
私たちは、宮古島
地下水研究会です

「命の水」地下水を
「知る」 「学ぶ」そして「つたえる」



「命の水」水道水で
複数の化学農薬検出！

宮古島地下水研究会

慢性暴露による健康影響の懸念



私たちの尿でも複数の
化学農薬検出！

農薬の体内への移行は普通に起こっている！

長期暴露による子ども達への
健康影響の懸念！



高野のクルマエビ養殖池
残存湧水・底砂で農薬検出！

クルマエビ全滅はPAV関連ウイルス感染＋

化学農薬による免疫能低下の可能性

子ども達への健康影響への自然
からの警鐘！！



宮古島市における化学農薬
供給量の実態（トン）
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ネオニコチノイド系農薬年間供給量（トン）

6.6

8.5 8.9

15
13.7

15.4

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

県年間販売量の１３％を占める

２０１９年度国内出荷量の約４％を占める

クロチアニジン（ダントツ）国内出荷量の１８％！



有機リン系及びネオニコチノイド系

農薬年間供給量の推移（トン）

14 14 14

10
9

8
7

9 9

15
14

15

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

有機リン系殺虫剤

ネオニコチノイド系殺虫剤

グリホサート(除草剤）年間供給量（トン）

2.1

1.9

2.1

2

1.9

2

有機リン系農薬年間供給量８トン



多量のネオニコチノイド系及びフェニルピラゾール系農薬の地下水への負荷
＋

地下ダム止水壁による自然の水循環破綻によって浄化機能低下

地下水の化学農薬濃度が非常に増加しやすい環境
光：地下ダムにより水なし農業から脱却 影：自然の水循環による浄化機能低下
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地下水・水道水採水場所
採水地点 地域 用途

１．咲田川湧水 下地 旧水源

２．嘉手苅湧水 下地 農業用

３．前浜の井戸 下地 農業用

４．アナガー 上野 史跡

５．北ウナトー井戸 上野 古井戸

６．山川湧水 城辺 文化財

７．水道水 下里 飲用

８．福里地下ダム 城辺 貯留水

９．保良ガー 城辺 湧水

１０．更竹C井戸 平良 農業排水路
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地下水ネオニコチノイド系農薬濃度（単位：ppt)

クロチアニジン
ジノテフラン
イミダクロプリド
アセタミプリド
フィプロニル
クロラントラニリプロール
チアメトキサム

水道水でも

微量ながら３種
類検出!

山川湧水で
6種類検出



ネオニコチノイド系農薬には、水道水質基準が設定されていない！

フィプロニルは水道水質管理目標の約２００分の一と注意が必要！

下里の水道水からクロチアニジン（ダントツ）、ジノテフラン

（スタークル）、フィプロニル（プリンスベイト）を検出！

宮古島全体のネオニコチノイド系及びフェニルピラゾール
系農薬による地下水複合汚染の可能性を示唆

健康影響の懸念！



尿中ネオニコチノイド系及びフェニルピラゾール系
農薬濃度測定被験者一覧

検体番号 氏名 性別 年齢 職業的農薬暴露 喫煙

1 A 男性 ７０歳 なし なし

2 B 男性 ５７歳 なし なし

3 C 男性 ７６歳 なし なし

4 D 男性 ７５歳 なし なし

5 E 男性 ７１歳 あり なし

6 F 男性 ６５歳 あり なし

7 G 女性 ８８歳 なし なし

8 H 女性 ５６歳 なし なし

9 I 女性 ６０歳 あり なし

10 J 女性 ７１歳 なし なし
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尿中ネオニコチノイド系農薬及び代謝産物濃度
（クレアチニン補正値：μg/G・Cre.）

ジノテフラン
1.32μg/G・Cre.

クロチアニジン
0.63μg/G・Cre.

DMAP

0.66μg/G・Cre.

Bの濃度総量は、
11.1μg/g・Cre.

