
1 

 

 

 

 

１ 歓迎セレモニー 

 「音楽創造水守1」である TRINITY

の志娥慶香氏、藤川いずみ氏、林田

紗綾氏、そして、秀岳館高校２年の

中村璃来氏による歓迎セレモニー

が行われました。 

曲目は、阿蘇の山々にそよぐ風と

緑をイメージして作られた『蘇峰』、

東日本大震災後にできた祈りや鎮

魂、命の循環の音楽である『凪』、熊

本の三大民謡である『The Soul of Kumamoto』、『五木の子守唄』・『あんたがたどこ

さ』・『おてもやん』をブルースやロック、ジャズテイストで盛り込んだメドレー、生

きとし生けるものへの尊敬、共生、再生のメロディーである『融和』、優雅さと知性と

情熱がかぐわしい花々が舞い踊る『フレグランス』、熊本市の江津湖からインスパイ

アを受け誕生した水と命への感謝の詩である『水の詩』でした。 

  

                                                   
1 「水守」とは、水や水文化を守ったり、水の魅力を PR する人材を熊本市が「くまもと水守」

の愛称で登録し、「水を守る」、「水を生かす」人材や活動を掘り起こし、情報を収集・提供し、

また、異業種・異分野の水守同士の交流を促す制度。 

第１部 シンポジウム 
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２ 開会 

 

 
【開会式の様子】 

 

 

 

（１） 開会宣言 

水資源保全全国自治体連絡会副会長 北海道ニセコ町長  片山 健也 

 

 

 「水を守るために、危機感を

持った自治体が集まって、これ

からの水資源の我々の思いを

共有し合う、そんなシンポジウ

ムを開催したい」との宣言があ

りました。 
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（２） 連絡会会長挨拶 

 水資源保全全国自治体連絡会会長 長野県佐久市長  栁田 清二 

 「国においては、『水

循環基本法』に基づき

ます『水循環基本計

画』が閣議決定されま

した。また、政府が、

外資の土地買収の実

態調査、どのような実

態になっているのか、

調査に着手されまし

た。また、超党派では、

水源地を含む安全保

障上の重要な土地取

引を規制する法案が

検討されており、水資

源にかかる議論が活発になってきている昨今でございます。当連絡会におきましても、

こうした動きに呼応いたしまして、地域共有の貴重な財産であり、豊かな自然の恵み

である地下水等の水資源を、次世代に引き継いでいかなければならないことを全国に

発信したい」との挨拶がありました。 

 

（３） 開催市挨拶 

熊本市長  大西 一史 氏 

 「このたびの熊本地

震により、全世帯で断

水という初めての経験

をいたしました。大変

不便な生活を強いられ

ました一方、普段は意

識しないまでも、われ

われは地下水に恵まれ、

水の恵みの恩恵を受け

ていることに、あらた

めて気付くことができ

ました。このような中、

本シンポジウムが開催されますことは、誠に時宜を得たものであると思います。」と

述べるとともに、「それぞれお集まりの会員の皆さま方、ご参加の皆さま方とともに、

水の保全をしっかり守っていこう」と抱負を述べられました。 
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（４） 来賓祝辞 

 内閣官房水循環政策本部事務局長 国土交通省水資源部長 

                        五十嵐 崇博 氏 

 今回のシンポジ

ウムは、「湧水の復

活再生の物語を語

りましょう」との

ことで、「水源地で

いうと、間伐の手

が行き届かないた

めに水源地域の涵

養機能が落ちてい

る。その結果、ちょ

っとした雨でも水

源地から土砂を含

めていろいろな物

質が川に流れ込

み、水質汚濁が発生している。また、都心に目を移すと、アスファルト舗装され、ち

ょっとしたゲリラ豪雨で浸水が発生したり、雨が地下水にならなくて湧水が枯れたり、

水循環によるいろいろな支障が出てきて、その一つに湧水が枯れるという問題もある

かと思います。我々も、そういうことを受け、先ほど少しご紹介がありましたけれど

も、一昨年、『水循環基本法』が議員立法により成立し、昨年は『水循環基本計画』を

閣議決定いたしました。その大きな柱が、流域水循環計画を作りましょうということ

です。」と述べ、現在国が推進している“流域マネジメント2”について、理解と協力

を求めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 「流域マネジメント」とは、河川の水系流域に加えて、地下水の涵養・浸透・流下範囲、それ

