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令和元年度沖縄県振興審議会 

 第４回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年10月11日(金) 13:00～15:00  

２  場 所 ホテルチュラ琉球 ７階 

３ 出席者   

 【部会委員】 

  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 

        吉永 安俊  琉球大学名誉教授 

       高平 兼司  沖縄県地球温暖化防止活動推進センター事務局長 

       赤嶺 太介  (一社)沖縄県産業資源循環協会会長 

       中村  崇  琉球大学理学部准教授 

       平良 喜一  (公社)沖縄県緑化推進委員会理事長 

       羽田 麻美  琉球大学国際地域創造学部准教授  

       山川 彩子  沖縄国際大学経済学部准教授 

  （欠席） 

       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  

       藤田 喜久  沖縄県立芸術大学全学教育センター准教授 

  【事務局等】 

    環境部：松田環境企画統括監、普天間環境保全課長、比嘉環境保護課長 

      新里基環室長(環境政策課)、島袋班長(環境政策課)、仲嶺主査(環境政策課) 

 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから沖縄県振興審議会第４回環境部会を開

催いたします。 

 本会の司会を務めます沖縄県環境政策課 島袋でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、本日の議事内容について事務局からご説明の前にお知らせがございます。 

 本日、棚原環境部長が急きょ、お休みとなっておりますので、ご了承ください。また、

松田企画統括監も14時から部長の代わりに出席しなければならない会議がありますので、
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一旦中座したいということであります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の審議内容について事務局からご説明いたします。 

２．第４回環境部会の審議内容について(事務局説明) 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 事務局の環境政策課 仲嶺と申します。本日もよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとう

ございます。 

 まず、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきます。不足資料がござい

ましたら事務局まで申し出てください。 

 本日配付しております資料は、１つ目に会議次第・出欠状況・配席図を書いた１枚紙の

資料をお配りしております。 

 続いて、沖縄県振興審議会第４回環境部会配付資料ということで、厚めの資料をお配り

しております。配付資料と表紙に書かれているものです。 

 ３つ目に、「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画」パンフレットをお配りしております。

これカラーのもので別冊でお配りしております。今、班長が示されているものですね。 

 それでは、それぞれの資料をご説明をいたします。沖縄県振興審議会第４回環境部会配

付資料と表紙に書かれている資料をご覧ください。 

 １ページ目の資料20をご覧ください。こちらは、本日の検討テーマと、それに対応する

沖縄21世紀ビジョンの施策体系及び総点検報告書記載ページをまとめたものです。なお、

本日は総点検報告書の環境部関連箇所抜粋版のうち、ピンク色でマーカーした部分を中心

に審議していく予定となっております。 

 ２ページ目の資料21をご覧ください。こちらは、第３回部会の議事内容を要旨にまとめ

たものです。議事録及び議事要旨については、部会終了後に沖縄県ホームページにおいて

公表しております。 

 ３ページ目の資料22をご覧ください。こちらは前回及び今回の審議事項等につきまして、

皆様や他の部会からいただいたご意見に対する対応方針(案)やご質問への回答をまとめた

ものです。左から順に整理番号、ご質問なされた方のお名前、総点検報告書の記載箇所、

ご意見の内容、理由、対応方針(案)や回答を記載しております。対応方針(案)及び回答の

詳細につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

 次に、18ページの資料23をご覧ください。資料24から29につきましては、第３回部会に
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おけるご意見や対応方針(案)、今回の検討テーマの補足説明資料となります。こちらの内

容につきましても後ほどご説明申し上げます。また、参考資料として沖縄県赤土等流出等

防止対策基本計画のパンフレットを配付しております。 

 資料の説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【事務局 班長(環境政策課)】 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 審議につきましては、宮城部会長から進行をお願いしたいと思います。 

 では、宮城部会長よろしくお願いいたします。 

３．審議 

【宮城部会長】 

 先生方、早くからのご出席ありがとうございます。 

 それでは、審議を進めてまいりたいと思います。事務局から意見等への対応方針案につ

いてということで、資料22のご説明をよろしくお願いいたします。 

 (1)ご意見への対応方針案等について 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 環境企画統括監の松田でございます。 

 それでは、私から今日配付しました資料３ページ、資料22についてご説明いたします。

座ってご説明させていただきます。 

 ３ページの山川専門委員からいただいたご意見でございます。総点検報告書の39ページ

をお開きください。説明は総点検報告書のページと、それから、この資料22の意見書様式

を比較する形でご説明したいと思っております。総点検報告書の39ページをお開きくださ

い。 

 ここの24行目以降に「廃棄物の抑制」という形で記載がございます。この点につきまし

て山川専門委員から、特に近年、平成22年以降、観光客の増加による影響があるので、そ

れを記載してはどうかというご意見でございました。  

 これにつきまして、この第２章は主として復帰以後の長期的な期間の現状と課題等を見

据えた部分でございまして、観光客の増による要因というのは主として平成20年代以降と

いうこともございまして、特に詳しく書くということもございまして、第２章ではなく第

３章に記載する形で対応させていただきたいと思っております。 

 資料22を１ページめくっていただきまして、番号３-３、これは部会長以下、竹村副部会
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長、山川専門委員からでございます。総点検報告書339ページをお開きください。 

 これが21世紀ビジョン基本計画の実施計画に年度内の状況を踏まえたところでございま

す。339ページの８行目、「目標とするすがた」の状況等、ここに一般廃棄物の説明がござ

いますけれども、そこを修正する形で先ほどの入域観光客数の問題を記載しております。

この資料22の意見書様式の４ページの修正文案を朗読いたします。 

 各種施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況については、

「一般廃棄物量の排出量の抑制」は、平成28年度の排出実績が基準年から２万5,000トン増

加している。その内訳は人口増等による生活系一般廃棄物の増加が8,000トン、入域観光客

数増加等の経済活動の活性化による事業系一般廃棄物の増加が１万7,000トンとなってい

る。」ということで、この一般廃棄物の増加の要因のところに観光客の増加の記載をいたし

ました。 

 なお、この対応方針の真ん中に書かれてございますけれども、観光客が増加したことに

よってどの程度廃棄物が増えたかという要因分析もしてほしいという要望がございました

けれども、今そこまではデータを解析することができないような状況でございます。 

 続きまして資料22の５ページ、高平専門委員から、同じく339ページの一般廃棄物の排出

量、それから340ページの産業廃棄物の排出量の中で、一般廃棄物が24年から25年にかけて、

それから産業廃棄物が26年から27年にかけて排出量が減っていることについての理由がわ

かりますでしょうかというご質問でした。この件につきましては事務局でいろいろとデー

タ等を解析してみましたけれども、残念ながら減少した要因については確認できなかった

という状況でございます。 

 続きまして、資料22の６ページでございます。総点検報告書の340ページの22行目でござ

います。今22行目は空白になっておりますけれども、この部分についてプラスチックごみ

の対策、課題と現状について前回追加したということで、資料22の６ページの一番右側に

ございますけれども、追加分案ということで前回お示ししましたところ、もっと総体的に

書いたほうがいいのではないかというご指摘がございましたので、修文案をさらに修正し

てございます。読み上げます。 

 「本県は約2,037㎞の海岸線延長(全国第４位)を有し、亜熱帯特有のサンゴ礁や美しい海

浜、広大なマングローブ植林帯や特徴的な干潟等、優れた自然環境を呈している。 

 しかしながら、島々には大量のごみが漂着し続けており、平成29年度から平成30年度に

かけて実施した調査では、沖縄県の全海岸で延べ6,871㎥の漂着ごみが確認され、その６割
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は浮子（うき）、ペットボトルなどのプラスチックごみであった。 

 このような状況は、海岸景観や生態系、ひいては沖縄の重要産業である観光にも影響を

与えかねない深刻な問題となっていることから、新たな課題として位置づけて積極的に取

り組んでいく必要がある。」ということで、課題を記載したいと考えております。 

 続きまして資料22の７ページ、赤嶺専門員から総点検報告書の340ページの25行目、これ

は文言の適正化というご指摘でございました。循環型社会形成推進基本法の記載順序と異

なるので、統一したほうがいいというご指摘がございましたので、対応方針(案)にありま

すように修正をしたいと考えてります。読み上げます。 

 「沖縄県は、狭あいな島嶼性により環境負荷に脆弱な特性を有しているため、第１に廃

棄物の発生を最小限に抑えること（Reduce）、第２に再生利用（Reuse）をすることを最大

限に推進し、第３に発生した廃棄物の再生利用(Recycle）、最後に熱回収(thermalRecycle)

