
第３次沖縄県環境保全実施計画

平成２０年３月

沖 縄 県





目 次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１第１章 計画策定の基本的な考え方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 計画策定の趣旨と性格

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 計画の期間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 計画の目標

・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 計画実現に向けた各主体の役割分担

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４第２章 計画の基本方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 環境保全施策の実績と課題

（１）廃棄物・リサイクル対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（２）自然生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

（３）環境教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

（４）赤土等流出防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

（５）地球温暖化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

（６）大気環境・騒音・振動・悪臭・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

（７）水環境・土壌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

（８）化学物質等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

（９）基地公害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15２ 環境保全の基本方向

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第３章 施策・事業の展開

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17１ 循環型社会の構築

（１）廃棄物の減量化・リサイクル等の推進・・・・・・・・・・・・・・18

（２）廃棄物処理施設等の整備促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

（３）不法投棄・不適正処理防止体制の強化・・・・・・・・・・・・・・21

（４）おきなわアジェンダ２１の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・22

（５）環境影響評価制度の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23２ 自然環境の保全・活用

（１）自然環境保全地域指定の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

（２）自然公園区域の指定、編入、管理、整備、利活用の促進・・・・・・24

（３）多様な野生生物の生息・生育する環境の保全・・・・・・・・・・・25

（４）琉球諸島世界自然遺産の条件整備・・・・・・・・・・・・・・・・25

（５）環境教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

（６）赤土等流出防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

（７）地球温暖化対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

（８）大気環境・騒音等対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

（９）水環境・土壌保全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

（10）ダイオキシン類等化学物質対策・・・・・・・・・・・・・・・・・29

（11）基地公害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30



- -1

第１章 計画策定の基本的な考え方

１ 計画策定の趣旨と性格

沖縄県は亜熱帯海洋性気候のもとに多くの島しょから構成されており、島の沿

岸にはサンゴ礁が発達し、複雑な地形からなる島々には希少な野生生物が生息・

生育するなど、他の地域では見られない貴重で生物多様性に富んだ環境を有して

いるが、島しょ性のため脆弱な自然環境という特性を有している。

それゆえ、本県特有な自然環境を保全するとともに、環境が有限であることを

認識し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を創り上げていく

努力が必要である。

また、本県の恵み豊かな環境の恵沢を享受することは、現在及び将来の我々の

権利であるとともに、これを保全及び創造し、将来の世代に引き継ぐことは現代

世代の責務である。

本県を取り巻く環境問題は、狭隘な県土のなかで、深刻化する廃棄物処理施設

の立地難や資源循環コストが高いという構造的不利性や、赤土等流出や基地に起

因する環境汚染等特有な問題、さらには、地球温暖化による県土や自然環境など

、 、 、 、への影響が懸念されており これら廃棄物対策 赤土等流出防止対策 基地対策

地球温暖化対策等の取り組みは、本県の生活環境の保全にとどまらず地域振興に

資するとともに、ひいては、アジア太平洋地域の島しょ国への国際環境協力にも

寄与できるものである。

本県の島しょ性、希少な野生生物の保護、赤土等流出問題等の環境における特

殊な課題に適切に対処するとともに、貴重な自然環境の保全を図るために、本県

の環境保全対策の現状及び課題を踏まえて、実効性のある環境政策を戦略的かつ

重点的に推進していく計画を策定する必要がある。

本計画は、このような背景を踏まえ、美しい沖縄を次の世代に引き継ぐととも

に、県民が安らぎと潤いのある生活を享受できる地域社会を形成するため、自然

環境の保全及び創造に努め、環境共生型社会の構築に向けて取り組む基本方向及

び具体的な施策を定めた計画であり、沖縄振興計画における環境の保全及び創造

に関する施策の短期の具体的な実施計画として位置づけるものである。

また、本計画は、社会情勢と環境の状況の変化、第２次計画の実績等を踏まえ

て、第３次計画として今後の施策展開を示すものである。



- -2

２ 計画の期間

この計画の期間は、平成２０年度から平成２３年度までの４カ年とする。

３ 計画の目標

この計画は、沖縄振興計画の基本方向で定める「県民が安らぎと潤いのある生

活を享受できる地域社会の形成」に向け、本県の環境の現況と課題を踏まえた各

種施策を展開することにより、循環型社会の構築、自然環境の保全・活用を図る

ことを目標とする。

また、計画の進捗状況や施策効果等を踏まえ、適切なフォローアップを実施す

るため、各施策の目標値となる基本的な指標を設定する。

４ 計画実現に向けた各主体の役割分担

環境の保全及び創造を推進していくためには、県をはじめ市町村、事業者、県

民・民間団体・観光旅行者等の各主体が環境に対する責任を自覚するとともに、

それぞれの役割や能力に応じて、自主的、積極的な取り組みを行っていくことが

必要である。

(1) 県の役割

県は、本計画に基づき、総合的かつ効果的に環境の保全及び創造のための施策

を推進する。

また、環境への負荷を低減する取組を率先して実行するとともに、事業者、県

民・民間団体等の各主体が自主的、積極的に環境保全活動に取り組めるよう各主

体の役割及び環境への配慮指針を提示し、各主体との連携の強化、情報・人材・

社会資本の整備等による活動基盤の充実、その他の環境保全活動促進のための支

援を行う。

(2) 市町村の役割

市町村は、地域の住民に最も身近な行政機関として、それぞれの地域特性に応

じて、環境の保全及び創造に関する総合的な計画等の策定を行うとともに、県、

事業者、県民・民間団体等と協力・連携し、環境の保全及び創造のための取り組

みを推進することが必要である。
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(3) 事業者の役割

、 、 、事業者は 経済活動の大きな部分を占めることから 様々な事業活動に際して

公害防止のための取り組みはもとより、資源・エネルギーの効率的利用や廃棄物

の削減、生産工程や流通過程からの環境への負荷の低減など、環境の保全及び創

造に関する積極的な取り組みが必要である。

(4) 県民・民間団体・観光旅行者・米軍の役割

県民は、その日常生活が環境の保全及び創造に密接に関わっていることを認識

し、リサイクルや、省資源・省エネルギーの推進など個人の行動が直接環境への

負荷の削減に結びつく分野を中心として、生活様式を環境に配慮したものに転換

していくとともに、県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施策に

積極的に参加・協力することが必要である。

、 、 、 、 、民間団体は 自らの具体的な環境保全活動を行うほか 県民 事業者 市町村

県と協力、連携し、環境の保全及び創造を推進することが必要である。

また、観光旅行や業務等の目的で県内に一時的に滞在する人は、空き缶・吸い

殻等の散乱防止に努めるなど、各自の行動において環境への負荷の低減や環境保

全等に努めるとともに、県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関する施

策に積極的に参加・協力することが必要である。

さらに、米軍及び米軍関係者においても、県民の生活環境や自然環境、さらに

は地球環境に様々な影響を与えていることから、県及び市町村が実施する環境の

保全及び創造に関する施策に積極的に参加・協力する事が必要である。
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第２章 計画の基本方針

