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令和元年度沖縄県振興審議会 

 第５回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年11月14日(木) 14:00～16:53  

２場 所 沖縄県議会棟４階 執行部職員控室 

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 

       高平 兼司  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 

       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 

       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 

       山川 彩子  沖縄国際大学経済学部准教授 

       藤田 喜久  沖縄県立芸術大学全学教育センター准教授 

 

  （欠席） 

       羽田 麻美  琉球大学国際地域創造学部准教授 

        吉永 安俊  琉球大学名誉教授 

 

【事務局等】 

 環境部：棚原環境部長、松田環境企画統括監、金城参事、普天間環境保全課長、 

比嘉自然保護課長、安里環境再生課長、比嘉環境整備課長、 

小渡世界自然遺産推進室長、島袋班長(環境政策課)、仲嶺主査(環境政策課) 

 企画部：平良班長(企画調整課) 

 

１ 開 会 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 定刻になりましたので、だいまから沖縄県振興審議会第５回環境部会を開催いたします。 
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 本会の司会を務めます沖縄県環境政策課 島袋です。どうぞよろしくお願いいたします。

着座して進めさせていただきます。 

 まず初めに、本日の議事内容について事務局から説明いたします。 

２ 第５回環境部会の審議内容について(審議結果のとりまとめ)について 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 環境政策課 仲嶺と申します。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誠にありがとうござい

ます。 

 まずお手元に配付してりお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、事務局までお申しつけください。 

 ①会議次第・配席図。 

 ②沖縄県振興審議会第５回環境部会配付資料。 

 ③環境部会調査審議結果報告書(作成イメージ)。 

 ④ＳＤＧｓと沖縄21世紀ビジョン基本計画の関係。 

 それでは、それぞれの資料の説明をさせていただきます。 

 沖縄県振興審議会第５回環境部会配付資料をご覧ください。 

 資料29の１ページをご覧ください。 

 第４回部会の議事内容を要旨にまとめたものです。議事及び議事要旨につきましては、

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。 

 続いて２ページをご覧ください。 

 資料30、環境部会における審議結果の取りまとめについての説明資料となっています。

取りまとめの詳細につきましては後ほどご説明申し上げます。 

 続いて９ページ、資料31をご覧ください。これまでの環境部会や各部会からのご意見に

対する対応方針の最終とりまとめ案となっております。こちらにつきましては、後ほどご

説明いたします。 

 次に資料32、65ページをご覧ください。資料32から資料35につきましては、資料31の対

応方針案の添付資料となっております。 

 続いて73ページの資料36をご覧ください。こちらはこれまでの環境部会の議事内容を踏

まえて、事務局において整理した重要性を増した課題や新たに生じた課題の一覧となって

おります。 
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 こちらにつきましても、後ほどご説明を申し上げます。 

 あと別冊の資料ですけれども、別冊で配付した資料が２つございます。 

 先ほど説明した資料37、第５回部会終了後に取りまとめ予定の環境部会調査審議結果報

告書の作成イメージ、二つ目は資料38のＳＤＧｓと沖縄21世紀ビジョン基本計画の関係の

説明資料となっております。 

 資料説明は以上となっております。 

 続いて、本日の審議及び審議後の取りまとめ作業につきまして、資料30よりご説明いた

します。 

 では、配付資料の２ページをご覧ください。こちらの資料は、審議結果報告書の取りま

とめについての説明資料となっております。 

 まず、審議結果とりまとめに係るスケジュールについてご説明いたします。 

 資料の２ページには、本日の環境部会から総点検報告書決定までのスケジュールの概略

を記載しております。 

 左上のボックスからご説明します。本日の第５回環境部会において、ご意見への対応方

針等の審議を行い、委員の皆様に承認いただく予定としております。承認後、来週11月18

日までに審議の結果を整理し、審議結果報告書案を作成します。この作業につきましては、

正副部会長にご一任いただき、事務局と正副部会長で調整しながら行いたいと考えており

ます。 

 そして、11月19日から21日の間に正副部会長に審議結果報告書案をご確認いただき、提

出の了解がいただけましたら11月27日までに審議結果報告書を沖縄県企画調整課あて提出

する予定としております。 

 審議結果報告書につきましては、２ページ下のオレンジ色のボックスに記載しておりま

すとおり、12月中旬に開催予定の正副部会長合同会議において審議結果を報告し、答申案

を決定、12月下旬に開催予定の第69回沖縄県振興審議会において、知事への答申を審議し、

翌年１月に知事へ答申を行い、令和２年３月の総点検報告書の決定に向けて事務局で必要

な調整を行っていく予定でございます。 

 答申後のスケジュールですが、３ページをご覧ください。 

 こちらは新たな振興計画策定までの年度ごとのスケジュール表です。中央下の藍色「沖

縄県振興審議会における調査審議」が現在行っている環境部会での審議を指しております。

今年度の総点検報告書につきましては、こちらでの審議を経て答申をした後、今年度いっ
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ぱいで総点検報告書を決定する予定となっております。 

 総点検報告書を決定された後、令和２年度に、県において新たな振興計画（骨子案）を

作成し、県内各界各層からのご意見をいただいた後、新たな振興計画（素案）を策定しま

して、令和３年度初めに再び沖縄県振興審議会へ諮問し、各部会においてご審議いただく

予定でございます。 

 スケジュールに関する説明は以上となります。 

 続いて、４ページをご覧ください。 

 こちらから環境部会での審議結果報告書のとりまとめの具体的な作業内容をご説明いた

します。 

 まず、審議結果報告書についてご説明します。 

 ４ページ目の上のほうです。審議結果報告書とは、これまでの各部会での審議結果を審

議結果報告書に取りまとめ、正副部会長合同会議を経由して、沖縄県振興審議会へ報告さ

れております。 

 審議結果報告書においては、各委員からのご意見及びご意見の対応を調査し、審議結果

として記載することになります。 

 作成イメージは別冊の資料37をご覧ください。こちらは環境部会の調査審議結果報告書

の作成イメージです。 

 資料37の１ページをお開きください。 

 目次となっております。報告書は大きく「１本報告書の位置づけ」「２環境部会の概要」

「３環境部会における調査審議結果」の３つに分かれております。項目の１と２では、部

会の位置づけ、所掌事務、調査審議箇所、部会の構成、開催実績が記載されております。 

 そして､項目３の「環境部会おける調査審議結果」では、皆様からいただいたご意見やそ

の審議結果などが別紙１から３にそれぞれ記載されることとなります。 

 ご意見を記載する様式につきましては、資料37の7ページに別紙１「沖縄21世紀ビジヨン

墓本計画等総点検報告書素案に対する修正意見審議結果一覧｣ということで、修正意見を書

く様式が別紙１。 

 ８ページに別紙２「重要性を増した課題及び新たに生じた課題｣を記載し、９ページに別

紙３「自由意見の一覧の様式をそれぞれ添付しております。 

 ここで、別紙１から３に記載するご意見等の整理についてご説明いたします。 

 資料30に戻りまして５ページをお開きください。 
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 このページには、別紙１から３に記載するご意見等の整理について、概略図を記載して

おります。 

 これまでの審議において委員の皆様からいただいたご意見につきましては、５ページ左

上に記載しておりますが、資料31「ご意見への対応方針案等」にまとめて記載しておりま

す。 

 こちらの資料に記載されているご意見は、大きく３つに区分することができ、それぞれ

左側の赤、緑、黄色のボックスに記載しております。 

 まず、赤のボックスに記載しております素案の修正意見。具体例としましては、表現の

変更、課題への追記、指標の更新等を求めるものが挙げられます。このご意見につきまし

ては、赤い矢印の先に書いてありますとおり、修正意見として別紙１に記載することとな

ります。なお、赤いボックスに赤字下線で記載しておりますが、審議の結果、「原文のまま」

とした修正意見につきましても別紙１に記載する意見として整理することとなります。 

 続いて、緑色のボックスに記載しております「素案の修正以外の意見｣。具体例としては、

成果指標の設定に関するご意見など素案の修正案として整理できない計画の運用面での課

題が挙げられますが、次の振興計画を策定するにあたりましては、運用面の課題も十分に

検討されるべきものと考えておりますので、別紙３の自由意見の一覧に記載し、次の振興

計画において検討することとしております。 

 続いて、黄色のボックスに記載しております「報告書への記載になじまないもの｣。具体

例としましては、取り組みの質問、他の部会に申し送ったご意見が挙げられます。このご

意見につきましては、審議結果報告書には記載しないこととなります。 

 なお、他の部会へ申し送ったご意見につきましては、現在他部会で審議中ですので、審

議結果の公表後、事務局から各委員へ結果をお伝えいたします。 

 また、審議結果報告書の別紙２に記載する「重要性を増した課題や新たに生じた課題」

につきましては、５ページ目の左下に記載しております資料36、つまり議事録から抽出し

た課題、紫色の丸いボックス書いてある分です。こちらをこれまでの部会の議事録等から

抽出した課題を整理して記載しておりますので、こちらの資料をご審議いただき、皆様か

らのご意見を踏まえ、別紙２に課題を記載することとなります。この別紙２につきまして

は、５ページ目の右側に赤字下線で書いてあるのですが、次期振興計画の重要なポイント

となるというとで、次の次の振計を策定するにあたっての課題ということで別紙２は整理

されていくこととなりますので、課題の審議にあたりしましては、これまでの審議で漏れ
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ているものがあれば、ご意見いただきたいと思っております。 

 なお、これまでの部会において配付しておりました沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証

シートにつきましては、５ページの下に書いておりますとおり、部会終了後に企画調整課

と協議しながら最終案を作成することとしておりますので、今回の部会で最終案の審議は

行いませんのでご承知おきください。 

 ただいま説明した別紙１から３ヘの取りまとめ作業の整理について、具体的な事例を見

ながら説明します。６ページをお開きください。こちらは、資料31「ご意見への対応方針

案等について」の記載例となっております。 

 表の見方を説明しますと、左から整理番号、専門委員名、章、ページ、行、報告書本文、

意見(修正文案等)、理由等、対応方針(案)、記載様式、処置状況がそれぞれ記載されてお

ります。 

 先ほどご説明した資料１から３のいずれに記載されるかにつきましては、右から２列目

の記載様式に記載しております。 

 また、今回新規で回答するご意見については、右端の列に今回回答と記載し、黄色で着

色しております。 

 皆様からのご意見を別紙１から３にとりまとめる作業については、大まかに５パターン

に分けられるということで事務局が整理しており、具体的には左の番号に書いてあります。

まず例１、委員から出された修正文案のとおり修正するパターン。 

 例２、委員から出された修正文案以外の文章に修正するパターン。 

 例３、委員から修正文案を出されたが、原文のままとするパターン。 

 例４、県の取り組みに対する質疑応答のパターン。 

 例５、成果指標の設定に関するご意見を次期計画において検討するとしたパターン。 

 この５つが挙げられます。 

 例１から３につきましては、５ページの赤のボックスにある修正意見として整理するも

の、例４は、緑色のボックスにある県の取り組みの質問として整理され、例５は、黄色の

ボックスにある成果指標の設定等に関する意見として整理されるものとなります。 

 ７ページをお開きください。ただいまご説明した例１から例５の別紙１から３ヘの具体

的な反映結果がこちらに記載されております。 

 まず、例１につきましては、審議結果を「左案のとおり修文する」と記載し、補足説明

は削除されます。 
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 続いて、例２については、事務局の修正文案を意見（修正文案等）の欄に記載し、審議

結果を「左案のとおり修文する｡」と記載します。 

 続いて、例３については、意見（修正文案等）の欄をハイフンとし、審議結果を原文の

とおりとし、その理由を記載します。 

 例４については、意見書への記載になじまないため記載しないこととし、例５について

は、自由意見として別紙３に記載することとなります。 

 ８ページをお開きください。 

 こちらは、例５を別紙３に反映させたものの記載例です。こちらの様式は１から順に自

由意見として整理した意見を全て記載する予定としております。今１しか書いてないので

すが、実際にものは１から順に自由意見として整理したものを記載していくこととなりま

す。 

 取りまとめ作業についての説明は以上となりますが、審議に入る前に、審議の流れを簡

単にご説明させていただきます。 

 本日の審議については、次第に記載しておりますとおり、最初に資料31から35を用いて、

ご意見への対応方針案の審議を行います。 

 こちらの審議におきましては、対応方針案の説明箇所が多数となるため、全般に係るご

意見、第１回、第２回、第３回、第４回分のそれぞれの意見に分けて事務局から説明し、

質疑応答を行うこととしております。対応方針案の審議が終わった後、資料36により、重

要性を増した課題及び新たに生じた課題を審議いただくこととしております。 

 事務局からの説明は以上となります、ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 それでは、審議に移ります。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。それでは、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】 

