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ABSTRACT
From March to May 1995, a survey on utilization and bacteria status of well water was car‑
ried out on Izena Island, which consisted of five areas, Izena (household number: 173), Nakada
(212), Shomi (218), Uchihana (66) and Serikyaku (95), Okinawa Prefecture, Japan. Out of the
735 houses on the island, 418 were randomly selected for questionnaire survey regarding utihza‑
tion of well water. The number of common species of bacterium, and the presence of E. coll group
in well water were examined for 32 private and two common wells situated in Izena and Nakada
Villages. From the survey, it was clear that all houses had another water source provided by
public water service. About 83% of 247 houses of the respondents had wells in the yard and/or
stored rain water in tanks; 87% used well and/or tank water. It also became clear that in 66.1%
of houses examined, well and tank water constituted half the volume of the water consumed in
each house. About 85% of the houses used well and tank water as drinking water; 33.8% of the
houses did not boil the water. The number of wells with over 100 bacteria of common species per
ml of water was 14 (43.8%) out of the 34 wells including the 2 common wells. Among the 34
wells, E. coli group was found in 6 wells (17.6%). The number of common species bacterium was
not significantly different among areas of lzena Island. Ryukyu Med. J. , 20(2)71‑‑ 75, 2001
Key words: Izena Island, well water, bacteria, water quality, questionnaire survey

はじめに
水は私たちの生命維持や生活においてなくてはならないも
のである1).平成5年度の沖縄県における水道普及率は99.7%
である.伊是名島は地下水が豊富で,昔から井戸水の利用が
盛んであった.現在では,地下水を源水とした簡易水道が伊
是名島でも普及し,その普及率も90.9%となっているが,伊
是名島は県内では最も低い水道の普及率である2).このように
普及率が低い地域では,水道以外の水を利用している可能性
が考えられる.
現在でも水道水以外の水の利用率が高いと思われる伊是名
島で,水道水以外にどのような水が使われ,また,その水質
がどのようになっているかを把塩するために住民アンケート
調査と井戸水の水質検査を行った.検査した大部分の水質項
E] (過マンガン酸カリウム消費量,塩素イオン,亜硝酸性窒
素及び硝酸性窒素,硫酸イオン,ナトリウム,カリウム,マ

グネシウム,カルシウム,硬度,炭酸水素イオン,秩,マン
ガン,総水銀,鉛,カドミウム,農薬類)については,すで
に報告した3)ので,本報ではアンケート調査結果と細菌学的
な項目について報告する.
島の概要および調査方法
1.島の概要
沖縄本島の北方、北緯26度56分,東経127度56分に位置する
伊是名島は直径約10km,島の南東部に標高100m程度の丘陵
がある平坦な島である4).伊是名島は約2,000名の人が生活
し2),伊是名,仲ffl,諸兄,内花及び勢理客の5地区からなる.
伊是名,勢理客は古い地区であり,仲田,諸兄,内花は比較
的最近人が移り住み,大きく広がった地区である.伊是名地
区は173世帯有り,水臥 畑が多い.仲田地区は212世帯あり,
農耕地が最も少ない.諸兄地区は218世帯で,畑が多い.内花
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Table 1 Relationship between well depth and number of common bacteria or E. coli group
No. of wells

No. (%) of wells with

Well depth examined

common bacteria

SSa.
0‑10

且coJi group

< 100/ml MOO/ml absent present
26

17

10‑18

65.4)

9 (34.6)

3 (60.0)

2 (40.0)

21 (80.8)
5 (100)

5 (19.2)
0 ( 0.0)

There was no significant difference.
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Fig. 2 Householdshavingprivate well and/or rain water
tank in different areas of Izena Is.
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3.井戸水の採取及び一般細菌と大腸菌群の検出法
井戸水のサンプリングは使用している個人所有の井戸32カ
所と.伊是名地区及び仲田地区にある共同井戸A, B (フルガ‑)
2カ所の合計34カ所で行った(Fig. 1).なお,サンプリン

仰tg㈱

2.アンケート調査について
島内の世帯数735 (老人ホーム入居者は除いた)を母体とし,
単純無作為抽出法によって418軒を選出した.あらかじめアン
ケート用紙を平成7年3月24日に郵送し,島内の各区長に回
収を依頼した.未回収分については4月1日〜4月3日及び
5月12日‑5月14日に対象先を直接訪問し,回収した.なお.
回収数は247で,回収率は59%であった.有意差の有無はxZ
検定(p<0.01)で行った.