を推進した。)ということで、法律の記載と同一に修正したいと考えております。 

 １ページめくっていただきまして、資料22の８ページでございます。同じく総点検報告

書の340ページの40行目になります。 

 これにつきましては、一般廃棄物のリサイクル率が全国平均を下回っているという理由

について、もっとわかりやすく記載したらどうかということで、平良専門委員からご指摘

がございました。前回この修正案をお示ししたところ、富永専門委員から、リサイクル率

が低いのは離島の要因だけではなくて、本島のほうにも要因があるのではないかというご

指摘を受けましたので、修文案を作成しております。読み上げます。 

 「これらの取組などにより、一般廃棄物の再生利用率は、基準値の12.7％から平成29年

度には15.3％と向上したものの、島嶼地域である本県ではリサイクルを行うには海上輸送

コストが必要であるなどの構造的不利性もあり、令和３年度の目標値22％に対して進捗が

遅れている。」と、離島だけではなくて沖縄本島も含めて、海上輸送コスト等がリサイクル

率の上昇に対して課題となっているという記載にしてございます。 

 続いて、資料22の９ページでございます。先ほどから観光客の影響について対策も含め

て記載したほうがよろしいということがございましたので、341ページの37行目以降に一般

廃棄物の排出量の課題等につきまして、要因分析と対策を記載してございます。 

 それから、3-11のご指摘でございますけれども、文言を統一したほうがいいという意見

もございましたので、「サーマルリサイクル」を「熱回収」としてございます。右に対応方

針(案)がございますので、修文案を読み上げます。 
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 「本県における一般廃棄物の１日１人あたりの排出量は、全国平均を下回り良好に推移

しているものの、平成28年度実績は基準年と比べて23ｇ増加し、その主な要因は入域観光

客数増加等の経済活動の活性化によるものであると考えられる。また、本県は島嶼地域と

いう地理的要因に起因する輸送費の発生、小規模処理に起因する低い効率といった他県と

比較して資源循環コストが高いという構造的不利性もあり、一般廃棄物の再生利用率は全

国平均を下回っている。 

 このことから、今後、観光業由来の廃棄物排出実態を把握し、事業系一般廃棄物の排出

抑制を推進するとともに、資源循環コストの低減化対策や再生利用の促進、熱回収施設の

導入の検討など、資源として活用可能な廃棄物を有効利用するための取組が必要である。」

というふうに修正してございます 

 続いて、10ページでございます。同じく第３章の総点検報告書の341ページ。 

 主な成果指標の中で再生利用率等がございますけれども、具体的にいいますと、今、那

覇市さんで事業系の一般廃棄物として取り扱っておりましたペットボトルを、来年度から

産業廃棄物として取り扱いたいという動きがございます。そうしますと、市町村の一般廃

棄物のリサイクル率が変わってきますので、そういうことがきちんと校正、あるいは修正

されるような形で対応してほしいという要望でございました。 

 これにつきましては、次期振興計画を策定する際にはそのような廃棄物取り扱いの変更

に伴う影響についても分析をしまして、必要な解説を記載するという形で対応させていた

だきたいと考えております。 

 続きまして、資料２の11ページでございます。この区分は資料総点検報告書の第３章343

ページでございます。 

 14行目に海岸漂着物の状況について３行ほど記載してございますけれども、これについ

ては前回対策等について追加資料を配付させていただきましたけれども、そういう資料を

踏まえて、もう少し内容を充実させてはどうかというご指摘が、山川専門委員、藤田専門

委員からございました。それを踏まえまして資料として修正したいということで、今日の

資料の23ページをお開けください。資料24ということで23ページになっておりますけれど

も、これは総点検報告書の343ページにあたります。これの14行目をこのページにしたいと

いうことでございまして、今日配付しました資料24です。23ページから24ページ、25ペー

ジということで、この３ページ分を総点検報告書の343ページに追加するという形で、海岸

漂着ごみの記載を充実させたいという修正案でございます。 
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 内容的には、前回ご説明したました漂着ごみの漂着状況、24ページです。漂着物の種類

別の量、ペットボトルの国別の発生源、これまでに回収しました海岸漂着物の量、それか

ら25ページ、発生抑制対策として環境教育等をしている事例を記載したいということで入

れてございます。 

 なお、一部まだ文章的に追加すべき事項等がございますので、これについては改めまし

て追加した上で配付、ご説明する機会をもちたいと考えております。内容的には前回ご説

明しました配付資料の抜粋となっております。 

 今日配付しました資料22の12ページへお戻りください。意見番号3-16から18でございま

す。これは総点検報告書の343ページ。主な成果指標の状況ということで、20行目から26

行目まで３つの指標がございますけれども、この指標についてのご意見でございます。 

 全県一斉清掃ということで３番目の評価指標がございますけれども、この評価指標の設

定について、いわゆる意識啓発をするために行動意識を変えるためにはどの程度の方々が

そういった一斉清掃に参加する、あるいはボランティアで活動するといったことがいいの

かということについて、きちんと検討して成果指標とすべきではないかと。 

 それから、海岸漂着物に関してもボランティア、回収等のビーチクリーンに参加した人

を新たに成果指標として追加してはどうかといったご意見でございました。これにつきま

しては、次期振興計画の策定の際に、意識啓発のために大体どのような割合の方々に参加

していただくことが必要かといった点、それから海岸漂着物のビーチクリーン等に参加す

る人数をどういった形で設定するかということを検討しまして、その理由も含めてきちっ

と明記したいと考えております。 

 続きまして、資料22の13ページでございます。同じく資料343ページの42行目、一番下の

行でございますけれども、ここにつきましては課題と対策というところで海岸漂着物の対

策について詳細に書くべきではないかと。 

 それから、企業によるＣＳＲ活動といった部分、観光客のビーチクリーンとか、そうい

った部分についても記載する必要があるのではないかといったようなご意見でございます。 

 また、回収についての状況、それから河川など、いわゆる陸域の対策も必要ではないか

と。 

 それから、この中では周辺環境への影響について書かれていますけれども、生態系への

影響等についても記載すべきではないかというご意見がございました。 

 それを踏まえて、資料22の14ページ、総点検報告書の343ページの42行目以降に、課題と
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対策の部分を以下のとおり修正したいと考えております。読み上げます。 

 「海岸漂着物の適正処理等の推進については、海岸漂着物は回収しても繰り返し漂着す

るため、継続して回収・処理を行う必要がある。 

 また、漂着物の処理ができない離島もあり、海上輸送費が嵩み、処理コストが高くなる

ことがあるほか、漂着物に付着する塩分の影響により、焼却施設による処理が困難になる

場合もある。 

 漂着ごみの発生源は国内・国外由来のもののほか、道路側溝や河川を経由して流出する

ものもあり、県内における対策も重要である。 

 このことから、本県の観光資源である美しい海浜の景観を守り、サンゴ礁、干潟等にお

ける生物の多様性を確保し、自然豊かな環境を保全するため、海岸漂着物問題を新たな課

題として位置づけ、海岸漂着物や有害物質による周辺環境及び生態系への影響について調

査を実施する必要がある。 

 また、効率的な回収処理体制の構築、継続的な回収処理の実施、ボランティアによる海

岸清掃活動・修学旅行生の環境学習・企業のＣＳＲ活動等を促進する必要がある。 

 さらに、ポイ捨てなど漂着ごみの発生に繋がる行為の防止、プラスチック製品の使用削

減など、発生源対策について積極的に取り組んでいく必要がある。」といったような形で、

課題と今後の取り組むべき方向性を記載してございます。 

 続きまして、15ページです。吉永専門委員から、不法投棄についてデータがないかとい

うようなご指摘がございました。これは不法投棄の記載がございましたので、これについ

ては今日配付しております資料25、26ページをお開けください。 

 これが地域別の不法投棄量と件数の推移でございます。平成25年から平成29年までの各

保健所別の不法投棄の件数と一般廃棄物、産業廃棄物の区分を記載してございます。 

 特徴的なのは、例えば中部保健所管内でいいますと、一般廃棄物と思われる廃棄物より

も産業廃棄物と思われる廃棄物の不法投棄量が多いでありますとか、それと八重山保健所

は不法投棄件数は多いものの、不法投棄量としては少ない。あるいは宮古保健所では１件

当たりの不法投棄量が多いというような特徴がございます。 

 以上、前回ご説明しました廃棄物に関連する部分についてのご質問、ご指摘に対する対

応方針(案)をご説明いたしました。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 
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 ご質問、あるいはご提言なさった先生方、今の事務局の回答でよろしいでしょうか。 

 よろしいですね。 

(意見なし) 

 わかりました。先生方から特段のご意見はないようです。 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 一部海岸漂着ごみ等の問題につきまして、例えば離島では「あわせ処理をしないといけ

