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令和３年度沖縄県振興審議会 

第３回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年８月26日(木) 13:30～15:50  

２ 場 所  沖縄県庁12階 企業局第１・第２会議室 

３ 出席者 

 【部会委員】                     ※オンライン参加 

  部 会 長  宮城 邦治 沖縄国際大学名誉教授 

  副部会長 ※竹村 明洋 琉球大学理学部教授 

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

        平良 喜一 (公社)沖縄県緑化推進委員会理事長 

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

       ※藤田 喜久 沖縄県立芸術大学全学教育センター教授 

       ※山川 彩子 沖縄国際大学経済学部准教授 

       ※比嘉 明美 元沖縄県農業研究センター名護支所長 

  （欠席） 

        赤嶺 太介 (一社)沖縄県産業資源循環協会会長 

        中村  崇 琉球大学理学部准教授 

        羽田 麻美 琉球大学国際地域創造学部准教授 

 

【事務局等】 

 環 境 部：松田部長、多良間参事、普天間環境企画統括監、新城環境政策課長、 

       久高環境再生課長、比嘉環境整備課長、仲地自然保護課長、 

       玉城環境保全課長、島袋世界自然遺産推進室長、 

       仲松班長(環境政策課)、屋良主査(環境政策課) 
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１ 開 会 

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 ただいまから沖縄県振興審議会第３回環境部会を開催いたします。 

 私は前回同様、司会を務めさせていただきます沖縄県環境部環境政策課の仲松でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 本日は８名の委員に御出席をいただいております。 

 審議の前に、比嘉明美委員におかれましては、本日、委員就任から環境部会の最初の参

加となりますので、自己紹介を兼ねてひと言御挨拶をお願いいたします。 

【比嘉専門委員】  

 比嘉と申します。私は農業研究センターで土壌肥料の研究をしておりました。よろしく

お願いいたします。 

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 比嘉委員、ありがとうございました。 

 早速、審議に入らせていただきます。審議については宮城部会長に進行をお願いしたい

と思います。宮城部会長、よろしくお願いいたします。 

２ 審議１ 第１・第２回環境部会意見への回答 

【宮城部会長】 

 こんにちは。宮城でございます。御参加の先生方には御不便をおかけいたしますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 早速、これから審議を進めていきたいと思います。まず最初に、第１回・第２回環境部

会意見への回答ということで、事務局より御説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 事務局の屋良です。私から御説明いたします。資料４をお開きください。前回、事前意

見でいただいたものや会場で御意見をいただいたもの、前回の審議範囲で追加で意見があ

ったもの等について取りまとめた資料となっております。この中で前回審議した中から変

更や更新等があったものを中心に御説明したいと思います。 

 番号１～12番は、前回事前意見でいただいていて文字に起こして皆様にお配りしている

ものになります。 

 １ページ目の３番の汚水処理の過程で発生する消化ガスに関するものですが、前回審議

でも産業部会の申し送りということで説明しておりますのでこちらは修正いたします。 
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 ３ページ目の７番の素案の冊子32ページの９行目にある良好な水環境の構築に向けては、

下水道処理水を高度処理したというくだりの部分は、修正意見では雨水利用促進の追加、

再生水利用を下水再生処理水、または再生水、雨水利用と再生水の利用についての追加の

御意見がありました。前回もお話ししている地域離島課、企画部と下水道課、土木建築部

に質問をお聞きしている状況で、今も回答の取りまとめが進んでいない状況で申し訳あり

ません。検討結果が分かり次第、環境部会で報告し、御審議をお願いする予定です。次回

までには準備できる見込みですのでよろしくお願いします。 

 ４ページ目の10番の素案の36ページの11行目に、適正な観光地マネジメントに取り組む

の部分について、適正な生態系保持のマネジメントに取り組むという世界遺産は観光地と

しての意義より、生態系保全の意義が問われるものであるのでという意見がありました。

前回の意見を踏まえて検討するということだったのですが、今回は追加で、御意見のとお

り、世界遺産を観光地として管理するものではなく、生物多様性の維持と適正利用の両立

を図る趣旨であるため、次のとおり修正しますということで、修正案として、その普遍的

価値を維持できるよう、自然環境保全体制の構築及び適正な観光管理に取り組むとしてお

ります。 

 ５ページ目の12番、素案36ページの７行目の世界遺産に関して専門的知識を最も必要と

する分野なので、ＯＩＳＴや琉球大学等の｢学｣との共同管理も必要ではないかとの意見が

ありました。前回も文字で回答しておりますが、審議結果(案)の一番下の赤字で下線部を

引いておりますが、こちらを国、教育機関、研究機関等と連携し、モニタリングや科学的

な管理の基盤を整備した自然環境の保全や、その保全管理等の人材育成の促進に取り組む

と文言を修正しております。 

 12番までが前回も事前意見でいただいていまして、一旦文字で回答したものになります。 

 13～35番については、前回の会議の中で皆さんに御発言いただいた意見等について取り

まとめたものです。 

 ６ページ目の13番、素案29ページの11行目、世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形

成部分について、温暖化防止の適応策に関して、例えば防災や感染症など、そのあたりの

記載はあるかとの御意見をいただいておりました。御提言を受けて素案の29ページの30行

目及び31ページの22行目に、以下のとおり追記しますということで、人類の生存基盤に影

響を及ぼすおそれのある気候変動による影響に適用した社会を構築するため、温室効果ガ

ス削減と併せて、あらゆる施策に気候変動適応策の観点を組み込み、横断的に取組を推進
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していくとしております。 

 また31ページの22行目に、気候変動によって現在、生じている影響及び将来予測される

被害の防止、軽減を図るため、防災、健康被害の防止、農林水産業の振興、生物多様性の

保全等と連携した気候変動適応策を推進するという記述を追加します。 

 15番、素案31ページの１行目、低炭素型の交通システム等の推進の「低炭素」を「脱炭

素」に修正してはどうかという意見がありました。御提言を受けて、「低炭素型の」を「走

行時に温室効果ガスを排出しない」に修正したいと思います。 

 ７ページ目の17番、素案31ページの５行目、「低炭素化」及びの部分を「脱炭素化」、先

ほども含めてですが、以前に低炭素の言葉を使っていたが、今は脱炭素の言葉が強く使わ

れているようになったので、脱炭素に向かうにはまず低炭素も図るが、最終的な目標とし

ても脱炭素をイメージしてほしいとの意見があり、御提言を受けて「低炭素」から「脱炭

素」に修正いたします。また③の見出しにしても脱炭素化に向けた取組の促進に変更した

いと考えております。 

 18番の素案32ページの９行目、再生利用水も土木建築部に意見を照会するところですの

で、検討結果が分かり次第、環境部会で報告いたします。 

 ８ページ目の21番は、12番と同じ内容となっておりますので割愛いたします。 

 ９ページ目の22番、素案36ページの11行目、適正な観光地マネジメントに取り組む。登

録地の保全と活用のマネジメントに取り組むとの意見があります。世界遺産については観

光地としてお墨付きを与えるものではないので、観光地マネジメントという言葉はなじま

ないのではないかとの意見になっております。先ほどと同じく、その普遍的価値を維持で

きるよう、自然環境保全体制の構築及び適正な観光管理に取り組むと修正案を作成してお

ります。 

 23番の素案36ページの12行目、地域住民を含めた県民や観光客に対する生物多様性の保

全やマナー・ルールの啓発をどこで取り組むのか、マナー・ルールの啓発の入り口につい

てということで前回意見がありました。場所についても分かるように、少し本文に取り込

めるよう修正検討するということで前回回答しておりますが、次のとおり修正します。地

域住民を含めた県民や観光客に対する生物多様性の保全やマナー・ルールについて、空港、

港湾、地域の観光拠点や県内外の観光事業者との連携、インターネットを活用した啓発に

取り組むと案文を作成しております。 

 10ページ目の27番、素案37ページの７行目、海のほうからの話を考えると畜産のところ
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から入ってくる多量のリンは無視できない問題になってくるので、そこら辺の対策も必要

