
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

18

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

100件
立入検査
及び指導
等件数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

2,320 1,405 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　河川・海域等の公共用水域における水質汚濁を未然に防止するために、特定事業場
への立入検査及び排出水の水質測定を行い、法令に違反がないか監視し、違反があれ
ば改善命令等の措置を講じる。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○水質保全に関する監視活動、普及啓発等

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

水質関係事
業所等監視
指導事業

 水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検
査及び特定施設届出の審査を行った。

活動指標名

66件

立入検査及び指導等件数

水質汚濁防止法に係る特定施設届出の審査 ―

100件 117件

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

水質関係事業所等監視指導事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　H28年度は、117事業場に立入し、うち、104事業場の排水について測定を行い、うち12
事業場で排水基準違反を確認し、改善の指導を行ったほか、計64件の施設改善指導等
を行った。
　立入検査及び指導等は117件と、計画値の100件を達成しており、順調と判断した。
　事業者に対する改善指導及び事業場等への立入検査の実施により、水質汚濁の未然
防止に寄与できた。
　また、特定施設の設置届出書の審査を行うことで、不適切な処理をされた排水が公共
用水域に排出されることを防止している。

推進状況

実績値

事業者に対する改善指導及び事業場等への立入検査の実施 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,261 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

97％
（22年度）

94％
(28年度)

100％ △3ﾎﾟｲﾝﾄ
96％

(27年度)

92％
（22年度）

92％
(28年度)

100％ 0
81％

(27年度)

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

海域水質環境基準の達成率

①畜産課、家畜保健衛生所、市役所等と連携を
取り、立入を行った。

②平成24年度改正で事業者による自主測定義務
が拡大されたため、その結果を求めるなど、事業
所の自主調査結果を活用している。

平成29年度計画

河川水質環境基準の達成率

事業名 活動内容

水質関係事
業所等監視
指導事業

　水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び特定
施設届出の審査を行う。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①畜舎排水に係る県民からの苦情に関しては、県
及び市町村関係機関と連携して、効果的な監視指
導及び対策を実施する。
②過去に排水基準を超過した事業所や有害物質
を取り扱う事業所などを重点的に調査することと
し、その他の事業所については隔年での調査や事
業者による自主測定の報告を求めるなどして、調
査の効率化を図る。

　河川については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が94%で、
基準値に対しての改善幅が△3ポイントであった。全35水域中２水域で環境基準が達成できて
おらず、またその要因については現在のところ不明である。
　また海域については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が92%
で、基準値と同水準であった。全12水域中１水域で環境基準が達成できておらず、またその要
因については現在のところ不明である。

―

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・無届けの事業場の情報を収集するため関係機関との連携を強化する体制が必要である。

・効率的・効果的な検査を実施するため、過去の検査実績及び施設の状況も考慮しながら、継続して
検査する施設と、数年で一巡するローリング方式により検査する施設に分類する。

・畜産課で把握している畜舎の台帳と水質汚濁防止法の台帳との突き合わせなどを行い、無届け事業
所の把握及び届出の指導を行う。
・過去に基準を超過した事業所や有害物質を取り扱う事業所などを重点的に調査し、その他の事業所
については隔年での調査や事業者による自主測定の報告を求めるなど、調査の効率化を図る。

○内部要因
・届出がされていない畜舎等を把握するために畜産課、家畜保健衛生所、市役所等の関係機関とのよ
り一層の連携が必要である。

○外部環境の変化
・法改正による、暫定排水基準の引き下げにより、窒素・りんについては５年に一度、硝酸性窒素・亜
硝酸性窒素については３年に１度、暫定排水基準の見直しが行われる。この見直しにより、事業場に
よっては当該基準を超過する可能性がある。
・排水基準が適用できない小規模事業場が多い。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

18

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
189地点
調査地点数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

20,772 19,683 県単等

実績値

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　河川・海域等の公共用水域及び地下水における水質汚濁を未然に防止するために、
毎年度定める「公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、県内の河川、海域、
地下水の水質を測定し、異常がないか監視する。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全

主な取組

計画値

年度別計画

対応する
主な課題

施策

取組内容

施策展開

189地点 189地点

事業名 活動内容

水質保全対
策事業

・河川及び海域の常時監視
・地下水の概況調査(県内全域で行う網羅的な調
査)及び継続調査（概況調査で環境基準を超過し
た地点の重点的な調査）の実施

活動指標名

調査地点数

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

水質保全対策事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　河川・海域及び地下水189地点の採水、測定を計画したことに対し、計画どおりに採
水、測定を行った。
  地下水の継続調査においては、12地点中３地点で基準を超過していたが、概況調査で
は平成28年度に調査を行った７市町村７地点全ての地点で環境基準を満たすことができ
た。

推進状況

(施策の小項目) ○水質保全に関する監視活動、普及啓発等

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

公共用水域、地下水等水質の常時監視及び市町村への情報

提供 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

18,024 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

97％
（22年度）

94％
(28年度)

100％ △3ﾎﾟｲﾝﾄ
96％

(27年度)

92％
（22年度）

92％
(28年度)

100％ 0
81％

(27年度)

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

河川水質環境基準の達成率

平成28年度の取組改善案 反映状況

①硝化を抑制する方法と従来の方法による結果を
比較し、硝化による酸素消費量が原因かどうか確
認し、硝化の影響を受けている場合には硝化を抑
制した方法を用いる。
②類型指定の状況について、実態に即していない
場所については類型の見直しを検討する。
③河川改修工事の終了年月日について担当部局
に確認し、水質悪化が見られた河川については測
定頻度を増やして経過を確認することとする。
④県において測定計画を策定することは水質汚濁
防止法上の法定事項(法第16条)であり、その中で
国の地方行政事務所と協議を行うよう規定されて
いるが、政令市・中核市等との協議を行うことは規
定されていない。しかし、那覇市とも計画策定時に
協議を行い、連携を密にする。
⑤底層溶存酸素量について、委託測定を行ってい
る場所については次年度以降に測定を委託するこ
ととする。また、県が直接測定している地点におい
ては、衛生環境研究所の所有する機器を活用し、
測定を行う事とする。

