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水資源と自治

一一宮古島の地下水保護管理条例について一一

1. はじめに

柴 崎 達 雄

古 川 博恭

諸 橋 毅

最近，資源の有限性がさけばれ，省資源の必要性が各方面から強調されて

いる。グローパルな規模で循環がおこなわている更新性の資源である水資源

についても，循環速度あるいは地域的な観点でみた場合，その有限性を無視

する ことはできなし、。

この有限な水資源を保護し，合理的に利用することは，その地域の産業だ

けにとどまらず，住民の生活の根本に直結するだけに，早急を要する課題で

ある。 しかし，わが国の水資源対策の現状をみると，全国的に水資源保護 ・

管理の必要性が高まっているにもかかわらず，けっして有効な施策がとられ

ているとはいえなL、。

水資源の有限性の認識をわれわれに明確に示してくれるものとして，その

地域的限界をあらわしている島嘆の水資源問題がある。

このような時点で， 1965年に沖縄県宮古島の関係市町村でつ くられた「宮

古島地下水保護管理条例」を再検討 ・再評価してみることは，きわめて大切

なことと思われる。この条例が施行された背景，とくに米軍占領下の特殊事

情にあったとはし、え，水資源に対する日本とアメリ カとの基本的な評価の食
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第 1図 宮古島位置図
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い違い，それに住民の自治権の問題がからみあっているなど，今後の水資源

行政の方向をさぐるうえできわめて示唆に富んだ内容をもっているからであ

る。

この数年来，本土の開発ブームの波及が沖縄全県に吹きあれ，大企業によ

る土地買占め， あるいは自然保護を無視した乱開発が表面化し，それに関連

して地域住民の水資源一一とくに飲料水一ーの確保が問題となっている。こ

のような時点で住民の飲料水源確保を優先させた，わが国に先例のないこの

保護管理条例が今後どのような役割を果たしていくのか十分な検討すべき問

題だと思われる。また飲料用水だけでなく，この保護管理条例の制定の過程

で関連した農業用水の検討も必要である。

この報文で対象とした宮古島の事例は，わが国の水資源行政全般からみれ

ば特異な歴史的背景をもった特殊な事例かもしれなし、。 しかしそこからひ

きだされる結論はきわめて一般的な内容をふくんでおり，単にー離島だけの

課題ではなく，わが国全体の水資源問題にも波及されるべき性質のものだと

思える。

この報文をまとめるにあたり，現地において宮古島上水道企業団，関係市
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町村および沖縄県宮古農林土木事務所などの多くの方々から，種々のご便宜

