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令和元年度沖縄県振興審議会 

 第２回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年８月20日(火) 10:00～11:55 

２  場 所 沖縄県議会棟(４階 執行部職員控室） 

３ 出席者   

 【部会委員】 

  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 

        吉永 安俊  琉球大学名誉教授 

       高平 兼司   沖縄県地球温暖化防止活動推進センター事務局長 

       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 

       平良 喜一  (公社)沖縄県緑化推進委員会理事長 

       山川 彩子  沖縄国際大学経済学部准教授 

       藤田 喜久  沖縄県立芸術大学全学教育センター准教授 

  （欠席） 

       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  

       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： 棚原部長、松田環境企画統括監、金城参事、 

長濱環境政策課長、比嘉自然保護課長、安里環境再生課長、 

       小渡世界自然遺産推進室長、島袋班長(環境政策課)、 

当真班長(環境保全課)、仲嶺主査(環境政策課) 

 

1.開会 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから沖縄県振興審議会第２回環境部会を開

催いたします。 

 私は、司会進行を務めます沖縄県環境政策課の島袋でございます。よろしくお願いしま
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す。では、着座して進めさせていただきます。 

 まず初めに、本日の審議内容について事務局からご説明いたします。 

２.第２回環境部会の審議内容について(事務局説明) 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 事務局環境政策課の仲嶺と申します。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、前回の部会に引き続き、お忙しいところご出席いただき

ましてまことにありがとうございます。 

 まず、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 会議の資料の中です。まず、資料の７ですけれども、カラーで印刷されている資料をご

覧ください。よろしいでしょうか。 

 こちらは、本日の検討テーマとそれに対応する沖縄21世紀ビジョンの施策体系及び総点

検報告書記載ページをまとめたものです。 

 なお、本日は総点検報告書の環境部会関連箇所抜粋版のうち、緑色でマーカーした部分

を中心に審議していく予定となっております。 

 続いて、資料８をご覧ください。 

 こちらは、前回の第１回部会の議事内容を要旨にまとめたものです。議事録及び議事要

旨につきましては、部会終了後に沖縄県ホームページにおいて公表しております。 

 続いて、資料９をご覧ください。Ａ３の様式です。 

 こちらは、前回及び今回の審議事項等につきまして、皆様からいただいたご意見に対す

る対応方針案やご質問への回答をまとめたものです。左から順に、ご意見、ご質問なされ

た方のお名前、前回配付した総点検報告書に対応するページとその文面の一部抜粋、ご意

見及びご質問の内容とその理由、そして最後に、県の対応方針案や回答を記載しておりま

す。対応方針案及び回答の詳細については、後ほど事務局担当課からご説明申し上げます。 

 この資料について、１点修正がございます。２ページ目をご覧ください。 

 上の保留１と保留２の中の対応方針案回答の欄です。括弧書きの中の「赤土等流出防止

対策」の「棟」になっておりますので「等」の漢字に修正をお願いいたします。申し訳ご

ざいません。 

 ちなみに、この部分は、第４回の環境部会で重点的に調査審議いただく予定としており

ますので、今回の部会においては回答を省略させていただきます。ご承知置きください。 

 では、資料の確認に戻ります。 
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 ２ページ目ご覧ください。 

 資料10です。今回の検討テーマの調査審議において使用する沖縄21世紀ビジョン基本計

画等検証シートです。 

 環境部所管の成果指標に係る記載箇所を赤い線で囲って記載しております。 

 また、今回から総点検件報告書素案の記載ページを左側に記載しておりますので、適宜

参照してください。検証シートの説明につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

 資料の説明は以上となります。 

 審議に入る前に、調査審議の進め方について改めて説明いたします。 

 本部会の設置目的は、総点検報告書の内容について検討、審議し、必要に応じ、修正、

追記等についてご提言いただくことであります。 

 そのため、本日以降、総点検報告書の内容を念頭に議論いただけるよう、総点検報告書

の内容を説明してから検証シートを説明することとさせていただきます。なお、検証シー

トにつきましても、特に「背景・要因の分析」や「成果指標」などの記載内容についてご

意見がございましたら、ご意見いただくようお願い申し上げます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 ここからの審議につきましては、宮城部会長に進行をお願いいたします。 

 では、宮城部会長よろしくお願いいたします。 

３.審議 

【宮城部会長】 

 皆様、おはようございます。朝早くからご参加いただきありがとうございます。 

 こちらから私のほうで審議を進めてまいりたいと思います。ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

 先ほど事務局から説明がございましたが、本部会の設置目的は総点検報告書の内容につ

きまして、検討審議し、必要に応じて内容の修正、追記等についての提言をすることとな

っております。各委員におかれましては、改めてこの点に留意をしていただき、審議にご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、第１回部会での意見等への対応方針(案)につきまして、事務局より説明をお

願いいたします。 

 (1)ご意見への対応方針案等について 
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【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 資料の９をご覧ください。 

 まず、資料９の１ページ目ですけれども、この中の質問のうち、整理番号の1-4と1-5に

つきましては、産業振興部会と基盤整備部会がそれぞれ所管する項目に対するご意見とな

っておりますので、こちらについては所管する部会へ意見書を提出させていただいており

ます。 

 その資料の記載内容は３ページ目をご覧ください。 

 産業振興部会に送付した意見書の様式です。これは前回、太陽光発電や風力発電へのよ

り一層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ことを念頭に置いた

意見となっております。 

 続いて、４ページ目ご覧ください。 

 これは基盤整備部会へ送付した意見書でして、この内容としては、温室効果ガスの吸収

源となる森林や緑地面積の絶対量が不足しているという趣旨のご意見であり、所管は基盤

整備部会となることから基盤整備部会へ意見書を送付しております。 

 続いて、再生課から説明お願いします。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 おはようございます。環境再生課の安里と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料９の１ページをご覧ください。 

 第１回の環境部会検討テーマに係るご意見をいただきましたので、①花と緑あふれる県

土の形成、②低炭素島しょ社会の実現のご意見について、説明させていただきます。 

 資料９の1-2、環境再生課分、赤嶺専門委員からいただいたご意見です。これについての

理由を説明させていただきます。 

 運輸部門と民生業務部門におけるＣＯ₂排出量の達成状況が近年の観光客増加の影響で

進展遅れとなっているが、今後も観光客数の増加が見込まれるため、１人当たりのＣＯ₂

排出量の指標で取組の成果を説明することも必要ではないかとのご意見いただきました。

こちらについては、第３章の347ページの28行の本文について、修正意見だけ説明させてい

ただきます。 

 赤書きで書きました修正意見で、「観光客１人当たりの二酸化炭素排出量は減少傾向にあ

るものの、近年の急激な観光客数の増加に伴って、二酸化炭素排出量が増加することが予

想されることから、引き続き各部門における取組の強化が求められる。」という表現に変え
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させていただきます。実際に観光客１人当たりのＣＯ₂排出量は、対応方針の横に書いてあ

りますとおり、大体平成20年度の１人当たり約222キロから平成28年度においては206キロ

と減少しており、一定の成果が見られるということで、こういう表現に変えさせていただ

きたいと考えております。 

 続きまして、再生課の1-３、宮城部会長と高平専門委員からのご意見です。 

 理由については、中段のご意見で、「①補助金を受けずに集落の街灯にＬＥＤを導入した

事例がある。このような事例を県内で共有できるような取組を検討すべきである。」、「②観

光客の増加に伴うＣＯ₂排出量の増加を抑制するために、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取組を関係部局と連携しながら推進すべきだ」というご意見を

いただきました。 

 修正文は、中段のとおり、赤書きも含めまして読み上げます。「このことから、ＬＥＤ照

明など省エネルギー設備改修等による二酸化炭素排出量削減事例を積極的に情報発信する

ほか、各種啓発活動等による環境対応車の普及促進、エコドライブの推進、鉄軌道を含む

新たな交通公共システムと地域を結ぶ利便性の高い公共交通ネットワーク構築の推進、公

共交通機関の利用促進並びに観光施設や商業施設への省エネルギー設備の導入促進など、

関係機関が連携して取り組む必要がある」との修正文案を提案したいと考えております。

以上でございます。 

【宮城部会長】 

 ほかの課からの説明はございますか。 

 下の産業振興部等の説明等については、これよろしいですか。 

【事務局 当真班長(環境保全課)】 

 引き続き、保全課から説明させていただいてよろしいでしょうか。 

 資料の９です。整理番号の1-1、高平専門委員から前回御意見のありました太陽光発電の

件で、対応方針を御説明させていただきます。 

 前回いただいた御意見は、資料の上段真ん中の意見で、「太陽光発電施設の整備による赤

土等の流出などによる環境破壊が懸念されることから、施設の整備について規制等の対策

を講じる必要がある」と御意見をいただいております。 

 その理由といたしまして、太陽光発電について普及が進む中で、土砂流出や崖崩れのお

それがある斜面にまで施設が建設され、結果として環境が破壊されることが懸念される。

規制等の対策を行わなければ大きな問題になると考えられるとの理由でございました。 
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 対応方針としまして、環境部で関係する取組としまして読み上げます。沖縄県赤土等流

