
沖縄県振興審議会「第３回環境部会」 
 

日時：令和３年８月26日（木）13:30～16:30  

場所：沖縄県庁12階 企業局第１・第２会議室 

 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 審議１ 第１・２回環境部会意見への回答 

 

３ 審議２ 「持続可能な海洋共生社会の構築」 

      「効率的な廃棄物処理施設の整備促進」 

 

４ 審議３ 「環境部会における展望値に関係する主な指標」について 

 

５ 閉会 
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【資料３】

※ 　◎：部会長　、　○：副部会長
番号 審議会委員 氏名（ふりがな） 役職等 専門分野 出欠

◎ 1 ○ 宮城　邦治（みやぎ　くにはる） 沖縄国際大学　名誉教授 動物生態学 対面

○ 2 ○ 竹村　明洋（たけむら　あきひろ） 琉球大学　教授 サンゴ礁生物生理学 web

3 赤嶺　太介（あかみね　だいすけ） (一社)沖縄県産業資源循環協会　会長 廃棄物処理 欠席

4 大島　順子（おおしま　じゅんこ） 琉球大学　准教授 環境教育、地域開発 調整中

5 平良　喜一（たいら　きいち） (公社)沖縄県緑化推進委員会　理事長 森林・林業・緑化 対面

6 高平 兼司（たかひら　かねし） 沖縄県地球温暖化防止活動推進センター　センター長 環境 web

7 中村　崇（なかむら　たかし） 琉球大学　准教授 サンゴ礁生物の生態・生理学 欠席

8 羽田　麻美（はだ　あさみ） 琉球大学　准教授 自然地理学 欠席

9 藤田　喜久（ふじた　よしひさ） 公立大学法人沖縄県立芸術大学　教授 海洋環境学 web

10 山川　彩子（やまかわ　あやこ） 沖縄国際大学　准教授 基礎生物学 web

11 比嘉　明美（ひが　あけみ） 元沖縄県農業研究センター名護支所長 土壌肥料、土壌流亡 web

沖縄県振興審議会環境部会名簿



部会名： 環境部会

番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

1 4 29 26 廃棄物処理 不適正な廃棄物処理 廃棄物処理が問題ではなく
不適正な処理に問題があ
る。

沖縄県には、離島に廃棄物
処理業者がいない又は処理
コストが高い等、島しょ県ゆ
えの固有の問題があり、そ
れらも含めて解決を図る必
要があることから、「不適正
な廃棄物処理」に限らない記
載にしたいと考えます。
　そのため、原案どおりとし
たいと考えております。

環境整備課 比嘉委員

2 4 30 15～
16

～クリーンエネルギーの導入
拡大に取り組む

～クリーンエネルギー及び未
利用資源エネルギー等、環
境に配慮したエネルギーの
導入拡大に取り組む

資源の乏しい本県では、ク
リーンエネルギーに取り組み
つつも、環境に配慮した未利
用資源エネルギーも取り組
むべきである

産業振興部会へ申し送りま
す。

産業振興部会 赤嶺委員

3 4 31 1～3 汚水処理の過程で発生する
消化ガスの燃料利用、汚水
の処理施設におけるプラント
運転時の省エネルギー化な
ど様々な手法による効率的
な再生利用に取り組む

汚水処理の過程で発生する
消化ガスの燃料利用、汚水
の処理施設におけるプラント
運転時の省エネルギー化、
廃棄物焼却施設における廃
棄物発電など様々な手法に
よる効率的な再生利用に取
り組む

様々な効率的なエネルギー
として汚水処理だけでは物
足りないと思い、追記しまし
た。

意見を踏まえ修正いたしま
す。

環境整備課 赤嶺委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

（新たな振興計画（素案）に対する意見） 資料４

1 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

4 4 31、
32

30、
31、1

本県は、狭あいな島しょ性に
より環境負荷に脆弱な特性
を有していることから、廃棄
物３R（リユース、リデュース、
リサイクル）の積極的な推進
に取り組むとともに、食品ロ
ス削減等の再生利用等に対
する県民意識の向上に取り
組む

本県は、狭あいな島しょ性に
より環境負荷に脆弱な特性
を有していることから、廃棄
物の①発生抑制（リデュー
ス）、②再使用（リユース）、
③再生利用（マテリアルリサ
イクル）、④熱回収（サーマ
ルリサイクル）、⑤適正処分
を優先順位として積極的に
取り組むとともに、再利用等
に対する県民意識の向上に
取り組む。

廃棄物処理は環境配慮を踏
まえた処理に関する優先順
位が重要であり、修正分に
ついては国も示している。
島しょ型環境モデル地域を
目指す沖縄は、まず国の方
向に合致させるとともに、そ
れを市町村や民間企業に対
してメッセージを出す意味で
も優先順位を明確にした方
が良いと思う。

　意見を踏まえ、以下のとお
り修正いたします。
　～廃棄物の①発生抑制（リ
デュース）、②再使用（リユー
ス）、③再生利用（マテリアル
リサイクル）、④熱回収（サー
マルリカバリー）、⑤適正処
分を優先順位として積極的
に取り組むとともに、再利用
等に対する県民意識の向上
に取り組む。

環境整備課 赤嶺委員

5 4 32 4 ～一般廃棄物の効果的な排
出抑制に取り組むほか、産
業廃棄物については、産業
廃棄物税の活用等による排
出抑制に取り組む

～一般廃棄物の効果的な排
出抑制とともに再利用等に
取り組むほか、産業廃棄物
税の活用等による排出抑
制、廃棄物の処理に関する
啓発に取り組む

廃棄物処理は処理だけでな
く法律も厳しく複雑である。そ
の啓発に係る費用が必要だ
と考える。

　意見を踏まえ、以下のとお
り修正いたします。
　～一般廃棄物の効果的な
排出抑制に取り組むほか、
産業廃棄物については、産
業廃棄物税の活用等による
排出抑制、廃棄物の処理に
関する啓発に取り組む。

環境整備課 赤嶺委員

6 4 32 本文なし（追加） 一般廃棄物、産業廃棄物の
食品ロスに取り組むと同時
に、飼料化・肥料化等のリサ
イクルに取り組み、農家・製
造・小売りなど持続可能とな
る食品リサイクルループの取
り組みを推進する。

全ての食品ロスの削減のみ
だけでは現実的ではないた
め、食品系廃棄物の再利用
も取り入れるべきと考える。

食品リサイクル及び食品ロス
の関係部局と修正について
協議いたします。

環境整備課 赤嶺委員

2 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

7 4 32 9 良好な水環境の構築に向け
ては、下水処理水を高度処
理した再生利用水の利用促
進を図るなど地域の実情に
応じた水資源の有効利用に
取り組む。

雨水利用促進を追加

再生利用水を下水再生処理
水、または再生水

再生利用水の低コスト化を
追加

島しょの沖縄県ならではの水
問題に雨水の有効利用もあ
るのではと考えます。

再生利用水では分かりづら
い

また、再生利用水の利用に
ついては安全性、コストが問
題になるのでは。

　雨水利用促進の追加につ
いては企画部（地域・離島
課）に、「再生水」への修正、
「再生利用水の低コスト化」
の追記については土木建築
部（下水道課）に検討を依頼
しております。
　検討結果がわかり次第環
境部会で報告し、ご審議をお
願いする予定です。

環境整備課 比嘉委員

8 4 33 5 自然環境に優しい生分解性
プラスチックなど新しい代替
素材の研究開発の促進、普
及啓発等に取り組む。

低コスト化を追加 新しい素材と既存素材の代
替において普及のためには
コストが重要。

御提案のとおり追記します。 環境整備課
（環境再生課）

比嘉委員

9 4 35 13 街路樹の適正な管理等に取
り組む。

街路樹を含む歩道空間の適
正管理に取り組む。

誰もが安全で快適に移動で
きる空間を創出するために
は街路樹だけではなく歩道
に付随する緑地帯の雑草問
題なども含まれる。

基盤整備部会へ申し送りま
す。

基盤整備部会 比嘉委員

3 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

10 4 36 11 適正な観光地マネジメントに
取り組む。

適正な生態系保持のマネジ
メントに取り組む。
（ただし、用語が適正かどう
かはわかりません）

世界自然遺産は、観光地と
しての意義より、生態系保全
の意義が滝と思われるの
で、適正管理は必要だか、
観光地マネジメントは用語を
変更した方が良いと思う。

ご意見を踏まえ検討します。
↓
　ご意見のとおり、遺産地域
を「観光地」として管理するも
のではなく、生物多様性の維
持と適正利用の両立を図る
趣旨であるため、次のとおり
修正します。
（修正案）
□…その普遍的価値を維持
できるよう、自然環境保全体
制の構築及び適正な観光管
理に取り組む。

*遺産登録にあたり「適切な
観光管理（特に西表島）」に
ついて、世界遺産委員会より
要請があったところでありま
す。また、県では、自然を損
なうことなく持続的な利用を
実現するため、国や地元と
協力し、令和２年に観光管理
計画を策定して、同計画に基
づき関係者が役割に応じた
対策を講じているところで
す。

自然保護課 高平委員

11 4 92 23 ６月観光庁）の活用に取り組
む。

６月観光庁）を参照に持続的
観光指標を設定する。

タイトルとの整合性 文化観光スポーツ部会へ申
し送ります。

文化観光ス
ポーツ部会

平良委員

4 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

12 4 36 7 

(①世界自然遺産や自然公
園の適正管理)

専門的知識を最も必要とす
る分野なので、OISTや琉球
大学等の「学」との共同管理
も必要なのではないか。

左記参照 ●本年8月19日に、国（環境省、林
野庁）、県、OIST、琉球大学等の７
者で「沖縄島北部及び西表島の世
界自然遺産登録地における保全管
理のための連携と協力に関する協
定」を締結し、登録地において長期
的な研究を促進し、①モニタリング
や科学的な管理の基盤を整備して
登録地における保全管理等に貢献
するとともに、②保全管理等の担い
手としての若い世代や地域の人材
の育成を図っていく、こととしており
ます。

●なお、ご意見や他委員・機関の
意見を踏まえ、下記のとおり取組を
追記するよう検討します。

【36ｐ・12行目以降に追加】
□地域住民を含めた県民や観光客
に対する生物多様性の保全やマ
ナー・ルールについて、空港、港
湾、地域の観光拠点や県内外の観
光事業者等との連携、インターネッ
トを活用した啓発に取り組む。

□世界自然遺産の次世代への継
承を目的とした児童生徒への啓発
に取り組む。

□国、教育機関、研究機関等と連
携し、モニタリングや科学的な管理
の基盤を整備した自然環境の保全
や、その保全管理等の人材育成の
促進に取り組む。

自然保護課

沖縄県振
興審議会
委員
渕辺委員

5 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

13 4 29 11 （世界に誇れる島しょ型環境
モデル地域の形成）

温暖化防止の適応策に関し
て、例えば防災や感染症（熱
帯性の病気）など、そのあた
りの記載はあるか。

御提言を受けて、29頁30行
目及び31頁22行目に以下の
とおり追記します。
【29頁30行目】
□人類の生存基盤に影響を
及ぼすおそのある気候変動
による影響に適応した社会
を構築するため、温室効果
ガス削減(緩和策)と併せて、
あらゆる施策に気候変動適
応策の観点を組み込み、横
断的に取組を推進していく。
【31頁22行目】
□気候変動によって現在生
じている影響及び将来予測
される被害の防止・図るた
め、防災、健康被害の防止、
農林水産業の振興、生物多
様性の保全等と連携した気
候変動適応策を推進する。

