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１．地下水ガバナンスの基本的精神
〇地下水はかけがえのない将来世代からの預かりもの
限りある貴重な財産（資源）との認識（命の水）

豊富で清浄な水を次世代に
つたえる為に

〇地域の地下水は、地域で主体的に守るという気概 (知る、守るそしてつたえる）
〇大規模な地下水障害（水質汚染、水源枯渇）に対する予防的な先手の対策
（予防原則の精神）
〇科学的な調査研究成果に基づく、地下水の実態解明 と対策
（科学的根拠に基づく施策：EBPM）
〇エコアイランド、資源循環型農業アイランド、市民生活循環型社会を目指す。快適な
市民生活と地下水を含む自然環境保全、リゾート観光、農業、経済活動が共存でき
持続可能な発展により将来世代に胸を張れる宮古島を目指す。（循環型社会を指向）

地下水クライシスに備えた
地下水ガバナンスについて
宮古島地下水研究会 友利直樹

〇水循環基本法・基本計画に則った地下水流域協議会（仮称）を設置する。地下水の
永続的な保全・利用が可能となる基本・実行計画を策定し、ステークホルダーが一体と
なった包括的協働的管理を行い、命の水を守りつたえる。（地下水ガバナンスの第一歩）
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２．地下水管理形態の変遷

地下水管理権限の変遷

上水道組合、上水道企業団による
一元的包括地下水管理 宮古島に適合した管理形態

地下水管理形態は宮古島の地下水管理に適合し
た一元的包括管理から個別的管理となった。
包括的地下水管理を意識していた詳細な地下水
水質保全調査報告書も中止となり、地下水管理
情報が限定された。今後地下水利害関係者間の
調整が困難になることが予想される。
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地下水資源管理：広域圏事務組合
地下ダム地下水管理＝沖縄総合事務局
水道水源管理＝上水道企業団 二元的地下水管理
個別的・多元的
水道水源管理＝上下水道部
地下ダム以外の地下水管理：エコアイランド推進課
地下水管理
地下ダム以外地下水質調査：生活環境課
地下ダム地下水管理＝沖縄総合事務局（施設管理は市に委託）
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合併後の地下水保全の後退

３．社会・自然環境の激変に備え
大渇水の歴史に学ぶ

•

地下水水質保全調査報告書 地下水保全・管理を網羅

今後、急激な観光客増加や居住人口増加、記録的
大雨、大渇水等社会環境、自然環境の想定を超え
る激変に晒される可能性が非常に高まります。
平成５～6年の大渇水年は、飲用水優先原理の
保護管理条例の存在、上水道企業団の使命感と努
力そして利害関係者である土地改良区や水利事務
所の人道的配慮により、短期間で急場を凌ぐこと
ができました。

地下水審議会学術部会が主体 地下水保全の司令塔の役割
• 2015年に行政判断で中止：司令塔機能の停滞

宮古島市地下水モニタリング調査

部分的なデータ解析

生活環境部環境衛生課が外部検査機関に委託
地下水保全・管理情報量の減少
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想定を遥かに上回る急激な観光客増加

社会・自然環境の激変
社会

• 短期間で倍増する急激な観光客増加：2022年130万人
• 短期間で村1つ分の居住人口の増加（1000〜1500人）

160万人

• 50年に1回の日量500mmの記録的大雨
• この2年で3回も記録

自然

歴史

地球規模の気候変動

•大雨と大渇水は表裏一体
• 平成5年〜6年の大渇水により７0日間の断水
• 歴史は繰り返す：大渇水は25〜30年周期で襲来
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大渇水年の歴史に学ぶ

非常事態！管理主体の違う地下ダム地下水の使用
許可を要請‼ 短期間で使用許可!!
上水道企業団が調整役を担う
白川田湧水平年の1/5 取水可能量25％と緊急事態
飲料用水優先の地下水保護管理条例の基、対策本部立ち上げ緊急要請
上水道企業団は地下ダム地下水の水道用水への転用を
広域圏事務組合 土地改良区 農業水利事務所の3者に要請

