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鹿児島県与論島におけるサンゴ礁保全と地下水等の富栄養化問題

ーさとうきび農業に注屈して_1)

1.はじめに

与論島は，琉球列島のほぼ中央，奄美諸島の南端

に位i置する経起珊瑚礁の平坦な島で，主立った河川

はなく，いわゆる「低島Jの特徴を備えている.隆

起耳n)~初礁は基盤岩を多孔性の石灰岩が取り巻く形に

なっており，極めて透水性が高い. この地質的な特

徴は二つの重要な!帰結をもたらす 第ーに，周辺の

海水が地下水盆に入り込み，淡水はこの潟水のJ二に

比重の差でレンズ状に浮くような形で存在する(い

わゆる淡水レンズ)2) 境界領域は汽水状態になっ

ており，過剰な地下水の汲みJ二げがあると，容易に

塩水が混入するという非常に不安定な形で地下水が

存在している.第二Iこ，透水性の高いこと壌のため降

雨は渋滞なく地下に浸透し地下水となるが，有人烏

艇においてはこれはすなわち集水域と人間の生活域

が一致していることになり，生活域における良資産

業・生活起昔前、の物質が容易に地下水に混入する傾向

があることを意味している.南西諸島では，化学肥

料多投入型のさとうきび農業や音践が盛んな地域が

多く，その影響が懸念されている 3)

与論島の周聞は，ほぼ環状にサンゴ礁のリーフで

取り閉まれ， r東洋の海に浮かび輝く一個の真珠j

と賞される美しいサンゴ、の海を誇っていた.その周

辺海域は奄美群島民i定公園にも指定され，大白化直

前の王子成9年度で年間 7万人のオーダーの観光客を

集めていた. しかし 1998 年の世界的な大I~化の折，

与論島のサンゴ礁も大きな打撃を受け， 20昨年現

在，未だ遅々として回復しない状況である心. 98 

年の白化現象の直接の引き金が高海水源であること

はほぼ間違いない. しかし，白化後;長期間回復の兆

しがみえないこともあり，その他の環境ストレスが

副要閣として関与しているのではないかとの疑いが

もたれている.陸域側の要因として，富栄養化した

陸水が海域の水質に影響を及ぼし，サンゴの生息環

境を悪化させている可能性が指摘されている.

与論島は集水域と生活域が一致しており，地下水
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が富栄養化しやすい条件を持っている.与論島にお

いても，さとうきび農業と畜産が共にさかんで、あり，

昭和 50年代以降，地下水の富栄養化が問題化して

いる また透水位の高い地質条件下で、は，逆に官栄

養化した地下水が周辺海域に影響を及ぼしやすい.

さらに飲料水をよ也ド水に頼る与論島では，地下水の

富栄養化はそれ自体人間の健康に悪影響を及ぼす可

能性があり，重大な問題である.

本稿では， 自然条件の類似する南西諸島の他の島

艇の事例も参照しつつ，さとうきび農業や畜産と，

地下水等の富栄養化問題の関連を検討する.その上

で， I認の新しいさとうきび政策と農地・水・環境保

全向上対策の内容を概観し，与論島のサンゴ礁およ

び地下水の保全との爵連でその問題点を考察する.

2 サンゴの由化現象と環境ストレス

1997年にオーストラリア・グレートバリアリーフ

を襲った大規模な臼化現象は， 1998年にかけてt!t界

中に広がり，各地に発生した高水温の海水塊は日本

にも達して南西諸島をはじめとする各地のサンゴ礁

を白化させ，特に沖縄本島西際部では壊滅的な打撃

を与えたお. この泣界的な大白イとを契機にサンゴ礁

の危機は一躍位間の工事自宅ど集めることとなった

造礁サンゴは，体内に褐虫藻を共生させ，その光

合成の代謝産物を利用できるという有利性を持ち，

そのため熱帯・亙熱帯域の光が多く食栄養な海域で

卓越する. しかしシルト流入等で海水の透明度が

下がったり，サンゴの上に直接赤土等が堆積したり

すると，光合成に支障が出てサンゴは大きなダメー

ジを被る 高水温をはじめとするさまざまな原因で

サンゴが大きなストレスを受けると褐虫藻が体外に

排出され，そのような状態が一定期間続くとサンゴ

本体も死に至る.いわゆるサンゴの白化現象である.