ない」とか、そういう記載が必要だというふうに事務局として考えています。 

 今日の総点検報告書でいいますと、98ページの41行目以降に離島市町村に関する課題等

がございまして記載をしております。こういった部分につきまして、海岸漂着ごみも含め

ましてもう少し記載をする必要があるかなと考えておりますので、次回までに修文案をつ

くりましてご提示したいと考えております。以上です。 

【宮城部会長】 

 それでは、98ページに離島の海岸漂着物についての記述がなされるということでよろし

いですかね。ありがとうございます。 

 4-3などは、これは部会が別ですので、この部会の事項ではないということですね。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 ４から始まる番号のご意見へにつきましては、本日の検討テーマをご説明する中でご説

明をさせていただきたいと考えております。 

【宮城部会長】 

 わかりました。4-1以降はそういう事務局の考え方を述べてあるということですね。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 はい。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、先ほど事務局から新たな説明がございましたが、98ページにも離島の海岸漂

着物についての記述をしていくということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、ご意見への対応方針(案)については委員の先生方にご了解いただきましたの

で、検討テーマに係る審議にこれから入っていきたいと思います。 

 それでは、事務局から検討テーマでございます、まずは基地の環境問題ということにつ

いてご説明をよろしくお願いいたします。 
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 (2)検討テーマに係る審議 

 検討テーマ 基地環境問題 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 環境保全課の普天間でございます。よろしくお願いいたします。着座してご説明させて

いただきます。 

 本日の前段のテーマであります基地環境問題につきまして、総点検報告書の素案の概要

説明を行いたいと思います。 

 まず116ページをお願いいたします。この８行目から13行目まで本県の特殊事情として、

全国の米軍専用施設・区域面積の70.3％が集中しており、米軍基地から派生する航空機騒

音や水質汚濁などが発生し、県民生活へ大きな影響を及ぼしていることが記載されており

ます。その中で水質環境の調査の取り組みなどにより、水質汚濁の環境基準は達成してい

る状況が説明されております。 

 また、30行から36行目にかけて、過去の航空機騒音や水質汚濁に係る要請等の取り組み

について記載されております。 

 続きまして118ページをお願いいたします。19行目から36行目まで、米軍基地の運用に伴

う環境問題の対応により航空機騒音の環境基準達成率が、昭和63年の48.4％から平成29年

度には71.9％へ上昇していることが述べられております。これにつきましては図2-2-1-8-3

をご覧いただきたいと思います。 

 また、水質調査の取り組みにより昭和51年に48.9％であった米軍施設・区域内外の環境

基準達成率が、平成25年には100％達成したということが記載されております。ただ、平成

26年度以降、米軍施設・区域内での調査ができなくなっておりまして、この件につきまし

て委員の方から意見書もいただいておりますので、後ほど意見書のところでご説明したい

と思います。 

 続きまして、417ページをお願いいたします。こちらの16行目から35行目までをご覧くだ

さい。 

 基地周辺の公共用水域は継続的に監視する取り組みなどで、公共用水域の環境基準達成

率は、水質に関しましては100％となっており目標を達成しております。 

 また、基地関係特別対策室の取り組みの中で、基地環境問題の技術的な対応のあり方を

示す「沖縄県米軍基地環境調査ガイドライン」、また「基地の環境情報を集約した米軍基地

環境カルテ」及び「地形改変状況可視化マップ」などが作成されております。 
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 また、航空機騒音につきましては、常時監視測定と関係機関への軽減要請に取り組んで

きておりまして、この測定局の数につきまして今お配りしている配付資料の26、27ページ

になります。こちらは平成23年度時点で23局であった測定局が現在は36局まで増加してお

ります。 

 また、県では騒音の常時監視に加えまして、平成27年度に低周波音の自動測定装置を追

加配備しております。これにつきましては普天間飛行場周辺の４局に追加で整備しており

ます。 

 航空機騒音の環境基準の達成率につきましては、目標値80％、基準値が53％、目標値80％

となっているところですが、現状値は71.9％に上昇している状況です。ただ、こちらにつ

きましては米軍機の運用に非常に左右される面がありますので、一部地域では依然として

県民の生活環境等に重大な影響を与えている状況は続いております。騒音のご説明は以上

であります。 

 続きまして、意見書のご説明に移りたいと思います。資料22の17ページをお願いします。

こちらで4-3、総合部会の仲宗根専門委員からいただいています。第４章666ページの18行

目。 

 「流出事故による土壌汚染や」という記載がありまして、ご意見としては、前のページ

までの環境問題やその対応について土壌汚染については触れていない。また、成績指標一

覧にも土壌汚染の調査結果等の掲載がない。土壌汚染の取り扱いは如何に。触れないので

あれば削除してはどうかというご意見をいただいております。 

 これにつきましては、右側の対応方針(案)をご覧いただきたいと思います。原文のとお

りでお願いしたいと考えております。 

 その理由としましては、県では今、基地周辺の調査の中では地下水の調査も行っており

ます。まず地下水の汚染が確認された場合は、土壌汚染についても調査を行うことになる

ため、原文のとおりということで対応させていただきたいと考えております。この記載に

ついては今後の課題ということで記載をしています。 

 続きまして4-4、平良専門委員から２章118ページの35行目。 

 「国の計画変更に」という記載につきまして、国の計画変更の理由についてお聞かせく

ださい。平成25年度以前の状況についてもお聞かせてくださいというご意見をいただいて

います。 

 これにつきまして回答としましては、平成25年度以前は基地内の下水処理施設の排水や
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公共用水域(海水、河川水)も調査を実施しておりました。大腸菌やpHが基準値を満たして

いないことはありましたが、有害物質が検出された事例はありません。 

 平成26年度から、環境省によりますと、「基地の周辺部の調査をすれば、広範囲な調査が

できる」というご見解がありまして、施設の立ち入り調査は実施しておりません。県では

今、同省に対して基地内の調査の実現について要望しているところでございます。 

 以上で、意見書についてのご説明を終わりたいと思います。 

 意見書の残りについては基地公害ではございませんので、後ほどご説明したいと思いま

す。 

 続きまして、検証シートをご説明したいと思います。資料23の18ページをお願いいたし

ます。沖縄県振興計画の検証シートです。 

 成果指標につきましては、航空機騒音環境基準達成率が基準年53％(平成21年度)です。

これにつきまして目標値が令和３年で80％となっておりまして、実績値が68.8％で「進展」

となっております。 

 また、基地排水における排水基準達成率は、目標値100％に対して実績値100％で「達成」、

また基地周辺公共水域における環境基準達成率も100％に対して100％で「達成」となって

います。 

 この背景・要因につきましては、右欄をご覧ください。 

 (1)航空機騒音の環境基準達成率につきましては「進展」になっていますが、実績値の改

善につきましては取り組みの中で測定局を増加したことによるもので、実態としては環境

基準を超過した測定局は依然として多くあることから、米軍機による騒音が県民の生活環

境に大きな影響を及ぼしている状況であると考えています。 

 県では米軍等に対し航空機騒音の軽減化要請を行っていますが、住宅地上空の飛行や夜

間の訓練が頻繁に行われるなど米軍機の運用に左右されるため、目標達成には至っていな

い状況にあります。 

 さらに、近年では、常駐機に加えまして外来機も度重なる飛来もあり、騒音が激化して

いることなどから、環境基準達成率の改善は見られないため、目標達成は現時点で困難な

状況と考えています。 

 また、(2)基地排水における排水基準達成率ですが、環境省から県が受託している平成25

年度基地排水水質等監視調査(委託事業)で実績値が目標値を達成しています。 

 しかし、平成26年度以降、環境省の委託業務の内容に変更が生じており、米軍施設内で
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の排水調査については実績が得られていない状況となっています。 

 続きまして、19ページをお願いします。(3)基地周辺公共水域における環境基準達成率で

すが、こちらも「達成」しております。 

 実施した平成30年度基地排水水質等監視調査費(県単事業)におきまして、実績値は100％

ということで目標値を達成しております。今後も引き続き事業を実施していくことで、異

常値の把握等に努めていきたいと考えております。 

 なお、現在問題となっていますＰＦＯＳ等が高濃度で検出された基地周辺の河川及び地

下水について、今後もモニタリングを継続していきたいと考えております。 

 あと、主な予算事業をご説明したいと思います。検証シート18ページの左側にP417が打

たれている部分でございます。 

 政策ツールの中の主な予算事業の中で、１段目が２段目が基地排水調査の予算です。１

段目は環境省からの委託事業、２段目は県単の事業でございまして、この両方を合わせま

して30地点２海域を調査して、こちらは100％環境基準を達成していることを確認していま

す。 

 また、３段目の米軍基地騒音監視調査費では、県内36測定局の常時監視を行っておりま

す。これは市町村分のものを含めましてデータをとりまとめております。先ほど申し上げ

ましたとおり、平成24年以降、市町村を含めた航空機騒音の測定局数は23局から36局に大

幅に増加しております。 

 ４段目の基地環境対策事業費は、基地環境特別対策室の取り組みで、今回作成されてお

りますガイドライン等の運用推進、また返還跡地周辺の環境調査を取り組んでいる事業と

なっています。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの基地の環境問題といいますか、それについて事務局からのご説明でしたけれ

