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                                  2021 年１１月１日 

【緊急レポート】 第４次地下水利用基本計画の問題点と大渇水年の対策について 

宮古島市長 座喜味 一幸殿 

宮古島市市議会議員各位 

 

宮古島市では、環境化学物質による地下水複合汚染リスクが非常に高まっています。地球規模の気候 

変動により大渇水はいつでも起こりえます。地下水汚染は目に見えません。一度汚染されると重大な 

健康障害を引き起こし、水質の回復には長い年月と莫大な費用を要します。持続可能な地下水の保全と 

利用の為には、リスク未然回避を原則とする予防回避型の地下水保全・利用計画が必要です。自然に大き

な影響を受ける「水量重視」から「水質重視」への政策転換が必要です。自然現象である降雨による地下

水賦存量の確保を、人知でコントロールすることは非常に難しい。現在ある地下水資源の水質への 

人為的影響を極力少なくし良質に保つことが最も重要です。2030 年から世界的水枯渇が進行すると言わ

れています。今後 10 年に向け「第 4 次地下水利用基本計画」は、まさに地下水の持続可能性を担保する

ための道標です。しかし、現在の内容では十分ではありません。私達宮古島地下水研究会は、このレポー

トで基本計画の以下の様な問題点を明らかにしました。より良い計画への早急な改定を、市及び市議会

で検討することを要望します。 

 

１． 平良地下水流域内の新規水源開発の問題点：基本計画 38～41 頁（４）水道水源保全地域 

１）塩水化助長の問題 

①塩水化リスクのより高い旧上下水道部敷地内を新規水源開発予定地に何故選定したのか。一般的に揚

水量の増加に伴い塩水化が進行するとされており、500m と近接する 2 箇所の水源から同時に取水する

と、今まで以上に塩水侵入ラインの拡大が進むのではないか。 

元来、平良地下水流域は石灰岩帯水層の地下水位が海抜０ｍで塩水化リスクの高い流域です。 

既存のニャーツ水源及び新規水源予定地の不透水基基盤上面の等高線はそれぞれ海面下－15ｍ、―30m

です。市が委託した調査会社エイト日本技術開発は、「全地連技術フォーラム 2019 年岡山」で「平良 

地下水流域のニャーツ水源は、平良港から 1.5km の位置にあり、海抜 0m 以下に設置されたポンプで 

地下水が取水され、過剰な塩水侵入の進行が懸念される」と報告しています。新規水源はニャーツ水源 

より平良港に近い下流側に位置しています。塩水侵入ラインは、ニャーツ水源 600ｍと比較して 500ｍの

位置に迫っており塩水化のリスクが高い。市地下水モニタリング調査では、平良港から約 800m 位に位

置する市街地の井戸の塩化物イオン濃度を毎年測定しています。２０１７年度は 232ng/L（最大 322）で

あり、上記調査の結果と一致します。塩水化とは、水道水質基準の塩化物イオン濃度が 200mg/L を越え

ている場合です。 

 

② 塩水化のリスクが増大するのを見込んで迄、新規水源をこの流域に開発する合理的理由は何か。 

水道施設指針（2,012 年）では、取水場所の選定条件として、「沿岸部の場合、海水の影響を受けない」 

としており、第４次地下水利用基本計画地下水採取の認可基準（７４頁）の地下水水質、貯留、流動を 

損ねる場合の採取禁止例として、「淡水レンズ核の破壊・塩水侵入の助長」を挙げています。 

塩水化のリスクの非常に高い平良地下水流域に既存水源に加え新規水源を開発するには、それ相応の 
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理由があるはずです。 

 

③塩水化の拡大を防ぐためのニャーツ水源及び新水源の合計最大取水量はどの程度を見積もっている 

のか。長期的な取水による塩水化の進行の推定調査は行っているのか。渇水時地下水水位が低い場合は、

淡水箇所でも塩水侵入の恐れがあると調査機関からの報告にあるが、追跡調査は行っているのか。 

 