環境再生課 高平委員

14 感染症の拡大に対して強い
島づくりについて記載できな
いか。

第２章の15頁、ウィズ／アフ
ターコロナに記載されており
ます。

　 中村委員

15 4 30 1 ～導入促進など低炭素型の
交通システム等を推進する
必要がある。

～導入促進など脱炭素型の
交通システム等を推進する
必要がある。

２に同じ 御提言を受けて、「低炭素型
の」を「走行時に温室効果ガ
スを排出しない」に修正いた
します。

環境再生課 赤嶺委員

6 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

16 4 30 マイクログリッド、スマートグ
リッドについて表現できない
か。

30頁の②沖縄に適したエネ
ルギー供給・消費の効率化
のところに記載されておりま
す。

環境再生課 高平委員

17 4 31 5 低炭素化及び省エネルギー
化の促進

脱炭素化及び省エネルギー
化の促進

以前は「低炭素」という言葉
を使っていたが、今は2050年
に向けてカーボンニュートラ
ルなので「脱炭素」という言
葉が強く使われるようになっ
ている。
脱炭素に向かうにはまずは
低炭素というところも分かる
が、やはり最終的な目標は
脱炭素というイメージを何か
表現できないか。

御提言を受けて、「脱炭素」
に修正いたします。
また、③の見出しについても
「脱炭素化に向けた取組の
促進」に変更します。

環境再生課 高平委員

18 4 32 9 良好な水環境の構築に向け
ては、下水処理水を高度処
理した再生利用水の利用促
進を図るなど～

－ 再生利用水の利用促進は本
当に必要であると考える。た
だ書くだけではなくて、再生
利用水を本当に活用していく
のであれば低コスト化という
のは避けて通れないため、
安全性やコストの問題につ
いてある程度言及しながら追
記する必要がある。

　再生利用水の低コスト化に
ついて担当課に検討を依頼
しております。検討結果がわ
かり次第環境部会で報告し、
ご審議をお願いする予定で
す。

環境整備課
（地域・離島
課）

大島委員

19 4 35 13 － 道路河川ボランティア団体か
らすれば、正直に言ってこん
なに大きな街路樹は邪魔だ
という意見等もあることから、
沖縄に合った街路樹の在り
方を環境部が全体にしっかり
とサジェスチョンするというよ
うなことをぜひお願いした
い。

34頁28行目以降に考え方を
示しております。沖縄らしい
花と緑にあふれた道路飾
花、街路樹の在り方につい
ては検討を進めていきます。

環境再生課 平良委員

7 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

20 4 35 13 適正な管理に日陰の意味合
いも入れられるか

35頁1行目以降に考え方を
示しております。

環境再生課 竹村副部
会長

21 4 36 7 

(①世界自然遺産や自然公
園の適正管理)

専門的知識を最も必要とす
る分野なので、OISTや琉球
大学等の「学」との共同管理
も必要なのではないか。

左記参照 ●本年8月19日に、国（環境省、林
野庁）、県、OIST、琉球大学等の７
者で「沖縄島北部及び西表島の世
界自然遺産登録地における保全管
理のための連携と協力に関する協
定」を締結し、登録地において長期
的な研究を促進し、①モニタリング
や科学的な管理の基盤を整備して
登録地における保全管理等に貢献
するとともに、②保全管理等の担い
手としての若い世代や地域の人材
の育成を図っていく、こととしており
ます。

●なお、ご意見や他委員・機関の
意見を踏まえ、下記のとおり取組を
追記するよう検討します。

【36ｐ・12行目以降に追加】
□地域住民を含めた県民や観光客
に対する生物多様性の保全やマ
ナー・ルールについて、空港、港
湾、地域の観光拠点や県内外の観
光事業者等との連携、インターネッ
トを活用した啓発に取り組む。

□世界自然遺産の次世代への継
承を目的とした児童生徒への啓発
に取り組む。

□国、教育機関、研究機関等と連
携し、モニタリングや科学的な管理
の基盤を整備した自然環境の保全
や、その保全管理等の人材育成の
促進に取り組む。

自然保護課 沖縄県振
興審議会
委員
渕辺委員
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

22 4 36 11 適正な観光地マネジメントに
取り組む

登録地の保全と活用のマネ
ジメントに取り組む

世界遺産の条約は観光地と
してのお墨つきを与える制度
ではなく、基本ここで観光地
マネジメントというのはなじま
ない。

ご意見のとおり、遺産地域を「観光
地」として管理するものではなく、生
物多様性の維持と適正利用の両立
を図る趣旨であるため、次のとおり
修正します。
（修正案）
□…その普遍的価値を維持できる
よう、自然環境保全体制の構築及
び適正な観光管理に取り組む。

*遺産登録にあたり「適切な観光管
理（特に西表島）」について、世界
遺産委員会より要請があったところ
であります。また、県では、自然を
損なうことなく持続的な利用を実現
するため、国や地元と協力し、令和
２年に観光管理計画を策定して、
同計画に基づき関係者が役割に応
じた対策を講じているところです。

自然保護課 大島委員
高平委員

23 4 36 12 （遺産室で36頁12行目以降
に追記するとした内容につい
て）

地域住民を含めた県民や観
光客に対する生物多様性の
保全やマナー・ルールの啓発
に取り組むとのことだが、どこ
でマナー・ルール等の啓発を
行うのか。場所について追記
してほしい。

場所についても分かるよう
に、少し本文に取り込めるよ
う修正検討する。
↓
次のとおり修正します。
□地域住民を含めた県民や
観光客に対する生物多様性
の保全やマナー・ルールに
ついて、空港、港湾、地域の
観光拠点や県内外の観光事
業者等との連携、インター
ネットを活用した啓発に取り
組む。

自然保護課 大島委員
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

24 4 36 17 ②　希少野生動植物や沖縄
固有種の保護対策～

固有種の保護対策の１つと
して人為的に持ち込まれる
様々なもの（例えばごみな
ど）の影響をいかに抑えるか
というところが今後重要に
なってくるだろうと考えられま
すので、そういった文言をこ
こに含められるか。

どのような形で盛り込めるか
検討中です。

自然保護課 中村委員

25 4 36 19 ロードキルの防止に取り組
む

設置された後に使われてい
るのかのモニタリングが数字
があまり出てきていないの
で、今後世界自然遺産に登
録された後は定期的に報告
義務もあるということから、
ロードキルの防止に取り組
むだけではなくて、例えば防
止及び成果の確認など、
使っている状況はどうなのか
ということが分かることも文
言の中に含めてはどうか。

どのような形で盛り込めるか
検討中です。

自然保護課 大島委員

26 4 36 23 密漁・盗採やノイヌ・ノネコに
よる捕食被害の抑制に向
け、自然保護地域における
巡回・巡視の強化に取り組
む

巡回・巡視によって希少な昆
虫等の生息数が本当に守ら
れて数が維持できているの
か、生息数を減らさない事に
つながっているか、併せてそ
ういう調査もやって目標値を
設定するとか、そういうもの
につながるような表現が適し
ている。

どのような形で盛り込めるか
検討中です。

自然保護課 大島委員

27 4 37 7 下水道、農業・漁業集落排水施設下水道、農業・畜産・漁業集
落排水施設

海のほうからの話を考えると
畜産のところから入ってくる
多量のリンとは無視できない
問題になってきているところ
が幾つか挙げられているよう
なので、その辺の対策も恐ら
く必要になってくる。

家畜排せつ物に係る汚水処
理施設の整備や資源循環サ
イクルの確保については122
ページ25行目に記載されて
おります。

環境整備課 中村委員
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

28 4 36 24 密漁・盗採やノイヌ・ノネコに
よる捕食被害の抑制に向
け、自然保護地域における
巡回・巡視の強化に取り組
む

抑制するのであれば、抑制に
向けた巡回・巡視ではなくて、
ノイヌ・ノネコの数を減らすよう
な方向の方策を入れていくほ
うが、もう少し世界自然遺産に
向けての意気込みが出てくる

どのような形で盛り込めるか
検討中です。

自然保護課 竹村副部
会長

29 4 37 7 （雨水幹線について追記） 雨水幹線がそのまま海に流
れ出ている状態だと思いま
すので、それを経て生活排
水やごみなどが海に流出す
ることがある

　雨水幹線等から海へのご
みの流出抑制について関係
部局に検討を依頼し、検討
結果がわかり次第環境部会
で報告し、ご審議をお願いす
る予定です。
　また、雨水幹線等を通じた
海域へのごみ流出対策とし
ては、P33の7行目にある「プ
ラスチック等による海洋汚染
につながる陸域でのボイ捨
て行為の防止対策に取り組
む。」と、「プラスチック」の後
ろに「等」を追記し、この記述
に基づき対応してまいりま
す。
　加えて、生活排水の流出対
策については、P37_6行目の
「水質汚濁対策」の記述に基
づき対応してまいります。

環境整備課 藤田委員

30 4 37 31 生物のことを考えると、河川
構造物について、小さな堰や
床止めみたいなものでちょっ
とした落差工が非常にたくさ
んあり、沖縄の河川の多様
性は確実に失われている。
そういうものの改修をすると
いう項目を加えることで、自
然環境という意味での再生
につながる。

土木建築部に検討を依頼して
おります。

藤田委員
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

31 4 37 31 雨水冠水、河川も含めて、恐
らく今後防災の観点から、大
雨になったときに雨水冠水が
オーバーして、そこで内水氾
濫が起こる可能性もある。こ
の辺り防災という捉え方も少
し言葉で入れられないか。河
川の構造においても、多自
然河川は少し川幅を広げる、
本来の広い川の姿も含めた
意味、これは防災の観点か
らも非常に重要かと思うの
で、広げるという言葉はここ
では不適とは思いますが、環
境や防災にも配慮したという
感じでつけ加えられないか。

土木建築部に検討を依頼し
ております。

高平委員

32 4 38 2 沖縄県の場合、いろいろなア
セス事業が多くあり過ぎ、そ
の中でどれだけ環境保全へ
の貢献ができるかというと、
アセスに係る事業が多過ぎ
るというのもある。環境評価
制度の推進という表現の意
味について聞きたい。

法や条例の対象とならない
小規模開発についても、環
境に配慮した事業とする必
要があることから、簡易な環
境影響評価手続の導入を検
討するなど、今後、環境影響
評価制度の拡充を検討・推
進していくことを考えておりま
す。