サンゴに対する環境負荷として，他にも海水の富

栄養イとや懸湾，界函活性剤(合成洗剤l等に含まれて

いる)や農薬の流入等が知られている 6: このよう
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な環境ストレスの累積によってもサンゴの白化は起

こり，土木工事:や農畜産業・生活起源の物質の陸域

からの流入等，人間活動の影響もまた大きな問題に

なる 一般のマスコミでは，白化の原因として単に

高海水温のみが強調されることが多いが，人間活動

による環境負荷も同時に陪題になるという点は，銘

記すべきである 見方を変えれば，サンゴの海に対

する人為的インパクトをコントロールし，サンコ守に

対する環境負荷を適正な水準まで引き下げることが

できれば，海水混が上昇ーした場合のサンゴの白化を

絞小限に食い止めることができる可能性がある目

3. 与論島のサンゴ群集の劣化と富栄養化問題

野島[10Jによる 2005-6年の造礁サンゴの現状

調査によると，与論島周辺にほぼまんべんなく設還

した 16の調査地点の内，茶花港北側礁縁において

50%を超えた以外は，いずれの地点もら10%程度

と造礁サンゴの被度は「非常に低い」状態であった.

しかし平田・大迫は 1967年に野島の調査地

点とほぼ重なる 8カ所を調査し，被度の記i淡こそな

いが， rサンゴ礁と闘をほとんどおおいつくさんば

かりに生育しているム「エダサンゴ類の街林j，r礁
阪は大半が際問なくテープ、ルサンゴ型造礁サンゴで

濯われるj等の表現でサンゴが密生している様を描

写し与論島のサンゴ礁を「単に奄美群島中最高で

あるというだけでなく，琉球をも含めた南西諸島全

体を代表するJものであると結論づけている.

また 90-92年の環境庁の第 4回自然環境保全基礎

調査の結果によれば，与論島の礁i也は「奄美i洋島で

最大Jで， rかつては枝状ミドリイシJrの群集が広

がっていたと思われる」が， r田復は不良Jであり，

「北岸の寺崎に被度百の校状ミドリイシj 135.2 ha 

の分布が見られj，r百合ヶ浜を中心として被度+

の場所が 776.8haあり，これは与論烏のサンゴ群集

し121.4haの69.2%を占めj ているの.礁縁に関し

ては「回復は未だト分でなく，被度 III，IVは0.5%

にすぎず，被度 1，IIが 73.1%を占めj ている.奄

美海域は 1970年代にオニヒトデが大発生し，サン

ゴに大きな被害を与えており，回復云々の文言はそ

の被害からの間復を指すのであろう 8)

1967年， 90-92年時の調査結果と比較すると， 98 

年の大白化後の 2005-6年の調査時には与論島のサ

ンゴ群集が大きく衰退していることがわかる また

( 73) 

数量的な判断はつかないが，描写から判断すると

1967年の調査時から 90同92年の調査の間でもサン

ゴ礁の衰退があったことがうかがえる.島氏からの

関取調査では，この罰ずっと少しずつサンゴが減っ

てきたが， この 10年で著しく悪化したことが指摘

されているが，以上の科学的調査の結果は島民の生

活からの認識を裏付けるものである.