ではないかということで、家畜排泄物に係る汚水処理施設の整備や資源循環サイクルの確

保についての部分は、122ページの25行目に記載されております。ほかの区分で記載されて

いることを確認しております。 

 11ページ目の29番、素案37ページの７行目、雨水幹線について追記してほしい。雨水幹

線がそのまま海に流れ出ている状態だと思われるので、それを経て生活排水やごみなどが

生みに流出することがあるとの意見をいただいて、雨水幹線等から海へのごみの流出抑制

について関係部局に検討を依頼し、検討結果が分かり次第、環境部会で報告し、審議をお

願いする予定です。また、雨水幹線等を通じた海域へのごみ流出対策としては、素案33ペ

ージの７行目にあるプラスチック等による海洋汚染につながる陸域でのポイ捨て行為の防

止対策に取り組むとして、「プラスチック」に「等」を追記して、この記述に基づき対応し

ていきたいと考えております。加えて、生活排水の流出対策については、素案37ページの

６行目の水質汚濁対策の記述に基づき対応してまいります。 

 30番、素案37ページの31行目、生物のことを考えると、河川構造物について、沖縄の河

川の多様性が失われているので、そういうものを回収するという項目を加えてほしいとの

意見がありました。土木建築部に検討を依頼しているところです。こちらも回答を得られ

次第、状況を報告したいと思います。 

 12ページ目の31番、素案37ページの31行目、雨水冠水、河川も含めて防災の観点から河

川を広げる等の対応ができないか、記述ができないかとのことですが、土木建築部に検討

を依頼しております。状況が分かり次第、御報告いたします。 

 32番、素案38ページの２行目、沖縄県の場合、いろいろなアセス事業が多くありすぎて、

その中でどれだけ環境保全へ貢献できるか。環境評価制度の推進という表現の意味につい

て聞きたいという御意見です。こちらについては、法や条例の対象とならない小規模開発

についても、環境に配慮した事業とする必要があることから、簡易な環境影響評価手続の

導入を検討するなど、今後、環境影響評価制度の拡充を検討・推進していくことを考えて

おります。 

 13ページ目の36番からは当日の現場の意見ではなくて、前回までの審議範囲でほかで出

てきた意見を追加しております。36番は比嘉委員から、前回事前意見でいただいていたの

ですが、記載漏れがありましたので今回報告いたします。 

 素案91ページの21行目、レスポンシブル・ツーリズムについての御意見になっておりま
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す。内容については観光の範疇になりますので、文化観光スポーツ部会へ申し送りしたい

と考えております。 

 14ページの37番、素案36ページの10行目、基盤整備部会から申し送りでこちらに意見が

きているものです。今現在の振興計画素案の本文の中では、まだ世界自然遺産登録が決定

前の時点での表現になっておりますので、登録について時点に合わせた記載に変更する必

要があるのではないかとの御意見をいただいております。これを受けまして、御意見のと

おり修正しますということで文案が、固有性の高い生態系と世界的に見ても生物多様性の

保全上重要な地域である沖縄県北部及び西表島の世界自然遺産登録地では、その普遍的価

値を維持できるようということで、登録後の表現に修正することとしております。そのほ

かにも同じような場所がありますので、登録に合わせた表記に修正することとしておりま

す。 

 前回までの意見で出たもので内容に変更がありましたのはこれで以上となります。細か

い点で何か質問がありましたらまた各担当から回答いたしますのでよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局の説明がございましたが、委員の先生方、御意見、あるいは御質問等が

ありましたらよろしくお願いいたします。 

 私から事務局に御質問します。12番の世界自然遺産に関することですが、修正案で審議

結果の案ですが、一番下に国、教育機関、研究機関云々とありましたが、先般の新聞等で

言われていることですと、琉球大学やＯＩＳＴなどが研究協定を結んだとの話がありまし

たが、これはそのことを表現しているわけですよね。 

【事務局 松田環境部長】  

 そうです。 

【事務局 島袋世界自然遺産推進室長】 

 世界自然遺産推進室の島袋です。ただいまの件について補足いたします。 

 12番の審議結果(案)ということで黄色塗りの上段の本年８月19日、国(環境省、林野庁)、

県、ＯＩＳＴ、琉球大学と７者で世界自然遺産登録地の保全管理のための連携と協力に関

する協定を締結しております。その遺産登録地において長期的な研究を促進し、大きく目

的が２つありまして、１つはモニタリングや科学的な管理の基盤を通して登録地における
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保全管理等に貢献するとともに、２つ目として、保全管理等の担い手として若い世代や地

域の人材育成を図っていくこととしております。 

 部会長からあったとおり、先日の協定式の内容を反映した形の表現になっているところ

でございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 保全管理やモニタリング等が書かれておりますが、むしろ地元では地域振興への期待も

非常に大きいと思いますが、それはどこかに記述されていますか。 

【事務局 島袋世界自然遺産推進室長】 

 36ページの10番の11行目の観光マネジメントと表現されている箇所の修正案で、先ほど

説明があったとおり、審議結果の内容の四角の修正案として、普遍的価値を維持できるよ

う自然環境保全体制の構築及び適正な観光管理に取り組む、その観光管理の部分の下の※

印の遺産登録に当たって適切な観光管理(特に西表島)の世界遺産委員会に要請をかけたと

ころでございます。県としても自然環境を損なうことなく、持続的な利用を実現するため、

国や地元と協力して観光管理計画を策定しまして、利用と観光の両立を図っていく計画、

そこを適正な観光管理で表現しているところでございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 適切な観光管理という表現でいいと思いますが、具体的には例えば業者と行政との利用

協定みたいなものはどのようになっていますか。個別的には、西表島の浦内川のカヌー業

者と、あれは竹富町でしたか、県、あるいは林野庁ですか、そういうところとの利用協定

みたいなものがあって、オーバーツーリズムにならないように対応をやっていると思いま

すが、世界自然遺産になっているやんばるや西表島の活用価値がもっと高くなると思いま

すので、踏み込んだような表現、あるいは施策がこういう素案の中に盛り込めるのか、そ

れとも別の形で文案化されていくのか、その辺はどうなっていますか。 

【事務局 島袋世界自然遺産推進室長】 

 先ほど観光管理の※印で説明した観光管理計画は、環境省、沖縄県、地元竹富町がカヌ

ー組合等のＮＰＯ団体がみんな集まってつくったものです。その管理計画の中に、守らな

ければいけないフィールドを設定したエコツーリズム法という、また別のところで竹富町

が申請しております。そこで回答として一日何人ぐらいかという取組が個別にありました。
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そこを我々はこの計画でも入れているところであります。 

