
　　

特集

第7回

Hello! Nice One!

清掃車にゴミとして収集されたエア
ゾール缶などが、圧縮された際に残存ガ
スを噴出し、回転板の圧縮や接触によっ
て発生した火花などにより引火し、出火
した火災が、平成23年中で77件起きて
います。（東京消防庁管内） 

◆エアゾール缶、カセットボンベなどは必ず中身が
空であることを確認してから廃棄しましょう。

◆中身を使いきれない場合は、火気のない風通しの
良い屋外で、残存ガスがなくなるまで噴出してか
ら廃棄しましょう。

◆地域の分別区分を守って廃棄しましょう。
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　第19回
　犬丸 徹三（いぬまる てつぞう）
   （1887年〜1981年）
　１種イ5号8側6番

日本を代表する高級ホテルのひとつ、
帝国ホテルの総支配人を勤め、日本のホ
テル業界の改革者として知られる犬丸徹
三は、明治26年（1893）、石川県能美市
に犬丸家の長男として誕生しました。 内気でまじめな子ども時代を経
て、家業を継ぐことが自らの道と考えていた徹三に、ひとつの転機が訪
れます。その優秀な成績で、東京高等商業学校(現・一橋大学)へ入学
が決まり上京します。しかし、在学中の学生運動により徹三は学問へ
の熱情を喪失し、かろうじて卒業するに至りますが、就職に頭を悩ませ
ることとなります。

ホテルマンとしての始まり〜単身、海を渡り自分磨きへ
明治43年（1910）、ようやく決まった就職先は南満州鉄道が経営し

ていた長春ヤマト・ホテルのボーイの仕事でしたが、お客様に頭を下げる
接客業は、若い徹三には受け入れ難いものでした。しかし、徐々に同学
の先輩である岩下支配人の語る経営方針に耳を傾けるうちに、ホテル
業に興味を抱くようになります。その後退職するまでの3年間でコックや
金庫係などの経験を積み、退職金を懐にして、大正2年（1913）に上海
に渡ります。上海のホテルでは、コックとしてホ
テル業を学び、徹三はさらなる雄心を抱いてイ
ギリスへ渡ります。ロンドンの鉄道ホテルで窓
拭きとして一からスタートした徹三は、下働き
に苦労しながらも、自分の仕事に誇りを持って
いる同僚に支えられ、「実に職業に貴賎なし」
と心に誓います。 強い意志を持った徹三の努
力は認められ、各国の一流ホテルで経験を重
ね、その技量を磨いていきました。

帝国ホテルへ入社…そして関東大震災
その評判は日本へも伝わり、徹三は大正8年（1919）に帝国ホテルに

副支配人として招聘され帰国します。すぐに二代目本館 通称「ライト館」
の料理場の設計を任され、帝国ホテルの初代本館の焼失事件を経て、
総支配人に任命されます。そして5年9ヶ月をも費やしたライト館がよう
やく完成し、開業披露となる9月1日、奇しくもあの関東大震災が起きた
のです。

この大震災を受けても、ライト館は倒壊もせず火災も免れ、その優秀
な建築に総支配人として貢献しました。震災直後はホテルを宿泊料無料
にして避難所として開放し、炊き出しなども行いました。また倒壊を免れ

たホテルで報道通信各社その
他各国の大使館に事務所とし
て場所を提供したり、外国での
知識を活かして日本で初めて
のビュッフェスタイルを広めたり
と、徹三はその革新的な功績
が称えられ、三つの外国勲章を
受章することとなりました。

青山表参道商店会 副会長
竹内 陽治 さん

青山表参道商店会は、会員数１８５店舗、
役員３５人で構成され、地域の商店の活性
化ときれいな環境づくりのため、全員が
一丸となって取り組んでいます。

昨年創立６０周年を迎え、記念式典及び祝賀会を開催しました。

▪いつからこの仕事に関わり始めましたか？
平成２年から役員として関わっていますので、約２４年になります。

▪関わったきっかけは何ですか？
商店会の役員を永年務めてきた私の父が高齢になり、また、当時の

商店会長の川島信録会長からのお誘いもあり、役員をお受けしました。

▪青山表参道商店会の主な活動は何ですか？
当商店会の事業としては、会員の厚生・親睦を図る新年会や旅行、環

境美化のための清掃活動（毎月第２、第４金曜日）、ホームページや掲示
板を利用しての広報活動、地域の活性化のための節分祭などがありま
すが、一番大きな事業は、夏に実施する「謝恩納涼盆踊り大会」です。
「謝恩納涼盆踊り大会」は、 ４０数年続いている事業で、毎年７月末に