④ ２水源双方からの取水による塩水化の進行を下流側の小規模取水で防げるのか。 

第 4 次地下水利用基本計画 39 頁で、「塩水化の観点では、ニャーツ水源及び新水源の地下水位低下 

の影響範囲（半径 250m）に塩水が侵入しないようすること必要である。ただし、ニャーツ水源及び 

新水源の下流側に別の地下水取水施設が設置され、その取水により塩水化が内陸に進行したとしても、 

塩水はその施設で取水されるため上流側には進行しない」と断定しています。非常に大雑把な理屈です。

下流側の取水施設は、工業用として 50 ㎥/日を取水しています。ニャーツ水源の計画取水量の六分の一

です。この施設のこの程度の取水で、上流側の 2 つの水源から 3000＋αの取水した場合の塩水化の進行

を吸収し相殺するという説明は常識的にも科学的にもおかしい。塩水化を進行させないために、どのよ

うな方法があるか再度検討する必要があります。 

 

２）取水可能量（地下水賦存量）の問題 

①２つの水源から計画取水量に見合った取水が十分確保できるか。 

市委託調査報告では、平良地下水流域の地下水の流向は、東添道南地下水流域より地下水が流入し、 

一部平良港への流出、同流域を越流し与那覇湾への流向が推定されている。新規水源はニャーツ水源 

より海岸に近い下流側に位置しており、地下水賦存量は上流に位置するニャーツ水源に比べ少ない 

ことが推定されます。ニャーツ水源と新規水源は 500ｍと近接していますが、豊水期、渇水期でそれぞれ

どの程度の地下水賦存量を推定しているのか示す必要があります。 

 

② 新規水源及びニャーツ水源の計画取水量及び安全揚水量はどの程度か。２つの水源の合計実質取水 

可能量はどの程度か。 

2 つの水源から揚水する賦存地下水は、平良地下水流域の地下水流向を詳細調査し相互移行はないこと

を確認する必要があります。同一流域で２つの井戸から揚水する場合、１個の井戸が他の井戸の水位に 

影響しない揚水量の目安である「安全揚水量」を計測し、実質的取水可能量を決定すべきです。 

 

③ 既存水源に近接する場所での新規水源開発の合理的・科学的根拠は何か。 

既存のニャーツ水源の計画取水量は 3000 ㎥/日ですが、普段は約３０％しか取水していません。 

第４次地下水利用基本計画 49 頁の令和元年度流域別現況地下水取水量を見ると 581 ㎥/日で 19％足らず

です。何故、能力の２～3 割しか利用していないのか。何故、既存水源をフル稼働しないのか。再検討 

する必要があります。 

 

３） 生活排水による新規水源地下水汚染の問題：生活雑排水、環境化学物質による地下水汚染のリスク 

生活排水や処理水で汚染された地下水が、上流側から水源流域に流入した場合でも、影響が少ないと
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した根拠はどのような理由からですか。 

新規水源は市街地に位置し、東添道南流域境界から平良港への地下水の流れの途中に位置します。 

新たに指定した地下水流域の大部分は、下水道整備、合併浄化槽設置が十分でない地域であり、生活排水

ないしは処理水が、流入しやすい環境にあります。下水道処理人口普及率は、市全体で 16％と県平均の

2 割程度と低く、下水道整備が進んでいる平良地区でさえ人口普及率は約 23％です。合併浄化槽人口 

普及率も約１０％程度と低い。新規水源の上流測の大部分の地域は、様々な化学物質や微生物を含む 

生活雑排水が直接地下水に浸透する可能性が大きい。合併浄化槽でも、窒素やリンや化学肥料・農薬や 

洗剤等、環境化学物質は十分除去できないため、これらを含む大量の処理水が直接地下に放出される 

可能性が高いのです。水道施設指針（2,012 年）では、取水場所の選定条件として「付近の汚染源の影響

を受けない。」としています。水道水として飲用できるよう十分な対策が必要です。どのような重層的 

対策で極力汚染を防止できるか専門家による詳細な検討が必要です。 

 

