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2011.03.11 東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
復旧復興に向けて日々行動されるみなさまの健康をお祈りします。

特 集

流域 治 水 は 流 域

知水

河川流域の治水のために、
雨との関わりを知ろう
来る８月、「流域」をテーマに開催される第４回雨水ネットワーク会議全国大会。
開催地関西から、雨と流域の関係を探る。

あまみず編集部

係の方々には当たり前のことなのかもしれないが、一市民として、雨

「流域」を合言葉に！

と川との関係の理解をもう少し深めてみたいと思った。
そもそも日本では大きな河川（一級河川と指定した川）は、国家に

これまで河川の世界で多く語られてきた「流域」という言葉が、
今、雨の世界でも熱が高まっているようだ。福岡の「樋井川流域治

よって水系全体に渡る管理がなされている。その本数は 1 万 3 千本を

水市民会議」は２年前の雨水ネットワーク会議全国大会（Rainwater

超え、自治体が管理する二級河川よりも多い。だが国に管理されるそ

Network Japan= RNJ。以下「RNJ」という。）in 福岡の終了から間も

の水系（線的なつながり）に流れ込むまでの、流域（面的な広がり）

ない時期に立ち上がった。この活動は、全国大会の開催地として成果

の管理は各自治体単位である。今、大きな河川が洪水を起こすという

を次に繋いでいくために、地元に具体的な実践のステージが現れたも

ことよりは、その川に入り込む前に、流しきれない量の水があふれて

のと言える。イベント開催から実行動へ。現地で汗を流した方々にとっ

しまう被害＝内水氾濫が問題になっているというのだが、これはまず

てまさに、このネットワークの育みは大会開催の大きな意義であった

は各自治体がなんとかしなくてはならない、ということになる。しか

と感じていられるに違いない。

し「水は低きに流れる。」川にたどり着く手前の水も氾濫する場所は
行政の境界線で上手く分かれてはくれない。例えば A 市が洪水対策（内

その市民会議という場の名称に「流域」という言葉が入っている。
このことは「雨」を考えると「流域」を考えるに至る、ということを

水氾濫の対策）を考えるとき、わが街の中だけでいくら改善努力をし

シンボリックに表していると言えるのではないか。ではいったいこの

てもだめ、流域上流のとなり街にもやってもらいたい、と気付く。そ

活動、何がテーマとなっているのか。活発なメーリス配信や、この場

してとなりの B 市にアプローチし、B 市もやはりその上流の C 市が気

のコーディネーターでもある九州大学島谷教授の講演から、「同じ流

になり・・・。そもそも水はどこから来ているのか。水源がどこにあっ

域」という因果関係にある者どうしがともに互いを思いやり、考えあ

て、どうここまでたどり着いているのか、それを探らないことには、

うことが大切といった気配が伝わってくるのだが・・・。

治水の課題は治まらないようだ。「流域」のキーワードで課題を捉え
ようという意識にはそうした気付きが含まれているのではないかと思
える。

ここで「流域」という言葉の意味を押さえておこう。「河川の流れ
に沿う地域」と「河川に流れ込む降水の降り集まる地域。集水地域。

今年 2011 年の RNJ 全国大会の開催地でも、実行委員会はこの「流域」

その河川の分水界に囲まれた地域」と２つの意味がある。「その地に
降る雨を集めて有効に使おう」という雨水活用において、川の流れと

という視点が大切と考えている。この雨水活用に関する全国的なミー

関係するこの「流域」の視点を持つことは、なぜ大切なのか。河川関

ティングは今年、
「琵琶湖から広がる流域の雨水活用」とのメインテー

流域知水 広大な流域を潤す日本のマザーレイク

琵琶湖

日本最大の面積と貯水量を誇る湖・琵琶湖。およそ 4 百数
十万年前に形成された古代湖で、1000 種を超える動植物が生

息し、50 種類以上の固有種も確認されている。人々の日常生活や漁、農、工業、
観光などのあらゆる産業活動を支えつつ、京阪神の水瓶として流域を潤し続けてい
る “ 母なる湖 ” だ。琵琶湖から流れ出る唯一の河川は、瀬田川、宇治川、淀川と下
流に向かって名前を変えながら大阪湾にたどり着く。この水は、京阪神地区を支え
る重要な水源として、現在 1,400 万人を超える人々の水道水として利用されている。
1970 年代、琵琶湖の水質汚濁が深刻となり、琵琶湖を守る市民活動が生まれた。
1977 年の赤潮大発生を機に市民の気運はさらに高まり、その中から 1990 年代「水
環境」と「流域」というキーワードで、琵琶湖のみだけでなく流域全体を視野に入
れて水環境保全を考えるようになってきた。
滋賀県では 1999 年に琵琶湖総合保全整備計画である「マザーレイク 21 計画」
が策定され、県民が参画し、健全な琵琶湖を次世代に引き継ごうと「水質の保全」
「水
源のかん養」「自然的環境・景観の保全」などの幅広い観点から琵琶湖の総合的な
保全を進めている。2011 年は 22 カ年計画の後半にあたる第２期がスタートする年
である。琵琶湖の水質は流域の環境・経済活動に広く関係し、行政区分や一つの地
域で分けられるような単純なものではない。既存の枠組みにとらわれずに、山・森・
里・町における水の循環を考え、産・民・官・学との広い連携と協力体制を取りな
がら、琵琶湖と流域全体を含めた水の循環が考えられている。（文：大北佳代子）
淀川水系・琵琶湖空撮画像
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2009 年 10 月 15 日 撮影：BehBeh

from Wikipedia

琵琶湖・淀川流域図
国土交通省近畿地方整備局河川部
HP の図を参照
編集部作成

琵琶湖

マを掲げ関西で開かれる。半年超の準備期間を経て今、いよいよ本番
目前の時期を迎えている。

滋賀県

大阪市内の会場で開かれ、名称こそ「in 大阪」だが、主催者は主役

京都府

を大阪一都市とは捉えていない。大阪府に隣接する各県とともに「in

京都市

KANSAI」を開催するのだ、という意気込みだ。実行委員会には、大阪、

桂川

京都、滋賀、兵庫各府県に所在する組織が名を連ねている。そして「流
域」という水の体系の全体像を視野におき、雨の問題も雨への夢も語
りあいたいと思い描いている。

「琵琶湖から広がる流域」はどこまでか？

猪
名
川

兵庫県

瀬田川

宇治川
大阪市

木津川
淀川

三重県

大阪府

神戸市

では「琵琶湖から広がる流域」と言った時、それは具体的にどこか

奈良県

らどこまでをさすのだろうか。調べてみて、４つの観点で捉えられる

大阪湾

のではと、整理してみた。

堺市

まず１つには、日本で最古かつ最大の湖、琵琶湖へと注ぐ河川と、
琵琶湖そのもの。２つ目は、その琵琶湖から唯一流れ出し、瀬田川、
宇治川、淀川と名前を変えて大阪湾に流れ込む１本の河川。３つ目は
琵琶湖より下流にあってこの一本の河川に流れこんでくる全ての水系
の水源である地域。資料によってはこれら全体を「淀川水系」とし、
「大

淀川流域 雨が降ったときに、琵琶湖、宇治川、桂川、木津川、

阪・京都・滋賀・奈良・三重・兵庫の２府４件にまたがる流域面積は

淀川水系からの給水区域

淀川本川、猪名川に雨が流れ込む範囲
淀川水系から水を利用している範囲

8,240K㎡、流域内人口は約 1,100 万人、支流数は日本一で 965 本」な
のだとか。「琵琶湖の流域」は日本の中でひときわ大きな存在感だ。
さて、ここまでの３つのくくりで、地形上では琵琶湖に由来する水
系、その壮大な水の旅の全てを捉えることができたかに見えるのだが、
実は神戸市にまで及ぶのだと言う。なぜか？本来の自然の姿から言え

淀川水系の水は、農業用水として約 93,000ha のかんがいに、
水道用水として大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、三重県の約 1,700 万人に、
工業用水として大阪府、大阪市、尼崎市、神戸市をはじめとする
臨海工業地帯など流域外の阪神地域や大阪南部地域を含めて供給され利用されている。

