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 沖縄県は、弧状に連なる日本列島の最西端に位置し、東西約 1,000km、南北約 400km の広大

な海域に、大小 160 の島々からなる島嶼県であり、300 あまりの河川が存在し、全国的にも特異な

自然環境を有しています。地理的条件からいずれの河川も流域面積が小さく、急勾配となっており、

小雨傾向が続くと河川流量は著しく低下し、河川からの安定した水資源確保が困難な状況となりま

す。そのため、治水・利水機能の両面をもつ多目的ダムを整備すると共に、本島北部地域のダム

から中南部地域へ送水することにより、慢性的な水不足対策を行っています。また、離島や本島中

南部地域において、地質構造を生かした地下ダムの整備も行われています。一方、本土復帰以降

急速に開発が進んだ結果生じた、表土等の流出や自然環境の変化に対する取り組みとして、近

年では昔ながらの川を再生し、自然を取り戻す整備に取り組んでいます。平成 28 年に全国で 33

番目の国立公園に指定された北部地域、やんばるの河川においては、マングローブ林をカヤック

などで巡るツアーや滝巡りなどを楽しむ観光ツアーが盛んに行われています。 

 また、近年台風の強力化が見込まれる中、台風の通り道である沖縄では、インフラ整備だけで無

く、防災・減災に備えるソフト対策も重要になってきています。沖縄県においてはマスコミと連携し

た水位情報の提供や市町村においてのハザードマップの作成等の取り組みも行っています。そう

した沖縄における水と人々の生活との関係について議論し、今後の水との結びつきについての提

案を全国へ発信します。 

         第２２回 

水シンポジウム２０１７ｉｎおきなわ 実行委員会 

委員長 

清水 康行 

開催趣旨 
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プログラム 

シンポジウム 10 月 31 日（火） タイムスホール（タイムスビル） 

現地見学会 11 月 1 日（水） （集合：県庁 警察本部側駐車場） 
 

［午前の部］メイン会場 （タイムスホール） 

9:00 開 場 
9:30 開 会 
10:05 招待講演 （50 分） 

⽵村公太郎 様 
(NPO 法⼈⽇本⽔フォーラム代表理事・事務局⻑）

11:00 こどもたちによる発表 （45 分） 
① 愛⼼保育園（那覇市） 

園児による⿎笛マーチング演奏 
② 国頭村⽴奥⼩学校児童による発表 

11:45 昼 休 憩 

［午後の部］ 分科会等   第 1 分科会 ： 沖縄県庁 4F 講堂 
第 2 分科会 ： タイムスホール

12:40 テーマ別分科会 （120 分） 

第 1 分科会 会場 ： 県庁講堂 280 席 

●テーマ 

「⾬から守る島⼈の暮らしと⼟ ー流域管理(治⽔・⼟砂)ー」

第 2 分科会 会場 ： タイムスホール 350 席  

●テーマ 

「⽔と⼈とのやさしい関係」 

14:40 休 憩 （20 分） 

15:00
特別講演 （50 分） 
中北英⼀ 様 （京都⼤学防災研究所教授） 

15:55
全体会議 （60 分） 
各分科会まとめとメッセージ発信 

17:00 次回開催県（静岡県）挨拶 

17:10 閉 会 
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開会挨拶  

第 22 回水シンポジウム２０１７in おきなわ 

実行委員会 委員長  

清水 康行   

 

 

 

来賓挨拶  

内閣府沖縄総合事務局 次長 

菊地 春海 様  

   

 

 

来賓挨拶 

沖縄県 副知事 

富川 盛武 様 

 

 

 

来賓挨拶 

那覇市 副市長 

久髙 將光 様 

開催風景 開会（タイムスホール） 
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テーマ別分科会 第１分科会 （沖縄県庁 4F 講堂） 

「雨から守る島人(しまんちゅ)の暮らしと土 －流域管理（治水・土砂）－」 
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 おきなわ美ら水の恵み探訪 現地見学会 2017 年 11 月 1 日（水） 

安里川 さいおんスクエア 

沖縄電磁波技術センター 

倉敷ダム 

漫湖水鳥・湿地センター 
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開会挨拶 清水 康行  実行委員会 委員長 

 来賓挨拶 菊地 春海  内閣府沖縄総合事務局 次長 

富川 盛武  沖縄県 副知事 

久髙 將光  那覇市 副市長 

開     会 
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◆司会者◆ 

 皆様お待たせいたしました。本日は多数ご来場

いただき、誠にありがとうございます。 

 ただいまより「第22回水シンポジウム2017 in お

きなわ」を始めさせていただきます。本日の司会

を務めます仲原和香乃と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。このシンポジウムは、水が

自然や人に与えるさまざまな恩恵と問題について、

市民、企業、学会、行政が幅広く討論や意見交換

を行い、そして連携を深めることにより水に関す

る提案を全国に発信することを目的に開催されて

います。 

 今回のテーマは「美ら水の恵み～沖縄から水と

の結びつきの大切さを考える～」としまして、招

待講演、特別講演、分科会を開催いたします。な

お、１階エントランスホール及び県庁１階ロビー

におきまして参加団体などによるパネル展示を行

っております。ぜひご覧ください。シンポジウム

の終了時間は午後５時10分ごろの予定です。どう

ぞ最後までおつき合いいただきますようよろしく

お願いいたします。 

 では初めに主催者を代表いたしまして「第22回

水シンポジウム2017 in おきなわ」実行委員会委

員長 清水康行より開会のご挨拶を申し上げます。 

 

■開会挨拶 

 実行委員長 清水 康行 

 皆様おはようございます。本日は「第22回水シ

ンポジウム2017 in おきなわ」にたくさんの皆様

にお越しいただき、誠にありがとうございます。

北海道大学からまいりました清水と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

土木学会水工学委員会の委員長を仰せつかって

おりまして、大変僭越ではございますが、開会に当

たりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

改めまして、本日はたくさんの皆様どうもあり

がとうございます。心から御礼申し上げます。本

日一日お楽しみいただければ幸いです。 

 なお、本日はご来賓として、内閣府沖縄総合事

務局次長 菊地春海様、沖縄県副知事 富川盛武様、

那覇市副市長 久高將光様にもお出でいただいて

おります。誠にありがとうございます。 

 本シンポジウムの実施に当たりましては、防災

研究協会、しまたて協会、沖縄県建設業協会、沖

縄県測量建設コンサルタンツ協会、沖縄県建設技

術センター、沖縄県土地開発公社、沖縄テレビ放

送株式会社、沖縄タイムス社、沖縄渇水対策協議

会様などから多くの支援をいただいております。

厚く御礼申し上げます。 

 まず、ここで私ども水工学委員会が属しており

ます土木学会及び委員会の活動について簡単に紹

介させていただきます。 

 この委員会は、土木学会の調査研究委員会の１

つでありますが、土木学会そのものは３年前に創

立100周年を迎えた大変歴史のある学会です。現在

おおよそ４万人の学会員で構成されております。

大学の研究者だけではなく、国や自治体の技術者、

建設関係の会社、コンサルタントさらには土木関

係の学生の皆さんなども合わせた多くの皆様で成

り立っている学会でございます。 

 土木学会には、水分野のほかにも、土のこと、

構造物のこと、環境のこと、エネルギーのことな

ど、さまざまな委員会がございます。私どもの水

工学委員会は、空の雨から始まって斜面を流れ、

地下水や河川水として海に至るまで、水にかかわ

るさまざまな事象を扱っております。この中には、

もちろん湖やダム、貯水池の問題も含まれており

ますが、ご承知のとおり水の問題というのは水が

多すぎても困る。豪雨、河川の氾濫などの被害。

少なくても困る。水不足の問題など、両極端の問

題が存在する厄介な問題です。 

 また、先日の九州の水害のように水そのものに

加えまして、豪雨時には大量の土砂や流木が一気

に流れてくるので、これもまた大変な被害となり

問題になっております。 

 一方、水辺にはさまざまな動植物もおります。

水質や水辺の動植物、景観なども含めた水環境と

いうのも我々の重要な研究分野でございます。こ

れら水にかかわるさまざまな分野の研究者、技術

者集団ということが、私どもの水工学委員会です。 

 この水シンポジウムは、私ども土木学会水工学委
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員会と沖縄総合事務局、沖縄県、那覇市とで共催さ

せていただいておりますが、今回特に琉球大学の皆

様にも絶大なるご支援をいただいております。 

 この沖縄の水の話ですが、沖縄県には大小合わ

せて300余りの河川があります。沖縄県は小さな島

から構成され、比較的大きな沖縄本島でも、南北

に細長いので、その地理的条件から河川も流域の

面積が小さく、延長も短く勾配が急となっており

ます。また、台風の季節や梅雨の季節などは、集

中豪雨で短期間に降雨量は極めて大きいという特

性と相まって急激な出水を伴いやすく、都市部を

中心に、床上、床下浸水などの被害が発生してお

ります。 

 最近では、地球全体の気象変動とか温暖化など

も顕著になってきております。集中豪雨も激しさ

や頻度が増してきております。 

 実は私自身は河川の流れや洪水それに氾濫など

の研究を専門としておりまして、北海道という日

本で最も北のほうから来ているのですが、琉球大

学の先生のお手伝いで、那覇市の豪雨時の排水の

解析とか、那覇市内の河川のシミュレーションな

どのお手伝いをさせていただいた経験もございま

す。いろいろ沖縄には縁がございます。 

 一方、この集中豪雨と反対に、降雨の季節変動

や経年変化により少雨傾向が続くと、河川流量は

著しく低下し、河川から安定した水資源を確保す

ることが難しくなります。 

 このため、沖縄県では、治水、利水のためのダ

ムの建設、環境に配慮した多自然型の河川整備な

どを積極的に推進し、県民の命と暮らし、産業に

必要な水の確保及び安全で潤いのある水辺づくり

に取り組んでおられると伺っております。 

 河川においては、豊かでゆとりのある生活や良

好な環境を求める県民の皆様のニーズの増大に伴

い、治水・利水の役割だけではなく、多様な生物

の生育環境の保全、潤いのある生活環境としての

川づくりが求められております。沖縄らしい自然

が感じられ、美しい豊かな海と一体となり、まち

のシンボル空間として水辺で親しめる川づくりを

基本理念として事業を推進していると伺っており

ます。 

 一方、治水面では先ほど述べましたように、近

年全国各地で局地的な集中豪雨により大規模な被

害が頻発しております。ハード的な整備を進める

ことが必要ですが、諸事情によりハード的な整備

がなかなか進まない状況もあり、依然として自然

災害が毎年のように発生する傾向にございます。 

 このことから、自主避難や避難勧告発令などに

役立つ情報の提供、人命を確保するため県内全市

町村を対象とする協議会を設置し、水害リスクを

軽減し、県民の生命、財産を守るなど積極的な取

り組みも推進しておられます。 

 この水シンポジウムというのは、こういったこ

とも含めまして豪雨、洪水災害にどう対処するか、

また水資源の極端な季節変動や水不足にどうやっ

て向き合うか、さらにはこの沖縄の美しい水辺環

境とどう向き合うのか、どうやって守って未来の

子どもたちへ残していくのかなどについて意見を

交換し、メッセージを発信していこうというもの

でございます。 

 今日は、この後、竹村公太郎様による特別講演、

愛心保育園の園児の皆様、国頭村立奥小学校の皆

様による発表、その後２つの会場に分かれて分科

会、それに続きまして京都大学防災研究所の中北

先生の特別講演をいただき、最後に全体会議で、

先ほど申し上げましたような水にかかわるいろい

ろな問題を総合的に議論し、この沖縄からのメッ

セージのようなものが発信できればと考えており

ます。 

 話は私どもの水工学委員会に戻りますが、水工

学委員会には４つの部会がございます。水の流れ

の物理現象そのものを扱う基礎水理部会。水にか

かわる環境を扱う環境水理部会。大気から陸、河

川、水の循環を扱う水文部会。河川にかかわる周

辺環境とのかかわり合いも含めた河川全般を扱う

河川部会の４つです。 

 今年はその中の河川部会のリードのもと、名古

屋大学の戸田河川部会長の主導で第１分科会が開

催されます。テーマは「雨から守る島人の暮らし

と土」ということで、沖縄の気候、風土、島の人々

の暮らし、河川の特徴に合わせた流域一帯での治

水と土砂管理について議論し、今後の流域管理の

あり方について提案を全国へ発信します。 

 第２分科会のほうは、琉球大学の神谷先生にリ

ードをしていただき、テーマは「水と人のやさし

い関係」ということで、沖縄の河川の水資源、観

光資源、教育資源としての価値の再認識と、その

価値を高めるための河川や社会のあり方について

の議論を深め、島嶼河川の価値創造のあり方につ

いて討論していただくことになると思います。ご

ゆっくりお楽しみいただければと思います。 

 昨今、地球温暖化の影響で、豪雨と少雨の時間
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的、空間的な極端化がますます顕著化しておりま

す。私の住んでる北海道でも、昨年は１週間の間

に次々と３つもの台風が直撃しまして、記録破り

の豪雨と氾濫、水害を記録しております。 

 皆様ご承知のとおり、九州を初めとする日本各

地で毎年豪雨災害が頻発しており、この傾向はま

すます激しくなっているようです。これは日本だ

けではなく、世界中で同じようなことが起きてお

り、水防災、水の有効利用ということがますます

大事になってくると思います。 

 本日は、そうした沖縄における水と人々の生活

との関係について議論し、今後の水との結びつき

について、提案を全国へ発信できればと考えてお

ります。 

 最後に、今回のシンポジウムの実行委員会事務

局の皆様、これまで１年にわたって本当に一生懸

命準備をしてくださいました。本当にお世話にな

っております。今日、明日と引き続きお世話にな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、長くなって恐縮ですが、水シンポジ

ウムの成功をお祈りして開会の挨拶とさせていた

だきます。皆様、本日一日どうぞよろしくお願い

申し上げます。どうもありがとうございました。 

 

◆司会者◆ 

 ありがとうございました。 

 続きまして、当シンポジウムの実行委員をご紹

介いたします。 

 「第22回水シンポジウム2017 in おきなわ」実

行委員会委員長、公益社団法人土木学会水工学委

員会委員長、北海道大学教授 清水康行でございま

す。同じく実行委員、公益社団法人土木学会水工

学委員会幹事長、京都大学准教授 竹林洋史でござ

います。同じく実行委員、公益社団法人土木学会

水工学委員会前委員長、京都大学教授 中北英一で

ございます。同じく実行委員、公益社団法人土木

学会水工学委員会委員、神戸大学教授 中山恵介で

ございます。同じく実行委員、内閣府沖縄総合事

務局開発建設部長 坂克人でございます。同じく実

行委員、沖縄県土木建築部長 宮城理でございます。

同じく実行委員、那覇市上下水道局上下水道部長 

玉城義彦でございます。同じく実行委員、公益社

団法人土木学会水工学委員会委員、九州大学教授 

矢野真一郎でございます。同じく実行委員、公益

社団法人土木学会西部支部沖縄会幹事、琉球大学

准教授神谷大介でございます。以上、９名の実行

委員をご紹介させていただきました。ではここで、

ご来賓の皆さまより、ご挨拶を賜りたいと存じま

す。まず初めに、内閣府沖縄総合事務局次長 菊地

春海様よりご挨拶を頂戴いたします。菊地様、よ

ろしくお願いいたします。 

 

■来賓挨拶 

内閣府沖縄総合事務局次長 菊地 春海 様 

 ただいま紹介にあずかりました沖縄総合事務局

次長の菊地でございます。 

 
 本日は、このように「水シンポジウム2017 in お

きなわ」ということで開催されますことは本当に

お喜ばしいことでございますし一言挨拶申し上げ

ます。 

 先ほど実行委員長さんからこの会議の趣旨、そ

して今回のいろんなプログラムの紹介がございま

した。皆さんこのプログラムを見て、本当におも

しろい構成だなというふうに感じたと思います。 

 まず講演という形でこの竹村先生、そして中北

先生からは集中豪雨やいろんな予測の、台風の話

やいろんなものも聞けると思います。また、第１

分科会、第２分科会で「水と人のやさしい関係」

とか、暮らしと土ということで、広範囲にわたっ

たいろんな議論が今日行われるということで、こ

の会を通じてぜひ相互理解そして情報共有が図れ

るということですばらしい一日になるなというこ

とを確信した次第でございます。 

 昨今の沖縄の情勢でございますが、先ほどこの

会の目的にありましたように、異常気象による豪

雨、地球温暖化等も関係すると思います。さらに

渇水、そういう大きな現象が同じように沖縄にも

頻発しております。 

 さらには、水と親しむということでは、親水や

インフラツーリズム、そして私も沖縄に来て何回

か経験しましたが、川をカヌーとかいろんなもの
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で体験して上っていくとか、川そのものに触れる、

そういうツアーもたくさんございます。そういう

ことで観光の一面、そういうものがまさしく沖縄

においてもいろんな部分で著しく進展してるんじ

ゃないかなというふうに思うわけでございます。 

 そういう意味では、今日のシンポジウムを全国

に発信するということで、全国のモデルとしての

位置づけは大変高いなと思っているところでござ

います。 

 この中で昨今の沖縄の状況、本日全国からいら

っしゃっているということでご紹介しますと、大

変観光が著しく盛んになってきております。今年

の観光客数は876万人、これは聞いてもよくわから

ないと思いますが、先般テレビで東大用のクイズ

が出ました。１年間で観光統計でとれているもの

というのは、宿泊数が全国比較できる唯一のもの

だということです。通常観光客というと、いろん

な地域が水増しするんです。当然入ってる人、住

民の人、いろんな人も含めて観光客が何万人来ま

したと言うのですが、唯一統計がとれているのは、

その宿泊数でございます。沖縄の宿泊数は全国何

位かを皆さんご存じでしょうか。全国４位でござ

います。その中でも順位は、東京、大阪、観光客

も最近増えてますが、ビジネスマンがほとんど。

次に北海道、沖縄でございます。極めて大きなポ

テンシャルを有している。ただ５年前、沖縄は９

位でございました。急激に伸びている。10％ずつ

毎年伸びてるということから、極めて昨今の観光

客の伸び率が多い。 

 またクルーズ船、これも今年は500回を超える寄

港だということで、去年の実績でも寄港数で全国

の４分の１、そして人員では３分の１ほど来てい

るということで、まさしくクルーズのいろんな文

化を牽引する役割に沖縄がなっているわけです。 

 このような情勢の中で観光産業がリーディング

産業として引っ張りながら、今沖縄のいろんな経

済環境が大変好況感を示しているという状況にな

っております。今日も夜までいらっしゃる方は、

ぜひ国際通りやいろんなところに行っていただけ

れば、大変多くの方々がまだまだ夜中まで歩いて

いるということに気づくと思います。 

 そういう中で水との関係でございますが、まず

１つはそういう方々に安心して水を供給できる状

況が大変重要です。先ほど渇水の話をしましたが、

もう24年間給水制限が行われておりません。これ

は国が10個の多目的ダムをつくり、さらに北部の

ダムは連結させ、うまく水を活用する仕組みをつ

くり上げたからでございます。もしも北部のダム

がなかったら今のような観光客は来られたでしょ

うか。安心して水が飲めない地域には来れません。

まさしく給水という意味でも、水の役割が大変大

きいですし、ストック効果の大きなあらわれだと

思います。先行投資がまさしく効いている１つの

大きな水の事例だと思っております。 

 そして、県民の意識調査で一番の満足度が高い

ものは何であるか。それは安心して水が飲めると

いうことでございました。これも、県民アンケー

トはいろんな年齢層の方がいるわけですから、多

分高齢者の方々は、若いころ給水制限で本当に困

ったという経験をお持ちの方が大変多い。そうい

うことからだと思います。いまだに家の上には給

水のための大きなタンクがまだまだ残っておりま

すが、昨今の家ではほとんどつくらなくなったと

いうふうに建築会社の方からも聞いております。 

 こういう水の供給、そういうものをちゃんとや

っていく。そういうことも大きな水の役割だと思

いますし、またそういうダムを活用したインフラ

ツーリズム、これが大変盛んになってきておりま

す。昨今では、観光協会とも連携しながら、ツア

ーを組んでぜひそういうものを見てもらおう。そ

して、今日もいらっしゃってる小学生やいろんな

方々のいろんな勉強の場として使ってもらう、そ

んなことが現在盛んに行われているところでござ

います。 

 また、洪水や雨の関係では、実は渇水の面では

今年は大変すごい渇水に遭っているところでござ

います。１つは連休前までが観測史上最大の渇水

でございました。それを受けながら給水制限に至

らなかったというのも、実は大きなダムのおかげ

でございます。連休中に１回豪雨がありました。

この雨の降り方も、24年間観測している最大の雨

が降りました。ただ渇水状況だったのでダムに全

部ためることができたんです。その後も渇水が続

いておりましたが、皆さんもご存じのとおり先週

の台風21号、そして今週の22号で何とかまた渇水

状況がしのげる状況になってきてるということで、

今回の台風というのは、沖縄にとっては大変あり

がたい台風であったと。災害はあんまり起こりま

せんでした。 

 ただ災害については、皆さんご存じのとおり、

先ほどありましたように台風や豪雨で大きな災害

が起こったという記憶に新しい部分もございます。
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そういう部分で、災害に対する対応も大変沖縄に

とっては重要な状況だと思っております。ぜひす

ばらしい議論をこのシンポジウムでやっていただ

きながら、それを全国に発信していただきたいな

と思っているところでございます。 

 本日このようなシンポジウムを開催するに当た

りまして、実行委員会の皆さんに心から敬意を表

したいと思いますし、今日ご参加の皆さんのます

ますのご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、私か

らの挨拶にさせていただきます。本日はおめでと

うございます。 

 

◆司会者◆ 

 ありがとうございました。続きまして、沖縄県

副知事 富川盛武様よりご挨拶を頂戴いたします。 

 

■来賓挨拶 

沖縄県副知事 富川 盛武 様 

 本日、翁長知事が他の公務のため名代といたし

まして、私副知事の富川がまいりました。何とぞ

ご理解を賜りたいと思います。それでは、知事の

ご挨拶を申し上げます。 

 

 ハイサイ、グスーヨー チュー ウガナビラ。皆

様こんにちは、本日は多くの皆様のご参加のもと

「第22回水シンポジウム2017 in おきなわ」が盛

大に開催されますことを心からお喜び申し上げま

す。また、全国各地からご来県いただきました多

くの皆様を心から歓迎いたします。 

 沖縄県は、我が国で唯一の亜熱帯海洋性気候に

属する県であり、年平均降雨量も2,000ミリリット

ルと全国に比べて降水量の多い地域であります。

また、大小160の島々からなる島嶼県であり、その

中には300余りの河川が存在しておりますが、地形

的条件からいずれの河川も流域面積が小さく急勾

配であるため、降った雨のほとんどがすぐに海に

流れてしまうことから、本県においては長年水不

足に悩まされてきました。 

 しかし、本土復帰以降、ダムの整備が大幅に進

んだことにより、沖縄本島においては、平成６年

以降23年間給水制限を行うことなく現在に至って

いることなど、水資源の確保・利活用について大

幅な改善が図られてきました。 

 一方、台風や梅雨時の集中豪雨など短期間に強

い雨が降る特性があるため、赤土などの表土の河

川や海への流出や、大雨による地すべりなどの土

砂災害による被害が多い地域でもあります。 

 このように、沖縄県民は過去の経験を通じて水に

関する自然とのかかわりを身をもって強く感じた

ところであります。このような本県の特性を踏まえ、

今回「美ら水の恵み」をテーマとして、水と人々の

生活との結びつきについて幅広く意見交換いただ

けることは大変有意義なことであり、本シンポジウ

ムを通じて関係者の皆様に活発なご議論をいただ

き、沖縄の経験も踏まえた提言を全国に発信してい

ただけることを心から願っております。 

 また県外からご参加の皆様には、この機会に沖

縄の豊かな自然や伝統文化など、沖縄の魅力をご

堪能いただけましたら幸いに存じます。 

 結びに、本シンポジウムが皆様にとって実り多

きものとなりますよう祈念申し上げ挨拶といたし

ます。イッペー ニフェーデービル。 

 平成29年10月31日。沖縄県知事 翁長雄志代読。 

 

◆司会者◆ 

 続きまして、那覇市副市長 久髙將光様よりご挨

拶を頂戴いたします。 

 

■来賓挨拶■ 

 那覇市副市長 久髙 將光 様 

 ハイサイ、グスーヨー チュー ウガナビラ。皆さ

ん、こんにちは。那覇市副市長の久高であります。 
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 ただいまはウチナーグチ、沖縄の方言で前段挨

拶をさせていただきました。 

 沖縄県では那覇市も含めて全県的に、親や祖先

が使っていた言葉を忘れることがあったらふるさ

とを失うよということで、ハイサイ・ハイタイ運

動をやっております。男の人は会ったら「ハイサ

イ」、女の人は会ったら「ハイタイ」と言います。

ぜひこの２日間、ウチナーンチュとお会いになり

ましたら、またお互い同士も「ハイサイ」「ハイタ

イ」の挨拶１つを覚えていただければ大変ありが

たいと思います。 

 本日は城間幹子那覇市長が別用務のため、私の

ほうで挨拶文を預かってまいりましたので代読を

させていただきます。 

 ハイタイ、グスーヨー チュー ウガナビラ。イ

メンセービリ ナーファンカイ。 

 ただいまは沖縄の言葉、ウチナーグチでのご挨

拶でした。改めまして、皆さんおはようございま

す。ようこそ那覇へお越しくださいましたという

意味です。 

 「第22回水シンポジウム2017 in おきなわ」が

本市で開催されますことを大変うれしく思います

とともに、32万市民を代表して皆様を心から歓迎

申し上げたいと思います。 

 本シンポジウム開催に当たり、ご尽力なされま

した清水康行委員長を初めとする、国、県、市並

びに各有識者の方々による実行委員会の皆様には

心より敬意を表します。 

 さて、今年７月に発生いたしました九州北部豪

雨におきましては、九州北部地方を中心に甚大な

被害をもたらしました。大雨による河川の氾濫や、

土砂崩れなどにより犠牲になられた方々には、心

からの哀悼の意を表しますとともに、被害に遭わ

れました皆様の一日も早い生活再建を願っており

ます。 

 本県でも先週末には台風22号が上陸したばかり

ですが、近年全国各地でも想定をはるかに越える

局地的な集中豪雨による水災害が頻発しており、

各自治体におかれましても対策が急がれていると

ころです。 

 本市でも平成28年度から首里石嶺地区において、

降雨時に増大する雨水を地下へ貯留する雨水調整

池の整備をスタートし頻発する浸水被害の軽減を

図っております。 

 一方で、水と人の関係は治水だけではなく生活

に必要な自然の恩恵としての側面も多岐にわたり

ます。本日「美ら水の恵み」をテーマに交わされ

る活発な議論や提言が全国へ発信されることで、

水と人々の生活がさらに豊かなものとなりますこ

とを心から願っております。 

 結びに、「第22回水シンポジウム2017 in おきな

わ」の成功と関係各位並びにお集まりいただきま

した皆様のご健勝を祈念申し上げまして挨拶とい

たします。 

 イッペー ニフェーデービル。どうもありがとう

ございます。 

 平成29年10月31日。那覇市長城間幹子代読。 

 本日は誠におめでとうございます。 

 

◆司会者◆ 

 ありがとうございました。では、ご来賓の皆様、

本日はご多忙の中、ご臨席を賜り誠にありがとう

ございました。どうぞ、今後とも多大なるご支援、

ご指導のほどお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして開会式を終了させていただき

ます。 

 それではステージの準備が整います間、本日の

プログラムのご案内をさせていただきます。皆様

この後は招待講演、こどもたちによる発表と進め

まして、その後お昼休憩となります。午後は12時

40分より第１分科会は県庁４階講堂、そして同じ

く12時40分より第２分科会はこちらの会場にてパ

ネルディスカッションを行います。そして午後３

時からはこちらの会場にて特別講演、全体会議を

行います。なお１階エントランスホール及び県庁

１階ロビーにおきまして参加団体などによるパネ

ル展示を、また１階エントランスホールにおきま

しては、那覇市上下水道局による利き水も行って

おります。ぜひご覧ください。閉会時間は午後５

時10分頃を予定しております。どうぞ皆さま最後

までお付き合いいただきますよう、何とぞお願い

いたします。 

 



 

- 18 - 

 

「近代化における流域の崩壊、そして再生」
 

竹村 公太郎 (たけむら こうたろう) 氏 
NPO 法⼈⽇本⽔フォーラム代表理事・事務局⻑ 

   ⾸都⼤学東京客員教授／東北⼤学客員教授 博⼠（⼯学） 

 

招 待 講 演 

1970 年 東北⼤学⼯学部修⼠修了 
1970 年 建設省⼊省。宮ヶ瀬ダム⼯事事務所⻑、中部地⽅建設局 

河川部⻑、近畿地⽅建設局⻑を経て国⼟交通省河川局⻑を歴任。 
2002 年 国⼟交通省退官 
2004 年 財団法⼈リバーフロント整備センター理事⻑ 
2006 年 特定⾮営利活動法⼈⽇本⽔フォーラム代表理事・事務局⻑ 
2013 年 公益財団法⼈リバーフロント研究所 代表理事 退任 
2014 年 公益財団法⼈リバーフロント研究所 研究参与 就任 

【主な著書】 
『⽇本⽂明の謎を解く』（清流出版 2003）、『⼟地の⽂明』（PHＰ研究所 2005）、『幸運な⽂明』（PHＰ研究所 2007）、『本質
を⾒抜く⼒（養⽼孟⼦⽒対談）』（PHＰ新書 2008）、『⼩⽔⼒エネルギー読本』（オーム社：共著）、『⽇本史の謎は「地形」で解
ける』（PHＰ⽂庫 2013）、『⽇本史の謎は「地形」で解ける-⽂明・⽂化篇』（PHＰ⽂庫 2014）、『⽇本史 の謎は「地形」で
解ける-環境・⺠族篇』（PHＰ⽂庫 2014）、『⽔⼒発電が⽇本を救う』（東洋経済新報社、2016）など 

【講演等】 
第２回アジア・太平洋⽔サミット開催記念シンポジウム(2011)、第２１回⽔シンポジウム２０１６ in やまぐち など 
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◆司会者◆ 

 これより招待講演を始めさせていただきます。

講師はNPO法人日本水フォーラム代表理事事務局

長竹村公太郎様です。どうぞ皆さま拍手でお迎え

ください。 

 では、ご紹介いたします。竹村様は1970年に建

設省入庁後、中部地方建設局河川部長、国土交通

省河川局長を務められ退官、その後、財団法人リ

バーフロント整備センター理事長、2006年よりNPO

法人日本水フォーラム代表理事・事務局長を務め

ていらっしゃいます。 

 本日は「近代化における流域の崩壊、そして再

生」をテーマにご講演いただきます。それでは、

よろしくお願いいたします。 

 

◆竹村事務局長◆ 

 おはようございます。「第22回水シンポジウム

2017inおきなわ」にお招きいただきまして心から

感謝を申し上げます。 

 

 本日は、限られた時間でございますが、冒頭に、

最近全国レベルで海域、流域をもう一度見直そう

という動きが非常に盛んになっております。それ

の歴史的な経過を簡単に私の考え方をご紹介した

いと思っております。 

 

 

 まず、日本の国土は江戸時代から始まったと言

っても過言ではありません。それは後ほどご紹介

しますが、1590年に家康が秀吉によって江戸に幽

閉されました。まさに幽閉でした。 

これは関東地方の地形図ですが、約6000年前の関

東平野です。海面が５ｍ高かったので関東平野は

海の下だったわけです。もちろん家康が江戸に入

ってきた1590年には、海面はもう下がっていて、

そこには利根川や荒川や渡良瀬川が全部流れ込ん

でいたわけです。ですから、日本一広大な干潟、

湿地帯が形成されていたと考えられます。 

 ご承知のように、利根川は銚子に流れているの

ではなくて関宿のところに台地がありましたので、

渡良瀬川と利根川は東京へ流したと。つまり利根

川の故郷は東京湾であると。もちろんここを切っ

ていったのが徳川家康で、ここを切ることによっ

て、利根川、渡良瀬川の洪水をこちらへ持ってい

ったと。これが東遷でございます。今日は、テー

マが少し違うので、そこはこの程度にします。 

 これが当時の江戸の交通網です。一番メインの

交通網は中山道、昔の東山道です。桐生、足利、

栃木、そして小山から東北へ行く。なぜこれがメ

インかというと、利根川は上流で渡るしかなかっ

たので、上流で渡って北へ行く。つまり、東と西

の日本の海道のメインは、この東山道、中山道で

した。もちろん甲府から来る道もありましたけれ

ども、これは相模川を渡って平塚へ来て、平塚か

ら横須賀からひょいと上総を渡って、上総からこ

のルート、そしてこの海路があったわけです。そ

して海から来た、西から来た人たちは、いわゆる

房総半島の京都に近いほうが上総ですから、そし

て下総に向かっていって海路または陸路で行くと

いうのが、この江戸以前の時代の日本人のルート

で、江戸にはほとんど行く必要がなかったです。
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逆に行けなかったんです。なぜかというと、ここ

は湿地帯のど真ん中だったからです。これが縄文

時代の貝塚の分布でして、目の前に全面的に縄文

時代の貝塚があるということは、湿地帯、干潟の

その真ん中にいたということです。 

 ですから、徳川家康が江戸に入ったときは、こ

のような湿地帯とアシ・ヨシしか見れなかっただ

ろうと。これが江戸城、今の皇居です。徳川家康

がここに入れられたときに、後ろにある武蔵野台

地は使い物にならない役立たずなんです。なぜか

武蔵野台地が役立たずかというと川がない。雑木

林しかなかった。だから近代まで役立たずだった

からこそ、今、立川や中央線沿線が非常に栄えて

いるのは、何もなかったからです。唯一、多摩川

があったので、徳川家康は二ヶ領用水、四ヶ領用

水で川崎を開発しますが、後ろの武蔵野台地は役

立たず、目の前は大湿地帯、にっちもさっちもい

かないところに徳川家康は入ったわけです。 

 さて、徳川家康がここから見た風景、私は大湿

地帯と言いましたが、これは現在の地形図です。

徳川家康が見た風景をやっと見つけました。 

 これです。こういう風景が広がっていた。これ

はフランスのランス川の河口ですが、これはモ

ン・サン・ミッシェルの世界遺産の修道院です。

こういう広大な広大な日本一の干潟が広がってい

た。つまり、不毛な武蔵野台地、そして目の前は

にっちもさっちもいかない湿地帯が広がっていた

ところに家康は閉じ込められたというのが、私は

秀吉と徳川家康との関係だと思います。 

 では、なぜ徳川家康は、どがつくほどの田舎へ

行ってしまったのかということです。1600年、関

ヶ原で勝った徳川家康は関西に背を向けて、箱根

を越えて東へ行ったんです。ど田舎の江戸に行っ

てしまった。なぜだろうか。それは意外と歴史の

ことはどなたも言っていない。でも、あのときは

まだ関ヶ原で勝ったと言いながらも、豊臣家はま

だ江戸城にいて、島津も毛利も黒田官兵衛も西の

大名のそうそうたる連中は西にいたんです。でも

彼は関ヶ原で勝って、すたこらさっさと文明の果

ての箱根を越えてしまった。なぜか。箱根を越え

るのは大変なことでして、１つの物的証拠があり

ます。今からご説明します。 

これはダットマンという人がつくった歴史的な

名著の１つですが、世界遺産に匹敵するような立

派な記録だと思います。日本の年代ごとでどこの

木を切っていったかという分布図です。この赤の

ところが奈良時代、紫のところは戦国時代、黄色

が江戸時代、なぜこんなことがわかったかという

と、コンラッド・ダットマンは日本全国の寺社仏

閣に入り込んで、その寺社仏閣の縁起物を全部ひ

っくり返して、何年に創建、何年に大改築、全部

調べた。 

 

 そこには、どこから木を持ってきたかという一

番大事なことが書いてある。どこから木を持って

きたかという分布図をつくったのがこれで、戦国

時代、京都を中心とする場所は、能登半島全域、

伊豆半島全域、紀伊半島、高知、山口まで取りに

行っている。つまり、関西には木がなく、関西の

山々ははげ山だったということです。数字の話は

やめましょう。 

 簡単なイメージで、これは平安京の羅生門で、

再現のパーツなどができていますが、京都、平安

京はこうではなかった。こうだった。なぜ知って

いるんだと、羅生門です。羅生門という映画のス

チール写真、黒澤明さんはとてもいい映画をつく

ってくれて、ＣＧではなくて、ロケセットをつく

ってくれた。私はもっとひどかったと思います。

流人によって、あの木は全部なくなっていたと思

います。つまり、京都は悲惨な悲惨な場所だった

わけです。 

 はげ山のイメージをお見せしましょう。これは

もちろん戦国時代ではないです。明治、大正、昭

和のはげ山です。これは滋賀県の野洲です。これ

は京都の山科です。これは比叡山です。つまり人

間がいるということは、山を切ってしまうことな

んです。エネルギーがないと僕たちは生きていけ

ない。乱暴ではなくて、僕たちは穀物を煮炊きし

ないと食べられないように進化してしまった。赤

ちゃんは生ものを食べたら死んでしまうんです。

だから赤ちゃんの生命のためにエネルギーが要る。

つまり、人間が生きるというのはこういうことで、
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あの神聖な比叡山で信長が大虐殺したのは大した

ことではなくて、私ども人間が生きる上で比叡山

をここまでいたぶってしまうというのが、人間の

エネルギーとの関係です。 

 戦国時代、私はこういう形だったと思います。

だから関ヶ原で小早川がちょっとした山の上から

見て、全体を見極めたといえます。今回の「関ヶ

原」という映画を見ましたが、あれは全然関ヶ原

ではない。なぜかというと、森林がいっぱいあっ

て森林の中での戦いです。今の関ヶ原は森林だら

けです。ところが、当時はこういう丸裸のところ

で関西は戦いを繰り広げている。徳川家康はこれ

を見て、もう嫌になってしまったんです。これは

やっていられないと。 

 最初に奈良文明があった大和川から淀川に行っ

て平安京ができて、この周辺のはげ山を見て、も

う自分は箱根を越えて利根川へ行こうと、1590年

にたまたま左遷されられた江戸で、徳川家康は大

森林地帯、日本の最大の油田を見つけたというこ

とだと思います。徳川家康が利根川へ行ったのは、

天下を制するというより徳川家の存続を考えたか

らではないかという思いがしております。さて、

近代の準備が江戸で始まります。この江戸の平和

な250年から日本をつくりました。 

 

 これが日本全国の流域の分割図です。沖縄は小

さくてひとつの島があって、入りきれなくて申し

わけなかったのですが、これが日本の大きな川、

流域で分断された地形図でして、徳川家康は何を

したかというと、この流域の中に各大名を上手に

配置した。もちろん大きな川には親藩と外様を適

度に配分しましたが、要は、徳川家康は300の織豊

大名たちをこの流域の中に押し込んだ。流域とい

うのは、尾根から越えてはいけないよと、今まで

は尾根を越えた戦い、尾根を越えた領土の拡張だ

ったのが、あの尾根から越えてはいけない。ただ

し、尾根の中では何をやってもいいと、つまり流

域の中です。流域の中では何をやってもいいぞ。

法律的にも税金的にも絶対的な権力を与えた。お

城をつくってはいけないという若干のルールはあ

りましたが、でも基本的に何をやってもよかった

んです。絶対的な権力が流域の中に封じられたの

です。 

 ですから、幕藩封建体制とよくいいますが、私

の土木屋の目線からいくと、流域封建体制、流域

の中に権力が封じられた体制だったというのが正

解ではないかなと。 

 これが徳島県の那賀川という河川の管内図です。

四国地方整備局の那賀川河川事務所が持っていま

す。直轄河川がよくあります。俺たちの管轄はこ

れで、この堤防を管理しているという図面です。

彼らはすごいことをやったんです。ひと皮剥いた

んです。自分たちの足元にはヤマタノオロチが棲

んでいるんだということを証明した。上流の細川

内ダムの計画が反対でつぶれてしまったので、そ

の悔しさのあまりその費用でもって、なぜ自分た

ちがこんな危険なところに住んでいるだという調

査をしました。 

 ダムの調査費の余ったもので、自分たちの足元

を徹底的にトレンチしたりボーリングしたりして、

このような立派なすばらしいデータだと思います

が、つまり、今、僕たちがこうやって生活してい

るところは、足元には大蛇がいるんだと、ヤマタ

ノオロチがいるんだと、どこから水が噴くかわか

らない。江戸時代につくった堤防は脆弱で極めて

危ないんだと。 

 この堤防をつくったのは、明治ではありません。

全部江戸時代の人です。江戸時代の人が流域に閉

じ込められて、外へ膨張するエネルギーが徹底的

に流域開発にいきます。この大蛇を一本の川の中
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へ押し込んでいく。結構無理しています。ですか

