
 

 

 
   

快適生活下水道フォーラム 2012
実施報告書 
平成２４年９月２３日（日） 来場者数 970 名 

いわき芸術文化交流館アリオス 

主催 公益財団法人福島県下水道公社 

共催 いわき市                    

後援 福島県・福島県市長会・福島県町村会・福島県下水道協会 

全国町村下水道推進協議会福島県支部 

福島民報社・福島民友新聞社 

㈱いわき民報社・㈱いわき市民コミュニティ放送 



 

- 1 - 
 

－開催趣旨－  

 

東日本大震災により被災された方々に対しまして心よりお見舞い申し上げます。 

 近年、全世界において地球環境への関心が高まっております。川や海・湖などの水質悪化

の大きな要因は、私たちが暮らしの中で排水する生活雑排水と呼ばれるものです。水環境を

保全・維持するために、生活雑排水への対策が不可欠であり、下水道の果たす役割は非常に

重要です。 

福島県においても、私たちの身近にある川の清らかな流れや美しい湖の水質を取り戻すため、

地域の方々の熱心な取り組みや下水道の整備等により、私たちの取り巻く水環境は改善され

てきています。しかしながら、福島県の下水処理人口普及率は平成２１年度末で４８．１％

と全国平均の７３．７％に比べ大きく立ち遅れている状況にあり、下水道のさらなる普及に

努める必要があります。 

 このフォーラムでは、身近にある「水環境」にスポットを当て、暮らしが水環境に与える

影響や下水道の役割について、県民の皆様とともに考え、関心を深めていただき、下水道事

業に対するご理解と下水道の普及率向上を図ろうとするものです。 
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 プログラム   

 

１）開 会        13:30～ 

（いわき市立植田小学校吹奏楽部の演奏によるオープニングセレモニー） 

 

２）挨 拶        13:40～ 

・主催者あいさつ  （公財）福島県下水道公社理事長 小柳秀一 

・来賓あいさつ    いわき市長 渡辺敬夫様（代理 いわき市副市長 鈴木英司様） 

 

３）第５１回下水道いろいろコンクール入賞作品紹介 13:50～ 

※公益社団法人日本下水道協会主催の「下水道いろいろコンクール」入賞作品紹介。 

併せていわき市より入賞された方に伝達表彰式を実施。 

 

４）活動発表       14:00～ 

○活動発表 

地域で水環境啓発活動を実践する団体の活動発表 

・夏井川流域住民による川づくり連絡会、いわき市立夏井小学校 

「夏井川流域上下流の小学校の交流を通じ一体感を育む」 

 

～休 憩（１０分間）～       14:20～ 

 

５）記念講演       14:30～ 

○記念講演者：さかなクン  

「教えて！水環境とおさかなのつながり」 

 

６）閉 会        16:00 

 

※進行アシスタント：ミス日本「水の天使」酒井美帆 
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【オープニングセレモニー】 

 ミス日本「水の天使」酒井美帆さんの開会宣言の後、オープニングセレモニーとしていわき市立

植田小学校吹奏楽部の皆さんがＡＫＢ４８メドレーの演奏を披露してくれました。 

植田小学校吹奏楽部のすばらしい演奏で開会から会場は大変な盛り上がりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき市立植田小学校吹奏楽部のご紹介 

私達の植田小学校は創立１３０年を越える伝統ある学校で、いわき市の南部に位置し、校舎の一

部からは太平洋を眺めることができます。ただ震災の影響で、校庭の３／４程度と体育館が使えず、

つらい日々が続きました。やっと校庭はこの２学期から使用できるようになり２年ぶりの運動会が

１０月に開催される予定です。全校生６２４名、そのうち吹奏楽部員は６年生１５名、５年生１５

名、４年生１３名、３年生７名計５０名です。 

 私達吹奏楽部は「響き合う心とハーモニー」をモットーに、６年生を中心に各パート仲良く工夫

しながら日々活動しています。各種コンクールに積極的に参加したり、地域のイベントに楽しく参

加させていただいています。吹奏楽コンクールにおい

ては３年連続東北大会出場を果たし、昨年は東日本大

会にも出場でき大きな自信を持つことができました。

私達の活動を支えてくれる保護者会のみなさんは、吹

奏楽経験者が多く、温かく見守りながら、時には的確

なアドバイスを下さる心強いサポーターです。 

 本日は、会場の皆さんに吹奏楽の楽しさ・軽快な響

きが届くよう演奏します。どうぞお楽しみ下さい。  

 

いわき市立植田小学校吹奏楽部

オープニングセレモニーの様子 
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【挨 拶】 

●主催者あいさつ  

公益財団法人福島県下水道公社 

理 事 長 小 柳   秀 一 

 

 

 

