
01　有機フッ素化合物（PFAS）汚染 
沖縄では2016年から米軍基地由来の
有機フッ素化合物汚染が問題となって
いる。IPPでは調査活動で入手した情
報や、行政データを整理しビジュアル
エイド化し、メディアで発表した。ま
た、米国のPFAS問題動向や情報を県
民に知らせること、沖縄から英語によ
る情報発信を主に米国向けに行うな
ど、情報の媒介者としての役割を担っ
た。

02 米軍基地返還跡地問題　 
2016年に部分返還された米軍北部訓練
場跡地問題と、沖縄本島北部を含んだ世
界自然遺産の政策について調査を実施。
政府の跡地政策の杜撰さについて、情報
開示請求により入手した文書等が全国
紙、ドキュメンタリー番組で使用され
た。また、NGOで連携し、世界自然遺産
の諮問機関である国際自然保護連合に向
け、推薦地となる跡地の状況をビジュア
ルエイド化し、発信した。

03 米軍基地内の漏出事故通報問題 
近年、ジャーナリストの調査報道によ
り米軍基地内の漏出事故の実態が把握
されるようになった。IPPは、米軍内の
情報と日本、沖縄側の情報をつけあわ
せ、通報に伴うコミュニケーション問
題について、構造的な問題を分析し、
発信した。

The Informed-Public Projectの成果（2019年1-12月）について、以下の3つのカテゴリーに分けて各プロジェクトの成果を
示します。 
メディアに報道記事として掲載された成果物、問題理解のために作成したビジュアルエイドを成果として示します。 
ビジュアルエイドは付属資料「ビジュアルエイド一覧」にまとめています。
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琉球新報・沖縄タイムス両紙でIPPの異なる調査が1面に掲載（2019.5.23)



沖縄は、現在、有機フッ素化合物汚染（PFAS）による水の危機に
直面している。 

PFASは、”フォーエバー・ケミカル”と呼ばれるほどの、蓄積性の高
い有害物質で、健康被害があることも明らかになっているが、国際
的にも国内的にも、規制が遅れている。 

2016年1月、沖縄県企業局は、北谷浄水場の水源が、有機フッ素化
合物で汚染されていること、汚染源が嘉手納空軍基地である可能性
が高いことを発表した。米軍基地で用いられてきた泡消火剤が蓄積
され、土壌・地下水汚染を生じさせていると考えられる。 

北谷浄水場は、7市町村に給水しており、45万人の水道水に基地か
らの影響が及んでいる事態となっている。2019年の企業局は活性
炭フィルターにより、2種のPFASを除去することで対応している。 

嘉手納基地の問題を発端とし、普天間基地周囲からもPFASが検出
されているが、いずれも汚染源へのアクセスが実質的に不可能なた
め、抜本的な対策ができない状況にある。 

IPPは2019年には 
①公開情報ではアクセスできない沖縄のPFAS汚染状況を示す文

書を入手してメディアで発表し、ビジュアルエイドを作成し市
民の理解を助け、 

②米国と同時進行の問題であることを意識して、米国の動向を沖
縄に伝え政策提言をするという取り組みを続けた。

01有機フッ素化合物（PFAS）汚染
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1. 調査のメディア掲載 
県内紙においては、PFAS汚染についての記事が多数掲載されたが、調査記事
で1面トップ記事掲載となったものを4記事挙げる。 

(1) 嘉手納基地周囲の湧水・地下水汚染調査データ 
IPPの情報開示請求によって入手した、沖縄県企業局調査結果が記事となった
(2019年4月24日）。従来は、水源のモニタリングの値のみが公表されてい
たが、嘉手納基地周囲の湧水で高濃度のPFASが検出されていることが明らか
になった。既存のデータで分かっていた以上に基地の広い範囲での地下水汚
染での可能性を示唆するものである、という専門家の見解とともに報道され
た。 
 
IPPは現場で嘉手納町が飲料禁止の看板を湧水横に設置していることを（県内
で初）確認し、未だ住民への汚染対応をしていない他市町村への喚起も含ん
だ報道をメディアと協力し、展開した。 
この報道は、普天間基地からのPFAS汚染に対処せずに、飲料禁止の看板も立
てていなかった宜野湾市へのプレッシャーとなった。これにより、PFASの検
出されている普天間基地周りの湧水に看板が立ち、動かない行政を動かすこ
とにつながった。。 

同報道や湧水の写真は、沖縄側がPFASの危険を促したというメッセージとし
て機能メディアの中で機能した。星条旗新聞（Stars and Stripes）の湧水の
看板が用いられる報道にもつながった。 

