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１ 目的 

本業務は、小浜平野の地下水流動三次元モデルを構築し、地下水量を推計・評価す

るものである。 

モデルの構築は、降水量や北川、南川などの河川流量、既存井戸や新たにボーリン

グした井戸の地下水位変動や水質調査結果より行う。 

その結果から、本市の上水道水源として今後の使用可能な量を推察し、水収支を明

らかにすることで、水道行政の参考資料とする。 

また、それをきっかけとして、今まで「食のまちづくり」を目指してきた本市が今

後さらなる「まちづくり施策」を推進するため、「休耕田の水張り」に代表される涵養

域保全策や「限りある小浜市の地下水」の有効活用策・保全策等について、新たなま

ちづくり策を市民参加で検討していく。 

 

２ 業務工程 

  本業務は、下記の工程で進めることを想定する。 

実施年度 調査方針 主な調査内容 調査細目 

平成 25 年度 ・小浜平野の水理地質構造

と地下水流動系(水循環

系)の特徴把握 

資料調査 既往資料、水文観測データ

の収集整理 

現地調査 ボーリング調査 

地下水位・流量調査 

水質調査 

水理地質構造の検討 水理地質モデルの作成 

平成 26 年度 ・地下水流動系(水循環系)

のより詳細な把握と分

析 

現地調査 地下水位等の継続調査 

地下水利用調査、塩水化実

態調査 

地下水位分布・流動の

考察 

地下水位平面分布図や変動

図等の作成と分析 

地下水解析モデル構築 モデル構築 準備・着手 

平成 27 年度 ・現在の地下水収支の評価 

・将来の地下水収支の予測

（揚水量や土地利用条

件変化に応じた地下水

位や塩水化程度の推定） 

・上述変化が生じた場合の

地下水位・塩水化の予測 

・地下水保全と有効活用に

関する総合検討 

現地調査 地下水位等の継続調査 

地下水解析モデル構築 水理地質構造の三次元モデ

ル化 

地下水流動解析 再現検定 

予測解析（現在・将来） 

地下水環境総合評価 評価指標と保全目標の検討 

地下水利用上の課題検

討 

水道行政上の課題検討 

地下水保全・強化策の検討 

後続業務の企画提案 課題解決のための実施方針 
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３ 成果品 

  業務の最終段階で、業務全体を総括した報告書及び概要報告書を各３部作成し提出

するほか、必要な後続業務についても検討を行い、業務計画を立案・提出する。 

  平成２５、２６年度は、その年度内に実施した事項にかかる中間報告書を作成する。

中間報告書の内容等は、本市との協議に基づくものとする。 

 

４ 業務内容 

業務の範囲及びその内容は次のとおりとする。 

（１）調査業務 

１） 資料調査（過去３０年間余り） 

過去に本市が実施した地質、水文に関する報告書、地下水保全関連政策資料、

地形・地質・地下水に関する一般文献、福井県及び他機関が実施している水文

観測データなど、本業務遂行に必要な資料を収集・整理する。 

① 直接地下水と関係する項目 

気温、湿度、気圧、潮位、降水量、降雪量、積雪深、河川流量、蒸発散

量、地下水位、地下水及び河川水水質、井戸揚水量（上水、事業所、融

雪水等）土壌水分量等 

② 地下水に影響を与える項目 

地形図、地質平面・断面図、ボーリング柱状図、井戸掘削データ、各種

統計（人口、世帯数、土地利用状況、工業・商業統計、農地・林地分布

図、井戸分布図、井戸掘削データ、地質調査ボーリングデータ等） 

２） 現地調査 

① 地下水利用調査 

過去の調査データや関連資料の分析、アンケート調査等の適切な手法

により井戸など既存利水施設の分布状況を把握する。 

調査範囲は、基本的には市内平野部（北川、南川沿い）とするが、別

途協議の上決定する。 

主に、平野部海岸沿いの地区を対象に、利水施設の所有者・利用者に

対する聞き取り調査５０件を行う。具体的な調査対象は別途協議により

決定する。 

聞き取り項目は、設置時期、構造、用途、揚水施設の性能等とし、過

去の地下水障害経験など地下水利用上の課題検討に必要な情報収集を図

る。 

② ボーリング調査 

小浜市区域の地下水位、地下水質をモニタリングするための観測井戸

をボーリングで掘削する。 

設置した観測井戸の孔口の標高を各々管理する。 

かつての南川の軌跡などを考慮した上で、その場所や時期、掘削深度 
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は別途市及び受注者で協議の上決定する。 