 お忙しいところをご参加いただきありがとうございます。 

 それでは早速、これから審議を進めてまいりたいと思います。今回の部会が最後となり

ますので、各委員におかれましては、ぜひ忌憚のない積極的なご意見を伺うことができれ

ばと思っています。よろしくお願いします。 

 それでは、ご意見等への対応方針案(最終)について、事務局よりご説明をよろしくお願
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いいたします。 

 (1)ご意見への対応方針案等(最終)について 

【事務局 長濱環境政策課長】 

 まず、配付資料の９ページをお開きください。総点検報告書(素案)に対するご意見への

対応方針案(最終)につきまして、資料31に基づきご説明いたします。 

 内容としては、テーマ全般に係る共通する委員からのご意見への対応方針案への説明で

ございます。まず一番左上の番号総１は、総合部会からの申し送り事項でございまして、

意見としては図表、本文のデータについて、最新値に更新するとの意見でございます。※

印の成果指標の通知については、沖縄県ＰＤＣＡ実施報告書(対象年度：平成30年度)に掲

載されている数値とする。ということで、これは沖縄21世紀ビジョンの実施計画のＰＤＣ

Ａの報告書のデータの数値と一致するということで、原則として平成30年度の実績、最新

のデータにするとの趣旨でございます。 

 65ページ、資料32です。総点検報告書、成果指標の一覧表です。これが総点検報告書の

最初に盛り込まれることになります。全ての直近の実績となっております。今回、データ

を更新した黄色の部分は原則平成30年度としておりまして、平成28年、29年度のデータも

ございますけれども、沖縄21世紀ビジョンの実績と一致する形で最も新しい数値としてお

ります。 

 ９ページにお戻りください。総２も同様に総合部会からの申し送り事項となっておりま

す。成果指標の掲載について、成果指標の欄に全ての成果指標を記載する。ということで、

これまで総点検報告書には３章に記載されております総点検報告書に主な成果指標につい

て記載しておりましたが、主なものだけではなくて、全ての成果指標を掲載してはどうか

というご意見です。これについても総合部会の委員の意見に基づきまして、そのとおりに

修文しています。 

 先ほどの65ページをお願いします。左から２番目の列の追記事項に○がついています。

65ページに２つ、66ページに１つ、３つの成果指標を追加しています。１つ目が青の施策

展開の１-(1)-イの１ 監視海域76海域における赤土等年間流出量、その下の施策展開の１

-(1)-ウの１ 自然環境再生の活動地域数、それから66ページの下の施策展開２-(5)-アの

１ 基地排水における排水基準達成率、この３つの指標を追加しております。この指標が

全ての成果指標を盛り込んでおりまして、これもビジョンの成果指標と一致している状況

でございます。 
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 ９ページに戻ってください。総３も同様に総合部会からの申し送り事項となっておりま

す。成果指標の達成状況の表現について、検証シートで使用している判断基準を用いた表

現に統一する。とのご意見でございまして、計画策定時から少しでも数字が伸びていれば

「前進している」との表現になっているが、違和感がある。ということで、これまで部会

の審議の際に活用してきた検証シートで使用している判定基準は４つございまして、達成、

達成見込み、進展、進展遅れの表現に統一してはどうか。というご意見です。これについ

ても委員の意見のとおり修文しております。 

 例示として12ページをお願いしたいのですが、番号1-3、報告書(素案)本文の欄の下から

３行目に、目標値の達成に向けて着実に前進している。とのことですが、すぐ右の下から

２行目、目標値を達成する見込みである。ということで、成果指標の達成状況について、

先ほどの４つの区分で整理しています。 

 65、66ページの成果指標の一番右の欄は４つの項目で評価しておりまして、達成、達成

見込み、進展、進展遅れの４つの区分で整理しております。 

 10ページの総４は鈴木専門委員、産業振興部会からの申し送り事項で、意見としまして

は、環境維持税などのようなものをつくり、沖縄へ直接入るお金の仕組みができないか。

ということです。対応方針も原文のとおりとしたいということで、理由としては、ご意見

のあった仕組みについて、県では既に持続可能な観光地の形成などを目指す宿泊税(観光目

的税)の令和３年度までの導入に向けて調整を進めているところです。宿泊税の税収につい

ては、観光による県民生活や自然環境等への負荷の低減等の取り組みにも充当する予定と

しておりますので、原文のままとします。 

 総５は大島専門委員からのご意見です。内容としては、第１回～第４回までの意見に対

する各課からの対応方針(案)における以下の表記について、次期振興計画策定時に検討。

とありますが、右の意見では、どのように反映されるのかでしょうか。本文の中に、「○○

については検討する必要がある。」というような予告が読み取れる表記にしてはどうか。理

由としては、次期振興計画策定時、確実に検討されるように記載しておくことが必要なた

め。ということです。対応方針案は先ほども説明がありましたが、指標の新たな設定とい

うことで、次期振計の検討の中で今の総点検の本文の修正にはなじまないということで、

別紙３で整理したい方向性でございまして、対応方針としては、次期振興計画において、

より適切な成果指標の設定を求める意見については、自由意見として本部会の審査結果報

告書に記載し、これを正副部会長会議での検討を経て、沖縄県振興審議会へ報告すること
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となっております。なお、委員の意見の趣旨は、次期振興計画策定にあたり自由意見を十

分に検討することを求めるものと整理し、以下のとおり自由意見欄(別紙３)に、下の赤字

の部分ですが、次期振興計画策定にあたっては、自由意見として各部会から報告された意

見についても十分に検討する必要がある。ということを明記していきたい。 

 ご指摘のとおり、これまで振興計画での取り組み課題を次の振計を策定する中でしっか

り検討していけるように、課題を浮き彫りにする形で別紙３に集約することとしておりま

す。あわせて大島委員の意見として十分な検討が必要との意見をあわせて別紙３にも盛り

込む形の整理をさせていただきました。 

 以上です。 

【宮城部会長】 

 事務局からのご説明がございましたが、それぞれの説明に対して先生方のご意見をどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 大島先生、今の事務局のご説明でいかがでしょうか。 

【大島専門委員】 

 全体として別紙３でまとめていただけるようであれば大丈夫です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 引き続きまして事務局からご説明をお願いいたします。 

  ○第１回環境部会検討テーマに係るご意見 

【事務局 安里環境再生課長】 

 環境再生課の安里と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 第１回環境部会検討テーマに係るご意見を説明させていただきます。第１回の検討テー

マとしましては、①花と緑あふれる県土の形成、②低炭素島しょ社会の実現のテーマでご

意見をいただきましまた。資料の11ページをお願いします。 

 先ほど全体の説明がありましたとおり、きょうは変更のあったところを説明させていた

だきます。下の1-2、総合部会からの意見として、最新データの修正をお願いされましたの

で、こちらで修正文案の真ん中の赤文字からを読み上げさせていただきます。 

 平成30年度報告値(平成28年度実績)には、147万1,000トンとなり、現時点で目標値を達

成している。という記載に変えさせていただきます。これは最新データに変更したという

記述です。 



 11

 12ページ、1-3、総合部会からの意見として、最新データということで、家庭部門におけ

るCO2排出量の記載です。同じように、平成30年度報告値(平成28年度実績)には、251万6,000

トンとなり、目標値を達成する見込みである。と記載させていただきます。 

 1-4、総合部会からの申し送りで、業務部門について報告させていただきます。頭から読

み上げます。一方、民生業務部門における平成30年度報告値(平成28年度実績)には、290

万5,000トンとなり、観光客数の増加に伴うホテルや旅館などからの排出量が増加傾向にあ

り、部門全体として横ばいの状態であることから、目標値の達成に向けた進展が遅れてい

る。こちらについては進展遅れなどがありましたら、その背景・要因の記載も記述するこ

とになっておりますので、そのような表現にさせていただきます。 

 また、隣にありますが、前回の報告書に※印で書いてありますが、平成29年度の報告値

が265.7万トンとなっておりますが、対応方針の右側の欄にありますとおり、当初の平成29

年度の報告値の265.7万トンについては、電力排出係数をCO2クレジットで調整した後の数

値であるため、訂正します。にしています。正しくは、平成29年度の報告値(平成27年度実

績)については、291.1万トンとなります。 

 13ページ、1-5は運輸部門の記載となっています。中段の修正文案を読み上げさせていた

だきます。平成30年度報告値(平成28年度実績)には377.4万トンとなり、自動車保有台数の

増加や観光客数の増加に伴う航空機発着回数の増加等により基準値よりも増加しており、

目標値の達成に向けた進展が遅れている。ということで、これも数値と検証シートに整合

させた数値の設定と要因・背景の記載をしているところです。 

 14ページの1-6、産業振興部会の鈴木専門委員からのご意見で、成果指標の評価・分析に

ついて。意見として、二酸化炭素の排出量について､運輸部門については､陸・海・空と分

野を分けて評価・分析することで二酸化炭素排出量を減らすことができるのではないか。

対応方針では、現在も陸・海･空の活動指標を把握し､評価･分析しているため､原文のまま

とします。ちなみに、下にありますとおり、温室効果ガス排出量の削減目標は､国の削減目

標を参考にしながら全体の削減目標を設定し､その削減割合を各分野の目標として取り扱

っております。各分野の削減量を評価するために､活動指標として陸(自動車燃料使用量

等)･海(船舶燃料使用量等)･空(飛行機の発着回数等)とともに把握し、評価を行っておりま

す。こちらにある表が現在、陸・海・空のそれぞれの活動指標として表現しているもので

す。こちらの資料としてとりまとめさせていただいております。 

 16ページ、1-11も先ほどと同じように、修正文案については最新データということで、
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平成30年度の62件と７件増加しており、目標値を達成する見込みである。ということで、

これは県民による緑化活動件数について、平成30年度の最新データに変えさせていただい

ています。 

 1-12も産業振興部会の鈴木専門委員から出ています。報告書で二酸化炭素排出量削減に

係る課税優遇措置についてご意見がありました。意見としては、報告書の電気業に対する

優遇制度が紹介されているが、民生部門・運輸部門の排出量の低減に関する設備投資につ

いて償却資産税等の課税免除の対策も有効と思われる。これについては、国が行っている

各種税制優遇措置を注視していくこととし、原文のままとします。理由としては、国にお

いては、地球温暖化に対応したコージェネレーション設備導入の際に、課税標準に係る特

例措置や環境対応車へのエコカー減税等が行われているところであり、国が行っている各

種税制優遇措置を注視しながら、また、県が行っているホテル等への省エネ改修に係る費

用の補助制度も併せて行い、効果的な温室効果ガス排出削減に取り組んでまいります。が

ありますので、原文のままとさせていただきたいと考えております。 

 17ページの1-13も産業振興部会の山本専門委員、西澤専門委員、植松専門委員からご意

見をいただきました。環境対応車の普及促進に向けた新たな規制について。意見としては、

公用車を全て電気自動車に代え､レンタカーも電気自動車じゃないといけないなど､象徴的

な取り組みができないか。他県でできないような規制を行い､低炭素社会の実現に向けて､

沖縄だからできるという差別化を図れないか。対応方針として、環境部では､電気自動車を

含めた環境対応車の導入促進に向けた普及啓発を引き続き行っていくものとし､原文のま

まとします。公用車の率先的な環境対応車への転換促進を図りつつ､県内のレンタカーへの

許可を取り扱う沖縄総合事務局や県企画部交通政策課等とも連携し、効果的な施策を検討

します。ということで、原文のとおりとしていきたいと考えております。 

 以上、第１回検討テーマに係るご意見の対応方針案でありました。ご審議のほどよろし

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、第１回の環境部会に係る意見の対応方針案について、先生方、何かご意見が

ございましたらよろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

【山川専門委員】 
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 内容については特に問題はないと思うのですが、346ページから「ＣＯ₂」の表記が２が

下付になっているものとなっていないものがあるので、それを統一したほうがよろしいか

と、同じ表の中でもなっているものとなっていないものがあったりするので、これが気に

なりました。以上です。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 こちらについては表記ミスだと思いますので、統一的な表記にさせていただきたいと思

います。ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 よろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 なければ、第２回環境部会に係る意見について、事務局から説明をいただいてよろしい

でしょうか。事務局、よろしくお願いいたします。 

  ○第２回環境部会検討テーマに係るご意見 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 環境部自然保護課の比嘉といいます。よろしくお願いします。 

 同じく資料31の18ページをお願いします。８月に開かれた第２回の環境部会です。その

ときの検討テーマとしては、①生物多様性の保全、②自然環境の適正利用についてのご審

議をお願いしました。その最終案について以下ご説明したいと思います。 

 20ページの2-7は、先ほど冒頭にありましたように、総合部会の委員の意見に基づいて修

文しております。絶滅種のところで説明を総合部会の意見を踏まえて少し丁寧に説明して

いますので、修正文案等も改めて読ませていただきます。 

 これらの取り組みなどを行ったものの、生息環境の悪化も含めたさまざまな要因により、

絶滅種が４種増加し、生存が確認された２種が外れ、沖縄の絶滅種数が21種となった。基

準値に比べ２種増加したものの、目標値は達成している。ということで、説明の仕方とし

て具体的に丁寧に説明した内容に変更しております。 

 2-8も総合部会の意見に基づいて最新値に訂正しておりますので、詳細についての説明は

省略させていただきます。 

 22ページの2-13も同じく総合部会の意見を踏まえてシートに基づいて進展しているとい

う修正だけとなっております。 

 24ページの2-16は大島専門委員からのご意見です。報告書(素案)本文にあります｢ア 生
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物多様性の保全｣の(課題及び対策)について、修正文案等にあります提案として、ノネコ・

ノイヌの問題を記載してはどうかと。その理由として、ヤンバルクイナの推定生息範囲な

どについて､マングース対策等の推進により、成果をあげていることが書かれているが､現

在はマングースに替わって､ノネコ･ノイヌが増加していることが問題化している。人間活

動の結果､人為的に持ち込まれた生き物もヤンバルクイナなどの希少種の脅威になってい

ることを課題として記載する必要があると考えます。これについて対応方針案は、委員意

見を踏まえて修正したいと考えております。委員意見を踏まえ、外来種に関する記述中に

ノイヌ・ノネコを追記し､修文します。具体的な修正文案については、ア 生物多様性の保

全(成果等）、328ページの37行目以降に外来種対策の推進については､マングース等外来種

防除及び新たな外来種の侵入防止のため､やんばる地域でのマングースの後に､ノイヌ・ノ

ネコの捕獲や(中略)ということで実施した形で追記したいと思います。アの生物多様性の

保全のところの課題及び対策が330ページにありますが、ここの文章の中で、県全体として

の外来生物の取り組みについて記載してありますので、個別の種の記載等はない状況でご

ざいます。 

 そういったところを踏まえて次のイ 陸域･水辺環境の保全(課題及び対策）に今回の世

界自然遺産登録についての具体的な取り組みについて予算事業等を掲げておりますので、

こちらの課題及び対策の332ページの40行のところに、「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ついては､登録に向けて、希少種保護やマングース、ノイヌ・

ノネコ等の外来種対策､持続可能な(後略)という形で引き続き取り組む必要がある。という

ことで、世界自然遺産登録推進事業の記載のあるこの部分の課題のところで明記すること

を考えております。 

 26ページの2-20は、谷口専門委員、農林水産業振興部会からのご意見です。報告書(素案)

本文にあるように、外来種対策についてのご意見として、修正文案等にありますように、

ヒルギダマシのように県内の一部にしか生息していない動植物が県内の他の地域に定着し、

在来種を脅かす状況が生じているので、これに対しての対策も県全体で取り組む必要があ

る。対応方針案としては、原文のとおりとしたいと考えております。当件については、生

物多様性の保全の「課題及び対策」の項目の外来種対策の取り組みについて、330ページの

７行目等に含まれておりますので、原文のままと考えております。その考え方としては、

平成30年６月に策定した「沖縄県外来種対策指針」において、国内(県内の別の島。県内移

動も含め)からの外来種についても、各島の生物多様性に影響を及ぼすものであるとして、
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対策の対象としております。また、令和元年度には指針に基づく外来種対策の具体的な方

法等を示す「沖縄県外来種対策行動計画」も策定予定であり、今後とも関係機関と連携し

ながら外来種対策を推進してまいります。ということで、農林水産業振興部会にご返答し

たいと考えております。 

 2-21、神谷専門委員、基盤整備部会からのご意見です。修正文案等にありますように、

新たに生じた課題として、世界自然遺産登録及びこれに関連する課題として、①観光管理

計画に対し､観光流動自体が把握されておらず、オーバーツーリズムや観光管理計画の議論

の土台ができていない｡本部会では観光流動のモニタリングを実施するとともに、他部会に

おける自然環境のモニタリングと合わせた自然環境マネジメントが必要である。対応方針

案としては、原文のとおりとしたいと考えております。当件については､世界自然遺産登録

の課題と対策(332頁40行目)に含まれることから､原文のままとします。こちらで持続可能

な観光管理の取り組みについても課題として取り上げておりますので、そういった内容に

含まれていると理解しております。原文のとおりとする理由として、県では､遺産地域にお

ける遺産登録後の観光客増加を見据え､観光による自然環境への過剰利用が生じないよう､

国や地元関係団体等と連携し､遺産地域全体のモニタリング体制の構築や自然環境の保全

と適切な観光利用の両立を図るための基本計画の策定に取り組んでいるところです。引き

続き関係機関等と緊密に連携しながら､世界自然遺産登録に関連する観光管理の課題解決

に取り組んでまいります。という形でご回答したいと考えております。 

 27ページ、先ほどの2-21と同じように神谷専門委員、基盤整備部会から、もう１つ世界

自然遺産登録に関する課題として、③密猟については夜間にレンタカーで移動して実施さ

れている。ロードキルと合わせ、レンタカーの継続的なモニタリング体制が必要である。

これについて、委員意見を踏まえ修正ということで、25ページの2-19の対応方針案と同じ

ということで、前回第２回の環境部会において意見が出まして、密猟対策についても記載

すべきだとご意見がありましたので、その旨を記載するということで、第３回の環境部会

でご報告してご理解いただいたところでありますので、そのような形で密猟についても記

載しているという意味での内容となっています。考え方としては、沖縄県では､環境省をは

じめとする関係機関等と連携して､ヤンバル地域において密猟防止夜間パトロールを実施

しております｡当該パトロールにおいては、レンタカーに限らず､遭遇する車両について確

認・記録を行うことにより､要注意車両の把握に努めているところです。遺産価値である生

物多様性の保全を図るため、引き続き関係機関等と連携し､密猟防止パトロールの実施や密
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猟防止に係る普及啓発等､密猟防止対策に取り組んでまいります。という形でご回答したい

と考えております。 

 28ページの2-25、大島専門委員からの質問です。報告書(素案)本文にあります｢エ 自然

環境の適正利用｣の(課題及び対策)について、特に環境保全利用協定についてです。修正文

案等にある意見として、認定数を増やすことだけを成果指標としているのは問題がある。

質問として、利用協定による効果をどのようにはかっているのか｡効果の指標は何か。その

理由の１つ目として、環境保全利用協定の対象となる地域における利用実態(利用数／どう

いった人たち・グループの利用なのか等)が的確に把握され、それを反映した表記になって

いない。２つ目として、ある保全利用協定を締結した地域では、事業者による利用者数よ

りも一般での利用者数(例えば事業者を介さないグループ、子ども会や老人会、教育委員会

主催の自然観察会等)が大多数であることが散見されている。３つ目として、１事業者(単

独事業者)のみで協定を運用している協定地は、協定と名乗れるか疑問である。独占してい

るとの声も聞かれ、利用実態を正確に把握すべきであり、再申請の際に状況の確認が必要

である。対応方針案では、次期振興計画策定時に検討ということで、次期振興計画を策定

する場合には、より適切な指標のあり方を検討したいと考えております。その内容として、

保全利用協定制度は、事業者間で作成・締結した自主ルールを認定することにより、自然

環境の保全と持続的な利用を図ろうとするものであり、自主ルールに基づき自然環境に配

慮したツアーを実施するフィールドの増加は、自然環境の適正な利用につながるものと考

えられることから、認定数を成果指標としているところです。保全利用協定制度について

は、自然環境の保全と持続的な利用を図るため意義ある制度であると認識しておりますが、

一方で、エコツアー事業者の事務作業負担等に見合うメリットが乏しい等の課題も指摘さ

れており、フィールドの利用実態の把握及び成果指標への反映の仕方も含め、対応を検討

してまいりたいと考えております。また、その者以外に事業を行う者がいない場合には単

独で協定を定めることは規定上支障はありませんが、その者以外に事業者が存在するよう

な場合には、協定への参加を促すよう指導・助言をしてまいります。ご質問のあった件に

ついての回答です。指標としては、自然環境の保全状況に関する項目等が想定されますが、

法令で具体的な指標を定めていません。事業者は、協定締結地域の自然環境に応じたモニ

タリング等を行うこととなっており、県では、事業者からの定期的な報告、ヒアリング、

現地確認等により個別に効果を確認しているところです。なお、協定に沿った実施がなさ

れていないと認められる場合は、必要な措置を執るべき旨の勧告を行うなど適切に対応す
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ることとしております。ということでご回答したいと思います。 

 以上が自然保護課の内容となっております。 

 次に、環境再生課からお願いいたします。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 環境再生課です。続きまして自然環境の適正利用ということで、30ページをお願いいた

します。2-28、大島専門委員からのご意見で、環境教育の成果指標について。修正文案等

としては、環境啓発活動の参加延べ人数は順調に増加傾向にあるが、提供している活動の

内容についての評価が不十分である｡数値目標と合わせ､活動内容の質を評価する手法を検

討し、積極的に取り入れていく必要がある。提案としては、現在行われている環境啓発活

動の現場においてすぐにできることの一例として､参加者へのアンケートを利用した活動

に対する詳細な評価があるのではないか。例えば参加回数／内容に対する評価(地域特性に

合ったものか／最新のテーマ／レベルなど)／満足度等を把握し､現在提供している活動の

見直し､検討につなげることが可能では｡一定の時間をかけることができるのであれば､モ

デル(パイロット）ケースを設定し､活動前後の個人の行動変容などを定性的に調査する方

法も考えられる。理由としては、参加者延数だけを成果指標としているのは不十分であり､

２つ以上で多面的な評価方法で成果を判断する必要がある。ということです。対応方針と

しては、2-27の対応方針案と同じということで、29ページの下の欄、これは前回の高平専

門委員と藤田専門委員からも環境教育に係る成果指標の設定についてご意見をいただきま

して、こちらの対応方針案としては、次期振興計画策定時に検討するということで、高平

専門委員からいただきました次期振興計画に策定する場合はエコクラブの登録数など、よ

り適切な指標のあり方を検討します。もう１つは、県民参画と環境教育の推進に関する成

果指標については、啓発活動の参加人数のみならず、質の評価を行える指標の採用など、

指標のあり方について再検討します。ということで自由意見としてとりまとめさせていた

だきたいと考えております。 

 我々の環境再生課としては、前の27ページの2-24も総合部会の意見修正に基づいた成果

指標を最新データに変えたものでありますので、取り組みなどにより、自然環境再生の活

動地域は基準値の３から平成30年度には５となり、目標値の達成に向けた進展している。

ということで変えさせていただきます。 

 31ページの2-30も総合部会からの最新データということで、これらの取り組みなどによ

り、環境啓発活動～(省略)～乎成30年度には２万8.481人となり、目標値を達成している。
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ということで整理させていただいております。 

 再生課からは以上です。よろしくお願いいたします。 

【宮城部会長】 

 32ページから34ページは前回に回答しているということですね。 

 ただいま第２回の環境部会の対応方針についてのご説明がございましたが、先生方のご

意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

 私から質問ですが、例えばほかの部会からご質問が出ていますよね。それについてはこ

ういう対応をしたということで部会にご報告されていますか。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 環境部会で審議していただいてから、またご報告します。 

