
議事録 

 

会議名：第 3回小浜市平野地下水調査業務検討委員会 

日時：平成 27年 11月 2日（月）14時 00分～16時 00分 

会場：市庁舎 4階 入札室 

 

（議事内容） 

○委員会参加者 

 谷口会長、竹内委員、大村委員、田原委員、橋本委員、事務局（上下水道課）、サポート

（環境衛生課）、受託者（日本工営） 

○情報公開 

 会議内容・発言された方のお名前についても公表すること。 

○説明および意見交換 

発言者 内容 

谷口会長 本日の委員会では平成 27年度の前期成果報告と 27年度後期の業務予定の成

果報告とその協議を行います。まず前回の第 2 回検討委員会での指摘事項が

幾つかありましたので、その対応状況について事務局より報告願います。 

事務局 それでは前回委員会での指摘事項および対応状況について報告します。主

な指摘事項は以下でございました。 

 電気伝導度の連続観測を行って消雪装置稼動中の地下水位低下と水質

変化の実態を明らかにする。 

 事業用・農業用・民生用等の揚水量に関する情報を収集する。 

 予測シナリオの検討では谷口会長（地球研）のプロジェクトで実施した

地下水利用に対する意識調査の内容を参考にする。 

それらの対応状況は次のとおりです。 

 