善光寺で実施しています。地域に住んでいる方、働いている方に加え、
若い方や外国の方など、２日間で延べ２５００人を超えるお客様が来訪さ
れます。また、盆踊り会場では役員が模擬店を出店しています。今年
度は、焼きそば・綿菓子・かき氷などの６つの飲食店に加え、子ども用ガ
ラポンゲーム・植木販売などのお店も出店しました。

▪「謝恩納涼盆踊り大会」の大変なことはどんなことですか？
設営から解体まで４日間を通しての事業となるため、ご商売をされて

いる役員の皆さんにとっては、準備がご商売との並行作業になり、様々
な調整が難しくなることです。提供する内容の検討や予算立て、買出
しといった準備などにも苦労しています。

▪「謝恩納涼盆踊り大会」のやりがいは何ですか？
普段、役員の皆さんは、自分の

店や会社で仕事をしていますが、こ
の時期はひとつの目的に向かって
協力し合うことで、信頼や連携が強
まっていくのを感じ、皆さんと一緒
に事業ができることを大変うれしく
思っています。また、来場されるた
くさんのお客様が、笑顔で帰られる
のを見て、苦労はあるがやって良かったと感じています。

▪これからの目標は何ですか？
私たちの商店会は、６０年を超える歴史ある商店会ですが、今では、

地元二代目の若い方々が主力として活動を続けています。これからも、
この若い世代の方々と一緒に、さらに活気ある商店会を目指して、青
山を訪れた皆様が「また青山に行きたい」と思っていただけるような街
づくりをしていきたいと思います。

「MYタウン赤坂青山」は、地域の人が自ら企画・取材し、編集する地域情報誌です
赤坂青山の身近で魅力ある情報の発信を目指します

地域の人が
つくる

来日してから23年。英語教師、愛
知万博のスタッフを経て金融業界へ。
ニュージーランド出身で青山在住の外
資系銀行員、キャンベル・クレーランド
さん（41歳）にお話をうかがいました。

Ｑ1  来日のきっかけは何ですか？
「高校時代、1年間の交換留学で訪れた南米のチリで、海外の文
化や生活に触れ、外国に興味をもつようになりました。また海外
に行ってみたいと思っていた矢先、偶然名古屋で仕事を見つけ、
日本に来ることを決めました。」

Ｑ2  その後、どのような経緯で銀行員になったのですか？
「当初は日本の滞在は1年ぐらいのつもりでしたが、だんだんと責
任のある仕事を任されるようになり、結局、12年間、英語教師と
して働きました。もっとやりがいのある仕事に就きたいと思い、万
博でのＩＴ系の仕事を経て、金融関連の仕事に就きました。そこで
は、日本人の顧客を相手に、日本語で電話のサポート対応や為替
トレーディング業務を行うなど、金融業界で数年間キャリアを積み
ました。その後、東京へ移り現在の外資系銀行に転職しました。」

Ｑ3  赤坂・青山エリアに暮らしてみた感想をお聞かせください。
「青山に住んでもうすぐ4年になりますが、恵比寿、西麻布、赤坂
などが徒歩圏内なので本当に便利です。以前は千葉から大手町
へ通勤していましたが、職場が六本木に移ってから通勤時間が
往復3時間になりました。計算すると、人生の1割以上も通勤時
間に費やしていることに気づき、徒歩で職場に行ける青山へ引っ
越しました。週末には、テラスがあるお店にランチを食べに行った
り、青山通り沿いのマーケットまで散歩したりもします。マーケッ
トでは外国の商品や新鮮なおいしい野菜がたくさん売られてい
るので、見ているだけでも楽しいです。」

Ｑ4  今後も赤坂・青山で暮らしたいですか？
「これまでは、2～3年単位で人生プランを立ててきた私ですが、
もうすぐ我が家に子どもが生まれるので、生活が大きく変化する
と思います。現在の仕事はとてもやりがいがあり、しばらくはこの
近辺で暮らしたいです。まだ先の話ですが、リタイア後はニュー
ジーランドで生活したいと思っています。例えば、日本では何を
するにも（テニスやゴルフなど）事前に予約が必要ですが、ニュー
ジーランドでは道具をもって当日に直接行ってもその場ですぐで
きます。柔軟な生活ができる環境です。」