ら水を利用する地域や影響を受ける沿岸域など、人の活動により水循環へ影響があると考えられ

る地域全体を対象に、森林、河川、農地、都市などの人の営みと水に関わる自然環境を良好な状

態に保つため、行政、事業者、住民などが連携して活動することをいう。 
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３ 取組紹介 

「熊本市の地下水保全の取り組み」 

   熊本市 環境局 環境推進部 

            水保全課長  永田 努 氏 

 人口５０万人以上の都市で水道水源の１００％を地下水で

賄っているのは熊本市だけで、世界でも非常に稀な都市です。 

 熊本の地下水を語る上で欠かせないも

のが２つあり、一つは、①阿蘇山、そして、

もう一つは、土木の神様・治水の神様とい

われている②加藤清正です。 

 ①阿蘇山は、約２７万年前から約９万

年前にかけ、４回の大火砕流を起こして

おり、そのときの堆積物が４層あり、厚い

所では１００メートルを超えて堆積して

います。そのときの火砕流堆積物が堆積

したことで、地下水が染みやすい土壌ができたと言えます。 

 また、②加藤清正ですが、約４００年前、この水の染み込みやすい場所に多くの水

田を開きました。そのことにより、ますます地下水が豊富になったといわれています。 

 地下水の採取量は、昭和５９年をピークに年々減少しており、現在は約３割減とい

う状況でありますが、地下水量も年々減少傾向にあります。なぜ地下水の量が減少し

ているか、一つは都市化の進展。熊本市は、東部方面に向けて都市化が進展しており、

地下水の重要な涵養域がなくなりつつあります。要するに、雨水等が地下に浸透しに

くくなっています。もう一つは、米作りの減少。地下水の重要な涵養対策である水田

が国の減反政策に伴って減少していることです。そこで、作物を作る間に、田等に水

を張ってもらい、張った期間に応じて、熊本市が農家に助成金を払う全国でも非常に

ユニークな注目を集めている施策を行っています。 

 また、硝酸性窒素濃度の問題があり、年々右肩上がりで上昇傾向です。特に、東部

地域は酪農の盛んな地域で、家畜排せつ物の不適切処理というか、年間を通じて畑地

に還元してきたことが原因です。硝酸

性窒素削減対策は、水質保全対策の中

でも喫緊の課題となっています。 

 加えて、熊本市は、１人１日当たりの

生活用水使用量が２２７リットルと非

常に使用量が多く、この使用量をなん

とか減らさなければならいということ

で、節水市民運動を始めています。平成

３０年度までに２１８リットルの目標

値を定めて、取組みを進めています。 
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４ 国からの報告 

 

（１） 国土交通省  

九州地方整備局  

熊本河川国道事務所長 

森田 康夫 氏 

 

 

 森田氏からは、治水について、「平

成２８年度熊本地震（最大震度７）

における緑川・白川等の復旧状況に

ついて」、報告がありました。 

 

 

（２） 環境省 

九州地方環境事務所  

廃棄物・リサイクル対策課長 

藤岡 満樹 氏 

 

 

藤岡氏からは、熊本地震に対する

環境省の初動対応を中心に、「熊本

地震における災害廃棄物対策」につ

いて、報告がありました。 

 

 

 

（３） 農林水産省 

九州農政局  

農村振興部 地方参事官  

岩屋 照実 氏 

 

 

 岩屋氏からは、「農地・農業用

施設等の被災と復旧状況につい

て～平成２８年熊本地震～」に

ついて、報告がありました。 
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５ 基調講演 

 

 

「限りある水資源を守り

伝えるために」－自然か

らの教え・熊本地震から

学んだこと－ 

 

東海大学 

熊本教養教育センター  

教授  市川 勉 氏 

 

