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令和元年度沖縄県振興審議会 

 第３回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年９月13日(金) 10:00～12:00 

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 

       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 

       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 

        吉永 安俊  琉球大学名誉教授 

       藤田 喜久  沖縄県立芸術大学全学教育センター准教授 

 【離島過疎地域振興部会専門委員】  

       富永 千尋  琉球大学研究推進機構研究企画室特命教授 

  (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  

       中村  崇  琉球大学理学部准教授 

       羽田 麻美  琉球大学国際地域創造学部准教授  

  【事務局等】 

    環境部： 棚原環境部長、松田環境企画統括監、比嘉環境整備課長、 

普天間環境保全課長、比嘉自然保護課長、安里環境再生課長 

       金城副参事(市町村課)、島袋班長(環境政策課)、仲嶺主査(環境政策課) 

  

１．開会 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 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３回環境部会を開催いたしま

す。 
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 本日の司会を務めます沖縄県環境政策課の島袋です。よろしくお願いいたします。着座

して進めさせていただきます。 

 また本日は、離島過疎地域振興部会の富永専門委員及び補助説明員として市町村課 金城

副参事が出席しております。 

 まず初めに、本日の審議内容について事務局から説明いたします。 

２．第３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)】 

 おはようございます。事務局の環境政策課の仲嶺です。よろしくお願いします。座って

御説明いたします。 

 まず議事の２の環境部会の運営方法等ということで、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。不足資料がございましたら事務局まで申し出てください。 

 ① 会議次第・出欠状況・配席図 

 ② 沖縄県振興審議会第３回環境部会配付資料 

 この２点をお配りしておりますが、不足している方はいらっしゃいますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 では、それぞれの資料について御説明いたします。沖縄県振興審議会第３回環境部会配

付資料と表紙に書かれている資料をご覧ください。 

 まず、１ページ目の資料11をご覧ください。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、水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２ページ目の資料12をご覧ください。こちらは前回の第２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いては、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。 

 ３ページ目の資料13をご覧ください。こちらは、前回及び今回の審議事項につきまして、

皆様やほかの部会からいただいた御意見に対する対応方針(案)や、御質問への回答をまと

めたものです。左から順に、整理番号、御質問をなされた方のお名前、総点検報告書の記

載箇所、御意見の内容、理由、対応方針(案)に対応するページと、そして最後に県の対応

方針(案)や質問等への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きまし

ては、後ほど御説明申し上げます。 
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 次に、15ページの資料14をご覧ください。こちらは、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。環境部会所管の成果指標に

係る記載箇所を赤い線で囲って記載しております。また、今回の検討テーマの調査審議に

おいては、海岸漂着物対策につきましても審議を行うこととなりますが、海岸漂着物問題

については、社会的に関心が高いことを考慮し、20ページ以降に補足説明資料を添付して

おります。 

 次に、19ページをご覧ください。こちらは資料15から17となっておりまして、皆様から

の御意見への対応方針(案)の補足説明資料となっております。こちらの内容につきまして

は、対応方針(案)を御報告する際に御説明申し上げます。 

 次に、34ページをご覧ください。こちらは、今回の検討テーマの補足説明資料となります。

こちらの内容につきましても、検討テーマに係る取組を説明する際に事務局から御説明申し上

げます。 

 資料の説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【事務局 島袋班長(環境政策課)】 

 それでは、審議に移りたいと思います。 

 審議につきましては、宮城部会長に進行をお願いしたいと思います。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】 

 おはようございます。先生方には朝早くからお出でいただき、ありがとうございました。 

 それでは、早速ではございますが審議を進めていきたいと思います。 

 先ほど事務局から御紹介がありましたが、本日は離島過疎地域振興部会から富永専門委

員がお見えになっておりますので、審議に入る前に富永委員から一言御挨拶をお願いいた

します。 

【富永専門委員(離島過疎地域振興部会)】 

 こんにちは、皆様。離島過疎地域振興部会から出席させていただきました富永と申しま

す。宮城部会長には、出席を許していただきまして本当にありがとうございます。 

 私、琉球大学の研究企画室というところにおりますけれども、昨年の３月までは県庁の

職員をしておりました。思い起こすと、８年前にちょうど部長が座っていらっしゃる後ろ

の席あたりでこういう審議をやっていたことを記憶しております。あれから10年たちまし
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て、今回、この部会に参加させていただいた理由は２つあります。 

 １つは、今、琉球大学の研究企画室で漂着ごみの課題解決に関する研究プロジェクトの

ようなものが立ち上げられないかということで、県と色々と意見交換をしているところで

す。 

 もう１つは、先月第１回の離島過疎地域振興部会の会合があったのですけれども、真っ

先に漂着ごみ問題が出ていて、沖縄の地域だけではなくて、全国の離島において漂着ごみ

は非常に問題になっております。 

 そういうことで、こちらの部会での色々な議論を、離島部会に持ち帰って色々議論させ

てもらいたいということで参加させてもらいました。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【宮城部会長】 

 富永委員、どうもありがとうございました。 

 それでは早速ではございますが、これから審議に入りたいと思います。 

 １番目の意見等への対応方針(案)ということにつきまして、事務局より御説明をよろし

くお願いいたします。 

 (1)御意見への対応方針案等について 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 事務局の松田でございます。 

 意見等に対する対応方針ということで、本日の配付資料の３ページの資料13が御説明の

資料となっております。資料13と総点検報告書を比較しながら事務局の考えを御説明した

いと思っております。 

 資料13、配付資料の３ページでございますけれども、平良専門委員から、国立自然史博

物館、それから東村慶佐次の再生モデル事業の進捗状況についてという２点の御質問がご

ざいました。これについては、前回、概要について御説明しておりますので、本日は割愛

させていただきたいと思います。 

 １ページめくっていただきまして、資料13、４ページでございます。総点検報告書の329

ページをお開きください。329ページの28行目以降、主な成果指標の状況の中で、中村専門

委員から、海洋保護区の設置数が主な成果指標に掲げられているけれども、面積やどのよ

うな生態系を含んでいるかなども含めて指標とするのがよろしいのではないかという御意

見でした。 
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 これにつきましての対応方針は、次期振興計画策定時に検討の課題とするということで、

