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生活環境課概要 

    

     保健所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ます。 

   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 

にわたっております。 

   医事薬事行政では病院等の医療監視、薬店・薬局での薬剤等の管理・販売監視指導、薬物 

  乱用防止推進協議会の指導育成及び献血事業等の推進を行っています。 

    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ます。 

    保健所生活環境課の業務のつながる本庁の部は、福祉保健部（薬務衛生課・医務福祉課） 

  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 

  っておりますが、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 

おります。 

平成１５年５月、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもとに、食品安 

全基本法が制定され、それに伴い健康増進法及び食品衛生法の一部改正が行われました。 

特に、食品衛生法においては「食品の安全性の確保のための措置を行い、国民の健康の保護 

を図ることを目的とする」など、５５年ぶりに目的を見直し、国や県及び食品関連事業者の 

責務を盛り込む等の大幅な改正となっています。 

又、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)が平成１７年１月１日 

に完全施行されることになり、これによって、使用済自動車の処理ルートが確立され、イン 

ターネットを用いた情報管理システム(電子マニフェスト)が作られることになりました。



１．食品衛生 

 

１）食品関係営業施設数 

   平成15年度の食品営業施設数は、2,088件で前年度比104件の増です。(P160表3) 

増加の顕著なのは、飲食店営業の104件（一般食堂等46件、その他(02,03,04,)62件）で、そう 

ざい製造業の10件、喫茶店営業6件、菓子製造業の5件とつづいています。 

また、減少が顕著だったものは、乳類販売業の22件でした。 

市町村別でみた施設数の割合は、平良市が1,529件で全体の73.2％を占めています。(P158表1)         

以下、伊良部町の185件（8.9％）、城辺町の133件（6.4％）、下地町の92件（4.4％）、上野村 

の85件(4.1％)、多良間村の64件（3.1％）の順となっています。 

業態別では、飲食店（1,213件）の占める割合が58.1％と最も高く、その中で、平良市に980件 

（約80％）が集中しています。 

平成15年度の許可施設数は、新規207件、継続63件の270件でした。[P159表2(1)] 

許可を要する食品関係営業施設数は2,088件で、監視指導件数は933件でした。[P159表2(1)] 

許可を要しない食品関係営業施設数は2,004件で、監視指導件数は432件でした。[P160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、飲食店営業（一般食堂等、その他）、喫茶 

店営業で増加傾向を示しており、総施設数は漸次増加の傾向を示しています。(P160表3) 

 

２）食中毒の発生状況（P161表４） 

   平成15年中の宮古保健所管内での食中毒発生届出はありませんでした。全国では1,585件（患者 

数29,355人）、沖縄県では29件（患者数496人）発生しています。 

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・向上に努めなければなりません。 

    

３）食中毒予防対策 

□衛生講習会及び研修会 

平成15年度は、集団給食施設での食中毒予防対策として、学校給食関係者及び調理従事者をは 

じめ、社会福祉施設、保育所調理従事者、病院調理従事者等に対し､重点的に衛生講習会や研修会 

を実施しました。食品衛生講習会の受講者数は延べ642人でした。(P162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ます(P162表6)。 

また、例年8月に開催してきた食品衛生週間が平成15年度より期間を一ヶ月に延長し、食品衛生

月間となりました。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、月間中（8月23日）に、行政（宮古保健

所）、事業者（食品衛生協会、西里大通会）が連携し、食品フェアを開催しました。会場内で食品

衛生パネルの展示、ビデオ放映及び食品衛生コーナーを設ける等、一般消費者へも広く食品衛生思

想の普及・啓発を行いました。 

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

います。(P162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ます。 

  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・焼却を実施し 

ています。 

 

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日よりと畜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ます。 

  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ります。（P164表２） 

  と畜検査実績過去10年間の年度別(平成6年から平成15年まで年次別)推移をみると、豚について 

は大規模養豚場が減少し、平成6年以降は横這い状態であり、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ます。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以下に減少しました。山羊及び馬については平均的に推移しています。（P164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ます。（P165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ります。 

  乳処理量の年度別推移では平成７年度以降の牛乳の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りましたが、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ます。（P165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ところです。（P165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 