⇒関連データはビジュアルエイド一覧の「１. 嘉手納基地内および周囲の
PFAS(有機フッ素化合物)汚染状況マップ」（p25)「2. PFOS/PFOAだけで
ないPFAS汚染　１）中部河川の汚染データ から集約」（p26)を参照
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琉球新報（2019年4月24日） 
沖縄タイムス（2019年4月25日）の記事展開
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Stars and Stripes, “Okinawa residents warned about pollutants in spring water outside Kadena Air Base”  
https://www.stripes.com/news/okinawa-residents-warned-about-pollutants-in-spring-water-outside-kadena-air-base-1.580430 (May 10, 2019)  

星条旗新聞（Stars and Stripes）の記事展開 
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2019.4.26 琉球新報

看板のポリティクス 
～嘉手納基地問題から普天間基地問題への波及 

看板は、汚染の問題を市民に認識させるものであり、かつ市民
が自らを守る意思を示すものである。 
2016年にPFASが検出が確認されていたにも関わらず、そのま
まの状態で放置し、注意喚起するものがなかった普天間基地周
囲の湧水に、引用禁止の看板が立てられることとなった。汚染
を可視化させたくない、問題を矮小化したい行政に対する
NGO、市民、メディアのプレッシャーの結果であった。 

写真：IPP



(2)過去の水道水のPFAS汚染調査 
 
2019年5月15日に放映された「クローズ
アップ現代＋」で、県民のPFASの血中濃度
が高いことが報道され、健康問題として
PFAS問題が認識されることとなった。 
 
そこで、IPPは、開示請求で入手していた、
過去に沖縄の水道水からPFASが検出されて
いた岩手県環境保健研究センターのデータを
報道で発表した。データは浄水場の給水先の
水道中のPFAS値が高いことを示していた。 
浄水場のモニタリングの値でなく、水道水か
らの検出値であることから、飲料水がPFAS
に汚染されていることの実感や、基地周りだ
けでなく、那覇の問題でもあることなどが、
読者に認識された。　 

また、提供したデータの意味づけのため、米
国の州が独自に厳しい基準値を設定している
政策についてIPPから情報提供し、紙面で展
開された（次ページのサイド記事参照）。 

-「水道水から有害物質検出　那覇・新都心で26・
86ナノグラム　名護の100倍　2007年に岩手の研究
所が調査　原因、米軍基地の可能性も」（沖縄タイ
ムス　2019年5月23日） 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/423181 
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調査結果とともに、米国の動向を紹介 

沖縄県企業局は、米国環境保護庁（EPA）の生涯健康勧告値
70ng/L(ナノグラムパーリットル）を目安として安全性を主
張している。 
しかし、この数値は米国内でも安全性に疑義が生じており、
PFAS汚染の影響がある米国の州では独自に厳しい基準を設定
していることを調査とともにメディアを通じて紹介した。 
国際状況を知ることにより、「安全」を主張する行政に盲従
しない市民意識を醸成することにつながった。 
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(3)産業廃棄物処分場由来のPFAS汚染
データの入手 

沖縄中部河川には、米軍基地のみでなく、産業
廃棄物処分場由来と考えられるPFAS汚染が存
在していることを、IPPの沖縄県への情報開示請
求により明らかにし、報道で発表した。 

PFAS汚染には基地由来のみでなく、多様な原因
があること、また、中部河川の汚染が複雑かつ
深刻であることを指摘していくために、IPPでビ
ジュアルエイドを作成し、ウェブ記事に掲載し、
SNSなどで拡散した。 

⇒集約データはビジュアルエイド一覧の「3.沖縄本島
中部の有機フッ素化合物（PFAS）汚染：米軍基地と
『ごみ山』（p27)参照。 

「倉敷で高濃度PFOA　地下水調査　産業廃棄物関係
か」（琉球新報　 2 0 1 9年 5月 2 3日） h t t p s : / /
ryukyushimpo.jp/news/entry-923036.html 
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米軍側文書とIPPの現地データをあわせた報道が展開 
 
普天間基地の泡消火剤が、当該産業廃棄物処理場で米軍に
より廃棄されていたことが、沖縄タイムス特約通信員であ
るジャーナリスト、ジョン・ミッチェルの調査報道により明
らかになった。 
米軍側の調査報道と、IPPの現地データの双方を合わせた
特集ニュースがテレビ局で製作され、一部米軍に起因する
PFAS汚染の原因と、現地の現状の包括的把握の一歩と
なった。 

琉球朝日放送「米軍から消火剤142トン　PFOS・PFOAの汚染」
（2019年7月12日） 
https://www.qab.co.jp/news/20190712117059.html
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(4)日本政府のPFAS汚染対処についての調査 