上水道企業団の使命感と調整役の働き、関係機関の人道的配慮
地下ダム所有者内閣府沖縄総合事務局は要請後1か月で使用許可！
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４．現状の地下水管理体制の問題と課題
〇包括的協働的地下水管理システムではない。
〇緊急時の地下ダム地下水の水道用水転用の問題
〇包括的協働的地下水管理システム早急な構築
〇地下ダム地下水水質データの共有と情報公開
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大渇水再来時の、利害関係者の対立調整は大丈夫？
断水により通常の市民生活維持困難
地下ダム地下水減少による取水制限
及び農地への散水制限

協
議

エコアイランド
推進課

市上下水道部

転用要請

地下ダム地下水の水道用水転用を
土地改良区、水利事務所に要請
土地改良区、水利事務所、
沖縄総合事務局で水道用水
転用を協議

土地改良区
理事会

市民

農民組合員

農業水利事務所

人道的立場から許可？
しかし普段からの連携がなければ、許可協議
まで6か月かかる可能性もある？

許可
内閣府沖縄総合

協議

事務局
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地下ダム地下水を水道用水に転用する場合の
もう一つの問題点は、地下水水質の維持

条例に基づく水道用水優先の市、市民と
農業用水優先の土地改良区、国との利害対立

地下水汚染
のリスク

地下ダム周辺地域は耕作農家、畜産農家が多い。
市民
生活破綻
水道用水
優先供給希望

土地改良区農民
干ばつ被害

土地改良区理事
会

経済的損失

水利事務所

農業用水

沖縄総合事務局
との調整

優先

市
地下水保全条例
の水道用水優先
から農業用水の
転用を要請

化学肥料や家畜し尿堆肥、農薬、除草剤、殺虫剤の使用
地下水保全条例：水道用水優先を規定。普段農業用水として使用される地下
ダム地下水であっても、水道用水に適する水質を期待。
地下ダム地下水の水質管理は水利事務所、土地改良区の管轄。 環境衛生
課では、１〜2か所のデータしか公表していない。 地下ダム地下水水質詳細
データを共有する仕組でない。

ステークホルダー間の
情報共有化が必要！

普段から、大渇水に対しての危機感の共有や対処について協議することにより信
頼感が醸成され、迅速な対応が可能となるのでは！
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５.地下水クライシスの法的問題点

沖縄最大級のホテルグループへ ユニマット、宮古島のリゾート事業強化で新会社
ユニマットプレシャスが宮古島市に｢南西楽園リゾート｣社を設立へ
2019年4月開業予定｡20年度末2千室､24年度末に総数6千室を目指す
宮古の観光客は4年で2.5倍増｡宿泊施設は3千室しかなく課題だった

2018/12/13(木) 沖縄タイムス
陸自駐屯地宿舎建設進む／上野千代田２棟は来月末、完成予定
隊員の配備は、今年３月末までに、警備部隊等約３８０人が予定されている。その他
の部隊の配備については19年度以降に約３２０から４２０人が配備される予定。
千代田地区に建設している６棟の宿舎については、19年３月末完成を予定している。
１棟の入居世帯数は27世帯で、間取りは和室１部屋と洋室２部屋、居間と台所の
３ＬＤＫ。宿舎は駐屯地に隣接しているが、駐屯地敷地外であることから入居できるの
は、営舎外居住が認められている自衛隊員とその家族になる。
宮古毎日新聞2019年2月9日(土)
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渇水時、市民に必要な水の供給を優先した場合水道水消費の多い大型
リゾートホテルや、陸自駐屯地等の大型施設等事業者と市民、行政の間
で利害関係が正面から衝突する事態も想定されます。水道水消費の多い
大型リゾートホテルや陸自駐屯地等の大型施設等への水道用水供給量
半減等、給水量の差を設けて良いかの議論が必要です。
「年間観光客が130万人、日滞在観光客5,000人、 陸自施設配備に伴う約1,500人の
居住人口増加に加え度々経験している年間降水量1,500mmの少雨が重なっています。
市民生活を優先する為に、水道水消費の多い大型リゾートホテルや、陸自駐屯地等の
大型施設に水道用水供給量の半減を要請する場合」について、検討します。
観光客の急激な増加や陸自配備による居住人口増加により、日量5,000㎥の水需要
が増加します。 一方少雨により取水量は半減し、日量約1万㎥の供給不足が生じます。
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市は、事業者に給水制限要請はできるが、強制的
に流量調節弁を作動させ給水制限措置は不可