皆さん、こんにちは。ただいま、紹介をいただきました公益財団法人 福島県下水道公社 理事

長の小柳でございます。 

本日は、『快適生活 下水道フォーラム２０１２』を開催致しましたところこのようにたくさんの

方々に、ご参加頂きまして、ありがとうございます。また、来賓の皆様方には、ご多忙の中、ご臨

席を賜り、誠にありがとうございます。 

いわき市立植田小学校吹奏楽部のみなさん、すばらしい演奏ありがとうございました。 

さて近年、全世界において地球環境への関心が高まっております。福島県においても、私達の身

近にある川の清らかな流れや美しい海を取り戻すために、県内各地で多くの方々の熱心な活動や下

水道の整備により、年々、水環境が良くなってきていることは、大変喜ばしい事であります。しか

し、県内の河川などの水質は、まだまだ十分と言えない状況にあります。 

また、福島県の下水道の普及率は平成 21 年度末で約 48 パーセントと全国平均の約 74 パーセ

ントに比べ、大きく立ち遅れています。今後とも皆様方の活動と、私達の日常生活から発生する汚

水を処理する下水道の果たす役割は大変重要であります。 

このような状況の中、本フォーラムは、「水環境と下水道」について、皆様方に理解を深めていた

だくために平成 16 年度より県内各地で開催しております。いわき市では初めての開催となります。 

今回は、全国の小中学生を対象として、下水道に関する書道や作文、ポスターなどの各部門で行

われた「第 51 回下水道いろいろコンクール」で入賞されました作品の紹介といわき市内で熱心に

水環境啓発活動を行っている、夏井川流域住民による川づくり連絡会といわき市立夏井小学校のみ

なさんに、現在の活動状況について、発表して頂きます。また、記念講演としてはテレビなどでも

御活躍され、東京海洋大学客員准教授として教鞭もとられている｢さかなクン｣に記念講演をお願い

しております。このフォーラムでは、「美しい水環境を未来まで」をサブテーマにしておりますが、

県民共有の財産である美しく清らかな水環境を未来の世代に引き継ぐことは私達の使命であります。 

皆様には、今後とも、より一層の下水道事業に対するご理解を頂くと共に、このフォーラムを通

して、私達が住んでいる地域の川や海の水環境の保全に対する関心を深めて頂ければ幸いでござい

ます。 

終わりになりますが、このフォーラムの開催にあたりましてご協力を頂きましたいわき市をはじ

め、関係団体の皆様に心から御礼を申し上げまして、あいさつといたします。 
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【挨 拶】 

●来賓あいさつ  

いわき市長 渡辺 敬夫様 

（代理 副市長 鈴木 英司様） 

 

 

 皆さん、こんにちは。副市長の鈴木でございます。本日は渡辺市長に代わりましてご挨拶を申し

上げます。 

 今日は、下水道フォーラムに足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。 

 このフォーラムは今年で９回目だそうでありますが、いわき市で開催されるのは初めてというこ

とでございます。 

開催にあたられてご尽力いただいた皆さんにも心から御礼を申し上げる次第です。 

 今、世界的に地球的に、環境の問題というのが大きな関心を呼んでいるところでございます。 

とりわけ、水の問題につきましては、例えば水質汚濁の問題。あるいは、今日もかなり強い雨が降

っておりますが、最近の地球温暖化のせいではないかと言われておりますような集中豪雨。 

これら発生する水害をどう防ぐか、様々な面で水に対する認識、課題などが浮かび上がるのでは

ないかというふうに思っております。 

 昨年の３月１１日のあの大震災の際にも、水道、飲み水をどう確保するか、トイレの水をどう確

保するか、あるいは排水をどうするか、これが大きな課題となったところでございます。 

なんとか今、水道、下水道どちらもほぼ 100％の復旧となりましたが、とりわけ沿岸部中心では、

街の復旧復興はこれからということでございます。その街の復興にあたりましても、この水の問題

をどうするかというのは一番基本になるところでございます。 

 私といたしましては、市民の皆さんに安全に安心して生活いただけるような、そんな街となるよ

う、震災前よりももっと活力のある街を目指していきたいと思っているところでございます。 

 本日の下水道フォーラムを機に、下水道あるいは水に対する関心がさらに高まりますよう、そし

てまた今日一日、楽しんでお帰りいただけることができますよう、心からお祈りをしながらご挨拶

といたします。 本日は誠にありがとうございました。  
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【第５１回下水道いろいろコンクール入賞作品紹介】 

 第５１回「下水道いろいろコンクール」では、いわき市及び福島県下水道公社が作品を募集し、

日本下水道協会に応募したところ３部門で５作品が入賞されました。 

本フォーラムでは各部門で入賞された作品の紹介、並びにいわき市より応募し入賞された方に対

して鈴木副市長より表彰状が伝達授与されました。 

－第 51 回「下水道いろいろコンクール」入賞作品紹介－ 

○書道部門 小学校高学年の部 

 