幾何平均値



1日尿排泄量から予測される農薬成分1日摂取量と
1日摂取許容量の関係

ジノテフラン及びクロチアニジンの１日摂取予測量

成人（６０ｋｇ）：一日摂取許容量（ADI)の0.06%

乳児（３㎏：水道水で溶いたミルクを飲む）：1日摂取許容量の1.2％
農薬散布後の尿中農薬濃度は約10倍に増加。

農薬散布後に雨が降ると河川の農薬濃度が８～10倍増加

赤ちゃんにとって安易に
「安全です」とは言えない事態



「安全」「安心」は
科学的根拠と信頼が必須！

「安全」：科学的評価により客観的に決定される

「安心」：行政、事業者等の誠実な姿勢と
真剣な取り組み、市民への十分な
情報提供による“信頼”により市民の

主観的判断である「安心」が醸成される。



しかし

安全の基準となる「１日摂取許容量」算出に、６７
年前に設定された科学的根拠が不十分な経験則

に基づく「安全係数」をいまだに使用！

行政は、「３種類の農薬成分が検出されても国が定めた
基準の範囲でごく微量だから毎日一生涯飲んでも

「安全！」と宣言するかもしれません。

市は使用量が多く健康影響の懸念される

ネオニコチノイド系農薬の地下水・水道水中
濃度を一度も測定していない。

「安全」 「安心」は不十分！



２０１２年米国小児学会は、

「農薬暴露は小児がんのリスクを上げ、脳発達に
悪影響を及ぼし健康障害を引き起こす」と勧告。

２０１５年、国際産婦人科連合は「農薬や環境ホルモ

ン等有害な環境化学物質暴露により、ヒトの生殖・
出産異常、子供の健康障害や発達障害が増加して
いる」と警告。

２０１７年．欧州食品安全委員会は「食品中の

残留農薬や食品添加物は子供の脳や免疫系の
発達に影響を及ぼすので、暴露を極力下げる事」
を提言。



ネオニコチノイド系農薬などによる健康影響

１. 自閉症スペクトラム障害の発症リスクの可能性

２．肥満・メタボリック症候群・糖尿病発症

リスクの可能性

３．パーキンソン病発症リスクの可能性

４．慢性腎臓病の発症リスクの可能性



自閉症・広汎発達性障害の有病率と農薬使用量



ネオニコチノイド系農薬出荷量 自閉症等発達障害を有する児童生徒数の推移

注意欠陥多動症

学習障害

自閉症

ネオニコチノイド系農薬出荷
量増加に相関して、
自閉症スペクトラム障害の著
しい増加



自閉症スペクトラム障害：この10年間で
自閉症；約３倍増加
ADHD（注意欠如/多動性障害）；約６倍増加
LD（学習障害）；約５倍増加

宮古島市：日本で最もネオニコチノイド系農薬使用が
多く子供たちの自閉症スペクトラム障害増加の懸念

自閉症スペクトラム障害の発症基本メカニズムは共通

特定の脳高次機能に対する機能不全
遺伝的要因よりも化学農薬暴露等環境要因が増加

の主な原因



宮古島市の化学農薬使用量も肥満・メタボも全国トップ！
化学農薬慢性暴露による肥満・メタボリック症候群・

糖尿病発症リスクの可能性

肥満・メタボリック症候群の増加；カロリー摂取増加＋運動量減少

肥満の著しい増加傾向を説明するには不十分：環境中合成化学物質
への曝露が、メタボリックシンドロームの病因や病態に影響

胎児期や幼児期の化学農薬曝露が、のちの肥満や

メタボリックシンドロームのリスクとして、重大な影響を及ぼす。

化学農薬暴露はインスリン抵抗性増加とインスリン分泌低下の

両方に関与し、肥満・メタボリックシンドロームそして糖尿病発症の重大
なリスクとなる可能性が強い。



複数の農薬に暴露している宮古島の農業従事者は
パーキンソン病が増加してもおかしくない環境にある

医学的、疫学的調査が必要である！。

農業従事者の有機リン系農薬暴露によるパーキンソン病発症は、
フランスなどで職業業と認定

グリホサートは脳内のドーパミンやGABAニューロンの神経変性を起こす

ネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンは、
高齢者の脳に影響を及ぼす可能性



化学農薬関連慢性腎臓病

〇グルホサートは、カルシウムや鉄などの金属を多く含む硬水中で これらと反応し

キレート化難分解性となり数年も残留する。

〇スリランカの硬度の高い地下水を利用しグリホサートを多用する農村で

原因不明の慢性腎臓病が多発：グリホサートが硬水に含まれる重金属を

