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初めに） 

宮古島市は、面積約２００平方キロメートル、概ね平坦で、人口５万４千人が住む小さな島です。 

小さな島の宿命として、環境容量が少なく、環境負荷に対し脆弱なのです。河川がなく、唯一の水資源は

地下水です。飲用を含む生活用水、農業用水の全てを地下水に依存しています。地下水は地下に滞留する

時間が長く、一度汚染されたら健康被害や環境汚染をもたらしその浄化には途方もない時間や費用を 

要します。まさに命の水です。これまで幾度も断水や干ばつ被害、硝酸性窒素による地下水汚染の危機に

晒されてきました。この貴重な地下水を公共の財産として保全する為、市民、行政が一丸となって全国に

先駆け地下水保護管理条例を制定しました。地下水審議会を設置し、地下水を守る役割を担ってきまし

た。しかし、今、宮古島の地下水利用・保全に、危機が迫っています。宮古では、この４～5 年でホテル

等の宿泊施設、自衛隊施設や大型施設等の建設ラッシュが続いています。大型リゾート施設の充実によ

る宿泊観光客の急激な増加、国際クルーズ船での１日数千人のクルーズ客の来島、下地島空港民間利用

による観光客の増加等、これまで経験したことのない社会環境の激変があります。急激な水需要や生活 

排水の増加が見込まれており、地下水を含む「地質汚染」が懸念されます。更に気候変動による記録的 

大雨や大渇水が起こっています。宮古島でも 50 年に一度の記録的大雨を 3 回も経験し、自然環境の著し

い変化があります。これまで幾度も経験した大干ばつは何時でも起こり得るのです（図１）。 

      
「水危機の世紀」といわれる今日、人の命と健康を守り自然環境の保全を目指す立場から、地下水の保全

と持続可能な利用をサポートする為、医療関係者を中心に「宮古島地下水研究会」を 2018 年に設立しま

した。「知ることは守る事のはじまり」、「知る、守るそしてつたえる」を理念のもと、踏査・研究・提言

等を進めています。私達は、宮古島の地下水には「量」、「質」、「管理」の 3 つの問題があると考えていま

す。まずは、地下水の現状と危機の内容を知ることから始まります。そして守るための方法を考え、将来

世代に豊富で清浄な地下水をバトンタッチしなければなりません。 

 

１．「量の問題：断水の危機」 

①予測を大幅に上回る急激な観光客の増加、陸自配備に伴う居住人口の増加、水需要は当然急増 

します。一方、地下水を涵養する森林面積の大幅な減少とこれまで地下水涵養の重要な要素であった 

ミズヌンアブの荒廃により、利用可能貯留地下水は、大幅に減少している可能性が高いのです。 

図１ 
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唯一の水資源である地下水で賄うのが難しい状況が迫っています。 

この５年間で観光客数が４０万人から１10 万人と倍増しています。今後数年で１6０万人に達すると

の予測も出ています（図２）。観光客は 1 日 1 人当たり 800 ㎥と市民の 2 倍以上の水を消費すると言われ

ています。2022 年までに 1 つのホテルで 6000 室との計画も報道されています。陸自施設配備により、

この数年で、隊員８００人とその家族合わせて約 1,500～2,000 人の急激な居住人口増加の可能性があり

ます。陸自駐屯地は日量 650 トンの水道用水使用を見込んでいます。市民 1 人当たりの配水量の倍以上

が必要です。さらに「水の量の問題」に拍車をかけます。 

      

 

② 宮古島の地下水は、本当に豊富でしょうか。いいえ、限られた貴重な資源です。 

降水によりもたらされる水資産は、大部分が海へ流れ出て、利用可能な量は年間 4,000 万トン（JTA 

ドーム 500 個分）です。実際に利用できるのは水資産のたった 25％に過ぎないのです。大渇水の年は、

この半分しか利用できない可能性が高いのです（図３～５）。            

  

 

図２ 

図３  
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③水収支は現在のところ健全ですが、取水・配水は、白川田・山川湧水に極端に依存しています。 

大渇水期に湧水量が減少した場合、その他の水源から補えるのか懸念があります。 

現在、水道水の日平均配水量は約 24,000 ㎥/日です。白川田流域水源、東添道南流域水源、平良流域 

水源、福里流域水源から日量平均約 2 万３～４千トンが取水されています。水収支は健全です。取水さ

れた 85％が袖山浄水場で処理され、城辺以外の宮古島全域に配水されます。残り１５％が加治道浄水場

で処理され城辺に配水されます。白川田流域の湧水からの取水・配水が全体の約 7０％(17,500 ㎥/日）を 

占めます。最も重要な水源です。白川田・山川水源の日平均湧水量は、約 2 万㎥/日です。現在の湧水 

取水量は約 14,000 ㎥/日です。渇水時のために年間 80 万㎥（2,000 ㎥/日）が 2 つの貯水池に貯水され、

残りは海に流れ出ます。問題は、白川・山川湧水への依存度が非常に高いことです。収入予算に当たる 

計画取水量よりも約 10％も多く取水されています。袖山系統に属する他の水源では、計画取水量の 5％

～37％しか取水されていません。それにも関わらず足りない分を、渇水期の貯えであるはずの白川田 

貯水池から日平均 2,000 ㎥取り崩し使用しています。平成５年の大渇水年には、白川田の湧水量が五分

の一となり、長期の断水を余儀なくされたのです。その後、いくつもの水源が開発されましたが、今現在

も白川田湧水が、生命線となっています。東添道南流域水源からの取水実績が少なく、バックアップ水源

としての機能が発揮できるか不安が残ります。リスクマネージメントの観点から、取水配分を適切にし

ていく必要があります（図６，７）。 
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図６ 図７ 白川田流域水源計画取水量・実際の取水量 