１ 環境保全施策の実績と課題

(1) 廃棄物・リサイクル対策

ア 現状と実績

(ｱ)一般廃棄物

本県における一般廃棄物の排出量は、平成１７年度で４６万２千トンとなって

、 （ ） 、 （ ）おり そのうち５万５千トン １２％ が再生利用され ５万９千トン １３％

が最終処分されている。

廃棄物処理施設については、平成１９年３月現在焼却施設が３９市町村で３１

施設、最終処分場が２３市町村で１７施設が整備されているが、本島南部地域で

は、那覇市、南風原町以外の市町村は最終処分場を有しておらず、焼却灰を他の

自治体の最終処分場へ搬入している状況である。

また、道路や観光地等において、空き缶や吸い殻等の散乱防止を図るため、ち

ゅら島環境美化条例を、県、市町村及び民間団体からなる「ちゅら島環境美化推

進県民連絡会議」を母体として効果的に推進し、県全域で環境美化の気運を盛り

上げている。

公共下水道や合併処理浄化槽等の使用人口の割合を示す生活排水処理率は、

６７％（平成１７年度）となっており、人口散在地域等において安価で短期間に

設置できる合併処理浄化槽の導入を促進している。

(ｲ)産業廃棄物

本県における産業廃棄物の排出量（動物のふん尿を除く）は平成１８年度で

１９３万７千トンとなっており、そのうち９０万８千トン（４７％）が再生利用

され、１６万４千トン（８％）が最終処分されている。

、 （ 、産業廃棄物処理施設は 平成１９年４月現在１７２施設 中間処理施設１４２

最終処分場３０（稼働中１９、埋立処分終了１１ ）である。）

、 、稼働中の最終処分場のうち処理業者による設置は１５施設であるが そのうち

管理型最終処分場は２施設となっている。管理型最終処分場については、ここ

１０数年来、新規の立地が１件のみであり、残余容量のひっ迫の度合いは一層進

行している。

廃棄物の不法投棄件数については、平成１１年度の１６６件をピークに、減少

傾向にあるものの、平成１８年度の発生件数は６９件発生で依然として多発して
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おり、悪質な不法投棄による処理業者の検挙事例も発生している。

また、無許可で廃自動車の解体を行い検挙された事例や収集運搬業者による大

量保管、処分業者の処理基準違反など一部の業者による不適正処理が後を絶たな

い状況にある。

こうした不法投棄・不適正処理は、地域の生活環境の保全に支障を及ぼすばか

りでなく、自然環境への影響や景観を損ねかねない大きな問題となっている。

このため、従来から実施している立入検査や最終処分場・焼却施設の総点検、

不法処理防止連絡協議会の開催及び県下一斉監視パトロールに加え、平成１４年

度には警察官出向職員を県文化環境部に配置するとともに、平成１５年度には県

警察本部生活安全部と合同で「美ら島環境クリーン作戦本部」を設置し、迅速な

捜査、行政処分等を行う連携体制を整備した。

さらに平成１６年度には廃棄物監視指導員の保健所配置を開始し、平成１８年

度には市町村職員に産業廃棄物処理施設への立ち入り権限を付与する併任制度の

導入、不法投棄監視カメラの整備などを行い、不法投棄・不適正処理防止対策を

積極的に進めるとともに、産業廃棄物適正処理・優良化研修会の開催により、産

業廃棄物の適正処理と処理業者の優良化の促進に努めているところである。

指 標 単位 平成13年度 平成16年度 平成19年度

実績・見込み基準 目標 実績 目標

507 486 464 480 462一般廃棄物の排出量 千ﾄﾝ

(H12) (H17)／年

8 16 13 20 12一般廃棄物の再生利用率 ％

(H12) (H17)（再生利用量／排出量）

26 24 16 18 13一般廃棄物の最終処分率 ％

(H12) (H17)（最終処分量／排出量）

2,011 2,126 1,938 1,921 1,937産業廃棄物の排出量 千ﾄﾝ

(H15） (H18)／年

41 44 46 47 47産業廃棄物の再生利用率 ％

(H15） (H18)（再生利用量／排出量）

17 14 12 10 8産業廃棄物の最終処分率 ％

(H15） (H18)（最終処分量／排出量）
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イ 課題

(ｱ)一般廃棄物

市町村等と連携し、廃棄物の減量化・リサイクルを推進するとともに域内循環

を促進するため、排出事業者、再生事業者、及びＮＰＯ等のネットワークを形成

する必要がある。

ごみ処理施設や最終処分場など廃棄物処理施設の計画的な整備を促進するとと

もに、各地域において、ごみの散乱防止及び環境美化の取り組みを促進し、その

定着を図る必要がある。

また、浄化槽については、法定検査の受検など適正な維持管理を促進するとと

もに設置済単独浄化槽を合併浄化槽へ転換する必要がある。

(ｲ)産業廃棄物

民間の管理型最終処分場の残余容量がひっ迫しており、公共関与を含め産業廃

棄物等の処理施設の整備を促進するとともに、処理業の質の向上を図るため優良

化を促進する必要がある。

また、依然として多発する不法投棄や不適正処理を防止するため、県警や

、 、その他関係機関との連携の推進 沖縄県廃棄物監視指導員の配置などにより

監視体制の更なる強化を図る必要がある。

特に、悪質な不法投棄や不適正処理に対しては、告発や許可取消等行政処

分を徹底して実施し、発生の抑制に努める必要がある。

さらに、建設廃棄物の再資源化やＰＣＢ廃棄物の適正な保管と処理の推進に努

め、リサイクル市場の拡大、リサイクル関連産業の活性化を図るとともに、離島

における産業廃棄物のリサイクル・適正処理を推進する必要がある。

そして、生産活動での再生資源の積極的利用、再生利用が可能な製品の開発及

び寿命の長い製品の生産を促進する必要がある。
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(2) 自然生態系

