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抑縄

～1

沖

縄本

資源

かすむ祖国

海風にのっ花期しぶきを身に受ゆで風蝕によ算ささ

くれ立った古生層の粒状石灰岩の上に立つおごこ沖縄

本島の北端辺戸岬からは海をへだてて鯛k賦の内かう

に本土の最南端の高専論島の島影かかすんで尻免花.

私達一行か辺戸岬紀繋い花のはもうそろそる潟も暮れ

かかる頃で強風にあおられて専輪島は波し漆き脱色

漢れていた淋晴れ花属にはもっとくっ曹砂と望むこ

とができるとのことであり花司そしてこの壌つの島の

闘紀馴かれ花簿記兇免ない鮒度線はな沸い閥そして

今も狙圏をひ慧はなしている躯それ淋米鼠政府の統治

下記蕗る沖綴の姿でありそこ記すべての問題が存在し

ているのである餐宙水の問題にしてもつきつめてい

けぱこの本土との断絶カ重いろいるの形であらわれて

いる変登に思われる.筒本本土を一つの離島を考免れ

ば沖縄はさら紀その小型版でありその上地質状体が

蛮唄淀く慧うので本土平野にみられるような厚い洪積層

がないので水欝瀦のあり方は条件的にはさらに不利な

状態にあるのを漢ぬかれない.

沖縄の水資源とくぽ地下水については渚)れわれは

以前がら大きな関心を寄せていたカミ幸い昭和43年度の

沖縄技術援助計画の一環として水資源開発調査ぽ関す

る技術援助がとり上げられて現地調査と技術指導を行

なっ抱ので沖縄の水資源とく陵地下氷を中心虹して

述べてみたい蜻

小濁轟次郎･木野灘人

野闘難二･誌上笈曳※

沖縄歩踏

琉球政府のもをには大小合わせて60余の島冷然ある

というがこれらを大別すれば沖縄離島と先島諸島とに

松る｡沖縄灘島は神経本島(漢たは沖綴島)およびその

周迦牢久米島をはじめとする小島淋激在し先島諸島は

富古島石垣島および預表島とその周辺の小島から成

り並っている彗沖縄本島はい簑嚢でもなく首都沸覇

市のある最大の島で衝積王主鴉狐赫(全琉球の艶｡泌)

南端の富農斌跨から北端の辺戸岬までの鷲長は約五0磁血

東面の幅は最も狭いところで3ヒm｡から幅の広いとこ

ろで独㎞玉くらいの細長い島である.これを南方の上

空から撮影したものが写真りで手前が南部綱くく

びれているの林中部で北部はがすんでいる誼

いとほい免ないし漢だ昭稲37牢から隅稿遂3年凄でのも

のでわかるように年虹より月によりでその差異様は

なはだしく護だ島が細長いので場所紀よって降水量

はかなリ違ってくる中表･2は沖縄本島匿内気象観測

所紘縞け墨隼聞降水量を脱較したもので北部の山岳地

帯は虻く終爾娯多いようであるか一概紀爾梯多いと

はいい切れない｡そしてこのような雨の降り方が

案は沖纐における地下水のあり方を根本的に左寄する重

要な翼素の一つなのである串

那覇樽おはる気候賂表は表13であるか鳶月6月

の雨期を餐月の台風期ははやはり雨量秘多くまた気

がつくζとは晴天の属が意外は少なく平均すれば年

間鵬､3黒月に杓すか五茗脇簿で笈属を害崎ということ

である､謝鰯を例はとれば曇の師ミ多く棲た濃度

が大巷いあい雪特徴もはっ書ゆ出ている拮そしてこれ

ら気象の観測を行なう気象庁は本土では運輸省に属し

⑩劔芦醐の激状煮豚幾の断蟹の胸か嚢妻ζ1嚢球麦顯鍛繭織蟻鶴専織篤惑蝉淋ん

でみ爽亀�



一13一

����'1一■■■■■#幸■■1#�����…,川.1¶肝■1I■､'�����

�������一�������

193ト1蜘閥の堺均�工蝸｡ゑ�玉3エ,9�至駿.蓼�玉鰯.尊�鰯.慧�瓢簑.婁�工軌.餐�雛義,濠�夏鍬｡凄�夏鍬｡婁�夏囎.4�至螂､至�蔓岳㈱､遂�

1蟻2�工⑰8.宴�鑓,嚢�鎚簑｡蕃�亜鉛｡義�夏嚢｡｡遂�鎚蔓.⑪�至鍬､嚢�夏至遠,遥�豆至嚢｡警�鑓,?�鰯.?�至肌蔓�エ亘鯛｡募�脳2～星96陣

1螂�磯.婁�郷｡墨�鍛.?�鑓.餐�至遺.餐�聡.嚢�繊.釜�婁滋｡警�夏鰯｡嚢�郷｡王�燃｡5�翌4又嚢�鯛以餐�の乎塙

1鰍�豆6⑰,2�飢,6�工鴉.隻�滋古遂�鋤婁｡?�鰯婁,婁�滋｡吉遥�叡嚢｡至�鑓｡7�至6隻｡§�滋.裂�230.0�2亘蜘｡ゑ�1葦鯛7.賦m

1鰯�鰯,9�鱗.薯�鍛.工�工艶｡4�遂工夏｡王�銚§｡嚢�銚｡?�5鵠.嚢�滋､互�至05｡塁�エ29.夏�翌2㌫2�2里3錫｡4�

1鰯�婁惚.轟�至蛎｡餐�エ製.蔓�飢警.餐�繍?.c�畿5.o�蝦.慧�婁9婁｡餐�銃婁｡?�鑓､婁�雛⑪.O�鯛3,9�3,176｡凄�

ユ鍋?�工⑪7｡曇�顯,蟻�夏膿.参�工鑓.轟�蔓鑓,玉�狽婁｡o�鰯｡嚢�至餓.餐�棚.釜�30隻,餐�艶.婁�鍬､夏�王書冨聡警�

1螂�69.o�翌1⑰,禽�鰯⑪.釜�至狐⑪�至工蒙.嚢�灘蟻.嚢�夏婁.慧�至鰯｡嚢�嚢狐蝪�鍬吉嚢�馳｡餐�95.婁�至壬鑓8｡簿�

表･1

郡轟1こおげ義海水量⑫鰹燦随鮫

単位(囮m)

一

畿曲嚢淋纐水鳥隆内録録観測所における月閥鯵水盤⑳蛇鮫串至鱗工率(節鮒)

＼月＼観測所＼㎞…一一1■'■……¶1^止,�1�婁�3�遂�5�6�亨�嚢�9�裏⑪�11�12�年閥降水量

�…………^�一皿､一一一……阯…,^､�…u…川一……山^｣�…………��｣…川｣一…�………山��……■H…���'�

互郷覇�遥0.§�狐.㌢�至鵬､至�至難.霧�至57.4�工0豆,婁�512.婁�176.0�i68.7�277.2�82.婁�至3毛9�至､954.?