平成 25 年～28 年度日平均取水量 
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④観光客ラッシュの時期には、日最大配水量が現状の袖山浄水場の浄化能力を凌駕し、断水が起こる 

可能性が高まります。この１～２年以内の増設稼働が必要です。 

観光客の急速な増加により、市は、今後日量約 4,000 ㎥の需要増加を見込んでいます。陸自駐屯による

居住人口の増加分を合わせると約日量 5,000 ㎥の増加となります。袖山浄水場 29,961 ㎥/日、加治道 

浄水場 4,044 ㎥/日、合計 34,005 ㎥/日の浄水処理能力です。2026 年までに緩速ろ過池の増設で、37,400

㎥/日を予定しています。平成 30 年度、人口 54,529 人、日平均配水慮 24,400 ㎥/日、日最大配水量 31,122

㎥/日です。日平均配水量の利用率は、計画取水量に対し 67％、最大浄化処理量の 72％と余裕がありま

す。一方、日最大配水量の利用率は、86％、92％とかなり切迫した状態です。 

2026 年度は、計画取水量 38,400 ㎥/日、浄水給水量（最大浄化処理量）37,300 ㎥/日、日平均 

配水量 28,200 ㎥/日、日最大配水量 37,000 ㎥/日と予測しています。日平均及び最大の計画取水量に対

する利用率は、73％、96％とやはり日最大配水量はひっ迫した状態が続きます。最大浄化処理量に対す

る利用率は、99％となりもはや処理限界となります。 

水消費の急増に加え、この 2－3 年内に平成 5 年規模の大渇水が起こると仮定します。 

日平均配水量を 2.8 万㎥とすると約 1 万㎥の供給不足が生じ、非常用に貯水している 2 基 80 万㎥を取り

崩し使用せざるを得ません。約 80 日間で空になってしまいます。断水は必発となります。ただし、貯水

池から日常的に年間 70 万㎥が取水されています。たまたま 10 万㎥しか残余がない場合は、10 日で底を

つきます。非常用の貯水池の水の日常使用や大渇水期の対策を、早急に見直す必要があります。 

 

⑤森林面積半減やミズヌンアブ荒廃による地下水涵養量の低下の懸念 

この５０年間で森林面積は 30％から 16％と半減しています（図 8）。地下ダム建設による農業用水の

確保は、水なし農業からの脱却に大きく貢献しました。収量の増加、耕作面積の増加により大きな経済 

効果をもたらしました。その反面、耕作地の拡大に反比例して森林面積は減少し、土地造成に伴いミズヌ

ンアブの破壊が進みました。森林は、地下水を涵養する機能と土壌の窒素を吸収・分解する等、多面的 

機能を有しています。森林面積の減少やミズヌアブの破壊により、宮古島の地下水涵養量及び利用可能

地下水量は、大幅に減少している可能性があります。 

    
 

 ⑥行政は、今後も水需要の増加に十分対応できるとしています。本当に、水道水供給の予算にあたる 

計画取水量通りの地下水取水が得られるのでしょうか。２０数年前に揚水試験等により設定された計画

図 8   
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取水量は、現在も維持されているのでしょうか。1 日約 3 万 6 千㎥の計画取水量どおり取水できるでし