成果指標

事業名 活動内容

①BODの通常の方法と硝化を抑制する方法の比
較を行った結果、天願川における基準超過は硝
化の問題であることが確認できたため、今後は硝
化を抑制する方法で測定を行う。
②類型指定をAからBに下げることは環境省が認
めていないため、反映できない。
③汀間川の水質測定回数を年6回から年12回に
変更し、水質の推移を確認している。
④水質測定計画策定前に那覇市に計画案を送付
し、事前の調整を行った。
⑤平成28年度の水質測定委託契約について、契
約内容変更協議を行い、底層溶存酸素量の測定
を追加したほか、県衛生環境研究所が所有する
多項目水質計について、各保健所担当者への使
用方法の研修を行い、県直接測定地点について
も年2回の測定を行った。

平成29年度計画

水質保全対
策費

・河川及び海域の常時監視（189地点）
・地下水の概況調査（８地点）及び継続調査（１３地点）の実施

　河川については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が94%で、
基準値に対しての改善幅が△3ポイントであった。全35水域中２水域で環境基準が達成できて
おらず、またその要因については現在のところ不明である。
　また海域については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が92%
で、基準値と同水準であった。全12水域中１水域で環境基準が達成できておらず、またその要
因については現在のところ不明である。

海域水質環境基準の達成率

―

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・地点名については、具体的な場所を示すように変更し、またGPSロガーやレーザー距離計などを整備
しGoogleEarth等により調査地点の管理を行うことで、調査地点のブレを抑制し、観測の精度を上げる。
・水質の悪化が確認された場合、河川管理者へ連絡を行う。

○内部要因
・調査地点の引き継ぎがうまくされておらず、いつの間にか動いてしまっている場合がある。

○外部環境の変化
・河川改修工事の影響により水質が悪化した可能性のある地点がある。
・那覇市の管轄区域については、那覇市との連携、国ダムについては総合事務局との連携が必要とな
る。
・環境基準項目の追加や基準値の変更が行われている。

・調査地点名が「○○から○○ｍ」など、現場で距離を測定することとなっている地点について、できる
だけ橋名等の具体的な地点名へと変更するなど、地点が動かないようにする必要がある。また、海域
ではGPS等による場所の確認が必要と考える。
・河川管理者との連携が必要と考える。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

18

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

15,012 14,593
各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,977
各省
計上

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

水質測定機器等整備事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　水銀分析用原子吸光光度計等の測定機器整備を行ったことで、環境監視を行う体制
が一層強化された。本事業は、石油貯蔵施設周辺地域の環境保全に資するものと評価
できる。

推進状況

実績値

－

事業名 活動内容

水質測定機
器整備事業

　石油貯蔵施設から発生する公害を監視するため、衛生環境
研究所及び施設が立地する地域の保健所（中部・南部）におい
て、機器の整備を行う。

(施策の小項目) ○水質保全に関する監視活動、普及啓発等

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

平成29年度計画

水質測定機
器整備事業

　石油貯蔵施設から発生する公害を監視するた
め、衛生環境研究所及び施設が立地する地域の
保健所（中部・南部）において、機器の整備を行っ
た。

活動指標名

－ －

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　石油貯蔵施設の事故時の対応及び周辺地域の環境（大気及び水質）の常時監視を行
うため、施設が立地する地域の保健所等に監視・測定に必要な機器を整備する。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

石油貯蔵施設から発生する水質汚濁等の公害を監視するた
め、施設が立地する地域の保健所等に必要な機器等を整
備・更新する。 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － ― －

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

－

・限られた予算の中で効率的に機器の整備を行えるよう、市場動向等の確認が必要である。
・また平成３０年度に基金を処分し高額環境監視測定機器を整備するにあたり、情報収集を行う必要
がある。

・市場の動向の情報収集のため、カタログや見積もり等を定期的に収集し、交付金を有効に活用す
る。
・平成３０年度に基金を用いて整備する機器の各メーカーの特徴や仕様の十分な情報収集を行う。

　石油貯蔵施設からの環境汚染に対応するための機器整備を行った結果、水質汚濁や大気汚
染等対策に必要な体制整備が図られた。

○内部要因
・平成２７年度に事業規模の大きい環境監視測定機器の整備を行うため基金を造成した。
・平成３０年度に上記基金を処分し、単年度事業では規模が大きく購入が難しい測定機器を整備する。

－

○外部環境の変化

－

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①既存機器の状態把握のため、整備計画の対象
となる機器の不具合や修繕履歴に関する記録・整
理を実施、継続していく。

②市場の動向の情報収集のため、カタログや見積
もり等を定期的に収集し、交付金を有効に活用す
る。

①既存機器の状態把握のため、整備計画の対象
となる機器の不具合や修繕履歴に関する記録・整
理を実施、継続している。

②市場の動向の情報収集のため、カタログや見
積もり等を定期的に収集し、交付金を有効に活用
した。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

18

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

6河川
（流域14市
町村）指定
数

2河川
（流域5市
町村）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

1,737 1,349 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

  河川・海域等の公共用水域における水質汚濁を未然防止するために、生活排水対策
重点地域の指定、河川流域市町村の生活排水対策啓発に関する支援とともに、へい死
魚事故の調査、主要水浴場の水質調査を実施する。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○水質保全に関する監視活動、普及啓発等

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

水質環境保
全啓発推進

事業

31水浴場

（生活排水対策重点地域）指定数

主要水浴場の水質調査 31水浴場

2河川（流域5市町村）

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

水質環境保全啓発推進事業

　生活排水対策に関するパンフレットの配布を
行った。
　へい死魚事故の調査及び主要水浴場の水質調
査を行った。

へい死魚事故の調査 ― 16件

実績値活動指標名

6河川（流域14市町村）

生活排水対策重点地域指定の解除に向け、河川流域市町
村による生活排水対策の汚濁負荷低減の啓発に関する支
援 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,823 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

97％
（22年度）

94％
(28年度)

100％ △3ﾎﾟｲﾝﾄ
96％

(27年度)

92％
（22年度）

92％
(28年度)

100％ 0
81％

(27年度)

