
議事録 

 

会議名：第 4回小浜市平野地下水調査業務検討委員会 

日時：平成 28 年 5 月 20 日（金）13 時 00 分～16 時 00 分 

会場：市庁舎 4階 大会議室 

 

（議事内容） 

○委員会参加者 

 谷口会長、竹内副会長、大村委員、田原委員、天谷委員、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 本日の委員会は第４回目となり 後になりますので、業務のまとめについ

てしっかり審議していきたいと思います。今日は、平成 27 年度後期の成果報

告と業務全般の報告をしていただきます。その報告に入る前に、第３回委員

会での指摘事項とその対応状況について事務局から説明をお願いします。 

事務局 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。 

 水収支解析･･･山地の降水量が少なく評価されている可能性がある。地

下水涵養量が一般値に比べてやや大きい。 

 地下水流動解析･･･計算水位の整合性がまだよくない。河川伏没量の寄

与が小さい。 

 予測解析･･･昭和 28年頃の地下水位が高かった状態と現状を比較するシ

ナリオを組み込むこと。自噴高による解析結果の考察を加えること。 

このような指摘への対応状況は次のとおりです。 

 水収支解析 

１） 南川流域は福井県観測データで補完して信頼性を高めた。 

２） 水田灌漑実績を反映しつつ、一般値に近い涵養量が算定される

水収支モデルの再構築を進めた。 

 地下水流動解析 

１） 河川部の条件設定を見直すなどして水位の再現性を上げた。 

２） 再現性を高めたモデルを用いて地下水収支を定量化した。 

 予測解析 

１） 昭和 30 年代（井戸揚水量=少ない、降水量=多い）を再現するシ

ナリオで解析を行い、当時の地下水収支を推定した。 



２） 「雲城水」地点の自噴高で予測シナリオの評価を行った。 

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 続きまして、平成 27 年度の後期成果報告と業務全体の成果報告に入りたいと