ょうか。 

現在の市の計画取水量（日最大取水利用可能量）は、新規の東添道水源を含めて 36,400 ㎥/日です。 

計画取水量は水源を枯渇させずに利用できる最大揚水量として、各水源開発時に揚水試験等の結果をも

って設定されます。水収支の収入予算と考えてよいでしょう。2026 年度までに、福里流域に新水源を 

開発する計画があり、計画取水量 38,400 ㎥/日を目指しています。しかし、この数年の間に、日最大配水

量増加に対し利用率は 95％以上となります。これで本当に余裕があり安心ですと言えますか？ 

 次に、現在の計画取水量の妥当性です。計画取水量に対する日平均配水量や日最大配水量の割合は、 

それぞれ 66％、85％でした。実は、計画取水量全量に近い量を、現在まで一度も取水した実績はありま

せん。最大限の取水をする必要がなかったからです。しかし、これからは利用率が 95％以上を超す事態

が想定されています。水源開発時以降、揚水試験等による計画取水量の再検討が行われていません。 

20 年前の財布の中身が現在も同様であるというのはあまりにも楽観的見通しです。豊水期、渇水期と 

季節性を考慮し、標準的に施行される揚水試験、連続揚水試験、回復試験を早急に行い、時期に応じた 

適正揚水量・計画取水量を再設定する事が必要です。 

第 3 次宮古島市地下水利用基本計画（改訂版）で、大渇水年の際、日最大配水量の供給不足を指摘して

います（図９）。更に、白川田水源湧水が半減した場合の各水源の計画取水量を推定しています。殆どの

水源の計画取水量は大渇水年の際も、平常時の８～１０割に設定されています。甘い見積もりと言わざ

るを得ません（図１０）。袖山系統の主要代替水源としての東添道南流域の新水源を含む６水源から同時 

取水をしなければならない事態も想定されます、６水源で同時揚水した場合の安全揚水量の確認と、 

利用可能取水量を把握する必要があります。急激に水事情が変化している今こそ、季節毎の計画取水量

を再設定し、妥当性のある水収支計画の再策定が必要です。このままだと、急激な生活用水の需要量増加

に対し、現在の供給体制では追い付かない可能性が高いのです。 

渇水が続くと水供給不足による断水のリスクの増大が差し迫ってきます(図 9,10)。 

  

 

 

⑦東添道南流域の調査による地下水利用可能貯留量は、年度により大きく変動しています。袖山系の安

定したバックアップ水源としての利用が可能かどうか、再度豊水期、渇水期と時期別の地下水利用可能 

貯留量の評価が必要です。 

東添道南流域の利用可能推定地下水貯留量は、年度により大きく違います（図 11）。 

図９．第 3 次宮古島市地下水利用基本計画（改訂版）

版 

図 10 
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平成 23 年度地下水水質保全調査報告書において、平成 21 年度調査で東添道における地下水の利用可能

貯留量を、111 万㎥（3,041 ㎥/日）と報告しています。 

平成 26 年度地下水水質保全調査報告書によれば、平成 24/25 年調査で、東添道における利用可能貯留量

は 638.8 万㎥です。日平均 17,500 ㎥となります。このように東添道流域の地下水貯留量は、年間及び 

月間降水量の推移等により、大きく変動している可能性が高いのです。平成２１年度調査の結果だと 

現在の計画取水量の四分の一の取水可能量となります。 

宮古島市地下水水質保全調査報告書において、平成２１年度及び平成２４年度調査ともに、平成 6 年

規模の大渇水が繰り返し生じた場合、東添道流域では地下水利用量を確保できずに死水位に達すると 

報告しています。すなわち、取水ができなくなるという事です。 

       

 

２．「質の問題：地下水汚染の危機」 

硝酸性窒素や重金属及び化学物質による地下水汚染のリスクが高まっています。子供達への健康影響

やサンゴ礁等海域生態系への悪影響が懸念されます。地下水汚染は目に見えません。汚染は長い間潜伏

し、突然、人への健康被害や自然環境への悪影響をもたらします。まず真っ先に懸念されるのは硝酸性 

窒素による地下水汚染です。農薬や殺虫剤、除草剤による地下水汚染、陸自施設からの排水中の鉛等の 

重金属、界面活性剤、PFOS（有機フッ素化合物）等の化学物質による地下水汚染も懸念されます。なぜ

でしょうか？地下水が唯一の水資源である事、小さな島故の環境容量の脆弱性、農業や畜産を中心とす

る産業構造、下水道整備の遅れ、森林面積の大幅な減少等、窒素や、重金属そして化学物質が直接地下水

に浸透し汚染しやすい環境要因があるからです。 

 

【硝酸性窒素による地下水汚染】 

① 地下水硝酸性窒素濃度の推移 

宮古島では地下水中硝酸性窒素濃度の急激な増加の歴史があります。1960 年代までの約 2mg/L に対

し、1990 年代には約 7mg/L となり、水道水質基準の 10mg/L 超える場所が増加しました。わずか 20 年

間で地下水硝酸性窒素濃度は約 4 倍も増加したのです。行政・市民・研究者が一丸となった原因究明と 

削減対策により、現在何とか 5mg/L を維持しています（図 12）。しかし、現在も伊良部の井戸の一部や、

図 11 
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前浜の井戸等スポット的に 10mg/L 前後示す場所があります。 

各自治体の平成３０年度の水道水中硝酸性窒素濃度の比較のグラフを図 13 に示します。 

宮古島市の水道中硝酸性窒素濃度は 4.75mg/L と、水道水質基準の 10mg/L 以内ですが、他の自治体に

比較して突出して高い事が分ります。 

ここで示した 11 の自治体の水道水硝酸性窒素濃度は、1mg/L 未満で、宮古島市の 1/5～1/40 です。 

他の自治体に比べ高い東京都全体の水道水硝酸性窒素濃度と比べても更に約 3 倍も高い濃度です。 

 

 

 

② 硝酸性窒素増加の 3 大要因 

水道水質基準である 10mg/L 未満を超える高濃度汚染は殆どが人間活動に起因します。土壌への窒素

負荷の主な供給源は、化学肥料等、家畜排泄物、生活排水です（図 14）。 

宮古島では、琉球石灰岩の隙間に地下水が貯まるという地質構造的特性があります。耕作面積増加に伴

う化学肥料使用が増加しており、過剰施肥、不適切な時期での施肥の問題があります。畜産が盛んです

が、畜産屎尿の適切処理がまだ十分でありません。人口当たり下水道整備率１６％と他に比べ著しく 

低いのです（図 15）。これらの要因が重なり、直接土壌から地下に浸透し、地下水中硝酸性窒素濃度増加
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をもたらすのです。 