環境政策課 宮城部会
長

33 4 38 27 地域環境センターは残念な
がら県民の中でなかなか周
知徹底というか、認知されて
いないので、反対に地域環
境センターと教育委員会が
連携して開催する研修会な
どが幾つあるのかという、そ
れも目標値にするのはどう
か。

指標の追加を検討します
が、受講者数と開催数という
２つの指標とすることができ
るかどうか、企画部と調整い
たします。

環境再生課 大島委員
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

34 4 基本施策１-(2)自然環境の
保全・再生・継承及び持続可
能な利用の主要指標に、い
わゆる準絶滅危惧種から絶
滅危惧種への移行種数が主
要の指標になっているのは、
ここで扱う施策展開ア、イ、
ウを統合した形での主要指
標になっているのかというの
が疑問

１-(2)につきましては分野が非
常に広く、何を代表させるのか
ということについて事務局でも
いろいろと検討してきた上で、
今この主要指標になってい
る。事務局でも全体の指標と
してこれで全体を表すことがで
きているかということについて
は少し心もとないと感じている
ところ、何かこういう指標が逆
によろしいのではないかという
御助言等があれば、それも含
めて引き続き主要指標の検討
を続けてまいりたい。

自然保護課 大島委員

35 3 計画展望値に、なぜ環境の
ところは温室効果ガス排出
量の１つしかないのか

この計画展望値については、
その分野を代表させる指標に
したいということで、基本的に
は数を少なくしたいという考え
がベースにあって温室効果ガ
スということになっているが、
環境分野は非常に範囲が広
い、分野が広いのでという御
指摘もありますので、この点に
ついても検討してまいりたい。

環境部各課 大島委員

36 4 91 21 レスポンシブル・ツーリズム
は、旅行者・観光客と地域・
住民が価値を共有する責任
ある観光である。

レスポンシブル・ツーリズム
は、旅行者・観光客が地域・
住民と価値を共有する責任
ある観光である。

レスポンシブル・ツーリズム
は、旅行者・観光客が主体と
なるのではないでしょうか。

文化観光スポーツ部会へ申
し送ります。

比嘉委員
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案　等

)
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

37

4 36 10

固有性の高い生態系と世
界的に見ても生物多様性
の保全上重要な地域とし
て、鹿児島県の奄美大
島、徳之島とともに、沖縄
島北部及び西表島の世界
自然遺産登録を見据え、
その普遍的価値を維持で
きるよう、自然環境保全の
体制及び適正な観光地マ
ネジメントに取り組む。

世界遺産の登録に関する
記載については、すでに
登録がされているので時
点に併せた記載にする必
要がある。

－

ご意見のとおり修正します。

（P36・8行）
□固有性の高い生態系と世
界的に見ても生物多様性の
保全上重要な地域 としてで
ある、 鹿児島県の奄美大島、
 徳之島とともに、沖縄島北部
及び西表島の世界自然遺産
登録 を見据え地では、その
普遍的価値を維持できるよう
…。

*その他の箇所（P199、
P231,P232）も登録にあわせ
た表記に修正します。

自然保護課 基盤整備
部会
高良副部
会長
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（別紙　２－４）

部会名：環境部会

基 本 施 策 番 号指　　　　標　　　　名指　　　　標　　　（案）目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 担当課

1-(2)
(施策①と②に関
連した新しい基本
施策の設定)

世界自然遺産の
理解の向上と適
正な利活用

【要検討】

・7月末に正式に決まる世界自然
遺産登録を踏まえ、地域住民お
よび（県民を含めた）来訪者に対
する生物多様性の保全に対する
啓発活動の施策を入れることを
提案したいと思います。（例えば、
地域住民が世界遺産の価値を正
しく理解し保全に対する責任を意
識するようになることを促す啓発
活動や地域住民や来訪者に対し
てマナーやルールの作成と地域
の玄関口での周知・配布等が考
えられます。）
・理由は、施策展開 ウ施策②は
特に世界自然遺産に関する事案
に限定しているわけでないので、
世界自然遺産に対する正しい理
解と登録に際し懸念される問題
の解決に向けた啓発活動の施策
を設けてはどうかという視点から
です。

ご意見や他委員・機関の意見を
踏まえ、下記のとおり取組を追記
するよう検討します。

【36ｐ・12行目以降に追加】
□地域住民を含めた県民や観光
客に対する生物多様性の保全や
マナー・ルールについて、空港、
港湾、地域の観光拠点や県内外
の観光事業者等との連携、イン
ターネットを活用した啓発に取り
組む。

□世界自然遺産の次世代への
継承を目的とした児童生徒への
啓発に取り組む。

□国、教育機関、研究機関等と
連携し、モニタリングや科学的な
管理の基盤を整備した自然環境
の保全や、その保全管理等の人
材育成の促進に取り組む。

自然保護課

意　見　書　様　式　（　修　正　案　用　）

（関連体系図（案）に対する意見）

　① 主 要 指 標

資料４-②
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（別紙　２－４）

施　策　番　号 指　　　　標　　　　名指　　　　標　　　（案）目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 担当課

1-(2)　施策展開
ア

施策①

世界自然遺産や
自然公園の適正
管理

【要検討】 【要検討】

・特に、世界自然遺産に関して
は、世界自然遺産登録の“円滑
な更新”という曖昧な表現では内
容がわからないので、具体的な
文言を記載するべきではないで
しょうか。
・例えば、環境省・沖縄県・地域
自治体のそれぞれの役割と必要
な連携内容が目標値で明確に表
現されていることが必要だと考え
ます。特に、登録後の作業（例え
ば、継続的に提出が求められる
モニタリング内容に関連したこと
等）に関連してきますので。

ご指摘を踏まえ検討します。 自然保護課

1-(2)　施策展開
ウ

施策②

環境保全の意欲
の醸成

環境保全に対す
る正しい理解の習
得と行動を促す意
欲の醸成

市町村の教育委
員会（特に、社会
教育や生涯学習
担当セクション）が
中心となる講習会
やセミナーの開催
と受講者数

・すべての県民を対象とする場
合、地域環境センターへの“来
場”で目標値を設定するのは現
実的でないように思われます。ま
た、オンライン方式で参加を募る
形態を取ってもアクセス環境の地
域格差が存在する現状では、有
効な目標値とはならないのではと
考えます。
・沖縄県地域環境センターの認知
度が低いこともあり、市町村の教
育委員会と協同で開催し、地域
の実情に合った事例等を組み込
んだ内容を盛り込むことで、セン
ターの認知度を高め、センターに
情報が蓄積されていくことにも繋
がるのではと考えます。

環境保全に関する意欲の醸成に
ついては、学びの場を提供するこ
とが重要と考えています。一方、
離島に在住の方など、センターに
来場できない方にも場を提供でき
るよう教育委員会等とも連携しつ
つ対象を拡大していくとともに、そ
の効果を把握していきたいと考え
ています。

［修正案］
沖縄県地域環境センターの来場
者数及び講習会受講者数
（教育委員会等と連携して実施す
る講習会受講者数を含む）

環境再生課

　② 成 果 指 標

16 ページ



（別紙 ２－２）

部会名： 環境部会

番号 章 頁 行
新たな振興計画（素案）本

文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 事務局（案） 担当課 意見者

1 4 39 5,
12,
22,

海洋ごみ
漂流・漂着ごみ
海洋漂流ゴミ・海岸漂着物

39ページの文言が、左記
のように複数使用されてい
るので、「海洋ごみ」と「海
岸漂着物」に統一してはい
かがでしょうか。

一番広い意味を持つ「海
洋ごみ」、沖縄県が以前か
ら使用している「海岸漂着
物」に統一してはいかがで
しょうか。

用語に統一感がなく、同じ
ものを指しているのか、別
のものを指しているのか、
わかりにくいと感じました。

※海洋ごみ：海岸に打ち
上げられた「漂着ごみ」、
海面や海中を漂う「漂流ご
み」、そして海底に積もっ
た「海底ごみ」の総称

　漂流ごみ、海底ごみ、海
岸漂着物をまとめて広い
意味で表現する場合は
「海洋ごみ」又は法律上の
用語である「海岸漂着物
等」のいずれかを用い、
「海岸漂着物」、「漂流ご
み」等の使い分けが必要
な場合はそれぞれの用語
を用いることといたします。

環境整備課 山川委員

2 4 40 9～
17

②海洋ごみ問題への対応
海岸漂着物及びマイクロ
プラスチックに関する調査
海岸漂着物対策

難しいと思いますが、漂流
ごみや海底ごみについて
も言及できれば理想的だ
と思います。

海洋ごみは、海岸に打ち
上げられた「漂着ごみ」だ
けでなく、海面や海中を漂
う「漂流ごみ」、そして海底
に積もった「海底ごみ」も
含むため。

　漂流ごみ、海底ごみに係
る取組については検討し
次回の環境部会で検討結
果をご報告いたします。

環境整備課 山川委員

3 4 40 30 海洋環境再生に取り組む
市町村や団体への支援、
国内外の研究機関と連携
した調査研究等に取り組
む。

海洋環境再生に取り組む
市町村や団体への支援、
国内外の研究機関と連携
した調査研究、サンゴ礁生
態系の保全と再生に関す
る沖縄県民や観光客への
普及啓発に取り組む。

陸域からの栄養塩類や赤
土流入、日焼け止めクリー
ムの使用等を制限するに
は、一般市民や観光客へ
の知識の提供や普及啓発
が欠かせないと思います。

ご指摘を踏まえ、40頁31
行の次に以下の普及啓発
に係る文章を追記します。

（文案）
□　調査研究の結果等を
踏まえ、藻場やサンゴ礁
生態系の保全と再生に関
して、県民や観光客への
普及啓発に取り組む。

自然保護課
（環境保全課）

山川委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

（新たな振興計画（素案）に対する意見） 資料５

1 ページ



（別紙 ２－２）番号 章 頁 行
新たな振興計画（素案）本

文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 事務局（案） 担当課 意見者

4 4 41 5 ほ場勾配の抑制、グリー
ンベルトの設置について 勾配抑制によるほ場の排

水不良が懸念されるが排
水対策は同時に実施する
のか。
また、どのような対策を想
定しているか。

国頭マージやジャーガル
は概して排水性が悪いた
め流出防止効果を高める
には同時に 排水対策が
必要であると考えます。

農林水産業部会へ申し送
ります。

農林水産業部会 比嘉委員

5 4 42 11 「海洋政策センター（仮
称）」を構想するなど・・・・

「海洋政策センター（仮
称）」の設置を促進するな
ど・・・・

表現をタイトルと整合させ
たほうが理解し易い。な
お、191頁28行は同じ表現
となっている

総合部会へ申し送ります。 総合部会 平良委員

2 ページ
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【資料６】

「沖縄 世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書」にお21
ける指摘事項及び「新沖縄発展戦略」における申し送り事項への対応状況