与論島では，地域住民が5常的にリーフ内の礁池

に入り会って水産物をとるという「おかずとり j的

な慣習が現在に至るまで続いており，地域住民もサ

ンゴ礁の海を非常に重要視していて，サンゴ礁の衰

退に関しては一般の地域住民も非常に危機感を持っ

ている.島の生活の中でサンゴ礁の変化を通時的に

見続けてきた岳民の中には，劣化の原因に関しても，

この間の島内の変化と結びつけて様々な意見を持っ

ている 9) たとえば，背は烏の大きな部分を覆って

いた森林が土地改良卒業等によりほぼ切り開かれて

農地になっているが，そのような森;f~の減少との関

係を指摘する島民もいる土地改良事業に関しては，

卒業が行われるのに並行して農地で、の地下水利用が

高まり，地下水脈が変化して海中での地下水の湧水

が減少したことの影響を指摘する}おもある.また与

論島の海岸部の，シュパナ，浜ヒルガオ，草トベラ，

モンパの木， リューゼツラン，アダンといった特有

の海岸植生が近年護岸工事等により減少している

が，これとサンゴ礁の劣化を結びつけ，海岸植生の

回復を訴える運動もある 10) その他にもお決まり

の工事現場からの赤土流出や生活鋭7J<:の問題も懸念

されている. これらは島民の生活実感のレベルの仮

説であり，それぞれ科学的にはあり得る話だが，き

ちんとした科学的調査によってサンゴ礁劣化との関

係が示されているわけで、はない しかし大規模な

白化現象の直接的な引き金が高海水温であるにし

ろ，何らかの環境ストレスが高IJ要阪として関与して

いる蓋然性はかなり高いであろう

そのような中，深見は 2005年 10月から陸

水(表層水および地下水)5地点，海水 13地点の

採水調査を継続する中で，陸水の採水ポイントでは

窒素・リンといった富栄養化物質の濃度が(有機態・

無機態ともに)かなり高くなっており，海水に関し

てもポイントによっては通常のサンゴ礁海域の数 1-

f訟のオーダーで富栄養化物質の濃度が高くなってい

るという結果を見出し，サンゴ礁劣化と関連してい
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る可能性があることを指摘している 11)ただし， 表1.与論町の主要水道水源の硝酸性窒素濃度(検

このオーダーの富栄養化がサンゴ礁にどのような影 査期段:H18. 9/27悶 10/17)

響を与えるかは未だよくわかっておらず，サンゴ礁

劣化との関係は不分明であるー

先述の返り与論島では，昭和 50年代以降，地下

水の富栄養化が問題化している.上記の深見の観測

結果もこのような問題と無関係ではないはずであ

る.また透水性の高い地質条件は，逆に富栄養化し

た地下水が周辺海域に影響を及ぼしゃすいというこ

とでもある むろん人間活動によって自然界に排出

された富栄養化物質は，ら二論島のような絶海の孤島

では速やかに海水に希釈されるため，長:のオーダー

としてどの程度サンゴ礁劣化と結びついているかと

いう点は今後さらなる検討が必要である.

まず現在，与論島の地下水は， どの程度富栄養化

しているのだろうか.最新の主要水道水源、の検査結

果は表 1の通りである 12) 水道法による水質基準

が 10mダL以下であるから， これらの数値は相当に

高いと考えてよい.次に，その年次変化は国 1の通

りである 昭和 59年の段階ですでに相当硝酸性窒

素濃度がかなり高くなっており，年度によっては一

部水源で水道水の水質基準を超過していることが分

かる.また，平成 12年までは水道の蛇口水の硝酸

性窒素濃度も相当の水準であるが，平成 13年度以

降は低下している. これは与論町において平成 13

年度から稼働している海水の淡水化プラントによる

ものである すわなち，淡水化プラントで処理して

窓素分を除去することにより，水道水として供給さ

16 
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留1. 与論町の主要水道水源の硝酸性窒素濃度の年

次変化

出典・与論町水道課資料(値は毎年9月の水道法に基づ

く定期水質倹査結果のもの)

水源
階自主役

(単位:mg/L) 

窒素淡度
_.-、= 磁酸性

l 7.0 

2 10.4 

3 6.9 

4 6.5 

れるレベノしでは， 2 ~ 2.5 mダL前後(王子成 18年の

最新の検査結果では 2.5mダL) (浄水(役場水道課

蛇口))にまで抑えられているのである.