をはらっていただいた。深く感謝するしだいである。

2. 地下水保護管理条例の内容

宮古島地下水保護管理条例（以下特別に断らなし、かぎ り管理条例と略す〉

は， 1965年 7月に宮古島上水道組合の第 1団組合会議で可決され施行された

ものである。それにさきだち，管理条例の原案を支持することは，平良（ひ

らら〕 市，城辺（ぐすくべ〉 町，下地〈しもじ〉町，上野（うえの〉村の各

関係市町村の議会で決議されている。

この条例の制定の背景，および成立過程については後述することにして，

まず管理条例の内容について簡単に説明しておこう。なお管理条例の全文に

ついては，こ の報文のあとに参考資料として添付した。

管理条例の構成は，全文で4章と19条 2附則からなっている。また管理条

例施行規則として，12条 l附則が1965年9月21日に施行されている。

全文をみていただL、てわかるように，全体の条例の構成は， 1965年に制定

された工業用水の保全と地盤沈下防止を目的とした工業用水法（法律第46号〉

に準拠している九

ここでわれわれが問題にするのは，条文の形式にあるのではなく，この管

理条例の目的とする精神の問題であるO この管理条例の基本精神は第 1主主総

員IJのうちの第 1条 （目的〉と第 2条 f優先権〉に端的に表現されている。い

ま，この 2ヵ条について参考までに全文を引用してみよう。

「（目的〉

第 1条 この条例は，組合を組織する市町村の区域内の地下水及び水

源について，その保護管理を図るとともに，飲料用水， かんがL、用水及び

工業用水を合理的に確保し，供給する ことを目的とする。

〈優先権〉

第 2条 前条の目的を達成するに当っては，飲料用水の供給を優先す

＊当時，宮古上水道組合の職員であった野原徳清氏は，管理条例原案のスタイル

は，雑誌に紹介されていた工業用水法の条文をみならったことを話してくださっ

Tこ。
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るものとする。」

以上の引用文からもわかるように，この管理条例の第 1の大きな特徴は，

i〕島内の各種用水についての地下水利用を包含した内容をもつこと，そし

て， ii）その用途のなかでも，飲料用水を優先させている ことであるC

現在，わが国の水法体系のうちで，対象として各種用水を包含したものは

皆無である。また利用の優先権を明示したものもなし、。最近になって，現行

法の矛盾が指摘され，その代案として各関係官庁から，水法の改正案が提示

されてきている。 しかし，その主要論点は，全水利用を総括した水法の必要

性と，利用の優先権をどうするかの 2点に集中されているようである。

この主要論点が，はからずも宮古島という離島で， 9年前にすでに条例中

に明記されていることにわれわれは注目せざるをえない。

この管理条例の第2の特徴は，管理条例の管理者および施行者が 「宮古島

上水道組合管理者Jとなっていることである。現在も宮古島上水道企業団に

この事務はひきつがれている。従来，わが国の常識からいえば，この種の管

理者は，国の大臣あるいは地方自治体の首長があたることになっている。そ

れに対しこの場合は，上水道組合企業団管理者という，多分に公益法人的

性格をもった組織の長があたっていることに特徴がある。

この管理条例の第3の大きな特徴は，地下水利用（実質的には全水資源〉

に対する許可および許可基準である。

全島のあらゆる地下水利用をおこなおうとする者は管理者の許可を必要と

する（第5条〉。またその許可基準として，「管理者は，前条第 l項（許可を

うけようとする者〉の許可の申請に係る地下水を採取することが，水資源の

保護及び飲料用水の供給に支障を来たすおそれがないと認める場合でなけれ

ば同項の許可をしてはならなL、」〔第6条〉。

現在，わが国の現行の地下水法の許可基準が井戸ポンプ吐出口径面積ある

いは井戸深度などによって，許可基準以外の特例をもうけているのに対し，

この管理条例は，許可基準と して家庭用の小規模な井戸をのぞいた全井戸

（地下水取水施設jを対象にしていることである。 かつて筆者の l人（柴・

崎〉は，現在わが国で問題化している地盤沈下の防止に対する，現行の地下

水法の許可基準の矛盾を指摘した。この意味でも，この管理条例の許可基準＝

規則が現行のほかの地下水法のそれよりも厳格であることに注目せざるを得
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なし、。

しかし，この管理条例で許可の基準が施行規則第6条に規定されているも

のの，その具体的な規準がややあいまいにされていることに問題がある。 こ

のことの背景には， i）管理条例が施行されて以来，現地でも水利権に抵触

するような大きな係争がなかったこと，そして iiJ管理者側としてもとりた

てて表面的には問題にしてこなかったことにあると思われる。 しかし最近の

宮古島での現状は，この条例にかかわる事態が進行しつつある。表面的な問

題がないとい うことは，条例のもつ意味，重要さに対する関係者の関心がう

すいこと，ひいては一部空文化のおそれさえあることをある一面では示唆し

ている。

このように，きわめて先進的な内容をもっ管理条例でありながら，その重

要さが十分関係者に認識されていないというところに，この管理条例の現在

の立ち場がう きぼりにされているように思えるO この管理条例が今後の宮古

島の水資源開発保全にどのように生かされるのか．または空文化されていく

のか，これは単に宮古島だけでなく離島あるいは全国の水資源行政への試金

石として，注目されるべき内容を含んでいる。

3. 地下水保護管理条例制定の背景

この管理条例に対する端的な筆者らの評価は， i）きわめて先進的な内容

をもつこと，と同時に， ii）その内容が十分に生かされていない，という 2

4点にある。

ここでは，まずこのような管理条例の先進的な内容が，どのようにして生

まれてきたのかを検討してみる ことにしたい。

宮古島の水利用の歴史については，1967年宮古島上水道組合によってまと

められた，『宮古島上水道誌』にくわしし、。また断片的で、はあるが，いくつ

かの関連した記録も残されている。 これらの資料を中心に，現地で聞いた関

係者の談話をも参考にして，管理条例の制定の背景をさぐってみることにす

るO

①石灰岩からできた宮古島

宮古島は琉球石灰岩からできた，平均標高60m前後の平坦な台地状の島で・

ある。島の総面積は180如12で， 市街地をのぞく大部分の土地はサトウキピ
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畑として利用されている。