【宮城部会長】 

 他の部会からのご質問については、ここで審議して、これではだめでしょうというとき

には、修正の答えを向こうの部会に送り出すことになりますね。 

 わかりました。 

 第２回の環境部会の事務局の対応方針案はいかがでしょうか。 

 大島専門委員。 

【大島専門委員】 

 27ページの2-22の神谷専門委員(基盤整備部会)の対応の件で確認したいことがあります。

神谷専門委員の質問に対する修正は、沖縄県では環境省をはじめとする云々で、密猟防止

の夜間パトロールを実施していると書いてありますが、毎月１回やられていますが、要す

るに頻度です。やっているのは確かに事実ですが、毎月１回も入れておいたほうがいいの

ではないか。実質やっているのがどの程度の頻度で効果を上げているのかがしっかりとし

た回答にはつながらないと思うので、とりあえずやっているけれども、この頻度でやって

いるという事実をきちんと書いておいたほうが回答には相応しい感じがしますがいかがで

しょうか。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 世界自然遺産推進室長の小渡と申します。 

 実は環境省のパトロールについては、現在では年間230回実施している状況がございます。

今年度から沖縄県の新規事業といたしまして、実際に林道沿いではなくて、フィールドに

入り込むパトロールとして、年間200回実施する事業をやっているところでございます。な
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ので、環境省と沖縄県を合わせて年間約430回程度、この森林内と林道沿いのパトロールを

実施している状況がございます。 

【大島専門委員】 

 私も実はそれにかかわっているのでわかっているのですが、そういう意味では、沖縄県

は今年度、確か出していますよね。そういう事実も知っていますので、それなら「今年度」

は書いておいたほうがいい感じがいたします。そのほうが正確な記載になるのではないか

と思います。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 より正確に記載したいと思います。 

【宮城部会長】 

 関係部局がそれなりの努力をなさっていることがわかるように明記したほうがよろしい

かと思います。 

 ほかにどなたかございますか。 

 大島専門委員、幾つかご質問なさっておりますが、先ほどの事務局のご説明、例えば28

ページなどはいかがでしょうか。 

【大島専門委員】 

 基本的には、次期振興計画の策定の際に適切な指標のあり方の形で検討させていただく

という回答だと思いますが、私がここで話したかったのは、今回は認定が８カ所あって、

ウェブサイトで見ている分には、１つは認定期間終了という形になっていたり、ただ特に

海に関しては西表島等が多いのですが、事業者がかかわる一般の個人で使うのが基本的に

想定できないので、ある程度事業者間でのルールや検討課題を話せる場合はあると思いま

すが、今回でいくと認定３の場所は陸地ですので、そういう意味で認定の事業者の内容だ

けだと十分に現状を把握できていないのが私はとても気になっています。 

 私は現地によく行くので、多くの利用者は認定事業者とのやりとりで使っている方たち

ではないと、それも多くが子ども会なり老人会など明らかに一般の利用者が多いわけです。

ですので、認定事業者からのご報告では十分把握できないのが現状ではないかなという意

味で、「現状が十分されているとは言いがたい」という表現で指摘させていただきました。

ですので、そのあたりはもう少しはっきりと、必ずしもこの認定が十分に機能していると

は言いにくいのかなということを指摘させていただきました。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 
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 保全利用協定の考え方としては、一般の方々の利用に関する制度ではなくて、環境保全

型の自然体験型活動、いわゆるエコツアーといわれるものを業とする方たちに対する制度

となっております。その方たちがフィールドを活用する際に、例えば10社いたとした場合

に、10社の方たちがルールなしに無秩序にフィールドに入っていくと、やはり影響が大き

いので、そういったものに配慮して自主ルールをつくって、それが自然環境の保全に資す

るものであれば、県から認定する制度になっております。 

 その活動内容については、毎年実績報告をいただきまして、モニタリングの状況やヒア

リング、現場確認等、実際の現状を個別に確認している状況もございます。ただ委員のお

っしゃるように、一般の方々のフィールドの活用について、この保全利用協定で何か規制

ができるものではありませんが、そこは保全利用協定とは別な議論として何か把握する手

段はないか、環境省や林野庁等の関係機関も含めて少し検討していきたいと考えておりま

す。 

【大島専門委員】 

 それでしたら保全利用協定は335ページの本文のところに関連してくるので、自然環境の

適正利用の課題及び対策のところに書いておくのであれば、保全利用協定はあくまでも事

業者間での問題で、それの運用に関してであれば、そちらで押さえていただくのがいいと

思いますが、335ページに入れることが可能であれば、一般利用者も基本的には環境の適正

利用をどう把握していくか。 

 現在、例えば伊部岳だけでしたら、国頭村では２カ所、赤外線で人数把握もしています

し、地元の取り組み等も今後、いろいろ調整したりして、はたしてどういう人たちが利用

しているのかをパイロットスタディ的にでも結構ですし、人数利用、ファミリーで利用し

ているのか、そういったところも把握できればいいのではないかと考えております。 

【宮城部会長】 

 実際は現状把握はなかなか難しいと思いますが、いずれにしても保全利用協定などを含

めて、県が事業者等にいろいろと指導、ケアをしていくのは大事なことだと思いますので、

今の大島先生のご意見を文案にどういう形で盛り込むかは検討していただくとして、懸念

されている指摘だということも含めて、事務局で対応を考慮していただければと思います。 

 ほかに委員の先生方、何かございますでしょうか。 

 事務局、今の大島先生のご意見に対するお考えは何かございますか。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 
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 今、世界自然遺産の関係の地域については、やんばる地域も西表島もそうですが、どう

いう形で何名がフィールドに入って、どういう状況で使われているかは整理しながら、例

えばやんばるにおいてはやんばる森林ツーリズムに活用するようなルールづくりをしてい

るところです。 

 西表におきましては、観光客の増加がある中で、自然環境に影響があるのではないかと

いう議論がありまして、その中でツアー会社の方たちの協力も得ながら、どういったフィ

ールドを使って、年間どういう人数が入って、どれぐらいの影響が出ているのかを整理し

ながら、エコツーリズムガイドラインのルール決めを今、続けているところでございます。

なので、世界自然遺産に関する候補地については個別の把握に努めているところでござい

ます。 

【宮城部会長】 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 大島先生、今の事務局の回答でよろしいでしょうか。 

【大島専門委員】 

 また個別に調整させていただきます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 第２回目の環境部会の事務局の対応についてはこれで終わりますが、少し休憩をとらせ

ていただきます。15分からということでよろしくお願いいたします。 

(午後３時７分 休憩) 

(午後３時16分 再開) 

【宮城部会長】 

 時間になりましたので再開したいと思います。 

 第３回環境部会に係る意見について、事務局からご説明をよろしくお願いいたします。 

  ○第３回環境部会検討テーマに係るご意見 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 資料の40ページをお願いします。3-16、343ページの14行、持続可能な循環型社会の構築

の部分です。意見として、可能であれば海岸漂着物問題についての記述をもっと詳細に､

具体的に文章記述してほしいです｡配付資料、資料19、35ページの内容を抜粋して入れては

いかがでしょうか。理由として、今後､県内の海岸漂着物の問題については､縮小すること
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はなく､拡大傾向にあると思うので。対応方針については、委員意見を踏まえ修正とさせて

いただいております。343ページ、14～16行を以下のとおり修文します。 

 ということで、67ページをお願いします。この部分については、前回の部会でも修文の

ご説明をしたところではありますが、海岸漂着物については離島部会等からの申し送り等、

あるいはマイクロプラスチックに対する問題意識等がございまして、記述を厚くしており

ます。67ページの19行目、加えて、流出源調査として河川のごみ量調査を実施したところ

陸域からの影響も確認されたほか、マイクロプラスチックに関する調査では、調査した13

海岸全ての砂浜からマイクロプラスチックが確認されるとともに、海岸に生息する生物の

体内からマイクロプラスチックが見つかった。 

 68ページの18行目では、危険有害廃棄物の記述を厚くしております。また、住民及び回

収事業者に向けた海岸清掃マニュアルを策定し、関係者の役割分担や危険漂着物等の回収

方法を周知した。海岸漂着物の中には、内容物が不明な廃ポリタンク、注射針などの医療

系廃棄物や電球などの危険・有害な漂着物も確認され、同マニュアルに沿って回収・処理

を行った。ということで記載しております。 

 41ページに戻りまして、先ほども申し上げました離島過疎地域振興部会からの申し送り、

上妻専門委員からの意見で、海岸漂着物の回収・処理に関して、十分な取り組みが行われ

てきたと言えるか疑問である｡長年にわたって大量の漂着が繰り返され、生態系等に多大な

負の影響を与えている｡特に緊急性の高い｢危険･有害な漂着物｣について、早急に実態の把

握をする必要がある。市町村とともに､対策に必要な措置を国に強く求めるべきである。と

いうことで、先ほど申し上げた資料のとおり修文しております。 

 ここで県の現状の取り組みとして補足させていただきますと、危険･有害な漂着物の実態

については､防衛大学校の山口名誉教授が平成10年以降、精力的に実施している調査結果を

入手するなど､把握に努めております。また､県では､平成21年度以降､国の補助金を活用し､

海岸漂着物対策に取り組んでおります｡その中で､平成23年度には海岸清掃マニュアル等を

策定し､危険･有害な漂着物についても当該マニュアル等に沿って回収･処理を実施してお

ります。引き続き､国に対して財政支援の継続､発生抑制のための国際協力体制の構築につ

いて､全国知事会や九州知事会を通して要請していくこととしております。 

 44ページの3-30の離島過疎地域振興部会、鯨本専門委員からのご意見です。海ごみの処

理をどうしていくのか考える必要がある。 

 次の45ページの3-31もありますが、富永専門委員からご意見ですが、漂着ごみについて
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は､これまでの実績を踏まえ､さらに活動を広げていくという書き込みが期待できる。とい

うことで、漂着物に対する問題意識がありまして、これについては、3-25の宮城部会長か

らのご意見に対して対応方針案を前回部会で示してありますので、3-30、3-31については

同様の対応でしたいと思っております。 

 45ページの3-31について補足ですが、理由等の中で、沖縄県は比較的早く漂着ごみ(対策)

に着手し､レジ袋の有料化なども先進的に取り組んだ実績がある。というご指摘もありまし

て、レジ袋対策については漂着物とは直接関係しないのですが、３Ｒの推進の部分に成果

として記述したいと考えております。修正文案ですが、また、平成20年８月、県内流通事

業者、沖縄県ごみ減量推進会議、沖縄県の３者で、「沖縄県におけるレジ袋削減に向けた取

り組みに関する協定」を締結し、同年10月からレジ袋有料化を行っている。(平成31年３月

時点で流通事業者11社277店舗)という記載を入れ込みたいと考えております。 

 3-32も離島過疎地域振興部会の富永専門委員からの申し送りです。離島は｢エネルギー｣、

「ごみ｣、「水道｣の３つが問題になるので､主題(３章・４章)に挙げるなどの工夫が必要で

ある。ということで、751ページに具体的にどのようなことをするか記載されていることを

理由としてご意見をいただいておりまして、対応方針案ですが、委員意見を踏まえ修正と

いうことで、委員意見3-32、3-33及び3-34を踏まえて､廃棄物対策及び海岸漂着物適正処理

等推進について､第３章の(成果等)及び(課題及び対策)並びに第４章の(成果等)及び(今後

の課題)に追加します。なお､修正文案は､委員意見3-33及び3-34の対応方針案にします。と

いうことで方針案を書いております。 

 これについては、１行目は3-34まであるのですが、3-35も同様の意見となっております。

3-33の対応方針案、これは成果ですが、廃棄物対策及び海岸漂着物適正処理推進の(成果等)