 新たな振興計画の232ページは八重山圏域の振興になります。イの自然環境を生かした観

光及び文化の交流ということで、①自然環境等を生かした観光ということで、四角の２つ

目を読み上げます。 

 「世界自然遺産登録を踏まえた西表島では、ガイド制度の普及や観光客の入域管理など、

持続可能な観光受入体制の構築に取り組む。」ということで、現在進行形で取り組んでいる

ことを表現しております。 

【宮城部会長】 

 分かりました。 

 もう既に世界自然遺産登録された小笠原や屋久島、知床を含め幾つかの場所があると思

いますが、同じような問題をクリアしてきたか、あるいはまだ課題として残しているか分

かりませんが、その前例もあると思いますので、うまく取り入れるように素案の中にも踏

み込んでいければと期待しております。よろしくお願いいたします。 

 委員の先生方、ほかにどなたかございますか。 

 大島先生、いかがでしょうか。 

【大島専門委員】  

 上位部分の世界自然遺産に関連して幾つか検討していただけるということで、今日の時

点ではまだ御回答をいただけていない部分も幾つかあると思いますので、どのような形で

盛り込めるか検討中ということで御回答をいただいていますので、どのように書き込めて

いくかは引き続きいろいろやり取りをさせていただければと思います。 

【宮城部会長】  

 ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。 

 高平委員、提案なさったことが幾つかございますが。 

【高平専門委員】  

 大島先生とほぼ同じ意見ではありますが、もう少し突っ込んだ書き込みもなかったのか、

これは基本的な施策なので文章の限界かなという感じがしております。実際にするときに、

入島制限、あるいは入島税みたいなものの検討もあってもいいと思いますが、具体的には

別途計画での議論かもしれないので、今回はこれが限界だと感じております。 

【宮城部会長】 

 ほかの委員はいかがでしょうか。 
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 もしなければ、第１回・第２回の環境部会意見への回答はこれで審議を終了したいと思

いますがよろしいでしょうか。 

(意見なし) 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 続いて事務局より審議の２番目の「持続可能な海洋共生社会の構築」及び「効率的な廃

棄物処理施設の整備促進」について、事務局から御説明をお願いします。 

３ 審議２ 「持続可能な海洋共生社会の構築」 

      「効率的な廃棄物処理施設の整備促進」 

【事務局 普天間環境企画統括監】 

 環境企画統括監の普天間です。本日のテーマについて概要を御説明いたします。 

 新たな振興計画（素案）冊子の39ページをお開きください。第４章 基本施策１「沖縄ら

しい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して」の中の(3)「持続可能な海洋共生

社会の構築」について御説明いたします。 

 ここでは、海洋が直面する気候変動による海水温上昇等による生態系の変化、海洋プラ

スチックを含む海洋ごみによる各種被害など様々な危機を踏まえ、持続可能な海洋環境へ

の取組、海洋資源の保全・管理など、海洋島しょ圏としてＳＤＧｓへの貢献を図るための

各種施策が盛り込まれております。 

 その中で環境部会の所管は、39ページの27行目からのア「海洋島しょ圏としてのＳＤＧ

ｓへの貢献」の項目となります。ここでは、海洋から得られる多様な資源と多大な恩恵を

持続可能な形で管理し、後世に引き継ぐため、①海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進、

②海洋ごみ問題への対応、③サンゴ礁、藻場、干潟等の保全と再生、④赤土等流出防止に

向けた総合対策の４つの施策を推進することとしております。 

 具体的に、①海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進では、市町村と連携した総合的な沿

岸管理の推進、新たな海洋保護区の指定、環境調査結果に基づく地域特性に応じた海岸整

備について取り組むこととしております。 

 ②海洋ごみ問題への対応では、海岸管理者による処理の強化、効果的な回収処理体制の

構築、海岸漂着物及びマイクロプラスチックに関する調査、多様な主体が海岸漂着物対策

に取り組むための普及啓発等を行うこととしております。 

 ③サンゴ礁、藻場、干潟等の保全と再生では、サンゴ礁生態系の保全・再生を図るため
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の情報収集・調査研究、サンゴの植付け・再生技術の普及促進等総合的なサンゴの保全・

再生活動、藻場・干潟等の水辺環境の保全・再生活動等に取り組むこととしております。 

 ④赤土等流出防止に向けた総合対策では、赤土流出防止に向けた地域住民の主体的な取

組の推進、各種発生源対策に係る普及啓発、農地等の営農支援強化、圃場勾配の抑制、グ

リーンベルトの設置等に取り組むこととしております。 

 次に冊子の73ページをお開きください。第４章２(7)イ「安全・安心な生活を支えるイン

フラの整備」の中の資料74ページの④「効率的な廃棄物処理施設の整備促進」について御

説明いたします。 

 ここでは、離島の廃棄物処理について、一般廃棄物と産業廃棄物のあわせ処理の促進、

処理施設の整備、複数市町村による処理の広域化の促進、処理困難な廃棄物の輸送費低減

等について取り組むこととしております。 

 併せて、関連体系図４ページの1-(3)施策展開ア及び13ページの2-(7)施策展開イの施策

②が本審議での対象となりますので、施策、成果指標等に関する御質問、御意見等があり

ましたらお願いいたします。 

 最後に、資料６「沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書」におけ

る指摘事項及び「新沖縄発展戦略」における申し送り事項への対応状況も併せて御参照く

ださい。説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 資料５をお開きください。環境整備課の比嘉です。よろしくお願いします。 

 １番の素案39ページに関する意見です。39ページの文言が左記のように複数使用されて

いるので、「海洋ごみ」と「海岸漂着物」に統一してはいかがでしょうか。理由は、用語に

統一感がなく、同じものを指しているのか、別のものを指しているのか分かりにくいと感

じました。事務局の案としては、漂流ごみ、海底ごみ、海岸漂着物をまとめて広い意味で

表現する場合は海洋ごみ、または法律上の用語である海岸漂着物等のいずれかを用い、海

岸漂着物、漂流ごみ等の使い分けが必要な場合はそれぞれの用語を用いることとしたいと

考えております。検討の結果については次回の環境部会で報告したいと思います。 

 ２番の素案40ページの９行目以降に関する御意見です。漂流ごみや海底ごみについても

言及できれば理想的だと思うということで、理由は、海洋ごみは海岸に打ち上げられた漂

着ごみだけではなく、海面や海中を漂う漂流ごみ、そして海底に積もった海底ごみを含む

ためということです。事務局案としては、漂流ごみ、海底ごみに係る取組については、検
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討し、次回の環境部会で検討結果を御報告したいと思います。環境整備課は以上です。 

【事務局 仲地自然保護課長】 

 続いて自然保護課の仲地です。よろしくお願いします。 

 ３番の山川委員からの御意見は、素案40ページの30行目に、素案本文として海洋環境再

生に取り組む市町村や団体への支援、国内外の研究機関と連携した調査研究等に取り組む

という文言の中で、調査研究の後に文言を追加したらどうかとのことです。右の欄の４行

目を読み上げます。調査研究、「サンゴ礁生態系の保全と再生に関する沖縄県民や観光客へ

の普及啓発」の部分を追加したらどうかとの御意見です。その理由としては、陸域からの

栄養塩類や赤土流入、日焼け止めクリーム等の使用を制限するには、一般市民や観光客の

普及啓発が欠かせないとの御意見でして、この点は重要な御指摘と認識しておりますので、

事務局案にも示していますが、今回の御指摘を踏まえて、先ほどの30行目の後ろに追加す

るのではなく、特出ししようと考えております。具体的には40ページの31行目の次に以下

の文案を追加したいと考えております。「調査研究の結果等を踏まえ、藻場やサンゴ礁生態

系の保全と再生に関して、県民や観光客への普及啓発に取り組む」と考えております。 

【事務局 新城環境政策課長】  

 環境政策課の新城です。２ページ目の４番と５番について回答いたします。 

 ４番は素案41ページの５行目、比嘉委員からの意見です。新たな振興計画の本文の中で

は、ほ場勾配の抑制、グリーンベルトの設置についての項目で、意見としては勾配抑制に

よる圃場の排水不良が懸念されるが、排水対策は同時に実施するのか。また、どのような

対策を想定しているのか。理由としては、国頭マージやジャーガルは概して排水性が悪い

ため流出防止効果を高めるには同時に排水対策が必要であると考えます。ほ場の勾配等の

グリーンベルトの設置については、農林水産業部会で行いますので、環境部会の委員の皆

様の承認を受けた上で農林水産業部会へ申し送りをしたいと考えております。 

 ５番目の42ページの11行目は平良委員からの意見です。海洋政策センター(仮称)を構想

するなどという本文は、意見として、海洋政策センター(仮称)の設置を促進するなどとい

う文言を、表現をタイトルと整合させたほうが理解しやすい。素案の191ページの28行目に

も同じような文言がありますので、「構想する」ものを「設置を促進する」と統一したほう

がいいのではないかという意見です。これは総合部会が所管しておりますので、環境部会

の委員の皆さんの承認を受けた上で総合部会に申し送りをしたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いします。以上です。 
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【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 それぞれの担当部局から先生方の御意見に対する御説明がありましたが、また新たな質