 

 

 

 

 

 

日本下水道協会会長賞 髙萩 愛理さん     入  選  山崎 暉紗さん 

いわき市立平第一小学校６年(※)             いわき市立平第一小学校５年(※) 

○ポスター・絵画部門 小学校高学年の部 

 

 

 

 

 

入  選  上遠野 麻衣さん      入  選  松野 愛梨さん 

郡山市立大島小学校６年(※)             郡山市立橘小学校６年(※) 

※学校及び学年は平成２３年度時点での表記です。
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○作文部門  小学校高学年の部 

国土交通大臣賞 出村 伊織さん  いわき市立中央台南小学校５年(※) 

「ありがとう下水道」 

 私の母は、何でも冷ぞう庫にはりつけるくせがある。学校のお知らせや募金のふくろ、町内会や

子供会のプリントなどなど。母が言うのには、「ここが、一番なくさない場所」らしいのだが、私に

は、七夕の笹につける短ざくのようにしか見えない。 

 ある日の事、水道料金の集金のお知らせのレシートがはってあった。私の家では電気はもちろん、

水道やガスなどいつも無だのないよう、エコロジーに心がけている。 

 ついだれかがうっかりつけっぱなしや出しっぱなしにすると、「地球にやさしくないでしょ」と、

家族にしかられる。あたり前の事だがみんなで心がけているから、わが家のエコロジーは最強だ。 

 さて、その水道料金のレシートを見て、ふと、私は不思議になった。水道料金が２つもある。 

（どうしてだろう） 

 家は１つなのに、水道が２つあったのだ。 

 さっそく母に聞いてみた。すると、「それは上水道と下水

道よ。」 

 ますます分からなくなった私に、母は説明してくれた。

つまり、私たちがふ通にじゃ口から出している水が上水道

の水。そして、使った水が流れて行くのが下水道。使った

あとの水は、下水道を通って集められきれいになって川や

海へ。でないと、川や海がとたんによごれてしまう。大変だ。 

 だから、きれいな水を使う料金と、使った水をきれいにす

る料金の２つに分かれていたのだ。なるほど。 

 ちょっと興味を持った私は、さっそく図書館に行って、

下水道やトイレについて書かれている本を借りてきた。 

 おどろいた事に、昔から上下水道がきっちりと整備されていた古代都市があったり、かと思うと

１６世紀ころのヨーロッパのお城にはトイレが無くて、あの有名なフランスのベルサイユ宮殿にも

トイレや下水道は無かったから、けっこうあちこちよごれていたらしい。がっかりした。 

 逆に、中世のスペイン辺りでは家庭からでる下水や、排せつ物などをみんな平気で捨てていたそ

うだ。雨が降ったら下の方に流れるように、町がななめに作られていた所もあるらしい。そしてお

もしろい事に、その道路に捨てられている汚物をふまないように開発されたくつが、ハイヒールだ

そうだ。 

 私はおしゃれが好きで、大人になったらスーツをびしっときめてハイヒールをはきたいと思って

いたのだけれど、大人になった私はきっと、ハイヒールをはくたびに、この事を思い出してしまう

んだなと思ったら、少しおかしかった。 

 朝、起きて顔を洗い歯をみがく。母は朝ごはんを作ってくれる。夜には、たっぷりのお湯でおふ

ろに入る。湯上がりには、洗たくしたパジャマを着る。こんなあたり前の毎日が、実は、上水道や

下水道のおかげなんて今まで考えた事が無かった。 

 上水道はもちろん、下水道があるから毎日のくらしが清けつでかいてきなんだ。 

 私は、なんだかすごい事を発見したような気分になった。そして、ますますお水は大切に使わな

くてはいけないんだなと思った。

作文を朗読する出村さん 
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「下水道いろいろコンクール」とは･･･ 

全国の小中学生及び一般の方を対象に、９月１０日の「下水道の日」にちなみ、下水道に対する理

解を深め、下水道の健全な発達に役立つことを目的に、(公社)日本下水道協会、㈱日本水道新聞社（日

本下水道新聞）が主催し毎年行われているコンクールです。 

  