多孔質ーの割れ自の多い石灰岩をとおして降雨は地下に浸透するため，地表

には降雨時をのぞいて流水をみとめることはできなし、。浸透水は石灰岩の下

位に位置する第三紀の泥岩層（城辺くぐすくべ〉層jの上面にあつまり，海岸

部に湧泉となって現われる。これらの湧泉は古くから島民の生活用水の貴重

な水源と して利用されてきたばかりか，水不足に悩む島民の信仰の対象にも

なってきた。この湧泉ももとをたどれば天水にほかならない。 このように，

島民の水は雨乞いクィチャー〈雨乞いおどり〉にみられるように，もっぱら

天候しだいであったのである。

②宮古島の異常気象

北緯25度，東経125度に位置する宮古島は亜熱帯性気候に特有な早ばつ，

台風などに襲来される異常気象条件下にある。 これらの異常気象が地元住民

に及ほ．す被害は甚大なものである。たとえば， 1959年 9月17日におそった台

風（「宮古島台風」とよばれている〉は最大風速64.8mに達し，倒壊家屋8,114 

戸，死傷者81人，農作物の被害90%という大被害をもたらした。また，宮古

島台風の4年後には，宮古島は1963年の 1月から 8月までの聞に降雨量Oと

いう日が62日間にも達するという大皐ばつにおそわれているO

このように宮古島の降雨分布はきわめて不規則であり ，島民の生活の安定

は，何よりもまず水の確保であることが以前から強調されてきた。

③宮古島の水資源対策の発端

宮古島では1953年に平良（ひらら〉市を中心にはじめて上水道が設置され

たが，十分な給水量はなく，夏期などは時間給水がふつうとなっていた。

宮古島において全島的な水資源対策の必要性をかりたてる発端となったの

は，上述の異常気象災害であった。この異常気象災害は，島内の農家収入を

いちじるしく減少させたばかりか，当時において沖縄全県にわたる金融不況

が深刻となり，当時の立法院議会でも政治のあり方をめぐって与野党の対立

が激化し， 1964年度の予算審議も非常に難航したものとなった。そうした過

程で公務員の給与改善費として計上してあった183万9,000ドルの予備費が問

題となり，アメリカ民政府高等弁務官からの琉球行政府主席あての書簡で，

予備費の組かえが勧告 ・指示された。

その書簡の内容は，「公務員の給与改善に予備費を使用するより，早ばっ
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対策に予備費をまわしたほうが，より住民に理解されるであろう 」というも

ので，災害，早ばつ救援金として15万ドル，南部地区上水道施設に12万5,000

ドル，宮古島の水道，かんがし、施設建設に60万ドルを，それぞれあてること

が指示されf~o

宮古島の水資源対策の基本的方針はこのようにアメリカ氏政府の意向で，

突然，表面化し，その後も，水資源、対策はすべてアメリカ民政府のイニシァ

ティプですすめられてきたのが特徴である。このような発端と過程のなか

で，地下水管理条例が制定されたことは注目すべき点であるつ

④水資源対策費60万ドルと受入れ体制

突然、の高等弁務-g・の書簡で表面化した宮古島の阜ぱつ対策であったが，そ

れを受入れる地元の体制は，けっ して万全であったとはいえなかったc

この皐ばつ対策の琉球政府の実行案は，各市町村に政府補助金として，畑

地かんがし、計画と水道施設計画の名目で，細分され配分されることになって

いた。一部の市町村では，その計画に基づいて，個々に水源対策が，すでに

すすめられていたところもあった。

しかし，この琉球政府の実行案に対して，アメリカ民政府は反対の態度を

示した。その主な理由は， 。水道施設計画は全島を総合したものでなくて

はならないこと， ii）しかも水源対策は畑地かんがL、よりも水道を優先する

こと， iii〕水漉から能力以上の取水をしてはならない，とい うもの であっ

た。このよ うにして， 1963年11月30日宮古民政府代行官から，各市町村で計

画実施していた水利開発事業を全面的に中Jとするよう命令された。

この中止命令を うけた地元の市町村では，すでに事業を実行していたこと

もあり，少なからず混乱が生じた。

⑤アメリカ民政府の水資源に対する原則

宮古島の水利事業を中止させた理由は，さきにあげた 3点にあると，ア〆

リカ民政府は説明したが，高等弁務官は，さらに沖縄での水資源の開発の原

則として， つぎの 3点をあげている(1963年 2月5日， 記者会見での発言〉。

i）住民や農業に公平に水を配分すること

ii）権威ある行政機闘が，正しレ配水とその維持につとめること

温〉水源の保護管理に配慮すること

この原則の裏付けとして， 1963年 9月から10月にかけておこなわれたア〆
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第 2図 マスタープラ、ノ勧告案による給水地区計画図
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リカ ・ハワイ州ホノル／レ市水道局の J.F.ミンク技師の地下水調査の結果を

引用している。つまり，宮古島の水源開発は科学的調査の裏付けがなくては

ならないということが，アメ リカ民政府の基本的な考え方であった ので あ

る。 このことは，ある意味ではアメリカ流の合理的精神が，この考え方の基

調にあったとみてよいであろう。

⑥ J. F.ミンク技師の報告書

ミンク技師の地下水調査は，元来，宮古製糖株式会社の依頼でおこなわれ

たもので，その目的は，サトウキどの畑地かんがし、用水源の開発であった。
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ミンク技師の報告書は，宮古島の水文地質学的な特徴にふれたあと，結論