市内平野部（北川、南川沿い）の６ヶ所で合計２００m 余り（５０m 程

度×２ヶ所、２０m 程度×４ヶ所）掘削する予定とする。 

掘削では水理地質構造にかかる情報を得るため、コアボーリングとし、

主要な帯水層と認識される深度で現場透水試験を実施する。 

（各井戸 １回） 

ボーリング完了後、孔壁保護のため防護管を挿入するとともに、雨水

浸透防止に適した孔口仕上げを行う。 

防護管は VP50 を基本とし、観測対象とする帯水層部分には有孔管を、

それ以外の部分には無孔管を配置する。（同一孔内で複数の帯水層からの

取水は行わない） 

その他、構造の詳細は市と受注者との協議に基づくものとする。 

③ 地下水位調査 

長期観測（自記水位計の採用） 

既存井戸と別途ボーリング掘削した地下水観測孔に自記水位計を設

置し、地下水位の連続測定を実施する。実施箇所数は、６ヶ所、２９ヶ

月を予定するが、具体的な調査数、位置や期間は協議し、決定する。 

自記水位計のデータ回収と保守点検は、原則毎月１回とし、手動測定

による静水位の検測を行って精度確保を図る。 

本業務は、自記水位計や必要な備品、資材、データ回収装置等の購入

費、地権者との交渉及び現地での設置作業費等を含む。 

使用する自記水位計の機種は、現地の条件を踏まえて協議により決定

する。 

一斉観測（手動測定） 

地下水や表流水の特徴把握に適した場所で、水位測定可能な水位の安

定した使用中でない既存井戸を抽出し、水位計等にて地下水位を測定す

る。 

水位観測箇所は、２０ヶ所（想定数）の既存井戸で毎月１回、２９ヶ

月測定し、毎回の結果に基づき、地下水位等高線図、地下水位変動図の

作成が可能なよう短期間で実施する。 

④ 河川流量調査 

地下水や表流水の特徴把握に適した場所を抽出し、流量測定を実施す

る。 

観測方法は、流速計を使用した断面流速法を基本とするが、現地状況

に応じて適切な方法を協議の上選択する。 

河川流量観測は、若狭町 熊川付近までの１０ヶ所（想定数）の河川

等で２９ヶ月行い、前述の地下水位観測と時期を合わせて実施する。 

⑤ 水質調査 

水質調査については、福井県立大学で実施済みの水質検査結果を使用
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する。ただし、他に必要・有意義な項目がある場合には協議により変更

する。また、計量証明書を成果品に添付する。 

 

○福井県立大学で実施された水質検査項目 

ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム 

塩素イオン 炭酸水素イオン 硫酸イオン 硝酸イオン 

総溶解固形分 電気伝導率 塩分濃度  

⑥ 塩水化実態調査 

        平野部沿岸域（雲浜地区など）での地下水塩水化実態を把握するため、

既存井戸での深度別電気伝導率測定、塩素イオン濃度、PH、水温の一斉

分析等を実施する。１８０回（２０ヶ所×（9 回／3 年）） 

        具体的な調査項目や調査箇所等は受託者で検討し、協議により決定す

る。 

 

