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石垣市轟川流域の赤土等流出防止対策
に関する住民の評価
田 中 裕 人*ῌ上 岡 美 保*
要約 : 本研究の目的は῍ 石垣市の赤土等の流出を防止する対策について῍ 二肢選択形式 CVM を適用
して経済評価を行うことであるῌ 分析方法は῍ CVM を適用するῌ 分析の対象は 0** 名の石垣市の住民
としたῌ 赤土等の流出を防止する対策は῍ 営農対策と土木対策があるῌ CVM では῍ これらの対策によ
り῍ 平成 ,- 年までに῍ 赤土等の流出を + 年間に + ヘクタ῎ル当たり / トンに削減することを想定したῌ
その結果῍ + 世帯当たりの支払意志額の平均値は +.,3-, 円となったῌ 石垣市には ,*,0,0 世帯が居住し
ているῌ このため῍ 石垣市の総支払意志額は - 億 133 万円になったῌ
キ῍ワ῍ド : 赤土等流出῍ 営農対策῍ 土木対策῍ CVM

῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍῍

ῌῌ は じ め に

制定したῌ
沖縄県赤土等防止条例は῍ 沖縄県内で +,*** m,

沖縄県の土壌は῍ 国頭マ ῎ ジ῍ 島尻マ ῎ ジ῍

以上の土地に対して事業行為を行う者に届出ῌ通

ジャ῎ガル῍ クチャ等の赤土等が中心となってい

知を義務づけるものであるῌ 呉 ῏,***ῐ によると῍

る+ῐῌ これらの土壌は浸食を受けやすく῍ 地表面

沖縄県赤土等防止条例が制定されたことにより῍

が裸地になっているところに強い降雨があると῍

制定以前と比較すると赤土等の流出量は削減され

赤土等が流出するῌ 大見謝 ῏,**-ῐ によると῍ 赤土

たとしているῌ 条例の制定以前の開発事業による

等が流出しやすい理由として῍ 土壌῍ 降雨῍ 地形

流出量は +33/ 年には +13,0** tῌ年であったが῍ 制

のような自然的要因に῍ 人為的インパクトが加わ

定後の +330 年には /*,1.* tῌ年に減少したῌ この

ると赤土汚染が起きやすいとしているῌ この人為

ことは開発事業の面積自体が減少したことも一因

的インパクトには῍ 大規模な開発῍ 米軍演習῍ 営

であるが῍ 単位流出量を見ると῍ +,0.* tῌhaῌ年か

農行為等のような活動が該当するῌ この赤土等の

ら /3.3 tῌhaῌ年に減少しているῌ 一方で῍ 農地か

流出は῍ サンゴをはじめとする海洋生態系に影響

らの流出量は῍ +33/ 年の +32,1** t ῌ 年から +330

を及ぼすだけではなく῍ 水産資源῍ 景観等にも影

年の +2-,-** tῌ年に減少したにすぎず῍ 単位流出

響を及ぼすῌ

量も ..+* tῌhaῌ年から -.3* tῌhaῌ年に減少しただ

沖縄県は῍ 事業行為に伴って発生する赤土等の

けであるῌ このように῍ 農地からの減少率に大き

流出を規制することにより῍ 公共用水域の水質汚

な変化が見られなかったこともあり῍ それに伴い

濁の防止を図ることを目的として῍ 平成 1 年に

現状では農地からの流出割合が高くなっているῌ

ῑ沖縄県赤土等防止条例ῒ を制定したῌ また῍ 沖縄

池田 ῏,**/ῐ は῍ ῑ現在では῍ 赤土流出の . 分の -

県は赤土流出対策に係る各種基準の策定を目的と

はサトウキビをはじめとする畑作地からの流出で

して῍ 昭和 /. 年に ῑ土砂流出防止対策ῒ῍ 平成 1

あると言われているῒ と述べているῌ

年には ῑ土砂流出防止対策ῒ を強化した ῑ土地改
良事業等における赤土流出防止対策設計指針ῒ を
* 東京農業大学国際食料情報学部

赤土等には῍ パイナップルやサトウキビが主に
栽培されるῌ このパイナップルやサトウキビは῍
裸地になる期間が存在するῌ 特に῍ サトウキビの

農村研究 第 +*/ 号 ῐ,**1ῑ

16

場合には῍ 夏植が一般的であるῌ 夏植のサトウキ

な河川であり赤土が流出しやすく῍ サンゴ礁への

ビは῍ 翌年の冬に収穫することになるῌ そのため῍

直接的な影響もあり῍ 早急な対策の推進が必要で

翌῎年の夏に再びサトウキビを植えるまでの間は

あること῍ 集中豪雨が発生しやすい夏場におい

裸地になり῍ その期間は約半年にも及ぶῌ しかも῍

て῍ 裸地期間が長いサトウキビ畑から多くの赤土

その時期は梅雨の期間を含むこともあり῍ 赤土等

が流出しているという認識があること等があったῌ

がさらに流出されやすくなっているῌ

仲村 ῐ,**/ῑ によると῍ 赤土等流出防止対策の一

本研究では῍ 赤土等流出が特に問題となってい

つである ῒ流域環境保全農業確立体制整備モデル

る石垣市を対象にするῌ 惠 ῐ,**/ῑ は῍ 石垣島と西

事業ΐ は῍ ῒ石垣島の轟川流域をモデル地域とし

表島῍ 竹富島に囲まれた石西礁湖には -0* 種類の

