はじめに
大阪府では、この度「おおさかレインボウぷろじぇくと！」２年間の集大成として、関西雨
水市民の会編集による雨水利用事例集「誰でもできる！楽しい雨水利用！」を発行することにな
りました。
日本で雨の降らない場所はありません。お金のかからない雨水を集めて・貯めて・活かして
使う、雨水利用は誰にでも手軽に始められ、地球やお財布に優しい環境保全の新しい取り組み
です。また、雨水タンクには、いざ災害時という時に命をつなぐ水がめの役割や大雨を一時に
流さない洪水を防ぐ役割もあります。
今回は実際に雨水利用を体験されたモニターさん達にも地域や学校、家庭等で簡単にできる
雨水利用の楽しみ方、知恵や工夫を教えていただき、雨水利用の基本的なこと（雨水タンクの
設置から維持管理に至るまで）を付け加えて事例集にまとめてみました。
一人でも多くの方に読んでいただき、家庭から町や地域へ取組みの輪を広げ、もっと環境の
ことを考えていただけたら、きっと明るい未来がやってくると信じています。
潤いのある豊かな環境都市の創造を目指し、
あなたも「今日から雨水利用を始めてみませんか！」

「雨水（あまみず）」は、天からの恵みの水、
「天水（あまみず）
」
が語源です。さらに、その「天」という字は人が両手を広げて、
空を仰ぐ姿から来ているそうです。
先人たちは、いつも雨を敬いあがめ、待ち望み、そして、授
かった雨に感謝して、大切に使っていたにちがいありません。
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平成 17 年度及び 18 年度に実施した雨水利用による地域環境活動推進モデル事業の名称です。レインは
雨、ボウは宝を意味します。
「雨を宝」として大切に使う社会づくり、水とみどりの豊かなまちづくりを目指
すものです。
その内容は、府域 16 ヶ所に、雨水利用の体験の場を、府民、NPO、事業者と協働で創出し、地域の方々
が雨水モニターとして、雨水利用の実践や報告を通じて、地域での雨水利用の普及啓発を進めるものです。
２年間の成果は、この事例集や教材としてまとめられました。今回でモニター活動はいったん終了します
が、今後もこの「おおさかレインボウぷろじぇくと！」の名前を継続し、大阪府での雨水利用を推進します。

＜レインボウ（宝）ちゃん＞
雨の世界からやってきた雨の妖精です。
「おおさかレインボウぷろじぇくと！」の
マスコットキャラクターです。

※本書で取り上げている雨水利用は、家庭や地域でできる比較的小規模なものです。
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１．雨水利用について
①集める

③使う

雨水タンク

②ためる
④しみこませる

③使うべし！活かすべし！

①集めるべし！
一年間に 100ｍ２（30 坪）の屋根に降る雨の量は、
1,300mm×100m2÷1000＝130 トン
これは１人が一年間に使う水の量に近いです。屋根
は雨を集める大きなお皿の役目をしています。

②ためるべし！

雨水利用のポイントは、たまった雨水をいかに有
効に使うかです。「残すぐらいなら、空になるまで
使いきった方がいい」と、雨水活用歴の長い東大阪
市のＩさんはおっしゃっています。「あとは雨が降
るのを、首を長くして待つだけ」とか。

④しみこませるべし！

雨水タンクは、
“ミニダム”と
も呼ばれ、都会では、水源や洪水緩和
の役割を担います。

雨水利用の究極は、地面にゆっくりしみこませ、
地下にもどすことです。都会の地表面は、コンクリ
ート等で雨水が浸透しにくい構造になっています。
乾いた大地を雨水で生きかえらせましょう。

〜捨てないで活かす工夫を！〜
大阪の年平均降水量は約 1,300mm で、大阪府の面積は、約 1,890km2 です。
これから計算すると、大阪府に降る雨の量は約 25 億トンになります。これは、大
阪府民が一年間で使用する水道水の約２倍の量です。
しかし、都市部では、地表面がコンクリート等に覆われ、また、洪水対策のため、
降った雨をすばやく下水や河川に流す構造になっていて、ほとんどが使われずに、
捨ててしまっているのが現状です。

〜計算してみよう！〜「あなたのまちに降る雨の量と使う水の量（概算）」
降る雨の量 約 1,300mm×市町村の面積（
）km2×1,000＝（
使う水の量 約 320L/人/日×市町村の人口（
）人÷1,000＝（

“もったいないオバケ”

使わずに捨てて
しまうのは、もっ
たいない！

）トン（m3）
）トン（m3）

「もったいない（勿体無い）」･･･そのものの値打ちが生かされず無駄になるのが惜しいという意（広辞苑）
。
※日本には、物には命があって、それを粗末に扱うと、その物に命がなくなってしまうという思想があります。まさに、
MOTTAINAI 文化です。今、世界では、この MOTTAINAI 文化が脚光を浴びています。
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２．雨水タンクについて

「たった 100 円で雨水利用?」

雨水利用の第一歩は、まず雨をためることです。その役割
が雨水タンクです。雨水タンクは、たくさんの種類がありま
す。ここでは、雨水タンクの基本的な構造や種類について紹
介します。

取 水は いらな く な
った下敷きを切った
ものを使用。それを、
トイの切り口に差し
込み、100 円ショッ
プで買ったバケツに
受けるだけで、結構た
まって使えます。