について、573ページの16行及び671ページの22行に追加する文案として下の赤字で示して

おります。修正文案では、廃棄物については、離島市町村の効率的なごみ処理体制を構築

するため、ごみ運搬費低減等の具体的方策のシミュレートを行い広域化によるコスト低減

策を離島自治体ごとに示すとともに、ごみ処理状況及び処理体制の調査、ごみ処理状況個

別表(カルテ)の作成など、離島の廃棄物処理の構造的不利性解消に係る調査等を実施した。

離島の海岸漂着物については、国の補助金を活用し、海岸管理者や市町村と連携して回収

処理を実施した。この取り組みにより、平成23年度から平成30年度までに約２万7,000㎥(約

3,700トン)の漂着物を回収処理し、海岸の景観や環境保全に寄与した。と文案を作成して

おります。 
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 47ページの3-34は、課題として離島の廃棄物等について文案を示しております。離島の

廃棄物対策については、廃棄物処理施設の野建設コストが割高になるという構造的不利性

に加え、島内で処理できない廃棄物は、沖縄本島で処理せざるを得ず、これらも処理コス

トを押し上げる要因となっている。また、宮古島市、石垣市などを除き、産業廃棄物処理

業者がほとんど存在しないため島内処理できず、島外や県外で処理せざるを得ない状況に

ある。そのため、一般廃棄物処理施設整備、補助制度の補助率かさ上げが必要である。ま

た、市町村が法令に基づき産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理をする場合、産業廃棄

物処理に必要な施設、建設費を補助対象とするよう既存補助制度の拡充が必要である。海

岸漂着物の適正処理等の推進については、漂着ごみを回収しても繰り返し漂着するため、

海岸漂着物問題を重要性の増した課題と位置づけ、周辺環境及び生態系への影響について

調査するとともに、効率的な回収体制の構築、継続的な回収処理の実施、海岸清掃活動等

を促進させる必要がある。また、海岸漂着物等は、山、川、海へとつながる水の流れを通

じて発生するものであることから、プラスチック製品の使用削減、ポイ捨て防止など陸域

での発生源対策について積極的に取り組む必要がある。と文案を示しております。 

 48ページの3-35は、上妻専門委員、離島過疎地域振興部会から離島の廃棄物問題につい

て同様の趣旨の意見がありましたので、3-34と同じ内容とさせていただきたいと考えてお

ります。 

 3-36、嘉数専門委員、離島過疎地域振興部会からの申し送りです。漂着ごみを誰が処理

するかが国際的に問題になっている。国際的に何らかの処理の取り決めがあると思うので、

そこも考慮してほしい。理由が、離島、沖縄本島に来る漂着ごみを沖縄県内だけで処理す

るのは無理である。これに対しては、また国際的に拘束力のあるような取り決めは今のと

ころはなく、また国際的な交渉については国の所管ですので、報告文案については原文の

とおりとしたいと考えております。 

 現状としては下に書いていますが、プラスチックごみによる海洋汚染は国際的な問題と

なっており、Ｇ７サミットやＧ20サミットで排出抑制に向けた話し合いが行われておりま

す。なお､「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に

係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律｣では､関係者の役割について以下のとおり

規定しております。①国:海岸漂着物の処理に係る財政的支援､海岸漂着物対策推進に関す

る国際的な連携､処理等に関する技術協力など、②都道府県等(海岸管理者):海岸漂着物の

処理、③市町村:海岸管理者への協力と位置づけられています。そのため､県では､引き続き､
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市町村と連携して海岸漂着物の回収･処理を行うとともに､国に対して財政支援の継続､発

生源対策のための国際協力体制の構築について､全国知事会や九州地方知事会を通して要

請していくことしております。 

 49ページの3-37から52ページの3-53までの対応は、成果等の指標を最新の数値等に修正

する内容となっておりますので説明は省力させていただきます。 

 廃棄物関係については以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、委員の先生方、何かご意見がございましたらよろし

くお願いいたします。どうぞ。 

【竹村副部会長】 

 数字の確認ですが、49ページの3-39の意見のところの「平成29年度、沖縄のリサイクル

率15.3％に対し、全国20.2％と5.1ポイント下回っている」、これは4.9ポイントですか。計

算は合っていますか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 数値が誤っていますので訂正いたします。 

【宮城部会長】 

 数字はひとり歩きしてしまうところがありますので、正確な数字の記述をお願いいたし

ます。 

 第３回部会の説明事項は随分いろいろございますが、例えばもう既に回答済みのところ

がございますが、それはよろしいですよね。黄色いマスキングされたところのご説明だっ

たと思いますが、先生方、ほかにございますでしょうか。 

 海岸漂着物等は全県的な課題であると同時に国際的な大きな課題でもありますので、多

くの先生方、部会でも議論になっているようですので、しっかりと書きとめるのは大事な

ことだと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 なければ、引き続き第４回環境部会に係る説明を事務局からよろしくお願いいたします。 

  ○第４回環境部会検討テーマに係るご意見 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 第４回環境部会は10月11日に開催いたしまして、検討テーマが①基地環境問題と②陸
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域・水辺環境の保全でご審議いただきました。 

 54ページをお願いいたします。4-4、吉永専門委員からのご意見で、２章の116ページ、

13行目、「このような取り組みなどにより､水質汚濁の環境基準は改善している。」の記述に

関して、「このような取り組みなどにより､環境基準を超える水質汚濁は減少しており改善

している。」という修正文案がありまして、理由が、「環境基準は､基準値であり、取り組み

等によって変化しないと思う。」でありました。この件については、対応方針で、委員意見

を踏まえ修正、以下のとおり修文します。修正文案は、このような取り組みなどにより､

水質汚濁の状況は改善している。という記載に改めたいと思います。 

 56ページの4-7、高平専門委員からのご意見で、３章の331ページ、39行目、達成率は、

８％低下し、という表現に対して、この記載の意味するパーセントの意味が、増減量なの

か増減率なのか判然としないので､ポイントと表現したほうがよいのではないかとのこと

でありました。対応方針としては、委員意見及び総合部会委員意見を踏まえて、以下のと

おり修文します。成果指標の表記については､総合部会意見により達成状況を総点検報告書

(素案)に記載する必要があることから､あわせて修文しています。なお､｢主な成果指標の状

況｣の現状値について、最新のものである平成30年度の測定結果に改めたところ､達成率の

低下はみられず､基準値と同じ値となっております。修正文案として、「これらの取り組み

を行っているものの､生活排水の流入により平成30年度は基準値と同じ97％となり、良好な

達成率を維持しているが、目標値の達成に向けた進展が遅れている。また､海域水質環境基

準の達成についても、平成30年度は基準値と同じ92％となり、良好な達成率を維持してい

るが、目標値の達成に向けた進展が遅れている。」という表現に改めたいと思います。 

 57ページの4-8、総合部会からのご意見で、３章、331ページ、23行目。これらの取り組

みなどにより､開発現場からの排出量が抑えられており､海域での赤土堆積ランク５以下の

地点割合は､基準値の33.0％から平成29年には54.0％となり、目標値の達成に向けて着実に

前進しているとあり、総合部会からの指摘を踏まえて成果指標の盛り込み等を行っていま

す。修正文案では、これらの取り組みなどにより､海域での赤土堆積ランク５以下の地点割

合は､基準値の33.0％から平成30年には71.4％となり、目標値の達成に向けて進展している。

一方、監視海域76海域における赤土等年間流出量は、平成23年の15万9,000トンから平成28

年度の14万2,000トンと目標の達成に向けた進展が遅れているが、流出量推計において対策

効果を反映できていないことなどが一因と考えられる。ということで、これについては総

合部会の委員意見に基づいて修文したいと思います。 
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 58ページの4-9、総合部会からの意見で、３章、331ページ、30行目。これらの取り組み

などにより､大気環境基準の達成率は､基準値の90.0％から平成29年度には91.0％となり、

目標値の達成に向けて着実に前進している。という表現について、総合部会の委員意見に

基づき、「これらの取り組みや低公害車の普及等により､光化学オキシダントを除く全ての

項目で大気環境基準を達成しており､平成30年度の達成率は91％と良好な水準を維持して

いるが、目標値の達成に向けた進展は遅れている。光化学オキシダントが環境基準を達成

していない要因としては、大陸からの大気汚染物質の移流が考えられる。移流した大気汚

染物質を日本国内で低減化することは、現時点では技術的に困難であることなどから、全

都道府県で環境基準を達成できていない状況にある。」という記載に修文いたします。 

 59ページの4-10、中村専門委員からのご意見で、３章、332ページ、32行目。海域におけ

る水質汚濁対策の課題及び対策の記載について。ご意見が、「成果等」には、海域の水質基

準の達成率の記載がある一方で、「課題及び対策」には、海域の水質汚濁対策のことが記載

されていないため、具体的な対策を記載してほしいとのことでありました。これについて

は対応方針で、委員意見を踏まえて修正したいと思います。環境基準が達成できなかった

海域については､底質の影響によるものと考えられております｡当該海域は､都市河川の河

口域に位置しており､有機物を含む底質が堆積しております｡そうした状況を踏まえ、333

ページ、25行目以降の記載を以下のとおり修文します。修正文案では、「水質汚濁対策につ

いては､生活排水等による影響により河川の一部で環境基準を達成していない状況にある。

また、海域においても河川からの有機物の流入の影響により、海域の一部においても環境

基準を達成していない状況にあることから、生活排水の流入負荷の削減を図るため､単独浄

化槽から合併浄化槽への転換や公共下水道への接続等について地域住民の水質保全に関す

る意識の向上を図かる必要がある。」という記載に修正したいと思います。 

 60ページの4-11、山川専門委員からのご意見で、３章、332ページ、21行目。成果指標の

評価について。基準値が90％を超えているような指標について､実績が90％を超えていれば

｢進展遅れ｣という感じは受けないため､別の表記にすれば県の努力が伝わるのではないか

とありました。これについては委員意見を踏まえて修正したいと思います。ばい煙発生施

設等の排ガス対策や低公害車の普及等により､環境環境基準項目の値は改善、もしくは横ば

いで推移しております｡達成基準の表記は統一的なルールに基づき判定されるため、修正は

困難でありますが､ご意見を踏まえ､報告書(素案)331ページ、30行目以降の記載を以下の修

正文案のとおり修文します。こちらの修文については、58ページ4-9と同じ内容になります
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ので割愛させていただきます。 

 4-12、中村専門委員からのご意見で、３章、332ページ、23行目。河川・海域の成果指標

の指標の表記について。水質の環境基準について､何をもとに評価しているのか､代表的な

ものだけでも文章に表記する必要があるのではないかとありました。対応方針では、委員

意見を踏まえ修正します。委員意見を踏まえ､「主な成果指標の状況｣の成果指標名を次の

とおり修文します。修正文案が、(24行）河川環境基準(生物化学的酸素要求量)の達成率、

(26行）海域水質環境基準(化学的酸素要求量)の達成率。 

 61ページの4-13、山川専門委員からのご意見で、３章、417ページ、32行目。これらの取

り組みなどにより、航空機騒音の環境基準達成率は上昇しているが、という記載について、

ご意見が、基準であるH22と現状のH29では､騒音観測地点数が異なるとおっしゃっていたと

思います｡H29では騒音観測地点数を増やした結果､計算上環境基準の達成率は上昇してい

ますが､分母が異なる以上､単純に達成率の比較はできないと思います。そのため､今回は現

状値に増加した地点数を含む値と､含まない値の両方を記載してはいかがかとありました。

この理由については、環境基準の達成率を上昇させたければ､騒音被害の少ない地点を選ん

で調査すればよいことになってしまい､意図せずとも恣意的に数値を操作している印象を

与えるとのことでありました。これについては対応方針として、委員意見を踏まえ修正し

ます。以下のとおり修文します。また､418ページ、２行の｢主な成果指標の状況｣に｢航空機

騒音環境基準達成率｣の参考指標として､測定局増設及び環境基準見直しの影響を除いた指

標を記載します。修正文案は、「しかしながら、米軍飛行場周辺では環境基準を超過した測

定局が平成30年度は10局(嘉手納飛行場周辺８局、普天間飛行場周辺２局)と依然として多

くあることや、近年、外来機の飛来による騒音が激化していることなどから、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にある。なお、航空機騒音環境