て῍ 赤土対策モデル基本方針῍ 流域マスタ῏プラ

サンゴが生息しており῍ この一帯は世界でも有数

ンと呼ぶ赤土流出防止総合対策計画の , つを作

のサンゴ礁であることを述べているῌ 赤土等の流

り῍ その成果を他地域へ展開ΐ するものであると

出は῍ この一帯の海洋生態系に影響を与えている

説明しているῌ また῍ このモデル事業によると῍

とされるために῍ 現状や対策に注目が集まってい

平成 ,- 年度までに῍ 営農対策の削減量は現況か

るῌ 現在῍ 石垣市では῍ 農地からの赤土等の流出

ら -/ῌ 削減῍ 土木対策の削減量は現況から -*ῌ

防止について῍ 土木対策だけではなく῍ 営農対策

削減῍ そしてこれらを組み合わせた総合対策の削

も実施しているῌ

減量は現況から /,ῌ 削減するという具体的な目

農地からの赤土等の流出については῍ 防止対策

標が設定されているῌ 平成 +0 年度現在で ++ tῌha

は本来農家が行うべきであるῌ しかし῍ 対策の実

の赤土等が流出されており῍ これを本土復帰後の

施には多大な費用と時間῍ 収穫面積の減少等が伴

昭和 .2 年当時の流域状況の推測である / tῌha の

うῌ このため῍ 農家単独では対策が困難になって

流出量にまで削減することが目標の一つになって

おり῍ 農家に対する支援策が必要になるῌ そこで῍

いる,ῑῌ

本研究では῍ 石垣市轟川流域で取り組んでいる赤

この赤土等流出防止対策についての対策の効果

土等流出防止対策について῍ CVM を適用して石

と課題については῍ 表 + に示したῌ 土木対策は῍

垣市民の支払意志額の計測を行うῌ

勾配修正῍ 沈砂池῍ 排水路῍ 区画の細分化῍ 畦畔

ῌῌ

石垣市轟川流域の概要と赤土等流出防止
対策

工があるῌ 営農対策は῍ 緑肥῍ 間作῍ 春植῍ 株出῍
等高線栽培῍ 盛土῍ 葉柄῍ 深耕῍ マルチング῍ グ
リ῏ンベルト等であるῌ 春植及び株出については

石垣市の農畜産業は῍ サトウキビ῍ パイナップ

サトウキビが該当するῌ 土木対策は主に沖縄県八

ル῍ 石垣牛が中心であるῌ 米については῍ 収穫量

重山支庁῍ 営農対策は主に石垣市役所が担当して

は特に多いわけではないものの῍ 第 .3 回沖縄県

いるῌ

統計年鑑 ῐ平成 +2 年版ῑ ῐhttp : //www.pref.okinawa.
jp/toukeika/yearbook/yearbook.3.htmlῑ から計算

すると῍ 平成 +1 年度で沖縄県の生産量の約 .2ῌ
が石垣市であるῌ

῍ῌ アンケ῍ト調査の集計結果

本研究は῍ 石垣市民を対象として῍ 石垣市の赤
土等流出防止対策に関するアンケ῏ト調査を行っ

本研究で対象とする轟川は῍ 石垣市東部にある

たῌ アンケ῏トは ,**0 年 +, 月に実施したῌ 調査

河川であるῌ 農地からの赤土流出防止対策推進現

方法は郵送調査であったῌ 配布数は 0** 部であ

地検討委員会 ῐ,**,ῑ に記載されている石垣市長

り῍ 回 収 数 は 31 で あ っ たῌ 回 収 率 は +0.,ῌ で

の発言として῍ 石垣市の轟川῍ 宮良川῍ 新川川の

あったῌ

- 河川の赤土流出を防止できれば῍ 赤土問題のほ

本研究では῍ 0** 部しか郵送できなかったため῍

とんどが解決すること῍ 轟川は , 面張りの直線的

サンプリングの効率性を考慮に入れて῍ CVM の
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表 + 赤土等流出防止対策の一覧
土木対策

効果

課題

勾配修正
ῐ石積みῑ

法面を石積みにすることで耕地内の傾きを修正し῍ 雨水の流れを止 面積が減少するῌ 作業が行いづらくなるῌ 費用がかかるῌ
めて耕土流出を防げるῌ

沈砂池

耕地から流出してしまった耕土を一箇所に集め῍ その先に流さない 大きさが小さいῌ 維持管理作業 ῐ泥上げῑ が必要ῌ ῐ効果が低下す
ようにできるῌ
るῑ
それぞれの耕地から流出した雨水を集めて処理できるῌ

排水路
区画の細分化

埋まってしまうと水路系統全体の機能を維持できないῌ 維持管理作
業が必要ῌ

一区画の面積を減らすことにより῍ 雨水の流速を落とし῍ 耕土の流 作業効率の低下ῌ 面積の減少ῌ
出を防ぐῌ

畦畔工 ῐしが 耕地内で発生した耕土の流出を止めることができるῌ
ら工῍ 植生工ῑ
営農対策

手間がかかるῌ 実施するには近接の耕地の所有者同士の合意によ
るῌ

効果

課題

緑肥

生育すると耕地全体を包み込み耕土の流出や侵食を防止できるῌ

種子代等の費用がかかるῌ 作業に別途手間がかかるῌ

間作

サトウキビの畝間を他の作物で埋め῍ 耕土の侵食を防ぐῌ

機械の作業に対応していないῌ 手間がかかるῌ

春植

降雨の多い時期にサトウキビを栽培することにより῍ 耕土流出を防 新しい作付け体系であるため῍ 多くの人たちに有効性について情報
止するῌ
を広げていく必要があるῌ