【指摘事項・申し送り事項】

○総点検報告書 重要性を増した課題【環境保全】
(ｸ)赤土等流出防止対策について
海域の赤土堆積状況は改善しているものの、赤土等流出量の削減は目標の達成に向

けた進展が遅れている状況である。
関係機関と連携し農地等からの流出防止対策を推進するとともに、流出防止対策の

効果を適切に反映させ、流出量推計の精度の向上を図る必要がある。

○総点検報告書 新たに生じた課題 【環境保全】
(ｲ)海域における水質改善について

サンゴが減少している原因について、水質の悪化も一因であることが明らかにな
りつつある。
陸域に由来する赤土等の土砂や栄養塩等への対応も含めた水質改善策を講じる必

要がある。

○新沖縄発展戦略 申し送り事項

Ⅲ ( ) 海洋島嶼県としての への貢献-3 1 SDGs
人類の生存基盤である海洋が直面する様々な危機（例：地球温暖化・海水温上昇・

海洋酸性化等による生態系の変化、海洋プラスチックを含む海洋ゴミによる各種被害
等）を踏まえ、持続可能な海洋環境への取組、海洋資源の保全・管理など、海洋島嶼
県として （目標 「海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する ）へのSDGs 14 」
貢献を図ること。

Ⅲ ( )海洋資源を活用した新たな産業の創出-3 6
海に囲まれた島嶼圏の沖縄においては、海洋環境を利用した再生可能エネルギーの

実用化や各種の海洋資源を活用した新たな産業振興が期待される。
海洋生態系資源に関しても、広大な海域とともに、国内最大のサンゴ礁が分布・生

育する亜熱帯の環境特性と生物多様性などから、医薬品・健康食品・化粧品等の原料
として活用可能な資源も豊富に存在している。産業利用の可能性を秘める海洋生態系
資源について、高次元の利活用を戦略的に促進することが重要である。
他方、海洋関連産業は、自然環境の適正利用と環境容量への十分な配慮が不可欠の

要件であり、海洋環境や沿岸域の保護・保全に継続して取り組んでいく必要がある。

Ⅲ ( )サンゴ礁の多元的価値の利活用と次代への継承-3 7
日本のサンゴ礁海域は、南西諸島海域、小笠原群島海域、本土海域の つの地域に3

区分されているが、中でも国内のサンゴ群集面積の大半を占める沖縄には、八重山を
はじめ、世界的に貴重な造礁サンゴ類が県全域に分布・生育している。
現在、気候変動に伴う海水温の上昇や様々な海洋環境の汚染に伴い、国内外の社会

経済活動と地球環境に計り知れない恩恵をもたらしているサンゴ礁がさらなる危機に
瀕している。日本最大のサンゴ礁海域を擁し、貴重な造礁サンゴ類が分布・生育する
亜熱帯島嶼県として、多元的な価値を有するサンゴ礁の保全・継承に寄与する国際協
力拠点の形成と拡充を図ることが求められる。
生態系・生物多様性の基盤、経済的恩恵（漁業、観光等 、防災機能、健康・医療）

（創薬等）など、サンゴ礁の多元的価値の利活用と次代への継承を図る必要がある。

Ⅲ ( )サンゴ礁の保全と継承に寄与する国際協力拠点の形成-4 4
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日本最大のサンゴ礁海域を擁し、世界的に貴重な造礁サンゴ類が分布・生育する亜
熱帯島嶼県として、多元的価値（生物多様性、生態系サービス、経済的恩恵、防災機
能、健康医療資源等）を有するサンゴ礁の保全・継承に寄与する国際協力拠点の形成
を図る必要がある。

Ⅳ ( )海洋管理と離島地域の活性化に寄与する新たな拠点の整備-1 11
海洋島嶼圏の本県にとって、海洋環境の保全・管理と次世代への継承、離島住民の

生活条件・生活環境である海との共生は、今後の地域の発展に不可欠の要件である。
離島地域の活性化を念頭に、持続可能な海洋環境と地域社会を支える新たな活動拠点
の整備を推進することが求められる。

【新たな振興計画（素案 】）

○新たな振興計画（素案） 頁39

海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進①
□ 海洋環境の保全・再生、持続的な利活用に向けて、市町村と連携し、総合的な沿
岸管理に取り組む。

□ 海域及び沿岸の生物多様性が周辺よりも高いレベルで保護されている区域につい
ては、海洋生物の保護強化に向け、新たな海洋保護区の指定に取り組む。

□ 自然豊かな海岸を有する地域の海岸整備においては、防災機能の発揮に加え、生
物の多様性や環境の保全・再生に視点を置きつつ、環境調査結果に基づく地域特性
に応じた整備に取り組む。

③ サンゴ礁、藻場、干潟等の保全と再生
□ サンゴ礁生態系の保全を図るため、海水の高水温による白化、陸域からの栄養塩
類・赤土等の流入、日焼け止めクリームの中の化学物質等による影響、オニヒトデ
の大量発生抑制及び駆除等について、情報収集・調査研究・対策に取り組む。

□ サンゴ礁生態系の保全・再生に向けて、国内外の知見の蓄積や国のモニタリング
結果による情報把握を行うとともに、サンゴの植付け・再生技術の普及促進、海岸
等の陸域における自然環境の再生など、総合的なサンゴ礁保全・再生活動に取り組
む。

□ 野生生物にとって住み良い環境や県民の憩いの場としての自然環境を確保するた
め、藻場や干潟等の水辺環境の保全・再生活動に取り組む。

□ 海洋環境再生に取り組む市町村や団体への支援、国内外の研究機関と連携した調
査研究等に取り組む。

赤土等流出防止に向けた総合対策④
□ 「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画」に基づき、地域団体や 等の活動をNPO
支援するなど、流出防止に向けた地域住民の主体的な取組を推進するとともに、市
町村、関係団体と連携し、各種発生源対策に係る普及啓発活動の強化に取り組む。

□ 農地等の対策については、赤土等流出の実態に応じ、営農支援の強化、ほ場勾配
の抑制、グリーンベルトの設置など各種発生源対策の強化に取り組むとともに、流
下する排水経路上では、沈砂池等の設置や施設に堆積した土砂の適切な除去を進め
るなど、総合的な赤土等流出防止対策の強化に取り組む。

□ 農地以外においても、流出防止対策の遵守・徹底に向け、普及啓発及び監視指導
の強化に取り組むとともに、砂防ダム等の既存施設の改修、浚渫、清掃等の維持管
理、堆積赤土等の除去、流出防止に関する調査研究など、赤土等流出防止対策の強
化に取り組む。

□ 「沖縄県赤土等流出防止条例」の成果について検証し、必要に応じて見直しを行
う。

【新たな沖縄振興のための制度提言】



- 3 -

○ 新たな沖縄振興のための制度提言 頁30
【自然環境の保全再生支援・促進制度】

＜自然環境の保全再生支援＞
自然環境の保全及び再生（沖縄振興特別措置法第 条の３）を努力規定から義務1. 84
規定に強化する。
県及び市町村が実施する次の取組に対して、国の財政支援（国庫補助率 ）を2. 8/10
創設する。
⑴サンゴ礁、藻場、干潟、河川、森林・原野等の自然環境の保全及び再生
⑵サンゴ礁、藻場、干潟及び河川等に蓄積した赤土等の除去
⑶希少動植物の保護
⑷外来種対策
⑸環境教育の取組

○ 新たな沖縄振興のための制度提言 頁33
【赤土等流出防止対策制度】

赤土等流出防止対策のため実施する次の取組に要する費用に対して、国の財政支1.
援（国庫補助率 ）を創設する。10/10
⑴農地において県及び市町村が実施するグリーンベルト整備、緑肥植栽、マルチン
グ、沈砂池、排水路の維持管理等

⑵農地以外において県及び市町村が実施する沈砂池、排水路及び砂防ダムの改修、
浚渫、清掃等の維持管理等

⑶サトウキビ葉ガラの利用、緑肥種の開発等の対策資材の開発及び供給に関する取
組

⑷赤土等流出に関する専門的知識を有する人材の育成及び市町村に配置する農業環
境コーディネーターの確保に関する取組

⑸赤土等流出防止に関する調査・研究
⑹修学旅行生の農業体験等のレスポンシブルツーリズムの取組
⑺環境教育の取組



- 4 -

【指摘事項・申し送り事項】

【離島振興（定住条件整備 】○総点検報告書 重要性を増した課題 ）
(ｱ)海岸漂着物を含めた離島の廃棄物処理について
継続的に漂着する海岸漂着物が、海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境

の保全を図る上で深刻な影響を及ぼしている。また、離島の廃棄物処理は、処理施設
の建設コストが割高になる構造的不利性に加え、島内で処理できない廃棄物が処理コ
ストを押し上げる要因となっている。
特に緊急性の高い「危険・有害な海岸漂着物」について、早急に実態を把握し、対

策に要する措置を国に求める必要がある。また、離島の廃棄物処理は、支援を拡充す
る必要がある。

(ｲ)離島・過疎地域における海岸漂着物回収支援について
離島・過疎地域では自然度が高く生態系が非常に良好に保たれている一方で、海岸

漂着物の回収が十分にできない状況がある。
離島・過疎地域における海岸漂着物回収へのより一層の支援が必要である。

○新沖縄発展戦略 申し送り事項
Ⅲ ( ) 脱プラスチック社会への変革-5 4
緊喫の課題として、地球規模でのプラスチックによる海洋汚染が懸念されており、

海洋島嶼県である沖縄から、脱プラスチック社会への変革に向けた、プラスチックの
県内使用の低減化を図る取組や、プラスチック素材から自然素材へ転換する研究開発
などを積極的に推進すべきである。

-1Ⅳ
( ）離島・過疎地域の定住条件の整備1

、 （ 、離島・過疎地域の定住条件整備にあたっては 圏域の中心となる拠点離島 宮古島
石垣島 、中･小･零細規模の各離島、へき地、過疎地域など、対象地域の人口規模や）
地理的環境の相違、また、当該自治体の財政基盤等を十分に考慮した、的確かつきめ
細かな施策・事業の実施が必要である。

「 」 、 、離島・過疎地域の 定住条件の向上 を図る見地から 各種の施策・事業を強化し
地域による分け隔てのないユニバーサルサービスの提供を各分野で促進することが必
要である。

( ) 離島における廃棄物の最適処理10
離島の生態系、生活環境、海浜部の安全な利用等に深刻な影響を及ぼしている漂流

、 、 。・漂着ゴミについて 危険・有害な漂着物の処理を含め 対策を強化する必要がある

【新たな振興計画（素案 】）

新たな振興計画（素案） 頁40

②海洋ごみ問題への対応
□ 海岸漂着物については、海岸管理者による処理を強化するとともに、市町村に対
しては継続的に適正処理できる環境づくりに向けた支援や効果的な回収処理体制の
構築に取り組む。

□ 海岸漂着物及びマイクロプラスチックに関する調査に取り組む。
□ 事業者、県民など様々な主体が海岸漂着物対策に取り組むという意識の向上を図
るため、県民や事業者に対する普及啓発を行うとともに、ボランティアによるビー
チクリーン活動や企業の 活動も含めた海岸清掃活動の促進に取り組む。CSR

新たな振興計画（素案） 頁74
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効率的な廃棄物処理施設の整備促進④
□ 離島の廃棄物処理については、一般廃棄物と産業廃棄物のあわせ処理の促進、処
理施設整備に係る市町村の負担軽減、複数市町村による処理の広域化の促進等に取
り組む。

□ 離島で処理が困難な廃棄物の輸送費低減に取り組む。
□ 海岸漂着物については、効率的な処理、コスト低減化の促進に取り組む。

【新たな沖縄振興のための制度提言】

○新たな沖縄振興のための制度提言 頁17
【島しょ地域の特性を踏まえた持続可能な資源循環構築制度】

＜島しょ地域の特性を踏まえた持続可能な循環型社会の構築＞
県及び市町村が実施する島しょ地域の特性を踏まえた持続可能な循環型社会の構1.