基準達成率は、平成30年度68.8％と基準年度から上昇しているが、これは測定局の増設及

び環境基準の見直しによる影響を受けたものであり、これらを除いた場合の達成率は

54.2％となり、基準年度53％とほぼ横ばいの数値となっている。」としております。参考と

して、航空機騒音環境基準達成率(測定局増設及び環境基準見直しの影響除く場合)は、基

準値53.0％に対して現状値54.2％で、Ｒ３年度現在の目標値は80％になっています。こち

らは測定局の増設及び環境基準の見直しという記述を新しく入れております。環境基準に

ついては、平成24年度までのＷ値(WECPNL)から現在、Ldenという値に環境基準が改正され

ております。その影響も加味した形で評価しています。 
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 4-14は宮城部会長からのご意見で、３章、417ページ、32行目。成果指標の評価について。

測定局数の割合でみると｢進展｣や｢達成｣という評価をしているが､依然として環境基準を

超過している測定局が多数あるような場合､実情を踏まえた評価にする必要がある。背景・

要因の分析で少し現況を書き込むなどの対応はできないかとありました。これについては

委員意見を踏まえて修正したいと思います。先ほど申し上げた4-13と同じなので、対応方

針も同様に対応したいと思います。 

 62ページの4-15、吉永専門委員からのご意見で、３章、417ページ、18行目。成果指標に

ついて(基地排水における排水基準達成率)、意見としては、一般的に水質基準というのは

排水口での基準であり、本来であれば出たところで観測すべきだと考えている｡基地内の排

水については､排水が広い基地の中を通って外に流れ出るまでの間に汚染物質が希釈され

る可能性があることを考えると、基地の外ではなく､中での調査結果に基づいて排水基準を

確認する必要があるとありました。対応方針としては、委員意見を踏まえ修正します。417

ページ、18行目以降の記載を以下のとおり修文します。なお､基地内の立入調査については､

米軍基地から派生する諸問題への対応における課題として､418ページ、22行から24行にお

いて引き続き米軍等に対し施設内の立入を求めていく必要がある旨、記載しております。

修正文案では、「環境汚染の把握に努めたが、米軍施設内での排水調査は平成26年から実施

できていない状況が続いている。そのため、基地排水における排水基準達成率については、

平成22年度の88％から平成25年度の100％と目標値を達成しているが、平成26年度以降の達

成率は把握できていない。基地周辺公共用水域における環境基準達成率は、平成22年度か

ら100％を維持しており、目標値を達成している。」としております。 

 4-16、高平専門委員からのご意見、３章、418ページ、航空機騒音の実態について。航空

機騒音の実態を示す資料として､第４回環境部会配付資料の27、28ページの資料を報告書

(素案)に添付してはどうかとあり、理由としては、イメージとして県民に騒音の実態を知

らせる必要があるとのことでありました。委員意見を踏まえて修正したいと思います。総

点検報告書(素案)に同資料、今おつけしている資料34の70ページをお願いいたします。嘉

手納飛行場周辺における航空機騒音の測定局の測定結果を入れたいと思います。また、71

ページには普天間飛行場周辺の測定局の測定結果を入れています。こちらのグラフの中で

※印の入った測定局、黄色く塗られた部分は全て環境基準値を超過しています。依然とし

て嘉手納飛行場周辺、また普天間飛行場周辺では航空機騒音は非常に高い数字を示してい

ることがうかがえる状況となっています。 



 30

 63ページの4-18、吉永専門委員からのご意見で、４章、666ページ、７行目。平成28年12

月には北部訓練場の過半、約4,166haが返還された。との記載に対して、返還されたのは事

実で非常によいことだが、返還された土地にあったヘリパット７つのうち６つが高江の集

落の近くに新設されている｡機能的には変わっていないし､高江からしたら負担は増えてい

ると思うので､何か表現を変えることはできないかとありました。このご意見については、

今現在、総合部会に申し送りしております。 

 64ページの4-19、高平専門委員からのご意見で、ＰＦＯＳ問題について。ＰＦＯＳ問題

について、一般の人の間では情報が乏しく､マスコミで報道されるとイメージで捉えがちと

なるため、環境基準的には重大な問題ではないというところをどこかでＰＲしてほしいと

ありました。これについての対応方針としては、「環境部では平成28年度からＰＦＯＳ等の

調査結果をホームページで公開しております｡引き続き､ＰＦＯＳ等の性状などについても

正確な情報の発信に努めてまいります。」としております。 

 4-20、竹村副部会長からのご意見で、赤土の堆積状況資料の提供について。赤土の堆積

状況について､ランク5a以下だけを抽出した調査結果の資料を提供してほしいとありまし

た。これについては、72ページの資料35となっています。これは中間調査の年度でして、

この平成28年の赤土等流出防止対策の基本計画の中間評価の結果では、28海域中６海域で

ランク5a以下、参考のために平成30年直近のものでは、同じ28海域の調査結果で12海域が

ランク5a以下となっています。ランク5a以下６未満については、平成28年が28分の11、平

成30年が28分の20となっています。参考までに、平成28年度は中間評価ということで、監

視海域76海域の調査を行っておりまして、そちらのほうでみますとランク5a以下が76分の

30、ランク5a以下６未満の海域が76分の47となっています。 

 第４回部会のご説明については以上のとおりです。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいま第４回環境部会のご説明がございましたが、委員の先生方、ご質問、あるいは

ご意見等がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうから、64ページの高平専門委員の提案ですが、ＰＦＯＳは県でどういう考え方

をなさっていますか。メディアでいわれている負のイメージも確かにあるとは思いますが、

実際に米軍基地の中で戦闘機等の洗浄剤みたいなものとして利用されていて、例えば西普

天間西側の湧水池等である程度検出されているようですが、科学的なというか、ニュート
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ラルな立場で考えたときに、県としてはＰＦＯＳ問題をどのように考えているのか、お聞

きできますか。 

【事務局 普天間環境保全課長】  

 ＰＦＯＳにつきましては、日本の環境基準の中では環境基準項目には入っていません。

公共用水域の要調査項目には入っていますが、基準値や指針値等は全くない状況になって

います。ただ一方で、残留性有機汚染物質条約の国際条約、ＰＯＰｓ条約では2019年から

の制限ということで指定されていまして、ＰＦＯＳと、2019年にはＰＦＯＡが指定されて

います。 

 平成28年から調査を開始しているのですが、普天間飛行場周辺、嘉手納飛行場周辺では

比較的高濃度に検出されています。県環境部や企業局で、日本国内には基準はないのです

が、アメリカのＥＰＡ、環境保護庁で、生涯健康勧告値の数字を出していまして、それが

70ng/Lということで、昔の言い方ではpptということで、非常に低い数字が出されています。 

 今、普天間飛行場周辺の調査をしておりますと、下流域から出て、上流域よりも下流域

がかなり濃度が高いこともわかっていまして、立入調査を米軍に求めているところです。

ＰＦＯＳについては今までの過去の調査なども見ていますと、泡消火剤への成分にも含ま

れていたということで、比較的飛行場周辺で出ている事例もありますので、環境部では普

天間飛行場への立入調査を要請していて、企業局は水源地でもありますので比謝川で嘉手

納飛行場に立入調査を要請しているところです。日本では基準値はない状況ですが、こと

し６月には知事が関係省庁についても基準値の設定を要請しているということで、環境部

では平成28年からの調査を継続してやっているところです。 

【宮城部会長】 

 今の時点で環境項目には入っていないということではありますが、だからといって安全

であるとはなかなか断言できにくいところがあります。ＰＦＯＳは僕らも正体がわからな

いところで議論していますが、先々の環境項目要素として気にしなければならない要素も

結構あると思います。断定的な表現はなかなかできにくいと思うので、懸念されることを

含めたうまい表現で、将来的な課題だということをどこかで考えていただきたい。たまた

ま私が宜野湾市に住んでいることだけではないのですが、西側の水を時々、いろいろな形

で使ったりするものですから気になっているところです。 

 ほかの先生方、何かございましたら、どうぞ。 

【中村専門委員】 
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 59ページの4-1について、私から質問させていただいたところで修正文案を提案していた

だいて、およそこれで結構ですが、赤字で書かれた３行目、「海域においても、河川からの

有機物の流入の影響により、」と記述があるのですが、沖縄島だと実態としては河川以外に

岩盤を通した地下水浸潤が結構あることが最近よくわかってきて、そちらからの海域への

流出は無視できないと考えられていますので、「河川及び地下水等」という記述に変えるこ

とができれば、より正確になっていくと思います。 

【宮城部会長】 

 実際は地下水を経由した形での流入もあるとのご指摘ですので、事務局、今の中村先生

のご指摘を踏まえて若干の文言修正ですので対応をお願いいたします。 

 どうぞ。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 ご指摘ありがとうございます。 

 地下水の件も記載するように修正いたしたいと思います。 

【宮城部会長】 

 ほかに先生方、何かご意見がございましたら。 

【山川専門委員】 

 宮城部会長から先ほどお話のあったＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの部分について、例えば665ペー

ジからの克服すべき沖縄の固有課題のほうに表現を少し加えることは難しいのか、できる

のかを検討していただきたい。沖縄県のホームページに公開されているＰＦＯＳ・ＰＦＯ

Ａの調査結果を見たのですが、宜野湾市の身近な、学生と一緒に水を取ったりするような

湧水のところが意外とものすごく高くて驚いたのですが、県民には非常に身近な話題なの

かと環境基準として載っていないのは、全国的な課題ではないから、沖縄の特異的な問題

の１つになるのかなという気がしますので、１行でも載っているといいのでご検討いただ

ければと思います。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 ご意見をありがとうございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、ＰＦＯＳについては、まだ立入調査が実施できていなく

て、米軍基地問題への対応ということで、例えば666ページの20行目の「騒音や水質等を継

続して調査・監視し、調査結果をもとに米軍関係機関に要請を行う必要がある」の中で、

個別の項目ではないのですが、そういう中で対応していけるのではないかと考えておりま
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す。この件については今後検討させていただきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 嘉手納取水場がありますよね。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 嘉手納井戸群、地下水ですか。 

【宮城部会長】 

 そこら辺で企業局がチェックもなさっていると思いますが、我々の飲料水に直接入って

いるかは定かではないのですが、日常生活の中で使っている井戸水からも多少なり検出さ

れていることもあるので、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡと具体的に記述することがいいかどうかは

なかなかデリケートではあると思いますが、いずれにしてもそこから広く言うと派生して

いる事柄、地下水の問題は、何か書きとめるといいのかなという気はいたします。 

 これは吉永専門委員のヘリパットの問題もありますよね。あまりポリティカルな立場で

は難しいと思いますが、事実の問題として書きとめるのは大事だと思いますので、事務局

で少し検討していただければと思います。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 騒音や水質等ということでわかりました。 

【宮城部会長】 

 これは向こうから対応方針案がどうしますかということが出てくるのかな。 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 今の先生のご指摘は、この後に説明する予定だったのですが、いわゆる新たに重要性を

増した課題、あるいは新たに生じた課題の中に位置づけていまして、総点検報告書にどの

ように記載するかも含めて、あるいは次期振計の中でどのような位置づけにするかは、宿

題事項として取り扱わせていただきたいと思っています。 

【宮城部会長】 

 わかりました。 

 とりあえずは部会の質問はそれとして、次の議案の中で説明していただくということで

いかがでしょうか。 

【中村専門委員】 

 確認させていただきたいところがありまして、57ページの4-8の修正文案について、赤字

で書かれた文面の最後から４行目ぐらい、「流出量推計において対策効果を反映できいない
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ことなどが一因と考えられる」と書かれているのですが、その対策効果を反映できいない

のはなぜそのようになっているのかがわかりにくい。初めて読んだ人にわかりやすいよう

に少し補足等を加えていただけるといいのかなと思いました。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 対策効果の部分は、例えば沈砂池をメンテナンスされていた場合の効果がなかなか反映

できていない部分がありますので、例示的にも何か入れる形を検討したいと思います。 

【宮城部会長】 

 ぜひお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 続きまして、(2)重要性を増した課題及び新たに生じた課題について、事務局からご説明

をよろしくお願いいたします。 

 (2)重要性を増した課題及び新たに生じた課題について 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 重要性を増した課題及び新たに生じた課題の抽出ということで、資料36の73ページをお