ア 現状と実績

本県のサンゴ、藻場等は、海域生態系を特徴づける生物環境要素として重要な

ものとなっている。近年のサンゴの白化現象やオニヒトデの大量発生、埋立によ

る藻場、干潟の減少、さらに赤土等の流入による海域汚染等が海域生態系に深刻

な影響を及ぼしている。

また、沖縄島北部地域や八重山地域等の山地部では、イタジイを中心とする自

然度の高い照葉樹林が広がり、その多様性・特異性に富む生物相は、世界的にも

貴重な価値を持っている。

こうした自然度の高い生物相は、多くの野生動物の生息の場であるとともに、

水源の涵養、県土の保全、水や大気の浄化、CO の吸収、保健休養、レクレーショ2

ン資源等、極めて多様な機能を持ち、県民の生活を支える重要な財産であると同

時に重要な観光資源となっている。

しかし、本土復帰後、リゾート施設の建設や農地開発・ダム・道路の建設等各

種経済活動に伴う森林の伐採等による環境の急速な改変が進んでおり、脆弱な本

県の自然環境に大きな負荷を与えている状況となっている。また、近年、ダイビ

ングやカヌー、トレッキングなどの自然体験型観光が新たな観光形態として注目

を集めている反面、地域の自然環境が有する許容量を超える観光利用による自然

環境への影響も懸念されている。

開発事業による自然破壊を防止し、本県の優れた自然環境の保全を図るため、

自然環境保全地域や自然公園区域の指定による一定の開発規制を行っており、事

業の実施に当たっては、自然環境の保全に関する指針、環境影響評価の手続き等

により環境への配慮を求めている。

自然公園区域の指定については、平成17年度に本部半島カルスト地域を沖縄海

岸国定公園に区域編入した。また、平成19年度には石垣島が西表国立公園に区域

編入され、名称が西表石垣国立公園となった。

健全な生態系の保全を図るため、海域においてはサンゴ礁のモニタリング調査

やオニヒトデの駆除等を実施し、陸域においては、マングースの捕獲や北上防止

柵の設置等を実施した。また、平成17年度には、名蔵アンパル及び慶良間諸島海

域がラムサール条約湿地として登録された。

また、環境保全型自然体験活動を行う場所の適正な保全と利用を図るため、西

表島仲間川流域において、沖縄振興特別措置法に基づく保全利用協定が締結され

るなど地域における取組も行われている。
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指 標 単位 平成13年度 平成16年度 平成19年度

