
沖縄県振興審議会「第４回環境部会」 
 

日時：令和３年９月７日（火）13:30～16:30  

場所：沖縄県自治研修所４階401・402研修室 

 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 審議１ 前回までの環境部会意見への回答 

 

３ 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」 

 

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 

 

５ 閉会 
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【資料３】

※ 　◎：部会長　、　○：副部会長
番号 審議会委員 氏名（ふりがな） 役職等 専門分野 出欠

◎ 1 ○ 宮城　邦治（みやぎ　くにはる） 沖縄国際大学　名誉教授 動物生態学 対面

○ 2 ○ 竹村　明洋（たけむら　あきひろ） 琉球大学　教授 サンゴ礁生物生理学 web

3 赤嶺　太介（あかみね　だいすけ） (一社)沖縄県産業資源循環協会　会長 廃棄物処理 web

4 大島　順子（おおしま　じゅんこ） 琉球大学　准教授 環境教育、地域開発 web

5 平良　喜一（たいら　きいち） (公社)沖縄県緑化推進委員会　理事長 森林・林業・緑化 対面

6 高平 兼司（たかひら　かねし） 沖縄県地球温暖化防止活動推進センター　センター長 環境 web

7 中村　崇（なかむら　たかし） 琉球大学　准教授 サンゴ礁生物の生態・生理学 欠席

8 羽田　麻美（はだ　あさみ） 琉球大学　准教授 自然地理学 web

9 藤田　喜久（ふじた　よしひさ） 公立大学法人沖縄県立芸術大学　教授 海洋環境学 web

10 山川　彩子（やまかわ　あやこ） 沖縄国際大学　准教授 基礎生物学 web

11 比嘉　明美（ひが　あけみ） 元沖縄県農業研究センター名護支所長 土壌肥料、土壌流亡 web

沖縄県振興審議会環境部会名簿



部会名： 環境部会

番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

1 4 29 11 （世界に誇れる島しょ型環境
モデル地域の形成）

【29頁30行目】
□人類の生存基盤に影響を
及ぼすおそのある気候変動
の影響に適応した社会を構
築するため、温室効果ガス
削減(緩和策)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
に取組を推進していく。
【31頁22行目】
□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、あら
ゆる観点から気候変動適応
策を推進する。

温暖化防止の適応策に関し
て、例えば防災や感染症（熱
帯性の病気）など、そのあた
りの記載はあるか。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】

左記のとおり修正します。

環境再生課 高平委員

2 4 29 26 廃棄物処理 不適正な廃棄物処理 廃棄物処理が問題ではなく
不適正な処理に問題があ
る。

【原文のとおり】

沖縄県には、離島に廃棄物
処理業者がいない又は処理
コストが高い等、島しょ県ゆ
えの固有の問題があり、そ
れらも含めて解決を図る必
要があることから、「不適正
な廃棄物処理」に限らない記
載にしたいと考えます。
　そのため、原案どおりとし
たいと考えております。

環境整備課 比嘉委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

（新たな振興計画（素案）に対する意見） 資料４
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番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

3 4 30 1 ～導入促進など低炭素型の
交通システム等を推進する
必要がある。

～導入促進など走行時に温
室効果ガスを排出しない交
通システム等を推進する必
要がある。

以前は「低炭素」という言葉
を使っていたが、今は2050
年に向けてカーボンニュート
ラルなので「脱炭素」という言
葉が強く使われるようになっ
ている。
脱炭素に向かうにはまずは
低炭素というところも分かる
が、やはり最終的な目標は
脱炭素というイメージを何か
表現できないか。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左記のとおり修正します。

環境再生課 赤嶺委員

4 4 30 27 マイクログリッド、スマートグ
リッドについて表現できない
か。

【原文のとおり】

30頁の②沖縄に適したエネ
ルギー供給・消費の効率化
のところに記載されていま
す。

環境再生課 高平委員

5 4 31 5 低炭素化及び省エネルギー
化の促進

脱炭素化に向けた取組の促
進

以前は「低炭素」という言葉
を使っていたが、今は2050
年に向けてカーボンニュート
ラルなので「脱炭素」という言
葉が強く使われるようになっ
ている。
脱炭素に向かうにはまずは
低炭素というところも分かる
が、やはり最終的な目標は
脱炭素というイメージを何か
表現できないか。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左記のとおり修正します。

環境再生課 高平委員

6 4 31、
32

30、
31、1

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、廃棄
物３R（リユース、リデュー
ス、リサイクル）の積極的な
推進に取り組むとともに、食
品ロス削減等の再生利用等
に対する県民意識の向上に
取り組む

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、廃棄
物の①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。

廃棄物処理は環境配慮を踏
まえた処理に関する優先順
位が重要であり、修正分に
ついては国も示している。
島しょ型環境モデル地域を
目指す沖縄は、まず国の方
向に合致させるとともに、そ
れを市町村や民間企業に対
してメッセージを出す意味で
も優先順位を明確にした方
が良いと思う。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左案のとおり修正します。

環境整備課 赤嶺委員

2 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

7 4 32 4 ～一般廃棄物の効果的な排
出抑制に取り組むほか、産
業廃棄物については、産業
廃棄物税の活用等による排
出抑制に取り組む

～一般廃棄物の効果的な排
出抑制に取り組むほか、産
業廃棄物については、産業
廃棄物税の活用等による排
出抑制、廃棄物の処理に関
する啓発に取り組む。

廃棄物処理は処理だけでな
く法律も厳しく複雑である。そ
の啓発に係る費用が必要だ
と考える。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左案のとおり修正します。

環境整備課 赤嶺委員

8 4 32 本文なし（追加） 一般廃棄物、産業廃棄物の
食品ロスに取り組むと同時
に、飼料化・肥料化等のリサ
イクルに取り組み、農家・製
造・小売りなど持続可能とな
る食品リサイクルループの
取り組みを推進する。

全ての食品ロスの削減のみ
だけでは現実的ではないた
め、食品系廃棄物の再利用
も取り入れるべきと考える。

【検討中】
食品リサイクル及び食品ロ
スの関係部局と修正につい
て協議いたします。

環境整備課 赤嶺委員

9 4 32 9 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。

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

再生利用水の低コスト化を
追加

島しょの沖縄県ならではの
水問題に雨水の有効利用も
あるのではと考えます。

再生利用水では分かりづら
い

また、再生利用水の利用に
ついては安全性、コストが問
題になるのでは。

【検討中】
　「雨水利用促進」について
は地域離島課から「ご意見を
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
ありました。

環境整備課 比嘉委員

10 4 32 9 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～

－ 再生利用水の利用促進は本
当に必要であると考える。た
だ書くだけではなくて、再生
利用水を本当に活用していく
のであれば低コスト化という
のは避けて通れないため、
安全性やコストの問題につ
いてある程度言及しながら
追記する必要がある。

【原文のとおり】
　「再生水の低コスト化」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馴
染まないと考えております。
」との回答がありました。

環境整備課
（土木建築部 ）

大島委員

3 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

11 4 33 5 自然環境に優しい生分解性
プラスチックなど新しい代替
素材の研究開発の促進、普
及啓発等に取り組む。

自然環境に優しい生分解性
プラスチックなど新しい代替
素材、低コスト化の研究開発
の促進、普及啓発等に取り
組む。

新しい素材と既存素材の代
替において普及のためには
コストが重要。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左案のとおり修正します。

