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すべての人にとってよりよい世界になるよう、国際連合の加盟国が話し合い、

2030年までに達成すべき17の目標（SDGS）を決めました。

目標6では、「安全な水とトイレを世界中に」という目標があげられています。

SDGS
（持続可能な開発目標）

って知ってる？

エス   ディー   ジー    ズ

かんきょう さい せい  し し  よう
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環境にやさしいベジタブルインクと再生紙を使用しています。



静岡市に住む

小学生の男の

子。

水道の水を

よく飲むよ。
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はじめに

水は暮らしになくてはならないもの。お風呂や歯磨き、ごはん作りに洗濯、夏の

プール…。毎日の生活で必ず水を使っているよね。その水はどこから来て、どこへ

流れていくんだろう？みず丸くんと一緒に調べてみましょう！

君たちが毎日使う多くの水は、空から降る雨がもとになって

いるんだよ。雨は、山や川、海へ流れて、蒸発して雲になり、また雨と

なって降ってくるんだ！

水は形を変えて空と陸と海をぐるぐる回っているんだね。

水って地球を

旅している

みたいだね！

つまり、使った水は

また君たちの所に

もどってくるんだよ。

雲が雨や雪を

降らせるよ

地下水が

川へ流れるよ

川から海へ

流れこむよ

地面を通って

水がきれいに

なるよ

太陽に

温められて

水蒸気になるよ

水蒸気が集まって

雲になるよ

水ってどこから来るの？水ってどこから来るの？

地球上の水は、97.5%が海水で、2.5%が淡水だよ。人が利用できる水は、

淡水の一部で、全体のわずか0.01%しかないんだよ。

まもるくん

突然現れた水

のようせい!?

水にくわしい

よ。

みず丸くん

やあ！

ボクは

みず丸だよ！

とつぜん現れた

水のようせい

みず丸くん。

ねえ、まもるくん、

水ってどこから

来るか知ってる？

もちろん、水道でしょ！

じつはもっと大きな世界から

来ているんだよ！

水について

見ていこう！
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●生きるために必要な水は１日１人約３リットル！

●そして、生活で使う水は1人約285リットル！
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たまに「断水」といって、

水道の水が一時的に止まることがあるけど、

それだけでもすご～く困っちゃう。

じゃあ、もしずっと水が出なくなったらどうなるんだろう？

2018年10月に、台風24号の影響で、市内の各地で

停電が起きたよ。水をくみ取る取水ポンプが停止した

ことで、断水も発生したんだ！ 水が使えなくて困った

人達のために、「給水車」が出動し、飲料水を届けたよ。

人間の体は約70パーセントが水でできているよ。

だから、生きるために水は欠かせないんだ。

家や学校などの生活で使う水は

全部あわせると1人約285リットルにもなるよ。

2リットルのペットボトルで数えると、

142.5本分もの水を毎日使っているんだ！

きみが今日使った水の量はどのくらい？

もし、水がなくなったら…もし、水がなくなったら…

毎日当たり前に使っている水だけど、

1日の生活でどのくらいの水を使っているか考えたことはあるかな？

どんなところで使っているか思い出してみよう！

どのくらいの水を使っているかな？どのくらいの水を使っているかな？

ボクは

そんなに水を

飲まないよ？

食べ物にも

水分が含まれて

いるんだよ。

トイレ

12リットル
×

歯みがき

0.2リットル
×

洗面手洗い

12リットル 応急給水訓練の様子

（給水車から水をくんでいるよ）

×

調べてみよう

コラム「停電で水が使えない!?」水

料理もできない トイレだって流せない

洗濯もできず、

お風呂にも入れない

プールも使えない 人間もペットも

数日間でダウン

農作物も育たない

70%

                             だん  すい

 すい  どう　       みず　       いち    じ   てき　         と

                                                                                こま

                                                                    みず           で

まい  にち    あ                   まえ　       つか                              　みず

     にち　      せい  かつ　                                                   みず       　つか　                                   かんが

                                                      つか                                     　おも　        だ

みず　　　　　　　　　　  つか みず

い　                                             ひつ   よう　        みず
にち　        ひとり        　やく

 にん  げん　     からだ　      やく                                                         　みず

