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「あまみず社会研究会」（2015年発足）は、2009年樋井川
の洪水被害を契機とした地域住民との流域治水活動か
ら発展し、雨水を活用した分散型水管理システムの構
築を通じて持続可能な多世代共創社会をめざす研究グ
ループです。 九州大学、福岡大学、九州産業大学、東京
大学、福岡工業大学、熊本大学、東京学芸大学のほか、
福岡県建築士会、善福寺川を里川にカエル会（東京杉並
区）などが参加しています。

1 2 3
分散型水管理システムの主な特徴

■あまみず社会研究会の取り組み （2017年2月～4月）

あまみず生活 暮らしのイメージ4 <まちづくり編>

コミュニティ治水で健康なまちづくり！

あまみずと共につくる豊かな暮らし

分散型インフラは、集中
型に比べ維持管理が容
易で、かかる社会的コス
トが低い。

一部が破たんすると全体
に影響が生じる集中管理
型と比べ、分散型はそれぞ
れが自立しているため、災
害時などに全体が破たん
しにくく、復旧性も高い。

雨水を貯め使う過程で、
流域内の生態系を豊か
にし、緑を増やし、多様な
世代・主体が協力する（つ
ながる）機会を生み出す。

 2月 21日 あめにわ憩いセンターオープン！
 2月 24日 あまみずタメルンジャーショー関東ツアー＠関西雨水市民の会
 　2月   25日  あまみずタメルンジャーショー関東ツアー＠杉並第二小学校、日本建築学会水環境シンポジウム
 2月 25日 ミズベリング樋井川（第7回）@あめにわ憩いセンター
 2月 26日 あまみずタメルンジャーショー関東ツアー＠世田谷トラストまちづくりビジターセンター、
　　　　　 こばと保育園（東京都町田市）
 3月 6日 あまみずタメルンジャショー＠香椎浜イオン あんしんあんぜんフェア
 3月 19日 雨庭セミナー（世界の雨庭デザイン最前線！）開催
 4月 22日 ミズベリング樋井川（第8回）@上長尾テラス & 樋井川さんぽ
 4月 25日 あまみず研究拠点視察受け入れ（東京都町田市市会議員）

発　行／あまみず社会研究会   http://amamizushakai.wix.com/amamizu   ☎ 092-802-3419
発行月／2017年6月  　製　作／（株）ルーツ・アンド・パートナーズ、fu-ri-co 古川裕子

“あまみず社会研究会”が考える雨水活用コラム

　あまみずを有効活用できる場所は街のどこにあるのでしょうか？答えは、戸
建て住宅やマンション、駐車場、公園、さらには道路まで！街のいたるところで、
これまでは単に側溝に流していたあまみずを、貯めて活用したり、浸透させて
緑を増やすことができます。あまみずを分散して管理することで、これまでより
安価な社会コストで、洪水が起きにくい街に変えていくことができます。また、
あまみずを活用して緑を増やしたり、浸透させることで、二酸化炭素や大気の
汚染物質を減らし、都市の水質を浄化し、ヒートアイランド現象の抑えるなど
健康的で暮らしやすい街とすることができます。このように街づくりに様々な
効用をもたらすあまみず活用、あなたも参加してみませんか？
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　福岡の春の訪れを告げる季節の風物詩“シロウオ”。この魚を使った様々な
郷土料理があり、食文化として根付いています。名前がよく似ている“シラウ
オ”とは別種（シラウオはシラウオ科）のハゼ科魚類で、成長しても5cm程度に
しかならない小型の魚です。成長するまでは海で生活しており、福岡では春
先（2月中旬～3月）に産卵のために室見川や樋井川に遡上してきます。
　2016年の魚類生息状況調査（あまみず研究会実施）によると、生息密度が
比較的大きく、樋井川を代表する魚類といえるはこのシロウオとそしてニホン
ウナギ。どちらも環境省絶滅危惧種ですが、樋井川ではまだ見られます！樋
井川の改修工事の際に、生き物にも配慮した川づくりを行なったからです。
　本研究会では、調査結果の情報発信や、市民参加型でシロウオやニホンウ
ナギの産卵・生息場を作る再生事業に取り組んでいます。あまみずを各家庭
や公共空間で貯留活用することにより、川の水量が今より豊かな川の姿が実
現できると考えており、それは生態系の保全にもとても有効なのです。