環境整備課
（環境再生課）

比嘉委員

12 4 35 13 街路樹の適正な管理等に取
り組む。

街路樹を含む歩道空間の適
正管理に取り組む。

誰もが安全で快適に移動で
きる空間を創出するために
は街路樹だけではなく歩道
に付随する緑地帯の雑草問
題なども含まれる。

基盤整備部会へ申し送りま
す。

基盤整備部会 比嘉委員

13 4 35 13 － 道路河川ボランティア団体か
らすれば、正直に言ってこん
なに大きな街路樹は邪魔だ
という意見等もあることから、
沖縄に合った街路樹の在り
方を環境部が全体にしっか
りとサジェスチョンするという
ようなことをぜひお願いした
い。

【原文のとおり】

34頁28行目以降に考え方を
示しております。沖縄らしい
花と緑にあふれた道路飾
花、街路樹の在り方につい
ては検討を進めていきます。

環境再生課 平良委員

14 4 35 13 適正な管理に日陰の意味合
いも入れられるか

【原文のとおり】

35頁1行目以降に考え方を
示しております。

環境再生課 竹村副部
会長

4 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

15 4 36 7 

(①世界自然遺産や自然公
園の適正管理)

*36ｐ・12行目以降（①世界
自然遺産や自然公園の適正
管理）に追加

□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。

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
も必要なのではないか。

【委員意見を踏まえ、該当箇
所を修正】
左記のとおり修正します。

（補足）
●本年8月19日に、国（環境
省、林野庁）、県、OIST、琉
球大学等の７者で「沖縄島
北部及び西表島の世界自然
遺産登録地における保全管
理のための連携と協力に関
する協定」を締結し、登録地
において長期的な研究を促
進し、①モニタリングや科学
的な管理の基盤を整備して
登録地における保全管理等
に貢献するとともに、②保全
管理等の担い手としての若
い世代や地域の人材の育成
を図っていくこととしておりま
す。

自然保護課 沖縄県振
興審議会
委員
渕辺委員

16 4 36 10 固有性の高い生態系と世界
的に見ても生物多様性の保
全上重要な地域として、鹿児
島県の奄美大島、徳之島と
ともに、沖縄島北部及び西
表島の世界自然遺産登録を
見据え、その普遍的価値を
維持できるよう、自然環境保
全の体制及び適正な観光地
マネジメントに取り組む。

□　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、沖縄島北部及び西表島
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…。

世界遺産の登録に関する記
載については、すでに登録
がされているので時点に併
せた記載にする必要があ
る。

【委員意見を踏まえ、該当箇
所を次のとおり修正】

（補足）
*その他の箇所（P199、
P231,P232）も遺産登録にあ
わせた内容に修正します。

自然保護課 基盤整備
部会
高良副部
会長

5 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

17 4 36 11 □…その普遍的価値を維持
できるよう、自然環境の保全
の体制及び適正な観光地マ
ネジメントに取り組む。

□…その普遍的価値を維持
できるよう、自然環境の保全
体制の構築及び適正な観光
管理に取り組む。

世界自然遺産は、観光地と
しての意義より、生態系保全
の意義が滝と思われるの
で、適正管理は必要だか、
観光地マネジメントは用語を
変更した方が良いと思う。

【委員意見を踏まえ、該当箇
所を修正】
左記のとおり修正します。

（補足）
*遺産地域を「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
両立を図る趣旨です。
*遺産登録にあたり「適切な
観光管理（特に西表島）」に
ついて、世界遺産委員会よ
り要請があったところであり
ます。また、県では、自然を
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、令和２年に観光管理
計画を策定して、同計画に
基づき関係者が役割に応じ
た対策を講じているところで
す。

自然保護課 高平委員
大島委員

18 4 36 12 （遺産室で36頁12行目以降
に追記するとした内容につい
て）

*36ｐ・12行目以降（①世界
自然遺産や自然公園の適正
管理）に追加

□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
業者等との連携、インター
ネットを活用した啓発に取り
組む。

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
発に取り組むとのことだが、
どこでマナー・ルール等の啓
発を行うのか。場所について
追記してほしい。

【委員意見を踏まえ、該当箇
所を修正】

左記の通り修正します。

自然保護課 大島委員

6 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

19 4 36 17 ②　希少野生動植物や沖縄
固有種の保護対策～

固有種の保護対策の１つと
して人為的に持ち込まれる
様々なもの（例えばごみな
ど）の影響をいかに抑えるか
というところが今後重要に
なってくるだろうと考えられま
すので、そういった文言をこ
こに含められるか。

【検討中】
外来種による影響について
は、新たな振興計画（素案）
の36ページ20行目の記載
（「人為的に持ち込まれた外
来種の生息状況や外来種に
よる被害状況等の調査を実
施し、調査結果に基づく効果
的な捕獲手法の実践等を通
し、外来種の駆除並びに侵
入及び定着の防止に取り組
む。」）の中で取り組んでまい
ります。

どのような形で盛り込めるの
か検討いたします。

自然保護課 中村委員

20 4 36 19 ロードキルの防止に取り組
む

設置された後に使われてい
るのかのモニタリングが数字
があまり出てきていないの
で、今後世界自然遺産に登
録された後は定期的に報告
義務もあるということから、
ロードキルの防止に取り組
むだけではなくて、例えば防
止及び成果の確認など、
使っている状況はどうなのか
ということが分かることも文
言の中に含めてはどうか。

自然保護課 大島委員

21 4 36 23 密漁・盗採やノイヌ・ノネコに
よる捕食被害の抑制に向
け、自然保護地域における
巡回・巡視の強化に取り組
む

巡回・巡視によって希少な昆
虫等の生息数が本当に守ら
れて数が維持できているの
か、生息数を減らさない事に
つながっているか、併せてそ
ういう調査もやって目標値を
設定するとか、そういうもの
につながるような表現が適し
ている。

自然保護課 大島委員

【検討中】

委員ご意見については、希
少種対策に関連することか
ら、取組を整理して、改めて
お示しします。

7 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

22 4 36 24 密漁・盗採やノイヌ・ノネコに
よる捕食被害の抑制に向
け、自然保護地域における
巡回・巡視の強化に取り組
む

抑制するのであれば、抑制
に向けた巡回・巡視ではなく
て、ノイヌ・ノネコの数を減ら
すような方向の方策を入れ
ていくほうが、もう少し世界
自然遺産に向けての意気込
みが出てくる

自然保護課 竹村副部
会長

23 4 37 7 下水道、農業・漁業集落排水施設下水道、農業・畜産・漁業集
落排水施設

海のほうからの話を考えると
畜産のところから入ってくる
多量のリンとは無視できない
問題になってきているところ
が幾つか挙げられているよう
なので、その辺の対策も恐ら
く必要になってくる。

【原文のとおり】
　家畜排せつ物に係る汚水
処理施設の整備や資源循環
サイクルの確保については
122ページ25行目に記載され
ております。

環境整備課 中村委員

24 4 37 7 （雨水幹線について追記） 雨水幹線がそのまま海に流
れ出ている状態だと思いま
すので、それを経て生活排
水やごみなどが海に流出す
ることがある

