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今日、皆様にお伝えしたい事
宮古島の地下水中硝酸性窒素について

未来の子供たち
に良質の水を
バトンタッチす
るために
宮古島地下水研究会
友利直樹

Ⅳ．過去にも硝酸性窒素による地下水汚染問題があり、リスクは現在も続
いている。急激な観光客増加や大型施設による居住人口の増加は、生活
排水やごみ等の廃棄物の増加をもたらし地下水汚染のリスクが増大する。
環境容量の小さなこの島は、破綻寸前である。生活排水に対し低い下水道
整備率、化学肥料の施肥の問題、家畜し尿の処理の問題、森林面積の半減
等、大きなリスクを抱えている。
見えない地下水へ影響を把握するためには正確なデータを分かりやすく可
視化していく必要がある。
Ⅴ．子供たちへの健康リスクを最小化する為に、地下水硝酸性窒素濃度は、
自然環境由来の2mg/Lを目標にする。100数年先を見据えての削減計画を
立てる必要がある。予防原則をもとに科学的根拠を踏まえて作成し、実行
計画はより具体性のあるものでなければならない。

Ⅰ．硝酸性窒素をはじめとする地下水質汚染は、目に見えない。
一度汚染されると浄化には、長い年月と莫大な費用を要する。
Ⅱ．硝酸性窒素や農薬、重金属による地下水質汚染により、ヒト特に
乳幼児や小児への重大な健康影響が懸念される。有機水銀中毒が
原因の胎児性水俣病の患者さんは、公害認定50年後も中毒性神経
障害で苦しんでいる。
予防原則に基づき汚染リスクを最小化する必要がある
汚染により貴重な観光資源である珊瑚礁等貴重な海域生態系に
悪影響を及ぼす可能性がある。
Ⅲ．目に見えない地下水の状態を正確に知るためには「適切な地下
水質モニタリング」が必須であり、専門家による分析・解釈が重要
である。利害関係者間で情報を共有し、市民に正確な情報を公開し
なければならない。

何故、最も硝酸性窒素による
地下水汚染を懸念するのか？
１．地下水が唯一の水資源
２．小さな島故の環境容量の脆弱性
３．歴史的背景
４．地下水への窒素負荷量
が増加し易い環境要因

Ⅵ．市民共有の貴重な財産である地下水を、豊富でかつ清浄に保ち将来
世代にバトンタッチするためには、総合的協働的地下水保全・管理のための
「地下水協議会」の仕組みづくりを急ぐ必要がある。

硝酸性窒素濃度の急激な増加の歴史
①１９６６年度平均地下水硝酸性窒素濃度 ：

1.95mg/L

硝酸性窒素による地下水汚染の要因
10mg/L以上の高濃度汚染は殆どが人間活動に起因
土壌への窒素の供給源は次の3つが考えられる。

②1989年度全島的な217地点平均硝酸性窒素濃度:

最高値22.7mg/L
飲料水の基準10mg/Lを超過している地点11地点5.5％、
③1990年44地点月1回測定平均硝酸性窒素濃度値：7.58mg/L

わずか20年の間で約4倍の増加

①過剰施肥によるもの
②家畜排せつ物の不適正処理のよるもの
③生活排水の地下浸透によるもの
地下水への窒素負荷量増加
硝酸性窒素濃度増加
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Ⅱ 硝酸性窒素による健康影響 （１）
１．人への健康影響:メトヘモグロビン血症
地下水公共用水域の水質汚濁に係る人の健康保護に
関する

環境基準項目 硝酸性窒素の基準値10mg/L
一定量以上含まれる水を摂取すると、主に乳児を
中心に血液の酸素運搬能力が
失われ酸欠になる「メトヘモグ
ロビン血症」を引き起こす原因
物質となる（ブルーベビー症候群）

Ⅱ 硝酸性窒素の人への健康影響（２）
小児１型糖尿病発症のリスク増加の可能性
①硝酸性窒素濃度の高い水を飲用している地域では、膵臓の細胞
障害による 小児糖尿病の発症率が、疫学的に多い。
②低濃度硝酸性窒素を含む水の飲用の継続でも、インスリン
依存型糖尿病（IDDM) の病因に影響している可能性がある。