ども、先生方からご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

 私から、資料23(18ページ)の検証シートの成果指標がありますが、航空機騒音環境基準

達成というのと、いわゆる嘉手納基地の爆音訴訟というのと直接的な関係はないのかもわ

かりませんが、背景・要因の分析に書いてはあるのですけれども、やはり多大な環境騒音

があるということで、一方では、裁判において差し止めはできないけれども、しかし、実

質的に米軍機による騒音があるということで一定程度の被害補償というものが提示された
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りしていますけど、この成果指標との関係といいますか、それはどういうふうに理解すれ

ばよろしいのでしょうか。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 今、ご指摘のあった件ですが、この成果指標では県と市町村の取り組みの中で、航空機

騒音の測定局がかなり増加してきています。その中で相対的に環境基準の達成率は上がっ

てきてはいるのですが、やはり特定の、米軍機による騒音につきましてはかなり環境基準

を超過している測定局も依然として数としては多い状況が続いておりますので、県民生活

環境には大きな影響を及ぼしていることは間違いないと記載しているところです。 

【宮城部会長】 

 少し私の理解も少し間違えているのかもわかりませんが、下の政策ツールでは、例えば

３段目の騒音のところを見ますと、目標値に対して実績値が例えば36測定地点になったと

いうことで、事業そのものとしては測定値への環境騒音を測定する場所が増えているとい

うか、目標値に達しているので、ここは「達成」になっているわけです。 

 基地問題というのは非常にデリケートな問題で、このときに「達成」とか、あるいは「進

展」とかいう言い回しというか、これは同じにしないといけないことはあるんだろうけれ

ども、実質的には背景・要因の分析の中で影響を及ぼしている状況があるとか、目標の達

成に至っていないとかいうことなどが書かれていますよね。そういうものとの言葉上の整

合性というか、微妙だなと思っているのですけれども、これ事務局お願いします。 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 先ほどの説明を含めて補足説明をさせていただきます。今日配付した資料の27ページを

お開きください。資料26でございます。 

 これは嘉手納飛行場周辺の航空機騒音の測定地点を書いてございます。破線であります

のが、いわゆる地域類型指定ということで、右下に凡例がございますけれども、環境基準

としてⅠ類型(57㏈)、それからⅡ類型(62㏈)というこの２つの基準がございますけれども、

それが当てはまっている区域でございます。 

 先ほど宮城部会長から、政策ツールと実際の達成状況の乖離、どういうふうな関係にあ

るのかということでございましたけれども、我々としては、まず騒音を測定しないと騒音

の状況がよくわからないということもございますので、測定局は増やしましょうというこ

とで、それは増やしましたと。より詳細に調べるということで、測定局を増やした結果、

いわゆる基地から遠いところも測定するわけですから、見かけ上は環境基準を達成してい
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る測定局が増えてしまったということになります。 

 ところが、実際この27ページにございます黄色く塗られているところは環境基準の類型

指定を満たしていない。要するに騒音がひどいところということになっております。です

から、こういうところにつきましては、先ほど嘉手納爆音訴訟ございましたけれども、こ

ういったデータを踏まえて、基準を達成していないところについては健康被害を生じてい

るということで、訴訟を行った人たちに賠償するというような手法がとられているという

ことになります。 

 基本的に我々としてはきちっと測定するところは測定して、その上で基準に適合してい

ないところについては、米軍等含めて関係機関に運用を改善して環境基準を達成するよう

にしてくださいと申し入れるといった対策をとっているというような状況でございます。 

【宮城部会長】 

 ですから、政策ツールというか、そこで見ると調査地点であるというのが目標値に達成

はしているのだけれども、しかし、実質的にはそこで測定をすると環境基準を超えるよう

な騒音が測定されていたりするということで、その実態といいますか、実情を踏まえた上

の成果という形になってくると「進展」という形にはなっていますが、ここらへんの言葉

の持っているニュアンスというか、それが少しポジティブに見えちゃうというか、そうい

うところがあるので、そこらへんのうまい表記はないのかということをふと思ったりしま

す。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 今のご指摘の点ですが、企画部の評価の基準がありまして、成果指標の達成率が大体60

～75％未満が「進展」という表現になっておりまして、基本的にはそういう基準に従った

表記になっているということです。 

【宮城部会長】 

 これは多分いろいろな項目について、目標達成率が例えば60％を超えると「進展」だよ

ねとか、90％超えになると「達成」していますよとか、そういう基準だと思いますが、殊

にこの基地問題といいますか、基地の環境問題というのは非常にデリケートな問題なもの

ですから、ほかのものと同じような比較表現というか、そういう形でいいのかどうなのか

というのが少し気になったところで、委員の先生方もご理解いただければ、それはそれで

もいいと思うのですが、いかがですか。ここの実態と、いわゆる判断する場合の基準の１

つの決まり、算出方法といいますか、それ事務局で少し説明できますか。 
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【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 今、部会長からご意見があった評価シートの表現方法について、今回は一度持ち帰って、

また次回に説明するということでよろしいでしょうか。 

【宮城部会長】 

 多分、基本的には今事務局が説明されているようなことで、そういう評価式があると思

うので、それに準じているそうですが、基地の環境問題というのはメディア的にもいろい

ろな形でいうとデリケートなので、達成状況の表記としてはそれでいいのかもわかりませ

んが、背景・要因の分析みたいなところでもう少し現況を書き込むとか、そういうことが

できないかなと、ふと思いました。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 部会長がおっしゃるとおり、この評価シートの判断基準というのは全庁的に一律でこう

いうパーセントでやりなさいということでどうしてもこうなってしまうので、持ち帰って

表現の仕方を研究したいと思います。次回の部会で回答させてください。 

【宮城部会長】 

 多分、判断基準はそれはそれで、ほかのものも全部一般化しないといけないので、それ

でいいと思うんですが、それの読み込んだ表現の方法がこれでは少し弱いというか、いや

違うのではないのかというような人も大勢いるかもしれないので、そこらへんが納得でき

るような表記の仕方があるといいなと、ふと思いました。そういうことです。 

 ほかに、どうぞ。 

【吉永専門委員】 

 水質に関してですけれども、基地の外では一応クリアしているということですけれども、

一般的に水質基準というのはその排出口での基準ですよね。ですから、基地の中の汚染物

質を使う場所から、本来ならば出たところで観測すべきだと思うんですよ。 

 ところが、広い基地の中を通って基地の外に出るまでには、かなり希釈される可能性が

あるんですよね。 

 ですから、日本の水質基準を決める水質を調査する場所というのは、日本の法律は適用

できないんでしょうか。基地の外ではクリアしているといっても、なかなか納得できない

ですよね。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 ご意見ありがとうございます。先ほど説明したとおり、平成25年度までは基地の中のそ
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ういう処理施設関係もサンプリングしておりまして、26年以降、周辺調査にかわっている

んですが、環境保全課としても、平成25年までの調査のように基地の中でサンプリングさ

せていただきたいということで要請はしているところです。 

【宮城部会長】 

 これはなかなか政治的なというか、いろいろな規制がかかってはいると思うんですが、

広く環境問題というものの環境項目としてやるときには、やっぱり納得のいけるような場

所のデータというものが本当は欲しいですね。 

 どうぞ平良さん。 

【平良専門委員】 

 ご回答いただきましてありがとうございました。 

 私が聞きたかったのは、環境省が26年以降、要するに基地内の調査はいらないというふ

うなことを考えた背景は何だろうということです。周辺を調べればそれで満たしているい

う理解であれば、県で新たに課題として挙げることではないだろうと思ういます。 

 あまり社会的に沖縄は汚染とかいうことが過去になかったので、環境省、国としてはや

る必要ないんだろうということを考えているのか。あるいはこれ以上出てきたら、また何

かいろいろな対策をしないということ等があって、そんなことないだろうと思いますが、

そういうふうな背景かもし聞けたらということでお聞きしました。 

【宮城部会長】 

 今の平良委員の先回のご質問、いかがですか。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 ご質問の件ですが、こちらとしては、環境省の公式見解が今こういう周辺調査で影響を

把握できるという説明になっていますので、今そういう答えになっているところです。 

【宮城部会長】 

 どうぞ、竹村さん。 

【竹村副部会長】 

 これ基地問題が幾つかあって、基地の中にもいろいろな方が住んでらっしゃって、米軍

の方も住んでいらっしゃると。そうすると、そういう方々がアメリカという法律の中での

環境基準で判断しておられるのでしょうね。 

 そうすると、これ沖縄県と基地の中の方々の環境に関する対話とか何か話し合いとか、

そういうことは行われているんでしょうか。何らかの基準で話をしているのか、何もして
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ないのかとか、例えば同じ基準で環境評価しようとか、そういう話は全くないんでしょう