思います。 初に成果報告をしていただいた後に質疑の時間を設けたいと思

います。それでは説明をお願いします。 

日本工営 平成 27 年度「現地調査および資料調査」、「地下水解析モデルの構築」につい

て説明 

 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 

 地下水流動解析の概要 

 水収支モデルの再現状況 

 地下水流動モデルの再現状況 

（上記内容を別途資料で詳細説明） 

谷口会長 今の説明に関して、ご意見ありますでしょうか。 

天谷委員 P.25 の平野部地下水収支と P.36 の小浜平野の水収支の数値はどのように対

応するのでしょうか。 

日本工営 P.25 の図中の Gr が地下水涵養量になり、北川 47,400m3/日、南川 19,800m3/

日と流域別で示していますが、その合計が、P.36 の収支図中の帯水層に向か

う Y 字の矢印の所に示す地下水涵養量 55,795m3/日と対応します。P.25 では

数値を丸めています。 

谷口会長 P.36 の数値は、平水年度の降水量や蒸発量などの実測値を水収支モデルに入

れて計算した後の実際の入力値に相当するということですね。 

日本工営 その通りです。 

田原委員 P.13 の H27.10 河道水収支をみると、北川中流域一帯は湧出・伏没のどちら

でもないとなっている一方で、P.39 では河川伏没量や河川への湧出量が相当

な規模の数値が示されていますが、河川と地下水とのやりとりが生じつつ下

流側に地下水を流しているということでしょうか。 

日本工営 概ねその通りです。 

田原委員 そうなると北川の上流域から地下水が流動している訳で、モデルの計算も熊

川～上中付近で伏没がさかんに生じて、河川に湧出するよりも下流ブロック

への地下水の受け渡しに効いているという形になっていますか。 

日本工営 こちらが上流側の地下水収支図になりますが、すべてが伏没起源ということ

ではありませんが、降雨涵養よりも川の伏没量の方が大きいので、川の寄与



度がそれなりにあるとみています。 

谷口会長 流量観測の結果でいう伏没域が、地下水収支図でいうところの地下水を下流

に受け渡している上流側ブロックにほぼ相当していますか。 

日本工営 モデル計算結果に基づく地下水収支の整理が現地の流量観測結果である

P.13 と正確に対比ができるようになっていない所がありますので、取り纏め

にあたっては見直すようにします。 

谷口会長 一旦ここで 10 分間の休憩にします。 

〈休憩、竹内委員退席〉 

それでは、引き続き構築モデルによる予測解析の方に移りたいと思います。

説明をお願いします。 

日本工営 平成 27 年度「構築モデルによる予測解析」について説明 

 予測シナリオについて 

 気象条件変化シナリオでの予測解析 

 過去再現シナリオでの予測解析 

 新規井戸で新たに揚水した場合の予測解析 

 水道水源で揚水増量した場合の予測解析 

 消雪揚水の節水に係る予測解析 

 自噴井戸の湧出抑制に係る予測解析 

 冬水田んぼの推進に係る予測解析 

（上記内容を別途資料で詳細説明） 

谷口会長 予測解析の内容について、委員の皆様からご意見をお願いします。 

大村委員 気づいたことを 3点述べます。 

まず P.51 の南川沿いの新規井戸で新たに揚水したシナリオに関して、対象と

した生守地区は昭和 31 年に井戸試掘を行いましたが、水質が悪く使える水で

はありませんでした。地下水の開発は容易ではないことに留意する必要があ

ります。2 つめは、自噴井戸で湧出している水の節水に関してですが、昭和

36 年に市議会で自噴地下水の水道水利用の話が出たことがあります。ただ

し、水道法などの法規に抵触するためにそういった利用には至らなかった経

緯がございました。3つめは、気候変動によって 2020 年には海水が日本海側

で 40cm くらい高くなる可能性が言われていますが、その影響としての塩水化

進行を考慮しているか、という点です。いろいろな意見はあると思いますが、

今後、取り纏めにあたって考慮すべきと思いますし、そこまで考えて検討し

ていることで納得される市民も多いかと思います。 

谷口会長 大村委員から 3 点上げて頂きましたが、1 つめの南川右岸での揚水に関して

は、ここでは量的な影響の評価であって水質は考えていません。大村委員が

指摘された懸念事項については次の段階かと思います。 

2 つめの自噴井戸の節水に関しては、将来のどういう状況を想定して予測シ



ナリオに含めているのでしょうか。 

日本工営 自噴井戸の予測シナリオですが、自噴水を水道水に転用することを想定して

いる訳ではございません。地下水全体を保全することが結果的には水道水源

を守ることになりますが、地下水の保全の観点から自噴の垂れ流しは好まし

くないと考えられましたので、節水による直接の効果を見るために組み込ん

だシナリオでございます。 

谷口会長 わかりました。 

3 つめの海水準変動による影響ですが、これは世界的に種々の研究が進めら

れていて、大村委員が述べたような内容も含めた様々な意見が出ているのも

事実ですが、実際の海水面上昇の速さはここで議論しているような時間スケ

ールとは異なる非常にゆっくりとした速さなので、影響の度合いという意味