ならびに議論として，つぎの諸点を要約している。

i）宮古島にはまだ地下水開発の余地が十分残されている。

ii）開発にあたっては，小地域ごとに計画をたてるのではなく ，全島にわ

たって計画をすすめるべきであるO これは経済的にも好ましL、コ

iii）既在および今後新設する井戸資料の完全な収集。

iv）観測井による水位と水質の記録の収集。

これらの結論が，先述した高等弁務官の発言の裏付けとな っていたことは

まずまちがし、なし、。

⑦アメリ カ民政府による水道マスタープラン

宮古島の水利事業に中止命令を出していた民政府は，アメリカ陸軍工兵隊

CD E）に宮古島水道マスタープランの作成を依頼した。 このマスタープラ

ンは， 1963年11月から検討を開始し，2ヵ月後の12月31日に公表されたもの

である。

このマスタ ープランの特徴は，水道計画を全島的な観点から，宮古島を 3

区分し，水源の適切な活用をはかるとともに， 3水源（白川田水源群， 宮星

水源，カジドー水源〉を緊急時には相互に連結して，全給水量の25%を補助

主合水できるよ うに考えた。そして，マスタープランの目的とするところは，

第 1に，人口の 100% にあたる飲料水の確保， 第 2に，将来のかんがL、用水

についても配慮することにあった。

さらに，地下水資源の管理の必要性について，マスタープランはつぎのよ

うな具体的提言をおこ なっている。

i ）飲料用水確保および水源保護のため長期にわたる細心の計画を樹立す

ること〔飲料用水優先の原則〕。

ii）各地下水流域お よび各水源からの採水に対して，ほかの井戸利用の影

響をうけないような保護区域を設定し，法律的に保護されなければなら

ない〔法律による保護管理の必要性〕。

iii) 水源の保護管理をおこなう ため，水利管理理事会形式の強力な権限を

もつ中央管理機関を設置する必要がある〔管理機関の設立の必要性〕。

民政府は，琉球政府に対し，このマスタープランを中心に，宮古島水利計

画の全面的再検討を命じたのである。
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⑥マスタープランにみられる地下水管理の思想

マスタープランにもりこまれた地下水資源保護管理に対する 3項目の提案

は，この報文の主題で、ある宮古島地下水保護管理条例の制定につながってい

くのであるが，そのまえに，マスタープランの 3提案のもつ地下水資源の保

護管理の思想、が，どんな系譜のうえにあるのか検討しておく必要がある。

結論的にいって，この考え方はきわめてアメリカ水法に似ている，という

よりは，それそのものであるといっても よし、。

まず飲料用水優先の原則は，日本の水法では問題にされていないが，アメ

リカ諸州の水法では，法的順位によって水の優先利用が明記されている。そ

して必要な場合には，ほかの水源をも収用できることになっている。 この順

序は，第1に家庭用水と都市用水，第2にかんがい用水，第 3に商工業用水

である。さらに，コロラド，アイダオおよびネプラスカの諸州では，早ばつ

に対処して，既存の利用権に優先する特別の専用制度をもうけている。その

順序は，第 1位に家庭用水（飲料用水〉， 第2位に農業用水，第3位に商工

用水となっている。

このような家庭用水つまり欽料用水の優先性は「法は些事に関せず」とい

う法諺からきているものであるといわれている。それよりも，この原則はき

わめて現実的であり，このような利用は，つねに合理的であり論議の余地は

ないという考えからきているものであるO

地下水源の保護の思想は，アメリカ水法においては，地表水源のそれより

も厳格であるO アメリカにおける水の合理的利用の原則の基礎は， 「他人の

財産を侵害しないように自己の財産を利用せよ」の原理である。 しかし，地

下水の場合には，地表水と異なり，明確に財産が侵害されたと判断できる例

が少なし、。 これは直接自にみえない地下水では当然であって，アメリカ水法

では，実際に侵害が判明してから出訴できる体系となっている。ところが，

これではトラブノレを前もって解決することはできない。そのために，強力な

権限をもっ委員会が設置される例が多L、。

たとえば，アイオワ天然資源法に基づいて設置されたアイオワ天然資源委

員会では，州、｜の地表および地下水資源の管理 ・利用および、保護のため，全州

にわたる包括的な計画を確立し実施する義務と権限とをあたえられている。

この様聞は，ほかの公的機関よりも行政的に上位にあり，大きな権限をもっ
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ているc

このように，マスタ ープランの地下水管理に流れている基本原則には，ア

メリカにおける考え方がそのままうけつがれているものとみてよ し、っこの考

え方の是非は，ここではふれないことにして，この考え方がそのまま水法体

系の異なる宮古島にもちこまれたところに，現在まで尾をひく問題の端緒が

あるC

③マスタープランへの地元の反対

マスタ ープランに基づき琉球政府は設計書を作成し，1964年 3月25日に高

等弁務官の承認をえて工事を再開することにした。

ところが上野村では，この計画に反対する議決をおこない，独自の工事を

すすめさせてほしいむねを琉球政府につたえた。その理由はつぎの 2点であ

る。

i ）平良市と上野村がー水利ブロックとなるのでは， 高い水道料金〈現行

の約5.5倍〉となる。

ii）上野村にも独自の水源が存在するO それを利用したほ うが経済的であ

る。

この反対に対して，民政府の宮古島代行官府は，マスター プランがアメリ

カ陸軍工兵隊で作成されたし、とう観念でみるより，長期にわたる観点で地下

水源の保護管理を考えてほしいこと，調査の結果では上野村には安定な水源

はないということで，上野村を説得した。

ここで，アメリカ陸軍工兵隊（DE）のことにふれておく必要がある。D

Eの組織は日本の旧陸軍の工兵隊と多分に違った内容をもっている。専門技

術者を多数かかえ，アメリカ圏内でも軍事目的のほかに，かんがし、用のダム

計画などもおこなっている。 沖縄にも分遣隊をもち極東地域の軍事工事や地

質調査に従事していた。アメリカの土木界のなかでも，ある意味で，大きな

勢力をもっている機関である。

宮古島代行官府の説得は，多分に，以上のようなDEの性格と権威を背景

におこなわれたものと思われるO

⑮宮古島用水管理局の設立

1964年 5月14日に民政府は，高等弁務官布令で宮古島用水管理局の設立を

公布したっ
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民政府が高等弁務官布令とし、う絶対的な権限をもっ強行手段で用水管理局