元来、地下水水質汚染のリスクを大きく抱える地域なのです。 

     

     

⓷ 通常型合併浄化槽では生活雑排水の窒素は十分除去できない。（図 16） 

下水道が整備されていない地域では、合併浄化槽での生活排水処理が勧められています。急激な観光客

や居住人口増加により、当然大量の生活排水の増加が予想されます。大型リゾートホテルは下水道整備

区域外の風光明媚な海岸沿いに立地します。通常型合併浄化槽により生活排水の処理が行われることに

なります。しかし、生活雑排水中の窒素は除去できず地下水中硝酸性窒素濃度は増加貯留し、大部分は 

近くの海に注ぎ込みます。地下水汚染や周辺海域生態系への影響が懸念されます。 

 

図 14  

図 15 

図 16 
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④硝酸性窒素地下水汚染による健康影響やサンゴ礁への影響 

硝酸性窒素濃度の高い水を、乳児が飲用した場合、血液中の酸素が不足し全身チアノーゼとなる 

「メトヘモグロビン血症」の原因となります（図 17）。1950 年代には、北米や欧州で、約 2 千例が報告 

され、7～8％が死亡したと報告されています。我が国では 1996 年筑波大学附属病院から、井戸水の 

硝酸塩に起因するメトヘモグロビン血症の発症事例が報告されています（井戸水中硝酸性窒素濃度

36.2mg/L)。もう一つの懸念は、一生インスリン治療を続けなければならない小児 1 型糖尿病の発症 

リスクの増加に関係している可能性です（図 18）。文献を以下にお示しします。 

硝酸性窒素濃度の高い水を飲用している地域では、膵臓の細胞障害による小児糖尿病の発症率が疫学

的に多い（1）。硝酸性窒素値の高い水を飲用した場合、小児 1 型糖尿病の発症リスクに関して確実な 

証拠はない。しかし、25mg/L 以上の高濃度では、発症リスクの可能性を除外できない（２）。 

低濃度硝酸性窒素（0.77～8.2mg/L)を含む水の飲用の継続でも、インスリン依存型糖尿病（IDDM)の 

病因に影響している可能性がある（3）。硝酸性窒素を摂取後に体内でニトロソアミンが生成される。 

膵臓のインスリンを分泌する細胞の働きを妨げることにより、子供のインスリン依存型糖尿病（IDDM)

を発症させる環境因子として作用する可能性がある（4）。尚、最近のレビューでも「影響なし」との結論

は出ていません（4）。 自然環境への影響も懸念されています。特に硝酸性窒素汚染地下水の流出による

海水の富栄養化により、貴重な観光資源であるサンゴ礁等海域生態系に悪影響を及ぼすことが報告され

ています。 

  

             

現在の市の水道水の硝酸性窒素濃度は約 5mg/L です。一方、東京都の平均は 1.5mg/L です。 

図 17 

 

図 18   
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水道水使用基準内であっても、乳幼児や小児が、長期間飲用した場合の健康影響は、まだ十分、分かって

いません。予防原則の観点から、汚染による健康影響のリスクを最小化するためには、やはり自然循環 

由来の 2mg/L 未満に少しでも近づけていく努力と工夫が必要です。目に見えない地下水の状態を正確に

知るためには「適切な地下水質モニタリング」が必須であり、専門家による分析・解釈が重要です。 

 

【農薬や除草剤に含まれる化学物質による地下水汚染の危機】 

地下ダムの完成により灌漑用水が確保され、水なし農業から脱却出来ました。さとうきびの耕作面積の

増加に伴い生産量は増え、収入も増加しています。今や沖縄県の一大農業生産地となっています。収量 

増加の為、多くの化学肥料や農薬そして除草剤が、畑に施されています。過剰に投与された場合、地下に 

浸透し地下水汚染のリスクが高まります。化学肥料から有機肥料への転換がなされていますが、逆に 

農薬や除草剤の使用量は増えています。ネオニコチノイド系農薬は、小児の脳・神経発達への毒性の為、

ＥＵでは全面使用禁止となりました。除草剤として繁用されるグリホサートは発がんの可能性の為、仏

では使用禁止となっています。しかし、日本では使用中止なっておらず、実際宮古島でも大量に使用され

ています。これらの物質による地下水汚染に関しても厳重に監視していかなければなりません。 

 