で言うと非常に小さいと言えます。100 年とか 200 年のスケールで検討する

場合は考慮しなければいけない所ですが、今回のように 10 年とか 20 年のス

ケールでの検討であれば影響は小さいと判断できます。それが今の地下水学

の常識であり、解析時に考慮しなくても構わないと評価されています。 

大村委員 先生方や学会はそういうふうに仰っているのですが、遠い将来にはそういっ

た課題もあることは触れておくことが大事と思います。 

谷口会長 そうですね。将来の懸念としては考える必要があります。 

日本工営 海水面の上昇が陸域の地下水にとって悪い方向であることに変わりはないの

で、上下水道課とも相談して、そういった懸念事項について報告書の中で触

れることを検討します。 

天谷委員 P.64 の予測解析結果のまとめですが、先ほどの説明では消雪を節水した時の

効果と自噴を抑制した時の効果を別々に算定している訳で、消雪の節水と自

噴の抑制の両方を同時に行った時の効果は各々の単純な足し算にはならない

はずですよね。ですので、単純に足した結果にはならないという注釈を入れ

ておいた方が、今後の利活用時に勘違いせずに済むと思います。 

日本工営 指摘に従い注釈を加えるようにします。 

谷口会長 それでは、調査解析結果に基づく総合評価に移りたいと思います。説明をお

願いします。 

日本工営 平成 27 年度「調査・解析結果に基づく総合評価」について説明 

 既存水道水源井の安全性ついて 

 地下水環境の安全性について 

（上記内容を別途資料で詳細説明） 

谷口会長 本業務の総合評価の部分になりますので、文言を含めてご意見をお願いしま

す。 

天谷委員 終結論として、地下水の利用可能量が具体的な数値としては出されていま

せんが、定量化するのは難しいのだろうと想像しております。なお、P.47 の



気象条件シナリオの中で消雪揚水量が 24,000m3/日を超えると地下水位が海

水面よりも低くなるという説明を受けましたが、それに基づけば 24,000 m3/

日までは揚水の余地があると捉えてもいいのでしょうか。 

谷口会長 24,000 m3/日というラインが塩水化の危険の境目かどうかということです

ね。余裕があるという表現は 2 つありまして、ここでの地下水収支は家計の

収支と同じ考え方になるのですが、余裕があると言った時に貯金を食い潰し

てもいいから残量でもって余裕があるとする考え方がまず 1 つあります。そ

れと、現在の収入と支出のバランスを見直すことで、バランスを上手くとっ

て食い潰さないようにした状態を余裕があるとする考え方の 2 つある訳で

す。今回のこの調査に関しては、市長より今後 30 年小浜平野の地下水の在り

方を調べてほしいと言われているので、1 つめの貯金を食い潰しながら使っ

ていくことを善とする立場は取らない調査をやってきたつもりです。すなわ

ち、現在の収入と支出をきちんと知って、どこか他の所で節約できるものは

あるか、こちらで使っているものをこちらに振替えたらどうなるか、そうい

ったシナリオを設定して検討してきた状況です。 

収支上の余裕というのは、たとえば P.38 の南川、北川の下流域の収支表の所

で見ると、揚水量をもっと増やしても大丈夫かどうかということを評価する

ことになります。その評価をした時、揚水量を増やすのは支出を増やすこと

になりまして、22%という支出をもっと増やせるかどうか、そういう余裕があ

るかどうかという判断になりますが、揚水量が増えると別の支出項目に影響

が出る訳です。自噴量の 13%や河川への流出量 56%がなにがしかは減ることに

なる。河川への流出が少なくなれば河川の生態系や景観に影響を及ぼすかも

知れませんし、自噴が少なくなるとそれを使っている住民の生活に影響が出

るかも知れません。そういった波及影響込みで余裕のあるなしを判断しなけ

ればいけません。 

これに対し収入を増やして余裕をつくるという手もあります。それが先ほど

の冬水田んぼだったり消雪節水のケースです。そういった対策で収入を増や

していき、増えた分は余裕に回る訳ですから、収入を増やせば余裕が生まれ

ます。要は余裕をどういう風に捉えるか、ということだと思います。 

表面的に数値を出すこともできますが、先ほどのように単純な足し算にはな

らないという留意点もあり、また他の項目に影響が及ぶことも考える必要が

ある。ですので、利用可能量を数値の足し引きだけで考えると実際とは違っ

た判断になってしまう恐れがあり、それが数値を出さない理由です。数値で

見せればクリアになるのですが、単純な足し引きでは議論できないのです。

田原委員 数値を出すのは怖いという印象は私にもありまして、我々素人の一般市民と

すれば、数値の足し算引き算が一番考えやすいので、それを元に全て計算し

たくなるのですが、そうなると先ほどのような弊害が出てくる恐れがありま



す。ですから、基本的な考えとして 30 年前はもう少し高かったのが、現在は

ここまで低くなっていて、その現状をどうやって維持しながら収支のやり繰

りを見直していくかの答えを見出していく、というのがもっとも良いのでは

ないでしょうか。ブロック毎の簡単な足し算引き算だけですと絶対余裕とい

うか余りが出てくるはずなので、その余りを即利用可能と考えるのはやはり