このような地下水の富栄養化は， どの程度まで年

代を遡るのだろうか.与論町水道諜に残る古い資料

を参照すると，ごくごく断片的な検査結果であるが，

昭和田年 5 月の古里第 1~第 4，立長，麦屋，那

間水源の硝酸性窓素濃度は 0.09~ 0.18 mダLという

通常の汚染されていない地下水のレベルにとどまっ

ており，また昭和 53年 4月の水道給水栓の検査結

果も 0.005mg/Lとごく低い値である.昭和 54年 8

)jの検査結果は，古車第 1~第 3，麦屋，那悶水源

で7.5mダLという高い数値を示し，それ以降，数

値は変動しつつも高い水準に張り付いている.

与論島の地下水質について調べた川迫他 [6Jは，

昭和 58年度~平成 2年度の水道法に基づく上水道

精密試験結果の経年変化を分析し，窒素濃度が

1.0 mダLを超え始めた時期を昭和 43年と推定し，

「与論島の化成肥料の施肥;量が急泊した時期とほぼ、

一致Jするとして， r 1ヒ成肥料の使用最の増加」が

地下水の硝駿性窒素濃度増加の要因の一つであるこ

とを指摘している しかしこの富栄養化時期の推

定は，たかだか数年分， しかも一つの水源のデータ

のみから計算した窒素濃度上昇率を過去にのばす形

で推定しているため，その妥当性に!認しては注意が

必要である.また資産や生活排水の状況との関係も

分析されておらず，それらの姿閣との関係も依然疑

われる.

時様の池下水の富栄養化問題を抱える沖縄県の宮

古鳥では，昭和 63年に「宮古島地下水水質保全対

策協議会Jが立ち上げられ，そこをベースに地元研

究者をはじめとする関係主体が長期に渡って共同し

て調査・研究が進められた 13) その中で宮古島の

( 74) 
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地形・地質条件が天然のライシメータをなすという

ことを利用して，地上の活動と地下水の関係が究明

され，肥料，家畜ふん尿，生活排水等が主要な窒素

源となって地下水に影響を及ぼしていることが明ら

かにされた 14) その結果を元に，さとうきび農業

の施)lE方法の改善(施肥時期の調整や緩効性肥料へ

の切替)，家畜排せっ物対策(野積み，素掘り等不

適切な管理の解消と堆肥化処理推進)，生活排水処

理対策(地下浸透処理から下水道処理への切寄推進)

などの崩で提言がなされた.対策は基本的に市民や

良業者に対する啓蒙が主たる手段となっており，そ

の舵進には多くの臨難があるようだが，結果として

近年は硝酸性窒素濃度に関して清子の改善がみられ

るようになっている.それは長期間継続する詳細

な地下水水質問係の調査と，その各年度ごとの公表，

そしてそれらのデータをもとにした啓蒙活動とい

う，地道な科学的調査と啓発のプロセスが一定の効

果を上げているのだろう.

4. 与論島の富栄養化物質排出源の検討

中西は，宮古島の地下水へき芝索負荷を与え

る主要な排出源とし化学IJE料，家憲ふん尿，生活排

水の 3つを指摘している.また，与論島の窓素収支

を概算した中津 [9Jは人・牛・化学肥料を窒素源

として考えた場合，年間 301tの余剰窒芸誌が発生し

ていると見積もっている.

与論島の場合，総人口は 5731人，世帯数 2087戸

であり (2005:9三国勢調査)，その1/3が茶花地区に

集住している.生活排水の処理状況は， 2004年度

末で，汚水処理人口普及率は 33.5%であり(当時

の人口は 5823人)，残りは地下浸透等の形で生活排

水を環境中に排出していると考えられる 汚水処理

の内訳は農業集落排水施設で940人，集落排水が整

{議されていない地域は合併処理浄化槽により 1009

人がカバーされている 合併浄化槽に関しては国家

補助事業を導入して整依を進めており， 2006年 3

月現在処理人口は 1763人まで増加している 生活

排水処理については，着実な進展が見られると言え

るだろう

良資産業であるが， 900戸の農家の内，専業275

兼業 522戸，残り 103戸は自給的農家である (2005

農地利用は 2005年でさとうきび畑が 59. 1% 

(545 ha) を占めている(図 2). 図3、4でさとうき

びの収穫面積と家畜(主に繁殖牛)飼養頭数を見る

と、この 20年間でさとうきびの生産が低下し、家

畜の飼養頭数が増加していることがわかる 16) し

かし、家畜排せつ物の処理については，すでに家斎

等排せっ物処理法が存在する. 10真夏以上を館養す

る農家に関しては適切な処理や管理が法的に義務づ

けられており，すでに対策がなされている.また「裾
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切りJされている 9頭以下飼養農家に関しても，与

