
Web あまみず 選集
2015 & 16

米国シアトル市、住宅街のバイオスウェ
ル。自然の持つ防災や水質浄化の力を街
の整備にいかすグリーンインフラの取り
組みを調査した。
P18

2015 年 12 月から、当会事務所に
て、人と人、情報をつなぐ場づく
りイベント「雨カフェ」をスタート。
P23

雨量が多い年だけ、さいか
ち窪に出現する「幻の池」（東
京都東久留米市）。
P19

北斎美術館開館に向けた
区民プロジェクトのひと
つとして実施した「ペー
パークラフトで作る　北
斎に魅せたい未来のすみ
だ」には、子どもから大
人までのべ 500 人以上が
参加した。
P9

rainwater &
green infra

nature &
culture

cafe &
workshop

HOKUSAI  &
future



2 People for Rainwater / amamizu no.59  Dec 2016

武蔵野市の水循環連続講座「水の学校」国土交通大臣賞を受賞！（2015.11.04）　
吉川   萌　雨水市民の会会員・2015 年度「水の学校」担当

「雨の絵本ひろば」が鳩の街通りにお引越（2016.08.01）
南  昌子　雨水市民の会理事・雨の絵本ひろば担当

すみだ北部　ぶら～り　雨水散歩（2016.04.23）
高橋 朝子　Web あまみず編集部

高校生向け校外学習「防災・水資源について考える」ツアー & ワークショップ（2016.09.08）
柴 早苗・高橋 朝子　雨水市民の会理事

ペーパークラフトで作る「北斎に魅せたい未来のすみだ」
笹川 みちる　雨水市民の会理事・普及啓発事業担当

雨水銭湯「御谷湯」、リニューアルオープン（2015.06.07）
Web あまみず編集部

庭にとけこむ雨水活用～蕎麦屋さん「あり田」の雨水庭園（2015.12.16）
谷口 淳一　Web あまみず編集部　

パンプキンタンク製作による雨水活用普及活動（2016.08.18）
笠井 利浩　雨水市民の会理事・福井工業大学環境情報学部教授・あめゆき Cafe

雨水利用に関する国・学会・団体等の動向（2016.08.01）
小川 幸正　Web あまみず編集部

第 9 回雨水ネットワーク全国大会 2016 in 東京　めぐる水　活かす人　潤うまち
～雨から始めるグリーンインフラ～（2016.09.26）　Web あまみず編集部

米国西海岸のグリーンインフラ調査に関する速報（2016.10.21）
小川 幸正　Web あまみず編集部

【寄稿】武蔵野三大湧水と 50 ｍ崖線（2016.06.30）
やとじぃ 谷戸内  英　水路たんけんクラブ主宰・石神井公園ふるさと文化館区民学芸員

活動／雨つぶぐるぐるすごろく／雨づくしの事務所に来てみて！

はじめに
　私たち、NPO 法人雨水市民の会は、まちに降る雨をためて活用したり、大地にしみこませるなどして、雨と共生するまちをつ
くろうと活動している市民団体です。
　当会は、1994 年に墨田区で開催された「雨水利用東京国際会議」の実行委員会を母体として、雨を活かすまちづくりや環境学
習の取り組み等を市民レベルで内外に広めていこうと活動を開始しました。雨水活用に関する様々な環境学習やセミナーの開催、
バングラデシュでの雨水タンク普及活動への支援などを実施しています。
　近年、気候変動の影響から雨の降り方が変わってきたと言われ、これまでの「雨を排水するまち」から「雨を保水するまち」へ
の転換がさらに求められています。2014 年には「雨水の利用の推進に関する法律」が施行され、産官学民が協働して雨水活用を
進めようとしています。
　当会では、より多くの人に雨と仲良くなるきっかけを提供しようと、当会の活動と雨水活用に関する情報を掲載した広報誌「世
界の空と人をつなぐ　あまみず」を 2007 年から発行してきました。2013 年からは ”Web あまみず ”(www.skywater.jp/) に形を変え、
広く情報発信しています。
　この度、2015 年、16 年に掲載された “Web あまみず ” の記事から、会の活動状況と雨水活用を取り巻く世の中の動向がわかる
記事 12 本を選び、「Web あまみず選集 2015&16」として発行することとなりました。冊子として編集するにあたり、執筆当時の
構成を活かしながらも時間経過に伴って一部表現や情報に変更を加えています。
　お手にとっていただき、雨をきっかけに身の回りの水循環や地球規模の水環境の現在を考える機会にしていただければと思って
おります。
　" Web あまみず " では、雨や水循環に関わる多様な取り組みを随時掲載しています。ぜひサイトにアクセスしていただき、会員
外の方からもお気軽にご意見や話題提供、取材のご依頼などをいただければ幸いです。

2016 年 12 月 1 日
NPO 法人　雨水市民の会　理事長　山本　耕平
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活動報告

　2014 年度からスタートした東京・武蔵野市の、水環
境連続講座「水の学校」は、武蔵野市環境部下水道課が
主催する事業で、雨水市民の会は企画・運営協力を委託
されています。2015 年 9 月に、この「水の学校」の取
り組みが、「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞 広報
部門）」を受賞し、武蔵野市が表彰されました。2 年目
の半ばを迎えた講座について、その特色と雨水市民の会
が武蔵野市と協働でめざしていることをご紹介します。

「循環のみち下水道賞」とは
　循環のみち下水道賞は、下水道の使命を果たし、社会
に貢献した好事例に対して、国土交通省が授与している
もので、優れた取り組みを広く発信することで他の多く
の団体等が同様の取組みを行い、持続的発展が可能な社
会の構築に貢献する「循環のみち下水道」の実現を全国
的に図るねらいがあります。2008 年度から始まり、8
回目を迎えた 2015 年度は、約 40 の応募の中から 12 の
案件が受賞しました。「水の学校」が受賞した広報部門
は「下水道の役割・重要性・魅力・可能性等に気づき、
共感し、行動してもらうための効果的な広報活動や環境
教育の取り組み」を対象としています。

 下水道から、水のゆくえ・水循環・雨水活用まで
　現在の武蔵野市一帯は江戸時代に玉川上水がひかれた
ことで、その分水によって新田開発が進みました。その
後、昭和初期からは東京郊外の住宅地として急激に都市
化が進み、降雨時には汚水が舗装された道路に氾濫す
る浸水被害が発生するようになりました。伝染病などの
衛生上の問題が深刻になってきたことから、1952（昭
和 27）年に下水道の整備を始め、35 年をかけて普及率
100% を達成しました。
　整備開始から 60 年以上がたちましたが、下水道の管
理や改修の他、合流式下水道改善施設や雨水貯留浸透施
設の整備などは今も進められており、下水道事業には終
わりがありません。
　下水道の他にも、飲料・生活用水を供給する上水道、
町の中の川や水辺など、私たちが生きていくために「水」
との関わりは欠くことができません。水の恵みを受ける

一方では、集中豪雨で都市型洪水がおきることもありま
す。しかし、普段の生活の中では、当たり前に蛇口から
出る水道水や、流した後の生活排水のことをあまり意識
していない、という方は多いと思います。私自身、断水
を経験した時は無意識に蛇口をひねりそうになり、いか
に自分が気軽に水を使っているのかを認識しました。
　 「水の学校」は、このようにとても身近でありながら
深くは意識していない「水」のことについて多面的に知
り、楽しみながら考えを深め、自発的な市民活動が育つ
ことをめざしています。

知識を元に、考え・行動する講座を企画
　「水の学校」は、ワークショップとフィールドワーク
を組み合わせた連続講座を主軸としています。年度始め
に連続講座受講生を約 30 名募集し、半年間で６回程度
実施しています。その他に、子ども・ファミリー向けの
イベントや、旧三河島汚水処分場ポンプ場見学、多摩川
河口域水上散歩、下水道写真家の作品展とトークショー
など様々な企画を単発で実施し、幅広い方に「水」にふ
れる機会を提供しています。
　連続講座では、参加した一人ひとりの方が「考え・行
動する」きっかけを創ることをめざしています。講座で
得た知識や情報を元に、「どんなことを周りの人に伝え
たい・知ってもらいたいか」「自分たちにはどんなこと
ができるか」といった想いやアイディアを出しあう場を
設けています。このような形態の講座をうまく形にして

武蔵野市の水循環連続講座
「水の学校」

国土交通大臣賞を受賞！

吉川　萌

2015.11.04 WEB 掲載

雨水市民の会会員
2015 年度 「水の学校」担当

2015 年度連続講座より。武蔵野市の水道水の約８割を占める地下水、
その水源地のひとつである奥多摩町を訪ね、旧青梅街道を散策した。
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いくためにはどうしたらよいのか、市の担当者と話し合
いを重ね、構成を組み立てています。
　2014 年度の連続講座最終回では、4 グループに分か
れて検討した水に関するプログラム案の企画・発表を行
いました。子どもが楽しめるイベントや、地域の歴史と
食文化にふれる講座、下水処理の歴史をたどる講座な
ど、バラエティ豊かな発案がなされました。これらのア
イディアは 2015 年度の「水の学校」に反映し、一部を
講座・イベント化しています。

初年度修了生がサポーターとして企画・運営に参加
　2014 年度連続講座修了生全 27 名のうち、12 名が「水
の学校サポーター」となり、講座や関連イベントなどの
企画・運営に関わっています。ミーティングを行い、運
営スタッフとサポーターが協力してできることを話し
合ったり、それぞれが興味関心のあることなどを共有し
ています。
　「水の学校」講座の中でフィールドワークのグループ
リーダーを務める、今年の受講生へ自分の実践している
ことをお話する、関連イベントで体験アクティビティの
運営をする、新規で講座の企画をするなど、春からの半
年間でだんだんと活動が活発になっています。また、「水
の安全性」「武蔵野市の水路の歴史」など、自分なりのテー

マを見つける方も現れ、学びを深めています。
　受講生やサポーターのみなさんは昨年・今年共にとて
も熱心です。みなさんがその得た知識や経験を活かし、
協力しながら活躍の幅を広げていくために、「水の学校」
という場を活かしていただきたいと思います。

「雨を含む水循環」を市民と考えるために
　雨水市民の会の活動では、雨水活用をメインテーマに
１回の講座やイベントで市民の皆さんとコミュニケー
ションをとることが多かったのですが、「水の学校」の
企画・運営に関わることで、身の回りの水循環を総合的
に捉えて意識してもらうことで、雨の降り方やゆくえに
ついても考えるきっかけが生まれることを実感しまし
た。また、同じ顔ぶれで繰り返し水のことを考え、話す
ことを通して、私たちにとっても新たな視点にふれたり、
知識を得る機会になっています。
　１年目の取り組みが評価された「水の学校」ですが、
本当に意義のある活動にするためにはこれからの継続と
発展が大切です。今後も武蔵野市とのパートナーシップ
で「水の学校」を後押しすると同時に、受講生・サポー
ターから得られる学びを会の活動にも活かしていきたい
と考えています。

2015 年 8 月 1 日に武蔵野市立中央図書
館前広場で行われた「水えんにち」。受講
生・サポーターが運営に参加し、子ども
から大人まで楽しめる水のおまつりを開
催、延べ 1000 名以上が来場した。

サポーターミーティングの様子。お互
いの近況報告と、やってみたいことの
アイディア出し、実現できそうな企画
の具体化へ向けた話し合いを行った。
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活動報告

