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平成 28年 3月
那覇市上下水道局

50th
Anniversary



　平成１７年４月に水道局と市長事務部局の下水道管理室、下水道建設
課の組織を統合し、「那覇市上下水道局」となりましたが、業務は別々
の庁舎で行なっていました。 
　同年８月に新庁舎建設工事に着工、翌平成１８年１２月に完成し、平
成１９年２月から水道、下水道とも新庁舎で業務を開始しました。 

那覇市上下水道局 庁舎
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那覇市の下水道
５０年のあゆみ



～つなげる、つながる、未来へのみち～

　はいたい　ぐすーよー　ちゅーうがなびら。

　那覇市の下水道事業が 50周年という記念すべき節目を迎えました。

　下水道は、浸水の防除や公共用水域の水質保全に欠くことのできない都市の基

幹施設であり、市民の生活環境を改善する重要な役割を果たしています。この半

世紀に渡る下水道事業の歴史は、まさに那覇市発展の歴史そのものとも言えます。

　下水道が整備されるまでは、市内を流れる主要な河川は生活排水が流れ込み水

質汚濁が甚だしく、し尿の河川投棄さえ行われていました。また、「晴れると断水、

降ると浸水」という言葉が流行し、とくに牧志公設市場から平和通りの一帯は万

年浸水地帯と揶揄されるなど、市民生活の衛生環境は大変憂慮すべき状態でした。

　そうしたなか本市では、昭和 38 年に下水道課が新設され、本格的に下水道事

業開始への準備が始まりました。そして昭和 40 年の事業開始以後、都市づくり

基本構想として策定された那覇市総合計画にも下水道整備事業を重点施策に位置

づけて、市民生活の衛生環境の向上に取り組んできました。

　現在でも、平成 20 年に策定した第 4 次那覇市総合計画に①公共下水道の整備

推進、②浸水被害の低減、③公共下水道への接続率の向上、④再生水の利用推進を

４つの柱として位置付け、「安心、安全で快適な亜熱帯庭園都市」の実現を目指

して取り組みを進めています。

　その結果、平成 26 年度末で、97.7％という普及率が示すように整備が進み、

ほとんどの市民が下水道に接続できる状況になっています。それに伴い、浸水対

策においても大きな改善が図られているところです。

　50 年の節目にあたり、これまでの取り組みを顧みるとともに、これからも市

民の皆様のご理解とご協力を賜りながら、今後も課題の解決に向けてまた新たな

気持で取り組み、下水道事業の一層の充実を図って参ります。

　ゆたさるぐとぅ　うにげーさびら。

下水道事業５０周年を迎えて

那覇市長  城　間　幹　子

那覇市上下水道局
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那覇市の下水道　50 年のあゆみ

　ハイサイ！　チューウガナビラ。

　下水道５０周年記念誌を発刊するにあたりご挨拶申し上げます。

　本市の下水道は、米国民政府による「中部沖縄統合下水道計画」に基づいて資

金援助を受け、昭和４０年７月に若狭、辻地区において工事に着手したのが始ま

りです。

　その後、昭和４７年の本土復帰に伴い特別措置による補助対象施設の特例もあ

り本市の公共下水道は一段と整備が促進され、本土復帰時に２０％台であった普

及率は、平成２６年度末で９７．７％となっています。

　また、都市化に伴い宅地面積の増加による雨水浸透面積の減少が浸水被害を発

生させる要因となっている中、雨水管渠や雨水ポンプ場の整備を推進し雨水の速

やかな排除による浸水被害の軽減にも取り組んできました。

　さらに、下水道資源の有効利用を図るため、沖縄県と共同で再生水事業に取り

組み、処理水の一部を高度処理し、水洗便所の洗浄用水等として平成 14 年 4 月

から供用を開始しています。当初は新都心地区を中心とした地域への供給でした

が、その後、牧志・安里地区や県庁周辺、那覇空港地区にも事業区域を拡大して

います。

　一方、下水道事業におけるさらなる経営効率化への取り組みとして、平成１７

年４月から下水道事業に地方公営企業法を適用するとともに水道事業と組織を統

合して、那覇市上下水道局として事業運営を行っております。

　今後は、未普及地域の解消や浸水被害の低減に加え、老朽化した施設の長寿命

化や地震対策などにも取り組み、安心、安全な暮らしを支える下水道事業を推進

していきます。

　これからも、下水道に対する市民の皆様のご理解とご支援をお願い申し上げ、

ご挨拶といたします。

　イッペー　ニフェーデービル！

下水道事業５０周年記念誌
発刊によせて

上下水道局長  翁　長　　聡
那覇市上下水道事業管理者

那覇市上下水道局
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～つなげる、つながる、未来へのみち～

　昭和４０年７月、那覇市の若狭・辻地区での下水道工事開始より、今年は５０

周年の節目とのことである。 

　平成７年、下水道管理課長の時に「那覇市の下水道３０年のあゆみ」の記念誌

編集委員として、亀島委員長（当時の部長）の下で携わらせていただいた。 

　あれから、早くも２０年が経過したのかと思うと、感慨もひとしおである。 

　今回の寄稿のこともあり、記念誌の中の先輩方の「座談会」対談を読ませて頂

いた。大変な困難な時代に筆舌に尽くしがたいご苦労を重ねられて、那覇市の下

水道の基盤を築いてこられたことに、改めて感謝の思いが込み上げてきた。 

　その延長線上に、今日の那覇市の下水道普及率、９７．７％や観光都市として

見違えるように変化した景観も先輩方の労苦の結晶の賜物と思えてならない。 

　観光メイン通りの国際通り、平和通りは観光客で賑わい、モノレール牧志駅に

隣接した高層建築物や「さいおんスクエア広場」等も完成し、華やかな賑わいに

溢れている。かつての当地域、蔡温橋付近の安里川は大雨のたびに氾濫し浸水常

襲地帯であった。また、久茂地川、ガーブ川と同じく生活排水で水質の悪化に伴い、

ヘドロの堆積で異臭のする劣悪の環境であった。 

　那覇市の下水道普及や県の河川改修により、安里川水系、安謝川水系は大きく

環境が改善され、魅力ある都市河川に近づいてきた。 

　私達、下水道管理課においても、先輩方が行なってきたように一丸となって下

水道整備普及活動に粘り強く取り組んできた。  

　未接続世帯への訪問啓蒙や地権者への承諾説得、下水道敷・排水溝上部の無届

け占有、排水路の安全対策、浸水箇所調査、管路の老朽化や侵食、閉塞調査及び

原因究明等々、業務は多岐にわたっていた。 

　それらの状況の中で、職員の方々が必死に問題解決に取り組んでくださった。

その時の感謝の思いは、一生涯忘れられない黄金の思い出となっている。 

　心残りもある。民家の庭の花壇の地下に雨水暗渠があり、雨の時には雨水の流

れる音で困っているので撤去を、という要請に来られた。当時は、他にも同様な

箇所があり、対応が出来なかった。方法があればと、今も思う。 

　またその頃、平成６年から始まった県庁横の県道４２号線地下に県民広場地下

駐車場への地下道路の計画・施工が、県道３９号線をまたいで行なわれていた。 

「那覇市下水道５０周年」によせて

砂　辺　長　盛

那覇市上下水道局
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那覇市の下水道　50 年のあゆみ

　突然、県から、那覇市の下水道管が県道地下を占有しているので、占有者負担

で移設をするようにと連絡が来た。 

　判例集等を調べた結果、突発的な事例に対する予測不能ということもあり、県

と何回か文書で対応したが、なかなか出口が見えない状態であった。 

　上司からは、モノレールの工事着手も県と合同で間近に控えていることだしと

の指摘を受け、全額負担ではなく、県と相応の負担ということで決着がついた。 

　それ以来、県とは情報交換を密にとるようになり、協力関係も構築された。 

下水道料金改定や再生水運用に関する諸課題が発生した。 

　県の再生水供給が平成１４年４月から開始され、新都心地区の公園や集合住宅、

業務施設の水洗便所や散水用水として利用された。その後、牧志安里再開発地区

に高層建築物が計画されたのに伴い、再生水区域拡大の変更等についても、その

時の県下水道課長が努力を惜しまず支援して下さった。 

　また、市内の浸水対策においても当時の翁長市長にご同行を頂き、河川の改修

工事を早期に開始するようにと、県に要請した。その時は、土建部長はじめ、トッ

プの方々が襟を正して熱心に聴き入って下さった。 

　市長が同行して下さった影響力は大変に大きく、計り知れない効果があったか

と思うと感謝に耐えない。 

　また、懸案事項であった「雨水業務の所管」については上下水道の組織統合に

おいても結論が出せずに、責任を感じていた。高良憲宏副参事より、平成２４年

度に建設管理部から移管されて、上下水道局で「汚水」と「雨水」も一括して行

なうことになったと伺い、安堵した次第である。 

　最後になり、申し訳ありませんが、在職中は多くの方々に支えて頂き、心より

深く感謝申し上げます。 

■ 昭和56年（1981）
■ 平成  7年（1995）
■ 平成  8年（1996）
■ 平成10年（1998）
■ 平成11年（1999）
■ 平成13年（2001）
■ 平成15年（2003）
■ 平成18年（2006）
■ 平成20年（2008）

入庁 教育委員会 
土木部下水道管理課長 
〃 検査課次長兼副参事 
企画部検査室次長兼副参事 
建設港湾部次長 
土木部長 
建設管理部長 
上下水道局上下水道部長 
上下水道局にて定年退職

砂 辺 長 盛氏　略歴

那覇市上下水道局
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～つなげる、つながる、未来へのみち～

　はいさい。ぐすーよう、ちゅーうがなびら。 

　下水道５０周年記念誌のご発刊、おめでとうございます。 

 

　下水道事業が都市の環境改善に寄与していることを、私が初めて意識したのは

平成３年の『久茂地川親水遊歩道』を担当した時でした。 

　当時は、道路建設課に在籍しており、久茂地川にかかる甲辰橋～御成橋（※現

モノレ－ル県庁前駅）の区間に親水性をもった遊歩道をモデル的に建設すること

になり、その事業を担当することになりました。 

　そのころ、都市の河川環境の悪化が課題のひとつになっており、その解決策と

して、雨水施設の開渠化（オープン化）とともに、河川に親しむ親水化が提唱さ

れ始めていました。親水性に伴う安全面や事業費の低廉化など、いくつかの課題

がありましたが、汚水と雨水をしっかりと分離して市民に利用してもらう啓蒙施

設になるという当時の下水道課の先輩職員からの激励もあり、県や関係部局のご

理解も得て完成することが出来ました。 

　その後、当該施設が建設大臣賞を受賞した際に、『呼び戻そう清流を！』と銘打っ

た記念式典で、カヌ－のボートレ－スや、地域を巻き込んだイベントの開催はい

までも良き思い出として残っています。 

　平成６年に下水道建設課に配属され、下水道事業に正務として関わることにな

りました。はじめは建設二係で下水道工事を担当し、その後、計画係で予算調整

やマスタ－プランなど、合計で６年間関わらせていただきました。 

　在籍期間の中で、モノレ－ル安里交差点改良事業と新都心関連の再生水事業に

ついては、強く印象に残っています。 

　モノレ－ル安里交差点改良事業では、交差点に地下道を建設する計画があった

ことから、首里方面や真嘉比方面からの下水道幹線の既存施設を、他の占用施設

と協力しながら交差点の外に移設する大工事がありました。 

　水道施設や電力、ＮＴＴなど多くの占用物が込み入っており、さらに使用中の

雨水や汚水の幹線を切り替える作業が必要となるため、かなりの難事業となりま

したが、県の交差点改良工事の担当職員を中心に、多くの組織が密接に協力し合

い、ほぼ予定どおりに各々の施設を移設することができました。 

那覇市下水道５０周年に寄せて

上　地　英　之 
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那覇市の下水道　50 年のあゆみ

　また、当時の天久新都心地区は、米軍牧港住宅地が返還されて間もないことか

ら原野状態で、地域振興整備公団（現都市再生機構）が区画整理事業の真っ最中

でした。 

　そのころ新たな考え方として『循環型の都市を構築し資源を再利用する』があ

り、その新都心地域にて再生水事業を実施することになりました。 

　再生水事業とは、二次処理をして海に放流していた下水処理水を、三次処理を

してトイレの洗浄水などに再利用する事業のことです。 

　それまで沖縄県は給水制限や断水が度々起こり、本市が県内で一番多くの水を

使用していることから、再生水事業で節水型都市づくりを進めることは、本市の

大きな『セールスポイント』になると考えていました。 

　しかし監査で『断水対策は国のダム事業等ですべきであり、市の事業としては

無駄使いではないか』と指摘を受けました。 

　『限られた資源を有効活用することは、県内で一番多くの水道水を使用してい

る那覇市の責務であり、監査の視点とは哲学が違う』と発言をしてしまい、大変

お叱りを受けたことを覚えています。 

　何とか思いは伝わり事業を了として頂きましたが、いま思い出しても赤面する

思い出です。 

　最後に、下水道施設は都市環境の改善や市民の生命・財産を守る治水の機能を

もつ、まさに都市の縁の下の力持ち的なインフラ施設です。 

　東北の大震災のあとは施設の耐震化、水道施設との関連性など、さらに高度で

多様な期待を市民の皆様から受けていることと思慮します。 

　下水道施設が、これまで以上に都市の重要な施設として、今後とも市民の皆様

の信頼とご理解を得られますよう祈念いたします。 

■ 昭和61年（1986）
■ 平成16年（2004）
■ 平成17年（2005）
■ 平成19年（2007）
■ 平成20年（2008）
■ 平成22年（2010）
■ 平成25年（2013）
■ 平成26年（2014）
■ 平成27年（2015）～