樋井川の生態系を守る、あまみず貯留活用

特 集

　樋井川流域にある友泉中学校では善福寺川（東京
杉並区）の中学生との交流会を機に、継続的にあまみ
ず活用についてのワークショップが行われています。こ
の日は、友泉中学校敷地内でのあまみず活用を話し合
い、中庭を雨庭にする、グランドの芝生化、屋上菜園や
養蜂など様々なアイデアがでました！まずは中庭の雨庭づくりを生徒の手作りで行な
い、管理していく案を進めることになりました。今後の進展が楽しみです。

友泉中学校で
あまみず活用ワークショップ！

第8回ミズベリング樋井川 開催！
　2017年4月22日、ミズベリング樋井川の活動を行ないました！前半
は樋井川さんぽ。以前より考えてきたルート~下長尾北公園から下長
尾八幡宮を通り上長尾テラスまで~を水辺の景色を楽しみながら歩
きました。
　下長尾八幡宮では、珍しい御衣黄（ぎょいこう）桜を植えるなど地
域の活動をされている城南NEWSクラブの秋本さんと阿部さんにお
話を伺いました。後半は地域食堂・上長尾テラスで、今年の水辺で乾
杯や清掃をテーマとした新企画、あまみず施設ツアーの企画、地域か
らの活動報告を行ないました。
　陽気な天気に恵まれ充実した活動日となりました。

川
を
通
じ
た
ま
ち
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り

『ミズベリング樋井川』活動中！『ミズベリング樋井川』活動中！

■ミズベリング樋井川HP　https://www.facebook.com/mizberinghiikawa/

　あまみずをタンクに貯留したり、地面に浸透させ
ることで、洪水を抑制する効果はあるのだろうが確
認する方法はないの？そんな疑問に答えるため、あ
まみず社会研究会ではシミュレーション解析を用
いて、抑制効果の見える化に取り組んでいます。左
図は、流出抑制域の住宅群であまみずを貯めた場

合、周辺街区まであまみずの流出が低減できていることを示しています。街区単位でど
の程度あまみずを貯めたら街を守れるか、その目安を提供できるよう研究を進めてい
ます。

　あまみずを貯める大切さと楽しさ、喜びを伝える、
あまみずタメルンジャーが、2017年2月24日から26日
にかけて関東ツアーを実施しました！訪問先は、関東
に行く前に大阪、そして、杉並第二小、日本建築学会
水環境シンポジウム、世田谷トラストまちづくりビジ
ターセンター、こばと保育園（町田市）と計5か所。各
地で親子連れや公共工事関係者に反響を及ぼし、早
速あまみず活用が始めた人達も生まれました！

あまみずタメルンジャー関東ツアー開催！

あまみず貯留効果の見える化

ミズベリング樋井川は、あまみず社会を目指した実践を樋井川
流域（福岡市）の人々と連携して取り組むフォーラム・場です。
　◎ “樋井川”のことを考えながら地域が“つながる”
　◎ ヨコの“つながり”をつくり、流域治水、環境形成、教育、
　　 福祉など地域社会の総合的な取り組みに貢献する
　◎ 共鳴する人たちと、ムリのないところで、できることをやる
という方針で取り組んでいます。多くのご参加をお待ちしています。

左）樋井川で見られた魚類リスト、右上）シロウオ、右下）シロウオ産卵場の造成

仮
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杯や清掃をテーマとした新企画、あまみず施設ツアーの企画、地域か
らの活動報告を行ないました。
　陽気な天気に恵まれ充実した活動日となりました。

川
を
通
じ
た
ま
ち
づ
く
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『ミズベリング樋井川』活動中！『ミズベリング樋井川』活動中！

■ミズベリング樋井川HP　https://www.facebook.com/mizberinghiikawa/

　あまみずをタンクに貯留したり、地面に浸透させ
ることで、洪水を抑制する効果はあるのだろうが確
認する方法はないの？そんな疑問に答えるため、あ
まみず社会研究会ではシミュレーション解析を用
いて、抑制効果の見える化に取り組んでいます。左
図は、流出抑制域の住宅群であまみずを貯めた場

合、周辺街区まであまみずの流出が低減できていることを示しています。街区単位でど
の程度あまみずを貯めたら街を守れるか、その目安を提供できるよう研究を進めてい
ます。