【検討中】
（土木部　道路管理課・下水道課）
　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
している集水桝に堆積・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無いと考えて
おります。
　※雨水対策については、素案78
頁17行から記載を行っております。

（環境部　環境整備課）
　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、P33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ボイ
捨て行為の防止対策に取り組む。」
と、「プラスチック」の後ろに「等」を
追記し、この記述に基づき対応して
まいります。
　加えて、生活排水の流出対策に
ついては、P37_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。

環境整備課 藤田委員

8 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

25 4 37 31 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
いう項目を加えることで、自
然環境という意味での再生
につながる。

【原文のとおり】
（理由）
「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）にもあるとお
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
ことから素案のとおりとしま
す。

土木建築部
河川課

藤田委員

26 4 37 31 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
がオーバーして、そこで内水
氾濫が起こる可能性もある。
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。
河川の構造においても、多
自然河川は少し川幅を広げ
る、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
こでは不適とは思いますが、
環境や防災にも配慮したと
いう感じでつけ加えられない
か。

【原文のとおり】
（理由）
河川（護岸）の防災機能につ
いては、素案のP78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
案のとおりとします。

土木建築部
河川課

高平委員

27 4 38 2 沖縄県の場合、いろいろなア
セス事業が多くあり過ぎ、そ
の中でどれだけ環境保全へ
の貢献ができるかというと、
アセスに係る事業が多過ぎ
るというのもある。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。

【原文のとおり】
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。

環境政策課 宮城部会
長

9 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

28 4 38 27 地域環境センターは残念な
がら県民の中でなかなか周
知徹底というか、認知されて
いないので、反対に地域環
境センターと教育委員会が
連携して開催する研修会な
どが幾つあるのかという、そ
れも目標値にするのはどう
か。

【検討中】
指標の追加を検討します
が、受講者数と開催数という
２つの指標とすることができ
るかどうか、企画部と調整い
たします。

環境再生課 大島委員

29 4 39 5,
12,
22,

海洋ごみ
漂流・漂着ごみ
海洋漂流ゴミ・海岸漂着物

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。

一番広い意味を持つ「海洋
ごみ」、沖縄県が以前から使
用している「海岸漂着物」に
統一してはいかがでしょう
か。

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、わかり
にくいと感じました。

※海洋ごみ：海岸に打ち上
げられた「漂着ごみ」、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」の総称

【検討中】
　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」又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
語を用いることといたしま
す。

環境整備課 山川委員

30 4 40 9～
17

②海洋ごみ問題への対応
海岸漂着物及びマイクロプラ
スチックに関する調査
海岸漂着物対策

難しいと思いますが、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い
ます。

海洋ごみは、海岸に打ち上
げられた「漂着ごみ」だけで
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」も含むた
め。

【検討中】
　№31の御意見も踏まえ、併
せて修正文案を検討してい
るところです。

環境整備課 山川委員

10 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

31 4 40 13 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

漂着量、マイクロプラスチッ
ク、環境への影響等、海岸
漂着物の調査に取り組む。

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い
る。生物の影響に対する評
価等も追記することでそれに
取り組んでいることも理解が
得られる。

【検討中】
　№30の御意見も踏まえ、併
せて修正文案を検討してい
るところです。

環境整備課 藤田委員

32 4 40 15 ～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。

海洋ごみ、特に漂着ごみの
対応として、40ページの②海
洋ごみ問題への対応基本的
にボランティアやビーチク
リーンによる海岸清掃は大
体が目につくところ。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
残っていると思われる。
　それはむしろ生態系への
影響が大きいと思われる
が、何らか対応の記載はで
きないか。

【検討中】
　御意見を踏まえ、P40_18行
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。

環境整備課 高平委員
藤田委員

33 4 40 30 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。

40頁31行の次に以下の普及
啓発に係る文章を追記しま
す。

（文案）
□　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。

陸域からの栄養塩類や赤土
流入、日焼け止めクリーム
の使用等を制限するには、
一般市民や観光客への知識
の提供や普及啓発が欠かせ
ないと思います。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左記の通り修正します。

自然保護課
（環境保全課）

山川委員

11 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

34 4 74 29 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

具体的にはどういうものなの
か。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
うが、それも含めての対策な
のか。

【原文のとおり】
　離島部ではごみを焼却す
るにしても焼却施設が不足し
ているということについて
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。

環境整備課 高平委員

35 4 基本施策１-(2)自然環境の
保全・再生・継承及び持続可
能な利用の主要指標に、い
わゆる準絶滅危惧種から絶
滅危惧種への移行種数が主
要の指標になっているのは、
ここで扱う施策展開ア、イ、
ウを統合した形での主要指
標になっているのかというの
が疑問

【検討中】
１-(2)につきましては分野が
非常に広く、何を代表させる
のかということについて事務
局でもいろいろと検討してき
た上で、今この主要指標に
なっております。事務局でも
全体の指標としてこれで全
体を表すことができているか
ということについては少し心
もとないと感じているところ、
何かこういう指標が逆によろ
しいのではないかという御助
言等があれば、それも含め
て引き続き主要指標の検討
を続けてまいります。

自然保護課 大島委員

12 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

36 3 計画展望値に、なぜ環境の
ところは温室効果ガス排出
量の１つしかないのか

【検討中】
この計画展望値について
は、その分野を代表させる指
標にしたいということで、基
本的には数を少なくしたいと
いう考えがベースにあって温
室効果ガスということになっ
ておりますが、環境分野は
非常に範囲が広い、分野が
広いのでという御指摘もあり
ますので、この点についても
検討してまいります。

環境部各課 大島委員

37 4 31 16 運輸部門については、自家
用車・路線バス等への・・・

運輸部門については、自家
用車・路線バス・トラック等へ
の・・・

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
した方が良い。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左記のとおり修正します。

環境再生課 産業振興
部会
山城博美
委員

38 4 31 20 高度化等に取り組む。 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。

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
した方が良い。

【委員意見を踏まえ該当箇
所を修正】
左記のとおり修正します。

環境再生課 産業振興
部会
山城博美
委員

13 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

39 4 36 18-
19

「県内に生息する希少生物
種の生態、生息域、個体数
等の現状を的確に把握し、
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。」

【照会事項】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。

第2回環境部会における【資
料4】番号25 によると「どのよ
うな形で盛り込めるか検討
中です。」ということですが、
これまで設置してきたアン
ダーパスの設置数とその利
用実態についてのデータを
開示して頂きますようお願い
します。

＊土木建築部（道路管理課）
に照会中。別途ご提供いた
します。

自然保護課 大島委員

40 4 38 16＆
27

①環境保全などに対する県
民参画の推進

②環境保全の意欲の醸成

【確認事項】①と②の項目立
ての趣旨について確認させ
てください。

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“取組み内容”
に焦点を絞っているという理
解でしょうか。