「雨の絵本ひろば」が
鳩の街通りにお引越

南　昌子

2016.08.01 WEB 掲載

雨水市民の会理事・
雨の絵本ひろば担当

　2005 年の「雨水東京国際会議」を契機に、すみだ環境ふれあい館にオー
プンした「雨の絵本ひろば」も 10 年余りが経過しました。当初、会の予算
で購入した本と、会員・その他関係者が持ち寄った本、250 冊程のスタート
でしたが、今では 850 冊を超えるまでになり、雨をテーマに、自然科学系の
絵本を豊富に集めた、ユニークな図書館となっています。また、開設後ほど
なくして蔵書を活かした読み聞かせや工作などの親子向けイベントをスター
トし、定期的に活動してきました。
　しかし、2016 年 2 月のすみだ環境ふれあい館閉館を機に、活動の場を鳩
の街通りにある雨水市民の会事務局へ、蔵書とともに移転しました。
　「雨の絵本ひろば」の蔵書は、ともすれば他の多くの物語絵本、仕掛け絵
本などに埋没しがちな科学絵本、写真絵本の秀作を数多く取り揃えているの
が特徴です。選書は理科系のバックグラウンドがある当会会員に地域のボラ
ンティアの方が加わった有志メンバーで行っており、2015 年から 16 年にか
けて活動の一環として、大人も子どもも楽しめる「おすすめ環境絵本」のリ
ストを作成しました。（表１）

　現在は、月 1 回程度、事務局で読み聞かせ会を行っています。実施日時は
当会の WEB サイトのイベントページでご確認いただけます。
　あなたも子どもたちや親子に環境の大切さを伝える「雨の絵本ひろば」の
活動に参加してみませんか？雨水市民の会の会員であるかを問わず、活動に
ご参加いただけます。ご関心がある方はぜひ一度遊びに来てください。

タイトル

ふたつの島　　　　　　　　　　　　　　　　
　

よみがえれ、えりもの森

みなまた、よみがえる

みなまた 海のこえ

アマモの森はなぜ消えた？　　　　　　　　　
　

ツバル　海抜 1 メートルの島国、その自然と暮らし

ＣＯ２のりものずかん

南極がこわれる

DODO　ドードー　であえたはずのどうぶつたち

わたしのひかり

町は大都市に―ショベルカーが猛威を振るう日
（原本ほるぷ世界の絵本第 14 集に収録）

著者

作：イエルク・シュタイナー 
絵：イエルク・ミュラー　訳：大島 かおり

作：本木  洋子　絵：高田  三郎

写真・文：尾崎  たまき

作：石牟礼  道子  絵：丸木  俊 ・丸木  位里

文：山崎 洋子  写真：海をつくる会 
構成：山崎 洋子  監修：海をつくる会

写真 ･ 文：遠藤  秀一　　　

作：三浦  太郎

写真 ･ 文：藤原  幸一

作・絵：倉科  昌高

作・絵：モリー・バング

絵：イエルク・ミュラー

出版社

ほるぷ出版
　

新日本出版社

新日本出版社

小峰書店

そうえん社
　

国土社

ほるぷ出版

ポプラ社

ピエ・ブックス

評論社

ほるぷ出版

出版年

1982 年
　

2003 年

2013 年

1982 年

2008 年
　

2004 年

2008 年

2006 年

2004 年

2011 年

1988 年

雨の絵本ひろばが選ぶ環境絵本表１

「あめ」「ゆき」「かえる」
などのテーマで分類さ
れた蔵書

読み聞かせと工作の様子
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すみだ北部  ぶら～り  雨水散歩
高橋　朝子

2016.04.23 WEB 掲載

Web あまみず編集部

一言会の「路地尊」が集まる地域
　路地尊は、墨田区独特の雨水活用施設で、路地の安全を
守るシンボルとして近所の住宅等の屋根から雨水を集め、
地下のタンクに溜めて、手押しポンプで汲み上げる仕組み
です。普段は、住民が植木の水やりや金魚の水に使ってい
ますが、火事の時は初期消火に、災害時には、生活用水と
しても使うことができます。一言会は、墨田区内でも入り
組んだ路地が多い寺島第一小
学校と言問小学校の学区域
で、防災の街づくりをする住
民団体で、路地尊の名付け親
でもあります。1992 年に作
られた路地尊「はとほっと」
( 写真 1) は、鳩の街通り商店
街の一画にあり、隣の駐車
場の屋根から雨を導き、3 ト
ンの雨水タンクにためていま
す。
　次は一寺言問集会所

（写真 2）です。役所、
大学、そして一言会を
はじめとする下町の住
民たちが協議して住宅
密集地域での防災対策
の一つとして 1996 年
に作られました。路地
尊 も 設 置 さ れ、20 ト
ンの地下タンクに溜め
た雨水はトイレにも利
用しています。
　地蔵坂通り商店街に
面したてらじま広場には、天水尊 *1 が 2 基置いてあり、地
域の住民が丹精込めて育てる草花の水やりなどに使われて
います（写真 3）。
　商店街を離れ、路地をいくつか曲がると向島百花園（写
真 4）です。文化元年（1804 年）、江戸の商人、佐原鞠塢

（さはらきくう）が文人墨客の協力を
得て梅の苑を開園し、四季折々の花が
絶えることがない庭園として江戸庶民
に愛されていました。明治以降は洪水
や戦災などで荒廃しましたが、東京市
営（現在は都営）として再興し、今も
風流な催しが四季を通じて行われてい
ます。池の前にある「御成御殿」は、
洪水からの防御のため少し高く土盛り
した「水塚」の上に建てられています。
　向島百花園の目と鼻の先に路地尊

「会古路地」（写真 5）があります。近
くにあった 2 つの私道の袋小路を、役
所が土地を買い取ってつなげ、余った
一角を一言会が路地尊として有効活用
したものです。阿部さんのお話では、
2 つの路地がつながって「出会う路地」、
黒塀と笠付裸電球の照明がある電柱な
ど、昭和の下町の雰囲気が醸し出され
た「古いものに出会う路地」、雨水で
鉢植えに水をやり、下水の汚泥煉瓦を
使った舗装や空き缶の保管ボックスが
ある「エコロジーな路地」、二重三重
の意味を掛け合わせた名前だそうで
す。下町の粋を感じます。

歴史的にも今も雨はこのまちの重
要な要素
　墨堤通りに向かって歩くと白鬚神社
の鳥居が見えます。951 年が起こりと
いわれる由緒ある神社では、5 月に氏
子が作った御幣を神様に供え、隅田川
の川岸で洪水や渇水が起こらないよう
に祈る雨にちなんだ祭典、ぼんでん祭
が行われています。境内の狛犬の後ろ
には天水尊が置かれていました（写真
6）。
　そのまま墨堤通りを北上すると、白
鬚東防災拠点が見えてきます。13 階
建て 18 棟の建物が一列に 1.2㎞にわ
たって建ち並ぶ様子は、まさに巨大な
壁です。関東大震災では火災で多くの
方が亡くなったことを教訓に、延焼

写真 1　「はとほっと」で説明する
一言会の阿部洋一さん

写真 2　一言集会所前の広場は、密集したま
ちでは防災のための大切な空き地。東京スカ
イツリーのビュースポットにもなっている。

写真 4　向島百花園入口前。今回は
通過しただけで残念。

写真 5　レトロな雰囲気を醸し出す
「会古路地」。雨は黒塀の上に斜めに

見える雨樋から地下タンクに入る。

写真 6　白髭神社境内の天水尊

写真 3　てらじま広場の小型雨水タ
ンク「天水尊」。隣の民家からの「も
らい雨」を蓄えている。

*1 天水尊：当会前会長の徳永暢男（故人）さんが、コミュニティで利
用する路地尊に加えて、個人の家の雨水活用を普及するため開発した
容量 200ℓの雨水タンク。個人向けタンクの草分け的存在で、雨を「天
水」として尊ぶというネーミングは哲学的でもある。

　雨水市民の会では、雨水活用のまち、すみだを歩きながら路
地尊（ろじそん）や歴史的な雨水スポットを知って楽しんでも
らう「雨水散歩」を定期的に開催しています。2016 年 3 月 26
日（土）は「防災」をテーマに少し長めの雨水散歩を企画しま
した。桜が咲き始めたものの花冷えが続く寒い日でしたが、総
勢 10 名が参加しました。地元の「一寺言問を防災のまちにす
る会」（通称「一言会（ひとことかい）」）の阿部洋一さんにコ
メンテーターとして同行していただきました。
　雨水活用を知るまちあるきは、時間・テーマなど、リクエス
トにお応えして開催することもできます。下町の風情も楽しめ
るすみだにぜひお越しください。

今回のコース（4.8km、ゆっくり歩いて 3 時間半）
東武伊勢崎線曳舟駅→路地尊「はとほっと」→雨水市民
の会事務所→一寺言問集会所→てらじま広場→向島百花
園→路地尊「会古路地」→白鬚神社→白鬚防災団地→災
害用トイレ→隅田川神社→木母寺→多聞寺→鐘ヶ淵駅
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を防ぐことを主眼として 30 年あまり前に建てられました。
団地敷地内の隅田川沿いには災害用トイレ（写真 7）があ
ります。マンホールトイレ *2 と言われているものの一種で、
大きな便槽が下にあり、穴から下に落として、たまった糞
便はバキュームで汲み取る仕組みです。2013 年に竣工した
隣の中学校は、262 トンの雨水タンクを備えています。
　公園の中ほどの川沿いに、隅田川神社（写真 8）があり
ます。かつての場所から 100 ｍほど南に移転して、巨大な
団地と高速道路に挟
まれた味気ない場所
ですが、源頼朝が関
東 下 向 の 際（1180
年頃）に、神の霊験
を感じて社殿を造営
したと伝えられてい
る 由 緒 あ る 神 社 で
す。また、この地は
小高い浮洲となって
いて、出水の時も水
没しなかったところ
から、「水神社」「浮
島の宮」とも呼ばれ
ていました。河川交
通の要衝であり、海運・運送業者の尊
崇を集めていました。
　同じ公園内の梅若伝説の由来がある
木母寺（もくぼじ）にも立ち寄りまし
た。平安中期、幼少期に人買いに連れ
去られた京都の貴族の子、梅若丸が隅
田川のほとりで 12 歳で亡くなり、我
が子を探して追って来た母が涙にくれ
たと伝えられ、謡曲「隅田川」（図 1）
でもよく知られています。今でも命日
である旧暦 3 月 15 日（現在の 4 月 15 日）
に梅若忌が行われています。

「雨水寺」多聞寺の住職が語った「都会のエゴ」
　さて、最後のスポットは真言宗智山派隅田山多聞寺（た
もんじ）です。江戸期の木造建築である山門は、区内最古

の建造物と考え
ら れ て い ま す。
雨水活用を積極
的に取り入れて

おり、「雨水寺」とも呼ばれて
います。20 年前に、書院裏に
は 1 トンの雨水タンク 11 基を
設置（写真 9）、さらに本堂と水
屋の屋根から集めた雨を水屋下
の 10 トンのコンクリートタン
クに貯留し、雨水を墓参用水（写
真 10）、散水、トイレ洗浄水と

して利用してい
ます。
　案内していた
だいた岸田正博

（しょうはく）住
職 さ ん（ 写 真
11）は、「もとも
と多聞寺が隅田
川神社の別当寺
で水に深く関係
した寺でもあり、トイレの洗浄水も飲み水と
同じ水道水を使っているのはどうにも『もっ
たいない』、山奥に巨大なダムを作って雨は
下水に捨てるというのは『都会のエゴ』だと
思い、雨水活用を取り入れました。」と、設
置した経緯を話されました。使ってみて、雨
のありがたさを再認識するとともに、空の汚
れを含んだ雨水で便器が黒くなるのを見て、