Ｑ5  日本に来て困ったこと、嬉しかったことを教えてください。
「普段はあまり気にしていませんが、日本に住んで23年になった
今でも、『外国人』という印象をもたれてしまうことです。ニュー
ジーランド人、アメリカ人といった印象ではなく、『外国人』か

『日本人』かという区切りで判断されてしまうのは残念です。 し
かし、日本人は外国人に対してとても親切ですし、一番うれし
かったことも、私が外国人だからこそ体験できたこと、というの
も事実です。例えば、長野でスキーのペンションに泊まった時の
こと、朝食に出た漬物がおいしかったのでおかわりを頼むと、食
べきれないほどの漬物が壷ごと運ばれてきました。これも私が外
国人で漬物が好き、と聞いて珍しいと思ってもらえたからでしょ
う。外国人だからこそ、良いことも残念なこともありますが、全
体的にはうれしい経験の方が多いように感じます。」

●お問い合わせ／赤坂消防署　電話 03-3478-0119

謝恩納涼盆踊り大会

赤坂地区総合支所では、地域情報誌「ＭＹタウ
ン赤坂青山」を年4回、発行しています。この情報誌は、地域のいろ
いろな世代や職業の方たちがボランティアとして、自ら取材から編集
まで行い、月１～２回の会議でアイディアを出し合いながら制作してい
ます。平成26年度の編集委員の募集に向けて、編集委員の活動内
容を紹介します。

いかがでしたか？　ひとつの情報誌に数ヶ月かけて、1年に4回の
情報誌を作り上げる作業は簡単ではありませんが、参加された皆さ
んは自らが企画や取材をした紙面を手に、達成感や充実感を持たれ
ています。来年度、情報誌の編集会議に参加し、取材して記事を書
いてみたい方、積極的に参加される編集委員のご応募をお待ちして
います。

編集委員って
どんなことをするの？

赤坂消防署からのお知らせ

参考図書：私の履歴書 第１２集（発行 日本経済新聞出版社）

赤坂警察署からのお知らせ

ご存知ですか？ 2つの「110番」

●お問い合わせ／赤坂警察署   電話 03-3475-0110 （内線2612）

警察には、緊急ダイヤルの「110番」の他、相談専用の「＃9110番」
があります。隣人のもめごと、家庭内のトラブル、その他ストーカーや
DV被害などの相談は、下記番号までご連絡ください。

●「メールけいしちょう」登録者募集中！●
警視庁では、お住まいの地域で発生した犯罪の情報などを、

メールでお知らせしております。 個人のパソコンや携帯電話から
登録できます。詳細は警視庁ホームページをご確認ください。

エアゾール缶・カセットボンベなどの
破裂によって火災が発生しています

●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話 03-5413-7272

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka/

東京都水道局では、三郷浄水場など利根川水系の浄水場への高度
浄水施設の導入を進めており、10月から、港区に利根川水系から供
給される全ての水が、より安全で、おいしい高度浄水になりました。

ミネラルウォーターとの飲み比べでも、約半数の方が、水道水の方
がおいしいと感じています。 皆さまも是非この機会に、水道水を直接
飲んでみてください。
●お問い合わせ

犬丸 徹三

帝国ホテル　二代目本館  通称「ライト館」

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方々 を紹介！！

vol.