ら、この大蛇を押し込めていったプロセスが江戸

時代です。なぜこんなことをしたかわかりますね。

富を求めた。つまり、治水をやったのではないく

富を求めた。富を求めるために国土開発をした。

結果的に一本の堤防の中に押し込めて、無理矢理

人工河川にしてしまったので、その河川が今度は

危険な敵になっていくわけです。 

 皆さん方はヤマタノオロチがわからないのでこ

れをいつも見せていますが、今現在の21世紀のア

ラスカの自然河川です。川からできたものがヤマ

タノオロチになっているです。つまり、戦国時代

は日本中の河川がこうだったんです。もしこんな

にきれいに河川改修をしたら、隣の人は取りに来

ますので、そんなことはやっていられない。江戸

時代になって初めて日本の国土はできていきます。 

 証拠もあります。これが黒部川、ヤマタノオロ

チが薄く見えます。これが九州の球磨川、八代平

野がきれいに見えますがヤマタノオロチがあちこ

ちで見えて、江戸の先輩たちは強引に堤防をつく

って、洪水をこっちへ持っていった。これが石川

県の手取川ですが、強引に堤防をつくって、洪水

をこちらへ持っていった。石川県の手取川の人た

ちはすごいんですよ。残った昔のヤマタノオロチ

を農業用水路に使ってしまったんです。見事です。

七ヶ用水は今でも使っています。21世紀の今でも

堤防をつくった中に洪水を押し込んで、昔のヤマ

タノオロチを自分たちの農業用水路として上手に

使っている。 

 
 これが証拠です。私たちの仲間がつくった歴史

的な遺産的なデータだと思います。1000年のデー

タです。赤は人工ですが、一番最後が江戸末期で

す。ここから明治をやってしまうとわけがわから

なくなってデータが乱れるので、江戸末期で勘弁

してください。グリーンを見てください。平安、

鎌倉、室町、戦国、江戸時代で農地の耕地面積が

一気に上がっています。それに伴って人口も広が

る。つまり、この日本国土は江戸時代につくられ

た。 

 僕たちの言葉でいうと、日本の堤防は全部江戸

時代につくられた。明治以降につくられた堤防は

わずかです。荒川放水路や広島放水路、淀川放水

路も一部の堤防です。99％の堤防は江戸時代につ

くられ原風景です。それはもちろん強化したり拡

幅したり浚渫したり、高さを高めたりしています

ので、当時の形ではないかもしれませんけど、江

戸時代の人々がつくった堤防を今でも引き継いで

いるというのが、私たちの河川行政の現在の行政

です。 

 江戸時代が非常に富を持ちます。ものすごい富

を持ちます。これはなぜかというと稲作です。稲

作は一粒が20倍か40倍か、非常に多くの価値を持

ちます。稲作の価値は大変で、小麦や大麦に比べ

てはるかに高いということで日本は富の蓄積をし

ていきます。ただし、欲望に駆られて湿地帯から

沖積平野と扇状地にどんどんはい出していって危

険な低平地に行きましたので、こういう形で稲作

をせざるを得ない。女性たちもこういう形で、男

の人はマッドスキーを履いています。つまり日本

の稲作はこういう風景で、この湿地帯を乗り越え

てきたのが今の僕たちの日本国の稲作の文明だと。 

 これは国土交通省がつくった日本の国土のデー

タです。約70％が山で、20％が高台です。一番低

平地に人口の半分と資産の70％が集中してしまっ

た、世界でも極めて危険な国家をつくってしまっ

たというのが日本の宿命です。これは誰が悪いと

か、そんなことではなくて、そういう国土の宿命

で、こういう歴史的なところまで行き着いたとい

うのが現状です。この那賀川の流域の職員たちの

データは、私のどもの役に立つ、極めて示唆に富

んだ図になっております。 

 次のテーマになります。ここに住んでいる人た

ち、日本はいわゆる外的に侵略されませんでした。

モンゴルも来ましたが、中国帝国もありましたが、

ついに日本は大きな他の文明国に侵略されません

でした。でも江戸時代、平和な250年間と言いまし

たが、ここに住んでいる人たちの敵はいたんです。

敵は何かというと洪水です。ですから、堤防をつ

くって、それを懸命に守らないといけなかったん

です。 
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 これは歌川広重が描いた吉原の日本堤です。江

戸を守るために大きい大きい堤防をつくりました。

堤防をつくっただけではなくて、全国の大名が参

加したということで、日本堤です。江戸は東京の

人がつくったわけではありません。全国の人々の

税金と力と知恵でつくった都市です。ですから、

東京は単なる東京のものではないです。日本人全

体のものです。歴史的に見ればそういうことです。

この日本堤も全国の大名がつくったので日本堤と

なりました。江戸幕府はもっと巧妙なことをしま

して、この堤防が崩れてはいけないということで、

ここに吉原の遊郭を持っていって、江戸中の男た

ちをぞろぞろ歩かせて締め固めさせました。これ

が河川パトロールと同じで、雨が降って崩れたら、

お役人様、堤防が壊れているよと誰かが言わなけ

ればいけないので、いわゆる現在の河川パトロー

ルです。 

 これはなぜそんなことを言えるかというと、私

が中部の河川部長をやっているときに、治水神社

はなぜこんなところにあるのか神官に聞いたら、

河川部長のくせに何も知らないねと、神社という

のはこういうところにつくるんだよと。なぜかと

いうと、ここを歩かせるためだと。島津の人たち

はここで殉死した。これは島津の丸十です。 

 これは筑後川のお祭ですが、これも堤防の上で

やっています。新潟の凧揚げ祭も堤防の上です。

この花笠踊りも「ついて固めて でかしたつつみ 

水も漏らさぬ深い仲 ヤッショウマカショ」。これ

は女と男の踊りじゃないです。堤防を守るための

踊りです。本町の踊りは本当にぐっと固める踊り

ですから。 

 東京の羽田空港に降りるところに穴守稲荷神社

があります。これは競馬や競輪の大穴の神様と言

われていますが、そうではありません。なぜこれ

をつくったか。これは羽田空港がないものとする

と、ここに穴守稲荷神社があって、この堤防を東

京湾の荒波から守るための神社です。東京湾の荒

波で堤防に穴が空いたら農地は一気に崩れます。

だからここに穴守稲荷神社を置いて、江戸中の人

たちをここに集めさせたというのが仕掛けです。 

 一番古い仕掛けは何かというと、武田信玄にい

きます。武田信玄が堤をつくったのは有名ですが、

それ以上に、三社神社をつくったのがすごいんで

す。武田信玄は一番危険なところに三社神社をつ

くって、各地の地域の人たちを全部ここに集めさ

せる工夫をした。各地から、みんな色が違うのが

おわかりだと思いますが、ワッショイワッショイ

と神輿を担いでくる。この堤防の上でみんなが集

まって、堤防を踏み固めるお祭をする。自分たち

は堤防を踏み固めるのは知りませんよ。でも結果

的に三社神社に行くことによって堤防を踏み固め

ている。地域の人々や住民がみんなの力で堤防を

踏み固めている。 

 

 
私の今までのものはみんな仮説ですが、それの

証拠がありました。神奈川県の酒匂川の福澤神社

でお祭りをやっていますが、山門のところに碑が

あります。これです。書いていてもわけのわから

ない字です。古老の方と一緒に行ったので、これ

は何と書いてあるかわかりますかというと、わか

るよと、神社の神官に聞こうということで、後か

ら送ってくれた言葉は、「木を植えなさい 石を持

って、堤防を固めなさい お祭をしなさい」と書

いてあるんです。 

これは誰が言い出したかというと、紀元前2000

年今から4000年前、中国の初めての王様、帝王、

兎文命が言った言葉が、木を植えなさい。石を持

って、堤防を固めなさい。お祭をしなさい。つま

りお祭をしなさいということは、地域の人たちが

ここに集まって共同体をつくれと、共同体意識で

楽しめということです。 

 ですから、日本のほとんどのお祭が川に関して

のお祭であり、水に関してのお祭、そこでいろん

な地域の歴史があり、物語ができて後、風俗、お

祭、歌ができていく。この川をめぐった文明、文

化、日本人の営みが、実はこの流域共同体をつく

っていったと私は考えております。このお祭をし

なさいというのは決定的です。日本の共同体意識

というのは、流域の中で育まれたと私はそう思っ

ております。 
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 さて、封建社会から国民国家になります。その

ときに、アヘン戦争があり、ペリーが来航し、大

政奉還があり、王政復古があり、勝海舟と西郷隆

盛の会見で江戸が戦禍から免れた。局地戦はあり

ましたが、基本的な内戦は起きなかったんです。

極めて奇跡的なことですが、この日本の大政が流

域封建体制から一気に中央集権体制になっていき

ます。幕藩封建体制というのは人文学的な歴史的

な言い方ですが、私は流域封建体制、流域の中に

閉じ込められた権力が一気に東京に来てしまう、

これが非常に不思議なんです。 

 世界史の中で、日本の封建制度から国民国家へ

移るのは奇跡である。あの短期間に内戦も起こら

ずに、流域に入った封建国家が一気に国民国家、

つまり領主様のために人生を生きる体制から、自

分自身のために生きる。国民国家というのは、自

分自身のために生きる制度ですから、領主様のた

めに生きる人生から、自分自身のために生きる国

民国家に、革命なしでがらっと変貌してしまう。

これが世界の歴史の中の奇跡だといわれています。 

 私は奇跡といわれた瞬間、それはわからないか

ら奇跡というのであって、実は原因がある。全然

わからないわけではない。当たり前です。ある１

つの大きな原因がある。明治元年ごろ、大久保利

通と西郷隆盛グループと、大隈重信と伊藤博文の

論争があります。対立というか、論争です。この

２人は蒸気機関車をつくろうと。こっちはだめ、

お金がない。この２人はイギリスへ行く。イギリ

スへ行って、日本の債券を売り出すんです。イギ

リスは不思議な国です。日本のわけのわからない

極東の債券を買ってしまう。そしてこの２人が明

治５年に、新橋～横浜間の蒸気機関車をつくって

しまう。 

 

  

大久保利通はすごいんです。テープカットでこ

れに乗った瞬間、これだといって徹底的に国鉄を

整備して国鉄に投資していく。これは多摩川を渡

るものです。あっという間に日本中に国鉄ができ

て、その後、日本帝国議会、つまり、中央集権制

度、国民国家が生まれていくということですが、

私は、この鉄道は流域をぶっ壊したインフラだっ

たと。 

 つまり、自分の人生はこの流域の中で生涯暮ら

していこうと、ここで生まれて、ここで死んでい

こうと思っていた人たちの目の前を蒸気機関車が

どーんと穴をあけたんです。それは全部東京に向

いている。途中に大阪も名古屋もありますが基本

的に東京です。この日本中の流域の土手っ腹に蒸

気機関車が通った。長男以外の二男、三男、四男

はみんなこれに飛び乗ってしまう。私の親父も熊

本で９人の六男坊、飛び乗ってしまいました。で

すから、長男以外は新しい土地へ行っていいんだ

と、この流域の中にいなくてもいいんだというき

っかけが、蒸気機関車が目の前を通ったことです。 

 

そして、日本中の若い力と知恵と資金が東京に

集中していく。この蒸気機関車は、徹底した流域

封建体制をぶち壊す、ものすごいインパクトのあ

ったインフラだったと思います。これがあったか

らこそ、 

 東京に集中し、東京がひとつの首都圏となり、

中央集権国家として近代国家になっていくという

ことです。東京があったということは、実は関東

平野があったということですけど、先ほどの大き

な干潟が乾田化したのは徳川家康なので、400年前

の徳川家康が首都東京を用意したともいえます。 
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 さて、明治から現在、これは人口です。約1000

年の人口です。世界の中で1000年の人口がとれる

国は日本国だけです。江戸で人口爆発が１回あっ

て、そして明治でもう１回人口爆発があって、今、

僕たちはピークが下がったところにいます。日本

の歴史の中では二度と味わえない特異点にいると

いえます。  

 

これがＧＤＰです。私がここで生まれまして、

ずっと急激なところに上ってきて、私がちょうど

ここで生きていたので、ＧＤＰの高度成長の落と

し子みたいなものです。これからは安定成長にな

っていく。これからが難しい時代になっていくの

ですが、これからは若い人たちがどうやって生き

ていくかがテーマになっていくわけです。私の人

生を言ってみると非常にわかりやすいです。 

私は膨張圧力に対応してきた。全てが不足して

いました。電気、住宅、水道、水害、下水道、交

通渋滞、全てが不足していたので、限られた時間

で、限られた予算でこれを対応しないといけない。  

 

 一番の価値観の言葉は効率性でした。効率よく

やれ、効率よくやれという言葉にかなう言葉はな

かったです。効率性というのは、１人当たりの生

産性を高めること。単位面積の生産性を高めるこ

と、単位時間の生産性を高めること。１人当たり

の生産性を高めることは、画一性にする。物を同

じものにしてしまう。面積の効率性は都市集中で

す。時間の生産性を上げるということは、スピー

ドを上げてエネルギーを使えということです。こ

のことによって、日本は世界最先端の近代産業国

家に躍り出ました。 

今も３番目と言っていますが、中国の２番目は

人口本位で桁違いなので、パチンコをやってもＧ

ＤＰですから、人口だけでＧＤＰというのは非常

におかしいと思いますが、少なくとも日本は１億

2,000万人は世界で最先端の工業国家に躍り出た

わけです。 

 この最先端の工業国家に躍り出た裏側では何が

あったか。光と陰の中に必ず陰がありますので、

大量生産、１人当たりの生産性を上げることによ

って、画一性にあって、地域・産業が喪失する。

地域・産業は多様性ですから、北海道と沖縄は全
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然違いますので。そして面積、都市集中して工業

団地をつくり、都市のオフィスに集中するという

ことは相対的な地方の衰退です。スピードを上げ

て物をつくる。これは四季に応じた物をつくって

いる産業の衰退です。つまり、地域・産業の多様

性の喪失、林業・農業・漁業の衰退。これが実は

日本国土の荒廃につながっている。私はインフラ

屋ですからわかりますが、今、日本国土は崩壊し

ています。林業・農業・漁業が盛んだった地方の

国土が崩壊しつつあるということは断言できます。

つまり、光と陰の中で、私どもインフラ屋はこれ

からどうしたらいいかを考えていかないといけな

い。 

では、一体これからどうしたらいいのか。これ

からは何かというと、ここから先なんです。ここ

から先、日本人がいなくなってしまうというのは

嘘ですから。大体7,000万人ぐらいで平均しますの

で。この近代というのは、ここからここだったん

です。では、ポスト近代、近代以降はどうなるの

か。ここなので、ちょうど近代と反対です。ひと

つの考え方として、反対を考えたらいいのではな

いか。近代は僕たちみたいな年寄りがやってきた

膨張に対する、圧力に対する対応策ではなくて、

違ったことを次の世代は考えていかないといけな

い。 

 考える１つの手口として、反対を考えてくださ

い。膨張の反対は、収縮といったらみんなついて

いきませんよね。皆さんに、君たちはこれから収

縮しなさいと言ったら全然話にならないので、あ

の野郎、何だ、自分が勝手に膨張しやがってと終

わってしまうのですが、膨張の反対が収縮ではだ

めです。若い人はついてこない。心を打たない。 

 
 １個１個の要素でいきましょう。膨張というの

は、画一性、集中、スピード、自然破壊だったの

で、画一性の反対は多様性です。集中の反対は分

散です。スピードの反対はスローです。自然破壊

の反対は自然の恩恵です。つまり、１個１個の要

素でいくと非常にわかりやすいので、これからは

膨張の反対の世界は、多様性で、分散型で、スロ

ーで、自然の恩恵を受ける社会、国土をつくって

いくべきではないかというのがひとつの議論のテ

ーマです。 

 はっきりしたことは、膨張する風船は絶対続き

ません。では、続かない反対は、持続可能性、持

続可能性という言葉は非常に手垢にまみれている

のですが、結局、持続可能性という言葉に行き着

いてしまった。持続可能な社会をつくる。膨張の

反対は持続可能だということです。持続可能だっ

たらなんとなくついてこれます。これからは持続

可能な社会をつくっていこうじゃないか。持続可

能とは何か。もっと丁寧にいうと、次世代、次の

世代、３世代以降の子どもたちも生きていける社

会をつくろうということです。 

 今、僕たちが生きているのは、50年前の先輩た

ちがつくったインフラの上に生きています。だか

ら、今僕たちが50年後、または100年後の世代のた

めにインフラを用意するのは重要なことだと思い

ます。グローバル社会の中で、製造業がグローバ

ル化せざるを得ません。こういう工業製品を日本

国内でつくって、どんぶらこどんぶらこと船で持

っていって、アフリカや南米で売るのはだめです。

地域に工場をつくって、地域の方々と協力して、

そこの人たちと一緒になって物をつくって、消費

地の方々に消費してもらう。工業製品はそれしか

生きる道はないです。ですから、日本の工業産業

がどんどん外国に行くのは当たり前です。 

 
 では一体、日本列島から離れられない産業は何

か。つまりこういう工業生産は離れざるを得ない。

でも、日本列島から離れられない産業は何か。林

業・農業・漁業です。あと観光とサービス。サー
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ビスは分野が多いんです。医療・教育・建設・通

信・運輸・飲食・芸術、さまざまな分野がサービ

スです。つまり、日本国土に生きている人間が関

係するからです。日本国土という地形だけではな

くて、その上にいる人間が行う産業が林業・農業・

漁業これはメインのハードです。あと観光とサー

ビス。サービスは多様に分かれます。この新しい

概念、昔からある概念にまた戻っただけですが、

日本国土を大切にする産業は、実は分散で多様性

です。北海道と沖縄は全然違います。東京も違う

し、大阪も違います。バイオダイバーシティとい

う言葉があります。生物多様性です。バイオとい

うのは生物です。ダイバーシティは分裂です。分

裂することが多様性なんです。バイオダイバーシ

ティは、ここからここへ分岐する、ここをダイバ

ートする。私はダムをつくっているからダイバー

ジョンというのをつくっていますが、ダムをつく

るときに、ちょっと閉め切りして、川をバイパス

しないといけない。それをダイバージョンといい

ますが、分岐することが進化です。バイオダイバ

ーシティ、生物多様性というのは、分岐しないと

だめだということです。 

 日本人は結果のここをもって漢字で生物多様性

といってしまったので、何かここにいっぱい種類

がいればいいんだなと皆さん思っていますが、そ

うではなくてバイオダイバーシティというのはど

んどん分岐しないとだめなんだと、集中してはだ

めなんだということをいっている。進化というの

はみんなそうです。どんどん分岐しますよね。 

 これも１つのイメージですが、沖縄は沖縄電力

かもしれませんが、９電力、大きな電力会社がや

っていた電力網をこれから地方の分散型と大電力

が協力してやっていかないといけないよというエ

ネルギーに関するイメージです。 

 

分散は進化です。ダイバーシティは進化です。

集中は後退です。ですから、近代は一種の後退を

していた。流域をぶっ壊して、一極集中していた

ということは集中ですから、後退だったんです。

でもそれは近代国家になるために地方封建制度を

壊すのはやむを得ないひとつのプロセスだったわ

けです。 

 これからは、集中は後退だ。あまり物事が集中

するのはよくないよという概念を皆さん方はわか

っているはずです。僕が言った言葉はわかるはず。

もう既にそういう時代になってしまった。今、不

安な頂点にいます。ジェットコースターの真上に

います。非常に怖いところにいます。それは何か

というと、先ほどの人口のピークにいる。あれは

怖い、非常に不安です。僕たちは今、富士山の頂

点にいる。 

 

 この富士山というのは僕たちのトリックなので、

私は最近「富士山のトリック」という文章を書き

ました。なぜトリックかというと、富士山に登っ

たことがある人はいると思いますが、一生懸命登

っていって、夕方に８合目か９合目で山小屋に入

って、あの狭いところで肩を寄せ合って寝ます。

ほとんど眠れませんが、朝３時か４時ごろに起き

て、今度は頂上に行くわけです。頂上に行くころ

にはちょうどご来光があって、そこでお天道様を

拝んで、来てよかったと、それで終わりです。頂

点が終わりです。 

 これがものすごい富士山という地形に影響され

ている日本人、僕は人々ということをいつも言っ

ていたのですが、僕自身が精神的にこれほどまで

に富士山に影響されていた。ですから、頂点の人

口のグラフを見て、一体どうしたらいいのかと、

この10年間ずっと考えていました。僕は富士山の

トリックに引っかかっていたと。これからは地球
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規模の環境悪化と資源の制約と気候変動が100％

きます。 

 

 これは今日お話ししている時間はないのですが、

地球規模の環境悪化はどんどん進んでいます。こ

れは砂漠化です。油田は開発し終わりました。こ

れからはまたアメリカのオイルシェールに寄りか

かっていくのか。それはないですよね。このエネ

ルギー問題がこれからは必ず大きな問題になりま

す。 

 これがＩＰＣＣのシナリオの温度ですが、100

年後には温度は、大体上のひとつのグラフになり

ますが、穏やかになります。海面上昇は100年後か

らスタートします。100年後からが本番です。１回

海面上昇が始まったら、もうとまりませんから。

これははっきりいえます。１回海水の温度が上昇

し出したらとまらない。あるルーチンに入ってし

まう。 

 これが中国地方整備局の職員たちがつくったも

の。ここに整備局の方が来て、また竹村さんがあ

れを言ったら嫌だなと言っているかもしれません

が、これは立派なデータです。この厳島神社の神

官たちがつくった日誌を中国地方整備局は全部調

べた。そうしたら21世紀になってから回廊が水に

浸かる回数が途端に多くなっている。 

実は、イギリスのテムズ川のバリアもそうです。

21世紀になって海面が乱暴になってきている。日

本は定点観測の国ですから、地球上の何百年のデ

ータを持っているのは日本だけですので、これほ

ど立派な定点観測をしている民族はいません。こ

の神官たちの日誌は極めて貴重なデータだと思い

ます。中国地方整備局の人は、竹村さんやめてく

れと、風評被害があるから、お客さんが来なくな

ってしまうからと。そうではないと、これはとっ

てもいいデータなんだということでしつこく使っ

ています。 

 地球規模の環境悪化、資源の制約、気候変動は

100％きます。だから、僕たちはのんびりなんかし

ていられないです。富士山の頂上に立って、ご来

光を眺めて、よかったと呆然としている。あとは

富士山の登山は下りるだけなので、ご来光を拝ん

だら何もない。漠然と下りるだけです。でも、そ

うじゃないです。僕たちには次々とくるテーマが

待ち構えているんです。新しい、厳しい未来を切

り開いていかなければ、次世代のための持続可能

な社会はできません。富士山ではないんです。次々

連なる山なんです。 

 なぜこんなことを言い出したかというと、ユダ

ヤ系フランス人で日本語が上手な数学者、大道芸

のピーター・フランクルが、ユダヤのことわざに

こういうことがあると。あの山を登るたびに山を

下りるんだと。つまりユダヤの人々は常に乗り越

えていくということをいっているんです。日本人

は、富士山の頂上です。頂上から下りるだけです。

そうじゃないんです。私たちは、次々必ず来る、

次の険しい、先ほど言った環境問題、エネルギー

問題、気候変動があるので、これを乗り越えてい

くために僕たちはあるんだということで、やるこ

とは山ほどある。一寸たりとも休めない。この次

の世代の持続可能な社会をつくるためには休めな

いということが、今日の私のお話です。 

 特にエネルギーは非常に重要です。今、日本の

エネルギー自給率は何パーセントか知っています

か。６％です。６％ですよ。韓国は約20％です。

６％の文明は必ず滅びます。あと10年はどうにか

もつでしょう。日本は年間10兆円のお金を産油国

にどんどん垂れ流しているわけですから。10年は

もつでしょう。50年はもちません。急激に化石燃

料は上がるし、全てのエネルギー価格は上がりま

すから。そのときに日本人がただただお金を出し

て、それを買い続けることはできないんです。自

分たちでエネルギーを今から確保しておかなけれ

ばいけない。自給率を30％に上げておけば、人口

は少し減っていくので、まあまあ一定は超えて

60％ぐらいにはなるのかな。60％ぐらいになれば、

節電も含めて自立した国家になっていけると思い

ますが、今の６％ではだめです。これから私ども

やることはいっぱいあるというのはそういうこと

です。 

 私が最近書いた『水力発電が日本を救う』とい

う言葉も、古い古い水力発電を持ち出してなんだ
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という話がありますけど、日本国土の固有の資源

は水であり、緑であり、太陽であり、地熱であり

ます。これをもっともっと有効活用する。その一

角として、水分野の人たちは非常に大きな役目を

果たさなければいけないということをお話しした

かったわけです。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

◆司会者◆ 

 どうもありがとうございました。 

 それでは今一度竹村様に盛大な拍手をお願いい

たします。 

  

 皆様いかがでしたでしょうか。流域の崩壊が鉄

道の道筋、インフラを整備し、そして江戸が発展

したということで、また、竹村様から日本のエネ

ルギーの確保は６％ということでありまして、日

本の数ある中の水源を活用していって自給率30％

まで上げていきましょうということでありました。

そして私たちが目指すのは、これから持続可能な

社会を作っていく、100年先の社会をつくっていく

ということが大切だということを教えられたと思

います。誠にありがとうございました。 

 それでは、ステージの準備が整うまでの間、こ

どもたちによる発表に出演されます愛心保育園に

ついて少しご紹介をいたします。愛心保育園では、

今年５月に21回目の開催となりました地域のイベ

ントである国場川こいのぼりまつりに長年参加し

ているそうです。 

 ここで愛心保育園の皆様からメッセージがあり

ますのでご紹介をいたします。 

 会場の皆様こんにちは。私たち愛心保育園はお

かげ様で設立35年目を迎えました。マーチング演

奏を通してお友達と助け合う心、感謝する心、あ

りがとうの大切な思いやりの心を伝えあうことが

できるようになりました。そのような中で当園は

マーチング演奏という音体教育の歴史の積み重ね

の尊さと、すばらしさをすべての人々に伝える幸

せをかみしめています。このたび、記念すべき「第

22回水シンポジウム2017inおきなわ」の素晴らし

いイベントで演奏することを誇りに思いながら、

元気な子どもたちが楽しく演奏をお届けいたしま

すので、皆様どうぞステージに子どもたちがみえ

ましたら、激励の大きな拍手をよろしくお願いい

たします。 

 それでは、今しばらくお待ちください。 
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こどもたちによる発表 

 

①「みんなで力を合わせ美しいメロディを届けよう」 

愛心保育園(那覇市)園児による鼓笛マーチング演奏 

毎年、地域のイベントである「国場川こいのぼりまつり」に参加。 

 

②「奥っこ環境守り隊！！ ～奥川の水質調査等の取り組み～」 

国頭村立奥小学校児童による発表  

奥小学校では、身近にある奥の自然環境（川、海、山、生物等）を守り、継承しようという取り組みを総合的な学習の 

時間等を活用し実践している。今回は奥川について、水質調査やそこに住む生き物について観察した取り組みを中 

心に発表する。 
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■①愛心保育園(那覇市) 

「みんなで力を合わせて美しいメロディーを届

けよう」 

 

◆司会者◆ 

 ただいまより、こどもたちによる発表を始めさ

せていただきます。 

 初めは、那覇市上間にございます愛心保育園の

園児の皆さんです。 

 本日は「みんなで力を合わせて美しいメロディ

ーを届けよう」と題して、鼓笛マーチング演奏を

していただきます。 

 どうぞ皆様かわいらしいお姿がみえましたら拍

手でお迎えください。それではお願いいたします。 

 

・ナレーター  愛心保育園の子どもたちよろし

くお願いします。 

・園児全員（30人）  はい。 

 

     鼓笛マーチング演奏  

 

 

 

 

◆司会者◆ 

 皆さん本当に会場がなごやかになりましたね。

こどもたち、とてもかわいらしく踊っていました。

それでは皆様、今一度、愛心保育園の園児たちに

盛大な拍手をお願いいたします。こどもたち、自

分たちの身長よりも大きいカラーガードを身振り

手振り大きく回していました。ありがとうござい

ました。 
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■②国頭村立奥小学校児童による発表 

「奥っ子環境守り隊！！ ～奥川の水質調査等

の取り組み～」 

 

◆司会者◆ 

 続いては、国頭村立奥小学校の皆さんをご紹介

させていただきたいと思います。 

 では、今ステージの準備が整うまでの間、奥小

学校について少しご紹介をいたします。 

奥小学校では、平成20年度から平成22年度まで

の３年間、沖縄県より環境教育モデル校に指定さ

れ、奥川水質調査と水生生物調査を行いました。

そのモデル校の指定は終了しましたが、現在も調

査を継続し10年目になります。今年度は、奥川水

域６カ所の定点調査を３回実施しました。 

 本日は「奥っこ環境守り隊！！～奥川の水質調

査等の取り組み～」と題しまして、奥川について

の水質調査や、そこにすむ生き物について観察し

た取り組みを中心に発表を行います。どうぞ皆様、

今ご準備の間、レジュメのほうもご覧いただきた

いと思います。 

 それでは、また準備ができ次第ご案内いたしま

すので、しばらくお待ちください。 

 皆様、お待たせいたしました。 

 では、奥小学校の皆さんによります発表でござ

います。それでは、お願いいたします。 

 

・児童１ 初めに、私たちが住んでいる沖縄県国

頭村奥の紹介を、奥小学校の校歌に合わせて紹介

します。 

 
---—音 楽----- 

「奥小学校校歌」斉唱 

・児童8 僕たちの通う奥小学校は、平成20年度

から３年間、沖縄県から環境モデル校に指定され、

奥川の環境調査を行ってきました。その取り組み

は今でも続いており、今年度も去る４月13日、６

月28日、10月11日の計３回、奥川水質・水生生物

調査を行いました。これから、今年度の奥川水質・

水生生物調査の報告をします。 

 

・児童２ 今回水質調査を行った場所は、１.海

水と川の水が混じった汽水域。２.奥川の下流に位

置するやんばるの里前。３.やんばるの里上流。４.

奥川上流の第２砂防ダム。５.チヌフク川。６.住

宅地にある中眞宅前の６カ所です。さらに、２の

やんばるの里前と３のやんばるの里上流、４.第２

砂防ダムでは、水生生物調査も行いました。 

 それでは、水質調査・水生生物調査の結果を発

表します。 

 

・児童９ まず、水質調査について説明します。

調査方法はパックテストを使いました。 

パックテストとは、透明なチューブに川の水をと

って、色の変化で川の汚れを調べる方法です。水

に溶けている汚れは目に見えないので、このよう

な方法をとります。 
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・児童１ パックテストは、川の汚れ、有機物や

窒素、リン酸の含む量を調べます。その中にある

５つの項目を説明します。 

 まず、水の汚れ、有機物の量を調べる項目は、

１.科学的酸素要求量(ＣＯＤ)です。家庭からの生

活排水などに反応します。次に、窒素の量を調べ

る３項目です。 

 ２.アンモニウム態窒素(ＮＨ４)は、生活排水や

工場排水、田畑からの肥料分に反応します。 

 ３.亜硝酸態窒素(ＮＯ２)は、近くの汚れが流れ

込んでいると反応します。 

 ４.硝酸態窒素(ＮＯ３)は、川の流域一帯に多く

の汚れが流れ込んでいるかに反応します。 

 次に、リン酸の量を調べる項目は、５.リン酸態

リン(ＰＯ４)です。それは、食べ物のかすや肥料

の汚れなどに反応します。 

 

・児童９ パックテストにおける水質の基準は、

ＣＯＤは５mg以下、ＮＨ４は0.5㎎未満、ＮＯ２は

0.02mg以下、ＮＯ３は２mg未満、ＰＯ４は0.05mg

未満が望ましいとされています。 

 しかし、一つ一つの項目だけで水質を判断する

のではなく、総合的な結果から判断します。水質

調査の様子です。 

 

（映像） 

 

 まず、汽水域の結果を報告します。汽水域は国

道58号線の起点の近くで、海水と川の水が混ざっ

ている場所です。汽水域は海水と川の水が混じっ

ている場所なので、数値は高いかなと思っていま

したが、意外と窒素とリン、両方とも低い値でし

た。しかし、３回目の調査ではＣＯＤの数値が８

以上と高く、家庭などからの生活排水に反応した

と考えられます。 

 

・児童11 やんばるの里前は、窒素とリン、両方

とも低い値でした。しかし、２回目の調査でＣＯ

Ｄの数値が８以上と高く、調査前日に降った大雨

が影響したと考えられますが、家庭などからの生

活排水などにも反応したとも考えられます。 

 やんばるの里上流は、窒素とリン、両方の値が

とても低いことから、水はきれいで人々の生活の

影響もほとんどないと考えられます。 

 

・児童10 奥川第２砂防ダム近くでも、窒素とリ

ン、どちらの数値も低く、とてもきれいな川であ

ることがわかります。チヌフク川でも、ＣＯＤ、

窒素、リンのどの数値も低く、とてもきれいな川

であることがわかります。 

 

・児童２ 中眞宅前では、窒素とリン、両方の値

がほとんどが基準値内ですが、３回目にＣＯＤの

値が８以上、またＮＨ４の値が0.5と高めに出まし

た。調査場所は、奥の住宅地を流れているため、

人々の生活によって排出された汚れや、田畑から

の肥料などが川の中に流れ込んでいると考えられ

ます。中眞宅前での調査の様子です。 
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・児童８ 次に、水生生物調査について説明しま

す。調査方法は、奥川の下流域のやんばるの里前

とやんばるの里の上流、もっと上流にある第２砂

防ダム近くで、網などを使い実際にそこにすんで

いる生物を採取します。その採取した生物から、

その領域の水がきれいかどうかを判断します。 

 私たちは、環境省水大気環境局、国土交通省水

管理国土保全局の資料から、きれいな水に生きて

いる生物ときれいでない水で生きている生物を調

べ、自分たちが採取した生物と比較しました。水

生生物調査の様子です。 

 

（映像） 

 

 

・児童12 それでは、各場所で採取した生物を紹

介します。 

 まずは、やんばるの里前で採取した生物を紹介

します。シマヨシノボリ、サワガニ、ダツのよう

な細長い生き物、これはちょっと自信がありませ

んので、会場のどなたか、あとで教えてほしいで

す。お願いします。 

 

・児童５ 次に、やんばるの里の上流で捕まえた

生き物を紹介します。 

 

・児童６ イシマキガイ、カワニナ。 

 

・児童14 シマヨシノボリ、スジエビ、リュウキ

ュウハグロトンボなどでした。 

 

 

・児童５ 奥川のさらに上流の第２砂防ダム近く

で捕まえた生き物を紹介します。 

 

・児童７ シマヨシノボリ、サワガニ、スジエビ、

またテナガエビもたくさん見ることができました。 

 

・児童１ それでは、水質調査と水生生物調査か

らわかったことを報告します。パックテストの結

果から、川の上流に行くほどどの項目の数値も低

くなっています。そして、きれいな川にいる生物

が多くすんでいます。これらのことから、川の上

流に行くほど水質がきれいでした。 

 

・児童２ パックテストの結果から、海水と川の

水が混じった場所、汽水域や住宅地にある中眞宅
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前ではＣＯＤやＮＨ４などの値が高く出たときが

ありました。これらのことから、人々の生活によ

って排出された汚れや、田畑からの肥料分などが

川の中に流れ込んでいると考えられます。 

 

・児童３ 調査を終えて、私たちはそれぞれ感想

を述べ合いました。すると、ほとんどが奥川はや

っぱりきれいでよかったということでした。 

 

・児童11 全体的にきれいだけど、汚れていると

ころもあり、僕はとてもショックでした。 

 

・児童４ そこで、私たちはどうすれば奥川がい

つまでもきれいでいられるか、そしてすぐにでき

ることはどんなことか話し合い、考えました。そ

の結果、３つの意見が出ました。 

 

・児童13 余った油は新聞紙などに染み込ませた

り、固めたりして捨てる。 

 

・児童12 鍋や皿の汚れは紙や布でふいてから洗

う。米のとぎ汁は花や植物にあげる。 

・児童４ つまり家庭から出る生活排水を出さな

いことが大切なんだね。ほかにできることってな

いかなぁ。 

 

・児童12 わかった。ごみのポイ捨てを絶対にし

ない。 

 

・児童３ もっとほかにできることはあるかな。

わかった。自分たちの住んでいるところは自分た

ちできれいにする。 

 

・児童１ そこで、まずはごみゼロ運動を行い、

奥川河口近くの清掃活動を行いました。ふだんは

あまり気にもなりませんでしたが、たくさんのご

みが落ちていることがわかりました。きれいにな

ってとてもうれしかったです。 

 

・児童８ 奥の環境を守っていく活動を広げてい

こうよ。おじいちゃんやおばあちゃん、お父さん

やお母さんにも伝えよう。 

 

・児童９ でも、私たちが住んでいる奥には、た

くさんの観光客が来るよ。観光客にも奥の環境を

守っていくことの大切さを伝えようよ。 

 

・児童10 私たちは、地域に住んでいる方や観光

客にも知ってもらうため、立て看板をつくり多く

の人の目のつく場所に設置しました。 

 

・児童11 私たちは、奥の環境を守っていくため

に奥村の方々や奥を訪れる観光客と協力し、みん

なで力を合わせ、できることを確実に行っていこ

うと思います。 

 

・児童８ 茶畑が続く緑豊かな山。どこまでも続

く透明な海。ウミガメが卵を産みにやってくる白

い砂浜。たくさんの観光客がやってくる奥のきれ

いな川。いつまでも守り続けていきたいです。 
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・児童２ 皆さん、僕たちの発表はどうでしたか。 

（拍 手） 

 以上で、奥っこ環境守り隊の発表を終わります。

気をつけ。礼。 

 

◆司会者◆ 

 皆さん、本当にすばらしい発表でしたね。では、

今一度奥小学校の子どもたちに大きな拍手をお願

いいたします。 

 皆さん、いかがでしたでしょうか。子どもたち

こんなに大勢の大人のいる前で堂々と発表してお

りました。奥小学校の子どもたちならではで、自

分たちで考えてきたこと、観光客もいっぱい来る

ということで、観光客の方にもぜひ奥の環境を皆

さんで守っていただきたいということで、立て看

板をつくりましたという、子どもたちならではの

考えたアイデアがありました。ありがとうござい

ます。きっと子どもたち、ここでの発表が、本当

に大きな大きな自信につながっていくと思います。 

 発表の中でもありました水生生物、これは何の

生物か教えてくださいとありましたので、わかっ

た方、ぜひ子どもたちにお声をかけていただきた

いと思います。誠にありがとうございました。 

 それでは、以上で午前の部を終了いたします。 

 では、ただいまより休憩とさせていただきます。 

 午後の部、テーマ別分科会は、第２分科会はこ

ちらの会場で行います。そして、第１分科会は県

庁４階講堂において、ともに12時40分開始予定と

なります。 

 それでは皆様、引き続き午後のシンポジウムも

お楽しみいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 
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テーマ別分科会 

第１分科会 

「雨から守る島人(しまんちゅ)の暮らしと土  

－流域管理（治水・土砂）－」
 

コーディネータ－  戸田 祐嗣  土木学会水工学委員会河川部会長 名古屋大学教授 

パ ネ リ ス ト   大石 哲   神戸大学教授 

大澤 和敏  宇都宮大学准教授 

石川 秀夫  沖縄県河川課長 

益子 直文  沖縄気象台次長 

田村 浩敏  建設技術研究所 東北支社 
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◆司会者◆  

 お待たせいたしました。ただいまより「第22回

水シンポジウム2017 in おきなわ」、テーマ別分科

会 第１分科会を始めさせていただきます。テーマ

は「雨から守る島人(しまんちゅ)の暮らしと土 –流

域管理(治水・土砂)-」 

 それでは、パネリストをご紹介いたします。 

 神戸大学教授 大石哲様です。宇都宮大学准教授 

大澤和敏様です。沖縄県土木建築部河川課長 石川

秀夫様です。沖縄気象台次長 益子直文様です。株

式会社建設技術研究所東北支社 田村浩敏様です。 

 続きまして、コーディネーターをご紹介いたし

ます。名古屋大学教授 戸田祐嗣様です。 

 私は、第１分科会の司会を務めます平良香菜子

と申します。よろしくお願いいたします。質疑応

答を含めて２時間ほどのディスカッションになり

ます。長い時間ではございますが、どうぞおつき

合いください。 

 それでは戸田様、よろしくお願いします。 

 

◆コーディネーター 戸田◆ 

 ただいま紹介いただきました第１分科会のコー

ディネーターを務めさせていただく名古屋大学の

戸田と申します。今日はこの第１分科会に大勢の

方にお集まりいただいて、どうもありがとうござ

います。 

 

 今、タイムスホールの会場で第２分科会をやっ

ていますが、第２分科会では沖縄の環境、あるい

は観光といった、ふだんの生活の中での水とのつ

き合いをテーマにした分科会が開かれています。 

それに対してこちらの第１分科会では、沖縄の

水の持つもう１つの側面、強い雨が降ったときの

我々の水とのつき合い方を議論しようということ

で、先ほどご紹介いただいたような「雨から守る

島人の暮らしと土」というタイトルで分科会を開

催させていただきます。 

 

  私のほうから簡単に趣旨を説明します。 

 皆さん当然ご存じのとおり、沖縄は亜熱帯気候

に属する島嶼性の地域です。台風の通り道にもな

っていますし、強い雨が降る。小さな島で構成さ

れた島嶼性の地形から一つ一つの河川の流域は非

常に小さく、短くて急勾配の河川で構成されてい

るということになっています。 

 

 こちらのスライドにも示しましたけれども、こ

れは台風21号の写真です。台風が頻繁に来て強い

雨を降らす。その小さな流域の中には島の人々の

暮らしがあって、サトウキビ畑があったり、沖縄

独特の台風に備えるようなつくりの家があったり、

降った雨はあっという間に川に出ていって、時に

は氾濫を起こしてしまう。その川から流れ出て河

口域や海につながるというふうになっています。 

 こういった降雨から流域の暮らし、川、河口、

海といったものが強い雨とその地形の特徴であっ

という間に短い時間でつながってしまう。まさに
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１つの運命共同体のような仕組みになっています。 

 例えば大きな河川の流域だと、上流で暮らして

いる人と下流で暮らしている人の間にはかなり物

理的にも距離があったり、上流で降った雨が下流

に伝わってくるまでには幾つかのダムなどの構造

物があったりという形で、時間的にも距離的にも

離れているということが多いんですけれども、沖

縄の河川、あるいは流域というものは雨から始ま

って、流域河川というものが１つの運命共同体に

なっているというのが大きい特徴かと思います。 

 

 さらに、これから地球規模での温暖化現象の中

で、台風が強力化することなども言われています。 

 沖縄はこれまでも台風の通り道として強い雨を

経験してきたわけですね。これまでの沖縄の経験

から全国に向かって発信できることは何か、ある

いはさらに強くなってくる台風などの驚異に対し

て、今後向かうべき方向をこの分科会で議論でき

ればと思っています。 

 今、沖縄にとっての課題をどう捉えるか、どう

解決していくかということと、沖縄から全国に向

かって発信していくことは何なのかという２つの

側面で分科会の議論を盛り上げていければと思っ

ております。 

 

 こちらは、分科会のタイトルと先ほどお話しし

た趣旨を簡単にまとめたものとなっております。 

今回こういった形で分科会を開くに当たって、

５名の方に話題提供をご協力いただいております。 

 

 先ほどもご紹介ありましたけれども、神戸大学

の大石先生は水文気象学、降った雨が川に出てく

るまでのプロセスの専門家ということで話題提供

をお願いしております。 

 また、宇都宮大学の大澤先生は農業土木という

観点から、雨から土砂流出につながるプロセスを

どう捉え、どう対応していくかということに関し

て話題提供をいただけることとなっております。 

 沖縄県河川課の石川様のほうからは、まさに河

川の管理者という立場で、実際にどのような形で

現在河川管理が行われているのか、今後の方向性

は何かといったことをご報告いただく予定になっ

ております。 

 また、沖縄気象台の益子様のほうからは、気象

情報を流域の人たちにいかにわかりやすく伝えて、

災害をできるだけ小さなものにしていくかといっ

た情報発信と気象という立場から話題提供をいた

だくことになっております。 

 建設技術研究所の田村様のほうからは、民間の

コンサルタント会社で台風、あるいは降雨、減災

につながる情報がどういうふうな最新技術として

開発されていっているのか、その辺の状況なども

含めて話題提供をいただこうと思っております。 

 この分科会の進め方は、大きく２つのテーマに

ついて話題提供者のほうから話題提供いただこう

と思っています。 

 まず、１つ目は、各話題提供者のこれまでの取

り組みの中で沖縄が抱えている課題などをご報告

いただこうと思ってます。取り組みの中で自己紹

介なども交えながら、現在沖縄が抱えている課題

などをご報告いただこうと思っております。それ

ぞれ話題提供いただいた後に、時間によって調整

しようと思ってますけれども、できればフロアと

意見交換するような時間をとりたいと思っており

ます。 

 その次に、今後どういう方向性で沖縄の雨、洪

水、治水、土砂管理に向かっていけばいいのかと
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いう方向性、あるいは沖縄から全国に向けてどう

いったメッセージを発信していくかという観点で、

それぞれの話題提供者のほうからお話いただきた

いと思っております。 

 それでは、２時間の長丁場ですけれども、ぜひ

フロアとの意見交換のときには活発にご発言いた

だいて、会場の皆様も一体となって分科会からの

発信やまとめをつくり上げていくような気持ちで

ご参加いただければと思います。 

 早速、話題提供の１番目です。これまでの取り

組み、沖縄の抱える課題などについて、まずは神

戸大学の大石先生のほうから話題提供いただきた

いと思います。 

 

◆パネリスト 大石◆ 

 戸田先生、ご紹介いただきましてありがとうご

ざいました。 

  
改めまして、皆様こんにちは。神戸大学都市安

全研究センターからまいりました大石哲と申しま

す。よろしくお願いします。 

 

 ほかの方は略歴ないようですけれども、この後

の話題とも少し関係あるんですが、私は静岡県で

生まれまして、京都大学で、今日後半で基調講演

される中北先生のもとで学生時代を過ごさせてい

ただきまして、その後山梨大学というところに行

って、先ほど竹村先生が富士川の信玄堤とか言わ

れていたんですが、あの近くで研究をしてまいり

まして、現在神戸大学におります。主に防災面か

ら水、雨、それから雨がどのような形で河川に流

れるかということを研究しています。 

 

 私がそういった研究を志したのは東海地震への

懸念からでありまして、静岡県の小学生は全員徒

歩であっても、こういったヘルメットをかぶって

学校へ行きます。私も小学校を入った当時は黄色

い帽子をかぶっていたんですが、突然どなたかが

静岡県は東海地震が来て大変なことになると言い

出したものですから、みんな県下一斉にこういう

ヘルメットをかぶって学校に通うようになりまし

て、やはり防災というのは大事だなとそのころか

ら思って防災を志しました。 

 

 いわゆる大学は土木系なので、地震のほうに行

っても水のほうに行ってもよかったんですが、水

のほうを志したのは頻度が高いからということで、

これは黄色いのがいわゆる地震で亡くなった人の

数で、この赤いのは噴火で亡くなった人の数で、

青いのが水災害で亡くなった人の数ですけれども、

突然地震が発生して多数の命を奪いますが、これ

までの歴史からも水災害で亡くなる方というのが

一番多いということで、それでやっぱり水災害の
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研究をしないといけないなと思いまして研究を始