「きれいな水をください」という自然の声が
聞こえるように感じるそうです。また、設備
が故障したり破損したりする経験を踏まえ、
雨水活用の専門家や工務店の経験が足りない
と感じておられます。行政側も雨水活用を進
めるように窓口間の連携を図ったり、下水道
料金の減免を検討するなどの積極的な取り組
みをしてほしいとおっしゃっていました。

　今回は、地域の歴史に詳しく一言会の活動に長く携わる阿部
さんに随所でコメントをいただき、防災の観点からまちを見直
すことができました。また 20 年以上にわたり大規模な雨水活
用を実践しておられる岸田住職のお話は私たちにも大きな収穫
となりました。改めてお二人に感謝申し上げます。
　最後は街中を鐘ヶ淵駅までぶらぶら歩き、駅で散会となりま
した。回りまわって出発点の曳舟駅から約 4.8km のまち歩き
でした。

*2 マンホールトイレ：災害時に避難場所で避難者が利用するト
イレとして、国土交通省が推奨している。各々パネルやテント
で仕切りをして便器を設置し、下水道管や便槽につなげて、し
尿がたまらないようにする仕組み。普段は鉄蓋で塞いでいる。

写真 7　白鬚東アパートの手前の
タイル張りのスペースには災害用
のマンホールトイレ 43 個がある。
この下に汲み取り式の 280㎥便槽
2 基が設置されている。

写真 8　かつては隅田川の終点で、
鬱蒼とした森が広がっていた。河川
交通の象徴として「亀」が神使とさ
れ、「水」が神紋とされたといわれ
ている。狛犬ならぬ狛亀がいた。

図 1  
歌川豊広 作  謡曲隅田川図
出典：熊本県立美術館所蔵品
　　　データベース

写 真 9　 多 聞 寺 書 院 の
裏にあるポリエチレン
製の雨水タンク

写真 10　「天水（雨水）です」のプ
レートがある多門寺墓参水道

写真 11　説明をする岸田正博住職
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　雨水市民の会では、2016 年 5 月から一般社団法人リ
ディラバ *1 と連携して、墨田区向島をフィールドにま
ちあるきや科学実験、グループワークを通して、雨水活
用と水問題について考えるワークショップを行っていま
す。リディラバは、「社会問題の解決には、まず無関心
という壁を取り払うことが大切」という考えのもと、問
題の現場を実際に自分の目で見て、体験することで、行
動の変化に結びつけるプログラムを実施している団体
です。私たちとは、中高生の校外学習という枠組みで、
フィールドワークとワークショップを組み合わせたプロ
グラムをスタートしました。

　2 回目のプログラム実施となった 8 月 23 日は、静岡
県富士市から高校生 12 名と引率の先生 1 名が貸切バス
でやってきました。富士市は、富士山の雪解け水や地下
水の恩恵を受け、水の豊かな地域で、墨田区とはかなり
環境が異なります。そのため、まずはすみだの特色を
知ってもらおうと、小型雨水タンクを備えた「てらじま
広場」、街角に設けた地下タンクに近隣の屋根からの雨
水をため、住民が共用・管理している「路地尊２号基」「は
とほっと（同 5 号基）」など、雨水活用のスポットを巡
りました。同時に、寺島第一小学校前にある「海抜 -0.6 ｍ」
の表示を見ながら、墨田区のほぼ全体が海抜ゼロメート
ル以下の地域であることを説明しました。

　現場を見学した後は、
一寺言問集会所に場所
を移して、2 グループに
分かれてワークショッ
プを行いました。冒頭
に行った雨水と水道水
を比べる実験では、そ

高校生向け校外学習
「防災・水資源について考える」

ツアー＆ワークショップ

柴　早苗・高橋 朝子

2016.09.08 WEB 掲載

雨水市民の会 理事

「水がなくなったら
どうする？」ワーク
ショップで議論す
る生徒たち

*1　一般社団法人リディラバ  ウェブサイト：  http://ridilover.jp

れらの水質の違いや
身近な雨水も有用な
資源であることを実
感できたと思います。
　続いて、大地震で水
が止まったときを想
定して「水が使えなく
なったらどうするの
か？」というテーマで
議論してもらいまし
た。水が豊富な富士
市の高校生たちには、
なかなか想像できな
い様子でしたが、少し
でも考えて、各人各様に当事者意識を持ってもらえたよ
うでした。
最後に、昔から水害に悩まされた墨田区が、高度成長期
に地盤沈下でゼロメートル地帯となり、都市型洪水が頻
発するようになった歴史的経緯を踏まえ、雨水活用を積
極的に取り入れるようになったことをお話ししました。
富士市の災害も想定して、平常時から災害時まで、暮ら
しの中で水の扱い方を見直すことの大切さを考えてもら
う機会になりました。
　およそ 2 時間半という駆け足のスケジュールでした
が、生徒さんたちの率直な反応とこちらのメッセージを
吸収する姿勢に手応えを感じました。ツアー後、生徒さ
んたちはリディラバスタッフのファシリテーションのも
とでまとめのワークショップを行い、プログラムが完了
します。今回の体験を振り返ることで、まちの水資源と
防災について改めて自覚的に考えてもらうきっかけが生
まれるのではないかと期待しています。

上：1988（昭和63）年に設置され
た路地尊2号基

下：「はとほっと（路地尊5号基）」
から手押しポンプで送水してい
る様子

ワークショップで使った選択肢カードより

フィールドワークコースマップ
てらじま広場（天水尊）→路地尊2号基→はとほっと（路地
尊5号基）→一寺言問集会所（路地尊6号基）
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　すみだ北斎美術館開館に
合わせて 2016 年 9 月 23 日
から 11 月 22 日まで、約２ヶ
月に渡り「隅田川 森羅万象 
墨に夢（すみゆめ）」と題し
たプロジェクト *1 が墨田区
全域で行われました。北斎に
ちなみつつアートや食、まち
あるきなど様々なテーマで
37 の企画が実施されました。
雨水市民の会では、その参加
企画のひとつとして、北斎漫
画などのモチーフを織り交
ぜながら、大きなすみだの街
を古紙を利用した紙工作で
制作するプログラムを実施
しました。

　子どもから大人まで誰で
も参加できるこのプログラ
ムは、参加者一人一人が、自
分が住んでいる街、訪ねてき
たこの街のイメージを投影
しながら、北斎に魅せたいす
みだの自慢や、そこにいる自
分、さらに「こうなったらい

いな」という未来の姿を形づくってい
きます。そして、自分の分身とも言え
る作品をみんなが「街」の台紙に貼り
付けることでひとつの大きな作品が作
り上げられます。

　雨水を直接使用したり、雨水活用そのものを取り上げ
たプログラムではありませんが、雨水市民の会が 2008 〜
15 年度までの８年間、墨田区の環境学習施設の運営に携
わることで培われた「身の回りの環境やその変化を意識
してもらう」「そして自分と環境との関わりを考え、主体
的に関わってもらう」という考え方がこのプログラムの
根底にも流れています。
　制作にあたっては、墨田区を 18 分割した台紙を用意し、
向島の当会事務局でのワークショップ、錦糸公園で行わ
れたすみだまつりへの出展、区内９ヶ所の児童館で、台
紙ごとの制作を進めました。最終的にこれらをすみだリ
バーサイドホール・ギャラリー（墨田区役所内）に集め
合体させて、およそ 3.5m × 2.5m の大きなまち =" 未来
のすみだ " となりました。10 月 26 日〜 29 日の 4 日間で
展示しながらさらに制作を進めてこの共同制作の仕上げ
としました。最終日には、分割して希望者に好きな場所
を持ち帰っていただき、プロジェクトを終えました。
　すみだまつりの２日間で 200 名、雨水市民の会事務局
とすみだリバーサイドホール・ギャラリーに来てくださっ
た方が 100 名強、これに各児童館での参加者を合わせる
と、のべ 500 名以上が制作に参加した大プロジェクトに
なりました。参加してくださったみなさま、ご協力くだ
さった児童館スタッフのみなさま、どうもありがとうご
ざいました。

笹川　 みちる
雨水市民の会理事・

普及啓発事業担当

ペーパークラフトで作る
「北斎に魅せたい未来のすみだ」

2016.11.12 WEB 掲載速報版に加筆

●制作期間：2016年9月24日（土）〜10月29日（土）

●制作：雨水市民の会事務局にお越しのみなさま、すみだまつりに
ご来場のみなさま、さくら橋コミュニティセンター・墨田児童館・外
手児童館・立花児童館・立川児童館・東駒形コミュニティ会館・東向
島児童館・文花児童館・八広はなみずき児童館のみなさま、すみだリ
バーサイドギャラリーにご来場のみなさま

制作過程と展示・鑑賞会の様子をスライドショーでご覧いただけます。
「北斎に魅せたい未来のすみだ  2016.9.24-10.29」

https://www.youtube.com/watch?v=cle9q_N_V-w

すみゆめプロジェクト参加企画

*1 すみゆめ公式サイト：http://sumiyume.jp

北斎からインスピレーション
を得た富士山、雨水タンクを備
えた家、木の枝に北斎漫画の小
鳥を止まらせたコラボ作品な
ど、多様なアイディアがあふれ
ました。目線を低くして見る
と、人、生き物、乗り物などが通
り沿いにいっぱい！

区内11カ所で制作されたまちがす
みだリバーサイドホール・ギャラ
リーに集結
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所在地：東京都墨田区石原 3-30-10　TEL:  03-3623-1695
営業時間：15:30-26:00 （最終入場 25:30）
休業日：月曜（祝日の場合翌日）
ウェブサイト：http://mikokuyu.com

御谷湯

　東京都墨田区石原の天然温泉銭湯「御谷湯（みこくゆ）」は、
以前から雨水タンクを備えた銭湯として知られていました。
2015 年春、新しく建て替えられ、雨水活用設備も一新されま
した。リニューアルオープンに先立つ 5 月 17 日に開かれた内
覧会に出席し、新しい御谷湯を取材しました。

御谷湯の雨水活用
　御谷湯は、1947 年創業。現在の主人、伊藤林（しげる）
さんは２代目にあたり、伊藤さんのお父さんが開業した頃、
本所地域は空襲で焼けてしまい、何もないところからまち
づくりが始まったばかりでした。
　御谷湯の雨水活用の歴史は長く、建て替える前も大きな
屋根からの雨をタンクに溜め、トイレの洗浄水などに活用
していました。もちろん新御谷湯にも雨水活用が引き継が
れています。新御谷湯は、鉄筋コンクリート造り 5 階建て、
1 階は車いす利用の人が家族と入浴できる「福祉型家族風
呂」と休憩スペース、2 階は精神障がい者のための就労支
援施設 *1、3 階はボイラーやろ過機がある機械室、4 階、5
階は浴室です。
　「雨水銭湯」といっても浴槽に雨水を入れているわけでは
ありません。お風呂のお湯は、黒湯の天然温泉で都内の銭
湯では珍しい源泉かけ流しです。では、雨水はどこで使わ
れているかというと、屋上に降った雨を 1 階休憩スペース
の床下にある 5㎥の雨水タンクに導き、ポンプで各階のト
イレの洗浄に主に利用しています。銭湯に来てトイレを利
用するお客さんは思いの外多いので、おおいに節水になる
そうです。
　また、目に見える形でも雨水を楽しんでほしいという伊
藤さんの思いから、正面入口の両脇には雨水を使った小さ
な仕掛けが作られています。入口に向かって右側には「水
琴窟」の水鉢があります。水鉢にはトイレと同じく床下タ
ンクから雨水を導き、柄杓で汲んで受け皿に水をかけ、パ
イプに耳をあてると心地よい音色が聞こえてきます。地元