入庁 港湾部建設課 
沖縄県都市モノレール課主幹（課長級） 
経営企画室技幹 
 新庁舎準備室長 
経営企画部副部長 
総務部副部長 
上下水道部長 
企画財務部長 
　政策統括調整監 

上 地 英 之 氏　略歴

那覇市上下水道局
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～つなげる、つながる、未来へのみち～

はじめに 
　平成 21年 8月 19日は私にとって忘れられない日になっています。 
私が下水道課長を命じられ2年目の暑い日でした。午後の3時ごろ職員から「ガー
ブ川でボックスカルバートの耐力度調査をしていた作業員が鉄砲水によって流さ
れた。」との連絡を受けたのです。正直、最初は、下水道課の発注業務ではなく、
また、局庁舎（おもろまち）付近では大雨の降った形跡もなく、警報も発令され
ていないような天候だったので、直ぐにでも救出されるだろうと少々軽く考えて
いるような状態でした。しかしながら 5 名の作業員が農連地区の暗渠の入口部
分から真っ暗な水路の奥へと流され、未だ発見されないという報告を聞くにあた
り、これは大変な事故になると感じ、急ぎ現場へ向かったのでした。 
　本市の下水道事業 50 周年を記念する誌にこのような痛ましい事故のことを掲
載することに逡巡たる思いと一抹の不安を感じてはいますが、敢えて、下水道事
業を行う者の教訓として書き記していこうと思っています。 
　現場では、暗渠の出口部分（ジュンク堂側）に対策本部が設置されており、消
防による行方不明者の捜索が水上バイクを使い懸命に行われていました。ガーブ
川は、川という名称がついていますが、市街地に降った雨水を排除するための公
共下水道としての雨水幹線であり、市が管理する本線延長約 3kmの排水路となっ
ています。そのうち暗渠部分は、農連地区からジュンク堂までの約 0.95km で上
部空間の一部を水上店舗として民間が所有し、また、一部を市道として利用する
という特異な排水路となっています。そういう構造上開口部が少なく、市道上に
ある点検口（清掃口）、しか開口できる箇所はなかったのです。 
 

事故の概要 
　ここで、話は前後しますが、この「ガーブ川幹線水難事故」の概要及び対応を
時系列的に記しておきます。 
● 平成 21 年 8月 19 日（水） 
　14：00 頃　農連市場地区防災街区整備事業に伴うガーブ川ボックスカルバー
　　　　　　　トの耐力度調査を目的として川底に降りて作業をしていた 5 人が
　　　　　　　上流部で発生した局地的な大雨による鉄砲水によってボックスカ
　　　　　　　ルバート内へ流される。 
　14：16  　　消防現地指揮本部設置 
　14：30  　　警察から管理図面の要請 
　15：00  　　下水道課職員 2名現場派遣（管理図面提出） 

下水道時代の記憶 

宇　根　良　貴
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那覇市の下水道　50 年のあゆみ

　15：23  　　流された 5名の内 1名が救出される。 
　16：00  　　副部長、下水道課長及び職員 2名現場着 
　16：10  　　消防より捜索支援（採光及び換気のため）として清掃口の開口を
　　　　　　　要求される。道路管理課と合同で取り掛かる。 
　17：40  　　25t クレーン車到着、開口作業に取り掛かる。 
　19：30  　　清掃口蓋の膠着のため持ち上がらず開口作業中止 
● 平成 21 年 8月 20 日（木） 
　02：10  　　ボックスカルバート出口付近で 2名発見（死亡） 
　06：30  　　同付近で 1名発見（死亡） 
　07：41  　　同付近で 1名発見（死亡） 
 以上が「ガーブ川幹線水難事故」の概要です。夜を徹しての懸命の捜索にも拘
らず結局 4名もの尊い命が失われてしまいました。 
 

下水道課の苦難 
　この事故の原因については、その後の調査で様々な要因が重なった結果だと考
えられていますが、下水道課としてはその結果を重く受け止め、二度とこのよう
な事故を起こしてはいけないと防止策をとることが重要だと考えたことは当然で
した。 
　しかしながら、起こってしまった事故の責任の所在について、下水道課は、辛
い時間を経験することになったのです。下水道課の発注業務ではないということ
ではあっても排水路の内に入って調査業務を行うことを許可した公物管理者とし
て、警察には事情聴取され、労働基準局からは状況の説明を求められ、そして国
土交通省からは事故の状況報告をするようにと霞が関に呼ばれました。勿論、市
議会からも説明を求められ現場の視察や常任委員会での所管事務調査が実施され
ました。そうした機関へは、申請者との事前協議からはじまり排水路内の作業に
ついて許可に至った経緯および法的根拠そして、今後の防止策等について丁寧に
説明することで理解を得ることが出来たのですが、そのような状況の中、一番労
力を費やし、神経をすり減らしたのは、連日のマスコミへの対応でした。県内は
もとより全国区の殆どのマスコミから取材されましたが、行政の責任についての
報道が厳しく事実を正直に話しても、なかなか理解してもらえないような内容の
記事になることが多々ありました。そして、なにより辛かったのは、事故から 1
年たった平成 22 年 8 月に遺族から提訴された損害賠償請求訴訟で被告となった
ことでした。業務の発注者である準備組合、業務の元請コンサルタント（県外）、
下請けの地元コンサルタント、孫請けの地元建設業者そして那覇市と５者を被告
とする訴訟でした。 
　那覇市への提訴理由は、公の営造物（ガーブ川）の設置、管理に瑕疵があった
ために発生した損害について管理者として国家賠償法第 1 条及び第 2 条により
賠償責任がある。つまり、那覇市は作業が安全に行われるか監督する義務がある
（国賠法第 1 条）、また、排水路（ガーブ川）は危険な水路であり管理方法に瑕
疵があった（国賠法第 2 条）との主張でした。それに対して那覇市は、下水道
法 24 条に基づく調査業務の許可申請書が提出され、その業務計画書を審査した
うえで許可をしたものであり、現場においてその作業が個別具体的に履行される

那覇市上下水道局
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～つなげる、つながる、未来へのみち～

かどうかまで確認する内容までは含まれないものである。また、ガーブ川につい
ては、本来人の出入りを想定していない排水路であり、同種・同規模の河川管理
の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えたうえで管理を行っ
ているとして無過失・無瑕疵を主張することになったのでした。 
　その主張については、下水道課を所管する上下水道局と道路管理課、土木管理
事務所（当時）を所管する建設管理部そして市街地整備課を所管する都市計画部
との協議のうえで決定したことであり、裁判にあたっては全庁的に対応していく
ことにもなりました。遺族の心情を考えると那覇市のこの対応は冷たい対応だっ
たのかもしれませんが、国賠法による責任についての訴訟には、今後の市全体の
許可業務及び公の営造物の管理方法について大きな影響が出ることが予測される
こと等により仕方のない判断だったと思います。 
　そして長い裁判が始まるのですが、その間ずっと遺族の方々が黒い服を着て裁
判を傍聴或いは、陳述者として切々と心情を訴える様は心が詰まり、早く決着し
て欲しい気持ちになったことを覚えています。 
　私自身は、那覇市の証人として証言台に立たされ遺族の代理人である弁護士か
ら行政としての責任を何度も何度も厳しく問われ、それに対して那覇市の主張を
繰返したことを覚えています。しかし、その時一番気になっていたのは、証言台
で「那覇市には責任はありません。」と主張する私の姿を遺族はどういう気持ち
で見ていたのかということでした。 
 

下水道課の対策 
　前項の冒頭にも書きましたが、責任の所在はともかく、このような痛ましい事
故を二度と起こしてはいけないと早急な対策をとることが下水道課には求められ
ました。 
　そこで、下水道課では、この事故を教訓とするためにも、雨水が流入する下
水道施設内での作業等における危険性を改めて認識し、突発的かつ局地的な大
雨を想定した局独自の安全対策指針を策定し、局発注工事のみならず同様の条
件下で行われる許可工事等においても事業者及び請負業者等に対し周知徹底を
早急に図る必要があると考え、安全対策検討委員会を設置し策定に取り掛かり
ました。委員会は、琉球大学工学部教授、沖縄気象台気象防災情報調整官、沖
縄県下水道課長、沖縄県建設業協会常務理事、沖縄県測量建設コンサルタンツ
協会理事の外部有識者 5名を含む 8名の委員で構成されました。8月 19 日の事
故発生から約 2 か月間、委員の熱心な議論もあり、10 月中での策定、そして
11 月 1 日からは局独自の「局地的大雨に対する下水道施設内作業等の安全対策
指針」が施行され関係機関を通して関係者へ周知させることが出来ました。また、
建設管理部と協力して事故当日に大型クレーン車を以てしても開くことが出来
なかった点検口（清掃口）を人力でも開くように一部改良しました。市内全排
水路の柵等の点検を実施し、危険な個所や損壊箇所等についても補修・修繕し
ました。更に、現場には立入禁止の看板等を設置し、HP や広報誌を利用して排
水路内に人が入り込まないように注意喚起を促す方策を徹底しました。これは
現在も続いています。また、これからも気を緩めることなく継続しなければな
らないでしょう。 
 

那覇市上下水道局
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おわりに 
　22 年に起こされた損害賠償請求訴訟は、25 年 8 月に裁判所が示した和解案
を受け入れることで終結しました。結果として那覇市は亡くなった 3 名の遺族
（4 名中 1 名は原告に加わっていませんでした。）に対して各々 200 万円を和解
金として支払うことで決着したのです。無過失・無瑕疵を主張してきた那覇市で
したが、当日に開けることが出来なかった点検口（清掃口）についての管理責任
に一定の瑕疵があるとしての和解案でした。その時には私は、異動により建設管
理部所属になっていましたが、当然裁判の行方については把握していました。 
　那覇市の考え方として、「蓋が開かなかった」ことに対しては反論もあります
が徹底して争うことをせず、遺族の救済及び早期解決のためだということでの和
解案の受入れだったと記憶しています。 
　なにはともあれ、21 年に発生した「ガーブ川幹線水難事故」が終結したこと
で肩の荷が軽くなった気がしたものです。 
　このように、私の下水道時代は、その殆どでガーブ川がありました。その他に
も補助事業の進捗が進まず繰越し工事を多く抱えたこと、会計検査における検査
員との攻防、地域排水に絡む住民からの苦情や議員からの陳情等、思い返せば苦
しかった記憶しかないのかなと・・・。 
　否、確かに多くの課題を抱えた下水道課ではありましたが、楽しい思い出も多
くありました。若い職員が多かったこともあり、厚生会主催のスポーツ大会では
数多くの優秀な成績を納め、そのたびに祝勝会で盛り上がり、明日への英気とし
たものです。年に一度の家族ぐるみの一泊旅行も楽しい思い出です。 
　今、私は上下水道局に戻り、再び下水道課を所管する立場にいます。地球規模
での自然環境が厳しくなっている昨今、下水道に求められる使命は大きくそして
多様化しています。 
　那覇市の下水道は 50年を迎えました。これからが本番だと思っています。 
　多くの課題を抱える下水道事業ですが、私たちの子や孫そして那覇市に暮らす
市民全ての人に素晴らしい環境と安心して暮らせる美しい街を残せるよう下水道
事業がこれからも少しずつでも前進してくれることを願っています。定年まで私
に残された時間はあと僅かですが、これからも下水道課と共に前に進みたいと
思っています。 

■ 昭和55年（1980）
■ 平成13年（2001）
■ 平成16年（2004）
■ 平成17年（2005）
■ 平成20年（2008）
■ 平成22年（2010）
■ 平成24年（2012）
■ 平成25年（2013）
■ 平成27年（2015）～

入庁 水道局工務課 
　　　〃 　管理課長 
　　　〃 　企画経営課長 
上下水道局工務課長 
　　　〃    下水道課長 
　　　〃    参事兼下水道課長 
　　　〃    副部長 
建設管理部副部長 
上下水道局副部長 

宇 根 良 貴 氏　略歴
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　私は、水道と下水道が組織統合をして 1 年後の平成 18 年から２年間、課長と