論島では町営の堆肥センターが整備され有効に運用

されており，一定の道筋がついている 17) 最後に

さとうきび農業に関しては，鹿児島県が策定した「環

境保全型農業の達成目標と推進方策J(1998年)に

基づき化学肥料の 2割削減が白標化され，施肥基準

等により適正な施肥管理が行政から呼びかけられて

いる.だが， どの程度の削減がなされているか，そ

の効果は不分明である さとうきび農業の施肥管潔

に関しては，より実効的な対策が求められるだろう.

5. r聞のさとうさび政策の見直しj活用の可能性 18)

さとうきびは，ター論島がそうであるように，特定

の地域において，その関連産業とともに地域の経済

社会において重要な位置を占める基幹作物となって

いる 多くの場合，それらの地域では自然、条件の聞

から代替作物が乏しく，また零細な農家が多かった

ため，農家経済の安定等を政策目擦とする価格支持

と全量買い上げの仕組みが長く維持されてきた.農

業政策全体が知i格政策から構造政策ヘシフトする

中，さとうきび生践に関しでも「市場原理の一!替の

導入や関連産業も含めたコスト削減の推進Jが必要

であるとの観点から，この 2007/08年産のものから

砂糖及び1:1牟味資源作物政策が大きく変更されること

になった.すなわち，最低生産者価格が廃止され，

生産者の収入は，精糖会社が支払う「取引価格」と

国(独立行政法人民斎産業振興機構)が支払う「さ

とうきび品目別経営安定対策jの交付金の合計とな

る. r取引価格jは，砂糖の市場価格によって変動

する販売収入を生産者と製糖業者が案分することに

よって決定されるが，その額は現在の生産コストと

比べてかなり低い水準になると予想される.経営安

定対策の交付金は標準的な生産コストとの差を埋め

るものとされ，当面 3年聞は 16，320円/tで固定さ

れる耳元引価格J+交付金で現行の生産者収入の

水準を確保しようというものだが， ここで問題にな

るのは経営安定対策の対象要件である.すなわち，

(1)認定農業者等， (2)今後，認定農業者等となる

ことが期待される者として，一定の作業規模を有す

る者， (3)ベj)一定の作業規模を有する共同利用紐

織に参加している者， (3)ベii) (1) (2) の者，一定

の作業焼撲を有する受託組織等に基幹作業を委託し

ている者のみが対象者となる 19) また，そのほか

( 76) 

にも，地域の生産者等の組織において，中期的な生

産見通しとその実現に向けた耳元組計闘を作成してい

ること，環境規範を遵守することが求められている.

現実問題として，さとうきび経営の継続のために

は，この「経営安定対策」交付金の受給が必要にな

る.この 3年聞は特例期間として， r地域の生産農

家の 1/2以上が参加して，受託組織等の生産体制の

核となる担い手の育成を行うことを目的とする組織

に参加する者Jも「経営安定対策Jの対象となるが，

それ以降は，小規模農家は，認定農業者になるか，

経営規模を拡大して間積要件を満たすか，要件を満

たす生産組織に参加ないし作業委託をするか，ある

いはさとうきび農業から撤退するかの選択を迫られ

ることになるだろう 20) 農家を，大規模機減化経営，

あるいは地域で共同して機械作業を行う生産組織へ

誘導する政策意図が存在するものと思われる

同時に，農地・水・環境保全島上対策も本格実施

される.さとうきび農業で主になるのは， r営農活動

への支援Jの区分であろう. これは， (1)穏当程度

のまとまりをもって，化学肥料や化学合成農薬を原

則 5割以上低減する先進的取組(エコブァーマーの

認定を受ける必要がある)や， (2)地域全体の農業

者による環境負荷低減に向けた共同の取組に対し，

営農支援という形で交付金を支払う仕組みである 21)

だが与論島のさとうきび農業においてこの制度が

どの程度活用し得るかという点には疑問符がつく.