ご質問にあるとおりです。 環境再生課 大島委員

14 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

41 4 38 28-
29

環境保全型自然体験活動に
関わる事業者が、環境保全
と利用に関するルールを事
業者間で自主的に策定・締
結する保全利用協定の締結
促進に取り組む。

要検討 ・既に取り組んでいる「保全
利用協定」について、継続し
ていく方向であるということだ
と思いますが、その有効性
等、検証されていないことが
以前より指摘されています
ので、先ずそれについてご
報告をお願いしたいと思いま
す。
・沖縄県として締結促進に向
けて何をしているのか（イン
プット）、そしてその結果（ア
ウトプット）と成果（アウトカ
ム）を明確にし、他の事業者
と差別化できるものが何な
のかを見える化することが事
業として落とし込まれるため
には必要であると思われま
す。新規事業ではないので、
それを踏まえた上での書き
方で素案への本文に盛り込
んで頂きたいと思います。事
業者がグリーン・ウォッシュ
の対象にならないようお願い
します。

別途資料を提供いたします。 自然保護課 大島委員

42 4 38 32-
33

学校教育や地域活動を通
し、自然環境に親しむための
体験学習や総合学習等を通
して、次代を担う子どもたち
の環境倫理の醸成に取り組
む。

要検討 見出しは「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。

環境倫理とは、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、自ら環境に良い行動を
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、
ご意見を受けて、「環境保全
の意欲の醸成」に統一しま
す。

環境再生課 大島委員

15 ページ



番号 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 担当課 意見者

43 4 41 4 農地等の対策については、
赤土等の実態に応じ、営農
支援の強化、ほ場勾配の抑
制、グリーンベルトの設置な
ど各種発生源対策の強化に
取り組むとともに、流下する
排水経路上では、沈砂池等
の設置や施設に堆積した土
砂の適切な除去を進めるな
ど、総合的な赤土等流出防
止対策の強化に取り組む。

農地等の対策については、
赤土等の実態に応じ、営農
支援の強化、ほ場勾配の抑
制、グリーンベルトの設置な
ど発生源対策の強化に取り
組むとともに流下する排水経
路上では、沈砂池等の設置
や施設に堆積した土砂の適
切な除去を進める。さらに、
流域の利用者、ボランティア
を含めた流出防止活動の促
進など新たな視点での総合
的な赤土等流出防止対策の
強化に取り組む。

農家の高齢化、労働力不足
から農家レベルの対策がな
かなか進まないなか、流出
量削減には流域の利用者
（ダイバー、旅行者等）も含
めた協力支援体制を構築し
ていくこともひとつの考え方
だと思います。

　農林水産業振興部会へ申
し送ります。

環境保全課 比嘉委員

16 ページ



部会名：環境部会

基 本 施 策 番 号指　　　　標　　　　名指　　　　標　　　（案）目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 担当課

1-(2)
(施策①と②に関
連した新しい基本
施策の設定)

世界自然遺産の
理解の向上と適
正な利活用

【要検討】

・7月末に正式に決まる世界自然
遺産登録を踏まえ、地域住民お
よび（県民を含めた）来訪者に対
する生物多様性の保全に対する
啓発活動の施策を入れることを
提案したいと思います。（例えば、
地域住民が世界遺産の価値を正
しく理解し保全に対する責任を意
識するようになることを促す啓発
活動や地域住民や来訪者に対し
てマナーやルールの作成と地域
の玄関口での周知・配布等が考
えられます。）
・理由は、施策展開 ウ施策②は
特に世界自然遺産に関する事案
に限定しているわけでないので、
世界自然遺産に対する正しい理
解と登録に際し懸念される問題
の解決に向けた啓発活動の施策
を設けてはどうかという視点から
です。

【委員意見を踏まえ、素案本文に
追加します】

(36ｐ・12行目以降に追加)
□　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
内外の観光事業者等との連携、
インターネットを活用した啓発に
取り組む。

自然保護課

（大島委員）

意　見　書　様　式　（　修　正　案　用　）

（関連体系図（案）に対する意見）

　① 主 要 指 標

資料４-②

17 ページ



施　策　番　号 指　　　　標　　　　名指　　　　標　　　（案）目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 担当課

1-(2)　施策展開
ア

施策①

世界自然遺産や
自然公園の適正
管理

【要検討】 【要検討】

・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
容がわからないので、具体的な
文言を記載するべきではないで
しょうか。
・例えば、環境省・沖縄県・地域
自治体のそれぞれの役割と必要
な連携内容が目標値で明確に表
現されていることが必要だと考え
ます。特に、登録後の作業（例え
ば、継続的に提出が求められる
モニタリング内容に関連したこと
等）に関連してきますので。

【委員意見を踏まえ、指標を次のとお
り修正】

□世界自然遺産登録の 円滑な更新

（補足）
・ 世界遺産登録後は、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
消される場合もある。
　 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、適切な観光管理等の対
策を総合的に行い、その状況が評価
されて遺産登録が更新されること
が、登録基準である｢生物多様性｣の
維持につながることから指標としてい
る。

自然保護課

（大島委員）

1-(2)　施策展開
ウ

施策②

環境保全の意欲
の醸成

環境保全に対す
る正しい理解の習
得と行動を促す意
欲の醸成

市町村の教育委
員会（特に、社会
教育や生涯学習
担当セクション）が
中心となる講習会
やセミナーの開催
と受講者数

・すべての県民を対象とする場合、地
域環境センターへの“来場”で目標値
を設定するのは現実的でないように
思われます。また、オンライン方式で
参加を募る形態を取ってもアクセス
環境の地域格差が存在する現状で
は、有効な目標値とはならないので
はと考えます。
・沖縄県地域環境センターの認知度
が低いこともあり、市町村の教育委
員会と協同で開催し、地域の実情に
合った事例等を組み込んだ内容を盛
り込むことで、センターの認知度を高
め、センターに情報が蓄積されていく
ことにも繋がるのではと考えます。

環境保全に関する意欲の醸成につ
いては、学びの場を提供することが
重要と考えています。一方、離島に
在住の方など、センターに来場でき
ない方にも場を提供できるよう教育
委員会等とも連携しつつ対象を拡大
していくとともに、その効果を把握し
ていきたいと考えています。

［修正案］
沖縄県地域環境センターの来場者数
及び講習会受講者数
（教育委員会等と連携して実施する
講習会受講者数を含む）

環境再生課

（大島委員）

　② 成 果 指 標

18 ページ



部会名： 環境部会

番号 章 頁 行
新たな振興計画（素案）本

文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 事務局（案） 担当課 意見者

1 4 82 28 米軍施設における水質、
大気質、土壌質

米軍施設における水質、
大気質、土壌

土壌質は一般的に使われ
ない。

　御意見を踏まえ、82頁28
行を以下のとおり修正い
たします。

［修正案］
　米軍施設における水質、
大気質、土壌、・・・

環境保全課 比嘉委員

2 4 154 19 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。

  ご意見を踏まえ下記のと
おり修正いたします。

□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

環境政策課 総合部会
真喜屋美
樹委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

（新たな振興計画（素案）に対する意見） 資料５

1 ページ



番号 章 頁 行
新たな振興計画（素案）本

文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 事務局（案） 担当課 意見者

3 4 154 20 （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
①環境・エネルギー分野
における国際協力の推進
□グローバルグリーンアイ
ランドサミット（GGIS)、
フォーラム等の国際会議
への参加や開催を通じ、
海岸漂着物や外来種問
題、ごみ処理問題、再生
可能エネルギーの導入促
進など、当初地域における
環境問題や再生可能エネ
ルギーの技術交流等に取
り組む。