、 （ ） 。築に向けた次の取組を推進するため 国の財政支援 国庫補助率 を創設する8/10
⑴廃棄物のリサイクル技術、処理技術及び熱回収技術及び 技術の開発又は導入IoT
並びにプラスチック製品の利用削減

⑵使用済み太陽光パネル及び発電設備のリサイクル並びに適正処理

＜離島廃棄物処理促進に関する財政支援＞
離島地域における廃棄物処理を促進するため、市町村の次の処理等に要する費用1.
に対する国の財政支援（国庫補助率 ）を創設する。8/10
⑴一般廃棄物と産業廃棄物を「合わせ処理」する施設の整備
⑵島内において処理困難な廃棄物（産業廃棄物、海岸漂着物を含む ）を島外へ輸。
送するまで一時保管する施設の整備

⑶⑵の廃棄物を島外で処理するための輸送

＜海岸漂着物の回収への支援＞
海岸管理者及び市町村が海岸漂着物の回収及び処理等に要する費用に対する国の1.
財政支援を拡充する（国庫補助率を から へ引き上げる 。9/10 10/10 。）

等
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【資料６－２】

沖縄県振興審議会の付帯意見

¡ 重要性を増した課題

【環境保全】

(ｱ)再生可能エネルギーのより一層の普及拡大について

低炭素島しょ社会の実現のため、太陽光発電や風力発電等の再生可能

エネルギーをより一層普及させる必要がある。

これらの普及に当たり、引き続き、送電網への接続容量の制約等の課

題解決とともに、導入状況を具体的な数値で実感できるように可視化を

すること等に取り組む必要がある。

(ｲ)再生可能エネルギー普及における課題解消について

太陽光発電や風力発電等の普及に当たっては、送電網への接続容量が

制約となっている状況にある。

太陽光発電や風力発電等の設備と蓄電池の導入支援等の施策を展開す

ることが必要である。

(ｳ)省エネ設備等の導入事例の周知について

省エネ設備による経費節減効果の認知度が低い状況にある。

ＬＥＤ照明等の省エネ設備の導入による経費節減効果を説明して助成

金等を使わずに導入に取り組んだ事例等の情報を県内で共有できるよう

な取組が必要である。

(ｴ)観光施設や商業施設等における省エネ設備等の普及について

観光客の増加によりＣＯ排出量が増加している状況にある。

観光施設や商業施設等における省エネ設備等の普及に向けたより一層

の取組が必要である。

(ｵ)海岸漂着物対策の強化について

海岸漂着物が周辺環境、生態系や観光資源である海浜の景観への悪影

響を与えている状況にある。
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海岸漂着物の回収や発生抑制についてより一層取り組む必要がある。

(ｶ)循環型社会の実現に向けた県民への意識啓発について

３Ｒの推進等の循環型社会の実現のためには、意識啓発が求められて

いる。

県民の意識啓発に向けたより一層の取組が必要である。

(ｷ)米軍基地内での環境調査の実施について

米軍基地内での立入調査ができないため基地内での水質の汚染状況が

正確に把握できない状況にある。

排水基準の達成状況を把握するために基地内での調査を行う必要があ

る。

(ｸ)赤土等流出防止対策について

海域の赤土堆積状況は改善しているものの、赤土等流出量の削減は目

標の達成に向けた進展が遅れている状況である。

関係機関と連携し農地等からの流出防止対策を推進するとともに、流

出防止対策の効果を適切に反映させ、流出量推計の精度の向上を図る必

要がある。

【離島振興（定住条件整備 】）

(ｱ)海岸漂着物を含めた離島の廃棄物処理について

継続的に漂着する海岸漂着物が、海岸における良好な景観及び環境並

びに海洋環境の保全を図る上で深刻な影響を及ぼしている。また、離島

の廃棄物処理は、処理施設の建設コストが割高になる構造的不利性に加

え、島内で処理できない廃棄物が処理コストを押し上げる要因となって

いる。

特に緊急性の高い「危険・有害な海岸漂着物」について、早急に実態

を把握し、対策に要する措置を国に求める必要がある。また、離島の廃

棄物処理は、支援を拡充する必要がある。

(ｲ)離島・過疎地域における海岸漂着物回収支援について
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離島・過疎地域では自然度が高く生態系が非常に良好に保たれている

一方で、海岸漂着物の回収が十分にできない状況がある。

離島・過疎地域における海岸漂着物回収へのより一層の支援が必要で

ある。

【農林水産業振興】

(ｴ)農業と観光産業との連携について

本県は近年観光客が増加しているが、それに対応した県内農林水産物

の供給が追いついていない状況にある。

地元の主力産業である観光とのマッチング、地元の食材の提供への推

進、いわゆる地産地消の推進を図る必要がある

¡ 新たに生じた課題

【環境保全】

(ｱ)緑化事業における外来種対策について

緑化事業で使用する苗が外来種として定着することが懸念されてい

る。

在来種の使用を推進する取組が必要である。

(ｲ)海域における水質改善について

サンゴが減少している原因について、水質の悪化も一因であることが

明らかになりつつある。

陸域に由来する赤土等の土砂や栄養塩等への対応も含めた水質改善策

を講じる必要がある。

(ｳ)希少種保護に向けた密猟対策等について

希少種の乱獲による種の絶滅が懸念されている。

不法に捕獲・採集される希少種の保全・保護対策に取り組む必要があ

る。
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(ｴ)犬・猫等による希少種食害の防止について

捨てられた犬・猫等による野生生物の食害が希少種を保護する上での

脅威となっている。

捨て犬・捨て猫を抑制するための対策を講じる必要がある。

(ｵ)世界自然遺産登録に係る「観光管理」に関する課題の解決について

世界自然遺産登録後の観光客の増加が見込まれており、観光による影

響（自然資源の過剰利用による自然環境の劣化、ゴミ問題、海外からの

利用者等の地域の利用ルールの認知不足により生じる自然環境や住民生

活への影響等）が懸念される。

国や地元関係団体等と連携し、自然環境の保全と適切な観光利用の両

立を図るための対策を講じる必要がある。

(ｶ)国立自然史博物館の誘致について

アジアの自然史研究を牽引するとともに、沖縄県の自然環境の魅力発

信、生物多様性の保全、教育・研究機関との連携による人材育成などの

拠点となる「国立自然史博物館」の整備が日本学術会議等から提言され

ているが、その実現に至っていない。

県民へ取組の普及を図り、自然環境の保全や生物資源活用等の研究、

教育、啓発等を展開する拠点及び沖縄を訪れる観光客を引きつける魅力

的な施設として「国立自然史博物館」の誘致に取り組む必要がある。

(ｷ)マイクロプラスチック対策について

マイクロプラスチックが周辺環境や生態系へ悪影響を与えている状況

にある。

海域におけるマイクロプラスチック量の調査や対策に取り組む必要が

ある。

(ｸ)有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）問題への対応について

有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）問題について、県民の間で

は情報が乏しく不安が増大している状況にある。

県民の不安を解消するため、調査を継続し、その結果や有機フッ素化

合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）の性状等について情報発信を行う必要があ

る。
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○ 自由意見

【環境保全】

１ 国内移入種や外来種の問題について、環境部会を中心に他部会と連

携し、どういう対策をとるか議論する場が必要である。

２ 「海洋保護区の設置数」について、漁業者が自主的に設定した保護

区も県の実績として挙げてよいのか疑問がある。どのような生態系を

含んでいるかなど、そのつながり方が重要といわれているため、今後

の指標とする場合には、設置数で良いか検討する必要がある。

３ 「沖縄の絶滅種数」について、環境の状況を計る指標として絶滅危

惧種数の採用を検討する必要がある。

４ 「環境保全利用協定の認定数」について、事業者よりも一般利用が

多い地域や１事業者のみで協定を運用している地域があるため、認定数

を増やすことだけを成果指標とするのではなく、利用実態も踏まえた成

果指標を検討する必要がある。

５ 「環境教育に関する成果指標」である「環境啓発活動の参加延べ人

数」については、単純に人数だけで成果を計ることは、活動内容につ

いての評価が不十分という問題がある。活動内容の質を評価する手法

を検討し、より効率的、効果的に環境教育の取組を推進するための成

果指標とする必要がある。

６子どもたちへの環境教育を行うに当たってエコクラブの活動は重要だ

と考えているため 「環境教育に関する成果指標」にエコクラブの推、

移を採用してはどうか。

７ 「廃棄物の再生利用率」について、市町村において一般廃棄物とし

て排出していたものを産業廃棄物に切り替えたために率が変わる場合

があるため、次回の成果指標を設定する際は、この点も考慮する必要

がある。
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８ 「全県一斉清掃参加人数」の目標値について、県民のどの程度の割