雨水銭湯「御谷湯」、
リニューアルオープン

Web あまみず編集部

2015.06.07 WEB 掲載版に加筆

浴室。黒湯の湯当たりが柔らかい。

に住む住中浩さんの作品です。一方、向かって左側の「流れ」
は、水鉢の雨水を汲んで植物に水やりすると、山型オブジェ
から水が湧きだし水路を伝って、また水鉢に補給される仕
組みです。雨水市民の会会員の麓雄二さんの作品で、こち
らには屋上の雨を 4 階のベランダにある 200ℓの雨水タン
クに蓄えた水を流しています。重力差と水圧を利用してお
り、水を汲むほどに山形オブジェからの噴水が勢いを増し
て、楽しませてくれます。小さなスペースですが、「雨水庭
園」とでも名付けたいような趣のある空間になっています。

「地域と福祉と雨水」
　伊藤さんは「俺は地域と福祉と雨水なんだ」とよく言わ
れます。実は伊藤さん、雨水市民の会スタート時から 20
年来の活動メンバーで、現在は事務局長を務めています。
そして若い時から銭湯業の合間に、病院に通う地域の人た
ちを車で送るボランティアをされるなど地域の福祉に積極
的に関わってこられました。雨水活用に加えて、介護を必
要とする方も温泉を楽しめる「福祉型家族風呂」と、NPO
法人カラフル・コネクターズが運営し、浴槽の清掃をしたり、
簡単な作業場にもなっている就労支援施設を備えた新御谷
湯は、まさにその思いを具現化した建物になりました。
　伊藤さんは「最近は銭湯の清潔感や浴槽の広さに惹かれ
てくるお客さんも多いんです。しかし御谷湯は地域への貢
献として障がい者や高齢者にも利用していただきたい」と、
思いを語られます。銭湯は斜陽産業というイメージを抱き
がちですが、伊藤さんのお話と新御谷湯の佇まいからは、
だれもが憩える新しい地域の場としての可能性を感じるこ
とができました。

　内覧会は、地域の方、福祉関係、当会からも会員が数名
出席し、大盛況でした。銭湯は、5 月 19 日からオープン
しています。天井が高く、入るととても気持ちよさそうで
す。おまけに半露天風呂からは東京スカイツリーが見えま
すよ。一度入りに行きませんか。

*1 就労支援施設：障害者総合支援法に基づき、一般企業等での就労が
困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため
に必要な訓練を行う施設

鉄筋コンクリート 5 階
建ての新御谷湯

「雨水庭園」に雨水散水する伊藤林さん。水
を汲むと補給の雨水が噴水のように吹き出す

1 階休憩室の床下に
ある雨水タンク

浴槽につかると見える
スカイツリーの一部

1 階にある福祉風呂。総ヒノキ
の風呂は障がい者と家族専用
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手造りそば   あり田
所在地：神奈川県厚木市岡田 5-17-17 　TEL：046-228-0438
定休日：月曜の夜と火曜日　※詳細は電話でお問い合わせください

ひと・市民

　会員の麓雄二 ( ふもと・ゆうじ ) さんの雨水庭園が、
2015 年 5 月にオープンした雨水銭湯・御谷湯のエント
ランスに続いて、本厚木のお蕎麦屋さんの店先に完成し
たとのことで、見に行ってきました。

　今回の現場は、小田急線の本厚木駅南口から神奈中バ
スに 10 分ほど乗って、リバーサイドバス停下車徒歩 30
秒ほどの「あり田」というお蕎麦屋さんになります（バ
ス通り沿い）。
　麓さんに案内して頂いたこともあり今回は迷うことな
く無事現地到着（写真 1）。入口横の窓には「十割そば」「獺
祭」の貼り紙が、そして引き戸の上には「食べ物は人に
良い物であり田意」とあり、これは美味そうな蕎麦が楽
しめそう。さっそく日本酒を…って、まずは取材でした
( 笑 )。
　さて。入口横の窓の下には、柄杓の置かれた素焼きの
鉢。そこに水が流れ込む竹を辿っていくと、軽やかな笹
の根元付近には頂上から水が吹き出るであろう陶製のオ

庭にとけこむ雨水活用
～蕎麦屋さん「あり田」の雨水庭園

谷口　淳一

2015.12.16 WEB 掲載

Web あまみず編集部

写真 2
手前の素焼きの鉢から水を汲み出すと、その分、
奥のオブジェから水が供給される。

写真 1
「手造りそば あり田」の店先

に小さな雨水庭園が出現

写真 3
陶製のオブジェの先から水が
ほとばしっている。

写真 4
手前の竪樋から雨水が 2 連のコンテ
ナボックスにためられる。

ブジェが配置され、コンパクトながらいつもの麓さんの
雨水庭園の世界が形作られていました（写真 2）。
　例によって、この陶製オブジェは麓さんのお手製。以
前のものよりも水が出やすいよう改良を加えてあるとの
ことで、素焼きの鉢の水をやや大きめの柄杓で掬って笹
の根元にまいてみると…ややあって陶製オブジェの先か
ら柔らかな勢いで水がほとばしります（写真 3）。
　そしてこの水は、建物左側に見える雨樋から取水され
2 連のコンテナボックスに溜められた雨水が、エアコン
室外機の手前に見える水位調整タンクから供給されるの
ですが（写真４）、この雨水庭園の魅力は、動力や水道
には一切頼らず、雨水とボールタップという自然の仕組
みでだけ実現されていることです。
　雨水庭園を仕込む前より植え込みがスッキリしただけ
でなく、室外機とタイル部分が木のスリットで覆われた
ことで、もとよりご馳走の「手造りそば」にふさわしい
雰囲気になったのではないかと思います。
　雨水庭園とあわせて是非、あり田さんのおいしいお酒
とお蕎麦も味わってみてください。
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　近年、地球温暖化による気候変動が顕著化し、各地で極端な
気象現象が頻発しています。地球温暖化による気候変動を考
えた場合、マクロな視点からは地球全体規模の気温上昇として
捉えられます。しかしながら、ミクロな視点から見た地域の気
象は、平均的な気温の上昇としてではなく、季節外れの雪やそ
の地域らしからぬ大雨や渇水といった極端な気象現象として現
れ、豪雪、洪水による家屋への被害や渇水による農作物への被
害等として私たちに大きな問題をもたらしています。
　雨水活用は、雨水の貯留による水資源の確保という効果だけ
ではなく、地下浸透や蒸発散による健全な水循環を維持するた
めの方策として大いに推奨される取組みです。また、前述の気
候変動による今後の人間社会への影響からも広く一般的に行わ
れなければなりません。しかしながら、現実の社会に目を向け
てみると、まだまだ「雨水活用」の知名度は低く、今後も粘り
強く啓蒙と実質的な普及に向けた取組みを続けてゆかねばなり
ません。 本報では、福井市内の公民館を中心とした雨水活用
の普及に向けた取組み事例を紹介します。製作は、東京都墨田
区にある「すみだ環境ふれあい館」（2016 年 2 月に閉館）に設
置されている雨水タンク「パンプキンタンク」を参考に、公民
館を中心として地域住民、第 7 回雨水ネットワーク会議全国大
会 2014in 福井後に結成された任意団体 あめゆき Cafe および
福井工業大学笠井研究室の協働で行いました。

パンプキンタンクとは
　パンプキンタンクは、世界銀行（World Bank）の
支援を受けて 1995 〜 1998 年に行われた Community 
Water Supply and Sanitation Program（CWSSP）の一部
として開発されたものであり、スリランカの Badulla、
Ratnapura および Matara 地域の、水道や地下水供給
が難しい場所に数百基設置されています（参考：The 
University of Warwick：Case 
Study 1 – The Sri Lankan 
Pumpkin Tank）。
　すみだ環境ふれあい館の
パンプキンタンクは、この
資料館の開設に合わせて、
雨水市民の会が 2001 年にス
リランカの雨水利用フォー
ラムから事務局長と技術者
を招いて製作されたものです。

パンプキンタンク製作
　本活動で設置されたパンプキンタンクは、福井県福井
市内の田園地帯にある福井市清水東公民館横のビオトー

パンプキンタンク製作による
雨水活用普及活動

笠井　利浩

2015.08.18 WEB 掲載

理事・福井工業大学環境情報学部教授
・あめゆき Cafe 会員

完成した福井市清水東公民館のパンプキンタンク

プ内に設置されました。このパンプキンタンク製作プロ
ジェクトは、2014 年 10 月に筆者がこの公民館主催の
講演会で、講師として雨水活用について話をさせて頂い
たことをきっかけにスタートしました。製作開始までに
数回の打合せを行い、実際の製作は 2015 年 3 月中旬か
ら始まりました。作業は主に土日を利用して行われまし
たが、製作工程によっては平日も利用して行われました。
製作開始から約 4 ヶ月後の 2015 年 7 月 11 日に完成し、
製作に携わった方々の延べ人数は、97 人日に達しまし
た。また、製作にかかる費用については、全額福井市か
らの助成金で賄われました。

雨水活用普及に向けた取り組み
　「第 7 回雨水ネットワーク会議全
国大会 2014in 福井」開催後の継続
的な、北陸地方における雨と雪の利
活用に向けた活動を目的として、「あ
めゆき Cafe」という任意団体が今
年 3 月に結成されました。2015 年
7 月 11 日に、福井市清水東公民館
で「被災時の水資源を考える　〜被
災体験からわかる水の大切さ〜」を
テーマにしたこの会初の勉強会を開催しました。阪神・
淡路大震災で被災した主婦の方々から地震発生後の生の
話を伺い、被災時の生活用水としての雨水利用について
議論を行いました。

今後の展望
　2015 年 3 月から約 4 ヶ月の期間を費やしてパンプキ
ンタンクは製作され、完成しました。しかしながら、雨
水タンクとして利用されるのはこれからであり、何より
も重要なこのタンクの役目である雨水活用普及に向けた
シンボルとしての活躍はこれからです。今後は、機会を
設けて雨水活用に関する勉強会やイベントを実施し、雨
水活用の普及に向けた取組みを行ってゆきたいと考えて
います。

　臨場感あふれるタンク作りの様子は、「『ゆめの雨水タ
ンク』づくり体験記」（早崎敬寛さん寄稿）として本サ
イトに掲載しています。
http://www.skywater.jp/archives/2660

すみだ環境ふれあい館にあるパンプ
キンタンク

タンクに取り付けられた銘板



13People for Rainwater / amamizu no.59  Dec 2016

学術

雨水利用に関する
国・学会・団体等の動向

小川　幸正

2016.08.01 WEB 掲載

雨水市民の会理事

　「雨水の利用の推進に関する法律」（以下「雨水利用法」
という。）が 2014 年 5 月に施行され、国や学会・団体
が雨水利用に関して以前に比べてより積極的な動きが出
ています。また、関係する学会や団体では、本法律が施
行されている前から、すでに雨水利用に関するガイドラ
インの発行や施設の実態調査などを行っていました。そ
のため、筆者が関係した学会や団体の最近の動向をお知
らせし、雨水市民の会の各種の活動において参考にして
いただければ幸いです。

国の動向
　2014 年 5 月に施行された雨水利用法の大きな骨子は
以下の通りです。

1. 目的 ( 第 1 条 )：雨水の利用を推進し、もって水資
源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等へ
の雨水の集中的な流出の抑制に寄与。

2. 定義 ( 第 2 条 )：「雨水の利用」とは、雨水を一時的
に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便
所の用、散水その他の用途に使用することをいう。

3. 基本方針 ( 第 7 条〜 9 条 )：国土交通大臣が、雨水
の利用の推進に関する基本方針を定める ( 第 7 条 )。
都道府県は都道府県方針 ( 第 8 条 ) を、市町村は市
町村計画を定めることができる ( 第 9 条 )。