か。 

【宮城部会長】 

 いかがですか。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 環境政策課の島袋です。具体的に環境基準がどうこうという話し合いではなく、米軍の

環境の部署と定期的に意見交換会というか、お互いの取り組みだとか、あとは施設だとか

を見学したりというような情報交換はやってはおるんですが、今、竹村委員の言うような

環境基準という具体的なものは難しいと。現在やっていない状況です。 

【竹村副部会長】 

 もう１つは、わからなかったことは、米軍の環境基準というのはあると思うのですが、

そちらとの関係が厳しいのか、それとも厳しくないのかによって外との関係も出てくると

思いますが。 

【事務局 新里基環室長(環境政策課)】 

 基地環境特別対策室の新里と申します。よろしくお願いします。 

 ご存じだと思うんですけれども、ＪＥＧＳ(日本環境管理基準)というのがございまして、

米軍の環境基準ですけれども、それについては日本の国内法令と米国の国内法令の環境基

準の保護的なもの、厳しいものを取って採用するような形にはなっております。 

【宮城部会長】 

 わかりました。では、基本的には同じような物差しというか、目線で測定、あるいは評

価しているということになるわけですね。 

【事務局 新里基環室長(環境政策課)】 

 はい。ただ、これは米国の法令ではなく日本の法令でもございませんので、あくまでも

米軍の内規になるものですから、そういった点で強制力が弱いのかなというような感じで

考えております。  

 あと、先ほどタイミングを失したのですが、吉永委員から法的なお話があったかと思い

ます。これもご存じだと思いますが、日米地位協定上、第３条で排他的な管理権が米軍に

ございまして、そしてまた第16条で日本国内法令の遵守義務ではなくて尊重義務というの

があります。遵守ではなくて尊重義務があって、この２つをもって、米軍とか米軍施設に

は国内法令は適用されないというような形で解釈されております。 
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【宮城部会長】 

 今のは環境基準以前の非常に痛しかゆしの状況ではありますね。しかし、そういう中で

しか、結局は評価がないということになろうかと思うんですね。 

【事務局 新里基環室長(環境政策課)】 

 それについては、現在、知事公室が中心となって日米地位協定の見直しの要請を29年度

にやって、我が環境部も環境保全に関する国内法令の適用とか、先ほどの航空機騒音であ

れば航空法等の国内法令の適用というのを要望として出して、渉外知事会とか軍転協、諸々

の要請でそういった要望を出しております。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。ひとつ政治の壁といいますか、そういうものがどうしても出て

くるということで、不承不承ではありますが、納得せざるを得ないというところでしょう

ね。 

 ほかに先生方、何かございますか。どうぞ。 

【高平専門委員】 

 先ほどの騒音の話に戻りますが、今日いただいた資料26の27ページで、ここに各観測地

点のＬdenの結果がずっと記載されているところであります。 

 その前に達成かどうかというところで評価、その測定地点が36ポイントが目標で、それ

は達成されたとのことですが、ある意味、一般にぱっと見ると騒音は達成されているかと

いうふうにどうしても捉えがちなので、先ほど部会長もおっしゃったんですけれども、こ

この27ページのものといったら黄色、これはⅡ類型よりも低い、少し緩い基準になってい

ると取れたところが軒並み60超してしまい、Ⅱ類型でしてやっとこそ達成かというぐらい

のところがあるので、このイメージは、少なくともこの27ページのものは資料として添付

して、こういう実態であるというところは知らせたいなというところがあります。 

 それともう１つ疑問といいますか、少し離れているところでみどり町がⅡ類型ときつく

なっているのは、これは人口密集地という意味でなっているんでしょうか。兼久、砂辺、

宮城というところは基地のちょうど飛行機が入る地点で騒音が激しいところだから、若干

高めの62というところで、あとはⅠ類型ですが、みどり町だけまたⅡ類型になっているの

で、そこをお聞きしたいです。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 この類型指定は、まず地域の指定を県がやりまして、その地域ごとの基準の当てはめに
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つきましては都市計画法の用途地域によって自動的に決まるようになっていまして、例え

ば都計法の第１種低層住居専用地域だとか、２種の低層住居専用地域、もっぱら人の住居

にかかわる部分につきましては厳しいほうの57という基準がかかります。 

 Ⅱ類型は、この都市計画法の中では第１種住居地域であるとか、第２種住居地域、準住

居地域ということで居住専用ではないようなところということで、その場合にⅡ類型で緩

いほうの62というのがかかりますが、多分みどり町につきましては用途地域が62の基準に

なるような用途地域になっているということだと思います。 

【高平専門委員】 

 すみません。私も少し勘違いしてました。 

【宮城部会長】 

 どうぞ。 

【吉永専門委員】 

 666ページの７行目、北部訓練場の過半の返還のページですね。返還されたのは事実で非

常にいいことですけれども、でも、その返還された場所にヘリパット７つあったのが６つ

新設されているんです。しかも高江の集落の近くに新設されているわけです。 

 ですから、機能的には変わってないと。むしろ高江からすれば負担は増えていると思う

わけですが、これ何か表現を変えることできないですか。 

 もう返還されたのは事実ですよね。それで万歳ではないわけですよ。 

【宮城部会長】 

 いかがですか。現実と実態の乖離といいますか、そういったものがあるのではないかと

いうご指摘です。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 この部分につきましては返還されたという記載だけになっているところですが、今、沖

縄防衛局が東村の航空機騒音の測定を行っていまして、県もデータの提供を受けていると

ころですので、今、委員からそういうご意見があったということで、多分この部分は知事

公室関係になるとは思いますが、持ち帰って相談させていただきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 ぜひ実態に即したような表記といいますか、そういうものができればなと思います。 

 ほかにございますか。どうぞ。 

【高平専門委員】 
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 文中でちょこっと資料で出てきたのですが、最近、数カ月前クローズアップされたＰＦ

ＯＳ、ＰＦＯＡの件について、文章は出てきたんですけれども、あれはどういうものか一

般の人は本当にわからなくて、うちにもどういうものかという問い合わせがあって、私も

十分そこは研究してなかったものだから答えきれなかったんですけれども、この総合計画

に入れるものではないかもしれませんけれども、これを一般の人にもわかりやすく、マス

コミにばっと出すとここはすごいことになっているなというイメージを捉えがちなので、

どういうものか。 

 基準的には沖縄は問題ではないというようなところを、今日の議論ではないかもしれま

せんけれども、どこかにＰＲしていければなと思います。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 今、ご質問のＰＦＯＳの件につきましては、平成28年から環境保全課で調査を行ってま

して、今のところまだ国内では基準値は全くない状況で、公共用水域の要調査項目という

ことで情報収集のための調査項目に挙げられているのですが、基準値等がない状況になっ

ています。 

 この調査結果につきましては、環境保全課のホームページで環境部の調査結果を28年か

ら全て公表していまして、その中でＰＦＯＳの簡単な説明も入れておりますので、ホーム

ページをもう少し充実させていきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 実態といいますか、その影響がわからないということで、むしろ情報が拡散していくこ

との怖さみたいなものもありますので、基地と関連して派生しそうなそういう排水の問題

であるとかいうものは、極力正確な情報としてどこかに書き留めるとか、そういうことは

必要なのかなという気がしますけれども、これはまた事務局でほかの部署との関係もある

でしょうから、持ち帰って対応いただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

(意見なし) 

 では、基地の環境問題につきましては、これで一旦閉じたいと思います。 

 引き続き、陸域・水辺環境の保全という検討テーマに入りたいと思います。事務局、ご

説明よろしくお願いいたします。 
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 検討テーマ 陸域・水辺環境の保全 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 では、次に、陸域・水辺環境の保全についてご説明したいと思います。私は自然保護課

の比嘉と申します。 

 自然保護課に関連する部分を先にひと通り説明して、自然環境についての説明の後、後

半の赤土等以下の部分はその後にまた環境保全課の説明という流れでさせていただきます

ので、ご了承ください。 

 まず最初に、総点検報告書の素案ですが、今回色塗りされているところとして31ページ

から36ページのところがございます。こちらは、第２章の沖縄振興の現状と課題というと

ころになってまして、この部分の自然公園に関しましては鳥獣保護区、自然環境・保全地

域、自然公園の戦後からこれまでの間にそれぞれ地域指定等をしてきた結果等が書いてあ

りますので、ここでは説明は省略させていただきたいと思います。 

 お手数ですが、330ページをお開きください。 

 こちら第３章の基本政策の推進による成果と課題等ということで、今回部会等で特にご

審議いただきたいところでございますので、ここの内容でいきたいと思います。本日は、

25行目のイの陸域・水辺環境の保全のところの成果等からご説明したいと思います。 

 まず32行目から34行目につきまして、こちらは先ほど言いましたように自然環境保全地

域や自然公園につきましての区域の拡大、そして施設整備等を推進してきたという成果を

３行ほど書いております。 

 その後35行目から38行目につきまして、こちらは鳥獣保護区に関連してです。鳥獣保護

区に関しましては36行目にありますように、今現在、第12次鳥獣保護管理事業計画を進め

ているところでありますので、その保護区の拡大に向けて取り組んでいるというような内

容になっております。 

 330ページの一番下の42行目から次の331ページは、これ世界自然遺産登録に向けての取

り組みについて現在やっているところの記述で、成果として載っております。 

 その他の５行目、こちらはマーカーをしておりません。こちらは農林水産部の事業であ

りますけど、そこまでご説明したいと思います。 

 こちらは、森林病害虫防除対策ということで７行目以降にありますように、松くい虫に

よる防除等の取り組みにつきまして８行目の後段にありますように、平成15年度以降、約

95％減少したという形の成果が出ているところであります。これらの内容につきましての
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今後の課題及び対策については、次の332ページをお願いいたします。 