株出

最も雨量が多い時期にサトウキビが耕地内で栽培されることで耕土 新しい作付け体系であるため῍ 多くの人たちに有効性について情報
流出を防止するῌ
を広げていく必要があるῌ

等高線栽培

耕地の傾斜に合わせて栽培を行うため῍ 雨水の流れを遅くし῍ 耕土 作業に手間がかかるῌ 耕地の周囲に機械の回転スペ῎ス ῐ道路ῑ が
の流出を防止するῌ
必要であるῌ

盛土

耕地内の雨水の流れを止め῍ 耕土流出を防止することができるῌ

作業に手間がかかるῌ

耕地内で発生した耕土の流出を止めることができるῌ

手間がかかるῌ 獣害の原因になるῌ 短い期間しか機能を発揮できな
いῌ 費用がかかるῌ

深く耕すことにより῍ 耕地の雨水の浸透を助け῍ 侵食を防止するῌ

普通の耕作と異なる作業を行う必要があるῌ ῐサブソイラ῎῍ ユン
ボウなどῑ

耕地内で発生した耕土の流出を止めることができるῌ

作業に手間がかかるῌ 材料費がかかるῌ

葉柄
深耕
マルチング

注 +ῑ ῐ財ῑ日本グラウンドワ῎ク協会 ῒ第 . 回耕土流出防止対策に関する意見交換会白保地区ΐ 報告資料より修正して転載ῌ
注 ,ῑ 表中の ῒ課題ΐ は農家による意見であるῌ

表 , 被験者の年齢と居住年数のクロス集計
*῏3 年

+*῏+3 年

,*῏,3 年

-*῏-3 年

.*῏.3 年

/*῏/3 年

0*῏03 年

1* 年以上

合計

.
/
/
,
,
*

+
.
+
+
*

/
,
/
+
*

*
/
*
,
+
*

*
*
1
2
,
*

*
*
*
+,
,

*
*
*
*
/
*

*
*
*
*
*
+

+*
+0
+2
-*
+/
-

+2

+*

+0

2

+1

+1

/

+

3,

,* 歳代
-* 歳代
.* 歳代
/* 歳代
0* 歳代
1* 歳以上

合計

注ῑ 表頭に居住年数῍ 表側に年齢を示したῌ

対象地域である轟川流域および石垣市の中心部を

居住する集落については自由回答形式で質問を行

対象として῍ それぞれ -** 世帯に郵送したῌ サン

い῍ 轟川流域及び周辺の農村部が .1 ῐ/,.,ῌῑ῍ 石

プリングは῍ 石垣市の住民基本台帳を用いて῍ 系

垣市中心部が -3 ῐ.-.-ῌῑ῍ 非該当地区が + ῐ+.+ῌῑ

統抽出法にて行ったῌ また῍ アンケ῎ト票を郵送

という結果になったῌ 轟川流域及び周辺の農村の

する際に῍ 表 + に示した赤土等流出防止対策の項

方が῍ 回収率が高くなったῌ

目について῍ 効果及び課題とイメ῎ジ図を掲載し
-ῑ

た一覧も同封した ῌ

表 , は῍ 被験者の年齢と石垣市の居住年数との
クロス集計の結果を示したῌ ,* 歳代が +* ῐ+*.3ῌῑ῍

アンケ῎トの被験者の性別は῍ 男性の回答数は

-* 歳代が +0 ῐ+1..ῌῑ῍ .* 歳代が +2 ῐ+3.0ῌῑ῍ /* 歳

/3 ῐ0..+ῌῑ῍ 女性の回答数は -- ῐ-/.3ῌῑ であったῌ

代が -* ῐ-,.0ῌῑ῍ 0* 歳代が +/ ῐ+0.-ῌῑ῍ 1* 歳以上

農村研究 第 +*/ 号 ῎,**1῏
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表 - 被験者の出身地