実績・見込み基準 目標 実績 目標

12 12 12 14 12自然環境保全地域の指定 箇所

/累計

6 6 6 7 8自然公園区域の指定・編入 箇所

/累計

0 2 1 5 1保全利用協定の認定 協定数

/累計

26 25 25 26 25鳥獣保護区の設定 箇所

/累計

イ 課題

本県の良好なサンゴ礁海域を保全するためオニヒトデによるサンゴの食害の防

止を図ることが緊急的課題となっている。また、赤土等の流入・堆積の防止やサ

、 、 、 。ンゴ礁 藻場 マングローブ域 干潟等機能の調査・研究を推進する必要がある

各種開発事業については、自然環境の保全に関する指針等の啓発に努め、土地

利用規制の拡充や適正な土地利用への誘導を図るとともに、事業の区域や規模等

についての調整を行う必要がある。

、 、 、 、本県に生息 生育している貴重な生物種については それぞれの生態 生息域

個体数等の調査を継続的に実施し、生態や生息環境等を把握し、その保全に努め

るとともに、生息・生育環境の改変や盗採に対する監視体制の強化を図り、貴重

な野生動植物の保護及び増殖に関する調査研究の推進、技術の確立に努める

必要がある。

、 。さらに 琉球諸島の世界自然遺産登録に向けた条件整備を促進する必要がある

また、観光産業の持続的発展のためには、その基盤である豊かな自然環境

の価値が損なわれないように、その保全・再生に努めるとともに、保全利用

協定の認定等を促進し、地域における環境配慮への取組の活性化を図る必要

がある。
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(3) 環境教育

ア 現状と実績

本県の豊かな自然環境の保全や循環型社会の構築に向けては、県民一人ひとり

が環境問題を自分の問題として捉え、環境に配慮した行動に自主的に取り組むこ

とが必要であり、その意味からも環境教育の果たす役割が重要となっている。

このため、平成18年３月に策定した「沖縄県環境教育推進方針」に基づき、環

境教育に関する取組を推進している。

環境教育の取組として、県では、NPOや学校などが実施する水生生物による水質

調査等の支援や 県、市町村、民間団体等で全国星空継続観察会等を実施しており、

は、子供から大人の全世代を対象に豊かな自然環境を有するやんばるや西表島な

どでの自然体験教育や河川・海岸等での野鳥観察会、干潟観察会、清掃活動等を

行っており、環境保全意識の普及・啓発が図られている。

また、環境教育モデル校については、平成２年度より計67校（小中10、小19、

中９、高19、特殊10）を指定している。

さらに、平成15年度から平成17年度にかけて環境教育の実践に役立つよう体験

型の環境教育プログラム（小学校編、中学校編、高等学校・環境団体編）を作成

し、各学校及び環境団体等に配布するとともに、平成17年度から環境教育プログ

ラム研修、平成18年度からは環境教育プログラムモデル校の指定による普及・啓

発を図っている。

環境情報については、県庁舎内の地域環境センターにおいて、啓発用パンフレ

ットの配布やビデオ・パネルの貸し出しなどを行っている。さらに同センターに

おいては、セミナーの開催や出前講座等も行っており、地域における環境保全活

動を支援している。

イ 課題

環境教育を推進するためには、体験型環境教育の充実を図る必要があることか

ら、環境教育モデル校の指定拡充、研究成果の普及を図るとともに、子供達の発

。達に応じて作成した環境教育プログラムの普及及び活用の促進を図る必要がある

また、環境学習の意欲の増進を図るため、環境学習・環境保全活動の実践発表

の機会を設ける等、優れた実践活動や将来性のある活動を促進する必要がある。

さらに、環境教育を指導する環境NPOや環境保全リーダーのネットワーク化を促

進し、環境情報の提供や講師派遣等、県民の環境学習を支援するための施策の充

実を図る必要がある。
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(4) 赤土等流出防止対策

ア 現状と実績

(ｱ)赤土等流出状況

降雨により赤土等が河川や海域に流出し、周辺の環境にさまざまな悪影響を及

ぼしている。主な流出源は農地、開発事業及び米軍基地である。

赤土等の流出量は 「沖縄県赤土等流出防止条例」の施行後、約６割に減少した、

と推算されている。しかしながら、依然として赤土等の流出は続いており、特に

農地からの流出量が全体の７割強を占めている状況となっている。

(ｲ)赤土等流出による河川、海域、漁業、観光等への影響

河川への赤土等の流入、堆積は、水質・底質を悪化させ、海域に流出した赤土

等の大部分は礁池に堆積してサンゴ礁生態系や沿岸漁業などへ影響を及ぼしてい

る。

また、景観の悪化、マリンレジャー等への被害などにより沖縄経済振興の主軸

である観光産業にも影響を及ぼしている。

、 、 、なお 成果指標の平成１８年度実績は 平年を大きく上回る大雨の影響を受け

４２％と悪化した。

指 標 単位 平成13年度 平成16年度 平成19年度

実績・見込み基準 目標 実績 目標

75 83 83 92 42海域での赤土堆積ランク５ ％

(H18)以下の地点割合

イ 課題

農地、開発事業、米軍基地等発生源における赤土等流出防止対策を一層促進す

る必要がある。

そのため、より計画的かつ効果的な赤土等流出防止対策を推進するために、利

水形態や自然環境保全を考慮した、陸域からの削減目標となる赤土等流出防止対

策に係る基本計画を策定する必要がある。
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(5) 地球温暖化

ア 現状と実績

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第４次評価報告書において、2100

、年には現在と比べて地球の平均表面気温は1.1～6.4℃上昇すると予測されており

その結果、海水の膨張等による海面上昇、異常気象の増加、気候の変化による農

業への影響、生態系への悪影響などが予想されている。

平成２０年度から京都議定書の約束期間が開始することから、国においては、

６％削減約束を確実に達成するため、地球温暖化対策推進法の改正や京都議定書

目標達成計画の見直しの作業を進めており、特に排出量の伸びが著しい民生（業

務・家庭）部門における対策の強化等が検討されている。

県においては、平成15年８月に「沖縄県地球温暖化対策地域推進計画」を策定

し、各種対策を推進しているが、本県におけるの温室効果ガス総排出量は1,449万

t-CO （平成15年度）であり、基準年度の1,301万t-CO （平成12年度）に対し、2 2

11.3％（148万t-CO ）増加している。2

そのうち、温室効果ガス排出量の大半を占める二酸化炭素の排出量は1,382万t-

CO であり、部門別では、民生（業務）部門が30.5%と占める割合が最も高く、次2

いで、運輸部門が28.3%、民生（家庭）部門が21.6%、産業部門が16.5%等となって

いる。

指 標 単位 平成13年度 平成16年度 平成19年度

実績・見込み基準 目標 実績 目標

1,301 1,240 1,449 1,180 1,449温室効果ガスの排出量 万ﾄﾝ

(H12) (H15) (H15)／年

※「温室効果ガスの排出量」の最新の実績値は平成15年度(2003年度 。）

イ 課題

国においては京都議定書の目標達成に向けた対策の強化が行われており、県内

においても、より実効性のある対策の強化が求められている。

本県のCO 排出量の約７割を家庭や事業所、自動車等からの排出量が占めること2

から、県民や事業者に対して、エコライフ、エコオフィス活動など環境に配慮し

た取組についての普及啓発と適切な情報提供を行う必要がある。

特に、事業者に対しては、環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクシ

ョン21等）の導入を促進するとともに、エコオフィス活動等のソフト面の取組に

加え、ESCO事業等の導入などハード面での対策についても積極的に推進する必要
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がある。

また、自動車等からの排出削減対策として、公共交通機関の利用促進やエコド

ライブの実践促進、バイオエタノールの普及促進等を図る必要がある。

さらに、米軍等の活動については、電力、水道の供給や廃棄物の処理など、本

県の温室効果ガスの排出量に影響を与えていることから、米軍等においても、積

極的に地球温暖化対策に取り組む必要がある。

(6) 大気環境・騒音・振動・悪臭

ア 現状と実績

大気汚染の状況を把握するため、大気環境測定局（14局）において監視測定を

行っている。毎年、二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については環境

。 。基準を達成している 光化学オキシダントについては環境基準を達成していない

その原因の一つとして、東アジア地域からのオゾンの移流が推定されている。ま

た、平成18年度は一部の測定局において、二酸化窒素が環境基準を達成できなか

った。

騒音については、特に航空機騒音、近隣騒音及び建設作業に起因する苦情が多

くなっている。なお、振動の苦情は毎年数件程度と少ない。

悪臭については、本県における苦情の中で最も件数が多く、主な発生源は畜産

業や製造業、サービス業等である。

指 標 単位 平成13年度 平成16年度 平成19年度

実績・見込み基準 目標 実績 目標

80 90 90 90 80大気環境基準の達成率 ％

(H18)

イ 課題

環境基準の維持・達成に向け、自動車交通量の増加等に伴う大気の汚染状況に

ついて監視を強化するとともに、自動車の運行に伴う環境への負荷の低減指針に

よる県、事業者、民間団体及び県民の協働による取組の促進を行う必要がある。

また、騒音及び悪臭苦情の増加傾向に対応するため、平成22年度までに規制地

域の見直しを行うとともに、臭気指数規制の導入を推進する必要がある。
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(7) 水環境・土壌