出防止条例は、土地改変行為そのものを規制するものではありません。太陽光発電施設に

ついては、平成30年度、24件の届け出がありましたが、現在のところ赤土流出防止対策上、

大きな問題となったものは確認されておりません。しかし、当該施設から赤土等の流出が

発生した場合は、適切な指導を行ってまいります。という対応方針とさせていただきたい

と思います。 

 なお、当件につきましては、赤土等流出防止対策の取組に関する記載、素案の331ページ

をお開きください。 

 331ページの11行目、12行目のあたりに、沖縄県赤土等流出防止条例による開発行為の届

け出等の周知ということで、このような取組を推進していきます。 

 また、次に333ページお開きください。 

 この11行目後ろでありますが、赤土等流出の実態に応じた農地等の各種発生源対策の強

化ということがありますので、この中でまた太陽光発電とかそういう開発行為などもしっ

かりと審査指導していきたいと考えております。 

 このようなことから、この報告書の素案については、素案の現行のままで対応したいと

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す。 

 この下の２項目については、関係する部会に提出してという理解でよろしいですね。あ

りがとうございました。 

 ただいま、３つのご指摘について事務局から説明ございましたが、委員の先生方、ご意

見あるいはご質問等ございましたらどうぞよろしくお願いします。 

 特にご意見述べられました高平委員、赤嶺委員につきましていかがでしょうか。こうい

う対応でよろしいのかどうなのか。よろしいですか。 

 ほかの委員の先生方、何かお気づきになった点ございましたらよろしくお願いします。

よろしいでしょうか。 

(意見なし) 

 ほかにご意見ないようですので、それでは、きょうの審議であります検討テーマの生物

多様性について、事務局よりご説明をよろしくお願いいたします。 

(2)検討テーマに係る審議 
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 検討テーマ１ 生物多様性の保全 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 おはようございます。環境部自然保護課の比嘉といいます。よろしくお願いいたします。 

 まず、本日の最初のテーマ、生物多様性の保全の説明について、先ほど事務局からあり

ましたように、まず、総点検報告書素案から概要説明したいと思いますので、お手元の資

料５ドッチファイル版の327ページをお願いいたします。 

 では、327ページ、こちらは第３章基本施策の推進による成果と課題及びその対策の中の、

本日、15行目にあります、「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(1)自然環境の保全・再生・適正利用について、順次説明します。 

 (1)の中のアからオまでのイを除きましたア、ウ、エ、オの４項目について、本日午前中

説明となりますのでよろしくお願いします。 

 (1)自然環境の保全・再生・適正利用の方向性として、28行目以降の表を見ていただきた

いのですが、その中の項目の「豊かな自然が保全されていること」「赤土流出、騒音、環境

汚染等が少なくなること」、これらにつきまして県民意識調査の中においてそれぞれ22.9

ポイント、0.8ポイント増加で、県民満足度が向上していると示されております。これらの

具体的な向上に向けての取組を順次説明したいと思います。 

 次の328ページをお願いいたします。 

 こちらの「ア生物多様性の保全」についてポイントとなる点を幾つか確認しながらご説

明したいと思います。よろしくお願いします。 

 まず、29行目から31行目に自然環境保全の拠点となる国立自然史博物館の誘致が示され

ております。これは現振興計画が平成29年５月改定のときに新たに追加した取組として導

入されものでありまして、これらの博物館の誘致を今現在進めているところを記載してお

ります。 

 次の32から34行目、こちら在来種の保護対策の一つとしてジュゴンの保護に向けての検

討につきまして、これも現在、環境部において平成28年度から取り組んでいるところであ

りますので、そういう事業の取組が示されたところであります。 

 次の36行目以降、外来種対策について記載しております。 

 37行目にありますように、まず一つは従来からやっております、やんばる地域でのマン

グース捕獲、それ以外にも、その次にグリーンアノール、タイワスジオ等の早期発見技術

の検討・開発と書いております。この点に関して少しだけご説明したいと思います。 
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 マングース捕獲については、従来から捕獲作業をされていますが、その他の外来種対策

につきましては、昨年沖縄県環境部において外来種の対策指針を定めまして、その中で重

点的に対策が必要な外来種のリスト化を図りました。それから371種リストをつくっており

ます。その中でも今後重点的に外来種対策が必要である23種につきまして、今年度中に防

除計画等をつくって外来種対策を推進する形で取り組んでおります。その23種の中に、こ

この記載がありますグリーンアノール、タイワンスジオ、インドクジャク、ニホンイタチ

等を含めて取組を進めている内容となっております。 

 次の329ページをお願いいたします。 

 329ページの１行目から６行目につきましては、先ほどお伝えしました外来種のマングー

ス対策の結果として、当該やんばる地域に生息しているヤンバルクイナの生息区域が徐々

に拡大しているところを評価として記載しています。 

 次に８行目から17行目、こちらは海域の保全についての取組状況です。 

 まず、10行目から14行目にありますようにサンゴの再生につきまして、これまでも従来

から取組しておりますが、現振興計画のある平成24年度以降につきましては、13行目にあ

りますように、平成24年度から平成28年度までの５年間で3.42ヘクタールの海域において、

累計として15万1,314本のサンゴ種苗の植えつけを行いました。これは慶良間、恩納、読谷

海域で実施しております。こういう取組をやりながらその後平成29年度以降も今引き続き

サンゴの保全の再生事業を進めながら取り組んでいるところであります。 

 次の15行目にありますように、オニヒトデ対策につきまして、従来からオニヒトデの駆

除をやってまいりました。この現行計画の中におきましては、特に今後のオニヒトデの大

量発生につきまして、その予察と大量発生するメカニズムについての調査研究に今現在取

り組んでおります。その調査研究の中で、16行目にありますけれども、海外のオーストラ

リア国立海洋科研究所(ＡＩＭＳ)との共同で研究に取り組む形の取組状況を示したところ

であります。 

 次の19行目以降の海洋保護区につきましては、後ほど検証シートで改めてご説明したい

と思いますので省略させていただきます。 

 その次の27行目以降の表の成果指標につきましても、後ほど検証シートで成果を伝えた

いと思いますので、ここでは説明を省略します。 

 下にあります、これらの取組成果を受けての課題及び対策につきまして、次の330ページ

お願いいたします。 
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 この中で課題対策として、まず２行目から５行目で今後の方向として、まず野生生物の

保全のための調査や情報収集、そして、普及啓発等が極めて重要であると示されたところ

であります。 

 次の７行目から10行目は、先ほど伝えました外来種対策についても今後その捕獲手法の

開発等の取組の必要性が記載されているところであります。 

 12行目から15行目には、海域保全のサンゴのオニヒトデ対策等について、引き続き調査

研究が求められているところであります。 

 17行目以降、こちら先ほど伝えました研究拠点として新たに国立自然史博物館の誘致が

平成29年に新たに追加されております。そういう研究拠点の誘致とともに、19行目にあり

ますように、そういう施設を使って自然環境の魅力を世界に発信する機能、そして、20行

目にありますように、沖縄観光の魅力の強化へつなげるような方向性という形で、最後22

行目から23行目にありますように、アジアの国際共同研究の拠点化を目指す形で生物の多

様性の保全の取組が示されたところあります。 

 総点検報告書は以上のような概要となっておりまして、次に、検証シートで少しご説明

したいと思います。資料10の検証シートを見ていただけますでしょうか。 

 こちらの成果指標と分析からまずご説明したいと思います。 

 この生物多様性の保全につきましては、３つの成果指標が出されておりまして、これは

環境部で取り組んでおります。 

 まず、１つ目として沖縄の絶滅種数についてです。これは目標値として令和３年度に向

けては21種となっておりまして、当初平成23年時点では、基準値19種、今現在のところ21

種で達成状況としては達成となっております。その分析としては、右側にあります(1)沖縄

の絶滅種数のところを見ていただきたいですが、レッドデータおきなわ、これは沖縄にお

ける野生動植物の現状についての調査結果で、これが第３回目の改定を行ったところであ

ります。その結果として書いているように、調査結果で絶滅種が４種増えたと。ただ、改

めて生存が確認された２種が外れましたので、結果として表にありますように従来よりは

２種増えたような状況となっているところがございます。これらの絶滅種の認定に当たっ

ては、２段目にありますように過去の数十年間の確認記録がないことから判断したところ

で、この間の生息環境の悪化等が示唆されたところであります。これらにつきましては、

先ほど総点検報告書にもありましたように、外来種対策等含めて希少種の保護対策に取組

ながら目標を達成していく形を示しております。 
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 次に、成果指標の２番目です。 

 沖縄県北部地域におけるヤンバルクイナの生息範囲です。これは目標値、推定生息範囲

をメッシュで区画でやっておりますけれども、令和３年度（目標値）で200メッシュ、平成

23年時点で173メッシュでしたが、現時点で204メッシュで生息域が拡大しているので、達

成しているところであります。この分析といたしましては、右側の(2)にありますようにマ

ングースの北上防止柵については、これまで第１防止柵、第２防止柵、そして、第３防止

柵を今設置しております。第１北上防止柵より北のやんばる地域へのマングースの捕獲・

排除を徹底してきたこと、そして、この第１防止柵の下で捕獲を強化したことによってや

んばる地域でのマングースの再侵入の防止を図ることによって、マングースの生息密度が

今順次低減しているとのことで、その結果、そこに生息するヤンバルクイナの生息範囲が

今広がっているという形で取り組んでいるところでございます。 

 次に、３番目の海洋保護区の設置数です。 

 これにつきまして、目標値が２海域、基準値が０海域(平成23年)、現時点では１海域と

いうことで、今、進展と示しております。これについては、次の２ページ目の右側の背景・

要因の分析を見ていただきたいです。海洋保護区について若干ご説明いたします。 

 海洋保護区については、現行法上、特に制度上の基準等あるわけではございません。た

だ、海域につきましては各種さまざまな規制があり、現実に行われております。私ども自

然保護課で所管している法律の例で示しますと、自然公園法でいう海域公園地区、自然環

境保全法による海域特別地区、あと鳥獣保護法によって、鳥獣保護区の中でも水面の特別

保護区の設定などの取組等で海域の保全ができます。また、それ以外にも、これは水産業

ですけれども、水産資源保護法に基づいて保護水面を設置することによって捕獲や漁法の

制限などを行うような形で海域の保全が図られるような制度となっております。 

 これにつきまして、表の中にありますように、設置数、実績値１海域につきましては、

平成27年度沖縄市泡瀬地区において、地域の漁業者が自主規制で海域の規制をしているよ

うな取組をされておりますので、それも一つの実績として今出しているところであります。 

 今後、目標値が２海域となっておりますので、ひとつ我々特に自然保護課として今第12

次の鳥獣保護管理計画を策定しておりまして、これに基づきまして、新たな鳥獣保護区の

設定等について、今調査等行っていますので、こういった取組をしながらさらなる保護区

の設置数をふやす取組をしているところであります。 

 この検証シートの中で、政策ツールの中で先ほどの総点検報告書等で述べられていない
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ところだけ若干説明したいと思います。 