して下水道事業に携わりました。採用から水道一筋だった私にとって下水道は知

らな いことばかりで、「課長としての職責を全うできるのか」という不安を抱え

ながら日々過ごしていた気がします。 

　下水道課では、組織統合前から未解決の課題がいくつかありましたが、その中

のひとつに「雨水業務の所管」があり、統合後も上下水道局の組織課題になって

いました。  

　ご承知のとおり「下水道」とは「汚水」と「雨水」を含めたものですが、使用

料で事業の経費を賄う「汚水」と、全額一般会計（公費）から繰り入れている「雨水」

について、組織統合前から「公費で行う雨水事業は企業会計にはなじまない」と

して、「雨水は市長部局で行なうべき」とする考えがありました。 

　しかし、雨水の所管については統合までにまとまらず、統合時には計画・建設

関連業務は上下水道局に移り、維持管理に関する業務は市長部局（土木管理事務

所）に残ったままとなりました。統合後も協議を断続的に重ねましたが、「雨水

も上下水道局で行なうべき」とする本庁側の意見と「雨水は本庁で」とする局の

意見が折り合わずに調整が難航し、統合から 7 年後の平成 24 年に「雨水はすべ

て上下水道局で行なう」ことで長年続いた協議に終止符が打たれました。   

　また、平成 19 年は大きな浸水被害のあった年でした。当時の資料に、「8 月 11

日に降った雨は1日で427ミリ、1時間最大で84ミリ」という記録が残っています。

那覇市の年間平均降水量が 2000 ミリくらいですから、いかに豪雨であったかが

うかがわれます。この雨で安里川が氾濫し大規模な浸水被害が発生しました。 

　蔡温橋周辺の道路で約50センチ、安里1丁目の国際通り裏手の道路で約1メー

トル、崇元寺通りで約 30 センチの冠水が発生し、床上、床下浸水のほか、那覇

市牧志の琉球バス交通ではバス 24台を含む車両約 95台が水に浸りました。 

　当時、部長の砂辺さんや副部長の瀬名波さんらと安里川の上流にある金城ダム

や中流部で合流する真嘉比川に併設された真嘉比遊水地（ゆうすいち）が機能して

いるか踏査しましたが、それらに問題はなく、想定を大きく超えた大雨と都市化に

より保水能力が低下した状況下での雨水対策に限界を感じざるを得ませんでした。 

　このような大規模な浸水のほかにも日常的に「隣地から雨水が流れ込んで迷惑

下水道課で学んだこと 

高　良　憲　宏

那覇市上下水道局
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している、なんとかしてくれ。」とか、「自分の敷地内に地域の雨水の排水路がある。

撤去しろ（市は土地の使用料を払え）。」などという苦情、要求もあり、「水は高

いところから低いところへ流れていくもの」という自然の摂理が人間社会ではそ

れほど単純なことではないということを痛感した 2年間でした。

　一方、汚水についても、ある地域（低地帯）で、マンホールポンプを設置して

公共下水道を整備するという工事を発注し、着工前の住民説明会を行なったので

すが。これが「波乱の説明会」になったことがありました。 

　まず、自治会長から「地域の長年の要望がやっと実現します。」とあいさつの後、

ひととおり工事の説明を終えた際にある住民から「停電時にポンプが止まると汚

水が溢れるのではないか。」という質問があり、説明に納得できないとして「自

宅の前にマンホールポンプを設置するのは認めない。」と工事に反対する発言が

出ました。後日あらためて開催した説明会でも納得してもらうことはできず、し

まいには工事を歓迎していたはずの自治会長まで反対に転じ、「行政が地域の声

を無視して工事を強行しようとしている。」とマスコミまで呼ぶなど、思わぬ方

向への展開になってしまいました。結局、工事着手の見通しが立たずに工事の内

容を急遽、大幅に変更してその地域での工事を断念しました。 

 　ここでご紹介したこと以外にも 2 年間という短い期間にそれまでの何十年分

にも相当するくらいの経験をしましたが、今振り返ってみると、地域住民との交

渉やクレーム対応、議会対応など、多くのことを学び、自己研鑽にもなった 2

年間であったと思っています。 

　また、厳しい状況の中、上司や同僚など多くの仲間たちに支えられ、困難な局

面をなんとか乗り越えることができたことに感謝しています。 

 最後になりましたが、本市の下水道事業は、これからも多くの課題に取り組ん

でいかなければ なりません。環境の保全と安全な生活を維持していくために不

可欠な下水道の発展に向け、これからも微力ながら関わっていきたいと思います。  

■ 昭和57年（1982）
■ 平成15年（2003）
■ 平成17年（2005）
■ 平成18年（2006）
■ 平成20年（2008）
■ 平成21年（2009）
■ 平成24年（2012）
■ 平成25年（2013）
■ 平成26年（2014）

入庁  水道局補修課 
　　　 〃 　総務課技幹 
上下水道局契約検査課長 
 　　　 〃  下水道課長 
 　　　 〃  企画経営課長 
 　　　 〃  企画経営課副参事 
 　　　 〃  料金サービス課長 
 　　　 〃  管理課副参事 
 　　　 〃  企画経営課副参事 

高 良 憲 宏 氏　略歴

那覇市上下水道局
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■昭和６３年８月 供用開始 
■水中ポンプ  3.2 ㎥ /min×25.5m×30kw×3台 
■圧送管  350mm 

赤嶺汚水中継ポンプ場



第１章
下水道事業の創設と供用開始
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那覇市上下水道局
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　1960 年代（昭和 35 年～）に入るころから、那覇市とコザ市 ( 現在の沖縄市 ) は下水道整備
に真剣に取り組み始めた。それは両市への急激な人口の集中に伴い都市環境の悪化と、し尿処
理の問題が重大な政治問題となったからである。 
　しかしながら、下水を処理してから海に放流する近代的な施設をもった公共下水道を整備す
るということは、莫大な資金を要する大事業であり、財政の貧困な一地方自治体の力だけでは
まったく不可能なことだった。 
　那覇市は、32 平方キロしかない行政区域の約
3 分の 1 を基地に取られた狭小な区域の中に、す
でに 22 万をこす人口が集中していた (1960 年当
時 )。その上、占領支配に災いされて、まちづく
りとはいえない無秩序な都市形成を余儀なくされ
ていた。久茂地川、ガーブ川、安里川などの主要
河川は、東京都内の河川より水質汚濁が著しく、
その汚染指数は標準値の 1 万倍とも指摘されるよ
うな状態であり、 し尿の河川投棄さえおこなわれ
る憂慮すべき状態であった。 
　また、「晴れると断水、降ると浸水」という言葉が流行し、特に牧志公設市場から花屋通りま
での平和通り一帯は、万年浸水地帯といわれたものである。 

　このような環境悪化はコザ市でも進行しており、ガー
ブ川や比謝川を視察して下水道の必要性を痛感した当時
のキャラウェイ高等弁務官は、昭和 38 年 (1963) 6 月、
米下院歳出委員会に おいて次のように証言している。 
　「下水をそのまま海か川に流していることが、われわれ
が抱えている問題の一つである。（さらに）コザ市とその
他の地域の塵芥処理場が、われわれのポンプ場の600ヤー
ド(約549m)以内にある。つまり、下水道が出来るまでは、
われわれは、疫病を発生させる『ぼろぎれの端』で生活
しているようなものである。」

　このことから、米軍人軍属の安全のために、米軍基地が集中している沖縄中南部の下水道整
備の緊急性を強調し、予算獲得に努力していたことがわかる。 
 
　「私は昭和 29 年 (1954) に水道課に入りました。当時、下水道課はありませんでした。そ
のころの那覇市はいたるところで浸水が多く、その対策も必要ではないかという話し合いを
いたしました。（中略）下水道の問題は、ガーブ川の浸水問題があり、そのことを思案する中で、

▲平和通りの万年浸水

▲大雨の度毎に・・・・・

下水道整備への機運の高まり
1.
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相当の河川幅、容量をもった排水路を造って計画的、合理的に整備をすれば浸水対策もでき
ると考え、水道課時分から下水道の必要性を感じていたのです。当時の那覇市は米軍の管理
する道路に周囲を囲まれ、それに加え県道も排水の支障となっていました。そこで下水道の
基本的な計画立案の必要性として、雨水と並行して汚水計画もできたら大変良いと考えまし
た。私は下水道の排除方式で合流式と分流式がある中で分流式にする場合、雨水と汚水の計
画を同時に進めた場合、財政負担の面で困難であると感じました。今日のような日本の経済
力が当時では想像できませんでしたので、合流式の方が良いのではないかと考えていたので
す。ただ下水道の問題はできれば分流式の方が理想的ではあると思うのです。雨水、汚水が
きちんと排除できる施設を造ってしまえば、そのような良いことはないという根拠を持って
いました。（下水道 30年誌座談会における安里一郎氏の発言より） 
　※以下、「下水道30年誌座談会における～氏の発言より」とあるのは、次の諸氏である（敬称略）。 
　　　　　安里　一郎    元下水道課長、元琉球政府建設局土木建築部長 
　　　　　西銘　龍雄    元下水道課 
　　　　　赤嶺　幸信    元下水道課庶務係長 元県議会議員 
　　　　　稲福　英男    元助役 
　　　　　内間　安春    元土木部長 
　　　　　前原　穂積    元下水道業務課普及係長 

 

　昭和 37 年 (1962) 3 月、那覇市は東京の荏原建設に那覇市下水道事業基本計画の作成を委託
し、翌 38 年（1963）9 月に完成したので、米国民政府の承認を得るため行政主席あてに申請
書を提出した。 
　また、下水道事業を都市計画法で進めるのでは不十分だとして、下水道法の立法を要請した。
那覇市の基本計画は、全都市計画区域の主要部を 4 排水区に分け、排水区面積は合計 2,065 ヘ
クタール、計画人口36万人、2～3処理場建設とし、1964年度から1975年度まで10か年計画、
工事費 588 万ドルというものであった。 

那覇市の下水道30年の歩みを語る座談会（平成７年）
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 　一方、米国民政府は、昭和 38 年 (1963)8 月ごろから全島下水道計画の作成にかかり、翌
39 年 (1964) 2 月ごろまでには基本方針が固まっていたようであるが、なお流動的であり、不
明確であった。はっきりしていたことは、公社を設置して処理場を運営させ、市町村は管渠の
建設・管理をするという広域下水道の基本構想だけであり、公社の性格、米国から市町村への
補助率など、市町村にとって最も知りたいことはまったく明らかにされなかった。にもかかわ
らず、米民政府は、1964 年度米民政府予算 (1963 年 7 月～ 1964 年 6 月 ) の大幅削減にとも
なう下水道補助金の削減のなかで、那覇市、コザ市のどちらに補助金を割り当てるかは両市の
態度いかんにかかっているという態度で、1964 年度中の実施設計図の提出を求めてきたので
ある。この会計年度は余すところ 2か月半しかなかった。
　那覇市当局 ( 助役、部長 ) と米国民政府との一問一答の記録をみると次のようになっており、
市町村と占領軍との関係を如実に示している。那覇市が、「64 年度執行予定の 25 万ドルにつ
いて設計書を提出せよとのことであるが、全体計画がなく局部だけの工事設計を提出するわけ
にはいかない。また、議会の承認も得られない」と質問したのに対し、「全体計画に支障のない
か所を行なえばよい。それができなければ、64 年度はコザ市に交付する」と答えたといわれて
いる。 
　このように、米国民政府は一方的にかれらの意向と計画に従うことを強要した。
　そして、実際に、昭和 39年 (1964) 4 月 3日、那覇市に対する 1964 年度補助金 25万ド 
ルを全額カットし、コザ市に全額割り当てると通告してきたのである。その理由は、6 月 30
日までに負担行為する必要があってタイムリミットだということと、「コザ市の図面の方が那覇
市のものよりさらに進んだものである」、「コザ市の排水問題は那覇市よりも深刻である。すな
わち、同地域の汚水が比謝川と嘉手納にあるタイベース浄水場に流れこんでいる」というもの
であった。

　「私は、昭和 38 年（1963）の 8 月から 1 年間ほど下水道課に勤務いたしました。その時
に米国民政府（USCAR、ユースカー）との関係で、下水道の基本計画案の翻訳を命ぜられま
した。それには二つあり、一つは、那覇市案で荏原建設に委託した「那覇市下水道基本計画」
を翻訳いたしました。これは民政府に提出して説明するための英訳でございます。もう一つ
は民政府案の「中南部統合下水道基本計画」について、日本語に翻訳いたしました。これは
民政府案の委託先がパシフィックアーキテクトエンジニアズというところで、第 1 次報告
書となっているものを翻訳したのが昭和 38 年（1963）の 11 月でございます。コザ市の方
からも依頼がございまして、コピーを提供しております。当時、那覇市には翻訳官がおりま
したが、下水道という技術的な計画書というものはとても翻訳できないということで、安里
課長をはじめ上からの指示により、私が翻訳せざるを得ないことになったのです。私は翻訳
の経験が浅く、学校も理学部でしたので自信はなかったのですが、だいぶ苦労しながら課長
や当時の諸先輩方のご協力を得て一応目的を果たすことができました。」（下水道 30 年誌座
談会における西銘龍雄氏の発言より） 
　「私が下水道課に来たのは昭和 39年 (1964) ですが、その頃民政府と相当もめていました。
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その内容は、那覇市の方が合流式に相当固執しておりまして、私も花城部長と民政府へ何回
か行きました。民政府の中南部統合下水道基本計画案を受け入れるにしても、那覇市の計画
案 ( 合流式 ) をある程度取り入れてもらい、或いは一部残しておくというようなことで、民
政府へ申し入れをしたのです。しかし、昭和39年（1964）にコザ市に25万ドルが交付され、
先をこされたことで落胆をしました。」（下水道30年誌座談会における赤嶺幸信氏の発言より）