.

地区は66世帯あり,畑が最も多く,勢理客は95世帯で,畑が
多い所である.共同井戸は伊是名と仲田地区にそれぞれ1つ
ずつある.

I

A, B: common wells
Fig. 1 Study areas and places of private (Nos. 1‑32) and
common wells (Nos. 33 & 34) examined for bacteria status
ln lzena ls., Okinawa Prefecture.
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【国Utilized, [JDidnoludIize,患Unknown
( ): No. or households with answered the question narie.
"The same letter is not signficantly different (ク< 0.01).

Fig. 3 Households using well water and/or rain water
tank in different areas of Izena Is.

グ数は,アンケート調査結果を参考にし,各地区の井戸の数
に応じて決め,伊是名地区は14,仲田は6,諸兄は4,内花
は2,勢理客は6カ所を選んだ(Fig. 1).個人所有の井戸
32カ所の井戸水のサンプリングは平成7年3月21日および4
月2日に分けて行った共同井戸A, Bについては3月21日と4
月2日の2回のサンプリングを行った.サンプリングした井
戸の場所.井戸番号(伊是名地区の井戸はNo. 1‑14,仲田は
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Fig. 6 Total volume of well and/or tank water consumed
in each house.
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Fig. 4 Households using water from common wells in
different areas of Izena Is.
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N= 215 (No. of households using water from well and/or rain water tank)

Fig. 7 Purpose of utilization of well and/or tank water
(multiple answers).

N= 215 (No. of households using waler of well and/or rain lank )

Fig. 5 Reasons for using well water and/or tank water
(multiple answeres).

No. 15‑20,諸兄はNo. 21‑24,内花はNo. 25‑26,勢理
客はNo. 27‑32)やその他,詳細については渡口らの報告3)
と同じである.
一般細菌数は標準平板菌数測定法で行った.方法は標準寒
天培地を用いて, 35℃で24‑48時間培養を行い,生じた集落
数を数えた.大腸菌群の有無は3段階の試験で行った5).ま
ず,乳糖ブイヨン培地で推定試験を行った.陽性だったもの
に対して, EMB寒天培地により確定試験を行い,さらに確定
試験で陽性のものに対して,乳糖ブイヨン培地による完全試
験と普通斜面培地で培養し,グラム染色を行った.検出率に
関する統計学的解析はx 2検定(p<0.01)で行った.
結

果

1.アンケート調査
回答した世帯の83.3%が個人の井戸や天水タンクなどの水
道以外の水源を所有していた(Fig. 2).所有率は伊是名で
最も高く(98.3%),仲田,諸兄,内花地区との間で有意差

(p<0.01)が見られた.図には示してないが,島全体の井戸
と天水タンクの所有率はそれぞれ73.7%と41.7%であった.
井戸水や天水,共同井戸のいずれかの利用率は回答を得た
247世帯のうちの87%であった.井戸水,天水,共同井戸の利
用は,伊是名,仲臥 勢理客地区で多く,内花地区では少な
い傾向がみられた(Fig. 3).回答をした世帯の41.5%は共
同井戸を利用していた(Fig. 4).共同井戸の利用は地区差
が見られ,共同井戸がある伊是名と仲田地区は共同井戸のな
い諸兄 内花,勢理客地区に比べて有意(p<0.01)に利用世
帯の割合が高かった.
井戸水,天水を使用する理由は,井戸や天水タンクなどの
設備があるからと答えた割合が高かった(54.9%).次いで水
道水より井戸水は味がよいから(34.9%),水道料金節約のた
め(22.8%),水道水(資源)節約のため(14.0%)であった
(Fig. 5).

