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生活環境課概要

生活環境課の業務は、生活衛生行政、医事薬事行政、環境整備及び環境保全行政の４つの

分野に大きく分けられる。

生活衛生行政は食品・乳肉衛生施設の許認可業務や監視指導、動物愛護に関すること・狂 
犬病予防対策、不特定多数の人が利用する生活衛生関係営業（旅館、理・美容、クリーニン

グ、公衆浴場、興行場）施設等の許認可及び監視指導、簡易専用水道の維持管理指導、墓地・

火葬場等の設置許認可事務、建築衛生法に基づく清掃業等の登録申請審査事務や指導等多岐

にわたっている。

医事薬事行政では病院等の医療監視、薬局・薬店での薬剤等の管理・販売に関する監視指

導、沖縄県薬物乱用防止協会宮古支部の指導育成及び献血事業等の推進を行っている。

環境整備行政は産業廃棄物処理業に係る許可申請審査事務、廃棄物の適正処理指導及び浄 
化槽の維持管理指導等を行い、環境保全行政は公共用水域の調査、地下水質の監視、水質汚

濁発生源施設等への立入調査及び水質検査、赤土等流出防止パトロール等を実施し、公害の

防止と環境の保全に努めている。

生活環境課の業務に係わる本庁の部は、福祉保健部（薬務衛生課・医務国保課）及び文化

環境部（環境政策課・環境保全課・環境整備課・自然保護課）の２つの部にまたがっている

が、保健所生活環境課の事業上の主務課は、福祉保健部・薬務衛生課となっている。



１．食品衛生

１）食品関係営業施設数

平成17年度の食品営業施設数は、2,168件で前年度比3件の減である。(P157表3)

飲食店営業は7件（一般食堂等7件増、その他(02,03,04,)14件減）減じてるが、そうざい製造業

は6件、喫茶店営業は27件、菓子製造業は7件とそれぞれ増加している。

また、乳類販売業は23件、食肉販売業は11件、魚介類販売業は5件減少している。

市町村別でみた施設数の割合は、宮古島市が1,955件（90.2％）で多良間村が62件（2.9％）とな

っている。全体の90.2％を占める宮古島市を地区別にみると平良が1,514件で全体の69.9％、そし

て伊良部の177件（8.2％）、城辺の102件（4.7％）、下地の89件（4.1％）、上野の73件(3.4)の順

となっている。(P155表1)

業態別では、飲食店（1,268件）の占める割合が58.5％と最も高く、平良に965件の76.1％が集中

している。

平成17年度の許可施設数は、新規241件、継続118件の359件となっている。[P156表2(1)]

許可を要する食品関係営業施設数は2,168件で、監視指導件数は497件だった。[P156表2(1)]

許可を要しない食品関係営業施設数は2,033件で、監視指導件数は87件だった。[P157表2(2)]

許可を要する食品関係営業施設数の年次推移では、飲食店施設数の変動はなかったが、喫茶店営

業が増加傾向を示している。一方、乳類・食肉・魚介類販売業は減少傾向にある。(P157表3)

２）食中毒の発生状況（P158表4）
平成17年中に宮古保健所管内では1件の腸炎ビブリオ菌による食中毒発生届出があり、患者数は17

人だった。全国では1,545件（患者数27,019人）、沖縄県では17件（患者数163人）発生している。

食中毒事故を防ぐため、今後とも施設の衛生管理に加え、食材の取り扱い、手洗いの励行等、

営業者の自主管理の周知徹底並びに消費者への衛生思想の普及・向上に努める必要がある。

３）食中毒予防対策

□衛生講習会及び研修会

平成17年度は、集団給食施設での食中毒予防対策として、学校給食及び保育所の調理従事者をは

じめ、大型ホテルの調理従事者等に対し､重点的に衛生講習会や研修会を実施した。食品衛生講習会

の受講者数は延べ462人であった。(P159表5)