【自衛隊施設排水による地下水汚染の危機】 

陸自施設排水中の重金属や化学物質による地下水汚染が懸念されます。最大の地下水汚染リスクです。 

千代田地区に陸自隊駐屯地が建設され、村 1 つ分の居住者人口が増えます。保良地区では弾薬庫、 

覆道射場（屋内実弾射撃場）が計画されています。陸自駐屯地の浄化排水設備は、通常型合併浄化槽処理

と処理水の蒸発散装置での気化処理といわれています。 

一番の懸念は、蒸発散施設の蒸発散能（気化能）です。蒸発散装置製造メーカーのホームページよれば、

これだけの大規模な規模な蒸発散施設の設置例は、県内及び国内でもないと思われます（図１９）。既存

の約 10 倍に相当する規模で、宮古島という地域特性のある場所での、実際の蒸発散能力の検証は行われ

ていないと思われます。 

計算上の蒸発散能が仮に得られた場合、通常気象条件では問題なく処理できるでしょう。 

蒸発散施設は、水分を気化させ、地下に浸透しないような構造になっています。地下浸透の懸念も少ない

でしょう。しかし、10 ㎜の降雨が続くと、この蒸発散施設に約 200 ㎥/日の雨水が付加され、処理能力を

凌駕してしまう可能性があります。10 ㎜の降雨は日常起こりうる降雨量です。従ってかなりの確率で 

蒸発散施設からの溢流が起こり得ます。 

この 2 年間で 3 度 50 年に一度の記録的大雨が襲来しています。日量 300 ㎜以上の大雨が降ると、この 

施設内の 1 日雨水量は約 6 万㎥となります。これだけの量を既存の雨水貯留槽での処理は不可能で、 

当然蒸発散施設でも処理できず溢流は必至です。油分分離槽からの溢流もあり得ます。グラウンド等 

舗装されていない場所や駐屯地外の近接する土地等から、これらの汚水と雨水の混合物が、直接地下に

浸透する可能性が高まります。 

通常型合併浄化槽では、窒素や鉛等重金属、車体洗浄液に含まれる界面活性剤成分、PFOS 等種々の 

化学物質は除去できません。従って、処理水に含まれる上記の微量成分は、ろ過筒、砂層、盛土に残存し

ており、これらの有害物質が大雨により雨水と混合し溢流により流出し、地下に浸透していく可能性が

あります（図 20）。 
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自衛隊施設排水に含まれる重金属や、化学物質による地下水汚染は、硝酸性窒素汚染よりも重大な健康

影響をもたらす大きなリスクとなります。季節的降雨量の変動が激しく地下水が唯一の水資源である 

宮古島市では適切な排水処理システムではありません。 

 

         

         

 

【鉛による地下水汚染と健康障害のリスク】 

鉛について述べます。覆道（屋内）射撃場は、無鉛弾使用が明言されておらず、鉛弾が使用される可能

性があります。屋外への流れ弾や騒音被害事案はゼロかもしれません。しかし、米国疾患予防センター

（CDC）では、「屋内射撃場に於ける鉛暴露は、広範囲に広がっており深刻な問題である。予防対策を 

遵守するよう」警告しています。更に「陸軍国家警備隊屋内射撃場に於ける鉛汚染の観察・評価・運用の

責務と方針」がガイドラインとして示されています（図 21,22）。 

図１９ 

図２０ 



13 

 

   

  

 問題となるのは隊員の衣服や体に付着した鉛粒子汚染です。家族、特に小児や妊婦への鉛汚染 

（慢性中毒）が、懸念されます。もう一つの問題は、使用した鉛弾廃棄処理、射撃場清掃で生じる鉛成分

を含有する排液の処理や隊員の衣服のクリーニング排液に含まれる鉛粒子成分です。排液中の鉛粒子は

合併浄化槽や蒸発散施設では、除去できません。蒸発散施設が十分機能しない場合は、直接地下に浸透し

地下水汚染のリスクとなります。飲み水等により体内に取り込まれた鉛は、長期間体内に残留します。 

ＷＨＯは、「鉛は幼児の脳の発達に多大な悪影響を与え、知能低下、行動異常等をもたらし、これらの神

経症状や行動異常は不可逆である。鉛中毒で年間 14 万人超の子供が死亡し、新たに知的障害を有する幼

児は年間 60 万人に達する。幼児への鉛暴露の安全閾値は確立されておらず、幼児にとって特に有害であ

る」と報告しています（図 23,24）。 

   

図２１ 

図２２ 

図２３ 図２４ 
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 米軍基地由来とされる PFOS や PFOA(有機フッ素化合物)を高濃度に含む排水による水源や湧水汚染

が、沖縄本島で問題となっています。ＰＦＯＳは、発がんの可能性や内分泌かく乱作用を有するとの報告

があります。これは対岸の火事ではありません。 

飲用水の全てを地下水に頼っています。硝酸性窒素や農薬、除草剤、界面活性剤等の化学物質そして鉛

などの重金属による地下水水質汚染による乳幼児、小児への重大な健康影響が懸念されます。有機水銀

中毒が原因の胎児性水俣病の患者さんは公害認定後５０年たつ今も、中毒性神経障害で苦しんでいるの

です。予防原則に基づき汚染リスクを最小化する必要があります。 

    

３．地下水管理体制の問題 

総合的地下水管理体制による一元的管理から 4 つに分離された個別的管理になっています。これまで

地下水保全の道標となっていた地下水水質保全調査報告書が中止されました。ステークホルダー間での

情報の共有が十分でない事が、個別的管理の一番の問題かもしれません。現在の地下水保全条例や管理

体制では、地下水クライシスに対応できない懸念があります。 

 