 戻りまして、資料10の１ページを願いします。 

 先ほど事務局からありましたように、左側に総点検報告書のページが書いてあります。 

 その中でまず１段目の野生生物の保全・保護事業につきましては、各種取組等をしてお

ります。この中で先ほどの総点検報告書になかったものが１番、事業の概要、目標値、実

績値の一番最初にある希少種保護条例の制定があります。それ以外については、先ほど言

ったような希少種対策や外来種対策等のさまざまな取組をしているところであります。希

少種保護条例に関しましては、今法律で種の保存法や外来生物法と法律で規制されていま

す。その法律を補完するような形で県でも条例を制定することによって、希少種の保護を

図りたいということで、今その条例の制定に向けて準備作業をしております。これまでパ

ブリックコメント等をやりながら沖縄県自然環境保全審議会に諮問して意見を聞いている

ような形の取組を今している流れが今現在実績としてここで上がっているところでありま

す。 

 次の２段目にあります、うちなーロードセーフティー事業、これは環境部ではなく土木

建築部で、特にやんばる北部での希少種の保護のためのロードキル防止対策としての取組

等も今現在やっております。管内の県管理道路等においてもさまざまな道路への進入を防

止する柵の設置や側溝等を昆虫等がすぐに戻れるような形のさまざまな対策工事等やりな

がら維持管理をしているところが事業として入っております。 

 またページをめくっていただいて２ページ目をお願いします。 

 一番後段にある記載なしの２つ目と３つ目、サンゴ礁保全対策と自然環境の調査・検討

事業がここで記載されております。この２つの事業につきましては、県の事業ではなくて

市町村においてそれぞれソフト交付金を活用して、もうさまざまな活動しております。サ

ンゴ礁につきましても県内の複数の市町村でサンゴの植えつけやオニヒトデの駆除等を実

施しているところがございます。 

 最後にあります、自然環境の調査・検討におきましても市町村において自然環境の調査

をやったり、また外来種の駆除等の対策も実際交付金等を活用して取り組むような形でこ

の生物多様性の保全についての取組があるということで、この検証シートの中で書かれて

いるところであります。その他の検証シートのこの欄につきまして、税制措置やまた沖縄

振興特別措置法では特に規定等ありませんので記載のとおり該当なしとなっております。 

 ここで資料９を見ていただけますでしょうか。２ページ目でございます。 
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 本日の第２回環境部会の検討会議に当たって、あらかじめご意見がありましたので、こ

の件についてご説明したいと思います。 

 ２ページの３段目の自然保護課の記載があります。前もって平良委員よりご質問があり

ました。本文のところで国立自然史博物館の誘致について、これの要望・要請の結果、誘

致に関する感触と見通しについてご質問がありましたので、その取組状況をまずご説明し

たいと思います。 

 右側の対応・方針(案)回答のところに書いてあります。「６回にわたる沖縄北方担当大臣

等への要望やシンポジウムを毎年開催し、周知を図っております。引き続き、さらなる気

運醸成が必要と考えおり、経済団体等への説明会などを実施し、産官学一体となって誘致

に向けた取組を推進していきます」ということで、今その取組を引き続き続けております。

以上でご回答とさせていただきます。 

 また戻りまして、最初の検討テーマ、生物多様性の保全の中でもう一つ若干テーマがか

わりますけれども、ご説明があります。総点検報告書だいぶ後ろに行きますけれども、報

告書の407ページお願いいたします。 

 ここは先ほどの生物多様性の保全とは若干違います。こちら健康福祉セーフティネット

の充実の中で、407ページの「オ保健衛生の推進」の項目があります。 

 次の408ページに保健衛生の推進の中で、我々環境部の事業として、動物愛護の推進が総

点検の中で記載されておりますので、この内容についてご説明したいと思います。緑で着

色されている10行目以降であります。 

 動物愛護の推進につきましては、動物の適正飼養の指導啓発、そして11行目にあるよう

な譲渡活動等をこれまで実施してきております。その成果として、動物愛護管理センター

における収容数など今現在減少している取組の経過等がございます。 

 これの課題につきましては、次の409ページをお願いいたします。 

 一番最後の16行目にあります。ここで動物愛護管理及び狂犬病対策の２つ書いてありま

す。 

 狂犬病対策につきましては、これは保健医療部で実際業務を担当しております。これは

両方明記されておりますが、同じような形で動物愛護管理に関しても引き続き普及啓発等

の強化が必要であると総点検報告書で示されたところであります。これの内容につきまし

て、取組状況について検証シートでご説明したいと思います。 

 資料10の３ページをお願いいたします。 
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 こちら先ほど言いました、保健衛生の推進の中の動物愛護の推進です。これにつきまし

ては、特に成果指標等はございません。ですので、先ほど総点検報告書で説明した主な取

組の内容等について予算事業がありますので、その内容を説明したいと思います。 

 事業としては、動物適正飼養の推進があります。これは先ほど総点検報告書でもありま

したように、これまで動物愛護思想の普及や適正飼養につきまして、その周知啓発活動等、

そして、収容された犬・猫の譲渡活動の取組の事業の概要、目標値、実績値等で書いてお

ります。その中で成犬譲渡促進がありますけれども、これにつきましては譲渡活動の中で

もやはり成犬になった犬についての引き取りが難しいということで、これについて平成29

年度から家庭犬としてのしつけ、これは訓練士の指導のもとで、実は児童施設の子どもた

ちに実際の訓練を行う形で、子どもたちの情操教育にも貢献するような流れで一つの事業

として取り組むような形で、平成29年度から今毎年２頭ずつ訓練をして譲渡実績につなが

るような形でさまざまな取組活動を示したところであります。 

 次に、記載はなかったのですが、動物救護事業につきましてです。 

 これは今現在あります動物愛護管理センターの隣にあります県の施設を活用して、さら

なる譲渡の拡大に向けて今取り組んでいるところであります。とりあえず既存の建物でし

たので改修工事を終えまして、目標値、実績値にあるような形で、今、仮供用の形で譲渡

用の犬・猫等を収容して、今後の譲渡の拡大をしているということで実績としては達成し

ていると表記しております。今後この施設を本格的な譲渡拠点施設として整備をして、さ

らなる譲渡拡大することによって動物愛護の推進をさらに高めていくことも現在行ってい

ることが現在の計画での状況となっております。 

 大変長くなりましたが、最初のテーマの件につきましては、以上で説明を終わります。

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。 

 ただいま事務局からご説明がございましたが、委員の先生方何かお聞きしたいこと、ご

質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 どうぞ、中村先生。 

【中村専門委員】 

 成果指標の３つ目の海洋保護区の設置数がありますが、設置数が指標になっているから

そのままでいいのかもしれないですが、実際には、数よりも例えば面積であったり、どの
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ような生態系を含んでいるかなど、そのつながり方が結構重要ではないかと言われていま

すので、今後の指標とする場合に数で進めてしまっていいのかどうかを検討いただければ

と思います。 

【宮城部会長】 

 ただいまのご質問について、何か事務局、お答えすることがございますか。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 自然保護課の比嘉です。 

 委員の皆さん、ありがとうございます。大変貴重なご意見だと思っております。 

 これは平成24年、この前に現在の振興計画つくるときに一つの当然数値化しないといけ

ないために設定された指標であります。やはり今委員がおっしゃったような形で、なかな

か実際の目標が県民の方には見えない部分があるかと思っておりますので、今のご意見等

踏まえながら、今回の総点検結果を踏まえて、当然、次期振興計画等でも改めて目標設定

等あると思いますので、そういう中で自然環境保全の目標値のあり方の中で企画部とも内

容を相談しながら進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 事務局よろしくお願いいたします。 

 ほかに委員の先生方、何かございましたら。 

 どうぞ、高平さん。 

【高平専門委員】 

 検証シートの１ページ１.沖縄の絶滅種数、目標値が21種で当時の基準値19種で、今は21

種になっていて達成ということですけれども、これは本来、絶滅危惧種は少ないほうが望

みですよね。それをいずれふえるだろうと、これはもう時勢柄、そこを21種に抑えられた

ので達成と理解してよろしいのでしょうか。 

【宮城部会長】 

 これは実際は非常に矛盾する数字ですよね。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 今委員のおっしゃったような部分も含めてあるかと思います。ただ、当然達成状況のあ

り方として、あらかじめその目標値がありましたので、それとの割合となると結果的に達

成としか表示はできない状況があります。 

 ただ、我々環境部の意図としては、やはり希少種はなるだけ絶滅種をつくらないという
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取組が本来あるべきでございますので、その辺の取組は当然引き続きやっていかなければ