婁婁屋武�独｡a�鍛｡轟�至30｡§�銚,嚢�夏78.1�140､?�3艶｡㌘�雛｡9�旦71.7�161.1�59,蔓�翌21.2�1,幽.5

…�������������

墨専那原〒狐?��6c｡餐�亙鵬.8�隻08.餐�芝60,8�136｡§�顯蓬,遂�五69.8�139.4�279.3�70｡嚢�n7｡夏�1,8鍬5

遂名護�1肌O�工2?.?�至蟻.4�1錫､嚢�3㏄.5�ユ3義｡違�372.e�凄鍬｡工�脳9.夏�2鴫.婁�98.6�夏53.§�慧葦鰯｡1

嚢本部�5?｡§�エ艦.婁�夏泌.嚢�2鳩｡e�333｡婁�エ艀.§�婁賂⑩�工η｡夏�至鰯｡遂�ユ§工｡嚢�王0エ｡遺�夏?3.9�2,115,3

餐与郷鰯傍�翌0至､?�婁鋤｡8�205｡㌢�婁錫.聾�填50.1�3鴉.嚢�菖雛｡餐�婁w.嚢�婁鯛,警�艶｡､勢�婁雛､隻�20Z9�3,152.4

?蒙波�漱｡?�瓢?.釜�工98.寡�至9§.導�3眺.0�婁畿｡釜�鱗,慧�蝸｡.纂�鑓夏.㌘�2工垂.髪�13?,遂�20λ5�2書?1餐｡9

嚢迦立瑠�鋸｡3�玉36.3�工鴉.蓼�20隻.婁�鮒6.1�至艇｡?�3騰｡夏�至銘,エ�鮒蓄.護�雛｡.餐�エ28｡嚢�隻艶.警�嚢葦搬.婁

⑬

綿灘泰廠の繭労上

盤蛾鰯醐資嶋擬
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熱鰯ぽ抽ばる気候鵬譲(193卜脳｡)

(郷覇気録台資料による)

一

月平均気温℃

月間降水鐙の耶均値醐㎜

月単均湿度%

肩準均風速独/s

快晴同数の平均飽

鑑天目数の平甥値

那覇から300嵐以内に入浴た

台風の全数く滋ヶ等)
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ているが琉球政府ではこれ添通商産業局に属してい

る.このように琉球政府における行政機構は本土の

それと違っているので琉球政府の行政機構について

若干ふれてみたい､

でいごの花

琉球政府行政府第一庁舎はもと米團昂政府のあった

ビルでその中庭には{{ていこ茗里の花秘薬しく咲いてい

る,この花は豆科に属し逃月噴葉を金く付けない枝

忙真紐の花をつけそれか青空ぽ映免る姿憾鯛員の沖

縄を象徴しているよ登記屍免る佃ζの行政府第一陣舎

の玄関脇には琉球水準原点がある.水準測量を行なう

ときの原点である.琉球政府行政機構図は図1王で

目立つことは通商産業局の機構が大書く繭工部運輸

部の御こ外局として気象庁郵政庁金融検査序海

難審判庁と琉球工業研究指導所等の付属機関をも繊て

いることである｡

び山城調養官がこれを担当することになった.これは

水に関係ある部門は多岐にわたるのでこれを総括する

意味において企圃部担当紀決定したということで裏た

技術援助の実施繭紀おいて最も関係が深く私達カ埴接

館簿お世誘になっ花のは嬢設局工事部工事課である.

工欝課ほ機械係工事係管理係とあリそのうち機

水費源に闘犠賛藩衡藪機闘

沖縄水資源技術援助諦爾悠対沸る銃球政臓⑳対麻機関

は企画部と決麓畜批通薩部閥撞幾⑳薬地諦爾鴬篤畿

課が工業用水およぴ鉱山用水を担当することになってい

るカミ産業関係の用水についてはその実態調査さ吏も

襲花行なわれていない状態であるが遂3年度に行なわれ

花沖綴工業開発計圃基礎調査の一藻をして用水閥題を

ようやく敢砂土げは岱め稔段階恐鶏慧次産薬の擦興挫

から務禽細せ芯紳綴滋潟敏る麓業溺氷怒逓い将莱閥

魑熔なりでく議恐蕗澄餐､

榊綴緩潟は蕃氷文気鎌楓州氷位お褒破流盤の調謹紀

幾り郁鴻の淡録簸序恐通麓局⑳琳局縫漆繊勧鴻硅

蜜花釆然蛾試郊篤澄むみ⑳琉球丞薬概究指薄爾凄氷

⑬行政府繁一摩禽とあぎ帝勇吹務秘脅蜜繊嚢免る県花でいご

⑳欝一序禽入㌶1ζ1童碗球水準慮原点がある�
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1行政副生厩の庁雑あリわ肋れが

!毎月幽入し免庁舎である

命

察

院金金会金燭登用庁登鰯燭序序含燭燭庁序序庁局局所灸局余念愛掲金周庁庁庁静

縫(

騒二1ジ丑

鐘三玖尖五

調査のうちの水質を担当し数多くの水質分析を行なっ銃球政府立琉球大学は'昭和25年に創並されたが昭

ている,稿銚年栄国毘政府直轄から琉球政府隠移欝密れ稔も⑳で

那覇帝内北東部1噌る帽壬城跡貰星の猛紀建で島れ

建設局工事部工撃課熔ついては先虹述戎たか同局土

木鑓築部都市計画課水遣係は上水遺の夢葛⑳水質を除

い花部門を担娑し漢淀岡課陪下水道係があり護た別

に沸縄下氷遺公杜嚇ある幸

厚生局には衛生課環境衛生係秘務り上水遺の衛生面

のみを担当しているのは本土の厚生省と異なるところ

で漢淀同局の付属機関あじで琉球衛生研究所があり

水質の衛生繭の研究をしている串

その入Q遊く紀は守礼の国紳縄を訪れ危人淋護ず箭れる

琉球の顔守礼の門がある､ζの戦後復元慈れた小さ

な門とそれに掲げられた“守礼之邦'享の額は沖縄人の誇

りでありまたその傍にある琉球大学律沖縄の人玲の新

たな希望であるう,しかしこの琉球大挙の理玉学部に

は残念な秘ら地質学科はなく｣関係学科&しては化学

科また法文学部に地理学科があって本土がらも地学'

関係の講師が招かれている.

灘灘舳鶴蝸

灘

鰯繁

⑳蹴餓爽祭漁鱗蹄嫌蟻激臓勇鴻鏡録戯蹄

縫穣欝凄紙液鱒顯籟念働導

働競灘破瀦ジ蹄孝胸般鰹擁嘗勤

澄熔穣籍蜜み稜澄碗隷爽響�
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図嚢鑑氣検綴技術指醸の戚暴

第一次水衡源闘轟鰯麓技術指簿

琉球政府は紳縄本島水資源開発調査釜勿年計画を樹立

レてお擾その線に沿り稔技術援助添行な細れ繍慧籍

一次水資源開発調査技術指導は諸汲⑳寮情から本島商

部地匿を宛全紀吻バｰするζあはで湊なか唱施秘技術

援助紀墓づく調査を技術指韓はその案をあげるζとがで

き花皿その分旗をあげれぱ次のとお聾である甜

技術指導担当項目撞幾春

氷賢源総合闘発調査技術指導

水鍵地質調餐技飾指導

錐下水深養技術指薄

水準潮澄調査技飾指導;