【地下水管理権限の変遷：一元的管理から個別管理へ】（図２５） 

復帰前、米国民政府は、宮古島を大きく 1 つの地下水源ととらえ、米国の水法に基づいた三つの原則、

飲料用水優先の原則、法律による水源の保護管理、水源の保護管理の為の強力な権限を持つ宮古島用水

管理局が設立されました。その後「宮古島上水道組合」に管理権限が引き継がれ、全国に先駆けて 

「地下水管理保護条例（第一次）」が制定されました。この条例は、島内の各種用水について地下水利用

を包含した内容を持つこと、飲料用水を優先させたこと等、極めて先進的なものでした。市町村組合であ

る「上水道組合」が水道事業を担うと共に地下水の保護管理権限も有し、島全体の地下水一元的管理は、

地域の特性に適合した理想的管理形態でした。1972 年本土復帰に際して、「宮古島上水道組合」が「宮古

島上水道企業団」に移行されるに伴い、地下水保護管理条例（第 2 次）改正が施行されました。上水道企

業団は、地下水の保護管理権限も有する水道事業者となり、全島一円の一元的管理が継続されました。 

分岐点は、地下ダム建設です。1987 年、国営土地改良事業による農業用地下ダム建設が開始されまし

た。上水道を扱うに過ぎない上水道企業団が、全地下水資源を管理するのは適当でないとの理由（地下 

ダム管理者が貯留水を農業用かんがい用水として、自由に使用できる制度が必要との思惑が国にあった。）

から、条例の地下水管理権限が宮古地区行政組合（後に広域圏事務組合）に移管されました。 

地下水保護管理条例（第 3 次）が制定され、飲料用水優先、地下水利用基本計画制定義務化、地下水審議

会の設置が義務付けられました。地下ダム所有者は国、農業用水管理は土地改良区となり、地下ダム利用

の為の地下水管理権限と上水道企業団の水道事業に限定された水道水源管理権限と二元的地下水管理を

余儀なくされる事態となったのです。 

2005 年合併による宮古島市の発足に伴い、組織改編が行われ、地下水保全条例が制定されました。 

以前の市の説明によれば、水道事業、水道水源管理は市上下水道部、地下水保全条例のもとに地下水基本

計画を策定し、地下水全般を管理する企画政策部エコアイランド推進課、地下ダム地下水以外の地下水

水質管理は市環境衛生課と行政内でも 3 つの管理体制となりました。地下ダム用水管理は従来通り、 

内閣府沖縄総合事務局（施設管理は市農林水産部に委託）と宮古土地改良区となっています。管理体制の

個別化がさらに進んでいます。これが、地下水の一元的管理から個別的管理への移行の歴史です。 
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【地下水水質保全・管理に関する情報量の減少】（図２６） 

1980 年代、硝酸性窒素による地下水汚染の問題が生じ、その対策として上水道企業団により水道水源

保全条例が策定され、地下水の量のみならず質の問題への対策が始まりました。 

毎年、地下水保全調査報告書に於いて、地下水審議会学術部会の地下水保全に関る専門研究者による 

幅広い分析・提言がなされ地下水保全の道標となってきました。しかし、平成２６年度を最後に、行政 

判断で中止されたのです。これに代わって環境衛生課による限定的な地下水質調査報告書となりました。 

以上の様に、「持続可能な地下水保全と利用」の為に必要な情報量が大幅に減少しています。 

           
 

【地下ダム貯留水の水道水転用を巡るステークホルダー間の争いの懸念】（図２７） 

平成 5 年並みに、白川田流域湧水が平年の五分の一まで激減する大渇水が再来し、時間断水を余儀な 

くされ、もはや通常の市民生活が維持できなくなった事態を想定します。 

大渇水期には計画取水量の半分以下しか取水できない可能性が高く、日平均配水量約 1 万トン不足と

なります。市長は地下水保全条例に基づき、地下ダム貯留水 1 日当たり約 1 万トンの水道水への転用を、

土地改良区、内閣府沖縄総合事務局（土地改良沖縄総合事務所、宮古・伊良部水利事務所）に要請しまし

た。本条例は水道用水供給優先をうたっていますが、地下ダム地下水の水道水への転用に関し法的強制

力はありません。地下ダム貯留量は普段の 6 割まで減少しており、既に灌漑用水の取水制限、農地への

散水制限が始まっています。土地改良区に所属する農業従事者には、干ばつによる被害が出始めていま

図２５ 

図２６ 
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す。更なる灌漑用水使用制限は、農作物の生育を阻害し、甚大な被害になることを懸念しています。 