ア 現状と実績

河川・海域における人の健康の保護に関する環境基準項目（健康項目）につい

ては、すべての測定地点で環境基準を達成している。一方、生活環境の保全に関

する環境基準（生活環境項目）については、河川のＢＯＤの環境基準達成率は、

８６％（平成１８年度）で、ここ数年、水質状況は改善傾向にあるが、一部河川

において生活排水や事業場排水による水質汚濁が見られる。また、海域のＣＯＤ

の環境基準達成率は９２％（平成１８年度）となっている。

地下水については 県内のほとんどの調査地点で環境基準を下回っているが 平、 （

成１５年～１８年度 、一部の地区で水銀、砒素等が検出され環境基準を超過して）
ひ

いるところがみられる。

土壌については、昭和50年度から平成８年度まで土壌保全対策事業の一環とし

て農用地における定点調査を実施しているが、重金属が基準値以上に検出された

ことはない。

指 標 単位 平成13年度 平成16年度 平成19年度

実績・見込み基準 目標 実績 目標

83 89 86 90 86河川環境基準の達成率 ％

(H18)

100 100 92 100 92海域環境基準の達成率 ％

(H18)

イ 課題

環境基準の維持・達成に向け、事業場の排水規制を行うとともに、小規模事業

所排水対策及び生活排水対策については、事業者や地域住民による実践活動を推

進する必要がある。

、 、 。地下水の汚染については その原因を究明し 必要な対策を講じる必要がある

土壌汚染については、有害化学物質による土壌汚染状況の監視・防止体制の整

備を図るとともに、土壌の汚染に係る環境基準や関係法令等の順守について啓発

を図る必要がある。
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(8) 化学物質等

ア 現状と実績

平成12年度からダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、公共用水域の

水質・底質、地下水、土壌について、ダイオキシン類の調査を実施しており、こ

れまでに環境基準を超過した事例はない。

イ 課題

ダイオキシン類など新たな化学物質による環境汚染を未然に防止するため、環

、 。境汚染の実態把握 工場・事業場等に対する監視・指導の強化を図る必要がある

(9) 基地公害

ア 現状と実績

毎年、米軍基地排水監視調査及び基地周辺の公共用水域監視調査を実施してい

る。基地排水の流域下水道への接続やし尿処理施設の整備により、河川や海域の

水質汚濁は年々改善されているが、突発的な油流出事故等による水質汚濁が発生

している。

嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺における米軍航空機騒音については、周辺

市町と連携し24地点で常時監視を行っているが、毎年多くの地点で環境基準値を

超えており、県民の生活環境や健康に多大な影響を及ぼしている。

また、本県には毎年米軍原子力艦がホワイトビーチに寄港しており、寄港時の

放射能調査を行っているほか、核爆発実験等による放射性降下物調査を行ってい

る。なお、これまでに異常値は検出されていない。

イ 課題

基地排水等については、基地内施設の維持管理の徹底等を喚起するとともに、

油流出事故等における浄化対策や改善後の実態を把握する必要がある。

航空機騒音については、引き続き監視測定を行い、日米合同委員会で合意され

た航空機騒音規制措置を順守するよう米軍等関係機関に対して強く要請する必要が

ある。

また、米軍原子力艦寄港に伴い放射能の異常値が検知された場合、関係機関と

の連携によりモニタリングを強化するとともに、周辺住民の安全確保のための迅

速かつ適切な対策を講じる必要がある。
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２ 環境保全の基本方向

環境保全施策の実績と課題を踏まえ次のとおり基本方向を定め、施策・事業の

展開を行う。

(1) 廃棄物・リサイクル対策

沖縄の島しょ性を踏まえ、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減され

る持続可能な循環型社会を実現するため、廃棄物の減量化、リサイクル及び環境

美化を推進するとともに、処理困難物の適正処理を推進する。

また、公共関与による産業廃棄物等の処理施設の整備を促進するとともに、廃

棄物の不法投棄防止体制を強化する。

さらに、一般廃棄物を適正に処理するため、市町村におけるごみ処理施設の整

備を促進するとともに、合併処理浄化槽の普及を図る。

特に、離島地域においては、処理コスト等の面から廃棄物の適正処理を推進す

、 。ることが困難な場合が多いことから 離島市町村に対する指導・支援を強化する

(2) 自然生態系

本県のすぐれた海域生態系、陸域生態系など自然生態系の適正な保全を図るた

め、自然環境に配慮した事業活動の誘導や自然とのふれあい事業を推進する。

また、多様な野生生物の生息・生育環境の保全、豊かな自然と調和した社会づ

くりを推進する。

(3) 環境教育

沖縄県環境教育推進方針に基づき、環境教育教材の開発・整備、人材育成、ネ

ットワークの構築、自然体験型の事業等を推進する。

学校教育においては、環境教育を推進するため、環境教育推進校、環境教育モ

デル校等の指定を拡充するとともに、環境教育プログラムの普及及び活用の促進

を図る。

また、環境教育プログラム研修等の実施により環境教育指導者の養成を行うと

ともに、指導者間のネットワーク化を促進する。

(4) 赤土等流出防止対策

地域住民自らが赤土等の流出防止対策を促進するために設立された流域協議会

の支援を行う。

また、開発事業については、条例に基づく事前審査及び現場での監視指導を徹
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底し、工事現場からの流出削減を図る。

(5) 地球温暖化

地球温暖化は世界規模のグローバルな問題であるが、その原因は私たちの社会

経済活動と密接に関わっているため、県民・事業者・行政等がパートナーシップ

のもと互いに協力しながら、それぞれの立場に応じた取り組みの推進を図る。

(6) 大気環境・騒音・悪臭

環境基準を維持・達成するため、大気環境測定局における監視測定を強化する

とともに、低公害車の導入促進等を図る。

また、騒音及び悪臭苦情に対応するため、規制地域の見直しを行うとともに、

臭気指数規制の導入を推進する。

(7) 水環境・土壌

生活排水や事業場排水等により水質汚濁が著しい河川水域の水質を改善し、公

共用水域の環境基準達成と維持を図るため、排水規制対象事業場の監視指導及び

地域住民の河川浄化に対する意識啓発を行う。

また、地下水及び土壌汚染の防止を図るため、有害物質排出事業場に対する排

水規制、地下浸透規制を適正に実施するとともに、汚染を把握した場合は、浄化

等の措置について土地所有者や汚染原因者に指導・助言等を行う。

(8) 化学物質等

ダイオキシン類など新たな化学物質による環境汚染を未然に防止するため、排

出事業場の監視体制を強化する。

(9) 基地公害

基地排水等については、米軍基地からの油流出等の突発的な水質汚濁事故への

迅速な対応を図る。

、 、 、また 航空機騒音については 周辺市町との連携強化により監視体制を強化し

客観的なデータを基に航空機騒音規制措置の順守を米軍等関係機関に要請する。

さらに、原子力艦の寄港に伴う放射能対策については、関係機関との連携によ

り、異常値検知時のモニタリング体制の強化及び安全確保体制の整備を図る。
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第３章 施策・事業の展開