めました。 

 

 私は、この後、中北先生がお話される前座だと

思って聞いていただければいいんですが、レーダ

ーを使って皆さんの役に立つ情報を提供したいと

いうことで研究をしてまいりました。 

 小型のＸバンド偏波ドップラレダーダーという

ものを兵庫県神戸にある民間会社と一緒に開発し

まして、それを使うと積乱雲が動いていくことが

見えるというわけです。中北先生のさらに先生だ

った方から脈々と受け継がれてきている短時間降

雨予測モデル。中北先生の修士論文をベースにし

てそれを発展させているような形で予測をして、

それは降った雨がどのくらい河川に流れてくるか

ということを計算して、それを配信するという仕

組みをつくっています。 

 これは、富山で私と一緒にやっている新日本コ

ンサルタントさんというところが出している資料

がわかりやすかったので持ってきたものです。 

 配信すると何がいいのかというと、いわゆる自

助・共助ということで、雨が降るのがわかるので

早めに逃げてくださいということを、自治体の区

長さんなどにお伝えして、区長さん見回りに行っ

て避難が難しい方は早めに逃げてもらうとか、家

の前に戸板を立てて入ってこないようにする。そ

ういうことをやっています。 

これは、それを細かく書いたものですので、資

料としておつけしていますから、後で読んでいた

だければ幸いです。それをやることができたのも

沖縄のおかげだったということを、この後お伝え

したいと思います。 

 

 沖縄の恩納村に情報通信研究機構、亜熱帯電波

計測技術センターというものがありまして、そこ

のお庭でこういった風船に雨粒を測る装置をつけ

て、それで雨粒を測っているということを10年ぐ

らいやっています。実際に測った雨粒と電波で捉

えた雨粒の関係を調べて、それで電波で捉えた雨

粒がどんなふうに皆さんのところに降ってくるの

かということを研究してきました。 

(動画） 

 こちらは2012年ですが、沖縄の梅雨のときにこ

んなことをやっているというビデオです。車庫か

ら風船が入ったものを取り出して、それをお庭に

運んで、雨を見て、私たちはレーダーを見るのは

得意ですから、どのぐらいのタイミングで風船を

あげると雨雲の中に突っ込むのかというのはお茶

の子さいさいなんです。いいタイミングのところ

でこの風船を揚げると。 

 そうすると、この機械が実際の雨粒を測定してき

てくれるわけですね。実際の雨粒を測定してきたも

のとレーダーで見た雨粒が両方あると、レーダーで

見た雨粒はどういうものかというのがわかる。 

 変な事例ですが、がんの人のレントゲン写真と

がんそのものを見ると、お医者さんはレントゲン

でこういうのが見えているから、この人はがんな

んだなということがわかるということと同じよう

なことをお空でやっているというわけです。 

 こちらは、レーダーをさっきの風船の方向に向

けているということをしています。捉えた雨粒の

情報をこのアナログなテレビにぱちっと映されて、

それを後で解析する。こんなことをしてきまして、

私も中北先生には沖縄には大変育ててくださって

ありがというというふうに思っているところで、

この知見をぜひ活用したいと考えています。 
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 そういった私が、僭越ながら考えた沖縄の水問

題の１つは、先ほど戸田先生にもありましたよう

に、台風のときの中心気圧がだんだん下がってい

っている。風速が強くなるという傾向です。 

 これはIPCCの報告書にも出ている資料で、フィ

リピンの台風災害の調査をしたときに、今後フィ

リピンではどうなるでしょうということを検討し

たときのものです。PARというのはPhilippines 

Area Responsibilityでフィリピンの台風のことで

すが、これはそのまま沖縄にも当てはまります。 

 右が2075年の将来で、左が現在ですけれども、

こっちのほうは色がすかすかになっているので、

台風自体の数は減るということです。ちょっと皆

さんには見えにくいかもしれないんですが、最低

気圧は現在では930hPaぐらいなのが、2075年には

900hPaぐらいになるということでだいぶ下がると。

これは一般的なほかの研究者も言っていることに

なっていることになっています。 

 

 もう1個は、赤土流出です。赤土流出については、

この後大澤先生が詳しく述べてくださるので、大

澤先生にバトンを渡して、私からの沖縄の課題に

ついての説明を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 大石先生、どうもありがとうございました。そ

れでは引き続き話題提供を順番にやっていきたい

と思います。 

 次に大澤先生、よろしくお願いします。 

 

◆パネリスト 大澤◆ 

 ご紹介にあずかりました宇都宮大学の大澤です。

本日私は農業土木という観点から、沖縄での流域

での土砂の管理ということについて説明したいと

思います。 

 

まず自己紹介ですけど、出身は北関東の海のない

群馬県で過ごしまして、そのまま宇都宮大学に行

き、大学院で東京大学に進学したときに沖縄の赤

土の研究テーマを与えられて、そこから研究活動

を続けております。現在は宇都宮大学に戻って研

究活動、教育活動をやっております。 

 

 まず最初に、このように沖縄にたくさん生息す

るサンゴですね。生息に適する環境としては貧栄

養ということで海藻が育ちにくい環境が好ましい

ということや、光合成をやっておりますので高い

透明度が必要、そして水温としては20～29度が適

正だということが言われております。 
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 そのサンゴの劣化が進んでいるのですが、その

１番目としてはこのような白化問題があります。

去年の大規模な白化で沖縄のサンゴは非常に大き

なダメージを受けたと聞いておりますが、これは

地球温暖化が原因で海水温がだんだん上がってき

てしまっているということが大きな問題として挙

がっております。 

 

 また、オニヒトデの食害という問題も生じてお

りまして、陸域の周辺でオニヒトデがたくさん増

殖してしまって、サンゴが食害に遭っているとい

う問題もあります。 

 
 ３番目としては、このように赤土の流出という

ものが現在まで続いているというのが問題となっ

ております。 

 

 その流出の状況ですけど、本土復帰以降の1970

年代ごろから圃場整備事業や各種インフラ事業等

が顕著になったことが原因で、土地利用が森林か

ら畑地等へ大幅に改変されたことが原因とされて

おります。特に沖縄では強い雨、そして台風が何

度もやってきます。 

 また、この赤土と呼ばれているように土が赤っ

ぽいです。これは熱帯性の土壌でして、高い受食

性といった雨によって削られやすいという性質を

持っています。急勾配な農地もあり、自分の畑か

ら土を流さないようにしようという発生源対策の

取り組み、コスト的にも労力的にも難しいという

ことで、土壌侵食というものが過度に発生してい

るというのが現状です。 

 

 また発生した濁水ですが、水路及び河川におい

て流下していくのですが、沖縄の河川は非常に短

いです。なので、発生した土砂というものは短時

間に海へ流入してしまいます。その沿岸域におい

てはリーフ内にサンゴがすんでいるのですが、そ

こで滞留及び沈降して、貧栄養場で生息するサン

ゴへの影響が甚大だということが懸念されており

ます。 

 その劣化しているサンゴを再生しようという活
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動もたくさんやられております。その中の１つを

紹介します。元海洋大学の岡本教授が発明しまし

たサンゴの着床具というもので、サンゴを海の中

で育てて、そして増殖させていこうという試みが

なされております。 

 しかしながら、そのようなサンゴの着床具を使

って実験をやってみたところ、土砂が大量に流れ

込む海では、サンゴの産卵後、卵は着いたんです

けど翌年にはゼロになってしまった。また人間の

影響が比較的少ない海域ですとサンゴの生存は確

認されているということで、やはり過剰な土砂の

流出というものがサンゴの生育には問題となって

いることがわかると思います。 

 こちらは、１カ月間海にアクリルのプレートを

置いておいたところ、土砂の流出が激しいところ

では土砂が堆積し、その土砂の中に含まれている

栄養分を吸って海藻が育っているという状況です。

一方きれいな海ですと、そのような土砂の堆積や

藻類の繁茂というものも確認されておりません。 

というように、このような健全なサンゴへ戻す

ためには、海そして川、その発生源を対策してい

かなければならないということで、農地・森林、

河川、海域までの水や物質循環、そして総合的な

流域環境保全ということが必要になっていまして、

その発生源となっている農地からなるべく土を流

さないような対応はできないだろうかということ

で、環境保全型農業というものを研究のテーマと

して掲げております。 

  

農地における赤土の流出対策なんですけど、簡

単に私の実験結果などを紹介します。 

石垣島の試験地がありまして、そこに実際のサ

トウキビ畑を借りまして、何も生やしていない状

態、サトウキビを普通に育てた状態、そしてサト

 

ウキビの株出し栽培という畑を耕さない栽培方法

があります。そちらの方法やグリーンベルトの対

策というものをやってみた結果です。そのときの

動画がありますのでご覧ください。 

(動画上映) 

 まず最初にお見せしているのがサトウキビの慣

行栽培(夏植え栽培)という畑の状況でして、大雨

が降っているときに流れ出てくる土砂を計測して

おります。慣行栽培ですと、このようにまっ茶色

な土が流れているのが見てとれます。 

 この隣にサトウキビの株出し栽培という不耕起

栽培の畑を耕さない圃場を設置しているのですが、

出てくる水がかなり透明だということがわかるか

と思います。 

 
 土砂流出量を計算してみますと、耕さないとき、

何も生やしていないときとサトウキビを育てただ

けでも６割ぐらい減ります。 

 また、普通にサトウキビをやったときと比べて

株出し栽培をやった場合、不耕起栽培をやった場

合では84％の土砂を削減でき、さらにそこから流

れ出てくる栄養塩、リンや窒素などもその分軽減

されるということを確認しております。 
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 河川における土砂や栄養塩の流出量を観測しま

した。森林や森林と畑地が混在しているところ、

畑地だけのところの流域で観測をしてみますと、

意外にも森林から土砂が流れていた。農地だけの

流域がたくさん流れるのは明らかなんですけど、

森林もそれなりの土砂が流れているということが

確認できております。 

 一方、栄養塩が、リンや窒素などはやはり農地

の面積が広いとその分施肥した肥料成分が流出し

てくるので、多くなるということが見てとれまし

た。 

 最後に、アメリカで開発されたWEPPモデルとい

う土壌侵食と土砂の流出モデルを当てはめてみた

結果をお見せします。 

 

 

 

 こちらは石垣島のある河川ですが、流域内に緑

色から赤色に塗られているのが、畑から出てくる

土砂の量です。そこから河川に流れ込んで流出す

るのですが、10年間の計算をやった結果、１年間

で1,000トンの土砂が流れているということが計

算されております。 

 
そこに対策をサトウキビのやり方を変える、パ

インアップルの栽培方法を変えるというようなや

り方を試みてみますと、先ほど赤かった地域が黄

色やオレンジ色に変わって、さらに流出してくる

土砂が1,000トンだったのが562トンぐらいまで軽

減されるということで、全ての畑地で何らかの対

策をやると約半分弱くらい減るというのが確認さ

れております。 

 

 また、石垣島全体でも、どの川がたくさん土砂

が流れていくのかというような計算もやっていま

す。どの流域から対策をやっていくべきなのかと

いう優先順位などもつけられるようになっており

ます。 
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 最後になりますが、サンゴを救うというきっか

けをもとに農業や社会も環境保全型になると、私

は期待して沖縄の研究を続けております。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 大澤先生、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして石川様、よろしくお願いし

ます。 

 

◆パネリスト 石川◆ 

 沖縄県土木建築部河川課長の石川と申します。 

 

 私のほうは、沖縄県における治水対策の現状と

いうことについて説明いたします。何分説明時間

が限られていますので、駆け足での説明になるこ

とをご了承願います。 

 
 これは目次でありますが、この目次に沿って説

明したいと思っています。 

沖縄県管理の二級河川の概要でありますが、これ

は河川全体でありません。あくまで沖縄県が二級

河川に指定している県管理河川のことでありまし

て、県内では51水系75河川、延長にして約360㎞を

我々のほうで管理しております。 

 
 また、沖縄県の河川の特性。これは戸田先生の

ほうから冒頭説明の中でありましたけれども、大

変流域面積が小さくて貯水能力が小さい。したが

いまして降った雨が速やかに海へ流れてしまう。

河床勾配が急で流路延長が短い。川幅が狭くほと

んどが堀込河川となっております。 

 右側に県内における比較的大きな河川。大きく

てもこの程度ですよということで国場川と比謝川

を載せてありますが、国場川は地元の方はもちろ

んご存じだと思います。那覇市を流れていまして、

二級河川の指定延長が約８㎞、流域面積が43㎢、

約５㎞×８㎞程度の流域面積になっています。 

 あと比謝川。これは中部にある比較的大きな河

川ですが、二級河川の指定延長が約16㎞、流域面

積が50㎢程度となっております。 

 

 次にこのグラフは横軸に年度、縦軸に年度年度

の浸水家屋の発生戸数を書いているグラフでして、

この縦軸の上限値がマックス3,000戸で表示して

あります。 

 この部分、昭和60年付近ですが、昭和60年度に

おいては最大時間雨量95㎜の雨がありましたが、

約2,500戸の浸水家屋が発生しています。あと平成

11年ごろで最大時間雨量210㎜ですとか、あるいは

80㎜程度で800戸程度の浸水家屋が発生していま
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す。 

 近いところでは平成26年、これは記憶に新しい

ところだと思います。台風８号で被害が発生して

いまして、その際の時間当たりの最大雨量が97㎜、

そういったところであります。また、このグラフ

を見て我々がアピールしたいところは、河川管理

者としては河川整備の推進の結果右肩下がりにな

っていると。そういうグラフになっております。 

 
 これは今年の６月19日、西原町を流れる小波津

川の浸水状況の写真であります。この部分が小波

津川になっていまして、河川に沿うような形で西

原町道がありますが、最大時間雨量73㎜、日雨量

257㎜、降雨があった際の道路冠水状況になってお

りまして、この部分に橋梁がありますが、橋梁の

高欄の下の部分まで水が上がっている状況になっ

ています。 

 
 また、ハード対策でありますが、二級河川のう

ち改修が必要な河川が59河川ありまして、そのう

ち改修済河川が32河川、現在改修中の河川が22河

川となっています。 

 延長で見ますと、改修が必要な延長が約167㎞、

それに対して改修済み延長が109㎞、率にして65％

の改修率となっております。 

 
 これは、県内における河川改修の代表的な事例

ということで国場川の写真を載せています。左側

の写真が河川改修前の写真、改修後は右の写真に

なっていまして、沖縄での河川改修は拡幅による

河川改修がもっぱらでありまして、本土のほうで

は主流となっていると思いますが、築堤、盛土に

よる堤防というのはほとんどありませんで、県内

ではほとんどが堀込河川となっております。 

 
 これは、安里川支線の真嘉比川にある真嘉比遊

水地の状況を資料として載せてあるんですが、

我々としては工夫の成果として説明したかったん

ですが、時間の都合上割愛したいと思います。 

 

先ほどまでがハード対策でありますが、ソフト

対策の現状を説明いたします。項目にして１～４
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番まで４項目を書いてあります。 

 

 １番目に水防法に基づく水位周知河川の指定と

いうものがありまして、現在県では８河川を指定

していまして、ちなみに安里川、久茂地川、真嘉

比川、安謝川、国場川、これについては那覇市内

を流れる河川です。先ほど説明しました西原町の

小波津川、また中部のほうでは天願川、比謝川を

水位周知河川に指定しております。 

 水位周知河川に指定しますと氾濫危険水位、こ

れはもうすぐ護岸の天端高に達しますよという水

位でありますが、その氾濫危険水位、あるいは護

岸天端高水位に至ったときには、我々河川管理者

のほうから関係する市町村を含めて関係機関へ、

その旨水位が到達していますよという連絡をする

ようなものになっております。 

 ２番目の浸水想定区域の見直し。これは見直し

と書いてますが、その見直しについては次の今後

の方向性の部分で説明します。現在30年、あるい

は50年に１回発生する降雨をベースに水位周知河

川の浸水想定区域図というのを我々のほうで作成

していまして、これは関係する市町村のほうへ提

供していまして、市町村のほうではこれを受けま

して各市町村の防災計画に反映させるようなもの

でありますが、現在水位周知河川の８河川で浸水

想定区域図を作成しております。 

 
 ３番目、沖縄県管理河川の大規模氾濫に関する

減災対策協議会。これは大変長ったらしい名前で

すが、これは近年の全国的に多発する水害を契機

に全国的に組織されつつある協議会でありますが、

県内においては今年５月に社会全体で常に洪水に

備える水防災意識社会の再構築を目的に設立して

おります。 

 ちなみに構成員を市町村と書いてますが、これ

は二級河川がない市町村はオブザーバーとしての

立場でありますが、県内の41全市町村に参画して

いただいています。あと沖縄気象台さん、あるい

は沖縄総合事務局さん、沖縄県で構成するもので

あります。 

 ４番目に河川水位の情報提供というのがありま

して、こちらに来ている方々もテレビでよく見ら

れると思うんですが、現在18カ所20地点の水位を

ＮＨＫさんから放映していただいております。 

 

 これは、維持管理ということで資料をつくって

ありますが、平成25年に河川法が改正されまして、

その中で河川管理施設等の維持、修繕というのが

河川管理者に義務化されていまして、その維持の

一環で河川内の雑草の除去、あと堆積した土砂の

浚渫ということでありますが、予算の都合でなか

なか思うように任せない状況が続いていまして、

写真は国場川の状況を載せてあります。左側は河

川改修直後、堆積土砂が少ない、あるいは雑草が

繁茂してない状態が６年もたつと右の写真のよう

な状況になるというものです。 

 
 これも中部の天願川の浚渫前後の状況の写真で

ありまして、左側が浚渫前、右側が浚渫後であり
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まして、地元の方はわかると思いますが、これが

天願橋になっております。 

 雑ぱくな説明でありましたが、私からの説明は

以上です。 

 

◆コーディネーター 戸田◆ 

 石川様、どうもありがとうございます。 

 それでは続きまして、益子様からよろしくお願

いします。 

  

◆パネリスト 益子◆  

 ご紹介いただきました沖縄気象台の益子と申し

ます。 

 

私は出身は山形県でして、沖縄は勤務で来てま

すが、このたび２度目になります。３月から２度

目の勤務となっています。今回は行政の立場から

ということで、若干お話をさせていただこうと思

います。 

 沖縄といえばなんと言っても台風ということに

なりますけれども、先日の土曜日には台風第22号

が沖縄本島地方を通過しました。その１週間前に

は南大東島付近を台風第21号が通過しまして、２

週連続の来襲となったわけです。先月の９月には

宮古島付近を台風第18号が通過しまして、50年に

一度の大雨をもたらし、また全島停電という被害

もありました。 

 これらの台風によりまして亡くなった方が、誰

もいらっしゃらなかったということは幸いでござ

いました。ただ、けがをなさった方、あるいは農

作物等の影響を被った方、被害を被った方にはお

見舞いを申し上げたいと思います。 

 沖縄では、このように台風による人的被害が非

常に少ないという特徴があると思っています。も

ちろん沖縄地方に台風が襲来することが予想され

ますと、私たち沖縄気象台は最善を尽くしまして

気象情報の発信に努めております。そして沖縄県

をはじめとして各自治体の防災担当の方々、また

マスコミ、メディアの方々も事前から詳細に台風

対策を皆さんに呼びかけてくださっています。 

 しかし、それよりも何よりも県民、住民の皆さ

んがみずから台風に備えて主体的に防災対応をと

られてるということ、これが何よりも大きいとい

うふうに感じているところです。関係の皆さんの

対応は全国でもトップクラスだというふうに私は

考えており、このことが台風の常襲地帯である沖

縄において、被害が最小になっているということ

の要因ではないかと思っています。 

 今日は台風ということよりも河川ということで

すので、河川についてターゲットを絞ってお話し

したいと思います。 

 

 沖縄においては、年間大体2,000㎜、約２ｍぐら

いの雨が降ると統計上言われております。その雨

の特徴としましては、申し上げましたように台風

による大雨があるわけなんですが、そのほかにも

低気圧ですとか前線による大雨があって、それに

伴いまして低い土地の浸水ですとか、それから川

があふれてしまうあるいは、崖や山が崩れてしま

うといった災害が発生しやすくなります。また狭

い範囲に大雨が降りますと同様な災害が起こりや

すくなります。 

 ただ、沖縄においては特に河川が短いという特

徴がございまして、この３番目による雨というこ

とにぜひ注意を向けていただければと思います。 

 これは局地的大雨というふうに我々は呼んでお

りますけれども、急な積乱雲の発達によりまして

短い時間で雨が降ることにより、その数十分後に

は河川の増水をはじめ災害を引き起こす要因とな

る場合もあるという意味でございます。 

 では、実例を見てみましょう。ちょっとこのビ

デオをご覧ください。 
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(動画) 

 

 右側です。何が起きたでしょうか。もう一度ご

覧いただきます。 

 これは、平成20年４月に兵庫県の神戸市の都賀

川というところで起きた実際の河川の増水です。

この動画は２分間ごとの画像をつないでおります

ので、パラパラ漫画的な感じでビデオの早送りの

ようなイメージでありますけれども、右側の図、

水が一気に増えていることがおわかりかと思いま

す。 

 実は、このような雨が降ったときには上流で急

激に発達した雨雲があり、そこから強い雨が降っ

たということがございました。その雨水がこの川

に一気に流れ込んだということで、この水かさの

上昇が起きたというふうに言われています。でも、

実際にこの10分間で１ｍ30㎝の水位が上がったと

いう観測があるんですけれども、なぜそのような

雨でこのような水かさの急上昇があったかという

ことについてはどうなんでしょうか。 

 

 それを若干イメージするために、ここに図を用

意しました。例えば左側、川の上流１㎞四方の地

域にわずかですけれども10㎜の雨が降ったとしま

す。その雨が右側のように川幅５ｍの河川に一気

に注ぎ込んだとします。幅５ｍと言いますと、沖

縄においてはその辺の普通の川ということも言え

ると思います。そのようなイメージです。そうし

ますと、計算上その雨が川に注ぎ込みますと、一

気に２ｍぐらい水かさが上がるというふうな計算

結果になります。 

 もちろん雨の水が川に注ぎ込むまでには多少の

時間がかかったりとか、あるいは土にしみ込むと

いうことがありますので、このとおりにいかない

場合もあるかもしれませんが、わずか10㎜であっ

ても一見穏やかに見えていた川が、その後一変し

て突然危険な場所に変貌するということがあり得

るということは非常に大事なところかと思います。 

 そしてもっと大事なことは、沖縄県においても

このような上流の雨によって河川の水位が上昇し、

尊い命が亡くなったという事例が過去にもあると

いうところを押さえておく必要があるかと思って

います。 

 

 これは、平成21年の那覇市の樋川のガーブ川が

氾濫しまして、そして作業員が流されたという事

故のことです。これは、近くの安里川のデータで

すけれども、水位計のデータではわずか10分間に

80㎝の水位上昇が観測されています。 

 左側のモザイク状の絵をご覧ください。これは

緑や青が雨が少ないような領域を示して、黄色や

赤が雨が強かったところを示しています。この赤

丸が事故現場です。水色がガーブ川で、その右側

の上流側の黄色いタイルですね。これがわずか１

㎞しか離れてませんけれども、ここで約30㎜の雨

が降ったと。この雨がガーブ川に流れて、一気に

河川の増水があったというふうに考えられてい

ます。 
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 このようにガーブ川の例を示しましたが、その

ほかにも宜野湾市の宇治泊川でも子どもが流され

たという痛ましい事故も発生しています。 

 

 最近では、今年、名護市の源河川、あと大宜味

村の平南川でも川遊びをしていた方々が急な河川

の増水によりまして取り残され、そして救出され

るということがありました。 

 左側の図はよくテレビ等で見られる気象レーダ

ーの画像ですけれども、この時、川の上流の山地

のところにごく狭い範囲で雨が降っていることが

わかるかと思います。この雨によって川が増水し

たわけです。    

 

ここで問題となるのが、周辺でのそのような雨

をどのように知ればいいのか、察知すれがよいの

かというところかと思います。もちろん気象台か

らは適時、的確な気象情報を発表しているつもり

ですし、またインターネット等でもさまざまな気

象情報が得られるかと思います。しかし、このよ

うな場面においては、まずはご自分で身の回りの

状況を確認するということが何より大切です。低

い土地の場所、川、河原、あるいはこのようなア

ンダーパスですね。そういうところにいる場合に

ついては周りの様子に気を配り、ここに「こんな

ときは要注意」と書きましたけれども、このよう

な状況が察知できたらすぐにその場から離れると。

特にお子様たちはなかなか身の回りの状況に気づ

きにくいと思われます。なので、大人の人がそう

いうことに気がつきましたら、ぜひお子様に声か

けてその場から離れるということをお願いしたい

と思います。 

 右側に写真を載せております。このような沖縄

でよく見られるような雲ですね。このような雲か

ら降る雨をカタブイ(片降り)とよく言われますが、

こういうような雨でも上流のほうに降れば、これ

が河川に注ぎ込んで増水につながるということが

ありますのでご留意ください。 

 

 これは気象台から発信される情報を絵にしたも

のです。気象情報は現象の激しさ、あるいはその

現象が起こるまでの時間に応じてこのように段階

的に発表しています。左から右のほうに、あるい

はもう危険が差し迫ってくるような状況のときに

は、下の段のように右側のほうに段階的に情報を

発表します。 

 ただ、ここで重要なのが、このように特別警報

とか警報とかの発表を聞いてから初めて行動を起

こす、逃げるというのではなくて、前の段階で早

め早めの行動をお願いしたいということです。こ

このところにはご留意ください。 
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 また、そのような気象情報をどのように入手す

ればいいかというところを１枚紙にしたものです。

気象庁、気象台からはこのようなルートでもって

皆様のところに情報をお伝えしています。幾つか

のツールがございます。この中で最も入手しやす

い方法でぜひ情報を入手してください。２つ以上

の方法を持っておくとより安心かと思います。 

 また、ふだんから各市町村が作成しているハザ

ードマップというものもぜひご覧になって、危険

な場所を確認していただくようお願いいたします。 

 

 最後に沖縄気象台についての紹介です。気象台

のページにもさまざまな情報がございます。この

ように沖縄気象台のページは、気象情報や気象知

識の宝庫だと考えています。ふだんから訪れてご

覧になってください。 

 最後になりますけれども、沖縄の河川は長さは

短いけれども、急な斜面を流れてくるということ

が多く、上流の山で強い雨が降りますと急に増水

しやすいという特徴があります。これは県内どこ

でも起こり得ることだと考えています。その危険

をできるだけ察知して、例えば急に近づいてくる

黒い雨雲があったら川に近づかない、声をかけて

逃げるという対応をお願いいたします。これで私

からの説明を終わります。ありがとうございまし

た。 

 

◆コーディネーター 戸田◆   

 益子様、どうもありがとうございました。 

 それでは、第１ラウンド目での話題提供最後で

す。田村様からよろしくお願いします。 

 

◆パネリスト 田村◆   

 皆さん、こんにちは。建設技術研究所の田村と

言います。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 先ほどから発表されている方は、沖縄との研究

だとか仕事だとか関わりあるんですけれども、残

念ながら私はあまり沖縄と関わりなかったんです

けれども、今日は発表させていただきます。 

 私は、建設技術研究所という民間のコンサルタ

ント会社に勤務している者でして、行政あるいは

一般の方、そういったところに対する技術的なサ

ービスを提供する仕事をしております。今日は「疑

似台風検索システムによるタイムラインにおける

防災行動の支援～人工知能の活用」というタイト

ルで発表したいと思います。 

 人工知能(ＡＩ)というのは、最近、藤井四段の

将棋だとか自動車の自動運転、そういったところ

でよく聞くキーワードでもあって、ブームにもな

っているかと思います。そういった技術的な要素

を河川だとか防災、そういったところにも最近は

活用されていますので、そういったところのご紹

介をさせていただければと思います。 

 

 発表内容はこのようなメニューでいきたいと思

います。 
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 沖縄への台風、先週も先々週も台風がきました

けれども、年に５～10回ぐらい来ていて、沖縄と

いえば台風は切っても切れないようなところでご

ざいますので、その台風が来るぞというときにど

ういった形で備えをしていけばいいかということ

に対する技術的なお話でございます。 

 

 まずは、このタイムラインというものでござい

ますけれども、これ国交省のホームページから抜

粋してございますが、国交省、あるいは沖縄県の

ような河川管理者とか交通、あるいは情報のサー

ビス関連のインフラ関係の会社、あるいは市町村、

住民といった、そういった人たちが台風が来るぞ

というときに、３日前とか５日前とかそういう事

前の段階でお互いの関係機関がどういうふうな行

動を起こすのかということをあらかじめ定めて、

災害がなるべく起こらないように事前対策しよう

というものでございます。 

 こういった台風の場合には、何日か前から台風

が接近するかもというのがわかっていますので、

そういったところ進行型の水災害という言い方も

しますけれども、そういったときに台風の接近が

来るよというときにどういうふうに、今度来る台

風は危ないのか、増水するのか、いや大したこと

ないのか、そういったことを予測して河川管理者

等にそういう情報を集約できるという技術的なお

話でございます。 

 

 こういった中では、タイムラインでは何日か前

からこの構造を規定しているということでござい

ます。この表にありますように、各関連機関が２

日前とか１日前とか、そういうときに国交省では

何をします、市町村では何をします、住民は何を

準備すればいいのでしょうかという、そういった

ものを計画的にやろうとするとき、じゃあ今度来

る台風の３日前にはこの川は危ないよ、いや危な

いかどうかまだわかんないというふうな判断しな

いといけないわけですね。そういったときにどん

な形で台風から洪水が起こるのかということを予

測する技術についてお話しします。 

ここでは、今度台風が来るぞというときに過去

にも同じような台風が来たんじゃないか、今回来

る例えば先週の台風第22号が来たときに、これま

での過去のデータから見て、昭和三十何年の台風

と同じぐらいのやつが同じコースで来るなと、そ

ういったことを予測に使うというシステムの紹介

でございます。 

 

 このシステムの紹介でございますけれども、沖

縄でなくて大変申しわけありませんが、沖縄と同

じように台風が常襲地帯となっている和歌山県。
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ちなみに和歌山県は私の出身県でございます。和

歌山県も台風が非常に上陸数が多くて、今回は和

歌山の南というか南東の端っこのほう和歌山と三

重の境目にある熊野川では、平成23年に紀伊半島

大水害ということで非常に大きな災害が起こって

いますけれども、そういったところで台風の襲来

が多いので、台風を検索して今度の台風では危な

さそうだというところを検索するシステムでござ

います。 

 

 このシステムの紹介でございますけれども、こ

の台風、気象庁さん等ではこの黒色で書いている

ように、例えば今時刻７月15日３時だったら７月

16日３時ぐらいにはこの辺の円ぐらいに来ますよ、

７月18日３時にはこれぐらいのところに来る予報

ですよという、そういった情報が出されます。  

 こういったときに、じゃ今回のこの黒色で来る

台風のときには過去の台風を照らし合わせると、

こんな青い色のようなよく似た台風が過去に来た

ことがあるよと。そういった台風が来たときに川

が増水するのかどうかというものを、ＡＩの機能

を使って予測しようというシステムでございます。 

 

 このＡＩ、ＤＮＮ(ディープニューラルネットワ

ーク)モデルと書いてますけれども、台風の予測情

報ですね。気象庁から出ている円で描かれている

ような、明日にはこの辺に来るよというそういう

予測情報をもとに、過去の類似台風をＡＩの機能

を使って検索するというモデルでございます。 

 そのためには、過去の台風をモデルで学習させ

ておかないといけないですね。例えばこの熊野川

において起こった過去の大きな台風、あるいは大

きな台風だけだと、結局選ばれる台風が大洪水し

か答えがないというふうなことになってしまいま

すので、近辺を通過したもの、中小規模の台風も

含めてこのＡＩの中に学習させるということでご

ざいます。 

 また、さらにもっと発展させた場合は、今後気

候変動等でとんでもない台風が来るかもしれませ

ん。例えばこの辺の紀伊半島近辺ですと、伊勢湾

台風とか23年の台風12号、こういったものが温暖

化でもっと強くなったスーパー伊勢湾台風みたい

なものが来た場合、そういった場合についてもど

ういうふうになるかというのを、あらかじめ気候

変動の予測データ等を学習させておけば、そうい

ったことが予測として使えることになります。 

 

 モデルはここに書いてあるように、左側の入力、

台風のコースと中心気圧と速度、この３つのパラ

メーターから過去の台風、どの台風が似通った台

風かというものを検索するモデルになっています。 
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 この検索に当たっては台風の経路、この範囲で

すね。ちょうど２度四方、２度２度の形のメッシ

ュサイズでもってこのメッシュデータとして台風

のコース、それから中心気圧、台風の速度、そう

いったものをパラメーターとして類似している台

風を検索するということでございます。 

 

 こういったモデルの精度でございますけれども、

精度は181個の台風を登録というか学習させた場

合に、その中の１個をテストケースとして入れた

場合という形でいきますと、答えが181の中にある

という場合ですと的中率は100％です。コースだけ

で検索した場合、コースと気圧、あるいはコース

と気圧、速度で検索した場合も100％。 

 それから台風を含まない場合、まだ経験してい

ないようなテスト台風を検索したときにも、ほぼ

同じような検索結果が出ることが確認できていま

す。 

 

 例えばテスト台風、2015年台風11号の場合です

と、黒い気象庁の予報データに対して青色の類似

台風を類似ということで検索してございます。こ

れがテスト台風965hPaに対して類似台風980hPaと

いうふうな感じで、同じようなそういったものが

検索できるシステムでございます。 

 

 では、同じような台風がわかったところで、例

えば1970年の10月ぐらいの台風が今度同じような

台風として来るぞとわかったときに、その台風が

来たとして河川の水位は高くなるのかと。その水

位はいつ上昇して危険になるのか。そういったと

ころまでわからないと、同じ昔のあの台風が来る

よということだけでは有用な情報にはなりません。 

 そういったところで過去の台風が来たときでも、

現在の河川の整備状況に合わせた流出計算を使っ

て過去の台風のときの雨から河川水位を計算して、

それから時刻の同期を行うということが重要にな

ります。 

 

 台風がこうやって黒い円のような形で気象庁か

らこういう予報があるときに、青色の類似台風が

検索できたとして、ちょうど上陸するころに同じ

時刻になるように時刻同期をやって、そうすると

その時刻に合わせて過去の雨で流出計算した結果

の水位ハイドロが出てきますので、何日何時に大

体水位が危険になるよということがアウトプット

できるようになるということになります。 
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 では、このシステムを27年台風11号で実際に運

用した場合にどういうふうなアウトプットとして

出てくるかというのを見てみましょう。 

 

 これは、今は７月14日９時の時点の予想でござ

います。台風は今７月14日９時で、黒い円のよう

な状況で台風の予想がされています。この時点で

過去の類似検索をやると類似台風、1960年の台風

16号が大体同じようなラインで似たような台風が

来るよということがわかりました。 

 その1960年の台風16号に合わせて流出計算する

と、７月17日の13時ぐらいに水位が避難判断水位

を超えますね。あと３日後ぐらいには避難判断水

位を超えます。超えるのは確実、避難判断水位を

４ｍぐらい超えるというふうなことがあると、今

度の台風はやばいよと。避難判断水位を４ｍも超

えるぞということになると、タイムラインをゼ

ロ・アワー設定、もう発災が起こるぞということ

を判断して、避難行動に移せて、一斉にそういう

指示を出せるという判断の材料として使えること

ができます。 

 

 さっきは３日前でしたけど、今度は７月15日の

３時ということで２日前。２日前の時点になった

ときにもまた精度を高めるために同じような経路

で来る台風を検索してやると。そうするとまた同

じような水位ハイドログラフが出て、また２日前

の時点でも避難判断水位を大幅に超えるので、態

勢を解除するということはできませんということ

がわかると。 

 これテストなので、検証すると実際の時刻とは

12時間ぐらいずれているわけですけれども、時間

は多少ずれているんですけれども、２日後には避

難をしないと危ないよというふうな状況の判断は

可能になるということが言えます。 

 

 では今度１日前。１日前まで接近してくるとこ

ういう12時間ずれとか、こういうふうなことがあ

るとなかなか困ってくるわけですね。実際に直前

になってくると、過去の類似台風のときの雨から

の予測ではなくて実際のリアルタイムな雨を使っ

てリアルタイムの降雨予報、そういった雨データ

を使った予測のほうが精度が上がりますので、そ

ういったデータも使いながら水位予測をやってい

くのがいいかと思われます。 
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 内容は以上ですけれども、類似台風の検索シス

テム、こういったのが最近はやりのＡＩのディー

プニューラルネットワークとか、そういった機能

を使って最近はこういった予測、システム等に適

用されているという話のご紹介でございました。 

 この一番下にも書いていますけれども、今後の

課題として、過去の台風だけだと過去にもないよ

うな大きな台風が来たときには困ってしまいます

ので、今後の課題として気候変動のシナリオに基

づく将来のデータ、そういったものを活用して、

過去に例のない洪水にも対応した予測ができるよ

うにしていくと、今後の気候変動の対応もスムー

ズにいくというふうに考えられます。私から発表

は以上でございます。ありがとうございます。 

 

◆コーディネーター 戸田◆ 

 田村様、どうもありがとうございました。 

 すみません。想定していたよりも少し時間が長

引いてしまったんですけれども、少しフロアと５

分程度は意見交換の時間を取りたいと思います。

何かご意見とかご質問等ごましたら挙手いただけ

ればと思います。 

 ２巡目の話題提供の後にも意見交換の時間を取

ろうと思っていますので、そのときでも結構です

けれども、少し一方的にお話を聞いて疲れたとこ

ろもあるかもしれないので、もし何かあれば。よ

ろしいですか。 

 

◆会場◆   

 最後に講演された田村さんにお伺いしたいんで

すけど、人工知能を使って台風の危険性を評価す

るって、方向性として今後こういうふうになって

いくのかなというのはよくわかるんですけど、今

入れられるデータというのは結果としての台風の

コースとか最低中心気圧、そういう情報が入って

いるんですけど、例えば発達するかしないかとい

うような観点でいうと、海水温とか重要な情報に

なってくると思うんですけど、そういったものは

まだデータとして十分そろってないというのは多

分あるのかなとは思うんですが、そういう外的な

要件としてのものも入れないと、コースとか気圧

って結局は結果として出てきているものかなとい

う印象があるんですけど、そのあたりのお考え何

かあればお聞かせいただきたいです。 

 

◆パネリスト 田村◆  

 確かに最近は台風の発達とか、そういったところ

のいろいろな変化とかあるかと思います。それでさ

っきも発表させてもらったように、結局水位まで計

算したときに12時間ずれているとか、そういったと

ころが精度的には問題あるといえばあるんですけ

れども、一番大きなポイントは、タイムライン等の

避難をするための判断を早くできるかどうかとい

う観点がこのモデルでは重要だと考えています。 

 ですので、台風がどれくらい大きくなるかとい

うその絶対量も大事ですけれども、３日前に増水

するかもしれないか、そんなこともないかという

その判断が３日前にできるのか、２日前にできる

のかというところが一番のキーだと思っています

ので、現象的に精緻に合わせていくということも

将来的には大事かと思いますけれども、今の段階

ではそこまで複雑にするというよりは、避難判断

の今回は危ないぞというふうな判断ができるとい

うところを中心に見ていただければと思っており

ます。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

 

◆会場◆ 

 沖縄県の河川課の石川様、それと気象台の益子

様にお聞きしたいんですけど、河川の被害が沖縄

は最近そんなにないというお話だったんですけど、

それはいろいろ整備が進んでいるということが原

因だと思うんですけど、雨の降り方自体はどのよ

うになっているんでしょうか。全国的に見ると、

今結構非常に強い雨が増えているということなん

ですけど、沖縄自体ではどういうふうになってい

るのかというのがわかれば教えていただきたいで

す。 



 

- 58 - 

 

◆パネリスト 益子◆  

 沖縄気象台の益子でございます。次の話題提供

のときに雨の降り方について若干触れようかと思

ったんですけれども、全国的には強い雨の頻度が

右肩上がりに増えてきているという状況にござい

ます。 

 ただ、沖縄はどうかということについては詳細

な資料は今手元にございませんけれども、やはり

この雨の降り方は変わってきていて、そういった

強い雨が降るということは出ているというふうに

思っております。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 それでは、次２番目のテーマの話題提供に移り

たいと思います。２番目のテーマとしては、今後

の方向性とか沖縄からの発信という視点で話題提

供をいただきたいと思います。 

 話題提供の順番として、まず行政の石川様と益

子様のほうから話題提供をいただいて、その後大

澤先生、田村様、大石先生という順番で情報提供

をいただきたいと思います。 

 それでは、まず石川様よろしくお願いします。 

 

◆パネリスト 石川◆  

 それでは先ほど治水対策の現状ということを説

明いたしましたが、先ほどの説明に対する形で今

度治水対策の方向性ということを説明いたします。 

 

 治水対策の方向性ということで、ハード対策・

ソフト対策２つ並べて書いていますが、近年、地

球温暖化によると言われる豪雨、あるいはゲリラ

豪雨が多発している状況にあって、これまでどお

り推進してきたハード対策はこれまでどおり進め

ることとしながらも、今後ソフト対策に力点が置

かれていくのかなと考えております。 

 

 治水対策の方向性。ハード対策でありますが、

この資料は我々がなかなかハード対策を進めにく

いと言いますか、そういった資料を書いているつ

もりでありまして、先ほど説明いたしましたが、

現在改修中の河川が22河川ありますが、河川の場

合、人為的な氾濫を防ぐために原則下流からの改

修が必要となっていまして、道路事業等で整備区

間のある交差点ポイントポイントで整備をすると

それなりの事業効果というのが出るかと思います

が、河川はなかなかそういうことがしづらい、効

果がなかなか出にくいのかなと思っております。 

 またこの部分に書いていますが、沖縄県で河川

工事をする場合、全ての河川の工事で磁気探査、

これは不発弾探査をするものでありますが、そう

いう磁気探査が必ず必要となりまして、こういっ

たことも河川の整備を遅らせる要因の１つだと考

えております。 

 ちなみに、一昨年度でしたか、ある１区間の河

川工事の中で1,000件を超す異常点が出てきまし

て、結果として不発弾というのは出なかったと聞

いていますが、それを１個１個確認をするような

作業が必要となっております。そういったことで

こちらのほうに書いていますが、粛々とハード整

備を進めるものですが、なかなか整備が進みにく

いという現状があります。 
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 これも整備が進みにくいということを示すため

につくった資料でありますが、国場川、これは那

覇市、南風原町、豊見城市を流れる河川でありま

すが、一目瞭然のとおり家屋がびっちり建ってい

る中を整備するような河川でありまして、なかな

か整備がしづらい河川であります。 

 

 これも同様な資料でありますが、那覇市、浦添

市を流れる安謝川の航空写真でありまして、これ

も先ほどと同様に、河川沿いにびっしり建った家

屋の間を縫って整備をする河川の１つになってお

ります。 

 

 次に、今後の方向性ということで、ソフト対策

の拡充あるいは充実というのがあるんだろうと思

っていまして、２番目に水防法に基づく浸水想定

区域内の見直しということがありまして、これも

先ほど説明いたしましたが、今現在は30年に１回

あるいは50年に１回程度発生する降雨をベースに

して作成している浸水想定区域を、これは国交省

が推進しているものでありますが、今後は想定し

得る最大規模の降雨に基づく浸水想定区域への変

更ということがあります。 

 ちなみに、県内の河川にあって今現在時間雨量

90㎜、あるいは日中雨量400㎜程度で浸水想定区域

というのを作成していますが、今回の変更によっ

て時間雨量180㎜、これクエスチョンマークをつけ

ておりますが、また日中雨量1,000㎜程度の降雨に

基づく浸水想定区域をつくるということを考えて

おります。 

 ちなみに、県内における気温の最大降雨という

のが時間雨量が145㎜。これは平成22年の多良間村

で降った雨であります。また日雨量が764㎜。これ

は平成20年に与那国町で降った雨となっておりま

す。 

 