別途部会の意見として提出してはどうかと考えております。次期振興計画を策定する場合

は、設置数だけではなく、面積や生態系の考慮など、より適切な指標のあり方を検討する

ということで、事務局として考えております。 

 続きまして、総点検報告書の１ページ前になりますけれども、328ページの３行目でござ

います。報告文の中では、「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」ということで、国立自然史博物館の説明でございますけれども、中村委員からは、教

育や啓発という機能も持っているので、これも追加した方がよろしいという御意見でござ

いましたので、「教育、啓発」という文言を追加するということで修正させていただきたい

と考えております。 

 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」という文章につきまして、

中村委員から、サンゴ礁の保全という言葉は一般的に使われているけれども、サンゴ礁と

は地形を指す言葉なので、「サンゴ礁生態系」という適切な表現に変えたほうがよろしいの

ではないかという御意見でございます。これにつきまして、328ページのみならず、資料13

の５ページにもございますけれども、関連する総点検報告書の全ての部分につきまして、

「サンゴ礁生態系」に文言の訂正をさせていただきたいと考えております。件数が多いで

すので個別の説明は割愛させていただきます。 

 資料13、５ページの2-6、同じく329ページの12行目でございますけれども、これも文言

を修正したほうがいいということで、「有性生殖法による手法を用いた」という表現がわか

りにくいので、「有性生殖法を用いた」という表現に変えてはどうかというご指摘でござい

ましたので、これも対応させていただきたいと考えております。 

 続きまして資料13の６ページをお開きください。主な成果指標の名称でございますけれ

ども、藤田委員から、沖縄の絶滅種数を指標にしているけれども、絶滅危惧種数の採用を

検討してはどうかというご指摘でございました。 

 これにつきましては、次期振興計画策定時に絶滅危惧種数を指標とするかなど、より適

切な指標のあり方を検討した上で反映させたいと考えております。なお、対応方針にも記

載しておりますけれども、絶滅危惧種や絶滅種は、ほぼ10年おきに結果をまとめるという

作業スケジュールになっておりますので、計画期間中の取組効果を検証する指標として５

年ごとに検証しておりますので、５年ごとに絶滅危惧種や絶滅種の状況を調査できるかど

うかという点も含めて検討したいと考えております。 
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 同じく成果指標の中で、海洋保護区についてということで、宮城部会長、藤田専門委員、

山川専門委員からご意見がございました。成果指標において、漁業者が自主的に設定した

保護区を実績として挙げておりますが、県の取組ではない部分が対象となっていることに

ついて少し疑問があるというご指摘でございました。 

 これにつきましても、次期振興計画策定時に検討させていただきたい事項に分類したい

と考えております。次期振興計画を策定する場合には、県以外の者が行った取組を海洋保

護区に含めるかなど、どのような指標にするかを検討したいと考えております。なお現計

画では、環境省が平成23年に策定しました海洋生物多様性保全戦略の中で、海洋保護区の

考え方として、都道府県、漁業者団体等による各種指定地域が含まれていることから、漁

業者の自主的な取組も実績として捉えているという状況がございます。 

 続きまして2-9、中村委員からでございますけれども、総点検報告書の330ページでござ

います。12行目、「さらに、サンゴについては、オニヒトデの大量発生や農地等からの赤土

等流出、加えて高海水温による白化現象等により甚大な影響を受けている」という表現に

つきまして、水質の悪化もサンゴに影響を与えていることが明らかになりつつあるので、

例えば栄養塩類も含めて対策を網羅的に書く必要があるのではないかというご指摘でした。 

 これを踏まえまして、事務局で修文させていただきたいと考えておりまして、対応方針

に書いてありますけれども、「さらに、サンゴについては、オニヒトデの大量発生や陸域か

らの赤土等流出、排水、加えて」ということで、「排水」という言葉を加えたいと考えてお

ります。中村委員からは、農地からの排水対策ということでしたけれども、生活排水、そ

れから工場由来、畜産由来など多種多様な栄養塩類等がございますので、色々な排出源か

らの排水の対策が必要であるという言葉にしたいと考えております。なお、農地における

対策につきましては、農林水産業部会に検討をお願いするということで申し送りをしてご

ざいます。 

 続きまして資料13、７ページでございます。同じく330ページの29行目でございますけれ

ども、陸域・水辺環境の保全という項目の中の場所を示す表現としまして、「自然環境を確

保するため、森林、河川、干潟、藻場等の陸域・水辺環境を保全するための取組を行った」

という表現になっていますけれども、さまざまな地形の中に、サンゴ礁という地形をあら

わす言葉を入れることができないかという御意見でございましたので、「サンゴ礁」という

言葉を入れて修正させていただきたいと考えております。 

 それから同じく330ページの２行目、課題及び対策の部分ですけれども、「このことから、
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野生生物等の保全のため、本県に生息している生物種のそれぞれの生態、生息域、個体数

等を的確に把握するとともに、これまで収集した生物多様性に関するデータの整理と併せ、

更なる情報の収集・研究・教育普及を図ることが極めて重要である」という課題を述べた

ところでありますけれども、密漁対策についても記載した方がいいのではないかというご

指摘でございましたので、修文案としまして対応方針に記載されておりますとおり、「この

ことから、野生生物等の保全のため、本県に生息している生物種のそれぞれの生態、生息

域、個体数等を的確に把握するとともに、収集した生物多様性に関するデータの整理と研

究、教育普及を図ることに加え、希少動植物の存続の脅威となる密漁・盗採への対策を行

うことが極めて重要である」と、対策が必要であるという表現を加えてあります。 

 続きまして2-12、総点検報告書の334ページになっております。これも場所について記載

するべきということなので、修正してございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。336ページ、今後の課題として、自然史博物