開きください。 

 これは第１回から第４回までの部会の各委員のご意見等から事務局で重要性を増した課

題と新たな課題を抽出して抜き出した項目になってございます。 

 まず、重要性を増した課題として、73から75までの７件を挙げております。地球温暖化

関係が３件、廃棄物関係が３件、米軍基地関係が１件です。順を追って説明いたします。 

 まず１番目、課題の内容、再生可能エネルギー普及における課題解消について。課題設

定の考え方です。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。そのため、太陽光発電や風力発電等の設備と蓄電池の導入支

援が必要である。宮城部会長のご指摘です。 

 ２番目、同じく温暖化関係、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

るような取り組みが必要である。高平専門委員からのご指摘です。 

 74ページの３番目、課題の内容は、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CO2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り組みが必要である。宮城部会長か
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らのご指摘です。 

 ４番目、廃棄物関係です。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。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。藤田委員からのご指摘です。 

 ５番目、同じく離島過疎地域における海岸漂着物回収支援について。離島地域等の人口

が少ない地域等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、ボランティ

ア等による海岸漂着物の回収が十分にできない状況にある。離島過疎地域等における海岸

漂着物のより一層の支援が必要である。同じく藤田委員からのご指摘です。 

 75ページの６番目、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、意識啓発が重要である。県民の意識啓発に向けたより

一層の取り組みが必要である。赤嶺委員からのご指摘です。 

 ７番目、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。吉永委員のご指摘です。 

 以上、７件が重要性を増した課題として事務局がピックアップしたものです。 

 続きまして、新たに生じた課題としてピックアップしました。76～79ページまで９件ご

ざいます。緑化関係に関するものが１件、海洋保全に関するものが１件、自然環境の保全

に関するものが４件、廃棄物関係が１件、ＰＦＯＳと基地問題に関するものが１件、その

他に関するものが１件です。 

 76ページの１番目、花と緑あふれる県土の形成という項目ですが、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る状況

にある。在来種の使用を推進する取り組みが必要である。山川専門委員からのご指摘です。 

 ２番目、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。中村専門委員からのご指摘です。 

 ３番目、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。密猟対策に取り組む必要がある。宮城部会長、高平委員からのご指摘です。 

 ４番目、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。宮城部会長からのご指摘です。 



 36

 77ページの５番目、世界自然遺産登録に係る観光管理に関する課題の解決。遺産登録後

の観光客の増加が見込まれており、観光による遺産地域の自然環境への過剰利用が懸念さ

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。基盤整備部会の神谷委員からのご指摘です。 

 ６番目はカテゴリー的には全般事項ですが、沖縄県の活動の国際的な認知度の向上につ

いて。海外では、ＳＤＧｓの目標と取り組みを紐づけてアビールを行っている状況にある。

沖縄県も同様の方法で海外へ活動をアピールする必要がある。中村専門委員からのご指摘

です。 

 78ページの７番目、国立自然史博物館の誘致について。問題が、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。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として国立自然史博物館の誘致に取り組む必要がある。中村委

員からのご指摘です。 

 ８番目、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。藤田委員からのご指摘です。 

 79ページの９番目、先ほどからご議論をいただいておりますが、ＰＦＯＳ問題に対する

県民への情報発信について。ＰＦＯＳ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情報発信を行う必要がある。高平専門

委員からのご指摘です。 

 以上、重要性を増した課題と新たに生じた課題ということで事務局案をご説明いたしま

した。ご審議のほど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。 

 重要性を増した課題と新たに生じた課題ということで、事務局が抽出した課題が提示さ

れましたが、委員の先生方、それについてのご意見、あるいはご質問等がございましたら

どうぞよろしくお願いします。 

【藤田専門委員】 

 76ページの新たに生じた課題の３番目、趣旨は全然それでいいと思いますが、第２回部



 37

会のときに出てきたかもしれないのですが、言葉として、密猟は法的に種の保存法や天然

記念物等に指定されているものをとったらそういうことになりそうなのですが、現状だと

種の保存法にも絶滅危惧種の上位のランクに入っていなかったりするので、広く扱う場合

は、そのまま問題と書かれているように、乱獲や過剰採取という言葉に改めたほうがよろ

しいと思います。 

 必ずしも絶滅危惧種のⅠＡにランクされるようなもの以外も、同時にマニアにかなりと

られている現状もあるので、そのあたりを含んでいるならいいのですが、密猟はそういう

イメージで、言葉が本来、そういう意味なのかわからないのですが、気にしていただけれ

ばと思います。 

【大島専門委員】 

 それに関しては私も気になっていて、例えばほかへの表記の場合は、密猟、盗採、盗掘

というような、密猟とおっしゃったみたいな感覚であれば、盗採と盗掘というと一般的な

ものも含むので入れてもいいのかなと思いました。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 ありがとうございます。 

 今、委員のご指摘のとおり、こちらの課題は委員のおっしゃったとおりですので、もう

少し丁寧な表現にして、新たな課題という形で申し送りできるように表現を修正したいと

思います。 

【宮城部会長】 

 よろしくお願いします。 

 ほかに委員の先生方、ご質問、あるいはご意見等がありましたら。 

【中村専門委員】 

 77ページの５の環境保全の問題提起として、「自然環境の過剰利用が懸念される」と書か

れているのですが、過剰利用だけと言っていいのか。私は専門外なのであまりうまく言え

ないのですが、非常にレベルが下がるというか、過剰利用するだけではなくて、数だけで

はなくて質の低下も結構懸念されると思います。 

 例えば日本の業者や事業者の方々は結構ルールに沿って動いてくれると思いますが、例

えば特定の国からたくさんお客さんが来るようになると、その国に対応した業者がそちら

の国から来て、現地のルールにあまりのっとらなくて、儲け優先で危ない観光を勧めたり

するケースがある。沖縄でももう既に起きている感じがするので、そのあたりを問題提起
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のニュアンスに加えていただいて、地元関係団体の中に日本の事業者や関係団体のみを対

象にしていると、ほかの国が抜け落ちてしまう気がするので、何かうまく書き込めればぜ

ひお願いしたいと思います。 

【宮城部会長】 

 まさに世界自然遺産登録された暁の大きな課題ではありますよね。先ほどの密猟という

か、乱獲というか、オーバーユースという課題だと思いますので、事務局の考え方をうま

く表現できるような課題の内容にしていただくといいのかなと思います。 

【大島専門委員】 

 そのあたりは恐らく過剰利用とあわせて、いわゆるルールの周知徹底がされない問題だ

と思います。ですから、国内外への周知の方法もある意味、確立できていない視点からだ

ったら加えてもいい感じがいたします。 

【山川専門委員】 

 先ほど質問したほうがよかったかなと思ったのですが、重要性を増した課題についての

取り上げ方は、例えば65ページの達成状況が進展遅れになっているところを重要性を増し

たところに少し入れることはできないのか。 

 赤土が気になっていて、１-(1)-イの１番目の流出量の推定のところで、先ほど中村先生

が流出量の修正文案のところで、対策効果を反映していないと言ったときに、全然達成で

きていないのが対策効果をきちんと反映できていないからなのか、それとも実際問題、赤

土流出量はあまり減っていないのかがよくわからないと思います。 

 65ページを見ると、平成23年度の基準値の値があって、平成28年度が若干減っておりま

すが、これに推測のエラーがあったとしても、目標値が7万2,000なので、だいぶ開きがあ

ると感じておりまして、例えばその他の大気系の環境基準の進展遅れとは、同じ進展遅れ

の数字でも中身が全然違うので、赤土の流出量は結構大事な問題のような感じがして、ま

だまだ流出量はきちんと削減されていない認識があります。 

 ただ３番目のひどいランクが減ったことは進展なので、こちらは進展しているから、１

番については総量は多いけれども、３番は進展だからというのがあるのですが、赤土流出

量問題は私の中で非常に重要だと思っていますので、今から重要性を増した課題に入れる

のは難しいのかもしれないのですが、まず流出量の数字について、大半が推測ミスによる

ものなのかどうか、その辺がもしもわかれば教えていただきたいです。 

【宮城部会長】 
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 事務局、いかがですか。 

 赤土問題は今までもかなり重要な環境課題だったと思うのですが。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 赤土流出量はあくまでも推計ということで、例えば土地の改変状況をそれぞれ調査しま

して、そちらの勾配や降雨強度、降雨係数などの式、調査結果に基づいて大体これぐらい

流出しているということで計算上、推計しているものです。 

 先ほども申し上げましたが、例えば対策の効果について反映されていない部分があるの

ではないかというところについては、今、課題ということで取り組んでいるところであり

ます。ただ流出量が今、進展遅れになっているのは、一応、問題意識はあります。この辺

については調査の精度を上げることと、あとは評価、実際にどの程度なのかを確認してい

きたいと考えています。 

【事務局 棚原環境部長】 

 保全課長から説明がありましたように、実態として推計の誤差がどれぐらいあるかは今

現在、正確にはわからないのですが、開発事業からの流出が明らかに減っているのは把握

しています。 

 農地からの流出量については、いまだ大きな課題であることも理解しておりますので、

委員がおっしゃるように、引き続き重要な課題として我々は引き継いで整理していきたい

と思います。 

【山川専門委員】 

 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す。 

 ほかに委員の先生方、ございますでしょうか。どうぞ。 

【中村専門委員】 

 78ページの新たに生じた課題７の国立自然史博物館の誘致について、課題として誘致に

取り組む必要があるのは間違いなくあると思いますが、その背景として研究、教育、啓発

等がメインに書かれていますが、恐らく期待としてはかなりの観光のスポットになるだろ

うと思われます。福井県立博物館の例のように、あれができてしまったせいでうちは大枚

をはたいて福井に連れていかないといけないぐらいの人気になってしまっていますので、

恐らく沖縄にこういうものができると、国内だけではなくて、海外からの集客も想定され
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ますので、文の中でそれを書くのは微妙かもしれませんが、もしそれを想定されておられ

るのであれば、ぜひ加えていただけるとモチベーションも上がると思います。 

【宮城部会長】 

 研究だけではなくて、観光への大いなる寄与が見込まれるとのご提案だと思います。 

 考え方の中に、中村先生がおっしゃったことなどを含めて書きとめておけば、それに対

する考え方が広がってくると思いますのでよろしくお願いします。 

 ほかに委員の先生方、ございますでしょうか。 

 時間も少し押し迫っていますので、きょう、先生方に審議していただいた事柄について

は、若干の修正等を含めて事務局と私たち正副部会長に対応を一任することでよろしいで

すか。 

(異議なし) 

【宮城部会長】 

 では、そういうことで後日、事務局が修正した文案等について、私たち正副部会長で対

応することにいたします。 

 ということでまとめたいと思います。 

 マイクを事務局にお返しいたします。ありがとうございました。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 本日のご審議をありがとうございました。 

 本日の審議は以上で終了となりますが、次第にありますとおり、報告事項として、沖縄

県企画部企画調整課からＳＤＧｓと沖縄21世紀ビジョン基本計画との関係についてご報告

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

４ 報告(ＳＤＧｓと沖縄21世紀ビジョン基本計画の関係) 

【事務局 平良班長(企画調整課)】 

 皆さんこんにちは。企画部企画調整課の平良と申します。 

 これまでのご審議の中でもご意見が出ていると承知しておりますけれども、玉城知事も

誰１人取り残さないという公約を掲げて、ＳＤＧｓについては今年度から全庁的に推進す

る方針を示しております。今回、企画部においてＳＤＧｓと、これでの環境部会でもご審

議いただきました沖縄 21 世紀ビジョン基本計画、その各種施策との関係について資料を整

理したということでございます。 

 資料 38 の項目１に国連における 2030 のアジェンダの採択がございます。こちらは皆さ
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ん、十分ご存じかと思いますが、気候変動や自然災害、こういった地球規模の課題がグロ

ーバルに達してきているリスクを踏まえて、2015 年９月に国連総会において「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。このアジェンダの特徴は、経済、社会

