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                               2021 年 5月１９日 

宮古島市市長 座喜味一幸殿 

                       宮古島地地下水研究会 共同代表 

                        前里和洋、新城隆一 友利直樹 

 

「令和元年・２年度エコアイランド宮古島推進計画」及び「エコアイランド宮古島宣言 2.0 ゴール（指標）

の設定について」における地下水保全に係る課題について、宮古島地下水研究会の意見を申し述べます。 

今後の改定の参考にしていただきたい。 

 

１． 本計画基準年である 2016 年度水道水源地硝酸態窒素濃度と水道事業統計年表浄水硝酸態窒素平均

濃度に大きな乖離があります。指標として最も重要な基準年の基礎値設定及び目標年度、目標数値

の見直しが必要です。 

推進計画第 1章―１地下水の保全（6頁）で、地下水水質指標として、水道水源地硝酸態窒素平均濃度を

基準年の平成 28 年度（2016 年度）5.05mg/L から 2030 年度目標 4.64mg/L としています。令和元年度

上下水道部水道事業年報 42頁、浄水水質の推移で示されている水道水源地原水・浄水の硝酸態窒素平均

濃度は、2016 年度袖山浄水系 4.68mg/L、加治道浄水系 4.68mg/L、両者平均 4.68mg/L、2019 年度袖山

浄水系 4.19mg/L、加治道浄水系 4.56mg/L、両者平均 4.38mg/L です。水道水源地原水中硝酸態窒素濃

度は、基準年である 2016 年度で、既に 2030 年度目標に到達しています。 

 

２． 推進計画では、2030 年度硝酸態窒素濃度目標を 4.64mg/L、宮古島宣言では 2050 年目標を 2.17mg 

とそれぞれ設定しています。どのような推計で決定したか根拠が明記されていません。硝酸態窒素削減

実行計画を具体的に進めていく上で、推定の根拠を明確にすべきです。 

1966 年琉球政府企画局による宮古島の全島的な 21 地点で採取された地下水中硝酸態窒素濃度平均値は

1.95mg/l でした。人間活動以外の自然循環由来の地下水硝酸態窒素濃度は約 1mg/l(年間窒素負荷量 159

トン)と推定しています（サンゴの島の地下水保全 94 頁 中西康博）。 

 

３．硝酸態窒素濃度目標値として、宮古島市全体の地下水濃度（水道水源地及びその他の地下水、地下 

ダム地下水）を指標として優先的に設定すべきです。 

宣言 2.0 の 6 頁、7 頁で硝酸態窒素濃度のメインの目標値を水道水源地とし、その他市街地エリア、農村

地帯、伊良部島に区分し各エリア目標値を設定しています。まだ、各流域間の地下水移動がまだ十分解明

されていません。まず、全体を評価し、その上で細部を検討する手順が妥当です。地下水への窒素負荷量

を考える場合は、島全体への窒素・硝酸態窒素負荷量、起源別寄与率それに基づく推定硝酸態窒素濃度を

算出し、目標値を設定する必要があります。まず、宮古島市全体その後宮古島本島及び伊良部島の地下水

硝酸性窒素濃度目標値と達成年度を検討すべきです。 

 

４．目標値の科学的根拠となる基準年である 2016年度の窒素・硝酸態窒素負荷量の起源別寄与率を早急

に調査・分析・決定すべきです。寄与率の算定は２年に１回行うべきです。 

 地下水質のモニタリング調査は毎年実施しているものの、窒素負荷量の起源別寄与率のデータは 1998 
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年のものであり 20 年以上経過しています。基準年での窒素起源別寄与率のデータなしには、水質改善の 

要因・現状分析・将来の見通し等、具体的削減計画を実効性のあるものにできません。継続して行って 

いる既存のデータを使用すれば、硝酸態窒素負荷量の起源別負荷率を算出するのは難しいものではあり 

ません。早急に算出すべきです。令和２年度版推進計画 9頁で、10年スパンで行うとしています。降水 

の地下水への浸透が約 7年と言われており、地下水汚染の予防原則から考えると窒素負荷量や起源別 

負荷量は２年のスパンで算出するのが適正と考えます。基礎資料がそろっていれば毎年でも可能です。 

 

５．令和元年・２年度エコアイランド推進計画の 2030 年度硝酸態窒素濃度目標値は既に達成されていま

す。地下水硝酸態窒素濃度は、１９６０年代の 1.95mg/l を 2035 年度達成目標とすべきです。更に 

2050 年度目標は、森林率を増加させ、人為的な影響がほとんどない自然循環負荷のみの 1.0mg/l 

未満とすべきです。新たな目標値・目標年実現に向けての具体的対策が必要です。 

 令和元年・２年度エコアイランド宮古島推進計画で、硝酸態窒素削減のための対策を示しています（6

〜9頁）。生活排水、農業、畜産業に対する対策を立案しています。方向性はよいですが、目標達成の 

ための成果目標設定や実績評価、予算措置が不十分であり、達成目標年度までのロードマップが描き切

れていません。成果目標の見直し、実績評価の次年度対策へのフィードバック、強力な予算処置の裏付が

目標達成のために必要です。関連各課横断的および専門家、農業従事者による硝酸性窒素削減対策協議

会を早急に設置し、目標達成可能な実行計画を策定する必要があります。窒素負荷量の削減効果は約 7年

後に現れます。2021 年度を基準年とし、7 年後に地下水窒素負荷量を削減目標値まで達成すれば、2035

年度までには地下水硝酸性窒素濃度を 1.95mg/l が達成可能となります。最も根本となるデータは、地下

水窒素負荷量起源別寄与調査です。令和 2 年度予算で 1160 万円の予算が計上されており、調査結果の速

やかな公表を要望します。 

 