・光が遮断されていること

下敷き
約 5cm×30cm

光が入ると藻が発生し、水質を悪化させる原因になりま
す。

ボウフラが
発生するの
でふたをし
てください。

斜めに切って
差し込む
真ん中を少し折る

・密閉されていること
雨水タンクが開放されたつくりであると、すぐにボウフ
ラなどの虫がわき、問題になります。

・たまった泥を取り除くことができること
雨水タンクには、空気の汚れや屋根に積もったちりが、
雨水で洗い流され、それが、タンク内に泥としてたまって
いきます。これを定期的に取り除く必要があります。

「ちょこっと実験」
雨水を、光を遮断したペ
ットボトルとそうでない
ものに入れ、どうなるかを
実験しました（秋頃）。光
を遮断しなかった方は、３
ヶ月後にもやもやとした
もの（微生物）が発生しま
した。夏場だと１週間ほど （発生した微生物）
で藻が発生します。

庭木への散水などに雨水を利用する場合は、容量は 200L〜300L 程度の雨水タンクの使用
が一般的です。学校であれば、500Ｌ以上はほしいところです。

（参考）トイレなどに最大限に活用する場合のタンク容量の決め方（目安）
雨水タンクの容量は、制限条件の一つとして、雨水の集水面積（屋根）で決まります。設置で
きる雨水タンクの容量の計算式（一例）は次のようになります。

雨水タンクの容量（m3）＝集水面積（m2）×係数Ｃ
この式で係数Ｃは、厳密には降水量の違いなど地域性を考慮した値であるべきですが、過去の
実績などから全国どこでも 0.1 ぐらいです。
（例）屋根面積 60m2 の場合、6m3 が雨水タンクの大きさになります。
タンクを大きくしても、たまった水を使えなければもったいなので、利用予定量、設置場所の環境
（スペース等）、コストなどをよく考えた上で、タンク容量を決めましょう！
※１m3＝１トン＝1,000Ｌ

格言
○「雨水タンクは雨を形にしてくれるもの」

by 関西雨水市民の会・水野会長

○雨水タンクは雨の貯金箱「タンクに落ちる雨の音がチャリンチャリンと聞こえる。」
by 岸和田市葛城町環境を守る会・I さん

−４−

さて、雨水タンクにはどんなタイプがあるのでしょうか。ここでは、「おおさかレインボウ
ぷろじぇくと！」で提供していただいたものを中心に様々な雨水タンクを紹介します。

「市販の雨水タンク」

①ネポン(株)
UTY−501G/500L

⑥スイコー(株)
SLT-500 型/500L

②ｻﾝｴｰﾋﾞﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ(株)
ミニ・ダム/230L

⑦(株)トーテツ
ｶﾞｰﾃﾞﾝｵｱｼｽ/200L

③三甲 (株)
雨水タンク/200L

⑧(有)大成
「水神」/250L

④ｺﾀﾞﾏ樹脂工業(株)
ホームダム/250L

⑤(有)安藤電気製作所
雨水くん/200L

⑨(株)川本製作所
TAR-30-B/250L

⑩(社)四條畷市
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
お勧めｾｯﾄ（ﾄﾞﾗﾑ缶再
利用例）/250L

いろんなタン
クがあるんだ
なあ。

⑪(株)ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｴｱ
ﾚｲﾝﾊﾞﾝｸ/1000L

⑫スイコー(株)
RM-500 型/500L

⑬(株)ミツギロン
雨水ﾀﾝｸ 80Ｌ×2

⑭タキロン(株)
雨音くん/150L

「雨水タンクに対する意見（雨水モニターより）」
（よかった点）
・
「雨水タンクです！」と主張している感じがいい
・デザインがかわいくて、子供に人気があった
・取水パイプが掃除しやすいのがいい
・素材がよかった。耐久性があっていい
・増設できるしくみがいい などなど

（悪かった点）
・一目で貯水量がわからない
・水位計が常設であってほしい
・たまった泥の掃除がしにくい
・色がおとなしい。もっと目立つ方がいい
・もう少し安くならないかな などなど

「材質について」
ステンレスやプラスチック、中には陶器や木製酒樽の利用も見かけます。それぞれ特徴があります。
ステンレスは高価でも耐久性に優れ、プラスチックは比較的安価で加工もしやすい特徴を持ちます。様々
な市販のタンクがありますので、自分のライフスタイルにあった My 雨水タンクをお選びください。
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「手作り雨水タンク」
雨水利用は、
「小さな技術」
、
「身の丈の技術」と言われます。やりようによ
っては、誰でも簡単に手作りでできる技術です。スローライフを楽しみなが
ら、雨水タンクづくりから挑戦するのはいかがでしょうか。

農業用タンク(120L×２基)を利用
（下島雨水利用の会）

収納ケース(58L)を利用
（たかつき環境市民会議）

ポリバケツ(45L)を利用

廃缶(120L)を利用

集水継ぎ手と洗濯機用ホース
はホームセンターで購入

北大阪打ち水大作戦
「ためよーカン」

「海外の雨水タンク」

雨水資料室に行ってみよう！
（東京都墨田区文花）

「スリランカ」

「バングラデシュ」

東京都墨田区にある「すみだ
環境ふれあい館」の玄関にこの
タンクが展示されています。丸
いカボチャ型のコンクリート製
のタンクです。タンクの側面に
は「問題は水、解決は雨水」と
シンハラ語で書かれています。