表 / 赤土等流出問題についての関心

項目

回答数

割合 ῎῍῏

石垣市
竹富町ῌ与那国町
石垣市と竹富町ῌ与那国町以外の沖縄県
沖縄県以外

0*
/
1
+3

0/43
/4/
141
,*43

合計

3+

+**4*

回答数

割合 ῎῍῏

関心がある
どちらかといえば関心がある
どちらともいえない
どちらかといえば関心がない
関心がない

/+
-2
/
+
,

/,40
-34,
/4,
+4*
,4+

合計

31

+**4*

項目

表 . 被験者の職業
回答数

割合 ῎῍῏

会社員
農林業
漁業
観光業
自営業
公務員ῌ教職員
主婦
無職ῌ退職後
その他

,+
+2
+
++
++
2
3
+*

,,42
+340
+4+
-4+,4*
+,4*
241
342
+*43

合計

3,

+**4*

項目

表 0 -* 年前と現在との赤土等流出の比較
回答数

割合 ῎῍῏

大変悪くなった
悪くなった
変化なし
良くなった
大変良くなった
-* 年前には石垣島にいなかった

-.
+.
.
*
.,

-/4+
+.4.
-4+
.4+
*4*
.-4-

合計

31

+**4*

項目

らかの関心を有していることが分かるῌ 八重山新
が - ῎-.-῍῏ であったῌ /* 歳代が他の年代と比較し

聞 ,**- 年 + 月 + 日付によると῍ ,**+ 年に石垣市

て多かったῌ また῍ 居住年数については῍ いずれ

約半数の農家を対象にして行われた調査結果で

の項目も ,*῍ 以下であり῍ 比較的均等に分布し

は῍ 赤土汚染について῍ ῐ関心があるῑ と ῐ大変関

ているῌ なお῍ クロス集計の結果からは῍ 居住年

心があるῑ を合計すると῍ 約 3,῍ であったことが

数が +* 年未満の回答について῍ ,* 歳代は .*.*῍῍

示されているῌ / 段階評価での項目はそれぞれ異

-* 歳代は -+.-῍῍ .* 歳代は ,1.2῍ となっているῌ

なっているものの῍ その結果は一般の住民でも῍

表 - は῍ 被験者の出身地を示しているῌ 石垣市
出身が 0/.3῍ を占めているが῍ 沖縄県以外の回答
も ,*.3῍ あったῌ

農家でもほぼ同様の関心があるといえるῌ
表 0 は῍ 石垣市の赤土等流出についての結果で
あるῌ ῐ-* 年前には石垣島にいなかったῑ という

表 . は῍ 被験者の職業を示しているῌ 会社員が

回答が最も多く῍ .-.-῍ を占めているῌ これらの

最も多く ,,.2῍ であったῌ 農林業は +3.0῍ と多

回答を除外して῍ -* 年前に石垣市に居住していた

かったῌ これは῍ CVM の対象が轟川流域であり῍

被験者だけを対象に再集計したところ῍ ῐ大変悪

前述したようにサンプリングも一部は轟川流域を

くなったῑ が 0+.2῍῍ ῐ悪くなったῑ が ,/./῍῍ ῐ変

対象としているῌ 轟川流域の一帯は農業地域であ

化なしῑ が /./῍῍ ῐ良くなったῑ が 1.-῍ であっ

ることから῍ このように高い割合を示したと考え

たῌ この中で ῐ大変悪くなったῑ と ῐ悪くなったῑ

られるῌ

を合計した結果は 21.-῍ になり῍ 復帰以前と比較

ῌῌ 赤土等流出防止対策に関する集計結果

本節では῍ 赤土等流出防止対策に関する住民の

すると赤土等流出について悪化しているという認
識が大部分であったῌ
表 1 は῍ 赤土等流出の発生源について῍ どの行

意識についての集計結果を示すῌ 表 / は῍ 赤土等

為について対策を行えば効果的であるかを質問し

流出問題に関する回答を集計した結果であるῌ

たものであるῌ この質問は複数回答可能な項目で

ῐ関心があるῑ が /,.0῍῍ ῐどちらかといえば関心

あるῌ その結果῍ 最も高い割合を示したものが

があるῑ が -3.,῍ であったῌ これらを合計する

ῐ公共事業による開発行為ῑ の 10.-῍ であり῍ 次

と῍ 3+.2῍ の被験者が赤土等流出問題に対して何

いで ῐ営農行為ῑ の /2.2῍῍ ῐ民間事業による開発

19

石垣市轟川流域の赤土等流出防止対策に関する住民の評価

表 1

表 2 赤土等流出が与える影響

赤土等流出防止対策を行うと効果的である
と思われる発生源
回答数

割合 ῏ῌῐ

営農行為
公共事業による開発行為
民間事業による開発行為
その他

/1
1.
./
1

/242
104.04.
14,

標本数

31

+**4*

項目

注ῐ この質問は複数回答可能な項目であるῌ

行為ῒ の .0..ῌ であるῌ