2
キャンベル・クレーランドさん

新年度を迎えるにあたり、引っ越しを予定されてい
る方も多いと思います。 エアゾール缶やカセットボン
ベを廃棄する際は十分注意してください。 

「病院へ行った方がいいのかな？」
「救急車を呼んだ方がいいのかな？」迷ったら

東京消防庁救急相談センター 24時間対応・年中無休

つながらない場合は…
23区

03（3212）2323
多摩地区

042（521）2323東京消防庁　 東京都医師会　 東京都福祉保健局

携帯のバーコードリーダー
からの登録 パソコンからの登録

警視庁ホームページから「メー
ルけいしちょう」コンテンツを開
き、空メールを送信し、返信さ
れた登録フォームから登録する
ことができます。

警視庁総合相談センター 平日のみ受付  8：30～17：15

プッシュ回線が利用
できない場合は…
03（3501）0110●有川／今まで知らなかった赤坂・青山でのイベントや歴史、国際性豊かな住民

の方にお会いでき楽しかったです。 ●有田／編集委員活動を通じて、初めて、
地元である赤坂青山の地域社会の一員になれた気がしました。赤坂青山は「東京
砂漠」ではなかったです。 ●糸数／「お昼ごはんの時間です」の取材は、おいしい
時間でした。皆様ありがとうございました。●稲垣／地域の人がつくる情報誌を
考えながら、あっという間の1年でした。 情報は心を伝えるという意味があるの
ですが……。 ●遠藤／取材で、突然の電話に丁寧に回答して下さった方、資料
を準備し送付して下さった方……、皆様有難うございました。●鈴木／新しい出
会いがたくさんあった1年でした。赤坂・青山のことを、もっともっと知りたくなり
ました。 ●橘／取材や編集会議など初めての経験で、いろいろな考え方、見方
に触れることができ、楽しかったです。 ●中村／長年当たり前のように暮らして
きた街（地域）、知らないことばかりに気がつきました。もっと知りたい。伝えたい。
●馬場／不十分ながらの1年だったが、担当分担には全力投球したつもり。テー
マについては「地域情報誌」（住民参加型）ですから、立派な冊子ができればよい
との姿勢は不要でリアルでオリジナリティに軸足を置くべき。 ●平山／編集委員
の皆さんが「参加して良かった」と思えるようなコミュニティを形成して行きたいと
思って、参加しています。 ●森井／地域にあっても知らなかった施設や公園を取
材で訪れることができました。その時の発見や出会いが嬉しい１年間でした。

 編集後記
編集委員自らが地域の魅力を
発信する地域情報誌「MYタウ
ン赤坂青山」。今年度も最終号
を迎えました。1年間の活動を
振り返ってひとこと。

東京都水道局からのお知らせ

赤坂地区総合支所からのお知らせ

赤坂・青山地区
タウンミーティング

メンバー募集

赤坂・青山地域交流会を開催します

「未来に向け共存できるまち赤坂・青山～コミュニケーションを育むま
ち～」の実現にむけて、赤坂・青山地区では、区民協働によるまちづく
りを目指して、一緒に考え、行動する区民参画組織「赤坂・青山地区タ
ウンミーティング」を設置しています。

平成26年度は３つの分科会メンバーを募集します。
●対 象 者 ： 赤坂・青山に在住、在勤、在学者、または、赤坂・青山

のために活動したい人。
●募集する分科会 ：

①赤坂・青山歴史伝承塾……常に時代の先端のまちとして繁栄して
きた赤坂・青山。地域の歴史を自ら学び、まちの記憶を次世代へ
伝承するため、地域内外へ情報発信します。

②地域情報の発信・交流分科会……赤坂・青山の魅力を編集委員自
ら取材・編集し、地域情報誌「ＭＹタウン赤坂青山」を発行します。
身近で魅力ある情報の発信を目指します。

③いきがいづくり推進分科会……地域の高齢者の交流の場である
「赤坂・青山ふれあいサロン」を運営し、高齢者が住み慣れた地域
で安心して住み続けられるように、支援策を検討します。

●活 動 期 間 ： 平成26年4月～平成27年3月
●人　　  数 ： 各分科会ともに15名程度
●お申し込み ： 住所、氏名、電話番号（連絡先）、在住・在学・在勤等

の別、希望分科会を書いて、郵送、持参またはファックスで３月３１日
（月）までにお申し込みください。

●お問い合わせ ・ お申し込み
 〒107-8516　港区赤坂4-18-13
　赤坂地区総合支所 協働推進課 地区政策担当
　電話 ： 03-5413-7013　 FAX ： 03-5413-2019

水道事業への皆さまの
ご理解、ご協力により、

港区内の水道水は、

高度浄水100％
になりました。

編集や取材など経験のない初心者から経験
者まで10数名の方々がボランティアの編集委
員として集まり、特集テーマについて話し合い
ます。赤坂・青山ならではのテーマを全員で議
論し、それぞれの記事の担当を決めます。その

他に特集面以外のシリーズについても、担当を決めて取材を始めます。

決められたテーマに沿って、取材担当者
が、取材先に連絡し実際に足を運んで話をう
かがいます。 写真は取材先からの提供か自
分で撮影を行います。一人での取材もあれば
複数で行くこともありますが、取材に行ってみ
ると興味深い話が聞けるときもあります。

取材したたくさんの情報の中から、テーマにあうように文章をまとめ
ます。 文字数が決まっているので、一番何を伝えたいかを考えるのに
苦労します。必要に応じて取材先に事前に内容の確認をとります。