                              い　                                         みず         　か

                           せい   かつ　        つか　        みず
ひとり        　やく

 いえ          がっ   こう　                      せい  かつ　       つか　      みず

 ぜん   ぶ　                                                       やく

                                                                                                かぞ

                         ほん   ぶん　               みず　       まい  にち  つか

                            きょう　  つか　              みず     　りょう

せん めん  て   あら

     おうきゅうきゅうすいくんれん　      よう   す

きゅうすいしゃ　      みず

                            は

                            ごう けい

                               みず

 の

 た　        もの

すい  ぶん　      ふく

りょう    り

のう   さく   ぶつ           そだ

                        ねん　          がつ　             たい  ふう　           ごう　         えい きょう            　し    ない        　かく     ち

 てい  でん　         お　                              みず　                         と　         しゅ  すい                                 　てい    し

                              だん  すい        　はっ  せい　                                        みず        　つか                               　こま

ひと   たち　                                       きゅう  すい   しゃ　          しゅつ どう           　いん  りょう すい        　とど

てい  でん            みず            つか

にん   げん

すう   じつ   かん

つか

せん   たく

          ふ      ろ　                   はい

なが

しら

合計 リットル

回 回 秒
ぷんかんなが　                                    ば  あい

（1分間流しっぱなしの場合）

水がないと、とっても大変！
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ボクのうちにも

水が来ている！

水道管を通って、

みんなの家や学校、会社やお店、

工場などに水がとどくよ。

水の大切さはわかってくれたかな？

その水が私たちの所に届くまでと、使った後に

どう処理されているのかを見ていこう！

水道水はどこから？水道水はどこから？

 しゅ    すい   じょう

取水場取水場

川や海に流れて

きた水は、3ページの

ように、水蒸気になって

雨としてまたもどって

いくんだね。

川や海にいる

生き物たちにとっても

キレイな水は

大切なんだ！

水は貴重だね。

大切に使おう！

下水に流す水は

なるべく汚さないでね！

説
明
す
る
ね
！

静岡市内の施設

取水口

（清水区蒲原）

浄水場

（葵区門屋）

浄化センター

（駿河区登呂五丁目）

川や地下水から水を

取り入れているよ。

安倍川、興津川、富士川、

由比川などの水を

使っているんだ！

 はい   すい      し     せつ

配水施設配水施設

夜のうちに水をためて、

昼にたくさん使えるように

水量を調整しているよ。

じょう  すい   じょう

浄水場浄水場

水の汚れを取って、

飲めるようにしているよ。

砂でろ過したり、薬品を

使って汚れを沈めたりする

方法があるよ！

じょう    か

浄化センター浄化センター

みんなが使った水をきれいに

して川や海に放流しているよ。

微生物に汚れを食べて

もらったり、薬品を使って

消毒したりしているよ。

ほかにもあるから調べてみてね！
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区境巴川橋区境巴川橋
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安倍川（曙橋）安倍川（曙橋）

0.60.6

由比川
（入山橋）
由比川
（入山橋）

1.31.3

由比川
（末端）
由比川
（末端）
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ガ
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きれいであってほしい川や海の水。

今それが汚れてしまっているんだ。

原因はなんだろう？

水を汚している原因は…水を汚している原因は…

きみたちの住む静岡市の川。どのくらいキレイか知ってる？

川を目で見てもわからないけど、

BOD（ビーオーディー）っていう数値で知ることができるよ！

静岡市の川ってキレイ？静岡市の川ってキレイ？

トイレの汚水以外の排水を、まとめて「生活雑排水」と言うよ。一部の家では、

まだ「生活雑排水」をそのまま川などに流してしまっているんだ！

BOD（＝Biochemical Oxygen Demand）は、微生物が水中の汚れを

分解するときに使う酸素の量のことで、酸素がたくさん使われるほど水が

汚れているよ。

川によっても

BODの値は

ちがうんだね

BODって、河川の汚れをしめすもの。

この数値が大きいほど汚れているんだ。

みず丸くん、

この川の汚れって

どこからくるのかな？

ボクらが

汚して

いたのか…

まもるくん、いい質問だ！

その原因を教えよう。

ビックリしないでね！

人間が生活するためには、

ある程度はしかたないんだ。

だけど、どのくらい汚れを減らせるかが

大切なんだよ！

ぼくらはBODが

5mg/ℓ以下

ぼくは

3mg/ℓ以下

さらに

残ったスープやみそ汁を

たくさん流したり

排水口に流しては

いけないものも

洗濯だって

洗剤を使いすぎ

単位はmg/ℓ単位はmg/ℓ
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じつは私たちの家から出る水が一番汚しているんだよ！