4. 目標 ( 第 10 条〜 11 条 )：国は、国及び独立行政法
人等が建築物を整備する場合における自らの雨水
の利用のための施設の設置に関する目標を定め（第
10 条）、地方公共団体及び地方独立行政法人は建築
物を整備する場合における自らの雨水の利用のた
めの施設の設置に関する目標を定め、及び公表する
よう努めるものとする（第 11 条）。

　また、この法律に基づいて、国は「雨水の利用の推進
に関する基本方針（2015 年 3 月 10 日）」を策定しました。

内容は以下の通りいくことになりました。
1. 雨水利用推進の意義
2. 雨水利用方法に関する基本的な事項
3. 健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配

慮すべき事項
4. 雨水利用推進に関する施策の基本事項
5. その他雨水利用推進に関する重要事項
6. 目標の概要：国及び独立行政法人等は、「最下階床

下等で雨水の一時的な貯留に活用できる空間」を有
する新築建築物において雨水利用施設の設置率を
原則 100% とする（図 1 参照）。

雨水利用に関係する団体や学会の動向
　雨水利用に関係する団体や学会を以下にあげました。

●学会・協会
日本建築学会 雨水活用推進小委員会
雨水資源化システム学会
雨水貯留浸透技術協会
空気調和・衛生工学会 雑用水設備小委員会
公共建築協会 雨水利用設備委員会

●市民団体・その他団体
NPO 法人雨水市民の会
関西雨水市民の会
樋井川流域治水市民会議
雨水ネットワーク東北
雨水楽舎 ( 松山 )
あめゆき Cafe  ( 福井 )
NPO 法人雨水まちづくりサポート
雨水利用事業者の会
グリーンインフラ研究会

　この中で、以下の 4 つの団体について説明します。

日本建築学会における動向
　日本建築学会は、建築に関する学術・技術・芸術の進
歩発達をはかることを目的とする学術団体です。雨水活
用に関しては、2011 年 7 月に「雨水活用建築ガイドラ
イン」（日本建築学会環境基準）を発行し、雨水を「か
りる」、「かえす」、「つくる」ための基本から実践までを、
設計、製品、施工、運用に分けてまとめました。

図 1　雨水の利用の推進に関する基本方針の中での目標の概要
出典：国土交通省ウェブサイト
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　さらに 2016 年 3 月には「雨水活用技術規準」（日本
建築学会環境基準）を発行し、「蓄雨（ちくう）」という
新しい概念を提示しました。雨はこれまで下水道や河川
へ集中的に流してきましたが、これからはできる限り分
散させて活用する方式へ転換して行く必要があり、その
基本的な考え方が「蓄雨」です。すべての敷地で 100㎜
の降雨に対応する規準を設けました。蓄雨は、「治水蓄雨」

（治水のために一時貯留）、「防災蓄雨」（災害時用に最小
限の用水を確保する）、「環境蓄雨」（浸透・蒸発散で循
環性能を向上する）、「利水蓄雨」（雨水の積極的活用を
する）の 4 つの側面から統合的に管理する技術で建築
を起点とし、まちづくりに活かしていく必要があります

（図 2 参照）。
　例えば、戸建て住宅では、蓄雨の技術　の要素として、
雨池、雨溝、緑化・屋上緑化、浸透ます・浸透トレンチ
等の雨水浸透、トイレ洗浄水、屋上散水等の雨水利用な
どがあります（図 3 参照）。このような技術を取り入れ
た場合は、個々の技術の評価ではなく、雨水収支、コス
ト、低炭素、要素技術、感性技術の 5 つの観点から評価し、
点数化して、総合評価をすることで、雨水活用の効果を
評価していくことが求められます。

　日本建築学会では、雨水活用推進小委員会（筆者を含
め当会の会員も数名参画）を設け、雨水活用技術規準等
の普及啓発活動を進めています。「蓄雨」の概念を分か
り易く解説した「蓄雨〜雨をとどめる街づくり〜」とい
うアニメーション（福井工業大学の笠井利浩教授・近藤
晶講師制作）を作りました。また、8 月 24 日から始ま
る日本建築学会大会（九州）でこれまでの成果を発表し
ます。

空気調和・衛生工学会の動向
　空気調和・衛生工学会は、暖冷房・換気、給水・排
水、衛生設備などの設備とその仕組み・原理などに関す
る研究者で構成する学術団体です。雨水活用について
は「雑用水設備小委員会」で研究成果をまとめています。
2015 年度空気調和・衛生工学会大阪大学大会では、「排
水再利用ならびに雨水利用に関するアンケート調査の報
告」を発表しました。また、2016 年度の鹿児島大学大
会（9 月 14 〜 16 日）では、「雨水利用施設に関するア
ンケート調査結果の報告」を発表する予定です。これら
の実態調査では維持管理が不十分であることが分かり、

雨水利用施設における機器・測定器の管理、水質・水量
管理、保守管理全般について「雨水利用運用マニュアル」
を作成しています（2016 年度中に完成予定）。

公共建築協会の動向
　公共建築協会は、国及び地方公共団体等の公共建築物
に携わる技術者で構成する公益法人です。雨水利用法の
施行に伴い、国土交通省が「雨水利用設備・排水再利用
設備計画基準平成 28 年版」を制定しました（2016 年 3
月 30 日）が、これまでの「排水再利用・雨水利用シス
テム計画基準・同解説」（平成 16 年、監修：国交省大
臣官房官庁営繕部、編集・発行：公共建築協会）を改訂し、

「雨水利用設備・排水再利用設備計画基準・同解説」と
して、2016 年度中に公共建築協会が発行する予定です。
　基準の内容としては①排水再利用中心から雨水利用を
主体に変更し、計画基準のタイトルも雨水利用を先に
もってきたこと、②雨水利用設備は水資源の有効利用以
外に、下水道などへの雨水の集中的な流出抑制効果を重
視していること、③雨水利用設備は、原則として屋根面
から集水すること（計画基準は浸透設備は含まず）、④
雨水や再生水の利用水質は、建築物衛生法で定めた水質
を確保すること、⑤雨水利用設備の処理装置で導入実績
の少ないマイクロストレーナーは、装置の説明の対象か
ら外したこと、⑥稼働施設の現地調査に基づき、地下水
槽・ろ過装置・消毒装置等の維持管理し易さへの配慮を
追加したこと、⑦排水再利用設備では、原水に厨房排水
を含む事例が多いため、厨房排水の油分濃度等を追加し
たことなどです。

NPO 法人雨水まちづくりサポートの設立
　雨水活用は、上記したように雨水利用法の施行に伴い
ハード面は整備されつつありますが、産官学民の多方面
に普及啓発をさらに進めていかなければなりません。雨
水技術者の検定、雨庭・雨いえの認証、雨庭コンテス
ト、雨いえコンペ等の普及啓発活動、自治体雨水計画づ
くり支援等を行う活動をする必要があります。このため、
2016 年 7 月に NPO 法人雨水まちづくりサポートが立ち
上げられました。今後の活動をご期待ください。

屋根散水

雨　池

雨水タンク
雨水利用

（トイレ ・洗濯 ・風呂など）

屋根緑化

雨　溝

緑　化

浸透ます ・浸透トレンチ

雨水貯留槽 （埋設型）

家庭菜園

保水 ・浸透

図２　雨水活用技術規準における「蓄雨」の概念図 図３　住宅の蓄雨の要素技術の例
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ネットワーク

　雨に関わる市民、行政、企業、学術の情報交換や活動交
流の場として 2008 年に設立された「雨水ネットワーク会議」
は、昨年の愛知県長久手市での全国大会で「雨水ネットワー
ク」と名を改めました。
　今年は、東京・世田谷区二子玉川の東京都市大学夢キャ
ンパスで、8 月 5 日（金）から 7 日（日）に開催され、全
日程でのべ 600 名を超す参加がありました。今回のテーマ
は、「めぐる水 活かす人 潤うまち〜雨から始めるグリーン
インフラ〜」とし、雨水活用や雨水管理を自然の力で賢く
活かしていくための議論や普及の方法について新たな展望
を描いて発信しました。
　3 日間の大会の初日は、主に雨水活用に関わる行政、企業、
市民を対象にした「雨水セミナー」、２日目はより講演と対
談を組み合わせた「雨水トーク」、3 日目は「あまみずツアー」
と題し４つコースに分かれたエクスカーションと振り返り
ワークショップを実施しました。また、会期を通して、ワー
クショップや展示＆体験ブースを集めた「ゆめあめ情報ひ
ろば」と屋外を使った「雨にわフェア」を開催しました。
このうち、初日の「雨水セミナー」と屋外会場で行われた「雨

にわフェア」の様子
をレポートします。

雨水セミナー
　8 月 5 日 の 大 会
初日は、「雨水セミ
ナー」と題して、九
州大学島谷教授に

第 9 回 雨水ネットワーク全国大会 2016 in 東京
めぐる水　活かす人　潤うまち

～雨から始めるグリーンインフラ～

Web あまみず編集部

2016.09.26WEB 掲載

よる特別講演、産官学の多様
な登壇者からの話題提供、「行
政」「企業」「市民」のグルー
プに分かれての分科会とまと
めのパネルディスカッション
が行われました。

■特別講演「雨水活用で
防災・減災～あまみず社
会の実現に向けて」
　島谷  幸宏
　（九州大学 工学研究院  教授）
　福岡では、2009 年に第 2 回雨水ネットワーク会議全国大
会が開催されましたが、まさにその年に市内を流れる樋井
川が氾濫しました。島谷氏たちは、洪水の怖さを目の当た
りにした流域住民を中心にして樋井川流域市民会議を立ち
上げ、雨水活用、土地利用などを切り口に流域の治水をめ
ざして、住民が関わって活発に活動しています。講演では、

「分散型の水管理を通した、風かおり、緑かがやくあまみ
ず社会の構築」を目標とする自身の研究・活動の骨子が説
明されました。行政の縦割り、分断化している水システム
を補完する意味で、流域内は雨水の貯留・浸透を行い、治
水、利水、環境、緊急時の総合的な水管理を提案していき
たいそうです。特に興味をひかれたのは、福岡大学にあま
みず科学センター、あまみずキャラバンカーを設置し、子
どもから大人まで水に関心を持って理解してもらう姿勢で
した。机上の研究ばかりでなく、地域住民とコミュニケー
ションを取り、幅広い視野から研究されており、成果が期
待されます。

■ 5 つの話題提供
●世田谷区における住民参加の公園づくり
　稲垣  豊
　（世田谷区みどりとみず政策担当部公園緑地課建設担当係長）
　世田谷区が住民参加の公園づくりを始めたのは、昭和 40
年代。この 10 年間では約 50 か所の公園について 150 回の
ワークショップを行っています。手間と時間がかかるけれ
ど、地域住民に愛着ある緑地となり、管理運営に関わって
もらうことで貴重な緑の保全、創出が実現されています。

●二子玉川のまちづくり
　都甲  義教
　（東京急行電鉄株式会社 都市創造本部 運営事業部営業二部
　   二子玉川営業推進課長）
　東急田園都市線二子玉川駅の東側の再開発は、1982（昭
和 57）年に検討が始まりました。その後、30 年以上をかけ、
2010（平成 22）年度に駅前商業施設、オフィス、マンショ
ン等が竣工、2015（平成 27）年度に高層オフィス、ホテ