 332ページの32行目以降に課題及び対策がありまして、まず最初に33行目から35行目につ

きましては自然保護区域の指定等につきまして、引き続き適正な配置や管理とともに新た

な指定について取り組む必要があるというところが記載されておるところであります。 

 また一方で、36行目から38行目には、自然公園の管理に向けまして計画的・効率的な修

繕更新を行うようにということで、施設の長寿命化についても課題として取り上げられて

いるところであります。 

 最後の40行目のところは、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産

登録に向けて取り組んでいるところでありますけれども、当然こちらについては今後も引

き続き遺産管理等について取り組む必要があるというところが、今後の対応としてあると

ころであります。 

 次の333ページ、こちらも４行目以降のところ、こちらもマーカーされておりません。先

ほども言いましたように、農林水産部の森林病害虫防除対策についても５行目の後段にあ

りますように、効果的な防除対策の継続が必要があるという形で、そのような課題という

ことが総点検報告書で記載されているところであります。報告書の概要としては以上です。 

 あと、第５章以降にも、こちら第５章は圏域別の展開があります。こちらにも関連する

部分として北部圏域と八重山圏域がございますが、ここも世界自然遺産登録に関連しての

取り組み等についての記載があるだけですので、ここでは説明は省略させていただきたい

と思います。 

 報告事項はこちらで終わりまして、次に本日お配りした検証シートでご説明したいと思

います。資料23の20ページをお願いいたします。 

 まずこちら成果指標の中で自然保護課関連をご説明させていただきます。成果指標の２

番目のところで自然保護区域面積についてです。 

 まず目標値５万5.633ha(令和３年)、基準年５万3,473ha(平成23年)、実績値９万181ha(平

成30年度時点)ということで、達成状況は「達成」と書いております。 

 右側の背景・要因の分析の(2)自然保護区域面積のところの理由でございます。  

 達成としては、「西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により、

自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区も２箇所(粟国島、チービシ)指定し

たことにより、自然保護区域面積は基準値から３万6,708ha増加し、目標値を達成してい

る。」というところで、今回記載させていただきました。 
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 次に、真ん中の政策ツールのところの主な予算事業です。この主な予算事業につきまし

ては、この成果指標に対応している事業を中心に書くことになっておりましたので、最初

の項目１つ目と２つ目、自然保護区域等に係る自然環境保全地域指定事業、鳥獣保護区設

定事業を書いております。これはこの振興計画期間の平成24年から令和３年まで取り組ん

でいるところでありますが、当然こういった地域指定、そしてその管理等を行う際の費用

等も当然ながら予算を計上させていただいて管理をしているところであります。 

 自然環境保全地域の目標値、実績値につきましては、今現在12地域ということで「達成」

している状況でございます。 

 鳥獣保護区つきましては、目標値のところで平成30年度目標鳥獣保護区数34地区とあり

ます。これは先ほど総点検報告書でご説明させていただきましたが、第12次の鳥獣保護管

理計画であと７地区を新規の設定に取り組むということがありますので、この計画期間中

でございますので、その間の取り組みとしての目標値があります。それにつきましては今

現在27で、今その途中ということで「概ね達成」というような状況となっているところで

あります。 

 検証シートのその後の税制とかの特例措置等については特段ございませんので、自然保

護課関連はこちらで説明を終わらせていただきます。   

【事務局 普天間環境保全課長】 

 続きまして、環境保全課の取り組みについてご説明します。素案の29ページの12行から

15行目に赤土等流出防止条例の制定等の取り組みを記載しております。平成25年度に作成

いたしました赤土等流出防止対策の基本計画のパンフレットをお配りしておりますので、

こちらもご覧いただきたいと思います。 

 これらの取り組みにより、自然環境の保全・再生・適正利用に関する県民意識調査の満

足度は向上しているということになっています。 

 38ページの１行目から37行目で、条例制定以降の赤土等年間流出量の推移を制定前の平

成５年と比較しております。その中では平成30年度には約５割まで削減しております。そ

の理由については後ほどご意見をいいただいておりますので、そちらでご説明したいと思

います。 

 また、331ページの11行目から332ページの29行目で、陸域・水辺空間の保全について記

載されておりまして、332ページの11行目から赤土等流出防止対策について記載しておりま

す。この赤土等流出防止対策につきましては、環境教育であったり、また防止対策の支援
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について事業を行ったり、また17行目に記載しております県内28海域において赤土等の流

出状況調査や生物の生育状況調査を実施しております。これにつきましては一括交付金を

活用することにより、調査対象海域を12海域から28海域に拡大して、詳細なモニタリング

調査を行ってきております。 

 また、これらの取り組みによりまして、開発現場からの流出量はかなり抑えられてきて

おりまして、海域での赤土堆積ランク５以下の地点の割合、これにつきましては基準値の

33％から平成29年には54％となっておりまして、この達成に向けて着実に前進していると

いうことになっています。 

 また、大気汚染対策につきましては、大気の調査の中で微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の成分

分析等も行っています。 

 また、工場等発生源の監視・指導を行うとともに、大陸からの越境大気汚染の影響につ

いても把握を行ってきています。これについては国の委託事業を受託しながら、それを対

応してきているところです。 

 これまでの取り組みですが、大気環境基準の達成状況につきましては基準値の90％から

平成29年度には91％となっており、目標値の達成に向けて着実に前進しているとしていま

す。 

 また、水環境につきまして整備課で浄化槽の設置者に対する講習会等を行い、また、環

境保全課では水質測定機器の整備などを行っています。その中で水質監視体制の強化に取

り組んできているところです。 

 このような取り組みを行ってきてまして、332ページにあります海域での赤土堆積ランク

５以下の地点の割合につきましては基準年33％が54％まで上昇しており、また目標値は

100％となっています。 

 あと、大気環境基準の達成率につきましては、90％基準年が目標値100％に対して91％と

なっています。 

 また、河川水環境基準の達成率については、97％の基準に対して目標値100％で、現状値

は89％となっています。 

 また、海域水質環境基準の達成率については、92％の基準に対して100％目標で、実際は

83％(29年度)となっています。 

 ダイオキシンについては、目標基準を100％で達成している状況になっています。 

 素案につきましては以上の説明としたいと思います。 
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 あと、意見書をいただいていますので、配付資料の22の16ページをお願いいたします。 

