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令和３年度沖縄県振興審議会 

第４回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年９月７日(火) 13:30～15:48  

２ 場 所  沖縄県自治研修所４階401・402研修室 

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 

       ※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 

        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 

       ※羽田 麻美 琉球大学国際地域創造学部准教授 

       ※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） 

        中村  崇 琉球大学理学部准教授 

 

【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、 

       横田基地環境特別対策室長、 

       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４回環境部会を開催いたします。 

 私は、前回に引き続き本部会の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。 

 本日も新型コロナ対策のため、ウェブと対面のハイブリッドで開催しております。 

 御参加の委員は、対面が２名、ウェブ参加８名の予定ですが、現在６名となっておりま

す。合計で８名の委員に参加いただいております。（※その後、２名途中参加） 

 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 前回までの環境部会意見への回答 

【宮城部会長】 

 宮城でございます。ウェブで参加の委員の先生方には少し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。 

 それでは、早速でございますが、これより検討テーマの審議を進めてまいりたいと思い

ます。審議１でございますが、前回までの環境部会意見への回答につきまして、事務局よ

り説明をよろしくお願い申し上げます。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 前回までの振り返りについて、事務局から説明いたします。 

 資料４を使用いたします。基本的にはセルを黄色く塗っているものが、前回までの議論

から進捗等変更のあったものになっておりますので、その進捗があったものについて順を

追って各課から説明いたします。 

 また、番号につきまして、１番から36番までは前回までに１度意見が出ていたものにつ

いての回答になっておりまして、37番以降につきましては、前回までの審議範囲ではあり

ますが、追加意見や他部会からの申し送りなど今回初めて出てきた意見等になっておりま

す。 

 素案のページについて、１番から36番までは順番に流れますが、37番以降は今の事情に

よりページを戻ることになりますので、御了承ください。 

 それでは、各課から順を追って説明いたします。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 
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 環境整備課、比嘉でございます。 

 資料４の２ページをお願いします。６番、黄色く塗っているところで、これにつきまし

ては前回も御意見がありまして、その御意見のとおりに修正をするということで、前回は

審議結果欄に修正文案を記載していたところですけれども、意見、修正文案等をまとめて

意見の欄に記載し、変更部分について下線で示しております。 

 ３ページの７番、先ほどと同様、前回御審議していただいたところで、審議結果の欄に

あった修正文案を意見のほうにまとめて書いておりまして、変更箇所を下線で示してござ

います。 

 ９番、新たな検討案ですけれども、良好な水環境の構築に向けては、下水処理水を高度

処理した再生利用水の利用促進を図るなど地域の実情に応じた水資源の有効利用に取り組

むというところに、「雨水利用促進を追加」、「再生利用水を下水再生処理水、または再生水

に修正」、「再生利用水の低コスト化」を追加ということで御意見をいただいて、これにつ

いて御意見を踏まえて地域・離島課、それから関連の下水道課に照会したところでござい

ます。 

 雨水利用促進について、地域・離島課から御意見を踏まえ本文該当箇所に追記する旨の

回答がありました。また、再生利用水の表記について、下水道課から再生水に統一して表

記するよう修正する旨、回答がございました。これにつきましては、地域・離島課の検討

文案を示していただいた段階で委員の皆様に示していきたいと考えております。 

 10番、再生水の利用促進については、下水道課から再生水事業は水質基準を満たすとと

もに、その普及促進を考慮した単価を設定し、水資源を有効活用するよう政策的に取り組

んでいるものであり、コストに関する記述はなじまないと考えているということで、原文

のとおりとしたいという回答でございました。 

 ４ページの11番、これも前回御説明したところですが、審議結果の欄に書いていた修正

文案を意見の欄に記載し、修正箇所を下線部で示しております。 

 環境整備課からは以上です。 

【事務局 仲地自然保護課長】 

 自然保護課になります。 

 19番、素案36ページの17行目、希少野生動植物や沖縄固有種の保護対策、外来種対策の

中で、理由等の欄に書いてありますように「固有種の保護対策の１つとして人為的に持ち

込まれた様々なもの(例えばごみなど)の影響をいかに抑えるかということが今後重要にな
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るだろうと考えられるので、こういった部分を文言として盛り込めないか」という御提案

がございました。 

 審議結果案の欄で環境部としての見解を示しています。こちらの外来種の影響について

は、新たな振興計画(素案)36ページの20行目から22行目の中で取り組んでいきたいと考え

ておりまして、人為的に持ち込まれた様々なものをどのように盛り込めるかというのは今

後検討して、提示していきたいと考えております。 

 以上です。 

【事務局 島袋世界自然遺産室長】 

 続いて、20番、素案36ページの19行目、21番、素案36ページの23行目、８ページの22番、

素案36ページの24行目、ロードキルの防止、密猟・盗採、ノイヌ・ノネコに関するところ

ですが、現在、委員の御意見については希少種対策等に関連することから、取組を整理し

て改めて御提示したいと思います。申し訳ありません。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 続きまして、環境整備課から御説明します。 

 23番、畜産排水の件ですけれども、これは前回の部会で御説明しておりまして、黄色に

塗りつぶしているのは誤りですのでおわびいたします。前回の説明に変更はございません。 

 24番、「雨水幹線について追記」という御意見がありまして、土木建築部から審議結果欄

のとおり回答がありました。読み上げますと、道路側溝については、路面の滞水による交

通の停滞やスリップ事故の防止等を目的として設置しており、路面上のごみや土砂等につ

いては側溝間の接続部等に設置している集水枡に堆積・除去できるよう計画・管理してい

るところです。また、下水道は汚水と雨水を別々に集水処理を行う分流式を採用している

ことから、雨水幹線に生活排水が入ることはないと考えております。なお、雨水対策につ

いては、素案78ページの17行から記載しているとの回答でありました。文案については検

討中ということでございました。 

 下のほうの環境部環境整備課の担当分については、文案を検討中ということで、できた

段階でまた御説明していきたいと考えております。 

【事務局 新城環境政策課長】 

 環境政策課の新城といいます。 

 25番につきまして、37ページの31行、自然環境再生の推進の項目になります。「生物のこ

とを考えると、河川構造物について小さな堰や床止めみたいなものでちょっとした落差工
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が非常にたくさんあり、沖縄の河川の多様性は確実に失われている。そういうものの改修

をするという項目が入ることで、自然環境という意味での再生につながる」という御意見

がありました。 

 ここについては土木建築部の所管なので、確認しております。回答としましては、多自

然川づくりには多自然川づくり基本指針(国土交通省策定）にあるとおり、床止め等の横断

工作物の採用を避けることや水面や河床の連続性を確保するよう努めることも含まれてい

ると。これからもそのとおりしたいという回答がございました。 

 26番も同じところですが、「雨水冠水、河川も含めて、恐らく今後防災の観点から、大雨

になったときに雨水冠水がオーバーフローして内水氾濫が起こる可能性がある。この辺り

防災という捉え方も少し言葉で入れられないか。河川の構造についても多自然川河川は少

し川幅を広げるとか、本来の広い川の姿も含めた意味、これは防災の観点からも非常に重

要かと思うので、広げるという言葉はここでは不適と思います。環境や防災にも配慮した

というような感じで付け加えられないか」という御意見がありました。 

 これも土木建築部に確認しまして、河川(護岸)の防災機能については、素案の78ページ

のイ-①社会基盤等の防災・減災対策において、河川の治水対策を記載していることから素

案のとおりとしたいという回答がございました。 

 以上です。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 資料10ページの29番でございます。「海洋ごみ、漂流・漂着ゴミ、海洋漂流ごみ・海岸漂