小爾泰次郎

木野畿人

簿閥泰二

弗上遼文

技術指導を直接行なゆ花のは窒ぷむで工講部工欝課

⑳職貴恐勘濃施秘水欝源闘発燧愁載翻鴻闘係脅を対

鎌絶篶彩紙周籔闘謹観腐姿議嚢熔繊双講演会を開

催む怒幾融竃講節裟杉鷲盗融⑳撤術携韓担幾者秘

影栃繋総⑳鰹幾灘髄贈愁熔膨滋講演登狩柳･護液臓

講翻嚢鐙爾部⑳翼戴賦聾旗薫氷欝源鰹闘係滋篭較廠職

黛鰭漢破塚熔闘係ぬ深め慈煮燕関係瀞撚集蜜算参加

宥は3略をζ免篇盛況で活発な質疑庵答淋なされた

容水飽層として璽要な地層となっておりこの地層を冒

ざして多くの弗戸か掘られている由沖綴本島にはζ拓

らの地層の上位に新しいいわゆる琉球有灰岩秘の噌

てい鳶が郡轟市内ぽ為いても水源鉦狂ては前述鍛小

禄砂岩層のなかの地下水および琉球有豚岩とその下の

水の受盤となる地層との間の湧泉がおもな水源となって

いる珀郡覇市内の恕慧ろどζ引慧緑の丘淋ありそこ

ぬは琉球看灰岩がのっている(写真1ゆ､蜜施市内の

とこるどζる紀は湧泉秘みられる拮貰里の丘虹立つ

守礼の門をくぐると有手に琉球大学の近代建築秘並び

左尋は旧買本軍本営地下擦のあ吻淀崖熔なっていてそ

⑧氷欝源講演会熔おげる艶薦蕎等穣の灘…怒一夕沙…夢⑳蕗をで妙滞鐙勅もみ象る

⑬商農嚢く諦ヱ難(機)繕榊こ招いて麗氣検燭の実習

秘繋施され液�
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の正面1ζ竜樋が見える(写真1!王),これは上方の湧泉

から水を引いてきて一般の使用に供す暑ものでご⑳篭

樋を凄わって行くと琉球大学の下は竜潭池がある朝

約300年前人工熔よりつくら杓花といわれるこの滴は

今も付近の湧水を集め琉球大学が水にその影を落して

い私邸轟布はこのよ勢に一屍水源に恵漢牝ている

よう紀屍克るか市の上水遺事情淡よくなったのは琉

球永遠公社から水の供絵を受けるようぽなりてからで

市自身による水源の開発はなかなか困難なようである､

那覇市の上水遺

那覇市は沖縄の首都として大正10年悠市綱カ童施行さ

れてから発展して書だが長年の懸案であった上水遣が

着工されたのは昭和餐隼6月のことで鯛稿籔年に通

水を開始し同工⑪年に錦夏期の工事を終わっている､

しかしこれらの施設は沖縄戦はよりすべて灰嬢ぽ帰し

たが戦後米軍は軍施設に給水のため瀬浄水揚を修築

し軍にのみ供給使用してい危牟曜和筋年頃から市への

移管交渉が進められ米軍は移管前記五0⑪万ドルを投

じて水源地浄水場泰ンプ揚等の施設を全面的ぽ改

修し婿和28牢狐月肌目に工事を完了してこれらの施

設を返遺し淀由なお警時の公称浄水能力はユ⑪ヨ⑪0⑪が/

驚であった嘩

その後那覇布の人口は急激に増加すると&もに隣接

市町村の合併および五人当り使用量の増加ぽ伴い米軍

からの移管施設では需要を凌かない誉れなくなりこれ

ら需要の増大悠対処する化め施設の拡張工事をともに

米軍(現在は琉球水道公社)から原水および浄水の供給

を受けて給水を行なってきた淋渇水期には需要にこた

えること淋できず一部地域に対しては制限絵水を行な

って慧危.そしてその対策として贈榔昨に浄水施設

⑯郷鵜肺鰍滋γ側駿蔓1童都繊の夏締約沙紬吻紙藤

国際通り漆の娃免篶嶋をご剃重疏隷須脱着の丘

鱒蹴鰯滞土泳滋繕瀞球艦

を処理能力20章⑪0⑪が/貝に拡張しまた給水能力を増強

するなだの一方曜和3§年に設立された琉球水道公社が

班年11月に那覇市字上閲に容量37,85⑪がの配水槽を完

⑩鯉の雌繍硫鰍靴鱗鵬樋抄碑確林1ま鯛欄瑚稽赫柵る�
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義皿警灘鰯際上水遠泳源一隠坪切取水擾

る封

琉球水道公社の濱的および設立は“琉球佳民の使用と

利益鳶よび産業開発に必要な安全かつ十分な水を供給

鰹灘鰯上水道1瀞小鯛(為簑く滋勅鰯氷綴釜章醐瀞/鮒婁敏溝嫌沙災糊ζ

送水されている

磁瓢蔽敏滋蒙織消汐鑑鉾簿水舵割近纂鵬鴻�
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雛§

灘蜜長米民政府公益寮業局長バリトンW､員クラン大佐

襲撃銃球政廠麓設局長富盛栄㎞

〃米鰺箪フ浄一トパックナｰ嫌渓ト猟ンジ黒アビｰ

リｰ貧｡繋リヌ中佐

拶裁球開発金融公社総裁獺屋輝勇

グ銃球水道公社総裁大鴻博貞

沖縄熔おける水資源開発は米軍が直接関与している

のでなかなか複雑であり塞だその実態もつかみ紅く

い添その一つに全島統合上水道施設というの秘ある自

全島統合上水道施設は在琉米陸軍および水道公社所

有の施設からなっておりこの施設は一目平均遂重凄⑪⑪万

ガ源ン(鵬ヨ080が)の能力をもっている｡そして米陸

軍フォｰトバックナｰポスト窯ンジ黒アは水道公社と

⑬繊織泳遺分散積洲繰氷鐙

眉川市⑳酬嚢ず棚ζ藩婁玉,蔓Φ餐湧漸漂ン入簑⑳悶形貯水夢シクと浄水場

があ遂紳綴終糊童藩閥鰯公歓幻㎞りである

⑱孫州静水艦線氷滋灘

蔓の浄泳欝で葦凄餐～蓼策の灘譲毅薮入している�
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の運営協定にもとずいて全島統合上水道施設の運営お

よび維持管理の金賞任をもち中繭部王㍑市町村その他

の民間需要をみたすに必琴な水量を生産原価で公社に

供給しているものでつまり米陸軍力婁沖縄の水道を経

営しているようなものである.このようにして生産量

れ花水の平均消費比率は軍消費水量約y義民聞消費量

2/警で民需のうもの約50%は那覇市の消費水盤である由

浄水場は雲ヵ所ありうち大きいのほ層川浄水場お盗び

タイベｰス浄水揚(嘉孚納空軍基地内)である､

宥州浄水場は有川帝⑳南端虹あり㌶醐坪の敷地を

もち1,oOO万ガロゾ(約38軍OO⑪猟婁)の原水勢シク&浄水

施設をもっている.写真115はその入口で写真1蝸

はその浄水施設で平常浄水龍カ五目婁韮00⑰万ガ減ン

(循事狛6血暑)をもち水源は1石川市以北ぽ粘いて開発した

それ随従って水質もいろいろと変わってくる.たとえ

ば水道公社にしても水源については一様でなくもっ

とも敢得しやすい条件のところから取水している.す

なわち北部虹潟いてはダムと表流の紐含わせによる取水

中部ではさく弗による地下水の敢碍南部では湧水藻た

は湧水型式の溝井戸によりそれぞれ取水している.ま

たその組織熔は公社上水道組合簡易水道専用水

道偶入の上水供給榮春欄人為よび米軍が直接軍用水

のために取得というようぽいろいろありまた水質は

タイベｰス浄水場は浄水能力1,500万ガ回ン(繍里8王§

m3)で瑞慶凶ダムおよび嘉手納空軍基鉤内の打込井戸

を水源をしている串本遺公社の導水管は北部がら繭

部へ肉がって延命蜜布設されているのでその総延長は

1搬血と称されて濁りこれは直線距離にして東京が

ら静閥市の先くらいの距離に当りこれをみてもいか

に大きな事業であるか沸わかる誼そして今後とも表

流水にまた地下水に公社の沖縄紀おげる水資源開発

に対する比重は濠す窪す高襲っていくものとみて差支

ない.