６．地下水保全の目標として、化学農薬等の環境化学物質や鉛などの有害重金属による地下水汚染の 

未然防止を掲げ、積極的にモニタリング調査を行う必要があります。化学農薬に依存しない総合的害虫

管理の取り組み開始も明記すべきです。 

現在、最も地下水汚染のリスクが高まっているのが化学農薬等の環境化学物質や鉛などの重金属です。

宮古島市は単位面積当たりの化学農薬の使用量が、全国で一番多いと言っても過言ではありません。 

EU を中心にヒトへの健康リスクが懸念されています。既に、過去 4回ほど水源原水を含む 4 か所の地下

水から微量ですが浸透性農薬のフィブロニルが検出されています。EU ではほとんどが禁止されている 

ネオニコチノイド系殺虫剤の納入量がこの数年、急激に増加しています。昨年、私たちは、デトックス・

プロジェクト・ジャパンとの共同調査で、10 か所の地下水中ネオニコチノイド系農薬濃度を測定しまし

た。その結果水道水を含む 8 か所で微量ながら検出されました。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」の発症リスクの懸念があります。早急に総合的害虫管理の取り組みを開始

するとともに、汎用されている化学農薬の積極的なモニタリング調査を開始すべきです。 

 大規模な自衛隊駐屯施設からは、大量の排水が排出されます。現在の排水浄化処理のみでは、有害 

重金属や化学物質の除去は困難です。排水中のこれらの物質のモニタリング体制を強化すべきです。 
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私たちは既存のデータを基に、様々な推定を試みました。 

【起源別窒素負荷量及び負荷率の推定】 

硝酸態窒素負荷量の起源別負荷率を算出する為の手順を以下に示します。 

 

① 土壌から地下水への窒素負荷源となっている生活排水由来（A）、化学肥料由来（B）、家畜し尿由来

（C）そして自然循環窒素由来（D）の窒素負荷量を原単位法に基づいて各々算出する。 

 

土壌から地下水への窒素負荷量（L） 

＝生活排水由来窒素負荷量（A）＋化学肥料由来窒素負荷量（B）＋家畜し尿由来窒素負荷量（C） 

 ＋自然循環窒素負荷量（D:157 トン） 

各々の起源別負荷率（％）は、A÷L×100、B÷L×100、C÷L×100、D÷L×100 で算出できる。 

 

②窒素は土壌中で硝化され硝酸態窒素として地下水に浸透していく。この割合を溶脱率という。 

中西らの報告では、生活排水溶脱率(a)=0.69、化学肥料溶脱率(b)=0.4、家畜し尿溶脱率(c)=0.44 

です。各々の窒素負荷量に溶脱率をそれぞれ乗ずると地下水中硝酸態窒素負荷量を算出できます。 

 

  地下水中硝酸態窒素負荷量（N）=0.69A+0.4B+0.44C+D 

   

② 推定地下水硝酸態窒素濃度は、地下水中硝酸態窒素量を年間地下水涵養量で除すれば算出できます。

ただし地下水として浸透していく割合は 40％です。 

  推定地下水硝酸性窒素濃度＝硝酸態窒素負荷量（N）÷年間地下水浸透量 

     年間地下水浸透量＝年間地下水涵養量×0.4（地下水への浸透割合） 

     年間地下水涵養量＝年間降水量×宮古島市の面積 

   

平成 25 年〜28 年度のデータを用いて、宮古島市の推定起源別窒素負荷量及び地下水硝酸性窒素濃度を

上記の計算式を用いて算出しました。 

 

１．自然起源地下水硝酸性窒素負荷量（D）：159トン（㎥）。 

1998 年宮古島の地下水への年間自然循環窒素負荷量 159 トン【負荷起源別寄与率 16.6％：1.1mg/L】 

を自然循環由来窒素としました。 (サンゴの島の地下水保全：宮古島地下水水質保全協議会 10周年 

記念誌 中西康博等 2002 年 104 頁表Ⅴ-9） 

 

２．生活排水由来地下水硝酸性窒素負荷量（A）：21トン（㎥） 

 1998 年の生活排水由来寄与率 16.4％は、下水道処理施設の使用が開始されたばかりであり、大部分

が汲み取り槽か単独浄化槽処理でした。その後下水道施設処理の増加があり、平成 28 年度人口 54,260

人のうち汚水処理人口普及率 3２％（1 万 7 千人）、汚水処理未普及人口 68％（3 万７千人）となってい

ます。しかし通常型合併浄化槽では窒素は除去できず処理水は、土壌に放流されます。従って、窒素処理
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に関していえば、合併浄化槽も窒素汚水未処理人口となります。これで改めて窒素含有汚水未処理人口

は 4万３千人となります（宮古島市一般廃棄物処理計画：後期計画 2018 年 3月、60 頁表 3-9）。 

し尿由来窒素（9g/人・日）は殆どがし尿汚泥として下水道施設で最終処理され、海に放流されます。 

従って島内地下水への窒素負荷はありません。一方、４万３千人の生活雑排水窒素含有排水・処理水は、

1 日 1人当たり 2g の窒素を含有しており、43,000(人)×2(g/人・日)×365（日）＝31,390kgとなり、 

年間 31トンが土壌への窒素負荷となります。溶脱率 0.69 を乗じると、年間約 21 トンの窒素が地下水に

負荷されます。1998 年の年間 157 トンに対し 8 分の 1に減少しています。 

生活排水由来窒素負荷削減対策において、通常型合併浄化槽では窒素は除去できない為、いかに下水道

処理の普及が大事かを物語っています。 

 

３．化学肥料由来地下水硝酸性窒素負荷量（B）：年間 300 トン（㎥） 

平成 25年度肥料由来年間窒素量 1158.6 トン、内化学肥料由来年間窒素量＝749トン（平成 26年度 

宮古島市地下水保全調査報告書 121 ページ 表 5－9－1） 

平成 25年度年間地下水中窒素（硝酸性窒素）負荷量＝749 トン×溶脱率 0.4＝299.6 トン 

 

４．家畜し尿由来地下水硝酸性窒素負荷量（C）：①253 トン、②113 トン、③200 トン 

平成 25年度肉用牛飼育頭数 11,386 頭、肉用牛糞尿に含まれる窒素量 138g/頭/日 

肉用牛し尿に含まれる窒素量＝138×11386×365＝573,513kg（約 574 トン） 

家畜し尿地下水窒素負荷量＝574 トン×0.44（溶脱率）＝253 トン（平成 26 年度宮古島市地下水保全 

調査報告書 117 ページ表 5－5、118 ページ表 5－7） 

① 糞尿が適切な処理を受けずすべて直接地下浸透したと仮定した場合：253 トン‐シミュレーション① 

 