 

 基調講演では、前半が熊本の地下水の状況や地下水を守るため、残していくために

どのようなことをしているのか、また、その効果について、後半が熊本地震の話がそ

れぞれありました。 

【前半】 

 熊本地域の地下水は、阿蘇西麓台地に端を発し、南西方向に流れ、江津湖、嘉島の

湧水群に達し、そのほとんどが湧出し、余剰の水は有明海に向けゆっくりと流れ下っ

ています。阿蘇西麓台地には加藤清正･細川家が大津町・菊陽町にある白川中流域を

開田した後、この地域の高い浸透能力を有する水田を通じて、大量の水が浸透し、地

下水を形成し、この地域を中心とした涵養域で涵養された地下水は ASO1～3 という

火砕流堆積物を通り、砥川溶岩に到達した後、流速を増して、平野部に入ると江津湖、

嘉島の湧水帯で湧出しています。下流側の湧水帯周辺で熊本市の主要な水道水源とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地下水プール 

白川中流域 

砥川溶岩 

湧水(江津湖・嘉島) 

熊本地域の地下水の概要 
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湧水というの

は地下水の窓と

言うことができ

ます。地下水の水

位が下がると湧

出量は減り、上が

れば湧出量は増

えていきます。 

１９９２年の

江津湖の１年間

の湧出量は、１億８０００万トンから１億９０００万トンくらいあったのが、１０年

後には１億４８００万トンくらいになっています。また、熊本地域の単位面積当たり

の涵養量は、１９９０年には７０１．４百万㎥あったのが、１９９９年には６１６．

０百万㎥になっています。これだけ涵養量が減っているということは、将来の循環量

が減り、地下水が減ったということができます。 

 地下水減少の原因は、農地、特に水田の減少が著しかったことです。 

１９９０年には、浸透性水田・台地部の水田の面積が８４．８平方キロメートル、

それに対する涵養量が３億２２００万トン。畑地・草地・林地の面積が３７６平方キ

ロメートル、それに対する涵養量が２億８７００万トン。合計の涵養量が７億トン。

１９９９年には、水田面積が８４平方キロメートルから５５平方キロメートルまで減

少し、涵養量３億２２００万トンが２億トンに大幅に減少しています。畑地・草地・

林地涵養量が若干増の３億１０００万トン。合計の涵養量が６億１６００万トン。約

8500万トンあまりの涵養量が減少しました。 

 

 こうした地下水保全対

策を進めていくため、２

０００年３月に一般財団

法人熊本開発研究センタ

ーで、地下水研究会を組

織し、「熊本地域地下水研

究・対策史」を公表。 

 翌年、同研究会で、「白

川中流域水田地帯保全方

策」を公表。 

さらに２００２年には、

熊本県が「くまもと水プ

ラン２１」を策定。 

 さらに、２００３年３月には、熊本市が「農林業の多面的機能に着目した流域連携
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事業調査業務報告