４）平良地下水流流域の一部を「水道水源保全流域」指定した設定方針の問題点 

【水量保全の観点】 

第 4 次地下水利用基本計画 38 頁で、「地下水水量の観点から、ニャーツ水源の地下水位の影響圏は、 

平均取水量 3,000 ㎥/日の場合半径 236m（≒250m）と求められます。別事業者の取水による地下水位 

影響圏をニャーツ水源と同等の 250m とするとニャーツ水源及び新水源の取水に及ぼさない範囲として

は、両者の地下水位影響圏半径 250m と合わせた半径 500m となる。」としています。 

① 地下水水位影響圏の推定には、様々な予測式がありますがどの方法で算出したのですか。 

②取水量が高々六分の一しかない下流側の施設の地下水位影響圏をニャーツ水源と同等と仮定した根拠 

は何ですか。 

① 本来なら、ニャーツ水源、新水源、下流側取水施設の３点間での地下水水位影響圏を推定すべきでは

ないですか。 

② 新規水源の平均乃至最大取水量をどの程度として地下水水位影響圏を算出し、ニャーツ水源と同等と

したのですか。 

 

【水質保全：地下水汚染の観点】 

第４次地下水利用基本計画 38 頁で、「地下水汚染の観点から、ニャーツ水源及び新規水源の上流側に 

規制対象事業所等が設置され、地下水汚染が生じたとしても水源に到達しない事。」としています。６月

議会での上下水道部長の答弁では、「対象処理人口が５１人以上の処理槽を有する施設が１３５あり、 

それ以外にもまだまだありますので追って調査したい」と答弁しています。 

① 何故、地下水水位影響圏が、地下水汚染影響圏と同一と考えるのですか。その根拠を示してください。 

② 規制対象事業の総数、排出水の水量、排出しうる物質、排出場所、処理方法を十分調査把握していな

いにも関わらず、どのようにして排水による地下水汚染圏を半径 500m の範囲と設定したのですか。 

③ 上流からの汚染地下水の流向は、不透水基盤上面の傾斜方向であり、傾斜方向から不透水基盤上面 

コンターに直交する位置の集水範囲の外縁を求めたとしています。上流にあたる東添道南流域に接 

する範囲で上流側から新規水源及びニャーツ水源への地下水流向調査が必要と考えますが、行ってい

ますか。 
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④ 上流の規制対象施設を含む地域からの表流水の新規水源への影響は、評価していますか。 

以上のように、新規水源は水量確保の面で、計画取水量や安全揚水量が明示されていません。地下水 

汚染の面では、規制対象事業の把握を開始した段階であり、地下水汚染の範囲の十分なシミュレーショ

ンや対策も明示されていません。塩水化に関しても過小評価がはなはだしく、対策も明示されていませ

ん。このように新規水源に関する十分な調査が行われていない中で、あたかも確定した前提で、新水源及

びニャーツ水源を含む水道水源地域の指定は拙速です。水道水源保全地域に指定さえすれば、地下水汚

染が防げるという考えだけでは不十分です。本当に水道水源として適切か、水量の確保は十分できるか、 

将来的に塩水化が進行した場合の逆浸透膜処理のコストはどの程度か。重層的な地下水汚染対策をどう

するかを十分検討したうえで、決定すべきです。新規水源ありきの水道水源保全地域の決定はあまりも

乱暴です。 

 

５． 仲原地下ダム集水井周辺を白川田地下水流域の水道水源保全流域拡大とした問題点 

① 何故、仲原地下水流域北側の水道水源保全地域指定でないのか。 

第４次地下水利用基本計画 41 頁で、白川田地下水流域南側を水道水源保全地域として追加している。 

仲原地下ダム集水井は仲原地下水流域の北側に位置している。本来なら仲原流域北側の一部を水道水源

保全地域と指定する必要があるのにも関わらず、なぜ、白川田地下水流域の南側を管理上の流域界の拡

大とし、水道水源保全地域としているのか。 

 