環境保全の基本方向に基づき次のとおり指標を定め、具体的な施策・事業を展開

する。

１ 循環型社会の構築

指 標 単位 平成13年度 平成19年度 平成23年度

（変更前）（基準） 実績 最新 目標（ ）

507 462 464 (474)一般廃棄物の排出量 千ﾄﾝ

(H12) (H17)／年

8 12 22 (24)一般廃棄物の再生利用率 ％

(H12) (H17)（再生利用量／排出量）

26 13 12 (13)一般廃棄物の最終処分率 ％

(H12) (H17)（最終処分量／排出量）

(1,920)産業廃棄物の排出量 千ﾄﾝ 2,011 1,937 1,975

(H18)／年

41 47 50 (48)産業廃棄物の再生利用率 ％

(H18)（再生利用量／排出量）

17 8 7 (8)産業廃棄物の最終処分率 ％

(H18)（最終処分量／排出量）

［目標値の変更理由等］

○循環型社会の構築に係る指標については、本県の廃棄物を取り巻く現状を踏まえ、平成18年度

に策定した第２期の沖縄県廃棄物処理計画（廃棄物処理法に基づく法定計画）において、これら

の目標値を見直したことによる。
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(1) 廃棄物の減量化・リサイクル等の推進

県内における廃棄物の減量化・リサイクルを推進するため、市町村等と連携し

た各種啓発事業の実施や「容器包装リサイクル法」及び「家電リサイクル法」の

円滑な実施を促進する。

また、県が認定した県産リサイクル製品の県民等による積極的な利用促進を図

るとともに、県全域におけるごみの散乱を防止し環境美化の推進を図る。

、 、「 」 、産業廃棄物については これまでの規制的手法に加え 産業廃棄物税 により

経済的な誘因を与えることで、排出抑制や再生利用の促進を図りつつ、その税収

を循環型社会の形成に向けた施策に活用する。

さらに、自動車リサイクル法に基づき、指定資源化機関（ 財）自動車リサイク（

ル促進センター）が、市町村に対して実施する出えん事業を促進するとともに、

事業者等が保管しているＰＣＢ廃棄物等の適正処理を推進する。

主要施策・事業 内 容 備 考

廃棄物の減量化・リサ ①各種リサイクル関連法の円滑な実

イクルの推進 施の促進

②各種啓発事業等の実施

③市町村による容器包装廃棄物分別

収集の促進

県産リサイクル製品等 ①一定の基準に基づく県産リサイク

の利用促進 ル製品等の認定

②関係部局と連携し、県における認

定製品の優先使用及び市町村や企

業に対する優先使用の働きかけ

③県民等への認定製品の情報発信に

よる利用促進

ちゅら島環境美化の推 ①「ちゅら島環境美化推進県民連絡 ちゅら島環境美化促進月

進 会議」による各種広報活動や全県 間（７月）

一斉清掃の実施

②市町村との連携強化によるごみの

ポイ捨て行為への対策強化

③環境美化促進モデル地区における

モデル事業の実施

④県民等が自発的に行う環境美化活

動への支援

⑤海岸漂着ごみ対策の検討
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主要施策・事業 内 容 備 考

産業廃棄物税 ①最終処分場に搬入される産業廃棄

物への課税

②循環型社会の形成に向けた税収の

活用

自動車リサイクルの推 ①リサイクル料金の剰余金を活用し 指定再資源化機関である

進 た（財）自動車リサイクル促進セ （財）自動車リサイクル

ンターの市町村に対する出えん事 促進センターが実施

業の促進

・不法投棄等対策支援事業の促進

・離島対策支援事業（離島市町村に

よる使用済み自動車の海上輸送に

係る費用の一部に対する出えん）

の促進

ＰＣＢ廃棄物の適正処 ①PCB廃棄物保管状況把握調査及び

理の推進 公表

②PCB廃棄物の適正保管等の監視指

導

③日本環境安全事業株式会社への補

助

④PCB処理計画に基づくPCB廃棄物の

適正な処理を推進
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(2) 廃棄物処理施設等の整備促進

県内における廃棄物の適正な処理体制を確保するため、市町村が実施する一般

廃棄物処理施設の整備を促進するとともに、公共が関与する産業廃棄物管理型最

終処分場の整備に向けて、用地の確保や事業主体となる第三セクターの設立に取

り組む。

また、合併処理浄化槽は公共下水道等に比べ地形の影響を受けずに安価で短期

間に設置できることから、特に人口散在地域での普及を図る。

主要施策・事業 内 容 備 考

一般廃棄物処理施設の 市町村が実施するごみ処理施設や最 国庫補助による完成予定

整備促進 終処分場等の整備に対する調整及び 施設数

技術的指導 平成１９年度：５ｶ所

(焼却施設１、再生利用施

設２、最終処分場２)

平成２０年度：２ｶ所

(最終処分場２)

平成２１年度：３ｶ所

（焼却施設１、再生利用

施設２）

公共関与による産業廃 ①最終処分場用地の確保 沖縄県、沖縄公庫、経済

棄物管理型処分場の整 ②最終処分場の整備・運営にあたる 産業関係団体等民間事業

備促進 事業主体（第三セクター）の設立 者の応分の出資負担によ

る事業主体設立を予定。

合併処理浄化槽の普及 国の補助制度と併せて設置費用の一 国・県の補助による設置

促進 部を助成 予定基数

平成２０年度：１４７基

平成２１年度：１４７基

平成２２年度：１１６基
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(3) 不法投棄・不適正処理防止体制の強化

