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令和３年度沖縄県振興審議会 

第５回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年11月17日(水) 14:00～16:15 

２ 場 所 沖縄県教職員共済会館 八汐荘 

３ 出席者 

 【部会委員】                     ※オンライン参加 

  部 会 長  宮城 邦治 沖縄国際大学名誉教授 

  副部会長 ※竹村 明洋 琉球大学理学部教授 

       ※赤嶺 太介 (一社)沖縄県産業資源循環協会会長 

       ※大島 順子 琉球大学国際地域創造学部(観光産業科学部)准教授 

        平良 喜一 (公社)沖縄県緑化推進委員会理事長 

       ※藤田 喜久 沖縄県立芸術大学全学教育センター教授 

       ※山川 彩子 沖縄国際大学経済学部准教授 

       ※比嘉 明美 元沖縄県農業研究センター名護支所長 

  （欠席） 

        高平 兼司 沖縄県地球温暖化防止活動推進センター センター長 

        中村  崇 琉球大学理学部准教授 

        羽田 麻美 琉球大学国際地域創造学部准教授 

 

【事務局等】 

環 境 部：普天間環境企画統括監、新城環境政策課長、久高環境再生課長、 

      喜友名班長（環境整備課長）、仲地自然保護課長、玉城環境保全課長、 

      島袋世界自然遺産推進室長、仲松班長(環境政策課)、屋良主査(環境政策課) 
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１ 開 会 

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 ただいまから沖縄県振興審議会第５回環境部会を開催させていただきます。 

 私は、前回に引き続き本部会の司会を務めさせていただきます沖縄県環境部環境政策課

の仲松でございます。よろしくお願いいたします。 

 なお、本日、環境部長の松田は別の業務により欠席させていただいております。大変恐

縮ではございますが、御了承のほどお願いいたします。 

 さて、本日は８人の委員に御出席いただいております。また、竹村委員、大島委員はウ

ェブ参加、後ほど遅れて参加されるという御連絡がございました。 

 なお、この会議は原則公開となっておりますが、最後に予定しております審議３「計画

の展望値」につきましては、展望値数値の妥当性を審議する上で、現時点の展望値に関す

る方針が今後大きく変更する可能性があり、未確定の情報を県民に発信することは誤った

メッセージになりかねないため、非公開とさせていただきます。 

 マスコミ関係の皆様及び一般傍聴者の皆様には、審議２「新たな振興計画(中間取りまと

め)に対する意見について」の終了後に御退席をお願いする予定となっておりますので、あ

らかじめ御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入ります。 

 審議につきましては、宮城部会長に進行をお願いしたいと思います。宮城部会長、よろ

しくお願いいたします。 

【宮城部会長】 

 環境部会の宮城でございます。ウェブで参加の委員の先生方、少し御不便をおかけいた

しますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 これから審議を進めていただきますが、本日の審議は次第にありますように、審議１に

つきましては第４回の環境部会で取りまとめた中間報告について、まだ検討中の事項がご

ざいましたので、それについての議論をしていただきたいと思います。審議２では新たな

振興計画(中間取りまとめ)に対する意見について、先生方のお手元に配付されていると思

いますので、そちらで審議に参加をしていただきたいと思います。審議３は先ほど事務局

のほうからお話がありましたように非公開となりますので、その中の計画展望値(温室効果

ガス削減量)の審議ということになっております。 

 それでは、早速、審議を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 まずは審議１.中間報告の検討中の事項について御説明をよろしくお願いいたします。 

２ 審議１ 中間報告の検討事項について 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 審議１の中間報告の検討中事項について御説明させていただきます。 

 資料４は、第４回環境部会までに意見をいただき、第４回で中間報告書として１回取り

まとめて皆様に御承諾いただいたものになっております。その承諾いただいたものから、

今回、更新・修正等あったものについて黄色でセル塗りをしておりますので、黄色で塗っ

ているもの、更新・修正等があったものを中心に各課のほうから御説明させていただけれ

ばと思います。 

 それでは、各課から説明いたします。 

【事務局 喜友名班長(環境整備課）】 

 環境部環境整備課の喜友名と申します。 

 番号８番から説明いたします。委員の意見を踏まえ、該当箇所を修正としております。

修正案が、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(サーマルリカバリー)、⑤適正処分を優先順位として取り組むとともに、再

利用等に対する県民意識の向上に取り組むとしております。 

 続きまして９番も委員意見を踏まえ修正しております。修正案が、一般廃棄物の効果的

な排出抑制に取り組むとともに、産業廃棄物税の活用等による産業廃棄物の排出抑制、廃

棄物の処理に関する啓発に取り組むとしております。 

 続きまして、10番も委員意見を踏まえ修正しております。修正案としまして、食品廃棄

物のリサイクルを推進し、農業、加工・製造、小売における持続可能な資源循環(食品リサ

イクルループ)の促進に取り組むとしております。 

 続きまして、11番も委員意見を踏まえて該当箇所を修正しております。修正案としまし

て、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水及び雨水の利用促

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としております。 

【事務局 島袋世界自然遺産推進室長】 

 自然保護課、島袋です。 

 該当箇所を説明したいと思います。お手元の資料の５ページ、番号でいうと16番になり

ます。修正案として、委員の意見を踏まえ修正しております。 
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 読み上げます。国、教育機関、研究機関等と連携し、自然環境の保全を図るためモニタ