与論町さとうきび振興会などが発行している『さと

うきび栽培ごよみ』によると土作りのため堆肥は

2 t/10 aの施泊が推奨されているが，この量:の堆肥の

購入・運搬・散布に要する費用は与論島の場合約 2

万 6千円であり， 3千円 /10aという交付金額が十分

なインセンティブとして働きうるかは疑捕である.

その上，さとうきびは仲長狂騒期に多量の窓索を要

求しその時期の施肥設が収量に大きな影響を及ぼ

すため，堆肥施用の場合も化学肥料の施用が推奨さ

れている(堆Jl巴施用はあくまで太作りという位置づ

けである). iた作型として一度植え付けられたさ

とうきびは収穫後も 2度 3度と株i:I:lで栽培が継続さ

れるため，その聞は大規模な堆肥散布は困難であり，

施肥は化学肥料が中心となる.化学肥料に大きく依

存している現在のさとうきび栽培の技術体系下で化

学肥料の 5割削減が可能かどうかは不分明である.

さとうきひe農業の地下水や海域への負荷を低i戒す
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るためには，施肥方法の改善，例えば施肥時期・回

数田あたり施肥量を調整する，緩効性肥料に切

り替える等の方法で，雨水による化学肥料の地下へ

の浸透や水系への流出を最小化する方法が有効であ

る22) さとうきびは伸長旺盛期に大量の皇室主誌を吸

収して急速に成長するが，収穫官官の持期には糖の蓄

積を促すため土壌中に窒素肥料が残っていないこと

が望ましい.このような施肥方法の改善は，さとう

きびの生理特性にも退っている. !J巴料分の流出を最

小化することができれば施肥量自体も抑えることが

できる.ただ，その削減量が5都に)渇くか奇かはまっ

たく別の問題であることには注意を要する.

このようなさとうきびの栽培特性と，与論鳥で起

こっているようなさとうきび農業の外部不経済の実

態を考えると，農地・水・環境保全向上対策の「営

22活動への支援jの基準や支援水準はいかにも硬底

的である.特tこ際良U5 j1jU以上減という一律の基準で

は，約やかな施肥管理により環境へ放出される祭素

分割成少させるという方向へ誘導するのは難しい.

最後に， I農地・水・環境保全向上」と言う時，

良地に連なる環境・生態系としてどのような範関が

視野に入っているかという点はこの対策の大きな疑

問点である.先述の通り，低島で集約的なさとうき

び農業を行うと，地下水や海域に大きな影響を及ぼ

す. この場合影響は「外部jに及ぶが，対策の射程は，

生態系と言っても農業生産に直接役立つ段地や水

路・ため池等から構成される農地生態系にとどまっ

ており，例えば周辺海域の沿岸生態系やそのステー

クホルダーにはト分には届いていないように見受け

られる. I共同活動(資源保全)への支援Jは文字

通り農業生産に役立つ諸資源の保全を目的にしてい

るが， I営農活動への支援j の区分は農業の外部不

経済の低減を意識した対策が想定されている.後者

は一種の環境支払の側阪があると考えられるが，そ

の場合，外部不経済を被る者とのコミュニケーショ

ンや生態系のモニタリングの仕組み等がないと，農

業サイドの独りよがりな対策に陥る危険性が高い.

例えば化学肥料原則 5割減という基準の妥当性も周

囲への影響を検討しない限りわからないしより汚

染削減コストが少ない営農の改善方法が存在する可

能性もあるだろう.周辺生態系のステークホルダー

や専門家に開かれ，かつ営度改善方法についても柔

軟に変更することが可能なやり方が望ましい.国は

( 77) 

価格支持政策や土地改良事業等を通してさとうきび

農業を地域の基幹産業として育ててきた経緯があ

り，経営安定対策による誘導を含め，外部不経済対

策についても一定の役割を果たすことが望まれる.