館の記載をする必要があるのではないかという中村専門委員のご指摘でございましたので、

右にありますように、337ページの７行目、空白になっている部分に追加をしたいと思って

おります。文案は、「さらに、新たな環境教育の拠点として、世界トップクラスのスケール

かつ最新の技術による充実した展示施設を持つ国立自然史博物館を沖縄県に誘致し、沖縄

をはじめアジアの生物多様性の価値を県民が理解するとともに、自然環境の保全に対する

意識を高める必要がある」という文章を追加したいと考えております。 

 次の2-14でございますけれども、中村委員から、ＳＤＧｓの目標と比較して評価しては

いかがかという御意見でございます。これにつきましては、総点検報告書全体に関わる問

題ということで、総合部会に申し送りをしてございます。 

 ９ページをお願いいたします。宮城部会長から、基盤整備部会で自然再生的な改修事業

等について実績がどうなっているか確認してほしいということでしたので、今日配付しま

した資料の19ページをお開きください。これは基盤整備部会からいただいた、いわゆる自

然再生型といわれる河川、それから海岸等の改修の工事の実績等に関するものでございま

す。国場川の河川改修工事から、19、20、21、22ページまでが事例でございますので後で

ご覧ください。 

 戻りまして資料13の９ページ、環境教育に係る成果指標の設定について、子どもエコク

ラブの活動を入れてはどうかと。それから、人数だけで評価するのではなく、効果的な手

法を検討してほしいということでしたので、これにつきましては、次期振計でエコクラブ
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の登録数など、より適切な指標のあり方について検討したいと考えております。 

 10ページをお願いします。藤田委員から336ページの記載につきまして、地域環境センタ

ーにおける情報発信等以外にも県の取組を記載してはどうかというご指摘がございました

ので、19行目の表現を変えまして、修文案として「さらに、ごみの適正処理、赤土等流出

防止対策、地球温暖化対策、外来種対策などのパンフレットやチラシを配布するとともに、

環境教育の拠点である沖縄県地域環境センターから環境情報を発信した」ということで追

加してございます。 

 以上が部会からの御意見でございますけれども、他の部会からの御意見もございまして、

２－18が農林水産業振興部会の谷口委員からでございますけれども、マングース等の外来

種につきまして、国外からのものも問題だけれども、現在植物などでは国内の移入種が問

題になっているので、これがわかるようにしてほしいということでしたので、修文案にあ

りますように、「マングース等の外来種」の次に、「(国外及び国内由来)」という表現で、

国内の部分についても課題として捉えているという表現にしてございます。 

 続きまして11ページをお開きください。基盤整備部会の平良委員からの御意見でござい

ます。環境容量という言葉が総点検報告書で何カ所か出てきておりますけれども、これに

ついてどういった基準やデータを持った表現になっているのか環境部局と議論する必要が

あるということで、環境容量をどういう考えで文章に使っているのかという御意見かと思

います。 

 これにつきまして、事務局の現在の考えですけれども、右にございますけれども、環境

容量とは、環境を損なうことなく受け入れることのできる人間の活動または汚染物質の量

等を指すものですが、環境容量を具体的に測る指標についてはまだ定説はないとされてお

ります。これは色々な環境用語辞典等からの出典でございます。 

 復帰以降、社会資本が整備された一方で、開発行為や人間活動の広がりにより、干潟・

藻場面積の減少や在来種の絶滅が確認されるなど、本県の経済環境が損なわれていること

は客観的な事実であり、沖縄21世紀ビジョン基本計画においても、環境容量を超えた経済

活動等によって失われた沖縄らしい自然環境の再生に取り組むことが施策として掲げられ

ているところでありますということで、環境容量に対する現時点での事務局の考え方を示

しております。これは総点検報告書でも何カ所か出てきておりますけれども、こういう意

味で環境容量という言葉を使っております。 

 12ページ以降につきましては、本日のテーマであります持続可能な循環型社会の構築と
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いう分野でございますので、後ほど事務局から総点検報告書の内容とあわせて考え方を説

明させていただきたいと思います。 

 以上、第２回環境部会検討テーマに係る御意見に対する事務局の考えを説明させていた

だきました。よろしくお願いします。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明等につきまして、委員の先生方、御意見あるいは、改めて御質問等があ

りましたらどうぞよろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

(意見なし) 

 御意見、御質問、ないようでございますので、それでは検討テーマの審議に進めてまい

りたいと思います。 

 本日の検討テーマは、持続可能な循環型社会の構築ということで、廃棄物対策、海岸漂

着物対策等についての審議となっております。それでは、事務局から御説明がありますで

しょうか。 

 (2)検討テーマに係る審議 

 検討テーマ 持続可能な循環型社会の構築(廃棄物対策、海岸漂着物対策等) 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 環境整備課長の比嘉と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 では本日の検討テーマ、持続可能な循環型社会の構築について、総点検報告書(素案)の

概要を御説明いたします。まず沖縄振興のこれまでの振り返りということで、総点検報告

書(素案)の第２章 沖縄振興の現状と課題の該当部分について御説明いたします。お手元の

報告書(素案)の28ページをお願いいたします。 

 ２ これまでの沖縄振興の分野別検証の(1)沖縄らしい優しい社会の構築としまして、24

行目、ア 環境保全の中で、昭和47年の本土復帰以降、各種開発が急速に進み、自然破壊、

赤土等流出などの問題とともに、県民が豊かになる一方で、廃棄物の処分は大きな課題と

なった。廃棄物への対応については、狭あいな島しょ性や環境負荷などについても考慮す

ることが求められるようになったとの基本的な認識が示されております。 

 廃棄物の排出量等の現状については、39ページをお願いします。21行目の(ｲ) 循環型社

会の構築、a 廃棄物の抑制以下にまとめております。 

 40ページの上の表にありますように、家庭等から排出される一般廃棄物量は、昭和44年
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度から50年代にかけて30万トン台で推移していましたが、昭和60年代ごろから増加傾向が

