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がんばれ！エコ活動 

私たちが毎日あたりまえに使っている水。使った後きれいになって、また私たちのところに
戻ってくるって知ってた？　今回は、リサイクルされる水の流れを追ってみたよ。ふたたび
戻ってくる水を大切に使うために何をしたらいいのか…。 
さぁ、いっしょに水の旅に行ってみよう！ 

本誌掲載記事などは、自主取材のほか、原著作権者の許諾を得て掲載しております。いずれも無断転載はできません。 

思い出のモノローグ 

　　[撮影：長 賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]
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本誌は、古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

みんなが持っている川への思いを集めたい 
 私の住んでいる越前市には、南北に日野川が流れております。そして、豊
橋、万代橋、帆山橋と３つの橋が市街地の東西の地区を結ぶ大動脈となって
おります。この３つの橋の区間は春には、散策を楽しむことができる桜の堤
防が続いております。以前、県外の方から「桜の時期には、河川敷を利用し
た桜まつりなどはありますか？」と聞かれ、私は、「観光客の方に楽しんで頂
けるような桜をテーマにした催しは、残念ながらありません。」と答えました。
その時私は、市民からのいろんな意見を掘り起こすと、もっと川を活かした
活動ができるのではないかと感じました。またこれまでには、写生大会や詩
を詠む会をしてはどうかとか、花見船を浮かべてはどうかなど、楽しい企画
提案を周囲から聞いております。 
 その他最近の川に関係する話題ですが、越前市のまちなか再生事業の討論
の中では、市民や学生、専門家などが、昔市内を流れていた用水や松並木を

復元してはどうかという提案がありました。これは、川のある暮らしを人々
が求めている証拠だと思います。 
 このように、私の周りには実際に川辺で活動していなくても、川への思い
を持っている方がたくさんいらっしゃることがよくわかります。ただ、それ
らの意見を集結して大きな成果をあげることは、非常に難しいことです。全
国には、河川整備や水環境保全に向けた取り組みをする団体がたくさんあり
ますが、私の地域に照らし合わせて、持続可能な参考事例があれば積極的に
取り組んでいきたいと思っております。 
 最後に、私が活動する日野川では、県内外の方々に川のある暮らしの楽し
み方を知って頂くために、南越前町にカヌーや水辺の体験ができる場所を用
意しております。たくさんの方々にご利用頂き、川に向き合う心を育てて頂
きたいと思います。 

ドラゴンリバー交流会理事　上木　善憲 

～浮き島でお掘りを浄化～ 
福井市　順化小学校 

流域の皆さんの川へのさまざまな想いをまとめてみました。 

リレーエッセイ 

　暮らしの中の小さなエコは簡単なようでとても難しい。続
けることはもちろん、ゴミを出す際も捨てるのか節水や水の
汚れは気になっても洗って資源ゴミなのか・・・でもきっとそ

んな問題意識が大切なんだと自分に言い聞かせ、少しでも頑張りたいと意欲だけはあ
る私です・・・　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鍋屋　祥代） 
 
　手づくりおもちゃの科学館の工藤先生にお会いする前、「元大学教授だなんて、近
寄りがた～い人だったら…」とドキドキ。しかし、威圧的な雰囲気は微塵も感じられ
ず、一緒に楽しみましょうという姿勢が心地よくて、ついつい長居してしまいました。
帰りにはちゃっかり折り紙の宿題もいただいて、現在奮闘中。　　　（谷川　みどり） 

　今回カッパは池田町の山奥で薪割りを楽しみました。雨の降る寒い日だったけどち
ょっと体が温まりました。冬の雪の量も半端ではないところだけど、それでも自然に
囲まれた生まれた町が大好きだと話す長谷川さんにカッパは清き一票を入れました。
煙突を掃除するのに作ったものだという変なものをお土産にもらってちょっとご機嫌
なカッパです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （カッパ／坂口　よし子） 
 