を森害寸くそん

盤見域村一沖鰯本蟻南部地匿に創予る氷事摘⑳鯖閣

紳総本島では水の敢碍方法にもいろいるあり漢従

く剃蛾り地下水を敢得する揚含耽部地ぽ熔為いては

豊屍蛾簡易水遺水源抽よぴ瀬長簡易水道水源の深井戸の

よう熔塩素イ球ン倉有量はそれぞれ脳叩独および

93p岬であ蜜り多くないカ婁同村繭部にある上閏簡

易水遺水源井軸よび金良部落にある自蹟性深井戸におけ

水するというが写真でもわかるようにこの井戸は遺

路から五0数狐も上った姦の上に弗戸を掘っているので

夏の渇水期の水位低下時にはわざわざ揚水を困難にし

ているようなものでこの弗戸から約昌㈱離れた遣路わ

きに硫球政府工講課か掘った弗戸淋おる緕ζの井戸は

水申ポンプを入れてあ蔦ので掲氷期にも十分氷か汲める

⑬縞蝿川め鍍畿遜氷嫌ン賞鑑

吟この上湖ぴ姦を静醐岬籍鑑篶⑳劉畷蟻じ慾水している

⑱鐙蒐搬村灘虞徽轟水遺球糠

潟簸登肴の鰻劾ζ氷源勢:榊鰯幻翻妙ゆぱで海る�
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とのことであるから井戸の位置を下げれ

ば十分場水は可能であり井戸の位置と恭

1籔纂1幕;;1ぺ

供することはできず井戸水はおもに雑用

に使うかまたはる過して用いいま怒に

雨水をためた天水に頼らざるを克ない地区

である.同じ地下水でも銃球石灰岩の

下底から湧出する湧泉は水質的に深い地凡例

層水とほ全く異なり鑑分が少ない水であ､榔畑

望.滅餓郷慧

る由しかし水質は石灰岩のなかを通過し唇､㍊㍍

てくるのでカルシウム分を多く含み硬度婁芙:二篇

は高いのが通例である｡品川の高嶺簡易義'警擬

水道水源(写真1ユ9)は道路わ削ζあり

ζの付遊で撮も水量の多い湧水あいわれて

いる｡臥警は豊見城柵鴎ける取水力漆の図㌘ある

がその水の致傷方法は実1ζいろいるある幸

沖縄の上水道の供給は前述の琉球水道公社のほか那

覇市上水道および南部地区東部上水道綴合があり繭部

地区紀広く絵氷している淋欝屍坤村では同村東部の

金臭畏堂の笈部落カ洞紐含から上水⑳鉄絵を受はてい

るし那覇市か蔭真正橘を渡吻施真玉橋部落は琉球水道

公社から水の供絵を簑はでいる､

漢淀ζの町の頂部を南北悠走る政府遺籔号線に治りて

小禄空軍基地へ米軍事周水道が走吻ている秘同村座安

小学校においてはとく紀学校用紀その水の供給を受け

ている.このように豊見城村は沖縄本島におけるあ

密較器種類の水の醐馳供絵を受はでお抄蜜さ紀沖縄

熔鮒鍬敢徽纐蝪搬義篇曲

繭都地鰹藻部ぷ琳遺維禽

沸綴雄鳥繭部地匿悠柵､で鍛怒氷熔鰯鴛ている遡区

ぐ＼

琉球政府5｡淋また榊氷を永源とする満繊

@,棚箪水遊から維水をうけてい暑地帯

爽

鰯慧鐙箆勧荷の取泳潜法図

オ

教いめれる帯央部地隊燃上永を供給しているの秘南

部鋤区東部上水道組合である岨南部地区における上水

道供給計蘭と:しては糸満町を中心にした南部地区西部

上水道線禽軸次び東部上水道組合が激玄養れるはずであ

り花秘糸満町は予定さ牝泥水源から取水が困難紀な資

敢り止め施淀め現在は廉郡上水道紙合鰯みである苗

ζの組合は昭和鍬叙2則ζ誘可書れ牝市町村組合祀し

て具志頭村東風平村大聖材抽ぷぴ南風平村の上水

遺事業を共嗣処理する目的でつくられ花もので給水匿

域獄前翻わ村の外糸満町黛部落豊見城村嚢部落

玉城村壌部落紀も供給している曲昭和4締餐月現在

給水入醐O事鮒人普及率は93%熔達し}最大絵水

量4,828泌壽蠣平均給水盤4,271㎜婁1人蝸碧壌給

水量平均醐4である.組合事務所は給水産域のほぼ

巴葛ん態そん

中央の東風平村役所の近く終ある(写真120)苦

水源は自己水源として4,000m8/目琉球水道公社から一

600膿湘の分水を受けている帝水源は湧水で本島最

南端紳綴戦鍛後の鋤あむで衛塙な購文

但醤の兆策糸溝町あ呉潜頭付鉦⑳携界

近式海樽繭じ花断鰺⑳下賎終遊炉泌慧

るから湧闘衣る湧泳を集めてい蕃珪禰

氷獄農隠総顯愁笈～磁脅水源をあ聾蕊

牝蜜簾磁(写輿1鋤斌ン評茨災プし

琢瀞淋揚紹送り撤鴻埋水質憾遜凋渕

麓警鱒似不遜凋瀬淀を賂淡)氷激耽

氷跳猶航嚢岳鑓｡蘂一触硬度五鋤塩素イ

球ン餐賄脾で水質はよく,氷鐙は

遂事◎o◎搬順&いわれてい蕃か湧水鐙の変

動は犬蜜くこの施設秘で慧上繍施物牢

⑱艦洲商繊繍轟水艦泳源

遺鶴勅慧秘蔭榊霧愛翻蓼愁ん怒摺彗水源フ峠蟄は200一皿蘂/1≡1といわれてい鳶�
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魍護沖縄本籍繭翻飽露灘翻上球遭鰹含水源の月平均1資湧水盤と灘綴紀糊帖簿泳鐙