□グローバルグリーンアイ
ランドサミット（GGIS)、
フォーラム等の国際会議
への参加や開催、海外研
修生の受け入れを通し、
海岸漂着物や外来種問
題、ごみ処理問題、再生
可能エネルギーの導入促
進など、当初地域における
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。

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
の受け入れも行っている。
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。

　ご意見及びNo２のご意見に
対応した修正も踏まえ以下の
とおり修正いたします。

□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
等の国際会議への参加や開
催、海外研修生の受け入れ
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。

環境政策課 文化観光
スポーツ
部会
倉科委員
（JICA沖
縄　所
長）

4 4 154 24 「国立沖縄自然誌博物館」
の県内誘致～取り組む。

博物館の誘致と国際協力
の推進の関連がわかる文
章にしてはいかがでしょう
か。

36ページ26行以降に、ア
ジアの自然史科学の拠
点、「国立沖縄自然史博
物館」の設置促進、という
項目がありますので、こち
らの文言を参考に、整合
性のある文章にしてはい
かがでしょうか。

この文章だと、博物館の誘
致と国際協力の推進にど
のような直接的な関係が
あるのかが、わかりにくく、
唐突な感じがします。

ご指摘を踏まえ、以下のと
おり修正します。
（修正案）
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「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
催や関係団体等への説明
会の開催など、県民の気
運醸成に取り組む。

自然保護課 山川委員

2 ページ



番号 章 頁 行
新たな振興計画（素案）本

文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 事務局（案） 担当課 意見者

5 6 200 1 赤土等流出量は・・・、特に
農地からの流出量が75％
占めていることから、農地
を重点的に総合的な対策
を推進するとともに

赤土等流出量は・・・、特に
農地からの流出量が75％
占めていることから、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

農地を重点的に総合的な
対策を推進する。に全て
網羅されていると思います
が農家の高齢化、労働力
不足から農家レベルの対
策がなかなか進まないな
か、何らかの方策を考える
必要があると思います。

御意見を踏まえ、以下のと
おり修正いたします。
（修正案）赤土等流出量
は・・・、特に農地からの流
出量が75％占めているこ
とから、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とも
に

環境保全課 比嘉委員

6 6 231 26 赤土等流出量は・・・、特に
農地からの流出量が95％
占めていることから、農地
を重点的に総合的な対策
を推進する。

赤土等流出量は・・・、特に
農地からの流出量が95％
占めていることから、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。

前述のｐ200に同じ 御意見を踏まえ、以下のと
おり修正いたします。
（修正案）既赤土等流出量
は・・・、特に農地からの流
出量が95％占めているこ
とから、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。

環境保全課 比嘉委員

7 4 63 31 ハブクラゲやオコゼ等の海
洋危険生物による刺咬被
害を未然に防止するた
め、県民及び観光客への
広報啓発活動に取り組
む。

ハブクラゲやカツオノエボ
シ、オコゼ等の海洋危険
生物による刺咬被害を未
然に防止するため、被害
の多い場所での看板設
置、対処方法の周知等、
県民及び観光客への広報
啓発活動に取り組む。

海洋生物による刺傷被害
の半分以上は、クラゲ類
によるものであることと（最
近カツオノエボシによる被
害も増加）、砂辺等ネット
設置がなく県民や観光客
が多数訪れる場所で被害
が増えているので、もう少
し具体的な記述を希望し
ます。

保健福祉部会へ申し送り
ます。

山川委員

8 6 201 34 MICE誘致・受け入れを図
る。

今後MICEを北部圏域に誘
致するのですか。

文化観光スポーツ部会へ
申し送ります。

比嘉委員

9 6 203 3
6

沖縄発の新しい金型技術
を・・・以降・・・更なるもの
づくり産業の振興を推進す
る。

沖縄県金型技術研究セン
ターは中部圏域のうるま
市ですが北部圏域でも金
型技術に取り組み、ものづ
くり産業の振興を推進する
ということなのでしょうか。

産業振興部会へ申し送り
ます。

比嘉委員

3 ページ



番号 章 頁 行
新たな振興計画（素案）本

文
意　　見 ( 修　正　文　案

等 )
理　　由　　等 事務局（案） 担当課 意見者

10 6 204 1 国頭マージ土壌を生かし
た

国頭マージの特性を生か
した

国頭マージには土壌の意
味も含まれる。

農林水産業部会へ申し送
ります。

比嘉委員

11 6 205 32 名護東道路の延長整備 ７月に開通した名護東道
路はさらに延長整備される
計画でしょうか。

基盤整備部会へ申し送り
ます。

比嘉委員

4 ページ



部会名：環境部会

基 本 施 策 番 号指　　　　標　　　　名指　　　　標　　　（案）目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 担当課

4-⑶ 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

環境分野におけ
る国際会議等へ
の県の参加回数

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
こに県内外、国内外からどれくら
い参加されたかという内容を指標
にすべきではないか。

 　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。ご意見については、
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。

環境政策課

総合部会
藤田陽子委
員からの申
し送り

施　策　番　号 指　　　　標　　　　名指　　　　標　　　（案）目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 担当課

意　見　書　様　式　（　修　正　案　用　）

（関連体系図（案）に対する意見）

　① 主 要 指 標

　② 成 果 指 標

資料５-②
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新たな振興計画（素案）関連付け一覧（案） 【資料６】　　