ならないと思っています。ですので、指標の出し方としてこういう結果であったとご理解

いただければ助かります。 

【高平専門委員】 

 ありがとうございます。 

 もう一つ、先ほど、平成29年度までにヤンバルクイナが増加しているデータはあると。

ただ感覚的に私も詳しく調べたわけではないですけれども、やんばるをちょこちょこ回っ

ていて、以前見られたところでヤンバルクイナが見られなくなっている状況が結構あって、

これは１つはロードキルのための網で道路に出てこないところもあるかもしれませんけれ

ども、何か感覚的に非常に野猫・野犬による被害が出てきているところがあって、野猫・

野犬の対策はどこに出ているかという点です。 

 それともう一つ、いろいろな環境教育をやっていて、外来種について子どもたちに説明

するとき、特に特定外来生物は捕獲した場合は、生きたまま移動することはできないとい

う法律になっていると思いますけれども、これは特定危険生物もあわせてですが、そのと

き子どもたちにどういうふうに説明するかがいつも非常に苦慮しているところです。基本

的にはその場で殺すか、殺すのが嫌でしたらもう逃がすしかないと。逃がすのはせっかく

特定外来生物を捕獲した以上、逃がすというのは少し教え方としてはどうなのか。ここは

指標とは関係ないとは思いますけれども、このあたりもし県の意見がありましたらお願い

いたします。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 まず最初の件でございます。確かにヤンバルクイナの生息数、我々は具体的な数ではな

くて、先ほど言ったメッシュ約１キロメートル単位でその範囲にいるかどうかを数値化し

たところであります。その中で、今質問ありました野犬・野猫対策につきましても、すみ

ません、総点検報告書やまた予算事業の政策ツールには書いておりませんけれども、これ

につきましても今取組をしていまして、特に北部やんばる地域におきまして、特に野犬・

野猫の捕獲事業は県でも行っているところであります。ここの部分は今世界自然遺産登録

に向けて取り組んでいるところで、その中でも希少種の保護において、特に野猫の問題等

がありましたので、その対策の事業を今実際に実施しておりますので、これは今後ともや

っていきながら対策はしているような形で、先ほどありましたマングースの駆除もしなが

らそこにいるヤンバルクイナの、ロードキル等のお話もありましたが、そういうもののた
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めにどうしても道に出ないような柵がありますので、もしかしたら、活動範囲が幹線道路

を越えなかったとの認識があるかと思いますけれども、そういう取組もしながら回復には

努めていきたいと思います。 

 外来種の件でございますけれども、特に子どもたちへのこれからは、やはり非常に難し

い問題抱えているかなと思います。その中で先ほど言いましたように、我々は昨年から外

来種の指針でリストでこれから行動計画をつくるほか、希少種条例等の制定も取組たいと

思います。その中でも外来種の県の特定外来生物法で指定されていない県内にある外来種

等の指定をしながら防除について取組をしないといけないと思っておりますが、そういう

中でやはりその周知、まず知っていただければならないのかなと思っておりますので、そ

の普及啓発等について今後考えていきたいと思います。その中でも特に子どもたちへの教

え方、伝え方はあるかと思いますので、できるだけ外来種は放たないということになりま

すので、これ以上広がらないような形で取り組まなければなりませんので、またその伝え

方は今後研究しながら考えていきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 どうぞ。中村さん。 

【中村専門委員】 

 本文の328ページ３行目、ここは国立自然史博物館についてのことを述べているところで

す。「このため、自然環境の保全や生物資源活用等の研究等を展開する拠点となる」と位置

付けられているのですが、恐らくこの後の文を読んでいくと、文脈的には教育とか啓発的

なところの役割もかなり担っていると考えられますので、ぜひ研究の後に教育啓発などの

文言を加えていただくのがいいかと思いました。 

 ２点目が同じく328ページの21行目、「サンゴ礁の保全等に取り組んだ。」と。一般的にサ

ンゴ礁の保全という言葉が通用するのであるのですが、サンゴ礁とは専門的には地形を指

す言葉ですので、できればサンゴ礁生態系などという言い方をすると、生物プラス環境の

両方の保全を行うという位置付けになりますので、ぜひ検討いただければと思います。 

 最後３つ目です。次の329ページです。 

 12行目に、「保全活動の支援等を行っている。この結果、有性生殖法による手法を用いた

サンゴ種苗の」とありますが、「有性生殖法による手法」は少しわかりにくいので、もう「有

性生殖法」ではだめでしょうか。これよければそのように変えていただければと思いまし

た。以上です。 
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【宮城部会長】 

 本文の字句等についてのご質問でしたけれども、事務局何か対応するなり。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 今、委員のご指摘のあった点、自然史博物館につきましては、昨年我々調査をしまして

沖縄での設置の必要、優位性などを示したところで、その中でやはり自然史博物館につい

て、先ほど委員がおっしゃったように教育施設としての機能もあるということで、今後、

沖縄の子どもたちにとっても将来の自然史等を担う子どもたちをつくる上でも必要かなと

思いますので、ぜひそういう部分もご意見として承っていきたいと思います。 

 先ほどありました、その他についての文言等の修正等は、もう一度内容を確認しまして

整理させていただければと思います。ありがとうございます。 

【藤田専門委員】 

 329ページの成果指標のところで２つあります。 

 １点目は、沖縄の絶滅種数を基準評価の目標のところに定めていますけれども、このパ

ートのところは生物多様性の保全ですので、絶滅種は取り返しがつかないものを指してい

ますから、絶滅危惧種は恐らく改定されたので多分大幅に増加していたと思うのですが、

そういう記載を今後は、ランクがレッドデータもあるのでどこまで入れるかなどの議論は

あるかと思いますけれども、特に上位ランクの絶滅危惧種などは含めて考えないと、絶滅

危惧種が増えていたら環境はよくなってはいないようなことになると思いますので、そう

いうことを検討していただきたいのが１点です。 

 もう一つは質問ですが、海洋保護区の設置のところで、329ページ24行目のところです。

漁業者を中心とした活動組織により１区域が設定されていているとなされていますけれど

も、それは自主的な保護区と考えてよいのか、それとも県なりがきちんと担保している海

域として考えてよいのかをお聞かせいただきたいです。 

 その２点です。 

【宮城部会長】 

 では、事務局よろしくお願いします。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 まず１点目の指標の件で、先ほどもご意見にあったとおり、やはり指標のとり方につき

ましては、今後の次期振興計画の中でその示し方等についてはしっかり企画部と相談しな

がら考えていきたいと思います。 
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 ２点目の海洋保護区の先ほど言いました件ですが、これは漁業者が自主的にされたルー

ルでございます。以上です。  

【藤田専門委員】 

 お聞きしたいのですが、自主的に海洋保護区は全面的に何も生き物獲らない、漁業者の

みが関係するエリアと考えてよいのですか。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 この内容につきまして確認したところ、今委員のおっしゃったとおり漁業者間で自らエ

リア等決めながらそういう制限をしたと伺っております。 

【藤田専門委員】 

 これが成果としてあらわしてよいのであれば、どのエリアかわからないですけれども、

特定の生物とかよりも水産では漁業権の範囲内でいろいろと制限をかけている海域、自主

的なものや漁業調整委員会などで特定の生物に対して保護水面的な扱いをかけているもの

もあるので、これを加えられるならそういうものも反映しておいてもいいのかと思います

が、これは部署が違うのですか。 

【宮城部会長】 

 海洋保護区の中身、何か皆さん情報ありましたら説明していただけますか。陸域で言う

と鳥獣保護区などがありますよね。 

【事務局 棚原環境部長】 

 そうです。公園法に基づく自然公園も該当します。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 先ほども少し海洋保護区の指標の設定の際にあえて説明しましたけれども、繰り返しに

なりますが、我々日本国内において海洋保護区と定義されたものは実際にはございません。 

 ただ、そういう中で海洋保護区のような形でいわゆる海域規制ができているものとして、

さまざまな法律や都道府県の条例、その規則等でされているさまざまな規制があります。

その中で、漁業者とは先ほど委員がおっしゃったような形の自主ルール等でいろいろと水

産資源の保護等を図りながらやっているところがあるかなと思っております。そういう中

で、環境部特に我々自然保護課で所管する法律の中で言えば、先ほども言いましたけれど

も自然公園法がありまして、この中で公園地区の指定がありますけれども、これの海域に

つきましても海域公園地区等がございます。 

 これは沖縄県内でも国立公園であれば西表石垣国立公園のあたりや、沖縄本島の周辺で
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あれば沖縄海岸国定公園のブセナから読谷あたりも海域指定して制限しております。 

 あとまた平成26年に国立化されました慶良間諸島においても、浅瀬も一体的に海域とし

ての制限を加えるような形の制度としてあります。それ以外にも自然環境保全法、海域特

別地区としてあります。これが法律で日本国内では唯一西表島の崎山湾・網取湾が国内で

唯一の海域の制限地区で、ここは厳正な保全が図られているような形で規制があるところ

であります。それ以外にも先ほども申し上げましたけれども、今、鳥獣保護区等も県内に

は国指定と県指定がございます。その中では、やはり渡り鳥等の生息等の場所を確保する

中で、これは当然陸域だけではなくて、いわゆる海域側の部分についても従来から保護し

ているところがございますので、そういうところが今現在の計画での第12次鳥獣保護管理

計画等で新たな鳥獣保護区を設定したいということで調査等もしていますので、さらなる

追加など、できるだけ地域の方々の協力を得ながら進めるような形で全体として海域の保

全が図られるような枠組み等もつくっていきたいと考えております。 

【宮城部会長】 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞどうぞ。 

【竹村副部会長】 

 今の確認ですけれども、漁業者を中心に据えた活動組織は、漁業者が海洋保護区を設定

しようと考えて活動しているのか、先ほど藤田先生が言われた水産部で漁業の規制をかけ

てやっているのか、どちらなんでしょうか。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 これはいわゆる海洋保護区のためではなくて、当然漁業者が自らの漁業資源確保等を含