□月間行事

毎年7月の夏期食品取締り月間及び12月の年末食品・添加物一斉取締り月間中に､集中的に食品

の収去検査を実施し､製造業や大型店舗での食品の監視指導を行なっている。

また、例年8月に開催されている食品衛生週間では、月間初日、食品衛生協会協力のもと大型ス

ーパー前にて食品衛生月間街頭キャンペーン（一日食品衛生監視員等のセレモニー）を行いました。

また、食品・食材の収去検査及び器具・器材のふき取り検査を適宜実施し、食中毒予防に努めて

いる。(P159表6、表7)



２．乳肉衛生

１）BＳＥ対策

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）、いわゆる狂牛病にり患した牛が平成１３年９月に発見され、同年１０

月１８日より食用として処理される全ての牛にＢＳＥ検査を実施すると同時に特定部位（頭部（舌

及び頬肉を除く）、せき髄及び回腸遠位部）の除去・焼却を行うことによって、ＢＳＥの発生及び

まん延を予防し、安全な食肉の供給を図っている。

また、山羊においても平成１４年４月よりと畜・解体時に１２か月齢以上については

頭蓋（舌、頬肉を除く）、せき髄及び胎盤、並びに全ての山羊の扁桃、脾臓及び小・大腸を除去・

焼却を行っており、平成１７年１０月１日からは牛と同様に山羊の伝達性海綿状脳症スクリーニン

グ検査も実施している。

２）食肉の衛生

平成８年の腸管出血性大腸菌による大規模食中毒の発生を踏まえ、と畜場法施行令及び同法施行

規則が改正され、平成１４年４月１日よりとちく場における構造設備基準及び処理の衛生管理基準

の強化を図るとともに枝肉の汚染防止対策として、枝肉の細菌汚染調査を行い、実態を把握するこ

とにより安全で衛生的な食肉の供給に努めている。

平成１７年度の月別と畜検査頭数は豚及び山羊については８月（旧盆）・１２月（年末）・３月～４

月（年度末～年度始め）に増加がみられる。とくを含む牛については月平均９．７５頭（最多：５月 １

６頭、最少：１月 ５頭）となっている。（P160表1）

と畜検査に基づく処分状況については、各獣畜とも炎症又は炎症産物による汚染による一部廃棄が大

部分を占め、内訳は、循環器系及び肝臓疾患によるものである。（P161表2）

と畜検査実績過去１０年間の年度別推移をみると、豚については大規模な養豚場が減少し、平成８年

以降ほぼ横這い状態であり、平成１２年度に増加したが、平成１３年度以降は徐々に減少している。ま

た、牛については平成１４年度に急増したが今年度は前年度の３分の１以下に減少した。山羊及び馬に

ついては平均的に推移している。（P161表3）

３）乳及び乳製品の衛生

管内には乳処理施設が２カ所あり、毎月１回の乳類収去検査は継続的に実施しており、その結果を各

施設へフィードバックし、ダブルチェックによる品質管理を行っている。（P162表4）

また、食品衛生法に基づく「総合衛生管理製造過程」の承認及び導入への体制作りを当該施設関係者

と協力して行っているところである。

乳処理量の年度別推移では平成７年度以降の牛乳生産量の落ち込みは、１社が牛乳の製造をやめ、原

乳を学校乳の加工用にしたための下降であったが、平成１３年度から学校乳が生乳となったことから再

び増加している。（P162表5）

４）食鳥肉の衛生

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」による認定小規模食鳥処理業者（≦３０万羽／年）は管内１カ所で、