リングや科学的調査を実施するとともに、世界自然遺産の次世代への継承を目的とした人

材育成、児童生徒への環境教育に取り組むとしております。 

 続きまして、17番も委員の意見を踏まえて修正しております。修正箇所としては、「世界

自然遺産登録を見据え」という本文になっていますけれども、これを「世界自然遺産登録

地では」というふうに修正しております。 

 続きまして、６ページ、19番も委員の意見を踏まえて修正しております。読み上げます。

地域住民や県民、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

取り組むとしております。 

 続きまして、７ページの20番は関連するところが何か所がございますので、21番と８ペ

ージの23番、24番の記述について、20番に集約する形で整理しております。全部で四角を

６個つけてここに集約しておりますので、読み上げたいと思います。 

 まず、一番上です。県内に生息する希少生物種の生態、生息域、個体数等の現状を的確

に把握するとともに、増減の原因等の分析を行い、効果的な保護対策に取り組むとしてお

ります。 

 続きまして、アンダーパスやロードキルの対策です。アンダーパスの設置や側溝改良、

ゼブラ舗装等によるイリオモテヤマネコ・ヤンバルクイナ等の希少生物種のロードキル防

止に取り組む。また、橋梁など道路構造の改良についての検討に取り組むとしております。 

 続きまして、外来種です。下から３行目の外来種の駆除は「マングース等の」と記述を

追加しております。 

 続いて、ノイヌ・ノネコについてです。ノイヌ・ノネコの捕獲とあわせて、飼い犬・飼

い猫等のペットの野生化防止対策の強化に取り組むとしております。 

 続いて、密猟・盗採ですが、密猟・盗採や廃棄物の投棄等人為的な影響の抑制に向け、

自然保護地域における巡回の強化に取り組むということで、人為的な影響についても追加

しております。 

 最後です。ホームページや各広報媒体を活用して、希少種の保護対策、密猟・盗採防止

対策、外来種対策等の普及啓発活動に取り組むとしております。 

 最後に、８ページ、22番です。これは大島委員からいただいた意見ですが、県内に生息

する希少種などのアンダーパス等の設置や利用実態について情報を開示してくださいとい



 5

うことで、素案に記載されている内容について、西表に関する資料とヤンバルに関する資

料を委員の方も含めてデータを提供しているところでございます。 

 私からは以上です。 

【事務局 喜友名班長(環境整備課）】 

 続きまして、９ページの26番、こちらも委員意見を踏まえ該当箇所を修正しております。

修正案が、プラスチック等による海洋汚染につながる陸域でのポイ捨て行為の防止対策に

取り組むとしております。 

 続きまして、12ページ、34番、こちらも委員意見を踏まえ該当箇所を修正しております。

意見としましては、海洋ごみと海岸漂着物等の文言がいろいろ交じっていて分かりづらい

ということでしたので、海洋ごみ及び海岸漂着物を使い分けまして、いずれかの文言に統

一をしております。こちら文言の修正一覧を別添資料のほうにつけております。別添とし

まして、Ａ４の縦の用紙で表題が「海岸漂着物」の表記修正案一覧で修正内容を御確認い

ただきます。 

 続きまして、35番、こちらも委員意見を踏まえ修正しております。修正案としまして、

これまでの調査の結果、海岸の生物がマイクロプラスチック及び海洋ごみに由来する有害

化学物質を取り込んでいることが判明しており、引き続き、海洋ごみ及びマイクロプラス

チックに関する調査等に取り組むとしております。 

 また、40ページの14行目、こちらも修正案としまして、事業者、県民など様々な主体が

海洋ごみ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ＣＳＲ活動も含めた海岸

清掃活動の促進に取り組むとしております。 

 同じく、40ページの18行目に次の案を追加しております。海底ごみ、漂流ごみについて

も回収の促進に取り組むとしております。 

 続きまして、13ページの36番、こちらも委員意見を踏まえて修正しております。修正案

としまして、これまでの調査の結果、海洋の生物がマイクロプラスチック及び海洋ごみに

由来する有害化学物質を取り込んでいることが判明しており、引き続き、海洋ごみ及びマ

イクロプラスチックに関する調査等に取り組むとしております。 

 続きまして、37番、こちらも委員意見を踏まえて該当箇所を修正しております。修正案

としまして、人の立ち入らない海岸や無人島における海岸漂着物の調査、回収等にも取り

組むとしております。 
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【事務局 仲地自然保護課長】 

 自然保護課、仲地です。よろしくお願いします。 

 お手元の資料の16ページの45番、お願いします。基本施策関連の主要指標の御指摘がご

ざいます。お手元に関連資料という別のつづりの資料はございますでしょうか。タイトル

が関連体系図(案)と成果指標等一覧審議結果の３ページのほうで説明したいと思います。 

 まず、３ページの基本施策1-(2)自然環境の保全・再生・継承及び継続可能な利用の指標

として今、準絶滅危惧種から絶滅危惧種へ移行するというところで提案しているところで

す。こちらの主要指標が施策展開ア、イ、ウを網羅していないのではないか、統合した指

標がいいのではないかという御提案だったかと思います。 

 私どものほうで検討した結果、結論としましては、原案のとおりとしたいと考えていま

す。施策展開アで自然環境・生物多様性の保全等を行い、イで水質・大気質などの保全、

ウで環境教育や環境保全活動を推進していく、こういったアからウの活動をすることで、

結果的に貴重な絶滅危惧種等が多くならないというところが結果として結びつくのではな

いかという考えの下、原案のとおりとしたいと考えております。こちらの説明は以上にな

ります。 

【事務局 新城環境政策課長】 

 続きまして、46番です。環境政策課の新城と申します。 

 計画展望値に、なぜ環境のところは温室効果ガスの排出量の１つしかないのかという質

問がありました。 

 温室効果ガスの排出による気候変動につきましては、地球上のあらゆる生物の生息環境

に大きな影響を及ぼすおそれがあると指摘されていることから、国際的にも温室効果ガス

の排出削減が求められている状況でございます。このようなことから、環境分野の計画展

望値につきましては原案どおりというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 続きまして、別紙２の主要指標を御覧ください。 