③最近のレビューでも小児1型糖尿病の発病原因・誘因
は、まだ十分解明されていない。（World J. Diabetes 2016)

結論が出ていない！

国内の15歳未満の小児1型糖尿病の発病率
は、毎年10万人あたり1.5～2人。インスリ
ン
治療をすぐ開始し、一生続けなければなりま
せん。（全国で約2,000人、国難病指定）
化学物質
原因は、まだよくわかっていないことも
多いが、自己免疫疾患として発病する
ことが多い。どのような子供が発病し
易いのかは解明されていない。
遺伝因子や環境因子もあることがわ
かっており、乳児期に牛乳で育てるこ
とや、なんからの化学物質
自己免疫
の影響なども考えられている。

Ⅱ-2 珊瑚礁等貴重な海域生態系に
悪影響を及ぼす可能性がある。
島の周囲の海域に流失した地下水は、現在
の硝酸性窒素濃度でも、富栄養化をきたし
サンゴ礁を含む海域生態系に悪影響を及
ぼしていることが、専門家から指摘されてい
る。

自分の細胞を攻撃する

Ⅲ．目に見えない地下水の状態を正確に知るためには
「適切な地下水質モニタリング」が必須であり、専門家に
よる分析・解釈が重要
〇白川田流域は、最も重要な水道水源：1989年～2017年までの原水中

まとめ
白川田流域水源硝酸性窒素濃度 4.9mg/L:
水道水質基準10mg/Lの半分：安心！？

硝酸性窒素濃平均値4.92mg/Lと安定
この4水道水源地下水の水質保持こそが、まさに宮古島のライフラインであり、「命の水」
である。今後の、厳重な水質モニタリングと、濃度削減の施策の実行が重要である。
〇東添道南流域5水源は、白川田流域水源が枯渇した時の需要な代替水源

硝酸性窒素濃度平均値は、6.65mg/L と高い。特に添道水源原水中
硝酸性窒素濃度平均値7.31mg/L と高い。なぜ、他の水源より高いのだろうか？
原因の究明が必要である。
〇前福水源は、1989年から2001年まで稼働。硝酸性窒素濃度は、7.41mg/L
ポンプ故障により、使用停止。平成30年度より使用開始予定。硝酸性窒素濃度
がどの程度か注視が必要。

東添道南流域水源硝酸性窒素濃度 6.65mg/L:
白川田水源貯水量減少時の代替水源、大丈夫
かな！？
福里流域水源硝酸性窒素濃度 5,94mg/l:
新たに造られる2つの地下ダムの影響は？
水質検査調査担当：上下水道部

〇平成31年稼働予定の新規の東添道水源は、硝酸性窒素濃度が高い。
添道水源の近傍にあり、厳重な水質モニタリングが必要。
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何故、水質モニタリングが重要か？
水道水の硝酸性窒素濃度の比較：
東京都平均1mg/L＜宮古島市5mg/L

予防原則の観点から、汚染による
健康影響のリスクを最小化するた
めには、やはり自然循環由来の
2mg/Lに少しでも近づけていく努
力と工夫が必要である。

〇地下水は一度汚染されると、浄化まで長い時間がかかる。
早い段階で汚染を見つける必要がある。
（早期発見、早期対策）

〇宮古島市では、飲用を含む生活用水の全てを地下水に
頼っている。 地下水の水質汚染は、住民の健康や自然
生態系に直接影響を及ぼす。
（健康被害や環境汚染のリスク）
〇観測とモニタリングは、地下水の状態の把握には不可欠
「調査・観測」は、地下水の利用の現状を「調べる」ための手法。

「モニタリング」は種々の施策による地下水保全状況を
検証し、地下水を「守る」ための手法である。
「地下水保全」ガイドライン（環境省）より

宮古島市地下水水質モニタリング調査の変遷

１．平成26年度宮古島市地下水保全調査報告書
宮古島市53カ所の定点観測地点
宮古島市地下水審議会学術部会の指導・助言

行政判断で2012年度以降中止
地下水ガバナンス司令塔不在
43箇所の平均硝酸性窒素濃度：5.04mg/L
調査担当：生活環境部環境衛生課

１．なぜ、定点観測地点を半分に減らしたか？
２．削減した定点観測点は、どのような理由で除外したか？新規追加の理由は？
３．各定点観測地点は、各地下水流域を代表するように選定したか？
４．濃度が高い地点は、継続モニタリングの対象となるが、継続しているか？