 ３番目に、これも先ほど説明しましたが、沖縄

県管理河川の大規模氾濫に関する減災対策協議会

の活用ということを考えていまして、これも国交

省が最近推進しているものでして、この協議会の

中で平成29年度今年度末までに協議会としての取

り組み方針を構成委員会で策定する、共有すると

いうことを考えていまして、その後平成30年度か

らその取り組み方針に基づいて取り組みをやりま

して、必要に応じてその都度その都度取り組み方

針を修正するといいますか、フォローアップとい

うことを考えております。 

 また、４番目の河川水位の情報提供の機能向上

というのを考えていまして、現在我々のほうで河

川情報システムの更新作業ということをやってい

まして、22河川28地点とかやっていますが、その

具体的な数字は別としまして、今後このシステム

に載っている一般の方々に情報提供できる河川、

あるいは地点を増やすことを考えています。 

 また、更新に当たっては回線の多重化(専用無

線回線、携帯電話、光ケーブル)によって多重化

しまして、悪天候でも安定した情報を配信したい

と考えています。また、現在のシステムがデータ

取得が10分間隔となっていますが、このシステム

更新を１分間隔にしたいと思ってまして、よりリ
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アルタイムでの情報提供が可能になるものと考

えています。 

 一番下の部分、「希望する人の携帯電話へ河川

水位上昇をメール」、アンダーラインまで引いて

ますが、これがこのシステムのみそだと思ってい

ます。任意の河川水を自分でパソコン上に登録す

ることで、この水位に達した場合その希望する人

は、メールで水位が到達した旨を連絡するという

ことを考えています。水害に関係する方々には大

変有用なツールになり得るのではないかと考え

ております。 

 これは新しい河川情報システムの全体図とい

いますか。これは沖縄本島だけで今現在はありま

すが、こういった地域の河川の水位あるいは雨量

というのを必要とする人に提供していけるもの

と考えております。私からの説明は以上です。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 どうもありがとうございました。 

 それでは引き続きまして益子様、よろしくお

願いします。 

 

◆パネリスト 益子◆  

 沖縄気象台の益子でございます。先ほど私の

ほうからの説明では、沖縄では河川の増水が起

こりやすいということへの留意が必要だという

こと、そしてみずから危険を察知してほしいと

いう趣旨でお話をしたところでございます。 

 そこで、ここでは河川の増水から身を守るた

めにはどのような対応をしたらよいかというこ

とにつきまして、特に気象台ではこのたび新し

い情報の取り組みを行いまして新しい情報を発

信しておりますので、それについてお話しした

いと思います。 

 

  

まず、先ほど私のご説明の中で、気象情報とい

うのは段階的に発表していると申し上げました。

その現象の激しさ、あるいは時間的な猶予に応じ

て発表しているというものです。これらの情報は

このように沖縄地方を幾つかの地域に分けており

まして、それぞれについて発表しています。 

 例えば天気予報ですと、本島中南部・本島北部

ですとか、このような地域名称で発表しています

けれども、注意報、警報はもっと細かく県内41の

市町村ごとに発表しています。この表では一番右

側の市町村ごとに発表しているということでござ

います。ただ、同じような内容の警報、注意報の

場合はここでいうと赤字ですが、この市町村をま

とめた南部とか中部とか、このように発表する場

合もあります。 

 

 ところで、先ほどご質問が若干あったんですけ

れども、最近雨の降り方が変わっているというこ

とがよく言われています。 

 この左側のグラフをご覧ください。これは１時

間にどのぐらいの雨が降ったか、50㎜の雨が降っ

たという回数を年間合計した数をプロットしたも

のです。右側の横軸が年代、縦軸が回数です。こ

れを見ると年ごとに変動はありますけれども、大

体長い目で見れば右肩上がりで増えているという

ことがおわかりになるかと思います。 

 一方、この右側は、１日の降水量が100㎜以上の

日数を年間合計しまして、それがどのような変化

をしているかを示した図です。横軸に年代、縦軸

に回数ですので、やはり右肩上がりになっていま

す。このように、いわば強い雨、激しい雨の降る

日数が増えているということをあらわしています。 

 また、さらに３年ほど前に広島で大きな土砂災

害があったということをご記憶の方もいらっしゃ

ると思いますけれども、線状降水帯と呼ばれるよ

うな狭い範囲で集中的に降る雨というのも増えて
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きているという状況になっています。 

 この１時間に50㎜の雨ですけれども、簡単にイ

メージしますとバケツをひっくり返したような雨、

あるいはゴーゴーと降るような雨、このような雨

が大体50㎜と言われています。 

 このように近年の雨の降り方が変わっていると

いうところから、国土交通省では雨の降り方が局

地化している、集中化している、そして激甚化し

ているという雨の新たなステージと捉えましてさ

まざまな施策に取り組んでいます。 

 気象庁におきましても、この中でここに示した

ような大きく３つの施策に取り組んでいるところ

で、本日はこの一番上のところについて若干ご説

明したいと思います。 

 

 これが１番目の施策につきまして気象庁が取り

組んだものですけれども、１枚に押し込みました

のでちょっと見づらくなってしまいました。申し

わけありません。 

 施策の基本的な方向性としましては、１つは例

えばこの激しい気象現象が必ず起こるまでは言え

なくても、むしろ可能性は低くてもそのような現

象がもし起こった場合は、災害が引き起こされる

可能性があるということが予想されるのであれば、

積極的に気象台はそれを発表していくというもの

です。 

 もう１つは、危険度の切迫度というものをわか

りやすいように皆様にお伝えしていくという改善

を行いました。改善は、幾つかありますが、今日

はこの３つをご紹介したいと思います。 

 １つは、危険度を色分けした時系列の発表、２

つ目は警報級の可能性の提供、３つ目はメッシュ

情報の充実ということでございます。 

 それぞれの改善に当たってはもちろん気象庁内

部での技術開発というところを進めてきた結果で

ありますけれども、ここのポイントはそれぞれの

情報が目で見てわかるような形で提供したという

ところでございます。少しご説明したいと思いま

す。 

１つ目、改善Ⅰ.危険度を色分けした時系列です。

これは大雨などの警報や注意報の発表時に、その

注意や警戒が必要な時間帯を視覚的に見やすく表

にして提供するものです。例えばこのような感じ

です。ここの縦軸に種類がありまして、右側に時

間が書いてあります。この1マスは３時間ごとを示

しています。 

 

 例えばここに暴風とあります。暴風警報が発表

されている場合、陸上ですと皆さんの資料では白

黒なんですが、このスライドではカラーで示して

あります。風向を矢印で示して、その期間をこの

ように赤色で示しているところに特長があります。

これで見ますと陸上では、例えば今日の12時～15

時のコマで25メートル以上の暴風になる見込みで、

それが明日の未明まで続くことがわかります。ピ

ークは今日の夜のはじめ頃18時～21時で30メート

ルという予測です。これによって早めの避難行動

につなげていただきたいということを意図してお

ります。 

 この25メートルで言いますと、例えば何かにつ

かまっていないと飛ばされてしまうような暴風で

す。また30メートル、これは外に出ると非常に危

険、または倒れる樹木が起こりやすくなるという

風速です。先日の台風でも似たようなことがござ

いました。 

 もう１つ、今度は警報級の可能性です。これは

今日から明日まで、また向こう５日間に対して警

報級の可能性があるかどうかというのをあらかじ

めお知らせする情報です。このようにこれも色分

けして書いてあります。 

 ここで、今の見通しの状況ですと、恐らく警報

を出すことになるだろうと考えるときにはこのよ
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うに「高」というところで表します。 

 ここに「中」というのがございますけれども、

「中」は今の見通しですと警報級までいかないか

もしれませんけれども、ただ予測が若干変わった

り、あるい 

は推移が変わったりしたりしたときには、警報を

発表する可能性があるというところをあらかじめ

お知らせするというところを「中」で示してあり

ます。このようにあらかじめ心の準備、あるいは

備えの準備をしていただきたいと思っての情報で

ございます。 

 

 そして３つ目、危険度分布の予測情報でござい

ます。これはメッシュ情報の技術を使っておりま

すが、例えば大雨警報が出たとき、あるいは洪水

警報が出たときに、どこで危険度が高まっている

かというのを、視覚的に一目でわかるように工夫

した図になっています。警報が発表されていなく

ても、これから今後どのような場所でどのような

危険度が高まるかというところを、この情報を見

れば非常に有効に活用できるというものです。 

 ここの中で一番左側、これは土砂災害に関する

ものです。真ん中は浸水害です。低い土地の浸水

です。これはこのようにメッシュ、タイル状のも

のであらわしています。この危険度は色が白いと

きには危険度が低い。黄色、赤、そして紫になる

に従って危険度が高まってくるのをあらわしてい

ます。 

 そして、今回のテーマである河川につきまして

は、このように各河川について今後の危険度の状

態を示しています。この河川につきましてはその

時点における向こう３時間分の予測を踏まえて、

今の情報としてこのように示しているところです。

黄色は注意、赤は警戒ということでございます。 

 

 では、これを実際のアプリのイメージとしてご

覧ください。沖縄気象台、あるいは気象庁のホー

ムページを開きますと、このような画面になりま

すが、そこの中段ぐらいにこのようなバナー、コ

ンテンツがあります。ここをクリックしますと、

例えばスマホですとこのように表示されます。最

初は日本全国が示されますので、沖縄地方を選択

し拡大してください。 

 そして、例えば左上の３本線のところをクリッ

クしますと情報を変えることができます。ここで

はこのように左側に浸水がある危険度分布、右側

に洪水警報の危険度分布と表示しましたが、実際

は１つずつの情報になっています。 

 例えばこれはある時刻、これでは20時ちょうど

としていますけれども、その時刻のところのある

河川、これはご存じの方はわかると思いますけれ

ども、那覇市を中心として拡大した図になってい

ます。例えばここに国場川があったり、ここには

安里川があって、ここに安謝川があったりしてい

ます。これが10分ごとに更新されますので、10分

後の画像を見てみます。こうです。違いはここで

すね。ここのところが水色から黄色になりました。

そうすると、この時刻20時10分時点では、向こう

３時間の危険度がそれまでよりも高まって注意点

になったということを示しています。 

 さて、次にここで20時40分時点の向こう３時間

を見通した危険度を見ますと、ここの安里川にお

いてはここのところに赤が出てきました。すなわ

ちこの付近では危険度が高まったというところが

わかると思います。これが次の時刻にはこのよう

に赤の種類が増えてきたと。つまり、ここでは雨

は直接は示していませんけれども、上流などに雨

が降りましてそれが川に流れ込んで、水位が上が

って危険な状態になっているということを示して

います。 
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 さらに時間を進めると、このように雨の降り方

に対応しまして河川の危険度がどんどん変わって

きます。だんだん雨がやんできますと、あるいは

流れ下ってしまうとまたこのように水色、危険度

が少なくなるという形の表示になります。 

 このような使い方については、お手元のスマホ、

あるいはパソコンで見ることができます。あるい

は使い方がわからないときは、右上の？マークを

見ていただければ使い方がわかると思います。ぜ

ひこのツールをお使いいただいて、身を守る行動

につなげていただければと思います。 

 私からの説明は以上になります。ありがとうご

ざいました。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 益子様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして大澤先生よろしくお願い

します。 

 

◆パネリスト 大澤◆   

 大澤です。 

 

 先ほど私の発表で最後このようなスライドで終

わっていたのですが、その後、私はこういう活動

を主にやっています。 

 
 研究ももちろんやっているんですけれども、年

に１回か２回、地元の住民たちに研究成果をフィ

ードバックして、こういう結果が得られましたと

いうことを報告しております。 

 また時々なんですけど、その計画や制度を担う

行政の人たちにも成果報告をして、どのように制

度を変えていったらいいかということを提案した

りもしています。 

 

 また、やはりこれが重要なのですが、次世代を

担う若者へ伝えるということが環境問題やこうい

う防災、気象などにとっては重要なのかなと思い

ます。 
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これは高校生向けの授業の風景なんですけど、

石垣島が私の研究のフィールドなので、そこの石

垣島内にある３つの高校で年に１回授業や実験を

やっています。これは特に土壌侵食実験と呼ばれ

ているものなんですけど、簡易的な実験を高校生

と一緒にやっております。 

これが実験のプロセスです。まず実験の説明を

して、プランターに土を詰めていきます。詰めた

後、園芸用のシャワーを上からかけまして、これ

を人工的な雨とみなします。バットを使って傾斜

をつけたところに雨を降らすので土が削れて濁っ

た水になって、その濁った水を採取して濁りを分

析するということです。 

 

 また、同じ土を用いて自分たちで何らかの対策

を考えてもらいます。例えば、落ち葉でマルチン

グをすることを生徒は考えました。表面を覆うと

どれくらい土の流出が減るのかということを自分

たちで考えて、施工して、それでもう一度シャワ

ーを浴びせて濁りを測りその違いを比較するとい

うことで、自分たちで予想した結果と比べて実際

はどうだったかということを考えてもらいます。

いうことで、自分たちで予想した結果と比べて実

際はどうだったかということを考えてもらう。 

 

 赤土流出は、私たちの世代で解決するのがなか

なか難しいので、次世代にもちゃんと技術や知識

を伝えていくことが必要が重要と思います。もち

ろん継続的かつ地道な研究活動というものは、

我々大学教員に求められていることでその積み重

ねが必要です。室内で実験をやったり、現地試験

をやったり、そしてパソコンを使った数値シミュ

レーションなども援用しながら問題を解決してい

くというのが大事かなと思います。 

 

 沖縄で得た知見を全国へ展開するという試みも

今行っていまして、こちらが日本全国の年平均降

水量と流出量を100年間のシミュレーションをや

った結果です。気象庁からいただいた50～60年分

のデータを使って、仮想の気象データをつくった

ところ、これぐらいの年降水量が降って、ちょっ

と見づらいんですけれども、横には赤い棒グラフ

があって、そこが土地から流出した水の量になっ

ております。このように雨が降ると水が流れると

いうものを、地域性を含めて見た結果です。 
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 その雨や水の流れに乗って土が運ばれるものを

シミュレーションした結果です。このように北海

道から沖縄までの侵食量を計算することも現在可

能になっております。例えば、雨の多い沖縄地方

ですと、この棒グラフがとても高いということが

わかると思います。 

 

こちらは沖縄で得た知見を原発事故による被災

地への復興へ応用しようという試みを福島県でや

っております。福島県では皆さんご存じのとおり、

土壌が放射性セシウムによって汚染されてしまっ

ています。その土壌に吸着したセシウムというも

のはこのように粘土、鉱物や有機物に吸着した形

で動くということがわかっております。沖縄で土

砂の流出をやっていたおかげもあって、福島の県

内でこのセシウムがどのように雨とともに分散し

て移動していくんだろうかということも、現在研

究を進めていることです。 

 

 国内だけでなく海外へも展開していこうという

ことで、対象地はパラオ共和国というフィリピン

の東側にある島国です。ここでは最近観光客の増

加が激しい地域であります。日本人の観光客も来

ますし、中国や韓国からも多くの観光客が訪れる

ようになってきています。 

 その結果、土地開発に伴う土壌侵食や土砂流出

が問題となっていて、このように大規模な開発を

行った結果、川がこのように茶色に濁ってしまっ

ているということを、沖縄の知見を生かして現地

観測をやったり数値シミュレーションをやったり

して、最終的には島の中でどの地域で土壌侵食が

たくさん起こるのかというハザードマップのよう

なものをつくって解析を進めている状況です。沖

縄で得た知見はいろいろな分野で応用されるとい

うのをわかっていただきたいと思います。以上で

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 大澤先生、どうもありがとうございました。 

 それでは田村様、よろしくお願いします。 

 

◆パネリスト 田村◆  

 田村です。よろしくお願いします。 

 今度は台風やゲリラ豪雨などの風水害とともに

生きる沖縄ということで、最初に戸田先生のほう

から運命共同体というお話がありましたけれども、

沖縄では豪雨とか台風というのは切っても切れな

い土地柄でございます。そういった避けられない

ものでありますので、どうやってうまくつき合っ

ていくかと。そういったところが重要になってく

るかと思います。 



 

- 66 - 

 

 

 沖縄は先週も先々週も台風が来てましたけれど

も、うまくつき合うことしかないということなん

ですよね。これも先ほど言いました。 

 

その台風が沖縄はしょっちゅう来るようなイメ

ージがあるんですけれども、私のように本土に住

んでいる人からすると、案外強烈な台風が来てい

る割には被害が少ないんじゃないかというイメー

ジをお持ちの方も多いのではないかと思います。 

 理由としては、山の標高が低くて河川流域が小

さいとか、集水域が小さくて流量が大きくならな

いとか、建物とかそういったもの自体が風雨に耐

えられるように鉄筋コンクリートでできていると

か、生活習慣自体が台風への備えが本土に比べれ

ばかなりしっかりしているなというところがある

かと思います。 

 箇条書きで幾つか書いてますけれども、沖縄の人

にとっては当たり前かもしれませんが、先人たちが

蓄積してきた生活のあり方、台風が来るぞというと

きには家の周りの側溝の掃除とか、停電とか断水へ

の備えとか、そういったものが根本的に頭の中にす

ぐ入っているという点。まずは外出しない。そうい

った意味では、ネットとかで調べるとDVDのレンタ

ルが台風のときは多いとかそういったことも言わ

れているぐらいで、特に沖縄の人の場合は自宅待機

というか、外に出ないということが基本的に普通に

できているという感じがします。 

 ２つ目の大きなポツに書いてあるように、沖縄の

場合はバスが交通機関の主たるものになっている

のかなと思いますけれども、バスが運休する場合に

は学校だけでなくて企業も多くが休みになるとい

う、そういった県の風土があるということなんです

ね。我々のように河川の仕事とか治水に関する仕事

をやっていると、台風が来るぞというと休めないわ

けですけれども、皆さんこういった感じで一斉休業

になるという風土とかいうところは、本土とかそう

いったところにどんどん広めて、今後の気候変動で

本州へ来る台風も強烈になってくるということで、

沖縄を見習うというそういう生活スタイルのやり

方もあるのではないかと考えます。 

  

もう１つは、局地的な豪雨というものとのつき

合い方というか、台風の場合は何日か前から来る

ぞということがわかるわけですけれども、ゲリラ

豪雨みたいなところの場合は明日来るぞというこ

とではないので、学校に行ったり仕事に行ったり

もう既に外に出ているときにそういったものが豪

雨になっちゃうとどうしようもないわけですよね。

実際には気象庁さんとかいろいろなところから降

雨の予測情報というのは比較的あるわけですけれ
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ども、じゃあどこが浸水するのか、通行できなく

なる道路はどこなのか、そういったことが日常生

活ではやはりほしいなということがあるかと思い

ます。常に家にこもっているというわけにはいき

ませんので、自分の行動範囲を確認してうまく豪

雨ともつき合っていくということが、つき合い方

として重要ではないかと考えます。 

 降雨の予測とかそういったものとあわせてどこ

が浸水するのか、土地の低いところとか排水溝か

らもすぐあふれちゃうようなそういったところは

どこなのかというところを一般的に公表している

ものが、気象庁とかそういったもの以外には民間

から一般に公表しているものがあります。一番下

に書きましたけれども、リスクマップとして一般

公開しているものがございます。 

 

 これは「Riskma」というものですけれども、こ

こで赤丸で示していますけれども、内水リスクマ

ップということで、土地の低いところとか川に水

がはけないようなところの浸水を表示するもので

ございます。 

 

 これは沖縄の那覇市中心の南半分の図です。 

 

 こういった画面になっていまして、仕組みとす

れば250ｍメッシュで全国こういうのを無料で公

表、パソコン上でできますけれども、レーダー雨

量と地形の窪地と土地の利用、流出率みたいなも

のですね。そういったものを簡易にかけ合わせて、

リスク指標として浸水する可能性があるようなと

ころをあわせて公表しているものがあります。 

 

 これは先ほど石川様からの発表にもありました

けれども、今年の６月の西原町周辺のリスクマの

内水リスクマップのところでございます。水色と

か黄色とか内水浸水する可能性のあるところが出

ている状況でございます。これ赤丸で示してある

ところが、TwitterとかYouTubeとかで一般の人が

投稿しているやつを見るとこういったところが具

体的に道路が浸水して自動車が立ち往生している

とか、そういった映像が出ていますので、あなが

ち外れてないのかなという感じです。 

 これのいいところは雨が降るということだけで

はなくて、どの幹線道路が浸水しやすいのかとか、

そういったことがわかることで実際に車で移動し

ないといけないとき、こっちの幹線道路はちょっ

とあれだなということでこっちから回っていくか

とか、そういった浸水を避けるという形でのつき

合い方ができることになりますので、こういった
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情報もうまく使って生活していくのがいいのかな

と。 

 

 これは今年の４月の石垣市の浸水の図ですね。 

 

 私のほうからは今お話ししたように、台風ある

いは豪雨そういったものもなかなか避けるという

ことはできませんので、どういうふうにうまくつ

き合っていくか。そういったことでは台風や豪雨

の非常に多い沖縄では今まで先人たちがやってき

た生活習慣とか、そういったものと最新の技術を

使ってうまく台風、豪雨ともつき合っていくとい

うことを、その常襲地帯の沖縄から全国に発信す

ればいいのではないかと考えます。以上でござい

ます。ありがとうございました。 

 

◆コーディネーター 戸田◆  

 田村様、どうもありがとうございます。 

 それでは最後に大石先生、よろしくお願いしま

す。 

  

◆パネリスト 大石◆  

 私のほうからは、今までの先生方のお話いただ

いた内容やそれ以外のことである程度まとめに入

るような形で、最後を戸田先生のまとめにつなが

ればと思って用意しているものです。 

 

 今までの先生方はリアルタイム情報、今Riskma

の話、それから沖縄県さんからは河川情報の話な

どがありましたし、気象台さんからは警報の予報

や危険度分布についての話というものがあったわ

けですが、そういうものを統合して自分たちの身

や財産を守るということを知っていく時代になっ

てきているなと、その中で沖縄は先進的な役割を

担えるポジションにあるのではないかなと、そう

いうお話をさせていただきたいと思っています。 

 まず災害発生のときには現場に行くというのが

非常に難しい、あるいは危険を伴うというような

ことがこれまでのお話からもわかったと思うので、

やはりセンサー技術というか、外から測定すると

いうことは大事だと思います。 

 沖縄では先ほどの私の動画もあったように、情

報通信研究機構(NICT)さんが沖縄にレーダーを幾

つもつけて最先端のレーダー観測を行ってきてい

ます。これはもう10年ぐらい前の今ＸRAIN(Ｘバン

ドMPレーダ雨量情報)とか言っている先駆けのＣ

バンドのマルチパラメータートップラレーダーで

すね。こちらはNICTの研究員さんです。今は本土

でもそんなに数がないですね。フェイズドアレイ

レーダーというものをつけて観測しているので、

観測状況でいえば割とたくさんある。実験的にで

すが、たくさんあるわけです。 

 それから、もっと宇宙の遠くから見るというこ

とでいうと人工衛星があって、現在の人工衛星は

非常に解像度がよくなっていって、もう500ｍメッ

シュで見ることができるようになっているので、

こういった赤土の流出といったものも人工衛星か

らも見ることができるようになってきつつある時

代です。 
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 そういったデータを集めて必要な人に必要なよ

うに提供するということが大事だと思いますが、

国土交通省はi-constractin事業というものをし

ておりまして、それでi-constractinというのは建

設に情報(ICT)を入れましょうという動きなんで

すけれども、上空写真や車で測定したレーザーの

情報などを一括して集めて使えるようにしましょ

うということをしています。 

 こちらは車で集めたレーザーでデータをばばば

ばばーっと取ると三次元点群データという位置の

情報になるんですが、その位置の情報で作成され

たいわゆるデジタル模型と現場の実際の写真です

けれども、非常によくわかった。現場の写真では

標高とかはわからないんですが、こちらの三次元

点群データとかはもうミリ単位で標高も出ていま

すし、亀裂面などがあればそこもきちんと出ると

いう、そういったICTの活用ということ。 

 それから、それを集めるデータアーカイブとい

う発想ですね。データアーカイブそのものはもう

前からあるんですが、使えるということを目標し

たデータアーカイブです。 

 

 さらに想定外ということをなくすためにはシミ

ュレーションということが大事になってきて、話

の中でもありましたように、今後起きるような類

似台風ではない気候データを使ったシミュレーシ

ョンなども重要だと思います。 

 沖縄のほうでも赤土流出抑制システム研究会さ

んがこのように土壌流出の再現結果をホームペー

ジで公開されていますが、こういったことをやっ

て、そういう雨が降るとどうなるのかということ

があらかじめわかっていれば、対策もとりやすい

ということです。 

 

 沖縄の方々は田村さんのお話にもあったように、

既に台風事例などを多数経験されておられること

から、脳の中に、あるいは極端な言い方をすると

遺伝子レベルで常に適切な対処ができ上がってい

るような状態です。それは私たちの本土の慣れて

ない人間からすると、自然にタイムラインを理解

しているということに、言葉として表現させてい

ただいてもいいかと思います。 

 そういったものは実際にはそれを教育しようと

思うと、データや理論からシミュレーションやGIS

データベースなどを通してつくっていかないとい

けないんですが、既にこちらは持っているような

ところではどういう観点、住民目線の観点、ある

いは行政の方々の目線の観点ということで、適切

なデータベースのあり方とか、そういったことを

教えていただきたいなと思うわけです。それらは

恐らく対話の中で理解できるものではないかなと

思うところであります。 

ですので、私は最後にみんなで力を合わせて、

成果というのは実は科学的知見だけではなくて、

暗黙知のようなものをどういった形で公開してい

くのかというようなところ、それからそれをデジ

タル化したりデータベース化するというようなこ 

とで、いわゆるサイエンスのほう、あるいはテク

ノロジーのほうができてきた、こういったことが

あるんだけれども使えないというのではなくて、

個人個人の目線に合ったものにできる。そういう
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時代が来るというふうに信じて発表を終わらせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

 

 

◆コーディネーター 戸田◆ 

 大石先生、どうもありがとうございました。 

 すみません。私の進行がまずくて、残り３分ぐ

らいしかなくなってしまったんですが、せっかく

の機会なのでフロアのほうからご意見、ご質問と

かあれば少し受けたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 よろしいでしょうか。この分科会でご報告いた

だいた内容は、この後全体討論会の中でご報告さ

せていただきます。やはり小さな流域に強い雨が

降って、雨から流域、川、海がもう一体となって

いる沖縄では、この分科会のテーマとした水防災

とか土砂管理に関しては、それの最先端の技術が

展開されている場だと言えます。 

 あと、最後大石先生にもまとめていただきまし

たけれども、いろいろなものを統合して問題に取

り組まないといけないのに対して、先人からのと

いうか、もうそういうものだと思って最初から受

け入れて取り組まれているところがあるのかなと。

それはツールの面でいえばセンサーからデータベ

ース、シミュレーションみたいなものの統合もあ

りますし、あるいは最初に言った流域を統合して

管理するということもありますし、河川管理の現

場でもハードとソフトを統合して、さらにそこに

気象情報を組み込んで総動員したソフト対策みた

いなイメージを展開している最前線の場かなと思

います。 

 やはり最先端の水防災技術を発信していくトッ

プランナーの役割を沖縄が持っていると思うので

すが、その一番根っこのところには先人から受け

継いできた水のつき合い方というものが、沖縄で

の統合した水とのつき合い方を支えている基礎に

あるのかなと感じたところです。 

 それでは、またメイン会場に戻らないといけな

いこともありますので、最後討議の時間がとれな

くて申しわけなかったですけれども、これで第１

分科会を終わりにしたいと思います。長い時間ど

うもありがとうございました。 

 

 

◆司会者◆  

 パネリストの皆様、コーディネーターの戸田様、

そして分科会にご参加いただきました皆様に今一

度拍手をお願いいたします。 

 以上をもちまして、第１分科会を終了とさせて

いただきます。長時間にわたりご参加いただきま

してありがとうございました。 

 この後３時よりタイムスホールにおきまして、

特別講演並びに全体会議を行います。休憩時間は

20分ほどありますので、どうぞご参加ください。

ありがとうございました。 
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         「水と人とのやさしい関係」 
 

  

コーディネーター 神谷  大介 土木学会西部支部沖縄会幹事 琉球大学准教授 

    パ ネ リ ス ト   外間  慎仁 ふくらしゃや自然体験塾代表 

             新垣  哲  沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所長 

             佐久本 浩志 沖縄テレビ報道制作局報道部 

             池村  浩明 漫湖水鳥・湿地センター 

テーマ別分科会 

第２分科会 
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◆司会者◆ 

 それでは、皆様お待たせいたしました。 

 ただいまより「第22回水シンポジウム2017 in 

おきなわ」テーマ別分科会(第２分科会)を始めさ

せていただきます。私、第２分科会の司会を務め

ます仲原和香乃と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、テーマは「水と人とのやさしい関係」

です。 

 では、パネリストをご紹介いたします。 

 

 ふくらしゃや自然体験塾代表 外間慎仁様です。

沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所長 新垣

哲様です。沖縄テレビ報道制作局報道部 佐久本浩

志様です。漫湖水鳥・湿地センター 池村浩明様で

す。続きまして、コーディネーターをご紹介いた

します。琉球大学准教授 神谷大介様です。では、

質疑応答を含めまして２時間ほどのディスカッシ

ョンになります。長い時間になりますが、皆様ど

うぞおつき合いください。 

 それでは、神谷様よろしくお願いいたします。 

 

◆コーディネーター 神谷◆  

  
皆さんこんにちは。ただいまご紹介にあずかり

ました琉球大学の神谷でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 第２分科会ですけども、タイトル「水と人とのや

さしい関係」ということで、最初私のほうからこの

第２分科会で何を議論したいのかということを話し

させていただいて、その後４名の方々にプレゼンを

していただき、その後、まとめてのディスカッショ

ン及び質疑を行っていきたいと思います。 

 

 この第２分科会のほうで話をしたいこと、そもそ

もの問題意識の部分でもあるんですけれども、私た

ちが生活している上で、必ず水の恵みというのは享

受して成立していますよと。それは、例えば水道で

あったりとか、かんがい用水、農業用水であったり

とか、直接的に水を利用するということだけではな

くて、河川とかその生態系の恵み、利用価値、非利

用価値、例えば観光としての利用、レクレーション

としての利用であるとか、今の言葉では生態系サー

ビスのような話もありますけども、そういった直接

的だけではなくて間接的な利用というのも受けなが

ら我々の生活はしてますよと。 

 特に、例えば水道のような水供給をシステムとし

て捉えますと、水供給システムの入力というのは雨

です。雨がシステムのインプットですので、それ自

体がすごく不安定なものです。また、気候変動等に

よってそれ自体がさらに不安定になる可能性がある。

その不安定な雨、降水に対して、システムを安定化

する。例えばダムで水をためることによって安定化

をしてますと、安定的に水を供給できるようにして

ますと。そのようにして図っているんですけども、

もちろん自然の水の流れ、水循環のシステムに、人

工的な例えばダムをつくったり、取水堰をつくった

りというものをつくるということは、ことの大小は

あるんですけども、やっぱり河川の生態系であった

りとか、そういったものに影響を及ぼしているのも

事実でしょう。 

その中で、河川の価値は社会の変化にとって変

化しますよと。例えば30年前の沖縄においては、

多分水を安定的に供給するというのが一番の命題

だったと思います。ただ、この平成６年からずっ
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と給水制限なしで、水が安定的に供給されている。

そうなったときに、今はどうかと言うと、安定的

に水を供給されることが当たり前になっていると

いう意味で、多分価値認識というのが低下してき

ているんだろうと。 

 一方で、30年前には、例えば河川を観光資源と

して使おうという話はなかったんです。それが今

いろんな川でレクレーションとして利用されてい

る。観光資源として利用されている。観光資源と

しての価値は向上してきているでしょう。それは

川の姿が変わっただけじゃなくて、社会とのあり

方によって価値というのは変わってきてますよと。 

 ただ、観光資源とか、水資源というように、河

川や水辺を資源として捉えるのであるならば、適

切な管理を行わなければ、例えば経済学でいう共

有地の悲劇のように、誰かが好き勝手に使ってし

まうと、その価値がなくなってしまったりとか、

もしくはその資源自体がなくなってしまったりす

る。そういったことは経済学の中で明らかになっ

ている話ですし、それは言い方を変えると、個別

の最適化ではなくて、全体として、島社会として、

沖縄本島として、沖縄社会としてどのようなあり

方が望ましいのかということを考えていきたい。 

 この分科会では、島嶼の河川を、特に社会的な

価値、人から水辺、川とか水というものを見つめ

直してよりよい方向にとか、あり方というものに

ついて議論をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

 このあたり後ほど新垣さんの話で出てくると思

いますけど、1981年から82年にかけて326日渇水と

いう形で、日本最長の給水制限、一番ひどいとき

は36時間断水というようなことを経験したこの島

です。それが、ずっとダム開発、水資源開発、海

水淡水化もありますけど、そういうことが行われ

ることによって、水は安定的に供給されるように

なりました。 

 

 平成26年には連続給水20年を迎えますという形

で、企業局のほうでシンポジウムをされたりとか

というのもあります。 

 ただ一方で、この赤の線で書いているのが利水

容量、ダムにためられる容量ですけども、実際の

貯水量、国のダムと県のダムを全部足し合わせた

ものの日データを全部入れているんですけど、昔

給水制限したときよりも貯水量が下がったことは

実はあるんです。 

 私自身2003年に沖縄に来て、2004年３月に来週

の何曜日から給水制限をしますという話が新聞に

載っていました。結局直前の雨で回避されました

けど、同じようにやっぱり給水制限の可能性があ

るぐらい貯水量が下がったことというのもありま

す。なので、結果的には安定給水はされてますけ

れども、まだ安定的に、心配せずに生活できる社

会かというと、そうじゃないのかもしれません。 

 

 その水はどこから来ているのかと。ポンチ絵的

に書いてますけど、簡単にいうとやんばるのほう

からずっと水を運んで、中南部で使ってますと。

そのやんばるで取った水というものを、人口１人

当たりで直すと恩納村が圧倒的に使ってます。 

これは理由は簡単で、人口は少ないけど、多く

の観光客がホテルに泊まってますね。そこで使っ

ている水。なので１人当たりと直すと、恩納村が

ものすごく水を使ってます。 
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 ただ、総量でいうともちろん那覇市が一番水を

使っているところです。 

 
 なので、水供給とあわせると、水源地が北部で、

その水で中南部の経済活動とか生活というのを支

えているという構造が見えると思います。この構

造の中で、一生懸命水資源開発であるとかそうい

ったことをして、安定的に供給することができる

ようになりました。 

 水資源開発だけではなくて、農地の整備であっ

たりとか、その他のいろんな開発行為によって失

ったものはあります。 

沖縄で一番シンボリックなものというものは、多

分リュウキュウアユだと思います。今沖縄にいる

リュウキュウアユは奄美大島から持ってきたもの

ですけれども、リュウキュウアユ自体、昔１つの

報告ではこの赤い河川にはリュウキュウアユはい

ましたと。 で、奥川の方に聞くと、昔は堆肥に

するぐらいリュウキュウアユがいたと言われる方

もいらっしゃいましたけど、そのリュウキュウア

ユ自体がいなくなりました。 

 ただ、その中でも残された自然環境として、１

つはマングローブ。河口に広がるマングローブが

あるでしょうと。これは、先ほど申し上げたよう

に、30年前にはあんまり価値として認識されてま

せんでしたけども、今では慶佐次であるとか億首

川、本日来ていただいている外間さんのほうは億

首川のほうで自然体験塾という形でエコツアーを

されています。 

 
 その残された環境資源、河川環境が観光資源と

しても利用されてますし、また今回漫湖の湿地セ

ンターのほうから池村さんに来ていただいてます

けども、今ある漫湖の自然環境というものを学び



 

- 75 - 

 

の場として利用されていたりですとか、ＥＳＤ(持

続可能な環境教育)という形で環境教育の場とし

ても使ってますよと。すなわち観光資源でもあり、

教育の資源としても活用されていると。 

ここで議論したいことというのは、先ほど個別

の最適化ではなくて全体として議論をしたいとい

う話を申し上げましたけど、観光資源としてだけ

川を見るとか、水資源としてだけ見るとか、教育

の資源としてだけ見るという話ではなくて、全体

としての枠組みで議論としたい。 

 

 特に観光資源と水供給、ジレンマのような構造

を持っている部分も、そういう見方もできます。

ただ観光客がいっぱい来てくれるから、そのため

には水供給も必要だし、そのための観光資源を守

るという話はもちろんこの島の経済を支える上で

は重要です。 

 その中で、どうやってこのジレンマ構造をなく

しながら、価値をお互い高めていくのかというこ

とを議論していきたい。そのベースとなる部分が、

やっぱり教育とか、コミュニケーションというも

のがあるでしょうと。教育とコミュニケーション

を通して、社会的な合意形成であるとか、それは

考え方の基盤であったり、世論の形成というもの

も下地に入ってくると思います。物事の考え方、

もちろん水の流れとか、そういうことを理解して

いないと、例えばヤンバルから水が来ているとい

うことをやっぱり理解してもらわないといけない

部分はあるでしょう。 

 そういったことで、１つはface･to･faceコミュ

ニケーションという形で、池村さんのほうからは

漫湖の湿地センターのほうで今取り組まれている

内容ですとか、ＯＴＶの佐久本さんのほうからは、

マスコミュニケーションとして、皆さんご存じだ

と思いますけれども、河川・環境シリーズという

形でずっと続けてきてこられた、マスコミ、Face 

to Face Communication、その両方の面からこれま

での取り組みであるとか、今後どういったことが

必要なのかということを議論していただきたいと

いうことで、今回この順番でお話をしていただく

のですが、まず最初に、実際に河川を観光資源と

して利用されている外間さんのほうから、観光資

源としての河川の利用であるとか、これまでの取

り組み、利用するだけではなくて、保全ですとか

そういった取り組みもされてますので、そういっ

た話についてご紹介いただき、次に北部ダム統合

管理事務所の新垣様のほうから、ダム管理者、水

を安定供給をするという話、それから、もう一方

で生態系であるとか、環境の保全であるとか、そ

ういったことの取り組みについてご紹介いただき

たいと思います。 

その次に、漫湖の水鳥・湿地センターの池村様

のほうから、先ほど申し上げたface･to･faceのコ

ミュニケーションとして、今実際にセンターで取

り組まれている事柄等について紹介していただく

とともに、最後に沖縄テレビの佐久本様のほうか

ら、マスコミとして特に河川・環境シリーズ等を

通して皆さんに伝えていってこられたことについ

てご紹介いただこうというふうに思っております。

大体、それぞれ15分ずつぐらいご紹介の時間をい

ただこうと思ってます。 

 最初に、外間さんからご紹介よろしくお願いい

たします。 

 

◆パネリスト 外間◆  

 皆さんこんにちは。私のほうから観光資源とい

う立場でお話をさせていただきたいと思います。 

 沖縄県の金武町というちょうど真ん中の部分で

ありますけども、今日隣にいらっしゃる所長を含

め、金武町の金武ダムというダムがあるんですけ

ど、その下で億首川のマングローブ林を活用した

観光資源ということで、ツアーの代表をしていま

す外間といいます。 
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 今日は活動報告をやってくれということですの

で、15分程度ではありますけども、ちょっと活動

報告をさせていただきたいと思います。 

 
 平成16年に億首川というところで「地元４青年

がエコツー会社」ということで書かれているんで

すけど、地域の活性化とそのマングローブ林を使

ったエコツアー会社を平成16年に立ち上げて、今

は平成29年ですので約13年活動を続けています。

活動のきっかけが、地元にある資源、このマング

ローブを活用しながら若者の定住する職場づくり

ができないかということで、それをきっかけにつ

くりました。 

 というのは、金武町では建設会社が多くて、４

月から10月ぐらいまでになると本土に行って、若

者たちが定住できる職場がないということだった

ので、年間を通してこの若者たちに職場がつくれ

ないかということで発案して、どうせこの地域に

ある資源なので、みんなで活用しながらつくって

いこうということで平成16年に立ち上げました。 

 

 展開としては、最初は県内の小学校を中心に、

こうやってエコツーリズムを展開したわけなんで

すけど、特に水辺、今日は水がテーマになってい

るんですけど、ここに川がありますが、この川は

実は皆さんご存じのとおり干潮、満潮がありまし

て、大体６時間ぐらいが水がある状況で、満潮の

ときしかカヌーが浮かべられないということで、

その時間帯を活用してカヌーをやっています。 

 今日のテーマである水の大切さというのは、こ

の水がなければカヌーが浮かべられないというこ

ともありますので、その辺は重々承知していると

いうか、大切だなというふうに思っています。最

近では砂です。土砂が少しずつ堆積が見られるの

で、だんだん水の量が減ってきているのかなとい

うことで定点観測も含めて活動をしています。 

 

この写真は、子どもたちにちょうど水辺の生き物

を教えているところです。これは12年前の自分だと

思うんですけど。ここは日本でも野鳥がよく見られ

るところで、その水辺の近くに水田が広がっていて、

野鳥がたくさん見られる地域でもあります。 

 

 これは、この水辺の環境をよくしようというこ

とで地元の子どもたちと清掃活動をやっていると

ころです。億首川清掃ということでこれに載りま

した。 

 やる中で、やっぱりこのふくらしゃや自然体験

塾というのは、自分を含めた青年がつくった会社

でしたので、ちょっとやっぱり手詰まりがあって、

大変厳しい経営状況の中、やっぱりこれはまちぐ

るみでやれないかということで、平成16年にふく

らしゃやが立ち上がって、その２年後にＮＰＯ雄



 

- 77 - 

 

飛ツーリズムネットワークということで、当時の

区長さんにお願いをして理事長になってもらって

ＮＰＯを立ち上げました。 

 

 これが新聞に載りまして、いろいろこれからま

た大きな展開をやろうということでやりました。

そのときに、これから新聞に出るんですけど、ま

ちぐるみで施設をつくろうということで活動して

います。 

 

 一番そのときに大事にしているのが、水も大事

なんですけど、人材育成というか、やっぱり人が

伝えるということで、その辺が一番大事なのかな

ということで、人が自然の宝庫、金武の魅力を伝

えるということで、人の大事さというのが必要だ

なということを痛感しています。これも載りまし

た。 

 
 今では１万人、当初つくったときには、月５名と

か６名だったんですけど、今では、皆さんもわかる

方もいらっしゃると思うんですけど、ネイチャーみ

らい館という施設があるんですけど、そこを含めた

活動拠点にされたＮＰＯを含めて１万人がマングロ

ーブを活用したところでやっております。 

 

 これが当時のネイチャーみらい館の落成式の状

況です。 

 先ほど話をした平成18年にＮＰＯをつくってま

ちぐるみでやろうということで、ネイチャーみら

い館も巻き込んだ取り組みができて、ネイチャー

みらい館で、３万人と書かれてますけども、今で

は５～６万人の観光客が来ています。 

 

その中で、これがカヌーの取り組み状況で、水も

使うんですけど、田んぼで子どもたちを体験させ

たり、この舞台というのが川辺、水辺に舞台を設

置して当初はやりました。 

 ということで、水に接してやる活動というのが、

川辺などで特に多いので、その水を活用した自然

体験プログラムをよくやっております。 
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 これも一緒です。カヌー体験と泥んこ体験。こ

の泥んこ体験も今では相当県内でも人気があって、

ゴールデンウィークなんかは、田んぼフェスタと

いうことで、子どもたち含めたくさんの来場者が

来ています。 

 

 景観シンポジウムということで、水も含む水田

地帯の周りの景観を守っていこうということで、

当初年に一度景観を考えるシンポジウムというこ

とでやっていたので、そのシンポジウムのおかげ

で、このダムも含む金武町の周りの環境がだいぶ

よくなりまして、子どもたちが絵に描くようにな

りましたので、やっぱりこういう教育というか、

シンポジウムを通してやるのも大事なのかなとい

うことを思っています。自然界活動をやっている

ので、この方、マツダ先生にも評価を受けて新聞

に載りました。 

 