めるために自主的なルールに基づいてなされたものがあります。そういう内容等につきま

して、一つの海域の保全を図るような一種の規制でありますので、それも一つこの中の目

標の、我々は今回の振興計画の中で海洋計画を設定して指標としてありましたので、その

中に位置付けられるであろうということから、こういう新たなものもあるという形で示さ

れたと理解しております。 

【宮城部会長】 

 よろしいでしょうか。では、山川さん。 

【山川専門委員】 

 私も海洋保護区の設置のところで関連してお聞きしたいですけれども、先ほどのご説明
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で、そもそも日本には海洋保護区という定義はないというお話だったのですが、だとする

ならば、その前にこの海洋保護区という言葉をどのようにここで定義するのか、この場合

は今おっしゃったような自然公園法であったり鳥獣保護法であったり、さまざまな法律で

海域を保護するものがあると。それらを含めたものを指して海洋保護区の設置数と言うの

か。そうすると、平成23年から平成29年までの間にもう少し海域が増えるのではないかと

思われます。 

 今回、泡瀬の漁業者がたまたまこの海域を保全しましょうと言ったものを１海域入れて、

これで目標値の達成に向けて着実に前進していると。たまたまその漁業者が設置したもの

に対してこのような表現をしてよいのかどうかが私は非常に気になるところです。 

【宮城部会長】 

 先ほど事務局から説明がありましたが、海洋保護区の設置項目で環境保全にかかわる目

標値をつくっている中で、漁業者がつくり得たこの海洋保護区も自然保護課等が考えてい

る趣旨に合致しているだろうということで、今入れ込んでいるということですが、確かに

何となく他人のふんどしで相撲をとっているような感じがしないでもないですが、ただ、

今事務局で説明あったように、実際は国定公園であるとかそういうところも、いわゆる海

洋保護区的なものとして位置付けられるということです。これは今までずっとあるので、

新たな数値として入れ込むのは難しいでしょう。だけれども、今回、泡瀬の中城湾の漁業

者ですか、そちらでつくられたものについてこういう評価をこちら側で入れ込んでみまし

たということだと思います。 

 ただ、県としては、積極的にいわゆる純粋な生物多様性の保全に関するような海洋保護

区というようなものの設置、そういうものにもっと努力を重ねるべきではないかと恐らく

先生方が思っていることだと思います。今の山川委員のご質問について、部長からもう一

回説明お願いできますか。 

【事務局 棚原環境部長】 

 今、うちの課長からも説明ありましたけれども、実は私もこれを組み入れた経緯を把握

していないです。恐らく、ただ水産業だけの規制ではなくて、何かほかの事例と異なるよ

うな取組があったのでこれを入れたと思いますが、申しわけないです、経緯をもう一度確

認してからきょうの委員の趣旨を踏まえて再度検討してまいります。 

【宮城部会長】 

 よろしくお願いします。 



 21

 成果がありましたという気持ちはわかりますが、実態を把握した上で検証シートの中に

入れることが妥当であるかどうか等も含めて対応していただきたいと思います。 

 ほかにどなたか。 

 どうぞ、中村委員。 

【中村専門委員】 

 330ページ12行目、「さらに、サンゴについては」というパラグラフがあります。こちら

を読んでいきますと、白化現象やオニヒトデ、赤土という言葉が並んでいるのですが、最

近は水質がだいぶ劣化していることがサンゴ礁がやられた後の回復に非常に問題を引き起

こしているということが明らかになりつつありまして、この数年の間に恐らくある程度の

環境基準的なものは出てくるのではないかと考えられています。 

 ですので、ここにぜひ水質といったような言葉を入れていただけると、恐らく水質はオ

ニヒトデのことにも関係していきますし、沖縄県のこの後の10年ぐらいを考えていくと、

そういうものに取組を加えていくのはぜひ考えていただけるといいなと思います。 

 それで関連して、これは今回のスコープではないですけれども、同じ330ページ29行目ぐ

らい、ずっといろいろな環境が並んでいる、森林、河川、干潟、藻場があります。水辺環

境となっていますけれども、この流れでサンゴ礁という言葉は入れられないのか、なぜか

サンゴ礁が抜けているのは私は個人的には少し気になるので、そういうところをぜひ検討

いただけるといいかなと。 

 もう一つ、331ページです。 

 水質汚濁対策でいくと、汚水の処理の話がメーンになっていて、どうも陸の家などから

出てくる分の対策に関してこれでいくだろうというのはわかるのですが、恐らく農地から

たくさん入ってくるものがありますので、そのあたりについても少し網羅的に記述ができ

るようであれば幾つかのものにまたがりますけれども検討いただけると対策としてはっき

りいろいろなことが見えてくるのではないかと思いました。 

 長くなりました。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 水質の問題がサンゴの劣化等にかなり影響していることですし、それから水質悪化の要

因になるのは、家庭排水や農地からのいろいろな排水等が大きな原因ということですので、

多分部署が若干農水関係などそういうところで違ってくると思いますので、全体の中で調
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整をしていただいて表記の取組がいいのかどうかも含めて検討していただきたいと思いま

す。 

【山川専門委員】 

 この329ページの数字のところですけれども、成果指標の状況のところでヤンバルクイナ

の推定生息範囲が現状値と基準値が173メッシュですけれども、資料10は実績値だと204メ

ッシュですが、これは実績値と現状値は同じではないのですか。 

【宮城部会長】 

 資料10と329ページとの関係を少し説明していただけますか。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 この総点検報告書自体、実は作成は我々事務作業的には昨年度・平成30年度から実際の

総点検の内容等を精査しておりますので、その時点で捉えられた直近の数字ですので、こ

の総点検報告書では平成29年度で把握した数値が出ております。 

 先ほどの検証シートにつきましては、これは今年度に入りまして、令和元年の直近の平

成30年度の状況がつかめていますので、それは最新の情報がありますので年度の捉えてい

る関係で少し差が出ていまして、全体としてふえている、エリアとしては拡大しているの

は現実にあるところであります。 

【山川専門委員】 

 平成29年の調査では173メッシュで、その１年後の調査だと数字上は204まで一気にふえ

たということですか。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 世界自然遺産推進室の小渡といいます。 

 ヤンバルクイナ自体のメッシュの動向につきましては、平成24年ごろからメッシュの範

囲としては増加している傾向がございまして、平成27年度182メッシュ、平成28年度は190

メッシュでしたが、平成29年度につきまして若干分布数が下がりまして173メッシュとなっ

ておりますが、平成30年度につきましては、分布域として204メッシュまで回復している状

況でございます。 

【宮城部会長】 

 ここはデータのタイムラグがあるということですね。ありがとうございます。 

 私から２つばかりお聞かせください。 

 外来種対策の中で外来種とは若干違うのですが、人間側の影響、つまりもっと言うと密
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猟対策みたいなもの、環境省がやんばるあたりで結構やっていますよね。県としてもそう

いうことをもしやっているのであれば、どこかで、いわゆる生物多様性の保全の中でやっ

ているという記述ができるのかどうなのか、そういうことを少し検討してください。 

 それからもう一つは、動物適正飼養の推進でありますが、幸か不幸か犬・猫の処分数が

沖縄は全国ワーストですよね。相当あるということで、それでもう一つ高平委員からもあ

りましたが、猫の野生化、放置といいますか、そういうのもありますし、とにかく西表島

は確か島の条例をつくって飼い猫にマイクロチップを入れて所有者を特定させることをや

っていると思いますが、例えばそういうようなことも含めて野生生物とペットとの適正な

関係をつくるための施策みたいなことなどをやられているのか、あるいはやる用意がある

のかということ。 

 それからもう一つは、犬・猫に関しますが、去勢なども県として考えられているのかど

うなのか。つまり、猫は出産率、繁殖率が非常に高い動物なので、そういうことをこうい

う事業の中に織り込むことができるのかどうなのか。その３点についてお聞きしたいです。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 総括的に答えさせていただきます。 

 まず１点目にありました密猟対策につきましては、これも県でも今実施しています。こ

れまで環境省をはじめ、あらゆる取組の中で、特にやんばる地域におきましては、我々も

こういうパトロール等につきまして県も一緒になって県警とも協力を得ながらやるような

形をとっておりますし、また来週から林道等で夜間通行止めを行うような形での取組など、

今現在、今年度からそういう取組等を進めている状況であります。 

 猫等につきましても、やんばる各３村においても猫に関する条例をつくりながら、屋外

で飼うのを抑制する取組等をやっている状況もございますので、そういう形で特に世界自

然遺産登録の予定でありますやんばるの３村、また、西表等は猫対策等もやっているとこ

ろであります。また、今後、全体的でありますけれども今回動物愛護法が改正されまして、

３年後にはこれからマイクロチップ等を犬・猫等に導入という形で法律もかわってきてい

て、さらに今後、動物愛護の取組は全国的に広くやらなければならない部分もありますの

で、そういう形の取組も一緒になってやっていかなければならないのかなと思っておりま

す。 

 そういうことにつきまして、今、部会長からありましたように総点検報告書の中でこの

盛り込み方等につきましては、我々も企画部とご相談しながらになるかと思いますので、
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そこは関係課とご相談しながら先ほどあった委員から幾つか意見欄に追加等もありました

ので、それも含めながら中で調整させていただければと思います。 

【宮城部会長】 

 ぜひお願いいたします。 

 やはり世界自然遺産登録という自然保護課、環境部の大きな作業が今進められています

ので、これに関連する事象として県が取り組んでいることなどは、もっと積極的にアピー

ルいていくものが必要だろうと思います。 

 時間も迫ってますが、よろしいでしょうか。 

 では、中村委員。 

【中村専門委員】 

 しつこいようですみません。 

 334ページの課題及び対策のところに関してです。 

 334ページ39行目あたりから課題対策の対象となる場所について定義されていますが、干

潟、藻場等の海域となっていますが、ぜひサンゴ礁も加えていただきたいのが一つです。 

 もう一つ、ページがかわって336ページから337ページの課題及び対策のところで、これ

は環境教育の推進にかかわるところで、沖縄県は非常に豊かな自然環境があると書かれて

います。将来的に恐らくほかのところのセクションにもかかわるのですが、そういう環境

教育のところでは、恐らく今後自然史博物館の立ち位置はかわってくると思いますので、

可能であれば、ここの課題及び対策のところで、自然史博物館の前身になるような何かを

つくって進めていくなど前向きなことが書いてあるとわくわくするなと思いました。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。 