このままだと、農家の収入は激減し、死活的問題になってきます。農業従事者は、市民でもあります。 

日常生活の破綻と農作物生育阻害と 2 重のリスクに見舞われています。ここに地下ダム管理者と行政・

市民、市民と土地改良区農業従事者の間に激しい利害関係が生じます。 

このように様々な利害が対立する中で、地下ダム貯留水の水道水転用実施が、現状の仕組みで果たして

迅速に実施できるのか疑問です。地下ダム貯留水の使用に関して市はお願いする立場にあります。 

地下水保全条例では、水道水源管理は上下水道部、その他の地下水管理は条例上エコアイランド推進課

となっています。さて、緊急事態に主体的に動くのはどの部署か決まっているのでしょうか。要請を行っ

た後、市や市民は、内閣府沖縄総合事務局等の協議の結果を座して待つしかありません。本来は、宮古島

市民の共通の財産の一部であるはずの地下ダム貯留水を、緊急時自由にすぐに利用することができない

のです。地下ダム地下水は、宮古島市民の共通の水資源であるという国の認識がなく、自分達の水という

意識が続いているからです。法理論的に地下ダム地下水も宮古島市民の共通の財産であることを追求し

ていく必要があります。 

 

 

      

 

【地下ダム地下水水質情報開示の必要性】 

地下ダム貯留水を水道水転用する場合、市民は水道水で利用できるような水質の保持を、期待します。

しかし、貯留水はあくまでも農業用水としての使用であり、水道法で規定する水質検査の義務は負って

いません。１７３の採水用地下ダム水井戸の硝酸性窒素濃度等の水質検査は行われているのかどうか 

そして水道水として使用できる範囲なのか私たちは十分知ることができません。ブラックボックスです。

情報が十分開示されていなからです。 

 

【自衛隊施設排水水質情報開示の必要性】 

もう 1 つのブラックボックスは、自衛隊施設排水に含まれる重金属や化学物質の状態です。地下水 

図２７ 
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汚染の最大リスクです。自衛隊もやはり国の機関です。仮に地下水汚染源が疑われた場合、果たして市は

施設内排水水質調査に入ることが可能でしょうか。自衛隊は自主的に排水水質調査結果を公表してくれ

るでしょうか。答えは否です。「防衛上の機密事項が含まれるため立ち入り検査は不可、結果公表もでき

ません」となる可能性が高いのです。 

情報の共有、情報開示が十分でないことが、現在の個別管理の一番の問題かもしれません。 

 

【地下水クライシスを乗り越えるための地下水ガバナンス】 

大渇水年等の危機的状況に陥った場合の対処や、自衛隊施設からの排水水質を監視し、危機が顕在化し

ないようにする為には、「宮古島市地下水保全条例」及び現状の管理体制では不十分です。急激な水需要

増大に渇水が重なった場合、断水が想定されます。ダム貯留水の水道水への転用を事前協定として結ぶ

体制になっておらず、緊急時の混乱が予想されます。市民 1 人当たりの倍以上の生活用水を消費する 

大型施設に対し、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。ステークホルダー間の対立

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 

混乱が予想されます。今後起こり得る地下水クライシスに備えての手立てはないのでしょうか？ 

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法である「水循環基本法」

を平成 26 年に制定しました。同法に於いて水資源は、国民共有の限られた貴重な資源であり、公共性の

高い財産と規定し、初めて、地下水が住民共有の財産である事及び地下水ガバナンスの必要性が明記さ

れました。同法に基づく「地下水流域協議会」を設立し、行政と市民が地下水ガバナンスに関しイニシア

チブをとり、ステークホルダーを協働管理の一員として取り込む事がどうしても必要なのです。ステー

クホルダーが国の法律の下で対等な立場で、情報を共有し、地下水の保全、有効利用、永続的利用に関し

普段から協議し信頼関係を構築していく仕組みがどうしても必要です（図２８）。 

大渇水や突然の災害、水質汚染発生時、急激な水需要増加などに備えてステークホルダー間の争いを 

最小化する為、事前に協議し対策を講じ、リスクマネージメントを共有していく事がどうしても必要で

す。地下ダムを所有管理する国の地方部局や自衛隊駐屯地も、「水循環基本法」で規定される「地下水 

流域協議会」に協働するステークホルダーの一員として取り込むべきです。国の機関であるからこその

法律を遵守する立場を大いに活用すべきです。宮古島市に住む者の一員として、地下水を守る意識を持

ち、地下ダム貯留水水質及び自衛隊施設排水水質の情報も、地下水流域協議会と共有する方向に持って

いかなければなりません。 

        

図２８ 
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「持続可能な地下水保全と利用」を見据えた地下水ガバナンスに向けての１７の課題 

 

１．「持続可能な地下水の保全と利用」のためには、細かく区分されている地下水流域を 1 つの流域と 

みなし、宮古島市全域を水道水源保全地域と指定する為の地下水保全条例についての法整備の必要性。 

 

 

 ２．水循環基本法に基づく「水循環基本計画・実行計画策定の為の地下水協議会設置」に向けて、 

「地下水協議会設立準備会」を設置し、内閣官房水循環政策本部にモデル調査団体として申請の 

必要性。 

最終的に「地下水協議会」による地下水ガバナンスを推進し持続可能な地下水の保全と利用の為の

協働管理の仕組みを構築していく必要性（図２８）。 

        

３．大渇水時、地下ダム貯留水の水道水転用の事態が生じた場合、速やかな供給体制について。 

飲用水としての水質保持をどう担保するか。 

 