（２）解析業務 

１）水理地質構造の把握（地下水流動三次元モデルの作成） 

小浜平野で、地質調査資料を参考に地質構造の把握を行うとともに、帯水層

区分など水理地質構造の考察を行う。 

考察結果に基づき、水理地質断面図、平面図を作成し、小浜市地域の地下水

盆（水理地質モデル）を具体化する。 

必要に応じて地表電気探査などにより、帯水層構造を把握する。L=6.2km 

水理地質モデルの検討にあたっては、水文観測結果から導かれる三次元的な

地下水流動系との整合性に留意する。 

２）地下水分布、流動状況の把握、数値モデルの構築 

地下水位変動と地下水位平面分布（等高線図）の再現性を確認する検定計算

を行い、透水係数等の検討を行い、その結果をわかりやすく提示する。 

本地下水調査の目的に合致した手法により、常に最適な地下水シミュレーシ

ョンモデルを構築する。 

モデルは、三次元浸透流モデルを基本とし、対象地域の水文特性や水理地質

構造を妥当な精度で表現させるとともに、土地利用や井戸揚水量の変化といっ

た地下水の保全・適正利用にかかる問題点の抽出に適した予測解析が行えるよ

う、条件設定に配慮する。 

３）モデルによる地下水（定量的）収支検討（現況評価、将来予測） 

採用したモデルを用いて、現在及び将来の地下水分布状況並びに地下水収支

を求める。再現・予測計算ケース数は別途協議により決定する。 

将来予測は、土地利用や井戸揚水量の変化を考慮する。 

４）地下水環境総合評価 

小浜平野の地下水環境を総合的に評価する。 

特に、平野部では持続的な地下水利用を検討する上で妥当な評価指標（井戸
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の水位や塩水化範囲など）を設定し、適正な地下水利用形態（揚水規模）の考

察を行い、現在と将来における地下水利用上の安全性評価の根拠資料とする。 

５）地下水利用上の課題検討 

小浜平野での塩水化の状況把握・地下水保全・利用上の課題を再検討し、今

後の水道行政の方向性も見据えながら地下水保全施策の基本的考え方をまとめ

る。 

 

（３）後続業務 

   本調査業務が完了する平成２８年度以降に想定される「地下水」の有効活用策や

涵養域保全策等について、他市町の先進事例や成功事例を参考に、「食のまちづく

り」を推進してきた本市にとって採用可能な各種方策について検討し、記載・提案

する。 

 

５ 委託期間 

契約締結日から 平成２８年３月１８日（金）までとする。 

（平成 25 年度～27 年度までの３年間で実施するが、

平成 27 年秋を目処に結論・方向性を出す） 

 

６ 仕様書の適用 

本仕様書は、上記業務に適用する。なお、本仕様書に記載なき事項であっても受

託者が業務を実施するにあたり、必要と認められる事項は、本市と協議の上これを

行うものとする。 

 

７ 調査対象範囲 

別紙図面のとおり 

・小浜市内の 北川・南川沿いの約１７km2 余り 

・データの確保出来ない山間部を除く 

 

８ 関係法令の遵守 

受託者は、業務実施にあたり、関係する法令等を遵守、準用する他、関係する法

令、規則、細則等に従うものとする。 

① 国土調査法 

② 気象業務法 

③ 河川砂防技術基準 

④ 水文観測業務規定 

⑤ 地下水調査および観測指針（案） 

 

９ 関係機関との協議及び打ち合わせ 

受託者は、関係機関との協議において説明資料が必要な場合、もしくは受託者の
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出席が必要な場合、誠意を持ってこれにあたること。 

本業務の打ち合わせは、以下の区切りにおいて合計８回以上行う。 

このうち、業務着手時、平成２５年度末、平成２６年度末、成果品提出時の４回

は必ず管理技術者が出席すること。 

業務着手時、 中間時（６回以上）、 成果品提出時 

 

１０ 必要書類の提出 及び 議事録の作成 

受託者は、契約後速やかに全体工程表、着手届、管理技術者届等必要な書類を提

出すること。 

また、本市との打ち合わせ及び協議において、その内容を記した議事録を作成し、

内容確認の後、提出すること。 

 

１１ 資料の貸与 

業務の実施に際し、必要な資料の収集、調査等は原則として受託者が行うが、本

市が保有する資料については貸与する。 

受託者は、貸与を受けた資料のリストを提出し、業務完了後速やかに返却するこ

と。 

 

１２ 検査 

受託者は、業務の完了に際し、成果品について本市の検査を受けるものとする。 

なお、検査完了後であっても成果品に不備が発見された場合、受託者の負担と責

任においてこれを訂正すること。 

 

１３ 秘密の保持 

受託者は、業務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

１４ 疑義の解決 

受託者は、本仕様書の記載事項または記載なき事項について疑義が生じた場合、

本市と十分な協議を行うこと。 

 

１５ その他 

受託者は、業務の実施に際し、対象区域等に立ち入る場合、事前に本市に連絡し、

承諾を得ること。 

 

 

 

 

 

 