 修正箇所は18ページの1-(2)、施策展開ウ、施策②のほうになります。御意見としては、

目標値を御覧ください。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を目標値として入れたほうがよいのでは

ないかという大島委員からの意見だったと思いますが、審査結果(案)を御覧ください。委
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員意見を踏まえて指標を修正したいと考えております。 

 企画部のほうに、我々が想定していました従来のものに加えて今の案、２つ指標を設定

することは可能かというふうに確認していたところ、可能ということで回答がありました

ので、修正案としましては①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に追

加して、②教育委員会等と連携して実施する講習会開催数としたいと考えております。 

 以上です。 

【宮城部会長】 

 委員の先生方のお手元に資料が配付されていると思いますが、今の議論は資料を使って

それぞれの課から説明がございました。黄色く色塗りをされたところが、取りまとめとし

て検討事項になっていたものを今回事務局のほうで対応していただいたということになっ

ております。 

 それでは、委員の先生方等から御意見あるいは御質問等ございましたら、よろしくお願

いいたします。御意見あるいは何か御質問等おありの先生方、どうぞＺｏｏｍで挙手マー

ク、もしくはお手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。どなたからで

も結構だと思います。 

 今日の事務局の説明は、３ページ以降になっております。項目番号が打たれております

ので、その番号のところをお読みいただいて、質問あるいは御意見を述べていただければ

と思います。 

 まず、私から事務局のほうに御質問しますが、22番にアンダーパスと記述されておりま

すが、審議結果(案)に別紙のとおり御提供いたしますというのがありますが、これは前に

メールか何かで配付されていますよね。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 こちらは前回第４回が終了した時点で、中間報告の事務局案をこちらで整えた上で、再

度皆様のほうに何かさらなる意見がないかということで、10月22日の時点での中間報告修

正版を皆様に御提供させていただくとともに、こちらのデータについても併せて送信させ

ていただいているものです。画面に一部、出させていただきます。 

【宮城部会長】 

 たしかヤンバルクイナとイリオモテヤマネコに関する資料があったと思いますが。 

（横断ボックス（アンダーパス）集計表―――画面共有） 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 
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 そうです。集計表としてこういう数字と、後は地域ごとの具体的なものを以前メールで

お送りさせていただいたものとなっております。 

【宮城部会長】 

 委員の先生方いかがでしょうか。細かいことでも結構ですし、何かお気づきになった点

がありましたら、よろしくお願いします。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 もう１点、補足いたします。今回、審議１で皆様に審議していただきたい部分は、以前、

第４回までの間に皆様からいただいた意見の部分という形で、最終的にこの形になりまし

たというのを示させていただいているものになっておりまして、例えば新たな振興計画(中

間取りまとめ)ということで今回、冊子を新たに作成して皆様にお配りしているところです

が、それも含めた新たな質疑等がありましたら、それについては次の審議２.資料５の中で

追加していただければと思います。 

 まずここでは今御説明した以前いただいた意見の中で、まだこれでは疑問が解決してい

ない、さらにこういう説明がほしいというものですとか、この修文案ではなく別のものに

修正したほうがいいとかいう視点で御意見いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 漂着ごみの説明が大分細かくなっております。それはそれで結構ですが、これはこの部

会の前に作られたものですが、それこそ昨今では、漂着ごみと言うのかどうか分かりませ

んが、軽石等の記述はここではよろしいのでしょうか。事務局のどなたか、よもやの出来

事で対応できていなかったと思いますが、先生方も多分気になさっているのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。これは環境部局だけではなくて多分横断的にやっておら

れると思うのですが、環境部で何かございませんか。 

【事務局 喜友名班長(環境整備課）】 

 環境部環境整備課喜友名と申します。 

 まさしく漂着ごみの一つということで、環境部で各部にまたがる取りまとめ等をさせて

いただいています。ただ、自然物の災害的なイベントということで、計画の中に海岸漂着

物という形で盛り込むのは難しいかなと考えております。もしされるのであれば、災害的

な対応の一つかと考えています。  
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【宮城部会長】 

 ここで言う海岸漂着ごみとか漂流ごみというのは、あくまで人間の社会から流出してい

ったものという理解で、軽石のような自然現象的なものはここには該当しないということ

でよろしいですか。 

【事務局 喜友名班長(環境整備課）】 

 少なくともそのように考えております。 

【宮城部会長】 

 分かりました。幾つか漁業への被害も出ているようではありますが、常時的にそういう

イベントがあるということではないと思いますので、結構だと思います。 

 ほかの委員の先生方、何か御意見等ございましたら、いかがでしょうか。 

 どうぞ、大島さん。 

【大島専門委員】 

 資料４のことで今お話ししているところだと思いますが、７ページの番号20、ちょうど

お話に出ていたアンダーパスと書いてあるところで、４章の36ページの18行目からだと思

います。今は意見というところの整理から、左側の新たな振興計画(素案)になったという

ことなのか、この意見(修正文案等)で行くということなのか、少し事務局に確認なのです

が。 

【宮城部会長】 

 新たな計画案に書かれていたものを、先生方の意見を踏まえて修正文案で次の素案の中

に組み込んでいきたいということです。 

【大島専門委員】 

 それでしたら、今見ていただいている番号20ですけれども、意見(修正文案等)の５行目、

ここに「ノイヌ・ノネコの捕獲とあわせて、飼い犬、・飼い猫等」と入っていますよね。そ

こに「エキゾチックアニマル」という言葉を入れてはどうかなと思っていまして、という

のは、ペットという言葉以外も明確に出したほうが、今ペット類の放棄が一番問題になっ

ているので、ぜひ「ノイヌ・ノネコの捕獲とあわせて、飼い犬・飼い猫等」の「等」前に

「エキゾチックアニマル」と入れてはどうかと。 

 エキゾチックアニマルというのは、いわゆる犬・猫や、牛、豚、鳥などの産業動物以外

の動物のことを総称した呼び方ですけれども、特にトカゲ類は今全国的にも問題になって

いますけれども、トカゲや魚も含めて、その辺もイメージがぱっとつくようなものを、「等」
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の前に入れることができたら明確になっていいのではないかと。エキゾチックアニマルも