　こうして、沖縄で最初の下水道工事は昭和 39 年 (1964) 7 月コザ市で始まった。なお、米国
民政府の「中部沖縄統合下水道計画」が、同年 12 月に琉球政府、関係市町村の担当者に説明
された。米国民政府の計画概要は次のとおりであった。
 　① 那覇市、浦添市、宜野湾市、コザ市、北谷村、嘉手納村、読谷村、美里村、北中城村及
　　 びこれらの地域に隣接する米軍施設を対象とした総面積 150 平方キロメートル、予想人
　　 口 61 万人の汚水を処理する広域の統合下水道計画である。 
　② 終末処理場は、嘉手納 ~ 牧港系統はキャンプ桑江に、牧港 ~ 那覇系統は那覇市三重城に設
　　 置し、一次処理をして海中に放流する。 
　③ 工事費は 91% を米国及び日本政府、9% を市町村が負担する。処理場、圧力幹線、ポン
　　 プ場は米国援助で米国工兵隊が施工し、その他の下水道枝線工事は市町村 が施工する。 
　④ 全工事費       3,220 万ドル 
　　 設計費          183 万ドル 
　　 建設費          2,985 万ドル      
　　 土地代          52 万ドル     
　　 運営維持       27 万ドル         
　⑤ 全工事費の負担割合 
　　 米国援助       1,225 万ドル 
　　 弁務官資金   905 万ドル 
　　 日政援助      380 万ドル 
　　 市町村          320 万ドル 
　　 使用者          360 万ドル (1 戸当り 30ドル位 )

　この計画に対し、那覇市としては、長期的な資金計画が打ち出され、市の対応費が約 10% と
明示されたなどの点を評価しながらも、なお残る疑問点、すなわち、 
　① 運営の方法、公社の性格、公社設置の時期、管理の範囲
　② 料金の算定基準、徴収の方法
などについて質問し、年を越してからも調整の話しあいを続けたが、なかなか合意に達しな
かった。
　昭和 40 年 (1965) 5 月には、那覇市下水道 10 か年計画にもとづく第 1次計画区域の設計も 
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完了したが、米国民政府との調整がすすまないために着手できる状況にはなかった。ところが、
那覇市の浸水は深刻化する一方であり、また、米国民政府は高等弁務官書簡を琉球政府に出し
て「下水道公社法」の立法を勧告した。時期的にもはや猶予はできないというので、それまで
口頭で照会してきた事項について文書に整理し、6 月、行政主席を通して米国民政府の公式の
意思表示をもとめた。
　琉球政府は、6 月 16 日、市の照会事項について回答すると同時に、「中部沖縄下水道基本方
針について」と題する通知を送ってきた。それは、米国民政府が策定した中部沖縄下水道統合
計画に沿って琉球政府の事業を実施するということであった。 
　これにより、沖縄で本土に先駆けて広域下水道を実施することになったのである。 
　琉球政府が米国民政府の意向をうけて関係市町村に示した考え方は以下のとおり。 
　① 下水道は個々の市町村という限定された特定地域について考えた場合、その地域に下水道
　　 を布設し下水を区域外に排水すれば、その地域での汚水に起因する公害は防止できる。し
　　 かし、放流された下水はほかの地域社会に流入し流入したほかの地域社会が放流下水に
　　 よって影響を受けないような場合に、市町村単位の特定地域だけで下水道を設置すること
　　 が可能である。 
　② しかし、市町村の市街地が連担するような場合には、下水道は市町村という特定地域単独
　　 では処理できない行政事務が生ずる。 
　③ したがって、このような市町村をこえる行政事務にかんする部分は政府で統一的、広域的
　　 行政事務として処理することが適当である。 
　④ 統合下水道は、処理場、ポンプ場の数を減少することができるので、これらの建設費、維
　　 持管理費を節約することが可能であり、さらに維持管理の効率をあげるとともに、公害を
　　 最小限に止める利点がある。 
　⑤ 下水の処理技術は高度の熟練を必要とするので、少数か所に集約し、完全な維持管理を行
　　 なうことが、放流水の水質を良好な状態に保つ上でもっとも好ましい方策である。 
　⑥ 統合下水道は大規模な下水道なので、大きな技術力の動員が可能であり、優秀な技術者の
　　 養成も容易にできる。

　那覇市は、1965 年度米国民政府補助 20 万ドルを流さないために、会計年度いっぱいで負担
行為をおこして工事に着手しなければならなくなった。6 月 19 日、臨時部長会議は、21 日の
本会議に予算外義務負担を提案することを決定した。しかし、1965 年度は市の対応費 2 万ド
ルを捻出できないので、1966 年度予算にそれを計上し、2 万ドル分の工事を行なうことを承
認してもらったのである。6 月 28 日の臨時議会に辻町、若狭町の下水道工事契約議案が提出
され、「真に民主的な、アメリカの干渉を許さない公営の下水道を要求するべきである」との理
由で人民党や社大党が反対するなかで採択された。 
　こうして、善太郎組が若狭町の工事、南洋土建が辻町の工事を着工した。那覇市における戦
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後最初の公共下水道工事である。沖縄市（当時のコザ市）の着工におくれること 1 年、また、
最初の那覇市下水道基本計画からは 2年近くも経っていた。

　昭和 41年（1966）5月、米国民政府は那覇港入口の通称「三重城」（現在の那覇市西 3丁目）
に敷地を確保して、7 月から終末処理場の建設工事に着手した。この敷地の確保のために、琉
球政府、那覇市及び琉球石油株式会社の間で「統合下水道計画に基づく那覇下水処理場敷地の
確保のための覚書」が締結された。これは、琉球石油が西新町（「西新町」は昭和 46 年
（1971）までの町名で，現在の那覇市辻、西、通堂町の一帯）に所有する１万坪を琉球政府に
提供し、琉球政府は琉球石油が提供した土地と同価値の相当面積の土地を、那覇市の泊・安謝
間公有水面埋立地に求めてそれを琉球石油に代替地として提供する。那覇市は、政府が琉球石
油に提供する代替地について「特殊事情を考慮し」実費程度の金額で政府に提供するというも
のである。 
　こうして、昭和 41 年 (1966) 7 月から米国民政府の統合下水道施設工事と那覇市の市内枝線
工事が始まった。工事の不慣れや技術のまずさなどで、交通問題、営業問題、転落事故など、
非難の新聞記事はけっして少なくはなかった。一部地域では井戸水が枯れたために給水補償の
要求がおこり、従前より路面が上がったとか「ダラダラ工事」のために営業ができなくなった
というので損害補償の問題が起こった。

　昭和 41 年 (1966) に都市計画法によって認可された事業は、汚水排除のみを対象としたもの
で不完全な内容のものであったが、昭和 42 年 (1967) 9 月 4 日に公布された「下水道法」にも
とづいて、事業計画も再検討されることになった。 
　宅地開発と埋立事業が急速にすすみ、首里、小禄の団地地域や泊、安謝の公有水面埋立地な
どにも公共下水道の設置が必要となったために、事業計画の変更が必要となったのである。そ
れは、計画排水面積を都市計画用途地域面積に基づき 2,300 ヘクタールに拡大変更するもので
( 計画人口も 40 万人に拡大 ) 昭和 45 年 (1970) 6 月に申請し昭和 46 年 (1971) に事業計画変
更の認可を受けた。( しかし、この計画変更では雨水はまだ含まれなかった ) 
　沖縄の下水道法（1967・9・4 公布、1967・11・1 施行）は、その目的で、「公共下水道、
統合下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もっ
て都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする」と規定し、「統合下水道
とは、２以上の市町村の公共下水道により排除される汚水を統合して効果的に排除し、又は処
理するために沖縄下水道公社が設置する下水道で、統合幹線、ポンプ場及び処理場より構成さ
れたものをいう」と定義された。そして、同法第3条第2項により、統合下水道の設置、改築、修繕、
維持その他の管理をするために、同日「沖縄下水道公社法」も公布された。 
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　昭和 43 年 (1968) 1 月 5 日、下水道公社が発足し、統合下水道の運営体制が整備されていく
のと平行して、那覇市の事業執行体制も、昭和 44年 (1969) 4 月に「那覇市下水道条例」の公布、
7月機構改革で下水道第１課 ( 業務 ) ・第２課 ( 建設 ) への分課…と整備されていった。 
　また、昭和 44年（1969）4月には、那覇市下水道条例が公布された。

　「供用開始をするために急いだのが料金の算定なのです。これは着工前から問題になってお
りました。処理場は民政府が管理しておりましたので、（処理費用を）どの程度要求してくる
のか、市としては非常に関心を持たざるを得なかったのです。従って、私としては、鹿児島市や、
各市の下水道料金算定の基準等の資料を取り寄せ、細かく料金算定をしていたのです。その
当時の琉球政府、今の県の都市計画課では係長一人、職員二人が担当していましたが、県は
どういう算定をして持ってくるのか、それで、私の方が算定した料金を比べながら最終の詰
めをしたが、市の算定のちょうど倍額になっておりました。市は異論を唱え、琉球政府の案
は算定基準が明らかでないため、こちらの算定基準を提示し、押し切りました。鵜呑みにす
れば倍額になっていました。それから、もう一つは、供用開始となると工事指定店の問題が
出てくるのです。急いで、指定店の資格付与のための講習会を一週間、これを私の方で 1 日
2 時間か 3 時間かけ法令関係の講義をしました。技術関係は新垣君でした。講習後に試験を
実施し、下水道工事指定店の資格の付与をしたわけです。講習会の中でも、汚水にまで金を
払うのか、水道との関係はどうなるのかなど、いろいろな質問や意見が出たこともありまして、
料金を最小限度に押さえなければ、市民の納得は得られないという判断の一因にもなりまし
た。それから下水道公社の組織についても那覇市に移管して下さい、そうすれば那覇市で考
えている組織体制で処理できるということを民政府、琉球政府に申し上げました。」 
（下水道 30年誌座談会における赤嶺幸信氏の発言より）

　昭和 44 年 (1969) 7 月、いよいよ那覇下水処理場が操業を開始したので、同月 30 日那覇市
公共下水道第１次供用開始が公示された。( 久米町、松下町、久茂地町の一部、若狭町の一部
および松山町の一部、約 43 ヘクタール ) この日、若狭町海岸沿いの広場において、官民多数
の出席のもとに式典が盛大に挙行され、引
き続き街頭パレードが行なわれた。 
　しかし、下水道をすすんで使用しようと
いう市民の意識はきわめて薄弱で、「処理
場にはきれいな雨水がたまり、おたまじゃ
くしが泳いでいる」などと新聞に書かれる
ありさまであった。那覇市では、普及を促
進するための助成措置として、同年 10 月
「那覇市排水設備資金貸付条例」をつくっ 供用開始記念式典
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た。これは、財源として政府資金運用部資金から 20 万ドルを借り入れ、市民の水洗化改造資
金として180ドルを最高限度に20か月償還で貸し付けるという制度であった。この効果もあっ
てか、10 月から下水道に接続する世帯が出てきた。そして、この 10 月に下水道公社と那覇市
とのあいだで処理場の使用料協定がむすばれたが、那覇市の納入額は微々たるものであったた
め、公社の運営費に重大な支障をきたすということから、米軍施設の接続を強力に折衝して収
入確保を図ることになった。

　「昭和 44 年 (1969) の 7 月に那覇処理場が供用開始されましたので、これを受けて 7 月
30 日に公共下水道の供用開始の式典を若狭海岸で開催し、消防車のタンクローリーで水を
運び、汚水管のマンホールに流し込んで、そこでテープカットをしたのを覚えています。供
用開始後は地域の自治会や各家庭にチラシを配るなどしてピ一アールしましたが、市民の反
応はよくありませんでした。そこで普及促進を図るために、20 万ドルの設備基金を設けま
して、１世帯当たり最高 180 ドルを無利子で貸付けるなどをしました結果、その年の末頃
になってようやく 10 世帯ぐらいの排水設備の取り付けがありました。市民の関心もあまり
ない大変お寒い供用開始でしたね。」（下水道 30年誌座談会における稲福英男氏の発言より）

　「下水道が供用開始してからその後、地域の方々へ下水道を使用してもらうため随分普及
活動をしました。あの頃下水道の映写機具を担いで、映画を見せながら水洗便所にしたらこ
れだけの経費がかかります、それからし尿処理はこうなりますと比較しながら説明し、下水
道を使用した方が経費も安くなる上に、衛生的で経済的な生活ができますと、それに下水道
法や市の下水道条例、規則も合わせて説明したのです。しかし、当時はすぐに下水道は理解
されないのですね。その中で、問題点もいろいろ出てきたのです。その一つに、今までお金
がかからず使用しているのに、下水道に接続したら下水道使用料を払わなければならなくな
る。あるいは浄化槽を使用しているから下水道を使わないでもよいのではないかとか、『建
設資金が 200 ドルか 300 ドルもかかるなんて』とか言われたのです。それに、『断水になっ
たらどうしますか』等の苦情を受けたりしたわけです。また、地主と家主の承諾が得られな
いとか、他人の土地を通るため工事ができないとかいろいろ問題がでました。そこでできる
だけご婦人方を集め、幼稚園や保育所、学校の教室、民間の住宅を利用して地域説明会を持っ