 先生方からのエールもございますので、ぜひぜひ今のような言葉を入れ込むような形を

検討されてください。 

【平良専門委員】 

 サンゴ礁の移植について少しお伺いしたいです。 

 大変な作業だと思いますけれども、私も八重山支所にいたときに石垣で移植の試験など

をやってきたのですけれども、実態として移植した面積や本数はありますが、恐らく調査

していないと思います。５年後や10年後にどうなったのかなと思って、移植した後の状況
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等をもしわかれば教えていただければと思います。 

【宮城部会長】 

 移植事業が結構前から進んでいると思いますので、どのぐらいの成果がどういう形であ

らわれているのかという質問だと思いますが。 

【事務局 棚原環境部長】 

 資料は持っていませんけれども、まず１点目、移植と我々が行っている植えつけは違う

ことを理解していただいて、先ほど言った3.4ヘクタールの植えつけは、ないところ、ある

いは白化で失われたところに新たに植えつけるものです。 

 例えば空港建設に伴って移すものは、既にあるサンゴ礁の場所を移動させることで、移

植と植えつけで使い分けております。 

 平良委員から今ありましたような移植の実績は、例えば大きな事業でしたら那覇空港の

ときの移植のことについては、事後調査報告書等で報告がありますけれども、今日資料が

ないのですが、70％ぐらいの生存率はあったような記憶が何となくございます。すみませ

ん、正確な数値は今手持ちがありませんので。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 補足です。先ほど報告書にありました、我々でやりました3.42ヘクタールの海域等の移

植がありました。それにつきまして、平成28年度までやりましたけれども、その結果、平

成28年５月時点ではそのときの生存率は約86％という数字を保っておりました。ただ、そ

の後平成28年に海水温の上昇等がありまして、これは各地で白化現象などがかなり起こっ

た時期でございます。その結果として、平成28年度末時点では生存率が約35％まで落ち込

んだ状況がございます。 

 全体としてもう一点あるのは、サンゴの白化につきまして毎年５月ごろ環境省が報告書

を出しております。これは全体的ですけれども、今年５月時点では白化等の現象は確認さ

れていないということで、全体としては、先ほど平成28年度にかなり海水温の上昇で白化

等が起こってまいりましたが、今は回復基調にあるのが全体的な流れであると報告がある

ことをあわせて追加でご報告とさせてください。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 先生方まだご意見あろうかと思いますが、その他質問ございましたら事務局に連絡いた

だければと思います。 
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 時間も迫っておりますので、引き続いて検討テーマの２番目でございます。 

 自然環境の適正利用について、事務局よりご説明をよろしくお願いいたします。 

  検討テーマ２ 自然環境の適正利用 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 まず、自然保護課から説明したいと思います。先ほどのように報告書素案からいきたい

と思います。 

 今回のテーマである自然環境の適正利用、335ページをお願いします。 

 項目として、自然環境の適正利用について説明したいと思います。これにつきまして、

成果や課題等の説明の前に制度から先に説明したほうがよろしいかと思いますので、大変

申しわけありませんが、337ページをお願いします。 

 337ページ９行目に主要な関連制度がありまして、ここに(1)環境保全型自然体験活動に

係る保全利用協定があります。これが先ほどエの自然環境の一つの取組としてありますが、

保全利用協定につきましては、実は沖縄振興特別措置法の中で記載されておりまして、そ

の中の観光振興の中に制度化された内容となっております。この協定の内容としては、17

行目の表にありますけれども、少し読みますけれども、「自然環境をフィールドとして利用

する事業者が、利用する自然環境の『保全』と『持続的な利用』を目的として、地域住民

などの意見を反映しつつ、事業者間で自主的な協定(保全利用協定)を締結し、その内容が

自然環境の保全上適切である等の要件に適合するときは、県知事が認定する。」ということ

で、事業者間における自主ルールを知事が認定するのが沖振法上の制度としてありまして、

その取組内容となっております。 

 これの認定状況につきましては、29行目以降にありますように、これまで８カ所認定さ

れている状況がございまして、その下の41行目以降から課題や今後の方向性等について337

ページから338ページにまたがっておりますけれども、観光客の大幅な増加等により自然環

境の過剰の利用を予防することが重要でして、こういった保全利用協定の締結等の促進が

この中で記載されております。 

 このような制度の内容につきましては、先ほど言いました335ページです。その内容がエ

の自然環境の適正利用のところで書いている内容となっております。 

 最初の成果等の６行目から14行目につきましては、今言った保全利用協定の取組状況等

について記載しておりますので、先ほどと内容同じですので省略いたします。 

 15行目から19行目につきましては、保全利用協定等のエリアの中において、その活用に
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向けて16行目以降にありますけれども、市町村等が行う東屋やトイレ等の設置など利用環

境をつくるための事業も取り組んでおりまして、これにつきましては、文化観光スポーツ

部で平成26年から平成29年にかけてこういった取組をすることによって、利用の促進が図

られた成果が出ております。 

 次の成果の指標につきましては、後ほどまた検証シートの中でご説明したいと思います。 

 次の336ページ課題及び対策につきましては、最初の37行目から39行目にありますように、

先ほどと制度のところの課題等でもありますように、今後の適正な環境保全と利用のルー

ルを定めて自然環境の保全と経済活動の両立を図る必要があるようなことがこの中で示さ

れたところであります。 

 すみませんが、改めて検証シートをお願いいたします。 

 検証シートの４ページです。 

 まず成果指標からご説明させていただきたいと思います。成果指標として、１.事業者間

における保全利用協定の認定数は、令和３年度の目標値として10協定、平成23年基準値の

時点では２協定でありまして、今現時点で実績８協定で達成見込みと考えております。 

 右側にあります背景・要因の分析にありますように、その内容としましては、保全利用

協定について普及啓発や適切な支援などを行った結果、成果目標の事業者間における保全

利用協定の認定数とは基準値の２から８へと今改善されております。今後また引き続き、

令和３年に向けて目標値である10協定に向けて今取り組んでおりますので、その達成が見

込まれると判断しているところであります。 

 主な予算事業としては２つあります。これは先ほど総点検報告書の中にあるような形で

取り組んでいるものが２つ記載されておりますので、ここでは内容を省略させていただき

ます。 

 次の５ページです。検証シートの予算事業以外につきまして、こちらも税制措置等はご

ざいませんのでここは該当なしでございます。 

 次の努力義務、配置義務、特例措置につきましては、冒頭に説明したように沖縄振興特

措置法で利用協定というのは制度創設されたものですので、そういう措置があることを記

載しております。内容は先ほど冒頭説明したとおりです。 

 以上で自然環境の適正利用についての説明はここで終わりたいと思います。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 続きまして、自然環境の適正利用につきまして、自然環境の再生の項目、今回私は資料
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７にありますとおりウ自然環境の再生とオ県民参画と環境教育の推進について説明させて

いただきます。 

 総点検の333ページの一番下の41行目から説明させていただきます。 

 333ページのウ自然環境の再生の成果、次のページ、334ページの４行目から端折りなが

ら説明させていただきます。 

 自然環境の再生につきましては、再生事業の実施に当たって必要な事項を取りまとめた

沖縄県自然環境再生指針を策定し、自然環境再生の取組を全県的に推進している。 

 また、８行目にありますとおり、再生事業を推進するに当たり東村慶佐次川においてモ

デル事業を展開し、再生事業におけるノウハウや課題等の抽出を行ったところでございま

す。 

 主な成果指標につきましては、先ほどの成果検証シートで別途説明がありますので、そ

の際に説明させていただきます。 

 334ページの下の33行目以降の課題及び対策につきましては、自然環境の再生につきまし

ては、本土復帰後、大規模開発などによって自然環境の急速な改変が進み、貴重な野生生

物の絶滅や生態系の攪乱が懸念されている。このため技術開発などに伴って時間をかけて

本来の姿に再生することが求められている。このことから自然環境及び生物相互のバラン

スに配慮しつつ、干潟、藻場等、先ほど委員がおっしゃったとおりサンゴ礁なども含むこ

とを次から検討させていただきたいと思いますが、海域や河川・海岸等の陸域における自

然環境の再生に取り組むということで、また自然環境再生の取組を県内に広く普及させる

ため、自然環境再生に取り組む市町村や団体へ支援を行う必要があると課題対策をまとめ

ています。 

 次、資料10の検証シートについて説明させていただきたいと思います。 

 検証シートの６ページは１－(1)－ウ自然環境の再生ということで、本文にはなかったの

ですが、下に成果指標の中で自然環境再生の活動地域数が赤で囲まれた部分が成果指標で

す。目標が令和３年度に６地区、基準値が３地区、実績値が５地区、進展と考えています。 

 背景・要因の分析としましては、右にありますとおり、(3)自然環境再生の活動地域数の

進展につきましては、平成26年度に沖縄県自然環境再生指針を策定、平成27年度に東村で

モデル事業を実施、そして、関係者のネットワーク会議を開催する取組により、自然環境

再生へ取り組むための基盤を整えられたことから、着実に活動地域は増加しているので進

展とさせていただいています。 
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 事業の説明としましては、こちらの検証シート６ページ下に囲まれている部分でありま