  狂犬病は、イヌだけでなくヒトを含めた全ての哺乳類に感染し、発病すると悲惨な神経症状を示 

してほぼ100%が死に至る、非常に危険なウィルス性の人畜共通感染症であります。本邦でも昭和初 

期まで狂犬病の発生が見られましたが、1950年8月に狂犬病予防法が成立し、イヌに対する狂犬病 

予防注射と野犬対策が進められてきた結果発生件数は減少に転じ、現在に至るまで40年以上、国内 

を原発とする狂犬病の発生は報告されていません。このような狂犬病の発生が見られない地域は非 

常に稀であり、世界では毎年約3万から5万ものヒトと10数万の動物が発病死していると推定されて 

います。 

狂犬病予防法によってイヌは登録及び狂犬病予防注射が義務付けられています（P166表1、2）が、

平成12年度より登録と予防注射済票の交付義務は各市町村に委譲され、当所の業務としては現在行っ 

ていません。違法犬の捕獲も狂犬病予防法により定められており、捕獲の対象となるイヌは、繋留 

されておらず、鑑札及び狂犬病注射済票を付けていないイヌであります。当所独自に捕獲業務を行 

う事も多いが、捕獲作業を有効に行うためには相当数の人員が必要であり、各市町村や動物愛護セ 

ンターの協力を得て合同捕獲も実施しているところです。 

捕獲したイヌを返還する際は、飼養者に狂犬病予防法・市町村の飼い犬取締条例を遵守するよう 

指導を行っています。違法犬の捕獲頭数は平成１2年度から増加傾向にあり、逆に捕獲したイヌの返 

還率低下傾向にあります。平成15年度の返還率は8.3％で、前年度より0.7ポイント低下しています。 

（P166表4、5） 

  当所では咬傷事故を起こしたイヌに対する狂犬病の検診も行っています。(P166表3)『食べている

エサを取り上げようとして咬まれた』など、犬に対する接し方が原因で発生した場合がしばしばあり、 

イヌに対する接し方の講習会等の充実を図っていく必要があると考えられます。 

 

 ２）動物の愛護管理業務 

  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、名称が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 

が強化されています。その一方で捨てイヌや捨てネコの野生化、それらによる家畜や農作物、居住 

環境等への被害、放し飼いによる事故、不適正な飼養による問題行動等の苦情が各市町村及び保健 

所等へ寄せられています。（P167表6） 

  動愛法に基づき、飼養できなくなった、あるいは飼養する気がなくなったイヌ、ネコ等の引き取 

りを行っています。飼養者以外が引き取りを希望する場合や、実際には家族で十分な話し合いをし 

ていないにも関わらず家族の同意を得たなどと偽り引き取りを申請する場合が散見され、対応に苦 

慮しています。本年度はイヌ154頭、ネコ38頭を引き取っております。（P168表7、8）引き取り理由

としては管理が負担になった、近所からの苦情、病気（皮膚病、寄生虫等）が主な理由でありました。 

残念な事ながら、動愛法の精神を踏みにじるような理由で動物を持ち込む飼養者もおり、動物の愛

護・福祉に対する教育・指導も重要な課題となっています。 

  抑留しているイヌやネコを、飼養を希望する方に対して譲渡することがあります。この際、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ます。 

  



 毎年9月20日～9月26日の期間は動物愛護週間となっており、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ます。また、平成15年11月30日には『犬のしつけ方教室・ 

子犬の譲渡会』を実施しています。 

 管内において、動愛法に規定されている動物取扱業は4施設届出が提出されています。また、政 

令で指定された特定動物（危険動物）の飼養施設は1施設で、カニクイザルを１頭飼養しています。 



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にその営業は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す。 

宮古保健所管内では平成15年度末現在、理容所が93件でほぼ横ばいで推移しています。 

美容所は前年度比8件の減少で151件となっております。旅館業についても前年度比2件の減 

少となっております。内訳はホテル、旅館業に変動はなく、簡易宿所で2件の減少でした。 

公衆浴場業で１件の減少があり、クリーニング所では一般クリーニング所で１件、取次所 

で31件の減少がありました。（P169表1） 

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

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

人員が多くなっています。（P170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ます。宮古保健所管内 

の状況は、平成15年度は届出はなく、合計で11施設となっています。（P171表3） 

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ます。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 