今後、どんなものが売られているかとか、そういうのも恐らく具体的な防止の内容にも入

ってくるのではないかなと思いますので、ぜひもし可能であれば「エキゾチックアニマル」

という言葉も入れていただけると、ペットという範疇だけだとあまり具体的に出てこない

のでどうかなと思いました。以上、コメントです。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 では、事務局お願いします。 

【事務局 島袋世界自然遺産推進室長】 

 自然保護課島袋です。 

 大島委員からお話のありましたところ、本文の修正案では、飼い犬・飼い猫等となって

おります。「エキゾチックアニマル」というキーワードが適切なのか、課に持ち帰りまして、

よりよいキーワードを検討していきたいと考えております。 

【大島専門委員】 

 よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 大島先生、今提案なさったエキゾチックアニマルというのは、いわゆる一般化している

という理解でよろしいのでしょうか。 

【大島専門委員】 

 私はそう思っているんですけれども、一番問題になっているのが、カメやトカゲ類は完

全にエキゾチックアニマルという一般的な総称で使われているのではないかなと思うので、

もしそれがそぐわないのであれば別の表現でもいいのですが、どうしても犬・猫の対象に

どうしても限定されてしまうかなというので、その辺、踏み込んだ生き物、ペットとして

飼われるものが明確になるような言葉があるといいのではないかということです。御検討

ください。 

【宮城部会長】 

 分かりました。今事務局で情報交換しておりますので、少しお待ちください。 

 大島先生の今の御発言の意向を踏まえた上で、自然保護課のほうでその表現等について

は検討させていただいて、表記できるようであればきちんと表記したいということのよう

ですが、いかがでしょうか。 
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【大島専門委員】 

 オーケーです。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 それではそういうことで、自然保護課のほうで対策をよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

 ほかにどなたか先生方、おありでしょうか。 

(意見なし) 

 それでは、先生方から特段の御意見はないようでございますので、事務局のほうで修正

した資料４の審議につきましては、事務局が提案した形で環境部会の意見としてまとめて

いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 ありがとうございました。 

 審議１はこれで終了したいと思います。 

 続きまして、審議２に入りたいと思いますが、新たな振興計画(中間取りまとめ)に対す

る意見につきまして、事務局のほうから御説明をよろしくお願いいたします。 

２ 審議２ 新たな振興計画(中間取りまとめ)に対する意見について 

【事務局 普天間環境企画統括監】 

 環境企画統括監の普天間です。 

 審議２のテーマについて概要を御説明いたします。 

 皆様、お手元に新たな振興計画(中間取りまとめ)の冊子はございますでしょうか。 

 こちらの冊子は、新たな振興計画(素案)に対し、各部会の中間報告までに出た調査審議

結果及び県民・県内市町村・関係団体等からいただいた意見を反映させたものとなってお

ります。 

 併せて、計画(素案)では、文章の頭に「□(しかく)」を用いて箇条書き形式の「である

調」で記載しておりましたが、中間取りまとめでは、現行計画と同様に接続詞等で前後の

文章をつなぐとともに、文末を「です・ます調」へと変更し、より読みやすい、親しみや

すい文章となるよう修正を加えた主なものとなっております。 

 次に、素案時点から修正を加えた主な箇所について幾つか御説明いたします。 

 新たな振興計画(中間取りまとめ)冊子の31ページをお開きください。 

 26行目、「地域循環型共生圏の考え方に基づく」の追記については、県民意見にて、持続
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可能な利用を進めるためには我が国の第５次環境基本計画にも示されている地域循環共生

圏の考え方についても明記してほしいとの意見があり、追記したものとなっております。 

 次に、冊子の33ページをお開きください。 

 ２行目の②脱炭素化に向けた取組の推進について、素案では「低炭素」と表現していた

ものを、最終目標である「脱炭素」のイメージを出せないかとの環境部会からの意見を反

映させて、赤字のとおり修正しております。 

 次に、冊子の34ページをお開きください。１行目、「廃棄物の」からの赤字部分について

は、こちらも環境部会からの、廃棄物処理について環境配慮を踏まえた処理に関する取組

の優先順位を明確にすべきとの意見から追記したものとなっております。 

 次に、38ページをお開きください。 

 世界自然遺産について、15行目以降の赤字部分、県民や観光客に対する生物多様性の保

全やマナー・ルールについての啓発、また、国や教育機関等と連携した自然環境の保全や、

その保全管理の人材育成の促進等について追記しております。 

 次に、43ページをお開きください。 

 13行目以降、サンゴ礁、藻場、干潟等の保全と再生については、グリーンインフラとし

ての防災機能や、サンゴ礁等生態系の保全と再生に関する県民や観光客への普及啓発につ

いて追記しております。 

 次に、156ページをお開きください。 

 22行目以降、(13)駐留軍用地跡地の有効利用の推進について、全て赤字で記載されてお

ります。こちらは跡地の有効利用について、基本施策の中にも掲げる必要があるとの意見

を反映したものとなっております。 

 ここでは、157ページの20行目、①跡地利用計画の策定推進と支障除去措置の徹底の中に

も環境に関する箇所がありますので、併せて御確認ください。 

 そのほかにも各所からいただいた意見について反映し、赤字で記載しておりますので、

各自御確認をお願いいたします。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料５についての御説明をお願いできますか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 
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 事務局から追加で説明いたします。 