 最近では、この億首川の環境をどういうふうに

伝えるかということで、水辺も含めて、その中で

生きている生き物を子どもたちに見せるというこ

とで、億首川の自然ハンドブックということで、

教育委員会と連携をして発刊、そのときに神谷先

生を含む先生方にお手伝いいただいて、ハゼのハ

ンドブックを作成しております。 

 

 これもこれから11月17日、宣伝も含めてなんで

すが、マングローブ林の保全と活用ということで、

これがマングローブの全体図ですが、これまでモ

ニタリングをやったところ赤いのでチェックした

り、あとは自分たちでだいぶ劣化してきているマ

ングローブ林を掘り起こして、人が手を入れない

ともうだめな部分を環境活動としてやっています。 

 

 今回、特に保全と活用についてはこれまで５年

間ずっと金武ダムを含むこの自然環境、周りの環

境が変わりつつある。また、ダムをつくることに

よって、水の流れが下のマングローブに及ぼさな

いかとか、そういうのがあるので、５年間ずっと

モニタリングをやって、このマングローブ林の健

康状態を地元の現場でやっています。そういった

活動をやっています。 

 これからは、こういった保全も含めて、ダムか

ら出てくる水の量とかも含めて見ながら、エコツ

アー活動が未来の子どもたちにつなげられるよう

な活動ができればなというふうに思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 観光資源という立場から紹介してくれというこ

とでしたので、自分のほうからは活動紹介を含め

て説明をさせていただきました。ありがとうござ

います。 
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◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございました。今実際に、河川を使

って観光を行っておられる外間さんのほうからご

紹介いただきましたけども、その中でも少しダム

の話が出てきますけれども、次に北部ダム統合管

理事務所の新垣様のほうからご紹介のほうをよろ

しくお願いいたします。 

 

◆パネリスト 新垣◆  

新垣です。よろしくお願いします。私のほうか

ら４つの柱で報告したいと思います。 

まず１点目が、これまでダム事業という観点で、

復帰以降のダム開発の経緯と給水制限の関係。２

点目が、ダム開発に伴う環境への影響に対する保

全対策。それから３点目として、ダム事業と並行

して行っているダムツーリズムの取り組みと４点

目として、やんばるの河川環境教育の取り組み。

この４つの視点から説明したいと思います。 

 これは給水制限を扱った報道記事です。若い人

はあまりわからないと思いますが、復帰前からこ

ういう状態が毎年のように起こり、24時間隔日断

水あるいは時間給水制限が行われ、復帰後しばら

く続いていました。 

 復帰に当たって最大の課題の１つが、水資源の

安定供給であり、沖振法に基づいて国交大臣みず

から河川管理を行いダムを建設してきました。 

 

 これは、神谷先生が示したものと同じですが、

昭和47年の本土復帰から現在までの給水制限の記

録とダム建設の経緯、それから年間降水量をあら

わしたものです。沖縄振興計画は10年単位で策定

されますので、この10年ごとの枠組みで説明しま

す。下の棒グラフが給水制限の日数をあらわして

ます。一番長いのが昭和56年から昭和57年にかけ

て、連続326日の給水制限を行ったことを示してい

ます。上の棒グラフが年間の降水量、青の線が平

均降水量でございます。多い年で3,000mmを超え、

少ない年は1,000mm少ししか降ってなく、年間降水

量の変動が激しいことがわかります。 

 昭和47年から昭和56年までの10年間でございま

すが、その間に福地ダムと新川ダムができており

ます。この10年間で給水制限を行ったのが９年。

わずか1年だけ給水制限を免れてます。ほぼ毎年の

ように給水制限が行われました。先ほどの報道記

事で示したのがこのような給水制限です。 

 昭和57年から始まる次の10年間は、７年間で給

水制限が実施され、若干減りました。その間にで

きたのが、安波、普久川、それから辺野喜の３ダ

ム、累計５ダムができました。通常北部５ダムと

言ってまが、この北部５ダムは地下トンネルで全

て結んでおります。 

 平成４年から始まる次の10年間の給水制限は、

わずか２年間だけで大幅に減りました。平成６年

を最後に現在まで給水制限は行っておりません。

ダムについては、北部５ダムに続き、漢那、倉敷、

羽地の３ダムと、現在までに大保と金武ダムがで

きました。合計10ダムの建設を行ってきたところ

です。 

 

 沖縄本島のダムは、北部に集中しているのは皆さ

んご存じかと思いますが、その理由を説明します。 

まず、沖縄全体で言えることなのですが、年間

降水量は、先ほども説明しましたが年較差が大き

い。それから年間のなかでも、梅雨と台風時期に

集中することより月較差も大きい。非常に不安定

な降雨条件です。 

 それから地形、地質の特徴ですが、南北に細長

く直線距離が南北約110kmほど、幅は平均で10km

少しでございます。この細長い島で、山岳は北部

の方に集中し河川が発達しております。地質が南

部よりだいぶ古いのがその理由です。北部に比べ
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て中南部は低平、あるいは丘陵地になっています。 

 河川の特徴は、北部の山岳地帯が島の軸方向に

脊梁山脈を形成しておりますので、必然的に河川

はそれを源流として太平洋と東シナ海の東西に流

れます。これは河川の流路延長が非常に短く、流

路勾配が非常に急であることを示しております。

先ほど説明しました降雨特性と相まって、河川は

流況が非常に不安定という特徴を持っております。 

 それから社会的特性ですが、沖縄は人口密度が

高く全国平均の約３倍ございます。中南部は政令

指定都市並みの規模をもっています。そのため１

人当たりの水資源量は年間降水量が多いにもかか

わらず、全国平均の約半分ほどしかございません。 

 以上のことから沖縄は水資源を取り巻く環境は 

非常に不利な状況にありますが、地形、地質など

比較的条件のよい北部の方にダムが集中するとい

うのはそのような理由からでございます。 

 それから一昨年の国勢調査によりますと、沖縄

は全国一の人口増加率でございます。沖縄本島で

はその人口の９割が集中している中南部の方に北

部の水を送っている状況で、「北水南送」という独

特の述語で呼ばれています。最近はあまり聴きま

せんが、ダム建設を北部で集中して行っていたこ

ろは、地域間格差の代名詞としてよく使われてい

ました。 

  

この北部と中南部の地域間格差を具体的に見ま

すと、これは沖縄本島の市町村を北から順に並べ

たもので、左側に人口動態を示してます。北部の

特に３村の流出が続き、中南部が増加しているこ

とがわかります。人口増加率は日本一ですが域内

では水源地域の北部が減少しているということで

ございます。右側の市町村別の給水量は、当然で

すが人口の多い中南部の都市部が多いことが一目

でわります。棒グラフの赤色の着色部分は、自己

水源で簡易水道による給水量を示しており、北部

に集中しています。企業局による給水と比べて、

給水量が少なく、給水区域も分散しておりますの

で、非常に効率が悪く、財政を圧迫する要因の１

つでございます。真ん中の基準財政収入額もこれ

までと同様な傾向を示しております。以上のこと

から、人口、経済が集中する中南部に貴重な北部

の水を送るという「北水南送」の状況が具体的に

わかると思います。 

 
 次は、沖縄のダム建設の特徴です。先ほど水資

源開発を行うに当たってだいぶ不利な条件を説明

しましたが、地形及び地質的な制約の中、やんば

るの貴重な自然環境のなかでダム建設を進めるわ

けですから、極力ダムは少ない中でうまく効率よ

く水資源開発を行うことが必要となり、いろいろ

工夫をしながら事業を進めております。 

沖縄の水需要量と水源割合の変化です。昭和47

年の復帰時点の総取水量が約23万トンが、現在で

は44万トンと倍以近く増えております。さらに特

徴的なものは、水源の割合が河川水と地下水にほ

とんど依存し、特に河川水は５割以上を占めてい

ました。現在では河川水がわずか1割程度です。そ

れを補っているのがダムによる安定水源で、約7、

8割ほど占めるようになりました。先ほど神谷先生

がご説明をした、水供給システムにおける入力条

件である不安定な降水をダムにより安定化を図っ

ているということでございます。 

これは北部5ダムの利水縦断図です。一番北にあ

る辺野喜ダムが標高が高く、そこから地下の導水

トンネルを通じて普久川ダムと合せ、容量の大き

い安波ダムにためます。これが安波ダム系列の３

ダム。それから福地ダムは、同じくトンネルを通

じて新川ダムから入ってくる水をためます。この2

つの大きな安波ダムダムと福地ダムをうまく運用

することによって、５ダム全体を1つのダムのよう
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に連携して運用を行ってます。５ダム個別運用し

た場合には、一方のダムからあふれ無駄になりま

す。それを防ぐため、導水トンネルで結んで統合

運用を行い安定化を図っているといくことです。

ダムからあふれるときは、全ダム一緒にあふれる

ことになります。 

次に、平成23年度から管理を開始した大保ダム

は、大保川以外からの河川水も大保ダムに導水す

ることより安定化を図ってます。企業局が国頭村

と大宜味村の８河川から取水した河川水を、導水

管をとおして大保ダムに入れ込んでいます。 

それから、全水源の供給体制ですが、沖縄本島

の水源は、沖縄総合事務局が管理する９ダム以外

に、県と企業局の倉敷ダムなど、それから企業局

の河川と地下水取水と海水淡水化施設がございま

す。これらの全水源を統合的に管理して、各水源

の優先使用と給水量を決めております。簡単に紹

介しますと、まず最初は、一番不安定な河川水と

地下水を先使いし、不足分をダムで給水していく

という方法です。これは毎週木曜日に水源を管理

している3者で調整しながら決めております。 

 

 次は生態系保全対策でございます。ダムを建設

を進めるに当たって、生物分野の専門家で構成す

る「ダム事業に係る生物調査委員会」を昭和62年

に設置しております。これはダム建設に伴う環境

への影響を緩和する目的で、その保全対策を行う

に当たって意見を聞く場として設置しており、そ

の審議に基づいて各種の保全対策を実施してきま

した。 

委員会は、順次発展的に展開しており、調査の

範囲拡大やより専門的な調査への取り組み、それ

から専門部会を設置したりしてきました。ノグチ

ゲラの保全対策をなどを扱う貴重鳥類部会、先ほ

ども説明がありました億首川のマングローブ対策

部会、それから貯水池の水環境部会などです。 

それから、建設から管理に引き継いだ後は、現

在も実施してますが、フォローアップ委員会に引

き継いで、モニタリングや事後調査を実施してい

るところでございます。 

 これは、これまで実施してきた保全対策の事例

です。大保ダムにおける人工営巣木におるノグチ

ゲラ保全対策、マングースの北上防止のフェンス

設置、ダム堤体への魚道の設置は、漢那ダムを始

め、倉敷、羽地、大保ダムで、甲殻類やハゼ類を

対象とした匍匐性の魚道を設置しています。これ

は漢那ダムの湿地ビオトープで、建設以前の湿地

環境を拡大し、人工的に常に一定の水位を保つよ

うに設置したものです。それから沖縄本島で絶滅

したリュウキュウアユのダム湖への復元です。 

 
 ここから個々の対策の具体例を紹介します。先

ほど触れたリュウキュウアユでございますが、こ

れは沖縄島ですでに絶滅しておりまして、奄美の

アユが現在ダム湖の中で生息しています。平成に

入る前後から活動してますが、まず名護市の源河

区の区民が｢源河川にアユを呼び戻す会｣を立ち上

げ源河川の再生を中心に活動を始め、それから、

琉大の学者及び専門家チームでつくっております

「リュウキュウアユを蘇生させる会」、行政機関と

して名護市と北部ダム事務所。この4者でそれぞれ
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の役割に応じて取り組んできました。リュウキュ

ウアユの種苗生産、や河川への放流活動、ダム湖

への放流や陸封化などです。ダム湖への定着は成

功したのですが、河川への放流による定着が難し

い状況です。アユは一年魚で毎年世代をつないで

いきますが、福地ダムで観測したリュウキュウア

ユは毎年安定的に生息しているというのがこのグ

ラフから確認できます。 

 

これはマングースの対策です。環境省と沖縄県

で北上防止対策を行ってますが、ダム事務所では

それ以前から取り組んでました。塩屋湾と福地ダ

ム及び平良湾を結ぶＳＦラインが狭窄部になって

おりまして、マングースの北上を防止する効率の

よい場所になっております。そのライン上にある

大保ダムに沖縄県と協力して北上防止フェンスを

設置しました。また、これに先立って平成４年あ

たりから、マングースの分布や捕食生物を確認す

るためのわなによる捕獲調査も実施しています。 

 

 これは、ノグチゲラ保全対策の取り組みです。

大保ダムはノグチゲラ生息域の南限にあたります

ので、ダム建設による森林伐採で、その生息環境

が損なわれます。ノグチゲラの営巣適木は樹齢 40

年以上の大径木といわれており、工事の伐採木か

ら営巣適木を選定し、巣穴を掘りやすいように加

工して、これを小径木にくくりつけ設置するもの

です。この写真が人工営巣木に実際に営巣した状

況です。 

さて、沖縄総合事務局ではこれまで 10ダムを建

設し、当面のダム建設事業は完了いたしました。

最後のダムが金武ダムで、平成 25年度に完成して

おります。その金武ダムの完成を契機に、平成 26

年に「沖縄北部ダム湖サミット」を開催しており

まして、ダム所在の市町村長、受益地を代表して

うるま市長、それから観光関連団体や NPO法人等

が集まりまして、ダム湖サミット宣言を発表しま

した。 

 

 サミット宣言は３点ございまして、１つ目が「や

んばるの貴重な自然は沖縄の宝であり、本島にお

ける貴重な水源地でもあることから、県民全体で

森を守り、水を守ることが重要。」、２つ目が「水

源地やんばるの自然やダム湖の魅力を活かした活

動を通じて、森や水の大切さを広く認識してもら

えるように努力。」、３つ目が「ダムの存在する北

部地域の連携のみならず、中南部地域との交流・

連携を促進。」 
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このダム湖サミット宣言に基づきまして、これま

で取り組んできたダムツーリズムを、体系的に整理

づけて効率的な活動を展開しているわけでござい

ます。これまではツアーの主体者である各プレーヤ

ーが、個々で実施してきたわけですが、例えばダム

管理者は、ダム堤体見学や資料館、それから環境学

習会など。ダムが所在する地域のNPO法人は、先ほ

ど報告した外間さんもそうですが、例えば福地ダム

の湖面遊覧、安波ダムでのカヌーや、大保ダムのノ

ルディックスキーなどです。こういった個々の取り

組みを協力しあって連携して取り組んでいこうと

いう方向に進んだわけでございます。 

 それから、ダム管理者及び地域のNPOが連携・協

力することには限界があり、JATA（日本旅行業協会）

の沖縄支部のメンバーと協議を重ねてきてるんで

すが、もっと地域を広げて周辺の観光資源との連携

も必要ではないかということで、新たな取り組みも

始めております。 

 

 ここから具体事例を紹介します。これはダム周

辺でNPO法人が実施している活動実績でございま

す。福地ダムのゴンミキ号による湖面遊覧、安波

ダムのジャングルカヌー体験、大保ダムのノルデ

ィックスキーなどです。サミット宣言以降、各ダ

ム平均2,000人以上の利用者がいます。  

 

また、JATA（日本旅行業協会）との意見交換会

を踏まえ、県内の旅行業者と連携し、ダムやダム

周辺の観光施設を組み込んだツアー商品を開発し

実施しています。これはそのツアーのパンフレッ

トですが、平成27年から取り組んでおり、これま

での実績はツアー回数が33回、800人あまりの参加

者がいました。ツアーの特徴は、日帰りバスツア

ーで、他の観光施設との組み合わせのツアーです。

例えば国頭村の大石林山や、宜野座村のイチゴ狩

りなどです。 

 
 これは、今年初めて取り組んだ興味のある事例

です。当事務所で管理してる９つのダムを全部回

って台紙にスタンプを押しますと、プレミアムム

カードがもらえるというマニア向けのスタンプラ

リーでございます。 

今年の４月から半年限定で始めたのですが、当

初９ダム達成者が皆目見当がつかない状況で、所

内ではせいぜい20～30人くらい達成者がいればい

い方かなと考えてたんですが、９月までの結果で

は当初の予想の約10倍280名の達成者がいてびっ

くりしている状況です。現在まだ実施中で参加者

は1,400人ほどいます。だいぶ人気が高いものです

から、10月から第2弾として継続しています。 

280名の達成者のアンケート結果では、地元北部

の参加者は１割弱で、中南部が６割弱、県外から

４割弱という結果でした。地元北部より中南部が

多いことは予想していましたが、県外から割と多

く参加していることも当初の想定外でした。 

次に環境教育ですが、やんばるの貴重な自然の

中でダムを建設しますので、環境保全対策とあわ

せて、 やんばるの自然環境及び生物の生態などを

楽しく学べるような活動を行っています。ダム事

業者だけではできませんので、生物の専門家に手

伝っていただいて取り組んでいる状況でございま

す。 
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 これは「夏休み親子ダム環境体験学習会」の様

子です。毎年夏休みに実施している取り組みで、

今年も８月に県内各地から親子120名が参加して

羽地ダムで実施しました。 

 これも毎年取り組んでいるもので、小学校の社

会科見学です。小学校4年生の社会科の単元で、「水

はどこから」というテーマがございまして、今年

は那覇市内の3つの小学校から230人ほど参加して

いただき、羽地ダムと漢那ダムで10月に実施しま

した。 

 

 これは毎年実施しているダムまつりのプログラ

ムの1つとして、「ダム環境体験ツアー」として実

施しているもので、各ダムでこのような状況で実

施しています。 

 

これは、ダム管理者が独自で取り組んでいるメ

ニューでございますが、ダムの施設や資料館など

を案内しております。平成 25年のダム湖サミット

宣言の前では、1,000 人少しの案内人数でしたが、

サミット宣言後現在では約 2,500 人ほどに増えて

おります。資料館も同じように増えている状況で

す。 

 これまで、事務所の取り組み及び地域の NPO法

人や旅行会社と連携した取り組み状況を紹介させ

ていただきました。どうもご静聴ありがとうござ

いました。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございました。今、安定給水の話か

ら生態系、ダムツーリズムから教育とご紹介いた

だいたんですけれども、一番最初の開会の挨拶の

ときに、菊地次長のほうから、この冬と梅雨のと

きにおもしろい話があったよと、43年で初めてと
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いう話があったと。ついでにちょっとだけ、多分

この続きがあると思いますので、今ご紹介いただ

けたら。 

 

◆パネリスト 新垣◆ 

 昨年の10月から今年の6月にかけて非常にまれ

な現象が起こりました。今年の４月末にはダムの

貯水率が低下し、給水制限に入るのではないかと

心配されたところです。神谷先生の冒頭のお話で

もありましたが、沖縄にこられた直後の平成16年

に給水制限に入る様な報道があり、社会的問題に

なっていたという話だと思いますが、まさに今年

の4月もそのような状況にありましたので紹介し

ます。 

 
 上の図は貯水率の変化を示しています。昨年9

月12日の9ダムの貯水率は、ほぼ満水に近い98.5％

あったのが、少雨の影響でどんどん下がり、今年

の5月3日には最低の44.6％まで下がりました。過

去の給水制限を実施したときは、大体貯水率が7

割ぐらいで実施しており、今回それを下回ったわ

けです。そういうことで今年もだいぶ心配された

のですが、その後のわずか5月、6月の2カ月の梅雨

で貯水率が無事回復しました。これも珍しいんで

すが、ダムからあふれることなくちょうど満水に

近い98.9％までＶ字回復したという現象が起こり

ました。 

 この状況を分析したのが次のグラフです。ダム

管理開始以降43年間でございますが、この43年間

の中で過去一番少ない744mmの降雨量を記録し、そ

れが原因で貯水率が44.6％まで下がりました。こ

れが一気に2カ月で満水近くまで回復するのです

が、今度は逆に、5月、6月の降雨が過去最大を記

録したことによるものです。つまり過去最小と最

大の降雨がこの1年間で起こったわけです。それぞ

れの現象で言うと、少なくとも40分の1ほどの確率

で起こる自然現象が連続して起こったということ

で、非常にまれな現象でございました。 

 こういうまれな自然現象とダムの貯水率の推移

について、ダムのストック効果という観点でまと

めたのが下のほうでございます。 

 まず①番目、沖縄本島で最後に給水制限を行っ

たのが平成6年で、このときは6ダム体制でござい

ましたが、貯水率が7割を切る67.5％で給水制限を

開始し、貯水率が回復する3月1日までの31日間給

水制限をしております。 

 今年の状況で同じ貯水率になったら、当時のダ

ムの体制であれば当然給水制限になっていただろ

うと考えられるわけで、現在9ダム体制なのでそこ

までに至らなかったのですが、仮に6ダム体制だと

仮定すれば今年の1月24日には給水制限に入り、5

月3日に回復するまでの間、約100日ぐらいの給水

制限を実施していたのではないかということです。 

 それから②番目ですが、5月、6月の降雨が記録

的な大雨ということでしたが、これが平年並みの

降雨であったとしても、やはり給水制限に入って

いた可能性があったということです。ダム貯水量

は、各月ごとに安全領域というのを決めてまして、

通常の梅雨の平均的な雨量であれば、貯水量が安

全領域から外れて危険領域にはいる可能性があっ

たことを示してます。 

 ストック効果の③番目と④番目ですが、５月、

６月の記録的な降雨は、ほぼ全量効率的にダムに

ため込むことができました。現在9ダム体制ですが、

6ダムですと当然これだけためられるポケットは

ありませんので、下流に流れて行くことになりま

す。 

以上が、去年から今年にかけて、まれな気象現

象が発生したことと、それに対して、ダムのスト

ック効果が顕著に発現できたとう事例の紹介です。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 どうもありがとうございました。最初のご挨拶

のときに話があったので、少し続けて話題提供い

ただけたらと思って、今お願いしました。 

 新垣さんの最初のほうで話がありましたけれど

も、ダムツーリズムという話と、環境教育という

話になりますけども、環境教育という視点から、

漫湖水鳥・湿地センターのほうで今取り組まれて

いる内容について、池村様のほうからご紹介いた

だけたらと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 
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◆パネリスト 池村◆ 

 今ご紹介にあずかりました、私漫湖水鳥・湿地

センターに勤めております池村と申します。ふだ

ん子どもに向かって話す機会が多いですので、今

日みたいな場で大人の方々に話しする機会は余り

ありませんので、内心すごく緊張しておりますが、

ぜひ最後まで話を聞いていただければなと思って

おります。 

 
 今回、つながりが生む地域愛着というテーマで、

我々センターの役割と目指すものを環境教育の観

点から皆様にご紹介できたらなと思っております。 

  

まず、皆様に私のほうから１つ質問があるんです

けれども、皆さんは自分の地域に愛着はありますか

ということです。こういうふうに尋ねられたときに、

まず皆さん、自分の頭の中でどの地域をイメージさ

れるでしょうか。 

 この「地域に愛着を持つ」というのは、実は環境

を守っていくという上で非常に重要な条件となっ

ておりまして、我々センターでは、地域への愛着を

育むことで環境保全を担う人材を育てていくとい

うところを、最終的なゴール地点と定めて取り組ん

でいます。 

 ですので、今日これから紹介する話を踏まえなが

ら、皆様それぞれ自分の地域のことにも少し思いを

はせながら聞いていただければと思っております。 

 

簡単にセンターを紹介したいと思います。場所

はこのタイムスホールからすぐ近くにありますが、

実際、足を運んだことがないという方もこの中に

も大勢いらっしゃると思います。センターは2003

年に環境省によって設立されました。現在、この

LEGOでつくられたセンターの前に立っている３名

の職員が働いております。私はそのうちの1名です。 

 このセンターは４つの目的を実現するために設

立されました。現在、年間約３万人程度の利用者

がいますが、そのうちの約８割が豊見城市、那覇

市という地域の利用者になっています。そういう

意味でもセンターは地域に根差した施設というこ

とが言えると思います。 

  

この４つの目的、後で触れますが、簡単にいうと、

センターは水鳥と湿地と人とをつなぐ場所という

コンセプトで活動を行っております。 

 センターが実現する４つの目的なんですけども、

１つは漫湖に関する情報の収集、それから発信施

設としての拠点、それから自然との触れ合いや環

境教育の拠点としての機能、３番目に人材交流及

び人材育成の場としての機能、４番目に漫湖に関

する調査研究の拠点施設としての機能、この４つ

の目的を実現するためにできた施設ですが、先ほ

どの水鳥と湿地と人とをつなぐ場所の「つなぐ」



 

- 87 - 

 

という部分の中身になる部分です。 

 この４つの目的を実現するために、我々さまざ

まな取り組みを行っていますが、今日はその中で

も、つながりというテーマで３つ具体的な活動を

紹介したいと思います。  

その前に、今回環境教育の観点からということ

でお話がありましたので、センターがそういうコ

ンセプトの中、取り組みを行う中で、主に環境教

育を取り巻く背景であったり、あと沖縄の河川を

扱う場合にセンターとして意識していることを、

２つのテーマで少し触れたいと思います。 

 まず環境教育を取り巻く現状ということで、環

境教育の話をするとまた話が長くなってしまいま

すので、現在どういう状況かというのを、センタ

ーを利用する子どもたち、あるいは大人の方の反

応を見ながら、センターのほうで感じたことを踏

まえて説明したいと思います。 

  

まず１つ、子どもたちの自然離れが大きな問題に

なっているんじゃないかなと思います。これは、「自

然を守ろうと言い過ぎる前に」と書いてありますが、

自然を守るために、先ほども愛着を持つということ

は非常に重要という話をしました。その愛着を持つ

ためには幼少期に十分な自然体験が必要になって

きます。その自然体験を通して、地域の自然がどう

いう環境なのか、そこにどういう生き物が暮らして

いるのかというのを正しく知っていないと、単に自

然を守ろうという呼びかけを子どもたちに行って

も、その守るべき自然を知らないと、かえって自然

嫌いな子どもたちを生んでしまったりとか、自然か

ら距離をとってしまうというような懸念が、いろい

ろな研究者のもとで新たにわかってきたこととし

て挙げられると思います。 

 もう１つ、知識と実体験の乖離とありますが、

「やんばるの自然は大事、でも身近な自然は」と

ありますが、メディアの発展やインターネットの

普及などによって、情報は検索すれば手に取るよ

うにわかるような時代になりました。学校教育の

現場でも、環境教育というと、どうしてもやんば

るの自然であったり、あとは世界各国で取り上げ

られている環境問題などを題材として授業を行う

ことはあるので、子どもたちもやんばるの自然は

大事というのはすごくよくわかっています。 

 ただ一方で、ふだん学校に通う通学路であった

り、遊んでいる公園に生えている植物だったりと

か、そこで採取する昆虫などについてどれくらい

知ってるかというと、ほとんどの子が余りよく理

解していません。そういったことで、知識として

入ってくる情報と、子どもたちが実体験として得

る経験に大きな隔たりが起きてきているというの

も、自然保護の大切さが叫ばれる一方でこういう

現象も起きているということも危惧されています。 

 この２点から少し悪いニュースとして、身近な

自然への関心が薄れ、守るべき地域の自然が失わ

れているんじゃないかと言えると思います。 

 一方で新たな教育の流れとして、先ほどから言

葉が出てきていますが、持続可能な社会を実現す

るためにあちこちでいろいろな教育の取り組みが

行われてきています。特にＥＳＤやアクティブラ

ーニングなど関係性や主体性を軸にした教育、こ

ういった観点はこれから説明するセンターの取り

組みでも非常に重要視している点であります。 

  
背景２として、沖縄の河川の特徴とありますが、

すごくシンプルに言うとすると、沖縄の河川は先

ほどからの説明にあるとおり、極端に短く傾斜が

急ということで、山に降った雨の水はそのまま海

へ流れてしまう。そういった治水の観点から、中

南部では特に河川の改修工事が進んで、都会の中

では至るところがコンクリートの三面張りの川に

なってしまいましたが、そういうところから、川

というより、どちらかというと用水路という印象

が強くなっているように思われます。 
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 私自身、今回のテーマである「水と人とのやさし

い関係」というところで最初にイメージしたのが、

金八先生のドラマのオープニングに流れてくる河

川敷の土手を金八先生が歩いて、河川敷ではランニ

ングしている方がいたり、野球をしてる少年がいた

りという、ああいうイメージを持ったんですけれど

も、どちらかというと沖縄は、そういうイメージは

なかなか、子どもだけにとどまらず大人の方も持ち

にくいのではないかと思っています。 

 そういうところで、悪いニュースとして河川の

環境の連続性や流域という概念がイメージしにく

い状況になっていると言えると思います。 

 その中でも、生き残った河川環境は沖縄は至る

所にありますが、漫湖もそういう豊かな河川生態

系が維持されている場所ということになります。 

 ここで言えることは、残された河川環境を利用

して、私たちは地域の自然を知る身近な教育資源

として活用しています。 

  

それぞれの背景を整理すると、「つながりの喪

失」という軸に対して、私たちは新たに「つなが

りの創出」をする取り組みを行っている施設と言

えると思います。今回はこのつながりの創出につ

いて、具体的に紹介していきたいと思いますが、

つながりをキーワードにこれから３つの実践を紹

介したいと思っています。 

 

 １つ目が聞き取りプロジェクトということで、

地域を知る大先輩の話を聞こう。それから総合学

習の授業、地域の自然に触れる機会を増やそう。

最後に、漫湖みんなで水族館、地域の自然を正し

く理解しよう。この３つの実践を紹介しつつ、最

後のほうでまとめとして、センターの役割と、今

後目指すものについて話題提供できればと思って

おります。 

 

 まず、実践事例、聞き取りプロジェクトなんで

すけれども、実は漫湖もある時点で一旦人と水と

の接点が失われてしまった場所であります。この

写真は1970年代後半の漫湖の様子ですけれども、

手前のほうに大きなタイヤのごみであったりとか、

流れついたごみ袋であったりとか、いろんなごみ

がたまっている様子が映し出されていますが、

1980年代後半には、漫湖は全国でもワースト５に

入るくらい河川の環境というのが悪化した時代が

あります。 

 その時代を隔てて、実は今の世代でいうと60代

以上の人たちと30代以下の人たちの間の世代が、

全くこの漫湖の河川環境のことを知らないという

世代が生まれてしまいました。 

 なので、こういった一旦接点が失われた場所で、

我々は新たな接点を生み出そうとしているわけで

すが、今漫湖の環境にはマングローブ林も形成さ

れていますが、このマングローブ林ももともと自

然にあった環境ではなくて、接点が失われた時代、

この汚れた環境を取り戻すために、一部実験的に

マングローブの植樹というものが行われました。

この植樹が行われたのは1991年です。それ以降急

激にマングローブが拡大してしまいまして、今は

マングローブの管理というのが、漫湖の保全の大

きな目的になっております。 
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 こういう接点が失われてしまうと、どういった

悲劇が起きるかということなんですけど、まず１

つ目に無関心になってしまうということです。要

は水とかかわらなくても暮らしていける。そこの

水資源、水を供給される以前に、そこでとれる恵

みを食べるとか、そこで遊ぶとか、そういったこ

とをしなくても別に困らない。なので、徐々に徐々

に地域の河川というものに対して関心が薄れてい

ってしまう。そうなるとどうなるかというと、そ

の自然について全く知らないということが起きて

しまうわけです。 

 今朝も沖縄タイムスの新聞に掲載されましたが、

漫湖、豊崎で絶滅危惧種のハゼが発見されたとい

う話題がありましたが、そういう絶滅危惧種の存

在であったりとか、沖縄は特に外来種の問題もと

ても大きな問題ですけど、よそから入ってきた生

き物に対しても、それがもともとそこにいた生き

物なのか、それとも外からやってきた生き物なの

かということに対しても、もうわからなくなって

しまうわけです。そうなると、最終的にそこの環

境が、埋立工事であったり、汚れた排水を川に流

してしまうことによる水質汚染など、そういった

我々の暮らしの中で出る影響というものに対して

も、自然に対して無責任になってしまう。 

 こういう悪循環に陥ってしまうと、もう修復は

かなり困難になってくるということが、我々セン

ターの取り組みを通していろいろわかってきたこ

とがありました。なので、そうなる前に、地域の

方の記憶に眠る生活文化やそこの地理的情報など

を残すことはとても重要ということで、この聞き

取りプロジェクトをスタートしました。 

 

 世界湿地の日が毎年２月２日に設定されてます

が、それに合わせてこれまでも企画展をやってい

ましたが、その企画展を聞き取りプロジェクトと

いうことに置きかえまして、地域の人や文化に光

を当てるプロジェクトをスタートさせました。そ

れが2010年です。 

 それから、今年に至るまでさまざまな地域の方を

お招きし、あるいは私どものほうが出向いて聞き取

りを行ってきましたが、そうして得た情報を写真展

にして来館者に情報発信したり、あとはそこで聞い

た、実際に昔食べていたであろう漫湖の干潟の生き

物を私たちのほうで捕って、実際に食べてみようと

いうような企画展をやったりして、もう一度接点を

つくる試みをしております。その中で、地域の方々

から写真であったり、映像であったり、いろいろな

情報が集まるようになりました。 

 地域の聞き取りプロジェクトは、地域に眠る

人々の記憶や声を記録し、今と昔の暮らしのつな

がりを未来へ伝承していくという狙いがあります。

その中でメリットとしては、世代間の交流が促進

されるということと、地域にいる人たちの参加意

識が芽生えて、活動により積極的になる。また、

我々も気づいていないような地域の新たな人材や
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価値に出会えるといったことが挙げられると思い

ます。 

 ただ課題もいくつかありまして、そうやって集

まってきた情報を実際に活用できる資料としてま

だ整理できていないという現状がありまして、そ

ういったところへの着手、それから実際にそのプ

ロジェクトを持続させていくための人手が圧倒的

に足りていないという課題があります。ただ、こ

ういう聞き取りプロジェクト等、河川環境の賢明

な利用のあり方を探る有効的な手段だと言えると

思います。 

 

 次に総合学習の授業があります。これは昨年度の

実績になりますが、保育園、幼稚園、高校生まで含

めて年間約 148校、延べ 6,129 名の子どもたちが総

合学習の一環でセンターを利用しました。実際ここ

の写真に紹介しているとおり、施設内の見学にとど

まらず、実際に泥干潟に入って、そこに暮らす生き

物たちを自分たちで捕まえて、間近に感じ取っても

らおうというのがこの総合学習です。 

 

 総合学習の大きな狙いとしては２つです。後で

最後にまとめますけれども、漫湖の自然を思い切

り体感してもらう。それから学習という機会です

ので、ただ体験してもらうだけではなくて、その

機会を通じて流域をイメージさせる工夫をとって

います。 

 その根っこにあるものとしては、先ほどから述

べてるとおり圧倒的な体験不足、これは子どもだ

けではなくて、大人にも言えることではないかと。 

 自由に遊べる自然がないということで、その場

所もそういった機会も意図的につくらなくてはい

けなくなってしまったという背景があります。 

 具体的にどういう授業をしてるかというところ

で、簡単に資料をいくつか紹介したいと思います

が、これもセンターにあるイラストですけれども、

こういうイラストを使って、生き物だけではなく

て水もぐるぐる回りながらつながっているんです

よという説明もしますけど、子どもたちに山と海

は川をつたってつながっているという話をしても、

なかなか 100％理解しているかというと、はてな

マークがつくような場面も見受けられます。 

 この絵を通して何を伝えているかというと、水

は高いところから低いところへ流れるよという基

本的なことを、まずみんなで共有するわけです。

水は高いところから低いところへ流れる。大人は

もう当たり前の事実かもしれませんが、子どもを

そういうところを入り口として流域という説明を
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すると、割とすんなり聞き入れてくれます。その

後の学習の進度が全然変わってきます。こういう

イラストを通してそういう水の流れであったり、

流域というのをイメージさせたり、あとは環境の

連続性という話もありましたが、陸から海につな

がるに当たってどういう環境がつながっているの

かというのも、導入でイラストを見せながら、最

初に事前学習でしておくと、その後の体験学習で

あったり、事後学習の内容が深まります。 

 そういったことが総合学習を通してセンターの

ほうでわかってきたことですので、今後はこれを

もう少し具体的なプログラムとして落とし込めて

いけたらなと思ってますが、まず前提として流域

をイメージさせる。それは、学習で利用している

からという背景はありますが、まずはいっぱいこ

の漫湖の自然を体験してもらうというのが、その

総合学習の大きな目的になっています。 

 この総合学習の狙いは、先ほども言いましたが、

流域というつながりをイメージさせるということ

です。それを知識だけではなくて、体験を積み重

ねてイメージしてもらう工夫をするということで

す。そうすることで、初めて他人事であった自然

が、自分事の問題として置きかえられるようにな

るわけです。そうしないと、いくら上流域の子ど

もたちを呼んで漫湖で学習をしても、結局学校に

帰ってしまうと、漫湖で体験した学習というのは

非日常のどちらかというとアトラクションのよう

な位置づけになってしまって、その後の日常の中

で問題意識として学習の中で取り組んでいけない

ということがありますので、いかに他人事から自

分事へと意識の変化を促せるか、そこが重要にな

ってくると思います。 

 このメリットとしては、子どもが大人を連れ

てくる。これはどういうことかというと、先ほ

ど漫湖との接点が切れてしまった世代があると

いう話もしましたが、ちょうど今の子どもたち

の親御さんに当たる世代がその世代になります。

なので、漫湖で体験学習をするとか、学校で漫

湖に行くというと、その親たちは「えっ、なん

であんな汚いところで勉強するの」とか、「そこ

に生き物がいるの」と言われたという子どもが

たくさんいます。 

 子どもたちは実際に学校の授業で来て、そこ

に生き物がたくさんいるということを知るわけ

です。そうすると、おうちに帰って子どもがそ

ういう話をすると、本当にそうなのということ

で、休日を利用して保護者の方を連れて、２回、

３回と足を運ぶような子どもたちが増えてきま

す。 

 そうすることで、大人も自分が子どものころ

と全然違うとか、驚きを得て、「今こういうふう

な環境になってるんだ。じゃあ守らなくちゃい

けないね」というようなところまでイメージが

膨らむようになります。 

 また、地域の小中学校では、放課後の新たな

過ごし方ということで、今でも学童とか、そう

いった子どもたちの放課後を見守る施設という

のはありますが、センターのような環境教育を

主とする施設でも、そういった放課後の利用と

して、もっと積極的に地域の子どもたちだけで

はなくて、自治会とか子ども会に開放すること

も、日常の中で自然に触れる、自然について考

えるという意味ではすごくメリットのあること

だと思いますので、そういったところが生まれ

つつあるというのもいい点かなと思っています。 

 ただ、課題としては、中高生の利用がまだ少

ないという点が挙げられます。どうしてもこの

世代に入ってくると、受験であったりとか、部

活であったりとか、いろいろと学校教育以外の

時間の利用というのがかなり極端化していきま

すので、自然の中で時間を過ごすという機会が

どうしても少なくなってしまいます。 

 それと、小学校での総合学習の受け入れに対

しても、まだまだ単発の利用で、先ほども言っ

たみたいに、非日常的な環境で学習をするアト

ラクション的な要素がまだ強くて、それを１年

間じっくり時間を使って学習の中で何度もセン

ターを訪れて理解を深めていくというところの

カリキュラムまでは、まだ学校と連携してつく

れていませんので、そういった課題がまだ残さ
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れています。 

 ただ、この総合学習の授業を通して、地域の

自然に愛着を持ち、自然観を養う機会として取

り組んでいます。 

 

 最後に、「漫湖みんなで水族館」という取り組み

についてですが、これも漫湖の水の中にいる生き

物たちを多くの人に知ってもらいたいというのが

きっかけでした。干潟の生き物であったり、マン

グローブであったりというのは、施設に来て併設

されている木道という遊歩道を歩くと自分でも観

察できますけども、水の中というのはやはりなか

なか難しいですので、こういった企画展を通して

水の中の貴重な生き物を知ってもらうというのが

スタートでした。 

 今年で７年目を迎えるんですけれども、７年目

を迎えた今年、単なる普及啓発の企画展から魚類

に関する市民調査として発展しました。これはど

ういうことかというと、こういう企画展をして、

漫湖にこれだけの貴重な魚類が暮らしてるという

ことが徐々に地域の方たちに知れ渡っていくと、

「実は今までセンターに来たことがなかったけど、

よく漫湖で釣りをしてるんだよ」とか、「魚が好き

でとって育てているんだよ」とか、そういった方

たちもセンターに足を運ぶようになりました。 

 逆に今度はこういう人たちを取り込んで、漫湖

の魚類を守っていくために定点的な調査をしたり、

保全するための環境整備とか、そういったものに

携わってくれる人材としてうまく協力体制を築け

ないかということで、今年からそういう市民調査

をスタートさせております。下のほうに今年の様

子を紹介してありますが、実際に採取した魚の同

定の仕方であったりとか、それを資料として残す

上での記録のとり方であったりとか、そういった

ものを実際に、魚を採取するところから記録へ残

すところまでを統計的に研修を積み重ねて、最終

的な市民調査の人材育成というところを目指して

います。 

 この漫湖水族館はこういうポスターも配布して

まして、今地域の居酒屋さんだったりとか、動物

病院であったりとか、あと市内の小中学校には全

て掲示してもらっていますが、水族館という企画

展を通して得た情報をこういった形でアウトプッ

トすることで、さまざまな場所で地域の自然の普

及啓発活動を行っていますが、それを支えてくれ

たのはセンターの職員だけではなくて、琉球大学、

それからＯＩＳＴのハゼを研究している方々の存

在がありまして、そういった方々が本来個人の研

究の場所として漫湖をフィールドとして利用して

いたのですが、それがセンターの企画展の「漫湖

みんなで水族館」という機会を通して、日ごろ得

た知識や技能を地域の方に還元できないかという

協力をこちらから呼びかけたところ、快く快諾い

ただいて、このような企画展が実現できていると

いう背景があります。 

 

 この「漫湖みんなで水族館」の狙いといたしま

しては、魚が好きという共通項を用いて、知識と
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経験がつながる場をつくるということです。今説

明したとおり、本来大学に通って得られる専門知

識が、こういう機会を通して市民の方たちにも還

元される。そうやって得た技能とか知識というの

は、その自然を守っていくためにも必要な能力に

なっていくだろうと言えると思います。 

 そういった形で市民を巻き込むことで、保全に

かかる予算というのも必要最小限に抑えられるの

ではないかと考えています。というのは、もとも

と好きでやっていることですので、釣りをしたり、

魚をとったりするついでに、そこの生き物につい

て調べてまとめるという、少し言葉は悪いかもし

れませんが、ついでに自然を守るという意味では、

利用しながら守るといううまい保全のあり方とい

うのを模索できないかなということで、今この水

族館を通して取り組んでいるところであります。 

 ただ課題としては、琉球大学、ＯＩＳＴだけで

はなくて、一番近い沖縄大学とか、そういった県

内の各大学との連携であったりとか、それをうま

くマニュアル化して運営をしていく。今言ったよ

うな理想はあるんですけれども、そもそも施設が

フィールドとしてのキャパシティーの問題があり

ますので、そういったところをどう改善していく

かという課題は残っています。 

 ただ、今３つの実践を紹介する中で見えてきた

ものとしましては、やはり漫湖という河川環境を

保全・再生しつつ賢明な利用をしていくためには

どうすればいいかというのを並行して行っている

ということ。それから土台となる教育であったり

交流、それから普及啓発といったものは、スイー

パーという言葉でもあらわされますが、総合学習

であったり、そのほかのセンターの取り組みを通

して実践を行っているということです。 

 実はこの３つの実践というのは、ラムサール条

約の掲げる３つの柱になるわけです。ラムサール

条約というのは、水鳥たちにとって重要な湿地、

飛来地を守るための条約ですけども、その条約に

漫湖は 1999 年に登録されております。 

 それから清掃活動であったり、普及啓発活動と

いうのは、これまでもずっと継続して行われてき

たのですが、改めてセンターの取り組みで整理し

てみると、保全それから利用、教育・交流という

この３つの実践がうまく絡み合いながら行われて

いる場所ではないかなということが言えると思い

ます。賢明な利用に関しては、マングローブの保

全が今一番大きな課題というふうに申し上げまし

たが、伐採をして干潟の維持を試みておりますが、

伐採されたマングローブも細かくして焼却処分さ

れていたものを、うまく資源として活用できない

かということで、地域の方の作家さんとか木工所

などに協力をいただいて、マングローブでできた

製品づくりなどを今協力して開発しているところ

です。 

 もともとマングローブが生えていた沖縄の地域

では、染め物の染料として使われていた文化もあ

りますので、そういった染め物としての利用価値

ももちろんあるんですけれども、マングローブは

実は木材としての価値もすごく高くて、余り大き

くはならないんですけれども、すごく実直で狂い

のない材料ということですから、小さな食器類で

あったりとか、おもちゃであったりとか、そうい

ったものに関しては十分利用価値があると考えて

います。実際、センターでもマングローブででき

た積み木を２階のほうに展示してまして、子ども

たちに触れてもらったりしているところです。 

 

