
NPO法人石西礁湖サンゴ礁基金による石垣島農地からの赤土流出発生源対策 

石西礁湖サンゴ礁基金 陸域対策 干川 明 

 

はじめに 

石西礁湖自然再生協議会は石垣島と西表島の間に広がる日本最大のサンゴ礁海域である石西礁湖の美

しい姿をとりもどそうと、自然再生推進法に基づき環境省等を事務局に国、県、市などの行政機関、漁

協、ダイビング業などの団体、民間企業、大学、研究所の研究者、農家個人等約 90者で構成する団体で

ある。石西礁湖サンゴ礁基金は、上記協議会の事業実施部門として 2009年に活動を開始した。 

全国に寄付を呼びかけ、それをもとに、自然再生の取り組みを行っている。個人を中心とした年間 100

万円程度の寄付金のうち、過去４年間年 50万円程度の規模で、石垣島において赤土流出陸域対策事業を

行なってきた。 

1995年の沖縄県赤土流出防止条例で開発工事にたいする赤土流出規制が一定の効果をあげた。 

2013年に沖縄県赤土等流出防止対策基本計画が策定され、具体的な流出削減目標量（陸域）と環境保全

目標（海域）が設定されその目標達成度を測るモニタリングも実施されているが、全体の流出量のうち８

６％を占める農地からの流出の具体的な規制は行われておらず、現実的な具体策が見えていないのが現状

である。 

石垣島 5500haの農地から出る赤土全体の 60%がサトウキビ夏植え栽培 1年目の農地が発生源であると

推定される。夏植え栽培を株出し栽培に変えることで、面積あたり発生する赤土流出を 1/10に減らす事

ができる（2010 年沖縄県赤土等流出防止交流集会 「石西礁湖自然再生協議会サンゴ礁基金によるキビ

株出し栽培支援」 干川明より）。 

石西礁湖サンゴ礁基金では発生源対策としてサトウキビ株出し栽培面積拡大につながる 2 種類の農家

支援を行ってきた。ベイト剤の使用により今まで先島地区では難しかった夏植え収穫後の株出し栽培が

実証されてきている。農業普及センターのデモ試験圃場や行政によるベイト剤への価格補助など関係諸

機関の株出し栽培推進の働きとあわせ、八重山地区の株出し栽培面積割合は増えてきている。 

以下に、当基金の 2010-2013年の活動（表１）と 2014年からの計画（表２）をまとめた。 

表１ 石西礁湖サンゴ礁基金の 2010-2013年活動 

2010-2013年活動項目 活動内容 

サトウキビ株出し栽培に 

株管理機支援 

面積 12-17ha 八重山地区糖業研究会と共催 

年間 50万円 3年間 

サトウキビ株出し栽培に 

石垣市堆肥センター堆肥支援 

沖縄県補助金等 

面積 10-20ha年間 150-300万円  3年間 

表２ 2014年活動予定 

2014年度活動項目 予算 270万円 

1.農家聞き取り調査  事業効果調査、農家の要望ヒアリング  

2.赤土流出危険農地への経営対策支援  借り上げ、休耕、作型転換  



3.キビ以外の作物 地表被覆資材  パイナップル、甘藷  

4.学生へのエコツアー授業  スーパーサイエンスハイスクール、 

修学旅行生、地元小中高での環境教育  

 

１．農家聞き取り調査の結果と今後の活動 

2014年の活動として、上記の 1-4項目を計画している。すでに１の農家聞き取り調査を行った。

その結果を以下の A,B,Cにまとめる。なお、調査結果の集計と詳細は末尾の添付１にまとめた。 

A.株出し栽培支援の評価と今後の活動 

2010－2013年に実施した株出し栽培農家への株管理機と堆肥配布の 2種類の支援活動について、

その効果を聞き取りからまとめて、表３の第２列に記した。 

基金の支援策を行っている期間後半に、JA,市農政課、製糖会社により導入された農家支援助成事

業を第 3列目に記する。それらを参考に第 4列目に基金の今後の活動計画を記した。 

表３ 農家聞き取りによる株出し栽培支援の評価と基金の今後の活動 

2010-2013基金

活動項目 

聞き取調査結果から判

明した事柄 

関係諸機関の農家営農助成 基金の今後の活動 

株管理機支援 ほとんどの農家が満足 JA （株管理機＋肥料＋農薬）

の9割補助 

石糖の株管理機追加導入 

目的を達成したので

終了する 

株管理機 

＋堆肥支援

600kg/10a 

堆肥による成長効果は

認められたが散布機械

不満足、堆肥数量不足、

支給時期不適切 

石垣市農政課資源循環計画で

堆肥を推進 

サトウキビ増産基金 

で堆肥助成 

傾斜が急で連続株出

し圃場など目的を絞

り継続する 

 