　この冬、実家で昔使っていた対流型の石油ストーブを小屋の奥から引っ張り出して
きました。磨いて使用してみると、オレンジの明かりがなんとも懐かしくてあったか
い！お湯が沸かせるし、電気を使わないため災害時でも役に立つとか。ガス･電気代
の節約になれば、これもエコライフ！？　　　　　　　　　　　　　 （小林 　桂子） 

 
 
  

　季節ごとに美しい風景を見
せる県庁のお堀。残念ながら、
水質は決して良好とは言えな
い中、順化公民館の少年教育
事業の一環として順化小学校
の児童がビオトープの浮き島
を作り、効果に注目しています。
浮き島は、植物や県からの支
援で県産間伐材を使い、８月
に夏休みを利用して製作しま
した。現在は通常のクラブ活
動とは別に、動植物の生態に興味を持つ４年生から６年生までの19
名が自主的に参加、ビオトープクラブとして調査、観察を続けていま
す。当初植えられたアシ、カキツバタ、マコモなどの苗は、現在背丈
が１m程に成長しました。10月にはカメが甲羅干しする姿が多く見
られるなど水生生物や魚、またこれからの季節はカモなどの野鳥の休
息、巣づくりの場所としても期待があつまっているそうです。 

 ほかにも、これらの水生植物
が水中の余分な栄養を吸収し、
水質を浄化させることにも注目
しているそうで、今後、微生物
や水質の調査をすすめ結果をま
とめる予定です。私たちにとっ
ても大切な、お堀の未来に繋が
る試み、その成果に期待したい
ですね。 

　今年の5月にオープンした「手づくりおもちゃの科
学館」は、九十九橋から50ｍほど歩いた、呉服町商店
街南側入り口にあります。手作り感たっぷりの看板が
目印。中には、たくさんのおもちゃが陳列されています。
運営にあたるのは、今春福井大学を退職された工藤先生。
接着剤を使わずに作る多面体など作りためた作品に興
味を持ってもらおう、簡単な仕掛けで驚きが生まれる
科学に触れてもらおうと、ほとんど自費で運営されて
います。開館日には、様々な実験教室も行なっています。遊びに来るのは小学生が多
いようですが、中学生や高校生、学校の先生にこそ足を運んでもらって、科学の楽し
さを次世代に伝えていって欲しいと工藤先生は願っています。頭と手を使う科学は、
実は大人のほうが熱くなってしまうそうですよ。「なぜだろう？」「こうしたらどうな
る？」という気持ちをゆっ
たり語り合いながら過ごせ
るこの科学館、是非一度訪
れてみてね。 
 現在、「手づくりおもちゃ
の科学館」では、準備や運営
などを手伝ってくれるアシ
スタントを募集しています。 

手づくりおもちゃの科学館 
場所：福井市順化２丁目10-６ 京町ロータリービル１F 
開館時間：土曜日（毎週ではないので、HPで確認を） 
PM1：00～5：00　　 連絡先：TEL 0776-38-2959 
HPアドレス：http://www17.plala.or.jp/handicraft-toys/

 
 
 

　いつ頃のことかな…。近所の川で泳いで
いたら、でっかい、黒いコイがいてビックリ！ 最初は驚いたけど、いっ
しょになって泳いだ楽しい記憶があります。ただランニングシャツに短
パンで泳いでいたので、帰ってから親にとっても怒られた。なつかしい
思い出です。　　　　　  　　　　　　　　　　　　　（越前市／みちお） 
 
 小学校低学年の頃の僕の毎朝の仕事は、近くの小川でのしじみ捕りで
した。それが、その日の朝ごはんの味噌汁になっていたのです。とって
も健康的な我が家の朝でした。　　　　　　　 （旧今立町／たかちゃん） 

 
 
 
 海の近くで育った私は、川とはずっと縁がありませんでした。初めて
川で泳いだのはすっかり大人になってから。それまで、海と違って絶え
ず流れ続ける川に恐ろしささえ感じていました。でも、泳いでみてびっ
くり。山の中の静かな清流の、透明でさらりとした水の感触。夏の日射
しで火照った体をきりりと冷やす、心地よいあの冷たさ。夢中で泳ぎ続
けて、川面からふと見上げた空の青と木々の緑は、まぶしいほどでした。
私が憧れていた「夏」を見つけた気がしました。　　　　　　　　　　  