排水設備工事第 1号  市職員が激励 
那覇市がさる 7 月、下水道の供用開始を華々しく〝開店〟してから 3ヶ月、やっと排
水設備をする第 1号家庭が現われた。松下町 1の 69の 2、豊里信子さん。豊里さんは、
家屋の新築を機会に、102 ドルの工費で排水工事にふみきった。下水道課職員は意外に
不人気な下水道の供用にすっかり頭を抱え込んでいた矢先だけに、第 1 号の排水申請家
庭に大よろこび。さっそく 9日午後からの工事着工に職員が出かけて激励するほど。
 （琉球新報 1969.10.12 より） 
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たりしたものです。」（下水道 30年誌座談会における内間安春氏の発言より） 
 
　「1970 年代の後半というのは、下水道整備第 3 次から第 4 次の 5 カ年計画の期間で、復
帰特別措置の補助率が高いこともあって面的な整備はどんどん進んだのです。それが進みす
ぎて、下水道接続可能地域は増えるけれども、水洗便所の設置世帯をどう増やすかというこ
とが問題になってきた時期に私は就任しました。（中略）結局、普及業務の目的というのは、
接続可能世帯に対して水洗便所の設置比率をどう引き上げるかということなので、その目的
達成のため啓発用のパンフも作りました。建設課と一緒になり、工事を始めるときから住民
と接触し、交通止めになることや、工事が終わったら必ずつないでくださいという現場説明
会も始めました。そして工事を請負落札した業者に、仕様書の中で必ず看板を立てることも
条件に付け、その中には下水道使用の 3 大目的と排水設備の工事貸付金はいくらとかそう
いうことを書き、今でも同じ看板が立っています。2 番目に工事が終わったら、すぐ排水設
備工事指定店に入ってもらい、くみ取り便所を水洗便所に改造する責任件数を決めたのです。
そして排水設備の工事が終わったら、排水設備係の職員はすぐに行って検査をし、使用がで
きるように課内で排水設備係との連携も強めたものです。また、昭和 54年 (1979) にスケー
ルの大きい、しかも楽しい内容の下水道 PR 用の映画も作りました。下水道というのは、水
資源のリサイクルのための街づくりなんだということで、劇の構成をシネマ沖縄と協力し、
シナリオも自分で作りました。俳優には北島角子さん、北村三郎さん、それに亡くなった大
宜見小太郎さんにも出演していただき、出演料として一人10万円でお願いいたしました。（中
略）主題歌も作りました。これはワルツ調で非常に明るい歌になっています。私がいたとき
役所内の放送でも流しました。歌ってみますと「♪青空にゆうなの花揺れ、七色に輝く珊瑚
の海、赤瓦の屋根に雨がふる、大切な水蘇らせ、ふるさと守るは下水道♪」という歌で、「す
ばらしき故郷づくり沖縄県の下水道」というタイトルにしました。」（下水道 30 年誌座談会
における前原穂積氏の発言より）  
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　昭和 44 年 (1969) 11 月に行なわれた日米会談で、沖縄の本土復帰実現がめどづけされた。
昭和 45 年 (1970) 4 月、下水道公社、琉球政府建運局、関係市町村が集まって復帰後の下水道
事業運営についての協議会が開かれた。 
　那覇市は、本土法どおりに市独自で運営したいとの考え方を示したが、公社と他市町村は、 
　① 現在の公社制度は本土よりも進んだ制度である。 
　② 市町村の財政力、使用人口から考えても公社制度がよい。
と主張して意見が対立した。翌 45 年 (1970) 9 月に、公社の志村総裁は沖縄北方対策庁の山野
長官に対し、復帰後は公社を特別の機関として存続させるよう要請したが、一方で、那覇市は
11月 6日に開いた復帰対策協議会で、 
　① 現在の下水道公社は廃止する。 
　② 統合下水道の管理運営は県が行なう。 
　③ この場合、全県の下水道をプールにした管理運営ではなく、各処理場ごとに独立した管理
　　 運営方法にすべきである。 
等の方針を打ち出している。この問題は、結局、地方公営企業法による県企業局として設置す
ることも独立採算がむつかしいので不可能ということになり、公社が廃止された後、中部統合
下水道は県直営の中部流域下水道となった。

　昭和 47 年 (1972) 4 月、那覇市はふたたび計画変更を行なった。これは、従来の汚水事業計
画に雨水事業計画を包含して下水道の総合計画を確立し、本土復帰に備えるということであっ
た。また、同月 7日には、日本下水道協会沖縄県支部が、那覇、浦添、宜野湾、コザ、石川、北谷、
嘉手納、美里の八市村によって結成された。それまで、各自治体が個別に日本下水道協会、同
協会九州地方支部に加入していたが、復帰後における下水道行政の総合調査、研究、整備充実
を日本政府に強く迫るために県内の組織をつくったのである。 
　本土では、昭和 45 年 (1970) 12 月に水質汚濁防止法が公布され、これとの関連で下水道法
の大幅改正が行なわれた。おもな改正は、下水道の目的に公共用水域 ( 海、川、湖等 ) の水質
を守るということが加えられたことと、流域下水道についての規定が加えられたことは、わが
国の下水道事業における画期をなすものであった。また、昭和 44 年度から始まっていた第 2
次下水道整備 5か年計画を繰り上げて、昭和 46年度 から第 3次 5か年計画が始まっていた。 
　昭和 47 年 (1972) 5 月 15 日、沖縄の施政権は返還された。沖縄の下水道整備事業は、国の
第 3 次下水道整備 5 か年計画に組み入れられ、国庫補助や起債など財政面でも本土と同じ制度
のもとですすめられることになったのである。
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　昭和 46 年 (1971)、本土復帰を前に下水道としての復帰対策はどうあるべきかと検討しま
したところ、現行の公共下水道計画には、雨水事業の計画がなされてないのでこれを早めに
策定し、復帰前に行政主席の認可を取っておいて、復帰に際しては経過措置がとられるよう
にすべきであるということになり、その対応として計画策定のための調査費や人員増などを
要求するわけですが、認められず結局は、課内で対応せざるを得なくなりました。 
　そこで下水道課内に職員 5 人からなる雨水事業計画策定のための特別班というのを設け
まして、1 年がかりで雨水事業の計画書を策定しました。この雨水計画は、復帰前の昭和
47 年 (1972)4 月 15 日、行政主席の認可を取り付け、本土復帰した昭和 47 年度の下水道
事業から同計画に基づきまして汚水事業も雨水事業も同時に国の下水道補助制度の下で執行
されるようになり、本来の下水道整備のあり方になったということであります。（下水道 30
年誌座談会における稲福英男氏の発言より） 

　昭和 38 年 (1963)12 月、生活環境施設整備緊急措置法が公布施行され、これにもとづいて
昭和38年度を初年度とする下水道整備第1次5か年計画が策定された。続いて、公害問題がいっ
そう深刻化した昭和 42 年 (1967) には、下水道整備緊急措置法が公布され、下水道投資の拡大
を図った第 2次 5か年計画が昭和 42 年度を初年度として昭和 44 年 (1969)2 月から発足した。
昭和 46 年 (1971)8 月には第 3 次 5 か年計画が発足したので、昭和 47 年 (1972)5 月 15 日に
本土復帰した本県の下水道事業も、この拡大強化された第 3 次 5 か年計画に組み入れられるこ
ととなった。 
　それまでは琉球政府を介して米国民政府の補助金を受け、しかもそれは、米国政府の財政事
情や極東政策によって左右されるという、きわめて不安定な性格のものでしかなかったが、国
の政策と法律にもとづく補助を受けることができるようになり、復帰を境として事業費が急激
に伸び、整備も進捗した。 
 　本市は、那覇広域都市計画下水道那覇市公共下水道として国の補助を受けている。公共下水
道事業の場合、補助対象の範囲は、主要な管きょ及び終末処理場となっているが、沖縄の場合
には、復帰特別措置 ( 昭和 47 年 ) によってすべての口径の管きょが補助対象となっていて、こ
れが整備面積の拡大に有利な条件となっている。また、公共下水道事業の補助率は、管きょや
ポンプ場等については 10 分の 6 となっており、残りの 10 分の 3.4 が起債、10 分の 0.6 が一
般財源で充当されることになっている※。沖縄の場合も、この補助率の点では特別に扱われて
いるわけではない。 
※現在、補助分以外の 10分の 4をすべて起債で充当できるようになっている。
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年度別事業費

※都市水（再生水）は、平成 14年度から合計に計上する。（平成 13年度は公共事業で予算計上）

単位：千円

合　　　計事　業　の　内　訳

公共（雨水）年度

S.47
S.48
S.49
S.50
S.51
S.52
S.53
S.54
S.55
S.56
S.57
S.58
S.59
S.60
S.61
S.62
S.63
H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.8
H.9
H.10
H.11
H.12
H.13
H.14
H.15
H.16
H.17
H.18
H.19
H.20
H.21
H.22
H.23
H.24
H.25
H.26

399,895
250,713
235,980
574,248
739,826
314,353
398,500
490,000
693,000
558,000
507,000
708,712
842,125
1,060,442
775,024
743,634
610,276
421,648
286,006
315,000
678,400
920,366
1,674,673
1,786,737
1,657,480
1,396,282
1,179,378
895,707
1,090,719
1,014,332
797,785
910,626
1,348,369
509,789
497,211
767,444
590,824
348,785
165,812
228,059
301,099
194,875
266,895

公共（汚水） 改　　築 事業費 国庫補助金
都市水
（再生水）

計 30,146,027

303,355
556,787
291,420
602,752
990,174
1,965,647
2,160,000
2,410,000
2,214,000
2,437,000
2,293,000
1,616,288
1,373,995
1,103,438
1,144,976
1,496,366
1,389,724
1,428,352
1,563,994
1,585,000
1,576,000
2,275,634
1,279,177
1,493,253
1,648,884
1,971,567
1,388,729
1,266,980
962,945
632,891
946,218
1,260,005
844,037
433,614
514,674
221,743
327,710
198,780
169,678
221,779
159,347
257,949
377,573

49,355,434

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

50,664
130,025
40,000
220,000
294,957
403,271
453,504
320,370
315,520
296,157
229,589
362,881

3,116,938

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

8,544
56,456
11,150
28,850
15,000

̶
̶

15,000
25,000

̶
8,568
16,162
20,000
28,480
233,210

703,250
807,500
527,400
1,177,000
1,730,000
2,280,000
2,558,500
2,900,000
2,907,000
2,995,000
2,800,000
2,325,000
2,216,120
2,163,880
1,920,000
2,240,000
2,000,000
1,850,000
1,850,000
1,900,000
2,254,400
3,196,000
2,953,850
3,279,990
3,306,364
3,367,849
2,568,107
2,162,687
2,053,664
1,647,223
1,800,459
2,232,445
2,351,281
998,403
1,231,885
1,284,143
1,336,804
1,026,069
655,860
773,927
772,765
702,413
1,035,830
82,843,066

281,300
323,000
316,440
706,200
1,038,000
1,368,000
1,535,100
1,740,000
1,744,200
1,797,000
1,680,000
1,395,000
1,329,672
1,298,328
1,152,000
1,344,000
1,200,000
1,110,000
1,110,000
1,140,000
1,352,640
1,917,600
1,765,110
1,958,955
1,816,957
1,739,885
1,256,309
1,104,668
1,076,115
787,844
882,598
1,339,467
1,410,768
599,041
739,131
770,486
802,082
615,642
393,516
464,356
463,658
421,447
621,498

47,908,013
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　推進工法は、管渠を計画しているラインの両端に発進立抗と到達立抗を設け、推進発進立抗
から油圧ジャッキにより掘進機を地中に押し出し、掘進機の後部に既製の管を順次継ぎ足しな
がら管を推進していくことにより掘進機を到達立抗に到達させ、管渠の敷設を完成させる工法
である。 
　このように推進工法は開削工法に比べ路面を掘削することが少ないため、工事による騒音や
振動等の公害が低減できるほか、交通や市民生活への影響を小さくするなどの効果が期待でき
る。昭和 38 年（1963）の生活環境施設整備緊急措置法の制定による第 1 次 5 カ年計画以降、
下水道の工事において積極的に採用されるようになった。 

　「昭和 44 年 (1969)7 月、外資導入の許可を琉球政府から取り付け、大阪の佐藤工業という
会社から、推進工法の施工技術者5名を派遣してもらいました。推進工法の施工が県内では初
めてであったために、設計や施工方法、それに施工条件等を説明して琉球政府や民政府の承認
をとるのに手間取り、着工までに大分日時を要しました。推進工法の第 1 号は、1970 年度事
業で、ガーブ川沿いの市道に 600 ミリメートルの汚水管を布設する工事がありまして設計で
は開削工法になっていましたが、この市道沿いに広島屋という3階建てのコンクリート建物が
あって既に4度近く道路側に傾いていて、ただでさえ危険な状態であるのに、この建物の前の
道路に下水道工事を開削工法で施工するのは問題があるとして、工法の変更についての議論が
下水道課内でなされたわけです。薬液を注入して地盤を固めてから掘削したらどうかなどと検
討されましたが、結局、推進工法がより安全ということになりまして、同工法を採用したわけ
であります。広島屋前の推進工法それに試験的に施工した与儀公園前の国道横断個所の推進工
法など、県内では初めての工法でしたが、いずれも順調に計画どおり施工され、当時の建設新
聞やマスコミなどからそれなりの評価をされました。これが契機になりまして 1971 年度事業
から、施工条件の合った個所では積極的に推進工法による下水道工事を施工するようになりま
した。今にして思えば推進工法はごく普通の工法で、どうということはないが、採用に踏み切っ
た当時は、沖縄の土質には合わないとか批判的な意見があるなかで下水道施工の小さな改革だ
と思って採用しました。」（下水道30年誌座談会における稲福英男氏の発言より）

　管きょ更生工法は、既設管きょに破損、クラック、腐食等が発生し、耐荷能力、耐久性の低
下および流下能力が保持できなくなった場合、既設管内面に新たに管を構築して、既設管きょ
の更生および流下能力の確保を行うものである。 
　その中でも代表的な工法の１つである形成工法は、更生材を引き込み方式により既設管きょ
内に挿入し、１）温水または蒸気加熱により更生材を硬化形成させる熱硬化タイプ、２）光反
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推進工法
4.