かんきょうしょう     

環境省
かんきょうしょう     せい  かつ はい すい  どく  ほん

環境省「生活排水読本」

その他
10.4%

工場など

からの排水
20.5%
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チャレンジできたら　 マークに色を塗ろう！

水
を
大
切
に
使
う
コ
ツ

水
を
汚
さ
な
い
ワ
ザ

水道代も安くなって

親孝行！

その浮いたお金で

おかし買ってよ！

何回も流さないように

しよう

シャンプー中は

こまめに水を止めよう

お風呂の残り湯は

掃除、洗濯に使おう
コップに水をくもう

水道のじゃ口は

いっぱいひねらない

ようにしよう

食器の汚れは紙で

ふいてから洗おう

三角コーナーには

水切りネットを使おう

油はぼろ布に吸わせて

燃えるゴミに捨てよう

みそ汁やジュースは

飲める分だけにして

残さないようにしよう

水を大切に使うコツ、水を汚さないワザがたくさんあるよ！

そんなワザを覚えて、家や学校で始めてみよう！

いくつチャレンジできるかな？

大 12～20リットル　

小  8 ～12リットル

洗面手洗い

1分12リットル

シャワー3分 

36リットル

歯みがき30秒 

6リットル

お風呂1回 

180リットル

水を大切に使うために！  みず丸チャレンジ☆水を大切に使うために！  みず丸チャレンジ☆

えーっ！食べ物がこんなに

水を汚しているの？

これは300リットルのおふろの

大きさで計算しているよ。

魚がすめるように

するには

おふろ何はい分の

水が必要？

牛 乳

200ミリリットル

　10ぱい

しょうゆ

大さじ１

　1.5はい

マヨネーズ

大さじ１

　13はい

みそ汁

１ぱい

　4.7はい

米のとぎ汁

500ミリリットル

　4はい

天ぷら油

500ミリリットル

　330ぱい

シャンプーや洗剤は使い

すぎないようにしよう
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興津川をきれいにしていこうと、興津川保全市民会議が

中心となって、市民や学校、会社などが協力して、みんな

で興津川の清掃活動をしました。

行ってみよう! わき水マップ行ってみよう! わき水マップ

静岡市の大切な水を守っていくために、

みんなが川などの清掃活動に取り組んでいるよ！ きみたちも、

友達や家族と身近な川をきれいにする取り組みを始めてみよう！

みんなが始めている

水への取り組み

みんなが始めている

水への取り組み

少ない水で汚れを流せる節水トイレや、少ない水量を出せる節水シャワー

ヘッドを使うことでも、節水につながるよ！

おき     つ     がわ　                                   さく    せん

か    せん   かん  きょう

「興津川クリーン作戦」「興津川クリーン作戦」

市内の小学生以上のグループが、地域の川の水質を調べ

ました。川底にすむ生き物（水生生物）を知ることで、川の

きれいさがわかるんだよ。

みず

「水のおまわりさん」「水のおまわりさん」

安倍川・藁科川・興津川の河川しきを、会社や家族が区間

ごとに担当して美化活動をしています。「アドプト」は「縁

組み」のことを言うよ。

河川環境アドプトプログラム河川環境アドプトプログラム

地下水が自然にわき出た

水のことを「わき水」と言

うよ！ぜひ探しに行って

みてね！

Jリーグのスタジアム

のそばにあるよ。昔から厄除けの御利益

があると信じられてい

るよ。

南アルプスのふもとで

わく水。ドライブの途中

で水をくむ人も多いよ！

自噴帯とは自然の力で地下水が噴き出している

ところ。市内では4つの地域にあるよ。

ともえがわ 

巴川

わ
ら 

し
な 

が
わ

藁
科
川

  