ば、兵庫県においては大阪府と隣接する尼崎市あたり、淀川の支流で
ある猪名川が流れるところまでがその範囲で、さらに西にあたる神戸

約 250 万人の水需要の 75％ほどがこの淀川に設置されたポンプ場か

市あたりは「琵琶湖に関係する域」とは言えないのだが、それが、つ

らの取水を地下水道で送り、まかなわれているのだ。
「淀川水系流域界」

ながっているのだという。それは私たちの社会インフラとして築かれ

を含みさらに大阪湾を囲い込むように左右に伸びるエリアを指す「淀

た上水道、下水道という形で。この淀川水系からの「取水による流水

川水系水需給区域」という概念がある。この人口で言えば 1,700 万人

網」としての水系を含めた圏域が、流域としての４つ目の観点と見る

もの人々の命の水を支えるエリアが「琵琶湖から広がる流域」と捉え

ことができる。現在、阪神間の神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市の４市、

られそうだ。

流域知水 神聖でありながら庶民的・文化的な京都の「水」

京都

千年の都・京都は、ある意味、日本中で最も長く深く「水」と特殊な関わりを持ってきたのではないだろうか。
鴨川の源流に水の神様を祀った貴船神社。平安時代には、雨乞い・雨止みの祈祷が数百回は行なわれたとも

伝えられている。鴨川は禊が行なわれる聖なる川であり、上流域は神域とされ狩猟も禁じられていた。人々は「水」を大切にし、
「水」を司る神様を神聖なものとして祀ってきたのだ。
また、三方を山に囲まれ、鴨川と桂川に囲まれた京都には、地下水が湧き出るところが多く、江戸時代の地誌（今でいう観
光ガイドブックのようなもの）にも数多くの名水が載っていた。「茶の七名水」、松尾大社の「亀の井」や伏見の「御香水」な
どの酒造りに欠かせない名水、染物が美しく染めあがると言われる西陣の「西陣五水」、皇室が産湯に使ったといわれる「天之
真井」、小野小町ゆかりの「化粧井」などなど。なんと豊か
なバリエーションだろう。
伝統芸能や工芸品、染物などの京文化の中にも「水」がしっ
かりと根を下ろしている。豪商たちが遠来の客をもてなし
たことが始まりの「鴨川の納涼床」、今も残る町屋の「打ち水」
…。京都の水文化は枚挙にいとまがない。これらの文化を
育んだ水は、元はこの地に降り注ぐ雨がもたらしたものだ。
（文：大北佳代子）

鴨川の支流貴船川の川床遊び
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淀川 大阪市都島区上空から
2002 年 12 月 撮影：Bakkai
from Wikipedia

「流域」のなにが課題なのだろうか？
この流域は、昭和 28 年琵琶湖沿岸や宇治川流域を中心に甚大な被
害をもたらし、死者・行方不明者 145 名を出した台風 13 号、昭和 36
年の第二室戸台風、昭和 47 年の台風 20 号など、たびたび大きな水害
に襲われてきた。これに対し、昭和 28 年水害をきっかけに策定され
た『淀川水系改修基本計画』に基づく多目的ダム開発や昭和 62 年に
スタートしたスーパー堤防の整備など、国レベルの大掛かりな治水対
策が進められ、平成に入ると出水の回数は減少し、守られてきた。し
かし、水害史に残るような規模ではないにせよ、流域の都市化の歩み
は、水害のメカニズムに変化をもたらし、内水氾濫の歴史もつくり出
して来た。昭和 42 年 7 月大阪とその周辺地域での北摂豪雨、47 年 7

た「寝屋川流域の治水対策」には大変興味深いものがあった。簡潔に

月豪雨による大きな内水氾濫、その後も東大阪市・大東市・寝屋川市

まとめると、大阪市の面積の 14％を占めるこの地の多くは、１）土地

など、台地や山地に取り囲まれた下流部の平野では、たびたび内水氾

より河川の堤防が高く、降った雨は川に自然に流れない、２）高度成

濫の被害を被っている。また上流の京都府でも宇治市など市街化によ

長期の都市化で保水・遊水機能が低下、３）地下水組み上げによる地

る氾濫が起きている。

盤沈下で海にも排水できない、このトリプルパンチで治水上の安全度

我々は来る８月の RNJ 全国大会に先駆け、２月にプレ・シンポジ
ウムとして事前勉強会を行った。その際大阪府の安岡政光氏が報告し

が悪化してきたのだという。大阪府はそのために「河川改修」、「分水
路」、
「治水緑地」、
「流域調整池」等の複合的な治水対策を取ってきたが、
中でも圧巻なのは「地下河川」
だ。この地域の道路の下には
そう呼ばれる直径 5 メートル
程の巨大な排水管が通ってい
るという。そして、長い年月

左）寝屋川北部地下河川 事業
概要図／右）寝屋川北部地下
河川 讃良立坑築造工事 完成
予想 断面図（建設グラフ2010
年8月号より引用）

流域知水 大阪発展の歴史は、治水にあり

大阪

淀川は平安時代より、九州〜瀬戸内海の地域と京都を繋ぐ水運の大動脈であり、古くから大阪が政治・経済・
文化の中心地として発展してきたのは、この川があったからこそと言っても過言ではないだろう。いくつもの

支流が網の目のように縦横に流れる地の利の恩恵を受け、水運が盛んな「水の都」とし
て発展した。その反面、大雨のたびに各地で河川の氾濫が相次ぎ、水害に悩まされてきた。
氾濫により流出した土砂は堆積して浅瀬になり、船の交通の支障となる。流域の住民は
家や田畑を失ってしまうだけでなく、力を合わせて川底の土砂を取り除き、川の管理も
請け負わされた。大阪の発展の裏側には、流域の人々による長い「水」との戦いがあった。
記録に残る大阪の洪水は、仁徳天皇の時代にまで遡ることができる。古事記や日本書
紀に記載されている茨田堤（まんだのつつみ）。おそらくこれが日本で初めて行なわれ
た大規模な治水工事だったとされ、大阪の治水工事の歴史もここから始まる。
豊臣秀吉が天下統一の拠点として 1583 年から始めた大坂城の築城は、「水の都」大
阪を飛躍的に発展させるきっかけとなった。数々の機知に富んだ逸話が伝わる秀吉は、
土木工事の天才としての評価も高い。秀吉は諸大名に命じ、淀川の左岸に全長約 27km
の「文禄堤」と呼ばれる堤防を築き、寝屋川、古川を淀川から切り離して河内平野を氾
濫から守った。堤防の上に大阪と京都を結ぶ道路を整備し、後には大阪と江戸とを結ぶ
幹線道路として多いに賑わうことになる。また同時に着手した京都の伏見城築城の際に
は、宇治川と巨椋池を切り離す全長約 12km の「太閤堤」を築き、大坂と伏見を結ぶルー
トを完成させた。治水工事とともに他の地域とより強く繋がることで都市を発展させる。
秀吉を筆頭に、時の為政者の多くが治水によるまちづくりを行なってきた大阪は、「水」
と戦いながら発展してきたまちとも言えるだろう。（文：大北佳代子）
茨田堤概略図『寝屋川市史』より引用
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武庫川 宝塚で大阪平野へ出る。
上流から「見返り岩」と宝塚市街
from Wikipedia
をかけて掘り進み、完成したところから使いはじめている。降った雨
をここに流し海へ直接運ぶ。地下における大土木工事に期待をかけた
寝屋川治水対策のメイン事業である。しかしこのレポートでも最後は、
流域の家々が「大雨時にお風呂の水を流さないことが重要」との言葉
で締めくくられた。これだけの大工事をもってなお、今迎えている大
雨時への危惧は公的な事業による対策だけでは払拭できない。しかし
個々人が家々でささやかに取り組むような雨水活用であっても、ちり
も積もればこうした地域の治水に貢献できるのだというリアリティ。
なんと、我が家で雨を流さない（ストックする）だけで、洪水対策に
なる。だとしたら、大きな土木工事の横で、そうした小さな雨水ポイ
ントを無数に置くことにも、力を注ぐことが大切なのではないかと気