決められた締め切りに間に合うように原稿を提出します。原稿に間
違いがないか心配ですが、あとはプロの手に託し、レイアウトができ
あがるのを待ちます。

文章や写真が完成物と同じように配置され
たものを「ゲラ」といいます。編集会議の中で、
このゲラを見ながら、取材内容や誤字脱字な
どを確認しあいます。

完成したゲラをもって取材先に最終確認をとり、修正箇所を事務
局に伝えます。

事務局と編集長、副編集長が、全体を通して、内容確認、誤字脱
字のチェックなどを行ったうえで、印刷所にデータを渡します。あと
は印刷ができるのを待ちます。

自分たちで企画し取材してまとめたも
のが、実際に印刷物になるのはやはりう
れしいものです。この情報誌はこのあと
赤坂・青山の全戸に配布されます。

❶ はじめに特集のテーマを考えます

❷ テーマに沿って取材を行います

❸ 紙面に載せる原稿をまとめます

❹ 事務局に原稿を提出します

❺ レイアウトされたゲラを確認します

❻ 取材先に最終確認をとります

❼ 最終的な校正を行います

❽ いよいよ完成！

東京都水道局港営業所　三田1-3-27　電話 ： 03-5444-2091

活動内容はこちら

日時 ： 3月21日（金・祝）午後2時から
場所 ： 赤坂区民センター 4階多目的室
費用 ： 無料

●お問い合わせ
　赤坂地区総合支所
　協働推進課 協働推進係
　電話 ： 03-5413-7272

赤坂・青山地区の地域団体の1年間の
活動を、写真により紹介します。また、
団体の代表者に自らの活動について
報告していただきます。

ふれあいサロンの実
施報告や共育事業の
1年間の活動も紹介
します。

どなたでも参加できます！

赤坂青山地域情報誌 第27号
編集 ： 港区赤坂・青山地区タウンミーティング
 地域情報の発信・交流分科会
発行 ： 港区赤坂地区総合支所協働推進課
 〒107-8516 港区赤坂4-18-13
電話 : 03-5413-7013
FAX : 03-5413-2019

（発行部数 23,000部）

この情報誌についての
ご意見・ご感想などを
聞かせてください

赤坂親善大使
アカオくん

応募期間
3月31日（月）
まで！

再生紙を使用しています
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　私たちの生活に欠かせない「水」。日々の飲料水や生
活用水として普段何気なく使っています。身近であるがゆ
えに、ついそれが当たり前のことだと考えてしまいがちで
すが、その「水」が一体どのようなルートを経て、ここ赤坂・
青山に届けられているか、私たちが使った水はどう処理さ
れているのか、意識したことはありますか？　そう考えたと
き、実はほとんど何も知らないことに気づきました。
　東日本大震災から3年。今改めて水の大切さを見直し、
大切に使っていくために、赤坂・青山の「水」についてのさ
まざまな疑問について調べてみることにしました。

赤坂・青山の水はどこからきている？

私たちが赤坂・青山で使用した水はどこにいくのでしょうか。
家庭での日常生活や工場などでの生産活動などによって汚れ
た水は、まず、下水として、排水管などを通って下水道管に入り
ます。 そして、自然に流れる（自然流化）ように傾斜がつけられ
た下水道管の中を流れていきます。その後、下水道管が深くな
り過ぎないように下水を地表近くまで汲み上げるポンプ所を経
由して、品川駅近くにある芝浦水再生センターに送られます。

水再生センターでは、下水はまず沈砂池に入り大きなごみが
取り除かれ、第一沈殿池でさらに汚れが沈殿させられます。次
に微生物により汚れを
分解する反応槽を通っ
て処理水と汚泥に分け
る第二沈殿池へ、そし
て塩素接触槽を経て、
一部はセンター内や近
隣地区のトイレ用水と
して利用され、その他
は東京湾（運河）へと流
されて行くのです。

かつてはたくさんの井戸があり、そこがコミュニティの場とも
なっており、古くから水と人の暮らしは密接に結びついていたとい
えます。 今は衛生面、安全面から使われることがなくなりました
が、今もまだ井戸が残っているところがあります。

現在の身近な親水スポットとしては、やはり公園内にある池や
噴水でしょう。赤坂・青山で水に触れられる公園としては、青山公

檜町公園の桜
根津美術館

表参道のファッショナブルな通りから一歩
入ると、和の世界が広がっています。 根津
美術館の2万ｍ²を超す敷地内の自然豊か
な庭園を訪れました。傾斜のある地形からし
み出てくる水は池に流れ込み、かつては笄
川に注いでいました。 日本文化が極めたお
もてなしの空間の茶室が点在し、『ししおど
し』の音が静寂の中に響きわたります。 鳥
たちの戯れる水辺の風景も楽しみのひとつ。
ここでは時間がゆっくりと流れていきます。