 電気伝導度の連続観測 

１） 塩水化の影響を受けやすい海岸部の川崎地区に設置してある観

測井の中で最も深い B-3 で 10 月より観測を開始。 

 揚水量に関する情報の追加収集 

１） 個人で使用されている井戸の揚水量については下水道の使用量

から地下水の利用量を算出した。 

２） 事業所等については主な商業施設や工場等へ電話やアンケート

により聞き取り調査を実施中。 

 予測シナリオの検討 

１） 後ほどの協議の中で日本工営より説明。 

前回の指摘事項及び対応については以上でございます。 



谷口会長 では最初に、平成 27年度前期の成果報告をお願いします。作業項目毎に分け

て報告していただき、各々質疑の時間を設けながら進めたいと思います。 

日本工営 平成 27年度「現地調査」について説明 

 業務の全体計画と各年度の位置づけ 

 業務の進捗状況 

 近況の気象状況 

 地下水位変動状況 

 流動変動状況 

 河道水収支 

 地下水位平面分布 

 沿岸部の水質状況 

 揚水量データの収集および使用状況 

（上記内容を別途資料で詳細説明） 

谷口会長 現地調査結果の報告に関して、ご質問ありますか。 

谷口会長 河川の塩水遡上を表した電気伝導度の平面分布図ですが、河川水の塩分濃度

を測定し、その数値の変化を基に作成しているのでしょうか。 

日本工営 河川にかかる橋の上から簡易水質計で測定し、海水に近い数千 mS/mと淡水に

近い数十 mS/mとを区分して整理しております。 

谷口会長 昨年度と今年度を比較して、塩水遡上の傾向に変化はありませんか。 

日本工営 2ヵ年の結果に顕著な相違は見られませんでした。 

谷口会長 年別の揚水量増減の説明にあった、若狭町水道水源の平成 24年度の増加は、

どのように考察していますか。 

日本工営 その理由に結びつく情報はまだ把握できておりません。 

谷口会長 市や委員の方で何か思い当たる理由はございますか。若狭町のことになりま

すが、小浜平野の地下水流動という観点からは重要なことなので、理由が探

れるようでしたらご対応下さい。 

谷口会長 今回の整理で、通常時と消雪装置稼動のピーク時での揚水実態の差異が明確

になったと思います。 

大村委員 小浜の雪の降り方は、一晩に予想もつかないほどドサッと降ることもあるの

が特徴です。消雪装置が年間で動く日は 20日程度ですが、動く時は一斉に動

く訳です。 

谷口会長 それを踏まえると、平均値では目立たなくなるので、ピーク時を見ていくこ

とが大事と言えますね。 

田原委員 河道水収支を見ると松永川と遠敷川は必ず伏没傾向になっていますが、全体

の地下水涵養量に対する寄与はどの程度なのかわかりますか。  

日本工営 今回はそこまでの細かな集計が出来ていないので、後日ご回答します。 

ただ、北川の流量に比べると松永川や遠敷川の流量は多くありませんので、



伏没傾向にあっても必ずしも地下水涵養量が多いとは言えないと思います。 

谷口会長 河道水収支の整理図はプラスかマイナスかゼロかの３種類で表現し、定性的

な傾向を示しているだけですので、地下水流動解析のシミュレーションで、

北川と南川だけでなく遠敷川と松永川での地下水と河川のやりとりを整理し

ていただきたいと思います。 

竹内委員 遠敷川は上流で農業用のパイプラインの取水をしているから流量が少なくな

り、より伏没しやすいと言えます。その伏没した地下水は、遠敷川の河道沿

いに北川の方に流れているのではなく、南西の多田川の方に流れているはず

です。川としては河川改修で北川を向いて松永川と合流していますが。 

その多田川方面に向かう地下水の量は相当なものと思います。 

日本工営 遠敷川下流が扇状地的な地形になっていることが関係していると思われま

す。その地下水の流れも考慮して検討を行うようにします。 

田原委員 河道水収支は堰での農業利水などを加味して集計しているのでしょうか。 

日本工営 農業用などで取水した後の流量を使って上流と下流とを比較しております。

おそらく遠敷川はかなり取水して川を流れる量が少なくなっているため、よ

り伏没しやすくなっていることもあると思います。 

大村委員 松永川でも時々渇水しますが、この流域では地下水位が大きく上下すること

が知られています。渇水時には地下水の量も相当減るのではないでしょうか。 

谷口会長 それでは、調査状況の報告はここまでとし、地下水流動解析の報告をお願い

します。 

日本工営 地下水流動解析状況について説明 

 水収支解析 

 地下水流動解析 

（上記内容を別途資料で詳細説明） 

谷口会長 ご質問ありましたらお願いします。 

大村委員 河川の流れ出しもなく平野も少ない場所の沿岸、たとえば小浜公園の昇り口

あたりの沿岸で海底湧水量が多くなっている所が一部ありますが、どのよう

にお考えですか。 

日本工営 平地部に着目してモデルを作成していることもあり、山がちな場所の地下水

流動については十分再現できていない可能性がございます。今後精査してま

いります。 

大村委員 対岸の仏谷の方で海底湧水が生じているという結果なら理解できますが、こ

の真珠浜付近での海底湧水は考えにくいので、ご検討願います。 

田原委員 小浜平野の地下水は、平地での降水を起源とした地表面からの涵養量が相対

的に多いということになるのでしょうか。 



日本工営 最終判断はまだできませんが、降った雨からの地下水涵養量がかなり多いと

いうことを予想しています。ただ、川沿いでは河川伏没が生じていますので、

今後の解析で地下水収支の実態を明らかにしたいと思います。 

田原委員 モデルの再現精度を高めた最終モデルで計算を行った段階で、地下水の収支

が明らかになるということでしょうか。 

日本工営 おっしゃる通りです。最終的なモデルで平水年などの涵養量や伏没量を求め

ていくようにします。 

大村委員 水収支解析の結果で南川地下水涵養量が 2.2mm/日となっていますが、値が大

きい感じがします。他の場所での解析や検討ではここまで大きくなっていな

かったので、検証をしていただきたいと思います。 

日本工営 承知しました。引き続き再現解析を行い、おかしな部分を減らしていきます。 

大村委員 小浜では、昭和 36年頃に比べて現在の地下水位は 60cm 程度下がっていると

いうデータもございます。井戸の揚水量も増えた影響もあるでしょうけど、

涵養域での開発などが影響して地下水位が下がったとも考えられます。それ

だけ下がるくらい今の涵養量が少ない可能性がありますので、そのようなこ

とも考慮して検討を行っていただけますか。 

谷口会長 地下水位が 60cm下がったとされる場所はどのあたりでしょうか。 

大村委員 雲城水のあたりです。雲城水は自噴が下がって階段で下りるような構造にな

った経緯がございます。 

谷口会長 地下水流動解析は過去どれくらいまで遡って再現しているのでしょうか。 

日本工営 現在の再現解析では平成 26年度の計算を行っている状況です。ただし、事前