工事にあたっての親水性や環境配慮のプランづくりに住民の声を反映

付かされた。

させていくこともあろうがそれだけでもない。もっと大切なのは「そ
の河川の流域を市民が主体的に守って行く」というニュアンスが持て

知水で住民参加の流域治水・利水を

るかどうかということだ。雨という同じ水源を抱える同じ街の住人ど

最初、「流域」という言葉の印象からは「川上からこちらに水が流

うしが協議しなくてはならない。良い川をつくるために、川にどう水

れ込んでくる」という、水害で言えば被害者、受け身側の立場として

を流し、流域全体としてこれをどのように管理できるのかが、より良

イメージを抱いていた。しかしどうやらその捉え方だけでは良ろしく

い川を参加型で作って行くことにつながるということのようだ。

ないようだ。自分の住まいが立つ地の流域の課題を考える時、ここに

私たちは、誰であれ、いずれかの水系の流域に住んでいる。そして

降る雨を捨て、川へ追いやろうとするのが当たり前と思っていると、

それは、その水系への水源を私たちひとりひとりが雨＝天から受け取

そのことこそが水害の発端となる。「流域」の住人は加害側の立場も

る水として持っているということだ。私自身が管理することのできる

持っていることを自覚せねばならないのだ。ある水系への水の道は、

分の雨水を、自身の足元から広がる流域にどう流すのか。その自覚と

今自分の頭に降った雨からはじまる。自分の住む地もどこかの水系

行動が、豊かな環境を取り戻したり、創造することにつながって行く

へとつながる水源のひとつだ。「ここに降る雨を一時貯めて、活用し、

のだと気付かされた。そうした自分自身から始まる行動こそがこれか

またゆっくりと浸透させて地域の土壌に、河川にゆっくりと返して行

らの流域をつくっていくのだ。

く」という整備に期待がかかる時代、それは行政だけの仕事ではなく、

さて私たちはこうした川や水、雨の流し方について、隣り合う人と
ともに話しあっているだろうか？地域内（流域内）に同居する様々な

流域に住む人ひとり一人の課題でもあるということのようだ。
冒頭で、流域の課題は一自治体では収まらない、隣り合う自治体ど
うしの連携の必要を述べたが、先進的な地域では、川伝いにとなりあ

人とともに、人ごとでなく自分たちにもどこか責任があるような意識
で、雨を知り、水について考え、動き出せるだろうか。

う市町村の担当職員が交渉・調整し合っている。いやそれだけではな
く、識者、市民やコンサルも参加して川の将来ビジョンを描こうとし
ている。「住民参加による川づくり」といった言葉も頻繁に使われる
ようだ。「住民参加」とは、むろん単に住民が川底をさらったり、川
の土手を作るのに参加する、という即物的な意味ではない。川の堤防

流域知水

阪神・淡路大震災

流域の治水のために、
「知水」という新語を置いてみた。
知水。今、この地に流れる水の知を住民どうしが共に
深めあうこと、それが願われている……。

大震災が教えてくれた、都市のもろい水事情
1995 年 1 月 17 日にこの地域を襲った阪神・淡路大震災は、兵庫県を中心に大阪府、

京都府に大きな被害をもたらした。6,400 人を超える方が亡くなり、多くの方々が住む家や財産を失ってしまった。水道・ガス
などのライフラインもズタズタになり、長期間広い範囲で多くの人々が苦労したことは、被災後 16 年が経ったといえどもまだ
記憶に新しい。中でも水の問題は深刻だった。給水車が各地に到着した（できた）のは地震後数日たってからだった。飲み水
だけでなく、手や汚れた衣料を洗うなどにも必要で、特にけが人や介護する老人を抱える家庭には、深刻な悩みだった。トイ
レの流し水も切実な問題だった。仮設トイレが行き渡るまでは便器に新聞紙などを敷いて用を足し、ビニール袋に入れて捨て
たり、学校のプールの水を汲み置きして使ったところもあった。数千人が長期にわたって避難を余儀なくされていた避難所で
は衛生上大きな問題になっていたという。
また、地震後に発生した火災も大きな被害をもたらした。古い木造家屋の多かった長田地区の被害は特に甚大で、上水道が
断水したために消火活動が不可能になり、火災はそのままにして罹災者の避難誘導のみを行なう消防活動しかできなかったと
いう。どんな立派なポンプ車も水があってこそ活躍することができ、水道がないためみすみす火災が広がっていくのを、手を
こまねいて見ているしかなかった無念さはいかばかりのことであった
だったろうか。
震災以降、防災対策として雨水タンクを取り付ける家庭も増え、古く
からある商店が密集したまちなみの軒下にはバケツや発泡スチロールの
箱に水が貯められているのを見ることができる。官公庁の大規模施設は
もちろんのこと、企業などでも大規模な雨水利用システムが積極的に取
り入れられるようになった。災害時、真っ先に必要となる水に対は普段
からの備えとして大切だ。（文：大北佳代子）

1995 年 1 月 25 日西宮市立高須南小学校
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

提供
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関西・元気！
雨水活用
関西の各地で広がる雨水への取組み。RNJ 全国大会
実行委員会を構成する団体各位から、エピソードを
ご紹介いただきました。

嵐電沿線 協働緑化プロジェクト
NPO 法人 京都・雨水の会

上田正幸

京福電気鉄道（株）
（通称：嵐電＝らんでん）の沿線緑化に賛同して「嵐電沿線 恊働緑化プロジェクト」を 2007 年に立ち上げま
した。「駅を地域の皆様のもの」として、地域の住民、学校、NPO、企業などが恊働して駅や沿線で花・木・野菜などで環境配
慮型緑化を行います。
嵐電は、観光地の嵐山と京都中心部を走る路面電車です。合計 21 の駅があり、沿線には 4 つの世界遺産があり、歴史が重層
しています。沿線の人々は嵐電が好きです。駅の多くが無人駅で水道が来ていません。緑化の為の水をプラットフォームの屋
根に降る雨を水源としました。
かかわる学校などは「地域」や「環境」を学びます。また、商店街や企業は CSR（企業の社会的責任）の一環として地域にかかわり，
地域価値の向上に寄与します。NPO は，それぞれのミッションを達成のために参加します。当会は、雨水タンクなどを通じて、
雨水活用の情報発信と普及啓発を行い、社会に対して環境教育を行いたいと考えています。
具体的には、小・中学生とプランターを作り、女性会や地域の方々とプラットフォームで植え込み、世話をする。観光客にも、
ジョロを用いて水やりをお願いしています。雨水タンクの設置も小・中学生、大学生などともしました。現在、11 の駅に 4 種
類の 14 基のタンクが設置済みです。宇多野駅には、雨水を地下浸透させており、「エコ庭」としてモデル的に管理しています。
昨年は、このうち 8 駅に置かれた 11 基の雨水タンクを巡る、スタンプラリーを行いました。小学生や保護者が 150 名程参
加して、嵐電を乗り継ぎました。これらの駅では駅名の由来クイズが出題されます。歴史的な駅名で「子どもに取っては予習で、
親の私には復習でした。」などと地域を知ってもらい、楽しんでいただきました。
今年は、大学生が軌道式内の芝生化を提案しています。雨水も活用して、2 〜 3 年間引き込み線等で実証実験をし、4 〜 5 年
先に事業化すると、町並みも変化すると思われます。ヒートアイランドにも一役買うのではないでしょうか。楽しみです。

東本願寺修復の仮屋根で雨水活用
東本願寺と環境を考える市民プロジェクト

林

敏秋

京都駅の目の前に東本願寺という大きなお寺がある。2003 年の世界水フォーラム開
催時にその東本願寺の職員から、2011 年の親鸞御遠忌 750 年に向けて環境問題に取り
組みたいという相談があった。記念事業として御影堂などを修復するのだが、その中で
環境的要素を入れていきたいというのだ。東本願寺の職員有志や京都と関西の環境 NPO
が中心になって、「東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」というプラットフォー
ムを作った。幕末の政変で東本願寺は何度も消失しており、周辺には防火用のお堀があ
る。また、琵琶湖疎水から自然圧を利用した消火設備につながる本願寺水道が明治時代
につくられお堀に流れ込んでいた。この本願寺水道の保存も視野に入れながら、市民プ
ロジェクトは、以来毎年、「お堀探検」を行っている。お堀に捨てられたゴミや生き物
を採取して展示するゴミワークショップや生き物観察ワークショップ、広域災害を想定
した市民参加型のバケツリレーなどがそのメニューだ。もちろん御影堂の修復工事では
雨水利用も行っている。
「環境問題は人の心の問題だ」という問題意識を持ちながら、
「水」
を契機に市民とお寺がチャレンジを続けている。

御影堂（上）の修復の際は、大囲いの屋根の水を溜めて、かわら
を洗う水に利用したり、夏には屋根に直接流して冷却した。現在
は修復が終わり、阿弥陀堂（下）の修復にかかっている。
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関西雨水市民の会