 以上の話から、センターの役割としましては、

自然体験を得られる場所と機会を十分に提供でき

る施設でありたいなというところで、その機会や



 

- 94 - 

 

場所を通じて地域に対する愛着と自然観を育む。

それから、同時に地域の方たちを巻き込みながら、

昔の利用とか価値について情報を集めることで、

賢明な利用のあり方を探ると同時に、人同士の交

流を生む場所でありたいと。生き物が好きという

共通の思いを持った仲間が集い、みんなが参加す

る自然保護のあり方を探る。これが他人事から自

分事へと意識の変化です。 

 そういったことを通して、最終的に水鳥と湿地

と人とをつなぐ場所から、持続可能な社会のあり

方を発信する場所ということを目指して行ってい

ます。 

 最後にもう一度、先ほど私からお伝えしたメッ

セージですけども、「皆さん、自分の地域に愛着は

ありますか」という投げかけを残して、私の説明

を終わりたいと思います。 

 ぜひセンターに遊びに来てください。どうもあ

りがとうございました。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございました。それでは最後ですね。

お昼ご飯を食べて眠くなっているようで、一番後

ろの学生が爆睡してますけれども、最後映像を使

いながらご発表のほうよろしくお願いいたします。 

◆パネリスト 佐久本◆ 

 沖縄テレビの佐久本浩志と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 全国からもたくさんの方がいらっしゃっている

ということなので、これから紹介するＶＴＲは、

沖縄テレビで環境報道キャンペーン企画というこ

とで「河川・環境シリーズ」というものを、実は

1981 年、昭和 56年の 10月から今現在まで続けて

いるんですけれども、こちらのＶＴＲを紹介しな

がらいきたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初は、河川・環境シリーズ「川は、訴える」

という名でスタートしまして、放送開始から今年

で 36年、今は木曜日に隔週で放送しておりまして、

これまでの回数は 1,462 回となっています。これ

まで多くの担当者がかかわったんですけれども、

私自身は４年前からということで、今日は我々の

先輩が撮りだめした映像を一部紹介しながらいき

たいと思います。 

 河川シリーズの原点は、悪臭を放っていた沖縄

の都市河川の現状を浮き彫りにするということか

らスタートしまして、ＯＴＶの取材を通して見つ

めてきた沖縄の河川、各地の住民運動などを紹介

していきたいと思います。 

  

こちらの会場の沖縄タイムスビルからも見えま

す久茂地川です。清流とは、見た目決して言えな

いんですけども、川の汚れもＢＯＤの値も低くて、

大抵の魚がすむことができます。海からサメがさ
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かのぼってくることもあるということなんですけ

ど、こちらの川が河川・環境シリーズの原点でし

た。 

 こちらが 1980 年代です。モノレールも通ってい

ません。ハイビスカスもある感じなんですけど、

川もきれいに見えるんですけれども、当時はやは

り問題がありました。実はにおいがひどかったん

です。 

 私も幼いころ久茂地川の近くに住んでいたので、

近くを通るととても臭かったのを覚えています。

当時環境庁の全国河川のワースト５の汚さという

ことで、市民からは完全に目を背けられた川だっ

たということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地元の小学校にも、汚れた清流、なぜ悪臭を放

つのかをたどっていくシリーズだったんですけれ

ども、画面を引くと、これは何かと言いますと、

何だと思いますか。これは末吉公園内の安謝川な

んですけれども、私たちの先輩の寺田麗子さんな

んですけど、人の背丈をはるかに越える泡が安謝

川の上流のほうにたまっていたと。 

 末吉公園内なんですけれども、これはやはり原

因は住宅地から出される生活排水ということでし

て、久茂地川にも同じように生活排水が川に垂れ

流されているのが現状で、川の水の８割が生活排

水と言われていましたので、いかに人間生活が影

響を与えていたかというところだと思います。 

 

 久茂地川なんですけれども、汚れきった川の浄

化の道を探る中で、沖縄テレビや久茂地川の近隣

住民、那覇市職労などがともにキャンペーンを張

って、1986 年に始まったのが、この久茂地川フェ

スティバルです。 

 川をきれいにするためにはどうすればいいかと

いうことで、最初は川沿いの緑化などが話し合わ

れたそうなんですけれども、あえて汚い川に向き

合うということで、このボートレースが行われま

した。 

 久茂地川の現状を河川・環境シリーズで何度も

取り上げた中で、川をきれいにしようと通り会の

結成などにも結びついて、ときには行政を突き上

げるなど運動の輪は大きく広がっていきました。 

 こうした動きの中で、1980 年には６割未満だっ

た那覇市の下水道の普及率も、このころには徐々

に改善し始めて、生活排水という汚濁のもとが 

徐々に断たれた中で、久茂地川の水も少しきれい

になってきました。 

 最悪のときは環境基準値の７倍から８倍だった

そうなんですけれども、1992 年、この年には環境

基準を下回りました。 

 「30年住んでますけど、きれいになってますよ」

というお話でしたけれども、まさか自分が川に飛

び込む時代が来るとは思わなかったんでしょうね。 

  

河川シリーズなんですが、久茂地川を初め都市

河川についてお伝えしたんですけれども、汚れた

川ではなくて、やんばるのきれいな川を取材しよ

うということで足を延ばしたそうなんですけれど

も、清流だと思い込んだら都市河川に劣らずさま

ざまな問題があったということなんです。 

 先ほど新垣さんもありましたけれども、やんば

るのダム、水のほとんどは北部から南部へ送られ

て、沖縄の水がめと呼ばれているわけですけれど

も、やはり水需要に対応するにはさまざまな弊害

がありました。 

 こちらは辺野喜ダムの建設当時の様子です。ア

メリカ軍の施政権下から本土に復帰して、本土に
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追いつけ追い越せといろんなインフラが進む中で、

このダム建設、そして農地の改良などもあったん

ですけど、その中で赤土の問題というのが非常に

クローズアップされるようになりました。 

 畑が広がって農作物の収量も増えましたし、水

の供給も安定したんですけれども、一方で赤土が

川を通して、いろんな砂防ダムなど施設もあるん

ですけれどもどうしても海まで流れてしまうとい

うことで。 

(ＶＴＲ映像) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さまざまな開発行為が要因となって流れ出す赤

土は、川を赤く染めるだけではなくて、海に流れ

ていきました。山紫水明を誇ったやんばるの景観

もこのように変わっていったわけです。赤土防止

条例が県でできまして、さまざまな大きな開発の

中で、やはり抑える運動というのは続いているわ

けですけど、現状として赤土がまだ流れ出してい

る状況もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして、沖縄と水とのかかわりで言いますと、

沖縄に集中するアメリカ軍基地の存在も無視でき

ません。こちら本島中部嘉手納町ですけれども、

地下水を瓶でくみ上げています。ご存じの方も多

いと思うんですけれども、この水にマッチの火を

近づけていきます。燃えるんですね。嘉手納基地

のジェット燃料がパイプ破損のため地下水脈に流

出するなどして、「燃える井戸水」と呼ばれた事件

で、一度だけではなく何度もありました。住民は

地下水を生活用水として使用できないだけではな

くて、まち全体が地下から爆発するのではないか

という恐怖にもさらされる事態となったそうです。 

  

こちらは北谷浄水場ですけれども、記憶に新し

いところで、去年１月ですが、那覇市など各地に

水を供給するこの北谷浄水場で、国際的に使用が

禁止された有機フッ素化合物が高濃度で検出され

たということがありました。その水源となってる

嘉手納基地内の井戸群と比謝川からも検出されま

して、汚染の原因は嘉手納基地の中からではない

かと考えられています。以前使われていた泡消火

剤に、この有機フッ素化合物が含まれていたとい

うことで、やはり口にする水ということで、県民

の間でも非常に不安が広がりました。この有機フ

ッ素化合物(ＰＦＯＳ)については、現在も全県調

査が進められて、モニタリングが行われています。 

 先ほど久茂地川の取り組みを紹介しましたけれ

ども、同じように比謝川であるとか、天願川であ

るとか、地元の川に目を向けて水に親しもうとい

う動きが非常に活発になったのが 1980 年代、90

年代ということで、比謝川の「ＹＯＵ・遊・比謝

川フェスティバル」も定期的に行われています。 

 36 年分の河川・環境シリーズもかなりの分野に

わたるんですけど、今日は本当に一部だけ紹介さ

せていただきました。川だけではなくて、徐々に

環境の課題が解決される中で、野生生物の姿であ

るとか、また再生可能エネルギーであるとか、分

野を広げながら河川シリーズのほうでは行ってき

ました。こちらは先ほどお話にもあった源河川の

アユの放流です。もっと見せたい映像はたくさん

あるんですけど、これで紹介を終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございました。皆さん、すごく熱心

に話をしていただいて、１人 15分という話だった

んですけど、もうあと 20分しか時間がないんです

けれども、総合討論ということで、ある程度こち
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らでシナリオ的なことを考えたりもしたんですけ

ど、まず皆さんのほうからご質問ですとかご意見

等ございましたら、まずフロアのほうから伺いた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 どなたかに対する質問でもいいですし、皆さん

が経験されたこと、もしくは今後沖縄の川である

とか、そういったものを考える上において、こう

いうことはどうなってるのという話でも構いませ

んけども。ございませんか。 

 そしたら私のほうから少し話をさせていただき

たいんですけども、外間さんのところで億首川で

マングローブカヌーであるとか、実際ふくらしゃ

やさんやＮＰＯのほうも含めて、カヌーだけじゃ

なくて田んぼ泥んこフェスタですか。地域の資源

につなぎながら取り組みをしているという話があ

りましたし、直上にはダムがある中でどういった

仕組みがあるのかなと。 

 それは川というのと、先ほど新垣さんのほうか

らダムツーリズムであったりとか、そういった取

り組みもあったんですけど、ダムツーリズムと今

のエコツアーであるとか、そういったものをつな

いで新たな価値を築くようなことができるのかな

という意味で、例えば新垣さんのほうから、今ま

での沖縄本島でもそうですし、本土でも構いませ

んけど、実際ダムでやられてるツーリズムの話で

あったり、こういった可能性があるんじゃないの

というようなことがございましたら、ご紹介いた

だけたらと思いますけどいかがでしょうか。 

 

◆パネリスト 新垣◆ 

 連携という観点でいうと、私どもダム管理者、

あるいは近隣の NPO活動団体とかそういう単位の

個々の活動というのは当然活動の範囲が限定され

てくると思います。また、効果もそんなに上がら

ない。というのは、私どもダム管理者独自で実施

してきた取り組みは、なかなか効果は薄いなと、

それから地元不在の感じがぬぐえなく、地域活性

化という観点で課題があることは感じていました。

地域をいかに巻き込むかというのが大きな課題に

なってくると思います。 

 億首川の話が出ておりますので、金武ダムの取

り組みの方向性の話をします。金武町の総合計画

では、億首川の下流のギンバル訓練場が返還され、

そこを中心に金武町でいろいろ施設開発を行う計

画があります。沖縄のダムの特徴でもあるんです

けど、ダムが河口にすごく近いということもあり、

金武町の計画でも億首川河口とギンバル訓練場跡

地、それから金武ダムが一体となって、連携して

活用しようという構想をもっています。億首川の

下流から河口にかけては、外間さんの NPOがネイ

チャーみらい館も含めて活動をしてますが、将来

的には下流からダムまでをつげるよう、それぞれ

の活動主体が連携した取り組みを考えて行く方向

だと思います。 

 あと、連携するためにはそれぞれの活動の制約

等いろんな課題があると思いますので、急に展開

するのは難しいかなと思います。また、一昨年か

ら民間の旅行会社と取り組んでますが、周辺の目

玉施設や活動とうまく組み合わせて、その中にダ

ムを入れてもらう様な、そういった展開の仕方が

今後期待できるんじゃないかと思っております。 

  

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございます。外間さんのほうから、

ダムとどうやってつながっていこうかとか億首川

だけじゃなくてほかの河川も含めてでも構わない

んですけれども、お考え等ございましたらよろし

くお願いします。 

 

◆パネリスト 外間◆ 

 ダムに関しては正直申し上げて、当初つくると

きに自然環境が壊れるんじゃないかという懸念が

正直な話、ありました。完成を迎える今となって

は、沖縄の水事情を見る限りはこれは必要な仕組

みなので、それをいかに産業につなげていこうか

ということを常に考えています。 

 金武ダムに関しては、今まだ完成したばかりな

ので、今後はその湖面利用も含む環境整備ができ

て、上流から下流までそういうダムツーリズム、

そしてエコツーリズムが合体したような仕組みづ

くりができないかなと。マイナスで考えるよりは、

もうできてしまったものをいかに使っていくかと

いうことを一生懸命考えることが必要なのかなと

いうふうに思っています。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございます。あとは話を伺いながら、

多分つながるということがキーワードになってき

ているのかなと思ってるんですけど、佐久本さん

のほうで今回ご紹介いただいたのはこれまで取り

上げられた事例ですけども、実際、今までＹＯＵ・

遊・比謝川の話もそうですし、久茂地川の話です
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とか、そういったことを伝えたことによる効果と

言いますか、マスコミだから伝えることができる

部分というのが多分あると思うんですけど、そう

いったところについてお考え等ございましたらよ

ろしくお願いします。 

 

◆パネリスト 佐久本◆ 

 河川・環境シリーズの先輩たちの取材の話の中

からではあるんですけれども、一番最初は久茂地

川というところに焦点を当てたということを紹介

しましたけれども、そもそも余りにも臭いがひど

くて、ふたをしてしまえという声もあったという

ところなんですけど、そこにあえて飛び込むよう

な情熱のある人たちがいらっしゃったということ

で、もちろんすぐ何かが動くわけではなかったと

は思うんですけれども、継続して長く取り組んで

いるうちに、ああいうフェスティバルであるとか、

まつりが開けるようになった。地域の方々もなる

べく川にごみが落ちないように清掃活動をしたり、

そういう取り組みをずっと取材をして発信してい

く中で、ほかの地域の自分たちの地元を流れてる

川というのはどうなんだろうといったときに、や

はり久茂地川に劣らずいろんな環境の問題、畜舎

から汚水がそのまま垂れ流しであったりとか、生

活排水がそのまま流れたり、こういう現状をどう

するべきかというような疑問を持つと言いますか、

目を背けていたものに向き合うことで、これをど

うにかしないといけないという思いが、やはりこ

の久茂地川だけではなくて、先ほど言った比謝川

もそうですし、天願川もそうですし、糸満の報得

川であるとか、自分たちの先輩はきれいな清流だ

ったころを知っている、そういう話は聞いてるん

だけれども、自分たちの記憶の中では見てもこな

かったもの、そういったものに向き合うという気

づきみたいなものが、１つのところを取り上げ続

けることで、そこが伝播していった、ほかの地域

に広がっていった。各地に広がっていったという

意味では、このつながりというのは、沖縄の個別

の問題ではなくて、全体の水環境というものに関

心が向く大きなきっかけになっていったんじゃな

いかなというふうには思います。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございます。実際どこかで活発に活

動されている人が周りの人を引っ張っていくし、

引きつけて、その人に周りの人が関心を持ってい

ってということもありますし、それが実際報道と

いうところでマスコミに取り上げられることによ

って、それが他の川、他の流域へも広がっていく

という形での、いい意味でのスパイラルが働いた

のかなというふうには思います。 

 フロアのほうから何かご意見ございますでしょ

うか。よろしいですか。 

 池村さんのほうで、多分ずっとお話しされたこ

とで、もともとは人と自然、漫湖をつなぐという

話が主たる目的であったと思いますけど、今回話

された内容を聞いていて、ほとんどが人と人をつ

ないでるようなという、例えば大学生と市民であ

ったりという形で、人と人をつないでいって、多

分その場を提供しているという立ち位置になると

思うんですけど、そのときに今プレゼンの中でも

課題等々にも触れていただいたんですけれども、

那覇だからできることであったりとか、もしくは

やんばるのほうとのかかわりとか、やんばるだか

らできることというのも多分あると思うんですけ

ど、今取り組まれていて、次のステップに行こう

としたときに、どういったことができるだろうか

と、今構想されていることとかでお考えの部分が

あれば教えていただけますでしょうか。 

 

◆パネリスト 池村◆  

 実際私の発表の中でもあったとおり、漫湖もや

はり接点が途絶えたというところで、まだ実際に

ここの自然環境をどうやって守っていくのか、ど

ういうふうに利用していくかというのは、実際の

ところ手探りの状況が続いている段階です。 

 ですので、目の前の自然がそういう状況の中で、

やんばるのほうまで話を膨らませて意見を述べる

ことはちょっとできないのですけれども、那覇に

あるというところからいくと、やはり利便性のよ

さというのは１つあると思います。要は暮らしと

の距離が一番近い場所ということが１つ言えるか

なという気がします。 

 その中で、我々は利用をどうやって模索してい

くかという中で、まず人と人とのつながりを今重

点に置いてやっていましたが、その次の展開とし

ては、そういった中で生まれてきたつながりを、

どうやって自然と暮らし、それから人、この３つ

の場がつながっていくかというところを、もうち

ょっと内容を詰めていく段階にあるかなという気

がしています。あとは県外の利用客とかも徐々に

徐々に増えてきましたので、そういった蓄積を観
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光という視点で、我々はまだそこの段階には行っ

ていませんが、環境教育を通して得たものを観光

にどうやってつなげていくかというところも、セ

ンターとしては次のステップとして目指したいな

というところです。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございます。 

 多分そろそろまとめないといけない時間になっ

てきてるんですけど、１つぐらいでしたらお受け

できますけれども。よろしくお願いします。 

 

◆会場◆ 

 いろいろ貴重なお話、どうもありがとうござい

ました。私のほうから１つだけ伺いたいんですけ

ど、最初、神谷先生のほうから、ここ 20年ぐらい

で取水制限がなくなったということで、恐らく新

垣さんのご発表にあるようにダムがいっぱいでき

たおかげだと思うんですけども、とは言え危険は

まだ少しあるというお話もありましたけれども、

ダムはまだこれからもどんどん整備していくよう

な予定があるのかどうかというのが１つ。 

 それから佐久本様のほうで、先ほど赤土の話が

センセーショナルにありましたけど、ダムの建設

とかいうのは、自然破壊とか、いろいろああいう

悪影響というイメージが一般の方には今でもかな

り強いのか、もしくは逆にダムができたおかげで、

さっきおっしゃいましたように安定的な水が供給

されたというイメージのほうが強いのか、その辺

が今後どうするかということにもよるのでしょう

けども、ダムの建設と、自然を守るとか安定的に

水を守っていくという共存という関係でちょっと

興味があったので、どなたかから意見を伺えれば

いいなと思いました。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございます。ダム建設予定について

は新垣さんのほうからお願いします。 

 

◆パネリスト 新垣◆ 

 ダムの建設による水資源の安定供給は復帰以降

の最大の課題の 1つでございました。需要を安定

的に満たすことができるかどうかという観点で言

いますと、これまでのダム建設の効果により、現

時点では、当面は新たなダムはつくらないという

ことで、ダムの建設事務所も閉所しております。 

 今後の話としては、神谷先生からの話もありま

したけど、温暖化による降雨の状況がどう変化す

るのか、供給システムの入力条件が変わってくる

のが 1つあると思います。それから需要量の変化

ですが、観光復興を推進する中で入域客目標

1,000 万人、振興計画の後期見直しで 1,200 万人

の目標を掲げております。それ以上増えることも

当然将来的には可能性としてあり得ると思います。 

 その辺りの観点でいうと、水需給のバランスが

どう変わるのかという予測によっては、供給施設

を検討する必要がでてきます。また、その手段と

してダムの建設や再開発なのか、あるいは他の効

果的な手段なのかという選択肢が出てくるかと思

います。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 あと佐久本さん、県民のダムに対するイメージ

というか認識という部分だと思いますけれども、

実際に報道にかかわられていて、どういった感じ

を受けられてますか。 

 

◆パネリスト 佐久本◆ 

 やっぱり 20年間取水制限がないというのは、特

に今の若い人たちにとって、沖縄で蛇口をひねれ

ば水がすぐ出るという環境のありがたみというの

がわからない人は多いんだろうなと思います。僕

が小学生か中学生のときに最後の取水制限があり

ましたし、住宅の屋根を見てみるとタンクがある

んですけど、あのタンクが何であるのかわからな

かったりとか。各家庭には大きいポリバケツがあ

ったと思うんですけど、今それがあるのかわから

ないんですけれども、まず水に対する認識という

のは、昔、醤油の１滴のように使えと言われた時

代がある中で、今水の価値というものが低くなっ

てるのかなというのがまずあります。 

 その中で、ダムのありがたみというものがわか

らないのですけれども、自然を破壊するものとい

う漠然としたイメージは持っているんですけど、

その自然を破壊してしまう悪なのかというと、自

分たちが享受してる水を確保するためにどうして

も必要なものだったという経過というのが、この

20 年でわからなくなっている部分は大きいので

はないかなというふうに感じています。 

 観光客も 1,000 万人受け入れられるだけの需要

を支えているダムの存在というものを改めて考え

る必要もあると思いますし、先ほど川の話もずっ
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としてたので、関心がなくなってしまうといいま

すか、これまでの経緯を知っておかないと、午前

中のシンポジウムのほうで竹村教授が日本は水が

資源だというふうにおっしゃってたんですけど、

やはりそこは沖縄と本土との違いがあると思いま

すので、今ある水というのがつくられたものであ

るということをしっかり認識して関心を持ってい

かないと、水の大切さ、自然の大切さというのに

は思いがはせられないのかなと思うので、未来に

進むためには、過去どういう経過をたどったのか

で今がある、それを踏まえてしっかり未来につな

げていくような取り組みというのが必要なんじゃ

ないかなと思います。足元の歴史を掘り下げる必

要があると思います。 

 

◆コーディネーター 神谷◆ 

 ありがとうございます。私、2003 年に沖縄に来

まして、その後、大保ダムとかできて、大保ダムを

つくっていることに対して、やっぱり批判的な意見

というのもいっぱいありました。山を壊すという話

ですとか、土砂の土捨て場の話もありました。 

 そういった話がある一方で、私自身こういう水資

源の話にかかわらせてもらったのが、給水制限はも

ちろん嫌だと。ただ一方で、沖縄ってものすごく水

を使う県民でもあるんです。それは北海道が水を使

うのが少なくて沖縄が多いという、シンプルに暑い

ところの人が水を多く使うという話です。 

 もう一方で観光産業というのはものすごい水多

消費産業なんです。製造業は昔水をいっぱい使っ

てたんですけど、製造業のほうは今はほとんど循

環で使うようになって、観光業はものすごく水を

使う産業なんだけれども、それを振興してますよ

と。結局、安定給水が必要だ。でもこれ以上ダム

をつくらないでくれと、僕はすごく矛盾してるな

と思ったんです。その矛盾に関して、座間味でお

ばあさんに聞いた言葉なんですけど、座間味島と

いうのはここから 20 キロ、30 キロぐらいのとこ

ろですけど、しょっちゅう給水制限してましたよ

ね。そこでおばあさんに聞くと、観光客がいっぱ

い来る前はこんなことはなかったと。観光客がい

っぱい来だして給水制限するようになった。ただ、

観光客がいっぱい来るようになって、うちの息子

がこの島で働けるようになった。どっちも事実だ

と思います。 

 その中で、どういう水資源のあり方、今は海水

淡水化施設を一部導入してという形でやられてま

すけど、島というのはすごく敏感に反応するんで

すね。東京都民は東京に降った雨で生活していま

せんで、関東の北のほうで降った雨です。それが

ものすごく小さい社会の中で起きているので、多

分個人の中でジレンマを持ちながら、単一目的で

反対とか賛成とかという話では多分ないんだろう

なと。 

 その意味も含めて、今回テーマとしていろんな

視点から見たときに、どういった方向に持ってい

ったらいいんだろうか。正直、単一のテーマのほ

うが実は最適解のほうにいきやすくて、議論を持

っていきやすかったんですけど、あえて難しい問

題をテーマにあげて、難しいまま回っている部分

があるんですけど。すみません、あともう１分に

なりましたけど、今話を伺っていて、キーワード

は２つなのかなと。 

  

最初の竹村さんの話も含めてなんですけど、今

回話しさせてもらう前から少し打ち合わせさせて

もらったことも含めて、１つは「変化」というキ

ーワード、それは本土復帰から今までずっと、も

ともとの安定給水という話もそうですし、とにか

く本土に働きに行かれてる方もいっぱいいらっし

ゃったという時代から、今沖縄の中でどんどん観

光客が増えてますよと。 

 そうやって社会自体が変わっていって、社会の

問題も変わってきて、川に対する認識が変わって

きましたよという意味の変化。 

 今年の雨の降り方のように、今年の雨の降り方

は気候変動によるものかどうかわかりませんけれ

ども、今後、気候変動によってより不安定化する

であろうということも踏まえた上での降水の変化。

多分誰も予想してなかった急激な観光客の増加。

特にインバウンドに関しては皆さんそうだと思い

ます。あと新垣さんのほうから外来種とか絶滅危

惧種とか、そういった生物種の生態系としての変

化という話。 
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 もう１個は、それらをまとめてというわけじゃ

ないんですけど、例えば 30年前は、先ほどシンボ

リックに見せていただいた水質が悪い、臭い、そ

ういった問題。赤土とか渇水とかいうある意味単

一の課題に対して、解決してこようという取り組

みをずっとしてこられたと思います。 

 それに関しては一定の解決をしてきたのかなと。

もちろん副作用みたいな話はあるんですけども、

それをある程度クリアしてきたのかなと。 

 それに対して次のステップは、多分課題がすご

く複雑化してきて、それに対して本当は総合的な

取り組みという形なんですけど、多分つながるこ

とによって課題解決に持っていくのかなと。 

 

２つ目のキーワードとして「つなぐ」という話を

挙げたんですけども、外間さんの話で、最初会社

でやってみたけど、その後まちぐるみでやらない

といけない。まちぐるみといったら、もちろん役

場という意味でもそうですし、地域という意味も

含めてまちぐるみでやっていきましょうねと。 

 あと余り今回ご紹介なかったんですけれども、

実際５年以上前ですね。徳島大学さんと取り組ま

れて、マングローブ内の土砂の堆積とか浸食とか

を毎月ずっと測られたりですとか、モニタリング

しながらそのマネジメントの話を今検討されてる

と。それをエコツアーのガイドさんだけではなく

て、いろんな外部の人と一緒につながりながらや

っていったりしているわけです。 

 新垣さんの話では、ダムツーリズムの話をＪＡ

ＴＡですかね。ある意味、恐らくダム管理者とそ

この市町村が話ししていても、うまく新たなツア

ーメニューは多分できなかったと思います。そこ

に関してＪＡＴＡという形でツーリスト会社とい

うか、そういうところが入ることによって、ひょ

っとしたら小さな観光資源かもしれないですけど、

それをつなぐことによって１つの新たな、行く価

値のあるレベルのメニューになったのかなと。新

たな価値を創出したのかなと。 

 池村さんの話というのは、先ほど少しお話しさ

せてもらったんですけど、人と自然をつなぐ取り

組みとか、気づいてもらいましょうという取り組

みから、世代間であったりとか、市民と研究者、

研究者といっても大学院生とかという形で、人と

人をつなぐ実践に取り組むことによって課題解決

に向かおうとしてる、もしくは新たな価値を見出

そうとされてる部分であったりですとか、あと佐

久本さんの話は、１つの活動を伝えることによっ

て、ほかの河川で活動を行う人たちを増やしてい

ったりですとか、それが伝播していきますよと。

多分それができるのはフェイス・トゥ・フェイス

では難しくて、マスコミュニケーションだからで

きる場ということだと思います。 

 沖縄の場合、観光というのがキーワードになる

ので、観光業を１個上に据えたときに、一番最初

に申し上げたように、河川というのは水資源を供

給するものであり、観光資源でもありますよと。

それは基盤にありますよと。 

 だからそのベースにある部分として、教育の話

というのが出てきて、ＯＴＶさんでずっと取り組

まれた内容というのは、やっぱり身近な自然であ

るとか、そういったものに気づいてくださいね、

関心を持ってくださいね。 

 昔の環境教育は多分伝えるという話だったんで

すけど、池村さんの話の中で参加という言葉がキ

ーワードとしてありました。参加することによっ

て、実際かかわることによって、伐採マングロー

ブを木工にしましょうという話は、それはある意

味回帰している部分でもあるんですけれども、新

たな価値をもう１回再創出というのか、新たにつ

くり出しましょうと。 

 そういったものが、ＪＡＴＡの話のダムツーリ

ズムもそうなんですけど、参加してつながること

によって、新たな価値をつくり出すという形での

取り組みというのか、言い方を変えると、多分な

多様なステークホルダー、多様な主体がかかわる

ことによって、今まであんまり気づいてなかった

価値というものに対して、今後取り組むことがで

きるのかなと。 

 もちろんその基盤としては、例えば中南部で生

活してる人たちは、やんばるの水を飲んで生活し

てるんですよ。そういう基本的なところの理解と

いうのはもちろん必要なんですけども、それを理

解した上で、その上でお互いの価値を高めていく
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ような、もしくは新たな価値を生み出すような取

り組み、それは小さいものであっても、つなぐこ

とによってある一定の価値を見出す、人を引きつ

けるだけの価値を見出すことができるのかなとい

うふうに感じた次第です。 

 すみません。司会のほうの不手際で時間を超過

しましたけれども、以上をもちまして第２分科会

のほうを終わらせていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。  

あと進行のほうは司会のほうにお返しさせてい

ただきます。 

 
 

◆司会者◆ 

 それでは、これをもちまして第２分科会を終了

とさせていただきます。 

 では皆様、パネリストの皆様、そしてコーディ

ネーターの神谷様、そして分科会にご参加いただ

きました皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたし

ます。 

 ありがとうございました。 

 それでは皆様、長時間にわたりご参加いただき

まして誠にありがとうございました。では、この

後３時より、こちらの会場におきまして特別講演

を行います。それまでのお時間は、ロビーで開催

しておりますパネル展示をぜひご覧ください。 

 それでは、今しばらく皆様この後３時より行い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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「沖縄が実現してくれた夢の豪雨観測 

                        -雲の中を探る-」 
中北 英一 (なかきた えいいち) 氏 

京都⼤学防災研究所教授 

 

特 別 講 演 

1985 年 京都⼤学防災研究所助⼿ 
1991 年 京都⼤学防災研究所助教授 
2000 年 京都⼤学⼤学院⼯学研究科助教授 
2004 年 京都⼤学防災研究所教授 

【受賞歴】 
1993 年 ⼟⽊学会⽔理委員会 ⽔⼯学論⽂奨励賞、2012 年 ⽔⽂・⽔資源学会 学術賞、2016 年 気象学会 岸保賞 

【学会・社会活動】 
・国⼟交通省 社会資本整備審議会 河川分科会委員、気候変動に適応した治⽔対策検討⼩委員会委員、 

河川整備基本⽅針検討⼩委員会委員、近畿地⽅整備局 レーダ⾬量計技術応⽤研究委員会委員⻑ 
・環 境 省 中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等⼩委員会委員、 
・気 象 庁 静⽌衛星データ利⽤技術懇談会委員 
・⼟ ⽊ 学 会 ⽔⼯学委員会 グローカル気候変動適応研究推進⼩委員会幹事
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◆司会者◆ 

 それでは会場の皆様、これより特別講演に入ら

せていただきます。講師は、京都大学防災研究所

教授 中北英一様です。それでは皆様、どうぞ拍手

でお迎えください。 

 では、ご紹介いたしましょう。中北様は、1985

年に京都大学防災研究所助手を皮切りに、京都大

学防災研究所助教授、京都大学大学院工学研究科

助教授を経て、2004年より京都大学防災研究所教

授を務めていらっしゃいます。また、国土交通省

社会資本整備審議会河川分科会委員など、多くの

委員を務めております。 

 本日は、「沖縄が実現してくれた夢の豪雨観測～

雲の中を探る～」をテーマにご講演いただきます。

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

◆中北教授◆ 

 ご丁寧なご紹介、ありがとうございました。 

 皆さん、こんにちは。京都大学の中北と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 今回、実行委員のメンバーでありながら、実行

委員の皆様のほうからこういう機会をいただきま

した。夢というタイトルを掲げさせていただいて

ますが、できるだけその気持ちが伝わるような発

表にしたいと思ってますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 豪雨観測というのは、どういうふうなものをし

ているかという話を先にしながら、この経緯をお

伝えしたいと思います。 

 まず初めにということで、今日お話ししたいこ

とを、時間切れになっても最低限お伝えしておき

たいことというのをまずお話ししたいと思います。 

この１枚目は、皆さんの資料の後ろのほうに挟

んでいるのを前に持ってきたものですけれども、

沖縄での夢の豪雨観測ということで、何をしてい

るかという話をまずさせていただきます。 

 

実は1900年代の最後、正確に言いますと1990年

代の最後ですけども、そのころに現在でいう情報

通信研究機構というところが、まだ世界で４台し

かなかった最新の気象レーダー、上空で浮いてい

る雨粒の大きさや形、それからもっと上では、ひ

ょうとか雪とかあられとかが浮いてますけれども、

そういう形もわかるような気象レーダーを導入を

しました。 

 私どもはもともと、そういう気象レーダーを使

って雨の量を測ったり、それを洪水の予測に使う

とか、それから豪雨の予測というのをずっとやっ

てきていましたので、気象の研究者、それから電

波の研究者、それから私自身は土木、洪水関連の

予測とかをする立場ですけれども、みんなが一緒

になってこのレーダーを使い尽くそうということ

で沖縄に集まり出したのがきっかけになります。 

 その中で、基本的には雲の振る舞い、豪雨の振

る舞いとかをこの気象レーダーを使って調べ尽く

して、豪雨の予測も通して減災に役立てるという

のが目的になっています。そこの中で雲はどのよ

うにできているか、中はどうなっているのかとい

うことを理解するための観測実験というのを2007

年から開始して、それが今10周年を迎えるこの年

に、こういう話をさせていただくのはとてもうれ

しいことであります。 

 どういう気象レーダーかというのは、また後で

お話ししますが、電波で勝手に空を観測したとし

ても、その中に実際にどういう現象が起こってい

るか、あるいは浮いている雨粒とか雲粒、それか

ら雪かひょうかあられかというようなものは電波

で、この最新のレーダーでは探れるんですけれど

も、それだけではなくて、実際にカメラ積んだ箱

を気球でぶら下げて、雲の中に放り上げて、電波

で見ているまさにその場所で何が起こっているか
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というのを、これは雨粒、それから氷とかあられ

とか雪とかが雲の中で浮いている様子が見えるん

ですが、その両者を使って研究し尽くそうという

研究をスタートしました。 

 昔のすごい大気象学者さんは、雪の降るような

地域ですと、降ってくる雪を調べて、雲の上で何

が起こっているかというような研究をされてきて、

そのときにおっしゃった言葉は、雪は天から送ら

れてきた手紙であると。空の仕組み、雲の仕組み

を知る手紙であるということですけれども、私た

ちは、その手紙を皆で空に取りに行こうというこ

とで始めた研究です。 

 これは、本当に私たちの大学だけじゃなくて、

10程度の大学や研究機関、それからいろんな大学

の学生さんを含めてずっとやってきている研究で、

学生さんはこの10年で既にもう150～160名卒業さ

れています。ということで、基本的には雲の中身

を知っていきたいというような研究とご理解くだ

さい。 

 

 今日は基本的に１つの積乱雲の話を中心にさせ

ていただきますが、積乱雲は大体10キロ、沖縄だ

ともう少し高い14、15キロまで伸びていることも

あると思いますが、その下のほうは雨ですけれど

も、上空にたくさんのあられであり、ひょうであ

り、いろんなものが浮いていると。そういうのを

全部ためますと、数十万トンの氷が、もくもくと

した雲ができている上昇気流に支えられて浮いて

いて、その上昇気流で支えられなくなるとどさっ

と降ってくるというのが、一つの夕立の雲、積乱

雲の雲によって起こるどさっとしたある意味豪雨

になります。 

 これ、プリントで１万キログラムと書いてまし

たが、子どもたち用のスライドでトンはわからな

いと思ってキログラムと書いたら、換算を間違え

まして、正確には10万トンという数値と思ってい

ただければと思います。 

  
積乱雲はこういうふうに縦方向にもくもくとし

てますが、下から熱的な力等によってできる上昇

流、山に上がる前もありますけれども、水蒸気を

運んだ空気が上へ上がりながら雲ができると。雲

ができる中で、いろんな氷になって、あられにな

って、雪になって落ちてくると。 

 この雲で見ていただくと、ここに豪雨がざっと

降ってますけれども、成熟期の積乱雲になると、

こういう上からの空気を引っ張ってきながら豪雨

が起きると。これが積乱雲だと思っていただけれ

ばと思います。 

 

寿命としては、これは横軸は時間ですけれども、

１つの入道雲が１時間ぐらいです。雲粒は気象レ

ーダーで見えません。小さすぎて見えないんです

が、その雲粒がミクロンぐらいだと気象レーダー

では見えないのですが、雨粒でいうと１ミリぐら

いの大きさになってくると気象レーダーで見え始

めて、上空 でどんどんどんどん上昇流に支えら

れて、先ほど言いました数十万トンの水がたまっ

て、最後は支えきれなくてどさっと落ちてくると



 

- 106 - 

 

いうのが積乱雲の一生です。 

(映像)  

 

 イメージで言いますと、実は積乱雲ができると

きは、こういう渦を巻いたような上昇気流ができ

ていて、それがどんどんどんどん上がって行くと。

で、上昇気流に支えられなくなると、急激に発達

して最後はどさっと雨を落とすのが入道雲になり

ます。こういうのをレントゲンのように電波で中

を探るというのが、気象レーダーで積乱雲を見る

ということになります。 

 どこでこういうことをやっていたかというのを

申し上げるのを失念していましたが、これは恩納

村、万座毛がこの横にありまして、その恩納村の

ところに今で言う情報通信研究機構の沖縄電磁波

技術センターというのがあります。昔の名前は亜

熱帯電波計測センターという、そんな名前だった

んですが、そこでレーダーと、それから今言いま

したカメラをつけた箱で雲の中を観測するという

ことをしています。 

 この入道雲を見ていただくと、下にさーっと雨

が降っています。これは昨年の５月の映像ですけ

れども、こういうのをレーダーで、電波で捉えま

す。電波で捉えるというのは、ちょっとこの回転

の絵が反対ですが、今のレーダーというのは、こ

ういうドームの中にパラボラのアンテナがあって、

そこから電波を出して、電波を出しながらぐるっ

と一周、仰角と言いますが、少し上を向いてまた

ぐるっと一周、また少し上を向いて一周すること

によって、これは関東での集中豪雨で、この間の

九州であったようなタイプの集中豪雨の絵ですけ

れども、立体的に雲が１つ、２つ、３つと並んで、

縦方向に少しずつ大きくなった雲が並んでいくと

いうようなものを見ることができます。速く回転

しますので、先ほど動画でお見せしましたように

時々刻々とした雨粒のおおよその量のこと、それ

から雨の強度というのがわかります。 

 
現在では、これは国土交通省が市町村向けに防災

情報として出されている情報ですけれども、沖縄

のほうにも気象庁は石垣島等にありますが、国土

交通省のレーダーは沖縄本島の八重岳のところに

もありまして、そういうレーダーが全国で国土交

通省26基、気象庁20基というふうにカバーされて

いて、こういう全国的な雨の情報を見ることがで

きます。 

 

 それから、今言いましたように、アンテナを上

向きに振ることによって立体的な映像が見れます

ということで、これは近畿の大阪湾で、大阪、京

都、神戸があるあたりですけれども、こういうと

ころで梅雨の集中豪雨が起きたときの映像ですが、

この山のあたりに急にこういう入道雲がばーっと

発達して、これは京都の北部で、九州の豪雨のよ

うな梅雨のタイプの豪雨がもたらされたときです

けど、こういうような感じで気象レーダーでは見

れます。こういうような中に、実際にビデオカメ

ラを積んだ箱を気球にぶら下げて放り込むという

ようなことをやっています。 

それから、さらにアップしますと、入道雲の中

の水は上空でたまり出して、それからすとんと落
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ちてくるというのがわかります。これは後で少し

お話ししますゲリラ豪雨の早期探知であり、危険

性予測というものに使える性質というものになり

ます。 

 
こういう状況を沖縄で、恩納村はこのあたりな

んですけれども、あと多野岳と呼ばれる本部半島

よりちょっと北側の本島にあるところにレーダー

がありまして、そのレーダーで雲、あるいは雲の

中の降ってきている雨粒とか上空の降水粒子、そ

ういうものを観測すると同時に、ここにあります

ヘリウムを入れた風船に箱をぶら下げて、その箱

の中にカメラを入れたもので観測すると。 

 これはゾンデと呼ばれていて、電波を地上に送

ってきて映像の情報とかを送ってきてくれるんで

すが、それだけじゃなくて、気温とか湿度とか位

置の情報を地上に送ってきながら、今どこを飛ん

でどういう映像が見えるかというようなことを見

る観測をしています。土木工学、それから電波工

学、気象学のたくさんの皆さんと一緒に、今の観

測自体は2007年から続けて行っています。 

 ちょっとだけ手前味噌ですが、全体をわかって

いただきやすい映像で、昔「夢の扉」という番組

で沖縄を取材いただいたときの映像です。 

(「夢の扉」映像) 

 これは恩納村の研究所です。そこでこういうビ

デオのゾンデを雲の中に放り上げるという研究を

しています。目的の１つは、例えばゲリラ豪雨を

できるだけ早く探知して危険性を予測するという

ようなことを目的に研究しています。この年はう

そです。もう５年前になりますので、足し算をし

ていただければ年はわかります。 

 これがビデオとゾンデ、中にカメラを入れた箱

をビデオゾンデと言いまして、これを雲の中に放

り上げる。いろんな大学の皆さん、学生の皆さん

と一緒にやっているということです。 

 

この取材では、神戸でありましたゲリラ豪雨に

よる鉄砲水の災害、それを少しでも早期に探知し

たいというのを大きな目的としてやっているとい

うこと で紹介していただきました。神戸の小さ

な河川公園のあるこういう川で、突然先ほどのよ

うな鉄砲水に襲われたと。それは上空にやってき

た入道雲の雨だけでです。１つの入道雲の水だけ

でこういう災害が起きるというような事例になり

ます。 

 その後、こういういろんな研究を通して、例え

ばゲリラ豪雨の早期探知ということで、例えば輪

っかが出て、赤ほど危険だということなんですが、

最初は黄色で少し危ないよ、ここに入道雲の雨が

落ちてきますよというような早期探知というよう

なことが、少しずつ現業用、実践用で、これは国

土交通省の立体観測しているレーダーで、こうい

う現業化していただいているものですけれども、

こういうのが少しずつできるようになってきてい

ます。 

 立体観測をすることによって、上空に最初に雨

粒とかができて、その後に降ってくると。先ほど

の鉄砲水を見ていただきますと、５分でも10分で

も早い避難の情報というのが大事になりますので、

上から最初にでき出してどさっと降ってくるまで

に20分ほどあるんですけれども、その20分という

のは非常に貴重な命を守る情報になるというよう

なスタンスで研究開発をしてきています。 

 それと、今回の気象レーダーは、上空にひょう

がいるのか、あられがいるのか、雪がたくさんあ

るのかというような情報を見ることができます。

積乱雲の状況によって、上空にどういう粒があっ

た場合は、これから発達して大人の成熟した雲に

なるよとか、あるいはもう衰退するようになりま

すよとか、今一番発達しているときですというの

が、気象レーダーから推測される上空に浮いてい



 