② 肉用牛糞尿不適切処理 47％の場合の地下水硝酸性窒素負荷量：113 トン‐シミュレーション② 

島嶼地域におけるバイオマスの農業への利活用の可能性（沖縄農業、第 42巻、第 1 号 2008）を基に

地下水硝酸性窒素負荷量を推定した。 

畜産農家 144 戸のうち、野積みや素掘り等家畜糞尿処理を適切に行っていない農家 68戸（４７％）で

あり、野積みが２５％であった。全畜産農家 630 戸であり、調査対象はこの 22％に相当する。 

平成３０年の宮古農林水産振興センター家畜保健衛生課資料によれば、肉用牛飼養農家は 730 戸で、

飼育頭数は 10,590 頭、10 頭未満を飼育する畜産農家が 17％で、10頭以上が 83％となっている。 

１）家畜し尿を野積み等不適切処理が 47％の場合の肉用牛排泄物中窒素量＝257 トン 

（年間牛糞尿排せつ量 8万３千トン－資源リサイクルセンター搬入分 5000 トン）×0.47=36660 トン 

牛糞の窒素含有量 0.7％とすると、約 257 トンの窒素が土壌に負荷される。 

溶脱率 0.44 とすると、年間 113 トンの硝酸性窒素が地下水に負荷される。 

 

年間地下水硝酸性窒素負荷量(N)＝21+300+253+159=733 トン・・・① 

21+300+113+159=593 トン・・・② 
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５．年間平均降水量：20,000 ㎜（R）でそのうち４０％が地下水になるとされている。 

宮古島本島面積（M1）159 ㎢、伊良部島面積（M2）29 ㎢：合計 188 ㎢ 

年間地下水涵養量（F）＝188×10⁶㎡×2m×0.4＝1億 5040 万㎥（kl=トン） 

宮古島本島（F1）＝1億 2720 万㎥   伊良部島（F2）2320 万㎥ 

 

６．宮古島市推定地下水硝酸性窒素濃度（G）=地下水硝酸性窒素負荷量（N）÷年間地下水涵養量（F） 

  １）593000kg÷１50000000kl＝0.00396kg/kl=0.00396g/l=3.96mg/l 

２） 733000kg÷150000000kl=4.89mg/l 

〇シミュレーション①用いた場合：推定地下水中硝酸性窒素濃度＝4.89mg/l 

〇シミュレーション②を用いた場合：推定地下水中硝酸性窒素濃度＝3.96mg/l 

〇平成 31 年度実測地下水中硝酸性窒素濃度＝4.39mg/l 

田代豊等（水循環学会誌 24 巻 11 号 2001 年）によれば、負荷された硝酸イオンが地表から地下

水面に達するのにおよそ 7 年かかるとしています。すなわち 2013 年の窒素負荷量を基にした硝酸態 

窒素濃度が反映するのはおよそ 7年後の 2020 年となります。 

2020 年度のデータがまだ公表されていないので、2019 年度の 23 か所の実測地下水硝酸性窒素濃度平均

値は 4.39mg/l（平成 31 年度宮古島地下水モニタリング調査報告書 11 頁 表 2-2）を実測値として用

います。 ①、②の推定値の中間に近い値となっています。2019 年度の硝酸性窒素濃度から肉用牛 

地下水窒素負荷量を逆算すると、年間 200 トンとなります。これをもとにすると平成 25 年時点で、肉用

牛糞尿の適正処理は 23％と推定されます。このシミュレーションでは、肉用牛推定地下水窒素負荷量が

不確定要素となっています。最近の肉用牛窒素負荷量の正確なデータが必要です。 

シミュレーション別地下水窒素負荷源別割合を図１〜2 に示します。 

 

図１．シミュレーション①負荷源別割合（％）  図２．シミュレーション②負荷源別割合（％） 

 

2013 年度の地下水窒素負荷量を反映していると想定される 2019 年度の硝酸性窒素濃度実測値から 

割り出した家畜し尿負荷量 200 トンとし起源別負荷量および寄与率を 1998 年度と比較しました（表１． 

図３，図 4）。 
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表１．1998 年度と 2013 年度の地下水への窒素負荷量の起源別の量と寄与率の比較 
 

1998 年度窒素負荷量（トン） 2013 年度窒素負荷量（トン） 

生活排水 157 21 

化学肥料 342 300 

家畜し尿 302 200 

自然循環 159 159 

合計 960 680 

 

図 3．1998 年度地下水窒素負荷起源別寄与率   図４．2013 年度地下水窒素負荷起源別寄与率 

  

1998年度（平成 10年）と 2013 年度（平成 25 年）の負荷源別地下水窒素負荷量のうち、生活排水 

由来は、下水道整備に伴い１６％から 3％に激減しています。化学肥料は絶対量は減ってきていますが、

寄与率は 36％から 45％と増加している。家畜し尿も絶対量は減少している。寄与率は 31％から 29％に

微減しているが、依然として約 3割を占めている。農業由来の窒素負荷が約 75％占めている 

（表１．図３、図４）。 

農業由来地下水窒素負荷総量を減少させるためには、やはり化学肥料由来の大部分を占める高度化成

肥料使用を削減し（資料の表 3、図 5、図６）耕畜循環をうまく利用した窒素負荷量の少ない肉用牛堆肥

などの有機肥料への転換を積極的に進めていくべきです。 

 

【伊良部島の起源別窒素負荷量および推定硝酸性窒素濃度】 

 伊良部島は現在最も地下水硝酸態窒素濃度の高い地域であり、平成 31 年度地下水モニタリング調査 

報告書によれば、伊良部フナハガーの濃度は 8.85mg/l と依然として高い値を示している。 

これまで、伊良部島に限定した起源別窒素負荷量や推定硝酸性窒素濃度を算出したデータはない。 

平成 25年度伊良部島の年間地下水窒素負荷量と硝酸性窒素濃度の推定を試みる。 

伊良部島：面積 29㎢ 人口：5200 人、年間降水量 2,000mm 

１． 化学肥料由来窒素量：176.2 トン 溶脱率 0.4とすると 

地下水窒素負荷量=176.2×0.4=70.5 トン・・・１） 

16%

36%31%

17%

1998年度

生活排水

化学肥料

家畜し尿

自然循環

3%

45%

29%

23%

2013年度

生活排水

化学肥料

家畜し尿

自然循環
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（平成 26 年度宮古島市地下水水質保全調査報告書 122 頁表 5－9－1 より算出） 

