雨水生活は成り立つのか？
離島における小規模集落給水システム

【雨】

長崎県五島列島福江島の二次離島
あかしま

「赤島」は、日本国内で数少ない水
道施設のない島だ。今も生活用水を
すべて雨水に依存している。雨水タ
ンクの研究・開発や雨水利用調査な
どを行なってきた福井工業大学の笠
井利浩教授を中心に、雨水に頼った
島民の生活を、質と量の両面からサ
ポートする試みが進められている。

（上）
笠井さんと学生たちが赤島の森を切り開いて設置した50
㎡の集水面「雨畑
（あめはた）
」 提供：福井工業大学笠井研究室
（下）
赤島の航空写真。集落部に比較的近く、海水が混じらな
い森のなかに
「雨畑」
を設置した 提供：福井工業大学近藤研究室
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生きていくうえで
大切なもの
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奪うこともある。しかし、雨は生
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赤島の民家。屋根に降った雨水をパイプで集め、
各戸に設置してある貯水槽に溜めて使っている
提供：福井工業大学笠井研究室

雨水だけで暮らす赤島の人々は、東京に住む人たちの1/3～1/4
の水しか使っていない 提供：福井工業大学笠井研究室

3㎥

水温センサ

for commercial

ポンプ

62L
赤島

14
12
10
8
6
4

国内一般
赤島

20

2
0
0

時間帯別
水使用量

220L
東京都

1日平均
水使用量
30
ℓ

10

雨水を水源とした小規模集落給水システム

提供：福井工業大学笠井研究室
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笠井 利浩（福井工業大学 環境・食品科学科）
近藤 晶（福井工業大学 デザイン学科）

り組んでいく。
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加者のうち子どもは２人だったが、
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「雨水生活体験」の参加者たち
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の前で）
。左は参加を呼びかけたチラシ 提供：福井工業大学近藤研究室