（福井市／少年時代） 
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　マイバッグ運動や植樹、川の清掃など、最近は学校単位、地域単位でいろんなエコ活動が活発で、身近な問題として環境を考え
るようになってきました。今回は、特に水の循環にスポットをあてて、水の再利用と水にまつわるエコ的暮らしを考えてみたいと
思います。私たちが普段使っている台所やトイレ、お風呂などから出された生活排水はいったいどのように循環されているのでしょ
うか。下水処理のしくみについて調べてみました。 
　生活排水は、下水処理場できれいな水に再生され、また、下水道が普及していないところでは、それぞれの家庭に浄化槽を設置し、
下水処理場と同じような働きをさせて川に流しています（合併処理浄化槽）。 

 家庭か ら出された生活排水が、どのような道のりをたどってきれいな水や新しいものへと生まれ変わっていくのかを
追ってみましたが、セメントの原料やタイルなどまったく違うものに生まれ変わるのには驚きましたね。 
 平成17年度実績で福井市の下水汚泥 リサイクル率は60％と５割以上の水準です。将来目標は全量有効利用、100％の
リサイクル率を目指しています。100％のリサイクル率に到達するまでにはまだ年月がかかりそうですが、地球環境のた
めにも一日も早い目標達成を願いたいですね。 

取材協力＆写真提供／福井市下水道部企画課・日野川浄化センター 

イラスト＆解説文提供：（財）福井県下水道公社 

肥　料 
セメント原料 
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リサイクルの用途 

脱水ケーキ 

肥  料 

 雪国 の冬の風物詩のひとつに“かまくら”がありますね。
毎年２月の第１日曜日に開かれる「たけだのじょんころ
雪まつり」には大きなかまくらが登場します。童心にかえっ
て、ちょっとのぞきに行ってみませんか？ 

 福井市 では、川や海の汚染をはじめ地球温暖化や酸性雨など、環境問題の解決のために、家庭でも環境
にやさしい暮らし方に取り組んでもらおうと、『ムダ一掃（ＩＳＯ）ファミリープラン』というプログラムを作っ
ています。 
　チェックシートの中から、ほんの一部を抜き出してみました。みなさんの家ではどのくらいできているのか
チェックして、環境について考える一歩にしてみませんか？ 

日 　時 

場  　所  

問い合わせ 

平成19年２月４日 

竹田小学校 
 竹田公民館（TEL：0776－67－2543） 

詳しい内容を知りたい方は、福井市 環境政策課まで 
TEL：0776－20－5398 
URL：http://www.city.fukui.lg.jp/d210/kankyo/education/katei/index.html

チェック欄 

 いつも使 っている調味料や油。もし、これらを台所から流してしまったら、水はどれだけ汚
れるのでしょうか！？その汚れがどれだけひどいか、そして、汚れた水を魚がすめる水質に戻
すには、どのくらいの水が必要なのかを調べてみましょう。 

 
 
 
 

 川を汚 している一番の原因は何でしょうか？ 
実は、私たちの家から出る水“生活排水”が一番の原因なのです。
川を汚す犯人はそう、私たちなのです！ 
　昭和40年代までは、川や海の汚れの一番の原因は、工場か

らの排水でしたが、今は法律や条例などの厳しい規制によって減ってきています。現在は、
川や海を汚す原因のうち約70％を、日常の生活排水が占めているのです。 
 生活排水には、水洗トイレからの排水（し尿）と、台所やお風呂、洗濯などで使用された水（生
活雑排水）があります。中でも一番水を汚している原因が、生活雑排水の台所からの排水な
のだそうです。普段、台所で何気なくしていることが、川を汚す大きな原因になっていたの
ですね。川を汚さないようにするには、私たちの行動を見直す必要があるのです。 