２． 肉用牛由来窒素量＝138g/頭/日×301 頭×365 日＝15,161 ㎏＝15トン 溶脱率 0.44 とすると 

地下水窒素負荷量＝15×0.44＝6.6 トン・・・２） 

適正処理率が不明なので、糞尿全量が土壌に負荷されるものとした。 

（平成 30 年度宮古農林水産振興センター家畜衛生課資料を参考） 

 

３． 生活排水由来窒素量：通常型合併浄化槽の普及率が不明なため、未処理率 100％とする。 

し尿を含む生活排水中窒素量＝11g/人/日×5200 人×365 日＝20,878＝20.9 トン 

溶脱率＝0.69 とすると 

地下水窒素負荷量＝21×0.69=14.5 トン・・・３） 

 

４． 自然循環由来窒素量 

伊良部島の面積は宮古島市面積の約 15％であり、 

自然循環由来＝159×0.15＝28，9 トン・・・４） 

 

年間地下水窒素負荷量＝70.5＋6.6＋14.5＋28.9＝120.5 トン・・・５） 

年間地下水涵養量（伊良部島）2320 万㎥ 

推定地下水硝酸性窒素濃度＝120500㎏÷23200000kl=5.19mg/L・・・６） 

6 年後の平成 31 年の実測値は伊良部フハナガーでしか測定されておらず、8.85mg/l と予測値に対し 

かなり高い値です（平成 31年度宮古島市地下水モニタリング調査報告書 11頁表 2-2）。平成 2４年度 

宮古島伊良部の５か所の採水井戸の平均硝酸性窒素濃度は、8.23mg/l（平成 26 年度宮古島市地下水水質

保全調査報告書 82 頁表 4-5）であり、予測値に比べ非常に高い。 

何故、伊良部島では、窒素負荷量に比べ実測値が高いのか早急に原因究明する必要があります。 

なぜなら、今後従来の伊良部水源井戸の再利用を計画しているからです。 

窒素負荷源別寄与率（図 5）と高度化成肥料年間販売量に地域別販売量比較（図６）を示します。 

図５．窒素負荷源別寄与率            図６．高度化成肥料地域別年間販売量（トン） 

 
伊良部島の地下水窒素負荷の 6 割を化学肥料が占めており、高度化成肥料が、宮古島本島の 67％となっ

ています（図 5，6）。狭い耕作面積の中で、多量に使用されており、地下水硝酸性窒素濃度を増加に大き

12%

59%

5%

24%
生活排水

化学肥料

家畜し尿

自然循環

3700.6

1360

2843.9

905.4

平成9年度 平成25年度

宮古島本島 伊良部島
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く寄与しています。高度化成肥料から緩効性肥料への変更、有機肥料への転換を早急に進める必要があ

ります。 

【宮古島市の地下水中硝酸性窒素濃度目標値 1.95mg/l を達成するための方法】 

目標値 1.95mg/l を達成するためには、自然循環由来窒素相当分 1.06mg/l を除いた 0.9mg/l 相当の 

窒素負荷量を減らせなければなりません。これに相当する地下水窒素負荷量は 136 トンです。 

生活排水由来 21トンを差し引くと農業由来の 113 トンとなります。 

肉用牛糞尿排泄量年間 8 万 3 千トンで、適正処理率 80％を達成し 1 万 4 千トンを資源リサイクルセン

ターに搬入する。20%の不適切処理分約 1万 6 千 600 トンが土壌に直接負荷されます。 

窒素含有率 0.7％とすると窒素負荷量＝116 トンとなります。 溶脱率 0.44 とすると地下水窒素負荷量

51 トンで硝酸性窒素濃度を 0.34mg/l 押し上げます。目標値 1.95mg/l を達成するためには、化学肥料 

地下水窒素負荷量を 113－51=62 トンまで減らす必要があります（表２）。溶脱率を平均 0.4 と考えると

土壌への年間窒素負荷量は 155 トンとなります。高度化成肥料窒素含有率 14％とすると 1100 トンの 

製品量に相当します. 

平成 26年度宮古島市地下水水質保全調査報告書 123 頁を参考に、宮古島市の年間必要肥料量を約 1万ト

ン、化学肥料 4000 トン、有機肥料 3500 トンとします。高度化成肥料を 1000 トンに減らし有機肥料を

3000 トン増やし 6500 トンにすればよいのです。 

現在資源リサイクルセンターへの年間肉用牛糞尿搬入量を 1 万 4千トンとし、現在の供給量の 3倍に 

当る堆肥 7 千トンを供給すればよいのです。 

目標を達成するための、窒素負荷源別地下水窒素負荷量及び寄与率、硝酸態窒素濃度推定値を以下に示

します（表２．）。 

表２．目標値を達成する為の、負荷源別地下水窒素負荷量 

窒素負荷源 地下水窒素負荷量（トン） 寄与率（％） 硝酸性窒素反映量(mg/l) 

自然循環由来 159 54.2 1.06 

生活排水由来 21 7.2 0.14 

化学肥料由来  62 21.2 0.41 

家畜糞尿由来  51 17.4 0.34 

合計 293 100 1.95 

次に、伊良部島について検討します。現在濃度の高い伊良部島の地下水硝酸性窒素濃度を現状の

4,39mg/l まで下げるには、推定値 6.81mg/l から 2.42mg/l 低下させる必要があります。化学肥料由来 

地下水窒素負荷量 108 トンとすると、硝酸態窒素濃度 4.66mg/l に相当します。目標達成のための化学 

肥料由来地下水窒素負荷量は 57 トンとなります。溶脱率 0.4 を除すると 142.5 トンが土壌窒素負荷量と

なります。高度化成化学肥料の窒素含有率 14％とすると製品量約 1000 トンに相当します。伊良部島で

は、年間９００トンの高度化成化学肥料（資料図９）をすべて有機肥料に変更しない限り、現在の宮古島

市全体の硝酸性窒素濃度 4.39mg/l は達成できないことになります。なぜ、窒素負荷量から想定される 

推定硝酸性窒素濃度よりも実測値が 3mg/l も高いのか、早期に専門家による原因究明を行う必要があり

ます。 

宮古島市全体を考える場合、バイオー燐などの有機肥料の生産・供給能力を現在の１５０トンから千
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トン単位に拡大すれば、肥料をすべて有機肥料に変換することも可能ではないでしょうか。耕畜循環有