② 何故、国は周辺地下水への環境影響評価も行わず、仲原地下ダム集水井から最も大事な水道水源で 

ある白川田地下水流域へ、地下水汚染のリスクとなる地下排水トンネルで排出する工事を実施した 

のか。 

仲原地下ダムの立地する仲原地下水流域は、隣接流域からの流入等もあり、もともと地下水が貯留しや

すい地域で、これまでも取水井戸のみで年間 360 万㎥取水されていました。特に長南地区では、大雨時

に冠水し、北側の白川田流域まで越流することが住民の間では語り継がれています。 

地下水貯留量が比較的豊富なこの流域を地下ダム止水壁で遮断すると、大雨時に高水になり溢流・冠水

が起こるのは自明のことです。地下ダム完成後の大雨時等における高水（冠水）を防ぐ対策として、 

2 基の集水井から 1994.6m の地下トンネルにより、白川田流域にある宮原 3 号排水路に排水することに

なります。事実上流域境界はなくなったことになる。仲原流域は、農業や畜産が盛んで、化学肥料や化学

農薬の使用量も多い地域です。止水壁によって自然の水循環がさえぎられている為、これらの環境化学

物質が長い期間を経て帯水層に濃縮・堆積する可能性があります。環境化学物質による地下水汚染を 

きたしやすい環境にあると言えよう。このような汚染のリスクのある地下水が、最も大事な水道水源が

ある白川田地下水流域に排出され、地下水汚染リスクが生じる事となります。 

 

③ 砂川、福里地下ダムと異なりあらかじめ高水対策が必要であり多大な費用と難工事が予想される仲原

地下水流域を、何故地下ダム建設場所に選定したのか。 

この 3 つの地下水排泄トンネル工事は、風化汚泥による空洞化、対策として高発泡ウレタン充填、地

盤沈下につながる大量出水による泥濘化、本来の地下水脈の切断等いくつものアクシデントを伴った。 

仲原流域は、隣接流域からの流入等もあり、もともと地下水が貯留しやすい地域で、これまでも取水井戸
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のみで年間 360 万㎥取水されていた。仲原地下ダムの有効貯水量が 920 万㎥であるから、増加分として

560 万㎥となる。伊良部島への農業灌漑用水供給を可能にする画期的な地下ダム建設である。砂川及び 

福里地下ダムでは、高水対策としての地下排水トンネルは必要なかった。仲原流域は地下ダム建設場所

として、本当に適切な場所だったのだろうか。排水の為とは言え、地下の大幅な改変は、自然の地下水脈

が変えられ、近接する水道水源流域や地下水流域へ影響を及ぼす。万が一仲原地下水流域の地下水汚染

が生じた場合は、白川田地下水流域のみならず砂川流域に影響することになる。農業用水としての地下

水質管理だけで済まされる状態ではない。 

市は、仲原地下ダム取水井及び地下排水トンネルが立地する場所を、きちんと仲原地下水流域北側水道

水源保全地域と規定し公共的地下水利用施設として排水の水質モニタリングを適切に行い情報公開する

よう事前協定を締結すべきです。 

 

６．計画取水量合計が 2 万㎥近くある袖山浄水場系の他の９か所の水源からの取水が日常的に非常 

に少ないのはなぜですか。 

49 ページ表 2－3 上水道の流域別地下水取水量が示されている。白川田流域 18,019 で、計画取水量 16,250

㎥/日の 111％、東添道南流域 2,540 ㎥/日で、計画取水量 12,950 ㎥/日の 20％、平良流域 581 ㎥/日で、

計画取水量 3,000 ㎥/日の 19％です。白川田地下水流域特に白川田・山川湧水からの過剰取水、東添道南

地下水流域、平良地下水流域からの２０％と過小取水はどのような理由ですか。 

 