を設立したのは，マスタープランにもりこまれた「強力な権限をもっ用水管

理機関の設立」の原則に基づいたものであり，その原則に対して，琉球政府

がその措置をとらなかったためといわれている。 この点については，水資源

に対する両者の基本的態度の相違に問題があった。

その一例として，民政府は，さきに説明したアイオワ天然、資源委員会のよ

うな，その命令に反した場合に罰則をもうけた強力な調整機関を考えていた

のに対し，琉球政府は水道事業を運営するだけの水道公社を計画していたこ

とにも，両者の意識の相違がみられる。 この混乱を，民政府は布令という強

行手段で解決したものと思われる。

布令にともなう宮古島用水管理局にあたえられた権限は，つぎの4点であ

った。

i〕管理局は，公共および私有水源ならびに水の使用に関する規則を含む，

総合水道施設開発計画を開始し，維持する責任と権限を有する。

ii〕水を採取し，購入して，宮古島の公共および個人消費者に給水し販売

する権限を有する。

泊〉水のコストなどを勘案して， 宮古鳥に同一基準の飲料水料金を定める

権限を有する。

iv) iiiに準じ，かんがし、用水の料金を定める権限を有する。

この権限内容をみても，従来のわが国の水行政に対する態度との根本的な

相違がよみとれよう。とくに，管理局が地下水保護管理についての規則をつ

くり，それを運用する責任と権限をもっとともに，水道料金だけでなくかん

がし、用水など他用水をも含めた料金体系まで作りうるという事項は，従来の

わが国での水行政の常識では考えられなかったものである。

⑪布令に対する反発

布令にも られた内容はともかくとして，用水管理局の設立が，布令とい う

強行手段でおこなわれたことは，住民自治への介入であると，大きな政治問

題となってレった＊。

本当時のアメリカ民政府高等弁務官キャラウェーによる一連の布令公布は，従来ま

での慣行であった，立法政府間との事前協議がまったく無視され，「住民自治へ



56 

その端緒は，平良市議会がつぎのよう な意見書を提出したこ とにはじま

る。すなわち，たとえ高等弁務官布令といえども，平良市がこれまで築きあ

げてきた施設および財産を，用水管理局に移譲することは非民主的である，

とする内容である。それと同時に，移管する財産の評価の点，既存の水道卒

業に従事してきた人員のひきつぎの問題などで，疑義がだされたc

また，用水管理局という組織が，市町村自治法に反するものではないかと

いう，布令それ自体への疑問が出されるようになった。

これらの疑問点をめぐって，約3ヵ月間の関係者間での折衝がおこなわれ

た。その聞の事情は，ここではすべて省略しよう。 この問題は，琉球政府，

関係市町村，管理局の三者協議により， 1964年 9月9日に，約定書が調定さ

れたことで一応の解決をみた。

その約定書の前提となるものは，水道事業は水道総合計画 （マスタープラ

ンを基本とし琉球政府で計画したもの〉 に従い，市町村自治法〈琉球立法第

1号，地方自治法に対置される法律〉に基づく 市町村組合による運営が理想

的であり，その市町村組合を1965年 7月1日付で設立する ことであった。そ

のうえで，既存の施設を関係市町村 （主と して平良市〉 は，管理局に無償移

管するということになった。

さらに，市町村組合を設立するとともに，高等弁務官布令も廃止されるこ

とが付議されているO

＠管理局の廃止とアメリカ民政府の主張

宮古島の用水の一元管理という新しい試みは，民政府の強行手段と地元の

自治権に対する侵害とL、う政治的問題にまで発展したが，一応の政治的な解

決がはかられ，最終的には，1965年6月21日には，再度，高等弁務官布令が

出されて，管理局が廃止され，市町村組合組織である宮古島上水道組合に事

務がひきつがれることになった。

しかし，民政府としては，マスタ ープラ ンでの基本的主張である地下水資

源の保護管理の法的根拠がととのわなし、かぎり，布令は廃止しないとの態度

をとりつづけた。この点でみるかぎり，民政府は本来の主張に基づき筋をと

の侵害」ということで沖縄県全体に布令に対する反発が強まっていた（『沖縄タイ

ムス』 1964年 1月28日，2面記事）。
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おしたといえる。むしろ，その後の動きからみれば，琉球政府および地元に