同じく当館の中庭にある雨水
ハウスに設置されているバング
ラデシュ製のタンク。雨水市民
の会(墨田区)の技術支援で、トイ
レ用のリングタンク(円筒の管)
を活用し、開発されたそうです。
水問題に悩むバングラデシュで
は、大変役立っているそうです。

東京都墨田区には、小学校の廃校を
利用した環境学習の拠点「すみだ環境
ふれあい館」があります。この中に「雨
水資料室」があり、雨水利用について
の資料や雨の絵本の閲覧をはじめ様々
な雨水タンクや雨水利用技術の紹介・
展示がなされています。
また、節水や雨を活かす工夫を取り
入れた雨水ハウスの設置などがあり、
雨について様々なことが学べる、とて
もユニークな施設です。ぜひ一度、訪
れてみてください。
住所：東京都墨田区文花 1-32-9
利用時間：午前 10 時から午後 4 時
休館日：月・水曜日、祝日、年末年始
※詳しくは東京都墨田区役所環境保全課まで

〜こんな雨水タンクがあったらいいな〜
高さは 2〜2.5m 家の軒下に入り
ます。水面が高いので長い時間高い圧
力で使えます。直径は 25〜30cm 隣
の家との隙間に入れられます。
細いけれども、これで 100 リットル
以上貯められます。蛇口のところにつ
いた透明パイプで水位がわかります。
底のふたを開ければ泥が出せます。
パイプで連結して容量が増やせま
す。ソーラー式ポンプ（オプション）
で水撒きもラクラク。お好みで絵を描
いてください。

（（大阪女学院高等学校環境問題研究会作）
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とい
タンクの水が空っぽに
なると、表情が困った
顔になります。
満水になると左手
が挙がり、ピースサ
インが現れます。

泥がたまりすぎる
と、マントの色がグ
レーに変わります。

（レインボウちゃんの雨水タンク）

３．雨水タンクの設置について

設置する場所選びのポイント！
・取水できるトイが近くにあること
・雨水を利用する場所に近いこと
・地盤が水平で安定していること

切断箇所

①準備と場所決め

②取水と排水の配管

③タンクの設置

（用意するもの）
・雨水タンク一式
・架台（ブロック等の代用もあり）
・設置工事の道具

・トイを切って、タンク
まで配管します。
・取水と同様、排水もよ
く考えましょう。

・タンクは倒れないよう
しっかり固定しまし
ょう。
・水漏れがないか確認し
ましょう。

（のこぎり、接着剤等）

・配管用パイプ
（塩ビ管、エルボ管等）

直射日光があたる場所は、タンク内の水温が
あがりやすいので注意しましょう。

はーい、できあがり！

タンクの水は飲めません。

「まだ、飲めません。」

一般的なトイのサイズは、丸形で 55mm か 60mm です。プラスチックのトイは、
のこぎりで簡単に切れます。最近では、ホームセンター等で、様々な規格の塩ビ管や
部品が売られていて、必要な材料を簡単にそろえることができます。
※設置が容易ではない場合は、専門の設備業者とよく相談してから実施しましょう。

東京都墨田区の徳永さんのお話では、
タンクの水は「まだ、飲めません」と「ま
だ」を加えるようにしているとのこと。
これは、すぐには飲めなくても、非常
時は沸騰させて飲むことができるとい
うことを意味しているそうです。

（一例）
○排水について
雨水はトイの内
壁を伝って落ち
ます。その一部
に受けをもうけ
取水します。

雨水タンク

雨水タンク

トイの取水口とタンクへの取込口はだいたい同じ高さにする
と無難です。自然なオーバーフローが得られます。

（全量取水）

（一部取水）

○トイが鉄管の場合

○トイが四角の場合

ウラ技！
鉄管で口径が大きなトイの場
合、写真のような取水方法が
あります。
（大阪狭山市南中学
校 PTA おやじの会発案。関
西雨水市民の会改良）

トイが四角のタイプ
でも異径の塩ビ管で
クリアできました
（NPO 法人とよな
か市民環境会議）
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（用途別の求められる水質レベル）

雨水利用を行う上で、水質は気になります。雨水はもともと蒸
留水と同じなので、とてもきれいなものですが、雨水タンクに入
るまでに、大気の汚れや屋根の汚れを取り込みます。ここでは、
水質をよくする方法を紹介します。

（水質をきれいにするテクニック）
①粗ゴミ除去
トイに粗ゴミ受けを設置し、ゴミ等の大きめの固形物
を取り除きます。

飲み水

高

風呂の水
洗濯の水
トイレの水
打ち水、植物へ
の散水、車の洗
浄水、野菜の泥
おとしなど

低

電気伝導率など︵汚れ︶

「降り始めの雨の汚れ」

粗ゴミ受け例１(市販)

降雨量と水の汚れの関
2mm
係は、一般的に右図のよ
うになっています。初期
の雨水は少し汚れてい
ます。2mm 程度の初期
雨水をカットできれば
降水量
（例えば 10m2 の屋根
であれば、約 20L）、良好な水質の水をとること
ができます。

粗ゴミ受け例２

粗ゴミ受け例３

100 円ショップで見つけ
ました。

たかつき環境市民会議会員作
自動排出機能付き

「サンゴで中和」
サンゴは炭酸カルシウム（弱アルカリ）ででき
ていて、酸を中和するはたらきを持っています。
葛城町環境を守る会の S さんは、取水口にサンゴ
を少々入れ、雨水を中和して使っていました。サ
ンゴは、ペットショップで購入できるそうです。
酸性雨による水質が気になる方は一度試してみて
はいかがでしょうか。