久保正年

おおさかレインボウぷろじぇくと

大阪府の雨水利用による地球環境活動推進モデル事業「おおさかレインボウぷ

ろじぇくと」は、大阪府下で “ 雨水タンクの設置とモニター活動及び地元での学習
セミナー開催 ” を条件に雨水モニターを募集し、府民、企業、NPO、行政が協働
で雨水利用の体験の場を創出すると言うもの。関西雨水市民の会を中心に、事業
は始動し、応募した小・中学校をはじめ 16 団体で実施した。モニター用の雨水タ
ンクは、雨水タンクメーカーから提供されたもので、応募された方々自らが設置。
こうすることで、自分たちの雨水タンクという意識が強く芽生え、その後のモニター活動においても、積極性が芽生えた。
また、関西雨水市民の会が行った、環境学習やワークショップを通し、雨水活用の有用性や環境負荷の軽減を理解してもら
うことで、より意識が高まり雨水タンクの増設をされるなど、活動がより活発化した。
このハード（雨水タンク）とソフト（環境学習、ワークショップ）の両面からのサポートで構成されたプロジェクトで、たっ
た一基の雨水タンクが多くの雨水を溜め活躍してくれると同時に、
「水を大切に
する気持ち」を多くの市民に拡がりを見せている。

門真市での取り組み

門真ロータリークラブの創立 40 周年記念事業の一環として、当会で門真市内

の公立小学校に雨水タンクを寄贈するという３ヵ年に亘るプロジェクト。「おお
さかレインボウぷろじぇくと」の経験より、ハードとソフト両面の充実を図る
ため、雨水タンクの設置と合わせて環境学習を実施。
雨水タンクの設置は、学校の先生たちと連携し学内の調査を実施し、雨水を
効率的に集水でき、有効に利用できる場所を決定。子どもたちの安全を考え、
タンクの転倒防止策等に十分配慮して設置を行っている。
環境学習授業の内容は、水の大切さを説く「雨水博士」と水なんてジャンジャ
ン使えば良いと言う「水いっぱい使っ太郎君」が漫才さながらの掛け合いをし
ながら、「雨水が水道水になるまでの道のり」や「水の大切さ」を分かりやすく
説明するというもの。最後には「水いっぱい使っ太郎君」が水の大切さに目覚め、
名前を変えたいと言い出し、子ども達が一生懸命考えてくれたエコな名前に改
名してめでたしめでたしと言う結末を迎える。

関西最古＆最新雨水事例
大阪に新ランドマークが誕生！

今年の 5 月 4 日、リニューアルされ「大阪ステーションシティ」がグランドオー

プンした JR 大阪駅。先行オープンしていたサウスゲートビルディングに、新し
く登場した三越伊勢丹やルクアが入居するノースゲートビルディング。そして
ホームを見下ろしながらこの南北両ビルを結ぶ回廊にかけられた見事なガラス
張りの大屋根（東西 180 ｍ×南北 100 ｍ）が、雨水を集め、ビルの地下貯水槽
に貯める装置となっている。この雨水は屋上にオープンした「天空の農園」でさ
まざまな野菜を育てるために使われるほか、トイレの水洗や植栽の散水へも活用
される。
大阪の真ん中で新しいにぎわいをつくり出す施設が、雨水活用を積極的に取り
入れ、それを一般利用者にも見える形で展開してくれて
いるのは、何とも素晴らしい雨水活用実例の誕生と言え
るのでは……。

日本最古の人工池＝狭山池

RNJ 全国大会 in 大阪では、会期２日目の
午後、雨水活用事例を見学するオプショ
ナル企画として、この「大阪ステーショ
ンシティ」、そして狭山池を貸切バスで巡
る「雨水ツアー」が組まれている。ぜひ
この機会に訪れたい。

ため池といえば古来から最もポピュラーな雨水活用の

方法ですが、日本はもとよりアジアでも最古と言われる
ダム式人工池が大阪にあるのをご存知ですか？世界文化
遺産登録を目指すこの湖。ほとりには、1400 年の歴史的

狭山池（南西側の湖畔）
撮影：takopon44
from Wikipedia

価値を伝える大阪府立狭山池博物館もある。
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関西から全国に広げよう、雨水ネットワーク
第４回雨水ネットワーク会議全国大会を控え、
水野実行委員会長からメッセージ

地域と世代をつなぎ、
雨水の「活用」をはじめよう。
第４回雨水ネットワーク会議全国大会 2011in 大阪 実行委員長
水野
関西雨水市民の会 会長

育成

第４回雨水ネットワーク会議全国大会 2011 in 大阪は、大阪、京都、兵庫、滋賀の雨水利用に関わる市民団体を中心に実行委員会
が組織され、昨年 10 月 19 日に正式に開催が決定しました。テーマは、関西らしさを前面に出し “ 琵琶湖から広がる流域の雨水活用 ”
に決定。以後は実務者会議を重ね、本年 8 月 5・6 日の大会本番に向け鋭意準備を進めています。サブタイトルを “ 水の大切さを楽
しく学ぼう！ ” として、次世代を担う、子どもたちのための環境学習に重点を置いています。
全国大会に先立ち、本年 2 月 5 日 “ これまでの雨水利用、これからの雨水活用 ”（雨水活用に関する制度・規準を考える）をテー
マにプレ・シンポジウムを開催したところ 100 名を超える参加者で会場は満席状態。雨水に対する関心の深さを感じ、8 月の本大
会に向けて大いに期待を膨らませました。
プレ・シンポジウムの会場が阪神・淡路大震災の被災地、兵庫県西宮市であったことから、開会にあたり「阪神・淡路大震災か
らはや 16 年、あの震災を忘れることなく、犠牲になられた方々の鎮魂と、いまだに暮らしの再建に努力されている人たちがおられ
ることを心において、災害の現場で学んだ教訓を継承し、広く国内外へ、そして次世代に語り伝えていきましょう」と西宮からのメッ
セージが発せられた。
去る 3 月 11 日、東日本大震災にみまわれ、多くの方々が被災されました。心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。地震災害
に加え、原発事故が重なるという、未曾有の事態になりましたが、被災地の速やかな復興を願うばかりです。
このような状況のなか、度重なる大災害にどう対処するか、どうしたら安心・安全な暮らしができるのかという視点で考え、“ 雨
水の利用から雨水の活用へ ” と意識転換を図り、
「水循環基本法」の制定や「雨水活用の規準」作りを推進し、今大会を「雨水活用元年」
と位置づけたいと思っています。これまで見過ごされがちであった ” 雨水活用 ” に正面から取り組むことによって、いくつかの確実
な答えが得られるのではないかと思います。世代を越えたたくさんのみなさまに是非ご参加いただき、ここ関西から雨水活用を通
じた交流が水紋のように広がりますことを願っております。

……雨水に感謝 !!
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）

http://www.rain-net.jp

E-mail：info@kansaiamamizu.com TEL：050-5520-3300
参加のお問い合わせ・お申し込みはこちらまで。

FAX：06-6964-2520

後 援：国土交通省、環境省、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、
大阪市、京都市、神戸市、西宮市、尼崎市、東大阪市、大阪狭山市、堺市、京都大学防
災研究所、大阪府立大学、大阪市立大学、滋賀大学、滋賀県立大学、立命館大学、門
真ロータリークラブ、大阪商工会議所、
（社）大阪府建築士会、
（社）大阪府建築士
事務所協会、
（社）大阪建築設備設計事務所協会、
（社）大阪空気調和衛生工業協
会、
（社）大阪自然環境保全協会
協 賛：ライオン（株）、サントリービジネスエキスパート（株）、大阪ガス（株）、
（株）淺沼組、
（株）メディスポ、
（株）グリーンプラザ、
（株）ハナフサ、
（株）トーエ
ネック、
（株）ドリムテック、
（株）LIXIL、
（株）川本製作所、
（株）タニタハウジング
ウエア、
（株）三栄水栓製作所、タキロン（株）、パナソニック電工（株）、ダイカポリ
マー（株）、
（有）重蔵窯、
（株）トーテツ、グローベン（株）、
（株）ミキ アソシエイツ、
（株）森松工業、
（株）日盛興産、協立技研（株）、ダイダン（株）、若林設備工業（株）、
東栄工業（株）、ダイクウ（株）、櫻井工業（株）、福井水道工業（株）、九櫻設備工業
（株）、
（株）ワイエスエンジニアリング、
（株）きんでん、
（株）ジェンク、松田電気工
業（株）、西部電気建設（株）、
（株）奥村電気設備、阪神避雷針工事（株）、仲矢防災設
備（株）、永和国土環境（株）、東テク（株）、渡辺パイプ（株）、
（株）ドキュメントサー
ビス、
（株）アメニティ、京都府板金工業組合、給排水設備研究会関西支部、NPO
法人環境福祉サポートセンター、雨水利用事業者の会、
（社）雨水貯留浸透技術協
会、中川司法書士事務所（順不同）
主催：雨水ネットワーク会議全国大会 in 大阪 実行委員会
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探してみました！
関西雨水活用ランドマーク