は，水源に対する積極策に欠けていたといわれてもしかたがない面があった

ともいえよう。

⑬保護管理条例の制定

管理局から上水道組合への移行の条件として，なおも強く民政府から主張

され，制定の方向にすすんだ管理条例であるが，地元側では，その主張が容

易にうけ入れられたわけで、はなし、。

それはまず市町村組合でこのよ うな条例が制定できるのか，とL、う法律上

の疑問からだされてきた。 この点に対して，琉球政府内務局は，つぎのよう

な回答を，上水道組合設立準備委員会にだしている。

〈問 1） 市町村は，その行政区域内の地下水源を管理する法的根拠がある

カミ。

く答 1) 市町村自治法第 2条第 2項の規定により管理できるものと解す

る。

ここで述べた第2条第 2項とは， 「市町村は， その公共事務及び法令によ

り市町村に属するものの外，その区域内におけるその他の行政事務で政府の

事務に属さないものを処理する」 とある。また，市町村組合は，おなじ市町

村自治法で，市町村と同等の権限があたえ られている。 これらの内容は，他

方自治法にも共通する。

く問 2） 市町村の決議により，水道組合が地下水保護管理条例を公布した

ときは，法的効力を有するか。

く答 2) 市町村自治法第195条による準用により， 組合は必要な条例を制

定できる。

第 195条には 「市町村組合については，法令に特別の定があるものを除く

外，市町村に関する規定を準用する」とされ，さらに，第11条において 「市

町村は，法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し，条例を

制定できるJとしている。この点についても同様なことが地方自治法に規定

してある。

これらの権限は，現在，水道組合から企業団に名称が変更されても，地方

自治法第298条と第303条によって保持できるものと解釈されて い る。 ただ

し，この点については，さらに検討の余地があるものと思われる。
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以上のようないきさつののち， 1965年 6月10日には，関係市町村はいっせ