圭測

度⑳昭和38年は異状渇水隼で那覇気象台概観鮒はる

明治2逐年(搬峰)から昭和述2年(螂7年)畿で卿7年

間の平均降水盤は路醐石滋灘であるがこの年は実統

年間降水艦鰯串碗醜でη災牢篤エ位の渇水準であっ

た宙その花ぬ湧水量合計は同年五胡紀最低&な珍扁

平均亙･600m寄/引籔で低下している目閥艦含観測欝料

によ蕃水量の月別1属平均流出量と那覇気象禽⑳鞍料

による郷覇紀おけ慾月別降水璽を図1竣絃添し柁､

この図紀よれば湧水量のピｰクのずれは降水盤に約

夏月おくれてあらわれてくるようで蕗る帝

ここ沖縄のよ登は

若い石灰岩が地綴の上を被覆して

ぺ山瓜

いる場含その下磨秘どζ紀あリ凄液その地下水薗秘

どζにあるかおい雪ζと勤澗題終なりてく葛帝看贋砦

の下底秘地讃ぬ露出している揚禽あ鋤上にあらわれてい

ない揚含お港る秘下遼1秘地表熔あ篇揚含はその下盤

が島尻層灘のよう紀泥質層の湯含はその下盤との境界

から地下水ほ湧出してくるが宥灰砦⑳下盤が地表に露

出しない揚合は地下水面秘海水準をすれすれにあると

⑳陶部地匿葉部上水遣総合事務斑康滋梁紺役廠の遼く1こ瀦影

⑳溝翻地獲簾翻五泳遺綴禽球瀬鍛氷糟�
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働

繭部地区東部上水道組合浮

氷揚

雄γ氷を鰹榊仙'るため浮

氷鑑とし父の隷傭は小さい

きは海岸におげ蕃湧水は往康紀して塩分の多い芯をもあ

る.しかしζの上水道組合の水源の湧水は海繭上轟

㎜のとこる紀ある淀め鍍分は少なく水質は良好である埴

浄水揚は水源の上の青地上紀あり緩遠る過沌媛池があ

る(写真1鋤､なお水源をしでごの湧水芯はでは安心

して取水ができないのですぐ逝くの筒にような条件

の湧水で現在来軍が使用しているものの余剰氷亙､⑩o⑪

㎜割/目を取水する諦爾である､

南都地匿の水衡源

沖縄本島の水資源のあり方は南部中部北部で各

違っている.すなわち南部はいわゆる島尻層灘の分

布する地域でその上位忙琉球看灰岩がのっている苗

南部の地質招よび湧水の位置図は図15でこの関は

沖縄本島商部水資源調査報告書の資料1はり編集したも

のである秘地質と湧水の関違すなわち琉球看灰砦の

分布を湧水との関係湯瑚らかである｡繭部地区におけ

る水資源のあり方を大別すれば糸満町を中心とした

西部地区南風原村東風平村を中心にした串央部およ

び佐敷村玉城村を中心にし年東部地区牢やけ亭れる=

西部地区においては琉球看灰岩秘金地城を広くおお

っておりそして摩文仁でわかるように有灰岩は断崖

をなして海に臨ん思いる邊写真1鵬は沖縄戦最後の地

海抜87臓の摩文仁岳の頂上熔並てられ花黎明の塔から

沖縄戦跡政府立公園の慰霊塔癖を望ん鶯ものであるが

南部地区東部上水道組合の水源もζ夢し施崖の下底近

くにある.西部地区と東部地震を結ぶ海岸に面した具

志頭村では琉球石灰岩は一部は海溝紀迫碧裏た一部

は肉隆に入買込ん搬鴻,禦憲頭節場米遺水源(簿輿

1挑)はζの付近芯鍛も米載踊氷菊脇肩へ絵氷む

ている由水質は氷滋艶.純水脱抵抗玉､轡⑪⑪滋一蕊

顧度荻O鯉鰯鑑素イ球ン繊鯉繍廼滋葛､

繭部地区の瞭央部は銃球揖籏潜の分稀繍溝細めて変

なく島尻綴灘秘地讃妃露闘篶てい器⑳湾j耐風原城

東風来村炎里村⑳米部分⑳飽滅芯は遇藷熔瀞双氷

の敢櫛隠は米欝な鰯難蜜蟹絃で欝瀞煽⑳で宋想悠釆

水を簾める花めのタンクが護るとこるは見受けられる.

商都飽区凍部上水道組合の普及率が1班んど工00%

虹近いのもζの攻簑な瀞最紀よるものである.地下

氷の利周隠蛸区恥部の耐風原材紀は多少の井戸が存在

してい肋婁康風乎村では舜戸を掘りてはみたポ使

用絶耐克るよ夢な水量氷質の地下水は得られないため

境在は深井河は全く屍ること秘できない.

耐風原村北部虹おける蜜く井は深度150～200mで黒

砂の帯水馴哨り水温鰯℃の繊水で淡褐色に着魯し

ていて嬢度餐⑪～卿鯉蹴塩素イオンは1,300～五主?00

p脾蕊アリフトで揚水している,この標準井戸は写

真1蝸である串この皮費なをこるではいわゆる“天

水葦の利周が氷を得る唯一の等段であっ花｡以前は各

戸ごと紀釆水溜をつく抄雨氷を危めて獄使用していた

がい漢はも多これも怨ん想んとみられなくなってきて

いる.しかしま想この習慣は残ってお資古くからの

家ははもちろん上水道をひく前のもの淡残っているカ…

新しいブ貝ヅク造り球でも習慣的に新1目の対照をみ

せて天水溜か設置してあるところもある(写真･26).

東部地区は一山頂を石灰砦がおおろているタイプのも

のが多くこのタイプの湧水模式図は図･6であるカ草

地軸の僚動⑱方向によって湧水の多い側と少ない側麦あ

る.た&免ば佐敷村は勘塊の傾動の上った方の側に

ある淀め熔湧水は藩加めて蜜れで彰資ま花水盤も少な

い.同村恐曜一の湧水鐙の多いものは旧日本軍の馬

天港給水用のもので山の頂上近くをおおっている琉球

石灰岩の下底とその下位のシルトの閥から水は滝はな

織で落芥篶芯いる､看灰砦の出から掘り込んで取水じ

打満溝井戸銭イフ⑳湧水は多い淋慧⑳ぷ争熔溝熔な

滋懇藩添膨概鴻酬察珍篶い(写真基鮒)｡

琉球漏灰岩地帯⑳地平氷聰敬氷労漆些松て濠弗戸労イ

潔概蛎ゆる劣イ球塚燕簿武に螺臓形ぽ飽讃か塗宥灰

瀞⑳勧陸翻り下ば芯潅⑳な恥の氷の湧出踏漢恕は宥灰

岩概藷騰の湧水を&る型載樽愁のは多い枇大盤村大里�
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顧嚢沖縄漆鳥繭灘地区地衡湧泳欄蕨響鈴掬鰯

公園紀あるちちん金一(包川)はその熱型で勘る､

芯の井戸は大堅城跡公園熔ある愁⑳で蛾熔蔑つわる

伝説肥亀凄れた井戸であるか水温夏⑪帝舵硬度蝸伽脾

塩素イオン37p脾水質は奥好である(写真1鰯)由

繭部地隊東端⑳知念村の湧水は標高王｡⑪滋位の高い

とこる熔湧水⑳あ星もの嚇多く知念村霊城村の南斜

面は地塊の僚動1は蕃湧水⑳多い側慰幾りて濁りその

花ぬ紀繭部地匿東部上水道維含終加入せず湧水を水源

鞘珪機一

瞥摩文化濫頂上の黎網の擦から慰鑑鱒雛蜜蟹な等竃ゆ鑓は鰻後の箪笥令翻の海櫛免嬢然綱穴地下水醐まず欄と慧の下にある�
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にした簡易水道添つくられている帝このうち*軍キャ