問、あるいは御意見があればお伺いいたします。いかがでしょうか。 

 高平委員、どうぞ。 

【高平専門委員】  

 海洋ごみ、特に海岸に打ち上げられた漂着ごみの対応として、40ページの②海洋ごみ問

題への対応の11～12行目に「効果的な回収処理体制の構築に取り組む」とあり、15行目に

「ボランティアによるビーチクリーン活動や企業のＣＳＲ活動促進に取り組む」と、これ

は非常に大事なことだと思いますが、基本的にボランティアやビーチクリーン、特に企業

のＣＳＲ活動による海岸清掃、ビーチコーミングは大体が目につくところです。皆さんが

よく行くところでごみが気になるところで清掃活動をしますが、ごみは人が行かないとこ

ろにはまだまだ回収できない状態でたくさん残っていると思います。 

 それはむしろ生態系の影響にはとても大きい感じがして、ここをどのようにやるか、大

変なことではあると思いますが、効果的な回収処理体制、行政が何らかの形でせざるを得

ない部分だと思いますが、このあたりはもう少し説明ができないかなという感じがしてい

るのですが、どこまで表現できるかは私も答えは出ないのですが、このあたりの意見があ

りましたら事務局からお願いしたいと思います。 

【宮城部会長】 

 高平委員から海洋ごみの問題について御質問がございましたが。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 素案の40ページの10行目に、「海岸管理者による処理を強化する」と記載してございまし

て、基本的に漂着ごみの回収する責務は海岸管理者が原則であります。ですが、高平委員

がおっしゃるように、実際に無人島など人が行かないような漂着物対策も生態系保全のた

めに重要だと考えておりますので、その取組も進められるような記載ぶりを検討して、次

回の部会でお示しできたらと考えております。 

【宮城部会長】 

 高平委員、よろしいでしょうか。 

【高平専門委員】 

 はい。 
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【宮城部会長】 

 海岸管理者は海岸線に面している市町村ですか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 基本的に一般海岸や港湾海岸、漁港海岸、農業海岸は法律で色分けされておりまして、

普通の海岸は土木建築部が管理しておりまして、港湾等もそうです。漁港は一部市町村等

が管理していますが、土木部がやる場合は市町村の意見等も優先度も考慮しながら回収を

進めている状況でして、人が利用しない海岸の清掃は手が届きにくい場所であるのは事実

でございます。 

【宮城部会長】 

 海岸漂着ごみは、沖縄の観光業は基本的には海を売りものにしているところが多いです

よね。企業が利用しているビーチなどはその企業が付加価値をもたせるためにやっており

ますけれども、一方、外側は事務局がおっしゃったように、ほとんど漂着ごみがそのまま

の状態になっているのはありますが、沖縄の場合は非常に大きな環境的な課題であると同

時に、観光資源としてのマイナスイメージがはるかに強くなりますので、喫緊にしっかり

とした対策を取るべき課題だと思っております。 

 それとボランティア云々とありますが、とても熱心な方々はおられますが、いろいろな

課題もたくさんあって限界もあると思いますが、県が相当な入れ込みをしないと、この課

題をクリアするには弱い気がするのですが、例えば漂着ごみを回収するような事業化はで

きないのですか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 現在、海岸漂着ごみの処理促進法の法律に基づいて国が補助制度を設けております。こ

の補助が県、海岸管理者が行う回収事業や市町村が行う回収事業、この場合は県からの間

接補助ですが、国から９割補助の補助金がございまして、これを用いて市町村の協力を得

ながら海岸漂着物の回収を進めているところです。ただ市町村が要望する必要な額には、

国から措置は届いていない状況がございまして、これについては知事会等を通じて国に予

算増額を働きかけているところでございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。環境的な大きな課題だと承知しております。 

 藤田さん、どうぞ。 

【藤田専門委員】 
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 私も県の漂着物の会議や調査に関わっているので、自分で知っていたので文書を読み飛

ばしていたのですが、40ページの13行目の「海岸漂着物及びマイクロプラスチックに関す

る調査に取り組む」とさらっとそれだけ書いてありますが、僕も関わっていますが、海岸

の生物、イソハマグリやオカヤドカリがマイクロプラスチックを取り込んでいる調査であ

るとか、さらにごみ由来と思われる有害な化学物質を取り込んでいることは分かってきて

いて、県がかなり主導的に調査を進めておられるので、単に海岸漂着物及びマイクロプラ

スチックに関する調査とさらっと終わらせるのではなく、生物の影響に対する評価等も入

れておけば、それに取り組んでいることも理解していただけると思います。 

 国の海岸漂着物の処理推進法に基づいて沖縄県は基本的な計画を定めているはずなので、

そこは個々の問題になってしまうと思うので、全体の振興計画に記載するべきなのかは分

からないですが、それを進めていることが読み手に分かるようにしたほうがいいと思いま

した。 

 もう１点は、海岸漂着物については、先ほどどなたかの委員がおっしゃっていたように、

自然度が非常に高くて国立公園になっている場所、西表もそうですが、世界自然遺産にな

った海岸の非常にごみが多くて、回収されないです。それがその地域の生物に結構影響を

与えていることが少しずつ分かってきているので、そう考えると生態系への影響がありま

すから、そういう対策はしっかり取るようにしていくことは大事だと思います。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 今の藤田委員の御意見に事務局から反応はございますか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 高平委員、藤田委員のおっしゃるように、自然度の高い海岸への影響について記載する

方向で検討したいと考えております。 

【宮城部会長】  

 ありがとうございます。 

 海洋ごみは、回収したらどう処理するかという廃棄物の処理との関係もありますよね。

ここは連動しているところがありますので、海洋ごみの調査だけではなく、マクロな形で

県の対応、考え方が述べられるといいかもしれません。大きな課題だと感じました。沖縄

県の大きな観光資源になっている海岸ですので、効果が上がるような施策を載せていただ

きたいと思います。 



 15 

 竹村先生、どうぞ。 

【竹村副部会長】 

 41ページの②と42ページの③です。②海洋調査・開発の支援拠点形成に向けた取組の推

進となっています。③「海洋政策センター(仮称)」の設置促進と書いてあります。内容を

見ますと、両方にいろいろなことが書いてありますが、イメージとしては海洋政策センタ

ーがヘッドクォーター的な役割をして沖縄本島に置かれて、２番目の支援拠点形成は離島

に置かれる。支所みたいな感じに読み取れるのですが、そのイメージなのでしょうか。そ

れとは全く別のものを国の機関としてつくるのか、いかがでしょうか。 

【事務局 新城環境政策課長】  

 41ページの②については、再生可能エネルギーやメタンハイドレードは商工労働部で所

管しております。③の海洋政策センターは企画部で所管しておりますので、そちらで検討

しております。部会としては海洋政策センター(仮称)は総合部会に申し送りをしています

ので、そこからの回答を得て確認したいと思います。 

【竹村副部会長】 

 回答を待った段階でこの２つが統合されるイメージも今後あり得るのかどうかもお聞き

したいのですが、同じようなものが本島と離島にできるようなイメージがありますが。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 この部分は総合部会で審議される箇所となっておりますので、いただいた意見自体は総