機農業の完成です。 

更に、森林率増加、下水道接続率の向上、大規模施設の高度処理合併浄化槽設置の推進が進めば、自然 

循環由来の窒素負荷のみとなり、硝酸性窒素濃度 1.06mg/Lまでの削減も可能となります。 

 

【目標達成のための実行計画とその評価】 

 令和元年・2 年度エコアイランド宮古島推進計画（5〜8 頁）で、硝酸態窒素削減のための対策を示し

ています（表 3〜８）。 

目標達成のための、基準年度近傍の起源別窒素負荷量がわかりました。次は、どのような実行計画で実現

するかです。窒素負荷量の削減効果は約 7 年後に現れます。2021 年度を基準年とし、7 年後に削減目標

値まで達成すれば、2034年度までには地下水硝酸性窒素濃度 1.95mg/l が達成可能となります。 

行政の関係各課横断的連携および専門家、農業従事者による硝酸性窒素削減対策協議会を早急に設置し、

目標達成の為の実行計画を策定する必要があります。 

 

まず、生活排水対策について検討します（表３．）。 

表３．生活排水対策：公共下水道加入促進事業（下水道課） 

事業内容 公共下水道加入率の向上を目的に、接続工事に係る県の補助制度（50％）を 

活用し、市としても補助制度を構築することで、接続工事の負担軽減を図る。 

R2 年は予算確保に向けた調整を行う。 

事業費 R2,R3 年ともに事務費 補助等なし 

成果目標 250 世帯/年の加入を目指す。    予算措置を確実に行い継続する。         

実績評価 H30 年開始世帯数：151 世帯 ※補助金交付要綱案は作成したが、R2 年度予算

について、県の補助金を含めて確保できなかった。 

SDGｓとの関連 目標 6：安全な水とトイレを世界中に 11：住み続けられる都市づくり 

※令和 2年度版には、平成 31 年度、令和元年度の実績評価の項目が削除されています。全く実績がなか

ったのでしょうか。確認が必要です。新たに SDGｓとの関連の項目が追加されています。 

仮に年間 250 世帯が加入すると、7年後には 1,750 世帯となります。1世帯人数平均、1.94 人とすると 

汚水衛生処理人口は平成 28年度の 8,666 人から 3395 人増加して、12061 人となります。汚水処理人口 

普及率は平成 28年度の 16.1％から 21.9％に増加します。これにより生活排水由来地下水窒素は 21 トン

から 7.6 トン減少し 13.4 トンとなり硝酸性窒素濃度 0.09mg/l に相当します。硝酸性窒素濃度削減効果

は、0.05mg/l となります。 

しかし、現実的には平成 30 年度の実績が 150 戸であり、令和 2年度は県の補助予算が見込めず頓挫して

います。宮古島市循環社会形成推進地域計画（第 2 期）沖縄下水道等整備構想（2016 年）では、平成 31

年度の目標値（予測値）として、汚水処理人口普及率を 30.8％とし、汚水衛生処理人口を 16,764 人とし

ています。市は、県と交渉し構想に沿った補助を獲得し、現在の成果目標を達成すべきです。 
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次に家畜し尿対策（表４．）について検討します。 

表４．家畜し尿対策：堆肥盤設置補助事業（畜産課） 

事業内容 家畜排せつ物の適正管理対策として堆肥盤の設置に対し補助金を交付し、地下

水の保全を図る 

事業費 R2 年度 500 千円、R3 年度 500 千円 補助等なし 

成果目標 水質汚濁防止 周辺の環境保全対策    家畜し尿適正処理率８０％            

 実績評価 平成 30 年度圃場実績１件 

農家の費用負担が大きいことから、対策を検討する。 

関係者の役割 畜産農家による設置を促進する。 

SDGｓとの関連 目標６及び 14 

※現状の法規制においては、10頭以上の畜舎には設置義務があるが設置していない農家も多い。 

令和 2 年度版ではＨ31 年度、令和元年度の実績評価項目が欠落しています。実績があればきちんと記

載すべきです。 

平成 30年度肉用牛飼養農家総数 730 戸で、10頭未満の小規模飼養農家が 372 戸数（51％）と半数を 

占めています。一方、法的に糞尿の適正処理が規定されている 10頭以上の家畜飼養農家は、全飼育頭 

1 万 590 頭の 8 割を飼育しています（令和 1 年度県農業関係統計）。 

最も重要な問題は、家畜し尿適正処理の実態調査の結果がないことです。2008 年の沖縄農業（第 42巻、

第 1号）の報告によれば、全畜産農家の 22％にあたる 144 戸で調査を行い、野積や素掘りなど家畜し尿

を適正に処理していない農家は６８戸（47％）もあると報告しています。現在 730 戸の肉用牛飼養農家

があります。適正処理率がどの程度か早急に実態調査する必要があります。全頭数の約 8 割の肉用牛を

飼育し大量のし尿を排泄する 10 頭以上飼養農家では、法的に適正処理が求められています。以前の 20

〜47％の適正処理率を少なくとも 8 割にする施策が必要です。10 頭以上 30 頭未満の飼育農家は 289 戸

（39.5％）を占めており、これらの農家へ法的に義務付けられている堆肥盤等設置の必要性の啓蒙および

設置のための費用補助を強力にすべきです。成果目標は当然、適正処理率 80％とすべきです。現状では

実態がわからないので、2006 年の 50％から 7 年間で 30％増加を目標とする。年間 4.3％（31 件）の増

加目標となります。 

次に農業に関する対策（表 5〜8）について検討します。 

「農業に関する対策として、農地の地力増強や緩効性肥料の使用により即効性化学肥料の使用量を抑制 

することが有効であることから、堆肥、有機肥料、緑肥、緩効性肥料等の利用を促進する。」 

 