２．宮古島市地下水水質モニタリング調査：
平成28年度より新たに開始。
生活環境部環境衛生課が管轄
①22～24箇所と以前に比べ半分の限局的調査
②検査機関からの報告書であり、以前のような
学術部会の専門家による分析・指導・助言は
ない。

地下水ガバナンス司令塔不在

各地下水流域水質等観測地点における硝酸性窒素濃度の推移

ツガガー

５．各地下ダムの観測点は１～2か所のみであり、代表値としてみて良いのか？
ローリング方式による、詳細な モニタリングを地下ダム管理者に要請すべき
ではないか。
６．変更した合理的な理由を、市民に説明する必要がある。

７．モニタリングは、継続的に観察・測定することが重要であり、宮古島市全体の]
平均値を見る場合、各流域ごとの推移を見る場合があり、定点観測地点選定に
一貫性を持たせる必要がある。
〇観測地点が大きく変動した時の平均値と以前の平均値の比較は、あまり意味がない。
〇全体の平均値は、採水測定地点の選定の仕方により、いかようにも変化する。
〇地下水水質モニタリングの手引きにそった適切な水質モニタリングにより、初めて、
濃度の推移を正確に評 価でき、変化原因分析が可能となる。更に、削減計画・実施計画
において、実行性を伴い目安に用いることができる数値となる。
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１．狩俣入口井戸：4年間の硝酸性窒素濃度平均値11.7mg/L
水道使用基準の10mg/Lを上回る。
①何故、高濃度になったのだろうか？
②何故、高濃度の地点の測定を4年でやめたのか。本来なら、モニタリングの 最重要地点であり、

４．与那覇流域前浜の井戸:28年間年硝酸性窒素濃度平均値は、
11.8mg/L(水道使用基準10mg/Lを超過)
季節的変動も大きく、この地点が宮古島本島内の他の場所と比べ突出して高い原因を究
明することは、硝酸性窒素削減対策を立てるに当たって、非常に重要である。

継続すべきではないのか？
③現状では、濃度はどの程度か？

２．狩俣中前井戸は、20年間の硝酸性窒素濃度平均値は、
0.6mg/Lと自然由来よりも低い。
①高濃度の地点に近接しているのにも関わらず極端に低いのは何故？
②脱膣菌等による「窒素分解」のメカニズムによる自然浄化の可能性は？

３．砂川流域砂川（地下ダム建設前）硝酸性窒素濃度平均値は
8.62mg/Lと高値、地下ダム建設後、6.22mg/Lとかなり減少。
八重瀬町米須ダムでは、建設後ダム地下水中硝酸性窒素濃度が増加しているとの報告も
あり、地下ダム建設による硝酸性窒素濃度の適正なモニタリングは、非常に重要である。

砂川、福里地下ダムの地下水を、大渇水年の非常用代替水源と考えるなら
ば、普段から農業用水としての管理だけでなく、ローリング方式による硝酸性
窒素濃度モニタリング、底質の環境ホルモンや農薬濃度等厳密な水質調査
が必要である。

伊良部流域水源問題点

○伊良部流域伊良部着水井の1993年から2012年まで
の硝酸性窒素濃度平均値は、8.58mg/Lと高い。
10の井戸から集水した地下水の濃度である。浄化処理が行われる直前の値
である。水道使用基準の10mg/Lに迫っており、逆浸透膜処理による硝酸性
窒素濃度低減が図られ、市民へ供給されていた。伊良部大橋開通に伴い、
宮古島本島の袖山系統からの配水が2015年度より開始された。伊良部流
域10水源は、伊良部大橋開通に伴う袖山系からの配水開始に伴い、廃止。
2013年以降、硝酸性窒素濃度測定が行われていない。