②初期雨水カット（一例）

降り始めの雨（初期雨
水）は、大気汚染物質や屋
根につもったほこりなど
が洗い流されて、少し汚れ
浮き球や棒タワシなどを
入れ、逆流を防ぎます。
ています（植物の散水には ○泥の影響を減らす工夫
問題はありません）。
使用できる水の量
この初期雨水を取り除
は減りますが、蛇口
雨水タンク
けば、水質は格段によくな
を底から 15cm 程
雨水タンク
ります。
度高く設定できれ
ば、たまった泥によ
ドレンねじ
る汚れを減らすこ
とができます。
初期雨水を一定量ためて沈降させます。たまった初期
雨水を手動で排出するしくみです。

「雨水タンクの水質について」
平成 17 年 8 月に、府域 10 ヶ所で雨水タンクの水質を測定したところ、下記のような結果で
した。きれいな川の水質と比べても、比較的良好で大きな問題はありませんでした。
雨水タンクの水質

きれいな

最小値

最大値

平均値

川の水質

pH

4.7

7.1

6.6

8.2

COD（mg/L)

1.0

13

6.1

2.2

浮遊物質（mg/L)

1.0 未満

2.4

1.4

2.8

大腸菌群数(MPN/100mL)

1.8 未満

22,000

4,600

16,000

1.4

19

7.4

19

電気伝導率(mS/m)

雨水タンクの水の色は、無色から薄い黄
緑色まで様々でした。

※川の水質は、平成 17 年度の河川（A 類型）の環境基準点の水質測定結果の平均です。
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雨水をためてくれる雨水タンクは、中がよく見えるように透明だったらいいのになあと思いま
すが、透明だと光が入って藻が発生するので、そうはいきません。でも、雨が見えるしくみが取
り入れることができれば、きっと雨水利用は楽しくなるはずです。

①水位計

（しくみ）

（少し変わったもの）

（ノーマルなもの）
水位計はぜひつけたいも
のです。タンクにたまった
雨の量がわかれば楽しくな
ります。満タンの時はとて
もうれしいです。

東京都墨田区の雨水ハウスに展示
している雨水タンクの水位計は、タ
ンクに水がたまると、天を指さす手
のオブジェが上に向かってあがるし
くみになっています。

タンク内の水位が上がるとフ
ロートが浮き、目印も上に上が
るしくみになっています。

②その他の工夫
余剰水を自然にタン
クから出るようにし、そ
れをミニビオトープの
壺に受けるしくみ。雨の
日は、勢いよくとびだす
様子が小便小僧のよう
で、楽しい眺めとなって
いるとのこと。（岸和田
市葛城町環境を守る会）

校長先生お気
に入りで、雨が
流れるのをじっ
とみてしまうと
のこと。
（豊中市立北丘
小学校）

（小便小僧のように）

（透明な取水口）

「雨水利用がわかるような表示」をしよう！

（岸和田市葛城町環境を守る会の看板とシール）

ぜひ、みんなに伝
えましょう！

（おおさかレインボウぷろじぇくとの看板）（大阪市下水道河川部の助成制度のステッカー）

とってもいいことをしてるので、みんなにもっと伝えましょう！
・シールはできるだけ直射日光（西日は劣化しやすいとのこと）が当たらないように貼りましょう。
・赤色のインクは紫外線に弱く、色落ちしやすいので注意しましょう。
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○雨水タンクを増設しよう！

ステップアップ！

雨水利用をやっていると、タンクの容量を越えて流れ出ていく水がも
ったいなくなります。このオーバーフローの水も、更にためて、もっと
雨水利用を進めましょう！

「お父さん大忙し」

コーポ FK 雨水利用の会（高石市）
120L のタンクを増設されました。さ
らにあふれる水は雨水シャワーで地面に
浸透させています。

住の江幼稚園（大阪市）
念願の 2 トンのタンクを増設されまし
た。これで約 300 人の園児が、心おきな
く水遊びを楽しめるとのこと。さらに、2
トンの増設を目指されるそうです。

岸和田市葛城町の K さん宅
では、庭のいたるところに雨
水をためる容器があって、市
販の雨水タンク以外に、バケ
ツやストッカー、ゴミ容器な
どにも雨水をためておられま
す。雨が降りだすと、トイに
つながれたホースを持って、
K さんのお父さんが走り回っ
て、大忙しだそうです。

「連結のパターン」
（下で連結）

（上で連結）

（それとも真ん中で連結？）

VS
雨水タンク①

雨水タンク②

雨水タンク①

雨水タンク②
雨水タンク①

雨水タンク②

じゃ口

タンク②できれいな水がとれ
ますが、空になる場合があり、そ
の場合は、片方（タンク①）から
しか水はとれません。

いつでも両方のタンクから水
がとれます。泥がタンク②に行く
可能性はありますが、散水等の用
途では問題ありません。

※連結部の漏水に注意してください。

さて、あなたはどっち派？

さらに、ステップアップ！

○雨水を乾いた大地にしみ込まそう！

すごーい！

「浸透ます」

「透水性舗装」

とても進んだ取り組みです。雨水を捨
てずに、地面にかえしてあげましょう！

駐車スペースを透水性にして、都市の
水循環の再生を進めましょう！
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４．雨水利用の様々な事例について
驚くほど効
果的です。