毎月の報告を受け処理状況を確認している。（P162表6）



３．狂犬病予防及び動物の愛護管理業務

（１）狂犬病予防業務

狂犬病予防法によって犬は登録及び狂犬病予防注射が義務付けられている。犬の登録数と狂犬病予防

注射を行った頭数に開きがあるため、飼養者に狂犬病予防注射の必要性を十分認識してもらい予防注射

が確実に行われるよう、今以上に働きかけていくことが重要である。特に平成 17 年度は、登録頭数が

数年間安定して一定であるのに比べ、予防注射頭数が著しく減少している。

登録や狂犬病の予防注射をしていない犬、あるいは登録や予防注射をしているが鑑札や注射済票を装

着していない違法犬の抑留が狂犬病予防法により定められている。当所独自で抑留作業を行う事も多い

が、違法犬を効率よく捕獲するためには相当数の人員が必要であり、市町村や動物愛護センターの協力

を得て、年に数回、合同捕獲を実施している。抑留した犬を返還する際は、飼養者に狂犬病予防法と市

町村の飼い犬取締条例を遵守し、適切な飼養管理を行うよう指導を行っている。

違法犬の捕獲頭数は、多少の増減はあるが増加する傾向にある。そのうち１割弱が飼養者に返還され

ている。残りの９割強は飼い主のいない野犬か、いなくなったことに気付かれないほど放し飼いが日常

的に行われている飼い犬であると推測される。捕獲された違法犬は、抑留期間を過ぎても飼い主が現れ

ない場合は飼養を希望する者に対して譲渡することがある。平成 17年度には 20頭の犬が譲渡された。

（２）動物の愛護管理業務（P163 表 7）

平成 12年 12 月から動物の保護及び管理に関する法律が改正され、動物の愛護及び管理に関する法律

（以下、「動愛法」と略）となり、飼い主の責務の強化、愛護動物への虐待や遺棄に対する罰則が強化

された。その一方で捨て犬や捨てねこの野生化、それらによる家畜や農作物、家屋等への被害、放し飼

いによる事故、鳴き声やダニなど不適切な飼養管理に起因する苦情などが相変わらず保健所等へ寄せら

れている。そのため、市町村と協力し、不適切な飼養管理を行っている飼養者に対して指導を行ってい

る。

また、動愛法に基づき、保健所では飼養できなくなった犬やねこ等の引き取りを行っているが、飼養

者に対してはできるだけ、引き続き飼養できるような手段の検討や、新しい飼い主を捜す努力をするよ

う指導等をおこなっている。平成 17 年度は犬 144 頭、ねこ 16 匹を引き取った。これらは管理が負担に

なった、近所からの苦情が多いこと、などが主な理由であった。避妊・去勢手術などの繁殖制限をしな

かった結果の引取希望が後を絶たず、飼養者のモラルの向上が重要な課題となっている。

引き取った動物を、飼養を希望する者に対して譲渡することがある。この時、狂犬病予防法や市町村

の飼い犬条例、動愛法を遵守し、適正な飼養を行うよう指導している。平成 17 年度は引き取った犬か

ら 13 頭を譲渡した。猫の譲渡はなかった。

毎年 9 月 20 日～9 月 26 日の動物愛護週間には、管内では街頭キャンペーン及び図画作文コンクール

の伝達表彰等を実施している。

管内において、動愛法に規定されている動物取扱業は５施設から届出がある。また、政令で指定され

た特定動物（危険動物）はカニクイザルを１頭飼養している。



４．生活衛生

１）生活衛生関係営業

理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場等の生活衛生関係営業は、衛生水

準の維持向上を図り、利用者・消費者の利益を守るため、それぞれの法律により規制を受

けており、営業に当たっては県知事の許認可が必要である。

宮古保健所管内では平成17年度、理容所が96件でほぼ横ばいで推移している。

美容所は前年度比6件の増加で161件となっておりである。旅館業については前年度比20件増

加しており、簡易宿所が18件増加している。

興行場では1件の増加があり、クリーニング所では取次所で1件の増加があった。

（P164表1）

市町村別に環境衛生関係営業所数を見ると、大半の営業所は旧平良市に所在している。

旅館業については、旧下地町・旧上野村の大型リゾートホテルの影響で、旧平良市以外でも

収容人員が多くなっている。（P165表2）

２）建築物環境衛生

多数の者が使用し又は利用する建築物で一定の用途・面積を有するものは、その維持管

理上特に環境衛生の配慮が必要なものとして、「建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律」により特定建築物として県知事に届け出ることになっている。宮古保健所管内の