とい
うわけで

調査  

取材協力／福井市 環境保全課 

残飯入れに捨てる。流しの排水口や、三角コーナーには、水きり袋や古ストッキングを使
用して、細かいくずも流さないようにする。 食 べ 残 し １ 

食べ残しや調理で出たゴミは、家庭用の生ゴミ処理機を使って、肥料として再利用するのもいいね。 

紙や布などにしみこませるか、凝固剤で固めて燃やせるゴミとして出す。お皿についた
油汚れなども、まず新聞紙などで拭き取ってから洗う。 使い古した 

食用油 ２ 
廃油を利用して、石鹸作りもできるよ。 

米のとぎ汁 ３ 米のとぎ汁は植木の肥料にもなり、水やりに最適！ 

おでんや 
鍋物の残り汁 ４ 葛きりや春雨を入れて煮ると、汁が減る上、もう一品できるよ。 

まとめ洗いをする（洗濯機容量の80％ぐらいが適量）。洗剤は、入れ過ぎず適量をはかる。 
　洗　濯 ５ 

風呂の残り湯を使う。 

資料／環境省 

（平成11年度） 

（国立環境研究所しらべ） 

生活排水の内訳 川を汚す排水の内訳 

生活排水 
68%

産業排水 
21%

その他 
11%

し尿 
30%

風呂 
20%

台所 
40%

洗濯等 
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× 

× 
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× 

25杯分 

330杯分 

4杯分 

3.3杯分 

汚れのもと 
（　）内の量を捨てたら 

＊ＢＯＤとは･･･水の汚れを表す目安。微生物が、水中の汚れを分解するときに必要な 
　　　　　　　酸素の量のこと。数値が高いほど、水が汚れている。 

 まずは、簡単なことからはじめてみましょう！ 
生活排水を減らすために、他にどんな工夫がある
か１日の生活を振り返って、家族や友達と話し合っ
てみるのもいいですね。私たち一人ひとりが、何気
なくしてしまっている行動を改めることで、下水処
理場や浄化槽にかかる負担が軽くなり、結果的には、
川や海をきれいに保つことにつながっていくのです。 
　かしこい家事は、川をきれいにするだけでなく経
済的！みなさんも、早速今日から実践してみませ
んか？ 

��������

きれいになって 
川や海へもどる 

　下水道管は、一旦、地下に埋設されてしまうと、
人の目に触れることはありませんが、実際使われ
ている下水道管を見られる場所が、福井市内に
あるんです！ 下水道に対する理解を深めてもら
おうと、昭和28年に設けられました。広さ100㎡
の地下室には、人の背丈ほどもあるコンクリート
管が交わり、接合している様子が見られます。 
　事前に連絡すれば、市の職員さんが案内してく
れるので、みなさんも一度、地下の世界を見学し
てみてはいかがですか？ 

福井市春山２丁目 
（松本通りと芦原街道の交差点の歩道） 

福井市下水道部  施設維持課 
Tel　０７７６－２０－５４４５ 

見学問い合わせ… 

 県内でも山深い町である池田町の、さらに山奥にアトリエ
を構えて暮らす長谷川さん。 
 「何でもすぐ捨ててしまうのはもったいない」という気持ち
からはじまったリサイクル生活はかなり筋金入り。家は近く
の古民家を移築、仕事場の機械は中古、照明器具は粗大ごみ
から拾ってきたもの。アトリエ側面は所々波板を使用。自然
光を取り入れて電気の負担を軽くしています。水は井戸水、暖房器具は薪ストー
ブ（薪には困らない）、長靴も穴が開いたら修復、作業服もボロボロに擦り切れ
るまで着つくす…。「ボロボロやけど、なんかかっこいいやろ、自慢なんや」と
笑顔で話す長谷川さん。とことんまで使い切ってあげるのを心から楽しんでいるようです。来年はアト
リエの裏の広大な庭で炭焼きをはじめる予定だとか。隣の畑で野菜をつくり、裏の庭で炭を焼き、廃材
も無駄なく使い、大自然の中で自然と寄り添うように暮らしていく長谷川さんの、自給自足のエコライ
フはこれからも進化しつづけることでしょう。 