IPPは、PFASの値のデータのみではなく、日本政府、沖
縄県、自治体の動き等、政策動向の調査を監視行動とし
て継続している。日本政府（沖縄防衛局）のPFAS汚染に
対する動向については公的な発表がないので、開示請求
により状態を把握し、継続的に県内紙で発表してきた。 
 
 
同時に、単に政府の不作為や隠蔽を「暴く」だけではな
く、「地位協定」「立ち入り不許可」による問題解決困
難、という結論で終わってしまう基地環境行政に関する
論調を変えるべく、日本政府や沖縄側の政策のあり方を
見直す機会ととらえ、識者として問題を指摘している。 

-「国が米軍基地内PFOS調査を断念　2年連続、嘉手納基地が許
可せず」（琉球新報 2 0 1 9 年 7 月 1 1 日） h t t p s : / /
ryukyushimpo.jp/news/entry-951943.html

12

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-951943.html
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-951943.html


その他データを整理して作成した普天間基地周辺の有機フッ素化合物汚染のビジュアルエイドが県内メディア（琉球新報、琉球朝日放送）で用い
られたり、宜野湾市議会でも配布される、市民の勉強会で使用されるなど、IPP作成資料が問題理解を助ける媒体となった。 
 
⇒データは巻末ビジュアルエイド一覧の「4.普天間基地周辺のPFAS汚染状況マップ 更新版」（p28)を参照。 
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2. 米国動向等をメディアを通じて発信　 
これまでの沖縄の汚染問題は、2013年にデータとして把握
された枯れ葉剤問題のように、問題として把握されるまで米
国とのタイムラグがあった。しかし、PFAS汚染は、米国と
同時進行の問題である。IPPはこれを活用するために、米国
内での議論にキャッチアップする情報をメディアを通じて提
供していった。 

具体的には、米国のPFAS問題、特に連邦政府の遅滞に対し
て批判的な連邦議会の動向を県内に伝えるために2019年度
米国国防権限法案にPFAS条項が入ることを紹介した。 

報道で問題がメディア内で共有されることとなり、辺野古新
基地問題と同レベルで同法案における評論が掲載されるに
至った。

琉球新報（2019. 12. 11)
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琉球新報(2019.8.12) 
 
提言書のIPP記事「【提言】2020年度米国国防権限
法案の有機フッ素化合物（PFAS）関連条項につい
て」 
https://ipp.okinawa/2019/08/20/
teigen/?fbclid=IwAR1pQ26BJxvHa-
dnEyFgseM9BKqUKi5VPVkDVrEGzu6VD0q6Qf
GZyBu3tS8

https://ipp.okinawa/2019/08/20/teigen/?fbclid=IwAR1pQ26BJxvHa-dnEyFgseM9BKqUKi5VPVkDVrEGzu6VD0q6QfGZyBu3tS8
https://ipp.okinawa/2019/08/20/teigen/?fbclid=IwAR1pQ26BJxvHa-dnEyFgseM9BKqUKi5VPVkDVrEGzu6VD0q6QfGZyBu3tS8
https://ipp.okinawa/2019/08/20/teigen/?fbclid=IwAR1pQ26BJxvHa-dnEyFgseM9BKqUKi5VPVkDVrEGzu6VD0q6QfGZyBu3tS8
https://ipp.okinawa/2019/08/20/teigen/?fbclid=IwAR1pQ26BJxvHa-dnEyFgseM9BKqUKi5VPVkDVrEGzu6VD0q6QfGZyBu3tS8


3. PFAS問題の国際発信　 
米国へ沖縄のPFAS問題を発信するため、米国のアクティビス
トと連携し、機会を捉えて英語での発信物を作成し、発信し
てきた。専門メディアや独立メディアで掲載された。

連邦議会の委員会でのヒアリングへ書簡を米国NGOのアクティビストを通じて2回提
出（2019年3月28日、5月15日）し、議会で正式に記録された。 

Okinawa’s Concern Over PFAS Reaches the U.S. Senate（2019.5.7)  
https://ipp.okinawa/2019/05/07/okinawas-concern-over-pfas-reaches-the-u-s-senate/ 

第2回全米PFAS会議（2019年6月10-12日、ボストンでのポスターセッションに参加
し、沖縄のPFAS問題を発信した。 

IPP記事” IPP Okinawa Poster at 2nd PFAS National Conference, Boston” 
https://ipp.okinawa/2019/07/31/ipp-okinawa-poster-at-2nd-pfas-national-conference-
boston/ 