表５．資源リサイクルセンター運営事業（農村整備課） 

事業内容 市内における家畜排せつ物や下水汚泥等の有機性廃棄物を発酵し完熟堆肥とし

て指定業者から農家等に販売する。地力増強による農家所得向上とともに、化学

肥料使用抑制による地下水保全に繋げる。 

事業費  R2,R３年度   ― 補助等― 

成果目標 計画処理量 9,410 トン/年     14,000 トン/年           

実績評価 平成 30 年度受入実績 5,311 トン/年、販売実績 2,201 トン/年 
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牛糞の搬入が減少。原料確保に向けて関係機関と調整する。 

関係者の役割 指定管理者が運営。地下水保全、農業振興など様々な役割を果たす重要な施設で

あることから、市は原料を効率的に確保するため、関係機関との調整を図る。 

施設の稼働から 13 年が経過しているため、重機及び設備の老朽化が懸念される。 

施設が効率よくリサイクルとして稼働するよう設備の維持管理に努める。 

SDGｓとの関連 ゴール目標６，１２，１４ 

令和 2 年度版では、平成 31年度、令和元年度の実績評価項目が欠落しています。年間約８万トンの肉牛

糞尿を有効に原料として活用するためには畜耕連携を円滑にするための施策が必要です。 

１０頭以上の肉牛を飼育する畜産農家や耕作兼用農家から余剰の肉牛糞尿のリサイクルセンターへの原

料運搬費用の市負担や肉用牛糞尿提供農家に対しては、糞尿適正処理のための堆肥盤設置の補助率を上

げるなどのインセンティブを付与します。市は、指定管理業者に対して、老朽化した設備の改修や製品 

大幅増産のための設備投資補助を積極に行う必要があります。 

持続可能な農業のためには、現在の化学肥料優先から堆肥などの有機肥料への転換がどうしても必要 

です。資源に乏しい島嶼地域では、畜産農家と耕作農家が連携した耕畜循環型農業の構築がどうしても

必要です。地下水硝酸性窒素濃度を半減するためには、畜産農家や耕作農家への有機農業への転換の 

必要性の教育や啓もうおよびインセンティブ付与が必要であり、行政特に首長の積極的リーダーシップ

が必要です。 

 

表６．有機肥料購入補助事業（農政課） 

事業内容 土作りを推進するため有機肥料購入に対する助成を行い、地下水への影響が小さ

い肥料としての有機肥料の普及を図る。（さとうきび（夏植、春植）、園芸作物用 

事業費 R2 年度 12,815 千円、R3年度 12,650 千円 補助等無 

成果目標 有機肥料の普及拡大      80〜100％の普及率を目指す             

実績評価 H30 補助実績（夏植）：52,503 袋（1,050 トン）、6,003,612 円 

  補助実績（春植）：40,130 袋（802 トン）、 4,469,889 円 

  補助実績（園芸用）8,585 袋（171 トン）、 1,848,348 円 

関係者の役割 農家による利用を促進する。 

SDGｓとの関連 ゴール目標 6，14 

令和 2 年度版では、平成 31年度、令和元年度の実績評価項目が欠落しています。 

島嶼型循環農業を推進するためには、島外からの有機肥料の購入と地元の資源リサイクルセンター堆肥

製品活用のベストミックスを考える必要があります。将来的には資源リサイクルセンターの堆肥増産体

制を整備し、島内主体に切り替えるために島内製品への補助率をアップするなどのインセンティブ付与

も必要と考えます。 
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表７．緩効性肥料購入補助事業（農政課） 

事業内容 さとうきび生産振興を図り、農家所得の向上に資するため、肥料を購入した者

に対し、補助金を交付する。地下水への影響が少ない緩効性肥料の普及を図る。 

事業費 Ｒ２年度 6,209千円 令和 3年度 5,500 千円 補助等無 

成果目標 緩効性肥料の普及拡大    有機肥料が活用できない場合に使用する。                  

実績評価 H30 補助実績（春植え用）：9,895 袋（198 トン） 5,491,725 円 

株だし面積が増えているため、春植え用は減少傾向。株出しは速効性肥料が使

われやすい（除草作業のコストが大きいことも要因） 

関係者の役割 農家による利用を促進する。 

ＳＤＧｓとの関連 ゴール目標 6，14 

令和 2 年度版では、平成 31年度、令和元年度の実績評価項目が欠落しています。 

緩効性化学肥料は、有機肥料がどうしても使用できない場合に限定すべきです。緩効性化学肥料への 

補助金を有機肥料転換への補助に向けるべきです。 

 

表８．緑肥種子購入補助事業（農政課） 

事業内容 さとうきび生産振興を図り、農家所得の向上に資するために、緑肥の種子を購

入した者に対し、補助金を交付する。地下水への影響が小さい肥料としての 

緑肥の普及を図る 

R2 事業費 1,076 千円   補助等無 

成果目標 緑肥の普及拡大    さとうきび新植増加割合に対応した目標を設定する。          

実績評価 H30 補助実績：7,425kg 989,315 円 

株出しが増えているため、補助実績は減少傾向。春植え株出しを推奨してきた

が、今後は、新植の推進を図る。 

関係者の役割 農家による利用を促進する。 

令和 2 年度版では、緑肥種子購入補助事業そのものが削除されている。 

緑肥は土力回復や地下水への硝酸性窒素やリンの負荷削減に有効であり、さとうきび株出しから 

新植主体に移行しており、緑肥の普及拡大は積極的に行う必要があります。 

 

森林保全対策（表９．）を示す。 

表９．森林保全対策：森林環境保全直接支援事業（みどり推進課） 

事業内容 流域における水源涵養機能、又は山地災害防止機能の維持管理を図るための森

林施設及びこれに必要な路網整備を行う。 

R2・R3 年度事業費 R2 年度 117,002 千円、R3 年度 123,442 千円 補助等有 

成果目標 水源涵養、山地災害防止機能発揮のための森林整備  5h/年の新規植林           

実績評価 H30 人工造林（新植）面積 4.0ha 保育（施肥や下刈り等）面積 169.63ha 

H29 人工造林（新植）面積 2.0ha 保育（施肥や下刈り等）面積 189.46ha 

H28 人工造林（新植）面積 2.0ha 保育（施肥や下刈り等）面積 191.7ha 
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関係者の役割 市の事業として推進する。 