顕著になり、平成11年度にピークに達しております。その後減少傾向にありましたが、平

成21年度以降、緩やかな増加傾向にあります。 

 また、一般廃棄物のリサイクル率は、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法などの

制定などにより、平成２年度の2.0％から平成28年度には14.6％と12.6ポイント改善してお

りますが、地理的要因からリサイクルコストが高く、全国を依然として下回っております。 

 次に産業廃棄物の排出量について、40ページ、18行目以下になりますが、下の表にあり

ますように、平成６年度に228万8,000トンであったのが、年々減少傾向にあり、またリサ

イクル率につきましても、３Ｒの推進、建設リサイクル法の施行などにより向上しており、

全国を上回って推移しております。 

 以上のような現状を踏まえて、課題としまして、41ページになりますが、離島では廃棄

物の海上輸送が必要であること、各離島は狭あいであることなどの不利性を克服して、さ

らなる３Ｒの廃棄物抑制の取組を推進する必要があるとしております。 

 離島の廃棄物の問題については、第２章のオ 離島振興(定住条件整備)のうち、94ページ

の(ⅰ) 廃棄物対策として整理しております。各種リサイクル法等の整備とあわせて、離島

に対する海上輸送費等の支援制度が整備されたことから、使用済み自動車や廃家電の適正

処理が進んでいるほか、国の補助金等を活用して海岸漂着物の回収処理の取組を進めてお

ります。 

 こちらで事前に委員からいただいた意見がございます。別紙資料13の13ページ、3-3、一

番上になりますが、平良専門委員から、94ページの11行目につきまして、焼却施設、最終

処分場の今後の計画について聞きたいという御質問がございました。 

 離島を含む市町村の一般廃棄物処理施設の整備状況は、資料16の23ページにございます。

平成31年３月末現在の整備状況となります。 

 この中で直近に整備をしておりますのが、20番の宮古島市の焼却炉、それから次の24ペ

ージの21番、南部広域行政組合となっております。これは最終処分場です。 

 今現在、整備中となっておりますのが、23ページに戻りまして５番の金武地区消防清掃

組合、これは令和元年度からの事業となっております。 

 計画中でありますのが、１番名護市、それから10番の浦添市、24ページにまいりまして、

７番の宮古島市となっている状況でございます。 

 一般廃棄物の処理施設については、廃棄物処理法により市町村にその責任があるため、
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市町村が処理計画を定め、焼却施設や最終処分場の整備を含めた区域内の一般廃棄物の処

理を行うこととされております。 

 素案の文章では県が計画するようにもとれましたので、以下のとおり修正案を考えてお

ります。「県は、国の高率補助制度を活用した離島市町村の一般廃棄物処理施設整備を促進

してきた」と修正したいと考えております。 

 素案の説明に戻りまして、98ページ、34行目以下になります。離島の高コスト体質への

対応ですが、施設整備や輸送費に対する補助率のかさ上げ、産業廃棄物を市町村の施設で

処理する「あわせ処理」の推進などが必要であることを記載しております。 

 こちらで委員からの御意見が、資料13の13ページ、3-4になります。 

99ページの５行目、補助制度を維持、拡充という表現について、県単独の補助率のかさ上

げ等を追記して明確化したほうががいいという御意見がありました。 

 これにつきましては、現行の海岸漂着ごみの回収処理に関する市町村への補助制度への

補助率は９割となっています。市町村負担分１割のうち80％が特別地方交付税措置の対象

となっておりまして、実質負担割合は２％となっていることから、県単独の補助制度の創

設は考えておりません。なお、県は全国知事会等を通して、回収ごみを一時保管する建屋

などを補助対象とすることや、現行補助率９割を10割へかさ上げすることなどを要請して

いるところです。 

 以上が第２章の概要の説明でしたが、次に第３章 基本政策の推進による成果と課題及び

その対策の該当部分について御説明をいたします。お手元の資料、総点検報告書(素案)の

339ページをお願いします。 

 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(2) 持続可能な循環

型社会の構築として、自然環境保全と経済社会発展の両立及び島しょ地域の特性を踏まえ

た循環型社会の構築を図るための施策展開について記載をしております。 

 まず、目標とするすがたの状況については、中段17行目の表にありますように、一般廃

棄物の排出量の抑制、産業廃棄物の排出量の抑制、廃棄物の減量化・リサイクルが活発に

行われていることの３つの項目を挙げております。 

 一番上の一般廃棄物の排出量の抑制については、平成22年度の43万1,000トンから、平成

28年度は45万6,000トンと増加し、令和3年度に42万5,000トンとする目標を達成しておりま

せん。 

 資料13の13ページの3-5、委員から令和３年度の目標は人口増を加味していなかったか伺
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いたいという御質問がありまして、これにつきましては、令和３年度の目標値は、沖縄県