７．渇水時等緊急用の白川田水源地貯水池の水を普段から使用しているのはなぜですか。 

渇水期の非常用として一基４０万㎥の貯水池が 2 基設置されています。上水道部は、白川田水源(白川

田泉・山川泉）湧水以外の袖山浄水系水源揚水井戸から、能力よりもかなり少なく取水しています。不足

分は、この非常用の貯水池の水を普段から供給しています。リスク管理として非常にまずいやり方です。 

 

袖山浄水系流域別現況取水量（平成 27、28 年度平均：㎥/日） 

水源流域 計画取水量(A) 実際の取水量(B) 割合(B/A) 

１．白川田流域 

 白川田湧水・山川湧水 

 白川田貯水池 

高野・山川水源 

16,250 

11,250 

余水貯留:渇水時使用 

5,000 

18,571 

16,143 

1,043 

1,386 

114% 

143% 

 6.4% 

 28% 

２．東添道南流域 

  袖山水源 

  前福水源 

  西底原水源 

  底原水源 

  添道水源 

9,950 

2,500 

1,300（休止中） 

25,00 

2,000 

1,650 

1,877 

330 

0 

455 

783 

309 

19% 

13% 

0 

18% 

39% 

18% 

３．平良流域ニャーツ水源 3,000 957 32% 
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８．各水源地の計画取水量の問題 

現状でも令和 12 年度予測でも安定供給が可能としているにも関わらず、平良地下水流域に新規水源を 

開発する合理的理由があるのだろうか。 

第 4 次地下水利用基本計画 63 頁表 2-10 に現在の計画取水量合計が示されており、36,400 ㎥/日とな

っています。66 頁表 2-14 で、令和元年度は、日平均需要量（取水量）は 25,906 ㎥/日です。水道水の 

取水施設の能力に基づく計画取水量と需要量に基づく取水量の水需給バランスは、利用率が 71.2％です。 

67 頁表 2-15 で、令和 12 年度における生活用水の水需給バランスを示しています。生活用水に関する 

想定需要量（27,800 ㎥/日）に対する計画取水量（36,400 ㎥/日）の比率（利用率）は 76.4％で、給水量

が需要量を上回っているため安定供給が可能であると推定しています。 

 

９．水道水源流域外での観光事業者の地下水採取許可申請の問題（66 頁） 

これらの地域で地下水採水許可申請が出された場合、何を根拠に行政側が認可申請をコントロールでき

るか疑問です。 

将来の水需要の推定で４）その他で、観光関連事業者を主とした 4,287 ㎥/日（１５６万㎥/日）の地下

水採取申請が出されている。７５頁表 3－２に地下水流域別地下水採取許可基準が示されています。 

「比嘉東、新城北、保良東、高野海岸、山川海岸、東平安名崎、砂川南地下水流域は、本流域のみに適用

すべき地下水採取許可基準はない。」としています。貴重な地下水資源の乱採水に一定の規制をかける 

地下水保全条例上の規定が必要です。 

 

１０．「計画基準年」、「大渇水年」の白川田水源湧水が著しく減少した推定の中で、その他の水源の 

地下水利用可能量を計画取水量通りに推定している問題 

 