いに臨時議会を招集し， 「地下水源の保護管理権を宮古島上水道組合にまか

せる」 とL、う決議をおこなったのである。ついで同年7月8日，第 I団組合

議会で，最初｛こ述べたように，管理条例が提案可決したのであった。

4. 地下水保護管理条例にまつわる諸問題

以 ιやや長すぎると思われるぐらい管理条例の制定のいきさつを紹介し

たのは，わが国で特異な内容をもっ条例を理解するためには，その制定の歴

史を知るのが最善と考えたからである。

地下水資源の保護管理は，アメリ カ式の水法の考えブjに立脚し，さらにア

メリカ流の合理的な考え方とあいまって，占領軍と L、う立場からきわめて強

引に，住民の自治権を無視したかたちで、おしすすめ られてきたことが問題と

して指摘できょう。 しかし，観点をかえてみれば，地下水保護管理の思想、に

ついては，琉球政府および地元市町村が積極的でなく，む しろ水道事業推進

の前提として，民政府に一札とられたという感もなくはなし、。

このことは，できあが った条例の内容が，総則において，民政府の要求を

最小限におさえ，それ以下の事項は，さきにも述べたように，「工業用水法」

を準用した点にもみられ，やや内容に一貫性のみられない点がある ことでも

推測できるc しかし，この点だけとらえて，条例の内容の不足を批判する も

のではなし、c短期間に，十分な準備もととのわないまま，前例のない条例案

をつくりあげた関係者の努力は十分に評価してよいものと思われる。

むしろ問題は，現在の水資源問題が急をつげている時代に先行した，先進

的な内容をもっ条例の存在が，現在の各関係者のもつ意識の有無にかかわ ら

ず， 今後の宮古島全体をとわず，沖縄県，あるいは全国の問題として，重要

な意味をもっている ことにある。 このよ うな視点にたって，不十分ではある

が，いくつかの間題点を提起させていただきたし、。

なお，まえもってお断わりしておきたいことがある。 この条例を，今後に

生かすか否かは，いつに住民の意向にかかっていることである。高等弁務官

布令を廃止させた原動力が，自治権に対する侵害への反発であったこ とは，

すでに紹介したところである。どんな問題でも，最終的な決定は住民の意志

によることが原則であるからである。
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①管理条例の再評価

現在の水資源問題が，収奪的とよんでもよいような水の浪費によ ってひき

おこされていることは， 全国的な問題となっているO そのために，各地でい

ろいろな障害が発生 しているのは， 地下水問題でも例外ではなし、。

この対策として，無秩序な地下水利用を是正しようとして，各種の対策が

考えられてきている。そのひとつに，地下水揚水規制がある。

すでに国内法として，工業用水法や建築物地下水法や，それに準じた条例

が制定されているが，いずれも対象が一部にかぎられているC 関係者の意見

としては，各種用水にかぎらず対象を全用水に適用すること，さらにその場

合には，利用の優先権順位をもうけるべきだとの声が多L、。

これらの意見に対して，既得権，関係者の利害関係， 法技術的な問題か

ら，なかなか意見の一致をみていなし、。 しかし，最近の各官庁の準備してい

る地下水法の基本的な考え方は，おおむねこの改善の線に固まりつつあるよ

うである。

ひるがえってみると，宮古島の管理条例は，最近の考え方をさきどりした

かたちになっている。住民のための飲料水の確保が最優先され，全用水に対

して総合的な配慮をおこなおうとするとしづ精神は，たとえ民政府からの強

力な勧告があったとはいえ，世界的なすう勢に従っているといえよう。

最近になって，各地の離島で，観光業者による無秩序な水源開発がおこな

われ，それが社会問題となり，各島の行政当局としても新水源開発のための

出費が多〈 ，地方財政に過大の負担をあたえている例が多い。そのため， 一

部の島では，対策としてなんらかの立法的措置をとりたし、とする意向があ

るO あるいは，高価な海水の淡水化まで真剣に考えているところもある。

宮古島では，現在までのところ，水資源問題がそこまで急迫しているわけ

ではないが，この条例の存在が，無秩序な開発の歯止めの役割をはたすこと

は，十分期待してよいと思われる。

このような時期に，地元でも，また中央官庁でも， 一部ではあるが，この

管理条例の存在も知らず，ああいはこれを無視する動きのあることは，むし

ろ重大な自治権の侵害に通ずるような気がしてならなし、。現在すすめられて

いる水道企業団の組織の縮小は，初期の上水道組合設立時の情勢にくらべ

て，後退の姿勢を示すものではないかと心配になる。
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この時点で，地元住民が中心となっての管理条例の再検討 ・再評価が必要

と思われる。

②管理条例の許可基準

管理条例を具体的に適用する場合，まず問題になるのは，関係者も指摘し

ているように，第6条の許可の基準である。そこには 「水源の保護及び飲料

水の供給に支障を来たすおそれのないと認める場合Jでなければ許可しない

とされているC

この許可基準は，原則としてはそのとおりであるが， 具体的な基準をとわ

れた場合，きわめて不十分であるように思われる。民政府のよりどころと し

たミンクの報告書， DEのマスタープランでも，この基準については具体的

にふれておらず， いずれも観測井をも うけて，長期の水位変動と水質の監視

をおこなうべきだと している。

現在の地下水学の分野でも，許可基準の基本となる許容揚水量 （あるいは

安全揚水量〉に定説があるわけではないが，最近になって，いくつかの検討

がなされ，つぎの要件によ って，具体的に許容基準をきめるべきだとしてい

る。

i Jかん養要件・安全揚水量は年間平均かん養量をこ えてはならぬこと

ii）経済要件：揚水コストはある一定基準（内部および外部経済を含め

て〉をこえてはならぬこと

iii）水質要件水質悪化をまねくほど水位を低下させてはならぬこと

iv）法律要件．水法でさだめられた事項に抵触せぬこと

離島の場合には， i）のかん養要件と iii）の水質要件が大きく影響をおよ

ぼすものと思われる。このためには，地下水の出入りを量的に検討する水収

支的な調査が不可欠である。それと同時に，許容揚水量を決定する最終基準

は，住民の生活と安全とを完全に保証するものでなくてはならない。

これは，とどのつまり最低限，住民の飲料水の確保は保証されなければな

らないという ことになる。 管理条例の精神が生かされるか否かは，いつに，

住民の意志が十分に反映されるような行政の姿勢にかかっているというのが

私たちの結論である。
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宮古島地下水保護管理条例

1965年7月15日条例第11号

1965年12月27日条例第25号

第 1章総 則

（目的）

第 l条 この条例は，組合を組織する市町村の区域内の地下水及び水源について，そ

の保護管理を図ると ともに，飲料用水， かんがL、用水及び工業用水を合理的に確保

し，供給することを目的とする。

（優先権）

第 2条 前条の目的を達成するに当っては，飲料用水の供給を優先するものとする。

（定義）

第3条 この条例で 「地下水」とは，井戸の水， 泉及び泉から流出する水等で，地表

面下のすべての水をいう。

2 この条例で「施設」とは，地下水を採取するための施設をいう。

3 この条例で「採取者」とは，管理者の許可を受けて地下水の採取を行なっている

ものをいう。

4 この条例で「水源」とは，組合の水源をし、う。
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第2章地下水の保護管浬

