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NPOの紹介 1/３

ミッション

組織

当NPOは、大分県において、水の供給に関して諸問題をかかえる地域に対し、
問題解決のための技術支援を行って、地域の住民生活の向上に寄与する活動を
行っている団体です。

【NPO認証】 平成２３年５月１８日 大分県承認

大分県内の水に関する技術者を中心とした有志で構成

水道未普及地域 小規模集落（限界集落） 水に関する技術支援で住民生活の向上

事務所 ：大分市大分県大分市新町7-1 TEL&FAX 097-574-8933
メールアドレスnpo@water-and-life.bizウェブサイトhttps://sites.google.com/a/water-and-life.biz

のご案内
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組織の成り立ち

NPOならではの発想と、
行動力をもって 小規模集落の水の問題の解決の道を模索していこう！

平成２０年 大分県の重点施策として、小規模集落（限界集落）問題がクローズアップされた

大分県生活環境部の主導で、この問題に取り組む調査チームが結成！（H22～H24に活動）

上記メンバーでNPO活動として、・・・

小規模集落の課題（H20 企画振興部）

＜水に関する大分県内の技術者を総結集して、問題解決に取り組もう！＞
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活動内容

小規模集落向け給水施設の整備を実施するための
・ 調査・設計支援
・ 積算支援
・ 施工管理支援

地域の水問題を解決するための
・ 調査・設計支援
・ 施設設置支援
・ 維持管理支援
・ ろか砂等の入手支援

地方自治体のおてつだい

地域支援系
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キーワード

黒土地区
緩速ろ過ユニットによる鉄、マンガン除去の取り組み

・ 緩速ろ過
・ 鉄・マンガン除去
・ ローコスト
・ 地域管理型小規模水道
・ 軽作業

・ 鉄バクテリア
・ 頻繁な管理
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位置、地勢

国東半島はプロピライト化など著し
い熱水変質作用を受けた火山岩類
が広く分布している。

表流水や浅層地下水は
量が望めない

深層地下水は
鉄やマンガンが多く含まれる
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地域の抱える問題

・ 水がない（表流水が少ない）

・ 量の確保できる水（地下水）は鉄マンガンが含まれている。

・ 通常の除鉄機等は取り扱いが難しく、故障や維持できない例が多発

良質な水源確保が困難

・ 水源確保ができない中では水道事業の計画もできない。

・ 従来型の水道事業では採算がとれない。（過疎だから？）

・ 大きな自己負担にも耐えられない
（年金暮らしの老人世帯が多いため）

住民の間に広がる見捨てられた感

・ 飲料水は近くの湧水（名水）を汲み、洗濯もコインランドリー
に通う。（どちらも10kmの道のり）車の運転ができなくなったら・・・

・ 市議さんに言っても票にならない地区の声は聞いてくれない・・・
（市町村合併の弊害？？？）

・ 若者は、村を出たまま帰ってこない。村に嫁が来ない。

公営水道整備が困難
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簡易実験による効果検証解決に向けた取り組み

限界集落の
水確保対策における住民のニーズ

・ 安価に

（年金暮らしの独居老人が多いため）

・ 重労働はダメ

（頻度は多くても軽作業はできる）

・ 難しい操作もダメ

（薬品などの使用は難しい）

緩速ろ過を用いた方法を模索

・ 安価

（建設費・維持管理費も格安）

・ 定期的な軽作業によるメンテ

（ろ過閉塞に伴う砂の掻き取り作業）

・ 単純かつ高い信頼性

（昔ながらの技術）



黒土地区の事例紹介 ５/8

除鉄・除マンガン除去実証実験
原水-１

処理過程水-２

①

②
処理水-３ 処理水-４

③ ④

（第一ろ過池）

（第二ろ過池A） （第二ろ過池B）
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試作機の作成

試作機1号

原水

給水

着水

粗ろ過

精密ろ過

５００lタンク

試作機２号
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施設整備

県・市町村による支援

ＦＲＰ製緩速ろ過 ４基
ＦＲＰ製粗ろ過 １基
ＦＲＰ製着水池 １基
ＳＵＳ製配水地 １基
その他配管 約８００ｍ

県 ５０％ 市 ４０～５０％～

地元負担 0～10%

これらの取り組みにより、行政から支援をいただくことができた。（モデル的な事業として）
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問題点・改善点

維持管理

・ １日３回の流量調整

・ 頻繁な閉塞除去作業

・ 緩速ろ過池は月１ペースで１池をメンテ
３池運転のローテーション

・ 粗ろ過部に大きな負担

・ 粗ろ過洗浄時に濁り→本ろ過へ侵入

・ 水源の水量に不安

よりよい維持管理のための

小改良
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中津市屋形地区での取組み

・ 個人宅 ・ 沢水水源 ・ 濁水 ・ ＤＩＹ



水源池から供給

取水量：7.5L／分

貯 水 槽
へ

豪雨時には表流水（濁水）が混入

中津市屋形地区の事例紹介 ２/8

きっかけ

現地の状況

中津市水道局から相談
「市議会議員さん経由の話だが、水に困っている方がおり、なんとかならないだろうか？」

依頼者曰く
両親と一緒に田舎暮らし
去年結婚したけど、水がわるいので嫁がここで暮らすのは？？？という状況になっている
子どもも今度生まれるが、現在は結婚したのにまだ半分別居状態。
なんとかここで一緒に暮らしたい

粗ろ過施設
へ

取水口

沢の水の流れ

取水口の下流に
設置された粗ろ過施設

沢には風倒木や
土砂が堆積

貯水槽 あとは直接 住宅へ
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地区全体の概況

調査位置

貯水槽

対象家屋

当地区は、
新生代下部更新世～上部鮮新世の
耶馬溪層下部層・駅館川層（角閃
安山岩およびその凝灰質岩）およ
び耶馬溪層上部層（輝石安山岩質
凝灰角礫岩）が屋形川の河床部に
露岩している地域であり、地質的
にみても地下水が多く胚胎されて
いるような地区ではないものと考
えられる。
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改善策の概要
渓流

P

取水施設（将来）

枡の蓋部（将来）

ろ過池（新規）

赤色が今回改修
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製作・設置状況

市町村の支援制度

市補助 ３０％ 地元負担 ７0%

ただし、1世帯あたり10万円の補助が上限
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完成

維持管理状況

浄水状況はすこぶる良好！
家から少し離れた場所で、寄りつきが悪い点が難点、草の生長も早い
水源の改良や粗ろ過の強化が未実施なので、降雨後に濁りによる目詰まりが
発生する。・・・が、配水池が４ｔのため、２日３日は平気
配水池に水位低下のアラームを設置すれば便利かも？？
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その後・・・
屋形①でお世話になった、依頼者の親族にあたる方で、隣に住んでい
るから、お声がけがありました。

「おんなじやつを、
うちにもつけちくれんかぇ？」

っというわけで・・・・

渓流

P

取水施設

ろ過池（新規）
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こんな感じでつくってみました

問題点・改善点

浄水状況をモニタリング中
粗ろ過を効果的に使うために、原水流入部にもう一工夫必要か？
配水池に水位低下のアラームを設置すれば便利かも？？