① 白川田水源の湧水量が約７0％減る状態で、他の 11 水源は 20％しか減少しないという推定は、 

どのような根拠で推計されたのでしょうか。不可解です。 

６４頁表 2-11「計画基準年」及び「大渇水年」の各水道水源流域の地下水利用可能量を示しています。 

白川田水源湧水量の渇水流量が 10 年に 1 回の頻度で減少する年である 2018 年度を「計画基準年」と

し、白川田水源湧水量を 5,945 ㎥/日、合計地下水取水可能量を 28,595 トン（㎥）としています。 

新水道ビジョンでは、1 日平均給水量を 25,400 ㎥と見込んでおり、普段は、供給量を十分確保できる 

計算です。渇水時、１２水源の合計地下水利用可能量は,28,595 ㎥/日を見込んでいます。普段の 12 水源

の計画取水量は 36,400 ㎥/日であり利用可能量の計画取水量に対する割合は 79％となります。この 10 年

間の白川田水源地（白川田泉 13,550 ㎥/日＋山川泉 6,734 ㎥/日）の日平均湧水量は、20,284 ㎥です。 

渇水時の白川田水源湧水量 5,945 ㎥/日は普段の約 30％ということになります。一方、同じ白川田地下水 

流域の高野・大野２水源の取水可能量は、計画取水量 5,000 ㎥/日と同じであり、平良流域も、普段の 

計画取水量 3,000 ㎥/日の 100％取水可能と設定しています。東添道南地下水流域は、袖山水源が１９９

３年の大渇水年に揚水が不可能となった事実があるため、除外した残り５水源の計画取水量 10,450 ㎥/

日の 100％が取水可能としています。福里地下水流域も計画取水量の 100％取水可能と設定しています。 

当然渇水の影響は、白川田湧水以外の水源の利用可能量にも同様に影響するはずにも関わらず、これら

の水源の地下水利用可能量を、計画取水量の約 80％と推定しています。 
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②大渇水年の合計取水可能量 24,510 ㎥/日は、どのようなシミュレーションで算出したのでしょうか。 

白川田湧水量が過去最低となった 1993 年度を「大渇水年」と定義しました。白川田水源湧水量を 1,860 

㎥/日と推定、これは日平均湧水量の９％に相当します。合計地下水利用可能量は、24,510 ㎥/日と推定

しています。驚くことに、「大渇水年」でも、白川田湧水以外の 11 水源の取水可能量 22,650 ㎥/日と 

「基準年」同じ量を推定しています。「大渇水年」の白川田水源湧水量 1,860 ㎥/日は、「計画年（渇水時）」

の 5,954 ㎥/日に対し約 70％減少です。にもかかわらず湧水以外の水源の利用可能量が、袖山水源を除い

て、普段の計画取水量の 100％が取水可能と設定しています。「大渇水年」と「基準年（渇水時）」双方で

同じ量の設定というのは、常識でも科学的にも考えられません。 

 

③何故、これまでの水収支調査分析報告結果が、第４次地下水利用基本計画に反映されていないのか。 

東添道南地下水流域６か所の水源地の合計計画取水量は 12,950 ㎥/日であり、渇水時のバックアップ 

水源として非常に重要です。平成２３年度宮古島市地下水水質保全調査報告書によれば平成２１年度の

水収支詳細報告検討の結果、平成６年（1993 年）規模の大渇水が繰り返すと白川田流域（白川田・山川

湧水、大野水源、高野水源：合計計画取水量 16,250 ㎥/日）の利用可能地下水水量は年間 57 万㎥（1,562

㎥/日）、平成２６年度の報告書では、平成 24・25 年度の水収支検討で白川田流域の利用可能地下水量は

5,357 ㎥/日と推定しています。東添道南流域では、上記の２つの水収支検討で、地下水利用量を確保で

きず、死水位に達するとしています。大渇水時には、取水利用可能な地下水が枯渇するのです。これまで

の水収支調査分析報告結果が第４次地下水利用基本計画に反映されていません。基本となる数値の誤り

により、計画自体の信頼性が失われます。リスク管理の要諦は、最悪の事態を想定し、普段から対策方法

を検討しておくことです。 

 