書」により、地下水

保全に向けた白川

中流域・下流域の土

地利用・水利用、い

わゆる地下水涵養

の増強策を検討し、

地下水賦存量の増

加対策を行ってき

ています。 

その結果、江津湖の湧水量が減少してきたのが若干上昇し、１億５０００万トンく

らいまでに回復し、現在は横ばい。地下水量も若干上昇し、横ばいになっています。 

 現在、くまもと地下水財団ほか、熊本県農政課がいろいろ対策を策定しようと調査

を開始しているのが現状です。 

【後半】 

 熊本地震による地下水への影響は、大きく分けて、①地表面の沈降と隆起、②ライ

フラインの破壊、特に、断水、③湧水の枯渇、新しい湧水の出現、湧水の濁り、④海

岸近くの地域での土の流動化、⑤地震・大雨によるがけ崩れ、⑥地割れの発生、の６

つになります。 

 ①国土交通省国土地理院は、５月１１日に干渉ＳＡＲによる２．５次元解析を行い、

地殻変動の準上下成分の分布図を公表しました。この分析結果から、本震による地殻

変動の準上下成分は、最大１．２m(その後約２ｍと修正）にも達することが推定され

ました。 

②③本震後、水前寺成趣園の池の水が枯れたことはマスコミの報道で話題になりま

した。マスコミは、熊本の地下水に異変が起こったと報じ、これと同時に、熊本地域

一帯が長期間の断水になり、人々は水を求めて走り回りました。通水後も水道から出

てくる水はしばらく濁っており、飲み水として使えない状況が続きました。水前寺成

趣園の湧水は徐々に回復しましたが、当初は、「熊本の地下水がなくなるのではない

か？」、「熊本の地下水は濁ったままになるのではないか？」という憶測が乱れ飛びま

した。 

しかし、そのようなことはなく、地震によりあちこちの配水管が破損そして、その

管に大量の土砂が入り込んでしまい、それが通水した途端に、水と一緒に流れ濁った

水が出たものでした。水前寺成趣園の池の水も２ヶ月後には回復し、現在は地震前よ

りも水位が高くなっており、はるかに湧水量は多くなっています。なぜ地下水が上が

ったり下がったりするか、地盤の中は均等に揺れていないことが原因でした。ある箇

所は地盤の移動量が多く、ある箇所は少なく、移動量が多い箇所と少ない箇所が存在

すると、地盤の中が引っ張られたり圧縮されたりします。圧縮される場合は、地下水

が上がり、引っ張られた場合は、地下水が下がるのです。 
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【水前寺成趣園の池の様子】 

 

 

【最後に】 

「水の大切さは、当然、今回の地震で気が付きました。この間もほかの方といろい

ろお話しして、庭があったから、庭でおしっこをしたりしたという人もおられました。 

 通水しても濁った水で、それがまた使えなかった。給水車の長い列の一番後ろに並

んで、１時間、２時間待って、やっと水をもらって、重い思いをして歩いてうちまで

帰る。あっちの学校に給水車が来ていると聞いて、行ってみたらもういなかった。そ

ういうこともありました。ですから、水がなくなることによって、どれだけ大きな影

響を受けているか。 

 江津湖にも何回か水を汲みに行きました。５０リットルのタンクにいっぱい汲んで、

それを２つも３つも車に載せて。幸い私はワンボックスカーで積めたので、持って帰

ることができました。ただ、それを直接飲むことはできません。煮沸して飲むか、洗

い用に使うかです。 

 ということで、安全な水をふんだんに供給してくれることが非常に大切だなと。そ

れも出てくる水はミネラルウオーターですから、非常に私はいい所に住んでいるなと

今でも思っています。 

 こういったこ

とは大きな学び

ですから、節水に

も皆さんは協力

してくれるでし

ょうし、今後の熊

本地域の地下水

利用に大きく影

響するのではな

い か と 思 い ま

す。」 

 

【熊本市動植物園南門前の湧水】 

   本震直後 ５月４日の状況 ７月１７日の状況 
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６ 事例発表 

 

 

「熊本地震を経験して」 

－地域での水保全活動－ 

 

 

ＮＰＯ法人環境ネットワーク

くまもと理事 くまもと水守        

大住 和估 氏 

 

 