合部会に申し送りして審議をされることになりますので、いただいた意見はきちんとお伝

えしたいと思います。以上です。 

【竹村副部会長】 

 ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 先ほど資料５で事務局が説明した５番目の案件は総合部会へ申し送りすることを環境部

会で承認する必要があるわけですね。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 はい。 

【宮城部会長】 

 それについては後ほど議論したいと思います。 

 竹村委員。 
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【竹村副部会長】  

 総合部会で話されるということでそれは了解しましたけれども、もし別々のものになっ

た場合には、②と③は逆がいいかなと思いました。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。竹村先生から提案があったような形で総合部会に申し送りを

することにしたいと思います。 

 ほかに委員の先生方、何かございますでしょうか。比嘉委員、どうぞ。 

【比嘉専門委員】  

 赤土関係の話ですけど、最近、ほ場整備で設置されているグリーンベルトではベチバー

以外の農家が使いやすい草種についても検討してほしいと思っております。 

 それから農業研究センターでも赤土流出防止に関わる試験研究を実施して多くの流出防

止技術が得られているのですが、農家の高齢化や労働力の不足、農家所得につながらない

こともありまして農家レベルの普及には至っていない現状があります。美しい海域環境の

問題は、流域を利用する観光客や利用者も含めた協力支援体制を構築していくことがひと

つの考え方かなと思います。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの比嘉委員の御意見について事務局からお答えできますか。特にグリーンベル

トの設置についての具体的な提案もあったように思いますが。 

【事務局 玉城環境保全課長】 

 環境保全課の玉城です。比嘉委員の御意見ありがとうございます。 

 農地対策に関しては、ベチバーは農業研究センターで試験をされておりますので、意見

として農林水産業部会に出す形もありますが、環境サイドからも試験研究しており、農家

を含めてなぜ対策が進まないのか、どこがネックになっているのか、環境分野からも研究

の対象として連携しながら、農業行政と連携しながら取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 その部分は41ページの４行目は、主に農業関係で記載されておりますので、そういう意

見も踏まえて伝えていきたいと思っております。特に修文などの意見はございますでしょ

うか。 

【比嘉専門委員】  
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 特に修正ではなく、提言です。以上です。 

【宮城部会長】  

 ありがとうございます。ここの事項についても先ほどの海洋政策センターと同様に、農

林水産業部会への申し送り事項にしたいとの事務局の提案ですので、それでよろしいでし

ょうか。 

(意見なし) 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 この審議２について御意見がございましたら、高平さん。 

【高平専門委員】  

 またごみに戻りますが、74ページに効率的な廃棄物処理の部分で離島部での記載があり

ますが、確かに離島部は一般廃棄物と産業廃棄物も合同でやっているのが今まで非常に厳

しいところでしたが、これもできるようになると思いますが、最後の29行目に、「海岸漂着

物については、効率的な処理、コスト低減化の促進に取り組む」という記載がありますけ

れども、具体的にはどういうものなのか。恐らく離島部でのごみは焼却するにしても焼却

炉が足りなかったり、搬入するにしてもコストがかかったりすると思いますが、それも含

めての対策なのか、具体的なものがあればお願いしたいと思います。 

【宮城部会長】 

 離島におけるごみ処理の対応とのことですが、比嘉さん。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 こちらでも書いているのですが、離島の廃棄物処理は特に小さい島では廃棄物処理業者

がいなかったり、市町村がごみ処理施設を整備するにしても島が多くて非効率な面もある

ので課題となっております。そのため、県ではあわせ処理、産業廃棄物も市町村の廃棄物

処理施設で処理したり、輸送コストの低減化の方策の検討をしているところです。海岸漂

着物についてのコスト低減化も海岸漂着物だからではあるのですが、ほかの廃棄物同様に

島内で処理できるものは処理した上で中間処理施設、島外に搬出したり、どうしても運ば

ざるを得ないその他のものについても海上輸送コストの低減化を図ることが基本となると

考えておりまして、今も県では離島廃棄物適正処理促進事業の中でその方策について検討

して進めているところでございます。以上です。 

【高平専門委員】 
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 離島で処理できない部分の搬入等は県が責任をもつという捉え方でよろしいでしょうか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 そういうことではなくて、方策もいろいろあると思いますが、今現在行った事例で申し

上げますと、離島で小型焼却炉を設置して実証事業をしております。その焼却炉について

は現在、離島の市町村で引き続き使っている事例がございますし、海上輸送のコスト低減

では、廃棄物が混在すると輸送の効率が悪くなりますので、離島で適正に分別して輸送コ

スト低減化の方策を検討しております。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。高平委員、よろしいでしょうか。 

【高平専門委員】  

 分かりました。 

【宮城部会長】  

 沖縄は離島県ですから廃棄物処理は喫緊の課題でもありますし、宮古や八重山など大き

な島は生活廃棄物処理施設などがあるとは思いますが、もっと小さな粟国島や渡名喜島は

ないですよね。その実態はどうなっていますか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 例えば広域化の事例では、市町村の協力の下、座間味島だったと記憶しておりますが、

粟国島のごみについては那覇南風原組合に船でパッカー車を運びまして、そこの組合で処

理を引き受けている事例がございます。広域化の取組については今後も離島の取組ができ

ることがあれば進めていきたいと考えております。 

【宮城部会長】 

 我々の日常的な生活の中で使われる素材は都会も離島も全部一緒ですので、それをちゃ

んと処理する対応をしっかりしないといけないと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ほかに委員の先生方、どなたかございますでしょうか。 

 なければ、先ほどから御質問になっていた農林水産業部会と総合部会への申し送り事項

につきまして、委員の先生方の御承認を得たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。事務局、そういう形で意見を取りまとめて両部会に申し送り
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をお願いしたいと思います。事務局は何かございますか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 一旦終了したと思いますが、念のため、前回同様、資料６として総点検報告であった指

摘や新沖縄発展戦略も資料6-3で参考に付けておりますので、それでなければ結構ですが、

一旦御参照いただければと思います。 

【宮城部会長】  

 資料６について事務局から個別的な御説明はありますか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】  

 資料６については前回第１回・第２回でも準備したものと同じような形で、今回のテー

マとなっている(3)持続可能な海洋共生社会の構築の中のア 海洋島しょ県としてのＳＤＧ

ｓへの貢献の文言に関わる総点検報告書の中であった指摘や新沖縄発展戦略の中にある申

し送り事項をまとめさせていただいております。 

 例えば資料６の１ページ目の１つ目では、「(ク)赤土等流出防止対策については海域の赤

土対策堆積状況は改善しているものの、赤土等流出量の削減は目標の達成に向けた進展が

遅れている状況である。関係機関と連携し農地等からの流出防止対策を推進するとともに、

流出防止対策の効果を適切に反映させ、流出量推計の精度の向上を図る必要がある。」とい

うような意見が総点検の時点でございました。 

 また、その下の新たに生じた課題としては、(イ)海域における水質改善についてという

ことで、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。こういった形で以前あった意見について後ろに参考資料として資料６を付け

ておりますので、今回のテーマの部分について、これを踏まえて意見等があれば、参考の

ために付けております。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ２ページでは新たな振興計画の素案に申し送り事項や指摘事項についての対応がなされ

ているわけですよね。新たな振興計画の素案の中に申し送られた事項等について、表記さ

れているという理解でよろしいでしょうか。 

 委員の先生方から何か御質問、あるいは御意見等がありましたらよろしくお願いします。 

 新たな振興計画の資料６の２ページの事項については、先ほど委員の先生方から御意見
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もいただいておりますので、そこが修正された形で素案としてまとめられていく形になり

ますね。 

 先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

(意見なし) 

【宮城部会長】 

 どうもありがとうございました。 

 少し時間がありますが、15時まで休憩をとりたいと思います。 

(午後２時51分 休憩) 