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

・市町村が実施する生活排水対策の汚濁負荷低減の啓発に
関する支援
・へい死魚事故の調査
・主要水浴場の水質調査

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①生活排水対策への啓発を行うために、パンフ
レットを各市町村へ配布する
②指定14市町村の今後の下水道整備計画や合併
処理浄化槽への転換補助事業の状況を確認し、
指定除外について検討していく。また、生活排水に
よる水質悪化が見られる河川が確認された際に
は、新たな指定を検討するか、類型指定の見直し
について検討する。

　生活排水対策重点地域指定の解除に向け、河川流域市町村による生活排水対策の汚
濁負荷低減の啓発に関する支援を実施したが、指定数は６河川（流域14市町村）と変化
していない。平成28年度中の測定において、指定された河川の多くで生物化学的酸素要
求量（BOD）75％値は基準を満たしていたが、基準値を超過する月があり、水質の改善
が十分に行われたとはいえない。そのため、十分に安定して改善した状況にあるとは言
えず、平成25年11月の環境省からの事務連絡にある指定解除の基準を満たさないた
め、指定の解除を行うべきではないと考える。しかし、取組を実施したことにより、下水道
への接続、合併浄化槽への切り替えなど、河川流域市町村による生活排水対策が図ら
れている。
　また、16件発生したへい死魚事故のうち、2件は農薬が原因（疑い含む）によるへい死
魚であった。
　主要水浴場の水質調査では、全ての水浴場でA以上となり、例年と変わらずきれいな
水質を維持していることが確認できた。

①県作成のパンフレット計3000部を県内各市町村
あて送付した。

②指定解除の条件に合致する河川は無いため、
検討していない。また、環境省では類型を下げる
ことについては基本的に認めておらず、類型の見
直しを行う事は難しい。

水質環境保
全啓発推進

事業

活動内容

大幅遅れ

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

参考データ 沖縄県の現状・推移

河川水質環境基準の達成率

海域水質環境基準の達成率

推進状況

平成29年度計画

事業名

―



様式１（主な取組）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・ホームページ等におけるパンフレット等の配布。
・各保健所が管区内の市町村と行う会議において、生活排水対策の重要性を説明していく。

○外部環境の変化
・生活排水と公共用水域環境との関係に対する知識及び意識が低迷している。

・生活排水と公共用水域環境との関係に対する知識及び意識を啓発するための、関連パンフレット等
の配布。
・市町村担当部局に対する、合併処理浄化槽や下水道整備、農業集落排水処理施設設置などの重要
性を啓発。

　河川については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が94%で、
基準値に対しての改善幅が△3ポイントであった。全35水域中２水域で環境基準が達成できて
おらず、またその要因については現在のところ不明である。
　また海域については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が92%
で、基準値と同水準であった。全12水域中１水域で環境基準が達成できておらず、またその要
因については現在のところ不明である。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

18

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

1,500人
受講者数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,009 3,434 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,550 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の普及啓発のため、浄化槽の日に係
るパネル展示、県外情報誌等による広報、知事挨拶文掲載新聞広告、県内５カ所での
街頭広報活動等を実施する。また、県内５カ所の保健所において、浄化槽設置者に向け
た講習会、維持管理に関する指導を行う。

担当部課 環境部環境整備課

1-(1)-ｲ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○水質保全に関する監視活動、普及啓発等

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

平成29年度計画

浄化槽管理
対策事業

浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の
普及促進（パネル展示、県外情報誌等による広
報、知事挨拶文掲載新聞広告等）、県内５カ所の
保健所における、浄化槽設置者に向けた講習会、
維持管理に関する指導

活動指標名

浄化槽設置者講習会受講者数 1,500人 1,474人

事業名 活動内容

浄化槽管理
対策事業

浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の普及促進
（パネル展示、県外情報誌等による広報、知事挨拶文掲載新
聞広告等）、県内５カ所の保健所における、浄化槽設置者に向
けた講習会、維持管理に関する指導

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

浄化槽管理対策事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の普及促進に関する普及啓発活動を
継続して実施しており、県内５カ所の保健所において、浄化槽設置者に向けた講習会
（月１回の定例実施）を計60回行い、維持管理に関する指導を行っている。これまでの取
組により、県民等の生活排水対策への意識の向上が図られ、河川などの公共用水域の
水質保全・水質向上に寄与できている。

推進状況

実績値

浄化槽の適正な維持管理に関する指導・普及啓発 

浄化槽の適正な維持管理に関する指導・普及啓発 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

97％
（22年）

94％
(28年度)

100% △3ﾎﾟｲﾝﾄ
96％

(27年度)

傾向 全国の現状

1,330人
（26年）

1,368人
（27年）

1,474人
（28年）

↗ －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①浄化槽担当者会議にて「浄化槽の日」イベント
の内容を検討し、より浄化槽を知ってもらうために
クイズ等新たな取り組みを実施した結果、集客力
も向上し、普及効果を高めることができた。

②浄化槽設置者講習会の再受講の周知を行った
ところ、再受講者の受講があり、周知の必要性を
感じた。

河川水質環境基準の達成率

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①浄化槽の普及啓発イベント等で、より浄化槽を
知ってもらうために、各保健所、公益社団法人沖縄
県環境整備協会との連携を図り、普及啓発に努め
る。具体的内容としては、浄化槽担当者会議を開
催し、浄化槽の維持管理についてさらに普及効果
を高めるために、「浄化槽の日」イベントの内容等
を検討していく。

②浄化槽の適正な維持管理の普及啓発のため、
過去に浄化槽設置者講習会を受講した設置者に
ついても、再受講を推進し、河川などの公共用水
域の水質保全・水質向上につなげる。

浄化槽設置者講習会受講者数

・県費による浄化槽設置整備事業（市町村事業への補助事業）は、平成25年度で事業終了となった
が、国庫による補助事業（循環型社会形成推進交付金）の周知及び「浄化槽の日」に係るパネル展示
や県広報誌による広報等を引き続き実施しながら、粘り強く普及啓発を行っていく必要がある。

・浄化槽の普及啓発イベント等で、より浄化槽を知ってもらうために、各保健所、公益社団法人沖縄県
環境整備協会との連携を図り、普及啓発に努める。具体的内容としては、浄化槽担当者会議を開催
し、浄化槽の維持管理についてさらに普及効果を高めるために、「浄化槽の日」イベントの内容等を検
討していく。
・浄化槽の適正な維持管理の普及啓発のため、過去に浄化槽設置者講習会を受講した設置者につい
ても、再受講を推進し、河川などの公共用水域の水質保全・水質向上につなげる。