ンプ知念の危めの施設は写真130のよう紀貯水池をつ

くりそこには守衛も置いている串湧水を貯溜して使っ

ているのはおそらくζこ芯けであろう虫水質は水温

20.5℃硬度飢6p脾撫素イオン39亘〕岬で湧水の

標準的水質である(写真1鴉)岳

玉蛾村百名海岸の蘭方狐狐の海津から少し入った石

原潜の崖下紀有名な霊泉の一つである浮氷(咳キン

ジュ)と走水(ハインジ訟)がある串漂永の下流紀は

御穂田といってそのむかし初め寸稲を移植し危閏とい

われ沖縄の米の発祥地として住民の信仰の対象になっ

ておりこの湧水を用水として付近手ζは商都地鼠では

珍しい水田がつくられている.最近こζに受水排

水準いう石鱒が立てられたかこのあて寧は誤りで正し

くは浮氷走水である&いう刊この湧水は有灰砦の基

7∴㍗〃1外

鰯礒沖縄繭部地匿東蔀湧水模式図

鰹箏籔妙一興藩頭村繍錫水滋氷濾

嫌夢水はこ⑳村逝の人命の洗瀞ζ祭1腕さ飢てい義

轡繭嵐膜村(獄幻護藁受メ))の標難諦滞筑アリット

盤分はエ亘⑬⑰⑪鯉鰍蝋上あ夢籍苧讃亀し仙喝

鐙鱒風蹴派み繊脱爽水溜

ブ弾ツタ鰹繁との対照淋妙

⑳湧水の瀦鎗敷率切戯廠遼から抄し入り花し垂ずみ

顯落洲叱の小蜜濠瀞まあ馬糧欝漆箪勇嬬釆港

の艦艇絵永1こ鰹嚇液泳源琉球青灰岩と鶏厩層の

泥岩との間がも湧出した水は滝となって落ちる�
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ってあり静水位は30,5㎜あるので水中ポンプを入れ

500㎜3/周揚水したときの水位は3遥,肋ということで現

在は800人に給水している(写真131).

糸満町の水源

沖縄本島南部地区において那覇市を除いて最も面積

も大きくまた独立した町として将来とも問題になるの

がこの糸蒲町で今回の調査においてもこの町を中心

にして調査技術指導を行なった.那覇市に接した豊見

城村か次第にその郊外化してきた今貿それ紀南隣す

る糸満町もその露響を受けつつある秘糸溝といえば魚

と太陽の町といわれ淀漁村のイメｰジから何をか脱皮

しようと町をあげて意慾をもやしているよう紀恩わ牝

花｡{の芋にある糸満町文化会館から望ん潜楽溝町は

写輿1搬である秘沖縄独特の屋根型の象ば混ってブ

ロック建築も員立ちまた遼践の海は題並も可能である.

町において窺在最も問題になっているのか上水遣計画で

上水道ははじめ南部鋤区衝部上水道組合を設立するは

ずであっだか水源となる井戸が海岸近く.にありそこ

に塩水が浸入してきた淀め諦圃はその襲凄になってし

まったか近隼市街地の簡場米遺水源の水質は次第腔塩

分派商くなり飲機水をしで不適になってきたので上

水道購設紀ふみ切り調査を急ぐと星もに建設準備ぬ者

等し花｡同町内の擦易水道は五Φ数の単位に分かれてお

り婁花個人の掬易水道経営業著か登人おりγ享⑪00人

近く秘その給水を受けているのも特徴の一つである.

糸溝町上氷遺詩顧は給水入籟滋事⑩⑪⑪人で計画絵水

量は饗茗｡o⑪磁狛であるが発恩は隻,餐⑪⑰が佃をし水

源は湧水慧堪凄00繊怖井戸水遂00租薯/資を予定している｡

井戸は町の東部終おいて深繍⑪鰍のきく弗を行ない地

嬢汰塾蛾繊ぬ溺泳ちちん紙一(飽州)

㌔1妻榊鳶拙㌔鮎沸芦武吾簑地下蜜鰯撃刊ダてある皿

嬢窪蛾泰臓義ど一繁滋く紗盤簸遼派ずく斑く婚簿泳

を並ん独唱

轡鋤志村蒜欝劇坤纐氷蝕蹴秘抑汐鋼鯛蹄城滋

⑳蓋蛾村の繍轟泳遺永源を鞠練政脚鴫鵬慈く弗の総資佳脅

工鞍繰機械繰畏顯率錫奥好技師�
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層は表土1晩その下の看灰岩の厚さは1夏.胸井戸は

その下位のシルト質泥岩熔掘り込みストレｰナｰは1凄

～蝸岳狙紅闘げている宙鉾戸の静水位工狙警00が/員

の揚水により水位は凄釦陪降下している(写真1錫)苗

もう一つの水源は湧水湾ζの大里水源の鮎たかしか

一鈍は昭和鶉年のこの地方紀おげる禰牢ぶりの干はつ

紀も水量を滅篶なかり花あい触れているもので上水道

の取水はζρ湧水の下流で行なうものであるカミ湧水の

水温は餓苗北願度蝸3醐滋塩素イオン37p岬で

舷篭(写輿1鋤｡なお繭部地区の水資源については

別ぱ掲載の予鶯であ馬甘

沸綴漆踏串款部の凍欝源

旗細くすぐ

沖綴添島岸部地区の地質は中城から勝違半島付近ま

繊鮒榊帥灘鶴謹一

憂,･

鰯一

働燕繍鮒文他義鮒か蔭襲ん愁糸瀦町綿織糠鱗め麓撰製をダ鱒製ク嬢簸が驚並り

働蘇瀦鰍淋源灘鯛鐙の一狩

⑱錐瀦鮒怒滝沁秘一(洲)絢か機叉瀦鶴企爾翻鑑薩闘鶏鑓幾紗

津繊溝麟調養官その澄餅敷欝簾糸溝卿疑

⑱寧蛾簸鱗火照寧織祭鰯隻じて嚇渓蝋･ひ吻鑑粛を愁顯でな唱

嬢蔦藩州稀騒鑑機内では競球政臓エ繋譲の鉾済勇噸ら童ぱな鳴�
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側鰯1

讃曲7麻縄本職恥北部級州1地下水の水綴1泳蛇艦抗一覧表

減jlい水源縞蔽荘地

中城城跡井戸

同上

天願州

壷蔵顯簸

宜野座州

辺野古川支川

灘繊瀦

滋洲

漆蔓濠ン洋一災難鉾罵

鍬離鋤1隊灘

織縞洲ζ鑑滋鰯》

命締位鰯練

厳雛州

総騨割備考

燕戸水

勢戸水

郡鶏市土水道水激

溺泳

窺氷蟹入

部半島潟盗び迦戸峠付遊の西海溝の脚部怒けで織の鋤層

⑳蹄鰯拳灘学部藤事納村遜の舞芦灘

貌球派遣公登郡瞭派場虹繍鎮型鍬義央紬惑嚇野く繊淋ぺ》

は本土の顕万十累層に対比される中

生属であるをいう(沖縄の地質ぽつ

いては地質鶯狐一ス蜥号1醜号

欝を参照)､

勝違半島の北方紀末願川カミある.