廃棄物処理計画の目標値を引用しております。同計画で一般廃棄物の排出量を設定するに

当たって、沖縄県人口の将来増を加味して排出実績の推移トレンドからごみ排出量を予測

し、一般廃棄物減量化目標に関する国の基本方針や第３期の沖縄県廃棄物処理計画の達成

状況をもとに目標値を設定しております。 

 これにつきましては、参考としまして資料17の25ページをお願いいたします。一般廃棄

物の将来予測の説明をしております。 

 (1)にありますように、ごみ排出量の将来予測方法については、一般廃棄物には家庭から

出る生活系と事業所から出る事業系がありまして、生活系については１人１日当たりの排

出量を過去の傾向から予測し、事業系につきましては年間排出量を過去の傾向から予測し

まして、これに人口の将来予測を加えてごみ排出量の将来予測をいたします。これに国で

定めている目標も加味しまして県の目標としております。26ページ以下に詳しい説明を添

付しておりますが、割愛させていただきます。 

 総点検報告書(素案)に戻りまして、339ページの産業廃棄物の排出量の抑制については、

現状値は基準値の181万1,000トンから減少し、179万1,000トンとなり、現時点で182万6,000

トンの目標値を達成しております。 

 廃棄物の減量化・リサイクルが活発に行われていることについては、県民の意識調査で

満足度が5.8ポイント低下し、目標値を下回っております。 

 このような状況のもと、循環型社会の構築に向けて、課題及び対策について、３Ｒの推

進、それから適正処理の推進という柱を立てて、環境部の取組を記載しております。 

 まず340ページ、23行目のア ３Ｒの推進についてですが、30行目で、ごみ処理有料化未

実施市町村への働きかけとともに、環境フェア等のイベント開催を通して県民意識の向上

を図っております。38行目で、一般廃棄物の再利用・再生利用の促進のため、パネル展等

による普及啓発活動や環境プログラムを実施するなどの取組を行っております。 

 これらの成果等として、一般廃棄物の１人１日当たりの排出量は、平成28年度は全国平

均の925ｇを下回っておりますが、341ページ、22行目の表にありますように、基準値であ

る平成29年度の831ｇから平成28年度の854ｇと増加し、目標を達成しておりません。 

 これにつきまして、資料13の14ページの3-6で、平良委員から、判読しやすい表現が好ま

しい、上回った原因がわかれば伺いたいという御意見がありまして、事務局の対応方針案

としては、委員の意見を踏まえ、「これらの取組にも関わらず、一般廃棄物の１日１人当た
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りの排出量は全国平均(平成28年度)の925ｇを下回って推移しているものの、平成28年度は

854ｇで基準値の831ｇを上回って増加している」と修文したいと考えております。 

 なお、一般廃棄物の１日１人当たりの排出量については、先ほど申し上げましたように、

生活系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の合計を総人口で割った値となっています。 

 平成20年度の基準値と比べて、平成28年度実績が23ｇ増加した理由は、事業系一般廃棄

物の増加によるものです。今後、事業系一般廃棄物の削減に向けた取組が必要となってお

ります。 

 素案に戻りまして340ページ、一般廃棄物の再生利用率は、全国平均の20.3％を下回るも

のの、基準値の12.7％から平成28年度には14.6％となり、目標に向けて前進しております。 

 これにつきましても、資料13の14ページの3-7で、文章の流れをわかりやすく整理したほ

うがよいという委員からの御意見がありまして、「再生利用率は基準値の12.7％から平成29

年度には15.3％と向上したものの、離島でリサイクルを行うには海上輸送コストが必要で

あるなどの構造的不利性もあり、令和３年度の目標値22.0％に対して進捗が遅れている」

と修文したいと考えております。 

 素案に戻りまして、産業廃棄物の再生利用の促進についての取組でありますが、341ペー

ジ４行目の、「ゆいくる材」の利用促進等により、産業廃棄物の再生利用率は基準値の48.7％

から、平成28年度には51.7％となり、現時点で目標値を上回って改善しております。 

 課題、対策としましては、38行目以下にありますように、多数の島々に県民が居住して

いるという地理的要因に起因する輸送費の発生、小規模処理に起因する低い効率といった、

他県と比較して資源循環コストが高いという構造的不利性もあり、一般廃棄物の再生利用

率は全国平均を下回っております。このことから、資源循環コストの低減化対策や、サー

マルリサイクルの導入の検討など、資源として活用可能な廃棄物を有効利用するための取

組が必要であります。産業廃棄物の再生利用率については、目標を上回っており、引き続

き再生利用率を維持する必要があります。 

 次に342ページのイ 適正処理の推進について成果と課題及び対策の御説明をさせていた

だきます。 

 成果等としまして、一般廃棄物及び産業廃棄物の適正処理の推進について、15行目から

23行目にありますように、コスト低減、効率化を目的とした運搬ルートの合理化や広域化

の検討、一般廃棄物処理施設における産業廃棄物のあわせ処理の働きかけ等の取組を行っ

ております。 
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 課題となっている廃棄物の効率的な処理方法や焼却灰等の再資源化方法について検討を

