
第１回 旧扇浦浄水場跡地利用説明会 議事概要 

 

〔日 時〕平成２７年８月２４日（月）１９：００～ 

〔場 所〕扇浦交流センター 

〔参加者〕村民 約２０名 

     役場 渋谷総務課長、篠田建水課長、岩本課長補佐、樋口企画政策室長 

〔議 事〕①第２原水調整池整備計画 

     ②跡地利用の検討 

 

１．説明 

  ①第２原水調整池整備計画 … 樋口企画政策室長 

  ②跡地の利用について検討していく旨の説明 … 同上 

 

２．質疑応答概要 
 

村民：①渇水時に調整池の必要性を実感したのであれば、なぜ新浄水場を整備する際に調

整池を造らなかったのか？ 

   ②また、造る場合には、新浄水場の近辺に造るのが合理的ではないのか？ 

   ③浄水場を移転させた理由が津波対策であるということならば、旧浄水場にまた水

道施設を造るのはおかしくないか？ 

役場：①新浄水場整備のために取得した敷地の中においては、３４００㎥の調整池整備が

限度であった。 

   ②新浄水場の隣接地については、こうもりの対策もあり、新たな土地の開発をする

のに限界であった。 

   ③旧浄水場に造る原水調整池は、一部、電気小屋等は地上に出るが、基本的には地

下に造り、そのことで津波の被害が最小限に抑えられると考えている。 

村民：津波のリスクと渇水のリスクはどちらが高いと捉えているか？ 

役場：学者の地震津波の意見もいろいろあり、渇水は３０年ぶりに経験したところである

が、なかなか難しく、何とも言えない。 

村民：津波対策で移転した跡地に同じ施設を造る不合理は感じるが、後から造る施設は津

波対策ができるので造るということであれば、それはそれでいい。 

役場：同じ水道施設でも水を造る施設は津波の被害を受けるので移転させたが、調整池で

あれば、地下に整備し、導水管も浄水場に繋がっているので、水を造ることでは津

波の被害は受けないと考えてもらっていい。 

   また、南海トラフ地震による津波は３０年以内に発生するという前提で各地も対策

をとっており、渇水も３０年ぶりということでは同じなのかもしれないが、津波は

南海地震だけではなく近地地震も考えれば、水を造る浄水場施設は早めに高台に移

転させたところである。 

村民：浄水場の計画は人口どのくらいで想定しているのか？ 

役場：父島２３００人で申請している。 

村民：それは世界遺産登録以前の想定ではないのか？ 

役場：新浄水場を整備する際の想定であるが、現状も人口は微増している。 

村民：２３００人でも右肩あがりなのか？ 

役場：そうである。浄水場の給水能力は、人口のほか、観光利用も想定しているので、人

口としては２３００人想定だが、プラス観光客の分も加味して想定している。 

村民：村としては今後の人口をどう想定しているのか？ 

役場：父母トータルで３０００人、父島だと２５００人である。 



村民：世界遺産になる前も後も想定は同じなのか？ 

役場：そうである。また、３０００人の目標にはまだまだ到着していないということで、

目標は変えていない。達成されれば目標も変わる。 

   人口設定との兼ね合いで、どこに疑問を感じていらっしゃるのか？ 

村民：原水調整池の量である。 

役場：量のことであれば、人口の増に関わらず、現状において、３４００㎥と４０００㎥

を整備しても、ダム貯水量の５０％を確保する方針においては、まだ足りない状況

である。 

村民：新浄水場の横に東京都の土地、農業センターの土地があるが、そこは当たったの

か？ 

役場：農業センターの土地は農業に資するための行政財産となっており、村が上水施設を

造りたいからといって、貸したり売ってくれたりしないことは経験則上わかってい

るので当たってはいない。 

   今回の新浄水場の土地もまとまった面積を有している民間の土地を当たって確保で