　河川については、平成28年度は、環境基準の達成率が目標値100%に対して達成値が94%で、
基準値に対しての改善幅が△3ポイントであった。全35水域中２水域で環境基準が達成できて
おらず、またその要因については現在のところ不明である。
　浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の普及促進に関する啓発活動を粘り強く継続
して行っていくことにより、県民の生活排水対策への意識の向上を図り、河川などの公共用水
域の水質保全・水質向上につなげていく。
　また、浄化槽設置者講習会の受講者については、約1,500人で推移している。

○内部要因
・浄化槽設置者講習会や浄化槽の普及啓発に係るイベントの開催等については、各保健所や公益社
団法人沖縄県環境整備協会との連携が不可欠であることから、今後も引き続き連携を図っていく必要
がある。

・既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進については、単独処理浄化槽設置者
へのインセンティブが働きにくい。
○外部環境の変化

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

16

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

450件
台帳登録
件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

2,320 1,404 県単等

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

土壌汚染対策推進事業

やや遅れ

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　平成28年度、県への届出が３１６件に留まったことから、やや遅れと判断したが、台帳
の整備によって、届出等対応の際の類似事案検索等が可能となった。
　316件全てを台帳に登録すると共に、記載項目の見直しを行うことで、さらに有益となる
台帳を目指した。県担当職員間で担当者会議等情報交換を行い、土壌汚染対策法に基
づく届出書等対応業務及び監視指導業務遂行能力の向上を図り、人材育成に努めたこ
とから、届出等対応業務の迅速化を図ることができた。

推進状況

実績値

水質関係事
業所等監視
指導事業費

　１年を通じ、土壌汚染対策法関係届出等管理台
帳の内容見直し、指導に係る要領等の整備を行っ
た。事業者等への監視指導、助言等を行った。

活動指標名

台帳登録件数 ４５０件 ３１６件

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○土壌汚染に関する事業者への指導強化

○土壌汚染については、土壌汚染判明時において、土地周辺の地下水脈および地質構
造が不明な場合が多いことから、影響範囲の特定が困難な状況である。

対応する
主な課題

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　土壌汚染に関する情報を一元化した「土壌汚染情報管理システム」及び土壌汚染対策
法に基づく届出等の管理台帳の整備、業務体制の構築等により、平成22年度の法改正
により大幅に増加した届出等対応業務の迅速化を図り、事業者等への監視指導を強化
していく。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

土壌汚染対策法に基づく届出等の管理台帳の作成 

土壌汚染情報管理システムの整備及び業務体制
の構築 

土壌汚染対策法に基づく事業者、処理業者への指導 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,261 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

　土壌汚染対策法に基づく届出等管理台帳の整備によって、届出等対応の際の類似事案検索
等が可能となり、届出等対応業務が迅速化されてきている。

○内部要因
・本県では、一定規模以上の土地の形質の変更の際は赤土等流出防止条例に基づく届出が必要とな
る場合があり、類似した手続きである土壌汚染対策法に基づく届出も併せて行われることが多く、他自
治体と比較して、当該届出の捕捉率が高くなっていると思われる。そのため、土壌汚染対策法に基づく
届出件数が他都道府県・政令市と比較しても非常に多い（全国２位：平成26年度実績）にもかかわら
ず、人員・予算等の問題により、適切な業務体制が構築されていない。

○外部環境の変化
・今後、大規模な米軍基地の返還が見込まれているが、返還後の跡地利用において、土壌汚染対策
法に基づき、土壌汚染状況調査及び浄化工法等の監視指導等業務の大幅な増加が見込まれる。

―

事業名 活動内容

水質関係事
業所等監視
指導事業費

　土壌汚染対策法関係の管理台帳、手引き、要綱の整備及び
運用。事業者等への監視指導。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①業務量に応じた人員・予算確保に努めるととも
に、国が実施する土壌環境研修等の受講機会の
確保及び保健所担当職員に対する土壌汚染対策
法事務処理・監視指導研修等の実施により、届出
対応業務及び監視指導業務遂行能力向上を図る
等、人材育成を行う。

①国が実施する土壌環境研修等へ参加し、その
内容について担当職員間で共有することで、届出
等対応業務及び監視指導業務遂行能力の向上を
図り、人材育成に努めた。

平成29年度計画



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・届出に対する審査内容の充実や、必要な事務要領等の作成を行う必要がある。

・全国２番目の届出数、米軍基地返還跡地における多種多様な土壌汚染等の調査・浄化工事等の監
視指導等に対応する為に、業務体制の強化を図ることが必要である。

・国が実施する土壌環境研修等の受講機会の確保及び保健所担当職員に対する土壌汚染対策法事
務処理・監視指導研修等の実施により、届出対応業務及び監視指導業務遂行能力向上を図る等、人
材育成を行う。
・審査内容や事務要領等を整備することにより、統一した監視指導を行う。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

17

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

３市町村
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
整備箇所
（市町村）
数

６市町村
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　今後予想される大規模基地返還に伴う土壌汚染発見時に実施する基地周辺環境調査
の迅速化及び適正化を図り、スムーズな基地返還を可能にして跡地利用を促進するた
め、県内の表層地質から帯水層までの地質構造を把握し、地下水までの深度や汚染土
壌の拡散の可能性等を把握する為の情報整備を行う。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目)○土壌汚染に係る事業者への指導強化

○土壌汚染については、土壌汚染判明時において、土地周辺の地下水脈および地質構
造が不明な場合が多いことから、影響範囲の特定が困難な状況である。

対応する
主な課題

― ―

活動指標名

データベース整備箇所(市町村)数 ６市町村 0

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

土壌汚染対策基盤情報整備事業

未着手

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　返還跡地については、国が返還計画に基づき適切に調査、処理等を行うこととなって
おり、県が事業として行うべき理由や事業の効果等に疑義が生じ、平成26年度に事業化
自体の再検討を行い、平成27年度以降実施しないこととなった。

推進状況

実績値

基地返還予定地(嘉手納基地以南6市町村)周辺
の地質構造ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成と地下水ﾏｯﾌﾟの作成 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