管きょ更生工法
5.
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応により更生材を硬化形成させる光硬化タイプ、３）熱保持軟化させた更生材を冷却固化し形
成させる熱形成タイプ、などの形成方法により更生管を構築する方式である。 
　また、大中口径において採用している製管工法は、既設管きょ内に表面部材となる硬質塩化
ビニル樹脂材やポリエチレン樹脂材等をかん合させながら製管し、製管させた樹脂パイプと既
設管の間げきにモルタルなどを充てんすることで、複合管として一体化した更生管を構築する
方式である。 
　本市でも平成 14 年度から管更生工事が、下水道の工事において積極的に採用されるように
なった。 

①更生前 ②材料引き込み

③管内設置 ④更生後
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下水道工事現場で不発弾爆発事故

　「復帰して本土の下水道補助制度の下で本格的な雨水施設の整備が期待されていた矢
先に、このような大事故が発生してしまい、遺族や被災者の補償はどうなるだろうか、
工事の責任はどこにあるだろうか、今後の下水道整備はどう進めたらよいだろうかな
ど深刻に考えました。事故の原因は、パイル打ち込み中にパイルの先端が地下の不発
弾に当たり、その衝撃で爆発がおこったとのことでした。この事故で重機の運転手が
1人、作業員が1人、幼稚園児が1人、駐車中の方が1人計4人の方が亡くなられました。
事故発生後県は直ちに災害救助法を発動し、宮里副知事が現地で総指揮をとり、県警、
那覇市がそれぞれ対策本部を設置して対応しました。死亡者に対する弔慰金、破損家
屋の補償、遺族に対する補償等は見舞金という形で支払われました。 
　事故発生後の現場は暫定的に仮設工事をして処理し、残工事の施工と計画されてい
た全路線の雨水工事は、事故から10年後の昭和59(1984) 年に完成させております。」 
（下水道 30年誌座談会における稲福英男氏の発言より） 

1974 年 3 月 2 日、那覇市小禄の聖マタイ幼稚園前での、市の雨水管敷設工事で不発
弾の爆発事故が発生し、幼児を含む4人が死亡、34人が重軽傷を負う大事故となった。

▲昭和49年3月、小禄下水道工事現場で不発弾事故
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　昭和 40 年の下水道事業着手時から昭和 52 年前半までの鉄蓋は、以下のデザイン等が使用さ

れており統一されていなかった。

このような鉄蓋を使用している中、次の点が課題となった。

 　1. 車が通ると音が出る。ガタツク。枠縁の中へ蓋本体がメリ込み、段差ができたり、開閉に

　　 問題があった。 

 　2. オープン時に縦方向 180 度回転（ドア回転と同じ）させなければならず、作業に危険性

　　 があった。 

 　3. 下水道は縁の下の力持ちで、工事が終われば表面にでるのは蓋だけである。 

　以上の点を解決する方策として、1. については、企業と意見交換を行いながら、枠縁をそれ

ぞれ V カット（くさび型）にすることで解決を図った。また、2. については、蝶番を工夫し、

持ち上げ 360 度横方向移動（縦 180 度回転も可）ができるようにすることで解決を図った。 

 3. については、鉄蓋に独自のデザインを施し、美化と特徴を持たすとともに、那覇市のマンホー

ル蓋として指定することで解決を図ることにした。 

　検討の結果、本市職員 宮城安弘氏が発案した魚（魚群）をデザインすることとなり、昭和

52 年の後半からこれをデザインした蓋が使用されている。デザインの意味は、「下水道により

きれいになった水の中で、魚達が喜び群れ遊ぶ様」をイメージしたものであり、炉端屋でガー

ラを食べているときに発案したとのことである。 

　現在でも使用されているこのデザイン蓋は、全国で最初のデザイン蓋といわれている。 

覇市下水道鉄蓋の変遷那
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　なお、昭和 62 年建設省の全国下水道マンホールデザイン審査会において、全国千百点余り

の中から下水道マンホール蓋デザイン 20選に選定され、表彰を受けた。 

（図 1参照）

図 1 表彰を受けたマンホール蓋デザインとモデルの魚

　観光客が那覇の歴史に触れ、楽しく歩けるよう、歴史的由来のある道路や、駅と歴史・文化

遺産をつなぐ道路に、道標や歴史説明板、カラー舗装等を整備する「歴史散歩道整備事業」と

一体的に、観光客の周遊を促すため、平成２５年度から、景観に配慮した新たなデザインの下

水道マンホール蓋を作製し、使用している。
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再生水事業
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　水資源の有効利用を図り節水型社会の形成を目指す本県において、下水処理水は都市内に存
在する安定的で豊富な水資源として位置づけられている。本来、下水処理水は雑用水や修景用
水あるいは農業用水や工業用水等さまざまな用途に利用可能な水資源であるが、下水処理水と
いうイメージを持つがゆえにこれまで利用されずに公共水域（海洋）に放流されてきた。しかし、
人口の増加、生活水準の向上ならびに産業活動の進展に伴い水需要の増加が著しい今日におい
ては、限りある水資源を有効に活用することが重要な課題であり、下水処理水に多面的な利活
用が望まれていたことから沖縄県と那覇市の共同事業として「再生水利用下水道事業」として 
新都心地区を中心に再生水を供給している。

　（1）事業年度  平成 10年度～
　（2）供用開始  平成 14年 4月 
　（3）事業主体  沖縄県・那覇市 
　（4）計画水量  2,130 ㎥／日 
　（5）処理方式  オゾン処理＋塩素滅菌 
　（6）利用用途  トイレ洗浄用水、散水用水 
　（7）総事業費  約 24 億（平成 24年度まで） 
　（8）供給区域  右図参照 
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（1）再生水の水質基準は下表とおり。

（2）配水管末端における最低水圧は、１平方センチメートル当り 0.5kg （0.049MPa）とする。 

PH
残留塩素
大腸菌群数
臭気
色度

5.8～8.6
0.4mg ／ℓ以上
検出されないこと
不快でないこと
不快でないこと

項　目 水質基準

再生水利用状況
5.

再生水料金表
4.

水質及び水圧
3.
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　本市では、第 3 次総合計画（計画期間：平成 10 年～ 19 年）を実現していくために財政計
画が策定されたものの、大きなプロジェクトを抱え、厳しい財政状況の中で人件費等の経常経
費のコスト削減は大きな課題のひとつであった。 
　このような課題に対応するため行財政の健全化を目指して「那覇市経営改革アクションプラ
ン」が策定され、組織・定数の改革として上下水道の統合についても同プ ランのなかで位置づ
けられた。 

 　○平成 13 年 5 月 「上下水道組織統合検討委
　　員会」を設置。 水道・下水道の現状や課題
　　をふまえ、統合のメリット・デメリットの
　　比較、 先進都市の状況等から統合の可否に
　　ついて検討を行なった。 
　○同年 12 月 上下水道組織統合検討委員会よ
　　り市長へ報告書を提出。 
　○平成 14 年 4 月 「那覇市経営改革アクショ
　　ンプラン」において「上下水道統合」も位置づけられ、14 年度から 16 年度までの 3　　
　　年間を重点推進期間として取り組むこととした。 
　○平成 15 年 3 月 助役を委員長、関係部長を委員とする「組織統合準備委員会設置要綱」を
　　制定。また、下部組織として幹事会、専門部会（組織部会、法規部会、財政部会、　　庁舎
　　建設部会）を設置。 
　　　～法適用の方法、時期、統合後の組織体制、関係例規の改正検討、雨水事業の取り扱い、
　　　繰入金、庁舎建設等について関係部署との調整を行なった。 
　○平成 16年 12月 
　　統合に伴う関係条例を議会に付議し、可決。

法適用・統合について  
　適用方法は一部適用か全部適用か。→全部適用。  
適用時期は平成 17年 4月とする。  
　実施計画への盛り込みについては、庁舎建設負担金（H16～ H17）を計上。  
条例等の制定・改正について 
　制定・改正内容検討、規則等の整備  
　議会付議時期の検討 

上下水道の統合に至った経緯
1.

下水道事業企業会計移行・上下水道組織統合における調整事項
2.
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庁舎建設について    
　場所・面積、必要な施設・配置の検討  
　下水道庁舎債・償還計画、起債申込み
　（県市町村課）  
　一般会計・上・下の費用負担按分の検討       
　設計（基本構想・基本設計・建設管理・
　建築工事）、駐車場
組織及び職員数について 
　雨水事業の取扱いについて～建設部門・維持管理部門の所管 
　共通部門・専門部門の切り分け検討       
　指名選定委員会・入札事務の検討～基本的に水道局に準じる  
　契約事務の所管～基本的に水道局に準じる。  
　工事検査体制～基本的に水道局に準じる。  
　組織体系・職員数の検討、給与・手当て等職員待遇の検討    
　管理者～事業管理者の設置  
　部は、一部制か二部制か 
　銘苅庁舎～水道局庁舎建設までの銘苅庁舎の無償使用について        
長期財政計画について    
　建設、維持管理に係る財源の確保  
　業務量・要員計画 建設部門・管理部門・改修部門・業務部門  
　収支計画～原価計算・料金収入・使用料設定・一般会計繰入金  
会計処理について  
　上・下費用負担按分方法の検討 
　上・下統合処理プログラムへの修正  予算計上  
　資産の所管替え検討～汚水・雨水  
　再生水口座振替・検針及び徴収委託検討 
新予算の調整について 
　繰入金のルール検討 基準内、基準外、庁舎建設負担金  
　固定資産・流動資産、固定負債・流動負債の確定  
　流域建設負担金の検討    無形固定資産（施設利用権）35年  
　水洗便所基金の残高・未収金の確定
打ち切り決算について 
　出納閉鎖日は、平成 17年 3月 31日
　消費税法上の過去の未収金の取扱い～税務署との協議
　移行前後における収納金の取扱い    
　建設事業繰越の抑制 平成 17年 2月末事業完了協力願い  
　未収・未払金の把握・確定      
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  平成 17 年 4 月、水道局と建設管理部の下水道管理室、下水道建設課は組織を統合し、上下水
道局となった。組織の構成は以下のとおり。 