 こちらに対して各委員の皆様からいただいた意見については、資料５で取りまとめをさ

せていただいております。先ほど御確認いただいている資料４と形式が違っているので見

にくい面があるかもしれませんが、申し訳ございません。 

 こちらでは取りまとめの本文と修正意見はこういうものが出ましたというものは、あく

までも現時点の事務局案を載せるような形での資料となっております。 

 こちらも各課から説明いたしますが、まず先に番号の１番から７番について、まとめて

先に私のほうから御説明させていただきたいと思います。 

 第４章の各基本施策のリード文の部分について、ばらつきが多いという意見が総合部会

長から出ております。 

 例えば、中間取りまとめの冊子の31ページを御確認いただきたいのですが、12行目以上

がリード文の形で記載されています。 

 基本的にはこちらの22行目以降の部分です。基本施策の展開においては、27行目でこう

いったものを目指します、28行目からこういったものをやっていくことが課題です、さら

に次のページに行きまして、このためこういったものに取り組みますという、「目指しま

す」・「課題です」・「取り組みます」という３段で構成されているものが基本的にはリード

文の体系になっているのですが、場所によってはそれとは別に、31ページ12行目から20行

目、世界に誇れる島しょ型環境モデルを構築するためには云々といった、この３段構成と

は別に前文が追加されている部分が幾つかありまして、これに対して施策によってそれが

異なるのがどうかという、また、その前文も長いのではないかという意見がありまして、

その整理を一括してやってほしいという意見が総合部会長からあったところです。 

 それに対する事務局案が１から７番になります。１つずつ説明していきます。 

 まず、今御覧いただいている31ページの12行目からですが、世界に誇れる島しょ型環境

モデルを構築するためには、社会的共通資本の理念を土台にすべきです。こちらについて

は、下のほうの23行目に「自然環境が社会的共通資本であることを踏まえ」ということで、

社会的共通資本の上にありますということで記載があるので、そのまま削除してよいので

はないかという形にしています。 

 それ以降の社会的共通資本とは云々で、最後の20行目までの素地ともなります。番号の

２番です。これについては、全部社会的共通資本の定義という形になっていますので、上

に残すのではなく３段に入れるのであれば、先ほどお伝えしました23行目、「自然環境や社



 14

会的共通資本であることを踏まえ」の前の部分にそのまま定義を追記するような形で、「自

然環境が社会的基盤、制度資本と並び、一つの国ないし特定の地域に住む全ての人々が、

ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力がある社会を持続的、安

定的に維持することを可能とするような社会的装置を意味する「社会的共通資本」である

ことを踏まえ」と、ここに定義を付け加えるか、もしくは、こちらには書いていないので

すが、他部会、他部局のほうでも意見が出ているものとしては、そのまま定義として別の

注釈、用語集という形で、ここからは削除して別に定義するという形のどちらかがよいの

ではないかという形で意見が出ているというふうにこちらでは聞いております。 

 次に３番、こちらは32ページの５行目の部分になります。こちらもリード文の整理をし

ていく中で、少し文章の中身の精査も行いました。それについて、今は「国が宣言した2050

年カーボンニュートラルに連動して、本県も省エネルギー化やエネルギーの脱炭素化・自

立分散化・地産地消化を推進するとともに」と、省エネルギー化が最初に書かれているの

ですが、今でも従来から取り組んでいるのでこれは順番的に後に書いたほうがいいだろう

ということで、「本県もエネルギーの脱炭素化・自立分散化・地産地消化や省エネルギー化」

ということで、少し文章の順番を変えるような形としております。 

 資料５のページをめくっていただきまして、次に４番です。冊子は32ページの８行目に

なります。「温室効果ガスを排出しない次世代エネルギーとして注目されている『水素』、

『アンモニア』等の利用に向けて」の部分で、その前の行から「温室効果ガスを排出しな

い」というのが２行続いている部分も気になっていて、後は事実としてアンモニアの燃焼

自体が温室効果ガスである窒素酸化物を生成するということもあるので、こちらの文章の

中にある「温室効果ガスを排出しない」という部分について削除するとしております。 

 次に、32ページ14行目、「島しょ県である本県において、エネルギーの脱炭素化を実現す

るため」という部分については、あくまでも脱炭素化の実現がこの10年計画の中ですぐに

実現できるものではないという部分から、「島しょ県である本県の特性を活かしつつ、エネ

ルギーの脱炭素化の実現に向けて」という形で修正案を出しております。 

 続きまして６番です。41ページの33行目になります。こちらも先ほど説明したリード文

のところになるのですが、(3)のリード文として、42ページの９行目以降が最初に説明した

３段構成の部分になっています。12行目にある「海洋共生社会の実現を目指します」、15

行目の「海浜環境を守ることが課題です」、17行目「取り組みます」ということで、その上

の41ページの28行目から42ページの７行目までがリード文の全文ということになっている
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のですが、この部分の整理として、まず41ページの33行目からの「北海道・本州・四国・

九州・沖縄本島と6,800を超える島々によって国土が構成される我が国において、外海に展

開する離島は、領海・領空・排他的経済水域等の確保、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す」というところで、このリード文の中でも前段