「水質をよくする工夫」

アイデア商品

（手作りフィルター）
東大阪市の I さんは、雨水利用をはじめ
たばかりの頃、1 ヶ月ほどたって雨水タン
クの底に 1mm 以上も黒ずんだ炭のような
ものがたまっているのをみてビックリ。こ
んなに空気が汚れていたのかと痛感し、そ
の後、雨水のフィルターを開発しようと、
古着の長袖を利用してつくってみました。
最後にいきついたのは、タオルを３重にぬ
ったもの。見栄えも性能もいいとか。いつ
も雨が降る前に洗って使い続けていると
のこと。（下島雨水利用の会）

「雨水を運ぶ工夫」
高低差を利用した蛇口
グランドの水まきや夏場の
熱くなった地面を冷やすため
に雨水を利用しているこの小
学校では、タンクの設置場所
の立地を活かし、その場所よ
りも低いところに蛇口をつく
りました。その結果、十分で
はないですが、ある程度まけ
る水圧を確保できたとのこ
と。（交野市立妙見坂小学校）

市販の雨水取出口
です。簡単にトイに
取りつけられて、す
ぐ雨水利用が始めら
れます。遊び心をく
すぐります。

市販の手動ポンプで
す。水を 8m ほど噴射
できます。あまり力は
いりません。洗車にも
いいし、子どもの水遊
びにもいいかもしれま
せん。

水を運ぶ工夫は雨水利用
の課題でもある。水道の蛇
口をひねるようにはいかん
のじゃ。これもスローライ
フ、スローライフじゃー♪

「ビニールホースと塩ビ管」
雨水を運ぶコツの一つとして、ビニールホ
ースよりも塩ビ管の方が、摩擦が少なく、水
のいきおいを多少維持できるとのこと。
（関西
雨水市民の会の二上さんより）

「地下浸透の工夫。遊び心で、」

「降った雨を測る工夫」
簡易雨量計
雨水の利用できる量は、降雨
量、屋根の収集面積、雨水タン
クの容量との関係で決まってき
ます。雨の量との関係をよく知
っておくことが大切です。たか
つき環境市民会議では、簡易雨
量計をつくり活用しています。

「水温上昇を予防する工夫」
よしずの日よけ

雨水シャワー

夏場の直射日光により
水温が上昇します。よし
ずによる日よけで、上昇
を防ぐ事で、打ち水時に
効果が出ます（たかつき環
境市民会議）

雨水タンクからオーバーフローで
流れ出ていく雨水はもったいない！
だから、せめて地下浸透をと。雨の
日は、この雨水シャワーで楽しみ倍
増。
（高石市コーポ FK 雨水利用の会）
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「緑化を雨水利用とセットで」

※「平成17年度府有施設緑化モデル事業」

大阪府庁本館南の駐車場の緑化に
おいて、手押しポンプ付の埋設型の
雨水タンク（1.5m3）を設置。本庁
にお越しの際は、ぜひご体験を。

大阪府環境農林水産総合研究所（旧環境情報センター、大阪
市東成区中道）では、壁面緑化の散水に雨水を使っています。
屋上に雨水タンク（500L）を設置し、自然落下で散水をして
います。見学できます。

「東京都墨田区の事例」
墨田区は古くから雨水利用を取り入れた街づくりを進めていて、
雨水利用の先進都市と言っても過言ではありません。街には天水尊
や路地尊など、雨水タンクが至るところに存在します（右写真参照）。
墨田区の面積は、13.75kｍ２（大阪府の面積の約 140 分の１）
であり、雨水利用を導入している施設は、合計で 110 件（小規模
タンク除く）を超え、11,000m3（平成 19 年 3 月現在）で、これ 「天水尊」（約 200L 雨水タンク）
は 25m プール、約 40 杯分に相当します。
(参考)墨田区役所庁舎での雨水利用
1,000m3 のタンクを庁舎の地下に設置し、主にトイレの水に使い、消
防用水としても備えています。興味深いのは、水位の調整を電磁弁で行
い、1,000m3 のうち半分は雨水の流出抑制（洪水・浸水対策で、100
ミリ相当分の雨をためこむ計算になっている。
）のためにいつも空にして
いて、残りの 500m3 はうまく調整して雨水利用に使っているとのこと。

「路地尊」（共有の雨水利用施設）

こんなことが進めばいい
なあ。できたらいいなあ。

○レインボウちゃんの夢
「雨水の循環活用」
雨水

お風呂

利用用途によって、求める水質の
レベルは異なります。高いものから
低いものへと循環利用できれば、雨
水を有効に活用できます。

洗濯

トイレ

ドイツには、雨
水洗濯機がある
そうです。
雨水は軟水な
ので、洗濯洗剤の
泡立ちがよく、量
も少なくてすむ
そうです。
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「雨水発電」