―

平成29年度計画

―

事業名 活動内容

― ―

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

―

―

　国の実施する基地返還に係る支障除去作業に対し、指導助言を行ってきており、本取組の事
業化する理由や効果等に疑義が生じた。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

－

－

○内部要因
・基地の汚染情報を把握した上で、周辺環境へどのような影響があり得るのか検討し、国が責任を
持って行うべき基地返還跡地の支障除去に対して県がどのように関わっていくのか整理しなければ、
国との協議は難しい。
・効果的な基地周辺環境調査を行うためには基地の環境汚染についての情報が必要であるが、当該
情報について不足している。

○外部環境の変化
・県内での基地返還や土壌汚染状況調査の機会が増加している。
・国による調査や措置、説明が成されている。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

19

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

　   10局
　測定局数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

16,884 15,961 県単等

14,086 14,022 県単等

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

大気汚染物質常時測定調査費
大気汚染物測定機器整備事業費

実績値

10局
10局

（うち、２局は那覇市が
実施）

(施策の小項目) ○大気環境の常時監視

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

大気汚染物
質常時測定

調査費

  県内の8局の大気測定局で大気環境の常時監
視を行い、地域における大気汚染状況等を把握し
た。
（計画値10局に対し、8局にて測定を行った。これ
は、平成25年4月1日から中核市移行に伴い、那
覇市内にある那覇局、松尾局の2局を那覇市に移
譲したため。）
  沖縄県生活環境保全条例を一部改正し、非飛散
性アスベストの規制を行った。また、関連してパン
フレットの作成等、広報活動を実施した。

活動指標名

測定局数

施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

大気汚染物
質測定機器
整備事業費

  牧港局の窒素酸化物測定機器、沖縄局の微小
粒子状物質（PM2.5）測定機器、衛生環境研究所
の雨水採取装置を更新した。
　PM2.5の成分分析の実施に向けて、PM2.5成分
分析用サンプラ、PM2.5成分分析用精密天秤等を
整備した。

「主な取組」検証票

平成28年度実績

県民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、大気汚染防止法に基づき、
大気の汚染状況を常時監視する。また、常時監視に必要な測定機器等の整備を行う。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全

大汚染物質の常時監視測定及び測定機器の整備 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

25,478 県単等

3,783 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

90％
（22年）

91％
（28年）

100％ 1ポイント
80％

（26年）

傾向 全国の現状

91％
（26年）

91％
（27年）

91％
（28年）

→
80％

（26年）

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

  継続的に大気汚染物質の測定を実施することにより、地域における大気汚染状況を把
握するとともに、汚染に係る経年変化等を把握し、住民の健康の保護及び生活環境の保
全を図った。
　平成28年度は、光化学オキシダントを除く５項目(二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭
素、浮遊粒子状物質及びPM2.5)について、環境基準を達成した。
　牧港局の窒素酸化物測定機器、沖縄局の微小粒子状物質測定機器、衛生環境研究
所の雨水採取装置を整備した結果、同物質の大気汚染状況を継続して監視することが
できた。

推進状況

平成28年度の取組改善案 反映状況

①測定機器が老朽化していることから、測定機器
の整備計画に基づき、効率的な機器の更新作業を
行うことで、測定機の欠測を減らすことができる。

②PM2.5の成分分析を行えるような体制の構築を
進める。

大気環境基準の達成率

大気環境基準の達成率

事業名 活動内容

大気汚染物
質常時測定

調査費

  県内の８局（沖縄県所有分）の大気測定局で大気環境の常時
監視を行い、地域における大気汚染状況等を把握する。
（大気汚染物質が高濃度になった場合には、県内域に広く周知
を行う。）

成果指標

平成29年度計画

大気汚染物
測定機器整
備事業費

  測定局に設置している大気汚染の常時監視に使用する機器
等を整備（更新）する。

①測定機器の整備計画に基づく牧港局等の機器
の更新作業を行うことができた。

②今後の成分分析の継続実施に向けて、PM2.5
成分分析用サンプラ等の備品の整備を行った。



様式１（主な取組）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・測定機器が老朽化していることから、測定機器の整備計画に基づき、機器の更新作業が必要であ
る。

・PM2.5の成分分析から、発生源割合の推定を行う必要がある。

・測定機器が老朽化していることから、測定機器の整備計画に基づき、効率的な機器の更新作業を行
うことで、測定機の欠測を減らすことができる。

・PM2.5の発生源割合の推定に向けて、PM2.5成分分析を実施する。

　大気環境基準の達成率については、基準値が90%(平成22年度)、現状値が91%（平成28年度）
となり、1ポイントの改善となっているが、目標値の100%（平成28年度）には9ポイント足りない。
　二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及びPM2.5は環境基準を達成してい
たが光化学オキシダントは環境基準を達成しなかった。
　光化学オキシダントについては、全国でも環境基準の達成が難しく、平成26年度の一般局の
環境基準達成局は0局であり、0％の達成率となっている。
　光化学オキシダントは、オゾンを主体とした酸化物の強い物質であり、高濃度になれば、人体
や植物へ影響があることから、県内に注意報等を発令する。
　そのため、今後とも大気環境の把握に努めるとともに、注意報等発令時の体制の強化を行う。
　大気環境基準を達成するためには、大気汚染物質の低減を図る必要があるが、それには発
生源対策が有効であり、大気汚染物質が越境による影響の場合、直接的な対策が難しい。
　なお、北東アジアの中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂に会し、本地域
及び地球規模の環境問題に関する対話を行い、協力関係を強化することを目的に、1999年(平
成11年)から毎年日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM= Tripartite Environment Ministers
Meeting)を開催し、大気環境改善等について、協議している。

○内部要因
・測定機器が老朽化しており、更新が必要。

・微小粒子状物質(PM2.5)の発生源対策を行う必要があるが、越境によるものが主なのか、県内発生
が主なのか推定が必要。

○外部環境の変化
・大気汚染物質の低減は、発生源対策が有効であり、大気汚染物質が越境による影響の場合、直接
的な対策が難しい。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

19

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

19物質
測定物質数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

5,467 5,348 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　県民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、大気汚染防止法及びダイ
オキシン類対策特別措置法に基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染状況を監視
する。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○大気環境の常時監視