関西の公共性のある施設や建物で、雨水活用を進めている事例を探してみました。
近くに訪れる際にはぜひ、雨や環境配慮の視点でも施設を見つめてみてはいかがでしょうか。
この他にも多くの事例があるかと思いますが、雨水活用の建築事例は、整理された情報が少なく、
なかなか把握しきれません。みなさまがご存知の情報をぜひあまみず編集部までお寄せください！

●嵐電沿線の駅舎

●京都府庁舎

雨水タンクを設置する駅舎が多くあり、
スタンプラリーで認知を広げる取り組
みもした。p ６コラム参照。

２号館にある屋上緑化施設「京てらす」では、
雨水タンクを活用し緑化を実践。

●東本願寺
p ６コラム参照。

●京エコロジーセンター

●大阪府立国際会議場
（グランキューブ大阪）

京都市の環境学習施設は、建物全体がエコ技術
の実践展示場となっている。雨水活用を紹介し、
屋上菜園で実践もしている。

約 400㎥の雨水タンクを設置、トイレの洗浄
水や冷却塔補給水に利用。年間の雨水利用量
は、約 5,700㎥にのぼり、これは水道購入量
の約 12％に相当。

●新「大阪駅」
大阪ステーションシティ
大屋根を利用した集水と、屋上菜園
などへの活用。

●阪急摂津市駅

日本初の「カーボン・ニュートラル・
ステーション」として、様々な省エネ
技術を導入。雨水利用も。

●なみはやドーム
大阪府立門真スポーツセンター

最大で 3,400㎥の雨水をためることのできるタンクで、トイレの
洗浄水や植物の散水に利用。年間の雨水利用量は、約 6,000㎥、
年間雑用水の約 35％を賄っている。

●ドーンセンター

RNJ 全国大会の開催会場施設、「大阪府
立男女共同参画・青少年センター」も、
雨水利用を取り入れた建築。

●阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター
雨水を中水として利用している。

●大阪市立大学
杉本キャンパス
●大阪ドーム

●大阪歴史博物館＆
NHK 大阪放送局

総合教育棟 校舎地下ピットを利用した
雨水貯留。トイレ洗浄に活用。

年間の水使用量の約 20%(28,000㎥ ) を
雨水で賄っている。

雨水を中水として利用している。

●狭山池

7 世紀前半につくられた日本最古のため池

People for Rainwater / amamizu no.57 July 2011

9

小特集

東日本大震災と
雨水
─災害状況と雨水利用─

津波に襲われ、廃墟と化した石巻

■原発事故の追い打ち

の避難所等において、ライフラインの早

地震（本震）のあった翌日の 3 月 12

期復旧が問題となった。液状化の被害が

た。 平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃

日、福島第一原子力発電所で発生した事

大きかった千葉県浦安市でも上下水道

に発生した「千年に一度」といわれるそ

故により、世界中に緊張が走った。1 号

が断絶し、住民は長い間不便を強いられ

の地震は、宮城県三陸沖を震源とし、震

機の原子炉建屋屋根が水素爆発により

た。平成 7 年 (1995) の阪神・淡路大震

源の深さ 24km、大きな地震が起こりや

吹っ飛んだのである。地震と津波の影響

災のとき、雨水市民の会は、雨水タンク

すい海溝型地震で、地震の規模を示すマ

により、電源を消失し、原子炉の冷却機

100 基を被災地に寄贈し、支援している。

グニチュード 9.0 は国内史上最大級とさ

能が失われたことによるものであった。

これを機に雨水利用の意義が多いに見

東日本大震災により、東北・関東地
方を中心に、わが国は大きな打撃を受け

れている。 特に被害が大きかったのは、

これにより放射性物質が周辺に拡散

直されることになった。

岩手、宮城、福島の東北 3 県で、沿岸

し、放射能による健康被害の心配は東京

今回の災害においても、被災した人た

部の多くの町が壊滅的な被害を被った。

にまで及んだ。政府は同原発から半径

ちに対して何か支援できないかと、現

20km の地域を「警戒区域」として立ち

在、当会有志により支援方法が検討され

■くり返す地震と津波

入りを禁止し、さらに半径 20km 圏外

ている所である。一方で、現在、被災

岩手・宮城の両県は、3 年前にも大き

で年間の積算量が 20 ミリシーベルトに

地の復興計画が検討されており、高地へ

な地震（※ 1）に見舞われたばかりで、

達するおそれがある区域を「計画的避

の集団移転などが議論されているとこ

このときは津波の被害こそなかったが、

難区域」として指定しその住民にも半

ろだが、一からまちづくりを考えるので

各地で大規模な土砂崩壊が発生し、今

ば強制的に避難を促すこととなった。

あれば、本格的な雨水活用システムを

なおその復旧工事が行われているとこ

同原発はその後も次々と問題が発覚

導入しない手はないだろう。雨水活用の

ろであった。 それだけでなく、この両

し、今なお終息の目処が絶たず深刻な

普及・啓発を訴える当会としても、つ

県は過去に何度も大きな津波に襲われ

状況が続いている。

よく提言していくべきであると考える。
（あまみず編集委員

ている。明治 29 年（1896）の「明治三
陸地震津波」では 2 万人以上が、昭和 8
年（1933）の「昭和三陸地震津波」で
は 3000 人以上が犠牲となっており、ま
た、昭和 35 年（1960）の「チリ地震津波」

■災害時のライフラインと
雨水利用
他の災害の例を見るまでもなく、今
回の災害でも、被災地およびその周辺

でも 142 人が犠牲になっている。 こう
した過去の苦い経験から、両県は国内
でもトップクラスの防災意識を持って
いたといわれている。にもかかわらず、
今回の被害である。今回の地震と津波
が、いかに想像を超える巨大なもので
あったかを物語っている。その被害状
況は、4 ヵ月たった現在でも進行中であ
り、未だまとまったものがない。7 月 9
日現在で、死者 1 万 5511 人、行方不明
者 5383 人で、そのほとんどが宮城、岩
手、福島の 3 県である。

石巻市の北上川。中州に位置する丸いドー
ムは石の森記念館。大津波はこの河口から
約 50 キロメートルさかのぼった。
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※1 平成20年岩手・宮城内陸地震
［参考文献］総務省資料

青山匡希）

Report

小特集

from 仙台

東日本大震災と雨水

被災者が語る被災時の水問題
衛生工学がご専門の東北文化学園大学の岡田誠之教授は仙台市内で被災し、
2 週間というもの大学の研究室でライフラインが破壊された生活を余儀なくされました。
阪神・淡路大震災の調査をもとにした「災害時の水利用」などの著書もある教授に
被災時の水問題についてうかがいました。
取材・文：あまみず編集委員

大沢

幸子

自己水源の大切さ
「市内で水道が復旧したのは 2 週間から 1 カ月かかりました。ふつうは 1 週間から
10 日といわれていますから、これだけでも被害の大きさが分かります。その間、大学
の受水槽にたまった水道水の残り水を毎日測りながらしのぎました。自己水源の確保
がいかに大切か、身にしみましたね」と岡田教授は実感を込めて振り返る。
以前から同大学では受水槽の水を災害時に住民に提供する仕組みができており、地
震の翌日から７日間、１人４リットルの制限付きで近隣の住民 4000 人に提供された。
しかし、制限を大幅に上回る量を持ちかえる人も多く、災害時でも生活レベルを下げ
ようとしない人々を見て、岡田教授は適正な水の使用用途と使用量ということを普段
から意識しながら生活することの必要性を痛感したという。
受水槽の水が長期的にみて、不足することを考え、途中、雨や雪が降り、凍りつい