着物等について用語の統一をしてはどうか」ということで御意見を伺ったところですが、

これも前回御説明したとおりでございまして、説明の中でそれぞれの適当な用語を使いた

いと考えておりまして、今検討しているところでございます。 

 30番につきましては、資料11ページの31番で「生物への影響についてもどうか」という

御意見がありまして、30番の御意見も踏まえて、併せて修文案を検討しているところでご

ざいます。 

 32番、前回の部会で、ボランティアによるビーチクリーン活動や企業のCSR活動も含めた

海岸清掃活動の促進に取り組むという文案に対して修正意見がございました。これも前回

御説明したところですが、素案40ページの18行目に自然度の高い海岸、無人島における海

岸漂着物の回収に取り組む旨を追記するよう検討いたしますということで文案を検討して

ございまして、その案ができた段階でまた御説明してまいりたいと考えております。 
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 資料12ページの34番、これも前回の環境部会でコスト低減化の内容についての御意見が

ありましたけれども、これにつきましては事務局としては原文のとおりとしたいというこ

とです。ただ、離島部ではごみを焼却するにしても焼却施設が不足していることについて

は、市町村の焼却施設の建て替えの際に産業廃棄物や海岸漂着物も処理できるいわゆる「あ

わせ処理」施設の整備を進めたいと考えております。 

 さらに、島内で処理できない廃棄物の処理コストがかかってしまうことについては、輸

送費を補助する等により輸送費の低減化を図りたいと考えております。低コスト化の方策

についてはこういったことも含めて今後検討していきたいと考えておりますが、計画の中

では原文どおりとしたいと考えております。環境整備課は以上でございます。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 環境再生課、久高です。よろしくお願いいたします。 

 13ページの37番、素案31ページの16行目になりますけれども、③低炭素化及び省エネル

ギー化の促進の部分で、運輸部門については自家用車・路線バス・トラック等へのという

ことで、トラックを追加します。理由としましては、「県内のCO2排出量において運輸部門

の比率が高い。その排出元には航空機と船舶も含まれているが、素案は触れていない。ま

た、トラックについても明言したほうがよい」ということなので、さきのとおり修正いた

します。 

 38番、素案31ページの20行目になります。そこの部分で高度化等に取り組むとともに、

航空機・船舶の脱炭素化についても国と連携して取り組むと追加しております。理由とし

ましては、「県内のCO2排出量において運輸部門の比率は高い。その排出元には航空機と船

舶も含まれているが、素案は触れていない。また、トラックについても明言したほうがよ

い」という意見がございましたので、さきのとおり修正いたします。 

 14ページ、39番です。素案36ページの18～19行目、アンダーパスの設置等による希少生

物種のロードキルの防止に取り組むとあって、大島委員からの意見ですが、「素案に記載さ

れている内容についてデータを提供してください」ということであります。今現在、土木

建築部道路管理課と意見交換し、資料について提供を依頼したところでございます。後日、

また別途提供させていただきます。 

 40番、素案38ページの16行目と27行目ですけれども、①環境保全などに対する県民の参

画の推進と②環境保全の意欲の醸成という２つの言葉がありますけれども、それについて

意見がございまして、「記載内容から読み取れるのは、①は県民が環境保全に関わり参加で
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きるような場の創出や、計画づくりに県民を巻き込むということを目的にしているという

視点でしょうか。それに対して②は、事業者、学校・地域といった対象者に分けた取組内

容に焦点を絞っているという理解でしょうか」ということですけれども、大島委員の意見

のとおりですということで、回答させていただきます。 

【事務局 仲地自然保護課長】 

 自然保護課、仲地です。 

 15ページ、41番をお願いします。環境保全型自然体験活動に関わる事業者関連のルール

づくりのところで「今取り組んでいるものについて、まず事業の概要等を報告いただきた

い」という内容と、「この取組で何をしているのか、その結果は何か、事業の成果は何かと

いうものを明確にして見える化してはどうか」という御意見、また「保全利用協定の事業

者がグリーン・ウォッシュ、エコであるという見せかけにならないようにすべきではない

か」という御意見がございました。 

 これにつきまして審議結果案では、別途資料を提供しますということで示しております。

委員の皆様には、本日９時半にメールで保全利用協定制度の概要についてということでメ

ールをお送りしています。また、パソコンやスクリーンでそちらの画面を示しております。

まず、この資料を使いまして制度の概要を御説明したいと思います。 

 １番、エコツアーなどを行う場所の適切な保全・利用を行うために、地域住民関係者の

意見を適切に反映して事業者間で自主的に策定・締結するルールが保全利用協定でありま

す。この協定について、県が適切だと認めたものについて県知事の認定を行っているとこ

ろです。この制度によって自然環境の保全と利用、双方のバランスを取りながら次世代に

豊かな自然文化を継承し、同時に観光産業の持続的な発展を図っていくこととなっており

ます。 

 ２番、大島委員からあった取組や結果等について、(1)県の取組ということで、協定の策

定を検討しているエコツアー等の業者、その地域に対してコーディ―ネーターを派遣して

ルールの提言やアドバイスを行うとともに、他地域の事例を踏まえた勉強会を通して締結

に向けた支援を行っております。また、認定地域新規候補地の事業者へヒアリングを実施

し、制度メリットの創出に向けて取り組んでいるところです。 

 (2)上記の取組の結果として、令和２年度の結果ですが、３地区で勉強会を実施しました。

また、12地区でヒアリングを実施しております。 

 (3)各主体として事業者、地域住民、行政がありますが、それぞれのメリットについてま
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とめております。①事業者については、フィールドの持続的な利用につながる環境に配慮

した事業をしていることをＰＲすることができる。②地域住民については、生活周辺地域

の環境保全と持続的利用につながる。③行政としては、周辺地域住民の理解につながると

いうようなことが挙げられます。 

 事業を通しての成果ですが、上記取組により累計で締結地域10地域において環境保全と

利用の両立を図ってきたというところが成果になるかと思います。 

 ３番、認定の状況。令和３年８月時点でありますが、こちらの８つの地域で保全利用協

定を締結しております。 

 ４番、保全利用協定の課題ということでまとめました。保全利用協定の締結に係る事業

者の負担に見合うよう、県民等がエコツアーを行う際に協定締結事業者が選択されるよう、

県は協定制度や協定の内容、認定事業者について県民等に広く周知する必要があると考え

ています。また、認定後のフィールドモニタリング等の履行状況について、地域によって

ばらつきがあったり一部形骸化しているところもうかがえますので、そういうところはフ

ォローアップしていく必要があると考えております。 

 41番については、資料提供ということで以上になります。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 続きまして、環境再生課です。 

 資料15ページの42番を御覧ください。素案の38ページ、②環境保全の意欲の醸成という

部分ですけれども、大島委員より「見出しについては②環境保全の意欲の醸成となってい

ますが、33行目は環境倫理の醸成に取り組むとなっています。このような文言にした理由

をお聞かせください。環境保全の意欲＝環境倫理でしょうか」という御質問がありました。 

 それに対して審議結果は、環境倫理につきましては、身近な環境問題から地球環境問題

まで幅広い分野の環境学習を通して、自ら環境により行動を選択するよう促すことを趣旨

として記載していましたが、御意見を受けまして、環境保全の意欲の醸成に統一したいと

思います。以上です。 

【事務局 玉城環境保全課長】 

 環境保全課の玉城でございます。 

 16ページをお開きください。43番、振興計画(素案)の41ページの４行目、農地等の対策

から総合的な赤土等流出防止対策の強化に取り組むという文章につきまして、御意見は下

線の部分ですが、文章を２つに分けまして「さらに、流域の利用者、ボランティアを含め
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た流出防止活動の促進など新たな視点での」という文言を加えるということであります。