特別講演をする島谷 幸宏氏

会場となった東京都市大学 二子玉川夢キャンパスには
のべ 600 名余が訪れた。

大会スケジュール概要
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ル、映画館等が竣工しました。合わせて約 11.2 ヘクタール
のエリアです。また、すぐ隣の区立二子玉川公園と連携し、
LEED・ND（新築ビル部門）で世界初の GOLD 認証（雨水
再利用・自然換気など）を取得しました。2015 年竣工のビ
ルには、約 8000㎡の緑地を整備し、雨水を利用したビオトー
プではミナミメダカやイシガメを放していて、最近は野鳥
も訪れ始めています。

●災害時の雨水利用～これまでの災害を振り返って～
　笠井  利浩（福井工業大学  教授）
　阪神・淡路大震災では水道が断水し、その解消には 10
日間で 50％、全戸が通水するには 2 カ月かかりました。こ
のときに、水洗トイレが使えず住民は大変不便な思いをし
ました。しかし、被災地にも雨は降り、災害時には雨水利
用は生活用水の大変有効な水源になります。そのため、広
く一般の方に雨水が持つ清浄な水質や十分な水量について
知ってもらうことが大切であり、雨水ネットワークでのさ
らなる取り組みが重要です。

●下水道施設における雨水利用について　
　岩井  聖
　（国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部流域管理官付 課長補佐）
　いわゆるゲリラ豪雨が頻発・激甚化しており、浸水被害
が毎年発生しています。従来の下水道だけでは対応が難し
くなり、2015（平成 27）年の下水道法改正により、流出
抑制のために雨水の貯留施設の整備などを促進する制度が
創設され、また、2014（平成 26）年 3 月に制定された水
循環基本法や雨水の利用の推進に関する法律により、雨水
の有効利用や流出抑制に寄与する取り組みが下水道等に設
置される施設にも求められています。下水道施設では雨水
貯留施設を活用した事例があります。

●グリーン・インフラへの取り組み～『多自然川
づくり』から日本型グリーン・インフラのあり方
を考える～
　堂園  俊多
　（国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境保全調整官）
　グリーン・インフラとは、2015（平成 27）年 8 月に閣
議決定された「国土形成計画」で、社会資本整備、土地利
用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多
様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域
づくりを進めるものと定義されています。多自然川づくり
はその一環として明記されています。今後「グリーン・ナショ
ナル・マネジメント（緑を活用した国土管理）」という概念
の方が実態に即していると思われ、多自然川づくりではコ
ンクリート製品を上手に活用したハイブリッド型グリーン・
インフラが重要となります。

■パネルディスカッション「めぐる水、活かす人、
潤うまち　雨から始めるグリーンインフラ」
　コーディネーター : 栗原  秀人 ( 下水道広報プラットホーム )
　午後の部は、参加者が「行政」「企業」「市民」のグルー
プに分かれて議論を行いました。その後、全体が集まって
パネルディスカッションを行い、各グループのファシリテー
ターが討議内容をまとめて発表し、栗原氏のコーディネー
トにより、意見交換と会場との質疑応答が行われました。
　行政グループでは、「防災」をキーワードに取り組みのベ
クトルを合わせていきたいが、市民や企業からいろいろな
雨水活用情報や施設の維持管理技術のハウツーなどの情報

提供が必要だという声が
ありました。企業グルー
プでは、行政が誘導する
形で防災などと絡めて制
度化してほしいと要望が
あり、企業も技術者の養
成や費用対効果のアップ
も必要とのことでした。
市民グループでは、雨水
活用の普及のために連携
や活動の人的養成を進めていくことが求められていると話
し合われました。
　雨の分野からグリーンインフラを率先して導入すること
で、雨水活用の多面的評価を進め、制度化していくべきで
あること、その効果を見える化し社会的賛同を得ていくこ
と、また、とくに市民レベルでは楽しく長続きできる活動
によって支持層を広げることが必要であることなどの意見
が出ました。

雨にわフェア・「雨の庭づくりデザインコンテスト」
　8 月 5 〜 7 日の開催期間中に、二子玉川公園内で雨水活
用技術やグリーンインフラの考え方を盛り込んだ製品展示
やそれらを実際の「雨にわ」として形にしたデザインコン
テストが開催されました。雨水活用に関わるグリーンイン
フラとしては、駐車場を緑化して浸透域を増やしたり保水
効果を高めたりする活動をしている団体や、雨水タンクの
展示がありました。初めての試みとして実施された「雨の
庭づくりデザインコンテスト」には３作品が出品され、参
加者と主催者側による投票の結果、それぞれの作品コンセ
プトを評価した「雨にわ伝統賞」「雨にわデザイン賞」「雨
にわ技術賞」が決定し、最終日に表彰されました。

　大会内容の詳細については、雨水市民の会も名を連ねる、
雨水ネットワーク ウェブサイトの「全国大会 in 東京」のペー
ジにて、開催概要と報告書 PDF をご覧いただけます。
http://www.rain-net.jp/past-2016/index.html

雨水ネットワーク
　雨水活用や雨を主とした水循環系の健全化等に関わる市民・企 業・
行政・学会等が形成する “ 緩やかな情報のプラットフォーム ” です。
　2008 年 8 月「深刻化する都市の水危機を総合的に解決する手段」
として、また、「健全な水循環系の再生」を目指し、地域を越え、
枠組みを越え、情報の交換や共有、協働を行う『雨水ネットワーク
会議』として設立され、2014 年「雨水の利用の推進に関する法律」
の施行をきっかけに、雨水活用新時代に向けてより活動の場を広げ
るべく、2015 年 8 月に『雨水ネットワーク』と改名されました。
　雨水市民の会は立ち上げ時から中心メンバーとして活動に参加し
ています。ウェブサイト：http://www.rain-net.jp

「めぐる水 活かす人 潤うまち」をテーマに行政、
企業、市民のグループがそれぞれ議論を交わした。

雨にわ展示の一部
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世界の雨水

2016.09.26WEB 掲載

　今話題になっているグリーンインフラストラクチャー
（以降 GI と略す）に関して、米国西海岸のポートランド

とシアトルにおける調査に参加しましたので、速報とし
て報告します。GI は新しい概念でまだ一般的にはなじ
みが薄いですが、一言でいうと「自然の力を賢く使う」
ことです。その際に雨との関わりが重要で、米国など
では GI を活用して治水対策や雨水流出水の水質改善を
図っています。日本でも 2015 年国土形成計画に取り入
れられ、国策となっています。

西海岸の調査概要
　2016 年 8 月 29 日から 9 月 3 日に、ポートランドと
シアトルにおける GI 調査に行ってきました。メンバー
は法政大学の神谷先生を団長に、日本建築学会雨水活用
推進委員会のメンバー等の 5 名です。雨水市民の会の
笹川理事も参加しました。ポートランドでは、以前から
交流のあったポートランド州立大学（以降 PSU と略す）
で交流セミナーを開催し、さらに代表的な GI スポット
を訪問しました。また、シアトルでは、我々 5 名でシ
アトル市が作成した雨水流域抑制の先端的な地域マップ
を頼りに、大型のタクシーで調査しました。宿泊したホ
テルはいずれもダウンタウンに近かったため、環境先進
都市として有名な 2 都市のライトレイルやバスなどの
公共交通機関を利用して、移動は容易にできました。地
元の有名なレストランでのディナーを楽しむこともでき
て、大変有意義な調査でした。

ポートランド州立大学との交流セミナー
　持続可能な都市環境を調査・研究されているヴィ
ヴェック先生達と交流セミナーを開催しました（写真
１）。日本側から日本の雨水活用に関する技術規準や本
会の活動ならびに東京都の野川等の GI に関する取り組
みを紹介しました。PSU からは、ポートランドにおける

小川　幸正
Web あまみず編集部

GI の取組み、地理情報システム（GIS）を用いた緑の解析、
後述するバイオリテンションの植物の根と土の技術に関
する報告がありました。ポートランドの GI の取組みは、
1980 年頃から始まり 2000 年頃には本格化しました。

ポートランド市の GI 調査
　ポートランド市では “Stormwater Cycling Tour” とい
う市内をめぐる見学ルートを作って、合流式下水道の東
部地域で雨水流出水の抑制のために採用されている各種
の GI スポットを自転車で回れるマップを作成していま
す。このマップは、ポートランドの東部で、下水と雨水
を一緒の排水管に入れる合流式下水道の地域です。雨水
が多いと越流して河川や海に下水とともに放流され、水
質汚濁などを引き起こしてしまうため、GI を取り入れ
ました。
　我々はヴィヴェック先生の案内でこの地域の一部をレ
ンタサイクルで見て回りました。朝 10 時頃に PSU をス
タートして、約5時間かけて代表的なGIスポットを回り、
さらに市の中央部を流れるウィラメット川沿いを走り、
PSU に戻ってきました。自転車用のレーンが整備され、
安全に走行できるので快適なサイクリングを楽しみまし

米国西海岸の
グリーンインフラ調査に関する速報

 写真 2　レンタサイクルのステーション（ポートランド）

写真 1　ポートランド州立大学の交流セミナー参加者

ポートランド着
ポートランド州立大学（PSU）にて交流セミナー
ポートランド市内 GI 調査
"Stormwater Cycling Tour" 市内の GI スポット巡り
午前：ポートランド市役所訪問
午後：デルタ航空でシアトルへ移動
シアトル市役所訪問
シアトル市内 GI 調査：北部、南部の高台、市街地を調査
帰国

8/29（月）

8/30（火）

8/31（水）

  9/1（木）

  9/2（金）

米国西海岸 GI 調査スケジュール
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た。レンタサイクルのステーション（写真 2）は市内各
所に整備されており、事前に登録しておけばどのステー
ションでも乗り捨てができます。
　代表的な GI スポットの事例を紹介しますと、道路の
雨水流出水を受け入れて浸透・蒸発散するバイオスウェ
ル（写真 3）やレインガーデン（写真 4）などがあり、
これらは下水道へ流れ込む雨水の量を減らす効果があ
り、“ バイオリテンション ” とも呼ばれています。また、
住宅の竪樋を雨水排水配管に接続しないでレインガーデ
ン等に浸透処理している家屋も多数あります（写真 5）。
住民側には、竪樋をカットして下水道への負荷を減らす
ことで下水道料金が安価になるとの特典があります。

シアトルの GI 調査
　シアトル市は米国西海岸の北部の中心都市で、人口は
約 65 万人、シアトルマリナーズの本拠地、マイクロソ
フト社やボーイング社の発祥の地としても有名です。シ
アトル市の GI 調査は、北部の住宅地区、南部の住宅地
区、ダウンタウンをタクシーで回りました。2000 年以
降に開発された住宅地では、雨水の流出抑制のためと流
出雨水の水質改善を目的に、道路わきのバイオスウェル

（写真 6）や緑溝（写真 7）などを整備しています。また、
ダウンタウンでは、屋上緑化を進めており州の大型建物
に採用されています。我々が宿泊したホテルの周辺道路
でも、新規に開発された道路の脇にバイオスウェルが設
置されていました。バイオスウェル内に植栽された植物
は、シアトルの方がポートランドよりも管理が行き届い
ており、生き生きとしていました。

おわりに
　GI 調査で訪問したポートランドとシアトルは、米国
内では日本に近く、観光スポットとしても人気のある場
所です。2 都市共に緑の多い環境先進都市であり、公共
交通機関が発達しているので、観光も容易です。サイク
リングやジョギングも盛んで、全米でも住みたい都市の
上位に 2 都市が上がっているのは、なんとなく理解で
きました。GI 調査のまとめはこれから行いますが、日
本での今後の GI 適用を検討する際に、今回の訪問が大
変参考になるだろうことを最後に記します。

【参考文献】　国土交通省：国土形成計画（全国計画）、ｐ .150-151、
2015.8、www.mlit.go.jp/common/001100233.pdf（2016.10.10）