地震で倒壊した青葉神社の鳥居。仙台市の北、
北山丘陵上にある同神社は伊達政宗が祀られ
ており、春は桜の名所で、市民にとっては愛
着の強い場所のひとつ。

て水が取れないという問題もあったが、雨樋の立て管から容器に入れて、それをバケ
ツに移して 4 日間はトイレの洗浄水に雨水を活用した。雨水はいざという時に頼りに
なる水源ということがこの震災でも実証された。市内には以前からニッカウイスキー
の木の樽を雨水タンクとして利用している地域もあり、これが役立ったという報告も
ある。

マンホールからあふれ出る汚水
排水の問題はさらに深刻だ。
「断水時、ビルやマンションの水洗トイレはバケツで水を流すと紙が詰まってしま
うので回収し、かなり高い位置にバケツを持ちあげて、５～ 10 秒ほどで一気に水を
流さないと汚物は流れてくれません。それこそ汚れた水が顔に跳ね返るくらいの勢い
が必要なんです」。
下水処理場は沿岸にあるが、津波でタンク内は汚泥が詰まり、ポンプも故障してい

岡田教授が震災当日から２週間を過ごした仙
台市内の東北文化学園大学。建物の正面上部に
ある時計は地震が起きた2:46で止まったまま。

て利用できない状態だ。節水を呼びかけ、下水道に流れる水量を減らして、マンホー
ルからあふれ出ないようにして生の汚物を沈殿させ、消毒をして川に流している。下
水道の完全復旧にはまる 2 年かかるという。

災害に強い自立型給排水システム
災害時の給排水の備えは戸建て住宅、マンション、事業所の違いや都市部と農村部
との違いを考えて対応すべきと岡田教授はいう。違いとは例えば水源なら農村部では
雨水以外にも井戸や河川など多様なものが考えられる。都市部では受水槽、自家製手
押し汲み上げポンプ等装備し、トイレの問題も戸建てで庭があれば庭に穴を掘ること
もできる。戸建ては自然勾配なので電気がなくとも普通に水を流せばトイレを使える
が、汚水を地下の排水槽へ貯める集合住宅タイプは停電時使用量に制限がある。
インフラに頼らない自立型の給排水システムを備えておくことが有効な災害対策と
なるというのが震災を実体験した岡田教授の結論である。
岡田 誠之

※ p10-11 の写真は、
全て岡田氏による撮影・提供

Okada Seishi

工学博士、技術士（衛生工学部門）
。関東学院大学大
学院工学研究科博士後期課程修了、1999 年から 東北
文化学園大学科学技術学部環境計画工学科教授。
『水
とごみの環境問題』
（共著）TOTO 出版（2007 年）など、
著書多数。仙台市内在住。

老舗企業ニッカウヰスキー（仙台工場・宮城
峡蒸留所）があることから、市内には以前より、
そのウイスキー樽を利用した雨水タンクを設
置している所がある。容量は約 500ℓ。
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正しく知ろう、
放射能と雨
あまみず編集委員

神谷

博

雨に怯えないために
福島第一原子力発電所の事故は、放射能汚染という取り返

ても今回の事

しのつかない事態を招いた。その影響は、大気から雨、川、

故に関わるも

土壌、海に及び、地球全体に拡散している。農作物や魚貝類

のだけでもヨ

も皆汚染され、生物濃縮されて、その影響は今後も長期に及

ウ 素 131 や セ

ぶ。大地震、大津波に加え、原発の被害までも被った多くの

シ ウ ム 137、

被災者がいることを、重く受け止めなければならない。影響

ストロンチウ

は東京を含む広い地域に及んでおり、特に幼児を抱えた母親

ム 90、プルト

たちが放射性物質に怯えている。雨に濡れてしまったが大丈

ニ ウ ム 239 な

夫か、という問い合わせが自治体や国に多く寄せられている。

どの他に多く

事故当初、「黒い雨」という言葉が飛び交い不安が煽られた。

の放射性物質

既に大気中の放射線量が下がった東京などでも、今も雨が降

の種類があり、

ると子供を外に出さない親も多いという。不安に感じるのは

その化合物も含めてそれぞれに性質が異なるが、どれもイオ

当然のことだが、現実を正しく把握することが先ず大事なこ

ン化して水に溶ける。従って、除去も簡単ではなく、イオン

とである。

交換樹脂などが必要となる。そこでゼオライト（アルミノケ

「黒い雨」は降ったのか

イ酸塩）や活性炭などを用いた処理技術の探究が急がれてお
り、除去試験研究のレビューを行いながら汚染水処理に対処

「黒い雨」という言葉が広く知られるようになったのは、井

するという状況にある。残念ながらお寒い実態である。しか

伏鱒二の小説「黒い雨」と、これを映画化した今村正平監督

し、それも他人事ではなく、では私たちの雨水利用はどうす

の「黒い雨」によるところが大きいと思われる。元は広島と

ればよいのか、これも確実な答えはなく、これから考えるし

長崎に投下された原子爆弾の爆発に伴って直後に降った放射

かない。

性物質を多量に含んだ黒く大粒の雨のことである。この雨を
浴びて被爆した人たちも多い。爆発による激しい上昇気流と
粉塵や溶融した金属などが細かい粒になり、これが雨の核に

安心できる雨水利用を
現状は、大気中の放射性物質の量が少ないから大丈夫、と

なって大粒の人工雨となったのが黒い雨の実体である。その

は言いにくい状況がある。低線量被爆の問題も答えが見えて

意味では、今回の原発事故で流布された「黒い雨」は正確と

いないからである（図２）。そのため、こうすれば安心、とい

は言えない。しかし、爆発の後、
「黒い雨が降る」というチェー

う確かな方法を示すことが求められる。原発の放射性物質を

ンメールが流れたこともあり、不安心理が拡大した。原爆の

考えることは、雨水利用にとっても新たな段階に入ったと認

爆発には比べるまでもないが、それでも決して小さな爆発で

識すべきである。利用者にとっても、事業者にとってもこれ

はなく、立ち昇る大きな噴煙はテレビの映像からも見て取れ

まで以上の安全、安心な取り組みを見据える必要がある。雨

た。これが放射性物質を多く含んだ雲となり、降雨と重なり

水の利用者は必ず「安全ですか」と聞いてくるだろう。その

飯館村などに汚れた雨をもたらした（図１）。

時、雨水は真に防災の切り札でなければならない。今回の災

雨水利用に不安はないか

害でも水のライフラインが最も復旧に時間がかかった。下水
道は当分の間めどが立っていない。質の高い雨水をできるだ

雨水利用に関わってきた人たちにとっては、
「黒い雨」とい

け多く備蓄することは、今後のまちづくりにとって必須の条

うような言葉は有難くなく、できれば安易に拡大解釈して使

件になると思われる。用途により雨水利用の方法は異なると

いたくはない言葉である。悪いのは「雨」ではないからであ

はいえ、初期雨水カットや沈殿、ろ過、フィルターの性能を

る。しかし、今やこの問題を避けて通ることはできない。私

高め、備蓄量も確保されたシステムが標準仕様になれば、安

自身も大学で学生に生態系や水系の話をしなければならず、

心して雨水利用に取り組めるようになるだろう。そして、皆

あらためて勉強し直した。雨水を安全に使うためにはどうす

が雨水の水質に敏感になり、その程度を自ら判断し使いこな

ればよいのか。初期雨水カットがきちんとできていればそれ

す術も身につける必要がある（図３）。そうすれば、現状では、

で除去できるのか。政府の当初の発表では花粉のようなもの

恐れるに足らないレベルであることを確信できるだろう。置

という言い方もあったが、では水に溶けないのか、俄かに信

かれている状況は上水道の水質も同じであり、ライフライン

じることはできない。そもそも放射性物質の研究をしている

に頼るだけでなく、ライフポイントとしての「雨水自立」を

研究者が極めて少なく難しい分野である。放射性物質といっ

目指して、心も技術も磨いていきたいものである。
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図１．福島第一原発から漏れた放射能の広がり
（早川由紀夫の火山ブログより
群馬大学早川由紀夫教授 2011.6.18 作成）