頁 行 素 案 の 本 文
振興審議会意見 新沖縄発展戦略

申し送り事項
新たな沖縄振興のための制度提言

29 1 第４章 基本施策
81 20  ⑼ 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理

問題の解決

82 1 　ア　米軍基地から派生する諸問題の解決に向

けた対応

82 13 ②　米軍基地の運用に伴う航空機騒音等の問題

への対応

□　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

の財政措置を求める。

□  米軍等関係機関に対し、「嘉手納飛行場及び普天

間飛行場における航空機騒音規制措置」の厳格な運用

を求める。

□  関係市町村と連携した航空機騒音の測定・監視調

査を継続し、調査結果に基づき、米軍等関係機関に対

し航空機騒音の軽減を求める。

□  国に対し、航空機騒音の軽減と併せ、住宅防音工

事対象区域の拡大や区域指定告示後に建築された住宅

への適用拡大など、防音対策の強化・拡充を求める。

- - ＜米軍の運用に伴う航空機騒音問題等への対応＞

1.沖縄振興特別措置法に、米軍の運用に伴う航空機騒音（低周波音

を含む。）、悪臭等について、国へ次の⑴及び⑵の実施を義務づけ

る。

⑴航空機騒音、悪臭等の環境調査

⑵⑴の調査の結果、判明した問題点の改善に必要な措置

2.米軍の運用に伴う航空機騒音等について、県又は市町村が次の⑴

及び⑵を実施した

場合、その実施に要した費用に対する国の財政支援（国庫補助率

10/10）を創設する。

⑴環境調査

⑵環境調査のための機器の購入、維持管理

82 24 ③　米軍活動に起因する環境汚染への対応

□　普天間飛行場及び嘉手納飛行場周辺の河川や湧水

で高濃度の有機フッ素化合物が検出されており、両飛

行場が汚染源である蓋然性が高いことから原因の究明

に努めるとともに、国に対して必要な調査と対策の実

施を求める。

□  米軍施設における水質、大気質、土壌質、環境汚

染の測定・監視等を継続し、調査結果に基づき、米軍

等関係機関に対し環境汚染の防止対策を求める。

□  米軍活動に起因する環境汚染の防止を徹底するた

め、県及び市町村が必要と認める場合は米軍施設内で

の排水調査等が実施できるよう米軍等関係機関に対し

改善を求める。

□  米軍活動に起因して環境に影響を及ぼす可能性が

ある事象が確認され、または事故が発生した場合は、

国による環境調査や汚染の除去を求めるとともに、県

及び市町村が環境調査・対策を実施した場合の財政措

置を求める。

【重要性を増した課題】

環境保全(ｷ)米軍基地内での環境調査の実施について

　米軍基地内での立入調査ができないため基地内での水質の汚染状

況が正確に把握できない状況にある。

　排水基準の達成状況を把握するために基地内での調査を行う必要

がある。

【新たに生じた課題】

環境保全(ｸ)有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）問題への対

応について

　有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）問題について、県民の

間では情報が乏しく不安が増大している状況にある。

　県民の不安を解消するため、調査を継続し、その結果や有機フッ

素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）の性状等について情報発信を行う

必要がある。

- ＜米軍の運用に伴う航空機騒音問題等への対応＞

1.沖縄振興特別措置法に、米軍の運用に伴う航空機騒音（低周波音

を含む。）、悪臭等について、国へ次の⑴及び⑵の実施を義務づけ

る。

⑴航空機騒音、悪臭等の環境調査

⑵⑴の調査の結果、判明した問題点の改善に必要な措置

2.米軍の運用に伴う航空機騒音等について、県又は市町村が次の⑴

及び⑵を実施した

場合、その実施に要した費用に対する国の財政支援（国庫補助率

10/10）を創設する。

⑴環境調査

⑵環境調査のための機器の購入、維持管理
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頁 行 素 案 の 本 文
振興審議会意見 新沖縄発展戦略

申し送り事項
新たな沖縄振興のための制度提言

52 21 ２ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指

して

57 17 □  多様な保育ニーズに対応するため、市町村と連携の下、

育児相談等の地域子ども・子育て支援や延長保育、病児・病

後児保育、預かり保育等のきめ細かな子育てサービスの提供

体制・環境整備に取り組む。

57 28 　　①　子どもの多様な居場所づくり - -

57 33 □  地域住民の参画を得て、読み聞かせやレクリエーション

等の活動を行う子どもたちの安心・安全な居場所づくりに取

り組む。

61 10 　　①　離島・へき地医療提供体制の確保・充

実

- -

169 16  ⑷ 人口減少に対応し、地域社会を支える人づ

くりと人材の確保

171 1 　イ　持続可能な地域づくりを担う人材の育

成・確保

171 13 ②　持続的な環境保全活動を担うボランティア

の育成

□　海岸漂着ごみや外来種対策など、地域が抱える環

境問題に対し、地域連携・協働により問題解決を促す

コーディネーターとなる団体・組織等の育成に取り組

む。

□  地域課題に対するニーズとボランティアとのマッ

チングを行う環境ボランティアセンターの設置に取り

組む。

- Ⅲ-4-⑶世界自然遺産、希少動植物保護

　世界自然遺産登録後は、国内外からこれまで以上に自然環境の保

全に対する意識が高まるとともに、観光産業をはじめとした地域の

活性化が期待される一方、オーバーユースにより、自然環境が劣化

してしまうおそれがあることから、質の高いエコツーリズムによる

観光管理を進めながら、自然環境保全、貴重な希少動植物の保護を

強化するとともに、持続的な自然環境保全、希少動物保護のため、

人材育成、教育、研究等を推進する必要がある。

Ⅳ-3-⑶グローバル人材の育成

　沖縄県は、他府県に比較して出生率が高く、若年者の人口割合が

高いことから、潜在的能力を開発できる若い人材が豊富であり、沖

縄県の強みを活かしたグローバル人材の育成を推進する必要があ

る。
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【資料６－２】

沖縄県振興審議会の付帯意見

¡ 重要性を増した課題

【環境保全】

(ｱ)再生可能エネルギーのより一層の普及拡大について

低炭素島しょ社会の実現のため、太陽光発電や風力発電等の再生可能

エネルギーをより一層普及させる必要がある。

これらの普及に当たり、引き続き、送電網への接続容量の制約等の課

題解決とともに、導入状況を具体的な数値で実感できるように可視化を

すること等に取り組む必要がある。

(ｲ)再生可能エネルギー普及における課題解消について

太陽光発電や風力発電等の普及に当たっては、送電網への接続容量が

制約となっている状況にある。

太陽光発電や風力発電等の設備と蓄電池の導入支援等の施策を展開す

ることが必要である。

(ｳ)省エネ設備等の導入事例の周知について

省エネ設備による経費節減効果の認知度が低い状況にある。

ＬＥＤ照明等の省エネ設備の導入による経費節減効果を説明して助成

金等を使わずに導入に取り組んだ事例等の情報を県内で共有できるよう

な取組が必要である。

(ｴ)観光施設や商業施設等における省エネ設備等の普及について

観光客の増加によりＣＯ排出量が増加している状況にある。

観光施設や商業施設等における省エネ設備等の普及に向けたより一層

の取組が必要である。

(ｵ)海岸漂着物対策の強化について

海岸漂着物が周辺環境、生態系や観光資源である海浜の景観への悪影

響を与えている状況にある。
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海岸漂着物の回収や発生抑制についてより一層取り組む必要がある。

(ｶ)循環型社会の実現に向けた県民への意識啓発について

３Ｒの推進等の循環型社会の実現のためには、意識啓発が求められて

いる。

県民の意識啓発に向けたより一層の取組が必要である。

(ｷ)米軍基地内での環境調査の実施について

米軍基地内での立入調査ができないため基地内での水質の汚染状況が

正確に把握できない状況にある。

排水基準の達成状況を把握するために基地内での調査を行う必要があ

る。

(ｸ)赤土等流出防止対策について

海域の赤土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。

【離島振興（定住条件整備）】

(ｱ)海岸漂着物を含めた離島の廃棄物処理について

継続的に漂着する海岸漂着物が、海岸における良好な景観及び環境並

びに海洋環境の保全を図る上で深刻な影響を及ぼしている。また、離島

の廃棄物処理は、処理施設の建設コストが割高になる構造的不利性に加

え、島内で処理できない廃棄物が処理コストを押し上げる要因となって

いる。

特に緊急性の高い「危険・有害な海岸漂着物」について、早急に実態

を把握し、対策に要する措置を国に求める必要がある。また、離島の廃

棄物処理は、支援を拡充する必要がある。

(ｲ)離島・過疎地域における海岸漂着物回収支援について
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離島・過疎地域では自然度が高く生態系が非常に良好に保たれている