１１．白川田水源湧水以外の水源を。計画取水量に近い最大取水していない現状で、どのような方法で 

さらに各水源の計画取水量を増量させるのだろう。 

69 頁図 2－15、71 頁図 2－17 に示す通り、「基準年」「大渇水年」では、日平均需要量がそれぞれ、 

102,6%,123,3%となり地下水利用可能量を上回ると推定しています。 

日最大需要量は、「計画基準年」で 131.9%、「大渇水年」で 158.4%と需要量が取水可能量を上回ると 

推定されます。従って、「水道水の安定供給を行うためには、水源地の計画取水量の増量や、水源地の 

新設の検討を行う必要がある」としています。非常に甘い推定です。「計画基準年」で白川田水源地湧水

が通常の 30％に減少する事態では、との水源も同等の減少が推定されます。何故なら、狭い宮古島市で

は、降水量減少の影響は島全体に及ぶ可能性が強いからです。計画年度で他の水源も白川田水源湧水と

同様 7 割減とすると、１2 水源の利用可能量は計画取水量 28,595 ㎥/日の３割、8,579 ㎥/日となります。

実際取水できるのはさらに少なくなります。利用基本計画予測 28,595 ㎥/日よりも約１万 6 千㎥/日以上

も少なくなります。令和元年度日平均給水量 24,731 ㎥/日に対し、利用可能量が約 16,152 ㎥/日不足し

ます。不足分を白川田貯水池合計 80 万㎥で補うと、50 日で空になります。 

「大渇水年」には、白川田水源湧水量は 1,860 ㎥/日と平時の９％と著しく減少します。東添道南流域 

地下水は死水位に達し利用できなくなるとの調査報告があります。他の水源も同程度の減少率とすると、

最悪の場合、約 3,000 ㎥/日の地下水利用可能量と推定されます。これは令和元年度１人１日平均給水量

450L とすると 6,666 人分の需要しか満たせません。需要量に対し約２万２千㎥/日不足します。不足分
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を白川田貯水池合計 80 万㎥で補うと、36 日で空になります。しかも、この非常用の貯水池の水を普段か

ら供給しています。市の見通しはあまりにも甘くリスク管理も十分でありません。市予測の渇水時の 

取水可能量 28,595 ㎥/日を下回るのは、計画取水量 37,660 ㎥/日の 76％以下になったときです。これを

白川田水源地（白川田泉＋山川泉）に当てはめると湧水量が 1 日 1 万５千㎥です。白川田泉の湧水量に

限定すると約１万㎥/日を下回ると供給量不足となるはずです。断水のリスクが生じる閾です。 

渇水時や大渇水年では、地下水賦存量及び利用可能地下水量が大幅に減少するわけです。同じ流域内に 

いくら新規水源を開発しても、全体の利用可能量を増やすことは困難です。利用基本計画では「水道水 

安定供給を行うためには、水源地の計画取水量の増量や、水源地の新設の検討を行う必要がある」として 

います。降水量が定常的な条件下で、水需要増加した場合の対策としては、一定の合理性があると考え 

ますが、大渇水年に向けての新規水源開発は合理的対策ではありません。 

このように、宮古島市ではいつでも供給量不足のリスクがあります。普段からの節水、再生水利用、天水 

の活用等の工夫が必要です。 

私たちの、渇水年・大渇水年に向けての対策案を示します。 

【節水】 

宮古島市の１人１日当たりの平均給水量は 248 リットルで、県平均の 1.3 倍、東京都の 1.4 倍です 

（52 頁）。１人１日約 60 リットル（風呂使用量に相当）節水して県平均並みに近づければ、市民全体で

１日あたり 3.300 ㎥（トン）の節約になります。 

 

【再生水利用】 

60 頁表 2-7 で平成３０年度空路観光客（６９万人）の 1 人１日当たり水使用量を 488.1 リットルと 

しています。空路観光客年間 69 万人が平均 2.6 日滞在すると年間延べ滞在人数は 179 万 4 千人となりま

す。1 日平均滞在人数は、4,915 人となり、空路観光客の 1 日当たりの水使用量は、2,399 ㎥です。 

人が 1 日必要な飲料用水は 3 リットル程度必要です。空路観光客の 1 日飲用水量は、約 15 ㎥となりま

す。トイレは 1 日 1 人 50 リットル、お風呂 60 リットル合計 110 リットルの水を使用すると、1 日あた

りの合計は 540 ㎥となります。排水を再生浄化処理後利用すれば、水道水使用量を約 23％減らすことが

できます。上記を組み合わせると、一日約 3,900 ㎥の節水が可能となります。大規模水消費施設では、 

再生水利用を地下水保全条例で規定する必要があります。 

 