状況は、合計で14施設となっている。（P165表2）

また、建築物の環境衛生に係わる事業を行うもので、従事者が必要な資格を有し機械器

具等一定の設備を備えるものは、 8種類の業種について都道府県知事の登録を受けること

ができることとされ、事業者の資質の向上が図られている。平成14年4月1日の法律及び細

則の改正により、従来の登録業の他に建築物空気調和ダクト清掃業及び建築物排水管清掃

業が加わり、建築物環境衛生一般管理業から建築物環境衛生総合管理業に名称が変更された。

宮古保健所管内では8業種のうち建築物清掃業2件、建築物飲料水貯水槽清掃業6件 、建築

物ねずみこん虫等防除業2件、建築物環境衛生総合(旧：一般)管理業1件の計11件の業者が登

録されている。（P166表3、表4）

３）墓地埋葬法関係

墓地を設置・経営しようとする場合、知事の許可が必要となる。

墓地の設置・経営においては公益性及び永続的管理の確保が求められるため、墓地の設置・

経営は市町村によることが望ましく、沖縄の習俗である個人墓は「墓地、埋葬等に関する法

律」（以後、墓埋法）において認められていない。

民間業者が墓地用地を分筆販売して複数の個人墓を設置するのは墓埋法の趣旨に反する行

為である。

やむを得ず個人墓を設置する場合にも、市町村の土地利用計画等の支障にならないことな

どの諸条件を満足しなければ知事の許可を受けることができない。

火葬場については墓地埋葬法により、墓地・納骨堂と同様にその経営について知事の許可

を受ける必要があり、宮古保健所管内では旧平良市、旧伊良部町に１カ所ずつある。しかし、

施設の老朽化が進み、新しい施設の建設を求める声が強まっている。

４）試験検査

保健所では海域、工場排水、地下水、水道原水等の水質調査を行っており、平成17年度

は計232件の水質調査を行った。（P167表5）



５）ハブクラゲ等危害防止対策

管内海域には猛毒を持つハブクラゲが生息し、毎年6月～8月頃にハブクラゲ等海洋危険生

物による刺咬症被害が多発している。宮古保健所では、これらの被害を未然に防止するため、

被害情報の収集やビーチの安全対策の監視・指導等を行っており、宮古地区ハブクラゲ等対

策連絡会議を開催するなど関係機関との連携を図り対策に努めている。また、ポスター・パ

ンフレットの配布やテレビ・ラジオコマーシャルの放送、応急処置法及び心肺蘇生法講習会

の開催など普及啓発活動を行っている。

平成17年度はハブクラゲ等海洋危険生物による刺咬症被害について70件の報告があった。

発生現場別では、パイナガマビーチが28件、前浜ビーチが11件であり、この2箇所で全体の約

56％を占めている。（P168表6） 加害生物別では、ハブクラゲによる被害が32件と全体の約

45％を占めている。（P168表7） 被害者居住地別被害件数では、宮古管内居住者が合計37件、

県外居住者及び県内他市町村居住者が33件と、島外からの観光客における被害の割合が47％

に及んでいる。（P168表8） 被害者年齢別件数では、0～19歳までの被害が33件で全体の半数

以上を占めている。（P168表9）  

６）水道普及状況

水道は、県民の健康で文化的な日常生活の向上に貢献するとともに、観光やその他の産業

振興を図る上で欠くことのできない重要な役割を果たしている。

宮古保健所管内における水道普及率は、国の3次にわたる沖縄振興開発計画と水道事業者各

位の努力により平成17年度末においてほぼ100％と全国でも高水準となっている。（P169表

10）

現在では、宮古島市（宮古島市水道局）、多良間村（多良間村簡易水道浄水施設）によっ

て硬度低減化を主とする設備が整えられ、宮古郡民においしく安全な水の供給が図られてい

る。

水道水のみを原水とした容量10m３以上の受水槽は簡易専用水道と呼ばれ、保健所に設置を

届け出ることとなっているが、平成11～17年度までの5年間で設置数はほぼ横這いの状態にあ

る（10m3以上20m3未満29件 20m3以上55件）。 また、受水槽には登録検査機関による年1度の

検査や清掃等の管理が必要とされており、宮古保健所管内の簡易専用水道においては受検率

100％となっている。

なお、平成14年4月1日より改正水道法が施行され、水道の管理体制についてより一層の強

化が図られている。