「水前寺成趣園が枯れて、水は断水し、揚げ句に濁り水が出てきて、これは熊本の

水脈が変わったに違いない、もう地下水は飲めないとか、熊本市はきれいな地下水を

上水道に使っているから、ああいうものを処理する能力がないのよ、このままずっと

濁り続けるのよ、などということがずいぶん言われました。成趣園の脇に、藻器堀川

（しょうけぼりがわ）という川が流れていて、そこは石垣からどんどん湧水していま

す。成趣園が枯れても枯れなかったので、みんなで見に行きました。湧水というのは、

地下水がたまりかねたものが地上に出てきたものですから、少なくともたくさんある

から大丈夫といって、そのまま近くの上江津湖に行って、ちょっと寒かったんですけ

ど、はだしで水の中に入りました。そうしたら、先ほど砂踊りというお話がありまし

たけれども、足の裏にぼこぼこ感じるのです。それもまったく変わっていなくて。で

も今考えたら、水量が増えていたのかなとは思います。それをみんなで経験して、地

下水は大丈夫、そのうちきっと出ると。」 

「濁り水が出たときも、『考えてごらんなさい、工事のときに濁り水が出るでしょ

う。あれと同じことよ。地震という大きな工事があったんだから、しばらく続くけど、

きっときれいになる』と。まあ、そのとおりにはなったんですけれども、ならないこ

ともあり得たんだなと思って、ちょっと自分に、ぞっとしました。」 

「これからは、地下水が豊富だか

ら水道水が断水しないのではなく、

地下水は豊富だけれども何かあれ

ば断水するんだ、断水しないために

日夜努めてくださっている方かた

ちに思いを馳せようということも、

併せて伝えていかなければならな

いなと思いました。そして、水道の

行政に携わる方たちに感謝をした

断水でした。」 
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 私が水道水に興味を持ったのは、４０年ほど前、東京にいた頃です。水を消毒する

ための塩素を入れるときに、もし源水が汚濁の度合いが高いと、そこでトリハロメタ

ンが生成されてしまうことを知りました。それは、すごく発がん性のあるものという

ものでした。 

 

 熊本に引っ越した後、熊本

の水道水を取水する井戸から、

ＩＣ工場で使用する有機塩素

系化合物が基準値以上検出さ

れたというニュースが新聞に

掲載されました。なぜ熊本で、

また、トリハロメタンはいっ

たい何なのという状態でした。

そこで、専門の方たちを呼ん

で、様々な角度から地下水の

学習会を１年続けました。そして、このことはみんなに伝えなければいけないと思い、

「地下水からの警告」という集会を開催しました。この集会の後、皆さんにこの集会

の内容、そして、熊本の地下水はどういう状況なのかを知ってもらうため、『地下水か

らの警告－市民がつくった地下水の本－』という本を発行しました。 

  

その後、熊本市の第２次環境総合計画策定段階で、行政と私たちの距離が近づきま

した。市民協働の部分の策定を、環境局の方が市民を入れて一緒に策定してください

ました。膝を突き合わせていろいろ話しているうちに、こちら側で持っている悩みと

行政の方が持っている悩みは、実は同じ問題だったということがいくつも分かったの

です。 

 「節水市民運動」も一緒になって、私たちがいろいろ提言をして市の水保全課で取

り上げてくださったものです。「水守」という制度も、一緒にやれるものを考えようと

いうことで水守制度も考えました。水保全課さんとは、一緒にやれる制度をたくさん

作ってきました。 

 

 第３次環境総合計画を策定するにあたって、不安もあります。私たち上水道事業研

究会の検討の中で発見したことで、この熊本地域には大きな地下水プールがあって、

そこにどんどん落ちていって、それが緩やかに熊本市に流れてくることが分かってい

ます。この地下水プールが駄目になるということがどんなことになるんだろうと不安

で仕方がありません。 

 また、私たちは湛水農家さんと一緒に「豊かな地下水を育むネットワーク」を結成

しています。私たちも一緒に入って、農家さんのことをどうやって伝えることができ

るかということを、いつも考えています。 



13 

 

７ パネルディスカッション 

テーマ：「限りある水資源を守り伝えるために」 

－自然からの教え・熊本地震から学んだこと－ 

コーディネーター：市川 勉 氏（東海大学熊本教養教育センター教授） 

パネラー：栁田 清二（水資源保全全国自治体連絡会会長） 

       大西 一史 氏（熊本市長） 

       大住 和估 氏（くまもと水守） 

       水野 直樹 氏（くまもと水守） 

 

【パネルディスカッションの様子】 

 

○市川氏 

地震発生後、復旧にはいまだ道半ばということかもしれませんが、自ら陣頭指揮

にあたられ、市民の日常生活の復旧に向けて、いろいろな問題に対処されてきたか

と思います。特に長期間にわたった断水は、渇水の経験のない市民の皆さんにとっ

ては初めての経験ということで、生活用水の確保を復旧の第一歩にされたと思いま

すけれども、断水の当時を振り返って率直な感想をお聞かせいただければと思いま

す。 

○大西氏 

  とにかく、いろいろな方々の中で問題になるのが水です。上下水道管理者から、

刻一刻と報告がありました。今この辺が、ちょっとまずいかもしれない。ひょっと
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したら、これからこの辺の地