農家を対象に集計したところ῍ ῑ営農行為ῒ と回

回答数

割合 ῏ῌῐ

農業に影響を与える
観光に影響を与える
漁業に影響を与える
景観に影響を与える
サンゴ礁など生態系に影響を与える
その他

/*
/+
2./
3+

/+4/
/,40
2/40
.04.
3/43
+4*

標本数

31

+**4*

項目

注ῐ この質問は複数回答可能な項目であるῌ

ῑ景観に影響を与えるῒ については῍ 約半数の被験

者は影響があると回答しているῌ

答 し た 被 験 者 は +2 名 中 3 名 で あ り῍ /*.*ῌ で

赤土等流出はサンゴの死滅や外来生物の異常発

あったῌ 農家以外の回答率は 0*.,ῌ であったこと

生を誘発していると考えられていること等がマス

から῍ 約 +* ポイントの差が確認されたῌ 農家以外

コミ等で報道されていることから῍ 生態系に影響

の被験者と比較すると῍ 農家である被験者は赤土

を与えることについては非常に高い回答率となっ

等流出防止対策の効果に関する認識がやや低いと

たῌ また῍ 赤土等が海域に流出しているという報

いう結果になったῌ

道がなされていることから῍ ῑ漁業に影響を与え

ここで῍ ῑ公共事業による開発行為ῒ の割合が高

るῒ という回答率も高かったと予想できるῌ

くなった理由としては῍ 新石垣空港の建設に伴う

この中で῍ 農家を対象にして集計したところ῍

赤土等流出問題がマスコミで取り上げられる機会

ῑ農業に影響を与えるῒ と回答した被験者は +2 名

が多くなっているためと思われるῌ なお῍ 新石垣

中 +- 名であり῍ 1,.,ῌ であったῌ 一方῍ 被農家は

空港は赤土等流出について῍ 発生源対策῍ 浸透池

.0.2ῌ であったῌ 赤土等流出は耕土が流出するこ

や調整池の設置῍ 機械処理方式を基本とした対策

とから῍ 実際に土づくりを行っている農家は影響

を行っているῌ また῍ ῑ民間事業による開発行為ῒ

を与えるとする回答率が高くなることが予想され

としては῍ 沖縄県赤土等流出防止条例が制定さ

たῌ 実際に῍ 回答結果をみると約 ,/ ポイントの差

れ῍ 他の行為と比較すると低い割合になっている

があったῌ

と思われるῌ

ῑ景観に影響を与えるῒ については῍ 石垣市の景

ῑ営農行為ῒ についてはこの条例で流出防止が

観を構成する要素として῍ 重要なものの一つは海

求められているわけではないῌ ῑ営農行為ῒ が ῑ公

であると考えられるが῍ それ以外にも山῍ 町並み

共事業による開発行為ῒ よりも低くなった理由と

等もあるῌ また῍ 赤土等流出の被害を受けている

しては῍ 個῎の農家の経営面積が各種事業による

場所は石垣市全域にわたっているわけではないῌ

開発行為と比較すると小さいこと῍ 農地は単位流

そのため῍ 他の項目と比較すると回答率が低く

出量が比較的小さいこと῍ 営農行為が赤土等流出

なったと思われるῌ ῑ観光に影響を与えるῒ につい

に影響を与えていることが必ずしも認知されてい

ても同様のことが考えられるῌ ただし῍ 住民の意

ないこと等が考えられるῌ

識と観光客の意識は異なっている可能性があり῍

表 2 に῍ 赤土等流出が石垣市にどのような影響
を与えているかと被験者が考えているものを示し

観光客を対象にして調査を行うことが今後の課題
となるῌ

たῌ この結果῍ ῑサンゴ礁など生態系に影響を与え

表 3 には῍ 赤土等流出防止対策に関する重要性

るῒ が最も高く 3/.3ῌ῍ 次いで ῑ漁業に影響を与

について質問した結果であるῌ 実際の対策である

えるῒ が 2/.0ῌ であったῌ これ以外の項目である

営農対策と土木対策についてはそれぞれ῍ ῑ大事

ῑ農業に影響を与えるῒ῍ ῑ観光に影響を与えるῒ῍

であるῒ が 0. ῏00.1ῌῐ῍ 1, ῏1/.2ῌῐ῍ ῑどちらかと
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表 3 赤土等流出防止対策等の重要性について
項

目

大事である
どちらかといえば大事である
どちらともいえない
どちらかといえば大事ではない
大事ではない
合計

営農対策
0.
,.
1
*
+
30

῏ 0041ῐ
῏ ,/4*ῐ
῏ 14-ῐ
῏ *4*ῐ
῏ +4*ῐ
῏+**4*ῐ

土木対策
1,
+1
.
+
+
3/

農地の維持管理
体制づくり

῏ 1/42ῐ
῏ +143ῐ
῏ .4,ῐ
῏ +4+ῐ
῏ +4+ῐ
῏+**4*ῐ

/-*
2
*
3.