B.農家にとって株出し栽培で問題になる要因とそれに対して考えられる対策 

株出し栽培を阻害する要因と対策について農家聞き取りを元に表４にまとめる。 

サトウキビ関連では県農試などで様々な技術が開発され、また農家が独自に工夫している例も多

い。どちらも今後実用化手段を進め、効果的な技術を共有する仕組みを強化することが望ましい。    

また、一地区だけでは解決できず、サトウキビ産業全体、沖縄の農業保護制度自体の見直しから抜

本的に解決すべき課題も多い。 

表４ 株出し栽培を阻害する要因とその対策 

問題になる事柄 対策例 解決手段 

台風被害（強風によ

る折損） 

早期収穫、早期肥培管理 収穫順番の株出し栽培への配慮、製

糖開始時期前倒し、早期高糖品種 

品種 農林 15号→22号 低温萌芽性、早期高糖品種 

欠株補植作業軽減 作業機改造による植溝、植え付け機 機械化で補植作業効率化 

補植苗供給 成育の早い一節苗、梢頭部発芽苗 補植苗補助 

ハーベスター踏圧、 人力収穫 次期株出しへ配慮した運転、小型ハ



作業畝の破壊 ーベスターの導入 

株上がり、株の分散 深植え、踏みつけ 株管理機、平培土 

農家意識の変化 土壌保全意識、若い世代の環境意識、

定年後他分野での経験を活かす 

広報啓発 

C.土壌保全につながる環境農業政策 

EUなどでは環境と農業を高い次元で統一する環境農業政策と呼ばれる農業政策を実施している。

その中でも農家への補助金助成に環境保全への取り組みを条件とする環境直接支払い制度は有効で

ある。日本でも 2012年より環境直接支払いが行われるようになったが、水田農業中心であり、畑作

中心の沖縄では当てはまる項目が少ない。畑の多い EUや米国の先進例が参考になると思われる。 

例えば EUで環境直接支払いの対象となっている農地保全対策が、石垣島の農家によっても個別、

自主的に行われていることがこの聞き取り調査により解った。ここでは聞き取りによって得られた

石垣島農家の営農事例をドイツの農地保全対策の直接支払い項目分類に対応させた。 

農家収入を農産物価格保持によって支える価格保証政策ではなく、環境保全型営農を取り入れる

ことにより農家収入を補償する環境直接支払制度が赤土対策に効果的と思われる。 

表５ ドイツの環境支払い項目に対応させたキビ農家営農聞き取り例 

ドイツの環境直接支払い対

象になる農地保全の項目  

石垣島で農家が自主的に実施している環境保全につながる（農家

聞き取りによって得られた）対策例  

土壌侵食  サブソイラーによる耕盤破砕  

耕起時期を遅らせる  

地表面残渣（キビ葉柄）保持 

キビ夏植え時、植え溝底に２０ｍごとに葉柄、ススキ束などを置く  

プラウ、ロータリーは土を流すから使わない 

土壌有機物保全  株出し栽培 

葉柄すき込み刃＋コールタディスク 作業機自作 

ブルトラのロータリー刃を内側を外して運転 

夏植え緑肥スラッシャーで切断、すき込み直後キビ苗植え付け 

土壌構造の保護  ロータリー→カルチ への転換 

プラウ→プラソイラ への転換 

最小耕運  

以上で1.農家聞き取り調査に関する分析を終わる。2-4は2004年NPO活動計画案である。 

2.赤土流出危険農地への経営対策支援 

環境農業先進国のEUなどでは耕土流出が多いと予想される畑に対し、規制とともに永年草地などへ

の転換、休耕、作型転換、農地の交換等に補助金を出している。石垣島でも大雨の時にダム上流のパ

イン畑からの赤土流出により水道水取水停止などの影響が生じている。沖縄県ではまだ行われていな

いが、農家の納得のもとにこのような農地利用制限、規制モデルを作ることが必要と思われる。本NPO

では、環境農業政策先進国の環境直接支払い制度に習い、支援金で農業収益を補填することで農地で

の農法転換を促進する取り組み調査を本年行う予定である。 



3.地表面被覆資材支援支援 

今までは赤土流出対策としてサトウキビだけを対象としてきたが、石垣市の主要産物であるパイナ

ップルは急斜面での栽培が多い。パイナップルを減農薬栽培で作っている農家に対し、マルチ資材の

支援を行う。また、おみやげ品などの原料となり、今後栽培面積増大が期待される甘藷オキムラサキ

の栽培も栽培初期での地表面被覆による赤土流出対策が有効である。ペーストを作っている甘藷生産

組合と共同して紙マルチ等のマルチ資材支援を行う予定である。キビ株出し栽培と同様、甘藷安定生

産には環境への影響が懸念されるベイト剤が前提であるので、早急に農薬だけに頼らない総合防除技

術の開発が必要である。 

4.学生へのエコツアー授業プログラム 

すでに文科省スーパーサイエンスハイスクール事業の一部で環境授業を行っているが、今後増大す

る修学旅行生を対象に環境教育を行う計画である。地元小中高からの地域環境授業の要請があり、こ

れにも応えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付1  2014年７-8月に実施した農家への聞き取り調査結果のまとめ 対象38農家 

