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【知る、守るそしてつたえる】

宮古島の地下水は豊富だろうか？

宮古島地下水研究会 共同代表
友利直樹

水循環のしくみ宮古島の

陸地に降る雨１００％
蒸発散５０％

地下流出40％

地表流失１０％

陸地に降る雨の総量 3億2千万㎥
（年間降水量2,000mm,宮古島面積160㎢）

蒸発散量
1億6千万㎥

地下水
涵養量
1億3千
万㎥

地下水賦存量
4千万㎥

湧水
1,500万㎥

表層流出
3,200万㎥

海への流出
7,300万㎥

今日、皆さんにお伝えしたいこと

１．宮古島の地下水は、限られた貴重な水資源です！

２．水収支は平成28年度までは健全。この数年で悪化の懸念！

３．現状では、大渇水期への備えは不十分！

４.「計画取水量」設定の妥当性に懸念あり！

５．水循環基本法に基づいた「地下水（循環）協議会」の設立

１．宮古島の地下水は、限られた
貴重な水資源です。

１）報告により大きく変動し不安定！

２）実際に利用できるのは水資源のたった２５％！

３）１人当たりの水資源量は、少ない！

地下水の貯留量は報告により大きく変動
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実際に利用できるのは
水資産のたった２５％
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年・１人当たりの水資源量は、少ない！
宮古島市の年間住民１人当たりの水資源量は、全国平均
に比べ15％も少ない
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２．水収支は平成28年度までは、健全。
この数年で急速に悪化の懸念！

①生活用水は、想定外の急速な観光客増加やリー
ゾトホテル等大型施設による需要増加により、こ
の数年で供給がひっ迫！
新規水源が稼働しても水供給が追い付かない可能性大！

特に袖山系統が厳しい 断水の懸念

「地下水利用基本計画」の見直しが必要！
②農業用水は、新規２地下ダム建設後も需要と供給のバラン

スは赤字の可能性あり！

水収支の収入はJTAドーム４５０個分

生活用水の予算収入JTAドーム150個分
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地下水供給可能量JTAドーム換算（個）

生活用水の支出に相当する取水量（配水量）

①平成28年度の平均の取水量：年間877万㎥

支出 JTAドーム110個分
日平均2万4千㎥/日 ２５ｍプール80個分

②生活に使われる水：1日1人当たり全国平均の1.3倍

バケツ9杯分も余分に使っています
年間約4万L：風呂（２００L)200杯分に相当。

生活に使われる水は1日1人当たり３２０L
宮古島市では、370Lとバケツ４杯分も余分に
使っています
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２．生活用水水収支の現状
①上水道に関しては、平成28年度までの日平均配水量に対