進めており、後ほど補足資料で御説明いたします。 

 24行目から34行目で、産業廃棄物については、管理型最終処分場の残余容量がひっ迫し

ており、これに対し平成25年３月に事業の実施主体となる沖縄県環境整備センター株式会

社を設立し、地域住民の理解を得ながら、用地取得や廃棄物最終処分場の建設工事を進め

てきたことを記載しております。 

 この取組により、今年度中の処分場の完成と供用開始を予定しており、343ページ、18

行目の表にありますように、産業廃棄物管理型最終処分場の残余年数(残余容量)は、平成

22年度に3.3年(３万7,744㎥)だったものを、令和３年度に10.3年(10万1,000㎥)とする目標

値の達成を見込んでおります。 

 次に不法投棄等の不適正処理防止対策につきまして、342ページ、36行目に記述している

ように、県内保健所への廃棄物監視指導員の配置による監視体制強化や、新たな投棄を誘

発しないよう公益法人等が行う撤去事業を支援して不法投棄物を早期撤去するなど、不適

正処理防止に取り組んでおります。 

 あわせて、排出事業者や産廃処理業者に対し適正処理に関する研修会等を開催し、意識

の向上を図っており、優良認定産業廃棄物処理業者が増加しております。 

 これらの取組などにより、343ページの中ほどの表にありますように、１トン以上の不法

投棄件数は、基準値の140件から平成29年度は123件に減少しており、令和３年度の目標値

に向けて前進しております。 

 続きまして343ページの５行目、環境美化の推進につきましては、県民参加型の全県一斉

清掃の実施などに取り組んでおり、新聞広告やホームページ上での情報提供、市町村協力

による住民への周知等を行っており、全県一斉清掃参加人数は、基準値の５万7,000人から

平成29年度には７万2,000人と増加しております。 

 さらに14行目、海岸漂着物の適正処理等の推進につきましては、後ほど改めて説明をい

たしますが、国の補助金を活用した事業により海岸漂着物を回収・処理するとともに、ま

るごと沖縄クリーンビーチ(県下一斉海岸清掃)の取組により、海岸の景観や環境保全に寄

与しております。 

 次に適正処理の推進に係る課題及び対策としまして、31行目以下で、一般廃棄物及び産

業廃棄物の適正処理の推進につきましては、繰り返しになりますが、多数の有人島を抱え

る本県では、効率的なごみ処理体制の検討や、新たなリサイクル技術の導入などを図り、
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循環型社会の構築に取り組む必要があるとしております。 

 また、36行目以下にありますように、不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推

進につきましは、廃棄物の不法投棄等の不適正処理が地域の生活環境に支障を及ぼすばか

りでなく、自然環境や景観を損ねるなど大きな社会問題となることから、引き続き、監視

体制のさらなる強化を図るとともに、適正処理や環境美化に対する事業者や県民の意識向

上を図る必要があるとしております。  

 42行目、海岸漂着物の適正処理等の推進につきましては、県内各地の海岸において、海

外からと思われる漁具やペットボトル、発泡スチロール等のごみが大量に漂着し、自然環

境、海岸景観の悪化を招いており、また県の調査で県内の海岸に生息するヤドカリ等の内

臓からマイクロプラスチックが見つかっていることから、海岸漂着物による環境への影響

について調査を進めるとともに、発生源対策の強化や効率的な回収処理体制の構築が必要

であるとしております。 

 続きまして、離島廃棄物適正処理及び海岸漂着物対策について、現在県が行っている取

組について補足して説明させていただきます。 

 まず離島廃棄物適正処理促進事業について、34ページの資料18で説明させていただきま

す。 

 本事業の背景ですが、左下の２番目にありますように、離島の具体的な不利性として、

離島の市町村のごみ処理経費は本島の市町村に比べ１人当たり約4,000円高いこと、また離

島の一般廃棄物最終処分場13施設のうち５施設が残余年数10年以内となってることがあり

ます。 

 このような事業背景を受けて、本事業は、事業内容の欄にありますように、離島廃棄物

適正処理促進対策事業及び離島一般廃棄物焼却灰等再資源化対策の２つの事業からなって

おります。 

 まず離島廃棄物適正処理促進対策事業ですが、離島で処理できない廃棄物、具体例とし

て農業用廃ビニールや廃タイヤなど輸送コストや処理施設の問題があり、現状では島外処

理もしくは島内に一時保管されており、環境が悪化するおそれが生じております。 

 そのため、平成29年度から、離島ごとに困っている問題を整理するとともに、解決の方

策を検討し、来年度に実施を予定する実証事業を行う地域を選定したところです。次年度

以降、具体的に廃棄物の本島などへの運搬を行うとともに、小型焼却炉等の施設を整備す

るなどし、効果を検証する計画としております。 
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 次に、離島廃棄物焼却灰等再資源化対策についてですが、一般廃棄物については焼却し

ても燃え殻が残り、最終処分場で埋め立て処分を行う必要がありますが、建設には高額な

費用を必要とし、また狭あいな島しょ部において新規処分場を建設することはますます困

難であります。 

 そのため資源化が可能なものとして、離島で発生する燃え殻のセメント原料化の可能性

に着目し、焼却灰の性状分析や再資源化の事例調査を行うとともに、費用対効果について

分析を行っており、次年度以降も引き続き検討していくこととしております。 

 離島の廃棄物適正処理につきましては以上でございまして、続きまして、海岸漂着物対

策について御説明いたします。お手元の資料の35ページ、資料19をお願いいたします。 

 まず、沖縄県の漂着ごみの現状について御説明いたします。上のグラフは、国の補助事

業を活用して平成29年度、30年度に行った調査結果をもとに、島ごとの漂着ごみ量を示し

ております。県全体で約6,871㎥の漂着ごみが確認されましたが、八重山諸島が約3,468㎥

で最大となり、県全体の約５割を占めております。 

 次に、経年変化について防衛大学校山口名誉教授が行いました調査の結果を中段のグラ

フに示しておりますが、1998年から2007年にかけては増加傾向にありましたが、近年は横

ばい傾向にあります。 

 下は漂着物の種類及び発生国内訳を示したグラフですが、発泡スチロール、ペットボト

ル、漁業用ブイ及びその他のプラスチック類で、プラスチック類が全体の６割を占め、残

りの４割が流木等の木類となっております。 

 そのうちペットボトルについて発生国を調べたところ、中国が51％で半数を占めており

ますが、台湾、ベトナム、韓国など発生国は広範囲にわたっております。また日本製のペ

ットボトルも２割を占めております。 

 以上が現状の大略ですが、これに対する対策として次の36ページをお願いいたします。 

 沖縄県の海岸漂着物対策として、従来から取り組んでおりますＯＣＣＮ(沖縄クリーンコ

ーストネットワーク)のビーチクリーン活動と、国の補助制度を活用した海岸漂着物回収・

処理等の２つについて御紹介します。 

 まずＯＣＣＮのビーチクリーン活動については、第11管区海上保安部が事務局となり、

それに環境省沖縄奄美自然環境事務所、沖縄総合事務局、沖縄県を加えた４者により取り

組んでおります。 

 毎年６月～７月の２カ月間をキャンペーン期間としてホームページなどで情報を発信し、
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県下一斉海岸清掃を実施しております。平成30年度の実績として、延べ94カ所、１万2,548