域が断水をする。濁り水が出

たならば、そこの井戸は使え

ない。送水をしてしまうと送

水管も汚れてしまうので、そ

の洗浄にも時間がかかる。い

ろいろなことがあるというこ

とで、いろいろなことをいっ

ぺんに、ばあっと説明され、判

断を求められました。 

  最大限のことをやり尽くし

て、上下水道の復旧、ライフラインをつなぐことが一番重要ですので、ある意味で

は、そこに最も力を入れました。救出活動など、そういったものは当然、消防でや

っていますけれども、それと同時に最も力を入れたのが水を復旧させることでした。 

○市川氏 

  熊本の地震の状況というのは、日々刻々、テレビやいろいろなマスメディアを通

じて全国に報じられていました。多くの支援物資が寄せられて、ボランティアなど

人的な支援とか、行政レベルでは応援職員の派遣など多岐にわたって手が差し伸べ

られたと聞いております。佐久市長の栁田さん、世界有数、人口規模で日本一の地

下水都市である熊本が水に困っているという情報を耳にされたとき、率直にどうお

感じになりましたか。 

○栁田 

大西市長さんと連絡というのは、

前震のときも連絡を取ったかと思

います。大変な状況ということは

伝わりましたけれども、４月１６

日未明の本震のときに、熊本の地

震のステージというのは変わった

のかなと思いました。状況が一変

したと。電話でお話をさせていた

だく中においても、大西市長自身

が青ざめていくのが分かるような

声でしたから、非常に深刻な状況だなと思いました。 

水が足りないことについて、先ほどの話で、いろいろな物資が届くまでの時間と

いうのが、一番ここが困窮する時間だと思います。この時間をどのぐらい短縮して

いくかが今の課題なんじゃないかなと。熊本市の大変水が豊かな所であっても、ラ

イフラインがダメージを受けるとそういう影響が出る。その時間をいかに短くして

いくかということが課題じゃないかなと感じました。 
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○市川氏 

  大住さん、今は行政のお話ですが、市民の立場として、市民レベル、お互いの個

人レベルで、震災直後にお互いに大変な状態になったときに、皆さん、どういうふ

うな状態だったでしょうか。 

○大住氏 

  私たちは、お互いに助け

合わなければいけないの

と、東日本大震災の後、備蓄

を本気になったんです。阪

神、中越と続き、７０年周期

といわれていたのが、ぽん

ぽん、ぽんと来てしまった

ので、これはいつ来るかも

分からないと。来るという

実感はないながらも、でも、

いつ来るか分からないのが

地震だということで、水の備蓄とか簡単に食べられる食べ物など、いろいろな備蓄

はしていたんです。 

 「自助、共助、公助」と、ずっと耳が痛くなる、タコができるほど言われていたの

で、最初は行政は当てにならないと肝に銘じていて。自助でとにかく３日間生き延

びる。うちは８人家族で膨大な量が要るんですね。それ以上は無理なので、でも３

日間は自力で。 

少なくとも今度の経験で、みんな用意していないということを考えて、皆さんに

少しずつでも分けてあげられるぐらいのものは用意しておこうということで、備蓄

の仕方が上手になりました。 

○市川氏 

 新聞、テレビ、ラジオなどで

は、水前寺成趣園の枯れた状

態とか、阿蘇で水源が枯れた

ということは盛んに報道され

ていました。市民の中には、先

ほど私がお話ししたように、

地下水が枯れてなくなってし

まうんじゃないかと、そうい

う不安も結構湧き上がったと

思います。私は研究者の立場

で、先ほどお話ししたとおり、

地下水というのはなくなることはないということをたびたび言っていました。 
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○市川氏 