宿泊観光客や陸自駐屯地では1人1日当たり800ml
市民の倍の水消費：大口水消費者
需要増加と少雨により
日量1万㎥供給不足

給水制限をしなければ
断水！

仮に給水制限になった場合
大型リゾートホテルへ
の給水制限
プライベートプールへの給
水停止

ホテルのイメージ
ダウン
宿泊客減少

経済的損失！

利害関係対立

市民に先んじて大口消費者である大型施設に
対し市は、給水制限を依頼する事は可能か？
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陸自駐屯地への給水制限
車両洗浄等が出来ない

メインテナンスに
支障

市
水道用
水優先

いくら市の要請でも、即座に受け入れる事は難しい？
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６．地下水クライシスのもたらす影響
急速な宿泊観光客の増加や陸自配備に伴う
居住人口増加により、地下水中硝酸性窒素
の増加が続き、周辺の海への流出の懸念

環境容量の小さな宮古島
リゾート観光と自然環境共存のバランス崩壊の危機！
2022年 観光客130万人 日滞在人数5,000人
2024年シギラリゾート客室6,000 日宿泊客1万人
リゾートホテルは、殆どが下水道未整備の海岸沿いに立地

生活排水は通常型合併浄化槽で処理
（処理水中の窒素・リンは処理できない）

海水の富栄養化により、珊瑚礁等のリゾート観光の
目玉である海域生態系に悪影響が及びます

オーバーツーリズムによる地域崩壊の危機は
宮古島にも迫っています。
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地下水に溶け込み
硝酸性窒素
濃度が増加

海水の豊栄養
化により
珊瑚礁破壊

地下水は殆ど
が海に流出
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オーバーツーリズムによる自然破壊
フィリピン随一、世界第三位のビーチ、ボラカイ島が閉鎖！

宮古島は、大丈夫！？
上下水道施設、ゴミ焼却場、最終処分場は、この急激な観
光客増加や居住人口増加に対応できる？

今のままでは
渇水年が続く
と断水必発
美しい海岸で知られるボラカイ島の２０１７年の訪問客は 約２００万人。宮古
島の１４分の1の面積しかない島に、その倍の人数の観光客が毎年訪れる。
開発でマングローブが減り、一部のビーチで藻が大量発生するなど環境汚
染が深刻化。ホテル等の下水・排水が海に流れ込んでいることがわかった。
ドゥテルテ大統領は、海の状態を「汚水だめのよう」と発言、大統領令で2018
年の4月から半年間の閉鎖を決定。 閉鎖中、排水処理 施設を整備する等
して状況を改善する。 閉鎖解除まで観光客の新たな宿泊予約はできなくな
る。地元では約３万６千人が職を失うといい、 地元政府は経済損失が最大
約４１８億円に上る。
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No!
し尿等下水道投
入施設の処理
能力パンク

最終処分場は、事
業系ごみ増加によ
り４～5年で満杯

汚水、ごみの島 地下水汚染
健康障害 海域汚染
現状の条例で管理対処できない大型施設からの地下
水窒素負荷を最小にする方法の議論が必要
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７．地下水クライシスリスク因子
陸自施設での生活排水処理方法の問題

「量から質の転換」、「住民参加」が必要
行政はもとより地域コミュニティー、企業等観光
に携わるステークホルダー（利害関係者）が、環
境、社会、文化、経済への責任を持つ必要がある
地域住民の生活の質を保ち、自然環境を保全し持
続的な観光産業を発展させるためには、協働管理
をしていく仕組みが必要
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日量70㎜を超す大雨が連日続いている場合を想定します。住民説明会資料のよると、
陸自駐屯地浄化槽では、窒素や重金属、化学物質を除去できず、大雨が続くと、蒸発
散施設より汚染水が溢流し、地下水汚染を引き起こす可能性が高まります。
陸自駐屯地は、防衛省環境配慮の方針にのっとり、排出される有害物質や化学物質の排
出量を把握するとともに適切な管理、漏洩防止、水質に保全に努め、土壌や地下水、海洋
への汚染拡大防止に自主的に取り組まなければなりません。