図２．日常生活と放射線（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/03/__
icsFiles/afieldfile/2011/03/18/1303849_1.pdf
＊政府が安全の目安として示している表であるが、や
むを得ず被ばく量の規準を引き上げた後のものである。
100,000 ～ 250,000 マイクロシーベルトの被ばく量は急
性障害のしきい値（確定的影響が出る最低値）とされて
いる。これより低いレベルは低線量被爆と呼ばれるが、
障害は晩発障害で確率的影響があり、しきい値はないと
言われている。被ばく量は少ないに越したことはなく、
低レベルでもそれに応じて何人かに影響が出る。

図３．東京の放射線量（東京都環境安全研究センター）
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/graph.html
＊放射性物質の拡散は東京にも及んでおり、3 月 15 日には
比較的大きな数値が観測されている。その後、放射線量は減
少して安定してきているが、事故前に比べてやや高止まりし
ており、低レベルの汚染は継続していると見られる。

表 1 放射性降下物と降水量（2011 年 3 月）
* 文部科学省及び気象庁 HP より作成。放射性降下物は 3 月 18 日から
のデータが公表されており、Cs-134 は 4 月 23 日までデータなし。

放射能と雨の関係
東日本大震災の直後、3 月 12 ～ 15 日に福島
第一原子力発電所で 4 回の水蒸気爆発があった。
放射能が拡散し、国は住民に対し 20km 圏内は
立ち入り制限、30 キロ圏内及び飯館村等の年間
20mSv を超える恐れのある地域は「計画的避難
区域」として避難を求めた。この放射能は風に乗っ
て関東地方にも到達した ( 図 1 参照 )。
大気中に拡散した放射能は放射性ヨウ素と放射
性セシウムがほとんどであったが、これらは水に
大変溶けやすい性質であり、空気中の水蒸気と一
緒に雲となった。ちょうど 3 月 21 ～ 22 日にか
けて関東地方一円にかなりまとまった雨がふった
ときに、放射能も一緒に地面に落ちたと思われる
( 表 1 参照 )。4 月になってからは、放出した放射
能も少なくなって雨が降っても、雨とともに落ち
てくる放射能は少なくなってきた。
ヨウ素もセシウムも土に強く吸着されることか
ら、土の表層に留まった。その結果、土から発す
る放射能が、空間線量として観測され、農作物等
が土から放射能を吸収して汚染された。その土
が 汚された地域は、図 1 のよ
うに同心円ではなく、斑があり
離れて高くなっている地点もあ
る。放射性ヨウ素 131 は半減期
が 8 日であるため、現在は観測
されていないが、放射性セシウ
ム 137 は 30 年、放射性セシウ
ム 134 は 2.1 年である。
また、地下水や海の汚染も懸
念される。東京電力は、6 月中
旬に福島第一原子力発電所の取
水口付近の海水及び 1、2 号機
付近の地下水からストロンチウ
ム 90、89 が検出されたと発表
した。また、6 月下旬には、福
島第一原子力発電所から 20km
離れた沖合いの海底の土からス
トロンチウム 90、89 を検出し
たと発表した。地下水への汚染
や海産物への影響が懸念され
る。まだまだ、放射能とのお付
き合いが進行中である。
( 高橋朝子 )
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小特集

東日本大震災と雨水

無常の地震 無情の雨 有(友)情の雨水タンク
兵庫県民交流広場・西宮北口北東地域推進委員会（愛称：ホクホク広場)
代表

お知らせ
東日本大震災・雨水タスクプロジェクト
に参加しませんか
雨水市民の会 理事

中村賢一郎

3月に起きた東日本大震災では、日常が突然途切れる現実を見せ付けられた。17
年前、あの忌まわしい阪神大震災を西宮市で体験した者にとっては｢ウーン｣とう
なり声を絞り出すのが精いっぱいだ。被災地では、今まで当たり前のように行って
いたさりげない日常（朝起きて顔を洗い、歯ブラシをし、トイレに行く・会社に行
く・学校に行く・スーパーに買い物に行く・みんなと食事をする・友達と話をする
等々）が、考えて工夫しないとできない。又、考えて工夫しても出来ない事もある。
私は平家物語・冒頭の一節「諸行無常の響き有り」を、17年前と同様思い出した。人
生のはかなさを乗り越えて生きていくには、特に若い現役世代では、生計を維持
できる仕事が有ることが、どんな慰めの言葉よりも説得力を持つことだろう。しか
し、産業の少ない地方での大災害で、新たに生計を立てる手段を作りにくいという
点では、阪神大震災の比ではない。街づくりのグランドデザインも徐々にまとま
り、外からも見えるインフラ整備の華やかさとは関わりなく、個人の暮らしの再建
は、長く地道な戦いになる事を阪神大震災の教訓は示唆している。又、水道（水の
道）を寸断された被災地の水不足も過酷な生活を余儀なくされている。川で洗濯を
し、川の水をトイレに運んだりしなければならない。
これら生活用水の原資は「雨」だ。しかしこの雨も、降る場所によっては「無情の
雨」になる。この「無情の雨」を「有(友)情の雨」に変えるすべの一つを教えてくれた
のが、墨田区の「雨水市民の会」の雨水タンクを活用した運動だった。有限な水資源
を少しでも無駄なく有効に使おうとする時の知恵が「有(友)情の雨水タンク」であ
り、しかも減災効果も期待できるのであるならばこの時期活用しない手はないと
思っている。かつて大震災を体験し、そこからの再建の厳しさを体験した者にとっ
ては、タイガーマスクの様にマスコミ受けするパフォーマンスを演じ、
「頑張って
下さい」と素直に言いづらい複雑な所もあるが、避難所や仮設住宅に寄り添うよう
に設置された「雨水タンク」を通じて被災者とのコミュニケーションを構築できた
らと思っている。皆様の良きアイディアが有れば教えて頂きたいと思う。

松本 正毅

5月の理事会で「東日本大震災・雨水タスクプロジェク
ト」を立上げる事となり、6月5日事務局にて、有志メン
バー6名による初会合をもちました。日曜日の午前中にも
かかわらず、伊藤事務局長、鎌田さん（三鷹市）、中臣さん
（文京区）、三浦さん（藤沢市）、遠くは富士市から杉本さん
が駆けつけて頂きました。 杉本さんには地域で集めた
救援物資をお聞きし、意見交換をしました。 大枠の方
針として、被災から3ヵ月が経過し刻々と変わる被災地の
生活状況、地域によって異る水事情等を考慮に入れ、
「今
すぐできる事」と「中長期的な視点にたった支援」の２つ
の方向性を検討する事となりました。具体的には、既に現
地支援に入っているNPO（市民の会には他の団体にも所
属し行動されている方も多数おられます）と連携した雨
水タンクの取付けの検討、仮設住宅への雨水タンク設置
とその後の利用方法・管理者等の問題、雨と放射線量に関
する正しい情報の提供などの検討項目の拾出しを行いま
した。 市民の会では、阪神・淡路大震災並びに新潟県中
越沖地震において雨水タンク設置などの支援活動を行っ
た実績があり、そのノウハウがあります。雨水をこれから
の生活に活かすための継続性のある支援、情報提供を目
指せたらと思います。
今後、全国におられます会員の方々には、市民の会の会
員向けメーリングリストで情報提供をして参りますの
で、是非ご参加して頂き、内容を深められたらと思います
ので、ご協力の程宜しくお願い致します。

（本稿は、RNJ 全国大会実行委員会として「流域」の特集に向けてご用意いただきましたが、内容が東日本小特集のテー
マとも深く関係するものでしたので、両テーマを繋ぐ意味も込め、この最終欄に掲載させていただきました。編集部）