῏ /04.ῐ
῏ -+43ῐ
῏ 24/ῐ
῏ *4*ῐ
῏ -4,ῐ
῏+**4*ῐ

環境教育の
実施
/.
,3
3
*
3/

῏ /042ῐ
῏ -*4/ῐ
῏ 34/ῐ
῏ -4,ῐ
῏ *4*ῐ
῏+**4*ῐ

地域住民の
意識向上
/1
-+
/
*
30

῏ /34.ῐ
῏ -,4-ῐ
῏ /4,ῐ
῏ -4+ῐ
῏ *4*ῐ
῏+**4*ῐ

農家の
意識向上
1*
,*
.
+
+
30

῏ 1,43ῐ
῏ ,*42ῐ
῏ .4,ῐ
῏ +4*ῐ
῏ +4*ῐ
῏+**4*ῐ

観光客の
意識向上
,,
,1
,2
+*
/
3,

῏ ,-43ῐ
῏ ,34-ῐ
῏ -*4.ῐ
῏ +*43ῐ
῏ /4.ῐ
῏+**4*ῐ

注ῐ ῏ ῐ 内はῌを示しているῌ

いえば大事であるῒ が ,. ῏,/.*ῌῐ῍ +1 ῏+1.3ῌῐ で

を合計すると 3+.1ῌ であり῍ 傾向としては ῑ農地

あったῌ これらの対策については῍ どちらとも

の維持管理体制づくりῒ 及び ῑ環境教育の実施ῒ

ῑ大事であるῒ と ῑどちらかといえば大事であるῒ

とほぼ同様であるῌ

を合計すると 3 割以上となるῌ ただし῍ ῑ大事であ

ῑ農家の意識向上ῒ については῍ ῑ大事であるῒ が

るῒ の割合は土木対策と営農対策とを比較すると

1,.3ῌ῍ ῑどちらかといえば大事であるῒ が ,*.2ῌ

約 3 ポイントの差があることから῍ 土木対策は῍

であったῌ これらを合計すると 3-.1ῌ であり῍ 土

特に重要性が認められていることが分かるῌ

木対策と同様で最も高い数値を示したῌ ῑ大事で

土木対策と営農対策について῍ 農家の回答につ

あるῒ についても , 番目に高い数値となったῌ

いて考察するῌ 土木対策については῍ ῑ大事であるῒ

ῑ観光客の意識向上ῒ については῍ ῑ大事であるῒ

が +1 名中 +. 名῍ ῑどちらかといえば大事であるῒ

が ,-.3ῌ῍ ῑどちらかといえば大事であるῒ が ,3.-

が - 名であったῌ 営農対策については῍ ῑ大事であ

ῌ であり῍ これらを合計すると /*.,ῌ であったῌ

るῒ が +1 名中 ++ 名῍ ῑどちらかといえば大事であ

これらの項目で過半数を占めているものの῍ 他の

るῒ が 0 名であったῌ このことから῍ 農家は農地

項目と比較すると低い割合となっているῌ また῍

からの赤土等流出防止対策を実施する場合には῍

ῑどちらともいえないῒ が -*..ῌ῍ ῑどちらかとい

これらの対策の重要性は認識しているといえるῌ

えば大事ではないῒ が +*.3ῌ を占めており῍ 赤土

ῑ農地の維持管理体制づくりῒ と ῑ環境教育の実

等流出については῍ 観光客の意識は重要と考える

施ῒ については῍ 営農対策や土木対策と比較する

グル῎プと῍ そうではないと考えるグル῎プに差

と῍ 直接的な対策ではなく῍ また効果が発現する

があったと推測されるῌ

までに長期間を要する項目であるῌ この二つの項

以上の結果を考察すると῍ 現実的な対策である

目について考察すると῍ ῑ大事であるῒ がそれぞれ

営農対策と土木対策は重要であると考えている被

/- ῏/0..ῌῐ῍ /. ῏/3..ῌῐ῍ ῑどちらかといえば大事で

験者の割合が高く῍ 約 3 割を占めていたῌ また῍

あるῒ がそれぞれ -* ῏-+.3ῌῐ῍ ,3 ῏-*./ῌῐ であっ

間接的であり῍ 長期的な対策と考えられる農地の

たῌ この二つの項目は῍ ほぼ同様の傾向を示して

維持管理体制づくりと環境教育の実施について

いるῌ これらを合計すると 3 割弱であり῍ 営農対

は῍ 重要性は認めつつも῍ 営農対策や土木対策と

策と土木対策とは大きな差は認められないῌ ただ

比較すると重要性はやや低いと判断しているῌ 各

し῍ ῑ大事であるῒ の項目については約 - 割を占め

主体の意識については῍ 農家の意識向上が重要で

る結果となっており῍ 上記二つの対策の結果と異

あるという意見が多く῍ 農家に対策を期待してい

なるῌ

ることが分かるῌ また῍ 地域住民の意識向上の割

残りの - つの項目については῍ 各主体の意識向

合も決して低くはないῌ 一方で῍ 観光客の意識向

上に関する質問項目であるῌ 地域住民の意識向上

上については意見が分かれているῌ おそらく῍ 赤

については῍ ῑ大事であるῒ が /3..ῌ῍ ῑどちらか

土等流出についての観光客の意識が重要であると

といえば大事であるῒ が -,.-ῌ であったῌ これら

判断している被験者は῍ 観光客に赤土等流出の現
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表 +* 赤土等流出防止対策に関する効果的な環境教育

屋潟原を対象として 二段階二肢選択形式の CVM

回答数

割合 ῍

を適用している 分析の内容は 沖縄の海をきれ

営農対策への参加
地域資源保全活動への参加
生物調査ῌ海洋調査の参加
赤土等流失に関する標語ῌポスタの応募
赤土等の流失現場の見学
ビデオやスライドを利用した講演会などの参加
その他

-.
./
/,
-*
2/*
,

-14*
.243
/04/
-,40
3*4,
/.4,4,

いにするための 赤土汚染改善基金 のようなも

標本数

3,

+**4*

項目

注 この質問は複数回答可能な項目である

のをつくり 公的助成だけでは不足する赤土汚染
改善を補うための費用に関する支払意志額の平均
値を推定することである 本研究の CVM と異な
る点として 下記のことが挙げられる 第一に
呉のシナリオは仮想的な基金を設定しているのに
対して 本研究は実際の赤土等流出防止の対策に

実を知ってもらうこと 赤土等流出対策を実施し

ついて質問していることがある 第二に 本研究

て生産された農産物を購入してもらうこと等を期

では 農地からの流出防止対策のみを対象として

待していること等が考えられる 一方で 赤土等

いることがある 第三に 本研究では 赤土等の

流出は地域の問題であり 観光客には関連がない

流出の削減目標しか示していないことがある こ

と考えている人もいるのであると推察される

れは 赤土等の流出が目標のように削減されたと

表 +* は 小学生や中学生を対象とした赤土等
流出防止対策に関する効果的な環境教育について

しても どのような効果が発現されるかは 現時
点では予測できないためである.