４．急激な宿泊観光客増加や居住人口の増加により大幅な水需要の増加が起こり、供給不足 

（断水の懸念）。 

   生活排水増加に起因する硝酸性窒素等による地下水汚染による健康障害の懸念。 

サンゴ礁など 海域生態系に悪影響はないか。 

 

５．陸自駐屯地排水施設からの排水由来の重金属や化学物質等による地下水汚染の懸念。 

汚染に伴う健康障害の懸念。 

上記の施設の排水水質モニタリングが実施されるかどうかの懸念。 

 

６．森林面積半減やミズヌンアブ荒廃による地下水涵養量、利用可能地下水量低下の懸念 

 

７．大幅な水需要増加時や大渇水時、バックアップ水源である東添道南流域水源からの水供給体制 

への懸念 

 

８．硝酸性窒素削減対策として、熊本市地下水保全条例を参考に「地下水水質の保全」を重要指針に掲

げ、地下水水質保全対策指針を条例で定める必要性。 

「硝酸性窒素等削減対策」の条文への追加、「硝酸性窒素等削減対策委員会」、 

「家畜排せつ物適正処理委員会」等の設置を追加する必要性。 

 

９．従来想定されていなかった地下水汚染リスクのある大型施設を事前協議対象事業に追加する為の

地下水保全条例改定の必要性。 

 

１０．地下ダム貯留水及びファームポンド貯留水の原資は、条例で規定している市民の公共的資源で 
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ある地下水です。宮古島市民のものであることの再確認と条例への明示の必要性。 

 

１１．地下水審議会の早期開催による第４次宮古島市地下水利用基本計画の早期策定の必要性。 

 

１２．地下水ガバナンスに重要な「宮古島市地下水水質保全調査報告書」再開の必要性。 

 

１３．現在の地下水保全条例では、「地下水の状態」についての具体的な記載がなく、「量」の点の点に 

おいて、主要地下水流域の地下水賦存量、利用可能地下水量、各水源井戸の水位、各水源からの 

年間取水量等の「見える化」の必要性。 

「質」の点では、水道水源水質のみならず、平成 26 年度迄施行されていた地下水水質保全調査報告

書で行われていたような、広範な地下水調査を改めて行う必要性。 

その上で、特に問題となる「硝酸性窒素濃度」の低減目標値とその目標達成のための実行施策を実

施する事を条例に明記することの必要性。 

 

１４．事前的地下水アセスメントの規定 

西条市や熊本県条例では、「事前的な地下水アセスメント」の規定があり、過剰揚水による地下水

障害の未然対策として極めて重要であり、検討が必要である。 

 

１５．熊本県地下水条例では、報告のみならず公表を併せて規定しており、「情報公開」によって社会に

よる過剰採取の監視を機能させるのに有効な方策であり、検討が必要である。 

 

１６．日野市条例では、全国で唯一「生態系の保存」の規定がある。総合的水資源管理（IWRM）と地下

水ガバナンスの観点から注目すべき条例である。宮古島では、硝酸性窒素を含む地下水の海への 

放出増加により、富栄養化が進み、サンゴ礁等海域生態系への悪影響が懸念されている。下水道 

未整備の海岸周辺に立地する大型リゾート施設等は、エコリゾートとして、海域生態系保護の為、

窒素除去可能な「高度処理型合併浄化槽」の設置の推進等の検討も必要である。 

 

１７．地下水影響工事等による地下水への影響防止規定の必要性。 

仲原地下ダムの地下排水トンネル工事により、流域境界は有名無実のものとなっており、排水の為

とはいえ、地下トンネル工事により、自然の地下水脈が変えられ、近接する最も重要な白川田水源

流域へ影響を及ぼす可能性が高い。主要水源への影響を考えると農業用水としての地下水水質 

管理で済まされる問題ではない。岐阜市条例や、西条市条例には、工事による地下水への影響に 

関する事前調査措置の規定があり、先進的である。本市の条例でも、早急に検討すべき項目であ

る。 

      

最後に） 

地下水は、命の水です。宮古島地下水研究会は、「知る、守るそしてつたえる」の理念のもと、地下水を

豊富で清浄な財産として、将来世代にバトンタッチしようと活動しています。そのためには、多様な 
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ステークホルダーが垂直的・水平的に協働しながら、科学的知見に基づき、地下水の保全と持続可能な

利用に関して意思決定し、同時に地下水とその関連領域における法制度的・政策的対応の包括的フレー

ムワークのなかで地下水を保全管理していく「地下水ガバナンス」の考え方を導入する事が必要です。 

水循環基本法に基づく「地下水協議会」を設立し、「地下水基本計画・実行計画」策定すべきです。 

21 世紀は、「水の危機の世紀」と言われています。総合的水資源管理（IWRM）は国際的潮流であり、

国連の持続可能な開発目標（SDGs）目標６で、「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続的な管理

を確立する。」事を掲げています。 

宮古島の限られた唯一の水資源である地下水を、将来世代に豊富で清浄なままお返しするには、 

「持続可能な地下水保全と利用」を目標として、今こそステークホルダーが結集し１７の課題を克服 

するオール宮古での取り組みが必要です。 
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