危険だと思います。 

大村委員 現状を維持しながら今後 10 年先などを想定してうまくやり繰りしなければ

ならないということですね。地下水が減少したら利用も全体的に縮小させる

ことを考えなければならないのですね。 

田原委員 そうだと思います。どこかを増やせばどこかは必ず減りますので、そこをど

うやって調整して利用していくかというのがもっとも大事です。 

谷口会長 ありがとうございます。 

終結論の文章ですので、細かく見ていくことにします。 

「既存水道水源井の安全性」ということで 3 つ項目を挙げています。3 つめ

の雲浜水源の近くには小浜の市民が好意的に捉えている雲城水などがありま

す。たとえばその雲城水で塩水化が起きた場合は小浜平野の地下水が危険な

状態だという警鐘になりますので、雲浜水源のこの記載は非常に重要かと思

います。 

天谷委員 沿岸部においては、西津橋や大手橋、三丁町などで消雪井の設置を検討して

いるのも事実です。そのような計画と不整合が起きることはないでしょうか。

谷口会長 今のご指摘は、その次の「地下水環境の安全性」に関わる懸念事項かと思い

ます。沿岸部における水道水源の安全性に関して言えば、3 つめの文章に、

地下水の塩水化が懸念されるためモニタリングが必要であるとか、常に調べ

ていくことで影響が出た場合にすぐ察知するようにするとか、そういったコ

メントを追加することではいかがでしょうか。 

天谷委員 地下水環境の安全性の所でコメントを検討していただくのであれば、それで

構いません。塩水化が懸念される場所なので無謀な増加は避けた方がよいな

どの文言になりましょうか。 

大村委員 福井平野では井戸の届出、特定地域での揚水規制、地下水位低下時の節水協

力要請などを条例や指導要領を通じて行っています。 

谷口会長 3 つめの文章の追加、懸念されるため・・・に繋がる文章を少し検討してい

ただくことにします。 

気になるのが、過去の再現を行ってみて、現状としてはやはり水位低下や自

噴量減少が起きているのですが、それを受け入れて現状を維持するという方

針でよいでしょうか。 

大村委員 田原委員がおっしゃたように、現状維持を基準として、現状維持を満たさな

い場合は利用を停止するよう促すのもよいかも知れません。 



天谷委員 小浜市では地下水規制にかかる条例がないため、命令までは出せません。 

田原委員 この事務局案には、過去と比べると水位低下や自噴減少が進んでいることを

触れていませんね。以前とは変化しているという事実に触れておく必要があ

るのでは。 

谷口会長 それを文章で入れるとすると、どこにどのように入れるのが望ましいでしょ

うか。 

田原委員 過去と比べて水位低下が生じていて現状はこのようになっていますというニ

ュアンスの文章をどこかに追加してはどうでしょう。 

谷口会長 それを追加するのは地下水環境の安全性の方がよさそうですね。そちらの 2

つめで全体としては比較的豊富で地下水が蓄えられていることを述べた後

に、ただし過去と比較すると水位低下が生じているという現状に触れておき、

地下水収支の極端なバランス悪化には至ってないことを 3 つめで述べるよう

な形で修正をしましょうか。 

そうしますと、沿岸部では塩水化の懸念があるためモニタリング等の監視が

必要であることを述べる、および、過去と比べ水位低下や自噴の減少が生じ

ているという実態に触れる、以上 2点の追加をお願いしたいと思います。 

事務局 事務局から 1 点確認をしたいのですが。水道水源井の安全性の所で「現状程

度の揚水量であれば今後も継続的に利用可能」と示している一方で、予測シ

ナリオで現状より揚水量を増やしても「影響は許容範囲内」と述べています。

現状の揚水量が限度なのか、若干の、プラスαの増加は可能なのか、どちら

の方向性で解釈していると見なせばよろしいでしょうか。 

谷口会長 基本的にはプラスαの増加をしても収支バランスのとれた状態は守られるこ

とを予測していますので、後者の解釈でよいと思います。ただ、どこまで揚

水できるかを「許容限界」という言葉を用いて説明するのは好ましくないで

すし、それに相当する具体の値を出すのも問題が多いといえます。揚水量を

14,300m3/日に増やす形の予測検討はしましたが、今回のその結果だけで「で

は現状の約 9000 と 14000 の差分の 5000 は使えるので、その分の地下水を積

極的に使っていこう」という認識をもたれてもまずい訳です。総合評価の文

言としては、現状程度の揚水量を維持ということを基本とするのがベターか

と思います。 

大村委員 安全性を考えると、現状のままが望ましいぐらいの表現が良いのでは。 

事務局 承知しました。総合評価の表現は事務局で再検討します。 

谷口会長 これで今回の審議事項は終了しました。それでは 後に、今回で 終の委員

会となりますので、各委員の方から感想等を頂きたいと思っております。 

初に、竹内委員が所用で途中退席されましたので、事務局より竹内委員の

感想を口頭でお願いします。 

事務局 それでは竹内委員の感想を代読させて頂きます。 



約 2 年半の地下水調査業務検討委員会を終えて一言感想を述べます。この地

下水調査の結果は小浜市の水道行政の方向性に大きく関わってくるものであ

りまして、その業務内容を検討する重要な役割を担った委員会であったと思