(午後３時01分 再開) 

４ 審議３ 「環境部会における展望値に関する主な指標」について 

【宮城部会長】 

 再開いたします。 

 審議３、環境部会における展望値に関する主な指標について事務局から説明をよろしく

お願いします。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】  

 資料７以降を使って御説明いたします。まず資料７をお開きください。 

 企画部から各部局宛てに依頼が来ていまして、新たな振興計画の中で社会経済展望値を

策定したいということで、各部局に社会経済展望値の策定に当たる基礎数値に関して作成

するよう依頼が来ております。資料中段の２．提出期限、目標値設定に当たっては、各所

管する部会において計画最終年度の目標値を審議、部会で承認を得た上で策定すること。

環境部関連については環境部会で承認を得ることとされております。 

 具体的に資料7-2をお願いします。社会経済展望値に係る資料作成要領ということで、(1)

経済社会展望値(計画展望値)の必要性、沖縄振興計画においては、「人口及び社会経済の見

通し」として、本県の総人口、就業者総数、県内総生産、産業構成、１人当たり県民所得

等の目標年次における展望値が示されている。ということで、計画における展望値を算定

するために各部会に数字の作成依頼が来ております。 

 資料7-3をお開きください。社会経済展望値推計のイメージ図となっておりまして、環境

部会に依頼が来ているのは、一番左側の①外生値(主な指標・関連数値)を各部会で作成す

ることになります。作成したものを提供した上で総合部会で積算しまして、最終的にアウ

トプットとして展望値計画の中の社会経済展望値が測定される流れとなっております。①
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外生値の１、２、３、４、などとありますが、具体的に「など」以降が２ページ目の社会

経済展望値に関係する主な指標ということで、項目、二酸化炭素排出量から県内空港の旅

客者数や公共取扱貨物量、ずらっとありますが、その一つ一つが全て主な指標になってお

り、この中で環境部会に割り当てられているものが一番上にある二酸化炭素排出量の実績

や実績見込み、今後10年の目標値とそれに至るまでの計画値が今回、審査していただきた

いものとなっております。 

 具体的な数値は資料８に掲載しておりますでお開きください。内容については環境再生

課から説明いたします。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 環境再生課の久高です。資料８を説明させていただきます。 

 数字がたくさん並んでいて分かりづらいと思いますが、目標値は2031年(令和13年)まで

に二酸化炭素排出を806万トン削減するのが目標です。なぜ806万トンか説明したいと思い

ます。カラーの資料を御覧ください。 

 目標については、沖縄県の地球温暖化対策実行計画がございまして、それを今年３月に

策定したところですが、2030年度比、温室効果ガスを26％削減となっております。長期目

標としては2050年度までに温室効果ガスは０となっております。先生方にお伝えするのも

心苦しいところがありますが、皆さんは御存だと思いますが、温室効果ガスは地球温暖化

に関与しているもので、その中には二酸化炭素、グラフの緑色が二酸化炭素になります。

なので割合が非常に多いのが分かると思います。それ以外に2005年の64と書いているのが、

二酸化炭素以外の温室効果ガスで一酸化二窒素やフロン類がございます。 

 沖縄県の地球温暖化対策実行計画では、2030年を26％に削減することになります。二酸

化炭素の排出量は849万トンとなっております。このグラフが抜けていて申し訳ないのです

が、2031年度にこれにスライドさせていくと先ほどの806万トンになります。それを年で割

っていくと毎年2.06％ずつ削減していくとこの数字になるというのが目標値でございます。 

 資料をひととおり説明させていただきます。２枚目の数字が並んでいるものを御覧くだ

さい。二酸化炭素の排出量の現状は、2013年度(平成25年度)を０とした場合に、温室効果

ガスが何パーセント減っているか。プラス３％と下に書いてありますが、これは減った数

字です。逆にマイナス0.4％は増えた数字になります。なので、平成25年から平成30年まで

に3.2％、５年間で沖縄県で減ったのが3.2％となります。その間、人口、観光客ともに増

加傾向がありまして、その中で二酸化炭素が3.2％減っているのは少ないと思われますが、
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全国的に人口減少している中、沖縄県は増加していて、しかも観光客数はかなり上がって

きた状況の中で、県民の努力と事業者の努力で総合的に減らされたと。ただ沖縄県の中で

は3.2％を頑張って５年間でやったと。10年にすると大体６％ぐらいのペースで減っている

状況です。 

 それが2030年度の目標になると、848.7万トン、２番目の数字を見ていただくと分かるの

ですが、2030年までに温室効果ガスでは26％ですが、二酸化炭素では27.9％減らさないと

いけないことになっております。これまで５年間で約3.2％、10年間で約６％ぐらい削減し

たものをこの10年ぐらいで約27.9％ぐらいまで下げないといけないということで、ハード

ルとしては非常に高い。様々な意見はあると思いますが、そういう状況になっております。 

 ３番目の数字は右端の2050年は０となっております。毎年3.61％減らしていけば、目標

の2031年から目標値の806.3万トンから2050年までに減らしていくには、3.61％ずつ減らし

ていかないといけないことになっております。非常に簡単ではありましたけれども、この

目標値の立て方として御説明させていただきます。御質問等を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。環境部会で議論するのは、外生値がこの数値でよろしいのか

ということですよね。 

 事務局から御説明がございましたがいかがでしょうか。向こう10年間で806万トンの削減

と年間削減率が3.61％という目標値でよろしいのか、それに合理性があるのかどうか。 

 高平委員、どうぞ。 

【高平専門委員】  

 ４月ですか、国のほうも2030年までに40％を目標にするという野心的なもの、これは2050

年にカーボンニュートラルをゼロにしたいので46％だと思います。その以前が2030年まで

26％削減と。恐らく県もそれに準じて26％と昨年度に計画に策定されたと思います。その

値がそのままきていると思いますが、今回の環境部会で数字を修正していいものかどうか、

まず、そこが分からない。 

 昨年３月に策定したマイナス26％はそのまま生かしてもいいと思いますが、26％という

数字についても具体的にどのようにもっていくかが、いまいち分かりにくいところもあり

ます。 

 特に沖縄県の電力はほとんど石炭中心で、これを天然ガスに変えるところではあると思

いますが、それだけでは26％にもっていくのは厳しいだろうと。車もガソリンから何らか
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の形で削減していかないと、全体的には26％は難しい。私もその立場で進めている者とし

て厳しいと思います。環境部会でこのあたりを確認していいのかどうか、ほかの先生方も

地球温暖化防止の計画の中には入っていない先生が多い中で、26％を確認していいかどう

か、事務局はどのような判断なのか確認したいと思います。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 私のほうで国の政策の説明が不足していて大変申し訳ありませんでした。 

 指標値を変えることは可能であることは申し添えた上で、沖縄県の地球温暖化対策実行

計画協議会に、この中にも参加されている方はいらっしゃいますが、学識経験者をはじめ、

市民団体の代表者、エネルギー関連の事業者、環境保護団体の皆様が集まって議論した結

果でありまして、非常に重いものだと、しかも沖縄県の中でも地球温暖化は一番上位にく

る政策だと思っております。 

 それで決まった数字ですので、同じ方向で進めていくのが県民にも分かりやすく、また

県の計画としても有効になってくると考えているところですが、国は４月に気候変動サミ

ットの中で46％削減を表明しています。46％という数字はあるのですが、その中身を沖縄

県の地球温暖化対策実行計画も26％は積み上げを行っております。ただ国が46％なので

46％という数字を出すのは、積み上げをした上で46％という数字を出さないといけないの

で、今後、国の動向を注視しているところですが、エネルギー政策が今年８月に審議して

いるところで、９月ぐらいにある程度結論が出るだろうと言われております。 

 そして日本の地球温暖化対策実行計画の改訂が11月頃に予定されていると聞いています。

そういう積み上げの数字を取り入れて、我々も前倒しで地球温暖化対策実行計画の改訂も

したいと考えていますので、数字をお示しすることはできないのですが、既にいろいろと

意見を聞きながら進めているところでございます。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 部長、どうぞ。 