人が参加し、69.6トンのごみを回収しております。 

 次に、国の補助制度を活用した海岸漂着物回収・処理等の事業についてですが、海岸漂

着物処理推進法を根拠としまして、国の補助事業を行う内容となっております。①海岸漂

着物の回収・処理、②海岸漂着物に関する調査、③普及啓発等の発生抑制対策事業の３つ

の事業からなっております。 

 補助率は10分の９となっており、事業主体ごとの主な実施事業は、(4)に示していますよ

うに、沖縄県環境部は海岸漂着物現存量調査、環境教育用教材、ポスター・パンフレット

等の作成、それから情報共有を目的とした台湾・中国との海外交流事業を行っております。

県土木建築部、農林水産部などの海岸管理者は、海岸漂着物の回収・処理事業を行ってお

ります。また市町村は、回収・処理事業のほか、ごみ袋や軍手などの提供、ごみの回収・

処分などのボランティア支援や、小学生を対象とした環境教育、地元住民への普及啓発を

行っております。 

 次に、①海岸漂着物の回収・処理実績の説明になりますが、37ページをお願いいたしま

す。 

 平成23年度から、国の補助金を活用して本格的に回収事業を行っており、その実績を表

に示しております。表の右下隅になりますが、平成23年度から平成30年度までの全地域合

計が３万791㎥、4,542トンとなっております。その左隣に八重山の実績を示しております

が、回収量が１万2,914㎥、1,850トンと県全体の４割を占めております。 

 次に、②海岸漂着物に関する調査として、マイクロプラスチックの調査について御説明

いたします。38ページをお願いします。 

 まずマイクロプラスチックについてですが、大きさがおおむね５㎜以下のプラスチック

片をマイクロプラスチックと呼んでおります。調査方法は、海岸の波打ち際から後背植生

帯の間に25センチ四方の枠を４カ所設定し、その中にあるマイクロプラスチックの数を数

えております。 

 平成29年度に県内13海岸でマイクロプラスチックの分布状況調査をした結果を下の表に

示しており、最も多い海岸は、３段目にある与那国島のナーマ浜で4,892個、最も少ない海

岸は、表の中段にある西表島南風見田の浜で３個というものでした。 

 最後に、39ページに③海岸漂着物発生抑制対策事業を示しております。 

 発生抑制に係る普及啓発としては、ＮＰＯと民間団体の代表者等からなるワーキンググ
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ループを組織し、ワーキンググループによる協議や活動を通し、教材作成、ワークショッ

プ開催、海外との交流事業などを実施しております。 

 海外交流については平成26年度から台湾の新北市等との交流や、中国のＮＰＯ団体の参

加も得て、石垣市及び台湾で事業を実施したところです。 

 ここで委員からの御意見がございますが、別紙の資料13、12ページでございますが、3-1、

3-2としまして、プラスチックごみ対策について湯淺委員からの御意見があります。 

 3-1では、沖縄の自然環境保護の観点から、観光産業のベースとなる美しい自然を守るた

め、例えば環境への意識を含めて色々な行動を高める取組を行うことが必要であり、３年

以内にレジ袋、ペットボトルを廃止するなど、廃プラスチック問題に先進的に取り組む必

要がある。 

 3-2としまして、マイクロプラスチックについて記述が圧倒的に少ない。競技場を含め公

園で使われている人工芝の下やトラックなど、プラスチック製品の雨天時流出が問題とな

っている。使用しないことも含めて検討すべきという御意見がございました。 

 これへの対応方針ですが、素案の第３章、340ページの22行に、「さらに、プラスチック

ごみによる海洋汚染や生態系への影響が懸念されており、世界的にプラスチックの使用削

減、適正処理推進の取組が進められている。島しょ県である本県においても、新たな課題

として位置づけて積極的に取り組んでいく必要がある」という文言を追加したいと考えて

おります。 

 総点検報告書については、以下５章 圏域別の展開などに廃棄物処理に係る記載がござい

ますが、内容が重複しますので説明は省略いたします。 

 以上が、報告書(素案)の説明でございましたが、最後に検証シートの御説明をいたしま

す。 

 お手元の資料の15ページ、資料14をお願いします。 

 まず施策展開の３Ｒの推進については、成果指標として、一般廃棄物の１人１日当たり

の排出量、一般廃棄物の再生利用率及び産業廃棄物の再生利用率の３つを挙げております。 

 成果指標の達成状況、及び背景・要因の分析としましては、(1)一般廃棄物の１人１日当

たりの排出量につきましては、先ほど報告書(素案)で説明しましたように、基準値の831

ｇから増加して目標に達していないことから、進展遅れとしております。 

 先ほども申し上げましたが、一般廃棄物は生活系の廃棄物と事業系の廃棄物に区分され、

基準値からの増加分37ｇのうち、この表には記載しておりませんが、事業系一般廃棄物が
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31ｇを占めており、その増加が進展遅れの要因となっております。 