５．医事・薬事

１) 業 務 内 容

地域住民の健康保持・増進には、セルフケアによる自己健康管理を基本とし、病気にな

った際の様々な種類の保健医療サービスの充実が必要である。

このため病院・診療所等の医療提供施設が良質な医療を提供できるように医療法に基づ

く開設許可や監視業務を実施している。

医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保するため、薬事法に基づく薬局等の開設許可

や薬事監視、無承認医薬品の指導取締りを行う。共に医薬分業の推進を図り、献血思想の

普及による血液事業の推進にも取り組んでいる。

毒物劇物による危害防止のため、毒物劇物取締法による毒物劇物営業者に対する登録、

監視業務を実施している。

覚せい剤等、薬物の乱用は、中毒者個人だけではなく社会全体に重大な悪影響が及ぶの

で地域に密着した啓発活動を実施している。

その他に、看護師等医療従事者の免許申請、籍訂正・書換交付等に関する業務も実施し

ている。

２）医療施設

平成17年度、管内の医療施設は病院４施設947床、診療所42施設150床、歯科診療所28施設

で、管内6市町村の医療施設数の内訳はP170表1のとおりである。

病院病床の内訳は、精神病床100床、結核7床、感染症3床及び一般病床621床、療養病床

216床であり、病院名簿については、P170表2のとおりである。

３）施術所数

平成17年度、管内のあんま・はり・きゅうの施術所は13施設で、市町村別では、宮古

島市12件、多良間村1件となっており、宮古島市の2件は柔道整復も兼ねている。

４）薬事関係業態施設数

業態の種類としては、薬局・一般販売業・薬種商販売業及び配置販売業・特例販売業があ

り平成17年度の業態別件数はP171表3のとおりである。

５）毒物劇物関係施設数

販売業の登録の種類としては、一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業の３種

類があり、また製造業も1施設ある。

平成17年度の管内の業態別件数はP171表4のとおりとなっている。

６） 血液関係

管内において､赤十字血液センタ－による献血事業は､宮古島市の献血推進協議会を中心

に年２回実施しており､その地区別献血実績(所在地の高等学校実績含む)はP175表５のと

おりである。また、高等学校の生徒を対象に年１回献血を実施しており、高等学校別の献

血実績はP172表6のとおりとなっている。

P172表7には、宮古地区の献血及び供給状況を示している。

７） 薬物乱用防止啓発事業

平成６年度から、薬物乱用防止指導員宮古保健所地区協議会を結成し活動してきた。平成

17年度は、地域に根ざしたきめ細やかな薬物乱用防止の普及啓発事業をより効果的に展開

するため、「財団法人沖縄県薬物等乱用追放協会」と「沖縄県薬物乱用防止指導員協議会」

の両団体を統合し、「沖縄県薬物乱用防止協会」として新にスタートし、「宮古支部」を

立ち上げた。

平成17年度は指導員26名で、地域における薬物乱用防止啓発活動に取り組んでいる。平

成17年度に実施した事業等については、P172表8のとおりである。



６．環境整備
１）廃棄物処理

①一般廃棄物処理について

市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を処理しなけれ

ばならないことが廃棄物処理法により定められている。

管内の平成17年度末時点における一般廃棄物処理施設の整備状況は、し尿処理施設が3施設

（P173表1）、ごみ焼却施設が2施設（P173表2）、廃棄物再生利用施設が2施設（P173表3）、

最終処分場が3施設（P173表4）整備されている。

②産業廃棄物処理について

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理（業者へ委託処理も可）しなければならないことが

廃棄物処理法により定められている。これら産業廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物

の処理を業として行う者は県知事の許可が必要となっており、管内においては産業廃棄物収

集運搬業が38件、特別管理産業廃棄物収集運搬業が6件、産業廃棄物処分業が15件（P174-P176