５．比嘉東流域按司の泉（アズヌガー）：硝酸性窒素濃度平均値は、
0.31mg/L非常に低く、自然由来の窒素負荷2mg/Lを大幅に下回って
いる。何らかの自然界での脱窒（窒素分解）メカニズムが働いている可能性がある。
メカニズムの究明は、今後の硝酸性窒素軽減対策の参考となると考える。今後の取り組み
が必要である。

６．皆福北流域皆福地下ダム観測孔（皆福58）
地下水硝酸性窒素濃度平均値：6.37mg/L
福里北流域福里地下ダム観測孔（９７F31)
地下水硝酸性窒素濃度平均値：3.1mg/L
数十本の取水井戸の1本に過ぎず、地下ダム地下水を代表する値とするには不十分である。
変動が激しいため、

この1点の値のみでこの流域を代表とする値とするには、問題がある。ローリング
方式をとり硝酸性窒素の高いエリアがないかどうか調査すべきである。

第2次宮古島市総合計画（前期：平成
29年～33年）
【基本目標】地下水や豊かな自然環境と共生したエコアイランド宮古

みゃ～く：かけがえのない地下水の保全
【施策の 基本方針 】
● 地下水保全のため、有機質肥料や緩効性肥料の有効活用・適正使用に向けた取り
組みを推進するとともに、生活排水等による地下水汚染の軽減を図ります。
● 市民一人ひとりが地下水の仕組みや現状についての理解 を深める機会を創出し、
本市に関わる全ての人が協働して地下 水を保全します。

○しかし、袖山系の白川田水源湧水は大渇水年には半分以下に著減する

【施策目標と する項目 】：良好な地下水水質の維持

可能性がある。非常時には生活用水の代替水源として利用せざるを得ない
状況が想定される。これらの10水源は、現在利用していなくても、万が一の
将来の使用に備えて、水質モニタリングを含む最低限の管理の継続と各井
戸の現状確認をまず行う必要がある。全体的に伊良部流域の地下水硝酸
性窒素濃度は、高値を維持している可能性が高い。
どうしても、10水源井戸を含む流域の詳細モニタリングが必要である。

【良質な地下水質の維持の基準・目標の数値】
基準となる数値や、実測平均値が報告により一貫しない。将来予測を立てるには、指標
の基になる数値の確実性の検証が必要！

硝酸性窒素濃度
(mg/L)

し
尿

平成28年度 平成29年度
（基準年度） (実測平均値）

平成33年度
（目標年度）

4.71

4.66

4.99

下水道加入率と整備率・普及率の意味

⑥宮古島市の生活排水の処理体制
（2016（平成28）年度現在）

①人口普及率(2017年)：利用可能人口/総人口：
（極めて低い）

16.1％

②計画面積整備率(2017年）：処理面積（183ha)/事業計画面積(441ha)

41.5%（市と県が統計で使う指標）
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③整備率：整備面積(138h)/全体計画面積
(839ha)
21.8%（2012年度に比べ4.4%増加）
④生活排水の汚水処理人口普及率（平成２９年度）
： 約30％
【市の進めるべき方向性】
合併浄化槽の普及促進ではなく、やはり宮古島の地下水浸透・汚染という
特異性を考えた場合、人口当たり下水道普及率2026年目標26.4％を最低限
達成すべきである。そして、通常型合併浄化槽の普及ではなく、窒素除去可能
な高度合併浄化槽への転換を県や国に要請していくべきである。
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起源別地下水窒素負荷量の推移 1990年代
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起源別年間窒素負荷量と推定地下水中硝酸性窒素濃度の推移

①化学肥料由来 356t
②家畜し尿由来 272t
③生活排水由来

21t

④自然循環由来 159t
合計 808t

硝酸性窒素濃度(mg/L)
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生活排水由来地下水窒素負荷量を
半減する為に
１）生活排水由来：2025年度まで従来の
計画を実行
公共下水道人口普及率16.1％
26.4％
農漁業集落排水施設普及率4.8%
7.6％
生活雑排水汚水の硝酸性窒素未衛生処理
人口 3万人
年間窒素負荷量32トン
24トンに減少し
年間地下水窒素負荷量21トン 11トン
半減！
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地下水への年間窒素負荷量16トン減少