１段落目、28行目から32行目の「ＳＤＧｓへの貢献を図る必要がある」とか、それ以降の

部分に対しても、ここについては日本が6,800を超える島々によって構成されているから離

島は重要なものですよということで、リード文の中でも前後の文章の中から浮いていると

ころになっていて、持続可能な海洋構成社会の構築とは直結しない内容となっているので

はないかということで、整理をする上で削除してはどうかという意見にしております。 

 その次の行、42ページ３行目から、「また、漂流・漂着ごみ問題に日常的に直面している

市町村・民間団体・住民等に対する有効的な支援を講じられるかが課題であり、回収・処

理の推進など早急に対策を強化することが必要です。同時に、発生防止への国際的な監視

体制の確立など、抜本的対策を抜きに問題の解決は困難であることを踏まえ、発生抑制対

策を国等に強く働きかけることが求められています」。これについては、結局課題となって

おりまして、同じく42ページ目の13行目から、海浜環境を守ることが課題ですという、こ

の課題の部分に含められないかということで、一部内容を要約しつつ、この場所を移動し

て、修文案として、14行目、「サンゴ礁や沿岸環境の正常な環境を保全するとともに、海洋

ごみの問題に日常的に直面している市町村・民間団体・住民等に対する支援や発生防止へ

の国際的な監視体制の確立等、さらに深刻化する海洋ごみから美しい海浜環境を守ること

が課題です」という、上記のリード文、前文にあった部分の課題をそのまま下の課題に含

めるような形でまとめて整理の案を出しております。 

 ８番目以降は、このリード文とは別の各御意見に対する回答になりますので、各課から

御説明いたします。 

【宮城部会長】 

 それでは、各課の対応をよろしくお願いいたします。 

【事務局 新城環境政策課長】 

 ８番になります。環境政策課から報告したいと思います。沖縄県振興審議会と宮城環境

部会長から御意見がありました。意見の内容は、「国は令和12年度までに温室効果ガスを

46％削減するという大きな目標を掲げているが、沖縄の場合は様々な社会的な実情もある

ので、目標値をどう設定するか課題である。環境部会の中で議論できることでもないため、
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いろいろな部会との調整を図りながら議論していきたい」という御意見がございました。 

 事務局の案としましては、11月末に計画展望値を議題とする正副部会長部分会議を開催

し、温室効果ガス削減量等の審議を進めることとしておりますので、その中で考えたいと

思っております。以上でございます。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 続きまして、９番を御覧ください。意見としましては、「脱炭素を念頭に、環境や産業、

基盤整備など、様々な分野において県民や民間企業の取組を促進する方向性を検討してい

ただきたい」ということで、沖縄振興審議会の桑江市長から御意見がございました。 

 事務局案としては、新たな振興計画では2050年カーボンニュートラルに向けた施策を網

羅的に取りまとめておりますが、具体的な施策の実施に向けて、御提案の視点も含めて検

討してまいりますとしております。 

 続けて御説明させていただきます。10番を御覧ください。省エネルギーの強化について

というところですけれども、比嘉委員から御意見がありました。「省エネルギーの対策強化、

または省エネ対策強化としたらどうでしょうか」という、表現方法のことだと思います。

理由としましては、省エネルギーの強化ではよく分からないという御意見でしたので、提

案のとおり修正します。修正内容としましては、省エネルギー対策の強化としたいと考え

ております。 

 続きまして、11番を御覧ください。これも比嘉委員から御意見がございました。意見と

しましては、「バイオマス発電等の設備、蓄電池の導入支援、二酸化炭素を極力排出しない

次世代型火力発電及び水素、アンモニア」としたほうがいいのではないか。理由とまして

は、「バイオマスというのは生物資源の総称なので、発電とはイコールではないのでそこま

で追加したほうがいいのではないか」という御意見がありましたので、これはごもっとも

な意見ですので、提案のとおり修正したいと思います。 

 続きまして、12番を御覧ください。意見としましては、「防止・軽減を図るため、防災、

健康被害の予防、農林水産業の対策支援というのを追加したらどうでしょうか」という比

嘉委員からの御意見がありました。これも提案のとおり修正したいと考えております。 

 続きまして、13番を御覧ください。意見としましては、吸収源対策の推進についてです

けれども、理由としましては、「二酸化炭素の吸収源対策については、「②脱炭素化に向け

た取り組みの促進」の中で、33ページ４行目に記載されているのみとなっています。③と

して新たに施策を追加し、より具体的な内容を追記したい」という御意見がございました。
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左記については追記したいと考えておりますが、文案については現在調整中ですので、検