表5）のとおりの内容で許可されている。

③不法投棄について

当所では、平成17年度に宮古島警察署・下地町・城辺町・上野村・平良海上保安署・産業

廃棄物協会（（有）松島開発・（有）宮古環境保全センター・（資）吉信産業・（有）ミフ

ネ理建）と合同パトロールを平良市内において実施した。

不法投棄防止対策として、パトロールの強化、排出事業者に対する事前指導、パンフレッ

ト等による住民への啓発等を行っているが、未だ不法投棄が後を絶たず対策に苦慮している。

２）浄化槽

①浄化槽設置状況

浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水を処理する合併処

理浄化槽があるが、現在は合併処理浄化槽の設置しか認められていない。

平成17年度末の時点で管内に設置されている浄化槽の基数は3,709基で、そのうち2,466基

が単独処理浄化槽、1,243基が合併処理浄化槽となっている。（P177表6）また、平成17年度

に新規設置された浄化槽基数は166基である。（P177表7）

②浄化槽保守点検業の許可状況

浄化槽の管理者は、浄化槽の働きを正常に維持するために、保守点検と清掃を定期的に行

うことが必要不可欠である。管理者自らが保守点検を行うことができない場合、県に登録さ

れている浄化槽保守点検業者に委託することができる。管内では、平成１７年度において14

の業者が県に登録されている。（P178表8）



３）使用済自動車の処理及び自動車リサイクル法の施行について

使用済自動車は有用金属・部品を含み資源として価値が高い物であるため、従来は解体業

者や破砕業者において売買を通じ、リサイクル・処理が行われてきた。

しかし、近年最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じる「シュレッダーダスト」（車

の解体、破砕後に残るゴミ）の処理料金の高騰、鉄スクラップ価格の不安定な変動によって、

使用済自動車の逆有償化（処理費を払って引き渡す状況）が進展しており、不法投棄や不適

正処理が生じている状況である。

また、カーエアコンの冷媒に利用されている地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性が

あって処理の難しい「エアバッグ類」についても適正に処理される必要がある。

これら「シュレッダーダスト」、「フロン類」、「エアバック類」を適正に処理し、廃自

動車のリサイクルを促進するために、『使用済自動車等の再資源化に関する法律』（自動車

リサイクル法）が平成14年7月に成立し、平成16年7月1日より一部が施行され、平成17年1月1

日に本格施行となった。

使用済み自動車に係る処理料金は、自動車ユーザーが負担することとしており、自動車購

入時（新車の場合）若しくは車検時（現在使用自動車）若しくは廃車時に支払う必要がある。

使用済自動車は、自動車リサイクル法で定める引取業者による引き取りの後、解体業者及

び破砕業者等に引き渡され処理される。

「引取業」、「フロン類回収業」、「破砕業」、「解体業」を業として行う者は県知事の

登録または許可が必要となっている。宮古保健所管内では平成17年度末の時点で、引取業で

31件、フロン類回収業で18件の業者が知事の登録を受けており、また、解体業では11件、破

砕業では2件の業者が知事の許可を受けている。（P179～P180表9①～④）



７．環境保全

１）公共用水域水質測定結果

公共用水域の水質調査として、平良港

内 4地点と与那覇湾内の 3地点について、

定期的に採水検査を行っている。（P181

表 1）。平良港は環境基準のA類型に指定

されており、第三埠頭北端から北 3 0 0 m

地点が環境基準点となっている。

平成17年度の検査結果では、有機物に

よる水質汚濁の指標である C O D値につい

て、パイナガマ海水浴場前海域を除く全

測定地点で環境基準値である 2mg/lを超

過したケースが各１回ずつあったが、環

境基準の達成状況を評価する指標であ

る C O D 7 5 %値についてはすべての測定地

点で基準値を下回っている。（ P181表 1）

最近 1 0年間の各地点での C O D 7 5 %値の