水道水とそれ以外の水の使用の程度を比較すると,井戸水
や天水の使用が非常に多く, 66.1%の家庭で,全生活用水の
1/2以上を井戸水や天水に頼っていることが判った.また,
全ての生活用水を井戸水や天水に頼っている世帯の割合は,
生活用水の2/ 3以下を井戸水や天水に頼っている世帯に比べ
て高かった(Fig. 6).井戸・天水の利用用途としては,飲料
水としている家庭が最も多く(85.1%),ついで,洗濯(68.8%),
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Fig. 8 Households usingwell and/or tank water asdrink‑
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Fig. 9 Households with private wells and tanks that were
analysed for water quality.

野菜洗い(67.4%),トイレ(66.0%),食器洗い(64.2%),料
理(63.7%),風呂(62.8%),散水(62.3%),洗車(45.6%)
の順であった.特に,共同井戸の水は.飲料水やお茶用とし
て使用することが多かった(Fig. 7).飲料水として使用し
ている家庭の中で,沸騰させて飲んでいたのは59%であった
が, 00.0/Oは沸かさずに飲むと回答した(Fig. 8).
井戸水や天水タンクの水質検査は,ほとんどの家庭で行っ
ておらず,全く検査をしていない割合が77.1%であった(Fig.
9).検査をしていない理由は,特に気にしていないからとい
う家庭が最も多く(53.2%),検査料金が高いから(25.0%),
検査機関を知らないから(18.9%),飲み水として使用してな
いから(12.7%),という理由が多かった(Fig. 10).
2.細菌学的検査
一般細菌数,大腸菌群の検出の有無はFig. 11に示した.調
査した個人所有の井戸32カ所中,一般細菌数が水道水の水質
基準値(100個/ml以下)を超えたものは13カ所(40.6%),共
同井戸を含めると14カ所(41.2.%)であった.地区別に見る
と.伊是名では14井戸中5井戸あり,井戸N0.9が126, N0. 2
が132, N0. 1が210, N0.8が313, No.10が細菌数700個体で
あった.基準を越えている井戸の割合は35.7%であった.仲
田は6井戸中2井戸で, No.19が303, No.16が688個体で.割合
は33.3%であった.諸兄は4井戸中3井戸でNo.23が108, No.
24が141, No. 22が219個体で,割合は75%であった.内花は
2井戸中1井戸で, No.26が447個体,勢理客地区は6井戸中
2井戸, No.31が105, No.30が128個体で,割合は33.3%であっ
た.共同井戸Aは2回の調査とも基準値以下で, Bは1995年3
月の調査で832個体が検出され基準値を大きく越えた.
深さが0 ‑10mと10m以上の井戸水1 m l中100個以上の‑

well and/or rain water lank)

Fig. 10 Reasons why analysis of water quality was not
performed.

般細菌の検出率はそれぞれ34.6%と40%で,両者間に有意差
は見られなかった(Table 1).
大腸菌群は個人所有の32井戸中4カ所(12.5%),共同井戸
を含めると34井戸中, 6カ所(17.6%)で検出された.大腸
菌群は伊是名の1井戸(No. 4),仲EElの1井戸(No. 19),
勢理客の2井戸(No. 28, 31), 3月の調査の共同井戸A, B
で検出された.一般細菌数が基準値を越え,さらに大腸菌群
も検出された井戸は仲田のNo.19,勢理客のNo.31と3月の共
同井戸Bであった.一般細菌数と大腸菌群の検出との相関関
係はみられなかった(Fig. ll).
井戸の深さが0‑10mと10m以上での大腸菌群の検出率はそ
れぞれ19%と0%で, 0‑10mの井戸で検出率が高い傾向がみ
られたが,両者間に統計学的な有意差はみられなかった
(Table 1).