の回答結果である 最も高い回答率を示した項目

CVM にはいくつかの質問形式があるが 本研

3*.,῍ を

究では二肢選択形式を採用した 推定方法は 浅

示した 次いで 生物調査ῌ海洋調査の参加 が

野ῌ渡邉 ,**. による方法を適用した 浅野ῌ渡

は 赤土等の流出現場の見学 であり

/0./῍ ビデオやスライドを利用した講演会など

邉の方法は 二肢選択形式で推定が可能な方法で

の参加 が /..-῍ であった 上位 - つの項目につ

あり 最小二乗法によって推定を行うので 推定

いては 見て 調べて 話を聞くことである 実

が容易であること 被験者の負担が軽減できるこ

際に保全活動に参加すること 営農対策への参加

と 質問形式が現実の購買行動に類似しているこ

及び 地域資源保全活動への参加 については 特に

と等の利点がある 浅野ῌ渡邉の推定方法は 下

低い値を示していないものの /*῍ 未満の回答率

記のようにして行われる

であった 赤土等流出問題についての啓発を促す

平均値WTP定数項の推定値 最大提示額

ことが目的である 赤土等流出に関する標語ῌポ

提示額の推定パラメタῌ,

スタの応募 については最も少ない割合となっ

最大提示額,

たが それでも約 - 分の + の被験者が効果的であ
ると回答しており いずれの項目についてもある

ῌ

本研究でのシナリオは図 + の通りである 図 +

程度は効果的であることを認めていることが集計

の

結果から分かる

/,*** 円 +*,*** 円 ,*,*** 円のいずれか一つが入

῍ῌ

赤土等流出防止対策に関する CVM の推
定結果

本節では 環境評価手法の一つである仮想状況
評価法 CVM を適用して 赤土等流出防止対策
に関する経済評価を行う
赤土等流出を対象にした環境評価研究として
は 呉 ,**- がある 呉は 沖縄県宜野座村古知

円には +** 円 /** 円 +,*** 円 -,*** 円

る なお

抵抗回答は

基金で行うべきではな

い が ,, /*.*῍ 内容や対策などが良くわから
ない が +. -+.2῍ その他が 2 +2.,῍ となっ
た この抵抗回答を除外した結果 分析に用いる
標本は /, となった
浅野ῌ渡邉の二肢選択形式については 被説明
変数は支払意志を示しており 提示額に対して支
払意志を示した場合には +

支払意志を示さない

農村研究 第 +*/ 号 ῏,**1ῐ
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図 + 轟川流域の赤土等流出防止の対策に関するシナリオ

表 ++ 二肢選択形式 CVM の推定結果
定数項
提示額
自由度修正済み決定係数

係数

t値

+4*.1/
ΐ-4**3+*ΐ/

,.4/.0
ΐ04,0+

*4.1.,

額を引用しており῍ その結果は + 億 .,022 万円で
あったῌ 本研究の結果は῍ 石垣市のみを対象とし
ているが῍ 今回の支払意志額の合計は沖縄県の被
害額を上回っているῌ
,**0 年 0 月 1 日付の八重山毎日新聞によると῍

場合には * としているῌ また῍ 説明変数は提示額

赤土流出防止対策として取り組んでいる水質保全

になるῌ これらの変数を用いて最小二乗法を行っ

対策事業は῍ 農地対策としてほ場のこう配修正

た結果が῍ 二肢選択形式 CVM の推定結果となっ

῏-ῌ 以内ῐ῍ のり面保護῍ グリ῎ンベルトの設置῍

ており῍ これらを表 ++ に示したῌ

排水対策として排水路῍ 沈砂池῍ 浸透池等を設置

推定は - 次項まで含めて行ったが῍ 自由度修正

するものであるῌ ,**0 年度の新規地区である轟川

済み決定係数と提示額の t 値を勘案して῍ + 次項

流域の石垣市第 / 地区 ῏+.- haῐ の場合には῍ 0 年

までとしたῌ 表 ++ の結果をもとにして῍ 赤土等流

間で総事業費が 1 億 1,1** 万円を予定しているῌ

出防止対策に対する支払意志額の平均値の計測を

また῍ ῑ広報いしがきῒ によると῍ ,**/ 年度の流域

行うῌ 本研究では最大提示額を ,*,*** 円としたの

環境保全農業確立体制整備モデル事業の予算は῍

で῍ この金額をもとに ῌ 式より計測した結果῍

+,//1 万円であったῌ

/ῐ

+.,3-, 円となった ῌ この結果は῍ 呉 ῏,**-ῐ の

轟川流域では */ 年度までに + 地区 ῏,1 haῐ が完

0,/32 円と比較すると高くなったが῍ 本研究では

了し῍ 残り - 地区 ῏計 .1* haῐ で継続されているこ

対策の内容がより明確であること等῍ シナリオの

と ῏,**0 年 0 月 1 日付八重山毎日新聞ῐ῍ 上記の事業

条件が異なっているためであると考えられるῌ

以外にも対策が実施されていることがあるが῍ 本

平成 +3 年 + 月現在で῍ 石垣市の人口は .1,2*1

研究の結果からは῍ 著者らが把握している費用だ

人῍ 世帯数は ,*,0,0 世帯であるῌ 石垣市には住民

けで比較すると῍ 赤土等流出防止対策にかかる費

登録していない人も多いが῍ 公表されている世帯

用よりも῍ 便益の方が大きくなることが明らかに

数をもとにして῍ 赤土等流出防止対策に関する支

なったῌ

払意志額の算出を行うῌ その結果は῍ - 億 133 万
円になったῌ
呉 ῏,**-ῐ は῍ 沖縄県環境保健部が調査した被害

また῍ 本研究は轟川流域のみを対象としてお
り῍ またアンケ῎ト調査を轟川流域と石垣市中心
部に限定したために῍ 支払意志額の平均値が高く
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算出された可能性があるῌ しかし῍ 前述したよう