Ⅲ 化学肥料由来：年間地下水窒素負荷量約250トンと推定
（30％減少）
現在肥料を年間約1万トン購入使用。有機肥料3,400トン、化学肥料6,600トンの使用。
リサイクルセンターでの家畜し尿由来堆肥生産量：年間2700トンの供給を倍増し5,400トン
化学肥料使用の割合年間：4,600トン、地下水窒素負荷量約250トンと推定（30％減少）

削減した結果、窒素負荷量合計568トン年間地下水窒素負荷総量は約240トンの
削減が可能となる。地下水硝酸性窒素濃度予測値は、

6,20mg/L

4.36mg/L

以上の施策が実行できれば、現在予測より約2mg/Lの減少効果が期待される。

しかし、森林面積は半減し、観光客は6年で倍増

1955年に比べ約半減 この14年間でわずか0.3％増加
適切な造林で森林率を１％増加させるには約10年かかる
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①家畜し尿の野積（約２５％）をやめ適正処理を行う 約88トンの地下水への窒素負荷減少
②家畜飼育農家自家製家畜由来堆肥を自身のさとうきび耕作地に、適正量施肥。
余剰分をさとうきび専業農家に堆肥として提供・・・ 畜耕連携うまくいくと、
地下水への年間窒素負荷量を約44トン減少
③リサイクルセンターへの家畜し尿運搬量5千トン 1 万トン

自然環境レベルに戻すために！
地下水硝酸性窒素濃度を、自然循環レベル2mg/Lに減らすためには、年間窒素負荷総
量を現在の808トンから260トンまで、減らさなければならない。

森林面積率（％）

家畜し尿由来・化学肥料由来地下水窒素負荷量を半減する為に！
Ⅱ 家畜し尿由来： 年間地下水窒素浸透料148トンとなり、
現在より半減！

環境負荷の急激な増加
宮古島市への入域観光客数の実績と目標
2022年には130万人！
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水道水の硝酸性窒素濃度は、少しでも
少なくしたい！子供たちの為に！
〇森林の機能：
水源涵養（緑のダム）
地下水硝酸性窒素吸収・除去能
赤土流出防止機能
計画造林により森林面積を30％に戻せば、地下水
中窒素負荷量を年間100トン～２３０トン減少が可能
森林面積率10年間で１％増加目標達成

140年後511-230＝281トン
地下水硝酸性窒素濃度：2.16mg/L

観光客の急激な増加等社会環境の激変は、地下
水汚染のリスクを増大させます。
ごみの島、汚水の島にしない為には、予防原則を
基本に科学的根拠を踏まえた行政、市民を中心と
した利害関係者が結集した総合的協働的地下水マ
ネージメントが必要です。
水循環基本法に基づく「地下水協議会の設置、
基本計画・実施計画策定」を急がねばなりません。
子供たちの為に、予防原則の観点から、地下水質
を良好に保つ必要があります。増加した地下水中
硝酸性窒素を2mg/Lにするには、計画的施策の実
施を100年単位で考えなければなりません。
今、皆が英知を結集して当たらねば、負の遺産を
将来の世代に付け回ししてしまいます。

水道水硝酸性窒素濃度平均値：
東京都約1mg/L＜宮古島約5mg/Lと5倍も多い。
この濃度で、乳幼児そして小児が長期飲水した
場合の健康影響に関する研究は、果たして十分
なされているのだろうか？
下水道の整備を進め、有機肥料を島外から購入
するのではなく、家畜し尿を適切に処理し、化学
肥料の替りに堆肥を畜耕連携即ち循環型農業
のサイクルの中で適切に利用し、森林面積を
30％に戻すことにより達成が可能となるかもしれ
ない。

水俣病等の公害病の歴史に学ばなければ
なりません。
今を生きる我々の世代は、未来からの預か
りものであるこの「命の水」を健全な形でお
返しする責任があります。今日この時、
「知ることは守ることのはじまり」としていた
だき、皆さんと共に「命の水を守る」仕組み
づくりを始めましょう。どうか、皆さん、この
数年が正念場です。残された時間はあまり
ありません。皆さんの英知を結集して対策
を立てる必要があります。
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