6. おわりに

与論島ではサンゴ礁劣化に対する危機意識を強め

た地域住民と行政が一丸となって 2005年にサンゴ礁

の再生プロジェクトを立ち上げた.サンゴ礁の現地

方言を冠しウノレプロジェクトと呼ばれるこのプロ

ジェクトでは，利害が対立しがちな漁協とダイビン

グ業者も協力して活動を行っている.活動内容は，

リーフチェックやサンゴ食巻貝・オニヒトデの駆除，

地元の子供達への環境教育，前出野島[lOJのサン

コ可焦再生調査への協力といったことが主要なもので

ある.実際の活動に携わるのは，現在のところ漁業

や観光，ダイビングの関係者を中心にごく少人数で、

ある.だが先述の通り，一般住民によるワープ内で

のjヨ常的・生活的漁業が根付いており，サンゴの海

に対し一般住民も強間な愛着・誇り，利害を有して

いる.ウルプロジェクトの活動や参加主体を農家を

含むより広い範邸に広げていくことは可能であろう

その際に，農家・行政と連携し「農地・水・環境保

全向上対策j的な制度を用いることにより，より効

果的な対策をとることができる可能性がある.地域

に開かれた外部不経済対策の仕組みが望まれる.

泊1)本稿は新保[12] を大~J高にJ]l1 ij'f改稿したものであるー

2) 淡水レンズの説明に関しては，中西 [7Jを参!¥乳

3) このような南磁諸島における「低烏」の地下水が

陥りやすい問題については，東京農業大学宮市i監

熱幣差是場の中西俊博氏にご教示いただいた.

4) 野王寺 [10J参照

5) 環境省・日本サンゴ礁学会編 [5J参照.

6) 中野 [8J参照.

7)藤原 [2J参照. また，被ffi:+:5%未満， I:ら25%，

II:25同50%，III: 50-75%， IV: 75伺 100%である.

8) 環境省・臼ヌドサンゴ礁学会編 [5J参照

9) 町役場，王寺民に対するヒアジングの他， 2005年 2

月28日に行われたウノレプ口ジェクト (後述)に1*1

する;意見交換会で示された芯:見等に拠る.

10) ノ〈ンフレット「愛・平和・ちゅら烏ヨロン島の蘇生J

より.

11) 深見 [3J参照
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12) ただし，硝酸性窒素濃度が高い一部水源は，使用

が中止されているー

13) この段落の記述は，中西[7]を参照.

14) 中西 [7Jによれば98年度で肥料 35司 69ら，家畜ふ

ん尿 31.4%，生活排水 16.4%という寄与ネになっ

ている.

15) 以下特に断りのない浪り，与論島の農業関係の統

百十数値は与論町産業課 f与論町~業(農業・水産)

の概要平成 18 年度~ ~こ拠る a

16) 図2で1985年に 89haだった続料熔が 2005年に

は300haまで拡大しているのもそのためであろう.

17)詳級は，緒方[Jむを参照

18) 国の新しいざとうきび政策に関しては農水省HPの

「さとうきび政策の見直しについて~市場動向を反

映した取引価格の形成と新たな経営安定対策」平

成19年4Jj 23日版の他，新井二 [IJを参考にした

19) f一定の作業規模Jとは，個人 1ha，組織4.5ha 

20) 小規模幾家が多い与論島では現状のままでは 8割

以上のE芸家が絞営安定対策の対象外になるため，

(3ト(i)の区分のi義務営農産Il織に経浬を一元化する

ことでこの政策変更に対応する方向である

21) (J)の「椴三日程度のまとまりJの基準は， 1)各作

物ごとに見て袋洛の生産者のおおむね5割以上， 2)

作物全体で見て集落等のfJ'付主主積の 2割以上，か

つ1=.i1王者の 3割以上，のいずれかである (fまとま

り姿件J) また (2)は(1)が前提になる

22) 中間 [7J参照
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