  水野さん、報道機関には日々の取材とか、市民からいろいろな情報とか提供があ

ると思いますが、地震のときに多くの情報が寄せられたと。そこから必要な情報を

精査して、メディアを通じて発信されてきたと思いますが、水に関してどのような

スタンスで臨まれたんでしょうか。報道に関わるラジオ水守としての、特に意識さ

れたことは何かございますでしょうか。 

○水野氏 

  こちらから何かをという

よりも、先に聞いている方々

から、「うちの会社の井戸の

水が使えるから使っていい

よ」とか、聞いている方々か

ら情報が来ていました。 

 その情報が、確かなものかど

うかというところは、本来だ

と精査して確認を、裏付けを

取って、それから放送しなけ

ればならない立場ではある

んですけれども、さっきおっしゃったようにタイムラグ、今欲しいんですよね。今

取りにいきたいと。ですから、ほんと性善説じゃないですけれども、いや、あんな

に人を信じたことはないだろうなというぐらいに。あの時は全員被災者なんだ、そ

の中で思いがあって、何とか助け合っていきたいという気持ちがあって送ってくれ

ている。それを多くの方々に届けなければという気持ちで、来た情報を。 

○市川氏 

  大住さん、水野さん、節水運動に関しては、今後どのようになると思いますか。 

○大住氏 

  ずいぶん熊本市の

節水率が上がってく

る、水使用量が下が

ってきているんです

ね。だから、この経験

はすごく大きいんじ

ゃないかなと思って

います。それと、節水

による波及効果とい

うのも、みんなそろ

そろ分かってきてい

て。 
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○水野氏 

この震災をきっかけにして、今、各町内だったり、校区だったり、いろいろな所

で振り返りが行われているんですけれども。その中で、自分たちの住んでいる所で、

水が生かせる所、出てくる所はどこなんだろうと、そこをあらためてマップにして

みようとか、それぞれ皆さん方で動きが出ているので、水に対する貴重さという意

識は高まっていると思います。 

○市川氏 

  今のお二人の意見を受けて、大西市長、市として、市民レベルでの節水意識の啓

発、それを図ると同時に、今の水の供給状態をずっと続けるために、地下水の量的

問題、質的な問題の保全、これをやらなければいけないですね。 

それから、災害時の水の確保。先ほど前震のときに、ほとんど出し過ぎてしまっ

て、本震ではもう水がまったくなかった、あちこちにＳＯＳを出さなければいけな

いというところで。トイレの水なんかは、いざとなったらお風呂の水でも十分なわ

けですから。そういう状態の中で、断水になったらいろいろな状態を駆使しなけれ

ばいけないということで、当座をしのぐ手だてを行政が準備するということは考え

られないでしょうか。 

○大西氏 

  やはりハンドリングが非常に困ったので、そういう意味では運送会社さんである

とか、そういうことに慣れたところとしっかり提携をするということ。それから、

国からプッシュ型でかなり来たというのは非常に有効だったと思います。先ほど国

の方からもそれぞれお話がありましたが、国からリエゾンというかたちで人が配置

をされたことによって、今の熊本市の状況をリアルタイムに本省につなぐという情

報網がきちっとできる。 

○市川氏 

せっかく地下水を利用している都市が、水資源保全全国自治体連絡会という素晴

らしい会をつくっているわけですから、ネットワークをお互いに持っているはずで

すね。それぞれの地域で、当然地下水保全に取り組んでおられると思いますが、そ

ういった同じ気持ちを持って

いる、これはある意味で都市化

の仲間と言ってもいいと思う

んです。お互い、いつでも救い

の手を差し伸べる、救いの手が

欲しいという。今回の熊本市の

ような場合、救いの手を差し伸

べることができる、そういった

協力し合うということが、可能

性というのはいかがでしょう

かね。 



18 

 