理由としまして、農家だけではなく、流出量削減には流域の利用者も含めた協力支援体制

の構築が必要ということですが、環境部としても事業において関わっているところではあ

りますが、本文章の文責である農林水産業振興部会へ申し送りをしていきたいと思ってい

るところです。以上です。 

【事務局 島袋世界自然遺産室長】 

 資料４の18ページ、成果指標に関する項目でございます。別途配付していると思います

が、関連体系図(案)の新たな振興計画の成果指標等一覧という資料の３ページ、基本施策

1-(2)、施策展開アの中の施策①世界自然遺産や自然公園の適正な管理となっております。

その成果指標が、世界自然遺産登録の円滑な更新としているところです。それに対して委

員から、理由等のところですが、「特に世界自然遺産に関しては、世界自然遺産登録の円滑

な更新という曖昧な表現では内容が分からない。具体的な文言を記載すべきではないか」

という御意見をいただいています。 

 それを受けて、委員の意見を踏まえ指標を次のとおり修正したいと考えております。世

界自然遺産登録の「円滑な」を取りまして、更新とさせていただきたいということであり

ます。補足の説明といたしまして、世界遺産登録は６年ごとにユネスコに対して保全状況

や取組について定期報告する必要があり、保全状況等が悪い場合には登録が取り消される

場合もございます。そのため、各種モニタリング、希少種の交通事故・密猟防止対策、外

来種の駆除、適切な観光管理などの対策を総合的に行って、その状況が評価されて初めて

遺産登録が更新されるところですが、遺産基準である生物多様性の維持につながることか

ら、指標を世界遺産登録の更新とさせていただきたいと考えております。以上です。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 資料に誤記がありましたので、訂正させていただきたいと思います。 

 資料４の１ページを御覧ください。１番の意見(修正文案等)の下から３行目になります。

「生物多様性の保全等」となっていますけれども、等を取って点にします。「あらゆる施策

と」というのが抜けていました。「生物多様性の保全、あらゆる施策と連携した気候変動適

応策を推進する」といたします。大変申し訳ありませんでした。差し替えさせていただき

ます。 

【宮城部会長】 

 分かりました。そこは事務局のほうで差替えの文章をお送りいただければと思います。
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事務局の皆さん、ありがとうございました。 

 それでは、事務局のそれぞれの課から御説明がございましたが、委員の先生方の御意見

あるいは御質問等を伺いたいと思います。今回の審議結果は、中間報告として正副部会長

合同会議に報告することになりますので、委員の意見を踏まえ該当箇所を修正したところ

や、原文どおりとしたところなどがございます。それを御確認いただいて、先生方からの

御意見あるいは御質問等を受けたいと思います。 

 どなたからでも結構ですので、特に御質問をいただいた、あるいは御指摘をいただいた

先生方のほうで、御自分が指摘いただいたところがしっかりと酌み取られているかどうか

も含めて、先生方の御意見あるいは御質問等をよろしくお願いいたします。 

 赤嶺委員、通し番号の６番、赤嶺委員から御指摘のありましたことについて事務局のほ

うで修正の文案を提起されておりますが、いかがでしょうか。 

【赤嶺専門委員】 

 修正していただいているので特に言うことはありません。ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 産業廃棄物等の取組については沖縄県の重要な課題でもありますので、事務局のほうは

この修正文をしっかりと対応できるような形でよろしくお願いいたします。 

 赤嶺委員、どうもありがとうございました。また何かございましたらどうぞ御質問くだ

さい。 

【赤嶺専門委員】 

 よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。 

 比嘉委員、御質問ありました９番ですが、雨水利用等につきまして事務局の回答がござ

いますが、それについて何か御意見いかがでしょうか。 

【比嘉専門委員】 

 雨水のほうも入れていただけるということで、雨水に関してはこのような対応でいいか

と思います。再生水、利用水についても再生水に修正するということで、それも訂正して

いただいているので問題はないかと思います。 

 あともう１つ、コストについては政策的に取り組んでいるというところで、コストの記

述にはなじまないということですが、個人的には業者や公的機関で使う場合はコストはあ
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まり問題にならないと思いますけれども、個人でこのように再生水を利用することになっ

た場合には、やはりコストは意外と重要な問題になるのかなと思ったりします。 

 以上です。 

【宮城部会長】   

 ありがとうございました。どうぞまた何かありましたら御質問なさって結構かと思いま

す。ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。竹村先生、どうぞ。 

【竹村副部会長】 

 説明ありがとうございました。 

 幾つかのところで検討中というのがあったのですが、これは先ほど部会長からありまし

たが、正副部会長会議の前に幾つか検討課題が出てきて、それをこの委員の中でフィード

バックできるのはいつ頃でしょうか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 事務局から説明いたします。 

 今回は中間報告として、10月の中旬以降に予定されております正副部会長会議、また沖

縄県振興審議会に上げる段階では、まだ検討中という形で今回は出させていただければと

思います。 

 その上で、第５回環境部会を11月17日に予定しておりまして、その際に最終的に検討中

も全部固めたものとして最終版を作り、その後に来る最終の正副部会長会議に上げていく

形でスケジュールを考えております。その前にも一度文書等で皆様に対して意見照会等を

するタイミングを設けさせていただければと考えておりますが、それについては最後、次

回の案内の中で今後のスケジュールを御説明させていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

【竹村副部会長】 

 ありがとうございます。 

【宮城部会長】  

 ありがとうございました。 

 ほかに委員の先生方、御質問等ありましたら。 

 高平委員、ございますか。 

【高平専門委員】 

 おおむねよろしいかなとは思います。検討中が幾つかあるので、これはまた検討された
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結果で意見できればと思います。 

【宮城部会長】 

 高平委員から御質問のありました例えば34番、74ページの29行目の漂着ごみ等の対応に

ついて、審議結果としてはこのような形で述べられておりますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。細かい追加等もございますが、おおむね先生方の御意見など

を反映していることがあろうかと思います。 

 大島先生、いかがでしょうか。 

【大島専門委員】 

 幾つか検討中のところもありますので、いい表現といいますか、それに適した指標など

簡単には見つけられないとは思いますが、引き続きよい形で表現できるように、中身の実

質的なものに伴うような形で文章をつくっていただければと思います。それ以外のところ

もいろいろと検討されていて、新しく書き方を変えたりなどという部分はおおむね理解い

たします。ありがとうございます。  

【宮城部会長】 

 幾つか別の課に照会中のものもありますが、これはまたその後に事務局で対応した事柄

が出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 藤田先生、御意見につきまして幾つか対応がございますが、いかがでしょうか。 

【藤田専門委員】 

 おおむねよろしいかと思いますが、１点、８ページの24番の検討中のところで、雨水幹

線に生活排水が入ることはないという記述があります。下水接続されていない地域に関し

ては雨水幹線に直接つないでいる家庭などが散見されますので、本当は下水の接続率を上

げればいいのですが、この辺も含めて検討していただけたらと。あとはそのままでよいか

と思います。以上です。  

【宮城部会長】   

 今藤田先生から御質問ありましたが、実際雨水と生活排水がしっかりと分離されている

のかも含めて、ここは道路管理課ですか。確認していただいて、後日そのことについて御

報告を願えればと思います。 

 そういうことで、藤田先生、よろしいでしょうか。 

【藤田専門委員】 

 大丈夫です。 
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【宮城部会長】   

 ありがとうございました。 

 ほかに委員の先生方、いかがでしょうか。 

(意見なし) 