人であったῌ 石垣市の観光客は῍ 独特の景観や食

に῍ 仲村 ῏,**/ῐ によると῍ 轟川流域で行われる事

文化等を目的として訪問していることが多いと思

業の成果を他地域へ展開することが考えられてお

われるῌ 赤土等流出については῍ その景観を悪化

り῍ 今後石垣市全域の流出源で赤土等流出防止対

させているだけではなく῍ サンゴ礁をはじめとす

策がこれまで以上に進展することが期待されるῌ

る貴重な生態系を悪化させているῌ この他にも῍

そのような状態になれば῍ 轟川流域及び石垣市中

赤土等の流出は῍ 近海の漁獲にも多少の影響を与

心部に居住していない住民にとっても赤土等流出

えていること῍ ダイビング等の観光業にも影響を

防止対策は身近な問題になり῍ 関心が高まるであ

与えていることも挙げられるῌ このため῍ 赤土等

ろうῌ

流出は῍ 石垣市民だけでなく観光客に対しても外

ῌῌ む す び

部不経済を及ぼしていると考えられ῍ 赤土等流出
の防止対策について支払意志を示す観光客は多い

本研究では῍ 石垣市轟川流域の赤土等流出防止

と推察されるῌ 今後の課題は῍ 観光客を対象とし

対策について῍ CVM を適用して住民の支払意志

て῍ このような赤土等流出の防止対策に関する支

額の平均値の計測を行ったῌ その結果῍ +.,3-, 円

払意志額の推定を行うことであるῌ

となり῍ 石垣市全体では - 億 133 万円になること
を明らかにしたῌ 費用が完全に明らかになってい
ないので῍ 便益との単純な比較はできないが῍ 評

付 記
本研究は῍ 本研究は文部科学省の科研費 ῏+212*+1/ῐ

価額の平均値を見る限り῍ 高い値を示しているῌ

の助成を得たῌ 沖縄県八重山支庁農林水産整備課

このため῍ 今後も赤土等流出防止対策を積極的に

の増村光広氏῍ 島袋進氏῍ 石垣市役所農政経済課

すすめることが重要であるといえるῌ

の片桐政順氏῍ 環境政策課の豊里好文氏には῍ 石

なお῍ 本研究の CVM の結果は石垣市の住民を

垣市の赤土等流出に関する現状と防止対策等につ

対象にしたものであるῌ 赤土等の流出は῍ 地域住

いてご教授いただくとともに῍ アンケ῎トの作成

民にとって外部不経済になっているといえるが῍

の際には大変貴重なコメントを頂戴しましたῌ 沖

その対象は住民にとどまらず῍ 観光客に対しても

縄総合事務局農林水産部の太田英理氏には῍ 赤土

大きな影響を与えているといえるῌ

等に関する概要等をお聞きしましたῌ 東京農業大

,**0 年 - 月 3 日付沖縄タイムス夕刊 ῏http : //www.
okinawatimes.co.jp/day/ ,**0*-*3+1** _ *+.htmlῐ に

学の岩本博幸先生には῍ 調査の一部にご協力いた
だきましたῌ 記して感謝の意を表しますῌ

よると῍ 石垣市は ,**/ 年の入域観光客数は 1/ 万
注
+ῐ 本文の以降では῍ ῑ赤土等ῒ と表記するが῍ 引用の

策に関する意見交換会白保地区ῒ 報告資料からの転

箇所については῍ 引用元に従い ῑ赤土ῒ と表記する

載であるῌ この図の利用の許可は沖縄県八重山支庁

場合もあるῌ

よりいただいたῌ

,ῐ これらの流出量は῍ シミュレ῎ションの結果から

.ῐ 赤土等流出量の削減による効果を示すことができ

予測されたものであるῌ これらの流出量は第 + 節で

ればより理想的であったが῍ そのような効果の予測

説明したものと異なるが῍ そのことは栽培品目や地

は困難であることを沖縄県八重山支庁より示唆いた

域が異なるためであると推察されるῌ
-ῐ 赤土等流出防止対策に関する図についても῍ ῏財ῐ

日本グラウンドワ῎ク協会 ῑ第 . 回耕土流出防止対

だいたῌ
/ῐ 本研究では抵抗回答を除外して推定を行っている

ので῍ 評価額が高くなった可能性はあるῌ
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Valuation of the Measures to Prevent the Drain of the Red Clay
on Todoroki River Basin in Ishigaki City
Hiroto TANAKA (Tokyo University of Agriculture)
Miho KAMIOKA (Tokyo University of Agriculture)
The purpose of this study is to evaluate the measures to prevent the drain of red clay in Ishigaki City
by dichotomous contingent valuation method (CVM). The subjects of the study are 0** inhabitants in
Ishigaki City. The measures to prevent the drain of the red clay are by farming measures and construction
measures. It is presumed with CVM that the drain of red clay will be reduced to / t/ha in ,*++ by these
measures. As a result, the mean of willingness to pay was +.,3-, yen. ,*,0,0 households live in the city.
The total willingness to pay was -*1,33*,*** yen in Ishigaki City.
Key words : drain of the red clay, farming measures, construction measures, CVM