して、事業の取組は自然環境の保全再生で、これは県事業で行いまして、再生指針を策定

しそれに伴うモデル事業を設定し、全県的な環境再生事業の進展を図るということにして

おります。 

 つきましては、資料９の２ページ目、環境部会の検討テーマに係る意見をいただきまし

た。 

 自然環境の適正利用の中で、再生課の２－２番目でいただいたご意見の中で、東村慶佐

次モデル事業について、成果、課題及び今後の事業展開について聞きたいということがご

ざいましたので、こちらに対応方針(案)・回答で取りまとめてさせていただいております。

これについては、先ほど申し上げました自然環境再生指針を活用してモデル事業を実施し

ていますと。このモデル事業の中では協議会を設置しまして、全体基本構想を策定し、そ

れぞれの役割分担において各々が取り組むことを確認して、県においては、平成27年度か

ら平成30年度の事業の中で生物多様性のためのワンドの整備やマングローブ林が陸地化し

ているので、そのマングローブ林内の小水路の堆積の浚渫などを実施しております。 

 成果としましては、関係者その中で行政機関、地元団体地域住民の協働のもと、再生事

業の全体構想等を策定し、先行事例として東村慶佐次で実施させていただきました。 

 課題としては、再生事業を開始・継続するに当たっての財源確保や関係者協働による事

業体制の構築、開発行為に伴なうさまざまな環境負荷の対応等が求められているというこ

とです。 

 今後の事業展開としましては、上記課題へ対応するため、県では、自然環境再生支援事

業を創設して、そのノウハウを共有して課題解決のネットワーク構築のための会議を開催

することとあわせて支援事業を創設するということで考えております。 

 続きまして、環境教育関係を説明させていただきたいと思います。 

 総点検資料の336ページ６行目のオ県民参画と環境教育の推進を説明させていただきま

す。 

 12行目に記載されておりますが、県民参画と環境教育の推進につきましては、平成25年

３月に第２次沖縄県環境基本計画、平成26年６月に沖縄県環境教育等推進行動計画を策定

し、その計画に基づいて環境保全体制の構築につなげることができたとしております。 

 さらに、19行目にありますとおり、沖縄県地域環境センターで環境保全活動の基盤整備

を行っていますので、それにおいて環境情報の発信や効果的な環境保全啓発事業を実施し



 30

ております。 

 その成果につきましては、29行目にありますが、これについては検証シートには最新値

がありますので、その中で説明させていただきたいと考えております。 

 課題及び対策としましては、県民参画と環境教育の推進については、県民全体で目標と

課題を共有し、県民一体となった環境保全対策を構築する必要がある。このことから、県

民、事業者、関係機関と連携を強化するため各主体の情報交換や相互交流の場を創出する

とともに、環境情報の発信を継続して行う必要があると。先ほど委員からありましたよう

に、国立自然史博物館などについてもこういった環境教育の情報発信、また交流の場につ

いても少し部内で検討させていただきたいと思っております。 

 337ページ１行目にありますとおり、また、環境保全の重要性など、県民一人一人の環境

問題に対する意識の向上を図っていくためには、幼いころからその重要性を学ぶことがで

きる環境整備に取り組んでいく必要があります。 

 検証シートの８ページをお願いいたします。 

 この検証シートの成果指標としましては、環境啓発活動、これについては、出前講座、

自然観察会についての参加延べ人数で、目標値が令和３年の２万6,000人、これにつきまし

ては延べ人数を計上しています。基準値が平成23年度2,500人、実績値が平成30年度２万

8,481人、達成状況につきましては達成ということです。 

 背景・要因の分析としましては、本成果指標につきましては、沖縄県地域環境センター

が実施した環境啓発活動の参加延べ人数となっています。地域や学校などにおいて出前講

座、自然観察会などを行いまして、計画値以上の実績値となっており、目標値を達成して

いると評価させていただいております。 

 以上でございます。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。 

 それでは、自然環境の適正利用についての事務局からの説明がございましたが、各委員

のご意見あるいはご質問等いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【中村専門委員】 

 ちょうど説明していただいた環境啓発活動の基準値が平成23年度2,500人となっていて、

もうそのときの基準値の10倍に達しているのはすごいことだなと思いましたが、この23年
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度は一桁違いますが数字間違いはなく合っているということでよろしいですか。驚きのふ

え方だなという。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 ありがとうございます。 

 こちらの成果のとり方が年度と累計の数値の違いがあったものですから、平成23年度の

実績値を基に10年間の成果指標を定めたものです。それで平成23年度は2,500人、10年後に

は累計で２万6,000人の目標値にしていたのですが、累計で捉えているので、今現在２万

8,000人余りが実績値として計上しているということで、単年度の数値と累計の数値になっ

ています。その数値の表記の仕方でこういう結果になっております。 

【宮城部会長】 

 これは説明ないとなかなかわかりにくいので、うまく目標値と基準値の関係がわかるよ

うな表記ができればそうしたほうがいいかもしれません。一気に10倍近くもなっているの

で、相当頑張ったのかなと思ってしまうので。頑張ってはいますが。 

 どなたかございましたら。 

 中村委員どうぞ。 

【中村専門委員】 

 全体的なところに多分かかわる話になると思いますが、今回は基準値と達成状況で評価

シートをつくられているので、次のステップとしては恐らく国際的に沖縄県の活動を認知

してもらったり、アピールしていくことにかかわるところでは、恐らく国連が定めている

ＳＤＧｓのそれぞれの目標のどれに関連した取組や成果を早いうちに整理していくことが

重要ではないか。そうすると、海外でのいろいろな活動を見ていますと、自分たちの活動

は何番目と何番目の活動にかかっていて、こういうことをやっていますと結構アピールさ

れることが多いです。沖縄県の活動はそれは十分やられている内容だと思いますので、将

来的にそういうところもぜひ検討いただいたらいいのかなと。報告書の中でも、恐らく県

民の方々も少しずつ認知が増えていると思いますので、成果目標の幾つに向けて、今自分

たちがかかわっているのを認識するわけですので、非常にモチベーションを高める意味で

もいいかと思います。ぜひ検討ください。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 今、中村委員がおっしゃったようにしっかりとアピールすべきところはアピールしてい
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くことが大事かと思います。 

 ほかに委員の先生、ご意見ございましたらどうぞ。 

【竹村副部会長】 

 337ページの表3-1-1-1環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定の認定状況。これは

１つが認定期間終了になりますけれども、これは知りたいですけれども、認定数は認定し

たということで８になっているのか、今現在は７になるのであれば、認定すれば数がどん

どんふえていくということでよろしいですか。 

【宮城部会長】 

 事務局お願いします。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 世界自然遺産推進室の小渡といいます。 

 こちらについても認定数を累計で示させていただいております。なので、この表の認定

第４号、波の上緑地地区保全利用協定につきましては、認定期間が終了した後に更新手続

が行われなかったものですから、その時点で認定が終了しているものでございます。 

【宮城部会長】 

 これはほかにもこれから認定ございますか。確かやんばるあたりも何かそういうものを。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 今現在の認定数はこれだけになりますが、新たな事業の中でこの認定数を増やしていこ

うという取組を進めているところでございます。 

【宮城部会長】 

 国頭あたりの３村でエコツアーの利用協定みたいなものを考えているという話を伺った

のですが。 

【事務局 小渡室長(世界自然遺産推進室)】 

 保全利用協定とは別の取組になります。 

【宮城部会長】 

 わかりました。 

 ほかにどなたかございますか。 

 どうぞ。 

【中村専門委員】 

 細かいことですが、表の3-1-1-1、今説明いただいたところで、認定月となっていて、下
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を見ると年と月になっているので、これは整合性をとって書きかえていただければと思い

ます。以上です。 

【宮城部会長】 

 表記の整合性をしっかりさせてくれというご指摘かと思います。 

 ほかにどなたかございましたら。 

 どうぞ。 

【中村専門委員】 

 いろいろとすみません。 

 338ページ最後です、４行目からですけれども、この協定維持に係る事業者負担に見合う

メリットを増やすと書いてあるのですが、実際にこれに加わるとどういったメリットがあ

るのかをぜひ教えていただければと思います。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 保全利用協定は、エコツアーを行う地域において、事業者間で保全と適正利用に関する

ルールを作り、事業者間でルールに沿った活動を行っていく取組でございます。その中で、

保全利用協定のメリットといたしましては、この地域で活動するエコツアー事業者の方々

の意思疎通が柔軟になり、意見交換が幅広く行えるようになります。 

 また、県のメリットといたしましては、その地域でどれぐらいの事業者の方たちが活動

しているかという事業者の状況の把握にもつながることと、地域の方々のメリットになり

ますが、自分たちが住んでいる周辺地域でどのような活動が行われているかを知るという

ことも一つのメリットとして考えております。 

【中村専門委員】  

 事業者としてはこれが認定された時点でメリットがあまりなくなるのかなというイメー

ジがあるのですが、例えばこれに認定されるとブランド的にうちはこれに認定されていま

すということで観光客が来やすいとか、すごく信頼性が高いとかそういうところのメリッ

トはあるのでしょうか。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 県からの認定をする際に、その活動について自然環境の保全に資するかどうかも認定の

基準の一つになっております。エコツアーを行う際にその事業者を活用するに当たっては、

そのメリットはあるかと思います。 

【宮城部会長】 
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 私から聞かせてください。 

 たしか自然環境再生事業か何かだと思いますが、自然型河川への改修再生などがあった

と思いますが、その事業実績はどういう形になっていますか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 今おっしゃっているのは多自然型工法とかだと思いますが、これは土建部で実施してい