合まで環境意識を高めれば、県民全体へ波及するのかという点を踏ま

えて検討する必要がある。

９ 「全県一斉清掃参加人数」の目標値について、ごみ拾いボランティ

ア活動に参加することで、行動変容を促すことにつながると考えられ

るため、次期振興計画の策定において成果指標を設定する際は、環境

教育的な意味合いでの成果であることも理由であることをきちんと県

民にもわかりやすく説明する必要がある。

海岸漂着物に関して、ビーチクリーンに参加した事業者数や小中学10
校の数など新たな成果指標と目標値を設置する必要がある。

海岸漂着物は、市町村や県だけでは対応できないため、国と連携し11
て対応する必要がある。

離島で産業廃棄物処理業者をつくる仕組みが欲しいが、なかなかは12
かどらない。海岸漂着物と離島の産業廃棄物を処理するために県が焼

却船を計画してはどうか。

（ （ ）、 （ ）、 （ ））13 Reduce Reuse Recycle３Ｒ リデュース リユース リサイクル

の推進に、外からごみを持ち込ませないというリフューズ( )をRefuse
入れて、４Ｒとするか検討が必要である。

「沖縄らしい風景」の「自然環境に配慮した河川整備」についての14
指標は在来種数や外来種数を用いる必要がある。

ロードキルに対しては、車両速度及び交通量（県民・レンタカー）15
の制限について検討が必要である。

宮古島の平良が北限であるヒルギダマシ（アビセニアマリーナ）に16
ついて、中城湾港新港地区に繁茂しており絶滅危惧種のトカゲハゼの

繁殖に影響している。



- 7 -

【社会基盤整備】

道路緑化や公園緑化で使用されているビロウについて、最近はタイ25
ワンビロウの生産が多くなっている。そのため在来種と遺伝子的に違

う品種をつくってしまうようなことが将来危惧されることから検討が

必要である。
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【資料６－３】

新沖縄発展戦略 申し送り事項

Ⅲ．ソフトパワーを生かした持続可能な発展

３ 海洋政策、ブルーエコノミー

（ ）海洋島嶼県としての への貢献1 SDGs
世界 位の排他的経済水域（ ）を有する我が国において、多くの6 EEZ

島々から形成される沖縄県は、海洋島嶼県として日本の広大な排他的経

済水域の確保にも寄与している。

海洋政策に関わるこれまでの国際的な経緯をみると、 年「環境と1992
」（ ） 『 』開発に関する国際連合会議 地球サミット における アジェンダ 21

（ 章：海域及び沿岸域の保護及びこれらの生物資源の保護・合理的利17
1994 2002用及び開発）の採択、 年「国連海洋法条約」の発効、さらに、

年「持続可能な開発に関する世界首脳会議 （ 、 年「国連持」 ）WSSD 2012
続可能な開発会議 （リオ＋ ）等を経て、 年「国連持続可能な開」 20 2015
発サミット」において の目標を定めた が採択された。海洋に17 SDGs
関しては、目標 「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、14
持続可能な形で利用する」との目標が明示されている。

一方、国内においても、新たな海洋立国の実現、海洋と人類の共生へ

の貢献等を目的とする「海洋基本法」が 年に施行され、 つの基本2007 6
理念（①海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、②海洋の安全

の確保､③科学的知見の充実、④海洋産業の健全な発展、⑤海洋の総合

2018 3的管理、⑥国際的協調）に基づく施策推進が図られ、 年には「第

期海洋基本計画」が閣議決定されている。

そうした中、海洋環境と国際社会に関わる諸状況は激変している。地

球温暖化や海洋酸性化は生態系に憂慮すべき変化をもたらし、また、異

常気象の常態化や海洋生物の分布変化は地域社会にも負の影響を及ぼし

。 、 、 、ている また 海洋ゴミ とりわけ深刻化する海洋プラスチック問題は

生態系、水産業、ひいては人体の健康に被害をもたらす危機として重大

な懸念事項となっている。

海洋から得られる多様な資源と多大な恩恵を持続可能な形で管理し、

後世に引き継ぐことが求められている中、沖縄県の への取組の一SDGs
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環として、海洋政策を明確に位置づけるとともに、内外の島嶼地域との

、 。連携・協力の推進など 積極的な役割を果たしていくことが重要である

人類の生存基盤である海洋が直面する様々な危機（地球温暖化･海水

、 ）温上昇･海洋酸性化等による生態系の変化 海洋ゴミによる各種被害等

を踏まえ、持続可能な海洋環境への取組、海洋資源の保全・管理など、

海洋島嶼県として （目標 「海洋と海洋資源を持続可能な開発にSDGs 14
、 」） 。向けて保全し 持続可能な形で利用する への貢献を図る必要がある

海洋資源を活用した新たな産業の創出（ ）6
海に囲まれた島嶼圏の沖縄においては、海洋環境を利用した再生可能

エネルギーの実用化や各種の海洋資源を活用した新たな産業振興が期待

される。

特に日本のエネルギー自給率（ 年における一次エネルギー自給率2017
： ％）の向上は重大な政策課題であり、海洋再生可能エネルギーへ9.6
の期待も大きい。また、沖縄県においては、エネルギー確保に係る島嶼

地域ゆえの状況などから、電力料金単価は全国電力会社（旧一般電気事

業者）中、 番目の高さとなっている。気象条件に極端に左右されず、2
比較的安定している海洋温度差、波力、海流・潮流、洋上風力等を利用

し、化石燃料の代替エネルギーとして利活用できる技術開発が成熟すれ

ば、海洋再生エネルギーは沖縄県にとって有用かつ貴重なエネルギーと

なる。

化石燃料の代替エネルギーとして期待される海洋再生エネルギーにつ

いて、日本のエネルギー自給率への貢献及び沖縄の電力供給環境の向上

を念頭に、さらなる技術開発と実用化を促進する必要がある。

一方、沖縄近海には国内有数の海底熱水鉱床が発見されており、産業

化に向けた取組が期待されている。現在、国主導の調査・探査等が実施

されているが、産業化にあたっては掘削や揚鉱等の技術開発、資源の品

位や賦存量等を判定することが重要である。

また、海洋生態系資源に関しても、広大な海域とともに、国内最大の

サンゴ礁が分布・生育する亜熱帯の環境特性と生物多様性などから、医

薬品・健康食品・化粧品等の原料として活用可能な資源も豊富に存在し

ている。産業利用の可能性を秘める海洋生態系資源について、高次元の

利活用を戦略的に促進することが重要である。

鉱物・エネルギー資源の産業利用に向けた技術開発や資源探査などの
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国家プロジェクト、海洋生態系資源の活用に関わる産学連携プロジェク

ト等の実績と成果を活かし、海洋資源を活用した新たな産業の創出を促

進する必要がある。

特に沿岸域の海底資源（海底温泉等）の調査・活用、海洋深層水の有

効利用、増養殖主体の水産振興、海洋療法など、地域に根ざした海洋資

源の活用については、沖縄県を含む地域主体の産業振興を推進すること

が必要である。一方、沖縄近海の海底資源（熱水鉱床等）の開発・利用

等に関しては、国益の確保と地域振興の両立を要件に、地元自治体とし

て最も望ましい関与・参画を図ることが必要である。

今後の海洋産業の振興に向けては、産学官が連携し、沖縄をフィール

ドとする各種の海洋資源活用に係る知見・ノウハウの集積、研究・技術

SDGs開発体制の強化 人材育成の推進を図ることが課題である また、 。 、

への貢献、成長・発展を続けるアジア諸国等のニーズへの対応、異分野

との連携や融合など、フロンティア型産業として新たな展開を目指すこ

とが期待される。

他方、海洋関連産業は、自然環境の適正利用と環境容量への十分な配

慮が不可欠の要件であり、海洋環境や沿岸域の保護・保全に継続して取

り組んでいく必要がある。

（ ）サンゴ礁の多元的価値の利活用と次代への継承7
今日、サンゴ礁が生み出す膨大な経済価値が改めて注目されている。

沖縄における海洋政策とブルーエコノミーの実践的推進にあたっては、

サンゴ礁の多元的な価値の利活用と次代への継承に向けた取組を推進す

ることが重要である。

年 月、国連環境計画と国際サンゴ礁イニシアチブ等は共同で2018 10
「 」レポートを発表し、インドネシア、マレーThe Coral Reef Economy
シア、パプアニューギニア、フィリピン、ソロモン諸島、東ティモール

にまたがる広大なサンゴ礁の三角地帯で‘海のアマゾン’とも呼ばれる

3「コーラルトライアングル」に関して 「漁業 「観光 「沿岸開発」の、 」 」

分野を対象とする経済価値を算出した。その結果、同コーラルトライア

ングルから生まれる経済価値は 〜 年の 年間で 億ドル2017 2030 14 2,250
（約 兆 億円 、年間換算で 億ドル（約 兆 億円）と24 5,000 161 1 7,500）

する一方、環境保全対策等が不十分で、サンゴ礁の健康状態が回復しな

い場合、その額は 億ドル（約 兆円）にとどまるとしている。ま1,880 20
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2017た、カリブ海においても、サンゴ礁の状態を良好に保てる場合には

～ 年の 年間で 億ドル（約 兆 億円 、良好な状態2030 14 1,080 11 7,000 ）

が回復しない場合、その額は 億ドル（約 兆 億円）にとどま730 7 9,500
るとしている。

他方、サンゴ礁の防災機能に関連して 「サンゴ礁とマングローブが、

暴風時の波を ％吸収できる可能性がある 「ハリケーン対策におい98 」、

ては、サンゴ礁の再生を最優先するべき」と提起する米国の環境保護団

体もある。

国連環境計画の下部組織である世界自然保全モニタリングセンター

、 「 」（ ） 、は サンゴ礁が有する 生態系サービス についてecosystem services
「調整 「供給 「文化 「補助」の つの分類に基づいて次のような整」 」 」 4
理をしている。

（ ）調整：高潮や波の被害からの海岸線の保護、海岸浸食の減少、海1
岸・島嶼の形成

（ ）供給：自給及び商業漁業、観賞用生物の取引、製剤、建築資材、2
装飾品等

（ ）文化：観光業、レクリエーション、精神的評価、景観的評価3
（ ）補助：養分循環、幼魚等の生息域4
また、環境省「サンゴ礁保全行動計画策定会議」では、サンゴ礁の価

値と機能に関して ‘人間が受ける恩恵 （①社会活動、文化的価値、②、 ’

防災、安全な暮らしの提供、③精神的価値、④グッズの提供、⑤その他

／領土・国土の提供等）と‘サンゴ礁生態系の機能 （①生物多様性の’

維持、②多様な地形・空間の創出と複雑な海流の形成、③物質の循環・

浄化）を整理している。

3日本のサンゴ礁海域は 南西諸島海域 小笠原群島海域 本土海域の、 、 、

つの地域に区分されているが、中でも国内のサンゴ群集面積の大半を占

める沖縄には、八重山をはじめ、世界的に貴重な造礁サンゴ類が県全域

に分布・生育している。

現在、気候変動に伴う海水温の上昇や様々な海洋環境の汚染に伴い、

国内外の社会経済活動と地球環境に計り知れない恩恵をもたらしている

。 、サンゴ礁がさらなる危機に瀕している 日本最大のサンゴ礁海域を擁し

貴重な造礁サンゴ類が分布・生育する亜熱帯島嶼県として、多元的な価

値を有するサンゴ礁の保全・継承に寄与する国際協力拠点の形成と拡充

を図ることが求められる。
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以上を踏まえ、生態系・生物多様性の基盤、経済的恩恵（漁業、観光