統 合 前

水道部 （154名）

（155名）

部長
副部長
　総務課
　企画経営課
　財政課
　料金課
　配水課
　管理課
　工務課
　新庁舎建設室

（1名）
（1名）
（18名）
（11名）
（9名）
（34名）
（22名）
（41名）
（14名）
（3名）

建設管理部 （54名）
下水道管理室
下水道建設課

（29名）
（25名）

水道事業管理者・水道局長
（1名）

水道局 （204名）
上下水道事業管理者・上下水道局長

（1名）

上下水道局
統 合 後

上下水道部（203名）
部長
副部長
　総務課
　企画経営課
　財政課
　料金課
　配水課
　管理課
　工務課
　契約検査課
　下水道課

（1名）
（2名）
（13名）
（11名）
（11名）
（36名）
（21名）
（38名）
（19名）
（9名）
（42名）
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組織統合前（平成１７年３月まで）の経緯 
　平成15年3月に設置された上下水道組織統合準備委員会において、「統合後の事務分掌、組織、
費用負担、庁舎建設に影響があることから、雨水事業の建設・維持管理所管の検討が必要である。」
という指摘がされた。 
　また、建設管理部においても、平成 15 年 7 月に組織統合にむけての建設管理部内関係課協
議（下水道建設課、道路管理室、土木管理事務所、下水道管理室）が行われ、 雨水事業の主体
を統合先（上下水道局）に置くか、市長部局に置くかについて同一の部署（水道局）で取り扱
うのが合理的だとの意見があったものの結論には至らず、 
　・水道局に維持管理部門を移す場合、新たな管理組織の構築が必要。 陳情は道路側溝等の雨
　　水関連も「下水道」として区別なく出てくる。 
　・雨水の建設部門は下水道の補助事業と一体なので水道局で行い、維持管理は従来どおり市
　　長部局に残したほうが防災対策の面からもよい。 
　・アンケートでは、組織統合をしている２１市のうち１３市が管理部門を市長部局に置いて
　　いる。 
ことなどから建設部門は汚水事業と同様に水道局で行い、維持管理部門は先進都市の実情調査
を行なって比較表を整理後、専門部会へ提案することとなった。 
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　その後、平成 16 年 2 月の専門部会（組織部会）において「私費負担の汚水事業は企業会計
移行の立場から局への移管には異論ないが、公費負担の雨水事業の管理部門については下水道
管理室の業務は局へ、土木管理事務所の業務は現行どおり市が行うことという結論になった。 
　また、後日行なわれた第 2 回上下水道組織統合準備委員会でも「土木管理事務所の職員は市
長部局に残り、下水道部門の職員は上下水道局職員となる。道路管理室の管理する排水路・側
溝と土木管理事務所の管理する地域排水とを分けると、陳情等の対応の遅れが懸念されるので、
従来どおり土木管理事務所が行なう。」という結論になった。 
　ただし、 
　・上下水道局が行う雨水の計画、建設、施設管理を市長からの委任事務とし、雨水事業を上
　　下水道局と市長部局で分けて施行するなら、地財法の規定から、雨水施設の維持管理につ
　　いても特別会計を設けないといけないのではないか。 
　・特別会計は 12 月議会で既に廃止されており（復活はできない）、維持管理はこれまでも一
　　般会計（土木管理事務所）の業務としてやってきている。 
ことや維持管理業務は、雨水事業全体の 2% 弱で、特別会計を設けるのは適当ではなく、道路
排水と一括管理していることは合理性があり、一般会計で行うことの妥当性もあるとして上下
水道局が行う雨水事業は市長からの事務委任とはしないこととした。平成 17 年度は市長部局
で維持管理を担当し、17年度以降、局と市長部局で継続して協議することとなった。

上下水道組織統合後（平成１７年４月～）
統合後の検討事項として、 
 　 ①現状のままなら上下水道事業管理者が雨水管理者であるので、市長部局で維持管理を行
　　  なう根拠を整備する必要がある。また、市長が雨水管理者なら上下水道局で計画、建設
　　  を行う根拠を整備する必要がある。 
 　 ②管理者を統一するなら市長を雨水管理者とし、建設管理部内に計画、建設、維持管理を
　　  含めた雨水担当部署をつくる。あるいは、雨水管理者を上下水道事業管理者とし、所管
　　  を下水道課に置くとともに人員、予算を強化する。 
があげられた。平成 18年度になり、雨水業務全般を市長部局で行なうことについて 
 　 ③地財法では、公共下水道事業は特別会計を設置して会計処理することになっている。（公
　　  共下水道事業は雨水と汚水からなる一つの事業） 
 　 ④雨水事業を市長部局で行なうには市長部局の職員を局の職員に併任することにより処理
　　  することが可能（地方公営企業法逐条解説）。     
となった。 
　また、同年９月、県市町村課へ「公共下水道事業のうち、雨水事業を市長部局で一般会計に
より行なうことについて」照会を行ったところ、「雨水事業のみを一般会計に組み入れることは
適当ではない。」、「雨水事業について単独で特別会計を設けることも適当ではない。」との回答
があった。 
　その後は、市長事務部局の経営企画室も交えて協議を重ねたが、「上下水道局で汚水、雨水を
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一括して執行する。雨水の管理分の人員については、土木管理事務所の雨水管理に従事してい
る職員を派遣する。または、市長部局も関わりがあることを勘案し、建設管理部の副部長級の
職員を上下水道局雨水担当として併任する。」などの案で調整が行われた。上下水道局としては、
いずれも「雨水業務の実務に関わる組織を市長部局で行なう」ことになっていないと評価。 
　双方の意見がまとまらないまま、協議も停滞したが、平成 21 年 8 月に雨水事業の取扱いに
ついての会議が企画財政部行政経営課、建設管理部建設企画課、土木管理事務所、上下水道局
総務課、下水道課、企画経営課により行なわれあらためて雨水事業の所管についての協議が再
開した。 
　その結果、下水道雨水業務の一元化による組織再編により、効率的な執行体制が構築され、
住民サービスの向上に加え、より質の高い業務の実現が見込まれることから、一元化を目指し
検討することとなった。 
　統合先としては、雨水事業の建設と管理の一部を担っているとともに、汚水維持管理業務と
の一体管理による効率化等が期待できることから、上下水道局での統合が有効であるとし、統
合に伴う経費や組織体制の見直し、人員配置等の諸課題を整理し平成 24 年度から雨水業務全
般について上下水道局で行なうこととなった。 
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■平成６年６月 供用開始 
■片吸込渦巻型ポンプ 2.1 ㎥ /min×45m×37kw×3台 
■圧送管  300mm

具志汚水中継ポンプ場
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下水道事業の将来に向けて
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　本市の下水道事業は平成 17 年度から地方公営企業
法を全面適用し、また水道事業と運営を統合して、上
下水道局として事業運営を進めている。 
  そのため、これまで単に歳入歳出とされていたもの
が収益的収支と資本的収支に分けられ、損益計算書や
貸借対照表の財務諸表も作成される事になった。 
　また、これまで発生しなかった減価償却費や資産減
耗費の発生等、企業会計の複式簿記が適用される事に
なった。 
　このことから、新たに発生する費用や収益的収支、
資本的収支を明らかにする事によって、経営成績と財
政状態を明らかにし、安定した下水道事業の経営を図
るために基本計画を平成 18年度において策定した。

事業計画の基本方針 
（1）汚水整備事業 
　汚水整備は、昭和 47 年（1972）の本土復帰から国庫補助事業として施行されている。平成
16 年度末における計画面積に対する整備率は、86.0％となっている。主な整備地域は、真嘉
比古島区画整理地区、首里地区、仲井真地区及び真地地区である。今後の課題は、低地帯及び
私道における整備の進め方である。 
　①低地帯への整備について 
　　　低地帯の整備は、下水道の基本的な整備手法である「自然流下方式」が採用できないため、
　　一般的には、マンホール内に排水ポンプを設置することになり割高となる。なお、低地帯
　　は局地的なものが多い。 
　　　今後は、本市の下水道事業が平成１７年度から公営企業会計となったこともあり、「費用
　　対効果」等を検証し、工事の方法等を考慮する。 
　②私道への整備について 
　　　本市には、相当数の私道がある。私道への整備は、地権者の同意を要するが、 同意が得
　　られず未整備となっている地域の整備手法について検討が必要である。 
（2）雨水整備事業 
　雨水整備は、汚水整備と同様に、昭和 47年（1972）から国庫補助事業として施行されている。
平成 16 年度末における全体計画面積に対する計画面整備率は、45.2％となっている。主な整
備地域は、真嘉比古島区画整理地区、識名地区、小禄地区及び古波蔵地区である。今後は、ガ－
ブ川沿いの平和通り周辺の浸水対策が課題となる。なお、雨水整備は今後下水道事業において
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大きなウエートを占めることになる。 
（3）国庫補助事業における沖縄の特例 
　沖縄県内の下水道は、沖縄特別措置により「国庫補助率」及び「国庫補助の対象となる範囲」
が本土に比べ緩和されている。 
　国においては、三位一体改革に伴う国庫補助金の削減が議論されており下水道事業も例外で
はない。このようなことから、沖縄特別措置の先行きも不透明である。 
　本市としては、沖縄特別措置により有利である現状での早期の完成を図ることが重要である。 
（4）下水道清掃汚泥処理 
　本市の下水道は昭和 41 年度に工事着手後、汚水管の総延長が 543ｋｍに達している。他市
に比べ低地帯が多いことと飲食店が多いことから管の清掃により年間 500 ～ 600㎥の汚泥が発
生している。 
　平成 20 年度には現在の中間汚泥処理施設を撤去せざるを得ないことから、それに代わる施
設を建設すべきか、民間の汚泥処理施設に委託するか検討が必要である。 
（5）下水道情報管理システムの活用 
　下水道施設（汚水・雨水・再生水）を一元的に管理し業務の効率化を図る。かつ、各種調査デー
タを入力し、老朽化した施設をシステムにより抽出し、今後の改築計画の策定に活用していく。 
　今後、さまざまな委託業務の成果や陳情データ等を入力することにより、担当者以外でも瞬
時に内容が把握できるようになり、市民サービスや業務の効率を一層向上させることになる。 
（6）改築計画 
　システムを活用し、老朽化した施設を抽出することにより計画的に改築工事を実施していく。
このことにより道路陥没や管の能力の低下等による事故を未然に防ぐ。 
　平成１７年度に県等関係機関と協議し、平成１８年度より本格的に実施していく。 
（7）設備の改築・更新 
　汚水中継ポンプ場・マンホールポンプ施設には、各
種盤類、計装設備、ポンプ設備などがあるが、適正な
時期に更新を行わなければならない。 
　赤嶺汚水中継ポンプ場に関しては、平成 18 年度に
耐震改築診断結果に基づく施設の改築の実施設計、設
備機器の更新を行い、平成 19 年度から平成 20 年度
にかけて工事を行う。

　具志汚水中継ポンプ場に関しては、平成 21 年度に
耐震改築診断業務、平成 22 年度に耐震化及び改築の
実施設計を行い、平成 23 年度から平成 24 年度にか
けて工事を行う。その他のマンホールポンプ施設に関
しても、適正な時期に各電気・機械設備の更新を行う。
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　現行の基本計画が策定から 5 年が経過し、公営企業として、住民生活に身近な社会資本を整
備し、必要なサービスを提供する役割を将来にわたり果たすためには、事業環境の変化に適切
に対応し、そのあり方を絶えず見直す必要から改訂を行った。

季刊誌「管路更生」No.31（2014 年 7月発行）（一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会）
の地域特集第 23回に掲載されたインタビュー記事より転載。

下水道事業の経緯・特徴 
再生水事業に県と共同で取り組む 
　那覇市の下水道は昭和 41 年（1966）に琉球政府の事業認可を受けてスタートしました。本
土復帰した昭和 47 年（1972）に雨水事業を追加し、沖縄県の中部流域下水道那覇処理区の流
域関連公共下水道として、管路施設の整備をメインに事業を推進してきました。汚水処理はす
べて公共下水道事業により実施しており、全体計画における計画処理区域面積は 3936.7ha、
認可計画における計画処理区域面積は 3895.3ha で、行政区域面積とほぼ同じです。 
　平成 25 年度末下水道普及率は 97.5％、雨水整備率は 47.4％となっています。下水道事業は
当初、市長事務部局で実施していましたが、平成 17 年に下水道事業に地方公営企業法を全部
適用して水道事業と統合し、組織も上下水道局に改組しました。 
　また、本市の下水道事業の特徴の一つが県と共同で実施している再生水利用下水道事業です。
渇水による給水制限が毎年のように行われる中でスタートした事業で、処理水の一部を高度処
理し水洗便所の洗浄用水および雑用水として、新都心地区等の延床面積 3000 ㎡以上の大型施
設および公共施設等を対象に供給しています。この事業では高度処理と送水管は県、配水管は
市が受け持っています。平成 24 年度の再生水利用量は約 700 ㎥ / 日となっています。新都心
地区に続き県庁周辺地区、那覇空港地区に区域拡大し、平成 26 年度に那覇空港地区が供給開
始予定ですので、今後利用量の増加が期待されています。 
 

下水道事業の重点施策と取り組み状況～改築更新、浸水対策などに注力 
　本市では、下水道事業の中期計画として、平成24年（2012）3月に下水道事業基本計画「ステッ
プ・バイ・ステップ」を策定しました（図 1 参照）。平成 24 年度から平成 33 年度の 10 年間
を計画期間とし、発生する費用を算定し、資本的・収益的収支を明らかにすることにより経営