討後、皆様に御報告したいと考えております。 

【事務局 新城環境政策課長】 

 続きまして、14番です。環境政策課から回答します。比嘉委員から質問がございます。

ユニバーサルデザインについてということで、これはＳＤＧｓのデザインですけれども、

デザインに番号が振ってありまして、その右側に文字が書いてありますけれども、その文

字が小さくて読めないということで、掲載するなら文字を大きくという御提案がございま

すので、これは全体を総括している企画部のほうに提案したいと考えております。以上で

す。 

【事務局 玉城環境保全課長】 

 環境保全課です。15番、赤土等流出防止対策のところで、農地以外以降ですが、農林水

産業部会から出た意見として、「新たに海域へ流出した赤土についても除去する等を検討す

るということを本文に組み込んでいただきたい」という意見がありました。漁業団体とし

ては漁場回復のため除去が必要と考えているということに対しまして、事務局のほうです

が、海域等に流出した赤土等の除去については、海域生態系へ影響を与える可能性がある

ことから、海域への流出状況や堆積状況、生態系への状況、潮流の状況等を踏まえ、個別

具体的に検討していきたいということで、今回本文のほうに書き込むことについては見送

りたいと考えております。 

 続きまして、16番、これは前回の環境部会の意見で藤田委員から、基地関係の環境汚染

の問題として事故が起こったときに国による環境調査や汚染の除去を求めると記載されて

おりますが、環境事故等が発生した場合、自然等が損なわれた場合、そこでとどめるので

はなく、対策の中に自然再生も含まれていると解釈していいのかということに関して、検

討するというふうに持ち帰っておりましたが、本文を「国による環境調査、汚染の除去、

環境の修復を求めるとともに」というふうに、環境の修復という文言を加える方向で修文

していきたいと思っております。 

 17番、これは比嘉委員からですが、陸域からの赤土流出を踏まえというところは、海洋

側から見たら流入になるので、下線部の「課題及び陸域からの栄養塩類・赤土等の流入を

踏まえ」のように、前段にある42ページの13行目に準じて修正します。 

 以上です。 

【事務局 新城環境政策課長】 
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 続きまして、18番と19番です。基盤部会の神谷委員から質問がありまして、「環境共生型

社会と何度も出てくるのですが、沖縄県でいう環境共生型社会とはどういう意味か分かり

やすく表現する必要がある」というような御質問がございます。 

 これにつきましては、本計画において環境共生型社会とは、沖縄の豊かな自然環境と生

物多様性を保全し、持続可能な発展と両立させた、誰一人取り残さない社会(ＳＤＧｓ)を

意味しますというふうに定義づけをしたいと考えております。以上でございます。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 20番を御覧ください。基盤整備部会の小川専門委員から御意見がありました。「沖縄県の

修学旅行は全国的に関心が高く、関東や関西からも平和教育として修学旅行で来て勉強し

て帰る。しかし、轟壕や平和創造の森公園にあるマヤーガマなどは崩れかかり入れないこ

とから、助成などによりしっかりとしたものにしていく必要がある」という御意見があり

ました。 

 ちなみに、この平和創造の森公園は環境部環境再生課が所管しているので、このような

御意見についてはこちらのほうで回答しております。 

 事務局案としましては、158ページ30行目以降に以下のとおり記載されております。中身

は159ページの23行目に書かれています。読み上げますと、「また、国や市町村等との連携・

協働の下、第32軍司令部壕をはじめとする遺跡については、沖縄戦の記憶継承の空間とし

て利活用に取り組みます。あわせて、戦跡として唯一の国定公園である沖縄戦国定公園を

中心とした戦跡の保存・活用など、平和発信地域を形成するとともに、当該国定公園の特

別地域の範囲の見直しを図るなど、平和の発信と歴史的背景の保全を両立する地域を形成

します」となっておりますということで、事務局案としております。以上です。 

【宮城部会長】 

 事務局の皆さん、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局のほうの御説明と新たな振興計画(中間取りまとめ)に対す

る御意見等ございましたら、よろしくお願いします。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 まず、この冊子については各部会で出ました中間取りまとめを反映した冊子になってお

ります。この冊子をベースに、また各部会の意見をベースに先日、正副部会長会議を開催

しておりまして、併せて後日、沖縄県振興審議会が開催されております。 

 今回、こちらで事務局案として発表した意見については、そういった正副部会長会議で
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の意見や沖縄県振興審議会で出ました意見、また皆様のほうに照会しました御意見などを

取りまとめた上、事務局で回答を作成したものとなっております。 

 また、前回、第４回の環境部会以降で他部会から出てきた意見もありましたので、前回

までに間に合わなかった部分として意見を追加しているものも一部ございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 そういう経緯を踏まえて委員の先生方、何か御意見あるいは御質問等ありましたら、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 意見の１番から７番までは、総合部会の大城部会長から提案のあったものを少し修正し

たような形にしていきたいという提案ですか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 個別にどの箇所という形ではなかったのですが、先ほどリード文の体系が整っていない

というところで、部会ごとに所管する場所のリード文を少し精査してほしいといった趣旨

になっております。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ８番以降は、それぞれの部会、もしくは環境部会の委員の先生方から御意見のあった事

項について、事務局で対応していただいていることになります。 

 比嘉委員、10番から14番までの間、比嘉委員からの御提言について事務局の対応が記さ

れておりますが、いかがでしょうか。 

【比嘉専門委員】 

 特に問題なく対応されていると思います。 

 それ以外で質問があるのですが、新たな振興計画（中間とりまとめ）４章33ページの２

行です。その中で、「運輸部門については、自家用車・路線バス・トラック等への電気自動

車（EV）、燃料電池自動車（FCV）など次世代自動車の普及促進」とありますけれども、レ

ンタカーについてはどうなのでしょうか。レンタカーは観光客が最も利用する交通手段で

はないかなと思いますが。 

【宮城部会長】 

 事務局、よろしくお願いします。 

【事務局 久高環境再生課長】 
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 確かにレンタカーという記載はないのですけれども、路線バスとか自家用車、トラック

等と書いていまして、我々としてはそれも含めて今後検討していくということで考えてお

ります。 

【宮城部会長】 

 レンタカーも含まれているということで理解していいということですね。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 そうです。 

【比嘉専門委員】 

 分かりました。ありがとうございました。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 藤田委員、いかがですか。16ページに委員からの御質問に対して事務局の対応案が出さ

れておりますが、いかがでしょうか。 

【藤田専門委員】 

 対応いただいてありがとうございます。よいかと思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにどなたか先生方、ございますでしょうか。 