及び環境、特に環境の３つの分野を統合的に課題解決していく方針が示されております。

誰１人取り残さない。leavenoonebehind を基本理念として、国際社会が協調して課題解決

に向けてさまざまな取り組みが展開されています。 

 その中で、2030 年を目標とした 17 のゴール、さらにその下に詳細な目標として 169 の

ターゲットが構成されている。これが SustainableDevelopmentGoals、ＳＤＧｓというこ

とでございます。 

 その 17 のゴールについては、２ページ目に簡単な一覧表を掲載しておりますのでご参考

にごらんいただければと思います。例えば目標６の安全な水、衛生環境のところ、目標７

のエネルギー、これも基本的には再生可能エネルギーも視野に入っております。目標 13

の気候変動への具体的な対策を。目標 14 の海の豊かさを守ろう。目標 15 の陸の豊かさを

守ろう。非常に環境を意識した目標設定がされておりまして、目標達成に向けて国際社会

もさまざまな活動をしています。国内でも国、または各地方自治体、企業がさまざまな取

り組みを展開をしているところです。 

 ２には国の取り組みが記載されています。国においては、国連の動きを受けまして、2016

年に内閣総理大臣を本部長とした推進本部を設置して、同年 12 月に実施方針を策定してい

ます。この実施方針では、ＳＤＧｓの目標達成に向けて地方自治体の取り組みを促進する

のが位置づけられております。加えて地方自治体における各種計画、戦略、方針の策定、

またそれらの改訂の際には、ＳＤＧｓの要素を最大限に反映するように位置づけられてい

るところでございます。 

 ３の県では、ＳＤＧｓの目標年が 2030 年で、これと同じ 2030 年を目標とする将来像と

して沖縄 21 世紀ビジョンをとりまとめて、それに基づきまして沖縄 21 世紀ビジョン基本

計画を策定したと、それに基づき施策を展開してきたところでございます。今回、環境部

会でいろいろご審議いただいた施策もこの基本計画に基づく施策でございます。 

 基本的には沖縄 21 世紀ビジョンの基本理念とＳＤＧｓの理念、17 のゴールが非常に重

なるところが多いと捉えておりまして、県では沖縄 21 世紀ビジョンの将来像の実現に向け

てＳＤＧｓを推進していく。その中で新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展を目指

していきたいと考えているところでございます。その中で、新たな振興計画については、
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今回ご審議いただきましたさまざまなご意見を踏まえて、来年度以降、計画策定に向けた

検討が始まるわけですけれども、当然、その中では、国の実施方針も踏まえながらＳＤＧ

ｓの理念を反映していくべきだろうと考えているところでございます。 

 ４には、そのＳＤＧｓと基本施策のマトリックス表についてという記載がございます。

これは３ページ以降の表を見ていただきますとわかりますとおり、基本計画の基本施策、

さらに施策展開、施策展開は今回の環境部会でも検証シートという形で各シートでいろい

ろと取り組み状況をご審議いただいたかと思いますけれども、その施策展開ごとにそれぞ

れの 17 のゴールとの関係を○で示しております。各種施策展開の中でさまざまな施策がご

ざいまして、施策ごとにどのようなゴールに貢献するのかを整理して、こういった表にと

りまとめたところでございます。全体としては 1,600 を超える施策を各種ゴールだけでは

なく、ターゲットまで整理した上で積み上げて、このような形で示しているところでござ

います。 

 今回、環境部会でご審議いただきました施策展開については黄色いマークをしておりま

すのでごらんいただければと思います。この表をごらんいただくとわかりますとおり、沖

縄 21 世紀ビジョン基本計画の各種施策とＳＤＧｓの 17 のゴールは非常に関係が深いこと

が確認できると思います。県としては今回の環境部会でのご審議の結果、ご意見等を踏ま

えつつ、また施策の整理等も踏まえながら、今後、新たな振興計画を検討していくことを

考えているところでございます。今回、現基本計画の各種施策のＳＤＧｓとの関係を整理

させていただきましたので、この場をお借りしてご報告させていただいたところでござい

ます。 

 駆け足ですが、ご説明は以上でございます。ありがとうございます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 ただいまの企画調整課から説明について、何かご質問等はございますでしょうか。 

【大島専門委員】 

 質問というよりも希望です。 

 多分、ご存じだと思いますが、ＳＤＧｓの自治体は31あったり、その中には岐阜県や愛

知県など県でＳＤＧｓ宣言をしているところ、それからことしは沖縄県は恩納村が自治体

としても手を挙げて認定されたと思いますが、せっかくこういう形で県知事を挙げて取り

組んでいるので、自治体にも手を挙げるなど、さらに発展的な形になることを期待したい

と思いますのでご検討をいただきたいです。 
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【事務局 平良班長(企画調整課)】 

 ありがとうございます。 

 ＳＤＧｓの取り組みは、県民を挙げて全県的にということを県知事としても考えており

ますけれども、そういった取り組みをいかに情報発信してみんなに知っていただくか。国

内のみならず世界に向けてどういった情報発信をしていくか、非常に重要なところだと思

いますので、ご意見を踏まえながら取り組みを充実させていきたいと思っています。あり

がとうございます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 ありがとうございました。 

 ほかは大丈夫でしょうか。 

【高平専門委員】 

 ＳＤＧｓ、きょうは私もバッジをつけさせていただいていますが、一般の人にまだ浸透

しない。一般の人がどのようにすればいいのか、具体的な行動がわからないところを、環

境部会もあわせてではあると思いますが、活動をこういう方向でやってくださいというよ

うなものがぜひ欲しいです。企業は幾つかやっている部分がちらちら目につきますが、一

般には言葉すらまだ知らないところが結構ある感じがいたします。 

【事務局 平良班長(企画調整課)】 

 まさにおっしゃるとおりでございまして、電通が毎年、ＳＤＧｓの認知度調査を行って

おります。2019年４月の報告によりますと、国民のＳＤＧｓの認知度が16％、ＳＤＧｓと

いう言葉を知っている程度の認知度ですが、まだまだ普及していないところがございます。

県でも普及啓発が非常に重要だと認識しておりまして、県だけではなくて、いろいろな方々

とパートナーシップを組みながら、当然、マスコミの皆様も含めて、いかに県民に知って

いただくかは重要だと思っていますし、マトリックス表はこのように整理させていただき

ましたが、できることからどのように取り組んでいただけるかをわかりやすく伝えること

が大事だと思いますので、一般の方々には敷居は低く入りやすい形で普及啓発をやってい

きたいと、今はいろいろ方策も中で検討しながら充実させていきたいと思っているところ

でございますので、引き続きいろいろとご助言いただければと思います。ありがとうござ

います。 

【藤田専門委員】 

 マトリックス表は非常に見やすくてわかりやすいのですが、その反面、なぜ入っていな
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いのかと思うものもあります。例えば自然環境の適正利用の海の豊かさを守ろうというの

は入っていないのですが、こういう判断は誰がされるのか、あるいはほかの意見を取り込

むチャンスはどの程度あるのか、お聞かせいただけるとありがたいです。 

【事務局 平良班長(企画調整課)】 

 ありがとうございます。 

 基本的にはマトリックス表のもとに1,600ぐらいの施策がございまして、それぞれの施策

ごとに具体的な160のターゲットで細かい分野設定がありますので、その中で積み上げて整

理をしているところでございます。感覚的にはゴールに関連するところが施策ごとにある

かもしれませんが、その下の細かい目標設定から積み上げた限定的な割り当てになってい

るところはあるかと思います。ただ現時点での施策を踏まえて整理したところでございま

して、当然、現在の基本計画についてもまだ計画期間は残っております。これから施策を

充実させていく中で貢献する分野も増えていくと思いますし、新たな振興計画では施策、

計画を方向性で幅広く国際社会が目指す目標に貢献していく形で検討していきたいと思っ

ていますので、現時点ということでご理解いただければと思います。 

【宮城部会長】 

 私からも、琉大の先生方はたくさんいらっしゃいますが、琉球大学も西田学長以下、Ｓ

ＤＧｓ宣言をなさっていますので。 

 竹村副部会長からひとつ。 

【竹村副部会長】 

 琉球大学は学長がＳＤＧｓの宣言をしてホームページに載せていると思います。それプ

ラス、全ての講義をＳＤＧｓに振り分けて、そのＳＤＧｓのワークを全部つけています。

プラス教員それぞれの研究、それぞれのシーズ、全てについてつけているということで、

今、まさにＳＤＧｓを進めている段階です。これは大学全体です。 

 恐らく県もそういう形で各施策に対してＳＤＧｓもこれからつけていくのかなと思いま

すけれども、知事を先頭にして何らかの宣言をするなりしてやると県民にもわかりやすく

なるかと思います。県と琉球大学がタッグを組んでやるのが一番効果的だと思いますので、

今のところはそういう形です。 

【事務局 平良班長(企画調整課)】 

 ありがとうございます。 

 琉球大学の環境報告書でＳＤＧｓのいろいろなアイコンが非常にわかりやすく掲載され
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ている資料を私も拝見して、参考にさせていただきたいと思っております。 

 沖縄県庁だけで推進するわけではなくて、学術界、企業も含めてさまざまなセクターの

皆さんにご協力いただきながら推進したいと考えておりますので、引き続きご助言、ご協

力も含めてよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 続きまして、21世紀ビジョン基本計画と総点検報告書の素案の審議を７月から本日まで

第５回のご審議いただきました。この環境部会の一連の締めくくりとして、宮城部会長か

らご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

５ 環境部会長挨拶 

【宮城部会長】 

 きょうで第５回の環境部会を終えましたが、１回目から先生方の忌憚のない、そして非

常にいいサジェスチョンをいただきまして、環境部会の報告もまとまりつつあると思って

おります。 

 沖縄の環境問題、あるいは環境に関する課題は多々あろうかと思います。１人１人の先

生方のご意見がまた環境部会の報告の中にも反映されていると思いますので、これからも

また沖縄県の環境問題に対する、外から、あるいは内からのサジェスチョンをいただきた

いと思っております。 

 不慣れな部会の運営で委員の先生方にはご迷惑もかけたと思いますが、正直なところ、

ほっと安心しているところでございます。本当にありがとうございました。 

【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。 

 それでは、委員の皆様のこれまでのご尽力に対して環境部長の棚原からお礼の挨拶を申

し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

６ 環境部長挨拶 

【事務局 棚原環境部長】 

 沖縄振興審議会環境部会の審議を終えるにあたりましてご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、公私にわたりご多忙の中、約５カ月間、環境部会にご協力をいただき

まして心から感謝申し上げます。 

 部会に出る前に膨大な資料を見ていただいたり、ものすごいエネルギーを使っていただ

き、宮城部会長がおっしゃったように、資料や内容が膨大なので我々もどのような形で進
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めていいのか、特に１回目、２回目は試行錯誤で非常にご迷惑をおかけしたところはある

のですが、なんとか全分野、環境部が抱える課題について意見を言っていただきました。

本当にありがとうございました。 

 21世紀ビジョン基本計画の中で環境部としては、「マングース対策によるヤンバルクイナ

の推定生息範囲の拡大」や「自然保護区面積の拡大」の成果も確かに挙げてきていますが、

近年の問題として、外来種対策や廃棄物処理、地球温暖化問題など、海ごみ問題、赤土の

問題、やはり多くの課題を抱えております。 

 2030年度の目標として、先ほど説明がありましたＳＤＧｓからの事業内容も各種ありま

すので、我々は一生懸命取り組んでいきたいと思っております。 

 環境部会の審議において、委員の先生方からいただいた成果や課題などに対する多くの

意見は、我々としてはこれをしっかり反映させた形で新たな振興計画の策定に活用させて

いただきたいと思います。 

 これまで５回にわたりご審議いただきまして、大変助かりました。今後とも引き続き環

境行政にご協力、ご鞭燵をお願いしてお礼の言葉にかえさせていただきます。本当にあり

がとうございました。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 先ほど事務局からご説明したとおり、環境部会としての調査審議結果報告書を11月27日

までにとりまとめて、正副部会長を経由して審議会に提出させていただきたいと思います。

また委員の皆様にも提出とあわせて審議会の結果報告書をメール等で送付させていただき

たいと思います。これまでありがとうございました。 

 また、部長からもお話があったとおり、今後は次年度以降から、また県庁職員を中心に

新たな基本計画の素案づくりをしながら、関係団体や市町村、県民の皆様の意見を聞きな

がら新たな計画の素案ができると思います。この素案ができた際には、また環境部会でご

審議いただく作業をまた令和３年度までやるかと思います。引き続きご協力をお願いいた

します。 

 それでは、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。長

い間、ありがとうございました。 

７ 閉 会 


