収穫します。
（問合せ：雨水
市民の会事務局へ）

●市民活動・ふれあい館担当委
員会 11/4
（ 木）
、2/3
（ 木）
（ふれ
あい館管理委託契約打ち合わ
せ）
、3/4
（金）
●企画・渉外委員会 12/9
（木）
、
2/13
（日）
●雨と文芸チーム 「雨の詩集」
編集会議。10/14(火)、10/28(火)、

2011.03.11 14:46 東日本大震災により被災された皆さまと、ご関
係のある全ての方々へ、心よりお見舞い申し上げます。全ての方が
無事に、手を取り合いながら、復興に向けて歩めますことを願います。
雨水と法律の関係を探る今号の編集作業中に震災が発生。一時は軌道修
正し、避難と支援に対し即時的な効果を生む内容を盛り込むべきかとも考
えましたが、初心に徹し、この度の発行に漕ぎ着けました。そもそも、雨
水活用のコンセプトの根底には、
現代社会や文明が築いてきた、
エネルギー
と環境の諸課題への改善改革の念が込められています。これからの復興の
長い道程に思いを馳せると、雨に関する法律という今回のテーマが必ず役
に立つであろうと、あらためて意識されました。これまで目を背けてきた
大きな課題を表面化させた今回の震災。このきっかけは私たちの持続性に
おける大きな時代の転換点となるかもしれません。あらゆる分野の改革が
願われ、着手されるであろうこれから、雨水活用の推進を伴うことが、こ
の被災からの立ち上がりをより良いものにすると信じています。
（EH）
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●あまみず編集会議 11/18
（木）

●理事会 12/11
（土）
、2/19
（土）

編集後記
世界の空と人をつなぐ あまみず
no.56

11/1( 月 )、11/18( 木 )、12/9( 木 )、
12/27( 木 )、1/27( 木 )、2/10( 木 )、
2/28(木)。 今 後 は 少 な い 編 集 ス
タッフで詰めの作業をしていき
ます。5月初旬までには出稿、56
ページ
（予定）
。

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

文化

雨の詩の森へどうぞ
雨と文芸チーム

長尾 愛一郎

「雨と文芸チーム」では、雨とくらしとのかかわりを様々な文芸から掘り起こ
す活動をしています。今回は雨の詩をテーマに成果をまとめました。

空は
涼

たのか、雨にどのような想いを寄せた

木坂

とおして、詩人たちが何を表現したかっ

空は

く脱稿という段階にきています。雨を

降りてゆくことができないので

筆、読み合わせ…と会議を重ね、ようや

肩をたたくのに雨を使い

集中です。2009 年度から資料収集、執

雲をタオルにする

の特集につづき、いま『雨の詩集』を編

雲は

雨と文芸チームは小説・浮世絵・俳句

浮かぶこときりできないので

詩集『じかんはじぶんを』

『雨の詩集』を編集中

服を着がえるのに太陽を使い

洗濯するのに風をまわす

出典

「雨と文芸 第５号」表紙

木坂涼の比喩のセンスは新鮮だ。生物であれ無生物であれ、自分と同じ目線で見ている。

編集に取り組んで感じたことは、詩

らなる「雨ふるふる」の第 1 編を引用）

を読む側にも言葉の一番ダシをとる感

雨という漢字一文字を取り込みなが

性や語感を磨くことが必要なのではな

ら詠んだ、短いけれどスケールの大き

いか、ということでした。

な詩もあります。たとえば、まど ･ み
ちお（1909 ～）の次の詩のように。

雨の詩あれこれ

「太陽／月／星／／そして／雨／風／虹

ここでは木坂涼（1958 ～）を含め、
4 人の詩人たちの雨の詩を紹介します。
明治後半から昭和初頭にかけて生き、

／やまびこ／／ああ

一ばん

ものばかりが／どうして
んなに／一ばん

ふるい

いつも

こ

あたらしいのだろう」

のかを考えながら近代詩以降の日本人

結核を病んで 27 歳の若さで逝った八木

の作品を手分けして集め、このたびの

重吉はしばしば雨を詠みました。雨に

まど・みちおは、自分の詩は ‘ 今日は

冊子となりました。

慰められ、雨から力をもらったのでは

このように生きました ’ と自然や宇宙に

ないでしょうか。「くらいよる／そとで

あててする報告なんだと思う、と語っ

雨に託した内容がその詩を豊かにして

は雨がしづかにふってゐる／雨のこと

ています。

いるのであれば、「雨の詩」として取り

をかんがへると／ひとすぢひとすぢの

上げました。巻末リストに掲げた詩は

雨が土にすわれてゆく／そのあたりで

三百数十点、そこから約 40 編を選んで

たわむれたわむれ／雨あしをそっと抱

死を想う雨。雨の音、色、匂い、肌触り

掲載し、コラムと詩人のプロフィール

いてやりたくなってくる」（「夜の雨」）

……雨の詩に新鮮な発見をすることも

雨に触れることがわずかであっても、

を付しました。
メンバーの頭から離れなかったのは、

八木重吉と同じように、こまやかで

（「どうして

いつも」）

憂鬱な雨、楽しい雨、生へ向かう雨、

しばしばです。この冊子を手に取って、

繊細な感性で雨を詠む詩人に高橋順子

詩が好きになった、詩の読み方が変わっ

「詩とは何？」
「言葉とは何？」という問

（1944 ～）がいます。かつて 30 編の四

てきたと感じていただければ幸いです。

いでした。長田弘の詩に「言葉のダシ

行詩からなる「四行詩の道草」で高い

のとり方」があります。「…鍋が言葉も

評価を受けた詩人です。「やさしい音を

ろともワッと沸きあがってきたら／火

立ててノックするひとは／ひとりなの

を止めて、あとは／黙って言葉を漉 ( こ )

／千人なの／ドアをあけてみたらまだ

しとるのだ。／言葉の澄んだ奥行きだ

ノックの音がしていて／近くで遠くで

けがのこるだろう。／それが言葉の一

していて／はい

番ダシだ。」（一部を引用）

がわたしの鼻をすべってゆく」（8 編か

と答えると／雨つぶ

※「雨と文芸 第５号」は、5月を目処に会員にお
届けします。一般の方は事務局へお問い合わせ
ください。

長尾 愛一郎

Nagao Aiichiro

雨水市民の会会員。北斗出版代表として、書
籍の出版にたずさわってきた。
『やってみよう
雨水利用』
『雨の事典』をメンバーと編集・制作。
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