赤坂・青山

家庭 ポンプ所
水再生センター

下水道のしくみ

下水道管

東京湾へ

トイレ用水
などへ

芝浦水再生センターの広大な敷地に広がる反
応槽。ここでは、大量の空気を送りこみ、微生
物の力で汚れを分解します。

園、氷川公園、檜町公園、高橋是清翁記念公園があります。ま
た、根津美術館にある日本庭園もおすすめです（MAPA）。

神社の手水舎や、さまざまな建築物の周囲など、普段なにげな
く訪れているところにも水を感じられる場所はたくさんあるはず
です。少し暖かくなったら、そうしたところを探して歩くのもいい
かもしれません。

【根津美術館】　「鉄道王」と称される初代根津嘉一郎氏の遺志により根津美術館は
昭和16年（1941）に開館しました。国宝７件、重要文化財87件、重要美術品94件を含む
絵画、彫刻などの日本・東洋古美術品を約７４００件所蔵している日本を代表する美術館。
南青山6-5-1　電話 03-3400-2536　月曜・展示替え期間・年末年始休館

檜町公園
檜町公園は、萩藩松

平大膳大夫（毛利家）の
下屋敷の一部でした。檜
が屏風のように連なり
池の南側に立っていたこ
とが『江戸麻布邸遠望図』谷文二画からうかがえます。 池に豊富
な湧き水が注ぎこまれ、島が浮かび、池のほとりには糸桜が散り、
山の向こうには山王の御社（日枝神社）が見えると『得一亭之記』

で旗本磯部政武が記しています。時代は平成になり、
防衛庁移転後東京ミッドタウンが完成し、同時に檜
町公園も再整備されました。

◀参考図書『赤坂檜町の三万年』（港区立郷土資料館発行） 
　を閲覧したい人は赤坂図書館にあります。

初めて訪れた公園です。 近くは
よく通るのに、知りませんでした。
静かな場所で、公園の手入れが
行き届き、よいところですね。

青山公園
青山小学校の近くにある、こぢん

まりとした、手入れの行き届いた公園
です。 へびのオブジェと、円形のス
ロープの中心には噴水があり、年末
年始以外は、1年中きらめく水しぶき
を見ることができます。夏には子ども
たちの水遊びに開放されています。

思いがけなく、真冬
にかわいらしいバラ
を見ることができま
した。

氷川公園
平成11年（1999）に再整備され、噴

水からの水路がバラ園の間をめぐる公
園です。バラの見頃は5月と10月です
が、真冬でも可憐なピンク色のバラを
見つけることができました。

現在は、地下に駐車場がある人工
地盤ですが、江戸時代前期はこの周
辺は広島藩浅野家の本・分家の屋敷
があり赤穂藩浅野内匠頭の屋敷もあ
りました。

高橋是清翁記念公園
車と人の往来の多い青山通りに面し

ていますが、木々に囲まれた落ち着い
た公園には季節ごとの花が咲き、野鳥
の姿も見られます。公園内は日本庭園
になっていて、35年前に作られた組井
筒から水が池に流れ出し、石橋や石人
像が配置された庭をめぐっています。
「ダルマさん」の風貌で人々から慕わ

れ、首相、蔵相を務めた政治家・高橋
是清が、昭和11年（1936）の2.26事
件で亡くなるまで34年間暮らした邸宅
跡です。

赤坂・青山地区の給水拠点はどこですか？
赤坂・青山地区の給水拠点としては、東京都水道局が設置・

管理している都立青山公園内の応急給水槽（MAPC）や、各区
民避難所にある受水槽（MAPD）があります。また、民間事業者
と協定を結び、水の確保に努めています。

また、都立青山公園の応急給水槽は1500㎥の容量がありま
す。ℓに換算すると150万ℓです。これは、1人1日3ℓを確保する
として、50万人分の水を確保できる計算です。　
区として給水について
今後どのような施策を考えているか教えてください