分類 まとめ 聞き取り項目 具体的対策例 対策、成果 

堆肥効果 まとめ 

堆肥肥料効果は聞き取り農家

ほとんど認める、もっと多く入れ

たい 

効果なしの評価をした 2例は

直後の雨で流されたため 

堆肥肥料効果認

めている 

堆肥効果 まとめ 

堆肥助成は株出し栽培へのイ

ンセンティブになっていない（聞

き取りより） 

助成金額少い、配布時期が

短い、人力散布はきつい 

堆肥以外の支援

項目を見つける 

堆肥効果 聞き取り 
牧草など新しい雑草の種が入

る 
雑草種子生存 

堆肥製造プロセ

ス 

堆肥効果 聞き取り 堆肥散布に苦労した 
家族に手伝ってもらう、人夫

雇う、熱中症で倒れたなど 
筋まき散布機械 

堆肥効果 聞き取り 
株出しに対し肥料農薬、株揃え

機行政の補助続けてほしい 

キビには高価過ぎて、購入し

てまでは畑に入れられない 
一括交付金 



堆肥効果 聞き取り 
堆肥を撒いたままだと直後の雨

で堆肥流れる・ 
大雨予想時は避けたい 肥料成分流出 

堆肥効果 聞き取り 
石垣島堆肥センターの有益性

を使って示していく。 
堆肥の単価安く 

地域有機物循環

システム 

堆肥効果 聞き取り 
３３年よりキビの連作が続くの

で、もっと堆肥をいれたい 
連作障害回避 土作り 

堆肥効果 聞き取り 化学肥料の効果を強める 化学肥料削減 栄養塩流出減 

意識変化 まとめ 
若い世代への経営バトンタッチ

が始まっている 

親と意見が違う、規模拡大、

他作物導入、新しい販売ルー

ト開拓、役割分担 

若い世代の環境

意識に期待、輪

作可能になる 

意識変化 まとめ 

厳しい肉体労働をしてきた方々

が機械化によって老齢でもキビ

作りができるようになった 

大型トラクターやブルトラ運転

は半身不随でもできる 

高齢者、リハビ

リ、年金農業 

意識変化 まとめ 

2002,3年早期の台風襲来によ

る株出し、春植え被害がひどか

った 

株、春植えへのモチベーショ

ンが落ちている 

早期刈り取りに

続く株出し管理 

意識変化 まとめ 

定年退職者の参入で他産業で

長年築かれた経験が農業に入

ってきている 

会社経営など他分野での経

営感覚が活かされる 
合理的思考法 

意識変化 まとめ 

動画見て赤土流出量の差に驚

くが、自分の営農に結び付けな

い 

営農利益に繋がらない 
環境支払い制度

導入 

意識変化 まとめ 

調査農家平均 69歳でも小規模

キビ作を全員続けてやりたいと

希望 

農業のリハビリ効果、退職後

の健康管理 

次の世代にどう

引き継ぐか 

意識変化 まとめ 
ほとんど全員キビ以外の作物

への転換希望なし 

台風に強い、労働時間が自

由、全量買い上げ 
台風に強い作型 

意識変化 まとめ 

JAだけではなく、他ルートによ

り出荷、販売する農家が出てき

た 

キビ以外の品目 米、カボチ

ャ、パインなど、生協や東南

アジアなどへ出荷 

流通業者、消費

者と安全性で提

携 

農機工夫 まとめ 
細土化を防ぎ土壌構造の破砕

少なく 

ロータリー主体からカルチに

変更 
作業効率アップ 

農機工夫 まとめ 
細土化を防ぎ土壌構造の破砕

少なく 

ロータリーとカルチの使い分

け 
省耕運 

農機工夫 聞き取り 耕盤破砕 ディチャによる耕盤破砕 
排水、保水、根

圏拡大 

農機工夫 聞き取り 
細土化を防ぎ有機物残渣すき