きたところであり、他の近接地にも当たってみたが、所有者の理解が得られず断念

した。 

村民：本当に当たったのか？ 

役場：候補地の選定に当たっていくつかの候補地を絞り込む中で当たっており、福祉セン

ターで行った候補地説明会の中で説明した。 

村民：村の渇水方針でダム貯水量の５０％を確保するとあるが、ダム全体ではどれだけの

貯水量となっているのか？ 

役場：父島で９３７００㎥である。 

村民：さらに３４００㎥と４０００㎥を整備するというその貯水量は、一般的に人口２３

００人に対して、妥当なのか？ 

   多摩だとか島しょだとか２３区だとか状況はそれぞれ違うけども、それぐらいの貯

水量があれば渇水にも対応できるという基準みたいなものがあって整備量もきまっ

てくるのかなと思うが？ 

役場：内地だとダムに繋がる川がありそれを利用しているが、島だとまず川がない。掘っ

ても海水しか出てこない。そうすると、雨をためるか海水を使うかの２種類しかな

い。 

   渇水の時に海水を淡水化する装置も買ったが、ものすごく電気代がかかりランニン

グコストもかかる。渇水時はたまたま台風がきて雨が降ったので助かったが、その

際は、自衛隊に給水支援の話もしていた状況であったため、雨水を利用して整備す

る方向となった。 

   ５０％というのは、村内部の渇水対策本部において、バルブも絞って水が出にくく

したり節水広報したりする給水制限に入るラインである。先程の基準というものは

ないが、降った雨を最大限利用したいということである。 

村民：この島のロケーションでできる最大限のことだということか？ 

役場：そのとおりである。 

村民：２３年度の時、装置は奥村グランドに置いてあったと思うが、結局、使わずに済ん

だのか？ 

役場：いや最大限使ったし、あれだけでなく、内地から何台も借りて対応した。電気代は

相当（６倍）かかったが、何とか残った水の延命を図った。 

村民：海水淡水化装置は今は新浄水場にあって、それを使わずに原水調整池を整備すると

いうことだが、沖縄の方でも装置は導入されており、電気代がかさむのであれば太

陽光発電で蓄電したりとか方法はあると思う。電気代がかさむからという理由だけ



でせっかく買った装置を使わないというのは理解できないが？ 

役場：買った装置１台では１日５０トンぐらいしか水ができない。全体の中では大した量

にはならない。 

村民：じゃ買った装置は使わないのか？ 

役場：内地機関と渇水時の協定を結んでおり、淡水化装置を借りられることとなっている。

借りるような状況には、跡地の目の前は海なので、（買った装置も含めて）装置で

作った水はすぐ調整池に入れられる。高台にある浄水場に装置で作った水を直接送

ることは難しい。跡地に調整池を造ることは立地的にも適している。 

村民：海水淡水化装置は簡単に動かせるものなのか？ 

役場：大丈夫である。 

村民：想定としては、原水調整池すら渇水になった時に装置は使われるということか？ 

役場：旧浄水場時代は、時雨ダム・小曲ダムの水を連珠ダムに一度集めて浄水場に送って

いたが、今は、時雨・小曲ダムの水も連珠ダムの水もそれぞれ直接新浄水場に送っ

ており、２系統となっている。 

   第２原水調整池は連珠ダムと浄水場との間に造ることとなり、連珠ダムの水が枯れ

た場合に調整池の水を使い、調整池の水も枯れる状況の際に装置を使うこととなる。 

村民：水を貯めると言う観点から、今あるダムを５％浚渫すれば４０００㎥は確保できる

と思うが、それは検討していないのか？ 

役場：それは考えているが、貯める水の量が増えればダムの強度の問題が出てくるので、

現在、コンサルと協議している。 

村民：それも考えた上で、調整池がほしいということか？ 

役場：そういうことである。 

 

（役場：去年いただいた村民要望の内容を報告） 

 