〇通常型合併浄化槽：窒素は除去できない！
〇高度処理合併浄化槽：
窒素・リン・BOD を高度に除去処理可能！：水道水源地域や、閉鎖海域等で水質汚濁
防止・富栄養化防止目的で使用。
〇蒸発散施設：地下浸透させるのではなく、地表面からの自然蒸発と植物（芝生）からの
蒸散を利用して処理する方法。お天気次第、他に方法がない場合の最終手段。
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通常時
陸自駐屯地：隊
員・家族800人
〜1,500人居住

生活排水

下水道未整備
地区なので
生活排水は通
常型合併浄で
処理

処理水
350㎥/日の放流

蒸発散施設に
処理水は放流
され、通常の
天気では水分
は気化消失

環境容量の小さなこの島では、陸自駐屯地からの排水は、他の
事業に比べ地下水汚染のリスクが高いため、リスクを最小化す
る万全な対策が必要です。県環境影響評価条例に基づき、地下
水を含む環境アセスメントを行い、地下水保全・持続可能な水
資源利用のために、協働管理の一員として、積極的に参加する
必要があります。

窒素、車両洗浄液界面活性剤成分、消火訓練使用PFOS、隊員の衣服に付着
し鉛等の重金属は、蒸発散施設のろ過筒、砕石層、砂層、盛土土壌に残留

蒸発散施設の
処理能力を超え
る連日の大雨

蒸発散施設には放
流水に加え多量の
降水が注ぎ込み
施設内で混和貯留

放流水や施設
内残留の窒素
や重金属、化学
物質を含む汚水
が施設外に溢流

防衛省は、平成27年「防衛省環境配慮の方針」を定めています。通
達に従えば、地質・地下水汚染海域汚染のリスクを最少化するため
には、陸自駐屯地も住民や行政とともに、地下水保全・管理を行う
ステークホルダーとしての自覚と責任が課されます。

溢流水は周辺の土壌から直接浸透し地下水汚染
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８．豊富で清浄な水を次世代につたえる為の
地下水マネジメント

宮古島市の地下水保全に関係する仕組み
第2次宮古島市総合計画（平成29年度～38年度）

①水資源は無尽蔵なものではなく、国民共有の限られた貴重な資源であり、公共性
の高い財産です。「水循環基本法」で初めて、地下水が住民共有の財産である事が
明記されました。
②宮古島の地下水は、量、質、ガバナンス共にひっ迫した状態になりつつあります。今までの仕
組みより国の定めた理念法である「水循環基本法」に沿った枠組みに変えていく必要があります。

宮古島市地下水保全条例
平成21年10月1日施行
第10条 宮古島市地下水

利用基本計画

③行政、市民、事業者、その他地下水に関わる利害関係者が協働連携し、『水
循環基本法」に沿った宮古島市全流域を対象とした包括的（一元的）管理を
行う地下水流域協議会を設置する必要があります。

地下水保全条例は1自治体の法形式
地下水審議会は市の諮問機関

④地下水の実態把握、保全・利用、涵養、普及啓発等に関して地域の実情に
応じた「地下水循環基本計画」「実施計画」を協議会で策定し、利害関係者
の協働管理による「地下水マネジメント」を行うべきです。
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・地下ダム地下水の管理
権限は有さない
・緊急時水道用水優先は、
強制力がない。
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現状の地下水管理体制では、地下水クライシス
の備えは不十分！

今後起こり得る水（地下水）クライシス
に備えての手立てはないのだろうか？

国や、県、事業者に対し法的根拠を
もって対応する為、国は水循環管理の
理念を打ち出した法律が必要と考え、
地下水を含む
流域水循環対策に乗り出した。

１．大渇水年等の危機的状況に陥った場合の対処や、危機が顕在化しないように
するためには、現状の「宮古島市地下水保全条例」では不十分。非常時の水道用
水優先規定があるが、現状は、地下ダム地下水と水道用水地下水の個別地下水管
理システムであり対応は難しい。水道用水優先として、緊急時地下ダム農業用水
転用を普段から協議する体制になっておらず、緊急時の混乱が予想される。
２．急激な水需要増大に渇水が重なった場合、供給不足の事態が想定されます。
市民1人当たりの倍以上の生活用水を消費する大型リゾートホテルや陸自駐屯地
に対し、市民に先立っての給水制限が必要な事態も想定されます。市民、行政、
観光産業等の企業、陸自宮古島駐屯地等の対立する利害関係を調整し、危機的状
況への対応・予防処置は普段から協議していない現在の仕組みでは困難です。
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第27条 地下水審議会
・ 行政中心の仕組み