区では、生命維持に必要な飲料水を確保するため、東京都水
道局と協力して応急給水体制の確立を図っています。都立青山
公園をはじめとする区内に3箇所ある給水拠点を補完するため
に、消火栓などからの応急給水策
を進めています。これは、区民避難
所や広域避難場所の最寄りの消
火栓をあらかじめ指定し、スタンド
パイプなどの資機材を配備するこ
とで、給水拠点の拡充を図るもの
です。 消火栓に直結して使用する

近年、全国的に「集中豪雨」による大雨の水害や土砂災害が
相次いでいます。赤坂・青山地区でも大雨が降り続く可能性が
ありますので十分注意してください。

◦「雨水ます」周辺の清掃にご協力
をお願いします。

小さな工夫で大きな節水
用途

使用目的 状　態 水量の目安

一

　般

　家

　庭

蛇

　口

洗面・
手洗い

歯磨き

炊　事

洗　車

ふ　　ろ

シャワー

※節水コマを取り付け、ハンドルを
　90度回転させた場合（1分間）

1分間流しっ放し 12リットル

6リットル

6リットル

0.6リットル

60リットル

90リットル

90リットル

30リットル

36リットル3分間流しっ放し

コップにくんで3杯
食器洗いなどで5分間
流しっ放し

30秒間流しっ放し

流しっ放し
バケツにくむ

浴槽の残り湯の半分を
洗濯・清掃などに利用

洗面・手洗い
1分間流しっ放し 12ℓ

シャワー 36ℓ3分間流しっ放し

歯磨き 0.6ℓコップにくんで3杯
炊 事

60ℓ食器洗いなどで
5分間流しっ放し

歯磨き 6ℓ30秒間流しっ放し

洗 車 90ℓ流しっ放し
洗 車 30ℓバケツにくむ

ふ ろ

90ℓ浴槽の残り湯の
半分を洗濯・清掃
などに利用

日常生活では意外と水を使っています。流しっ放しにせず、こまめに蛇口を
閉じる、節水コマをつけるなどして、節水に心がけましょう。

6ℓ
節水コマを取り付け、
ハンドルを90度回転
させた場合（1分間）

日
常
生
活
の
水
の
使
用
量

節水

節水
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例えば

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0284_5a3.htm

私たちの「生きる」を支えている水の再生処理はどうなってい
るのかと思い、芝浦水再生センターへ見学に行きました。

芝浦水再生センターは、 昭和
6年（1931）から稼働している東
京で3番目に古い水再生施設で
す。 この施設の周辺は、かつて
の面影がないほど大きく変貌をと
げ、周辺は高層の企業ビルやマン
ションの林立する近代的な街並み
になっています。芝浦水再生セン

ターは、その中心部の広大なスペースで再び「環境にやさしい水」
へと蘇えらせるため、365日稼働していました。

センター内は臭気もあまりなく、広大な施設の上の一部はテニ
スコートや公園になっていて、ビル群の中のオアシスのようでした。
センターを取り囲む寒椿の垣根沿いを歩きながら「水は確かに蘇
生している」（公共用水域の水質保全に機能している）と感じまし
た。 真水と見比べても遜色ない透明度を保つ再生水を見た時は
本当に驚きました。私たちの生活排水も、汚れ切った水も、ここで
は最新の再生システムで生ま
れ変わっていたのです。

センター内に「油断」と書か
れたのぼりがありました。 水
は大切な資源です。 油は処
理が難しいので、「油は流さ
ず、水を大事に使い、循環可
能な形で行く末までも気配り
を」と痛切に思いました。

見学の様子。 なるほどと思える興
味深い話をたくさん聞くことができ
ました。

スタンドパイプ写真

最終工程に近い第二沈殿池ではたくさ
んの鴨が悠々と水浴びしています。 そ
れだけ水の再生が進んでいるということ
でしょう。

芝浦水再生センター
見学レポート 水は生きていた！コラム

水を使用する私たちができること
身近にできることのひとつは、油を流さないことです。油は、

下水道管内で冷えて固まりやすい性質をもちます。このため、
排水管や下水道管の詰まりや悪臭の原因となります。

東京都下水道局では、調理方法の工
夫により油の使用量を減らした料理の
レシピを「ダイエットレシピ」としてホー
ムページに紹介していますので、ぜひ
ご覧ください。

●芝浦水再生センターの見学について
土、日、祝日、年末年始を除き、施
設を見学することができます。
所在地 ： 港区港南1-2-28
電　話 ： 03-3241-0944（見学受付）