の水収支解析とか資料収集は平成 1 年からやっていますので、そこから 26

ないし 27年間計算することが可能です。 

大村委員 長期間の変化を含め、できるだけ正確な解析を行っていくことが大事と思い

ます。小浜市の今後数十年の根拠となる記録になりますから。 

田原委員 大村委員から指摘がありましたが、地球研プロジェクトの宮下先生の方でも、

昭和 30 年代以降自噴高が 60cm～70cm低下しているという考察が行われてい

ました。参考にしていただきたいと思います。 

日本工営 承知しました。 

谷口会長 私から２つの質問をしたいのですが、地下水位分布や消雪揚水の影響の再現

は概ねよくなっていると思いますが、降雨に対する応答が十分に再現できて

いません。精度を上げる為にどのような対応を考えているか、ご説明下さい。 

日本工営 現在の地下水流動モデルでは、１年を通して河川水位は動かないという設定

にしておりました。湯岡水源付近での南川水位観測結果を見ると、地下水位

と同様に降雨に対応した河川水位の上下変動が生じておりますので、モデル

でも日によって河川水位が動く設定に変更するなどの改善を行います。 

谷口会長 もう１つは河川の伏没・湧出量の再現についてですが、観測値のほうが限ら



れるため、モデルで得られた結果が本当に合っているかの検証が難しいとこ

ろです。川の瀬切れの状況や流量の状況を、定性的にでもいいので、例えば

地元の人に写真撮ってもらうなどして、より多くの情報があると解析結果の

検証材料が増えてよいと思います。次の利活用委員会にも関係しますが、地

元の人達が地下水の調査に参加できると、意識が高まって地下水や河川がよ

り身近に感じられると思います。地元の人達が写した流況写真をモデル改良

に繋げるとか、そういうことが今後の動きとしては望まれるのではないかと

思います。関係者間で相談していただき、実施できないかご検討下さい。 

谷口会長 ありがとうございました。続いて将来予測のシナリオ検討についてですが、

事務局での検討内容を聞いて、どのようなシナリオを考えればいいか今日の

委員会でも意見を出し合いたいと思います。それでは説明をお願いします。 

日本工営 予測シナリオ検討についての説明 

 地下水利用で起こりうる問題 

 地下水問題の例 

 予測シナリオ検討のポイント 

（上記内容を別途資料で詳細説明） 

上下水道課 シナリオ検討における留意点について補足説明。事務局としては以下の２点

に配慮したシナリオを考えていきたい。 

 本業務は将来の水道行政の方向性を見定めることを目的としているた

め、地下水の汲み上げによる水道水源への影響（地下水位低下、塩水化）

は検討する必要があること。 

 その上で、水道を含めた地下水の有効活用と保全策に関して総合的な検

討を進めていくこと。 

谷口会長 予測シナリオを考える上でご意見がありましたらお願いします。 

谷口会長 たとえば人口の推移など社会的変化を直接地下水モデルに入れることはでき

ないので、モデルではそれを揚水量の変化として扱うという基本方針でよろ

しいですね。 

上下水道課 そのように考えています。 

谷口会長 需要側でなく供給側で言うと、異常気象などを踏まえた渇水年や豊水年でど

れくらい変化があるかを明らかにするシナリオもありますね。また、冬水田

んぼに関しては涵養量を増やすという方法で予測する訳ですね。 

上下水道課 はい、そのような方法になると思います。 

谷口会長 水源林の整備も同じように涵養量で設定しますか。 

日本工営 水源林によってどのくらい上流側の涵養量が変わるかの具体的な事例はほと

んどありませんので、ある程度の仮定で予測を行う形と思います。 

谷口会長 モデル上は土地利用変化によって蒸発量や涵養量が変わるので、その調整で

できると思いますが、そこまではしないということですか。 



日本工営 土地利用で浸透域の面的比率を変える設定は可能ですし、河川の基底流量な

ど流況を変えることもできますが、その根拠材料が乏しく、実態がよく判ら

ないまま予測解析を行っても説得力がないと思います。 

谷口会長 河川流量を変える、あるいは土地利用を変えたモデル解析を行っても、その

結果と水源林の整備との関係を結び付けるのは難しいということですね。 

日本工営 そのように判断しています。 

大村委員 沿岸域での塩水化も重要ですが、たとえば涵養域で悪い水質の水が浸透した

時の影響、河川の水質が悪くなった時の影響といったような、衛生面での地

下水の水質問題も含めるべきではないでしょうか。 

谷口会長 大村委員より塩水化の重要性ともう 1 つ塩水化以外の水質問題を考慮したシ

ナリオというご意見が出ましたが、現状のモデルで対応はできますか。 

日本工営 当初の仕様・計画に従って、地下水の量の変化と塩水化を主たる問題として

モデルの構築や解析を進めております。塩分以外の水質についてはモデルに

よる定量検討は考えておりません。定性的にどの程度水質に影響を及ぼすか

といった予察はできると思いますが、塩分以外の物質移動計算をモデルで扱

うのは厳しいというのが正直なところです。 

谷口会長 水質に関しては県立大でも別途調査していて、アンケート調査で市民の関心

は高いことがわかっております。塩水化以外の水質についても必ず聞かれる

と思いますので、定性的でも構わないので、水質に繋がるような検討を進め

ていただくようご検討下さい。 

日本工営 モデル解析の結果を踏まえての考察を行うようにします。 

竹内委員 現時点で地下に存在する地下水をどのように利活用するかという課題も重要

ですが、その地下水の量をどうやって増やしていくか、減らさないでいくか

も重要なことと思います。それを踏まえると、水源林の整備というのが当然

必要になりますし、その水源林や上流部にある水田やため池などをどのよう

に保全するかということを考えるためのシナリオが必要だと考えます。上流

部の涵養の重要性を明らかにして、水張り田のようなことを実現していくこ

とが課題と思います。 

谷口会長 涵養域の保全ということに関しては、冬水田んぼだけではなくてこれからの

農業の在り方にも関係しますが、休耕田との関係も含めて土地利用全体での

変化で涵養量がどう変わるかというシナリオになると思います。 

谷口会長 では、本日頂戴した意見を参考に、予測シナリオの検討を引き続きお願い致

します。最後に今期の業務の予定について事務局より説明をお願いします。 

事務局 H27年度後期の業務予定 

 H27年度の流れ 

 後期作業の計画 

 検討委員会の開催計画 



（上記内容を別途資料で詳細説明） 

谷口会長 後期の業務予定について、何かご質問がございますでしょうか。よろしけれ

ば審議を終わらせていただきます。 

事務局 次回の委員会開催は来年 4 月に予定しております。詳細な日程はまたご相談

させていただき思います。それでは第 3 回の検討委員会、長時間に渡りご審

議いただき、ありがとうございました。これで終了とさせていただきます。 

 

 