トイの中

晴れの日は太陽光発
電、雨の日は雨水発電。
そんな社会がくれば素
敵ですね。

雨の伝道師

「雨水モニター語録」
雨水タンクにたまる雨の音が貯金箱に貯まる
お金のよう。

『雨楽（うらく）』の輪を広げたい！

今までは雨は、学校行事が流れる迷惑な存在だったけど・・・。

今では、雨の降る日が待ち遠しい！

雨があふれるのがもったいない！

子どもたちにありがたいやもったいないを伝えたい。

雨は空と水をつないでくれるもの

雨水フィルターの掃除で大気が汚れていることを実感できる。

コンクリートに打ち水は、なんだか蒸発させるだけでもったいない。

もっと地面に雨水をしみ込ませたい！
雨水タンクは雨水をかたちにしてくれるもの！

雨水ファンを増やしたい！

たかが雨水タンク。されど雨水タンク！

雨水に感謝！

雨水を天の恵みとして“あまみず”と呼ぼう！

「雨水市民になろう！」

「100 歳まで雨水利用を続けます！」
下島雨水利用の会の I さんは、雨水モニターの中
で最年長で 77 歳になられます。ずっと前から雨水
利用の取り組みを行っておられた大ベテラン。

雨水利用の話をすると、「そんなことをして何の役
に立つのですか」と聞かれることがあります。完全な
答えは難しいですが、ひとりでできることは小さくて
も大勢の力を合わせれば大きな結果を得られます。

きっかけをたずねると、終戦後に、遠洋漁業の船
のエンジニアさんとして船に乗り組んでいて、その
ときの名残りとのこと。東シナ海へレンコダイを追
って数週間〜数ヶ月間、乗ることはざらで、船では
節約生活は当然。限られた資源（水、食料など）の
中いかにやっていくかで、
毎日が必死だったそうです。
そのときに、一番困ったの
が水で、それが一番のきっ
かけとのこと。

仮に、各家庭にお風呂一杯（約 180L）の雨水が
ためられるとし、それを各自治体単位に拡大したら、
この雨の量は膨大な量になります。そして、その水を
蛇口から出る水道水の代わりに使用したとしたら、そ
の分だけ節水したことになります。簡単に言うと、そ
の水量だけダムの水がいらないことにもなります。
雨が私たちの暮らしにとって重要な資源だと感じ
られるようになったら、あなたはもう「雨水市民」で
す。そして、雨は資源であるとともに全ての生物の命
の源です。宇宙の星のなかで水があるのは地球だけで
す。雨が地球を創ったのです。だから「雨水市民」は
「地球市民」です。さあ、「雨水市民」になりましょ
う。（関西雨水市民の会 水野育成会長）

くったくのない笑顔で、
「雨水利用は、まだ 20 年
やりますよ。100 歳まで
続けます！」と宣言されま
した。

「大阪府の雨水利用の現状」

60％

１．風呂の水を再利用している

69％

２．節水にこころがけている

H17 年度のインターネットの府
民アンケート調査では、家庭での雨
水利用の取り組みは、

わずか

５％

３．雨水利用をしている
４．購入時に節水型機器を選ぶ

35％
4％

５．その他
６．特にしていない

でした。

雨水市民はまだ
まだ少ないで
す。もっと増や
しましょう！

5％

家庭で水の有効利用
0
をしていますか？

−１３−

9％

20

40

60

80

５．雨水利用の効果について
健全な水循環の再生
140

（L）
省資源・省エネルギー

水みどり豊かなまちづくり

120
100
80

水文化の復活

雨水利用量 ㍑
降水量 mm
貯留量 ㍑

60

ヒートアイランド対策

40

環境学習の教材
洪水・浸水の緩和

20
0
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 3

2005.7

6

9 12 15 18 21 24 27 30 2

8

5

8 11 14 17 20 23 26 29

9

(月)

災害時の水源確保

（雨水貯留量と利用量のグラフ：葛城町環境を守る会））

総雨水利用量

雨水は、結構た
まります。そし
て、使えます。

38,584L

（平成17年7月〜平成18年2月）

などなど

（雨水利用の可能性）
一つひとつの
積み重ね が 大
きな効果を生
みます！

環境効果
○省エネルギー、CO2 削減効果
電気
CO2

○打ち水による気温低減効果

39kWh の節約！
約 22.4kg の削減！

約

平均

約

0.７℃

下がった！

※延べ日 96 日（雨水利用量 5,193L）実施

※水 1m3 を上・下水処理する場合の使用電力量を約 1kWh
として計算

雨水利用の経済性は気になるところです。下
に主に庭木の散水程度に雨水を利用する場合の
簡単な試算を挙げます。大規模で雨水利用を行
う場合は、もっと経済性が上がります。雨水を
使えば使うほど、お得になります。
（簡単な試算（目安））

※家庭用小規模タンクの一例

○雨水タンク容量：250L
○集水面積：15m2
○設置費用：40,000 円（維持管理費：0 円）
○予定使用量：植物への散水 30L/日（平均）

（参考）面積当たりの利用量
植物散水：5.3L/m2
打ち水：1.7L/m2

「浄化槽の転用は一石三鳥、四鳥」
岸和田市葛城町環境を守る会では、浄化槽を下水
道につなぎかえるときに、不用になった浄化槽を雨
水タンクに利用することを薦めています。ある事例
では、タンクの洗浄に１万５千円、ポンプの装置に
１万５千円、配管等に５千円の計３万５千円で、比
較的安くできたとか。水質保全、廃棄物の有効利用、
雨水利用など、まさに一石三鳥以上です。皆さんも、
下水道につなぐ際は、浄化槽を雨水タンクとして転
用してはいかがでしょうか！
雨水