考

察

アンケートの調査結果から,伊是名島では水道以外の水,
つまり井戸水や天水などの天然水を多く利用していることが
明らかになった. 83%の家庭が井戸や天水タンクを所有し,
伊是名と勢理客地区でその値は高った.伊是名地区は伊是名
島のなかでは古く,仲田.諸兄,内花地区は新たに人が移り
住んで大きくなったところであることが井戸所有率の差とし
て現れたものと考える.後者の中でも内花地区が最も新しく
できたところである.調査した世帯の87%の家庭が井戸水や
天水などを利用し,利用率は所有率を上回っていた.その理
由は個人の井戸や天水タンクを所有していない家庭でも共同
井戸を利用しているためである.共同井戸の利用率は共同井
戸が所在する伊是名,仲田地区で有意(p< 0.01)に高かった
が,共同井戸の無い内花,勢理客地区の人々は伊是名,仲田
地区まで出かけ,共同井戸を利用していることも明らかになっ
た. 66.1%の家庭で全生活用水の1 / 2以上を水道水以外に頼っ
ており, 85.1%の家庭で飲料可能かどうかの水質検査をして
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と比較して大腸菌陽性の割合が高いことを報告している.ま
た,季節別には一般細菌(100個以上/ml),大腸菌陽性の割
合はほとんど変わらないことを報告している.
本調査と同時に行った渡ロら3)の化学的な水質調査報告に
よると,伊是名島では浅井戸(平均の深さ地下6.3m)が多く,
pH値は共同井戸A, Bで低く(5.0‑5.4),塩素イオンは基準
値(200mg/1以下)を越えた井戸は伊是名地区に2,勢理客
に1井戸ある.亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素は基準値(lOmg
/1以下)を越えたのは内花地区の1井戸である.硬度(300m
g/1以下)は,全井戸の平均値が432mg/1で,調査した34井戸
の中で基準値を越えてないのは2つの共同井戸を含めて5井
戸のみである.鉄は水質基準値(0.3mg/1以下)を越えたのは
伊是名の1井戸,勢理客地区の2井戸と共同井戸A, Bである.
本調査および渡口ら3)が調査した34井戸のうち, 31井戸で
化学的な項目, 17井戸で細菌学的に問題があった.両方の項
目を含めて総合的に判断すると,ほとんどの井戸(32 で何
らかの問題があることが明らかになった.
本調査結果と渡ロら3)の報告は,伊是名島における井戸の
利用についての実態とその水質について明らかにしたもので
あり,水道の普及率がそのまま水道の利用率に対応しないこ
ともあるということも示唆した.たとえ水道が普及していて
も安全とは言えない水道水以外の水を利用していては問題で
ある.水道水は行政の管理下(水道法)で定期的に水質検査
が義務づけられているが.個人が所有する井戸については水
質検査を行う義務は無い.飲料用井戸に関しては衛生の確保
が重要である9.10)が,今回のアンケート調査から井戸水や天
水の水質管理に対しては無関心である住民が多かったので,
管轄の市町村が水質管理の徹底と井戸水や天水の利用法につ
いて啓蒙,指導する必要がある.また,地下水は,とりまく
環境にも大きく影響を受けるので,環境の保全にも注意を促
す必要がある.

Fig. ll Bacteriastatusof private and common well water
in different areas of Izena Is.

いない水を飲料水として使用し,また, 33.8%の家庭で生で
それらの水を飲むと答えた.
一般細菌と大腸菌群は他の微生物に比べて比較的簡単な方
法で容易に検出できることから水道水としての水質を知るた
めの試験項目となっている6).大腸菌群の中には大腸菌
(Escherichia coli), Klebsiella, Citrobactor, Enterobactor
と腸内細菌ではないAeromonasのような菌も含まれているが,
大腸菌群が検出されると,腸管系病原菌の存在の可能性があ
るとみなされている7).
今回の調査で,個人所有の井戸の一般細菌数が水道水の水質
基準値(100個/ml以下)を超えたのは13カ所(40.6%)で,
共同井戸を含めると14カ所(41.2%)であった.大腸菌群は
個人所有の井戸では12.5%,共同井戸を含めると17.6%で検出
され,煮沸せずに生で飲むと間旗があることが明らかになった.
伊是名島の下水道の普及率は90%s)なので,生活排水および人
のし尿の浸透による井戸水の大腸菌群による汚染の可能性は低
い.理由としては,牛や豚などの家畜のし尿による地下水の汚
染や自然界由来の細菌の混入の可能性が考えられる.
今回の調査で,井戸の深さと井戸水1 ml当たり100個以上
の一般細菌の検出率や大腸菌群の検出の有無との関連性は見
られなかったが,石井ら8)は井戸水の一般細菌と糞便性大腸
菌についての調査で,深さ0 ‑10mの井戸は10m以上の井戸
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