する収支決算は、利用率７３％、袖山系統も、利用率７5％
と健全経営

②臨時の出費である日最大配水量に対し、平成28年
度は利用率８１％とまずまず安定経営

平成28年度日平均及び日最大配水量予測値と実際値はほぼ一致：

平成28年度までは市の試算通り：素晴らしい予測精度！

臨時の出費である日最大配水量：

平成29年度は利用率９０％

平成29年度は3,1500㎥/日の大出費！
これまで年々減少していたが29年度に潮目が変わった。

前年度に比べ3,000㎥/日（プール10個分）の増加

観光客の増える夏場は、出費が大幅に増えていく可能性大！

平成30年度以降は、想定外の観光客

増加により大赤字の可能性！

平成26年度計画策定時は、将来の人口減少を想定してい
ました。しかしこの数年で、年間観光客は50万から100万
人と倍増！ 居住人口の増加！

想定外！？

市のこの数年でのリーゾトホテル建設ラッシュによる

水需要予測

日平均3,500㎥増加 日最大配水量予測4,200㎥/日

予測日最大配水量約35,600㎥/日

居住人口は今後、増加！？
若し増加した場合、水需要は増えます！

人口が2,000人増加すると、

観光客・居住人口増加による日最大配水量予測：

約36,600㎥/日（プール122個分）
現在より約5,000㎥/日増加！

想定されるこの事態へ対処は十分？
いいえ！ 緊急事態が想定されます。

観光客増加に備えて、平成31年度より東添道水源（計画取水量3,000

㎥/日）が、稼働予定です。

収入の見込み : 36,400㎥/日

日最大支出の推定 ：36,600㎥/日

利用率は100％を超えます。

これで、安心できますか？

2カ所の浄水場の能力を超えて
しまいます！

現在の袖山及び加治道浄水場の
最大処理能力：34,005㎥/日
日最大支出の推定：36,600㎥/日
約2,600㎥/日足りません。
平成38年度まで能力を強化ではなく
直ちに強化する必要があります。
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水収支について（農業用水）

①総貯水量で検討
平成27年度JTAドーム60個分黒字：利用率７８％
平成32年度JTAドーム30個分赤字：利用率10５％

②有効貯水量（利用可能量）で検討
平成27年度：3地下ダムの利用率でみると１２６％と赤字

平成32年度
JTAドーム80個分の赤字
通年灌漑になると1日1,700㎥不足

３．大渇水期への備えは不十分！
①「地下水利用基本計画」の大渇水期における地下水

利用可能量の推定が甘く、供給量不足が強く懸念される。

②白川田水源湧水が、半減した場合の主要代替水源で
ある、東添道南流域の取水可能量に懸念があります。

③この流域の利用可能地下水量は、年によって3,000㎥/日
～17,000㎥/日と大幅な変動があり毎年コンスタントな取水
が実際できるか確認が必要！

④平成5年の大渇水期には、この流域の4個の
深井戸の水位は、全て著しい低下が観察。
利用可能な地下水量は、同じ流域内では、減少！

⑤20数年前に設定された計画取水量が、現在も維
持されているか懸念があります。

⑥「地下水利用基本計画」の早急な見直しが

必要！

平成5年は、大渇水により70日間断水
断水開始から1か月経過、夜間10時間断水となった日の記録

白川田水源の湧水3,732㎥/日 普段の4分の一の量
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歴史は繰
り返す！
大渇水
は、２０～
３０年周
期。

戦後の大かんばつの記録

１．昭和37年：断水137日

２．昭和46年：断水186日

３．平成5年 ：断水70日

４．大渇水は、いつ起こってもおかしくな
い。

５．50年に1回の記録的大雨：去年に続き
2度目

これこそ気候変動！ 大渇水の前兆？

大渇水年への
備えは万全？

第3次宮古島市地下水利用基
本計画（改訂版平成26年）にお
いて「大渇水年」における白川
田水源の最低湧水量時の地下
水可能量を推定している。

大渇水期の利用可能地下水量の推定
は甘い！
甘い見通しにもかかわらず、生活用水日
平均配水量は袖山系では黄色信号。

日最大配水量は、完全にアウト！
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大渇水期で、白川田湧水が1/3に減少した場合、
他の水源の取水可能量も半減する現実的な想定
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地下水利用計画の甘い想定でなく現実的想
定で、見ると断水は必発！

〇平成28年度並み日平均配水量2,4000㎥/日とする

11,425㎥/日の不足（プール38個分）

緊急用の白川田貯水池（80万㎥）を取り崩すと70日で空！

〇平成29年度並みに日最大配水量31,000㎥/日とすると

18,425㎥/日の不足（プール61個分）

緊急用の白川田貯水池（80万㎥）を取り崩すと43日で空！

観光客増加や居住者増加による需要増加に加
え大渇水が重なった場合(地下水利用基本計画一部改変）

新規水源を加えても供給は追いつかない！
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観光客・居住人口増加と大渇水が重なった場合

