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はじめに

  昭島市は、東京都の中で唯一深層地下水が水道源のまちです。その豊かな水源の一
つである八王子市の加住丘陵から多摩川の地下へ染み込み恵まれた水環境がつくられ
たことが、2005 年の昭島市の調査でわかっています。
　また、昭島市の多摩川に近い集落では、江戸時代から「水の講」が営まれています。
今回の水めぐりをする地元の方への取材で、湧水が湧き出ている上流で生活する人は
汚れたおむつを洗わない等、下流で使用する人々のことを考えて流路の水を使ってい
ることがわかりました。現在、水の講や浅層地下水の湧水や流路を守っている文化を
知る市民は少なくなっています。今後、昭島の地下水の価値を継承する次世代教育に
寄与する人材育成を意識的にしていかねばなりません。

近年、昭島市は自治体あげて昭島の水のブランド化を目指しています。なお、昭島
市の浅層・深層地下水の歴史や水文化が守り続けられていることを知った上で、昭島
の水の魅力をＰＲする市民が増えることが求められています。特に、次世代を担う子
どもたちへの働きかけを積極的に行う人材育成が鍵です。そこで、市民、学校教育現
場の教員、昭島市職員（環境部、水道部、産業活性化等）が（公財）河川財団のプロ
グラムであるプロジェクト wet のエデュケーターの手法を身に付け、昭島の水の文
化を守るステークホルダーになるべく講習会を実施しました。そのエデュケーターら
が一般募集した親子参加の市民の皆さんとともに昭島市内の「水にまつわる文化」を
知り、「水道部」や「水再生センター」を見学し、在野の市民研究家から「多摩川と
地下水」のことを学びました。2018 年度の集大成として公開で「昭島流プロジェク
ト wet」を開催し、今後多様な場面のステークホルダーとして活躍する人材を 2 年間

（2017 年度、2018 年度）で育成しました。
　研究のテーマである「多摩川流域の地下水の文化、価値を継承する次世代教育のた
めにコミュニケーションを重視した『水を守る』『水を活かす』リーダーとなる人材
育成」を着実に実施することをできました。

NPO エコメッセ　理事長　大嶽貴恵
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１．活動内容

（1）2017 年度記録
第 1 回「プロジェクト WET」　参加者 24 名　

日時：2017 年 8 月 23 日（日）９：30 〜 16：30
場所：環境コミュニケーションセンター
講師：橋本淳司氏　

第 2 回「水をめぐる旅」　参加者 37 名
日時：2017 年 9 月 2 日（土）9：00 〜 14：00　移動手段：貸し切りバス
場所：広福寺〜水道部〜諏訪神社〜わさび田〜龍津寺の拝島の下の川

第 3 回「みんなで体験　昭島流プロジェクト WET」　
日時：2017 年 9 月 17 日（日）　
場所：環境コミュニケーションセンター
講師：橋本淳司氏

午前　エデュケーター（22 名）の作戦会議（昭島流にアレンジ）
午後　一般公開参加型で開催　参加者 32 名

番外編
日時：2017 年 12 月 16 日（土）　参加者 12 名
場所：環境コミュニケーションセンター
講師：橋本淳司氏

第 3 回一般公開の昭島流で発表した映像を見ながら振り返りを実施
昭島流にアレンジした映像をエデュケーターで見ながら、次回プログラムを生か
すアイデアをお互い議論した。

（２）2018 年度記録
第 1 回「プロジェクト WET」講習会　参加者 18 名　　　

日時：2018 年 7 月 24 日（火）9：30 〜 16：30　
場所：環境コミュニケーションセンター　
　橋本淳司氏 2017 年度受講生によるアクティビティを実演した。

第 2 回「水をめぐる旅」（昭島市内）
昭島の水をめぐる旅で昭島の水のことを知ろう！

講座を呼びかけるチラシ
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①日時：2018 年８月 22 日（水）9：45 〜 15：00　参加者 14 名
多摩川上流水再生センター〜昭島市水道部〜諏訪神社「湧水に触れてみよう」
〜水の講の話