それが水循環基本法
30
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【行政と全市民による地下水協働管理の模式図】

提言Ⅰ．地下水流域協議会（仮称）の設置、地下水循環基本計画、実行計画の策定
宮古島市が、主体的に地下水循環に係る現状把握、課題把握に取り組みながら、
行政内での体制の整備、地域に於ける準備連絡会等を設置する。
地下水流域に関係する各主体、利害関係者と連携し、「水循環基本法」に沿った
「宮古島市地下水流域協議会（仮称）」を設置する。「地下水循環基本計画」、
「実行計画」を策定し、地下ダム地下水も含む宮古島市全域を1流域とする包括的協
働管理による「地下水マネジメント」を行う事を提言します。

宮古島市地下水
流域協議会
行政部局・事務局

提言Ⅱ．地下水流域協議会（仮称）を設置し、流域マネジメントを行う予定の団体として水
循環政策本部に申請し、モデル調査団体を目指し、地下水循環計画、実行計画の策定に
関し助言をうける事を提言します。

流域委員会 政策提言/評価委員会
行政部局・事務局

水循環政策本部では2016年度より、先進的な流域マネジメントを行っている団体もしくは
行う予定の協議会等を選定し、その活動を支援すると共に、他の流域にとって参考となる
取り組み事例の収集、分析、整理を行うモデル活動の調査を実施しています。宮古島市も
32番目のモデル調査希望の申請を行い、2021年度か2022年度のモデル調査団体を目指
す事を提案します。
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宮古島地下水流域協議会：

宮古島市地下水流域協議会（仮称）

公益財団くまもと地下水財団方式
中立的な立場の組織形態
特定認定NPO法人、一般財団法人、公益財団法人
〇「流域水循環計画策定の手引き」によれば、地下水協議会
は地方公共団体が中心となって設置を推進するとしている。

基本計画・実行計画策定
政策提言/評価委員会
基本計画・実行計画立案

〇設置に当たって宮古島市が中心となって進める。
〇宮古島市は地下水流域協議会（仮称）の設置・運営に向け
て、水循環に関わる課題把握に主体的に取り組みながら、
県や国の地方部局内や市内部の体制の整備、地域における
準備連絡会議の設置する。
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流域委員会

地下水協働管理委員会
実行計画の実施

事務局

資金管理部局
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地下水クライシスに備えた地下水ガバナンス
１．行政主体のガバメント管理からステークホルダーが一堂に会した協働管理へ 地下水ガバナンス

豊富で清浄な水を次世代につたえる！

２．水道水源地下水、地下ダム地下水それ以外の地下水と大きく三つに分離した現状の地下水管理
を包括的一元的管理へ
３．重点的な３水道水源流域地下水管理から宮古島市全域を一つの流域としての地下水管理へ

水道水源地下水、地下ダム地下水とそれ以外の地下水、
宮古島の全ての地下水は、帯水層を通して全島に一つの
流域として分布している。
宮古島市の水資源の全てを水循環基本法・基本計画に
基づいて普段から協働管理することにより、大渇水や地
下水汚染等地下水クライシスが突然襲っても十分対処
可能となる。備えあれば憂いなし！

（条例の改正）
４．非常時の水道用水優先による地下ダム地下水の転用を確実にするため、地下ダム地下水所有・
管理者との、普段からの協議や緊急時協定締結
５．非常時の水道水転用に備えて、地下ダム地下水水質モニタリング値の共有・情報公開
６．生活用水を大量消費する大型リゾートホテルや陸自施設等に対し緊急時に、市民に先んじた給水
制限についての協議や条例の改定
７．下水道整備区域以外で、生活排水の多い大型リゾートホテルや自衛隊施設等の大規模施設

に対し窒素除去処理可能な高度処理合併浄化槽の設置を義務付ける。（条例改正）
８．他の施設に比し、地下水汚染のリスクの高い自衛隊施設も地下水協働管理の一員として参加
排水水質モニタリングの実施とデータ等情報共有。
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