（保護管理を行なう地域）

第4条 この条例で，地下水及び水源の保護管理を行なう地域は，組合を組織する市

町村の区域とする。

（許可）

第5条 前条の地域内において， 地下水を録取しよう とする者は，管理者の許可を受

けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は， 次の事項を記載した申請書を管理者に提出し

なければならなし、。

1. 氏名及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名及び住所

2. 採取の目的及び方法

3. 1日最大採水量及び 1日平均採水量

4. 1日最長採水時間及び 1日平均採水時間

5. 施設の概要 （位置図，施設の図面を含む）

6. 水源からの距離（位置図に記入すること）

7. 動力機付ポンプを使用するときは，その動力機の馬力， ポンプの口径，揚程，

揚水量，ス トレナーの位置及び時間的運転方法

（許可の基準）

第6条 管理者は，前条第 l項の許可の申請に係る地下水を採取することが，水粉、の

保護及び飲料用水の供給に支障を来たすおそれがないと認める場合でなければ同項

の許可をしてはならない。

（変更の許可）

第7条 第5条第 1項の許可を受けた者は，同項の許可を受けた採水量を増加し，又

は施設を増築しようとするときは，管理者の許可を受けなければならなし、。

2 前条（許可の基準）の規定は，前項の許可に準用する。

（許可の条件）

第8条 第6条（前条第2項において準用する場合を含む）の規定によ ってする第5

条第 1項又は前条第 1項の許可には，条件ーを付することができる。

2 前項の条件は， 組合を組織する市町村の区域内の地下水及び水源の保全を図り，

又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り ，かっその

使用者に不当な義務を諌ーするこ ととなるものであってはならない。

（許可の適用除外）

第9条 次の各号のーに該当する採水の場合においては， 第5条第 l項の許可を要し



ない。

1. 人力又は畜力で採水するとき。

2. 消防の用に使用するとき。

3. その他管理者が認める施設。

（氏名等の変更届出）
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第10条採取者は， その氏名又は住所に変更があったときは遅滞なくその旨を管理者

に届け出なければならない。

（許可の承継）

第11条 地下水採取の施設を譲り受け，又は借り受けてこれにより地下水を採取する

者は，その許可施設に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について相続又は合併があったときは， 相続人又は合併後存続する法人若

しくは合併により設立した法人は，採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は，遅滞なく，その旨を管理者に

届け出なければならなし、。

（許可の取消等）

第12条管理者は，採取者が第7条第1項の規定により許可を受けなければならない

事項を許可を受けないでしたとき， 又は第8条第1項の条件に違反したときは第5

条第 1項の許可を取り消し， 又は 1年以内の期聞を定めて地下水を採取することを

停止すべき旨を命ずることができる。

（採取者に対する緊急処置）

第13条 管理者は，特別の事情の発生により，組合を組織する市町村の区域内におけ

る地下水及び水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは， 採取者に対

し，相当の期聞を定めて地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。

第3章雑 則

（土地等の立入）

第14条 管理者は，この条例を施行するため，施設及びその運営状況を実地調査する

必要があるときは， その職員に他人の土地又は施設に立ち入らせることができる。

2 管理者は， 前項の規定によりその職員に他人の土地又は施設に立ち入らせようと

するときは，立入の日の 2目前までに， その旨を土地又は施設の占有者に通知しな

ければならない。

3 第 1項の規定により他人の土地又は施設に立ち入る職員は， 立入の際あらかじめ

その旨を土地又は施設の占有者に告げなければならない。

4 日の出前又は日没後においては，土地又は施設の占有者の承諾があった場合を除
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き，第1項の規定による立入をしてはならない。

5 第l項の規定により他人の土地又は施設に立ち入る職員は， その身分を示す証明

書を携帯し，関係人に提示しなければならない。

6 組合は，第1項の立入によ って損失を生じたときは損失を受けた者に対し， これ

を補償しなければならない。

7 土地文は施設の占有者は，正当な理由がなければ第1項の規定による立入を拒み

又は妨げてはならない。

（報告の徴収）

第15条 管理者は， この条例を施行するため必要な限度において採取者に対し，施設

の構造及び使用の状況その他運営の状況に関し，報告させることができる。

（立入検査）

第16条管理者は，この条例を施行するため必要な限度において， その職員に施設の

設置の場所又は施設に立ち入り， 施設その他の物件を検査させることができる。

2 第14条第5項の規定は，前項の立入検査に準用する。

3 第1項の規定による立入検査の権限は， 犯罪捜査のため認められたものと解釈し

てはならない。

（規則への委任）

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第4章罰 則

第18条 次の各号のーに該当する者は， 10ドル以下の罰金に処する。

1. 第5条第 1項（許可）及び第7条第1項（変更の許可）の許可を受けないで地

下水を採取した者

2. 第12条（許可の取消等）又は第13条（採取者に対する緊急処置）の規定による

命令に違反した者

第19条 次の各号のーに該当する者は5ドル以下の罰金に処する。

1. 第10条（氏名等の変更届出）第11条（許可の承継）の規定による届出をせず又

は虚偽の届出をした者

2. 第14条（土地等の立入）第7項の規定に違反して同条第 l項の規定による立入

を拒み又は妨げた者

3. 第15条 （報告の徴収）の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者

4. 第16条第 1項（立入検査）の規定による検査を拒み， 妨げ又は忌避した者

.5. 附則第3項（施設に関する書類提出）の規定による書類を提出せず又は虚偽の

提出をした者
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附貝IJ

1 この条例は，公布の日から施行する。

2 この条例施行の際，現に地下水採取の施設を有する者は， 第5条第1項の許可を

受けたものとみなす。

3 前項の者は，この条例j施行の日から 1月以内に， 第5条第2項に規定する書類を

提出しなければならなし、。但し， 第 9条に該当する者はこの限り でない。

附則

この条例は，公布の日から施行する。

（柴崎：闘士〈応 用理学地質問〉）
古JI！：沖縄開発庁沖縄総合事務局農林水産部 ｜

諸橋：開地域開発コンサノレタント／
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