るので、６ページの表にあります自然環境に配慮した河川の整備や自然環境を生かした海

岸の整備になりますので、ハード交付金などを活用した事業だと思います。我々では議論

していませんので、別途部会に提案していただくことになるかと思います。 

【宮城部会長】 

 若干関係しますので、逆に基盤整備部会などで話されている事業があれば、私たちに情

報提供していただければと思います。 

 ほかにどなたかございますか。 

【平良専門委員】 

 つかぬことかと思いますが、保全利用協定を結んで仕事をしている事業者間で取り決め

ているということですが、僕が聞いた話では、改めてそこで事業展開する人がいたときに

排他的な行動をとられてトラブルも出てきていると聞いていますが、そういう面はどうで

すか。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 保全利用協定については、その活用する地域において必ずしも保全利用協定に参加しな

いといけない趣旨ではないことから、それについてはトラブルにならないように県から協

定事業者に対して、趣旨を伝えているところでございます。 

【宮城部会長】 

 これは協定を認定するときに、県のほうでその地区の事業者等について指導や要望など

をしながら、できるだけ参加してもらうような形にしていますよね。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

やはり自然環境を活用する際には、自然環境保全を踏まえた一定のルールの中で自然を活

用しながら経済活動を行うことが、豊かな自然環境を次世代につなげる方策だと思ってお

ります。保全利用協定で自ら決められたルールの中でエコツアー等実施していただくこと

が大切だと思っておりますので、県からも保全利用協定への参加を呼びかけているところ

です。 
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【宮城部会長】 

 基本的には協定が決められた取組や約束を、言葉は悪いですけれども、違反してそれを

守らなくても何らかのペナルティーがあるわけではないですよね。 

【事務局 小渡世界自然遺産推進室長】 

 特にすぐ罰則はないですけれども、ただ毎年事業報告を出していただくなど、また定期

的に現場を見に行きながら意見交換をする中で、実際に取り決められたルールにのっとっ

ていない場合がひどいなど、状況によっては、勧告ができます。勧告でも直らない場合は、

承認の取り消しになります。個別の何か罰則ではなくて、現在はそういう仕組みになって

おります。 

【宮城部会長】 

 それは協定を結んでいる組合、団体、協会の中で、それぞれの事業者間のお互いウォッ

チングというか研修会みたいなこともやっているわけですか。 

【事務局 小渡室長(世界自然遺産推進室)】 

県の事業としての研修会の開催などは行っておりません。保全利用協定のルールの中で、

事業者間の意見交換の開催を規定しているものもあることから、そういう場を活用して行

われていると思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 利用協定は幾つかございますが、それぞれの地域での若干濃淡があろうかと思います。 

 ほかにいますか。どうぞ藤田さん。 

【藤田専門委員】 

 336ページの県民参画と環境教育の推進ですけれども、成果指標として観察会の人数を成

果として計るのは今まではこれが普通だったと思いますが、やはり今後の課題対策にも書

かれているように、単にそういうことをやるだけではなくて、より効果的な効率を考える

と、何か単純に人数だけではない別の策を講じたほうがいいかなとずっと思っています。

僕は割と環境教育などに携わっていますけれども、やはり効率的な教育の仕組みだと、特

に自然環境に関してだといろいろな問題点があるのでどういうアプローチをかけるかなど、

単に単発のものではなくて連続的なずっと続くような取組がすごく求められていますけれ

ども、どうしても基準や評価を人数でしていく傾向があるので、本当に単発的なイベント

に終始しているようなことが環境教育をしている人たちの不満だと思います。 
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 今後の対策や課題のところに、今すぐ文章は浮かばないですが、もう少し書き添えて、

より効果的効率的な手法をとることを加えてほしいと思います。僕も考えてみたいと思い

ます。 

 とにかく、単純に人数だけではかるのは環境教育の考え方としてそれしか評価がないの

はすごく問題だと思います。実際に取り組んでいる内容、質の評価の仕方、本当に何万人

とかやれば人の意識はかわるのかみたいなのは全然違うと思いますので、そういうことを

書き添えてもらいたいと思いますので、僕も考えてみたいと思いますのでご検討をお願い

します。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 これは県が出前講座やその他観察会など団体等とタイアップしてやっていることなどが

数値化されていると思いますが、例えば、県はそういう環境教育に関する何かパンフレッ

トなりテキストなりも発行していますか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 ご意見ありがとうございます。 

 今、委員長からおっしゃったような形で、今沖縄県では環境教育プログラムを改訂して

いまして、これについて学校教育編と高校と社会人教育編の２つのパターンで改訂作業を

している最中です。これにつきましては、県のホームページで公開し、各学校などにも配

付していこうと考えています。そういうことで自ら学ぶようなツールとして読本、ノウハ

ウ本みたいな形で提供していきたいと考えております。 

 先ほどまた委員がおっしゃったような評価の仕方もいろいろありまして、これについて

我々も評価の仕方、効率的な考え方をどういうふうにやるか考えていますが、実際環境教

育は学んで、自ら気づいて、行動に移すことが重要で、その行動に移したときにどういっ

た活動を評価するかも計測しづらいところがありまして、今のところ参加者の延べ人数で

対応しています。ただ、我々が最初に達成値、目標値が２万6,000人、当初設定して毎年２

万2,500人を10年後には２万6,000人だろうということで、延べ人数で設定させていただき

ましたが、今現在で約２万8,000人余りありますので、やはりそういう環境やさまざまな分

野に対しての関心は非常に高まっていると我々も実感としてありまして、今のところ２万

6,000人の目標値に対しては、確実にクリアしていることはそれだけ県民の皆様の関心が非

常に高いものだと考えています。ただ、今後その評価の仕方については、もう少し我々も
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考えさせていただければと思っています。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 確か、10年ぐらい前だと思いますが、小学校や中学校、学校での環境教育プログラムみ

たいな冊子ができていたと思いますが、それはどれぐらい活用されていますか、その辺の

学校現場からのデータなりございますか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 プログラムは平成17年に策定しまして、小学校・中学校編と高校・社会人編ということ

で作成させていただきました。今学校現場でなかなか活用されていない実態があります。

非常に盛りだくさんの思いを込めて作ったところもありまして、プログラム自体が学校の

時間数の中に入らないことが多々ありましたので、今回の改訂の中では、先生方の意見も

伺い、授業時間45分の中で収まるプログラムをつくり学校教育に持っていこうということ

でやっています。 

 あとは、県の総合教育センターの中でも先生方を集めましてプログラムを使った授業の

進め方を研修させていただいて、それについてももう少し普及させていきたいと考えてお

ります。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 環境教育のあり方によっては、子どもたちあるいは大人たちの自然環境へのかかわり方

といいますか、理解の仕方は随分変わってくると思いますので、非常に大事な項目かなと

思います。 

【高平専門委員】 

 今の環境教育についてですが、実際、ここの指標にありますのは、地域環境センターの

データですね。おそらくそれ以外にも結構されてはいると思います。ただこれを把握する

のは非常に難しいのではないかなという感じがします。そして、質の評価も本当は必要だ

と思いますけれども、ではどういうふうにするかもあると思いますけれども、これも我々

もアジェンダでも考えていきたい課題であるということです。 

 もう一つ、今ここの出前講座、環境啓発活動の評価だけではありますが、例えば、エコ

クラブの数などそういうものの推移、これでも評価できないかなと。やはりエコクラブ、

最近少し廃れ気味ではありますが、やはりここは子どもたちに教えるときに非常に効果的
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と私は思っているので、そこは力を入れていくためには目標など何か検討してもいいのか

なという気はしています。これもご検討願えればと思います。 

【宮城部会長】 

 どうぞ事務局。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 エコクラブの活動が最近停滞していることは我々も承知しておりまして、それについて

もどういった活性ができるか再度検討していきたいと思っています。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す。 

 どうぞ。 

【藤田専門委員】 

 先ほどの336ページ、オのタイトルが「県民参画と環境教育の推進」ですが、普通に単純

に「普及啓発」とかいう言葉を使わずに環境教育とわざわざ書いているので、すごく思い

入れを感じてすばらしいですけれども、それが逆に足かせにもなるのかなと思します。単

純な普及啓発もすごく重要で、それであればパンフレットをどういうものでつくった、ど

ういう広報の仕方をしたというのは、ある程度の数値をつくれると思いますけれども、そ

ういうことも多分環境意識の向上にはすごく役立っているはずなので、そういうものをき

ちんと実績に、文章に出すかどうかは検討するべきだとは思いますが、そういうこともし

っかりと言っていったほうがよいのかなと。環境教育だけではなくて、もう少し普及啓発

やいろいろな取組は県は常になされて、いろいろな事業にセットでなされていると思いま

すので、そういうのはしっかりと数的にアピールはできそうなので、その辺も拾ったらい

かがかなと思います。 

【宮城部会長】 

 県でやっているいろいろな事業であるとか、そういうものの実態、実数もしっかりとこ

れに表記していけばいかがかと、そういうご提案だったと思います。 

 ほかにどなたかございますでしょうか。 

 では、委員の先生方のご意見も出尽くしたようでございますので、また何かございまし

たら事務局にでもご連絡いただいて、きょうの審議についてはこれで終了したいと思いま

す。 
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 それでは、事務局にマイクお返しいたします。 

３.事務局から事務連絡 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 宮城部会長どうもありがとうございました。 

 本日ご意見のあった内容につきましては、事務局で引き取らせていただき、後日回答し

たいと考えております。 

 また、追加で意見等のある方は、開催通知において送付しております意見書様式により、

本日から１週間後に当たる８月27日までにご意見いただくようお願い申し上げます。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 それでは委員の皆様、お忙しい中ご議論ありがとうございました。 

 次回の部会のお知らせです。次回の日程は、９月13日・金曜日10時からの開催を予定し

ております。日程等の詳細につきましては、今後また事務局からメール等でご連絡を差し

上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日、県庁駐車場までお越しの方は駐車券を渡されたと思いますので、事務局に

お持ちいただき、駐車印を押したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 では、これを持ちまして沖縄県振興審議会第２回環境部会を終了いたします。 

 本日はありがとうございました。 

４．閉会 