- 108 - 

 

る雨粒以外のいろんな種類がどれだけあるか、ど

れぐらいの割合であるかという情報を見ることに

よって、積乱雲が今生まれたところ、あるいはど

ーっと発達しているところ、もうこれ以上発達し

ないとか、そういうような情報を得ることができ

ます。 

 というような研究を、レーダーが入ったのが

1990年度末ですが、私たち自身はそのころから沖

縄に頻繁に来るようになりまして、特に2004年か

ら大きな研究費が得られるようになってからは、

さらに頻繁に沖縄に来るようになっていったと。 

 初期は、世界で４基しかなかった最新の気象レ

ーダーでいろいろ研究をしていたんですけれども、

レーダーで何かを見て、勝手にあそこに何が浮い

ていると推測するだけでいいのかということで、

実際に上空で何が存在するのかと、それを測るよ

うな観測はできないかということで、別途レーダ

ーは使われないんですけれども、雲の中の粒子、

粒の観測実験をされていた方と合流して、気象レ

ーダーと直接雲の中を見る観測等をドッキングさ

せた世界で初めての研究というのをここからスタ

ートしました。 

 その中で、今申し上げましたゲリラ豪雨の研究

もやってきましたし、さらにこういう観測の技術

をかなりコンパクト化して、いろんな人たちが使

えるものに変えていったりとかというような流れ

でずっと研究をしてきています。 

 
 次に移りますが、基本的にどんな豪雨のときに

どんな災害が起きるのかというのを簡単にちょっ

と総ざらいしながら、今日の話に移っていきたい

と思いますが、沖縄の場合は、台風もそうですし、

５月半ばから６月の中旬ぐらいにかけて梅雨があ

ります。それから、河川としては非常に小さな河

川です。 

 先ほど災害があった都賀川という川は、流域、

雨が降ってきて水が出てくる面積ですけども、こ

れが大体10㎢、長さで10㎞ぐらいの川なんですが、

第１分科会のほうでも話があったかと思いますが、

沖縄の河川も数十平方㎞ぐらいの川がたくさんあ

るということで、基本的には、もちろん台風で出

水は起きますし、梅雨のタイプの豪雨でも出水は

起きますし、こういう１つの積乱雲によるどさっ

と降ってくる雨でもこういう水の出方があり得る

と。特に都市域も含めて、こういう鉄砲水という

のは怖い現象であります。 

時間がどんどんたちますので、台風による災害

はちょっと飛ばしますが、例えば村を全部覆うぐ

らいの大災害を台風はもたらします。これは台湾

の例ですけども、幅１㎞から２㎞のところ、もう

全て山が崩れて覆ってしまうというぐらいの大土

砂災害を台風の雨はもたらします。 

それから、梅雨の豪雨ですが、きのう九州北部

豪雨災害の報告がありましたけれども、非常に狭

いエリアで短い時間、６時間とかで数百ミリの雨

をもたらして土砂災害。それから、流域面積数百

平方キロぐらいの中小河川であっても、洪水を起

こすというものになります。 

 というので、最後ゲリラ豪雨のところにいきま

すが、都市水害だけじゃなくて、高い山の上流の

沢、沢の小さな河川も、沖縄にあるような１つ１

つの小さな河川も鉄砲水になりますし、今回災害

をご紹介する2008年に起きた神戸の都賀川という

河川も、六甲山から大阪湾に流れる非常に短い流

域面積の小さい川であると。その都賀川の2012年

の梅雨明け翌日の様子ですけども、ふだんいろん

な人が遊んでいる状況の中、2008年はこういうも

くもくの雲が、晴れていた中で知らない間に川の

上流にやってきて、豪雨をもたらすというような

ことが起きました。 

(映像)  

 

 そのときの様子を少し映像でお話ししますと、

ふだんでもこういう１つの入道雲を見ていただき



 

- 109 - 

 

ますと、こういう渦を巻いているというのも非常

に大事なんですけれども、こういう入道雲がもく

もくとなって、暗くなって怖くなるんですけれど

も、ちょっと時間がないので戻させてもらいます

と、これは右が大阪湾で、これが神戸の街並みで、

左が六甲ですけれども、左から右へ川が流れてい

る中で、この晴れている中で河川公園で遊ばれて

いたところを、知らない間に上流で、あるいは街

のアスファルトに降った雨が突然出水としてやっ

てくる。 

こういう雨足です。先ほど入道雲でお見せした

非常に狭いところだけどさっと降ってきます。ア

スファルトに降った雨が横からばーっと出てきま

す。こういう雲が出てくると、一挙に鉄砲水のご

とく出てくると。こうなると、もう上がって逃げ

るしかないということになりますので、少しでも

早い避難と、そのための情報を出すのが大事にな

るということで、ゲリラ豪雨の早期探知というこ

とを大事な１つとしてやってきました。 

 今日も温暖化による話がときどき出てきました

が、今温暖化によって、台風それから梅雨、それ

からゲリラ豪雨というのが将来どうなるかという

ような研究も広く行われています。私たちの研究

室でもこういうことをやっていますが、これも多

くの皆さんと研究をやってまして、基本的には台

風というのは発生する個数が減るというふうに推

測されています。と同時に、基本的には温暖化で

大気は安定化すると言われてまして、発生が少な

くなる。だけど、海の温度が高くなるというのが

温暖化の大きな特徴ですので、そうすると台風は

できやすい状況になりますので、その押し合いへ

し合いがあって一旦できた台風は非常に怖い台風、

スーパー台風になるというふうに言われています。 

 それから梅雨の豪雨も、これは本土で言います

と７月上旬ということになりますので、沖縄につ

いてはまだ詳しく調べてないんですけれども、梅

雨明けがしにくい年も多くなるだろうということ

で、この期間での豪雨が増えるだろうと言われて

います。今言ったゲリラ豪雨についても、そうい

う日数が増えるだろうという推測をしています。  

ゲリラ豪雨の早期探知と危険性のところに少し

触れて、沖縄の観測のほうに戻りたいと思います

が、先ほど言いました鉄砲水というのは、これは

入道雲ができ始めて雲だけができて、これは気象

レーダーで見えません。それが上空で雲粒が大き

くなって雨粒ぐらいの大きさになると気象レーダ 

ーで見え始めて、最後この後、これがどさっと落

ちてくるのが豪雨になります。 

 この後10分で鉄砲水が起こりますので、その前

のこの状態で気象レーダーで上空を見ることがで

きますので、こういう粒を見つけると、避難のた

めの大事な情報になるということで、当時の国土

交通省の立体観測しているレーダーで後で調べる

と、都賀川というのはこのあたりにあるんですが、

そこで出水する前に、上空にこういうゲリラ豪雨

のタマゴと呼んでますが、そのようなものが見え

ると。 

 これを早期の情報として、先ほどお見せした輪っ

かがこの時点で出てきて、今日は詳しく述べません

が、これがもし渦回転をしていると、かなりの確度

で50㎜/h以上の豪雨にまで発達するというような

危険の予測手法というのをつくってきました。 

 

 そこは飛ばしますが、積乱雲の話をしますので、

少し入道雲の様子についてもお話しします。 

 これが実際、上でできたものがすとんと落ちて

きているものですけれども、その上に雨粒ができ

るまでに、上昇流でもこもこもこと上がっていく

と。もこもこもこと上がっていくときに、低いと

ころは向こうを向いて、高いところではこっち向

いてというふうに、風というのは高さによって違
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う方向を向いています。そうすると、例えばこう

いうところで横向きに何かパイプがあると、これ

がこういう回転をごろごろごろとします。さらに

ここでアスファルトの熱とか、あるいは強制的な

上昇流があると、渦を巻いて回転していたパイプ

が、もこっとねじ曲げられて上がっていきます。

そうすると、もともとの渦を保ったまま渦がある

状況になっていくというのが、先ほど最初にお話

ししました積乱雲が渦を巻いている状況と思って

いただければと思います。 

 気象レーダーを通すとパイプが曲がってもこも

こもこと伸びていく様子を見ることができる能力

を持っています。そういう状況を使って、上空に

雨粒や雪とかがあると、これはこれから落ちてく

るぞと、同時に渦を巻いていれば怖くなるぞとい

うので、赤い情報を出してあげるというようなこ

とができます。 

(映像) 

 それから、これを空だけの話じゃなくて、都市

域、これは神戸ですけども、ここで今黄色が出ま

すが、この後上から降ってくるものが出てきます。

こういうのがふだん浸かりやすい場所で降るとな

ると赤のものが出る。何区、何区、何区、何区と

書いてありますけれども、そういう情報が出ると

か、どこの川が少し危なくなるよとか、鉄砲水が

出るよというような、こういう情報に使っていく

ことができます。 

 ということで、予備的なお話も含めてさせてい

ただきましたが、全て先ほどから申し上げていま

すこういう観測と関係もしているということでお

話をさせていただきました。 

最初にお見せしたスライドに戻ります。 

というので、ビデオゾンデを用いた雲の中の観

測と気象レーダーの同期観測ということの話をし

ます。これが多野岳というところに1990年代の終

わりに情報通信研究機構が導入した、日本の中で

は大型の気象レーダーになるものですけれども、

今は気象庁も国土交通省も全国に入れているタイ

プのものはこの大型のレーダーで、この後2010年

代ぐらいから国土交通省も小型とか大型のこうい

う最新の気象レーダーを導入して、今は標準観測

になりつつあります。 

 このレーダーが捉えた台風の目が沖縄本島の上

を通ったときの、雨雲というよりも、降っている

雨の映像です。らせん状の雲が見えます。 

 こういう気象レーダーは、細かいのは別にしま

すが、実は雨粒の形や大きさが見えると、降雨量

を正確に測ることができる気象レーダーで、当時

世界で４基しかなかったと言っている最新式の気

象レーダーであるということになります。 

 雨粒の大きさがなぜわかるかと言うと、雨粒は

小さいと球の形をしていますが、大きくなってく

るにつれてこういう扁平した形になります。上に

あります偏波と呼ばれるレーダーというのは、横

方向に振れる電波と、縦方向に振れる電波、両方

を同時に出すことによって、横に出した電波が当

たって返ってくる強さ、縦に出した電波が当たっ

て返ってくる強さ、その違いを見てこの形がわか

ると。雨粒の場合は、形がわかると大きさもわか

るというものです。もちろん風も測ることができ

るドップラーレーダーと呼ばれるものではありま

すが、多機能のレーダーであります。それを利用

して雨粒の大きさがわかると、気象レーダーから

雨の降っている強度をかなり正確に測れるように

実際なりました。 

 それから、まだ現業では使い尽くせていない情

報としては、上に降っているのは雪か雨かあられ

かひょうかというような情報を識別することによ

って、予測精度の向上とか、本の中では雪か雨か

という違いもリアルタイムで見ると非常に大事な
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情報になります。 

この降水粒子の識別を正確なものにするために、

気象レーダーで勝手に推測しているだけでは正し

いかどうかわかりませんので、先ほどお見せした

カメラを積んだゾンデを放り上げて、雨とか雪と

かあられの降水粒子が入ってくると、この中でず

っとビデオで撮っているんですが、通過した瞬間

にストロボがたかれてこういう映像が撮れます。

これが地上に送られてきます。 

 １回上げるごとに数千枚の映像が撮られるので

すが、どういう種類の粒子が上空に浮いていて、

その大きさはどのぐらいという、雲物理と呼ばれ

てますけれども、雲の中で水蒸気が効率的に雨に

変換される途中でこういう降水粒子ができるんで

すが、このメカニズムを探るというのが大きな目

的です。 

 それからもう１つ、気象レーダーで推測するこ

との答え合わせのためにも、こういう観測という

のは非常に大事になってきます。これは16㎜、こ

れが20㎜という大きさを見ていただくと、これが

１ミリもないような大きさだというのがわかると

思います。 

 こういうのが先ほど言いました雨粒、それが上

空の０℃より上に放り上げられて、しばらくは凍

らないんですけれども凍る。それがまたあられに

なって、雪になって落ちてきて、最後は雨になる

というような仕組みで動いていきます。 

 それを沖縄で2007年以来ずっと観測してきてい

るんですが、なかなか雲の中にこういうゾンデを

入れるのは至難の業でありまして、それから万座

毛の横にある沖縄電磁波技術センターのあたりは

どうも近くに積乱雲がやってくると弱くなるとか、

いろんな悩みを抱えながら、この10年多くの皆さ

んと研究を進めてきています。 

  

もう一度場所の話をしますが、レーダー自体は

多野岳にあります。ＮＩＣＴというのが、今申し

上げてます情報通信研究機構、日本の電波時計を

管理している研究所になります。そこがいろんな

電波を使って、今の気象レーダーとか、沖縄のこ

ちら側に暖流とかが流れてますけれども、海に電

波を投げてそういう海流を測るとかというような

研究をされているところになります。あと大宜味

村とかに大気の高さ方向の風を測る装置とかいろ

んなものを置いておられるということもあって、

ここを私たちの研究の場として選びました。 

(映像) 

 その様子をお見せしますが、これは参加されて

いたメンバーである山口先生が撮られて編集され

たものです。これが恩納村にあるセンターです。

こういうゾンデを建物の中で膨らませて、外に持

っていくような設計になっています。これは気象

レーダーで、恩納村はこのあたりですけれども、

この赤いところが積乱雲の列がやってくるところ

になります。それを待って、気象レーダーで今こ

れからチャンスというときにこれを放り上げると

いうようなことをやります。 

 ここに今ぶら下げたのがビデオゾンデで、通常

の気圧、気温、湿度を測るものに比べてはるかに

大きくて重いものになります。初期のころは１個

70万とか80万ぐらいしていましたが、今はだいぶ

安くなりました。半額以下の値段で今は購入でき

ます。 

 ゾンデが上がっていくと、気象レーダーをこう

いう振りながら電波を出しながら、ビデオゾンデ

が飛んでいる方向に向きを変えて、ずっと追尾し

ていくわけです。それを一生懸命オペレートして

るのが今の皆さんです。上から送られてきた映像

の中に、一瞬だけ何か光りましたね。これがさっ

きの雨粒とかの映像になります。これをビデオで

ずっと録画してあるものを、１つ上がったら多い

ときで数千枚ありますが、それを１つ１つ専門家

の目で見るというのが初期のころだったんですが、

今はだんだん「雨滴ちゃんありあり」というソフ

トでいろいろ解析できるようになってきています。 

 これは山口大学の鈴木先生という方ですが、今

沖縄の気象台長さんと大学の同級生でおられてた

ということで。 

 先ほどはあんまり風がなかったんですけど、風

が非常に強い場合は、当然１人で支えられないぐ

らいになります。上空にある雨の芯の部分で放り

上げたいので、一番しんどいときに放り上げると
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いうようなことをやります。 

 これはトランシーバーで、あちこち部隊がいる

わけです。受信の部隊がいて、位置情報をちゃん

と受けているか、受けてないのに放り上げたらど

こに行ったかわからなくなって無駄になりますの

で、受けられるまで待つと。雨が来てるのにまだ

受けられないのかなとか、受信してる人が悪いわ

けじゃないですけども、そんな感じでやりとりす

るわけです。 

 その後多野岳のレーダーも、アンテナを恩納村

のほうから遠隔で操作するということを同時にや

ると。そういう連携で、１人、２人では行えない

ような観測をずっとやってきました。 

 これはレーダー班です。別の部屋にいるレーダ

ー班に、気象レーダーで見て今雨域が来てるか、

もう上げていいかとかいうような話をしています。 

 この声は、昨日北部九州の豪雨の気象の報告し

た山口君です。この観測は、大学の名前をいろい

ろ出しましたが、今日の第１分科会でパネラーを

されてた神戸大学の大石先生とかもみんな一緒に

長くやっています。 

この風船が屋根に当たったりして破裂しないよ

うに、ああいうカバーをつけてあります。それを

最後外します。それから落下傘がありますけど、

これは上に上がって降りてくるときに、落下傘が

開いてストンと落ちないようにしています。これ

はなぜ沖縄かというのが大事なところなんですけ

ど、海に落とすと環境的に少し悪いかもしれない

んですが、沖縄だと周りが海なので、落ちていく

ところに人家とか新幹線、高速道路とかがないん

ですね。なので比較的自由に上げられるんですが、

これを京都の宇治とか神戸でもやろうとしたんで

すが、落ちて新幹線あると、もう僕、首が飛びま

すというような状態になりますので、なかなか難

しいんですね。落ちるところを制御するという技

術も培った中で、都市の中でも上げていこうとい

うようなことをやってますが、いろんな基礎的な

新しい取り組みは全て沖縄でやって、それである

程度うまいこといくようになると、ほかのところ

でもやれるよねというような感じでやります。 

これは気象レーダーをオペレートしているとこ

ろになります。気象レーダーを見ながら、雨域が

近づいてくると、ＮＩＣＴのセンターのところに

風船を準備してあって、ヘリウムがいっぱい置い

てあって、ビデオゾンデをぶら下げて外に持って

いくんですが、雨域が一番いいところに来るかど

うかというのは、トランシーバーでやりとりしな

がら下から上げると。非常に重たいときは、いく

つかの風船をつけてあげると。 

 これがその後、レーダーで追尾しているところ

で、こういう情報が得られるということになりま

す。 

 これは何かわかりますか。今も皆さんそうなん

ですが、僕がだんだん忙しくてずっといれなくな

ってきてるんですが、３週間ぐらい皆さん滞在す

るんですね。今は沖縄の梅雨をターゲットにして、

５月から６月の上旬にかけてやるんですけれども、

間で梅雨の中休みとか晴れた日とかが出てきます

ので、最初は喜んでるんですが、あんまり雨が降

らないと何しに来てるかわからなくなりますので、

皆さんこういうテルテル坊主をひっくり返して雨

を祈念しているわけです。というような感じにな

ります。 

 先ほど言いましたように、いろんな大学で集ま

っています。現在では、琉球大学の上にも気象レ

ーダーが置かれていて、直接このグループとでは

なかったんですけれども、いろいろ一緒にさせて

いただきながら、こういう観測の輪が広がってき

ています。沖縄ですので、台湾とか韓国とかも研

究者が来やすいので、一緒に沖縄で実はやってい

たということになります。というので、３つの専

門の皆さんと一緒にやっています。 

 基本的には雲の中で雨粒が最初できて、その後

どんどん放り上げながらあられができて、それが

最終的に落ちてくるというようなプロセスを経ま

す。入道雲の発達期、成熟期、衰退期によって、

どういう降水粒子が上に卓越して存在するかによ

って、もう成熟してますよ、これから衰退します、

あるいはこれからもくもくできますよというよう

なことも推測できます。 
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 これが気象レーダーで推測した、偏波機能とい

う形を測れるレーダーですので、それによって氷

とか、乾いた雪、湿った雪、あられとか、大粒の

粒子、あるいは雨でも強い雨粒になるやつとか、

いろんな種類のものが気象レーダーで測れます。 

 これは横軸が時間で、こっちが高さなんですけ

れども、ビデオゾンデを放り上げるとその中を上

がっていくわけです。そのときに、気象レーダー

で測った色分けしているものと、それから実際に

ビデオゾンデのカメラで捉えたものとが一致して

るかどうかというような検証をしながらやってい

くというような感じになります。 

 ここであられというのがありますが、まだ雨滴

も混ざってるというような状況とか、そういうの

がどんどんどんどん見えていきます。緑があられ

のところですが、実際あられがあるというような

感じで見ていきます。 

 こういう情報をベースにして、気象レーダーで

上空の様子を推測することができます。これを使

って、沖縄の上空でどういう粒子、これ英語で申

しわけありませんが、あられがあったり氷晶があ

ったり雪があったり推測ができる。これが雨の予

測にも使えます。それから積乱雲の発達のステー

ジにも使えるということです。 

 

 私たちは、最初のころはぽこっと１個だけ上げ

るのに精いっぱいだったんですが、最近はもう10

年たちますので、連続的に放り上げて、積乱雲の

初期のステージから成熟期、衰退期というのを見

れるように進歩してきています 

 それから、車の中に放り上げるいろんな道具を

積んで、入道雲を追いかけていってゾンデを放球

するというようなことも今始めています。 

 いろんな装置も非常にコンパクトな安いものに

なって、世界のいろんな研究者にぜひ使っていた

だけるようなものになっています。これは移動す

るような装置で、ヘリウムガスとか計測の受信機

とか、受信のアンテナとか全部つけて、これはお

世話になってる大保ダムのところにまで出張して、

そこでゾンデを上げるというような試験をしたり

とか、そういうことをやっています。 

 もう終わりに近づいてきますが、先ほど言いま

したように、上昇流に乗って雨粒が上がって、上

でできる氷粒のタイプ、これが発達するステージ、

それからだんだんだんだん弱まっていくステージ

かによって上空で浮いてるものが変わります。 

 こんな感じで、積乱雲ができたときから、成熟

期、それから衰退期というのを気象レーダーで追

尾していって、上空にどういう粒があるかによっ
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て、その積乱雲が最初のころか中ごろかというの

を自動的に見分けることができるようになってき

ました。 

 自動的に積乱雲が大きくなっていく様子を追尾

していく。そうすることによって、先ほどお見せ

したように、上空に浮いているいろんな粒の種類

を時々刻々見極めることによって、成熟期ですよ、

これから発達するやつですよというようなことが

見えるようになってきました。 

 質問時間を少し残すということで最後のほうに

移りますが、終わりにということで、先ほど言い

ました早期探知ということもかなり現実的になっ

てきました。 

 これは今近畿周辺の市町村にＷｅｂを通して配

信されている設備です。上空を立体観測しないと

こんなことができませんので、今近畿のほうでは、

こういう立体観測というのが大型レーダーも小型

レーダーもされていて、こういうシステムをつく

ることができています。 

 終わりにですが、2007年からビデオゾンデとレ

ーダーの同期観測というのを始めて、ゲリラ豪雨

とかいろんなことをやってきましたが、ゲリラ豪

雨のさらに早い時期の雲を観測したいと。今まで

気象レーダーというのは、雲の状態では見えない

という話をしました。ある程度上空に雨粒ができ

る。これをタマゴと呼んでますが、これが普通の

気象レーダーで見えて、ここから先を早期探知、

危険性予測ということでやってきましたが、より

手前の状態を、雲のレーダーとか、あるいはレー

ザーレーダーと呼ばれるようなもので観測すると

いうことも、沖縄で二、三年前から開始してまし

て、これは今までの状態ですが、さらにより細か

い雲粒が見える気象レーダーを導入して、同じよ

うな観測をすると。 

今までは雨粒とか氷粒とかミリぐらいの大きさ 

のものを測ってましたが、それ以外にも、さらに

雲も見る、こういう新しいものをつけて、これを

放り上げるというような、これはかなり重くなり

ますけれども、これを雲の中に放り上げるという

ような研究も今スタートをしています。 

 これは私がいないときですが、この重たいもの

を上げるのが初めてだったので途中で紐が切れる

とか、皆さんそういう苦労をしながらずっと進め

てきています。 

 
 これは最後の映像になると思いますが、沖縄で

は2000年ちょっと前に入った、寿命にはなってき

てますが、私たちの大事なベースとなる気象レー

ダー以外に、名古屋から雲のレーダーを持ってき

たり、あるいは同じように恩納村に最新の上空を

一瞬で見るようなレーダーが入ってきたり、それ

から琉球大学に同じような偏波レーダーが入って

る中で、ビデオゾンデもいろんな粒のものが見れ

るものにどんどん成長しながら、そしてやんばる

のほうで雲がばーっと列状にできるんですけれど

も、そういうようなものも観測する対象として可

搬型の装置ということで観測を続けているという

ことでございます。 

沖縄の夢の観測ということで、先ほど言いまし

たように卒業生がもう百数十名いますので、大 
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きな同窓会ができるようなみんなでの観測グルー

プとして、今もずっと続けています。以上です。

どうもご清聴ありがとうございました。 

 

◆司会者◆ 

 ありがとうございました。それでは皆様、質疑

応答の時間とさせていただきます。ぜひともご質

問のある方、挙手をお願いいたします。スタッフ

がマイクを持ってまいりますので、なにとぞ積極

的な質問をお願いいたします。いかがでしょうか。

今の講演をお伺いしまして疑問に思ったことなど

ございませんでしょうか。 

 ありがとうございます。お願いいたします。 

 

◆会場◆ 

 ちょっとお尋ねしたいんですが、まずビデオを

飛ばして、これは毎回使い捨てということになる

んでしょうか。 

 

◆中北教授◆ 

 基本使い捨てなんですけども、一応住所とか連

絡先を書いてあるので、木とかに引っかかってい

たものとか落ちた場合は再利用できます。海に落

ちた場合は、海岸に打ち上げられて、それで連絡

いただく場合もございますけど、ほとんどは使い

捨ての状況でございます。 

 

◆会場◆ 

 あと１つ、沖縄のほうでずっと実験的に研究を

されてるということなんですけれども、この得ら

れたデータというのは、沖縄の気象情報のほうに

何らかの形で反映されるということは、あるのか、

ないのか。 

 

◆中北教授◆ 

 基本的にはメカニズムの理解を通して貢献という

ことと、それから沖縄での豪雨の予測実験というの

にも利用できるということで、私たちはそういう研

究もやっています。 

 という意味で、沖縄の予測の精度が上がれば、ま

た還元ができるというようなものと思っております。 

 

◆会場◆ 

 どうもありがとうございました。 

 

◆司会者◆ 

 どうもありがとうございます。 

 では皆様、申しわけございません。そろそろお時

間が迫ってまいりますが、ぜひこの機会に中北先生

にご質問されたいという方はいらっしゃいませんで

しょうか。あとお一人だけ設けようかと思いますが

いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。よろしいで

しょうか。ありがとうございます。 

 2007年から沖縄県の恩納村で、こういった画期的

な夢の豪雨観測ということでありますので、今後さ

らなる観測の期待が持てるかと思います。 

 どうぞ皆様、今一度中北様に盛大な拍手をお送り

ください。 

 

◆中北教授◆ 

 どうもありがとうございました。１つ言い忘れま

したが、明日のツアーでこのセンターを訪問します

ということを言うのを忘れました。 

 

◆司会者◆ 

 わかりました。明日のツアーのほうでもよろしく

お願いいたします。 

 では皆様、今一度盛大な拍手をお送りいたします。 

 それでは皆様、引き続きこの後３時55分より、こ

ちらの会場にて全体会議を行います。 

 それでは今しばらく準備が整いますまで、どうぞ

皆様しばらくお待ちください。 

 



  

- 116 - 

 

    各分科会まとめとメッセージ発信 
 

 

 コーディネーター 清水 康行（水シンポジウム2017㏌おきなわ実行委員会委員長） 

 パ ネ リ ス ト 戸田 祐嗣（土木学会水工学委員会河川部会長 名古屋大学教授） 

          神谷 大介（土木学会西部支部沖縄会幹事 琉球大学准教授） 

 コメンテーター 竹林 洋史（土木学会水工学委員会幹事長 京都大学准教授) 

          中北 英一（実行委員会顧問 京都大学防災研究所教授） 

          中山 恵介（実行委員会顧問 神戸大学教授） 

全 体 会 議 
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◆司会者◆ 

 それでは皆様、お待たせいたしました。 

 では、「第22回水シンポジウム2017 in おきな

わ」プログラムの最後といたしまして、各分科会

での意見を集約するパネリストの皆様による全体

会議を始めさせていただきます。 

 それではパネリストをご紹介いたします。 

 第１分科会コーディネーター、公益社団法人土

木学会水工学委員会河川部会長、名古屋大学教授 

戸田祐嗣様です。 

 第２分科会コーディネーター、琉球大学准教授 

神谷大介様です。 

 全体のコーディネーターは、公益社団法人土木

学会水工学委員会委員長、北海道大学教授 清水康

行様です。 

�続きまして、公益社団法人土木学会水工学委員会

幹事長、京都大学准教授 竹林洋史様です。 

 公益社団法人土木学会水工学委員会前委員長、

京都大学教授 中北英一様です。 

 公益社団法人土木学会水工学委員会委員、神戸

大学教授 中山恵介様です。 

 それでは、各分科会での討論の概要報告と委員

長の講評を軸に全体会議を進めさせていただきま

す。 

 では、清水実行委員長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 よろしくお願いいたします。ここからは全体会

議ということで、約１時間おつき合いください。 

 この全体会議では、分科会の議論を総括的にシ

ンクロさせ、水との結びつきの大切さを見直し、

今後に向けた提言を、沖縄の地から日本、世界へ

と発信していくということです。 

 

 沖縄県は弓状に連なる日本列島の最西端に位置

し、大小 160 の島々からなる島嶼県であり、300

余りの河川が存在し、全国的にも特異な自然環境

を有しております。このような特異な自然環境か

ら形成されてきた水に向き合う文化は、沖縄なら

ではの地域特性を映し出しており、地球規模で急

速に社会と自然が変化するというような状態で、

非常に変化に富んだ自然のもとで、示唆に富んだ

教訓と提言を発信できるのではないかというふう

に思っております。 

 討議は第１分科会と第２分科会のパラレルで行

われました。ここに示す統一テーマの下でそれぞ

れの議論が進められ、２つの分科会の成果をミッ

クスし、沖縄ならではの統一成果に着地させてい

きたいというふうに思います。 

 

 今回は第 22 回の水シンポジウムですが、20 年

以上前、1996 年の第１回の鳥取における「これか

らの水辺」というテーマ以来、歴代のシンポジウ

ムでは必ず「ヒト」、「文化」、「こころ」、「くらし」

というキーワードがテーマの中に含まれてまいり

ました。 

 土木学会水利委員会では、さまざまな学術講演

会や研究討論会を主催しておりますが、水シンポ

ジウムだけは、川をものとしてとらえるのではな

く、このように人、文化、心、暮らしというもの

とのかかわり合いとして捉えてまいりました。 

 今、地球規模の環境変化が進行し、台風の強力

化などにより河川流域の管理は非常に難しくなっ

ております。また、社会の変化に伴い、感じる河

川の価値観が変化しており、河川と人の関係も見

直さなければならない状況にあります。 

 今回のシンポジウムのテーマは、水との結びつ

きの大切さを一度見直すことであり、水シンポジ

ウムの創成期の精神を取り込んでおります。全国

的にも特異な自然環境を有している沖縄県では、

水との結びつきの大切さの新たな視点を生み出す
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ことが大いに期待されます。 

 水シンポジウムは、創設以来科学と社会の連携

の枠組みで活動してまいりました。本シンポジウ

ムでも、科学と社会の連携の枠組みで流域管理の

問題と河川の価値観、創造のあり方について考え

ていきたいと思います。 

 

 沖縄県ですが、日本国土の中でも大きな特徴を

有しており、水についても大きな特徴を有してお

ります。沖縄県は、地理的に日本列島の一番西の

アジアモンスーン地域に位置しています。そのた

め自然外力、例えば台風などに直接さらされ、勢

力が強いまま台風を受けとめざるを得ない環境に

あります。一方、湿潤な亜熱帯気候に属しており、

豊かな水辺の生態システムが形成されています。 

 沖縄県は、大小 160の島々からなる島嶼県であ

り、300 余りの河川が存在しております。今日の

議論の中でもたくさん出てきましたが、これらの

河川は流域面積が狭く、河川の勾配が急で、雨が

降り始めてから河川の水位が上昇するまでの時間

が非常に短く、浸水被害が発生しやすい特徴があ

ります。また、強い雨は島の表土を削り、川から

海に流れ出し、河口閉塞などの問題も発生させま

す。さらに雨が少ない期間が続きますと河川流量

は著しく低下し、河川からの安定した水供給の確

保が困難な地域でもあります。 

 亜熱帯特有のマングローブを生かした観光資源

などがある一方、産業構造や生活スタイルの変化、

都市化により、水辺の姿や河川生態系も変化して

おります。これに対し、自然再生事業や環境教育

を通じて、人と水との関係を見つめ直す取り組み

も実施されております。これらを背景として、２

つの分科会で水と人との結びつきの大切さについ

て今日は議論されました。 

 また、ここに書いてありますように、第１分科

会は「雨から守る島人の暮らしと土 ～流域管理

 (治水・土砂)～」、これは沖縄の気候風土、島の

人々の暮らし、河川の特徴に合わせた流域一帯で

の治水と土砂管理について議論し、今後の流域管

理のあり方について考えていただきました。 

第２分科会のほうでは、「水と人とのやさしい関

係」ということで、河川は水資源、観光資源、教

育資源としての価値を有しております。第２分科

会では、このような河川の多様な価値を再認識す

るとともに、その価値を高めるための河川や社会

のあり方について議論を深め、島嶼河川の価値創

造のあり方について検討いたしました。 

 まず最初にそれぞれの部会のリーダーのほうか

ら、第１分科会のほうから戸田先生、報告をお願

いいたします。 

 

◆第１分科会コーディネーター 戸田◆ 

 第１分科会のコーディネーターを仰せつかりま

した名古屋大学の戸田です。私のほうから第１分

科会での議論の内容についてご報告したいと思い

ます。 

 第２分科会のほうで環境とか観光とか、ふだん

雨が降ってないときの水とのつながりを議論する

のに対して、第１分科会のほうでは、もう１つの

側面の雨が降っているときの水とのつながり、つ

き合い方というものを議論しました。 

 こちらの沖縄が亜熱帯の気候に属すること、島
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嶼性の地形であることというのは、これまでこの

シンポジウムの中で何度も出てきたと思います。

こういった沖縄の地形、風土的な特徴から、強い

雨が小さな流域に流れ込む、河川の延長は非常に

短い河川となっております。 

 こちら、いくつかの写真を上げてますけれど、

台風の通り道になって強い雨が降る。そこには、

小さな流域の中にサトウキビ畑や沖縄独特の台風

に強いような建物が建っていたりというような、

流域での暮らしが展開されている。降った雨はす

ぐに川に流れ出て、河口、海へとつながります。 

 沖縄は、雨が流域に降り注いで、川、河口、海

に流れ出るまでがあっという間に起こるというこ

とです。大きい河川の流域だと、上流と下流で物

理的にも距離が離れていたりとか、上流で雨が降

っているけれども、下流のほうでは全然晴れてい

たりとか、余り距離的にも現象としても、人のつ

ながりとしても遠いところがあるのかもしれない

ですけれど、この沖縄の地形と風土というのは、

こういった雨から流域、川、海というものを分け

て考えることができない運命共同体として結びつ

けているというのが、まず１つの特徴かと思いま

す。 

 さらに、これからのことを考えますと、地球規

模で進む温暖化現象などで台風が強力化していく

ことなども言われているわけです。 

 こういった背景の中で、沖縄はこれまでも強い

台風、強い雨をたくさん経験してきたわけです。

これまでの経験から、沖縄からどういった発信が

できるか、あるいは今後の気候変動などを見据え

た上で、今後向かうべき方向はどういう方向なの

かということを第１分科会で議論しました。そこ

では、沖縄にとっての課題というものと、沖縄か

ら全国、あるいは世界へ発信していくことは何な

のかということの２つの視点で議論を進めさせて

いただきました。 

 

 こちらが第１分科会の話題提供者の方です。水

文気象学を専門とされている神戸大学の大石先生、

農業土木で土砂流出をご専門とされている宇都宮

大学の大澤先生、河川管理者として現場であたら

れている沖縄県河川課の石川様、沖縄気象台で気

象情報をわかりやすく市民に伝える役割を担って

おられる沖縄気象台の益子様、民間の建設コンサ

ルタント会社で洪水予報等に関して最先端の技術

を提供されている建設技術研究所の田村様の５名

で話題提供を行いました。 

 ここからは第１分科会の概要ということなので、

本当にかいつまんでのご紹介になります。 

 

 沖縄県の河川課の石川様のご発表からは、これ

まで沖縄で主に河川を拡幅するなどのハードの対

策と避難等に向けた情報発信ということでソフト

対策に取り組まれて、確実に床上、床下の浸水被

害等も減ってきていて、ソフト対策のほうも徐々

に市民のほうに浸透してきている状況をご報告い

ただきました。 

 今後の展開の中で、ハード対策というのは非常
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に時間がかかりますので、ソフト対策を拡充して

いく方向性、その中で情報収集、情報体制の強化、

水位の観測河川とか、その辺を増やしたりとか、

そういった情報提供がありました。 

 また、想定される最大規模の降雨があったとき

にどういうところが浸水するのかといったような

最悪シナリオの想定をして、さらにソフト対策を

拡充していくような方向性がご報告されました。 

 
 沖縄気象台の益子様のほうからは、沖縄での雨

の降り方の特徴として、短時間で非常に強い雨が

降ると。短時間で急激な水位の上昇があったとき

に、日ごろからどのようなことを考えておけばい

いのかということに関して、情報提供をいただき

ました。 

 防災情報をどのように入手するのか、理解する

のかということに関しては、災害が起こる前の段

階からきちんと理解しておくべきだし、もし異変

を感じたときにどのような行動をとるべきかとい

うことも、事前に十分に考えておく必要があるで

しょうという情報提供がありました。 

 さらに、今後の展開としては、社会に大きな影

響を与えるような現象については、たとえ可能性

が高くなくても発生の恐れがあるものを積極的に

情報発信していくと。その中で、例えば危険度を

色分けして時間的に表示していくなどといった形

で、わかりやすい情報提供に取り組まれているこ

となどが報告されました。 

 

 宇都宮大学の大澤先生のほうからは、農業土木

ということで、農地、森林、河川、海域の総合的

な流域環境保全について、赤土流出に関して石垣

島等で長年研究された成果をもとにご報告いただ

きました。 

 沖縄の風土、地形が、最初から流域総合の対策

をしないといけないというふうな宿命を負ってま

すし、それが今全国でも叫ばれている流域総合管

理みたいなもののトップランナーというか、そう

いった意味で非常に先端的な研究成果を上げられ

ておりまして、そういった成果を、市民、行政、

あるいは次世代の若者に情報発信していったり、

沖縄で得た知見を、スライド小さいですけど、全

国に展開した成果とか、パラオとか、海外にも展

開されているような事例をご報告いただきました。 

 
 建設技術研究所の田村様のほうからは、ソフト

対策で避難を進めていくためには、台風の進路等

を早くから予測しないといけないと。そういった

ところに人工知能を活用した最先端の技術を活用

して、タイムラインと言われるような防災行動へ

活用するような事例がご報告されました。 

 それと同時に、沖縄は比較的強い台風が来るん

ですけれど、お亡くなりになられる方の人数とか

というのは、強烈な雨の降り方に対して、意外と

少ないのではないかというふうな話題提供もあり

まして、やはり先人たちが強い雨、台風に備えた

ふだんからの暮らし方を受け継いできて、台風が

来たときには交通機関はいち早くストップして、

会社とかも休みになったりといった形で、水との

つき合い方が防災、減災というものを支えている

というふうなことをご報告いただいて、そういっ

た先人たちのつき合い方の継承と、その上に最新

の防災情報の活用があるというふうなことをご報

告いただきました。 
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 神戸大学の大石先生のほうからは、現状の課題

の認識として、温暖化の中で進む台風の中心気圧

の低下とか、赤土流出とかに関して、非常に課題

ということでご報告いただきました。また、今後

の展開の中では、最先端の気象の測定のためのセ

ンサーとか、あるいはさまざまな河川あるいは河

川構造物とかのデータベース、あるいは数値シミ

ュレーションなどを融合して取り組んでいく舞台

が沖縄に用意されてると。そういったさまざまな

統合技術というものは、沖縄の地形風土の中に全

国でいち早く取り組まなければいけないようなそ

ういう地形風土が沖縄に用意されていて、そこで

先人たちが築き上げていったつき合い方を継承し

ながら、こういった統合技術を活用していくとい

うのが、今後の方向性として大事じゃないかとい

うご報告がありました。 

 

 駆け足ですけれど、第１分科会のほうをまとめ

ますと、沖縄では総合的な流域管理がまさに必要

とされてる舞台で、雨、流域、川が運命共同体と

して結びつけられてますと。あと、センサー、デ

ータ、シミュレーションの統合、人工知能など、

沖縄は水防災、土砂管理技術の最前線ということ

も言えると思います。 

 さらに、今後気候変動等による台風の強力化な

どが予想される中で、先人の水とのつき合い方を

継承しながら、最先端の水防災技術を発信してい

く全国のトップランナーというふうに沖縄は考え

られるということで、第１分科会の議論をまとめ

させていただきました。どうもありがとうござい

ます。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、第２分科会のほうから神谷先生、

お願いいたします。 

 

◆第２分科会コーディネーター 神谷◆ 

 第２分科会のコーディネーターを仰せつかりま

した琉球大学の神谷です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 
第２分科会のほうでは、「人と水とのやさしい関

係」という形で、かなりソフトな言葉遣いではあ

ったんですけど、実は非常に難しい課題に取り組

んでまして、先ほど清水先生のほうからご紹介い

ただきましたけど、そもそも河川自体を水資源の

供給の場、もちろん今までずっと渇水に悩んでき

た地域でありますので、水資源として見ながら、

もう一方で、観光資源にもなってます。例えば河

口のマングローブであるとか。資源であり、観光

資源であり、それを今は漫湖の水鳥・湿地センタ

ーであるとか、そういったところで教育の資源と

しても使ってます。 

 資源という言葉を使う以上、適切にマネージメ

ントされていないと、共有地の悲劇とかと同じよ

うに、その価値を失う、もしくはそのもの自体が

なくなってしまう。 
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 例えば渇水の話が非常にわかりやすいですけど、

使いすぎればもちろん水はなくなってしまいます。

適切なマネージメントというのが必要ですし、単

一の目的に対して、例えば渇水だけを解決しまし

ょうとか、生態系だけを守りましょうという話で

はなくて、観光というのも沖縄に重要な産業です

し、教育も絶対的に必要な話ですし、ただそれら

を支えるのはもちろん水資源でしょうと。 

 それらをいかにバランスよく考えていくのか。

個別の最適化ではなくて、全体の最適化の話とい

うのをしっかり考えていきましょうということで、

まず最初、ふくらしゃやの外間様より、実際億首

川で取り組まれているマングローブカヌーであっ

たり、その周りの田んぼで泥んこフェスタであっ

たりとか、そういった地域の資源を使いながら取

り組まれている事例についてご紹介いただくとと

もに、七、八年前から徳島大学ですとか、そうい

った大学とつながりながら、ずっとマングローブ

の土砂の堆積とかをモニタリングしながら、そう

いった取り組みというものを共有しながら、今度

マネージメントに展開していこうといった事例に

ついてご紹介いただきました。 

 ２人目の北部ダム統合管理事務所の新垣様のほ

うからは、大きく４点、本土復帰から一番長いと

きで 326日渇水という形で、ずっと水をいかに安

定的に供給するかということに取り組んでこられ

て、それでこの二十数年間給水制限はないと。 

 ただもう一方で、もちろんダムをつくるという

ことは、生態系へのインパクトを与えますから、

その生態系へのインパクトをいかに緩和するのか、

もしくはミチゲーションするのかという話につい

ての取り組み事例についてご紹介いただきました。 

 また近年では、ダムツーリズムの話は今までは

ダム管理者だけでやられていたものが、ＪＡＴＡ

(日本旅行業協会)と協力することによって、ダム

だけではなくて地域の資源と組み合わせることに

よって１つの観光メニューを作成してきた事例で

すとか、中南部の子どもたちに水源地であるダム

のことを理解してもらうという水資源の教育、環

境教育の事例についてご紹介いただきました。 

 ３番目の漫湖水鳥・湿地センターの池村様から

は、特に水鳥・湿地センターの中で face to face

で実際子どもたちに湿地のことを知ってもらおう、

身近な環境に関心を持ってもらおうと、そういっ

た取り組みから、最初は人と自然とをつなぐとい

う活動をされていたんですけれども、結局今行わ

れていることは、人と人とをつなぐ、もしくは人

と人とをつなぐ場を提供している。 

 例えば、湿地センターでの水族館という形で、

大学院生が調べた結果というものをポスターにま

とめて子どもたちに紹介して、実際に漫湖の水の

中にすんでいる生物のことを紹介したりとか、そ

ういった取り組みの事例について紹介いただきま

した。 

 最後に沖縄テレビの佐久本様からは、皆さんよ

くご存じだと思いますけれども、河川・環境シリ

ーズの中で、この三十数年間取り組まれた事例に

ついて、昔は国場川自体も非常に臭い川だという

ような川から、この三十数年の中で環境改善の話

であったりですとか、例えば国場川で頑張っては

った方、比謝川で頑張ってはった方の活動という

のを報道で取り上げることによって、ほかの川で

もそういったいろんな活動が活発になってくる。

そういった事例についてご紹介いただきました。 

 それらの議論の中で、我々のほうでは２つキー

ワードがあるのかなと。１つは変化というキーワ

ードで、実際社会及び社会の価値認識が変化して

きたでしょうと。それは例えば、先ほど申し上げ

た水資源としての価値と観光資源としての価値、

30年前は多分河川を観光資源としては見ていな
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かったと思います。いかに水を安定供給していく