【事務局 松田環境部長】 

 私から少し補足させていただきます。 

 この外生値ということで社会経済展望値推計のイメージが資料7-3にございますが、ほか

の外生値については、将来目標値やいろんな数値を入れることによって、このアウトプッ

トがございますけれども、県内総生産や県民所得の値を出すのが目的で入っております。
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今後、新たな振興計画の中でそれを目標として県の施策を進めていくことになっておりま

す。ですから、今回、外生値としていろいろな数値を決めたら、それが10年間の目標にな

ります。 

 それについては資料7-2にありますが、環境部会では温室効果ガスの値を出しており、そ

れを基にいろいろな検討が始まります。我々は今年３月のマイナス26％という数字を出し

ておりますけれども、改めてエネルギー政策を担当している商工労働部でどの程度追加で

できるのかというところが見込まれておりますので、その結果も踏まえて、今後、必要に

応じて数値は見直したいと考えております。 

 現時点では我々として出せる数字が今年３月に目標設定したマイナス26％という数字を

ベースに御説明しているところでございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 高平委員、今の事務局の説明ですが。 

【高平専門委員】  

 私も感じているので、現段階でこの数字は致し方ないところが、現実的に26％はかなり

野心的な部分もあると思います。今後はさらに46％にもっていくぐらいの野心さは必要で

す。本当に大変だと思いますがやらないといけないので、個人的には本当に支持したい数

字です。ほかの先生方もどのように捉えられるのかではあると思いますが、私としてはそ

ういう方向で承認したいという意見でございます。以上です。 

【宮城部会長】 

 沖縄のCO2排出量の主な要因は何ですか。やはり車が多いのかな。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 温室効果ガスの排出を御説明したいと思います。部門別では運輸部門と業務部門、産業

がございます。沖縄県は他県に比べると製造業が少ないので、他県は製造業が上にきて、

次に運輸業がくるのですが、沖縄県は製造業が少ない分、運輸業が前にきている。もう１

つは観光客も多いですし、飛行機の発着数もほかの県に比べると温室効果ガスの排出量は

かなり多いです。 

 業務部門の中には民生の家庭部門がありまして、ホテルも多いので温室効果ガスが多い。

エネルギーについては電力に頼っておりますので、他県と違ってほかの地域の大規模な水

力発電施設から電気を供給するので、沖縄県はどうしても石炭などの火力に頼らざるを得



 25 

ない状況がありますので、排出係数が非常に高い状況になっております。 

【宮城部会長】 

 この目標値を実現するためには、運輸や産業のところのそれなりの削減をしっかりして

いかないと目標値の達成はなかなか難しいわけですよね。現実的にいろいろな大きな課題

がたくさんあろうかと思いますが、そこを踏まえた上での数値目標になっているのか。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 おっしゃるとおり、地球温暖化対策実行計画の中で、沖縄県として約130の施策を打ち出

しまして様々な対策をして、その効果を積み上げていくことでこの数値になっていくとい

うことで積み上げております。 

【宮城部会長】  

 これは現実的に実現可能な数値目標と理解していいのですか。つまり、スローガンとし

て挙げるのは、悪い言い方だけれども、できるわけです。だけれども、130万人の人々が住

んでいる地域でこれだけの目標値を掲げている根拠がしっかりしていないとなかなか実現

しにくいこともありますよね。それぞれの部会、あるいはセクションの外生値を基にして

社会経済展望値推計をしていくはずですから、展望値になる目標値がちゃんと根拠がしっ

かりしていないと困ると思います。その辺は環境行政部としていろいろなことを考慮した

上でこういう目標値を立てているのか、先生方もそこら辺が気になると思います。事務局、

もう一度、お願いします。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 会長がおっしゃるように、実際に現実的なのかというところがありますので、最初に話

したように、地球温暖化対策実行計画の協議会がございまして、その中でエネルギーの供

給事業者も入った中での議論でありまして、様々な利害関係者が集まった中で議論してこ

の数字ということで、当然、専門家の方もいらっしゃいますし、学識経験者の方もいる中

で議論して出した数字です。 

 ただ、高平委員が言っていたように、野心的な数字ではあるのですが、ここに向かって

いくことは必要ですし、国がいろいろな革新的技術に補助をする、いろいろ政策を出して

いくことがありますので、それも踏まえた上で数値を積み上げているということで、地球

温暖化対策実行計画の中でしっかり積み上げた数値ということで理解していただければよ

いかと思います。 

【宮城部会長】 
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 ありがとうございました。専門的な方々が協議会の中で思案して出された数字のようで

すので、委員の先生方、この展望値に係る指標の目標値はいかがでしょうか。御意見を伺

わせてください。 

 大島さん、どうぞ。 

【大島専門委員】  

 確かに野心的な数字だと感じております。この場で数字をどうこうとは難しいと思いま

すが、毎年、パーセントが記載されていて、沖縄の21世紀ビジョンはこれから総合政策と

して事業などでも学校教育現場でも積極的にいろいろ使っていこうと、それを含めて21世

紀ビジョンだけではなく、様々な取組に対しての学校現場でも活用していくことが考えら

れている中で、実現不可能な数字を出しているのは、難しい、現場では使いにくいという

のはあります。 

 どの問題にしても緩和と適応策の視点の両方にいくわけで、現実可能な部分を取組で具

体的にやっているのか、そういうものが求められてくるので、その意味ではあまり野心的

なものは出してほしくない。少しずつでも実現がこういうふうな形でできているとか、よ

り細かい具体的な取組の内容も今後は見せていく必要があると思うので、その辺も含めた

数字にしてほしい。期待としてはございます。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。そういう数値目標をつくると我々の振興策の素案の中にも少

なくとも地球温暖化に対する県民の対策が組み込まれないといけないわけですよね。その

数値目標が、一人一人の県民の意識覚醒になっていけば数値目標をクリアできる可能性は

たくさんあると思いますが、これだけ二酸化炭素を削減していく努力目標は多くの犠牲と

言ったら変ですが、生活の在り方も結構大きく変わらざるを得ない状況が社会のいろいろ

なところで出てくると思います。その辺を県民として共有するような書き方をしっかりや

っていかないと、いきなり県の施策としてこういう大きな目標を掲げても県民になかなか

理解できにくいところもあろうかと思いますので、事務局としてどういうお考えかお聞き

したいのですが。 

【事務局 松田環境部長】 

 26％は今年３月にいろいろ検討して決めた値で、野心的な目標ではありますが、積み上

げをして頑張れば達成可能な数値になっております。そういう意味で、我々としては26％

削減を基にした数値をお示ししております。 
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 一方で、国がマイナス46％を出しておりまして、今後、新たな振興計画の中で我々が26％