産業廃棄物の不法投棄防止や不適正処理に対処するため、県警やその他の関係

機関との連携の推進、沖縄県廃棄物監視指導員の配置などにより、監視体制の更

なる強化を図る。

特に悪質な事案については、県警への告発、行政処分を徹底し発生の抑制に努

める。

また、処理業者の優良化を促進するため研修会を開催する。

主要施策・事業 内 容 備 考

不法投棄・不適正処理 ①県警との連携強化

防止体制の強化 ・警察出向職員の配置

・美ら島環境クリーン作戦本部の

継続

・悪質な事案に対する告発の実施

②関係機関との連携の強化

・沖縄県産業廃棄物不法処理防止

連絡会議の開催

・保健所管内廃棄物不法処理防止

ネットワーク会議の開催

③監視・啓発活動の強化

・沖縄県廃棄物監視指導員の配置

・県下一斉監視パトロールの実施

・産業廃棄物適正処理・優良化研

修会の開催

・悪質な事案に対する行政処分の

実施
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(4) おきなわアジェンダ２１の推進

地球環境問題に対し足元から取り組むための具体的な行動計画である「おきな

わアジェンダ２１」について 「おきなわアジェンダ２１県民会議」を中心に県民、

・事業者・行政等の相互協力のもとに推進し、県内の温室効果ガスの削減に努め

るとともに環境保全に取り組むことにより、環境と開発の両立した「持続的発展

が可能な社会」の実現を目指す。

主要施策・事業 内 容 備 考

おきなわアジェンダ おきなわアジェンダ２１県民会議の ①普及啓発

２１の推進 推進 ②評価指標の設定

③計画の進行管理

(5) 環境影響評価制度の推進

環境影響評価に係る情報について、ホームページ等を活用して県民へ積極的に

情報を提供するとともに、対象事業の説明会の内容や事業者における情報公開に

ついて、事業者と十分に調整・指導を行う。

環境影響評価に係る技術の精度を高めるために、当該技術に関する調査・研究

を推進するとともに当該技術の普及に努める。

本県の自然環境や社会状況等を考慮して、本県に適した戦略的環境影響評価

（ＳＥＡ）を検討し、その制度の構築を図るとともに、早期の導入を推進する。

主要施策・事業 内 容 備 考

環境影響評価制度の推 ①積極的な情報公開 ・環境影響評価条例第58条

進 ②環境影響評価に係る技術の調査・ ・環境審議会及び環境影

研究及び普及 響評価審査会からの答

③ＳＥＡ等の構築 申
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２ 自然環境の保全・活用

指 標 単位 平成13年度 平成19年度 平成23年度

（変更前）（基準） 実績 最新 目標（ ）

12 12 16自然環境保全地域の指定 箇所

/累計

6 8 10 (8)自然公園区域の指定・編 箇所

入 /累計

0 1 8保全利用協定の認定 協定数

/累計

26 25 29 (30)鳥獣保護区の設定 箇所

/累計

－ 2,853 3,000地域環境センター利用者数 人

（H18)及びセミナー等受講者数

75 42 100海域での赤土堆積ランク５ ％

(H18)以下の地点割合

(1,100)温室効果ガスの排出量 万ﾄﾝ 1,301 1,449 1,197

(H12) (H15)／年

－ 9 60エコアクション２１登録 件数

(H18)事業者数 /累計

80 80 100大気環境基準の達成率 ％

(H18)

83 86 93河川環境基準の達成率 ％

(H18)

100 92 100海域環境基準の達成率 ％

(H18)