PartⅠ インタビュー『下水道事業の取り組み』
上下水道局下水道課担当副参事 宮　城　　敦氏
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成績と財政状況を把握し、安定した事業経営に努めています。 
　建設事業については、「下水道事業アクションプラン」として、
未普及対策、下水道利用の普及促進、再生水の利用促進、浸水
対策、総合雨水対策、震災対策、維持管理、改築更新などを掲げ、
今後 5年間の目標値を定めて取り組んでいます。（表 1参照） 
　その中でも最重点課題の一つが改築更新、長寿命化事業です。
本土復帰前に布設された管路が約 84km あり、特に老朽化が進
んでいるため、平成 14年度に個別協議による改築（スパン更生）
工事に着手するとともに、平成 19 年度までに全線の管路内調
査を行い、調査結果をもとに改築更新計画を策定し、腐食や劣
化の激しいものから管路更生や布設替えによる対策を講じてき
ました。更に平成 24 年度には老朽管が多い小禄地区などを対
象とする那覇市公共下水道長寿命化計画を策定し、現在鋭意対
策を進めているところです。 
　管路内調査の結果などを見ると、本市の管路は県内で同時期に事業開始した都市と比べると、
総じて腐食や老朽化の進行が顕著なようです。詳しい原因等は不明ですが、地形的には埋立地
で低地帯となっており、下水流速が遅く硫化水素が発生しやすいこと、またそのエリアに飲食
店が多く、汚水に油脂分が多いことなどが一因であると考えられます。 
　また、今後の課題として不明水の問題があります。流量調査等により不明水が発生している
ことは明らかなのですが、どこでどのくらい発生しているのかがまだ十分に把握できていませ
ん。不明水の主な原因は取付管と考えられるので、長寿命化対策では本管と併せて、取付管に
ついても対策をとっていきたいと考えています。 
　一方、改築更新事業は管路だけでなく、昭和 63 年（1988）に供用開始した赤嶺、平成 6 年
（1994）に供用開始した具志の 2ヵ所の汚水中継ポンプ場についても機器の更新等を実施しま
した。 
　また、浸水対策も重点的に取り組んでいます。本市の浸水被害は主に台風や大雨を原因として、
河川沿いや低地帯で被害が発生しています。特に平成 10～ 12 年にかけては毎年、甚大な浸水
被害が発生しました。これを受け、被害軽減のため雨水管路や雨水ポンプ場の整備を進めてい
ますが、先述の通り整備率は約 47％と低い状況です。住民からの要望も強い施策であり、今後、
下水道事業の柱として進めていくことにしています。 
　地震対策も重点施策の一つです。平成 21 年 3 月に下水道緊急地震対策計画を策定し、平成
26 年 3 月に下水道総合地震対策計画に変更して事業期間を延伸して取り組んでいます。同事
業では主に幹線管きょを対象に耐震化を図るとともに、人孔浮上防止対策や人孔管口の可とう
化などを実施します。 
　なお、中期財政計画では、下水道施設の建設改良費は平成 24～ 33 年度の合計で約 125 億
円となっています。平成 26 年度予算額は 9.6 億円で、主な内訳は長寿命化事業 3.4 億円、浸
水対策 2.7 億円、未普及解消 2.3 億円、地震対策 0.7 億円などとなっています。 

図1 那覇市下水道事業基本計画
（ステップ・バイ・ステップ）
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　一方、下水道経営に関しては、下水道利用人口は増加しているものの、利用者の節水意識の
高まりなどで汚水量は横ばい傾向にあります。今後も大幅な水使用量の増加は見込めない状況
です。そうした中で、経営状況を意識した効率的な施設整備や維持管理、組織体制のスリム化
等に取り組んでいます。その一環として、平成 26 年度に使用料徴収や窓口業務について民間
企業への包括的委託を導入しました。

下水道事業、老朽化対策の課題～技術力の維持・向上、継承を 
　 下水道事業の大きな課題の一つは技術力の維持・向上と継承だと考えています。先述のよう
に、組織のスリム化、効率化が求められる中、職員数は減少傾向にあります。また、職員は数
年で他部局へ異動してしまうことが通例です。そうした中でいかに技術を習得し、継承するか
です。 
　例えば、下水道の維持管理にあたっては、下水道情報管理システムを運用しており、テレビカ
メラ調査のデータを入力すると、劣化状況を診断し優先順位付けまでできるようになっている
のですが、まずその操作方法を覚えてもらわなければいけません。それだけでなく、対策を講
じる際の工法選定の方法など習得することは多々あります。改築更新は新設よりもノウハウを知
らないと難しいですが、実際にはノウハウを取得する頃には異動してしまうという状況です。
　そうした中で効率的に技術を習得できるようにするための工夫、例えばできるだけマニュア
ル化、システム化するなどの対策が必要だと考えています。

管路更生への期待 
　 本市ではこれまで、改築更新工事は市街地での施工が多いため、今後もこれまでと同様、管
路更生工法をメインとして実施していくことになります。こうした中で関係者に期待したいこ
との一つは、材料費を含めた設計・積算の統一化です。現在、工法別に材料費の調査を行って
いますが、工法によってばらつきがあり、適正価格がわかりにくいと考えます。また、中・大
口径の管路更生は見積りをとって行いますが、できれば歩掛があると積算が効率的になると思
います。このほか、工法が多く選定に苦慮しているのも実態です。

H22年
指　標　解　説単　位取り組み事項（指標）施　策　名

下水道利用の普及促進

再生水利用の促進

浸水対策

震災対策

改築更新

下水道普及率

再生水利用量

再生水の利用施設

重要管路の耐震化延長

マンホール浮上対策数

雨水整備面積

老朽管の改築延長

利用可能人口／行政人口

再生水を1日に利用する量

再生水を利用する施設数

耐震化した延長

マンホール浮上対策をした数

浸水対策として整備した面積

改築を実施した延長

％

㎡／日

ヵ所

km

ヵ所

㎡

km

89.0

439

43

0.0

12

1832

18

89.6

945

50

1.8

70

1886

36

H28年
現在値 目標値

表 1 下水道事業アクションプラン（主な施策を抜粋） 

※概ね５年間に取り組む施策を「下水道アクションプラン」として目標値を設定して取り組んでいる。
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今後の事業展開
　 下水道事業は、昭和 50 年代前半に整備を盛んに行いましたので、あと 10 年くらいすると
標準耐用年数を超える管路が大量に発生していきます。したがって長寿命化事業、地震対策事
業の重要性は非常に大きくなっていきます。またその対策において管路更生がメインになると
考えています。

デザインマンホールで良好な町並みの形成に寄与
　 昭和 52 年（1977）より那覇市のマンホール蓋は「下水道によりきれいになった水の中で、
魚達が喜び群れ遊ぶ様」をイメージした魚群の柄での整備を行っており、デザインマンホール
蓋の採用は全国で初めてではないかといわれています。 
　また、今年度より本市道路部局において、観光都市としての景観・美観の創出・継承を目的に
実施している「歴史散歩道整備事業」に併せ、快適に観光散策等ができるように「沖縄らしさ・
那覇らしさをイメージさせるもの」、「地域の特色や町並みに合わせたもの」、「市民や観光客をひ
きつける魅力ある華やかなもの」をデザインコンセプトに、ブーゲンビレア、花笠、シーサー、
オオゴマダラ、首里織等をモチーフに新たなデザインマンホール蓋を選定しています。（図2参照） 
　今後は、地域ごとの良好な町並みの形成に寄与するようデザインマンホール蓋の設置を進め
ていく予定です。

図２ 地域の特色を表現したデザインマンホールを設置

平成　2年  入庁・建設部真嘉比古島区画整理事務所 
平成　7年  土木部下水道建設課技師 
平成 12年   　〃 　下水道管理課主任技師 
平成 18年  上下水道局下水道課管理係長 
平成 19年    　〃  　　配水課配水係長 
平成 23年    　〃  　　下水道課計画係長 
平成 26年    　〃  　　下水道課担当副参事

宮城 敦（みやぎ・あつし）氏  略歴



■平成２１年６月 供用開始 
■横軸水中ポンプ φ800  81 ㎥ /min×1.8m×45kw×2台 
■ゲート設備   ステンレス製ローラーゲート 
■除塵機設備 背面降下全面掻揚式

古波蔵雨水ポンプ場 
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　県の流域下水道事業は、中部流域下水道、中城湾流域下
水道、中城湾南部流域下水道事業の３事業があり、本市は
中部流域下水道の那覇処理区に含まれます。 
　那覇浄化センターでは、本市のほか、浦添市、豊見城市、
南風原町の４市町から集められた汚水を処理しています。 
また、処理水を高度処理し再生水として供給するための施
設もあります。 

那覇浄化センター（みずクリン那覇）  ※県施設
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● 私たちが公共下水道につなぐことよって

● 下水道のしくみ

● 流域下水道とは

● 公共下水道への接続

● 合流式、分流式とは

● 下水道普及率と行政区域内人口

● 下水道使用料の変遷

● 維持管理費と維持管理負担金

● 下水道業務実績

● 水洗便所改造等貸付実績表
● 水洗便所設置費等補助実績表

● 上下水道局組織図

下水道の基礎知識

資
料

編

● 下水道法

● 那覇市下水道条例

● 那覇市下水道条例施行規程

● 那覇市上下水道局再生水利用下水道事業実施規程

法規関連

下水道年表
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私たちが公共下水道につなぐことによって

那覇市上下水道局
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　普段目にすることのない、でも “縁の下” で私たちの暮らしを支えている下水道。 下水道は、
私たちが豊かな生活を維持していくために、重要な役割を担っています。

１．家庭から出た汚水は、下水管へ流れ込みます。 
２．下水管は汚水が自然に流れていくように勾配がつけられており深くなっていくので、ポン
　　プでくみ上げます。 
３．各市町村から集められた汚水は県の浄化センターに送られ、さまざまな処理できれいにし
　　て海に流します。 
４．きれいにした汚水をさらに高度処理したものを再生水とよび、トイレ洗浄水や修景用水な
　　どに再利用されています。 

汚水処理のしくみ

１．道路の側溝などを経由して直接、河川や海に放流されます。

雨水の排除

下水道のしくみ
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　２つ以上の市町村により排除される下水を、行政区域を越えて広域的に集め、終末処理場（浄
化センター）で処理する施設です。（下水道法第 2条第 4号イ） 
その建設及び維持管理は、原則として都道府県が行なうこととなっています。 
 　一方、流域下水道に接続して下水を流す公共下水道は「流域関連下水道」と呼ばれ、その建
設及び維持管理は当該市町村が行なうこととなっています。 
 　沖縄県の流域下水道事業は、中部流域下水道、中城湾流域下水道および中城湾南部流域下水
道があります。 
 　那覇市は中部流域下水道に含まれます。

◆流域下水道イメージ 

流域下水道とは
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　公共下水道の整備を行い、下水の処理ができるようになった区域は供用開始（下水処理の開始）
の公示を行います。供用開始の公示がされた区域の建築物所有者は、公共下水道へ接続するこ
とが義務づけられます。

　公示がされた日から３年以内に、水洗便所に改造しなければなりません。（下水道法）

くみ取り式便所の建築物所有者

　くみ取り式便所と同様に公示された日から３年以内に浄化槽を廃止して、直接公共下水道に
放流しなければなりません。（那覇市下水道条例）

浄化槽便所の建築物所有者

　台所、風呂場などからでる汚水を公共下水道に流すため、宅地内に布設する配管施設を｢排水
設備｣といいます。 
　｢排水設備｣の工事は、建築物の所有者が行います。借家人など、建築物の所有者以外でも｢排
水設備｣の工事をすることができますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になりますの
で、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。

｢排水設備｣は建築物の所有者がつくります。 

公共下水道への接続
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合流式、分流式とは

雨水

雨水

汚水

汚水
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下水道普及率と行政区域内人口
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下水道使用料の変遷

●現行料金表

●下水道使用料の変遷（昭和 44年～平成 26年）
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維持管理費と維持管理負担金
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下水道　業務実績（1）
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下水道　業務実績（2）
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水洗便所改造等貸付実績表
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水洗便所設置費等補助実績表
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那覇市上下水道局　組織図
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下水道年表
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～つなげる、つながる、未来へのみち～

上下水道事業管理者に高嶺晃氏（第 12 代水道事業管理者）が就任（1 日）
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　平成 18 年 12 月に完成した新庁舎には「水」をテーマに「見
て触って楽しみながら水道や下水道を知ってもらう」ことを目
的とした「みずの資料館」があります。
　ここでは空から降った雨がダムや浄水場を経て家庭にいたる
「水道」と排水となった水が処理場で浄化されて海に流れていく
「下水道」について模型や画面などを使って学ぶことができるよ
うになっており、市内の小学生など多くの見学者が訪れています。

みずの資料館
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　このたび下水道５０周年を記念した「那覇市の下水道　５０年のあ

ゆみ　～つなげる、つながる、未来へのみち」を発刊するはこびと

なり、記念誌編集委員会を立ち上げました。

　職員の手作りということで、「読みやすく、見やすく」を本誌の

方針として編集に取り組んで参りましたが、不慣れな作業及び時間

的制約もあり、個所によっては至らぬ点も多々あるかもしれません。

その点につきましては、何卒ご容赦いただきたいと思います。

　ところで、平成２８年１月に発行された日本下水道新聞に「大阪

府流域下水道事業着手５０周年」という特集記事が掲載されており、

「５０年前、流域下水道事業は大阪で始まった。」、「昭和４０年に日本

初の流域下水道事業に着手～」などと紹介されていました。実は本

誌にもありますように、沖縄でも昭和３９年、米国民政府による計

画策定、昭和４１年、処理場の建設工事着工、昭和４３年、下水道公

社発足など、本市の公共下水道と並行して流域下水道がスタートし

ています（大阪は合流式、沖縄は分流式）。「流域下水道」というシ

ステムがまだ普及していなかった時期に、「全国初」とほぼ同時期

に始まった本県の流域下水道についてもあらためて先輩方のご努力

に頭が下がる思いです。

　本誌により、関係者だけではなく多くの方々が下水道事業に対す

るご理解とご関心をもっていただければ幸いです。

　最後に、貴重な資料等をご提供していただいた方々に、心よりお

礼申し上げます。

平成２８年３月

 那覇市下水道５０周年記念誌編集委員会

編 集 後 記
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