込み 
表面残渣すき込みディスク、 

作業機で葉柄を

引き集めない 



農機工夫 聞き取り 細土化を防ぎ表面残渣残す 
スキメーカーでもスキによる

土壌劣化を警告している 
過剰耕運認識 

農機工夫 聞き取り 細土化を防ぎ表面残渣残す 
スキは土を悪くするので何年

も使っていない 

土壌保全、地力

保持 

農機工夫 聞き取り 細土化を防ぎ団粒構造確保 
表面残渣保存（プラウすき込

み作業時期を遅くする） 
減耕起 

農機工夫 聞き取り 補植作業効率化 
ブルトラカルチ 1本刃キビ補

植溝 
根切り、植え溝 

農機工夫 聞き取り 補植作業効率化 
プラソイラの刃を逆付けコー

ルター改造補植溝作り 
根切り、植え溝 

農機工夫 聞き取り 

2011年石垣島でプラウメーカー

スガノによるプラウ研習会 35名

参加 

プラソイラ、ハーフソイラ、サ

ブソイラによる土作り実演 

農機メーカーと

の提携 

農機工夫 聞き取り 補植作業効率化 
株揃え機の垂直刃を深くして

補植溝として使う 
根切り、植え溝 

農機工夫 聞き取り ロータリーでも最小耕運 

ブルトラロータリ外刃だけつ

けて根切り鋤き込み、軸に巻

きつかない 

省耕起 

栽培方法 聞き取り 

草地の排水もディチャでやって

ほしい、牧草の種の飛ぶ前に

収穫をしてほしい 

採草地での対策 
牧草地での水浸

透性向上 

栽培方法 聞き取り 30haほとんど株出し栽培 
父は土作り専門、長男、次男

ハーベスターも所有 

大面積連続株出

し 

栽培方法 聞き取り 
大量牛糞投入、ユンボによる超

深耕（父親） 

→地表 30cm重視の土作りに

集中（息子世代の考え） 
栄養塩流出減 

栽培方法 聞き取り 

株出しは補植などの細かい作

業が面倒一気にトラクター夏植

え更新が楽 

大型トラクターの普及 大規模効率 

栽培方法 聞き取り 
株上がりを少なくするように植

え付け深くしたい 

植付溝が深いと雨で苗が埋

まる 

苗が埋まらない

ように植付機改

造 

栽培方法 聞き取り 

除草剤必要、初期はカーメック

ス現在農協は使いすぎるなと

の指導 

除草は草との戦い 
カーメックス使用

制限も 

栽培方法 聞き取り 
プラウ反転からプラソイラに転

換 
最小限耕起 土壌構造保持 

栽培方法 聞き取り 
以前家族みんなで夏休みキビ

植え付けをやった現在植え付
労働力構成の変化 

主労働力の高齢

化 



けは他農家、JAに委託 

栽培方法 聞き取り 

スキ起こしの代わりに除草剤を

使って保持植え付け直前まで

スキ起こさない 

作物残渣による地表面カバ

ーを崩さない 
減耕起 

栽培方法 聞き取り 
ここ数年イネヨトウ被害がひど

い 

何回薬剤散布しても被害多

く、欠株になる 
総合防除 

栽培方法 聞き取り 
元肥を減らす、追肥回数を増や

す 
肥料分の有効吸収 栄養塩流出削減 

栽培方法 聞き取り 
雑草発芽初期に地表面カルチ

刃で除草。 

内地畑作で精密カルチ作業

機を工夫して除草している。 
除草剤削減 

栽培方法 聞き取り 

植え付け前半に少なめの肥料

で節間短く、台風対策と適度な

収量のキビ管理 

収穫時トラッシュ少い 
環境支払いで補

償 

栽培方法 聞き取り 
夏植え植え溝に植え付け後２０

ｍ毎に葉柄を置く 
部分マルチ 赤土流出防止 

収穫方法 まとめ ハーベスタ導入順序、時期 
ハーベスター待っていると刈