キレート化し難分解となり腎臓に蓄積し腎毒性が高まり慢性腎臓病を引き

起こした。

〇スリランカの同地域において、原因不明の慢性腎臓病患者の尿のネオニコチノイ

ド系農薬濃度の増加を認めた。原因の１つとして、使用されている

ネオニコチノイド系農薬暴露による腎尿細管障害の関連を報告した。



化学農薬関連慢性腎臓病のリスク

〇宮古島の地下水はカルシウムや鉄を多量に

含む高度硬水である。

〇農業関連慢性腎臓病の多発するスリランカの

農村地帯と地下水環境が酷似している。

透析治療の予備軍である慢性腎臓病増加の懸念

医学的、疫学的調査が必要！



何故、突然、高野の養殖場のクルマエビ
140万匹は全滅したのか？

感染経路不明のPAV

関連ウイルス感染
による
感染爆発

クルマエビ急性ウイルス
血症発病による斃死と
共食いにより感染拡大

全滅に関しウイルス以外の外的環境因子が加わったのではないか？



農薬汚染
地下水の
混入による
飼育水や
底砂の汚染

農薬の
影響による

クルマエビ
個体の
免疫能
低下

ネオニコチノイド系殺虫剤が水中の食物連鎖を破壊し、
宍道湖のウナギとワカサギの漁獲高が激減！

クルマエビ養殖場でも同じことが起
こっているのではないか？
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２．旧養殖池貯留水

３．養殖池底部湧水

４．養殖池貯留飼育水

５．養殖池底部湧水

６．養殖場隣接池

７．養殖池排水後底砂

アセタミプリド ジノテフラン クロチアニジン

ニテンピラム クロラントラニリプロール エチプロール

アセタミプリド
（モスピラン）の検出！

養殖場施設内ネオニコチノイド系及びフェニルピラゾール系
農薬濃度(ppt: ng/L)



飼育環境へのネオニコチノイド汚染の影響

• クルマエビなどの水生無脊椎動物は、ネオニコチノイド系及びフェニルピラゾール系

農薬に対し高い感受性を有する

• 養殖池残存飼育水や底砂のアセタミプリド濃度は、MORRISSEYの提唱する慢性

暴露による影響閾値を超えている。クルマエビ個体に影響を及ぼしていた可能性が

非常に高い。

• 水生無脊椎動物がこれらの農薬に低濃度でも暴露した場合、免疫能を低下させ、ウイ

ルス増殖を助長することが報告されている。

高野養殖場においてPAV関連ウイルス感染に加え、飼育水中の

農薬の影響によりクルマエビ個体の免疫能が低下した。

その結果ウイルス増殖を助長させ、爆発的感染拡大を

引き起こした事が考えられる。



川から魚が姿を
消し、森や庭先
で鳥の鳴き声も
聞かれない。



工場排水の有機水銀が引き起こした文明病

水俣病
胎児性水俣病の患者さんは

５０年たった今も中毒性神経
障害で苦しんでいます。



私たちは微量ながら複数の農薬成分
を含む水を毎日飲んでいる。

クルマエビ全滅は、私たちの子や孫
への健康影響の警鐘です！

予防原則にも基づき早急
な対策が必要です！



地下水汚染による「沈黙の島」
それとも

「命をつなぐエコアイランド」

実現すべきは「命の水」を守り
「命をつなぐエコアイランド」



１．地下水複合汚染による子供たちの健康被害を、予防原則に則り
未然に防がなければならない。

（最悪の事態も想定して想像力を発揮）

２．市民、行政、利害関係者が一体となった地下水全体の協働的管理。
（地下水循環協議会による地下水ガバナンス）

３．地下水の現状を「知る」、解決方法を「考える」、命の水を「つたえる」

（私達自らの「命の水」を守るための強い意志と実行力）

今のままでは「命の水」は守れません！
「命をつなぐエコアイランド」実現の為に



今すぐ、行政が取り組むべきこと

１．地下水水質モニタリング調査を行っている採水

地点や各水道水源原水・浄水、水道栓での、ネオニ

コチノイド系及びフェニルピラゾール系農薬濃度調

査を早急に実施し、結果を市民に公表すること。

２．農薬散布時期や降雨後等を考慮した年間モニタ

リング調査を定期的に実施し、結果を

市民に公表すること。



未来を
ユートピアに
するのは、
「命の水」を
守り、子や孫

に手渡す私
たちの強い
意志です！

新型コロナ
ウイルス
感染も

地下水汚染
も目に見え
ません。