推移は（ P181図 2）のとおりとなってい

る。与那覇地先及び沖縄製糖旧桟橋北端

については、与那覇湾内の測定地点であ

るため環境基準は適用されないが、参考

値として比較すると、平成 9年及び平成

10年以降、基準値を超過していたが、平

成 15年度以降は両地点とも基準値を下

回る値となっている。

２）特定事業場排水調査

平成17年度において水質汚濁防止法の特定施設となっている17事業場19施設についての排水

調査を実施したところ、規制基準値を超過する施設が2施設あった。（P182表3）

３）公害苦情

宮古保健所管内に平成17年度に寄せられた公害苦情件数は、33件であり、その内、典型7公害

が20件（約61％）、典型７公害以外が13件（約39％）となっている。（P182表5）

典型7公害の中で、最も苦情の多かった種類は悪臭の18件（全苦情の約55％）となっており、

悪臭について発生源を見てみると、製造業と家庭生活によるものが5件と多くなっている。

典型7公害以外で苦情が多かったのは、不法投棄で8件（全苦情の約24％）となっており、続

いて野外焼却が3件となっている。
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図-1 公共用水域水質測定地点図
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４）赤土等流出防止条例関係業務

平成7年10月15日に施行された沖縄県赤土等流出防止条例では、1,000ｍ２以上の事業行為を

する者は事前に県知事に届出、又は通知する必要があり、その届出または通知が受理されてか

ら45日を経過した後でなければ当該事業行為を実施してはならないとされている。

平成14年度からは10,000ｍ２未満の事業行為については保健所が、10,000ｍ２以上の事業行為

については県環境保全課がそれぞれ赤土等流出防止対策等の審査を行い、事業者に対し指導を

行っている。

宮古地区の特徴としてその土壌のほとんどが、雨水の浸透能が高い暗赤色の島尻マージであ

る。 平成17年度は74件の事業行為届出及び通知があり、このうち県・国と市町村の事業によ

るものが56件と大半を占めている。（P182表6，表7）

５）ダイオキシン類対策

ダイオキシン類は、モノの焼却に伴って非意図的に生成される有害な有機塩素化合物であり、

世界保健機構（WHO）でも人に対して発がん性があると正式に規定されている。

平成12年1月15日に、ダイオキシン類対策特別措置法が施行され、政令で定められた施設は、

規制基準の遵守や設置届・ダイオキシン類測定結果等の届出等が義務付けられている。

平成18年3月末現在、宮古保健所管内には廃棄物焼却炉をもつのが6事業所、8施設あり、その

うち2施設が休止状態となっている。

６）フロン類の回収及び破壊について

オゾン層の保護及び地球温暖の防止を図るため、平成13年6月に「特定製品に係るフロン類の

回収及び破壊の実施の確保に関する法律」（フロン回収破壊法）が制定された。これは業務用

冷凍空調機器（第１種特定製品）及び自動車用エアコン（第２種特定製品）を対象に、機器が

廃棄される際にフロン類の回収を適正に行うこと等を義務づけたものである。

フロン類の適正処理を確保するため、特定製品からフロン類を回収する業者は都道府県知事

の登録が必要となっており、宮古保健所管内においては、平成18年3月末までに第１種特定製品

からフロン類を回収する業者として、16業者が登録されている。（P183表8）

第２種特定製品、すなわち自動車用エアコンからのフロン類の回収については、現在、「使

用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」（平成１７年１月１日完全施

行）における使用済自動車適正処理のシステムの中に組み込まれている。フロン回収破壊法で

登録を受けた第２種特定製品引取業（廃自動車の引き取りを行う者）及び第２種フロン類回収

業者（カーエアコンからフロン類を回収する者）は、自動車リサイクル法における引取業者及

びフロン類回収業者にそれぞれ自動的に移行されている。
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