 4-1、平良専門員からご指摘のありました、38ページの21行目、図表2-1-1-9赤土等年間

流出量の推移につきまして、流出量が減少した背景等をお聞かせくださいというご質問を

いただいています。 

 対応方針としましては、平成７年の赤土等流出防止条例の施行による規制の効果もあり

まして、流出量は年々減少していきているところです。平成23年と28年を比較しますと、

(1)農地からの流出量は２万8,700トン削減されています。要因としましては、次の２つに

分けられます。①流出防止対策による効果が１万8,000トン削減、②耕作農地面積の減少、

これは耕作地の減少で１万700トンの削減が見込まれています。  

 (2)開発事業からの流出量につきましては、2,800トン逆に増加と見込まれています。増

加した理由は、事業件数及び事業面積の増加によるものとなっております。 

 この内容につきましては、資料28、補足資料説明等をご覧いただきたいと思います。 

 同じく4-2、平良専門委員からのご質問で39ページの16行目、流域協議会に続いて農林水

産部で設置している赤土等流出防止対策地域協議会との違いを説明してくださいというご

意見をいただいています。 

 回答につきましては、(1)環境部所管の協議会につきましては、平成11年から18年にかけ

て11市町村で流域協議会を設立されております。これについて各流域協議会は地域住民が

主体となりまして、市町村や企業等と協働で活動することを目的に設立したものです。 

 (2)農林水産部の協議会につきましては、①県農林水産部所管の協議会としては、沖縄県

赤土等流出防止営農対策連絡協議会があります。 

 これにつきましては、下に地域協議会の活動を支援する目的で設立されているというこ

とでして、②で市町村農政担当課が中心となって市町村赤土等流出防止対策地域協議会(地

域協議会)が設置されています。農地対策における中心的機関として17市町村に設置されて

いるということでございます。②の上部組織として①の協議会があるというお話です。 

 続きまして、4-5の立原専門委員(農林水産業振興部会)からのご意見で、38ページ18行目、

「このような取組の結果」、当初流出量は「改善されている」という記載になっているんで

すが、「改善」というのは「低減」、「削減」ではないかということで、理由が赤土等の年間

流出量は改善されるというよりは「低減」とか「削減」なのではないかというご意見をい

ただいています。 

 これにつきましては、ご意見のとおり「削減」に修正したいと思います。修正案は、「こ



 27

のような取組の結果、赤土等の年間流出量については、条例制定前の平成５年に比べて平

成13年は約７割、平成23年には約６割、平成28年には約５割まで削減されている。」と修正

したいと思っております。以上でございます。 

 続きまして、検証シートのご説明をしたいと思います。20ページ、資料23をご覧いただ

きたいと思います。 

 成果指標の１ 要監視海域76海域における赤土等流出量は、基準年が15万9,000トン(平成

23年度)、目標値が７万2,000トン(令和３年度)を目標にしています。実測値が14万2,000

トンで、これは平成28年になっていますが、資料で添付しております中間評価のデータと

なっております。達成状況は「進展遅れ」となっています。 

 背景・要因につきましては、流出量の削減につきましては農林水産部等の赤土等流出防

止対策事業とも連携をとっているところでありますが、基準年からの削減目標値が８万

7,000トンであるのに対し、実績値は１万7,000トンにとどまっています。 

 なお、この理由につきましては、実施した対策のうち流出量の推計に反映されていない

ことも要因の一つと考えられますので、今、流出量の推計の方法についても検討したいと

思っています。 

 (3)海域での赤土堆積ランク５以下の地点割合は、基準年(平成23年度)33％に対して、平

成30年71.4％、目標は令和３年に100％となっております。これについては「進展」となっ

ております。 

 こちらの要因・分析につきましては右欄になりまして、農林水産部が実施する赤土等防

止対策事業など、関係各課の取り組みにより海域は改善傾向にあると推測されています。

しかし、今後、気象状況等によりますと変動も予想されるということがありますので、今

後も継続して調査していきたいと考えております。 

 ４から７につきましては、大気環境基準の達成状況、河川水質基準の達成状況、海域水

質基準の達成状況、ダイオキシン類に係る環境基準の達成状況は、それぞれご覧のとおり

となっています。 

 大気につきましては、基準年90％に対して目標100％、実績値は91％、「進展遅れ」とな

っています。 

 また、河川水質環境基準達成状況につきましても、基準年が97％で目標が100％、実績値

97％(平成30年度)ということで「進展遅れ」。 

 また海域つきましても、目標100％に対して基準年が92％、実績値が92％、これも「進展
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遅れ」となっています。 

 ダイオキシン類に係る環境基準の達成状況につきましては、100％の目標値に対して

100％達成しています。 

 それぞれの要因につきましては、(4)大気環境基準の達成率につきましては「進展遅れ」

となっていますが、これ環境基準の設定されている11項目のうち光化学オキシダントのみ

が環境基準を達成できておりません。その要因については大陸からの大気汚染物質の移流

によるものと推測されています。 

 なお、光化学オキシダントについては、全都道府県で環境基準を達成できていないとい

う状況になっています。 

 また、(5)河川水質環境基準の達成率につきましても「進展遅れ」ですが、県内35の水域

中の１水域(我部祖河川)で環境基準を達成できていません。これにつきましては、当該水

域については、水量が少なく周辺からの生活排水の影響を直接受けていることが要因と考

えています。 

 (6)海域水質基準の達成率につきましては「進展遅れ」で、これは12海域中１海域(那覇

港海域)ですが、これにつきましては国場川河口域に位置しており、海底に堆積した土砂や

有機物の影響であると考えています。  

 続きまして、政策ツールとしての主な事業についてですが、20ページの３段目と５段目

が環境部の事業となっておりまして、赤土等流出防止活動支援事業と赤土等流出防止海域

モニタリング事業ということで、赤土関連の２事業をソフト交付金で行っています。 

 支援事業は、赤土等流出防止対策の活動に対する支援と環境教育等を行っています。ま

た、モニタリング事業につきましては、陸域、また海域の堆積状況や生物生息状況調査を

行っておりまして、平成30年度も28海域で実施しています。 

 21ページをお願いいたします。水質保全対策事業で、河川及び海域の水質の常時監視等

を行っておりまして、平成30年度も187地点で行い、「達成」となっています。 

 また、そのほか土木建築部で下水道事業が実施されておりまして、県内の４浄化センタ

ーにおける下水道施設の運営を行っているところで、これも「達成」となっています。 

 あと、大気汚染物質常時測定調査費・大気汚染物質測定機器整備事業費につきましても、

県内の10測定局について測定を継続しておりまして、これも「達成」となっています。 

 あと、赤土等につきましては、20ページの４段目の事業で、農林水産部で取り組みして

います。宜野座村ほかで取り組みをされていて、あと市町村においてもさまざまな取り組
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みをされているのは21ページの一番下の段に取り組み状況として記載しております。 

 以上で、説明を終わりたいと思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 赤土の問題とか、それからダイオキシンもございますが、陸域・水辺環境の保全の成果

指標につきまして、ただいま事務局から説明ございましたが、委員の先生方、何かご質問

ありましたら、どうぞ中村さん。 

【中村専門委員】 

 ご説明ありがとうございました。330ページのイの陸域・水辺環境の保全の項目のところ

から説明していただいたんですが、読んでいきますと成果のところで331ページの40行目、

「環境海域水質環境基準の達成率は、９％低下し、基準値を下回っている。」というところ

が出ました。 

 読んでいきますと、その次の332ページ以降に課題及び対策というのがあって、海域の水

質環境基準に対する記述がほぼない状態で、水質汚濁対策ということが333ページの25行目

ぐらいから書いてあるんですが、ここでいっている水質のところは、どうも読んでいくと

河川がメインの話なのかなと。読み進んでいくと「海域」という言葉が出ないまま終わっ

てしまっているというところがあるので、このあたり県としてはギブアップしているとい

うふうに読み取れもする書き方になってしまいますので、ぜひ何か具体的に対策を文章化

して記述するべきではないかというのが個人的な意見です。よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 事務局、今の中村委員のご質問に対して。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 今、ご指摘のあった点については、確かに海域についての記述が必要かと思いますので、

持ち帰って検討してお答えさせていただきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 よろしくお願いします。 

 竹村委員。 

【竹村副部会長】 

 ご説明ありがとうございました。この検証シートの20ページを見て数字の流れをお聞き

したいんですけれども、まず成果指標の１番で監視海域76海域云々と書いてあって、目標
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値が７万2,000トン。現在は平成23年が基準値が15万9,000トンですね。実績値が平成28年

度で14万2,000トンになっている、それはいいことですが、それで１万7,000トン減少して

いるということで、ラフに計算すると10％ということですね。 

 10％ということは、３番目ですが、もしよくなっていたら数字上はランク５以下の地点

は10％ぐらいしか改善しないはずですよね。だけど倍以上に増えているということは頭の

中で計算が合わないということで、そうすると簡単に思うと悪くなっているところはめち

ゃめちゃ悪くなっていて、いいところはよくなっているのかなと思ったりします。これが

１つです。 

 今日５以下というところを見させていただくと、５以下というのはこちらを見ていくと

(パンフレット参照)、サンゴ場ＡＡ、Ａ、Ｂがあって、Ｂというのは安易にサンゴ礁の被

度が悪くなり環境劣悪なので、このＢを含めて考えてしまうと、５以下ってＢを含めてし

まっていると非常に悪いところが増えていると、まんべんなく悪くなり増えているという

印象もあるのですけれども、そうしたら、この数字だけ見ると実はよくなっていると見え

るんですけれども、実際問題としては、今までのサンゴ礁の環境としては劣悪になってい

るということもとれるんですけれども、数字のマジックかもしれないですけれども、この

辺のことをどういうふうな解釈をされているのかということを知りたいです。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 こちら検証シートの背景に記載させていただいているのですが、１つには流出量の推計