雨水のきれい度は？雨水タンクの水質検査レポート

市民活動・ふれあい館担当委員会では、すみだ環境ふれあい館の雨水タンクの水質検査を実施しました。

ポイント-1 見た目にきれいか？項目名：色度・濁度・有機物・蒸発残留物
屋根の雨水がそのままタンクに流れ込んでいる①は、余り利用されていないため水が滞留していたと思われます。しかしその割に、水質が悪
化していることはなさそうです。初期雨がそのまま入る構造のため、屋根に積もった土砂の影響があり、色度が高くなったと思われます。散水の
用途では問題ありませんが、洗濯には適していません。②及び③はタンクの容量が数トンと大きく、ゆっくり沈殿してゴミが取れた分、きれいに
なったと思われます。
ポイント-2 雨水は天然の蒸留水と言えるか？
項目名：有機物・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・塩化物イオン・硫酸イオン・電気伝導率・蒸発残留物
水は、中にイオンとして溶けているものが多いと、電気を通しやすくなります。その度合いは電気伝導率で測定できます。水道水は、通常100
～200μS/cm（マイクロジーメンスパーセンチメートル）ですが、雨水は一桁から2桁です。①は、ポイント1で述べたように、土砂の影響があり、
高くなったと思われます。また、他の項目では雨水は比較的低い値ですので、
天然の蒸留水と言われる由縁でしょう。
ポイント-3 屋根や粉塵の金属の影響はないか？
項目名：鉄・銅・亜鉛・鉛・すず
ガルバニウム鋼板に塗装された屋根から雨を集めているために、金属の影響
を調べました。
いずれも基準内で問題はありません。①の鉄分が若干高いのは、土砂や粉塵の
影響と思われます。
ポイント-4 細菌的にはどうか？
項目名：一般細菌・大腸菌・レジオネラ属菌
①は一般細菌が水質基準以上になりましたが、②及び③は細菌的に問題はあ
りません。し尿由来の指標である大腸菌はいずれも検出されていません。また、
土壌の常在菌であるレジオネラ属菌はわずかに検出されたものがありました。
しかし、増殖していく環境にはなく、菌数が抑えられています。
14
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活動記録・予定
活動の記録 2011. 3月～
●3/11(日) 東日本大震災発生
●3/12 ～ 15(土～火) 福島第一原
子力発電所で爆発事故
すみだ環境ふれあい館では、
幸い、雨水タンクなどの展示物
の損傷はありませんでしたが、
学校のときに利用していた屋上
のプールの水が揺れて、ばしゃ
ばしゃと飛び跳ねたそうです。

ふれあい館活動
●4/17(日) 雨の絵本ひろば「雨
にちなんだ絵本の読み聞かせと
手作りストラップづくり」参加者
9名。次々に絵を描いていく子、
丁寧に時間をかけてつくる子な
ど、個性の違いが作品にも表れ
ている。
●5/5
（木・祝）
「育てよう！より
どりミドリの種まき会」 参加者
21名。昨夏の「生ゴミ減量作戦
ふたば会」と共同で実施した緑の
カーテンは、堆肥と雨水でゴー
ヤが見事に育った。その種を植
え て、 今 年 も チ ャ レ ン ジ す る。
夏が楽しみ。

●6/11(土) 「大きくなあれ！よ
りどりミドリの苗植会」 参加者
25名。ヘチマ、アサガオ、ゴー
ヤなど、5/5に蒔いた種から芽が
出て、りっぱな苗になりました。
それぞれ苗をプランターに植え
替えて、成長観察をしています。
ご自宅でも緑のカーテンを作ろ
うと余った苗を持ち帰る熱心な
中高年の方が多かった。
●6/18(土) 雨水探検隊「ペット
ボトルのろ過器づくり」 参加者
5人。ふれあい館を見学したあと、
ライフラインが寸断する災害時
に備えて、お風呂の残り水など
をきれいにするペットボトルの
ろ過器づくりや携帯用ソーラー
クッキングの組みたてをした。
また暑さに備えてゴーヤの緑の
カーテンの作り方を学んだ。
●6/19(日) 「雨をたのしむ雨ま
つり」 参加者36名。レインコー
トの背中に描かれたアミダクジ
ならぬ「あめダクジ」を楽しんだ
後、４つのグループに分かれビ
ニール製のレインコートにいろ
んな飾りをつけて「世界に１つ
のレインコート」づくりをした。
子どもだけでなくお母さんたち
も挑戦、
「初めてだったので楽し
かった！」と子どもともども楽し
んでいた。

●5/8
（日）
「プランター de 里いも
畑。はじめの一歩」 講師：安藤
勝治理事。雨水ハウスの屋根か
ら集めた雨水を使って、都会で
の野菜づくりとして、里いもを
プランタで育てる植え付けをし
ました。その生育過程の観察と
自然の恵みに感謝して出来た里
いもを味わおうというもの。参
加者13名。皆さん里いも栽培に
興味深々。今後の観察は各自行
い、それを記録シートに記入。9
月４日に合同観察会、10月中旬
に収穫祭を予定している。これ
からでも参加可。問い合わせは
すみだ環境ふれあい館へ。
●5/18(日) 「 雨 に ち な ん だ 絵
本の読み聞かせとアメまきパラ
シ ュ ー ト づ く り 」 参 加 者9名。
3歳の子もお母さんと一緒にポ
リ袋に穴を開けてパラシュート
作りをした。椅子の上に乗って
シューっと飛ばしてご満悦。

●7/2(土) ふれあい館の植物を
見てみよう！①
●7/17(日) 雨 の 絵 本 ひ ろ ば
「しゃぼんだまで遊ぼう！」
●7/23(土) ふれあい館の植物
を見てみよう！②

他会場での活動
●5/21(土) 「すみだの雨水まち
歩き～両国・業平編 」 参加者9
名。墨田区の雨水利用の新たな
シンボル『両国さかさかさ』
、
『東
京スカイツリー』
、雨にゆかりの
場所などを巡りながら散策。夏
日でもさわやかで散策日和の日
でした。都立横網公園の震災記
念堂や復興記念館など、東日本
大震災の記憶が生々しい今の時
期に見ると胸に迫るものがあっ
た。
●6/25 ～ 26(土･日) 墨 田 区 役
所で行われたすみだ環境フェア
2011に出展。テーマ「節水事始～
雨水利用 きほんのき」
理事会・委員会会議

会議
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●10/16(日) い く つ ほ れ る か
な？里いも収穫祭
●11/12(土) 「すみだの生きも
の観察会」
講師：山田和伸理事
●8/20(土)
園」

雨水探検隊「水元公

●12/10(土) 雨水探検隊「街歩き
とふれあいまつり」

2011年度 総会
2011年度NPO法人雨水市民の会
「総会」
を実施しました。
日 時：7月16日(土) 午 後1時30分
～ 4時30分
会 場： 墨 田 区 女 性 セ ン タ ー（
墨 田 区 押 上2-12-7） 電 話
03-5608-1771
最寄駅は都営浅草線・半蔵門線、
京成線
「押上」A3出口徒歩5分
・総会の前に活動発表会を行いま
した。
・お待たせしていた
「雨の詩集」(雨
と文芸5号)のできたてほやほや
の冊子を配布しました。
・5時からは懇親会がありました。

● 理 事 会 5/7
（土）
、6/11
（土）
、
7/11(月）
●市民活動・ふれあい館担当委
員会 3/4(金)、4/25(月)、6/3(金)
●企画･渉外委員会
● 雨 と 文 芸 チ ー ム 4/30(土)、
5/8( 日 )、5/15( 日 )、5/22( 日 )、
5/29( 日 )、6/5( 日 )、6/12( 日 )、
6/19( 日 )、6/25( 土 )、7/3( 日 )、
7/4(月)、7/5(火)
●あまみず編集会議 5/10(火)
●総務委員会 4/24(日)

予定 (8月～ )
ふれあい館活動

素敵なデザインレインコートで
すね。こんなレインコートを着
ると雨の日が一段と楽しいね。

●8/20(土) 収穫祭、ふれあい館
産の野菜を食べよう！
●9/4(日) なにがみえるかな？
「里
いも観察会」

編集後記
世界の空と人をつなぐ あまみず
no.57

●10/8(火) ヘチマのたわしを作
ろう！

上下水道により人工的に淀川の流域となった阪神間は、16
年前の阪神・淡路大震災で大きな痛手を経験した。水をもっと
使いたい、ない水はどこからでも自由に運べば良い。自然の循
環を無視し征服したような気持ちで暮らしを造り上げる人間の
営みは、一日一日と巡るその場をしのぐことこそできてはいる
が、大規模な自然界の現象のたった一撃が、それを無情に壊滅
に追いやってしまう。人間規模の建築構造物はその力に太刀打
ちできないということを、あれから 16 年を経た今年、また 3.11
でいやと言うほど見せつけられるところとなった。今回こそ日
本の社会が学ばなくてはならないことは、自然にたてつくだけ
の生き方ではなく、自然の循環に身を置くような文明を築くと
いうことだろう。雨水とのつきあい方の見直しは、そのための
キーワードのひとつとしていよいよ期待がかかっている。
（EH）

雨水の自動散水器を使っ た里い
も育成は、種芋の植え付け以降、
順調に進行中。大きな大きな葉っ
ぱになってきた。
（7/8時点）

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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