　あまみずを貯める大切さと楽しさ、喜びを伝える、
あまみずタメルンジャーが、2017年2月24日から26日
にかけて関東ツアーを実施しました！訪問先は、関東
に行く前に大阪、そして、杉並第二小、日本建築学会
水環境シンポジウム、世田谷トラストまちづくりビジ
ターセンター、こばと保育園（町田市）と計5か所。各
地で親子連れや公共工事関係者に反響を及ぼし、早
速あまみず活用が始めた人達も生まれました！

あまみずタメルンジャー関東ツアー開催！

あまみず貯留効果の見える化

ミズベリング樋井川は、あまみず社会を目指した実践を樋井川
流域（福岡市）の人々と連携して取り組むフォーラム・場です。
　◎ “樋井川”のことを考えながら地域が“つながる”
　◎ ヨコの“つながり”をつくり、流域治水、環境形成、教育、
　　 福祉など地域社会の総合的な取り組みに貢献する
　◎ 共鳴する人たちと、ムリのないところで、できることをやる
という方針で取り組んでいます。多くのご参加をお待ちしています。

左）樋井川で見られた魚類リスト、右上）シロウオ、右下）シロウオ産卵場の造成

仮
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「あまみず社会研究会」（2015年発足）は、2009年樋井川
の洪水被害を契機とした地域住民との流域治水活動か
ら発展し、雨水を活用した分散型水管理システムの構
築を通じて持続可能な多世代共創社会をめざす研究グ
ループです。 九州大学、福岡大学、九州産業大学、東京
大学、福岡工業大学、熊本大学、東京学芸大学のほか、
福岡県建築士会、善福寺川を里川にカエル会（東京杉並
区）などが参加しています。

1 2 3
分散型水管理システムの主な特徴

■あまみず社会研究会の取り組み （2017年2月～4月）

あまみず生活 暮らしのイメージ4 <まちづくり編>

コミュニティ治水で健康なまちづくり！

あまみずと共につくる豊かな暮らし

分散型インフラは、集中
型に比べ維持管理が容
易で、かかる社会的コス
トが低い。

一部が破たんすると全体
に影響が生じる集中管理
型と比べ、分散型はそれぞ
れが自立しているため、災
害時などに全体が破たん
しにくく、復旧性も高い。

雨水を貯め使う過程で、
流域内の生態系を豊か
にし、緑を増やし、多様な
世代・主体が協力する（つ
ながる）機会を生み出す。

 2月 21日 あめにわ憩いセンターオープン！
 2月 24日 あまみずタメルンジャーショー関東ツアー＠関西雨水市民の会
 　2月   25日  あまみずタメルンジャーショー関東ツアー＠杉並第二小学校、日本建築学会水環境シンポジウム
 2月 25日 ミズベリング樋井川（第7回）@あめにわ憩いセンター
 2月 26日 あまみずタメルンジャーショー関東ツアー＠世田谷トラストまちづくりビジターセンター、
　　　　　 こばと保育園（東京都町田市）
 3月 6日 あまみずタメルンジャショー＠香椎浜イオン あんしんあんぜんフェア
 3月 19日 雨庭セミナー（世界の雨庭デザイン最前線！）開催
 4月 22日 ミズベリング樋井川（第8回）@上長尾テラス & 樋井川さんぽ
 4月 25日 あまみず研究拠点視察受け入れ（東京都町田市市会議員）

発　行／あまみず社会研究会   http://amamizushakai.wix.com/amamizu   ☎ 092-802-3419
発行月／2017年6月  　製　作／（株）ルーツ・アンド・パートナーズ、fu-ri-co 古川裕子

“あまみず社会研究会”が考える雨水活用コラム

　あまみずを有効活用できる場所は街のどこにあるのでしょうか？答えは、戸
建て住宅やマンション、駐車場、公園、さらには道路まで！街のいたるところで、
これまでは単に側溝に流していたあまみずを、貯めて活用したり、浸透させて
緑を増やすことができます。あまみずを分散して管理することで、これまでより
安価な社会コストで、洪水が起きにくい街に変えていくことができます。また、
あまみずを活用して緑を増やしたり、浸透させることで、二酸化炭素や大気の
汚染物質を減らし、都市の水質を浄化し、ヒートアイランド現象の抑えるなど
健康的で暮らしやすい街とすることができます。このように街づくりに様々な
効用をもたらすあまみず活用、あなたも参加してみませんか？
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