想定年間使用量

水道水

約８.4m3

（タンクへの流入率：90％や降水量から計算）
2m3 の浄化槽

（計算式）
償却年数＝設置費÷(上下水道節約費−維持管理費)
3

3

40,000円÷（300円/m ×8.4m /年）＝約16年
もっと初期コストを下げ、雨水利用量を増やすこと
ができれば、償却年数は小さくできます。

トイレ洗浄水に使用

（その他の声）
・水道代が約 1,000 円安くなった（240L タンク使用）。
・自宅に地下貯留タンクを設置したら、月２万円かかってい
たのが５千円になった。
・あまり変わらない。など様々な声を聞いています。
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６．年間を通じた雨水利用について

（冬野菜の栽培と泥落とし）

（花の水やり）

（夏野菜の栽培）

（大掃除）

（打ち水）

168mm

157mm
147mm

138mm

93mm
53mm

101mm

97mm

梅雨

54mm

台風シーズン

渇水期

2月

48mm

秋雨

小雨期

1月

87mm

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

１1 月

12 月

（過去 10 年の年間平均 1,288mm）

大阪の雨の量について、過去 10 年間（平
成 9〜18 年）のデータをまとめてみました。
雨が少ないのは、冬場の 12 月、1 月、2 月
で、逆に多いのは、5 月、6 月、7 月、9 月、
10 月のようです。また、8 月の雨の量が、
その前後の月に比べて少ないのが特徴です。
（みどりのカーテン）

（洗車）

（ビオトープ）

雨水利用は、年間を通じて行えます。時には、水がほしい時に、雨水タンクに水がないこともあ
ります。逆に、雨水タンクに水がたくさんありながら、使い道がないこともあるかもしれません。
しかし、工夫すれば、季節にあった雨水の活用方法はたくさんあります。ぜひ、一年を通じて雨水
利用を楽しんで下さい。

「天気図をよむ」

雨水利用で大切なことの一つとして、
「天気をいかに予
測するか」ということがあります。テレビや新聞の天気
予報から、様々な情報は得られますが、自分で天気図を
読んで、自分なりの予測ができれば、雨水利用をもっと
楽しむことができるはずです。

天気図を見るといろいろな記号がありますが、雨と
深い関係にあるのは、低気圧と前線です。
低気圧の中心では上昇気流が起こっているため、湿
った空気が上空に上がると、水分が冷えて雲ができま
す。また、前線は暖かく湿った空気と冷たく乾いた空
気がぶつかる所なので、前線の近くでは暖かい空気が
上昇して、低気圧と同じように雲ができます。こうし
てできた雲が雨を降らせるのです。
春と秋は、低気圧と高気圧が西から交互にやってき
て、何日か毎に晴れと雨降りが交代することが多くな
ります。一方、夏は太平洋高気圧に覆われて晴れるこ
とが多いのですが、特に午後の短い時間に狭い範囲で
強い雨（夕立）が降ることがあります。また、梅雨の
時期は雨の日が続くことが多いですが、これは、梅雨
前線が日本付近に居座ることが多いからです。
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低
高
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この日は、日本海と太平洋の高気圧の間を梅雨前線が東
西に伸び、前線の上に低気圧があるという、典型的な梅雨
の気圧配置となっています。

じさんじしょう

〜自産自消のすすめ〜

雨水を収穫しよう！

地球温暖化防止、都市のヒートアイランド現象の緩和、クーラー代の節約、新鮮で安心な野菜
を食べたい、体力・健康づくり、家計に貢献したい・・・等 様々な目的で屋上やベランダに手
作りの「菜園」を造り、都会でも季節感のあるスローライフを楽しむことができます。ちょっと
の工夫で手軽にできるので、あなたもどうでしょうか。

○屋上を利用する場合のコツ

○ベランダを利用する場合のコツ

屋上に防水モルタルかシートを敷設し、その上に
鉢底石等を２〜３ｃｍ撒き、その上に土を敷き均し
ます。土の厚さは 25〜30cm 程度でも大丈夫、色々
な野菜等が栽培できます。土はレンガや板で抑えて
おけば大雨でも流されません。建物の構造上、土の
荷重をチェックする必要がありますので、設計者や
専門業者に相談してください。
土はホームセンター等で購入すれば簡単ですが、
手作り（落ち葉や生ゴミを醗酵）の堆肥を混ぜて「土
作り」をするのも楽しいものです。家庭で出る生ご
みを肥料にして使えばミニ循環も可能になります。
（ただし失敗すれば悪臭を放ち近所迷惑になる！）
最後の仕上げはやっぱり雨です。雨にあたるとすべ
ての土中生物が活性化し、活動が活発になります。
堆肥は微生物に分解され水に溶け、栄養分となって
植物を育てる、雨はまさに「命の水」となるのです。

家庭菜園はベランダでも十分可能です。ベラ
ンダの場合はプランターを使用するのが一般的
ですが、野菜作り専用の物か深さが 20ｃｍ以
上の箱を使います。
日当たりが悪くても大丈夫、日陰でも育つ植
物はたくさんあります。
（例 ミツバ、ほうれん
草、春菊など）
屋上のように雨が当たる場所であれば秋から
春先にかけては殆ど水やりの必要はありません
が、ベランダではそうはいきません、特に盛夏
は朝晩水やりをする必要があります。
ベランダ用の雨水タンク（連結タイプ）も市
販されています。屋上ではペントハウスのトイ
から雨水タンクに貯水してそれを使う方法があ
ります。