 それでは、委員の先生方、おおむね修正案や原文のとおり等も含めて、事務局が今回提

示したものをよしとしていただいているようですので、この報告につきましては環境部会

の中間報告として正副部会長会議に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議１、前回までの環境部会意見への回答につきまして、環境部会の承諾を

得たということで御報告をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、審議２、米軍基地から派生する諸問題の解決に向けた対応について、事務

局からよろしくお願いいたします。 

３ 議題２ 「米軍基地から派生する諸問題の解決に向けた対応」 

【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。 

 本日の審議２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81ページをお開きください。第４章、基本施策２ 心豊かで、

安全・安心に暮らせる島を目指しての中の(9)米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問

題の解決について、御説明いたします。 

 ここでは、基地のない平和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、引き続き米軍

基地の整理縮小に向けた取組を進めるとともに、米軍基地から派生する事件・事故、航空

機騒音、環境問題等の諸問題について国の責任による解決促進を図り、また、今もなお残

された不発弾対策等の戦後処理問題を解決することで、県民生活の安全・安心を確保する

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、82ページの１行目、ア 米軍基地から派生する諸問題の解決

に向けた対応の中の、②米軍基地の運用に伴う航空機騒音等の問題への対応、③米軍活動

に起因する環境汚染への対応の２施策となっております。 

 具体的に、②米軍基地の運用に伴う航空機騒音等の問題への対応では、国に対し、米軍

基地周辺の航空機騒音等測定調査の実施・拡充、及び県や市町村が調査を実施した場合の
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財政措置、米軍等関係機関に対する「航空機騒音規制措置」の厳格な運用等を求めていく

こととしております。 

 ③米軍活動に起因する環境汚染への対応では、普天間飛行場及び嘉手納飛行場周辺の高

濃度の有機フッ素化合物等、環境汚染の原因究明、国による調査・対策の実施、米軍等関

係機関による環境汚染の防止対策及び県、市町村が調査した場合の財政措置等を求めてい

くこととしております。 

 あわせて、関連体系図15ページの2-(9)、施策展開アの施策②、③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。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 引き続き、事務局のほうで御説明ありましたらよろしくお願いいたします。 

【事務局 玉城環境保全課長】 

 資料５の１番、第４章の82ページ、委員から米軍施設における水質、大気質、土壌質と

ありますが、「土壌質については一般的に使われていないので、土壌と修正したほうがいい」

ということでございましたが、御意見を踏まえ82ページ28行以下を米軍施設における水質、

大気質、土壌と修正させていただきます。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 補足いたします。 

 審議２に係る米軍基地関係環境問題についての事前意見は、１番のみとなっておりまし

て、２番以降は審議３に係る第６章グランドデザインの部分や圏域別デザインなど、２番

からは審議３以降の質問になっておりますので、審議２では１番のみが事前意見として出

ている状況です。 

【宮城部会長】 

 分かりました。 

 ただいま事務局の御説明がございましたが、１番のみが委員の皆さんからの御質問だっ

たようですので、修正案として土壌質ではなく土壌に変えたと。これは文案の修正という

ことですが、それでよろしいでしょうか。 
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 これは環境部会で所掌する82ページの事項につきまして、土壌質の字句の修正だけで、

全体としてはこれでよかろうということになっているのですよね。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 事前意見として出ているのはここだけで、そのほか意見はありません。 

【宮城部会長】 

 事前意見は82ページの土壌質の問題だけがあったということだそうです。 

 委員の先生方、何か御意見、御質問等ありましたらお願いします。 

 藤田委員、どうぞ。 

【藤田専門委員】 

 追加意見でもいいですか。 

 事前にお送りできなくて申し訳ありませんでした。82ページの③ですが、最後の部分、

事故等が発生した場合のくだりですが、環境調査や対策のところに含まれるかもしれない

のですが、自然などが損なわれた場合の再生を求めてもいいのかなと少し思いました。実

は2017年でしたか、安部にオスプレイが墜落したときに、その後に大分たってからサンゴ

礁のところに潜る機会があったのですが、やはり結構損傷していたりするので、そういう

場合の例えば自然再生のようなものはどこかに負担してもらうのか、県が取り組むのか分

からないので、調査だけだと問題解決しませんので何かしら対策ということになるのです

が、その対策の中に自然再生のようなことも含んでいただけるといいのかなというのが１

点。 

 それから、①から④に入るかどうか分からないのですが、今後基地等が返還されたりす

る場合の取決め、環境調査などの項目はどこかに入れなくていいのかなというのが２つ目

の質問です。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 これは事務局でお答えできますか。 

【事務局 玉城環境保全課長】 

 環境保全課のほうで私の知っている範囲でお答えします。 

 最初の自然再生、サンゴ礁を再生するという部分ですが、今回環境汚染ということで文

言が絞られている感がありますが、環境汚染がサンゴ礁へ影響してサンゴが破壊されるこ

ともありますので、大きい意味で汚染からもたらされる対策という形で83ページの２行目
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等に入るかなということもありますが、環境汚染に関わらない事故が起こった場合の自然

環境への部分については少し難しいところがありますので、持ち帰って検討させてくださ

い。 

【事務局 松田環境部長】 

 駐留軍用地の跡地の部分ですけれども、必要性については179ページの18行目に解決の方

向性がありまして、具体的な部分につきましては、少々お待ちください。 

【事務局 横田基地環境特別対策室長】 

 基環室の横田と申します。よろしくお願いいたします。 

 返還跡地につきましては、現在、土壌汚染対策の土対法や水濁法、あと不発弾や廃棄物

等について、法に基づいて支障除去の計画を立てるということになっております。 

 現在、新たな制度提言の中には、米軍基地が使われている弾薬成分や化審法の第１種な

ど、そのような法で認められていない部分についても認めてほしいということで申入れを

しているところです。 

【事務局 松田環境部長】 

 186ページに跡地利用推進法の活用による円滑な跡地利用の推進ということで、環境の部

分の記載はございませんけれども、基本的に跡地利用推進法できちんと対応していくとい

うことで、今環境部としては考えております。 

 この中で、３行目に支障除去措置の拡充というところがございますけれども、これが現

行の跡地利用推進法にきちんと返還前に環境調査をするというところが記載されておりま

すので、それに基づいてやることになっております。 

【宮城部会長】  

 178ページから細かく県土構造の再編や解決の方向性など書かれてはおりますが、今の藤

田委員の御質問につきましては、186ページの跡地利用推進法の活用による円滑な跡地利用

の推進ということで対応していきたいというのが事務局の答えということになりますか。 

【事務局 横田基地環境特別対策室長】 

 跡地利用推進法の中で現在もあるのですが、来年４月の更新に向けて今作業中となって

おります。その中で、土対法や水濁法、廃棄物、あと生物についても、先ほども少し触れ

ましたが、弾薬成分などの成分も含めて生物に配慮することも含めて新たに法の中に組み

込んでほしいということで申し入れているところです。  

【宮城部会長】 
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 今の事務局のお答え、藤田委員、いかがですか。 