SDGｓとの関連 ゴール目標 6，14，15 

令和 2 年度版では、実績評価項目がなく、H31年度、R1 年の進捗状況が把握できない。 

自然循環由来窒素を削減するためには、森林の多面的機能の１つである硝酸性窒素の吸収機能が必要

です。森林率を１９６０年代の３０％に戻すための積極的植林が必要です。 

 

最後に、実態把握のための地下水質モニタリング・窒素負荷量の起源別寄与率調査について検討します。

（表 10，11）。 

表 10 令和元年・2年度地下水モニタリング調査（環境衛生課） 

事業内容 地下水の各流域において、モニタリング調査を行い、流域ごとの地下水質を 

把握する 

事業費 R2 年度 5,162 千円、R3年度 4,652 千円 補助等なし 

成果目標 地下水質の把握 

実績評価 H30 年度：地下水位（7か所・6回）、水質項目（22 か所、6 回）、排水監視項目 

（22 か所。6 回）、農薬項目（13 か所・1回） 令和元年度からモニタリング 

地点（千代田駐屯地南側）と調査項目を追加（鉱物油） 

関係者の役割 ― 

SDGｓとの関連 ゴール目標 6 

令和 2 年度版では、平成 31 年度、令和元年度の実績評価項目が削除されており、モニタリング調査の

詳細が不透明である。令和元年度から、千代田にある陸自駐屯施設の南側にある井戸やさらに令和２年

度から、駐屯地敷地内の地下水水質調査を行うとしており、結果を注視していく必要があります。 

 

表 11 令和元年度地下水窒素負荷量起源別寄与率調査及び 

令和 2 年度地下水に含まれる硝酸性窒素の起源別割合検討業務（環境衛生課） 

事業内容 R２年度：現状の地下水への窒素負荷に係る要因を把握するため、調査に必要な 

データ等について事前検討を行う。 

R3 年度：現状の地下水への窒素負荷に係る要因を把握するため、調査に必要な 

データ等について分析を行い、窒素寄与率の実態について検討する。 

（以後、10年のスパンで行う） 

事業費 R2 年度単年度事業 11,627 千円 補助等 特財 

成果目標 R2 年度：地下水への窒素負荷量の起源別寄与率に向けた基礎情報の把握 

R3 年度：地下水への窒素負荷量と起源別寄与率を地下水流域別に把握する。 

実績 H30 年度：改めて調査に向けて、関係者間調整を行った。 

関係者の役割 ― 

SDGｓとの関連 ゴール目標 6 

まず、調査予算の１163 万円は過大ではなかろうか。既存のデータで不十分な点は、家畜し尿の適正 

処理率が明確でないことです。アンケート・直接聞き取りおよび天蓋板設置などの実態調査等を行えば 
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比較的容易に把握できると思います。残りは、毎年公表されているデータ活用でなどで十分算出可能 

です。 

 

【農業及び林業対策の評価と今後の展望】 

国は 5 月に「みどりの食料戦略システム」を策定し、2050 年度までに化学農薬の使用量を 50％、化学 

肥料 30％それぞれ使用低減するとともに、有機農業に取り組む面積を国内の農地の 25％に相当する 100

万ヘクタールに拡大することを目標として掲げました。生産性向上と持続可能な農業の為の大きな政策

転換です。宮古島はその特殊な環境から、化学農薬や化学肥料による地下水汚染が生じやすく、有機農業

への転換、新たな技術開発・普及による化学農薬・化学肥料の使用低減が、日本で一番必要な地域と考え

ます。従来の国や県の「さとうきび増産プロジェクト」による株だし栽培は、土壌中害虫駆除に非常に 

有効な化学農薬であるフィブロニル（プリンスベイト剤）の大量使用により推し進められてきました。 

害虫が駆除でき除草の手間が省け、人手が少なくて済み労働時間の短縮等の利点がありました。一方、 

増産、収益増加につながらず、地力低下や農薬の地下水浸透という負の側面が多くみられます。このまま

では、化学農薬や化学肥料による広範な地下水汚染が進んでしまいます。 

国の進める化学農薬の 50％削減、化学肥料 30％削減、有機農業への転換の促進はまさに、時期を得た

政策転換です。夏植え主体への変更は市でも既に取り組んでいます。化学肥料に頼らない有機肥料使用

は、土力を増進し、環境化学物質による地下水汚染のリスクを減らす有力な方法です。宮古島市は既に、

資源リサイクルセンターが稼働しています。平成 28 年度実績で堆肥原料として肉用牛糞尿 4600 トンに

加え鶏糞、パガスケーキ等合計 9800 トンが搬入されています。堆肥出荷量として、牛糞堆肥 2300 トン

を主体とし合計 2700 トンです。対策では、計画処理量の目標値を年間 9410 トンとしていましたが既に

達成しています。新たな目標値として資源リサイクルセンターへの年間肉用牛糞尿搬入量を 1万 4千 

トンとし、現在の供給量の 3 倍に当る堆肥 7 千トンを供給できれば、耕畜循環農業が完成し、地下水へ

の影響の少ない有機農業に転換できます。 

 現在年間約 8 万 300 トンの肉用牛糞尿が排出されます。飼育農家での家畜糞尿の適正処理 80％目標を

進め、畜耕兼業農家の自家施肥の適正量の啓蒙・推進、肉用牛余剰糞尿量の把握、資源リサイクルセンタ

ーへの糞尿原料搬入を円滑に進めるためのシステムの導入、堆肥原料提供農家への何らかのインセンテ

ィブの付与、堆肥購入費用補助の大幅な拡大等の施策を進めることにより、年間 1 万４千トンの肉用牛

糞尿を主体とする堆肥原料搬入は実現可能と考えます。 

資源リサイクルセンターでは、1日 4トン排出される下水道処理汚泥の堆肥製品化を目指しています。 

国は、農漁村集落排水汚泥のバイオマス肥料としての取り組みも推進しています。堆肥原料は牛糞、パガ

スケーキ、汚泥など豊富にあります。当研究会の前里を中心とし、総実高校が開発したバイオーリンは、

世界的に不足しているリンの再利用を可能にした画期的な有機肥料であり、市を挙げての生産量・販売

量の促進を進めるべきです。これらを活用すればすべてを有機肥料で賄うことが可能になります。すべ

ての土台が揃っています。 

 さとうきび夏植えへの方向転換により更なる土力増進・生産量増加のために緑肥の施肥は有効な手段

です（表 8）。宮古島の土壌に最も適した植物種類の検討と積極的な導入のための啓蒙活動や補助などの

インセンティブの付与が必要です。 

 株だし栽培に多く使用されている速効性の高度化成肥料（表７．）は、大きな窒素負荷源として地下水
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硝酸態窒素増加をもたらします。株だしから夏植、春植など新植に移行していく中で、高度化成肥料から