遅れて株出し成育悪い 
大型より中型 

収穫方法 まとめ 
早い時期での収穫が台風対策

として有効 

早期手入れで早期に茎を伸

ばす 

株出し用に適期

運転、畝を踏ま

ない 

収穫方法 まとめ 
できれば請負手刈り収穫頼み

たい 

委託手刈りで早めに収穫した

い 

機械踏圧を減ら

す 

収穫方法 聞き取り 大型ハーベスタ自己所有 大型機械修理能力がある 

適期刈り取り、

次作を考慮した

刈り取り 

収穫方法 聞き取り 発芽前踏みつけ効果 

ハーベスターやトラックで踏

むと高位置の芽をつぶす効

果ありそう 

深い位置からの

萌芽 

収穫方法 聞き取り 
株出しは作業が夏になるので

暑さが大変 
春夏雑草成育盛ん   

収穫方法 聞き取り 小型ハーベスタ導入してほしい 
春植え、株出し対象、踏圧低

下 

刈り取り料金補

助 

欠株補植 聞き取り 梢頭部は発芽が早い 
収穫直後だと畑が柔らかく、

梢頭部苗を手で挿せる 
補植作業効率化 

欠株補植 聞き取り 株出しは欠株対策がポイント 
降雨後、土が柔らかい時に穴

開け器具で発芽苗補植 
潅水不要 



欠株補植 聞き取り 補植のため灌漑用水がほしい 補植苗が枯れる 
早期の雨量が多

い時期の補植 

欠株補植 聞き取り 補植苗植え付け間に合わない 
梢頭部を自分の畑の一部（苗

畑）に挿して確保する 

株出し補植苗助

成 

欠株補植 聞き取り ポット苗補助ほしい、 
無料だとほったらかしにして

苗を枯らす農家もいる 
潅水必要 

欠株補植 聞き取り 
梢頭部、2節苗を肥料袋に水封

発芽後植える 
周囲のキビに負けない成育 補植後の給水 

広報普及 聞き取り 
ベイト剤大量使用の生態系へ

与える影響 

EUで一部使用禁止、日本の

アキアカネ減少の一因と言わ

れる 

総合防除 

広報普及 聞き取り 
作型による環境への影響を農

家に広くアピールしてほしい 

耕運が赤土流出と地力低下

の主要因であること 

大規模農家に知

ってほしい 

広報普及 聞き取り 

耕運が堆肥投入と同じ程の有

機物分解を引き起こすことを初

めて知った 

最小耕運 普及 

経済性 聞き取り 高年齢でも機械利用 89歳で耕うん機作業 
株出し栽培は大

型機械不要 

経済性 聞き取り キビの値段を上げてほしい     

経済性 聞き取り 
２年に１回夏植で大きい金が入

ったほうがいい 
返済計画２年がいい 習慣 

経済性 聞き取り 
農薬、肥料などの資材費が上

がりキビ代金は上がらない 
今後も厳しい 資材利用効率 

グリーン

ベルト 
聞き取り 

幅広グリーンベルトだとハーベ

スタ転回時にキビを踏まない 

野鳥の好む果実や花などの

樹種を入れたグリーンベルト 

畑周囲の生物多

様性上がる 

グリーン

ベルト 
聞き取り 

グリーンベルトが機能するため

に更新が重要 
キビによるグリーンベルト 作物と同種類 

赤土流出 まとめ 

大雨の度に畑の上方から排水

が畑に流入して土壌侵食を起

こしている 

排水（路）対策 
水路拡幅、止水

壁など 

株管理機 まとめ 

ほとんどが良かったという回

答、手刈り収穫後長時間経過

後の導入は逆効果。 

初めての畑で運転に慣れて

いないと植えウネをはずれる 

付随機械部分で

改良の余地あり 

2列目の聞き取りは農家の発言のまま、まとめは干川が複数の聞き取りから集約したもの。 

 