【藤田専門委員】 

 １つ目はよく理解できました。 

 ２つ目の返還時の話ですが、179ページに自然環境調査等を行うということはしっかり書

かれているので、この点ではいいかと思います。 

 ただ、少しだけ気になるのが、たしか基地内については現状調査ができづらいですよね。

それで返還された後に調査をするような感じになっていたと思いますが、そこら辺が自然

環境の点から気になるので、事前に調査ができるように求めていくみたいなことがどこか

にあると嬉しいかなと思いましたが、無理に入れていただく必要はないと思います。179

ページあたりに跡地などのことが書かれていたので、確認できました。ありがとうござい

ました。 

【宮城部会長】 

 藤田委員、どうもありがとうございました。 

 今の点で事務局から御説明は、普天間統括監、どうぞ。 

【事務局 普天間環境企画統括監】 

 今御指摘のあった立入りの件ですが、180ページの16行目、駐留軍用地の返還後、速やか

に事業着手するために、県及び関係市町村においては、返還前からの駐留軍用地の立入り

による文化財調査、自然環境調査等を実施して跡地利用計画を策定するとともに、事業に

対する地権者等の合意形成を早期に図ることが重要であるということで、立入りについて

も早期の実現を求めていくということになっているところです。 

【宮城部会長】   

 返還前から、特に文化財調査や自然環境もそうですが、なかなか現実的にはそういうも

のはやりにくいといいますか、基地内の事前の立入調査ができていない現状がありますの

で、そこら辺はどれだけ実現性があるのかが課題かとは思いますが、事務局のほうで今の

藤田委員の御質問に対する対応、何か次の会議等でも御説明できればと思っています。よ

ろしくお願いします。 

 藤田委員、そういうことでよろしいでしょうか。 

【藤田専門委員】   

 大丈夫です。ありがとうございます。 

【宮城部会長】 
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 米軍基地から派生する問題解決というのは、沖縄県の非常に重要な課題でもありますが、

しかしなかなか厳しい困難な大きな課題でもあろうかと思います。今回素案の中に書かれ

ているように、178ページから186ページ等も含めてしっかりと記載されているようには思

いますが、ぜひそこに書かれている第５章の課題克服に県としても鋭意頑張っていただき

たいなと思っております。 

 委員の先生方、ほかに御質問ありますか。 

【宮城部会長】 

 それでは、ほかの委員の先生方から御質問等がないようであれば、審議２を終えたいと

思いますが、よろしいですね。 

(意見なし) 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議２の米軍基地から派生する諸問題の解決に向けた対応に関する審議はこ

れで終了したいと思います。 

 次の検討テーマに入る前に休憩を取りたいと思います。２時55分から開始したいと思い

ますので、その間休憩にしたいと思います。 

(午後２時41分 休憩) 

(午後２時55分 再開) 

【宮城部会長】 

 時間になりましたので、審議を再開したいと思います。 

 審議の３番目に入る前に、事務局から先ほどの藤田先生の御意見につきまして御説明が

あるようですので、お願いいたします。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 先ほど藤田先生から意見をいただきました２つ目の跡地利用推進法に基づく立入りの部

分につきまして、休憩時間に事務局で改めて話をしまして、やはり計画に盛り込んでいく

必要があるだろうと考えているところです。 

 その場合、179ページになると考えているところですが、部会としては所管が総合部会に

なりますので、環境部会としてこちらにどういった形でどういった文言を盛り込めばいい

のか、藤田先生と部会長、副部会長と御相談させていただいた上で、文案までつくりまし

て、それを総合部会にこういった文案を盛り込めないかということで申し送りさせていた

だければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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【宮城部会長】 

 藤田先生、いかがでしょうか。 

【藤田専門委員】 

 ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 それでは、審議の３番目になりますが、県土のグランドデザインと圏域別展開及びその

他、環境部会が所轄する施策について、事務局より御説明お願いいたします。 

４ 審議３ 「県土のグランドデザインと圏域別展開」 

       その他、環境部会が所掌する施策 

【事務局 普天間環境企画統括監】 

 本日の審議３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188ページをお開きください。第６章 県土のグランドデザ

インと圏域別展開について御説明いたします。こちらでは、県土全体及び圏域の枠を超え

た広域的な基本方向と圏域別の基本施策の展開が示されております。その中でも環境部所

管となる部分を御説明いたします。 

 190ページをお開きください。32行目、(3)広大な海域の保全・活用について、ここでは

本県の周辺に広がる海域は、多様性に富むサンゴ礁が発達している等の特性があり、この

ような海洋環境や自然生態系等は次世代に継承すべき貴重な国民の財産であること。 

 191ページの11行目、地球温暖化に伴い海洋が直面する海水温や海洋循環への影響、海洋

プラスチックを含む海洋汚染の深刻化など、様々な危機と国際的課題を踏まえ、持続可能

な海洋環境等の保全・管理に取り組むこと。 

 191ページの17行目、自然の持つ再生・浄化能力や多様性を維持するため、サンゴ礁、藻

場、干潟及びマングローブ林等の保全・再生・創出に取り組むことなどが記載されており

ます。 

 次に、199ページをお開きください。ここでは、北部圏域における展開の中で、24行目、

ア やんばるの自然を守る環境共生型社会の構築として、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部

及び西表島」を世界自然遺産登録地として適正管理に取り組むこと、世界自然遺産を生か

したエコツーリズムの方向性、生物多様性を保全するための対策、干潟・藻場等、自然環

境の保全・再生・適正利用への取り組み、北部圏域における赤土等対策等について記載さ

れております。 
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 次に、208ページをお開きください。ここでは、中部圏域における展開の中で、８行目、

ア 自然環境の保全・再生及びクリーンエネルギーの推進として、戦後の急速な都市化に伴

い徐々に失われている自然環境の保全・再生への取組、生物多様性の保全、都市河川の水

質汚濁防止対策、クリーンエネルギーの導入拡大等について記載されております。 

 次に、215ページをお開きください。ここでは、南部圏域における展開の中で、32行目の

ア 自然環境の保全・再生及びクリーンエネルギーの推進として、高度な都市機能が集積す

る南部圏域における自然環境の保全・再生への取組、生物多様性の保全、雄大な海岸景観

を有する沖縄戦跡国定公園やラムサール条約に登録されている漫湖公園など、自然環境や

景観等に配慮した地域の形成、周辺離島における廃棄物処理の推進、クリーンエネルギー

の導入拡大等について記載されております。 

 次に、224ページをお開きください。ここでは、宮古圏域における展開の中で、18行目、

ア 美ら海を守るエコアイランドの実現として、クリーンエネルギーの導入、地下水の保全、

廃棄物の排出抑制や減量化、リサイクル等の推進、海岸漂着物の発生抑制、回収・処理等

について記載されております。 

 また、33行目、イ 自然環境等を生かした観光及び文化・交流では、225ページの13行目

で、生物多様性を保全するため、外来種の駆除及び侵入・定着の防止、サンゴの白化やオ

ニヒトデ対策等が記載されております。 

 次に、231ページをお開きください。ここでは、八重山圏域にける展開の中で、20行目、

ア 八重山の自然を守る環境共生型社会の構築として、生物多様性の保全、赤土対策、廃棄

物の排出抑制や減量化、リサイクル等適正処理について記載されております。 

 また、232ページの３行目、イ 自然環境等を生かした観光及び文化・交流では、自然環

境や住民生活とバランスの取れた持続可能な観光地の形成を図るための自然資源の利用ル

ールの策定や周知の徹底、環境に配慮した良質な観光メニューの普及のほか、世界自然遺

産登録地である西表島では、ガイド制度の導入や観光客の受入管理など、持続可能な観光

受入体制の構築への取組が記載されております。 

 以上が、第６章 県土のグランドデザインと圏域別展開においての環境部所管部分となり

ます。 

 その他、環境部会の所管部分としましては、64ページの４行目、犬猫の殺処分数削減へ

の取組、154ページの19行目、環境・エネルギー分野における国際協力の推進、171ページ

の13行目、持続的な環境保全活動を担うボランティアの育成等の記述がございます。 
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 あわせて、これらに対応する関連体系図の９ページ、施策展開オの施策⑥狂犬病対策及