【大渇水年の対策】 

①大渇水年には、最低限の供給さえ困難となります。まず、飲料用水の確保が必須です。最悪の事態を 

想定して、対策を講ずるのが危機管理の要諦です。 

大渇水年には、地下水利用可能量が１日 3,000 ㎥と激減します。飲用として１日３リットル、台所用 

で３０リットル、洗濯で２０リットル、合計 53 リットルを水道水で賄うとすると宮古島市民 5 万 5 千人

が使用する需要水量は 2,915 ㎥となります。空路観光客の上記需要水量は、53 リットル×4,915 人で、 

約 260 ㎥/日となります。大渇水が続き、地下水源が枯渇した時等、最悪の事態を想定して、生命維持に

最低限必要な飲料用水一日３リットルを、市民全員 5 万 5 千人分 165 ㎥/日を確保する必要があります。

海水淡水化施設の設置を検討する必要があります。RO 膜を使用した逆浸透法による海水淡水化施設が、

波照間島では 2 基で 470 ㎥/日、北大東島では 320 ㎥/日、南大東島では 730 ㎥/日が稼働しています。 
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伊良部大橋の送水管の破損など想定外のアクシデントに備え、飲料用水や生活用水の一部を淡水として

供給する海水淡水化施設が必要です。硝酸性窒素濃度や塩化イオン濃度が高く逆浸透膜処理が必要な 

既存水源活用と海水淡水化施設の比較検討が必要です。 

  

②大渇水期等の緊急時には、地下ダム地下水を水道水として転用できるよう水質の保持及び優先提供の

協定を公共的地下水管理者と事前に締結すべきです。 

農業用水としてのみならず水道水質基準にも適合するよう地下ダム貯留水の水質モニタリングを定期 

的に実施し、水道水転用が速やかに可能となるようにすべきです。重層的リスク管理としては、地下ダム

地下水が何らかの汚染が生じているため、直接水道水として利用できない場合の対策が必要です。地下

ダム地下水を大渇水年等緊急時に利用する為には、畑地に供給するルートとは別に、ファームポンドで

貯水した地下水を飲料用水レベルまで反復濾過する「膜利用型高度処理」し水道供給ラインに逆浸透膜

（RO 処理）処理後連結を検討する必要があります。 

 

③大渇水期には、大量の水需要がある大型施設では、市民優先の立場から、給水制限を真っ先に要請する

事態が想定されます。これらの事態に対応するための法整備や、普段から再生水や天水の利用の普及の

ための施策の検討が必要です。 

 

④大渇水年や地下水汚染に対応し、持続可能な地下水の保全と利用を実現するためには、市民、行政、 

地下ダム、自衛隊駐屯地施設など国の施設、商業施設、土地改良区等ステークホルダーが地下水の協働 

管理に参加してもらう事が必要です。そのためには、地下水保全条例を補うため水循環基本法（第 4～8

条）の後ろ盾がどうしても必要なのです。現在の、行政中心の地下水ガバメントから、法律に基づき市民、 

行政、企業、専門研究者などが協働管理に参加する地下水ガバナンスへの転換が必要です。「地下水審議

会」は条例で定める市長の諮問機関です。「地下水循環協議会」は、水循環基本法に基づき設置される 

ため法的拘束力を有し、「水循環基本計画・実施計画」策定する義務があります。 

数世代先を見据えた「持続可能な地下水の保全と利用」のため、「地下水審議会」と「地下水循環協議会」 

を比較検討し、将来的な「地下水循環協議会」設置に向けての検討を行う必要があります。 

  

 


