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1. はじめに
湧水・地下水は，親水空間，防災用水，観光資源等，多様な機能を有している。日本で
は戦後，地下水の過剰揚水等により，湧水・地下水環境が悪化したが，1985 年の名水百選
等，近年，湧水・地下水の保全・改善に対する関心が高まりつつある。そのため，湧水・
地下水が形成する，湧水環境の改善に関わる活動を研究する必要がある。
既往研究（中村ほか

2000，吉住ほか

2002 など）では湧水環境改善に関わる活動への

分析が不足し，また改善途上の湧水環境に対する評価は扱われていない。そこで本研究で
は湧水環境のステイクホルダーである行政，市民組織，住民に着目し，湧水環境改善に関
わる活動の成果と問題点，改善途上の湧水環境や，その改善に関わる活動に対する住民の
評価状況を解明することを目的とした。
2. 研究対象地域・研究手法
研究対象地域は，静岡県三島市である。選定理由は，行政や市民組織による湧水環境改
善に関わる活動が多様であり，研究で得た知見の他の事例への応用性が高いことである。
本研究では湧水環境改善に関わる活動の実態を分析するために，文献調査，聞き取り調
査，改善途上の湧水環境，改善に関わる活動の住民評価を分析するためのアンケート調査
を行った。文献調査は三島市誌や三島市広報，行政機関と市民組織が刊行した資料，聞き
取り調査は三島市等の行政機関，三島ゆうすい会等の市民組織を主な対象とした。アンケ
ート調査は，三島市の湧水環境近くの住民に対して実施した。配布数 232，有効回収数 209
であった。主な設問は，① 三島市の湧水環境全体・各湧水環境に対する評価，②行政の施
策・市民組織に対する評価，③ 三島市の湧水環境の維持発展に対する意識，がある。
3. 結果と考察
(1) 湧水環境改善に関わる活動の実態
三島市での湧水環境改善に関わる活動の展開を表 1，考察を下に記す。
・地下水保全系活動は，最も古くから，行政，市民組織が住民を巻き込みつつ種々の活動
に取り組んできたが，具体的な成果が乏しい。まちづくり系活動により，住民における
湧水の復活に対するインセンティブが減少したと考えられることが要因と考えられる。
・まちづくり系活動は，親水性向上と工場冷却水の供給によって，レクリエーション等湧
水環境の機能を高め，人々と湧水環境のかかわりを回復した。その一方で，生態系への
悪影響や，住民の湧水の復活に対する意欲を減衰させた可能性も示唆された。
・水環境美化系活動は，ゴミを減少させるだけでなく，住民の自主的な水環境美化への意
識形成に貢献したが，生態系への悪影響も指摘されている。
・住民啓発系活動は，まちづくり系・水環境美化系活動との相乗効果により，住民の湧水
環境に対する関心や，それが大切であるという意識の向上に貢献したと考えられた。

・観光振興系活動では，まちづくり系活動の成果により来訪者が増加したことで，住民・
商店に観光地としての意識が芽生え，自主的に活動に取り組むようになった。
(2) アンケート調査
改善途上の湧水環境に対する住民評価からは次のことがわかった。
・住民は，湧水環境が大切であ

表 1 三島市での湧水環境改善に関わる活動の展開
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表 2 各評価項目間の相関係数*
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＊1.0≧R≧0.7 ：高い正の相関（白抜き）
，－0.5≧R≧－0.7 ：かなり高い負の相関（下線），
－0.7≧R≧－1.0 ：高い負の相関（下二重線）

続いて，湧水環境改善に関わる活動に対する住民評価からは次のことがわかった。
・まちづくり系活動と水環境美化系活動は，環境改善について，ほぼ同程度に貢献したと
認識されたが，保全意識向上には水環境美化系のほうがより有効であった。また，地下
水保全系活動は評価されにくく，住民からの協力が少なかった。
・産業用水の節水によって，湧水を復活させようと住民は考えている。また，地下水保全
系活動への協力状況と総合させて考察すると，湧水復活への意欲が弱いと示唆された。
4.

まとめ
まちづくり系活動は湧水環境の機能を拡充し，人々と湧水環境とのかかわりを回復させ

るため，湧水環境改善を牽引し，水環境美化系活動は住民の保全意識向上に貢献し，彼ら
の自主的な水環境美化への取組みを誘発した。
これら 2 つの活動は住民からの評価も高く，
また彼らの関心度上昇に貢献する。
一方，住民の満足度は人為的な改善が難しい項目と関係が深いが，これらの改善に必要な
地下水保全系活動は住民から評価されにくく，また協力も少なかった。
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1. Introduction
There are various functions of spring and ground water such as water amenity space.
Though, in Japan, environment of them became worse after WW2, lately interest in
preservation and improvement of it is increasing. Therefore it is necessary to study
improvement activities of spring environment. However, in previous studies (Nakamura
et al. 2000, Yoshizumi et al. 2002, etc.), there is little consideration for improvement
activities of spring environment and evaluation of spring environment under
improvement. Therefore this study aims to reveal results and problems of improvement
activities of spring environment and actual situation of residents’ evaluation of spring
environment under improvement and improvement activities.
2.

Study Area and Methodology
The study area is Mishima City, Shizuoka Prefecture. The methods are a literature

survey, interviews to analyze the actual situation of improvement activities of the
environment and a questionnaire survey to analyze residents' evaluation of spring
environment under improvement and improvement activities.
3. Results and Discussion
(1) Actual Situation of Improvement Activities
Table 1 shows the history of
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activities

environment
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tions of spring environment and restored relation between residents and it. On the
other hand, these activities seem to do harm to ecosystem and decrease residents'
desire to restore spring. Activities on water environment beautification not only reduce
rubbish but also form residents' spontaneous attitudes to beautify spring environment.
Activities on enlightening residents seem to increase their interest in spring
environment and attitudes that the environment is important by the synergy effect of
activities on community planning and water environment beautification. On activities
of sightseeing promotion, a lot of stakeholders get to participate spontaneously in the
activities as the result of those of community planning.
(2)

Result of Questionnaire Survey
Residents intensely think spring environment important and regard it as the local

identity. They also have critical mind of the water quantity. Their satisfaction in spring
environment closely correlates to items which are hardly improved by artificial ways.
On the other hand, their interest closely correlates to items which activities on
community planning and water environment beautification improved (Table 2).
Activities on water environment beautification are thought to contribute to
environment improvement as much as those on community planning. On increasing
residents' attitude to preservation, former is thought more valid. Those on groundwater
preservation are hardly appreciated. Residents hope restoration of spring by industrial
water saving. Their desire seems to be weak through the consideration of residents'
participation in groundwater preservation.
Table 2 The Correlation Coefficient between Each Item*

Satisfaction
Interest

Interest

Water
Quantity

Water
Quality

Accessibility
to Water

Green
Quantity
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＊1.0≧R≧0.7 ：Highly Positive Correlation（In White），－0.5≧R≧－0.7 ：Rather Highly Negative Correlation（Underline），
－0.7≧R≧－1.0 : Highly Negative Correlation（Double Underline）

4. Conclusion
Activities on community planning increased social functions of spring environment
and restored relation between residents and it. Activities on water environment
beautification increase residents' attitudes to preservation and cause their spontaneous
acts. These activities are also highly appreciated by residents. On the other hand,
residents' satisfaction closely correlates items which are hardly improved by artificial
ways. To improve them, it is necessary to preserve groundwater. However activities on
that are hardly appreciated.
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