等 、防災機能、健康・医療（創薬等）など、サンゴ礁の多元的価値の）

利活用と次代への継承を図る必要がある。

４ 自然環境・生物多様性の国際拠点形成

（ ）サンゴ礁の保全と継承に寄与する国際協力拠点の形成4
本県では、豊かな自然環境の基盤となるサンゴ礁生態系の保全・再生

を図るため 「サンゴ礁保全再生事業」を実施し、サンゴの種苗生産・、

中間育成・植付けや、今後も活用できる知見や技術等の蓄積を図るとと

もに、全県的なサンゴ群集の遺伝子組成の解析や移植箇所の選定に関す

る検討等の調査研究及び民間団体等へのサンゴ保全活動の支援を実施し

ている。また、サンゴ礁の生息環境保全のため、オニヒトデの駆除等を

行うとともに、平成 年度にオーストラリア国立海洋科学研究所25
（ ）と研究協力協定を締結し、効率的なオニヒトデ対策の研究にAIMS
取り組んでいる。

日本最大のサンゴ礁海域を擁し、世界的に貴重な造礁サンゴ類が分布

・生育する亜熱帯島嶼県として、多元的価値（生物多様性、生態系サー

ビス、経済的恩恵、防災機能、健康医療資源等）を有するサンゴ礁の保

全・継承に寄与する国際協力拠点の形成を図る必要がある。

Ⅳ 誰一人取り残すことのない社会の構築と未来を拓く人材育成

１ 離島・過疎地の振興

（ ）離島・過疎地域の定住条件の整備1
離島・過疎地域の定住条件整備にあたっては、圏域の中心となる拠点

離島（宮古島、石垣島 、中･小･零細規模の各離島、へき地、過疎地域）

など、対象地域の人口規模や地理的環境の相違、また、当該自治体の財

政基盤等を十分に考慮した、的確かつきめ細かな施策・事業の実施が必

要である。特に小規模離島自治体は、広域的対応が困難な廃棄物処理や

水道事業等に係る問題・課題、それに伴う高コスト構造を抱えており、

実態に即した支援措置や新たな施策・事業の導入が不可欠である。

離島における交通（航路・航空路を含む ・情報通信等の基盤整備の）
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拡充、医療・介護・福祉サービスの確保、子育て・教育環境の充実は、

沖縄県の継続的な重要政策課題である。

例えば 「輸送・物流に係る条件不利性の克服」や「交通・生活コス、

トの低減」等の政策目標は果たされておらず、今後も継続した取組が必

要である。特に離島住民の交通コストの負担軽減については、将来にわ

たる実施の見通しを懸念する声もあり、その実施効果よりも継続性が課

題となっていることから、恒久制度化と安定的財源の確保に向けた取組

が必要である。

また、医療・介護・福祉に関しては、医療機関や関連施設等の有無を

含むサービス提供体制の実状から、必要なサービスが十分に受けられな

い等の状況も生じている。

島外施設の利用に係る支援の拡充、終末医療を含む在宅ケアの実施体

制の充実など、地域の現実を踏まえ、住民のニーズに応える適切な取組

が強く求められる。

離島・過疎地域の「定住条件の向上」を図る見地から、各種の施策・

事業を強化し、地域による分け隔てのないユニバーサルサービスの提供

を各分野で促進することが必要である。

（ ）離島における廃棄物の最適処理10
離島地域の廃棄物処理は、地続きのエリアでは可能な広域的対応が難

しく、高コスト構造とならざるを得ないなど、地理的条件に起因する困

難な状況が、小規模離島自治体の財政基盤の脆弱さとともに、切実かつ

重大な課題となっている。

「沖縄２１世紀ビジョン基本計画等総点検報告書（答申 」において）

も、以下の現状と課題が挙げられている。

・島内で処理できない廃棄物は沖縄本島等で処理せざるを得ない。

・産業廃棄物処理業者がほとんど存在しないため島外・県外で処理せざ

るを得ない。

・一般廃棄物処理施設整備補助制度の補助率嵩上げが必要。

・産業廃棄物を一般廃棄物と合わせて処理する場合の補助制度の拡充が

必要。

複数の有人島を抱える竹富町の場合、西表島に最終処分場とリサイク

ルセンターがあり、各離島には小型の焼却炉が設置されている。西表島

以外で発生した焼却灰やペットボトル・空き缶等の資源ゴミは石垣港経
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由で西表島に運搬し、さらにプレスされた資源ゴミは石垣港経由で沖縄

本島に輸送している。また、生ゴミは自家処理もしくは町が設置した処

理容器で処理する一方、使用済みのビニール袋等も資源ゴミとして取り

扱うなど、都市部とは異なる厳格な分別が義務付けられている。竹富町

のケースは、小規模離島の処理能力（焼却施設の性能）の限界に加え、

多島一町という地域構造が重なり、海上輸送を含む多大なコストと負担

が強いられている実例である。

また、各離島の最終処分場の処理容量とその限界も直視すべき現実的

課題であり、自然環境の保全、持続可能な地域社会など、県土の将来を

見据えた対応が求められている。

廃棄物処理に関する離島の実状（高コスト構造、処理能力の限界、環

境負荷の増大等）を踏まえ、一般廃棄物・産業廃棄物等の最適処理に向

けた取組を強化する必要がある。また、離島の廃棄物処理の構造的不利

性を克服する見地から、小規模離島の廃棄物を回収する船舶（リサイク

ル船等）の導入を含め、島嶼地域に適合する新たな広域的対応と方策に

ついて、多角的検討を行うことが必要である。

離島における廃棄物処理に関しては、大量の漂着が繰り返され、生態

系等に多大なダメージを与えている漂流・漂着ゴミへの対応も重要であ

る。

「海岸漂着物処理推進法」では、海岸管理者である都道府県の処理責

、 。 、任を明確にする一方 基金等による国の財政措置を定めている しかし

恒久的な財政措置を含め、都道府県が実効的な対策を講じ、責任をもっ

て回収・処理まで行う仕組みの構築には至っておらず、改善が見通せな

い状況が各地で生じている。

例えば、竹富町では、海岸管理者の管理区域を越え、回収が困難なマ

ングローブ林でも大量のプラスチック類を含む漂着ゴミ問題が生じてい

る。また、県内の多数の離島・海岸における危険・有害な漂着ゴミ（電

球・水銀ランプ類、蛍光灯管類、医薬関係廃棄物、粗大ゴミ等）の深刻

な現状も指摘されている。長年にわたって漂着が繰り返され、生態系、

生活環境、ビーチ等の海浜部の安全な利用等に危険を及ぼしているのが

実態である。

漂流・漂着ゴミ問題に日常的に直面している離島市町村・民間団体・

住民等に対する有効な支援を講じられるかが現実の課題であり、早急な

対策を含む取組の強化が必要である。同時に、発生防止への国際的な監
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、 、視体制の確立等 抜本的対策を抜きに問題の解決は困難なことを踏まえ

沖縄県として発生抑止対策を政府等に強く働きかけることが求められ

る。

生態系、生活環境、海浜部の安全な利用等に深刻な影響を及ぼしてい

る漂流・漂着ゴミについて、危険・有害な漂着物の処理を含め、対策を

強化する必要がある。

（ ）海洋管理と離島地域の活性化に寄与する新たな拠点の整備11
北海道・本州・四国・九州・沖縄本島と を越える島々によって6,800

国土が構成される我が国においては、外海に展開する離島は、国土権益

の維持、海洋環境の保全、水産・海洋資源開発等の拠点として非常に重

要な存在である。

「 」政府 海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針

（ 年総合海洋政策本部決定）では、海洋管理に係る離島の役割・機2009
能について、以下の つの考え方を提示している。5
（ ）我が国の管轄海域の根拠1
（ ）我が国の領域保全や管轄海域の管理2
（ ）広大な海域における様々な活動を支援・促進する拠点3
（ ）海洋の豊かな生物多様性の確保及び生態系サービスの提供4
（ ）人と海との関わりにより形作られた歴史や伝統の継承5
このうち （ ）については、我が国周辺海域に広く点在する離島を拠、 3

点として活用することが有効との認識に基づき、①海洋資源の開発及び

3利用の支援、②離島における活動拠点の整備、③海洋の安全の確保 の

点を挙げた上で、本土から遠く離れた離島・海域において、海洋に関わ

る様々な活動が安全かつ安定的に行われるよう拠点施設の整備等に取り

組むとしている。また （ ）については、独自の生態系や生物多様性を、 4
育んでいる離島及び周辺海域の自然環境について継続的に調査・モニタ

リングを行うこと、適切な保全措置とともに生態系サービスの維持を図

ること等を目的に、①状況把握・データ収集、②海洋保護区の設定等に

よる保全・管理、③自然環境保全 の取組を推進するとしている。

また、内閣府総合海洋政策推進事務局は、離島が担う活動拠点機能に

関して、国境離島周辺の領海及び排他的経済水域での三次元物理探査船

による海底資源調査、東京都が実施している海洋観測・水産資源調査を

、 。事例として紹介し バックアップ拠点としての離島の役割を示している



- 9 -

海洋環境・資源に囲まれる沖縄県の離島は、再生可能エネルギー、メ

タンハイドレート、海洋熱水鉱床等の調査研究拠点として重要な立地に

あり、県内離島への関連施設の設置を積極的に検討する必要がある。ま

、 （ ）た 海洋基本法の第 条 国際的な連携の確保および国際協力の推進27
では、海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術を含む国際協力の

推進が掲げられている。県内離島への関連施設の設置を通じて、国際協

力を可能とする諸条件を確保し、沖縄と共通の条件・課題を有する島嶼

国・地域への貢献など、海洋・環境分野における国際協力を推進するこ

とが期待される。

、 、海洋島嶼圏の本県にとって 海洋環境の保全・管理と次世代への継承

離島住民の生活条件・生活環境である海との共生は、今後の地域の発展

に不可欠の要件である。離島地域の活性化を念頭に、持続可能な海洋環

境と地域社会を支える新たな活動拠点の整備を推進することが求められ

る。



企 企 第 ６０６ 号

令和３年７月 30日
各 部 局 長

教 育 長 殿

企 画 部 長

（公印省略）

新たな振興計画の社会経済展望値に係る資料作成について（依頼）

みだしのことについて、新たな振興計画の社会経済展望値の策定にあたって、関係部

局において各指標の目標値及び計画値を作成する必要がありますので、下記により提出

してくださるようお願いします。

記

１．作成方法：別紙「新たな振興計画の社会経済展望値に係る資料作成要領」による。

２．提出期限： １.主な指標 ・・令和３年８月27日（金）午後５時（時間厳守）

※目標値策定にあたっては、各所管する部会において計画最終年度の

目標値を審議し、部会で承認を得た上で策定すること。

また、各計画値については、部会の承認を必要としないが、目標値

の設定と整合を図ること。

２.関連数値 ・・令和３年８月13日（金）午後５時（時間厳守）

※計画値策定にあたっては、部内で算出すること。（部会承認不要）

３．提出方法：担当者までメールにて提出する。

４．添付資料：

別添１：新たな振興計画における社会経済展望値の資料作成要領

別添２：主な指標様式

別添３：関係数値様式

別添４：展望値策定スケジュール

５．提出先・問い合わせ先：

企画調整課 企画制度班（IP:2319）

【担当者】宇地原（uchihary@pref.okinawa.lg.jp）

６. そ の 他： 上記の主な指標及び関係数値に関して個別にヒアリングを要する

場合については、別途ご連絡致します。

yarachot
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新たな振興計画の社会経済展望値に係る資料作成要領

