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2010 年に策定された宮古島市水道ビジョンは、2019 年度に目標年度を迎えました。新たに 2020 年度～2029

年度の水道ビジョンが策定されます。急激な観光客増加やリゾートホテル等の商業施設の増加、自衛隊駐屯地な

どの大型施設の設置等に伴う給水人口及び給水量の大幅な増加に対応する施設能力の増強が必要です。安定した 

水道の構築を目標に掲げ、水需要に合わせた新規水源の開発、休止していた伊良部浄水場の再稼働の検討など、 

安定した水道構築のための大きな要素である水量の確保に関しては、ビジョンで掲げた実現化方策に沿った進捗

状況となっています。しかし、自然環境や社会環境の激変により、これまでの供給水量確保のビジョンに加え 

持続可能で良質な水質確保のビジョンを示す必要があります。宮古島地下水研究会は、以下の提案を行います。 

 

                       記 

 

１．頻用されている農薬を把握し、予防原則に則り、これらの農薬の水質モニタリングを追加する必要がありま

す。特に、使用が急激に増加しているネオニコチノイド系農薬の水質モニタリングが必要です。 

安全・良質の水道水の供給、すなわち水質に関して、原水及び浄水水質モニタリングが定期的に行われ結果の 

公表も確実に行われています。標準的な農薬測定 22 項目に加え、一番使用されているフィブロニルが定期的に

測定されていることは評価できます。しかし、2 番目に供給量の多いネオニコチノイド系農薬が含まれていませ

ん。ネオニコチノイド系農薬は、小児の「自閉症スペクトラム障害」を始め、各種疾患発症との関連が報告され

ています。EU では、クロチアニジンやイミダクロプリドは既に禁止されており（表１）、その他の多くが予防的

に禁止の方向です。一方、日本では規制がなくむしろ増加しています。 

私たちは、県下で初めてとなる地下水中ネオニコチノイド系農薬の濃度測定を、デトックス・プロジェクト・

ジャパンと共同調査で行いました。その結果、10 か所中、下里の水道水を含む 8 か所で、微量ながらネオニコチ

ノイド系農薬が検出されました（表 2．図８．）。農薬の地下水への広汎な浸透が危惧されます。 

県下で最も農薬が使用されている宮古島市では、これまでの硝酸性窒素濃度の重点監視に加え、頻用されて 

いる農薬を把握し、予防原則に則りこれらの農薬の水質モニタリングを適宜追加する必要があります。 

 

２．水安全計画による水質危機マニュアルを公表すべきです。もし、作成されていなければ地下水審議会で 

総合的に検討すべきです。 

現在、上水道原水、地下ダム地下水それ以外の地下水と管理主体が異なっています。唯一の水資源であり公水

である地下水や上水道原水の水質の持続可能な保全を実現する為には、地下水審議会・学術部会で、宮古島市 

全域の地下水の水質に関する安全計画と水質危機マニュアルの作成を検討すべきです。更に、ステークホルダー

が一堂に会した総合的協働的地下水ガバナンスが必要です。従来は、地下水硝酸性窒素濃度増加がモニタリング

の主体でした。しかし、現在、化学農薬や自衛隊施設由来の多量排水中に微量ながら含まれる鉛などの重金属、

界面活性剤等の環境化学物質による複合汚染が生じやすい環境にあります。生命や健康影響に直結する水道水の

水質に関しては、リスクの未然回避を原則とし予防原則に則った危機管理が必要です。 

 



【参考資料】 

〇平成 25 年度農薬販売量 

「平成 26 年度宮古島市地下水水質保全調査報告書」の報告を最後に、農薬の種別供給量及び原体量は公表 

されていない。宮古島市の平成 25 年度農薬販売量は、県全体の２４％を占める（図１．）。 

        

 

〇宮古島市有機リン系農薬供給量の推移 

有機リン系農薬は、耐性問題や毒性の問題から、使用が年々減少している。2019 年の時点でスミバッサを 

主体として年間約 8 トン供給されている（図２．）。 

   

 

 

〇ネオニコチノイド系農薬年間供給量 

ネオニコチノイド系農薬は、水溶性・浸透移行性・残効性に優れていることから、従来の有機リン系殺虫剤に

代わり頻用されており年間約 15 トンが供給されている。県年間販売量の 13％を占めている。今後も使用が 

増加する可能性があり注視が必要である（図３．図４．）。 
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図３．ネオニコチノイド系農薬年間供給量 

     
図４．ネオニコチノイド系殺虫剤種別年間供給量 

     

 