かという話であったのが、近年、この二十数年間、

水が安定的に供給されるようになると、水資源と

しての価値は、実際の価値自体は変わってないは

ずなんですけど、社会が変わったとか、人の認識

が変わったということで、相対的に観光としての

価値が高まって水資源としての価値が相対的に下

がってしまってるんだろうと思います。そういっ

た社会の変化。 

 また水供給の意味においては、気候変動等によ

って不安定化する雨を前提にしていますよと。恐

らく 10年前には、こんなに外国人観光客が来ると

思ってなかったと思います。その中で、国内観光

客もそうですし、外国人の観光客も非常に急激に

増加しています。また、外来種ですとか絶滅危惧

種の話もあります。 

 そういったいろんな問題がある中で、これまで

沖縄社会が取り組んできたことは、例えば渇水対

して対策しましょう。安定給水しましょう。水質、

臭い久茂地川であったのを人が近づける川にしま

しょうとか、北部のほうで農地からの赤土が流出

してきていたものを、それを緩和しましょう。で

きるだけ軽減しましょう。それら個別の取り組み

に関しては、一定の成果は出てきたんだろうと思

います。 

 ただ、ダムをつくる等々を含めて、多少なり副

作用がありながらも１つ１つの課題は解決してき

たんだろうけれども、今から取り組む課題という

のは、かなり課題が複雑化してきているんだろう

なと。それは渇水だけじゃなくて、観光の話も含

めて、生態系の話も含めてという、複数の問題に

対して取り組んで行かないといけない。 

 そういうことをつなぐ取り組みへという形で書

かせていただいていますけども、そういったいろ

んな課題自体も変化しています。その変化に対し

て、例えばふくらしゃやの外間様のほうでは、実

際にまちぐるみで観光振興していきますと。河川

を観光資源として使いながら、１つの会社として

の取り組みではなくて、行政もそうですし、地域

住民も含めて取り組んで行きましょうと。いろん

な大学とつながりながらモニタリングをしたり、

マネージメントをしていきましょうと。 

 先ほどの新垣様のほうですと、ＪＡＴＡとのつ

ながりで、ダム管理者だけではできなかったこと

を、新たな人、ツーリズムにかかわる人が入るこ

とによって、その地域の価値というのを高めてい

ったりすること。 

 池村様の話ですと、人と自然との取り組みが、

実際は人と人をつなぐ実践になっていきましたと

いう話ですとか、佐久本様の話では、実際川をま

たいで活動をつないでいくような取り組みになっ

ていきましたと。 

 そういった、１つのキーワードとしてつなぐと

いう話が出てきたんでしょうね。 

 この三角形みたいな図なんですけど、例えば観

光というものを中心に据えたときに、観光業を成

り立たせるためには、もちろん水がないとお客さ

んも来てくれませんし、ずっと給水制限をしてい

るところに観光客も来ないですと。水資源は生活

とか産業の基盤でもありますし、その川自体が観

光の資源にもなってますと。これらの資源がある

から観光業は成り立ってますねと。これらを支え

るためには、やっぱりきれいな川だったら、きれ

いな川を後世まで残していくであったりとか、１

回汚くなった川というのをきれいな川に戻してい

きましょうねと。そのためには、県民の方々に気

づいてもらったり、関心を持ってもらわないとい

けない。その関心を持ってもらう、気づいてもら

うために、ずっと「河川・環境シリーズ」で取り

上げてきてますと。 

 その取り上げてきたものに関してこれまで、沖

縄だけじゃなくて本土でもそうなんですけど、こ

の二十数年、ずっと環境教育として伝えるという

教育をしてきたんです。それで、一定の成果は出

てきたとは思うんですけど、そろそろ次のステッ

プに行くころでしょうと。その次のステップが何

かと考えたときに、実際、漫湖水鳥・湿地センタ

ーとかで取り組まれている事例としては、参加と

いう形、それはふくらしゃやで取り組まれている

活動も、実際に田んぼであるとか、川の中に入っ

て行って、実際に参加するという形での取り組み、
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教育というのも１つですし、さらにもう１つ言う

と、例えばダムと地域が組み合わさることによっ

て新たな観光資源としての価値をつくりましょう

ですとか、漫湖でのマングローブを伐採した伐採

木自体を木工をされている方に譲って、そこで新

たな製品をつくってもらいましょうという形で、

新たな価値をともに作り出していく。 

 だから、今まで河川管理者だからとか、環境省

の出先だからできることに関して今までやってき

たんだろうけども、今課題自体が複雑化していっ

ている中で、その中の課題解決のためには、やっ

ぱり多様な主体が協力して新たな価値をつくりだ

していくような、価値を高めるような取り組みと

いうのが、今後必要になってくるだろうというよ

うな議論をしておりました。以上でございます。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 どうもありがとうございました。それではここ

からは、壇上の皆さんとともにお話し合いをしな

がら全体討論をしていきたいというふうに思いま

す。 

 内容は、今話にあります水との結びつきの大切

さにおける沖縄の特徴、分科会でのちょっと不足

している内容があるのでないかとか、こういうふ

うにまとめたらいいんじゃないかとか、それでも

よろしいですし、全体に向けてのメッセージはこ

ういうのがいいんじゃないかというところでもよ

ろしいんですけども、私の隣におります順番に、

まずは竹林先生のほうから。 

 竹林先生は、土木学会のほうでも水害対策小委

員会のほうでご活躍なさっています。ご自身も、

土砂の問題とか水害の問題について大変お詳しい。

その辺の見地から何かお話しいただければと思い

ます。 

 

◆コメンテーター 竹林◆ 

 竹林でございます。私は第１分科会のほうに出

席させていただいたんですけれども、私は特に川

の中を流れる土砂の研究をやりまして、そっちの

視点でも分科会には参加させていただいたんです

が、やはり沖縄の川というのは、整備するには非

常に難しい条件の川なんです。流域は小さいです

し、河川の長さは短い。でも急勾配と。 

 その中で、雨が日本の平均降水量よりも多くて

2,000 ㎜程度降るということで、赤土問題もあっ

たりして、土砂の生産も比較的多いという中での

河川整備ということになってくるんです。 

 そうすると、例えば人が川に何か手を加えたり

すると、その影響が川に比較的早く出やすいんで

す。例えば上流側にダムをつくったというときに、

もっと河床材料も大きくて、河川も長い川であれ

ば、その影響が海に出始めるのは 50年後かもしれ

ないですし、100年後かもしれないですけど、沖

縄の場合は、多分５年とか 10年スケールで海のほ

うで何か変化が出てきたりするんです。 

 そういうふうに非常に変化の激しいところで、

今まで沖縄のほうではしっかり河川整備をやって

きたということで、かなり高度な河川整備をやっ

てきていると思うんです。そういう情報というの

は、やはり全国に発信していけばいいのだろうと

思いますし、このような難しい川の整備なので、

今後の整備についてもやはりかなり高度な技術が

必要になってきます。そういう技術を導入して、

それの影響を比較的短時間で見ていくということ

ができる地域だと思いますので、沖縄のほうで積

極的にいろんな技術を導入していって、沖縄でし

かできないとか、やっていけない河川整備の方法

があるかと思いますので、そういうところを今後

もチャレンジしていって、全国に情報を発信して

いければいいんじゃないかなというふうに思いま

した。 

 第２分科会のほうは出席はしてないんですけれ

ども、今少しお話を聞いて、あとふだんの研究活

動をやっていて思っていることなんですけれども、

全国的に見ると大体どこの小学校も、うちの子ど

もたちもそうですけど、環境教育は何かしら授業

のどこかでやっているんです。では防災はどうか

とか、水資源問題はどうかというと、火事の避難

の訓練ぐらいはあるのですが、水害の話になると

ほとんど何もやってないんです。 

 第２分科会のほうで教育の重要性があって、教

育のやり方ももう少し変わってくるんだと思いま

すが、そこに必ず治水とか防災の話とか水資源の

問題、水資源の問題は今日のお話でも出てきてい

ましたが、そういうところの環境をいろいろ考え

ていかないと問題解決できないかと思いますので、

教育の中にそこの要素は既にしっかり入っている

のかもしれませんが、そういうところも考えてい

って、教育の中の方法、質というのをどんどん改

善していくといいんじゃないかなというふうに思

いました。 

 



  

- 125 - 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 どうもありがとうございました。 

 高度な技術が短時間でよく見られるすばらしい

舞台ではないかというようなご意見、それから教

育のほうでも、水害の防災教育も大事じゃないか

というような話を伺いました。ありがとうござい

ました。 

 それでは、中北先生のほうはいかがでしょうか。

先生は地球環境とか、いろいろ幅広い問題につい

てご研究なさっていると思いますが、今日のご講

演でもお話しいただきました。その辺の観点から

何か一言いただければと思います。 

 

◆コメンテーター 中北◆  

 報告ありがとうございました。 

 今ご紹介いただいた専門のイメージでいうと、

温暖化について少し関連で簡単にお話をしたいと

思います。 

 いろいろ聞いていて、第１分科会、第２分科会

それぞれ思いがあって、第１分科会は外力で台風

の話が出て強力化するというふうに書かれてて、

まさしく強大化じゃなくて強力化するというふう

に推測されているところであります。 

 と同時に、講演の中で少し申し上げましたが、

太平洋で発生する数が減るだけじゃなくて、最近

北海道に台風が行くようになってますけれども、

沖縄に来にくくなることの表裏というところもな

きにしもあらずで、台風の発生域が少し東へずれ

ていくというような推測もされています。そうな

ると、水がめとしての雨がもたらされにくくなる

という両面を持っていると思います。 

 もちろん四国とか九州とかでは、発生が少なく

なるという影響はあるんですけれども、沖縄とか

台湾の場合、より西に来にくくなる危険性がある

かもしれないというようなことを、お話を聞きな

がらつらつら考えました。 

 その中で、今、水防災意識社会という国交省が

進められている中で、今の温暖化の最大外力も含

めての対応になっていくんだと思いますが、ぜひ

後悔しない対応ということを１つキーワードとし

ていただければと思います。後悔しないというの

は、今と世紀末を比べて後悔しないだけではなく

て、じわじわと事態が進んでいく中で、今始めて

おかないと 10年後か 20年後で出戻りがあって、

大変なことになるというようなことがないような

ものの考え方というのは、より大事になってくる

と思いました。 

 それから減災対策協議会というのが、市町村と

県、それから総合事務局、あと気象台さんと一緒

に立ち上がっておられると思いますが、まさしく

今日みたいなこういう場は、それに対しても大き

な貢献をさせていただけるようなものだったのか

な、そうであればいいなと思いました。 

 特に今回、土木学会の清水先生が委員長の水工

学委員会のメンバーが、ほかのシンポよりは多分

たくさん来られていらっしゃいますので、そうい

う学会の皆さんとも沖縄のこのシンポがあったが

ゆえのおつき合いが深くなればと思いました。 

 もう１つだけですが、僕は防災の専門だったの

で第１分科会に対して今のような感じでお話しし

ましたが、第２分科会の話を聞いてると、今日は

ある意味目からうろこが落ちるというか、何かす

ごい大事な視点をいただいたような気がします。 

 今まで水シンポで防災と環境という２つの受け

方でやってましたけれども、今回環境という部類

のほうの第２のほうが、もっと大きく水と人との

つき合いと。だからあるどこかの視点だけではな

い、１つ１つの解は見つけやすいけれども、全体

の解を考えないといけないというようなパネルデ

ィスカッションをしていただいたのは、多分一連

の水シンポの中で、ここがスタートになるかもし

れないなというぐらいに思いました。これが沖縄

発で、次回以降も続けばなと思いました。 

 温暖化１つにしても、さっき水資源の話で言い

ましたけれども、水不足だけの視点ではなくて、

沖縄の人と水とのつき合いとして温暖化がどうか

かわるのかというような、すごい研究としてもお

もしろいし、内容としてもすごく重要な視点を今

日勉強させていただいたなというふうに思いまし

た。以上です。長くなってすみません。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 ありがとうございました。台風が東へシフトし

てるような話から、いろいろ防災のお話、それか

ら第２分科会では目からうろことおっしゃってま

したが、その辺ちょっともう少し詳しく聞きたい

なと私は思ったんですけれども。 

 

◆コメンテーター 中北◆ 

 今第２分科会のご報告であったとおりで、１個

１個の視点から見るだけでの、例えば温暖化でこ

うなるからこう対応したらいいという議論だけじ
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ゃなくて、環境とのつき合いも含めてということ

です。 

 いろんな側面から全体的に、数学でいうと最適

化かもしれないんだけど、そういう言い方をする

と皆さん嫌がるかもしれないので、神谷先生の専

門では最適化みたいなことになるかもしれないけ

ども、全体で見てどう温暖化に対応していくかみ

たいなことは。 

 

◆コーディネーター 清水◆  

 今まで個々の問題について解決するようなこと

だったのが。 

 

◆コメンテーター 中北◆  

 という発想でいろいろ考えてた人は多いと思う

んですけれども、そうじゃない視点というのをも

っとみんなで培おうよというような大発信をいた

だいたような気がしました。 

 

◆コーディネーター 清水◆  

 ありがとうございました。 

 それでは中山先生のほうから、中山先生は我が

国とか世界中のいろんな河川とか環境の問題など

のご専門でございまして、私の知る限りでは日本

最大の湿原の釧路湿原なんかでもいろいろご活躍

なされていると思います。ほかにもいろいろご活

躍されてると思いますが、そのような観点から何

か一言お願いできればと思います。 

 

◆コメンテーター 中山◆  

 ご紹介どうもありがとうございます。私、ちょ

うど中北先生が最後におっしゃられた全体の最適

化というのが、私も第２分科会に出ていて非常に

重要な言葉だなと思って、今回このシンポジウム

で発信することができる１つのキーワードになっ

ているのではないかなと思いました。 

 と言いますのも、特にダムのお話を例にされて、

市民の生活を守ったり、あと観光客がどんどん増

えてると。そうなってくると、今となってはダム

がものすごく役に立ってるんだということで、ダ

ムの恩恵を感じているけども、実はちょっと前の

ことを考えると、山を削って土砂を出して環境を

悪化させている。 

 ただ、それは今と昔の話だけではなくて、環境

が悪化するというのは時間もじわじわかかってそ

の結果が出てくるので、実は生態系を壊してる、

もしかしたら観光できるような場所を減らしてし

まう可能性もあるということが危惧されると思い

ます。 

 そういう中で、神谷先生が出されていたスライ

ドでは、つながりというものを利用して最適化を

考えていこうということだったとは思うのですけ

れども、ただちょっとつながりをどういうふうに

使っていくのがいいのかなというところまでは、

ちょっと私理解できなかったのですが、最終的に

はそのつながりということを利用して、お互いが

ウィンウィンの関係になれるような全体の最適化

ということができるといいなというふうに感じま

した。 

 また、第１分科会とも少しこれは関係すると思

いますけど、どうしても気候変動、温暖化という

ものは避けて通れない問題となってますので、長

いスケールの時間軸を用いた最適化というのが重

要かなというふうに感じました。以上です。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 どうもありがとうございました。いろんな問題

が出てきて、それをいかに最適化させていくかと

いうようなことだと思います。 

 私も第２分科会のほうで印象に残ったのは、20

年ぐらい前の沖縄テレビのほうからの紹介で、那

覇市内の小さな川で、排水が汚くて滝が泡ブクに

なってるんですね。それから、大量の赤土が出て

いたものとか、水不足で昔は各家の屋根の上にタ

ンクがあったとか、そういう話が今やそういうの

がかなり改善されてる。ただし、そうではあるん

だけれども、個々の問題は解決されたんですけど、

いろんな問題が絡み合ってますます複雑になって

いくというか、そういう問題があると思うんです

けれども、その辺のいろんな問題が解決されてよ

くなってきてるんだけれどもというような感じの

ところを、神谷先生のほうでもう少し補足してい

ただけますでしょうか。 

 

◆第２分科会コーディネーター 神谷◆  

 その前に中北先生とか中山先生が話をされたの

もそうですけど、多分 20年前、30年前は、もう

久茂地川に近づくのも嫌だというような川であっ

たりとか、屋上タンクをつけてるのは、毎年のよ

うにあった給水制限に対して各家でのリスク回避

行動ですね。ためておくことによって回避しまし

ょうという行動でとられていたんですけど、１つ
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問題なのは、そういったことが例えば安定給水さ

れることによって、安定給水自体はすごくいいこ

とですし、安定的に給水されることによって屋上

タンクがなくなって、安定的にできるということ

はいいことなんですけど、その結果、やんばるか

ら水が来てるということ自体、この島自体は社会

活動とか人口に対して水がすごく乏しい島という

こと自体を忘れてしまう。それが一番今恐ろしい

ことかなと。それ自体をちゃんと理解した上で、

いろんな問題に対して取り組まないといけない。

そこはベースとしてなければいけないという議論

をしてました。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 ありがとうございます。そういう昔の知識とい

うか、先人の知恵というか、そういうのが大事だ

と。 

 戸田先生のほうでもそういうような話を、激し

い気象ならではの先人の知恵というようなお話も

していたと思いますが、その辺を少しもう一度説

明いただければと思います。 

 

◆第１分科会コーディネーター 戸田◆ 

 もちろん強力な雨とか、それがあっという間に

河川水が上がったりという非常に厳しい条件なん

ですけれど、その厳しい条件があることで、最初

からこの流域を総合的に捉えるような感覚とか、

それが当たり前だと思って行動するようなことが

染みついてると。 

 もう危ないと思ったら、全然家の外に出ないと

か、そういうのは沖縄の人にとっては当たり前な

のかもしれないですけど、本州とかだったら、も

う台風ぎりぎりまでみんな新幹線に乗ったりとか

活動してるんですね。 

 それを当たり前と受けとめている土壌がしっか

りできていると。それは先人たちが築いてきた知

恵なんだろうと。 

 ただし、先ほどの水資源の問題とも似ているん

ですけど、ハード整備が進んだりとか、あるいは

台風の話で、強力化とともに低頻度化みたいなも

のがあったときに、経験するチャンスが減ってき

てしまう。守られることで、先人からの知恵を受

け継ぎにくくなるようなことが起こらないかとい

うあたりは、今後の課題なのかもしれないという

ふうにお話をお伺いして思いました。 

 

◆コーディネーター 清水◆  

 ありがとうございます。先人の知恵はあるんだ

けれども、環境がよくなってきているので、そう

いう知恵を忘れがちなので、そういうのは教育と

かそういう場で大事だというようなことだと思い

ます。 

 壇上の皆様、さらに補足するようなご意見、何

かございましたらどうぞ。よろしいですか。 

 それではフロアのほうから質問でもよろしいで

すし、ご意見でもいいですし、何かございました

ら、どなたでもよろしいので、いかがでしょうか。 

 

◆会場◆ 

 私、賀川と申します。三十何年も前から沖縄の

水問題を勉強してきた人間ですけれども、久茂地

川フェスティバルをやったのは私たちの水の会と

いうのが最初で、寺田麗子さんも仲間でして、そ

れで初めて久茂地川フェスティバルをやりました。

そのメンバーの中に吉田朝啓さんという方がおら

れまして、今一緒に水の館というものを実現しよ

うということで活動しています。 

 清水先生が言われたようなこの会の大きな目的

というものを、我々同じような方向性で活動をし

ております。 

 その中で１つ今回の課題で出てこなかった言葉

として、節水意識。沖縄は昔から水を大事にする

というようなことを経験的に持ってます。その節

水意識というのは、世界に発信していかなければ

いけない意識だと思ってます。経済が発展すると、

その倍速で水の使用量が増えます。 

 ですから、世界の今の経済の発展を見ていくと、

水は必ず足りなくなります。そのときに節水意識

というものがかなり重要になってくると思います。

その視点の言葉がなかったなというのが、ちょっ

と残念だなと思ってます。以上です。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 どうもありがとうございました。大変貴重なご

意見を伺いました。おっしゃるとおり大変ごもっ

ともだと思います。 

 恐らく沖縄の皆様はこの節水意識というのがず

っとあって、先ほどから上ってるのは、先人の知

恵とか、先人からずっと受け継がれている考え方

と思いますので、それをぜひ一緒に世界へ向けて

メッセージとして発信していければいいなと私は

思います。 
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 神谷先生、いかがでしょうか。 

 

◆第２分科会コーディネーター 神谷◆ 

 節水意識の話で、例えば座間味の方の水使用量

は非常に少ないですよね。一方で、沖縄本島の方

は、実は他の都道府県の人より１人当たりの生活

用水の使用量は多いです。普通に暑いところのほ

うが水をいっぱい使う。ただ昔よりも水使用量は

減っている。それは恐らくトイレでも洗濯機でも、

いろんなものが節水型の機器になっている。 

 なので、節水意識というのが、今既に沖縄本島

ではかなり薄れてきているのかなと。それは思い

ます。もちろん昔はそういう意識があったと思い

ますけど、沖縄本島でも既に失われてきてるのか

なというふうには感じます。以上です。 

 

◆コーディネーター 清水◆ 

 ありがとうございました。今のに関連してでも

よろしいですし、別でもよろしいんですけども、

会場のほうからいかがでしょうか。ございません

か。 

 それでは、そろそろ時間のほうもだいぶ迫って

まいりましたのでまとめのほうに。 

 これは、今日の意見を踏まえて案として書いて

きたんですけども、これから今のご意見も踏まえ

ましてちょっと変えたらいいかなというのもある

んですけども、まず１つ、うふちゅ(沖縄の言葉で

「先人」)の水のつき合い方を継承しながら、最先

端の水防災技術を発信。水防災、土砂管理技術の

最前線、それを支える先人の築きあげた水とのつ

き合い方、このようなことを、つき合い方を継承

しながら発信していこうというのが１つ。 

 もう１つは、水を中心としたゆいまーる社会の

構築、これも沖縄の言葉ですけども、さまざま、

多様化という話ですか。具体的には、水の流れを

理解し、参加し、価値を共創する環境教育。多様

な主体がつながり生み出す価値という、この辺の

ことを今日の議論を踏まえてメッセージというよ

うにしたいなというふうに案としては考えてきた

んですけども、ただいま会場からいただきました

節水という問題も、入るとしたらどの辺になるん

ですかね。 

 

◆コメンテーター 竹林◆ 

 １つ目のほうに、うふちゅ(先人)の水とのつき

合い方というところがあるんですが、これはもう

防災の話もありますし、節水の話もここに含まれ

ているという意味合いもあったり、そこに含めて

いけるかと思うんです。１つ目のところ、ここは

最先端の水防災技術と書いてますが、ここを水管

理・防災技術というようなことにすれば、ここで

節水の話も含めて発信できるんじゃないかなとい

うふうに思ったんですが、いかがでしょうか。 

 

◆コーディネーター 清水◆  

 いかがでしょうか。そうですね。最初の文章が

水防災となっていますから、防災だけですけども、

そこを管理技術とかということにすると、いろい

ろ今日の議論が全て網羅されるということで、非

常にいいかなというふうに思います。 

 

 こんな感じでいかがでしょうか。壇上の皆様、

パネラーの皆様、分科会のリーダーの皆様、会場

の皆様、いかがでしょうか。(拍 手) 

 

◆コーディネーター 清水◆  

 どうもありがとうございました。それでは拍手

をもって承認していただいたということで、これ

をもって今回の「水シンポジウム 2017 in おきな

わ」のまとめと提言、メッセージということにし

たいと思います。どうもありがとうございました。 
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◆司会者◆ 

 ありがとうございました。それでは皆様、今一

度、清水様、戸田様、神谷様、竹林様、中北様、

中山様に大きな拍手をお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして全体会議を終了と

させていただきます。 

 皆様、本日は朝早くから午後５時すぎまで、ご

参加くださいまして誠にありがとうございました。 

 全体会議の中でもございました。改めて水との

つき合い方、そして水の価値、そして適切なマネ

ージメント、第１分科会のほうでは先人たちの暮

らし方、そして防災、私たちは、情報が発達して

いる社会におります。携帯電話などを通して災害

情報もいち早く取り入れることができます。そう

いった最新の情報を生かしながら、防災にまた目

を向けていくことも必要なのかなというふうに感

じました。 

 そして第２分科会では、水の価値を今までは観

光資源だとか教育資源だとか、そういったことに

水の価値を高めていくということがなかなか 20

年前、30年前はつながらなかったのですが、今は

そのような価値を見出しているということで、私

たち身近にある水なんですが、そういったいろん

な多方面から水の役割を知ることができたのでは

ないかなというふうに思っております。 

 本日ご参加いただきました皆様、本日の内容を

ぜひとも身近な家庭に持ち帰っていただいて、今

一度水に関して、関心、興味を持っていただけれ

ばなと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～ 

▼補足コメント 

全体会議において、うちなぁーぐち（沖縄の言葉）

で「先人」に該当する言葉を「うふちゅ」として

提言しました。 

会議終了後に関係者で再度協議した結果、「むかし

んちゅ」の方が「先人」の意味に近いとの結論に

至りましたので修正いたします。 

「むかしんちゅ」＝「昔の人、昔の人たち」≒「先

人」 
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次回開催県挨拶 

 

次回開催県代表 難波 喬司（静岡県 副知事） 
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◆司会者◆ 

 それでは皆様、お待たせいたしました。 

 ではこの水シンポジウム、来年は静岡県で開催

されます。ここで、次回開催県であります静岡県

副知事 難波喬司様よりご挨拶をいただきます。 

 難波様よろしくお願いいたします。 

 

◆静岡県副知事 難波様 

 皆さんこんにちは。静岡県の副知事の難波です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シンポジウムがこれだけ盛大に開催されている

こと、本当におめでとうございます。また、先ほ

ど後ろでまとめを聞かせていただきましたけども、

大変意義の深いシンポジウムだったと思います。

事務局の皆さん、本当にお疲れさまでした。 

 来年は静岡ということですけども、沖縄から静

岡って、テーマが多分がらっと変わるのではない

かなと、大変おもしろい引き継ぎになるのではな

いかなと思います。 

 静岡というとまず富士山です。3,776ｍですけど

も、そこの下に駿河湾というのがあるのですが、

これは｢世界で最も美しい湾クラブ」というのに昨

年加盟したのですが、これは湾としては日本で一

番深い 2,500ｍあります。ですから、3,776 から

2,500 に一気に落ちるということで、その間に水

が循環をしていますので、水の循環というのをテ

ーマにされるかどうかわかりませんけど、これは

こちらの皆さんが決められることですけど、そう

いった沖縄とはまた全然違う自然の形態、水の流

れがありますので、それが非常におもしろいので

はないかなと思っております。 

 先ほどまとめを聞いていて、中山先生がおっし

ゃっていましたが、長い目で見るということを、

時間軸でいろんなことを見ていかないといけない

というお話でありましたけれども、ちょっとおや

っと思っていただける、そしてそれを見るために

静岡に来ていただけたらどうかなと思って、少し

だけお話をさせていただきます。 

 ダムができて河川に土砂が流れるのが減って、

それで海岸が削られているというのをよく言われ

ますけども、あれは極めて短期的な話です。 

 静岡を見ていただくと、あるいは静岡というよ

りも江戸時代の浮世絵を見ていただくと、山が全

部はげ山で木が１本というのがありますが、あの

時代は山にほとんど木がなかったわけです。した

がって、山から土砂が大量に出て、それが海に来

て、駿河湾といいますか、静岡の太平洋側という

のは、もうこの海から来る砂、これとの戦いだっ

たんです。とにかく砂がやってきて、その飛砂、

これがものすごい勢いで海岸線はどんどんどんど

ん前に出るということです。したがって、その当

時の大量に出てきた時代の砂で今の海岸線は形成

されているわけです。 

 その後、戦後になって植林がものすごく進んで、

恐らく今の状態というのは、静岡に限ってでもい

いんですけれども、今の山の状態というのは、歴

史上を見ても森林が一番あると、もちろん江戸時

代より前は別ですけども、江戸以降は山に木が一

番ある時代ということが言えます。 

 したがって、山から土砂がほとんど出なくなっ

てきているんです。それにダムがあって、それで

少しとめていると、だからダムと山の木がなかっ

たのとどっちが大きなインパクトを与えていたか

というと、こっちは完全に山なんです。 

 それがどうも誤解をされていて、別に私はダム

の関係者ではありませんが、全て海岸が減ってい

るのはダムのせいだと、しかも土木技術者という

のは、今度は海岸に消波ブロックをとめて、それ

で両方で自然を破壊しているんだと、こんな話が

ありますけども、これは大きな誤りであります。 

 そういったものを間近に見ていただけると思い

ます。例えば静岡の太平洋側の遠州灘というとこ

ろで、過去いかに飛砂に苦労して、どうやって海

岸から砂をコントロールして農地を守ったかとい

うのが、松の防風林が海岸線に対して三重、四重

になっているんです。しかも、ちょっと斜めにな

っているんです。それでうまく砂を風の流れでコ

ントロールしているんです。そういったものを見

ていただけると思いますので、ぜひ来年は静岡に

お越しをいただければと思います。 

 それから、沖縄の方が多いと思いますので、沖

縄から静岡は大変だと思われるかもしれませんが、
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直行便が毎日出ておりますので、ＡＮＡの直行便

が静岡空港に出ておりますので、気楽に来ていた

だけますので、ぜひとも来年静岡でお待ちをして

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 どうもありがとうございました。よろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆司会者◆ 

 難波様、ありがとうございました。 

 それでは以上をもちまして「第 22回水シンポジ

ウム 2017 in おきなわ」を終了いたします。本日

は皆様、長時間にわたりご参加いただき厚く御礼

を申し上げます。誠にありがとうございました。 

 なお、入場の際にお渡しいたしましたアンケー

トにご協力をお願いいたします。回収は本会場入

り口受付にて行っております。また、ＣＰＤの受

講証明書の発行も受付で行っております。 

 なお、明日は現地見学会を予定しております。

どうぞ参加申し込みをされた皆様、何とぞ集合場

所をお間違えのないように、今一度ご確認をよろ

しくお願いいたします。 

 それでは皆様、お忘れ物などなさいませんよう、

お気をつけてお帰りください。 

 本日は誠にありがとうございました。 
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企画・運営 
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資 料 
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ポスター（B2） 
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チラシ 表 （A4） 
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チラシ 裏 （A4） 
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当日プログラム １頁 
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当日プログラム ２頁 
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当日プログラム ３頁 
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当日プログラム ４頁 
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現地見学会 当日プログラム（表） 
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現地見学会 当日プログラム（裏） 
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ホームページ（トップページ） 
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アンケート票 
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◆アンケート回答者性別
回答数 ％

106 100%
1 男性 84 79%
2 女性 11 11%
3 未回答 11 10%

全　体

◆アンケート回答者年齢別割合
回答数 ％

106 100%
1 ～19代 1 1%
2 20代 14 13%
3 30代 18 17%
4 40代 21 20%
5 50代 27 26%
6 60代 13 12%
8 未回答 12 11%

全　体

◆アンケート回答者職業・所属
回答数 ％

106 100%
1 大学・学会関係者 6 6%
2 国・県・地方自治団体 44 41%
3 民間企業 39 37%
4 一般 3 3%
5 その他 1 1%
6 未回答 13 12%

全　体

アンケート 集計結果 
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回答数 ％
106 100%

1 大変満足 28 26%
2 満足 43 41%
3 ふつう 15 14%
4 不満 2 2%
5 未回答 18 17%

Ｑ２　招待講演「近代化における流域
の崩壊、そして再生」について,内容
にご満足いただけましたか？

全　体

回答数 ％
116 100%

1 インターネット 20 17%
2 ポスター 21 18%
3 チラシ 26 23%
4 知人から 18 16%
5 その他 19 16%
6 未回答 12 10%

Ｑ１　本日のシンポジウムの開催をどこでお
知りになりましたか？（複数回答可）

全　体

回答数 ％
106 100%

1 大変満足 20 19%
2 満足 57 54%
3 ふつう 7 6%
4 不満 1 1%
5 未回答 21 20%

全　体

Ｑ３　特別講演「沖縄が実現してくれた夢
の豪雨観測-雲の中を探る-」について,内容
にご満足いただけましたか？
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回答数 ％
106 100%

1 大変満足 11 10%
2 満足 53 50%
3 ふつう 26 25%
4 不満 2 2%
5 未回答 14 13%

全　体

Ｑ５　テーマ別分科会について、内容
にご満足いただけましたか？

回答数 ％
106 100%

1 大変満足 49 46%
2 満足 31 29%
3 ふつう 8 8%
4 不満 1 1%
5 未回答 17 16%

全　体

Ｑ６　子どもたちの発表について、内
容にご満足いただけましたか？

回答数 ％
106 100%

1 A  第1分科会 30 28%
2 B  第2分科会 63 60%
3 未回答 13 12%

Ｑ４　参加された分科会をＡ・Ｂから
選んでください。

全　体 28%

60%

12%
A  第1分科会

B  第2分科会

未回答
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回答数 ％
106 100%

1 大変満足 15 14%
2 満足 52 49%
3 ふつう 20 19%
4 おおいに不満 1 1%
5 未回答 18 17%

全　体

Ｑ７　全体会議について、内容にご満
足いただけましたか？

回答数 ％
106 100%

1 大変満足 4 4%
2 満足 33 31%
3 ふつう 49 46%
4 不満 2 2%
5 未回答 18 17%

全　体

Ｑ８　パネル展示について、内容にご
満足いただけましたか？

回答数 ％
106 100%

1 大変満足 19 18%
2 満足 60 57%
3 ふつう 11 10%
5 未回答 16 15%

全　体

Ｑ９　本日のシンポジウムについて、
総合的にご満足いただけましたか？

14%

49%
19%

1%
17%

大変満足

満足

ふつう

おおいに不満

未回答
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Ｑ10 本日のシンポジウムについて、ご意見ご感想をお聞かせください。 

  （～の部分が良かった、～についてもっと聞きたかった。） 

 

【全般】  

・沖縄の水環境と人との関わりについて、色々取組み・考えを知ることが出来、有意義であった。 

・ゲリラ豪雨の予測について興味をもった。 

・沖縄における水と人との関わりを過去の事象から現代、そして今後の発展まで知ることができ、とても興味深かった。 

・沖縄は観光産業が根幹であり、それによって水の消費も多いが、天然資源を守る必要がある。両方を保つ為には、

どちらもバランス良く複合的に対処することが大切であることが分かった。 

・神谷先生への負担が大き過ぎるのでは？（先生の意見をもっと伺いたかった） 

・招待講演・特別講演により、貴重な話が聞けたのは良かった。沖縄でも展開してもらいたい。 

・色々な分野の専門家のお話が聞けて良かった。 

・流出赤土粒子の沈降速度をどのように計測するか、赤土沈降は薬品によって可能か）について。 

・ダムの機能や重要さ、建設に際しての弊害、北水南送の現状について理解が深まった。 

・シンポジウムを通して何が言いたいのかよくわからなかった。 

・沖縄の人の豪雨に対する暗黙知を整理して、知らしめることが適応策に生かせると考える。 

・水を考える機会としては、とても良い。 

・沖縄は河川ひとつ々の延長が短く流域面積も小さい為、ゲリラ豪雨などの大雨が降った際、山から河川へ流れて

くるのが速く、すぐ氾濫を起こしやすいので気をつけないといけないことがわかった。河口では晴れていても、上流

で大雨が降った為に河川が増水し、事故に繋がった実際の事例を見て、管理者として天候等の情報収集をし、注

意を促すことで防災・減災に繋がれば良いなと感じた。 

・河川と雨に関係するものだけでなく、自然環境（サンゴ・赤土流出）等、沖縄特有の課題についての問題提起がさ

れていて、今後の沖縄の進み方を考える必要を感じた。 

・県内の河川において、落差工を設けて河川勾配を緩くしておりますが、河床に堆積土砂等により、樹木等が生え

河川断面を阻害しております。落差工は必要なのか。 

・開発と環境保全の考え方が通り一辺倒であり、深い議論が欲しかった。将来的に課題が起きた時に課題解決に向

け、現段階ではどの様な対応策があり、どの様に考えているのか。 

・各年代毎の水質の変化や、社会基盤の変化についてもっと知りたかった。水質と社会基盤のつながりや変化。 

・スライドでビデオを流していたが、ビデオの音声と講演者の声が重なり聴き取り辛かった。 

・最新の研究動向が解り、大変良かったと思います。今後の実現へ向けて、取組み課題や行政での活用へ向けた

長期的展望について、もっと知りたいと思いました。 

・参加者が多いので、もっと多くする手間が必要です。 

・私が勉強不足であった為、今回のシンポジウムの内容を理解できていない部分があり、沖縄の水について考える

きっかけとなりました。 

・水源開発者は、現在の水事情（沖縄）に満足しているが、断水が無くなれば節水意識がうすれていく現状に注目

すべき。大きな事業（ダム系）により問題解決できたとしても、身近な資源を無視する開発のあり様は見直されるべ

きである。つまり湧水・地下水を無視しすぎる。 

・節水について大切さを実感した。沖縄の水の使用量が多いのは少し驚いた。 

・著名な方による貴重な話を聞けてとても良かった。（水に関する歴史から最新まで）又、色んな角度からのテーマを
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基に研究されていることが分かり勉強になった。仕事上は河川・海岸に携わっているので、本日の発表・講演は大

変勉強になりました。 

・ダムの問題、渇水対策はしないといけない。これらの矛盾する問題について、今後どのように対応していくべきか、

観光と環境保全を両立させるのに今後どうしていくべきか、先のビジョンが見えにくかった。 

・日頃、当たり前のように使用していた水に関して、見直す良い機会になりました。雲→雨→山→川→海と循環する

水、時に激しく人の生活に災害をもたらすものでありながら、確実に生命、自然環境の恵をもたらす力を持ってい

ます。水質の確保はもちろん、節水の考え方もこれから大事にしていきたいと思うシンポジウムでした。 

・非常に分かりやすく、映像と共に解説された所が良かった。 

・様々な研究について聞けて良かったです。有難うございました。 

・話テーマについては、多岐にわたり良かったなと思うが、第 2 分科会の資料（PPT）を配布してほしかった。全体的

に発表スピードが早かったと感じた。 

 

【招待講演（竹村先生）】 

・「近代化における流域の崩壊、そして再生」の歴史を踏まえた内容が、大変興味深く楽しめる内容だった。 

・「近代化における流域の崩壊、そして再生」がとても興味深かった。 

・竹村先生の講演は大変興味深く、先生がパネラーとして意見を述べてほしかった（コーディネーターの裁量が論

議の質を左右する事を実感した。 

・竹村さんの講演が良かったです。 

・竹村先生の講演の内容がとても良かった（流域）。 

・竹村先生の話は大変参考になった。特に流域と人間生活の話は面白かった。 

・堤防近くに神社がある理由が理解できた。 

 

【こどもたちによる発表】 

・国頭村奥の小学校の発表活動が印象的だった。 

・地域の小学生による取組みの紹介は、とても素晴らしかった。 

・奥小学校の発表は良かった。 

・午前中の講演と、子供達の発表が非常に素晴らしいと感じました。 

・子どもたちの発表をもっと見たかった。 

・子供達の発表は、やらされている印象を受けた。 

・愛心保育園のマーチングはよかった。 

・保育園の子供たちがここまで出来るとはおもわなかった。 

・シンセサイザーの演奏はすばらしかった。 

 

【第１分科会・第2分科会・全体会議】 

・第１分科会・第 2 分科会を選べるのが良く、第 1・第 2 のまとめをしてくれたので、聞けなかった方の分科会の

話が聞けて良かった。 

・第2分科会は、討論する時間がほとんどなく、パネラーの一方的な話しになってしまった。（時間のバランスを

考えてほしい） 
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・ディスカッションの時間が、総じて短いように感じた。 

・パネラーは各自の発表時間（15 分以内）を守るべきであった。そのため、最後のとりまとめの時間が少なくな

ってしまったのは残念であった。なお、内容的には優れた分科会であった. 

・パネラー間の意見交換がほしかった。 

・他方の分科会がどういう内容だったかを知ることができ、全体会議の良さを知った。 

・第 2 分科会「人と水とのやさしい関係」について、様々なパネリストから色々な視点で発表があり、とても興味

深かった。治水や利水だけでなく、色々な水と人の関係について、問題提起されてとても良かった。神谷先

生のまとめ方が、とても良いと考えました。 

・第 2 分科会でパネリストの方々の意見交換が見たかった。繋がりと共通認識を持っている方々だったので、

興味があった。各パネリストが普段どのような心掛けを持って仕事に取組んでいるのか分かり、自分自身の

水環境保全に対する活動の参考になった。将来世代の為にも、身近な地域の自然に目を向けるように自分

自身の意識をフォーカスしてみたい。 

・全体会議は、コーディネーターが力量不足。 

・分科会に分けると、どちらか一方しか参加できないので、分けない方が良いかと思いました。 

 

【特別講演（中北先生）】 

・中北先生の講演の中で、沖縄は何でも始めで実験ができる可能性がある、という言葉が印象的で、とても勉強にな

る講演でした。 

・中北先生の話しをもっと聞きたかった。 

・沖縄で雨量レーダーの研究がされている事に感動した。大変有意義でした。 

・中北先生の講演時間が短いような気がする。  

 

【その他】 

・利き水コーナー等、良いアイディアだと思いました。 

・１F でやっていた利き水がとても良かった。 

・水道の味が、いかに高いレベルにあるかを実感させたれた（ポスターで周知していたら良かったかも）。 

・パネル展示について、総合的なテーマがあるのか含め、伝えたい事がよく分からなかった（個々のパネルの内容

は分かる）。 
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Ｑ11.今後のシンポジウムで取り上げてほしいテーマ、講師等、ご希望がありましたら教えてください。 

 

・分散する為、国は具体的にどのような政策を実施するのか知りたい。 

・ダム建設の歴史、県内河川の昔と今を、もっと映像や数字（COD などの分析値）を使って分かりやすく示す。 

・沖縄の道路網、沖縄の港湾開発、沖縄のコンクリート構造物 

・生態工学の分野を取り上げて下さい。住民組織で、地域環境分野で頑張っている団体を紹介してもらいたい。 

・このまま続けて欲しい。 

・沖縄に特化した技術の話題。 

・沖縄の観光産業の行方、何処へ行こうとしているのか、10 年後の沖縄の姿は？ 

・下水道について。 

・次世代を担う若者の声をもっと聞けたら良いと思う。 

・世界の水問題を考えれば、節水意識が不可欠。 

・川や海をきれいにするという点で、下水道の歴史・技術・役割についての講演があれば聞きたい。 

・多目的自然型河川整備の在り方。 

・第 2 分科会の資料配付と、発表スピード（時間の調整）の改善をお願い致します。又、下水道からの再生可能エネ

ルギーの話をしてほしい。 

・堤防工法の種類と歴史。 

・内容が多岐に渡っていて、話しに付いて行けない所がありました。もう少し絞った方が議論しやすいと思いました。 

・分科会の個人分が長かった。 

・防災・減災へ向けたソフト対策について、住民との関わり方をテーマに専門家の考えを聞きたいです。 
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