っています。谷口先生、大村社長、田原先生におかれましては地下水、その

他の専門分野でご活躍されており、そのような先生方の中で私としては特に

水道行政に携わってきた訳ではありませんが、市の OB ということで今後の水

道行政が市民にとって好ましい方向に向かうようにとの思いで、委員に入り

ました。過去の委員会の中でこの地下水調査の内容についていくつかの要望

をさせて頂きました。水道水源の 8 割を取水する南川水系の調査を疎かにし

ないで欲しいという要望については、南川水系の追加調査を進めて頂き、地

下水の流動解析モデルに反映されたものと思っております。この調査結果を

踏まえ、小浜市では今後小浜市の水道事業の方向性を再検討する為の水道ビ

ジョンを新たに作成するとも聞いております。またこの調査が水道行政の為

だけではなく、小浜市の地下水の保全や利活用に役立つことになる大変重要

な調査であったと思っております。今後この調査が種々の場で活用されるこ

とを期待しています。 

田原委員 私は地下水が専門外ではありますが、この地下水調査によって今まで分から

なかった部分がある程度はっきりしてきたと思います。今回の調査の目的は、

第一に水道水源の維持が出来るかどうかという事で、これに関しては 1 つの

答えが出たと思っています。今後の話としては、良い地下水があって、それ

を水道で利用しているということが私も含めて市民にあまり浸透していませ

ん。以前お話ししたように敦賀や大野など地下水問題があった所ではたいへ

ん意識が高いですが、小浜の場合幸い今まで何もなかったので、こうやって

豊富に利用出来ている訳です。今回の結果を、市民の地下水への意識向上に

活用ができたらよいと思っています。こういった良い水が、飲める水がこれ

だけ豊富にあるというのは地域の 1 つの大きな財産なので、それを如何に守

り如何に使うかを全面的に出していってもいいかなと思っています。ですの

で、今回の資料、報告書含めた成果が水道行政の中だけで埋もれないように、

これを元に次に発展出来るよう、ぜひそういった形にしてほしいと思います。

大村委員 長い間本当にありがとうございました。私が思っている 80%の資料が出来た

と感じております。これを元に、今後シミュレーションを継続するなど様々

なことに使っていって、今は自噴している雲城水を永久に守っていけるよう

に、また、今後とも益々発展する小浜市の飲料水をしっかり維持していくこ

とをお願いしたいと思います。 

谷口会長 今回委員会という形で、2 年以上に渡り関わった委員の皆さま、それから事

務局の皆様、本当にありがとうございます。スタートする時に、市長から言

われた 30 年先を見越した小浜平野の地下水の状況を作りたいとの熱い思い



が伝わってきて、私の中でも強くそれが残っています。これまで調査を一生

懸命行い、またシミュレーションモデルを構築して、今の地下水学のレベル

で見ても相当な内容で進んでくることができたと思っております。現状に関

してかなりの部分が把握され、今回の予測シナリオという形でいろいろなこ

とを議論することができたと思います。一方、現状はわかったとして、将来

はどうするかはかなり意見の分かれる所です。無駄をどのように減らすか、

どういう状況であれば安全なのか、その状態を維持するのにどうすればいい

のか。そういう仕組み作りはこれからになります。その時に、やはり私が一

番思うのは、今の我々の地下水利用が将来世代に「ツケ」を残さないような、

上手な保全や利用のあり方を考えていく必要があると思っています。 近よ

く言いますが、先輩から奢って貰ったら後輩に奢り返すという文化が日本に

はありますので、付けを回すのではなくて恩を送るような仕組みをぜひ小浜

市の中で作って頂きたいと思います。約 3 年に渡ってご協力いただきまして

本当にありがとうございます。 

事務局 ありがとうございました。今後の日程をご連絡させて頂きます。庁内での地

下水調査結果報告会を 5月 26 日に行う予定でございます。その後、小浜市議

会に対する報告会を 5月 30 日に行う予定でございます。その後、早い段階で

ホームページ等で調査結果の内容を公表していきたいと思っておりますし、

またこの調査結果を次に控えています地下水の利活用、保全の検討委員会に

引き継ぐことになることが見込まれます。マスコミからも注目を置かれてい

るので、議会の報告以降に公開させて頂こうと思っております。 

では、 後に天谷産業部長から閉会にあたっての挨拶をお願いします。 

天谷委員 小浜平野地下水調査業務の第 4 回の検討委員会の閉会にあたり、一言ご挨拶

申し上げます。皆様には長時間に渡り、当業務のご審議を頂きましてありが

とうございました。平成 25 年度に始まりました当業務は 3年間の業務を終了

し、検討委員会もこの回をもって終了となりました。委員の皆さまには当業

務の取り纏めに様々な視点からのご指導とご助言を頂きました。当業務の結

果は今後、小浜市の水道水源の将来像や地下水の保全や利活用の検討を行う

に辺り、大変重要な資料となっていきます。この回を含め 3 年間の間、4 回

の委員会にご参加頂きました事に対しまして、改めてお礼を申し上げまして

閉会のご挨拶とさせて頂きます。本日はどうもありがとうございました。 

 