〇有機リン系及びネオニコチノイド系農薬の供給量の推移 

従来害虫駆除のため有機リン系農薬が殺虫剤として広く使用されてきたが、病害虫が農薬に対する耐性を有し

てきたことや人体への毒性の問題から使用量が減少傾向にある。替わって使用が増加しているのがネオニコチノ

イド系農薬（殺虫剤）である。2019 年の時点で有機リン系農薬年間販売量 8 トンに対しネオニコチノイド系農

薬は 15 トンと約 2 倍である。ネオニコチノイド系農薬のうち、宮古島市ではクロチアニジン（製品名：ダント

ツ）が年間 10 トンと全体の三分の 2 を占める。一方、最も販売量の多い有機リン系農薬のスミバッサは年間 7

トンである（図 4．図５．）。 
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〇各国のネオニコチノイド系農薬使用禁止状況 

表１．各国のネオニコチノイド系農薬使用禁止状況（神奈川県環境科学センター調査研究部資料） 

 チアメト

キサム 

イミダク

ロプリド 

クロチア

ジニン 

アセタミ

プリド 

ジノテフ

ラン 

チアクロ

プリド 

ニテンピ

ラム 

フィブロ

ニル 

EU ×禁止 ×禁止 ×禁止 〇 ×未承認 〇 ×未承認 ×失効 

フランス ×禁止 ×禁止 ×禁止 ×禁止 ×未承認 ×禁止 ×未承認 ×禁止 

アメリカ ×禁止 ×禁止 ×禁止 〇 △新規 

登録禁止 

〇 ×未承認 〇 

日本 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 

〇フィブロニル年間供給量 

フィブロニルは、ネオニコチノイド系農薬と同様、水溶性・浸透移行性・残効性に優れているため殺虫剤と 

して特にさとうきびの株出し栽培に使用される。2007 年より販売が開始され 2013 年まで年間 200 トンと驚くべ

き大量に販売されていた。その後減少し現在、年間約 40 トンであるが、全国の出荷量の 6％、県内出荷量の 14％

を占め。宮古島市で最も販売量が多い（図６．）。 

      

 

〇除草剤グリホサートの年間供給量 

除草剤グリホサートは世界で最も使用されている農薬である。2013 年度までは、供給量は年間 1 トン未満で

推移していたが 2014 年以降は年間約 2 トンと倍増している（図７．）。宮古島の地下水はカルシウムやマグネシ

ウムを豊富に含む高度硬水でありグリホサートのキレート作用によりカルシウム等と結合し地下水に溶解して

いる可能性が高い。グリホサート単体を測定するための前処置等測定系の工夫が必要と思われる。 

図７．除草剤グリホサートの年間供給量 
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〇宮古島市地下水・水道水・農業用水ネオニコチノイド系農薬濃度 

平成 26 年度宮古島市地下水水質保全調査報告書（99 頁）農薬の分析結果で、平成 26 年 12 月 2 日測定に於い

て山川水源原水よりフィブロニル 0.000006mg/L と微量であるが検出された。その後も継続調査が行われており 

平成 28 年度宮古島市地下水モニタリング調査報告書（32 頁）の農薬分析結果で、3 か所でフィブロニルが 

検出された。咲田川湧水 0.00010mg/L(100ng/L)、嘉手苅湧水 0.00008mg/L(80ng/L)、狩俣ｽｶﾞﾐﾉｶﾞｰ

0.00007mg/L(70ng/L)であった。2020 年 10 月にデトックス・プロジェクト・ジャパンに依頼した地下水農薬 

濃度測定では、ネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンが 10 か所中 8 か所で検出され、山川湧水（ウプカー）

で 112ng/L、咲田川湧水痕跡、嘉手苅湧水 97、ｽｶﾞﾐﾉｶﾞｰ検出せず、伊良部フナハガー痕跡、上野アナガー痕跡、 

平良下里水道水痕跡、城辺ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ痕跡、下地ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ検出せず、農業排水路（更竹 C 井戸）痕跡となって 

いる。地下水への広範囲な浸透が示唆される。特に、水道水からの検出は衝撃的である（表２．図８．）。 

ジノテフランが山川湧水（ウプカー）と上野アナガーの 2 か所で検出された。以前頻用されていたが既に販売が

終了したジウロン（DCMU） が嘉手苅湧水、山川湧水、城辺ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰと 3 か所で検出されており、以前頻用 

された農薬濃度の追跡調査も必要である。 

表２．宮古島市地下水・水道水・農業用水ネオニコチノイド系農薬濃度(ng/L)  
 

ｸﾛﾁｱｼﾞﾆﾝ ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ 

宮古島市山川湧水 112 67 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

      咲田川湧水 痕跡（45） 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

   嘉手苅湧水 97 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

  狩俣ｽｶﾞﾐﾉｶﾞｰ 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

  伊良部ﾌﾅﾊｶﾞｰ 痕跡（29） 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

    上野ｱﾅｶﾞｰ 痕跡（39） 痕跡（35） 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

   平良水道水 痕跡（22） 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

  城辺ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 痕跡（28） 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

  下地ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

農業排水路更竹 C 井戸 痕跡（44） 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

※液体クロマトグラフ質量分析計にて測定；定量下限値 63ng/L 検出下限値 21ng/L 
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