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

有害大気汚
染物質対策

費

  有害大気汚染物質（３箇所）及びダイオキシン類
（28箇所）のモニタリング調査を行った。

活動指標名

100%

測定物質数 19物質 22物質

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

有害大気汚染物質対策費

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

  有害大気汚染物質の環境大気中における濃度の実態の把握及び人の長期的曝露の
実態の把握を行った。
  環境基準が設定されている４項目（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚ ﾝ､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ）につ
いては、前年度に引き続き環境基準を達成した。
　また、指針値が定められているアクリルニトル等８項目については、前年度に引き続き
指針値以内であった。
  委託したモニタリング調査結果を２箇所に提出させ、環境保全課と衛生環境研究所に
てチェックを行い、測定の精度が問題ないことを確認した。

推進状況

実績値

有害大気汚染物質の環境基準の達成率 ―

有害大気汚染物質、ダイオキシン類の常時監視測定 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

5,467 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

90％
（22年）

91％
（28年）

100％ 1ポイント
80％

（26年）

100％
（22年度）

100％
(28年度)

100% 0ポイント

大気：100%
地下水：

100%
土壌：100%
公共用水
域(水質)：

98.6%
公共用水
域(底質)：

99.8%
（26年度）

傾向 全国の現状

91％
（26年）

91％
（27年）

91％
（28年）

→
80％

（26年）

平成29年度計画

大気環境基準の達成率

事業名 活動内容

有害大気汚
染物質対策

費

　有害大気汚染物質及びダイオキシン類のモニタリング調査
(22物質)

成果指標

①平成28年度の移転が年度末になったことから、
平成28年度は、既存の測定地点（南城市）で実施
し、平成29年度から新たな測定地点（うるま市）で
実施することとした。

②モニタリング調査結果を２箇所に提出させ、環
境保全課と衛生環境研究所で２重チェックを行っ
た。

③新たな物質は追加されなかった。

④モニタリング調査結果の電子データを電子メー
ルで２箇所に提出させることにより、迅速な結果の
確認や調査結果の送料が不要になるなど、事務
が効率化された。

平成28年度の取組改善案 反映状況

①衛生環境研究所が移転するため、これまでの測
定地点で継続的にモニタリングを行うのか、新たな
測定地点を選定するなど、測定地点を見直しを行
う。

②委託したモニタリング調査結果を２部提出させ、
環境保全課と衛生環境研究所にて２重チェックを
行い、継続して、測定結果の信頼性を確認する。

③環境省により、優先取組物質に新たな物質が追
加されれば、新たな物質の検査を実施する。

④委託事務における測定結果の確認作業の事務
効率化を検討する。

参考データ

大気環境基準の達成率

ダイオキシン類に係る環境基準の達
成率

沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化
・大気汚染物質の低減は、発生源対策が有効であり、大気汚染物質が越境による影響の場合、直接
的な対策が難しい。

・測定結果は非常に小さな値であるため、適切な精度管理を行う必要がある。
測定結果の信頼性を確認するため、引き続き、モニタリング調査結果を環境保全課と衛生環境研究所
にて２重チェックを行い、測定の精度管理の確保を図る。

・委託したモニタリング調査結果を提出させ、環境保全課と衛生環境研究所にて２重チェックを行い、
継続して、測定結果の信頼性を確認する。
・環境省により、優先取組物質に新たな物質が追加されれば、新たな物質の検査を実施する。

○内部要因

  大気環境基準の達成率については、基準値が90%(平成22年度)、現状値が91%（平成28年度）
となり、1ポイントの改善となっているが、目標値の100%（平成28年度）には9ポイント足りない。
具体的な現状としては、光化学オキシダントを除く５項目（二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭
素、浮遊粒子状物質、PM2.5）及び有害大気汚染物質については、前年度に引き続き環境基準
を達成した。なお、光化学オキシダントの基準値超過は、中国大陸からの原因物質の移流によ
る影響が一因と考えられている。
　ダイオキシン類に係る環境基準の達成率については、基準値が100%(平成22年度)に対して、
現状値100%（平成28年度）であり、前年度に引き続き環境基準を達成した。引き続き、取組を推
進する。
　なお、北東アジアの中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂に会し、本地域
及び地球規模の環境問題に関する対話を行い、協力関係を強化することを目的に、1999年(平
成11年)から毎年日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM= Tripartite Environment Ministers
Meeting)を開催し、大気環境改善等について、協議している。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

19

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

70件
立入検査
事業所数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

16,884 15,961 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　大気汚染防止法、沖縄県生活環境保全条例に基づくばい煙発生施設等の届出の受
理、改善指導を行い、公害防止に努めるとともに、大気保全に関する啓発事業を実施
し、県民の環境保全についての意識の高揚を促進する。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○事業者の監視・指導の強化

○水質汚濁及び大気汚染については、一部環境基準を達成できていない状況にあるほ
か、近年、大陸からの大気汚染物質の移流など本県だけでは対応できない事例が発生
しており、必要な対策が求められている。

対応する
主な課題

大気汚染物
質常時測定

調査費

　大気汚染防止法、沖縄県生活環境保全条例に基づく
ばい煙発生施設等の届出の受理、届出等事業者の監
視指導。
　保健所の環境関係担当者に対する研修の実施。

活動指標名

立入検査事業所数 70件
187件

（H28年）

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

大気汚染物質常時測定調査費
大気汚染物測定機器整備事業費

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

・平成28年度は、法令違反の可能性が高い施設等187件について、全て立ち入りを行っ
た。推進状況は計画地70件に対し187件と100%以上となっており、順調である。
・石綿相互通知体制の構築により、平成28年度は、大気汚染防止法及び沖縄県生活環
境保全条例に基づく届出が適切に行われていることが確認できた。
・平成28年度の大気汚染防止法、沖縄県生活環境保全条例に基づくばい煙発生施設等
の届出書を適切に審査し、ばい煙の排出基準の適合及び石綿の飛散防止の徹底を行っ
た。
・工場及び事業場から排出されるばい煙等の排出を規制することにより、住民の健康を
保護し、生活環境を保全することができる。
・勉強会の開催により統一的な立入検査を行えるようになった。