村民：調整池の上に建物等が建てられないという制約があるとあったが、今紹介された内

容は建物も多いが？ 

役場：まず紹介した要望において、憲法・地方自治法の規定に政教分離という考え方があ

り、行政が特定の宗教のために直接的具体的な対応はできないという事情がある。

神社の社務所的なもの、また参道の話も役場で話を伺ってはいるが、表だって対応

することはできないが、結果、神社にプラスになるような智恵を絞って検討したい。 

村民：神社がらみでなければ大丈夫なのか？ 

役場：そこが智恵の絞りどころである。 

村民：扇浦住民のためとか、観光客のためとかということであれば大丈夫だとしても、建

物は建てられないんじゃないのか？ 

役場：調整池の真上には無理ということである。 

村民：調整池以外のところはいいということか？ 

役場：規模だとかはあるが、調整池以外の場所に構造物を造ることは物理的には可能であ

る。 

村民：こういうものを作ってほしいという要望があった場合、いつまでにどこに言えばい

いのか？ 

役場：こういう説明会を今後も続けていくので、そこでご意見・ご要望を伺って検討して

いきたい。 

村民：調整池の建屋の位置と面積が示されていないが？ 

役場：今年度、詳細設計をやっているが、敷地の端に造ろうと思っている。この施設はど

うしても地上に出てしまう。なるべく小さい物と考えている。 



村民：本来の目的の物で一番大事な物だと思うので、津波で壊れてしまうものでは困ると

思うが？ 

役場：逆に津波で流されてもいいようなものを想定している。被害の際、コンセントさえ

確保できれば発電機を持ち込みポンプ稼働できるようなイメージを持っている。す

べてパーフェクトに津波対策することは不可能と考えている。 

村民：調整池の上は建物が建てられないとのことだが、調整池の面積だけでなく縁取りの

部分も使えないと思うが、敷地から縁取り含めた調整池を差し引いた部分が何かに

使える可能性があるということでいいか？ 

役場：そのとおりであるが、（縁取りの部分は）調整池の上が何に使われるかにもよると

ころである。 

   まだ上の使い方は何も決まっていないが、村としては、車が乗るような駐車場だと

かレストランのような建物が調整池の上にくることは避けたいなとは思っている。 

村民：調整池の強度だとかがわからないので何に使えるのかがわからない。 

役場：逆に調整池の上が何に使われるかによって、今年度の詳細設計の中で、鉄筋を何本

にしようかだとか（強度のこと）を考えていきたいと思っている。 

村民：ということは、まだ調整池が地下何メートルのところに造るということもこれから

のことか？ 

役場：掘っていくと恐らく水が出てくるはずなので、いくらコンクリートの構造物でも浮

く力が作用する。底盤をどのくらい厚くするかなどの検討も必要になってくる。

（調整池の規格として深さ）５ｍとなっているが、もう少し深く掘ることにはなる。 

村民：調整池を本当に作ろうとする場合、一番優先するべきものがありきで整備されると

思う。予算のこともあるし。何が一番の優先順位なのか？ 

役場：調整池の上に何をつくるかが一番である。そうしないと調整池の規模が決まらない。 

村民：上物によってというのは不思議な感じがする。そうなると、本当に調整池が必要な

のかと思ってしまう。 

役場：村としては、上に重い物が乗ることによりコンクリートや部材の量も増え、予算も

上がっていくので、今のところ、調整池の上に５０～６０ｃｍの土を被せて、憩の

場的な利用のイメージを持っている。 

役場：この周辺には扇浦レストハウス、駐車場、休憩所などがあり、その隣の土地となる

ので、周辺を含めて一体的に有効に使えるんじゃないかという見方をしている。 

   また、海岸にはサーフボードやアウトリガーカヌーが置いてあり、お金を負担して

いるという話も聞いているが、海岸の使い勝ってを良くするために、ボードなどを

跡地に持ってくるのも一つの考え方だと思っている。 

   地上の利用の検討を優先し、調整池の強度等は考えていきたい。いろいろな見方で

利用を考えていただければと思う。 

村民：神社の参道や鳥居が傾いてきている。危険なので何とかしたいのだが？ 

役場：地上部分の利用の整備の中で、智恵を絞って考えていきたい。 

村民：小笠原諸島の名前は発見者の名前から来ている。以前役場に行き、村長にも相談し

たが、難しいとの話をされたが、余りにも発見者をないがしろにしている。新興宗

教とは違う。（この後、しばらく山の水の話） 

役場：智恵を絞るという言い方しかできないが、今、参道と言われているコンクリート舗

装の部分は、以前、村が整備したが、それは遊歩道へ繋がる道という位置付けで整

備した。但し、申し訳ないが、鳥居を直してほしいというのは叶わない。 

   跡地の利用という意味では、駐車場と緑地を平地として整備したのは、将来の扇浦

の中心地の利用について絵を描けるようにしておこうとしたためである。 

   ホライズン側の駐車場と緑地や、小花橋側の海岸のボード置き場ぐらいの範囲が、



村が絵を描ける範囲である。 

   その範囲で皆さんのご意見を聴ければということだが、リミットがあるのは今年度

詳細設計を行っている調整池の上の利用である。 

村民：調整池の上に建物が建てられない理由は、法律的なことか？技術的なことか？財源

的なことか？ 

   また、調整池の位置は、図面の位置でないとだめなのか？ 

役場：一点目の質問は、技術的なことである。２０ｍかける４０ｍの上に、調整池に影響

を及ぼさないような、間に支える柱を設けず建てられる建物は技術的には難しいと

考えている。 

   二点目の調整池の位置については、資料的に単純に敷地の真ん中に示しただけなの

で、ずらすことは問題ない。 

   ただ、跡地の敷地は都道より低くなっているので、整備した調整池の上には少し土

を盛って都道より少し高くしたいと考えている。 

村民：法律的なこととか財源のことがなければ、調整池の上を何らかの形で有効利用でき

るように詰めてほしいと思うが？ 

役場：上の利用によって調整池の強度等も変わるが、財源のことを考えると上に乗るもの

はなるべく軽い方がいいとは考えている。 

村民：調整池の近くに構造物を造ること自体は、法律的には問題ないのか？ 

役場：問題ない。都の水道局にも聞いて調べたが、内地では一般的に、調整池の上は講演

や学校のグランドに使われているようである。調整池も水道施設なので、近くに工

場だとか薬品会社だとか当然あってはだめかと思っていたが、水道法はじめ規定は

ないそうで、常識の範囲で考えればいいようである。 

村民：行政が宗教的なものに対応できないのは理解できるが、神社の氏子の皆さんが例大

祭を一生懸命盛り上げている様子を見ると、この場所を地域として応援できるよう

な利用を考えると、構築物も含めて検討していただければいいと思う。 

村民：（図面の）跡地の敷地と参道の間の建物はどうなるのか？ 

役場：取り壊して更地にする。 

   敷地からホライズン側の駐車場まで、これから絵を描くことになる。 

村民：調整池を参道側の方に移動することもできるのか？ 

役場：物理的には可能であるが、ご要望の中に参道を真っ直ぐにしてほしいという話もあ

る。 

村民：参道が真っ直ぐだったことがわかる図面はあるのか？ 

役場：地籍の地図があり真っ直ぐ書かれたものがある。 

村民：将来の利用を考えると、（ホライズン側の）駐車場を調整池の上に持ってきて、駐

車場の方に構造物を造るというのも一つの考え方だと思うがどうか？ 

   調整池の上に土を被せるのであれば、駐車場でも大して変わらないはず。 

役場：考え方としてはわかるが、ホライズン側の駐車場には浄化槽があるので、それを避

けて造るとなると規模は小さいものとなる。 

村民：調整池の上に、軽い構造物や車ぐらい乗せられる設計にしてもらえば、後々考えや

すいのではないか？調整池を造ってしまった後からでは変更できないので。場所も

含めて。 

   この辺りの村のマスタープランはあるのか？ 

役場：あるにはあるが、作った時点がＴＳＬ時代である。 

   この周辺の利用については、議会でも平成２２年から取り上げられており、公園整

備の方向で調整してきた。 

村民：いろいろな制約があることや４０００㎥を造りたいこともわかったので、利用を考



えやすいように、調整池は敷地の端の方に造る設計にしておいてほしい。 

役場：そこは今年度作ることになり、今日の資料で真ん中に調整池を入れたのは、位置を

示したのではなく、敷地に対する調整池の大きさをイメージしてもらうために示し

たものである。 

村民：調整池の規格が２０ｍ×４０ｍ×５ｍとなっているが、敷地を有効利用するために、

調整池の深さをもっと深くしたらいいと考えるが、それは難しいのか？ 

役場：深くすると、いろいろな機械だとか特殊な材料だとか、コストがよりかかってしま

うし、危険度も増してしまう。 

村民：この規格が現実的な寸法ということか？ 

役場：そうである。 