一方で、海岸漂着物の回収が十分にできない状況がある。

離島・過疎地域における海岸漂着物回収へのより一層の支援が必要で

ある。

【農林水産業振興】

(ｴ)農業と観光産業との連携について

本県は近年観光客が増加しているが、それに対応した県内農林水産物

の供給が追いついていない状況にある。

地元の主力産業である観光とのマッチング、地元の食材の提供への推

進、いわゆる地産地消の推進を図る必要がある

¡ 新たに生じた課題

【環境保全】

(ｱ)緑化事業における外来種対策について

緑化事業で使用する苗が外来種として定着することが懸念されてい

る。

在来種の使用を推進する取組が必要である。

(ｲ)海域における水質改善について

サンゴが減少している原因について、水質の悪化も一因であることが

明らかになりつつある。

陸域に由来する赤土等の土砂や栄養塩等への対応も含めた水質改善策

を講じる必要がある。

(ｳ)希少種保護に向けた密猟対策等について

希少種の乱獲による種の絶滅が懸念されている。

不法に捕獲・採集される希少種の保全・保護対策に取り組む必要があ

る。
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(ｴ)犬・猫等による希少種食害の防止について

捨てられた犬・猫等による野生生物の食害が希少種を保護する上での

脅威となっている。

捨て犬・捨て猫を抑制するための対策を講じる必要がある。

(ｵ)世界自然遺産登録に係る「観光管理」に関する課題の解決について

世界自然遺産登録後の観光客の増加が見込まれており、観光による影

響（自然資源の過剰利用による自然環境の劣化、ゴミ問題、海外からの

利用者等の地域の利用ルールの認知不足により生じる自然環境や住民生

活への影響等）が懸念される。

国や地元関係団体等と連携し、自然環境の保全と適切な観光利用の両

立を図るための対策を講じる必要がある。

(ｶ)国立自然史博物館の誘致について

アジアの自然史研究を牽引するとともに、沖縄県の自然環境の魅力発

信、生物多様性の保全、教育・研究機関との連携による人材育成などの

拠点となる「国立自然史博物館」の整備が日本学術会議等から提言され

ているが、その実現に至っていない。

県民へ取組の普及を図り、自然環境の保全や生物資源活用等の研究、

教育、啓発等を展開する拠点及び沖縄を訪れる観光客を引きつける魅力

的な施設として「国立自然史博物館」の誘致に取り組む必要がある。

(ｷ)マイクロプラスチック対策について

マイクロプラスチックが周辺環境や生態系へ悪影響を与えている状況

にある。

海域におけるマイクロプラスチック量の調査や対策に取り組む必要が

ある。

(ｸ)有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）問題への対応について

有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）問題について、県民の間で

は情報が乏しく不安が増大している状況にある。

県民の不安を解消するため、調査を継続し、その結果や有機フッ素化

合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）の性状等について情報発信を行う必要があ

る。
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○ 自由意見

【環境保全】

１ 国内移入種や外来種の問題について、環境部会を中心に他部会と連

携し、どういう対策をとるか議論する場が必要である。

２ 「海洋保護区の設置数」について、漁業者が自主的に設定した保護

区も県の実績として挙げてよいのか疑問がある。どのような生態系を

含んでいるかなど、そのつながり方が重要といわれているため、今後

の指標とする場合には、設置数で良いか検討する必要がある。

３ 「沖縄の絶滅種数」について、環境の状況を計る指標として絶滅危

惧種数の採用を検討する必要がある。

４ 「環境保全利用協定の認定数」について、事業者よりも一般利用が

多い地域や１事業者のみで協定を運用している地域があるため、認定数

を増やすことだけを成果指標とするのではなく、利用実態も踏まえた成

果指標を検討する必要がある。

５ 「環境教育に関する成果指標」である「環境啓発活動の参加延べ人

数」については、単純に人数だけで成果を計ることは、活動内容につ

いての評価が不十分という問題がある。活動内容の質を評価する手法

を検討し、より効率的、効果的に環境教育の取組を推進するための成

果指標とする必要がある。

６子どもたちへの環境教育を行うに当たってエコクラブの活動は重要だ

と考えているため、「環境教育に関する成果指標」にエコクラブの推

移を採用してはどうか。

７ 「廃棄物の再生利用率」について、市町村において一般廃棄物とし

て排出していたものを産業廃棄物に切り替えたために率が変わる場合

があるため、次回の成果指標を設定する際は、この点も考慮する必要

がある。
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８ 「全県一斉清掃参加人数」の目標値について、県民のどの程度の割

合まで環境意識を高めれば、県民全体へ波及するのかという点を踏ま

えて検討する必要がある。

９ 「全県一斉清掃参加人数」の目標値について、ごみ拾いボランティ

ア活動に参加することで、行動変容を促すことにつながると考えられ

るため、次期振興計画の策定において成果指標を設定する際は、環境

教育的な意味合いでの成果であることも理由であることをきちんと県

民にもわかりやすく説明する必要がある。

10 海岸漂着物に関して、ビーチクリーンに参加した事業者数や小中学

校の数など新たな成果指標と目標値を設置する必要がある。

11 海岸漂着物は、市町村や県だけでは対応できないため、国と連携し

て対応する必要がある。

12 離島で産業廃棄物処理業者をつくる仕組みが欲しいが、なかなかは

かどらない。海岸漂着物と離島の産業廃棄物を処理するために県が焼

却船を計画してはどうか。

13 ３Ｒ（リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle））
の推進に、外からごみを持ち込ませないというリフューズ(Refuse)を
入れて、４Ｒとするか検討が必要である。

14 「沖縄らしい風景」の「自然環境に配慮した河川整備」についての

指標は在来種数や外来種数を用いる必要がある。

15 ロードキルに対しては、車両速度及び交通量（県民・レンタカー）

の制限について検討が必要である。

16 宮古島の平良が北限であるヒルギダマシ（アビセニアマリーナ）に

ついて、中城湾港新港地区に繁茂しており絶滅危惧種のトカゲハゼの

繁殖に影響している。
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【社会基盤整備】

25 道路緑化や公園緑化で使用されているビロウについて、最近はタイ

ワンビロウの生産が多くなっている。そのため在来種と遺伝子的に違

う品種をつくってしまうようなことが将来危惧されることから検討が

必要である。
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【資料６－３】

新沖縄発展戦略 申し送り事項

Ⅱ 日本経済再生のフロントランナー

６ 人口減少対策

（6）沖縄独自の人的国際交流の展開
国内の他地域とは異なる沖縄の特性、例えば、海外との独自の交流の

蓄積を含む歴史と文化的特性、台湾・中国・東南アジア等の国々に近接

する地理的条件、日本唯一の亜熱帯島嶼地域としての環境等は、今後の

国際交流の推進においても、他にはない可能性を沖縄に付与している。

将来の人口減少基調への移行も視野に入れながら、沖縄の歴史と資源、

アジア諸国との近接性や親和性、様々な環境特性などを活かし、独自の

人的国際交流を積極的に展開する必要がある。その際には、

・世界のウチナーンチュとの多元的なネットワーク

・久米三十六姓等に象徴される中国福建省等との歴史的関係

・台湾との善隣関係

・他の都道府県と異なる米国との密接な関わり

・JICA等の国際協力活動・事業の拠点としての途上国との協力
・海洋島嶼圏の環境や諸条件を共有する島嶼国・地域との連携

など、沖縄固有の資源や特性を最大限に活用し、沖縄２１世紀ビジョン

が掲げる 5 つの将来像の 1 つである‘世界に開かれた交流と共生の島’
として人的国際交流を積極的に推進すること、特に‘国外の関係人口の

創出・発展’を意図した取組を戦略的に展開することが重要である。

Ⅲ．ソフトパワーを生かした持続可能な発展

４ 自然環境・生物多様性の国際拠点形成

（3）世界自然遺産、希少動植物保護
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に

ついては、2020年の確実な遺産登録に向けて、希少種保護や外来種対策、
持続可能な観光管理、地域との協働による遺産管理などに引き続き取り
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組む必要がある。