この地､燕は銃球水道公社の水源開発

の拠､熱の一つ&なっている出すな

わち有川浄水場は近くまたこの付

近一徹凄箪局地淡黒地よ資も多いと

怒るで蕗翻鴻氷遺公社の瀧設を

湾く蕃ごを秘籍甥箏勅濠批吻慧&

愁顔算氷遺公被は婿希鵬跨瞭か

蟻聚願州⑳氷甑露呈蟹00搬畑汲み並

ばでいる然凄蔭繕隅翻繊集玉鯛頃

が酬鮎滋研綬繊沃地添氷室魯韮郷

嚇油揚水じ概鴻於窓蔭紀護

花軍用地内1肋所民地黛漕所から

嵩O,00⑩醐怖の地下水を揚水しよう

は

蔵の字はサイ汐ソトで

喜屋武はキヤンと読む)に

蟻錘斌

の湧泳�
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沖縄1本量11工与図題表臨写真地点図

例

＼�
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達する･金武は米海兵隊の事大な基地キャンプハン

センのあるところで同時に金武大鐘乳洞のあるとこる

名護町には建設局北部建設事務所があるちょうど

私たちカ婁ここへ着いたと書遂月2鯛の沖縄デｰのため

の本島北端辺戸岬を4月量目に出発し把祖国復帰要求

大行進の一団が名護に到着しだ(写真･41)｡一般市

民小学生の大歓迎をうけた一行はまた那覇市へ向け

て行進を続けたが官公署をはじめ全町厨をあげて一行

を迎え色光景はまさに沖縄の新しい一断面であろう｡

本部半島の地質は古生層からなり中央山地は石灰岩

秘突出し最高峰八重岳の標高は妬3mあり与那覇喬

終次いでいる･なおこの石灰岩は琉球セメント(株)が

採掘して琉球セメントのマｰクで売っている,

本部準島はは古生層の石灰岩のなかの湧水があ資ま

た新しい琉球石恢岩からの璃水もある｡潟もな湧水溶

けでもそ⑳総数35ありそのうち18が古生層蛮たは宵生

層のなかの有灰岩からの湧水である.

そのむかし本部半島一帯を支配していた北山王の城あ

虹きじん

と今帰仁城蜘該海抜6腕の石灰岩の絶壁に並ちま

たの名を北山城という(写真1鋤吉この蛾の看垣を漢

わっており花低地に古生層有灰岩の割れ員から湧出す

る今帰仁湧水秘ある.数カ所かから湧飼し水盤はか

なり多く下流の小区域は水閏になりてい馬古

本部半島の北方浅い海が湾入しその奥は漁港になっ

ていてかきの養殖場としても知られている塩屋湾であ

る.以前は南から北に行く道路は湾ぼ沿って孤独以上

も大迂回していたカミ政府遺王号線の整備にともない

昭和40年にこの湾の入}ζ塩慶大橋秘てきたのでこ

の閥の交通は著しく短縮窓れ漢だ大きな川のない沖縄

ではこの新しい橘は名所となっている.この塩屋湾に

流入するのが大保川でその下流塩屋湾尻から数100

皿のところに水道公社の水源がある(写真･43).施設

は水繭から1脈のところに河を横断して直径1,000㎜

雌の埋管を⑬本布設し接合井で集水し揚水している.

下流の塩屋湾に対しては逆水門もなくまた以前土のう

を積んだ淡大水で流されたとのことで当然のことなが

ら溝潮時には塩水淋湖上してくる岳そのためこの事務

所では鋤分母腿試料をとり塩分を測定していて塩素イ

オン淋棚～祭00坦脾以上になるとポンプを止めて埋

管を清水にして鍍水の侵入を防ぎながら現在遂里600が/

員の揚水を行なっている岳概して水遺公杜の施設は

建設を急いでいる関係でいろいろの面で設備が十分で

ない点添多くこの水源なども上流側にスクリｰンの

装置淋ないので上流からの浮遊物が流れてきて時々

埋管の目をつ漢ら世ることがあるそうで塩屋湾からの

塩水潮上とともに早急に何らかの対策を構ずべきもの

であると恩われる抽

大保川の南東東海岸に面した福知川は琉球水遣公

杜の大規模開発拠点の一つである珂すでに昭和43年夏

月紀は東村福地州終ジｰぜル泌ンジン1はる露天仮設

栄ンプ揚を設置して独圃遂00鰍湘の敢水を行なってお

り遂月にはボンプ揚の篤物も大体でき上っていたカ婁

それとともに斌ンプ揚の上流紀貯水能カ躯億ガロン

(36μ3,600が)のダ払を鐘設する計爾で婿和郷年の完

成を賢ざしてその調査&蝉備を急いでいる｡このポン

プ揚かい⑪⑪鮫上流紀氷遺公杜お琉球政府企圃周所管の

流量観渕所湯洞じをζる紀設鱈養れている.水遺公杜

のものは米軍直轄のもので水位を直擦記録する装置で

あるが琉球政府のそれは差圧武のものである(写真｡

坐)呈琉球政府では主要河州にほこのよ簑な差圧式の

水位計をつはて流量の観測を行なっていてその案施

に当っては各地の気象観測所秘幾りその成果を郡覇

気象台に持ち寄聾これを企圃局がとり蜜とめて{泳調

査報皆繋垂として印刷するもので最近では夏鰯年度

水調査報告書として隣水盤水位およぴ流量の報音書

が出されており醐8年3月1ζは隣水量水位潟よび

流盤為よぴ水質調査あ報告書か印刷されている,この

報告書による沖縄本島の表流水および地下水の水質は表

1轟である､

福知川と大保川を緒ん想線以北の沖縄本島は平地カミ

少なくげわしい山地の連続であり最も闘発の遅れて�
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いるところである.この山地の最高峰与郡覇岳は高

さ498㎜もちろん本島一の高さで繭部地区腿おける

標高は婁00肌をこえないの紀比べてかなり帥童深いこ

轡球蔓泳ン濠岬冷名灘工簸締纐醸一めビｰ災ヱ鐙

と勿油かる昌この与那覇岳にその源を発する安波川は

その上流鋤帯は表1壌でわかるように平地紀比べて雨量

秘多くかつ本笈州を合わせた流路カ婁長いので流量の

騒攻嬰攻ンぼ一班拳鑓川伏流泳の讃水糟

⑳璃灘酬甥亜讃し怒艦鰯復嬬繋球太狩遼

棄董

今犠仁蛾麟

醐瑚礁⑳轟鐙灘の綴蓄姦壊い㌔

葦護鱗灘11一吉嚢､､,謹再一､自､.一､､,､､華華,.,,一

⑱爽繰州の泳滋公畿斌ンダ鐙涌廉…ζ川蜜績麟しで警漆の鰹管を稀殺㍍て鵜泳怒茂篶瀦瀞ζ溶纂を灘水湯磁流す慈幻で遼転蜜牢止する�
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義由薯地下氷およ