給水拠点だけでは限界がありますので、
区では、自宅や会社で、災害時に必要
な水として1人1日 3ℓ、3日間分の備蓄
をお願いしています。日頃から水や食料
などを多めに購入し、買い置きをするこ
とで、いざというときの備えとなります。

水を効率よく運ぶためには？
災害時には断水が想定され、各家庭が給水拠点から水を運

搬することになる事態も起こり得ます。そんな時、いかに効率よ
く水を運ぶかが重要になります。

最近では、ビニール製の非常用給水袋があり、備蓄に場所を
とらず、手持ち部分が付いているので、持ちやすくなっています。

また、ダンボールにポリ袋を被せ、水を入れて口を縛ることに
より、持ち運ぶことができます。さらに、キャスター付のスーツ
ケースなどにダンボールを乗せれば、楽に運ぶことができます。

自宅や会社でも普段から備蓄を！

※地下駐車場など地下、半地下
施設では、排水ポンプの設置
も考えましょう。

※雨水ますがつまると、道路冠水や浸水の
原因になります。

※水深が腰まであるようなら無理をせ
ず、高い場所で救援を待ちましょう。

※一気に水が流れ込み、水圧でドアが開きません。

◦すぐに地上階に上がりましょう。

※ぬれたままでは次に使用できません。

※ビルの地下に電気設備がある場合、水没すると停電や感電事故のお
それがあります。

※エレベーターでの移動は危険ですので、使用は避けましょう。

土のうは赤坂・青山地区は3箇所（MAPB）、ハザードマップは
赤坂地区総合支所に配置してありますので、ご活用ください。

港区では「港区防災アプリ」も
配信していますので、こちらもご
活用ください。右記QRコードを
読み込むことで、ダウンロード画
面に接続します。

　大雨に備えて
◦地下室や半地下室には
「土のう」や「止水板」を
用意しましょう。

　避難するときは
◦近くの高い建物や避難場所に

避難しましょう。避難場所に避
難する際には区役所に連絡を
お願いします。

　豪雨時の地下は危険です

　大雨後の後始末
◦使用した土のうは乾かし

てから保管しましょう。

◦高度浄水施設、給水所を経て私たちのもとへ
ダムから流れてくる水は河川より取水され、導水管を通して、各

浄水場に送られています。利根川・荒川系を原水とする全浄水場
では、高度浄水施設を導入。通常の浄水処理では除去しきれない
かび臭の原因物質やカルキ臭の元となるアンモニア態窒素など
が除去され、安全でおいしい水を供給しています。そして浄水場
からの水は、さらにいくつかの給水所を経て、主に世田谷区大原
にある和田堀給水所から赤坂・青山へ届きます。はるばる遠くから
送られ、手間ひまのかかった水です。ぜひ私たちは大切に使いた
いものですね。

大雨のときにはどのように対応すればいいの？

災害時の給水について教えてください

安定した水源を保つには欠かせない水道水源林を持つ小河内ダム（奥多摩湖）
（写真出典 ： 東京都水道局）

スタンドパイプは、消火用ホースを接続して消火ができるほか、
給水用の資機材を接続することで、給水拠点になります。

江戸時代にはすでに水道があった！！
東京の水道の歴史は長く、江戸時代では上水とも呼ばれ、小石川

上水（後の神田上水）や玉川上水、青山上水などが暮らしを支えてき
ました。享保7年（1722）に、神田上水及び玉川上水以外の4上水は
廃止され、江戸時代の後半は、主に神田上水と玉川上水が江戸の
暮らしを支えました。

◦水源はひとつじゃない
東京の水源はほとんどが河川水で、多摩川水系19％と利根川

水系及び荒川水系78％で成り立っています。 数ある浄水場のう
ち、赤坂・青山へは、三郷浄水場、朝霞浄水場、三園浄水場と多
摩川水系の東村山浄水場、境浄水場から送られてきます。

万が一、災害時などで滞らないように、さまざまな場所から供
給されています。

◦東京の水源となっているダムと水源林
多摩川水系は、多摩川の上流、山梨県の丹波山及び小菅村、

そして奥多摩湖として知られる小
お ご う ち

河内ダムの広大な森林を水道
水源林としています。 水源林とは、雨水をたくわえて土砂崩れを
防ぎ、水質を保つために人工的に整備された森林のことです。一
方、荒川・利根川水系の上流には矢木沢ダム、下久保ダム、草木
ダム、奈良俣ダムなどがあります。

私たちが使った生活排水はどうなっているの？

赤坂・青山の親水スポットを教えて！