注）屋上は意外と風が強いので、高さ 1.1ｍ程度
のフェンス等で囲う必要があります。日光を遮らな
いようにトレリスを並べても美しく、つる性植物の
支柱代わりにもなります。
晴耕雨楽だー

幼稚園での稲作
堺市にある第一幼稚園では、園庭の隅に
田んぼがあり、その田んぼの端に雨水タン
クを設置しています。雨水タンクにたまっ
た水は、子どもたちがバケツにくみ、田ん
ぼにまいているそうです。稲が育つ様子や
収穫を通じて、水の存在やその大切さを感
じとっているようとのことです。すばらし
い取り組みですね。

豆知識

（屋上農園の様子）

「バーチャルウォーター
（間接水、もしくは仮想水）」

日本は、小麦や肉といっ
た農産物や畜産物などの
多くを輸入にたよってい
ます。これらの生産には、
たくさんの水が必要で、日
本は農産物などの輸入に
より、他国の水を間接的に
消費しています。この量
は、国別で世界 1 位といわ
れています。私たちの日頃
の生活は、世界の水問題と
大きく関係しています。
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小麦 1kg＝約 2,000L
とり肉 1kg＝約 4,500L
牛肉 1kg＝約 21,000L

７．維持管理について
雨水タンクにたまる水質をよくするのも、水漏れなどの問題もなく雨水
利用を楽しむのも、日頃から定期的に雨水タンクの様子をみて、いろいろ
世話をしてあげることが大切です。雨水と雨水タンクへの愛情を忘れない
でください。

○取水部分やフィルターにつまりが
ないか定期的に確認しましょう！
・３ヶ月に１回程度は、つまりがないか
確認しましょう。
・できれば、雨が降る前日に確認しまし
ょう。

○一年に一回は、たまった泥を除去
しましょう！
・泥がたまり過ぎると、水質の悪化につ
ながります。
・雨水タンクに、泥抜きのドレンがない
場合は、ホースを利用して、サイフォ
ンの原理で泥を抜くのが有効です。

「何がでるかな？」

（フィルターにたまっていた
虫の死骸と植物の繊維？）

「壁面のバイオフィルム」
ドクトル雨水こと、東京都墨田区の村瀬さ
んの話では、雨水タンクの中の壁面には、微
生物の層（バイオフィルム）ができ、その層
が浄化のはたらきを持っているそうです。

（注意）泥は掃除しても、壁面の微生物の
層は洗いながさないようにしましょう！

○たまった雨水はできるだけ有効に
使いましょう！
・無駄なく頻繁に使うことが最大のメン
テナンスです。
・使えば使うほど水質はよくなります。

何がひっかかってい
るか粗ゴミ受けを の ぞ
くのは楽しいです。虫の
死骸や鳥のハネなど。も
しかしたら、とんでもな
い”贈り物”があるんじ
ゃないかと。とてもワク
ワクします。

（400 倍で観察）

「コーポ FK のミステリー話」
コーポ FK 雨水利用の会では、マンションの
トイに雨水タンクを取り付けています。なぜ
か、夏場に雨が降らないのに、雨水タンクに水
が増えているという奇妙な現象が起きていま
した。２年経って、その原因が解明されました。
なんと、夏場にエアコンを使用することででる
水がたまっていました。エアコンから出る水の
量も集めれば、結構な量になるようです。
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８．雨水利用 Q&A
Q：雨水タンクの水は飲めますか？
A：そのままでは飲めません。子どもさんが、よく間違って飲もうとするので注意してくだ
さい。しかし、緊急時は、処理によっては飲むことができます。

Q：雨水の水質に問題はないですか。酸性雨は大丈夫ですか？
A：降り始め（初期雨水）は、大気中の汚れや屋根のほこりが混じり、水質は悪くなります
が、植物の散水程度に使うのであれば、水質は全く問題ありません。水質が気になる方は、
初期雨水カット装置やろ過装置をつけましょう。

Q：雨水タンクの容量はどのくらいがいいのですか？
A：家庭での庭木への散水程度であれば、200〜300Ｌ程度が一般的です。トイレに使う
場合は、数トンは必要になります。

Q：雨水タンクの値段はどのくらいするのですか？
A：200L 程度であれば、３万円〜５万円ぐらい、500L 程度であれば、７万円〜10 万円
ぐらいが一般的です。

Q：雨水タンクの設置の助成制度はありますか？
A：大阪市、茨木市、和泉市（平成 19 年 3 月時点）にあります。詳しくは、各市役所のホ
ームページをご覧下さい。

Q：雨水利用の経済性はどうですか？
A：初期コストや使い方によって異なりますが、家庭用の小規模なものであれば、償却年数
は 10 年〜15 年程度が目安です。大規模の場合は、コストパフォーマンスはもっと上が
ります。いずれにせよ、いかにお金をかけずに設置して、どれだけの量の雨水を有効に活
用するかがポイントです。

Q：雨水利用について、子ども向けの教材はありますか？
A：雨水の大切さや雨水利用について取り上げた教材、雨みず環境学習 BOOK「雨みずに
ついて学ぼう！」をご活用ください。大阪府環境管理室環境保全課まで。

Q：マンションでも取り組めますか？
A：マンション用のコンパクトな雨水タンクも開発されています。設置する場合（共用のト
イを使う場合など）は、事前にマンションの管理者や管理組合等と十分相談してください。
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