ですが、やはりどうしてもまだ精度的なもので課題があると考えておりまして、例えば沈

砂池のメンテとかの部分が反映できているのか、いろいろなことがありまして、流出量自

体の推計に対して対策で反映できていない項目があるのではないかと１つ考えています。 

 あと１つ、ランク５以下の地点割合についてですが、こちら目標設定の際にランク６と

いうのは明らかに人為的な影響があると考えられるということで、ランク５までを１つの

目安としていて、ランク５以下というのを１つの基準として設定してあります。 

 今、平成30年度71％というのが気象条件が平成30年度かなりよくて、その前年度と比べ

るとかなり数字的に上昇しているところもあるものですから、この辺を今エクスキューズ

というか、今後気象条件等による変動も予想されるということで、この数字自体も気象条

件がかなりいい状況で反映されて観測されているような数字かと思っています。 

【竹村副部会長】 

 ありがとうございました。例えば今、類型が４つあるんですけれども、サンゴ場Ａ、こ
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のランクＡだけを取った場合にどんな感じになるのかと、そういう資料はあるんでしょう

か。今はある意味Ｂまで入っているような感じですけれども、Ａまでならどうなるのか、

そういう資料があればどこかで知りたいという感じです。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 すみません。今、手元には資料はございません。 

【竹村副部会長】 

 多分、今は持ってないと思います。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 次の部会までには準備したいと思います。申しわけないです。 

【宮城部会長】 

 山川委員。 

【山川専門委員】 

 今の赤土等の年間流出量のところで教えていただきたいのですが、この流出量の計測が

もしかしたら少し信頼に劣るのかもしれないというお話がありましたが、こちらどうやっ

て計測とか推計をしているのかを教えていただきたいです。 

【宮城部会長】 

 これは測定地点が何点か、多分ありますよね。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 こちらにつきましては、土地の利用状況とかを調査してから予測式に当てはめた形で出

して計算しています。 

【山川専門委員】 

 流出している、例えば海水試料とかも取って分析をして、それを式に当てはめるとか、

そういう形ですか。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 この流出量自体は推計値ですので、実際に河川とかで測定して、それから量を出してい

るような性質のものではないです。 

【山川専門委員】 

 そうしますと、この76海域の後背地の陸地部分の例えば農地面積とか裸地面積とかから

の推計ということでしょうか。 

【事務局 普天間環境保全課長】 
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 はい。 

【山川専門委員】 

 ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 これは吉永委員からお願いします。 

【吉永専門委員】 

 これは推定式がありまして、例えば作物がない裸地の状態なのか、勾配は幾らあるのか、

ほ場面の長さが幾らあるのか、それから対策、例えばマルチングをしてあるのか。そうい

うのを全部掛けて土量というのは出すんですよ。 

 ですから、例えばある地域で重点的にマルチングをしたとなりますと、そのマルチング

をした面積の部分が係数が小さくなり、最大で１ですよ。0.5あったものが対策したがため

に0.3になったと。全部掛けるものですから、小さくなった分土量が減るという形ですね。 

 ですから、毎年その流域の状態を調べて係数を割り出して、掛け算をすると土量が出て

くるんですよ。そんな形でこの土量は計算されているんです。 

【山川専門委員】 

 ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかに委員の先生方、どうぞ。 

【高平専門委員】 

 分厚いほうの331ページの39行に「達成率は、８％低下し」、そして次の40行が「９％低

下し」とパーセントであらわしているところが、これはどういうふうに理解したらいいで

すか。 

 100あったうちの８とか９が低下したという捉え方なのか、それとも、90％達成から81

になったという計算なのか。もし後半のある点数から、達成率から下がったというときに

は、パーセントというよりもポイントで表現したほうが間違いないのかなと。ここはどう

いうふうに理解したらいいかというのがわかりづらいので、そこをお願いしたいと思いま

す。 

【宮城部会長】 

 いかがですか、事務局。この文面の意味をわかりやすくしていただきたいということで
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す。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 こちらにつきましては単純な計算をしてまして、河川ですと、例えば10海域調査して１

カ所が達成できなかったら10分の９で90％です。 

 ですので、通常の今例えば９％低下したということではあっても、実際は１カ所しか増

えてない。未達成が１カ所でも、もともと調査海域が非常に少ないものですから、その辺

がパーセントで出てくると。 

 もとの数字自体はそういう考え方で出してますので、例えば10地点を調査して１カ所が

未達成であれば90％達成で、これが２カ所未達成だったら80％ということで、本来これの

差し引きで10％低下したというような言い方をしています。 

【高平専門委員】 

 多分その場合は、統計的には「ポイント」という言葉のほうが適正かなと思いますね。

90％から80％に変わったというよりは10ポイント下がったとかですね。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 この点につきましては、持ち帰って。今の計算としてはそういう計算をしておりますの

で、基本的にはポイントが適当かどうかというのを確認したいと思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。やはり文章というのは読んでわかりやすいというか、理解しや

すいような表記のほうがよろしいかと思います。 

 事務局、何かありますか。いいですか、普天間さん。山川委員の質問を受けてよろしい

ですか。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 はい。 

【宮城部会長】 

 では、山川委員。 

【山川専門委員】 

 今の環境基準の達成率のところに関係して、検証シートの成果指標で大気環境基準、河

川水質・海域の水質とありまして、私の記憶が合っていればなのですが、環境白書とかで

環境基準の達成率が何パーセントというのは結構重要で、沖縄県の環境白書にも環境省の

環境白書にもこれで書いてあると思いますけれども、確か90％を超えていたらかなりいい



 34

数字だったと思いますけれども、もともとの基準が非常にいいので、実績が90％以上でも

「進展遅れ」になってしまうという表記が、先ほどもありましたけれども、どうしてもそ

ろえるためにもこうなってしまうというのはすごく理解できるのですけど、90％を超えて

いたら環境基準に関しては「進展遅れ」という感じは受けないので、もともと基準がよい

値がよいままであったら、別の表記ができるともっと県の努力が伝わるのかなという気が

しました。以上です。 

【宮城部会長】 

 先ほどの基地環境問題の表記の中身と、これは逆に結構な数値を出しているにもかかわ

らず「進展遅れ」というのが少しわかりにくいということですが、事務局で何かあります

か。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 これにつきましては基準年との比較ということになっておりまして、もともと環境基準

の達成状況というのは高いところにありますので、そういう表記になっているところです。 

【宮城部会長】 

 環境部局がもっともっとしっかりやりますよという意味で、「進展遅れ」という表記にな

っていると理解しておきましょう。 

 時間が迫っておりますので、先生方、もしどうしてもお聞ききしたいことがあれば、ど

うぞ。 

【中村専門委員】 

 332ページの項目が成果指標の状況で、河川水質、海域水質等とありますが、実際に読ん

でいくと水質というのは何をもとに評価しているのか、代表的なものだけでも何か文章に

列記する必要があるのではないかと思いました。 

 背景としては、赤土というのももちろんあるのですが、海域の水質のところでいうと栄

養塩とか、最近はマイクロプラスチックの量とか、そういうものを含めていく考え方も出

てきてますので、そういったところを今後どういうふうに検討していくのかというところ

を含めて、対策の部分に加えていただければいいのかなと思います。以上です。 

【宮城部会長】 

 この成果指標のところでも、それぞれの項目についての何を調べたのかというような、

そういう表記があってよろしいのではないかというご意見ですので、事務局でうまくそれ

が表現できるような形にしていただければと思います。 
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【事務局 普天間環境保全課長】 

 これについてはまた検討して対応したいと思います。よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 よろしくお願いいたします。 

 では、時間も迫っておりますので、ここで審議を終了したいと思います。 

 では、マイクを事務局にお返しいたします。よろしくお願いします。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 本日、ご意見のあった内容につきましては事務局で引き取らせていただき､後日、回答さ

せていただきたいと考えております。 

 また、追加でご意見等のある方は、開催通知において送付しております意見書様式によ

り、本日から１週間後にあたる10月18日までにご意見いただくようお願い申し上げます。 

 なお、次回第５回部会は第１回から第４回の各検討テーマに係るご意見を取りまとめた

環境部会調査審議報告書(案)をご審議いただく予定としております。これまでの審議結果

を取りまとめる重要な会議となりますので、委員の皆様におかれましては可能な限りご出

席いただきますよう、お願い申し上げます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 宮城部会長、ありがとうございました。委員の皆様もお忙しい中、ご議論ありがとうご

ざいました。 

 先ほど案内がありましたとおり、最後となる第５回目の部会の日程は11月14日・木曜日

の14時からの開催を予定しております。開会時刻は当初案内していた10時から14時に変更

となっておりますので、ご注意をお願いいたします。また、部会の会場は現在調整中です

ので、11月上旬ごろに送付予定の開催通知とあわせてお送りしますので、ご確認いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 お車で県庁駐車場までお越しの方は、駐車券をお渡ししますので、事務局までお願いい

たします。 

 それから、必要な手続が残っているので、竹村委員、赤嶺委員、中村委員、羽田委員、

山川委員はお席でお待ちください。すぐ事務局が伺います。 

 では、これを持ちまして、沖縄県振興審議会第４回環境部会を終了いたします。 

 本日はありがとうございました。 

 