グリーン インフラストラクチャー
green infrastructure
都市計画において、天候・土壌・植物など自然のはたらきを積極的
に活用して道路や施設などをつくること。グリーンインフラ。
[ 補説 ] 例えば、緑化公園を設けてヒートアイランド現象を緩和させ
る、人工湿地帯を設けて洪水を防止するなど。（デジタル大辞泉より）

バイオスウェル  bioswales
レインガーデン  rain garden
バイオリテンション bioretention
グリーンインフラストラクチャー（GI）そのものが新しい概念
であるため、GI の技術・施設の分類やその訳語もまだ確立され
ていませんが、言葉の意味をそのまま翻訳すると「バイオスウェ
ル＝生態湿地」「レインガーデン＝雨庭」「バイオリテンション
＝生態保持（貯留）」となります。（Web あまみず編集部）

写真 6　道路わきのバイオスウェル 写真 7　緑溝

写真 5　住宅の竪樋の非接続写真 3　道路わきのバイオスウェル 写真 4　店舗前のレインガーデン

GI in Portland

GI in Seattle

Keywords
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文化

【寄稿】　
武蔵野三大湧水と 50 ｍ崖線

2016.06.30 WEB 掲載

やとじぃ 谷戸内  英
水路たんけんクラブ主宰・

石神井公園ふるさと文化館区民学芸員

　雨は太古の昔から降っています。山などに降った雨は川と
なって海までの長い旅を、大地に浸み込んだ雨は地下の川、地
下水脈となって、一部は湧水として地表に現れます。このよう
な連綿と続いてきた雨の旅は、大地を削り、起伏にとんだ地形
を作ってきました。寄稿していただいた  やとじぃ 谷戸内 英 さ
んは東京都練馬区を中心に谷戸の調査をされ、当会が企画・運
営の委託を受けている武蔵野市の水環境連続講座「水の学校」
の講師もされています。今回は、雨の旅の軌跡を太古の昔まで
たどってみましょう。（Web あまみず編集部）

川はどこから流れてきますか？
　こう尋ねると、全国的にみれば「山から」と答える人
が多いと思います。
　しかし武蔵野台地に大きな山はありません。それでも、
台地を貫いて石神井川、神田川など何本もの川が流れて
います。
　多少大きいのが、柳瀬川などです。
　柳瀬川は、狭山丘陵から流れ出る川で、もともとの源
流部は、宅部川（やけべがわ） と呼ばれました。多摩湖が
造られて湖底に沈みました。狭山丘陵は、武蔵野台地で
唯一、多少山らしいところです。しかし独立丘陵なので、
そこから流れ出る川も水量はそれほど多くありません。
　狭山丘陵からは、他にも空堀川など何本か川が流れ出
ますが、これらは一応「山から流れてくる川」といえる
かもしれません。しかし、その他の武蔵野台地を流れる
川は、「わき水」から流れ出る川か、あるいは台地の上に
ふった雨を集めて流れる川です。後者は、晴天が続くと
水がなくなり「涸れ川」と呼ばれます。かつての石神井
川最大の支流だった田柄川が代表格ですが、みな暗渠に
されました。

わき水から流れ出る川
　涸れ川以外の武蔵野台地を流れる川は、わき水を水源
にしています。そのなかで、比較的規模が大きな湧水は、
標高約 70m の崖の下と、約 50m の崖の下に点在します。
この崖を「70m 崖線」「50m 崖線」と呼びます。
　70m 崖線の下から流れ出る川の代表が、野川です。源
流部は国分寺市の恋ケ窪で、そこの崖の上が標高約 70m
です。
　石神井川の本来の谷のはじまりも、70m 崖線にありま
す。小平市の鈴木小学校の校庭（写真 2）が、みごとな
谷戸地形で、その崖の上が標高約 70m。武蔵野台地では
最大級の旧石器遺跡として知られる鈴木遺跡があります。
約３万〜１万数千年前の旧石器時代には、大量の水がわ
き、当時の人々のくらしを支えていたと考えられます。
　70m 崖線からの湧水量は、時代とともに減ってしまっ
たようで、鈴木遺跡も縄文時代の遺物は、ほとんど出て
きません。黒目川源流部の東久留米市「さいかち窪」も、
ふだん水がなく、小平霊園のなかの雑木林に浅いくぼ地
があるだけですが、何年かに一度「幻の池」が出現しま
す。2015 年夏から秋にかけて雨が多かったためか、9 月頃、
久しぶりに池ができました（写真 3）。地下水位が一時的
に上昇し、くぼ地の底から水がわくと考えられます。

谷頭と谷戸と窪
　ちなみに、谷のはじまりの部分を地理用語では「谷頭 （こ
くとう） 」といいます。杉並区上井草には、谷頭 （やがし
ら） という旧地名があり、今は暗渠になった井草川のまさ
に谷頭にあたります。
　谷頭に崖が切り立ち、行き止まりになった谷を「谷戸」

といいます。ふつう谷戸と
記しますが、「谷当」、また
何々ヶ谷戸から転じたと考
えられる「貝戸」「垣内」な
どの漢字も当てられます。

『常陸国風土記』に出てくる
夜刀神 （やとのかみ）も谷
戸の神様のことです。また

「谷津・谷ツ」「谷地・谷内 
（やち・やうち） 」も、同系

の地形を示すことばだと考
えられ、関東・東北・中部

写真 1　武蔵野台地を貫流する川、石神井川（練馬区石神井町付近）

写真 2　小平市立鈴木小学校。ここが石神井川本来の谷頭部 写真 3　さいかち窪の幻の池（東久留米市、2015 年 9 月 26 日）

がい  　  せん



20 People for Rainwater / amamizu no.59  Dec 2016

地方に数多くの地名が分布しま
す。
　谷頭に崖が切り立っているの
は、そこで水がわき、常に崖を
浸食しているからです。土質が
やわらかく浸食が容易な関東
ローム層の台地だからこそでき
る地形です。（図 1）
わき水がないくぼ地では、台地
の上にふった雨水が集まって流
れるため、切り立った崖をつく
らず、くぼ地はだらだら〜と浅

くなって始まりがどこかわからず、いつしか台地と渾然
一体となってしまいます。こういうところに「何々窪・何々
久保」という地名がつけられます。
　谷戸・谷津と窪・久保の呼び分けが一番はっきりして
いるのは、武蔵野台地東部です。練馬区内には 22 の「や
と・やつ」地名があり、１ヵ所を除いて対応する谷戸地
形が認められます。「くぼ」地名は 19 ヵ所あり、いずれ
も谷頭が不明瞭でなだらかなくぼ地か、出口がなく等高
線が輪っかになった「すりばち凹地 （くぼち）」です。（図 2）
　谷戸というと多摩丘陵が有名ですが、そちらは 100 万
年スケールで丘陵が浸食され海没・隆起を繰り返してで
きた地形です。しかし、町田市に久保ヶ谷戸という地名
があるように、谷戸と久保の呼び分けという意味では、
混乱がみられます。

50m 崖線と武蔵野三大湧水
　「50m 崖線」は、比較的大きな湧水池をつくりました。
武蔵野三大湧水と称された、井の頭池、善福寺池、三宝
寺池がそれです。（図 3）
　50m 崖線の崖の下で、武蔵野礫層（れきそう）と呼ば
れる砂利の層が地表に露出しています。

　武蔵野礫層は、氷河期に海が退くにつれて、古多摩川
の河口デルタが、何本にも分かれて乱流しながら扇状地 *1

を形成していたころの川原石です。
　すぐ下に粘土層があり、礫層の中に地下水脈ができま
す。もともとは多摩川の伏流水で、台地上にふった雨水
も浸透し地下水を養っています。この地下水が 50m 崖線
の下からわき出て武蔵野三大湧水池をつくりました。井
の頭池の水面が標高約50m、三宝寺池が約45mです。（図4）
　1960 年代なかばまで、三宝寺池では、弁天（厳島神社）

の西側にある谷頭の池底から水がぼこぼこ
わいているのが見えました。
　残念ながら、武蔵野三大湧水は、1970
年前後に相次いで涸れてしまいました。

50m 崖線はどうしてできたのか？
　50m 崖線は、これまで扇状地 の「扇端 （せ
んたん）」と説明されてきました。
　しかし、例えば甲府盆地の典型的な扇状
地の扇端と比べると、あまりにも形状が異
なります。ギザギザ入りくみ、リアス式海
岸によく似ています。川で運ばれた土砂が
堆積する状態からすれば通常、扇端は、次

*1 扇状地：河川が山地から平地に移るところに、扇
状に土砂が堆積した地形のことを扇状地という。谷
の出口にあたる扇状地の始まりを扇頂、扇状地の中
央部を扇央、扇状地の下流側の端を扇端という。扇
状地では、しばしば河川は伏流水となり、扇央のく
ぼ地や扇端で再び地表に出てきて湧水帯を形成する。

図 1 谷戸の形成（模式図）

図 2　練馬区内の「やと」と「くぼ」

 図 3　50m 崖線と武蔵野三大湧水

図 4 　武蔵野台地断面図

 三宝寺池

 善福寺池

 井の頭池

2016.10.21 六訂 やとじぃ平田英二 作成
（下地の地図は練馬区ハザードマップ）

『東京の自然史』貝塚爽平『東京地質コンサルタント
HP』を参考に作図（2016.10 水路たんけんクラブ）

図・写真 :  やとじぃ平田英二 ＋ なじみ研究会 2013
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第になだらかになり、50m 崖線
のように急な崖にはなりません。
そこが大きな川によって浸食され
ると、急な崖ができますが、その
場合は、多摩川に削られた国分寺
崖線のように、かなりまっすぐ
な崖になります。50m 崖線の場
合は、明らかに扇状地の扇形をな
す等高線に沿って形成されていま
す。
　これは何なのか？　ヒントは荒
川崖線にあります。
　荒川崖線は、約 1 万〜 5 千年
前ごろの縄文海進でできた海食崖
の名残りです。押し寄せる海の波
が岸辺をかき取られて崖ができ
ました。崖の比高差は約 20m と、
50m 崖線の約２倍ありますが、
崖の断面形状や平面図はよく似て

います。ボーリング調査の柱状サンプルを比べてみても、
よく似たパターンをしています。どちらも崖下には、削
られた崖の土や、河川によって運ばれた土砂が堆積した
沖積層が広がっています。
　氷河期といっても一様に寒かったわけではなく、一時
的な温暖期が何度かありました。そのとき海面が上昇し、
波に浸食されて海食崖ができました。陸が沈降してでき
たリアス式海岸によく似ているのは、このためです。
　その後、再び寒冷化して海が退き、海食崖が取り残さ
れて 50m 崖線になった……というのが、わたしの仮説で
す。小平市東部や国分寺市内を通る「70m 崖線」も、同
様にしてできたと考えられます。（図 5）

武蔵野三大湧水ができたのはいつごろ？
　約 13 万〜 12 万年前、現在より 4 〜 5 度、地球平均気
温が高く、関東平野はほぼすべて海でした。下末吉海進 

（しもすえよしかいしん）と呼ばれます。その後しだいに
寒冷化し、海が退いていくにつれて、古多摩川の扇状地
が形成されました。（図 6）
　その後、約 8 万年前には、練馬区東部や杉並区東部あ
たりに海岸線があったとされます。（図 7）