出村さん（左）山崎さん（右）へのインタビュー 

伝達表彰式の様子 
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【活動発表】 

地域で水環境啓発活動を実践する夏井川流域住民による川づくり連絡会、並びにいわき市立夏井

小学校の皆さんより「夏井川流域上下流の小学校の交流を通じ一体感を育む」と題しまして、活動

の紹介やその活動による小学校の体験学習成果などを大変分かりやすく報告していただきました。 

夏井川流域住民による川づくり連絡会 

発表テーマ：「夏井川流域上下流の小学校の交流を通じ一体感を育む」 

◯発表者 永井 精 氏 

○発表概要 

夏井川流域の会では大きな７本の柱を基本として

活動を行っています。 

 １ 水環境を守る 

 ２ 生態系を守る 

 ３ 森と水を育む 

 ４ 里地里山を守る 

 ５ くらしを守る 

 ６ 流域の魅力を発信する 

 ７ 人を育てる 

いわき市立夏井小学校 

◯発表者 鍵谷杏佳さん 山崎好葉さん 渡辺真奈美さん 宿屋荘純くん 渡邊龍介くん  

久保木翔生くん 塩姫瑚さん 小松広弥くん  大和田雄太くん（壇上左より）   

○発表概要 

  夏井川流域の会の方から農業排水と愛谷江筋の水

のパックテストや透視度の測り方を教えていただき、

夏井川上流を中心に調査活動を行いました。パック

テストや透視度を測ることで水の汚れ具合を知るこ

との他に、森や川の生き物からも汚れ具合を知るこ

とを学びました。夏井川中流では水生昆虫調査を行

い、夏井川サイクリングロードわきの親水公園など

で様々な昆虫を観察し、野鳥の会の先生から､いわき

の河口に見られる野鳥なども教えていただきました。

小野町立夏井第一小学校との交流活動や夏井川河口

に行き､地域の方々に投網で魚をとる様子やうなぎの

とり方を教えていただいたり、小舟に乗って川の様子

を観察しました。このような活動を通して見つけたたくさんの生き物が､豊かな夏井川の恩恵を

受けて、命をつないでいることがとてもよくわかりました。このつながりが、ずっと続いていけ

るように、これからも夏井川から学んでいきたいと思います。 

夏井川流域住民による川づくり連絡会

による活動発表の様子 

いわき市立夏井小学校６年生の皆さん 

による活動発表の様子 
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「夏井川流域住民による川づくり連絡会」活動のご紹介 

 「夏井川流域住民による川づくり連絡会」は、いわき市の夏井川流域住民が、主体的に治水・利

水・河川環境等の諸問題に関わっていこうとする団体で、平成 12 年に発足しました。平成 18 年

には、流域全体を視野に入れた活動ができるよう小野町・田村市滝根地区住民と連携し「夏井川流

域の会」を発足させ活動しています。これまで、流域一斉水質調査や川沿いサイクリング、子供対

象の水辺の教室等の事業を実施してきました。 

 昨年度からは、流域下流の「夏井小学校」（いわき市）と上流の「夏井第一小学校」（小野町）の

児童との交流事業を行ってきています。第 1 回目の昨年度は、上流の小野町夏井第一小学校で交流

会を開催し、お互いの地域と川との結びつきや学習成果等を発表しあい、相互理解を深めました。

今年度は、これまでの身近な川に関して学習してきたことを中心に、9 月 5 日、下流の夏井小学校

で交流会を開催しました。交流会では、お互いの活動紹介と河口部の現地視察や地域の方から川と

生活との関わりについてのお話をうかがったり、カニ釣り等を楽しみました。今後も、流域上下流

の一体感を深めるため、このような事業を継続していきたいと思っています。 
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東京海洋大学客員准教授 「さかなクン」氏 

【記念講演】 

 

 

 

○発表テーマ：「教えて！水環境とおさかなのつながり」 

記念講演の序盤では、下水道についてミス日本「水の天使」酒井美帆さんと福島県下水道公社職

員とトークを行い、下水道の役割やしくみなどお話しをいただきました。 

また、中盤からは、イラストやクイズなどを交え、日頃私たちが口にする身近な魚の知識から、

海の生態系や水環境のことまで、これからの環境・社会を担う子どもたちを主対象に、楽しく分か

りやすく、かつ最終的には魚にとって水環境がいかに重要か、また下水道の必要性を結論付けてお

話ししていただきました。 

さかなクンからの３つのお願いはご来場頂いた

皆さんに強く印象に残ったようです。 

 

【さかなクンからの３つのお願い】 

 １．石けんを使いましょう。 

（環境にやさしく） 

 ２．食べ物を感謝していただきましょう。 

（好き嫌いをなくす） 

 ３．ものを大事に使いましょう。 

（節約を心がける） 

 

 

 
●「さかなクン」氏プロフィール● 

東京海洋大学客員准教授 

お魚らいふ・コーディネーター 

お魚の豊富な知識と経験に裏付けされたお話や、

そのキャラクターが幼児からお茶の間まで大人気

のさかなクンです。子供たちを中心に魚や海・自

然への興味を引き出し、漁業魚食と環境保全への

理解が増すよう、さかなクンらしいカリキュラム

を組み全国規模で講演を行っております。 
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記念講演の様子 
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