あ    

べ   

が
わ

安
倍
川

お
き   

つ   

が
わ

興
津
川

自噴帯は、市内では安東、瀬名・鳥坂、中島、用宗にあるよ。この地域を歩く

と水がわき出ている様子を見ることもできるよ。

自噴帯の地域

安東 瀬名・鳥坂

しず  おか    し　        たい  せつ　       みず　       まも

                                 かわ　                       せい  そう  かつ  どう         　と         　く

とも  だち　        か   ぞく　         み    ぢか　       かわ　                                                       と　         く                 　はじ

 ち     か   すい　       し   ぜん                      　で

みず                                               　みず           　い

                                    さが                　い

はじ

みず　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と                                     く

                     い　                                                                                                                                                               みず 

 おき   つ   がわ　                                                                                 おき   つ    がわ  ほ   ぜん   し   みん  かい   ぎ

ちゅうしん                                   し   みん　      がっ こう　  かい しゃ                       きょうりょく                                       

        おき   つ  がわ　     せい そう かつ どう

日本平運動公園

のわき水

  に    ほん だいら  うん  どう    こう  えん

                                       みず

 むかし　             やく   よ　                ご    り   やく

                               しん

大鈩不動尊の

わき水

         おお だたら  ふ    どう   そん

                                       みず

 みなみ

              みず                                        　と ちゅう

       みず　                   ひと　     おお

 じ    ふん たい　       ち   いき

あん どう せ    な　   とり  さか

奥大井のわき水
 おく   おお    い　                            みず

   じ   ふん  たい　              し    ぜん　    ちから　     ち    か   すい　       ふ         　だ

                           し   ない　                                 ち  いき

自噴帯
 じ     ふん  たい

  し   ない        しょうがく  せい  い  じょう　                                             ち  いき      　かわ　     すい しつ　       しら

                        かわ  ぞこ                     　い　       もの　すい  せい せい ぶつ　          し　                                 かわ

  あ    べ   かわ　  わら しな  がわ　  おき   つ   がわ　        かせん　                         かい しゃ　       か    ぞく　       く   かん

                       たん とう　             び     か   かつ どう　                                                                                          えん

  ぐ　                                        い

 じ   ふん たい　          し   ない　            あん どう　   せ    な   　とり  さか　  なか じま　 もち むね　                                             ち   いき     　ある

       みず                    　で                    　よう  す　        み

 すく　            みず　     よご　             なが　            せっ すい　                            すく　            すいりょう　     だ　             せっ すい

                           つか　                                   せっ すい
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水を大切にしよう！水を大切にしよう！

ここまで水の勉強をしてきた君たちならわかるはずだよ！

水を大切にしない使い方をしているところを6つ探してみよう！

（答えはこのページの下）

「まちがい探し」にちょうせん！「まちがい探し」にちょうせん！

ぼく、水を流しっぱなしで

歯磨きをしてたなぁ

それにみそ汁も残して

流してたし…

もったいない水の使い方を

していたことに気づいてくれた？

水が使えるのは自然のめぐみと

水をきれいにする施設がある

おかげなんだよね

みず丸くん！

ぼく、これからは節水しながら、

水を汚さないようにしていくね！

みんなもいっしょに

静岡市の水を大切にしていこうね！

あと、静岡市の川は全国的にみても

水がキレイなんだよ！

                                みず　       べん きょう                                       きみ

みず　       たい  せつ　                               つか　      かた　                                                                                    さが

    こた　                                                               した

さが みず                                      たい                 せつ

1.流しに食べものの残りを流している　2.油を流そうとしている　

3.洗濯機に洗剤を入れすぎている　4.歯磨き中に水が流しっぱなしになっている

5.トイレを必要以上に何回も流している　6.シャンプー中にシャワーを出しっぱなしにしている

こ 

た 

え

         なが　              た                                  のこ               なが                                         　あぶら       なが

        せん  たく   き          せん  ざい　       い　                                                              は   みが       ちゅう     　みず　      なが

                                    ひつ  よう   い  じょう　     なん かい　      なが　                                                                             ちゅう                                         　だ
                 みず　      なが

 は    みが

                                      しる      　のこ

なが

                                               みず       　つか　       かた

                                                         き

みず          つか　                                し    ぜん

みず　                                                        し    せつ

               まる

                                                           せっ  すい

みず　       よご

しず  おか    し　        みず　       たい  せつ

                    しず  おか    し　        かわ　       ぜん  こく   てき

みず
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