び毅流氷の水質

��一一皿����

護《鎌灘麓滋�銘�顯猟�豚�滋�舳�冊

数'鑑鰍燃�鱗儀�滋⑪猫O�滋蟻�3簑⑪�…�舳

熟綴鴇�灘､慧�餓｡嚢鎚,嘗�灘｡嚢�滋.餐�滋.餐�瓢｡蟻

繋蘂�嘗､餐�災総?｡冨�餐畠嚢�?｡警�㌢右凄�餐｡嚢

賄驚�嚢岨鱗�嚢｡灘8,鱗�㌘古繊�嚢血鶉�榊�災運

搬音灘μ�鱗害響�徽､護蘭.簸�薮｡§�凱｡壌�蝸､畿�至餐｡鋳

鮒醐μ�嚢｡灘�嚢｡夏三｡纂�餐,祭�Φ.総�簑,銚�籔由鶴竃

磁鮒鵯μ�艦由嚢�潔白菱銚.餐�鍬｡重�繍.慧�学､滋�嚢中滋

鮫嚢鮒灘μ�滋｡媛�鱗､餐至｡.嚢�滋｡餐�滋.婁�遂｡鵜�§｡蟻

聰｡磁輯μ�笈徽�蟄鰯萎7隻�嚢鍛�雛蔓�雛｡襲�郷.嚢

繊軸鞠μ�綴由嚢�鰯苗籔銚｡嚢�瀦｡夏�秘｡嚢�鱗｡慧�灘｡嚢

鑓盛駈囎μ�繍由隻�鱗｡餐餓｡孟�顯､餐�置義.藪�嚢｡鍵�壌｡鍬

畿鎌難μ�滋｡嚢�猟姦エ嚢.嚢�鴻｡嚢�総.餐�滋吉鱗�鴻､嚢

挑㎎μ�夏､燃�汰側6.鈍�簿,鵤餐�導｡Φ⑪�蟹｡o鱗�o｡勧堕

P1㎎μ�0.01�o.0046-o05�0.⑪⑪?�0.016�0｡⑪⑪�0,e⑪2

一

泳鰯麓鞍欝欝由識灘激騎㌶鍛11諮藁

多い榔州鷲務駅費波部藩繊金く⑳山村樽締麓物を

む鷲膨蒋淡蜜踏ぽ珊鴻絶滞繋漆い秘泰欝耽部飽隊

熔残慧舵施艦一概米親模氷欝源鰯発⑳狩療抽勅蕃琢能性

⑳灘羅⑳憾慧⑳繋波州樽氷溝公粒淋羅濠鋤潰鳶紀じて

愁栄紛漆調養蟹符漆滋懇後悉めも駕蕃簸爽隈⑳館釣を

発簿労蕃ぷ賛な鰯籍諦爾蜜艦めで憾滅鴻ゆ鷲滋議苗一

バイ判翻麟飽隊⑳騎灘鷲繭部廼憾懇蜜撫い曲パ

イ労潔該卿憾爾賊志作物鷲酸性圭艦⑳僚斜瑠熔のみよ

蕉蜜慧篭搾物滅浦慧慈薄北部熔は務葛慧葛膨抑ン

玉揚勲満叙耽部の串塗層宵螢層⑳螢壌1載薫含う

魯籔残礎岱で島掘層灘の分布地瀞で滋葛繭部地屡紀絃

パインは全く規られないわゆで齢蕃串

⑧績鋤脈編駁慈衆箪薩轄燃淋位鰍(麓側鑓灘⑳藩惑愁⑳)登蹴織藪臓愈爾燭

(率前)の流螢観渕噺

北部地隊終おいで跡密瞭跡⑳一番挑腿務鳶㈱拠

畿嶺滞ζ慧か朗腿は旅鰭⑳あ蕃郷藩愁な《な繊でし

濠弘遡誰璃紗繭樽流れ紬鴻⑳秘挑地州で慧⑳州

愁源登嬉郡鰯轟縫発泌鐵満苗跳地州⑱源流鍵閥部

藩付遊熔は旗い氷顧秘蕗欲蟻翼1灘)串添螢恐は濠

茄な泌闘部紀狩櫛懇も球闘はみ濠勅鳶撚慧慧沸纐添島

懇縁落概付逓蜜除いでは広蕉漢濠濠顯愁氷顕蜜規鳶慧

幻濾牝恐踏翫耕圭ρ条俄濠裟も縫氷淋相警潤沢熔

なけれぽ氷醐戴棒稼じ免概嚇悉の畿勇な条徐秘蒲窒

れるくらい蔓⑳竹近の州綻は氷淡彪蕃洩功芯幻跳

な叡鈍鋤州縫糊煽流蟹潟畿淡氷凝詮付近⑳降氷蟹

は表苗§で勘る淋専郡鰯醤の年降氷鐙は蝸9年に

鰯就部蛇簸州準滋の泳濁繭翻で縫蔓彩漢蓼滋澱熱妻み塾れ枢い�
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表･9比地洲二おける降水か流鐙･水温(ユ96脚)
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琉球激府企画局

遂茗42王,航燃!960年に2章6奪6.工臓狐峨五年に3章峨4㎜

刺965年ぽ3宝404臓狐でいずれも那覇ぽおげる平均より

もはるかに多く那覇ぽおいては過去77年ヵ年のうち

年間降水量3茗O00m㎜をこえた年はわずかぬ蜘年と王966

年の2回であることを考え合わせるとこの付近の山地

はとくに多雨地帯に属しているよ夢で水田のあるのも

うなずける｡比地川には雨量および流量観測所があリ

それらの資料をまとめたものカミ表1蔓で写真146はそ

の観測所で各地にある琉球政府の観測所はおおむねこ

のような型式のものである｡

罵び辺掃岬に立って

辺土名部落から以北本島最北端の辺戸岬凄ではそ

れまで舗装されていた政府遺工号線も砂利路はなり山

は海岸に迫っている曲!号線にいくつかあ繊たトンネ

ルは道路め改修で多くは切り通しになり残烈花沖縄

永鯛盗難告警

唯一の座津武(ザッン)トンネルを

北へ抜けると茅打バンダに出る.

この名所は束ねた薬を落すと途中

でバラバラに四敷するのでその名が

付けられたという高さ100皿もある

石灰岩の絶壁である.その雄大な

眺めは南は官名真岬の向かうに本

部半島を望み目の下100臓には南

禺の海が白波のあとぽ澄んだ底を

みせる由そして辺戸紳の熾々淀る

石灰岩は荒涼として北辺を感じさせ

る由ここは沖縄海岸政府立公園の

最北端σ)地としてささやかな施設は

あるが付近の看灰岩の岩脈は何物

も受付けないようぽそそり立ってい

るだけである(写真147)､

沖縄本島を南から北までその水資源についての概況

をみてきたがこの紬く長い島の水資源は実に多種多

様であることがわかる.そしてそれをどのように開発

しまたその保全をどうして進めていくかは今後に課

せられた問題でそれにはまず沖縄本島の水利用全体

計画を早急に策定してそれに沿った開発計画を推進す

べきでありそのためにも水資源全体にわたる総合的調

査を進めていかなければならない｡そしてそのなかに

おける地下水の役割表流水の分担などを員標において

地下水調査流量調査取水地点およびその方法などの

調査およびそれらに伴う技術開発が必要である.

水資源開発調査技術援助がいささかでも沖縄の復興

とその発展に役立つ目の一目も早く来ることを心か

ら待ち望んでいる.

(筆者らは水資源課瞭巨附地形課)

⑧脱他州こ‡的墨爾鑑‡はひ流量観測所

鋤綿縄溝濠政廠官公園

團頭村字辺戸辺戸岬�


