
長崎県地学会誌 第 16号 (19ケ 1)

宮古空港へ降 りてまわ りを見わたす と異国の:大

草 原に降 りたような気がするg建物 といえば空港

の2階建てのビルだけでありま、360首 をまわし

ても山らしいものは見えない。

沖縄の今年の干ばつの酷 しさは本土まで切々と

伝ゎらてきていたので,沖縄に渡るについてその:

かくごはしていた。また酷 しい長崎の渇水を幾度

となく経験 していたので,水不足には関心深いも

のがあった。    1

今年の夏は沖縄本島の那覇においても 36時間

断水, 12時間給水とぃう酷 しさであり,話によ

ると先島 (宮古島等 ),八重山 (石垣島等 )方面

はもっともっと酷 しいというこJと であった。那覇

のホテルの人が「 宮古へ行 くなら水筒 を用意 した

方が良いですよJと 親切にいって くれたほ どであ

る。

降水状況

:こ の異常平ばつの原因 とならた今年の沖縄地方

の雨量は図に示 したごとく極めて少ないものであ

る。これまでの記録的平ばつの年 といわれた19

63年以下であって,沖縄の雨期に当たる6月 に

おいても那覇 18o御 (軍年の 56%),宮 古島

14勧 (5%),石 垣島 26m(lo%)と いう

状態 である。   |
また 3月 ～ 6月 の合計雨量をとっても那覇330

長崎の月別降水量と平年値の比較図
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異常干ばつの宮古島と地下水について

長崎北高等学校

宮古の月別降水量と平年値の比較図

1月 2月 3月  4月  5月

-23-



1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

1800

1600

1400

1200

1000

800

6:00

400

1月 2月 3月 4月

長崎の降水量積算値グラフ

平年値 :1941～ 1970年 の平均値

(長崎海洋気象台 )

5月 6月 7月 8月 9月

長崎 1971年 .

長崎の平年値

録的なものとなって しまった。

10月 についでつゆ明けから7月 にかけては干

ばつの起こり易い時期にあたっている。そのため・
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i:   
‐ 1月    2月    3月    4月

続(38%),宮 古島94御 (11%),石垣島

97御 (12%)と異常な長期渇水が続いており,

とくに先島方面の干ばつは観測史上,未曽有の記:

宮古の降水量積算値グラフ

平年値 :1931～ 1960年の平均値

(琉球気象庁 )

宮古の平年値1 レイ「1

「́



人 々は台風接近による降雨 を期待 し,ま た米軍は

人工降雨実験をした りしているが,そ れほどの恵

みの雨 は降 っていない。丁度沖縄に着いた時は雨

が降 っていたO久 々の雨であったそうである。こ

の雨 は1台風 19号 (オ リニブ )の予波 としての降

雨 で,8月 1日 より3日 までに那覇では 89.5π‖

の雨があぅたが,那覇より約 3 0 0Km離 れた宮古

島ではほとんど降 っていなかった。長崎において

はこの台風 19号が島原半島に上陸 し,平年を上

まわ っている今年の長崎の降水量にさらに水量が

加わ
.っ

たのであるg   i

農作物の被害

宮古島は壱岐島ぐらいの大きさの島であって
,

最高点 108.5屁の野原岳をほぼまん中に した ,

極 めて軍担なテーブル状の隆起サンゴ礁の島であ

る。軍担な島であるため,2, 3年に一度は必ず

や って くる猛台風による被害は大きい。農作物や

草木をかたっぱ しから吹き倒 し,潮風にさらされ

た農作物は非常に枯死 しやす くなって しまう。し

か し台風に対する心がまえは常にできているとし

て も,今年のような干ばつについては何も用意の

ない状態である。 しかも今年は異常干ばつの中に

あった 7月 に台風 18号 (ナ デ ィン )が近付 き,

恵みの雨 を降 らせるどころか逆に強風 による塩風

の害を被 り,ダ ブルパンチの被害 となったのであ

る。

農作物 lま さとう言び,い も,落花生,う り,葉

たばこ,そ菜などであるが,そ の被害の大きいの

lま ,何 といってもさとうきびである。宮古島全耕地

め■
lol%め

76.6万 タールの作付・面積をもち,宮

古島あ主産業 としてのさとうきびの被害はひどい。

おそらぐ90%以上の被害率であろう。普通は 2

彎|あ
まヮ

1の
高さになぅoと っきびも, 50蘭程に

しが成長 しておらず,緑 の葉も黄色に変わり,畑

で枯れたさとうきびを燃やした跡も各所に見られ

た。また長い節々を持つさとうきびであるが,茎

の成長が止まって しまいぅ節 と節の間が 2～ 4欄

ほ どしかないさとうきびになっている6

今年は軍良市にある製糖工場 も動かない という

ことであった。そのうえすでに今年はさとうきび

の植付の時期 も過ぎ,来る年の凶作も決まったよ

うな悲 しい状態になって しまっている。宮古島
:

60,900人中約 50,000人の農村人口をもつ本島

としては死活の問題であ り,出 かせぎに本土や那

覇 まで多 くの人が行 っているとい う。

宮古島の地下水             :

酷 しい節水をかくごして水筒に水まで用意 して

宮 古島にきたのであった。だか ら「 日の丸紆 ル」

とい う,勇 ましい名のホテルであったがとても風

呂には満足に入れるとは思 っていなかった。 しか

し,お どろいたことに風呂,シ ャワーは何時でも

自由に使 えたし,水洗便所もちゃんと使 えた。 と

ても干 ばつの島にきたとい う気はしないのである。

不思議に思 ってたずねてみると,水源池には豊富

に水があ り,異常渇水の現在でも各家庭ではぜい

沢に水を使 ぅているということであった。宮古島

では水道の断水は全 くないそうである。

宮古島はほとんど全島が琉球石灰岩でできてい

るため,カ ルス ト地形がいたるところに発達 して

お り, ドリーネや石灰洞も多い。    l ●

琉球石灰岩は第三糸己層 (沖縄南部の島尻層に相

当 )の泥岩の上に重 なっているため,第二紀膚が

不透 水層 となり,石灰岩の下の第二糸己層が露出 し

た地域に湧水が発達 している:宮 古本島で主な自

然泉 が 26カ 所程 ありほとんどは海岸近 くに分布

している。|ま た縦洞穴泉が 16カ 所 もある。洞穴

か らパイプを引いてある所もみ られる。洞穴には

鐘平L石 が発達 している。洞穴の入口付近にはオオ

タニ ヮタ リゃクヮズィモ類などが繁 っていて, ア

フリヵマイマイがゴソゴソうごめいている。

このriL球石灰岩中の地下水は豊富にあり, 1日

に 11万 tの 水が放出されているといわれ″る。水
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道用のアk源地 とい っても広い池があるわけではな

い。地下水をポンプアップしているのである。水

適用の水源 とされている湧アkも ,こ の平ばつで通

常の約半分の 9,500t/日 に減 じてはいるが,現

在宮古で使用されている水の量は 7,000t/日 で

あり,余裕ある水量でぁる。宮占として見た場合 ,

残りの 10余万 tの 水が毎 日島の東海岸や北の海

岸に注ぎ出しているのである。無限の水タンクの

上の乾ききった砂漠といらた感 じの島である。

この水を乾いた畑に十分散布すれば良いという

ことはだれにでもわかることであるが,実際に畑

地かんがいをしているのは宮古農業試験場 とぅ土

地改良組合だけあって,一般には全 く実施 されて

いない。                 |

例年が天水だけで足 りているためか,かんがい

設備 はほ とんど一般 にはないようである。 このよ

うに豊富な地下水を持 」た島であるので。今後の

農業 の発展を見るためには畑地かんがいを真剣に

考 え,こ の恵まれた地下水を十分Tll用することが

大切なことであろう。

しかし,地下水も十分 にない周辺の離島のある

ことをわれわれはまた忘れてはならないと思う。
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― 昭諄 5年度会計収 支幸展告
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※会誌 15号印届j奮 42,000円未払い分を含む。
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計 151,412