び動物の愛護・管理の推進、31ページ、施策展開アの施策①環境・エネルギー分野におけ

る国際協力の推進、36ページ、施策展開イの施策②持続的な環境保全活動を担うボランテ

ィアの育成についても御確認の上、御意見賜りますようよろしくお願いいたします。 

 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。よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 普天間統括監から御説明がございましたが、それぞれの事項につきましては各課から御

説明をいただけるのでしょうか。 

 それでは、２番からそれぞれ説明をお願いいたします。 

【事務局 新城環境政策課長】 

 環境政策課の新城です。 

 資料５の１ページ、２番から説明したいと思います。素案では154ページの19行目です。

総合部会から意見がありまして、「環境・エネルギー分野における国際協力の推進の中で、

循環型社会を構築するという要素を追記してはどうか」という意見がございました。 

 事務局の案としましては、御意見を踏まえ下記のように修正しますということで、赤字

で追記しております。持続可能な循環型社会を実現し、島しょ地域間の交流と協力体制の

構築を目指すグローバルグリーンアイランドサミット(ＧＧＩＳ)フォーラム等のという形

で、追記したいと考えております。 

 続きまして、２ページ、３番、文化観光スポーツ部会から意見がありました。意見の修

正文案のところで赤字で書かれているところです。「海外研修生の受け入れを通し」という

部分と、「・技術協力等」という部分を追記してもらいたいという意見がありました。理由

としましては、沖縄の環境、エネルギー分野の技術・知見は途上国に非常に役立つもので

あり、当該分野の研修員の受入れを行っている。国際会議等だけでなく、その点での沖縄

の貢献を明示したほうがよいと思料するという意見がありました。 

 事務局案としましては、赤字の部分を追記するということで考えております。読み上げ

ますと、前段のほうは先ほど話をしましたとおりで、国際会議への参加や開催、それから

海外研修生の受入れ等を通し、海岸漂着物や外来種問題、ごみ処理問題、再生可能エネル
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ギーの導入促進など、島しょ地域における環境問題や再生可能エネルギーの技術交流・技

術協力等に取り組むということで修正したいと考えております。 

 以上です。  

【宮城部会長】  

 ありがとうございました。 

 引き続き自然保護課、よろしくお願いします。 

【事務局 仲地自然保護課長】  

 自然保護課、仲地です。 

 ４番をお願いします。154ページ24行目に、国立沖縄自然史博物館の取組について記載が

あります。この154ページの国際協力活動と国際的課題への貢献という部分で、自然史博物

館との関連がよくつかめないという御指摘がございましたので、事務局案を御覧ください。 

 御指摘を踏まえまして、以下のとおり下線部分を追記したいと考えております。修正文

案ですが、東アジア、東南アジア全体の自然史科学を支える研究及び人材育成の拠点とな

るを追加して、国立沖縄自然史博物館の県内への誘致に向けて、シンポジウムの開催や関

係団体への説明会の開催など、県民の機運醸成に取り組むに修正したいと考えております。 

 以上です。 

【事務局 玉城環境保全課長】  

 環境保全課です。 

 ３ページの５番、６章の200ページになります。これは北部圏域における赤土等流出のこ

とですが、ここで農地を重点的に総合的な対策を推進するとともにという文案に対し、修

正文案として、農地を重点的に新たな視点での総合的な対策を推進するとともにと修正し

たいということで、理由は、先ほど言いました農家レベルの対応ではなかなか進まないこ

とから、新しい視点でということになっております。 

 事務局案としては下記のとおり、赤い下線のところですが、新たな取組を含めという形

で修文していきたいと考えております。 

 続きまして、６番、こちらは231ページになりますが、八重山の赤土等流出に関するもの

でございます。意見としまして、先ほどと同様に新たな視点でのというところを加えたい

ということですが、修正案も先ほど同様、農地を重点的に新たな取り組みを含め総合的な

対策を推進すると修文したいと考えております。 

 以上です。 
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【事務局 新城環境政策課長】  

 それでは、７番から11番について、環境政策課から説明したいと思います。 

 ７番の山川委員からのハブクラゲやオコゼ等の海洋危険生物に関する意見、比嘉委員か

らあります８番のＭＩＣＥの誘致、９番の沖縄県金型技術研究センターの関連、10番の国

頭マージの関係、11番の名護東道路の延長整備に関する意見については、他部会の所掌と

なる内容となりますので、皆様の承認の上、他部会へ申し送りたいと考えておりますので、

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 ５ページ、主要施策です。4-(3)世界の島しょ地域等との国際協力活動と国際的課題への

貢献について、総合部会から意見がありまして「県が環境・エネルギー分野の国際協力を

進めることを企画し、そこに国内外からどれぐらい参加されたかという内容を指標にすべ

きではないか」という意見がありました。当初の指標は、環境分野における国際会議等へ

の県の参加回数とありますが、それについて先ほど言った指標に直すべきではないかとい

う意見がございました。 

 担当課としましては、グローバルグリーンアイランドサミット(ＧＧＩＳ)は、韓国済州

特別自治道、米国ハワイ州、中国海南省、沖縄県の４地域間による持ち回りで、２年に１

回フォーラムを開催し、国際協力活動と国際的課題への貢献に取り組んでいるところです。

御意見については、ＧＧＩＳの取組の中でノウハウを蓄積しつつ、今後検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上となります。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 それぞれの担当課から御説明をいただきましたが、資料５の２番から資料5-2まで、どう

ぞ委員の先生方、事務局案につきまして、御意見あるいは御質問等ありましたら、どうぞ

よろしくお願いします。 

 高平委員、どうぞ。 

【高平専門委員】   

 これは小さなことではあるのですが、北部のところと八重山の西表について、世界自然

遺産登録を見据えた西表島など、そういう見据えたというのは、もう登録されたので表現

を変えたほうがいいのかなという気がしました。 

 以上です。 
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【事務局 島袋世界自然遺産室長】   

 自然保護課、島袋です。 

 資料４の５ページ、16番、素案の36ページの10行で、世界自然遺産登録地も見据えと書

いてあるものを、意見修正のほうでは、登録を踏まえとか、登録されたとか、登録地では

というように全部表記を変えたいと思います。前回のものでしたので本日は説明を飛ばし

てしまいました。全て直す方向で対応したいと思います。 

【宮城部会長】 

 よろしくお願いします。 

 高平委員、実情に合わせたような形で文案を修正したいという話でした。 

【高平専門委員】   

 ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 ほかにございますでしょうか。これは資料６も含めて議論していいですか。 

 大島先生、資料６も審議の対象になっているようですので、もし何か御意見ありました

らよろしくお願いします。 

【大島専門委員】   

 ありがとうございます。 

 意見書のほうには書ききれなかったので、必要であればこの後、終わりましたらメモを

書いてお届けしたいと思いますが、幾つかあるのでお願いします。 

 先ほどの資料６、２ページ目になりますが、ページ番号171のところです。環境ボランテ

ィアについて、確認と御検討いただければという内容をお話しさせていただきます。171

ページの13行目、持続的な環境保全活動を担うボランティアの育成という項目があるので

すが、ここで環境ボランティアセンターの設置に取り組むといったいろいろな環境保全活

動に関連するボランティアの育成が、世界自然遺産、希少動植物保護といったところと関

連してということで分かれているのですが、ボランティアに関しては既存にあるボランテ

ィア組織などとのある意味整理といいますか、それも確認してほしいと思います。 

 例えば環境省がパークボランティアという制度を持っていて、現在西表でも40名以上の

方が登録されて、２年に１回更新しているようですけれども、今はコロナ禍なのでなかな

か実態はそのとおりに進んでいるかは分かりませんけれども、いわゆる環境省のパークボ

ランティアもまさにここで言うところの世界自然遺産に関連して様々な取組をしています
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ので、そういった既存にある別の省庁がやっているもの等を確認して、これにも入ってい