ポスターはビジュアルエイド一覧の「5. IPP Okinawa Poster at 2nd PFAS National 
Conference, Boston」（p29)を参照。 
コミュニティのポスターとともにIPPポスターが紹介されているビデオ 
Dr. Linda Birnbaum on “Forever Chemicals” 
https://vimeo.com/342341011 

Chemistry Worldでメールインタビューされたものが記事化された。 
US air bases blamed for fluorinated pollutants on Japanese island (Chemistry World, 12 
June, 2019)  
https://www.chemistryworld.com/news/us-air-bases-blamed-for-fluorinated-pollutants-on-
japanese-island/3010607.article 

米国の活動家Pat Elder氏の記事にIPPの嘉手納基地PFASマップ英語版が使用された。　 
Truthout, “The US Military Is Poisoning Okinawa”(November 17, 2019)  
https://truthout.org/articles/the-us-military-is-poisoning-okinawa/ 
 
ビジュアルエイド一覧の「6.嘉手納基地内および周囲のPFAS(有機フッ素化合物)汚染状
況マップ　英語版（p30)参照。
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その他、県内での評論やコメント等の掲載多数。 

❍琉球朝日放送 
「環境NGO河村代表に聞く」（2019年5月23日） 
https://www.qab.co.jp/news/20190523115342.html 
「県の要請を環境NGO河村さんはどう見る？」（2019年6月13日） 
https://www.qab.co.jp/news/20190613116113.html 

❍全国紙・雑誌 
-毎日新聞に取材協力し、PFAS汚染記事にコメント　 
「沖縄基地周辺、水質汚染　有害物質、米基準の２８倍　米軍、立ち入
り調査認めず」（2019年9月16日）https://mainichi.jp/articles/
20190916/ddm/003/010/115000c 

-AERA 
「沖縄米軍基地周辺で「基準値30倍」の有害物質が検出…横田基地で
も？」(2019年6月26日） 
https://dot.asahi.com/aera/2019062500060.html   

-週刊金曜日　 
「IPP代表・河村雅美氏に聞く　JMコレクションを読みこなす力を培い
たい」（特集　米軍基地公害の秘密を暴く　ジョン・ミッチェル・コレ
クション）（2019年8月23日）
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02 米軍基地返還跡地 
  （北部訓練場跡地と世界自然遺産）

IPPは、米軍北部訓練場の存在をないもののように振る舞い、政治的な問題に
触れずに進めてきた奄美・沖縄の世界自然遺産推薦の欺瞞的政策を批判的に追
及してきた。特に、2016年に部分的に返還された北部訓練場跡地の問題につ
いては、返還前から跡地調査設計の杜撰さについて問題を指摘してきた。 

2018年に国際自然保護連合の評価により、同推薦地は登録されることが適わ
なかったが、日本政府は問題を直視せずに、推薦地に返還跡地を含め、2020
年度の登録を目指した推薦手続きを進めている。 

北部訓練場跡地の対応については、現場で宮城秋乃氏が米軍廃棄物を発見し続
けており、日本政府の杜撰な調査や処理が明らかになっている。IPPは開示請
求で入手した文書や映像から、返還跡地の杜撰な調査の問題を追及し、国の跡
地対策にお墨付きを与えたいわゆる「御用学者」問題についても指摘した。沖
縄県や地元市町村は世界自然遺産を推進したいため、積極的に問題化していな
い。政治的に跡地政策や自然保護政策が決められていく過程が、IPPを含めた
市民の様々なアプローチで浮き彫りになっている。 

調査結果は全国紙報道、沖縄テレビ局のドキュメンタリー番組で使用された。 

また、環境NGOと連携し、推薦地となる跡地の状況をビジュアルエイド化し、
自然遺産の諮問機関である国際自然保護連合に、これらの問題を指摘した書簡
とともに送付し、発信した。
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返還跡地から発見された弾丸 
写真：宮城秋乃

防衛省



1. 調査のメディア掲載　 

北部訓練場跡地で、定められている期間内に処理できていない沖縄防衛局の処
理事業の問題について、IPPが開示請求で入手した文書が、記事で用いられた。 

朝日新聞 
「空包や銃弾が続々　沖縄・米軍訓練場跡地、ずさんな除去」（2019年12月16日） 
https://www.asahi.com/articles/ASMDH6SMNMD6TPOB003.html 

18

琉球新報　2019年12月22日

https://www.asahi.com/articles/ASMDH6SMNMD6TPOB003.html


琉球放送 
『汚された奇跡の森～世界遺産候補地のリアル～』 
JNN九州沖縄ドキュメント『ムーブ』で2019年11月24
日放映。TBSでは2019年12月1日放映。 