100 100 100ダイオキシン類に係る環境 ％

(H18)基準の達成率

［目標値の変更理由等］

○自然公園区域の指定・編入：多良間島・水納島及びやんばる地域の自然公園の指定を見込み、

目標値を上方修正した。

○鳥獣保護区の設定：南大東島と北大東島の２つの鳥獣保護区が平成16年度に１つの区域として

大東諸島保護区となったため、目標値を変更した。

○温室効果ガス排出量：平成15年度に策定した「沖縄県地球温暖化対策地域推進計画」の目標値

と合わせた。
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(1) 自然環境保全地域指定の推進

、 、本県の自然環境の中でも 人の手が加えられていない天然林や海岸の自然植生

干潟やサンゴ礁水域などのすぐれた自然環境を保全していく必要があり、自然環

境保全地域、緑地環境保全地域等の指定、区域の拡張を行うなど、自然環境保全

施策を推進する。

主要施策・事業 内 容 備 考

自然環境保全地域指定 法・条例に基づく自然環境保全地域

の推進 の新規指定・区域拡張に係る事業の

推進

(2) 自然公園区域の指定、編入、管理、整備、利活用の促進

本県のすぐれた自然の風景地を保護し、県民の保健、休養及び教化に資するた

め、自然公園の指定等を促進する。

現在、多良間島・水納島の県立自然公園指定を計画している。また、環境省が

計画するやんばる地域の国立公園の指定に向けた各種調査や、関係市町村との調

整等に協力して自然公園化の促進を図っていく。

本県には、その他にも優れた自然の風景地や特異な生態系を形成している地域

が見られ、保護・規制を行うとともに適正な利活用を図り、子々孫々まで豊かな

自然を伝えていく必要があることから、地域住民の理解と協力を得ながら自然公

園区域の指定・見直し及び区域編入を図っていく。

また、エコツアーが盛んなやんばる地域、西表島、慶良間諸島において保全利

用協定の締結・認定の促進を図る。

主要施策・事業 内 容 備 考

自然公園区域の整備・ ①自然公園区域の指定、編入及び管

利活用の推進 理の強化事業の推進

②自然公園の利用施設の整備と利活

用の促進

保全利用協定認定の推 保全利用協定の締結・認定の推進

進
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(3) 多様な野生生物の生息・生育する環境の保全

貴重な野生動植物の保護対策を推進するため、特殊鳥類等の生息調査を行うと

ともに、条例を制定し、捕獲の規制等により希少野生動植物種の保護を図る。

また、外来種による生態系への被害防止のため、沖縄島北部地域でのマングー

スの駆除事業を継続するとともに、その他の外来種についても、生息状況、被害

状況等の調査や関係機関との連携により対策を実施する。

海域生態系を保全するため、官民協働によるサンゴ礁生態系保全活動の推進事

業を実施する。

主要施策・事業 内 容 備 考

多様な野生生物の生息 ①鳥獣保護区の設定

・生育環境の保全 ②マングース駆除事業等外来種対策

③希少野生生物の調査研究の推進

④サンゴ礁生態系保全活動推進事業

等海域生態系保全事業の推進

(4) 琉球諸島世界自然遺産の条件整備

琉球諸島は、我が国の世界自然遺産の候補地にあげられており、環境省、鹿児

、 、 。島県 市町村 関係機関と協力して世界自然遺産の登録に向けた条件整備を行う

主要施策・事業 内 容 備 考

琉球諸島世界自然遺産 ①パンフレットの作成

登録の条件整備 ②フォーラム等の開催

③環境省の調査等への協力
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(5) 環境教育の推進

自然環境保全に関する県民各層の理解を深め、自然環境保全活動への積極的な

参加を育む基盤を整備するため、自然観察会をはじめとした環境保全型自然体験

活動を推進する。

また、環境教育プログラムの普及及び活用の促進、環境保全リーダー等のネッ

トワーク化、環境情報の提供を行うことにより、環境教育を総合的に推進する。

主要施策・事業 内 容 備 考

自然とのふれあい促進 ①野鳥観察会等自然観察会の実施

②全国星空継続観察会の実施

③水生生物調査の支援

環境保全リーダー等の 環境NPOや環境保全リーダー等の

ネットワーク化の推進 ネットワーク化

平成２年度より67校指定環境学習の推進 ①環境教育モデル校の指定 ①

環境教育プログラムに関する②環境教育プログラムの普及及び活 ②

研修及びモデル校の指定用の促進

③地域環境センターにおける活動の

充実

(6) 赤土等流出防止対策

河川、海域等の公共用水域を保全し、漁業、観光産業等の被害の解消を図るた

め、赤土等流出防止対策事業を実施する。

主要施策・事業 内 容 備 考

赤土等流出防止対策 ①条例による開発事業からの赤土等 ①対象：開発面積1,000㎡

流出の規制の徹底 以上の事業行為

農地、開発事業、米軍基地②赤土等流出源の実態把握 ②

農地、開発現場、米軍基地に③赤土等流出防止対策基本計画の策 ③

おける赤土等流出削減計画定

を網羅した基本計画の策定

④流域協議会への支援 ④11地域で設立
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(7) 地球温暖化対策

2平成２０年度から京都議定書の約束期間が開始することから、県内におけるCO

の排出削減に向けて、地域全体で取り組むため 「沖縄県地球温暖化対策地域推進、

計画」に基づき、市町村、沖縄県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化

防止活動推進員、地域協議会等と連携し、地球温暖化対策をより一層推進する。

また、地球温暖化は県域を越えた共通の課題であることから、九州各県と協力し

て地球温暖化対策の統一キャンペーンを平成２０年度から実施する。

民生（業務）部門の対策としては、事業所における環境マネジメントシステム

の導入を支援するため、エコアクション21に関する研修を実施する。また、県有

、 。施設及び民間施設において 省エネルギー対策に有効なESCO事業導入を促進する

運輸部門の対策としては、エコドライブの実践促進、バイオエタノール普及促

進等を図る。

さらに、米軍等に対しては、地球温暖化対策に関する取組の協力や情報提供に

ついて、あらゆる機会を通じて強く要請する。

主要施策・事業 内 容 備 考

地球温暖化防止対策 ①沖縄県地球温暖化対策地域推進計 ①現計画（平成15年度か

画の推進及び改訂 ら22年度まで）の改訂

②地球温暖化対策九州・沖縄・山口 ②エコスタイルキャンペ

統一キャンペーンの実施 ーン等の実施

③地球温暖化防止活動推進員の設置 ③推進員74名（H18年度)

④バイオエタノールの普及促進

⑤研修・講習会の開催（エコアクシ

ョン21、エコドライブ等）

⑥県有・民間施設へのESCO事業導入

の促進
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(8) 大気環境・騒音等対策

大気汚染に係る環境基準の維持・達成を図るため、常時監視を行うとともに、

増加傾向にある騒音・悪臭苦情に対応するため、規制地域の見直し等を行う。

主要施策・事業 内 容 備 考

一般環境大気測定局：８局大気環境対策 大気環境測定局における常時監視

（平成19年度現在）

自動車排出ガス測定局：４局

（平成19年度現在）

自動車の運行に伴う環境への負荷の 負荷の低減指針による取

低減 組の促進

騒音対策 ①規制地域の見直しを実施（平成22 ①21市町村において指定

（平成19年度現在）年度まで）

②環境基準類型指定地域の見直しを ②21市町村において指定

（平成19年度現在）実施（平成22年度まで）

悪臭対策 ①規制地域の見直しを実施（平成22 ①22市町村において指定

（平成19年度現在）年度まで）

②臭気指数規制導入の推進 ②現在13市町村導入
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(9) 水環境・土壌保全対策

公共用水域、地下水及び土壌に係る環境基準の維持・達成を図るため、事業場

に対する監視指導を行うとともに、河川浄化に関する普及啓発活動を実施する。

主要施策・事業 内 容 備 考

水質汚濁防止対策事業 ①公共用水域及び地下水の常時監視

②９河川・５海域については②事業場排水の監視指導

上乗せ排水基準による規制③地下水汚染の原因究明調査の実施

④指導要綱・指導指針による④小規模事業所排水・生活排水の対

実践活動の推進策

土壌汚染対策事業 ・土壌汚染の把握及び浄化等の措置

に対する指導等の実施

・汚染周辺地域の調査の実施

(10) ダイオキシン類等化学物質対策

ダイオキシン類等化学物質による環境汚染を未然に防止するため、排出事業場

の監視体制を充実強化する。

主要施策・事業 内 容 備 考

ダイオキシン類等化学 ① ダイオキシン類等化学物質の環境

物質対策 監視測定

②特定事業場からの排出規制
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(11) 基地公害対策

米軍基地から派生する環境問題に対応するため、監視体制等を強化する。

主要施策・事業 内 容 備 考

基地排水対策 ①基地排水等監視測定調査 延２８施設

②基地周辺公共用水域のダイオキシ

ン類調査

嘉手納飛行場････15測定局米軍航空機騒音対策 ①県・周辺市町の連携による常時監

（県：８、市町：７局）視

普天間飛行場････９測定局

（県：７、市：２局）

放射能対策 米軍原子力艦寄港に伴い、異常値が

検知された場合における関係機関と

の連携によるモニタリング体制の強

化及び安全確保体制の整備