からどれだけ積み上げることができるかが問題かと思っております。26％と46％では約

20％の差がありますので、26％のままいくと国との差が大きいのはなぜか、沖縄県の環境

行政は国の目標に比べて大幅に低い目標に甘んじているのではないかと指摘を受ける可能

性があると思っております。 

 一方で、積み上げもできないまま数値だけをスローガン的にやるのかという問題がある

かと思います。商工労働部で主として発電に係る部分を再生可能エネルギーに転換した場

合、どの程度まで積み増しができるかを検討しているところでございますので、その情報

も踏まえつつ、今後、新たに追加で何パーセントできるかをお示しできるような状況にな

りましたら、それについてまた御審議をお願いしたいと考えております。 

【宮城部会長】 

 地球温暖化の問題は沖縄だけの問題ではなく、世界的な地球全体の大きな課題だと思い

ますので、当然、沖縄県も国の施策にのっとって対応していくべきだと思いますが、今の

ような目標で掲げていきますと、基本施策の29～31ページに脱炭素社会、再生可能エネル

ギーのことなどが書かれていますが、それぞれの施策は、今御説明のあった温室効果ガス

の削減目標の数字を踏まえた上での施策内容になっていると理解していいですね。分かり

ました。 

 平良委員、どうぞ。 

【平良専門委員】  

 加味されているかの確認ですが、削減の目標は各省庁ごとに割り振られて、省庁も検討

する委員会も立ち上がっていますよね。それを積み上げているのが恐らく環境省で集約し

ていると思います。私が聞きたいのは、その中に防衛省も入っているのか。例えば広大な

軍用地を抱えて航空戦闘機等々が発着している。沖縄は大きな比重を置いているCO2の現状

だと思います。それも加味されているかどうか、お聞きしたいのですが。 

【事務局 松田環境部長】 

 詳細には確認しておりませんが、防衛省も温暖化対策を省庁として実施しており、環境

政策課を今年７月に新しく課として作っておりまして、その中で温暖化対策を推進してい

く状況にあると聞いております。 

【平良専門委員】  

 分かりました。 
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【宮城部会長】 

 事務局、何かほかにありますか。 

【事務局 多良間環境部参事】 

 今の部長の話に補足ですが、気候変動を安全保障上の課題と捉える動きは各国にも広が

っており、防衛省、日本の自衛隊においても使用する装備や基地、訓練施設などに関する

温室効果ガスの排出量削減を含む、より一層の環境対策に関するものが安全保障上の課題

として防衛白書に記載されておりまして、それについても防衛省としても取り組んでいく

必要があるということで位置づけられております。 

 部長が言ったように、そのあたりも踏まえて防衛省においても二酸化炭素削減について

は取り組まれていくだろうと考えております。 

【宮城部会長】 

 省庁の１つの施策というか、目標としてはそうでしょうけれども、我々が見ている資料

の26％削減は米軍基地を除いた県民生活の部分の目標値になっていますよね。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 この26％の中には米軍基地は除いております。 

【宮城部会長】  

 地域としては、排出量はもう少し多いかもしれないけれども、非常に難しい問題なので、

県民生活の中で出てきた温室効果ガスのレベルをそういう形で削減していく中には米軍基

地等は入っていないということですね。分かりました。 

 ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。 

 高平委員、どうぞ。 

【高平専門委員】  

 CO2削減、ゼロカーボンにもっていくのは、究極、節電節約ではどうしても限界があるの

で、原則、電気をできるだけCO2を出さないエネルギーに替えていく。それと車もガソリン

から別のものに替えていくという技術革新もどうしてもせざるを得ない部分があると思い

ます。沖縄電力、あるいは沖縄ガスはいろいろ研究されると思います。これは日本全体の

問題でもあると思いますが、そのあたりは26％の中に含まれていると考えてよろしいでし

ょうか。 

【事務局 久高環境再生課長】  

 協議会の中にも沖縄電力も入っています。昨年、沖縄県と沖縄電力は2050年、脱炭素社
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会の実現に向けて連携協定を結んでおりまして、その連携によって26％を含めて脱炭素に

向けて取り組んでいくことになっております。 

【高平専門委員】  

 ありがとうございます。 

【事務局 松田環境部長】  

 追加ですが、26％の中には電力の再生可能エネルギー、これは沖縄電力と調整しまして、

実現可能性がある分を含めた値になっています。ですから、環境部で数値を仮に入れた実

現可能性のある数字だということです。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 先ほど高平委員がおっしゃったように、節電、できるだけ排出しないような個々の努力

もそうですが、一方ではちゃんとしたエネルギー対策が求められているだろうと思います。

30ページに、沖縄に適したエネルギー、供給消費の効率化云々という項目がありますが、

そういうものが目標値の実現のためには非常に重要な役割を果たしていくだろうと思いま

す。再生可能エネルギー、あるいはクリーンエネルギーの導入の促進をしっかりやってい

かないと数値目標の達成には行き着かないと思いますので、県としては第４章の世界に誇

れる島しょ型環境モデル地域の形成の大きなスローガンをうたっておりますので、その中

の個別的な事項としてエネルギー対策が非常に重要だろうと思いますので、しっかりと対

応していただければと思います。 

 竹村委員、どうぞ。 

【竹村副部会長】  

 26％は産業界がいろいろな努力をして積み上げいった数字だと思っていますので、これ

をどうこうするのは恐らく難しいと思います。言葉は悪いですが、あっぷあっぷした状態

でつくっていんだろうなと。あとは目に見えないところをどうしていくかが大事だと思い

ますが、抽象的な言い方になってしまいますが、例えば10年なら10年の2050年を目指すの

であれば、県民一人一人の意識をどんどん変えていくような施策を入れていくことをしな

いと変えられないと思います。 

 例えば学校教育の中でやるとか、生活している方が一人一人の意識を変えていくような

施策を入れていくことによって、見えていないところがどんどん減っていく。例えば車を

使わないようにしていく施策で意識を変えていく。変な話、100メートル先のコンビニには
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車で行かないとか、その意識改革をしていくような施策をどんどん入れていくことによっ

て数字があっぷあっぷなところから余裕をもった形で変えていけるのかなと思って、今回、

環境部会の話ではないかもしれませんが、そういう施策を県でしていけば、CO2の削減はで

きる方向にいくのかと思います。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかの先生方はございますでしょうか。 

 環境部会が承知する外生値は沖縄の社会経済をどうしていこうかという、非常に重要な

課題だと思いますので、この数値目標でほかのいろいろなものが試算されていくだろうと

思いますので、非常に重要な目標だと思います。 

 事務局としてはそれぞれの専門家の先生方の意見なども組み入れた形で実現可能な数値

だということで提案されているわけですので、先生方、この数値目標、展望値の目標とし

て806万トンの二酸化炭素の排出量の削減、年間の削減率が3.6％ぐらいになるという努力

目標値を、事務局、この部会で了解してもらうということですか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】  

 今回、この数字については、現時点の数字として部会で承認をいただければ。 

【宮城部会長】 

 委員の先生方、この数値目標で了解していただけますでしょうか。 

(異議なし) 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。先生方はいろいろと思いがあるでしょうけれども、事務局から

提案された二酸化炭素の削減目標値を了解していただいたと理解します。よろしいでしょ

うか。 

(異議なし) 

 本日審議しました内容につきましては、先生方から提案のあった事項等も含めて、次回

の環境部会で部会の意見として取りまとめていきたいと思います。 

 事務局、次回の部会までに取りまとめをよろしくお願いします。 

 以上で審議を終了してよろしいでしょうか。事務局、ほかに何かお伝えしたいことはご

ざいますか。 

 では、マイクをお返しいたします。 
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【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 宮城部会長、どうもありがとうございました。 

 本日御意見のあった内容のうち、お答えができなかったものについては、事務局で確認、

関係課等と調整し、次回以降に回答したいと考えております。 

 また、追加で御意見等がございましたら、事前の意見照会の様式により８月31日までに

御意見を提出していただくようお願いいたします。熱のこもった御審議をありがとうござ

いました。 

 第１回・第２回の前回議事録の確認依頼をさせていただいておりますので、明日のお昼

までに御回答をいただければありがたく存じます。 

 次回の日程は９月７日・火曜日、13時30分から、前回と同じ、那覇市西町の自治研修所

の会議室での開催を予定しております。詳細な御案内につきましては、先日、事務局から

通知をお送りしておりますので御確認のほどよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、沖縄県振興審議会第３回環境部会を終了いたします。 

５ 閉 会 