推進状況

実績値

工場・事業場の監視、指導 工場・事業場の監視、指導 
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

25,478 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

90％
（22年）

91％
（28年）

100％ 1ポイント
80％

（26年）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

①担当職員に対する勉強会や担当者会議を開催
し、石綿（アスベスト）に対する理解を深めた。

②中部保健所及び南部保健所に１名ずつ環境保
全指導員を配置した。

平成29年度計画

大気環境基準の達成率

事業名 活動内容

大気汚染物
質常時測定

調査費

　大気汚染防止法、沖縄県生活環境保全条例に基づくばい煙
発生施設等の届出の受理、届出等事業者の監視指導。
　保健所の環境関係担当者に対する研修の実施。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①職員の指導能力向上を図るため、勉強会を開催
する。

②大気汚染に係る対象施設の立入等が可能な職
員の配置に向けた取組を行う。

―

　大気環境基準の達成率については、基準値が90%(平成22年度)、現状値が91%（平成28年度）
となり、1ポイントの改善となっているが、目標値の100%（平成28年度）には9ポイント足りない。
　二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質（PM2.5）は環
境基準を達成していたが光化学オキシダントは環境基準を達成しなかった。
　光化学オキシダントについては、全国でも環境基準の達成が難しく、平成26年度の一般局の
環境基準達成局は0局であり、0％の達成率となっている。
　光化学オキシダントは、オゾンを主体とした酸化物の強い物質であり、高濃度になれば、人体
や植物へ影響があることから、県内に注意報等を発令する。
　そのため、今後とも大気環境の把握に努めるとともに、注意報等発令時の体制の強化を行う。
　大気環境基準を達成するためには、大気汚染物質の低減を図る必要があるが、それには発
生源対策が有効であり、大気汚染物質が越境による影響の場合、直接的な対策が難しい。
　なお、北東アジアの中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂に会し、本地域
及び地球規模の環境問題に関する対話を行い、協力関係を強化することを目的に、1999年(平
成11年)から毎年日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM= Tripartite Environment Ministers
Meeting)を開催し、大気環境改善等について、協議している。

○内部要因
・特定粉じんの作業実施の届出は、除去工事の事前届出のみとなっていることから、適切な除去作業
の施工状況等を確認する必要があるが、全ての現場を確認するための更なる職員数の配置が必要で
ある。
・平成28年度から規制が始まった沖縄県生活環境保全条例に基づく特定粉じん（※アスベストのこと）
排出等作業について、膨大な届出件数となっており、それを精査するための更なる職員数の配置が必
要である。
○外部環境の変化
・石綿（アスベスト）が使用されている建築物の解体工事が増加傾向にあり、これからピークを迎えると
言われている。そのため、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業届出の件数の増加が予想
される。

参考データ 沖縄県の現状・推移
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（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・解体工事の増加傾向から特定粉じん（※アスベストのこと）排出等作業届出の件数の増加も予想され
ることから、職員の届出審査対応業務及び監視指導能力の向上を行う。

・沖縄県生活環境保全条例に基づく特定粉じん排出等作業の届出を精査すること及び大気汚染に係
る対象施設の立入等が可能な職員の配置に向けた取組を行う。

・職員の指導能力向上を図るため、勉強会の開催及び石綿に関する講習会の受講を行う。

・沖縄県生活環境保全条例に基づく特定粉じん排出等作業の届出を精査すること及び大気汚染に係
る対象施設の立入等が可能な職員の配置に向けた取組を行う。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

19

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
10町村
指定町村数

4地点
那覇空港周
辺地点数

15区間
道路区間数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,950 7,006 県単等

4地点
（28年）

5地点
（28年）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　県民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、騒音規制法、振動規制法
に基づき、規制地域の指定及び見直しを行い、工場等から発生する騒音・振動を規制す
る。
　また、那覇空港周辺における航空機騒音や幹線道路に面する地域における自動車交
通騒音を監視する。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○騒音・振動防止対策

○騒音・振動・悪臭対策業務については、住民生活に身近な感覚公害であることから、
主体となる市町村と連携を図りながら取り組む必要がある。

対応する
主な課題

騒音振動悪
臭対策事業

航空機騒音の常時監視測定
自動車騒音の状況の常時監視業務
騒音振動に係る規制地域の指定等に係る実態調
査

活動指標名

13区間

指定町村数

道路区間数

10町村
(28年）

10町村
（28年）

那覇空港周辺地点数

実績値

15区間
（28年は13区間）

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

騒音振動対策事業

騒音に係る規制基準の設定並びに都市計画法等に基づく規

制地域の指定及び見直し 

航空機騒音の常時監視測定 

自動車騒音の状況の常時監視測定 
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

8,600 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

- - - - -

傾向 全国の現状

75%
（25年）

75%
（26年）

80%
（27年）

↗
76%

（26年）

94.2%
（26年）

95.2%
（27年）

95.5
（28年）

↗
93.7%
（27年）

状
況
説
明

①騒音振動の規制地域の見直しに関して、県内
の町村を対象に、今後、見直す予定の有無につい
て確認を行った。また、見直しを行わない理由に
ついても確認し、必要性を把握した。

②自動車騒音・航空機騒音については常時監視
測定を継続して実施した。そのうち航空機騒音に
ついては、環境基準値を超過した施設の管理者
等に対し要請を行うとともに、関係市町村と意見
交換・情報共有を図った。

③自動車騒音常時監視の計画について、都市計
画法の用途地域や環境基準の類型指定状況等、
道路の周辺状況の変化を加味しながら、策定を
行った。

平成29年度計画

-

事業名 活動内容

騒音振動悪
臭対策事業

航空機騒音の常時監視測定
自動車騒音の状況の常時監視業務
騒音振動に係る規制地域等の見直しに係る実態調査等

成果指標

平成28年度の取組改善案

①騒音振動の規制地域等の見直しについては、関
係町村と適宜協議し、地域住民の発生源対策状況
を汲みながら設定していくが、10年以上見直しを行
わない町村に対しては、見直しを行っていない理
由、見直しの必要性の有無を確認する。

②自動車騒音・航空機騒音については常時監視測
定を継続し、環境基準の超過等が確認された場合
は、発生源となる施設管理者等に対し、発生源対
策を要請する。また、関係市町村と意見交換・情報
共有を図っていく。