る、これにも入っているといっぱいつくるのがいいのか、ほかのボランティアの組織体制、

既存にあるものを確認した上で、新しく特に環境ボランティアセンターの設置に取り組み

というような表現になっていますので、結構住民はそれによっていろいろ往々されてしま

うこともありますので、考えた上でこういったボランティア育成に取り組んでいただけれ

ばと思います。それが１点です。 

 もう１つ、振興計画(素案)で少し気になったところがあったので、お伝えします。多分

自然保護課と森林管理課に関連することで、北部圏域の内容についてです。198ページ、199

ページ、201ページ、エコツーリズムという表現が北部圏域のところで、特に世界自然遺産

登録に関連して振興していく策として、ガイドの養成など人材育成、それに関連している

言葉が今お話ししたページにはいろいろ書いてあるのですが、204ページの20行目を見てみ

ると、ここは森林管理課のほうで書かれていると思うのですが、森林ツーリズムという表

現が入ってきています。いわゆる森林ツーリズムの推進と北部圏域のエコツーリズムに関

連して、それぞれガイドの養成は別仕立てで進められてきている状況があって、そういっ

たものの整理といいますか、すみ分けなのか統合なのか、整理が必要ではないかと思って

おります。それによっていろいろ出てくる出場所が違うので、比較的地域の人たちはそれ

に翻弄されて、こちらは森林ツーリズムで、こちらはエコツーリズムというような感じで、

それぞれ別々でいろいろな会議があったり人材育成があって、非常に時間的な束縛を受け

ていたり、その辺いろいろな方法でやるのはむしろいいのかもしれないのですけれども、

結構住民の方はこれはその後どうなったのだろうとか、比較的そういう感じなので、特に

人材育成に関連してそれぞれ何々ツーリズムにおいて沖縄県のほうで少し整理をされて、

きちんとすみ分けするのか統合するのか、今までいろいろな形で養成してきた方々、それ

が制度化されていないものや制度化まで行き着かなかったものまでいろいろありますので、

その辺ある程度整理した上で、今後の振興策として入れていただければと思います。 

 以上です。 

【宮城部会長】 

 今の大島先生の御質問について、自然保護課お願いします。 

【事務局 島袋世界自然遺産室長】 

 先ほど大島委員からあった、例えば素案199ページの27行目、エコツーリズムガイドの話

と、204ページの森林ツーリズム利活用推進について、組織が別なのではないかということ
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です。 

 例えば204ページの森林ツーリズムに関しては、おっしゃるとおり森林管理課で最初に立

ち上げて、一定程度めどがついたということで今やんばる協議会に移って作業していると

ころで、国頭村が一番先行してやっていると認識しております。その協議会にも、当然我々

や森林管理課もオブザーバーで参加したり協力しながらやっているという認識でございま

す。 

 また、エコツーリズムについては、特に一番大きいのは世界自然遺産でいうと西表の活

動が強いのかなと認識しているところで、やんばる型だと森林ツーリズム、西表だとエコ

ツーリズムと大きく認識しております。 

 ただ一方で、やんばるにもエコツーリズムは当然ありますので、その点についてはやん

ばる協議会といろいろ連携しながら、統合するのかそれぞれでいくのか、検討して作業を

進めていきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

【大島専門委員】 

 よろしくお願いします。 

【事務局 久高環境再生課長】 

 １点目のボランティアセンターについてですけれども、大島委員がおっしゃるように

様々なボランティアがございます。今それをなるべくデータ化しながら整理し、マッチン

グをいかにうまくやっていくかということで、今年度はできなかったのですけれども、前

年度は交流会を開いたり、そういった形で横のつながりをつくるということと、もう１つ

大島委員の言ったキーワードで整理をするということも非常に必要だと思いますので、そ

ういったものでより効率的、効果的に進めていきたいと考えております。 

 どうもありがとうございました。 

【大島専門委員】 

 よろしくお願いします。住民の方は、あれに出たりこれに出たりと結構忙しいので、そ

の辺り、役割など効率よく進めることができるようにお願いできればと思います。検討よ

ろしくお願いします。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した。 

 事務局から提起されております２番以降の事務局案等につきまして、それぞれ先生方、
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御意見等ありましたらよろしくお願いします。また、資料６につきましてもどうぞ御質問

等ありましたらお聞きして結構かと思います。 

 事務局に少しお伺いしますが、例えば３番、これは文化観光スポーツ部会から環境部会

に申し送られてきた事項です。そのことにつきまして、事務局としてはこのように修正し

ますがいかがでしょうかということを今先生方に確認していただいていて、それと逆の形

で、環境部会から別の部会に送られる場合もこういう形の対応がなされるということです

よね。ありがとうございます。 

 委員の先生方、いかがでしょうか。委員の先生方からの御質問につきまして、事務局案

等が提示されております。またほかの部会から申し送られたことについても事務局案で対

応していただいております。山川委員、比嘉委員等から御質問のありましたことにつきま

しては、関係する部会への申し送りという形の対応になっております。 

 それ以外にも、事務局から説明がありました事項について御質問されて結構かと思いま

すので、先生方、何か御意見ございましたらよろしくお願いします。 

 困ったときの高平委員ですが、何かございますか。 

【高平専門委員】 

 地域ごとというのはそれぞれの特徴があって、大体こういう感じで書いてあるのかなと

いう感じはするのですが、具体的に二、三、質問したいところもあることはあるのですが、

これはまた小さいところかなという感じで、もし何かあったら記載させていただきたいと

思います。 

 これは質問になりますけれども、部会で説明のなかったところかもしれません。213ペー

ジの中部圏域の12行目で、市町村が取り組む自転車ネットワーク計画ということについて、

私知らなかったものですから、もし事務局、どういうことか説明できたらお願いしたいと

思います。 

【宮城部会長】 

 これは所掌としては環境部会ではないかもしれませんが、せっかくの御質問ですので、

事務局でどなたか説明できる方がおりましたらお願いします。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 こちらは環境部会の所管ではないことと、こちらで今説明できる者がおりませんので、

自転車ネットワーク計画の内容を別途確認しまして改めて御説明させていただければと思

います。よろしくお願いいたします。 
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【宮城部会長】 

 高平委員、よろしいですか。 

【高平専門委員】 

 分かりました。ありがとうございます。 

【宮城部会長】  

 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。 

 事務局案を先生方に了解していただくと、このことが環境部会の中間報告という形で正

副部会長会議に送られていくわけですね。そこら辺の流れを事務局、少し説明していただ

けますか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 今回の資料５で提示させていただいているものについて、基本的に検討中という形より