村民：話が戻るが、昔の焼却場（清掃工場）は、村のものか？ 

役場：村の土地である。 

村民：相当の面積ではないか？ 

役場：旧浄水場より狭い。 

村民：そこには（調整池の整備は）無理か？ 

役場：無理である。付帯する管の整備も考えると尚更である。 

村民：場所的には近いが？ 

役場：調整池の整備は、ダムと浄水場の間がベストである（その必要がある）。 

   旧浄水場の跡地は、浄水場への導水ポンプの整備も必要であるが、目の前が海であ

り、海水淡水化装置が使える利点がある。 

村民：海から水を取るには、道路をまたいで取るのか？ 

役場：そうである。 

村民：具体的にどうやって取るのか？ 

役場：小花橋の下をとおして取る。 

村民：先程要望の具体的な話が出たが、海岸においてあるカヤック等も必ずしもきちんと

管理されていないし、海岸の景観の問題もあるので、跡地に移動させられればいい

と思う。但し、カヤックを取りにいく際には、車を使うので、車が通れるような整

備も必要。先程、調整池の上に駐車場は難しいとの話もあったが、通り抜けるぐら

いだったら大丈夫だと思うので。 

村民：今後、このような説明会を続ける予定はあるのか？次回はいつ頃？ 

役場：気持ち的には毎週でもやりたいが、調整したい。 

村民：今回の広報も掲示板に張ってあったが、もう少し前もって何月くらいにあるのか知

っていれば、夜の仕事の方や奥さんたちももう少し集まりやすいと思う。 

   参加できない方でも、こうしたらいいという意見を持っている人はいるはずなので、

役場の窓口も教えてほしい。 

役場：今回の日程の調整のタイミングで、村民だよりで広報できなかったことは反省して

いる。役場の窓口は企画政策室とさせていただき、いただいた意見は庁内で関係課

に伝える。 

村民：村民だよりに載ってなかったので、テレビの文字放送見たら出ていないし、防災無

線も午前の１回のみだったので、役場に電話で確認した。 

役場：今回の説明会は調整池の説明が主ではあるが、今後は、利用という意味では扇浦の

中心地のことになるので説明会のタイトルを変えないといけないし、説明会の広報

も含めた今後の進め方も内部で調整をさせていただきたい。（防災道路の例） 

村民：渇水時の方針に加えてほしいが、昔は島の中で「もっと水を大切しましょう」と書

いてあったと思うが、最近、そのような意識が低くなってきていると思うので、村

の方でも村民だよりなど、もっと「水を大切に」と言っていただきたい。 



役場：そうしたいと思う。 

村民：島には海はあるがプールがない。小さい子どもでも安心して使えるし、海水を循環

させたり、温めて温水のプールだとか、いいと思う。 

村民：水の使い方が気になっている。調整池をいくら造っても、みんなが使いすぎればだ

めになることはみんな分かっている。 

   私は扇浦レストハウスの掃除をずっとやっているが、シャワーが出しっぱなしの場

合が結構ある。朝、行って出ているということは夜中ずっと水が出ていたのかもし

れない。いまだったら蛇口じゃなく押せば水が止まる物もあるし、その辺の対応も

必要。結局は使う人も意識の問題はあるので、役場でがんがん言った方がいい。 

村民：今後の検討、コミュニケーションに係る部分は丁寧にやっていった方がいいと思う。 

   今日の話を聞いていると１２月くらいにはまとめるようなイメージが読み取れるの

で、時間のない中では尚更である。 

   また、原水調整池の必要性や根拠の部分について、もう少し資料が多いと理解しや

すい。水源のことなので皆さんから大きな反対は出ないはずなので。 

   もう一つは、要望だが、跡地の整備に当たってはオオコウモリへの配慮や優遇を積

極的に行ってほしい。今までねぐらのかく乱だとかいろいろあったので、例えば餌

場を確保するような植栽計画など積極的に進めていただきたい。 

村民：タイムスケジュール的に考えても、みんなイメージしやすいたたき台がほしい。そ

の方が検討しやすい。 

   また、調整池の上は車ぐらい利用できるようにしてほしい。 

   次回の説明会の時に、たたける絵を是非示してほしい。 

村民：村の考え方も含めた、たたき台の案を示してくれればいいと思う。 

村民：渇水があるということは太陽さんさんなので、太陽光のエネルギーを使うことも入

れてほしい。 

役場：たくさんのご意見をいただいた。今後の進め方は調整した上でお知らせするが、取

り敢えず、何かあれば、窓口の企画政策室にご連絡いただければと思う。 

   （終了） 

 

 

以 上 

 