○栁田 

  Twitterで世論調査もできるんですね。「自分自身が暮らす市町村が、大型の災害

が起きた場合にどう向かい合うべきか」ということを、昨日から世論調査をかけて

みたんですね。４択でやってみました。「さまざまな方法で、できるだけのことは行

ったほうがいい」とする答え。「それは近くの市町村がやればいいんだ」と思ってい

るのが２択目。３つ目が「友好都市とか協定の限りにおいて行うべき」というもの。

４つ目は「国がやること」。その中で一番多かったのは、「さまざまな方法で、でき

るだけのことは行うべき」と答えた方が７２％です。 

  自治体が支援をしていこうとするときには、その地域住民の皆さんの理解がない

と、後押しがないとできないということがあります。そういう意味では、おおむね

今の日本においては、国民が支援をしていく自治体について、非常に理解が進んで

きているという状況があるんだろうと思います。その中において、水でつながって

いる地下水という一つの共通項を持っている自治体においては、今日ご参加いただ

いている皆さんの中においてもプッシュ型で。先ほど大西市長さんが、国が行った

プッシュ型というものが非常に功を奏したというお話がありましたが、この水に限

ってはプッシュ型を行っていくことが、熊本地震を教訓にして私が得る教訓だった

のではないかと思います。 

○市川氏 

本日この会場にご参集の皆さん、生活用水を地下水に依存している都市の皆さん

で、私たちは普段から、そのありがたさを認識しています。これまでも過剰揚水と

か、涵養への対応とか汚染への対策、そういったいろいろな対策に取組んできたの

が皆さんの行政だった思いますが、普段の取組みに加えて、今度の熊本地震によっ

て災害への備え、それから対処といった新しい問題を現実的に突き付けられている

わけです。一方で、断水を経験したことで、地下水そのものの大切さとか、ありが

たさを再認識するきっかけともなりました。こういった課題について、本日、市民、

行政、広域ネットワーク、それぞれの立場でご意見を頂戴して、パネリストの皆さ

んの地下水資源に

対する熱い思いを

お聞かせいただき

ました。ご参加して

いただいた皆さん

も、地下水保全への

取組み、今後、どう

いうふうにやった

らいいかという方

向性も、ある程度見

えてきたのではな

いでしょうか。 
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８ 提唱 

「災害時相互応援に関する提唱」 

水資源保全全国自治体連絡会会長 長野県佐久市長  栁田 清二 

 

 

 

栁田会長より、当連絡会とし

て、災害が発生した際に、被災

会員からの要請を待たずに、生

活に欠くことのできない「水」

を即座に被災地へ供給していく

旨の提唱があり、参加者より賛

同されました。 
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９ 閉会 

水資源保全全国自治体連絡会副会長 北海道ニセコ町長  片山 健也 

 

 「私たちは、『今日は勉強し  

て良かったな』で終わるので

はなく、具体的に何をやるか

だと思います。もう勉強の時

代は終わったと思います。 

 日本は人口減少社会に入り

ますが、これから世界は人口

爆発に向かっていきます。食

糧をどう確保するのか。食糧

の争奪戦、水の争奪戦が始ま

るのではないかといわれてい

ます。今、そんな中で自治体の役割というのは、住民の皆さんの安心を将来にわたっ

て保障し、安心して暮らせる地域社会をどうつくるかです。その時に、食糧の確保、

水の確保、自治体の最も重要な使命です。 

 １７１８の自治体が日本にはあります。北海道から沖縄まで、ライフスタイルの形

態はさまざまです。全部の水を守る仕組みを、国につくってください、国の法律で守

ってくださいと言っても、それは多様性がある中では一定の基準において、すぐやる

というのは相当難しい作業です。各自治体が覚悟を持って、どういう法としての条例

を作っていくか。そのことによって私たちの暮らしの水を守ることが、本当に勝負、

緊急課題だと思っています。 

熊本市は、実は私の憧れの街であります。今日は、ここに来させていただいて本当

に感激です。熊本市が水を守る仕組み、そういったことを市民の皆さんと一体となっ

て作り上げてきた、それはわれわれにとっては本当に大きな先進事例、先駆事例であ

りました。今回、皆さんのお話を聞いて、熊本がさらに市民を巻き込んで、一緒にな

ってやっておられる。まさに今、地方創生の課題は熊本を見習いたい」との挨拶があ

り、閉会しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