③自動車騒音の常時監視に関しては、都市計画に
係る関係課から、道路拡張や市街地開発に係る情
報を収集し、実態に即した評価を行えるよう、計画
を策定する。

　規制地域の指定町村数は、計画値通り10町村となっており、航空機騒音は豊見城市が
1地点追加し5地点（那覇空港周辺地点数）となった。
　自動車騒音の常時監視測定については、平成23年度に策定した実施計画に基づき、
13区間（道路区間数）中13区間実施した。

推進状況

那覇空港周辺における航空機騒音の
環境基準達成率

　那覇空港周辺における航空機騒音の常時監視において、近年1～2地点で基準超過しており、
平成27年度は1地点の超過となった。民間機や自衛隊機の運用状況により変動するため、今後
の推移を継続監視していく必要がある。
　自動車騒音の環境基準達成率については平成26年度94.2％、平成27年度95.2%、平成28年度
95.5％と改善傾向にある。なお、平成27年度の全国平均は93.6%であった。

沖縄県の自動車騒音常時監視の
面的評価による環境基準達成率

参考データ 沖縄県の現状・推移

反映状況

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果
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３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・自動車騒音常時監視を実施するにあたり、道路交通量の変化や周辺に道路が開通する場合、より詳
細に調査区間を設定し、監視するために約５年毎の実施計画の策定時に反映させる必要がある。

・自動車騒音や航空機騒音に環境基準超過等が認められた場合、継続して発生源対策を要請してい
くことが必要であり、常時監視体制の維持・強化について関係市町村と意見交換等を図っていく。

・騒音振動の規制地域等の見直しについては、関係町村からの要望などに応じて協議し、苦情の発生
状況等を汲みながら設定していくが、10年以上見直しを行わない町村に対しては、その理由及び今後
の見通しを確認する。

･自動車騒音常時監視の実施において、監視する区間を詳細に把握しつつ、調査コスト髙にならないよ
う、区間数を統合する等のメリハリをつけた計画の元進めていく。

・自動車騒音や航空機騒音については常時監視体制を維持する。また、航空機騒音に関して環境基
準超過が確認された場合は、発生源となる施設管理者等に対し、発生源対策を要請していく。また、関
係市町村と情報共有・意見交換を継続して行っていく。

○内部要因

○外部環境の変化

・自動車騒音常時監視については、道路交通量の変化や道路の開通によって、環境基準の達成状況
に変化が生じる可能性がある。

・那覇空港周辺の航空機騒音については、民間機や自衛隊機の運用状況が国際情勢、経済状況等
の社会的要因によって変動するため、常時監視を継続していく必要がある。
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実施計画
記載頁
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

11町村
指定町村
数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,950 7,006 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　各種事業場及び家畜飼育場等から発生する悪臭公害を防止するため、悪臭防止法第
3条及び第4条に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定を行い、悪臭物質の排出を
規制し、県民のよりよい生活環境の保全を図る。

担当部課 環境部環境保全課

1-(1)-イ 陸域・水辺環境の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○悪臭防止対策

○悪臭対策業務については、住民生活に身近な感覚公害であることから、主体となる市
町村と連携を図りながら取り組む必要がある。

対応する
主な課題

騒音振動悪
臭対策事業

  悪臭に係る規制地域の指定等に係る実態調査
や悪臭苦情調査等

活動指標名

規制地域の指定町村数 11町村 12町村

③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

悪臭防止対策事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　規制地域の指定町村数については、計画値の11町村に対して実績値が12町村と、順
調に取り組むことができた。
　規制地域については、住居等の立地状況の変化をふまえ概ね５～７年ごとに見直して
いる。　現在、７町５村の計12町村で悪臭規制地域を指定している。規制地域の指定状
況については、実態調査等により見直しの必要性が高い地域を把握している。
　また、現在規制のない地域についても、随時町村と調整を行い、苦情等の実態により
規制の必要性が高い地域について把握を行う。

推進状況

実績値

悪臭に係る規制基準の設定並びに都市計画法等に基づく 

規制地域の指定及び見直し 
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

8,600 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

- - - - -

傾向 全国の現状

15市町村
（26年度）

16市町村
（27年度）

16市町村
（28年度）

↗ -

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

①悪臭の規制地域の見直しに関して、県内の町
村を対象に、今後、見直す予定の有無について確
認を行った。また、見直しを行わない理由につい
ても確認し、必要性を把握した。

平成29年度計画

-

事業名 活動内容

騒音振動悪
臭対策事業

悪臭の苦情や事業所等の指導状況を把握するための実態調
査を実施する。
嘉手納町と連携し嘉手納飛行場周辺の悪臭実態調査を実施
し、規制基準との比較を行う。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①悪臭は公害苦情の中で最も多く、法に基づく指
導により改善が図られるが、10年以上見直しを行
わない町村に対しては、見直しを行っていない理
由、見直しの必要性の有無を確認する。

臭気指数を導入している市町村数

　平成18年度より人間の感覚によりマッチした臭気指数による規制が導入され、平成28年度末
時点において、16市町村が臭気指数を導入している。臭気指数を導入することにより複合臭や
特定悪臭物質規制の対象外の物質にも対応できる。

○内部要因
・悪臭の苦情件数は、県内の公害苦情の中で最も件数が多く、日常生活に関係の深い問題であること
から、公害監視の強化を図る必要がある。

・平成18年度より導入した臭気指数による規制が特定悪臭物質規制の対象外にも対応できるため、よ
り住民生活環境の保全に寄与することが期待できる。

○外部環境の変化
・航空機からの排ガスが原因と推定される悪臭が問題となっていた嘉手納飛行場周辺では、平成29年
1月の海軍駐機場移転に伴って悪臭の発生状況が変化すると予想されるが、引き続き、発生状況の推
移を注視する必要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移
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（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・悪臭の苦情は状況が把握できない場合があり、発生時に速やかな現地確認が必要など、マンパワー
にたよる傾向にある。

・悪臭は公害苦情の中で最も多く、法に基づく指導により改善が図られるが、10年以上見直しを行わな
い町村に対しては、その理由及び今後の見通しを確認する。

･悪臭の発生状況を自動で記録･監視することが可能かどうか、嘉手納飛行場周辺の悪臭実態調査を
通して検討を行う。