②日時：2018 年９月 29 日（土）８：45 〜 13：00　バス利用　参加者 20 名
九ケ村用水取水口跡〜昭和用水〜下の川〜昭島の原風景が残る字名「風田」

第 3 回「昭島の水について知ろう〜多摩川と地下水」　参加者 11 名
日時：2018 年 10 月 27 日（土）13:30 〜 15：30
場所：松原町コミュニティセンター　
講師：長谷川博之氏（昭島環境フォーラム代表）

第 4 回「昭島流プロジェクト WET をつくろう」
日時：2018 年 11 月 18 日（日）
場所：環境コミュニティーセンター
講師：橋本淳司氏

午前　2017 年度、2018 年度修了生によるプロジェクト WET を昭島流にカス
タマイズ　エデュケーター 12 名

午後　公開「昭島流プロジェクト WET」参加者振り返り・講評　参加者 36 名

（３）貴財団の助成による研究を活かした活動実績
＊あきしま環境緑花フェスティバルにて昭島流プロジェクト WET のコーナーを出展

日時：2018 年４月 22 日（日）　
場所：昭島市市役所

＊ 2018 年度日本水文科学会学術大会一般研究発表 ( ポスター ) に参加
日時：2018 年 10 月 14 日（日）　
場所：人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
主催：日本水文科学会

＊ 2018 年ー 2019 年水の循環講座「すみだと世界をつなぐ水の大切な話」で実践
日時：2019 年 2 月 16 日（土）
場所：国際ファッションセンター
主催：墨田区

第７回「水の授業すみだと世界の水循環について考える授業を体験しよう！」に
て、昭島流プロジェクト WET のアクティビティを実践。実践者は 2018 年度に
育成したエデュケーター３人　 
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２．プロジェクト wet を活用した人材育成

　プロジェクト wet の手法を使った目的は、昭島の水を語る人として既存の水体験
型プログラムを使い、水めぐりや学習会で得た知識を昭島流の水環境教育をアクティ
ビィティに加味し、地域の子どもたちへ楽しみながら伝えていくためです。子育て層
や若い層をターゲットに実施しました。
　2 年間で 42 名のエデュケーターを育成しました。1 年目、2 年目ともに 1 の活動
内容で報告したプログラムを開催しました。1 年目で育成された人材が 2 年目の人材
育成に関わるよう組み立てました。

【今回人材育成されたメンバーが作成したシナリオより】
成果事例：「みんなの水」というアクティビティは、以下のように昭島流にアレンジ
され、より一層昭島の地下水が子どもたちの身近なものになりました。
▶展開①◀
　皆さんはこれから昭島で活動する人になってもらいます。時代ごとにいろんなお仕
事や暮らしの中で水を使う人になってもらいます。ここに昭島の水源の深層地下水が
あります。（バケツ 1 杯の水）皆さんに、これから渡すポンプ、このスポンジで水を
くみ上げてもらいます。ここは 100 年前。昭島産業であるお蚕さんを飼うための桑
畑を耕す、小規模農家さんと養蚕業の工場がありました。どなたか小規模農家 2 人、
養蚕業の工場を経営する 1 人になってください。先ほど説明したポンプであるスポ
ンジで水をくみ上げてください。時間は 30 秒です。

「はい。はじめ……終わり。」
「測ってみましょう。」
「○○ ml ありました。」
「使った水の半分は地下に浸透するので戻します。」
　次に 50 年前、高度経済成長でいろんな産業が誘致されました。人口も増え、商店
街もにぎやかになりました。学校や病院、電力会社もできました。どなたか、住民 10 人、
商店街 5 人、工場１人、学校 1 人、病院 1 人、電力会社 1 人、ポンプであるスポン
ジで水をくみ上げてください。時間は 30 秒
です。

「はい。はじめ……終わり。」
「測ってみましょう。」
「○○ ml ありました。」
「使った水の半分は地下に浸透するので戻し
ます。」
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　時代は 2019 年、今になりました。先ほどの 50 年前の人たちに加え、さらに住民
10 人、商店 10 人、大工場 2 人、ポンプであるスポンジで水をくみ上げてください。
時間は 30 秒です。

「はい。はじめ……終わり。」
「測ってみましょう。」
「○○ ml ありました。」
「使った水の半分は地下に浸透するので戻します。」
▶展開②◀
　ここで振り返りをします。皆さんはいろんな役割をしましたが、何を感じましたか？

（参加者へ意見を聞く）汚れた水を出した人も汚染をしようとして出したわけではな
いかもしれませんね。いろいろ見えてきましたね。たくさんの振り返りをありがとう
ございました。

昭島流プロジェクト WET「みんなの水」を墨田区にて実践

＜まとめ＞
　昭島市は、200 万年前は海でした。昨年、新種のクジラの化石と認定され、学名
もアキシマクジラと名付けられて盛り上がっています。100 年前は 6,000 人の人口
でした。50 年後に 10 倍の 60,000 人に、今はその 2 倍の 113,000 人になりました。
　時代とともに昭島の産業が移り変わりました。100 年前は桑畑があり、生糸を作
る養蚕業が盛んになりました。時代とともに軍需産業が栄え、戦後自動車の部品、電
子顕微鏡などの精密機器等をつくる工場もたくさんできました。それとともに水を使
う量も増えました。今、昭島市域にある国営昭和記念公園のプールの水は昭島市の水
道水で深層地下水 100％、時代とともに水を使う量も増えてきました。
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3. 水めぐりから学んだこと

(1) 広福寺白川住職の話
　1909 年の昭島市域の古地図を見せていただきました。当時、桑畑が土地の多くを
占めており、豊富な崖線下の湧水がある場所を生活用水として利用する集落ができた
こと。そこには、養蚕業が盛んで水車もあったことの話を聞きました。また、白川住
職が子ども時代は、広福寺の裏の崖線からとうとうと湧水が湧き出ていたという話も
聞きました。住宅開発とともに、現在、降雨量が多いときでないと湧水が湧き出てこ
ないことも聞きました。当時は、浅層地下水の上流で使用する生活用水は、「汚れた
おむつを洗わないこと」等の暗黙のルールがあることも聞きました。さらに、白川住
職が子どものとき、そこで小便をしたものならばこっぴどく怒られた話も聞き、昔か
らその水を使い暮らす人々には、上流で守る不文律というべきルールが生活の中に
あったことを理解しました。

(2) 水の講
  『宮沢町の本村地域は、宮の沢（清泉）という地名の成り立ちが示すように、湧き
水の豊富なところとして有名である。この宮沢の東のはずれ、鈴木理夫氏宅裏手の崖
下から湧き出る清泉は清流となって東方の中神本村地域に流れている。その流路にあ
たる宮沢・中神両地区にまたがる二十数軒の家々では、軒先や門前を流れるこの水を、
古くから飲み水や米とぎ、風呂の水などに利用してきた。「水の講」とはこの二十数
軒で構成される、水利維持管理のための組織なのである。』
                                                ＊昭島市教育委員会発行「路傍の文化財」より引用
　水めぐりでは、「水の講」の講員である、わさび田の鈴木理夫氏と「お日待ち」の
講員の鈴木勇作氏から直接話を伺いました。「わさび田へ流れる湧水がここ数年枯れ
ている。訪れた 1 年目は、ご先祖からの口伝で湧水が枯れたのは関東大震災のとき
のみと聞いている。今年は何か大きな災害が起こらなければいいが。」と発言されて
いました。しかし、2 年目も枯れており、その原因は住宅開発ではないかと鈴木氏が
予測されていました。年に 1 回の川さらいでは、水神様に参拝し、神前には豆腐・
油揚げ・神酒を供え、日頃の恩恵に感謝すること、川さらいで出てきた産物（スッポ
ンやコイ等）をいただく話も興味深く伺いました。

(2) 地質の専門家の話
　参加者でもある地質の専門家から話を伺いました。昭島市内で利用している地下水
は、浅い地層の水と深い地層の水に分けられます。浅い地層を流れる地下水は、北西
から南東へ流れ、標高に準じ、深い層の地下水は、全く逆で南から北へ流れています。
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昭島市の水道水は深層地下水であり、水の講や諏訪神社で歩いて触れた水は浅層地
下水です。地下水といっても、出自が違うことを学びました。そして、見えない地下
水の水脈をいかに見えるように表現するかも、大事であることがわかりました。

（4）水めぐりの様子

九ケ村用水取水口跡 多摩川昭和用水堰近辺

龍津寺崖下の川 下の川から花井の井戸

に向かって

水神様 わさび田

鈴木理夫氏から説明 鈴木勇作氏から説明 多摩川上流水再生センター　水道部から原水を飲む
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4．私たちにできること

　地下水 100％の水道を飲み続けるにはどうしたらいいか？
　これからも（昭島）市当局が東京都との交渉を続けることで、地下水 100％の水
道を飲み続けられると思いますか。その交渉は、既得権益とか観光という主張だけで
は成立しておらず、東京都水道局への水利権として膨大な補償金（2019 年度は昭島
市水道部予算によると 1,800,000 円）の支払いを伴っています。その一方で東京都は、
これまで何度も、水道経営プランを発表しており、水道水源管理の一元化を図ろうと
しているのも確かです。
　では、市の交渉を頼らずに私たちは何ができるのでしょうか。地下水涵養のために、
差し迫った課題として、雨水の浸透・貯留、多摩川や水田・用水路の保全と言いたい
ことを、行政施策に結び付けることが必要ですが、それに気づく市民が増えなければ、
行政や市議会は動きません。

(1) 多摩流域の連携で、地下水保全運動を！
　昭島市民だけが、地下水 100％の水道を利用していることに対して、周辺自治体
やその市民からどう思われているか。昭島市だけが運動するのではなく、周辺自治体
の市民たちとも連携して、地下水の利用拡大に向けた運動が必要です。
　地下水を利用するだけでなく、地下水の保全とのバランスの取れた運動を展開する
中で、地下水を思う存分利用している市民としての責務を果たす必要があります。そ
のためにも市民のネットワークを形成し、周辺自治体の市民とも共通理解を深め、地
域毎の地下水保全条例、都全体の地下水保全条例の制定を急ぐべきです。

(2) 地域（あるいは広域）で、水への理解や関心を広め、高める努力を！
①水教育の充実
　小学校などは、ポスター作成や水道部の社会科見学などをやってきていますが、中
高生や大人になると関心は消えてしまいます。そんな一過性の教育でいいのでしょう
か。学校教育には、水教育の視点は希薄で、あまり期待できません。市民独自に、地
域での実感の伝わるテキスト作りや社会教育が必要です。また、子どもたちにすれば、
水の遊び場もなく、水の安全教育も不可欠です。
②水に関心のある大人たちの意識改革が必要
　地下水だけを大事にするだけでは不十分です。地下水は、水環境のごく一部です。
地下水を守るためには、地下水を含む水環境全体に対する理解と保全が不可欠です。
水環境全体に思いを馳せ、水の価値やつながりを実感し合うことで、おのずと多様な
水環境への意識や利水・治水への関心が深まっていくことでしょう。
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a) 雨水による地下水涵養…都市計画や建設行政の抜本的な見直しの必要性
地表面のコンクリート被覆、雨水管による雨水の多摩川への放水への危機感

b) 水田や多摩川による地下水の涵養
ア ) 水田や用水路の保全 ( 都市農業の保全 )…稲作への援農システム、水田のレ

ンタル制度等
イ ) 多摩川の環境保全（水質・水量の改善）…下水処理水の改善、人間の水道水源（小

作、羽村）とのバランス
③健全な水環境の追求
ゲリラ豪雨・気象変動 ( 雨や雲の分布の偏在 )…地球温暖化の防止、気象異変の解明、
人為的な水循環の理解（歴史的・文化的）に加えて、自然な水環境の追求が必要。

a) 山と川のつながり…水源林（東京都の水源林の歴史や水源地域の現実）
b) 川と海のつながり
　ア）生命の往来…サケ、アユ、ウナギ、モクズガニ
　イ）汽水域の生態系…シジミ、アサクサノリ
  c) 湧水・自由地下水・用水路のつながり…生活の中の水辺空間、癒し空間、特に