同番組では開示請求した文書や映像が使用された。イン
タビューでは識者として返還跡地の構造的問題を指摘し
た。 

関連IPPサイト「北部訓練場返還跡地の「支障除去」成功ア
ピール映像：情報開示請求で入手」（2019年9月26日） 
https://ipp.okinawa/2019/09/26/videofootage-
returnedparts-nta/
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2. 国際自然保護連合（IUCN）への発信 

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載
に係る国際自然保護連合（IUCN）による現地調査（2019年10 月）にあ
わせ、IUCNから現地調査に派遣される委員に、環境省がユネスコに提出
した推薦書やその後の対処についてのNGOからの評価と提言書を、この問
題に取り組んできたOkinawa Environmental Justice Projectの吉川秀樹
氏とIPPで提出した。 

これまでの宮城秋乃氏の現場調査による北部訓練場跡地の廃棄物等を視覚
化したビジュアルエイドを作成し、資料として添付した。 

⇒ビジュアルエイド一覧の「7. NGOから国際自然保護連合（IUCN）への
書簡（沖縄島北部の世界自然遺産登録に関する問題と提言）の添付資料」
参照。 

IPP記事「NGOからIUCNへの書簡：沖縄島北部の世界自然遺産登録に関する問題と
提言」 

https://ipp.okinawa/2019/10/06/ngo-letter-to-iucn-with-oejp/
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米軍基地内で発生する漏出事故等の通報は、米軍から日本へのマニュアルが
あるが、近年、米軍の把握した事故が日本や沖縄県に伝わっていないこと
が、調査報道で明らかになっている。 
IPPは、通報マニュアルや通報過程について、国会議員、およびIPPによる情
報開示請求により入手した文書をつけあわせ、分析し、結果を県内紙で発表
した。その結果、単に米軍が日本側に事故隠蔽のために伝えない、というこ
とではなく、検証すべき複雑な問題があることが明らかになった。 
特に2012年の漏出事故に焦点を当てた事例研究では、どのように情報が薄
まって沖縄側に伝わるかが具体的に明らかになり、沖縄側にある問題追及の
必要性も浮かびあがった。

03  米軍基地内の漏出事故通報問題

IPP入手

ジョン・ミッチェル氏提供
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調査のメディア掲載



2019年WEB掲載ビジュアルエイド一覧
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1. 嘉手納基地内および周囲のPFAS(有機フッ素化合物)汚染状況マップ
(2019.09.09)

24

更新版：＜嘉手納＞PFAS汚染マップ～IPPはなぜこのような 
マップを作成しているのか？」（2020.2.4) 
https://ipp.okinawa/2020/02/04/kadena-pfas-map/



2. PFOS/PFOAだけでないPFAS汚染　１）中部河川の汚染データ から
（2019.09.15）
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「PFOS/PFOAだけでないPFAS汚染　１）中部河川の汚染データから」 
https://ipp.okinawa/2019/09/15/pfascontamination-notonlypfos-pfoa1-2/

https://ipp.okinawa/2019/09/15/pfascontamination-notonlypfos-pfoa1-2/


3. 沖縄本島中部の有機フッ素化合物（PFAS）汚染：米軍基地と「ごみ山 」
（2019.09.22）
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「沖縄本島中部の有機フッ素化合物（PFAS）汚染： 
　米軍基地と『ごみ山』」  
https://ipp.okinawa/2019/09/22/pfas-contamination-centralarea-okinawa/

https://ipp.okinawa/2019/09/22/pfas-contamination-centralarea-okinawa/


4. 普天間基地周辺のPFAS汚染状況マップ 更新版（2019.09.21）
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5. IPP Okinawa Poster at 2nd PFAS National Conference, Boston (2019.07.31) 

30
“IPP Okinawa Poster at 2nd PFAS National Conference, Boston”  
https://ipp.okinawa/2019/07/31/ipp-okinawa-poster-at-2nd-pfas-national-conference-boston/

https://ipp.okinawa/2019/07/31/ipp-okinawa-poster-at-2nd-pfas-national-conference-boston/


6. 嘉手納基地内および周囲のPFAS(有機フッ素化合物)汚染状況マップ　英語版
(2019.09.09) 
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7. NGOから国際自然保護連合（IUCN）への書簡（沖縄島北部の世界自然遺産登録に
関する問題と提言）の添付資料(2019.10.06) 

31
IPP記事「NGOからIUCNへの書簡：沖縄島北部の世界自然遺産登録に関する問題と提言」 
https://ipp.okinawa/2019/10/06/ngo-letter-to-iucn-with-oejp/