(意見なし) 

 分かりました。それでは、先生方御意見はないようですので、ただいま事務局のほうか

ら御説明いただいたものを部会の取りまとめ意見としていきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

(異議なし) 

 ありがとうございました。 

 先ほど審議をいただきました審議１と２の内容につきましては、審議結果の報告取りま

とめを行いますけれども、部会が今日で終わりですので、今後新たに生じる修正事項等も

あるかと思いますので、そのときは私部会長及び事務局で修正なり対応するということで、

皆さんにお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 
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 それでは、そういう形で取扱いをさせていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 今３時10分ですので、３時20分まで休憩時間を取りたいと思います。どうぞ先生方、少

しお休みいただきたいと思います。 

（午後３時10分休憩） 

（午後３時20分再開） 

【宮城部会長】 

 審議を再開したいと思います。ウェブで参加の先生方もよろしくお願いいたします。 

 審議３.計画展望値(温室効果ガス削減量)について事務局から御説明をお願いいたしま

す。 

４ 審議３ 計画展望値(温室効果ガス削減量)について（非公開） 

 

～～～～～～～～～～～～非公開部分終了～～～～～～～～～～～ 

 

【宮城部会長】 

 自然保護課から先ほどの大島先生の御質問に対するお答えがあるようですので、お願い

いたします。 

【事務局 仲地自然保護課長】 

 自然保護課仲地です。 

 先ほど大島委員からエキゾチックアニマルの件、お話がありました。資料４の７ページ、

番号でいうと20番です。まず、ノイヌ・ノネコを特出ししたのは、ヤンバルで特に問題に

なっているのがノイヌ・ノネコでございます。このノイヌ・ノネコ対策をする上で、どう

しても飼い犬・飼い猫、犬・猫の対策が必要というところで、こちらを特出ししておりま

す。ということで、こちらのほうは「等のペットの」を省くかどうかは持ち帰って議論し

たいところですが、ノイヌ・ノネコ関連の対象とする生物としては、飼い犬・飼い猫でと

どめたいというふうに考えています。 

 先ほどエキゾチックアニマル、いろいろなペットというところでの御指摘だったかと思

いますが、そちらはその上の外来種の中で読み込めるのではないかというところもござい

ますので、そこら辺はまた部内で検討して、宮城部会長とも相談しながらどうするかとい

うふうに決めていきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 
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【大島専門委員】 

 了解しました。お願いします。 

【宮城部会長】 

 大島先生、ありがとうございました。 

 それでは、マイクを事務局にお返しいたします。 

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 宮城部会長、委員の皆様、どうもありがとうございました。大変難しい議題を御審議い

ただき、また、御意見をまとめていただきありがとうございました。 

 これで審議は終了となりますが、新たな振興計画の審議に係るこの部会の締めくくりと

いたしまして、宮城部会長から御挨拶を賜りたく存じます。宮城部会長、よろしくお願い

いたします。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 Ｚｏｏｍで参加されている委員の先生方、毎回不便をおかけいたしましたけれども、御

丁寧に対応していただきましてありがとうございました。 

 環境部会は今日で最終部会ではございますが、これまで先生方からいただいたいろいろ

な御提言、アドバイス等が次の新たな振興計画の中に反映されていくということになりま

すので、どうぞまたこれからも沖縄の環境課題に対する先生方からの貴重な御意見を担当

部局のほうにしっかりといつでもお伝えしていただければと思います。 

 宮城の拙い進行で御迷惑をおかけいたしましたけれども、先生方の御協力に深く感謝申

し上げて挨拶としたいと思います。 

 どうもありがとうございました。  

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 宮城部会長、ありがとうございました。 

 それでは最後に、皆様に環境部環境企画統括監の普天間から御礼の御挨拶を申し上げま

す。 

【事務局 普天間環境企画統括監】 

 今回、新たな振興計画に係る環境部会での審議を終えるにあたりまして、委員の皆様の

御尽力に対し一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、公私にわたり御多忙な中、長期間環境部会に御協力いただきまして心



 23

から御礼を申し上げます。 

 沖縄の特殊事情に鑑み、沖縄振興の向かうべき方向と基本施策を示す沖縄振興計画は、

新たな振興計画においてＳＤＧｓの考え方を取り入れ、持続可能な沖縄の発展、それと誰

一人取り残さない社会を目指すこととしております。 

 その中で当部会では、ＳＤＧｓの重要な一つの要素である環境に関する分野について御

審議いただきました。環境と一言で言っても、その分野は多岐にわたっております。 

 本部会では自然環境、生物多様性の保全をはじめ、脱炭素島嶼社会の実現、資源循環の

推進、持続可能な海洋共生社会の構築から基地環境問題に至るまで、皆様それぞれの専門

分野から豊富な知識、御経験に基づく視点から御意見をいただきました。 

 また、今回新たに環境に係る展望値として温室効果ガス排出量が追加となり、2050年脱

炭素社会の実現を見据え、県としましても革新的技術や先行事例の普及拡大等、さらなる

高みを目指していく必要があるものと考えております。 

 環境部会の審議においては、多くの貴重な御意見を賜りましたが、これらの御意見を真

摯に受け止め、新たな振興計画の策定のため活用させていただきます。 

 結びに、本日御出席いただきました皆様の御多幸とますますの御活躍を御祈念申し上げ

るとともに、本県の環境行政の発展のため多くの貴重な御意見を賜ったことにつきまして、

重ねて御礼を申し上げます。今後とも御指導御鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 それでは、皆様、お忙しい中御参加いただき、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして、沖縄県振興審議会第５回環境部会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

５ 閉 会 