令和３年７月

この要領は、「新たな振興計画」における経済社会展望値（計画展望値）策定における基礎デ

ータ各種資料を作成するために必要な事項を定めたものである。

（１）経済社会展望値（計画展望値）の必要性

沖縄振興計画においては、「人口及び社会経済の見通し」として、本県の総人口、就業者

総数、県内総生産、産業構成、一人当たり県民所得等の目標年次における展望値が示され

ている。

新たな振興計画においては、計画が着実に実施された場合の将来像を数値で示すことは

必要であり、今回の策定にあたっては、展望値を策定する際に盛り込まれる「主な指標」

は各所管する部会で承認され、「関連数値」は各部局において設定した上で、それぞれ展望

値に反映する。これらによって算出された展望値は、沖縄県振興審議会総合部会に設置す

る「経済社会展望専門委員会」で審議承諾され、策定される。

（２）経済社会展望値の性格

経済社会展望値は、経済理論などに基づき10年後の経済社会の状況を予測する「見通し」

としての性格に加えて、「計画における諸施策事業」、「あるべき姿」を盛り込み「実現可能

性」を考慮した、「努力目標値」としての性格をあわせ持つものである。

（３）作業日程

・沖縄県経済社会の将来予測調査委託（令和３年８月～令和４年３月）

・関係部局へ経済社会展望値に係る資料作成依頼（令和３年７月）

・各部会における主な指標に係る目標値の審議期間（令和３年７月～令和３年８月）

・経済社会展望専門委員会の設置・開催（令和３年８月～令和３年12月）

・関係部局へ経済社会展望値（案）について照会（令和３年11月）

（４）作成上の留意点

①「主な指標」の目標値は、各所管する部会において、審議し、承認を得ること。

②「主な指標」の計画値は、個々の部局において設定することになるが、各所管する部会

で承認を得た目標値と整合性を図ること。

③「主な指標」として扱われないモデル策定の基礎データである「関連数値」については、

部会判断を要せず、個々の部局において計画値を設定する。

④各種指標の作成にあたっては、上記の経済社会展望値の性格を踏まえること。

⑤基礎統計が暦年の場合は暦年値で作成してもよい。ただし、その旨記載すること。

⑥統計が公表されている最新年度を基準年度とし、生産物等の価格は原則として基準年度

における価格とする。

⑦計画値の算出方法及び作成にあたっての参考資料も添付し提出すること。

yarachot
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（５）主な指標の部局毎の様式

様式 基盤整備部会における展望値に関係する主な指標

様式 産業振興部会における展望値に関係する主な指標

様式 農林水産業振興部会における展望値に関係する主な指標

様式 文化観光スポーツ部会における展望値に関係する主な指標

様式 環境部会における展望値に関係する主な指標

（６）関連数値の様式毎の作成担当部局

様式F-1 県職員定数等の計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・総務部

様式F-2 米軍基地返還の推移想定・・・・・・・・・・・・・・・・知事公室

様式F-3 情報通信産業における売上額の計画・・・・・・・・・・・商工労働部

様式F-4 工業製品の出荷額の計画・・・・・・・・・・・・・・・・商工労働部

様式F-5 市町村職員定数等の計画・・・・・・・・・・・・・・・・企画部

様式F-6 第１次産業就業者数の推移見込み・・・・・・・・・・・・農林水産部

様式F-7 観光関連の計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文化観光スポーツ部

様式F-8 教育関係職員定数等の計画・・・・・・・・・・・・・・・教育庁

様式F-9 警察関係職員定数等の計画・・・・・・・・・・・・・・・警察本部



① 外生値
（主な指標・関連数値）

【目標・政策変数】
※担当部局で作成

② 計量経済モデル（約２００）
【方程式】

③ 展望値
【推計結果】

イ
ン
プ
ッ
ト

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

＜現在部局 依頼中＞

１．観光収入

２．農林漁業産出額

３．情報通信業売上額

４．職員定数の計画値

など

１．県内総生産額

２．県民所得

３．完全失業率

４．就業者数

５．温室効果ガス

など

社 会 経 済 展 望 値 推 計 のイメージ

【基本的な考え方】

１．新たな振興計画の最終年度（令和１３年度）における沖縄県の将来像を展望
２．計量モデルを作成、外生値（観光収入、農林水産生産額等）を投入し展望値を算出

１．過去の県経済の推移から
外生値と展望値の相関関
係を方程式化

２．２００以上の方程式を用い
て展望値を算出

※方程式イメージ

y = 76.852x - 1653.7

5,500

5,700

5,900

6,100

6,300

6,500

99 100 101 102 103 104 105 106

②平成○年は収穫
面積104の見込み

①実績に基づき収穫面積と生
産額の関係を理論的に算出

（ｘ：収穫面積）

（ｙ：生産額）

過去の実績

③平成○年の生産
額は6,340と予測
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様式

（単位：千人）
　　　　　年　度

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和４年 5 6 7 8 9 10 11 12 令和13年

　項　目 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031)
二酸化炭素排出量

那覇空港の年間旅客者

農林漁業産出額

家畜頭数（肉用牛、

海面漁業生産量/生産

最終エネルギー消費
外国人労働者数

立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数： 立 地 数：

雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数： 雇用社数：

製造品出荷額
製造業事業所数
観光消費額
観光収入
観光客平均滞在日数

外国空路客数：
一人当たり観光消費額：
国内客数：
一人当たり観光消費額：

1人あたり観光消費額（娯楽・入場費、宿泊費）
　　合　計

（注） 計画値については、別紙にその算出方法を添付すること。また、説明のための参考資料も添付すること。

目標値実績見込

外国空路客の入域観光
客数

海面養殖業生産量/生産額

沖縄からの農林水産物・食品の輸出額
農林水産物の６次産業化関連事業者の年間販売額

食料品製造業の製造品出荷額

臨空・臨港型産業における企業の立地件数（県、市町村支援分）

輸出額（石油製品を除いた額）
バイオベンチャー企業数

社会経済展望値に関係する主な指標

実　績 計　　　　画

情報通信関連企業の立地数・雇用者数

那覇空港からの国際貨物量及び那覇港における定期外国航路数

国内客の入域観光客数
及び

県内空港の旅客者数、重要港湾の公共取扱貨物量
重要港湾の公共取扱貨物量
超高速ブロードバンドサービス基盤整備率

那覇港の年間旅客数・公共取扱貨物量

野菜・果樹・花き類の生産量（園芸品目）/生産額

さとうきび生産量/生産額

2021/8/25【資料７－４】【社会展望値】主な指標-1.xls17:45様式（環境部会）



様式

（単位：万t-CO2）
　　　　　年　度

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和４年 5 6 7 8 9 10 11 12 令和13年

　項　目 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031)

二酸化炭素排出量 1139
1115

（見込み） 1091 1067 1042 1018 994 970 946 921 897 873 849 806

【参考】
年間削減率

3.61%
削減

2.06%
削減

資料８

環境部会における展望値に関係する主な指標

実　績 計　　　　画 目標値実績見込

2021/8/25【資料８】主な指標.xls20:07様式（環境部会）



H25 H26 H27 H28 H29 H30 848.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ＣＯ2排出量/万t-CO2 1,176.9 1,172.2 1,151.5 1,181.2 1,171.0 1,139.3 0

削減率 0 0.4% 2.2% -0.4% 0.5% 3.2%

※ ※

※ ※

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ＣＯ2排出量/万t-CO2 1,115.1 1,090.9 1,066.7 1,042.4 1,018.2 994.0 969.8 945.6 921.4 897.1 872.9 848.7

削減率 5.3% 7.3% 9.4% 11.4% 13.5% 15.5% 17.6% 19.7% 21.7% 23.8% 25.8% 27.9%

※

※

【計画値の設定】

290.60 万t-CO2 削減 24.22 万t-CO2 削減

12 年間 2.06 % 削減

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

ＣＯ2排出量/万t-CO2 806.3 763.8 721.4 679.0 636.5 594.1 551.7 509.2 466.8 424.4 381.9 339.5 297.0 254.6 212.2 169.7 127.3 84.9 42.4 0.0

削減率 31.5% 35.1% 38.7% 42.3% 45.9% 49.5% 53.1% 56.7% 60.3% 63.9% 67.5% 71.2% 74.8% 78.4% 82.0% 85.6% 89.2% 92.8% 96.4% 100.0%

※

※

【計画値の設定】

848.70 万t-CO2 削減 42.44 万t-CO2 削減

20 年間 3.61 % 削減

806.3 万t-CO2 31.5% 削減 ）

【参考資料】新たな振興計画の社会経済展望値について ＣＯ2排出量

１　現状 ２　削減目標 温室効果ガス排出量の削減目標 ＣＯ２排出量見込み値

CO2以外の温室効果ガス排出量を除く

2030(R12)年度　目標
2030年度において、2013年度比　26%削減 万t-CO2

（2005年度比　33%削減）

2050(R32)年度　目標
2050年度に向けて、温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す 万t-CO2

（脱炭素社会の実現）

CO2以外の温室効果ガス排出量を除く 計画では温室効果ガス排出量に関する目標値を定めているため、ここではCO2排出量の「見込み値」としている。

削減率は2013年度比 2030年度及び2050年度の削減目標はＣＯ2以外の温室効果ガスの排出量及び吸収量を含んでいるが、ここではＣＯ2排出
量のみの見込み値を記載している。また、2050年度は吸収量を含めて「ゼロ」であるが、2050年度における推計は行っ
ていないため、ＣＯ2排出量を仮に「ゼロ」としている。

２　現状から中期目標までの計画

削減率は2013年度比

計画では単年度毎の目標値（見込み値）は設定していないため、2019年度から2030年度までの削減見込み量を当該期間で除して各年度目標を仮算定した。

2019年度から2030年度にかけての削減見込み量
→

2019年度から2030年度にかけての単年度値

削減期間

４　2031年度におけるCO2排出量見込み値
【留意事項】
○温室効果ガス排出量（二酸化炭素排出量）の推計値は、根拠資料の
見直し等が行われることから、毎年度遡って排出量を修正している。

　上記を踏まえ、2031年度のＣＯ2排出量見込み値は次のとおり

（2013年度比

３　2030年度から長期目標までの計画

CO2以外の温室効果ガス排出量を除く

削減率は2013年度比

計画では単年度毎の目標値（見込み値）は設定していないため、2031年度から2050年度までの削減見込み量を当該期間で除して各年度目標を仮算定した。

2019年度から2030年度にかけての削減見込み量
→

2019年度から2030年度にかけての単年度値

削減期間



沖縄県の温室効果ガス排出量実績・中長期目標及び社会展望値との関係

1309 
1177 1139 

849 

0
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82 99 

102 

2005 2013 2018 2030 2050

温

室

効

果

ガ
ス

排
出
量

CO2 CO2以外の温室効果ガス（万ｔ-CO2）

1259 1238

932

1373

中期目標 長期目標

年率2.06%削減

年率3.61%削減

吸収量：19万t-CO2

基準年度 最新値ピーク年度
第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画より

【中期目標】
2030年度：2013年度比 26％削減

【長期目標】
2050年度：脱炭素社会の実現

※CO2以外の温室効果ガス：CH4、N2O、フロン類等