窒素負荷の少ない緩効性肥料への転換や有機肥料への転換が考えられます。各作物に対しどちらが環境

にやさしく費用対効果が高いか検討する必要があります。一時的な緩効性肥料の使用は必要かもしれま

せんが、最終的にはできる限り有機肥料への転換を進めるべきです。 

 水源涵養林として重要な 1 森林面積は 1955 年の 30％（約 6,100h）から 16.5％（3,400h）に半減して

います。森林の窒素吸収・除去能力は１h当たり 36〜84kgと言われています。年間 92〜226 トンの窒素

吸収・除去能力を喪失したことになります。このため逆に自然循環由来窒素は倍増しています。 

森林面積を 30％に戻せば地下水硝酸態窒素濃度を約 1.7mg/l 減少させることが可能です。しかし、 

適切な植林で森林率を 1％増加させるには 10年かかると言われています。森林率 30％にするには 140 年

かかることになります。現在、着実に年間２〜3hの新規植林が実施されています（表９．）。10 年後には

30h の増加となります。年間 2.5 トンの窒素負荷を減らす効果が期待できます。今後、年間５h の植林を

目指すと年間 4.2 トンの窒素負荷減少となります。新規植林の継続はとても重要です。 

宮古島市エコアイランド推進計画において、「エコアイランドとは持続可能な島」と定義しています。

最重要課題として地下水の保全を位置づけており、過去に危機的状況となった地下水硝酸性窒素増加を

踏まえ削減の取り組みが継続されてきています。しかし、現在の計画では、硝酸性窒素削減対策の具体的

ロードマップが示されておらず目標が絵にかいた餅状態です。昭和 40 年代の 1.95mg/l に減らすために

は、現在の削減対策をより実効性のあるものとし、行政関係各課横断的連携かつ専門研究機関、市民 

（農業従事者）を交えた硝酸態窒素削減対策協議会を設置し、議論を進めるべきです。 

削減のための基礎はすべてそろっています。目標は必ず達成できます。 

 一方、現在、最も地下水汚染のリスクが高まっているのが化学農薬です。宮古島市は全国で一番使用量

が多いと言っても過言ではありません。EU を中心にヒトへの健康リスクが懸念されています。既に、 

過去 4 回ほど水源原水を含む 4 か所の地下水から微量ですが浸透性農薬のフィブロニルが検出されてい

ます。EU ではほとんどが禁止されているネオニコチノイド系殺虫剤の納入量がこの数年、急激に増加し

ています。 

昨年、私たちは、デトックス・プロジェクト・ジャパンとの共同調査で、10 か所の地下水中ネオニコ

チノイド系農薬濃度を測定しました（表 10、図７．）。その結果水道水を含む 8 か所で微量ながら検出さ

れました。ネオニコチノイド系農薬には、小児の「自閉症スペクトラム障害」の発症リスクを増加させる

懸念があります。化学農薬の半減を目標に加え、化学農薬に依存しない総合的害虫管理の取り組み開始

を明記すべきです。 

最後に、大規模な自衛隊駐屯施設からは、大量の排水が排出されます。現在の排水浄化処理のみでは、 

有害重金属や化学物質の除去は困難です。排水中のこれらの物質のモニタリング体制を強化すべきです。 

無化学農薬・有機農業そして環境化学物質の排出の未然防止こそが、地下水の量及び質が持続可能な島

すなわちエコアイランドの完成型です。 
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表 10．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 

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

 

図７．宮古島市地下水ネオニコチノイド系農薬濃度 
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【資料】 

１．宮古島市地下水水質保全対策協議会 10周年記念誌「サンゴの島の地下水保全」：2002 年 

２．平成 26年度地下水水質保全調査報告書 

 

表１．宮古島市年間肥料販売量（トン） 
 

化学肥料 有機肥料 その他 合計 

平成 10年度 9340 2398 47.6 11785.6 

平成 25年度 4772.5 7210.9 2623 14606.4 

 

   図１．肥料種類別年間販売量（トン） 

   

 

図２．肥料販売量に占める化学肥料及び有機肥料の割合（％） 
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表２．宮古島市年間肥料由来窒素量（トン） 
 

化学肥料 有機肥料 その他 合計 

平成 10年度 1011.8 45.3 0 1057.1 

平成 25年度 738.9 162.7 1.9 903.5 

 

図３．肥料由来窒素量の年次比較 

 

 

図４．年間窒素負荷量に占める化学肥料と有機肥料の割合（％） 
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表３．化学肥料年間販売量 
 

高度化成肥料 緩効性化学肥料 その他の化学肥料 

平成 10年度 5060.9 159.2 640.7 

平成 25年度 4203.8 376.5 258.3 

 

図５．化学肥料種類別販売量（トン）年次比較 

         
 

 

図６．化学肥料種類別販売量の割合（％） 
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表４．化学肥料年間窒素負荷量（トン） 

 
 

高度化成肥料 緩効性化学肥料 その他の化学肥料 

平成 10年度 888.2 22.5 101.5 

平成 25年度 610.5 82.6 79.7 

 

化学肥料種類別年間窒素負荷量（トン） 

 

 

 

図７．化学肥料種類別年間窒素負荷割合（％） 
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表５．平成 25 年度沖縄県及び宮古島市高度化成肥料年間販売量（トン） 

 
 

高度化成肥料販売量（トン） 

宮古島市全体 3748.9 

沖縄県全体 13,081 

図８．県全体と宮古島市との高度化成肥料年間販売量（率）の比較 

 

 

図９．地域別高度化成肥料年間購買量（トン） 
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図１０．地域別高度化成肥料年間販売量割合（％） 

  

 

図１１．地域別高度化成肥料年間窒素量の推移（トン） 

 
 

図１２．地域別年間窒素負荷割合（％）の推移 
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