は文案まで示させていただいているものが主になっているかと思います。今回この文案に

特に問題がないようでしたら、これも併せて中間報告として正副部会長会議に上げさせて

いただければと思います。個別に細かい文言等についてもし気になる点等ありましたら御

指摘いただけましたら、それを踏まえた上でのものを正副部会長会議で上げさせていただ

ければと思います。 

 逆に、このままだとよろしくないのでもっと検討が必要、調整が必要だというのであれ

ば、今回はまだ検討中という形で上げないという形も取れますので、この文言でよろしい

か、もしくは一部ここだけ修正してほしいか、もしくはさらなる検討が必要かという視点

で御確認いただければ幸いです。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。 

 事務局から御説明ありましたように、資料４につきましては、審議結果ということで御

了解いただいておりますが、資料５につきましては、大まかに言いますとまだ原案といい

ますか、素案といいますか、そういう状況になっております。その事務局案につきまして、

委員の先生方、御質問あるいは文案の修正等ございましたらよろしくお願いします。 

 おおむね委員の先生方の御質問、あるいは御指摘等に事務局案としては対応されている

ようには思いますが、まだこういうことが足りないというようなことなどもありましたら

お願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 

(意見なし) 
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 先生方から特段の御意見あるいは御質問等ないようでございますので、資料５につきま

しても事務局案を御承認いただくという形で、先ほどの資料４の議論も一緒に部会の報告

として正副部会長会議にお送りしたいと思います。よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 ありがとうございます。 

 時間もあろうかと思いますが、もし先生方から何か御質問あるいは御意見等ありました

ら、事務局においてメールか何かで対応していただけますか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 中間報告としましては今週の金曜日が締切りとなっておりますので、その時点で一旦提

出はさせていただければと思います。ただ、あくまでもまだ中間ですので、最終に向けて

意見調整等はしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 膨大な資料ですので、先生方全て目を通すようなこともなかなか難しいかと思います。

中間の報告として環境部会の取りまとめをしていただくということでございます。最終的

な文案等はまた部会がありますので、そのときに決めていただければと思います。 

 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 御意見、あるいは御質問等ないようですので、これで本日の審議を終了したいと思いま

す。事務局にマイクをお返しいたします。 

 何かありますか。 

【高平専門委員】 

 今日いただいた資料で資料6-2、6-3がありますが、この審議はなしということですか。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 事務局から説明いたします。 

 資料6-2、6-3につきましては、審議の対象ではなくて、例えば資料6-2ですと、一昨年に

沖縄県振興審議会の中で皆様から意見としていただいたものを取りまとめているものです。

今回審議するに当たって資料６のほうに落とし込んでいるのですが、こういった意見があ

ったものを本文のどこどこと対応していますというものの一覧になっております。 

 6-2については振興審議会からの付帯意見、6-3については新沖縄発展戦略から出てきた
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意見を環境部関係でまとめて参考資料として一覧をつけさせていただいているものとなっ

ております。 

【宮城部会長】   

 資料６などで指摘されたこと、あるいは出された意見につきましては素案に盛り込まれ

ているということですよね。 

【事務局 屋良主査(環境政策課)】 

 基本的に素案のほうに盛り込んでいく形を取っておりますが、例えば今あるものの中で

何か確認したい点がありましたら、御意見いただけましたらそれがまた素案の中に適切に

盛り込まれているかという部分もありますので、今日の審査対象ではない部分でありまし

ても前回までの振り返り部分もありますので、どこかこの点についてという意見がありま

したらいただければと思います。 

【宮城部会長】 

 高平委員、そういうことですが、何か御質問等あるようでしたらどうぞ。 

【高平専門委員】 

 資料6-2の６ページ、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒにリフューズを入れて４

Ｒとするか検討が必要であると。実は私も以前から、ここは４Ｒというよりも、３Ｒの中

でリサイクルが一番エネルギーのかかる処理方法なので、一番最後の手段と私は考えてお

ります。 

 したがって、リサイクルを除いてリフューズを入れたものを３Ｒ、プラスリサイクルと

いう４Ｒでということを以前から意見を持っているのですけれども、今回も３Ｒというと

ころでずっと文章が来たところがあって、ここは環境省も３Ｒというところをずっと言っ

ている部分ではあるので、まあいいかなという形で意見は出さなかったのですけれども、

ここに１つあったものですから、ぜひ御検討願いたいというのが私の意見でございます。 

 以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 これに関連する課はどちらになりますか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 環境整備課です。 

 この関係でよくリフューズなど、それ以外にもＲのつく標語といいましょうか、各種い
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ろいろな団体等から提言はあるところですけれども、やはりそういうものを全て含めてリ

デュース、リユース、リサイクルの３Ｒに含まれているものと考えておりまして、国のほ

うも３Ｒという言葉を使っているところでございますので、振興計画(素案)の中でも３Ｒ

という用語を使っているところです。 

 先ほど資料４の６番で、赤嶺委員から「本県は狭あいな島しょ性により環境負荷に脆弱

な特性を有していることから、①廃棄物の発生抑制(リデュース)、②再使用(リユース)、

③再生利用(マテリアルリサイクル)、④熱回収(サーマルリカバリー)、⑤適正処分を優先

順位として積極的に取り組むとともに、再利用等に対する県民意識の向上に取り組むとい

うことで、そのように修正しているところでございます。 

【宮城部会長】 

 高平委員、いかがでしょうか。先ほどの御質問につきましては、振興計画(素案)の中に

書き込んではありましたが、委員の御質問を受けてこういう形で修正したということで説

明がありましたが、いかがでしょうか。 

【高平専門委員】 

 先ほどここは確認して、仕方がないと言ったらあれですが、これでいいのかなというと

ころはあったのですけれども、先ほどの資料のところでは、やはり外からごみを持ち込ま

せないリフューズというのはお金がかからない、エネルギーがかからないごみ減量として

かなり有効かなということで、この意見も反映できたらというところですけれども、先ほ

どの評価でもよろしいかなと思います。 

 以上です。 

【宮城部会長】   

 ありがとうございました。 

 資料２、３につきましては、それぞれ振興審議会等から意見のあったものが素案の中に

ある程度骨子としては読み込まれていると理解していいかと思います。それを踏まえて部

会で先生方の意見を受けて、今日の資料４のような形で修正していただいているというこ

とでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、改めまして事務局のほうにマイクをお返しいたします。 

【事務局 仲松班長(環境政策課)】 

 宮城部会長、委員の皆様、御審議ありがとうございました。 

 それでは、私から次回第５回までの確認作業について御説明をさせていただきます。 
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 資料７を御覧ください。本部会は次回が最終回となります。これまでの審議内容につい

て、最終の取りまとめと、その確認をいただく必要がございます。つきましては、次回部

会前までに作成した対応方針案の確認を、通常１回やっておりましたところを２回行わせ

ていただきたいと考えております。 

 具体的には、資料７にもございますとおり、本日の第４回環境部会終了後、事務局では

審議結果の取りまとめ作業に入りますけれども、９月17日までに御提出いただく予定の追

加の御意見も含めまして、10月12日頃までに事務局で対応方針を作成しまして、一旦委員

の皆様にこの時点で意見照会をさせていただきます。委員の皆様には、御意見等ございま

したら11月１日までに御提出いただく予定となっております。 

 その後、ここでいただいた御意見を踏まえ、事務局で改めて対応方針案を作成させてい

ただき、11月17日の最終回で御審議、御確認いただきたいと考えております。 

 委員の皆様にはお手数をおかけすることになりますけれども、御対応のほど、よろしく

お願いいたします。 

 今後の確認作業の説明は以上でございますが、御質問、御不明な点等ございますでしょ

うか。 

(質問なし) 

 よろしいでしょうか。何かありましたら事務局まで御意見等をお寄せいただければ、そ

の都度御回答させていただこうと考えております。 

 それでは、皆様お忙しい中、御審議ありがとうございました。 

 次回の日程は11月17日・水曜日、13時30分から、県庁近くの八汐荘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、日程が近づき次第、御連絡させていただきます。 

 これをもちまして、沖縄県振興審議会第４回環境部会を終了いたします。 

 本日もお忙しい中、ありがとうございました。 

５ 閉 会 

 