　このことは、地
下鉄有楽町線建設
の際、新桜台駅駅
付 近 で イ タ ヤ ガ
イ、ウチムラサキ
ガイなどの貝化石
が見つかったこと
から実証されてい
ます。
　この約 12 万年
前から約 8 万年前
の間のいつ頃か、
70m 崖 線・50m
崖線の原形になっ
た海食崖が形成さ
れ、その後、陸地化し崖線として姿をとどめ、その崖下
から伏流水がわき出て、武蔵野三大湧水池ができた、と
考えられます。
　地球気温変動のデータや海面変動のデータをみると、
このあいだに 2 度ほどやや高温で海面が上昇した時期が
ありました。（図 8）
　気温変化と海面変動には、若干（といっても何千年単位）
の時間差があったようです。また、地盤の沈降もあるため、
地域によって差があったようです。関東地方でどのよう
に海面変動したか、さらに精査しないと確実なことはい
えませんが、ごく大ざっぱにいって、石神井川が小平市
鈴木町付近から流れはじめたのが 10 万年前頃。三宝寺池
など武蔵野三大湧水池ができたのが 9 万年前頃だと考え
られます。

武蔵野三大湧水の涸渇
　武蔵野三大湧水は、1960 年代の終わりから 70 年代は
じめに、いずれも涸れてしまいました。
原因は、雑木林や畑の減少、地表の被覆、地下水くみあ
げなど、大くくりにいえば都市化の影響です。根本的には、
小河内ダムによる多摩川伏流水の減少も影響しているは
ずです。
　また、石神川沿いの遺跡分布からみると、約 3 万〜 1
万 5 千年前の旧石器時代には小平市付近、約 6 千〜 4 千
年前の縄文中期頃には西東京市東伏見付近、その後 1960

年代までは三宝寺池と、何万年・何千年単位で
みると、時代とともに湧水の多い地帯が下がっ
てきています。
　扇状地の真ん中は尾根状になっておりやや高
く、川の主流路は時代とともに両端に追いやら
れます。古多摩川から追いやられた南側のはし
が現多摩川、北側のはしが入間川です。地下水
の主脈も両側に追いやられていきます。国分寺
お鷹の道の湧水や、和光市白子付近で、今もた
くさん水がわいているのはそのためです。その
あいだの中央部は、しだいに乾燥化してきます。
長い目でみれば、武蔵野台地内部の湧水が細っ

文化

 図 5　50m 崖線の形成（模式図）

図 6　13 〜 12 万年前ごろの関東地方
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図 7　 8 万年前ごろの関東地方

図 8 　地球気温と海面の変動
（国立極地研究所の研究結果から）

『関東地方海 BOOK』貝塚爽平を参考に筆者加筆
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やとじぃ 谷戸内  英（やとうち  えい）
1952 年、立川市生まれ。2000 年頃から川の跡をしらべ歩き、水路
たんけんクラブを主宰。練馬区内を中心にその周辺区市を含め、川・
用水の跡をほとんど踏破。武蔵野台地の東部、かつて近郊農村だっ
たエリアを「江戸ノ背」と名付け、その自然・地形・歴史・文化な
どを調査・研究。特に練馬区内にも多い「谷戸」の研究に取り組み、
谷戸について語り出すと止まらないため「やとじぃ」のニックネー
ムをもらい、本人も気に入って自称。
石神井公園ふるさと文化館 区民学芸員、練馬区文化財保護推進員

ていくのも仕方がない一面もあります。
　さらに追い打ちをかけるように、水道用の深井戸の管
の周囲に詰めた砂利から地下水が抜け落ちていることが
指摘されています（『地下水は語る』守田優著 岩波新書 
2012)。
　致命的だったのは、時間 50mm の雨に対応できるよう、
河川改修で川を4〜5m掘り込んだことでした。その結果、
川の水面のほうが池の水面より 3m 以上低くなってしま
いました。これでは、池の水が地下をつたって川に流れ
落ちてしまいます。（図 9）

湧水復活の可能性をさぐる
　現在、武蔵野三大湧水池は、いずれも深井戸で地下水
をくみあげて補水しています。三宝寺池では石神井池

（ボート池）の１本と合わせ、４本の井戸があります。深
さ 190m、途中幾層もの地下水脈から取水しています。
　しかし、大雨がふると、翌日から１週間後くらいかけて、
池畔の崖下のあちこちから水がしみ出て池に流れ込んで
いるのが観察できます。白子川沿いのあちこちで今もみ
られる、崖線タイプの湧水と同じ性質の湧水で、台地上
にふった雨が土にしみこみ川沿いや池沿いの崖下からし
み出てくるものです。川や旧湧水の分布から考えると、
集雨範囲は半径 0.5 〜 1km。不圧地下水とよばれ、崖の
途中や下縁りからしたたり落ちます。石神井川や善福寺
川でも、護岸の下縁りからわき出る湧水が今もみられま
す。
　井の頭池では、2016 年 1 〜 3 月に行なわれた「かいぼり」

の際、池底におりる機会がありましたが、弁天付近の池
底に武蔵野礫層が露出し、そこかしこから水がわき出て
いました（写真 4）。砂利のあいだの砂を押し分け、やや
盛り上がるようにわき出ていたので、完全な不圧地下水
ではないのだと思います。かつて三宝寺池の底に見えた
湧水のような勢いはありません。
　50m 崖線下から湧いていたかつての主湧水は、多摩川
の伏流水がベースですから、完全な被圧地下水でした。
標高差の位置エネルギーを受けて、湧水がぼこぼこわき
出ていました。

　いっぽう崖線タイプの湧水は、比高差がせいぜい 5 〜
10m 未満の周囲の台地上に降った雨水に由来するので、
圧力がほとんどかからず不圧地下水になります。池畔や
川の護岸の下から、ゆるやかにしみ出てきます。
　現在の井の頭池の底からわき出ている湧水は、その中
間的なものでした。完全な崖線タイプの湧水よりは広い
範囲、しかもやや標高の高い地域でしみ込んだ雨水を集
めているのだと思います。
　これらのことを考え合わせると、武蔵野台地の広い範
囲にわたって雨水の地下浸透を増やし、逆に地下水位を
さげている原因を減らしていくことができれば、主湧水
は無理でも、崖線タイプの湧水を増やすことは可能だと
思います。根本的には小河内ダムをなくせれば、伏流水
の復活にとってはよいのですが……。
　最後に付言すれば、三宝寺池や善福寺池のすぐ近くを
通る外環道の工事が一部ではじまっています。大深度地
下トンネルなので地下水脈を断ち切ることはないと都は
説明していますが、排気口や脱出口が掘られると、その
周囲を砂利で充塡することになります。すると、水道用
の深井戸と同様に、そこから何層もの地下水が次々に下
の層へと流れ落ち、地下水位を下げてしまいます。さら
に東京都は「外環の２」と呼ばれる地上部一般道路まで
造ろうとしています。これ以上、地表をコンクリートで
覆うことは、地下浸透を増やそうとする努力を無にする
ものになりかねません。
　これらのことを考え合わせ、さらに解明を進め、どう
すれば武蔵野三大湧水を復活させることができるのか、
みんなで知恵を出し合って、この地域の自然環境を次世
代のこどもたちに伝えていきたいと思います。

※文中の図・写真は注釈のない限り筆者による。
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図 9 三宝寺池と石神井川の水面の位置関係

写真 4　かいぼり中の井の頭池の池底
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詳しくは、事務局まで
お問い合わせください。

E メール :office@skywater.jp
FAX: 03-6657-1416
ホームページにも

掲載しております。
http:///www.skywater.jp

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、各種イベント・雨水関連情報を
お知らせします。

　地球規模で大洪水、大渇水が頻発しています。大地震や大津波で水道が壊滅する事態
も起きています。日本も例外ではありません。また、世界では 6 億 6300 万もの人たちが安
全な飲み水を得られていません（2015 年現在）。私たちは、雨を活かすことによって人類
が直面するこうした水危機を解決していきたいと考えています。

　雨は、生命の元であり、文化を育んできました。NPO 法人雨水市民の会は、この雨に学び、
感謝し、雨を活かすことが当たり前になる社会を目指し、雨活学習（雨の環境学習）プロ
グラム、雨の絵本ひろばなどの事業のほか、雨水ネットワークへの参画やバングラデシュ・
スカイウォータープロジェクトの支援などの活動を実施しています。

“ 雨づくし ” 事務所に来てみて！
　雨水市民の会の事務所は、東京の下町、墨田区向島にあり
ます。昭和のレトロな雰囲気を残す鳩の街通り商店街に面し
て、入口にある大きな緑色の天水桶と雨水タンク「天水尊」
が迎えてくれます。ここでは、雨の環境学習や雨の文化等に
関する “ 雨づくし ” のさまざまな取り組みをしています。地
元民でなくても、会員でなくても大歓迎です。

　人と人、情報をつなぐ場づくりの試みとして行っている「雨
カフェ」では、雨の音を楽しみながら、有機森林栽培のコー
ヒーを味わえます。思いがけず地域活動をする団体メンバー
と近所のおばちゃんの会話がはずんだりしています。「雨の
絵本ひろば」は、雨の絵本を中心に自然や生命の大切さを伝
える絵本を約 850 冊収蔵し、読み聞かせ会を行っています。

　他にも様々なイベントを実施しています。 ウェブサイトで
チェックしてからお越し下さい！

2．”Web あまみず ” の発信
市民の目線で分かりやすく雨水活用に関する市民、行政、企業、学術、そしてグローバ
ルな取り組みなどを情報発信しています。雨水活用に関する様々な情報を広く会員又は
会員以外からも募集しています。また、活動を支える資金等にご協力いただける事業者
も歓迎します。

3．環境学習事業の企画運営の受託
2014 年度から武蔵野市の「水の学校」の企画・運営について委託を受けて実施してい
ます。なお、墨田区の「すみだ環境ふれあい館」の管理・運営の受託については、2016
年 2 月末の閉館に伴って終了しました。

4．企画事業
（1）スカイウォータープロジェクト

バングラデシュに雨水タンクを普及する活動を進めている現地 NGO「PR Bangladesh」
を支援しています。

（2）雨水ネットワークへの参画
雨を活かす社会の実現を目指して活動している全国各地の市民や企業、行政、学会など
の情報交換の場である雨水ネットワークの運営に参画しています。

（3）雨水タンク水の水質実態調査
雨水活用の用途拡大の可能性を模索するため、雨水タンクの材質や設置場所など様々な
条件下で貯留されているタンク水の水質の実態把握を行っています。

活　動

1. 雨を学ぶ～啓発、環境学習活動
（1）雨活学習

子どもから大人まで、雨水活用や雨の文化などさ
まざまなジャンルの環境学習プログラムを用意し
て、出前出張も行っています。また、雨水まち歩
きなど、暮らしの中の雨水活用の見学会や手作り
雨水タンク実技講習会なども開催しています。

（2）雨の絵本ひろば
幼児や小学生向けに「雨の絵本ひろば」を開催
し、雨の絵本の読み聞かせや工作などをやってい
ます。

（3）地域活動
地元の墨田区で開催されるイベントに参加し、雨
水活用に関する展示や啓発講習を実施していま
す。また、「すみだから、ふしぎ探検隊」や「つ
なぐ場づくり〜雨カフェ」など区内の他団体と連
携した地域活動も実施しています。

（4）雨の恵みプロジェクト
雨水市民の会と同じ墨田区に本社があるライオン
株式会社とともに、雨水活用の普及啓発のため、

「雨活アイデアコンテスト」や雨活学習を実施し
ています。
参照 http://www.lion.co.jp/ja/csr/social/rain/
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雨水市民の会が開発した
オリジナルすごろく
誰でも親しみやすいすごろくゲームで楽しみな
がら、地球規模の水循環、身近な暮らしの中の
水循環を、” 雨のしずく ” になって体験すること
ができます。ウェブサイトから販売中！
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