ました。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 

(平成15年度新規1件)、建築物ねずみこん虫等防除業2件(平成15年度新規1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ます。（P171表3、表4）       

  火葬場については「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地・納骨堂と並んでその経 

営について都道府県知事の許可を受ける必要があり、宮古保健所管内では平良市、伊良部 

町に１カ所ずつあります。しかし、両火葬場とも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ます。 

３）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15年度 

は計248件の水質調査を行いました。（P171表5） 

４）ハブクラゲ等危害防止対策 

ハブクラゲ等海洋危険生物による被害を未然に防止するため、ハブクラゲの発生状況の調

査、海洋危険生物の刺咬症被害情報の収集、ポスター・パンフレットによる普及啓発及びビ

ーチの安全対策の監視・指導等を行っています。また、管内小学校での講習会や応急処置法

及び心肺蘇生法の講習会を開催する等の普及活動を行っています。 

平成15年度のハブクラゲ等海洋危険生物による刺咬症被害報告が79件ありました。発生現

場別では、パイナガマビーチと前浜ビーチで計50件と全体の約6割を占めています。（P172

表6）加害生物の内訳は、ハブクラゲ28件、クラゲ類（ハブクラゲ除く）22件、その他の生物

8件、不明21件となっており、ハブクラゲ類による被害が全体の3割以上を占めています。

（P172表7）被害者居住地別被害件数では、県外居住者が22件、平良市居住者が40件と多くな

っています。（P172表8） 

被害者年齢別件数では、0～19歳までの被害が42件で全体の半数以上を占めています。（P172

表9）クラゲ防護ネットの整備等の対策強化が課題であります。 



５．医  事  ・  薬  事 

 

１)医  事 

① 業 務 

     ・ 医師、歯科医師、看護婦等医療従事者の免許関係申請の受付。 

・ 病院、診療所等、各種医療関係施設の開設及び変更に伴う書類の受理、調査業務 

並びに医療監視の実施。 

 

② 医療施設 

      平成１６年３月末現在、管内の医療施設は病院４施設901床、診療所38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P173表1のとおりです。 

   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596床、療養型 

病床195床であり、病院名簿については、P171表2のとおりです。 

 

③ 施 術 所 
平成16年3月末現在、管内のあんま・はり・きゅうの施術所は12施設で、市町村別では、 

平良市11件、多良間村1件となっており、平良市の2件は柔道整復も兼ねます。 
 

２）薬    事 
① 業 務 

     ・ 薬剤師免許関係申請及び届出受付。 
    ・ 薬局及び医薬品販売業、毒物劇物販売業の開設申請、届出関係の許可及び調査監 

視指導。 
     ・ 献血運動の支援。 
     ・ 麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止啓発事業の推進。 
 

② 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16年3月末現在の管内の業態別件数はP174表３のとおりです。 
 

③ 毒物劇物関係 

          毒物及び劇物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（県知事許可）が1施設あります。 

        平成16年３月末現在の管内の業態別件数はP174表４のとおりです。 

 

④ 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､市町村の献血推進協議会を 

中心に年２回実施しており､その市町村別献血実績(所在地の高等学校実績含む) 

はP174表５のとおりです。 

       また、管内各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P175表６のとおりです。 

          P175表７には、宮古地区の献血及び供給状況を示してあります。 

  
⑤ 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、平成15年 
度は指導員29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ます。平成 
15年度に実施した事業等については、P175表８のとおりです。 



６．環境整備 
１）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ます。 

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１５年度末においてほぼ１００％と全国でも高水準となっています

（P176表1）。 

現在では、宮古島（宮古島上水道企業団）、伊良部町（伊良部町浄水場）、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ます。 

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ますが、平成１０～１５年度までの５年間で設置数はほぼ横這い

の状態にあります（P176表2）。また、受水槽には指定検査機関による年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

っています。 

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ます。 

 

２）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ます。 

宮古保健所管内の平成15年12月末現在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（P177表3）、ごみ焼却施設が２施設（P177表4）、廃棄物再生利用施設が２

施設（P177表5）、最終処分場が３施設（P177表6）整備されています。 

 

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ます。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、宮古保健所管内においては

産業廃棄物収集運搬業が３１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件と(P180表7産業廃棄物処分業者)のとおりの内容で許可されています（平成１６年３

月末現在）。（P178表7） 

 