世界自然遺産登録後は、国内外からこれまで以上に自然環境の保全に

対する意識が高まるとともに、観光産業をはじめとした地域の活性化が

期待される一方、オーバーユース（過剰利用）により環境負荷が高まり、

かけがえのない自然環境が劣化してしまうおそれがある。

そのため、質の高いエコツーリズムによる観光管理を進めながら、自

然環境保全、貴重な希少動植物の保護を強化するとともに、持続的な自

然環境保全、希少動物保護のため、人材育成、教育、研究等を推進する

必要がある。

５ 世界に誇れる環境モデル地域の形成

（6）島嶼型モデル地域としての国際貢献
2010 年、日米両政府（経済産業省、米エネルギー省）とハワイ州、沖

縄県の 4 者で締結された「沖縄ハワイクリーンエネルギー協力」の覚書
（2015年 7月更新）では、島嶼地域におけるクリーンエネルギー社会の
構築に向けて、再生可能エネルギー及び省エネルギーの導入拡大や普及

促進に係る取組の推進が確約されている。本県は、この「沖縄ハワイク

リーンエネルギー協力」を通して、島嶼地域における再生可能エネルギ

ーや省エネルギー技術の導入と関連施策の積極的展開を図る必要があ

る。

特に沖縄においては、バイオマスや海洋エネルギー等は有望な地域資

源であり、それらを有効に利活用した地産地消の地域づくりを促進する

とともに、地域エネルギーを資源とする「島嶼型モデル」の構築を目指

すことが必要である。

県内の先行事例としては、「エコアイランド宮古島宣言 2.0」（平成 31
年 3 月）を掲げた宮古島市における各種の取組が挙げられる。具体的に
は、安定的、持続的、かつ低コストのエネルギー供給を目指し、低価格

化が進む太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを最大限効率的

に利用することを目的に、IT/IoT による需要の制御により、エネルギー
の面的なマネジメントを実現するシステムを構築するとともに、将来に

わたって地域主体による運営が可能な体制の構築を目指している。

こうした取組を基盤に、地域エネルギーを活用した島嶼型モデルの拡

大展開を県内全域で図ることが必要である。
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以上を踏まえ、島嶼地域におけるエネルギー自給率の向上等を先導す

る環境モデル地域としてノウハウを蓄積し、太平洋島嶼国等への国際貢

献や新たなビジネスの展開を推進すべきである。

Ⅳ 誰一人取り残すことのない社会の構築と未来を拓く人材育成

３ 人材育成の促進

（3）グローバル人材の育成
沖縄の強みとして、歴史的経緯から米国やアジア諸国の人々と接して

きた環境があり、グローバルへの親近性が高いほか、発展するアジアに

近接していることが挙げられる。アジアを見据えた、アジア諸国と連携

したわが国のグローバル人材育成の場としての可能性がある。アジア経

済の動向を踏まえながら、ビジネスチャンスを掴むことができるグロー

バル人材や県内の各産業を牽引する専門人材の育成が重要である。多様

なスキル習得のための環境整備、オンライン教育システムの利用環境整

備、インターンシップや海外留学の受入・支援体制の強化などがある。

また、県内産業のグローバル化に向けて、企業人材に対する海外留学・

研修の派遣支援、外国語習得セミナー開催支援を拡充する必要がある。

沖縄県は、他府県に比較して出生率が高く、若年者の人口割合が高い

ことから、潜在的能力を開発できる若い人材が豊富であり、沖縄県の強

みを活かしたグローバル人材の育成を推進する必要がある。



第５回　環境部会までの審議結果（案）の調整について 【資料７】

１
０
月

環　　　　境　　　部　　　会

９
月

1
1
月

【各委員】
追加意見があれば９月17日までに提出

第４回 環境部会

第５回 環境部会（11月17日）

【事務局】
これまでの意見及び追加意見に対する
対応方針作成（10月12日まで）

【各委員】
事務局意見を確認の上、

更に意見があれば11月１日までに提出

【事務局】
更なる意見等踏まえ
対応方針作成
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保全利用協定制度の概要について

１ 保全利用協定とは

保全利用協定とは、「環境保全型自然体験活動（エコツアーなど）を行う場所の適切

な保全と利用を行うために、地域住民・関係者からの意見を適切に反映しつつ、（ガイ

ド業など）事業者間で自主的に策定・締結するルール」のことで、この協定について、

県が適切であると認められるものについて、県知事認定を行っています。

この協定制度により、「保全」と「利用」双方のバランスをとりながら、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ります。

２ 県の取組及び各主体のメリット

１）県の取組【インプット】

協定の策定を検討しているエコツアー事業者や地域の方々に対しコーディネーターを

派遣し、ルールの提言やアドバイスを行うと共に、他地域の事例を踏まえた勉強会を通

じて新規締結に向けた支援を行っています。また、認定地域や新規候補地の事業者へヒ

アリングを実施することにより、制度メリットの創出に向けて取り組んでいます。

２）結果【アウトプット】

上記取組の結果、令和２年度は３地区での勉強会と、12 地区でのヒアリングを実施
しました。

３）各主体のメリット

①事業者 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の PRになる
地域や行政との信頼関係の醸成に繋がる

②地域住民 事業者に環境に配慮するよう促すことができる

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 事業者に環境に配慮するよう促すことができる

周辺地域住民への理解につながる

４）成果【アウトカム】

上記取組により、締結地域 10 地区（累計）における環境保全と利用の両立が図ら
れています。

３ 認定状況（令和３年８月現在）

現在のところ８地区を県知事認定しています。

１）認定第１号 仲間川地区保全利用協定（西表島）

２）認定第２号 比謝川地区保全利用協定（嘉手納町）

３）認定第３号 伊部岳地区保全利用協定（国頭村）

４）認定第５号 大浦川地区保全利用協定（名護市）

５）認定第６号 白保サンゴ礁地区保全利用協定（石垣市）

６）認定第８号 吹通川地区保全利用協定（石垣市）

７）認定第９号 普久川エリア保全利用協定（名護市）

８）認定第 10号 謝名瀬地区保全利用協定（宜野湾市沖）
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４ 課題

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

て県民等に周知する必要があると考えます。

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

きや一部形骸化している様子が覗えるため、フォローアップに努める必要があります。

※グリーンウォッシュについて

表面上を取り繕うことを意味する『ホワイトウォッシュ』と、環境やエコを意味する『グ

リーン』を掛け合わせた造語で、あたかも環境に良さそう、エコであると見せかけること。