水田なき後の用水路の保全のためには「環境用水」としての価値付与が不可欠。
④水と生き物とのつながり、自然全体の中での水の価値
『我々ヒトだけが、水を飲み続けられればいいということにはならない。すべての

生命・生きものが水によって支えられている。ヒトの食料となる農作物・畜産物・海
産物等全て水が不可欠。水環境をヒトだけでなく、生きもの達と共有する意識が地下
水を守ることにもつながる。ヒトによる水の利用だけを目標にするのではなく、地球
の生態系や水環境を広い視野で保全する姿勢を持ってこそ、水環境全体が守られる。
水は自然のネットワークの重要な基盤であり、ヒトも利用するからには、自然の一員
であるという謙虚な姿勢が欲しい。』
　　＊長谷川博之氏の学習会（2018 年 10 月 27 日）から引用、資料から一部抜粋

（3）今後の取組み・課題
　2017 年度の 1 年目は昭島市を巻き込み、市の職員（環境課、教育委員会、産業活
性化、水道部）にもプロジェクト wet エデュケーターの資格取得にもかかわってい
ただいたり、水道部の見学では市の職員にスピーカーにもなっていただいたりしまし
た。しかし、市職員は 2018 年度 2 年目への継続的な活動にはつながりませんでした。
また、市内公立小学校の教育現場の授業の中で実践できるよう働きかけをしていきま
したが、協力が得られず導入にはいたりませんでした。
　一方、参加者の中にいた私立中学校の教員や市内で活動する NPO 代表の方から嬉
しい申し出がありました。今回のつながりから授業の教材として使いたいことや助っ
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人として人材の協力の相談があります。まずは、市民レベルで多摩川流域の地下水の
文化、価値を継承する次世代教育のために、コミュニケーションを重視した「水を守
る」「水を活かす」リーダーのネットワークも構築していきます。今回の開催を通じて、
市内外の専門家や研究者、思いのある市民のつながりができたことは、今後の活動に
も連携ができる道筋ができました。墨田区や京都で開催された水文科学会で発表でき
たことも自信になりました。
　昭島市が 2019 年度から 3 か年かけて深層地下水流動調査をします。現在、アキ
シマクジラの化石で盛り上がる昭島市です。化石は上総層群中の「なめ土」と言われ
る小宮層から発見され、深層地下水 100％の水道水は、アキシマクジラが発見され
た地層の更に深い層から汲み上げられています。今後、「水を守る」「水を活かす」リー
ダーのネットワークも構築時にも、多様な昭島にある資源と掛け合わせることで、子
育て世代ら若い層にも広がる活動ができる機運が昭島市にはあります。　　
　我々は、さらに多様な研究者と市民がつながり、昭島の水教育のリーダーとなる人
材の活動が広がる取組みも考えていきます。

参考資料
「路傍の文化財」作成者：昭島市教育委員会
「あきしま環境マップ」作成者：昭島環境フォーラム
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おわりに

　人材育成を戦略的に企画するにあたっては、専門家である橋本淳司氏（水ジャーナ
リスト、アクアスィア・水教育研究所代表）には多大なる助言・協力をいただき、講
師として何度も昭島市へ来ていただきました。
　また、貴財団から紹介いただいた、昭島市在住の市民研究者・長谷川氏との連携で、
幅広い世代の地域連携もできました。２年間の中で人材育成した方には、元競泳のオ
リンピアであり、昭島市内で子どもとかかわる NPO の運営をされている方や、市内
私立中学校の理科教諭、地下水にかかわる企業に勤務される方もおり、今後のつなが
りの広がりの可能性を実感しています。
　今回、人材育成で出会った方々が昭島の水のステークホルダーとして、市の環境イ
ベントや学校教育現場や市民が企画するイベントで協働していきたいと考えていま
す。貴財団の助成金で 2 年間の一般研究をさせていただいたことで、水文化を継承
する昭島の方々との新たな連携ができたこと、水にまつわるステークホルダーのつな
がりや人材育成ができたことに感謝申し上げます。

この報告書は、（公財）東急環境財団多摩川およびその流域の環境浄化に関する基礎研究、

応用研究、環境改善計画のための研究・活動の一般研究の助成金で作成しました。
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