③使用済み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・処理が行われてきました。 

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にあります。 

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ります。 

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、『使用済み自動車等の再資源化に関する法律』（通称：

自動車リサイクル法）が成立し、平成１７年１月１日から完全施行されることとなりました。 

 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り

ます。使用済み自動車は、自動車リサイクル法で定める引取業者にて引き取りの後、解体業

者及び破砕業者等に引き渡され処理されます。 

 「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おり、これら登録・許可業者については、当課までお問い合

わせください。 

 

 ④不法投棄について 

当所では、平成１５年度に警察・市町村・海上保安署・産業廃棄物協会・産業廃棄物処理

業者（（資）吉信産業）と合同パトロールを伊良部町内において実施しました。 

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ますが、未だ不法投棄が後を絶たず対策に苦慮してい

ます。 

  

 

３）浄化槽 

①浄化槽設置届出状況 

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

があります。平成12年3月、沖縄県浄化槽取扱要綱が改正され、平成12年10月からは新たに浄

化槽を設置する場合、原則的に合併浄化槽を設置しなければならなくなりました。その結果、

新設の浄化槽に占める合併浄化槽の割合は、平成12年度が38％だったのに対し、平成15年度

は100％（169基）となっております。（P181表8） 

 

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す。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ます。宮古保健所管内では、平成16年3月末

現在において13の業者が県に登録されています。（P182表9） 



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ます。（図

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 30 0 m地点が

環境基準点となっています。 C O D値は有

機物による水質汚濁の指標であり、平成

1 5年度の 7測定地点において環境基準値

を超過していたのは、与那覇地先の 1カ

所でした。（ P183表 1）最近 1 0年間の各

地点での CO D 7 5 %値の推移は（ P183図 2）

のとおりとなっており、沖縄製糖旧桟橋

北端では平成 10年度以降、与那覇地先で

は平成 9年度以降環境基準値を超過して

いましたが、平成 15年度は、２地点とも

環境基準値内でした。  

 

２）特定事業場排水調査 

平成１５年度において水質汚濁防止法の特定施設となっている26事業場27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はありませんでした。（P184表3） 

 

３）公害苦情 

宮古保健所管内に平成15年度に寄せられた公害苦情件数は、54件であり、その内、典型7公
害が21件（約39％）、典型７公害以外が33件（約61％）となっています。（P184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16件（全苦情の約30％）となっており、

悪臭について発生源別に見てみると、農業が6件と最も多く、続いてその他5件、建設業、製造

業、卸小売業・飲食店等、家庭生活、不明が各１件となっております。 

典型7公害以外で苦情が多かったのは、不法焼却で15件（全苦情の約28％）となっており、

続いて不法投棄が12件（全苦情の約22％）となっております。これらについて発生源別に見て

みると、不法焼却では建設業が8件と最も多くなっており、不法投棄ではその他が8件と最も多

くなっております。 

 

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ます。 

 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

環境基準点

補助測定点

図-1 公共用水域水質測定地点図
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を行っています。 

 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す。 

平成15年度事業行為は、整備事業関係・かんがい排水工関係が多く、そのほとんどは県・国と

市町村の事業によるものです。（P184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ます。 

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おります。 

平成16年3月末現在、宮古保健所管内には廃棄物焼却炉をもつ9事業所、12施設があります。 

 

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、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「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」（通称 フロン回収破壊法）が平成13年6月に制定されました。 

フロン類の適正処理を確保するため、業務用冷凍空調機器からフロン類を回収する業者（第

１種フロン類回収業者）、カーエアコンのついた使用済み自動車を引き取る業者（第2種特定製

品引取業者）及びカーエアコンからフロン類を回収する業者（第2種フロン類回収業者）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16年３月末までに第１

種フロン類引取業者として12業者、第２種特定製品引取業者として13業者及び第２種フロン類

回収業者（特例による登録業者も含む）として10業者が登録されています。（P185表8） 

なお、第２種引取業及び第２種フロン類回収業については、平成17年１月１日から施行され

る「使用済自動車の再資源化等に関する法律（通称 自動車リサイクル法）」に移行されるこ

ととなっており、フロン回収破壊法で登録を受けた第２種特定製品引取業者及び第２種フロン

類回収業者は、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

に移行されます。 
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