需要量（取水量）（㎥/日） 地下水利用可能量（㎥/日）

利用率９９％

利用率１２８％

観光客や居住者増加による需要増加に加え大
渇水が重なった場合（厳しい現実的想定）

〇推定日平均配水量28,300㎥/日とする

16,000㎥/日の不足（プール53個分）

緊急用の白川田貯水池（80万㎥）を取り崩すと50日で空！

〇推定日最大配水量36,600㎥/日とすると

24,000㎥/日の不足（プール80個分）

緊急用の白川田貯水池（80万㎥）を取り崩すと33日で空！

断水は必発！

地下ダムの水は、大渇水期でも大丈夫？
いいえ！ 限界があります。

昭和46年並みの大干ばつ：180日（5月～10月）

降水量がへると畑への散水量増加、伊良部島への全島かんがい、通年かんがいが始まっており連日の使用量増加

粗用水量8.7万㎥/日を連日使用

既存の地下ダム、新規仲原、保良地下ダムの総貯水量3,340万㎥
満水位の時でも約190日で水位が50％を切る。死水量は約1,000万㎥

かんがい用水供給制限
農作物干ばつ被害

４．全ての水収支計画の根本である
「計画取水量」設定の妥当性に懸念あり！

①23年前に設定された「計画取水量」は社会・自然環境の

大きな変化にも関わらず、揚水試験等による妥当性の確認

が行われていない。

②再検証のないままの現在の「計画取水量」を基に立案した

水収支計画や将来予測、大渇水期の水収支予測全てにおいて確実

性に疑問符！

早急かつ詳細な調査・分析・検討が必要！
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問題は、その後再検討が実施されているか？
残念ながら、その後揚水試験は実施されていない

１．この数年の観光客増加、大型リゾートホテルや大型施設の建設

ラッシュなどの社会環境の激変 水需要の急激な増加

２．地球温暖化に伴う世界規模の気候変動による渇水、局所的豪雨、

台風の大型化 宮古島も例外ではない。

大渇水は、いつでも起こり得る。

急激な宮古島の水事情を取り巻く環境の激変

水収支計画の骨子となる「計画取水量」の再検討・再評価が必要！

袖山系統8水源は、この4年間「計画取水
量」の2割しか、実力を発揮していない。

早急に23年前と同様な実力を有している
か否か検証が必要

これを確認しない限り、現在の「計画取水
量」は、確実性に乏しい

現在の「計画取水量を基に立案し
た水収支計画や、将来予測、大
渇水期の水収支予測全てにおい
て確実性に疑問符。

早急な、検証が必要

５．水循環基本法に基づいた「地下水（循
環）協議会の設立：オール宮古で団結！

１．地下水には、量、質、総合的協働管理の問題がある！

２．これらを解決していくためには、市民自らが主治医となること！

３．水循環基本法に基づき、宮古島市を中心とした関係行政機関、市
民、土地改良区、JA、研究機関、企業が一体となって協働的総合管理を
行うための「地下水（水）循環協議会」を設立し「基本計画・実施計
画」を策定

〇主治医（チーム医療）：市民、宮古島市及び行政関連機関、

教育研究機関等

〇病院：宮古島市（調査、基本計画・実施計画の遂行）

〇司令塔「地下水協議会」：基本計画・実施計画の策定、評価・見直し

宮古島市
内閣府水循環政策本部

沖縄県総務部宮古事務所

内閣府沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事務所宮古土地改良区

宮古島市地下水協議会
流域小委員会 政策提言/評価委員会

琉球大学等
研究・教育機関

事業者（大型リゾートホテル、
大型施設等、大口水需要者）
商工会議所

市民（農民）、環境保護団体、
宮古島地下水研究会

JAおきなわ
宮古地区本部

水循環基本法に基づく「地下水協議会」を中心とする
地下水協働管理の仕組み図

貴方自身も主治医です。目に見えない地下水
を安心・安全な状態で、未来の世代にバトン
タッチする必要があります。「知る、守るそし
てつたえる」事は、私たちの責務です。今日は
「量を知る」お話をしました。次回は、「質を
知る」ための学習会を開きたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。