 (2)一般廃棄物の再生利用率については、平成29年度実績値は基準値から上昇して15.3％

となりましたが、令和３年度に22％にする目標値と現状で差があることから、達成状況は

進展遅れとしております。 

 背景・要因としましては、分析欄の２の(2)の７行目にありますように、紙パック、紙製

容器包装を除く紙類が全国平均8.3％を下回り、沖縄県は2.3％であることから、これが未

達成の要因であると考えられます。 

 (3)産業廃棄物の再生利用率については、令和３年度に51.0％にすることを目標値として

おりますが、平成29年度実績値は基準値から上昇して50.5％となり、達成見込みとしてお

ります。 

 施策展開の３Ｒの推進に関する環境部の主な取組としては、政策ツールの欄の１番目に

記載しておりますが、ごみ減量リサイクル推進週間、３Ｒ推進月間、環境フェア等を通し

て、ごみ減量やリサイクルに関する普及啓発活動を実施しているところであります。 

 ２番目の下水汚泥有効利用については土木建築部の事業でございまして、下水道の汚水

処理過程から発生する汚泥のたい肥化や、メタンガスを活用した発電のための施設整備等

を行うものです。 

 次に16ページにまいりまして、廃棄物リサイクルの取組がありますが、企画部の事業と

なっておりますので、後ほど市町村課から御説明があります。 

 続きまして施策展開、適正処理の推進の検証シートについては、17ページをお願いいた

します。 

 成果指標として、産業廃棄物管理型最終処分場の残余年数、１トン以上の不法投棄件数、

及び全県一斉清掃参加人数の３つを挙げております。 

 (1)産業廃棄物管理型最終処分場の残余年数については、報告書(素案)の説明でも触れま

したが、公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場が近く工事を完了して、今年度中に

供用開始を予定していることから、達成見込みとしております。 

 (2)不法投棄件数については、総点検報告書(素案)で説明しましたように、平成29年の実

績値は123件となり、基準値から改善されておりますが、目標値に向けて差があることから、

進展遅れとなっております。 

 右側の要因・分析(2)の５行目以下にありますように、パトロールを強化しているところ

ですが、不法投棄は悪質・巧妙化していることから、大幅な削減にはつながっていないと
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いうことが考えられます。 

 (3)全県一斉清掃参加人数については、平成30年度実績値は4.9万人と基準値から後退し

ておりまして、目標値の10万人に対して進展遅れとなっております。 

 先ほど総点検報告書(素案)で説明しました、平成29年度実績値の７万2,000人から減少す

る結果となっておりますが、平成30年度は主な活動時期である土曜日、日曜日に台風の襲

来が重なったことが、参加人数が伸びなかった要因と考えられます。 

 以上、大変長くなりましたが、本日のテーマ、持続可能な循環型社会の構築について、

私からの説明を終わります。 

 続きまして、企画部市町村課から御説明があります。 

【事務局 金城副参事(市町村課)】 

 市町村課の金城と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 まず３Ｒの推進について、掲載しております市町村事業について御説明いたします。 

 資料16ページに、主な予算事業ということで廃棄物リサイクルの取組があります。複数

市町村とありますけれども、具体的には平成24年度から29年度まで全部で６市町村、南城

市、嘉手納町ほか４市町村となっております。代表的な取組を説明いたしたいと思います。 

 南風原町で実施している取組につきまして、食品廃棄物の循環化を促進することを目的

として、町内で発生する食品廃棄物を分別回収し、それらを利用して養豚用飼料、たい肥、

バイオディーゼル燃料を生産する事業でございます。 

 ２つ目の取組として草木リサイクル事業がございまして、草木廃棄物を循環利用するこ

とを目的として、家庭から出る草木をたい肥化して活用する事業でございます。 

 ２つの事業、概ね再資源化、それからたい肥化等に一定の成果があらわれていると考え

ております。 

 なお、今挙げたのは代表的な事業ですけれども、草木のたい肥化の事業につきましては、

南風原町、嘉手納町、他の市町村でも、草木をチップ化して再資源化する事業に取り組ん

でおります。 

 市町村課の事業の説明は以上でございます。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。かなり微に入り細に入った説明だったと思いますが、委員の

先生方、何かご質問ございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうぞ、藤田さん。 
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【藤田専門委員】  

 まず文章の説明をお願いしたいのですが、344ページ、４行目以降ですね、「また、平成

26年度以降の調査で、県内の海岸に生息するヤドカリ等の内蔵から」というところですが、

「内臓」の字が「内蔵」に間違えてるんですけど、ヤドカリだけではなくて、昨年度の調

査ではカニとか、砂浜、砂浜海岸、あるいは海岸でもいいんですけど、そこに生息するカ

ニ類とか、ヤドカリ類、あとイソハマグリの体内から出てますので、細かく書くよりは一

括して海岸生物の体内とか、そういう表現がいいのかなと思います。具体的に書くなら、

オカヤドカリ、スナガニ、イソハマグリから出てきています。 

 その後の文章ですけど、６行目以降、「このことから、海岸漂着物による周辺環境への影

響」とありますが、周辺環境プラス生態系への影響を加えて頂けるといいのではないか、

それが１つです。 

 あとですね、343ページの、成果のところ、14、15、16行あたり「海岸漂着物を回収・処

理するとともに」という文章があるのですけれども、１つ県がやられている大きな役割と

して、海岸漂着物の現存量をしっかりとデータ化していることがあり、さらに数年、全海

岸ではないんですが、モニタリングをされているのですが、これは非常に重要な成果だと

思います。なので、それはぜひ記載した方がよいかと思います。 

 最後に、これは将来の課題になるのか、もう一つ、海岸だけではなくて河川内で見られ

るごみのデータ、現存量とかをたぶん調べられたことがあるので、それは書いたほうが、

これも可能であれば海岸だけではなくて今後流出をしていく量みたいなもの。 

 海岸漂着物だと国外のごみが多いですけど、河川内だと必ずしもそれだけではなくて、

おそらく身近なところがあると思うので、そういう記載はされた方がいいと思います。 

 それに伴う課題として、河川に注ぐごみは、おそらく道路側溝とか雨水幹線の問題があ

り、それは沖縄県だとほぼ河川あるいは海に直接出ているので、それは海洋ごみを増長さ

せる大きな問題になるはずなので、今後そういうとこの取組をしっかりとやったほうがい

いと思うので、それは課題あたりとか、書くことがあれば、書いていただけたらいいし、

次の振興策の時に入れてもらうのでもいいかもしれないですけど、そういうことも提言を

しておいたほうがいいかなと思います。とりあえず以上です。 

【宮城部会長】  

 ありがとうございます。 

 事務局、今のご質問については何かございますか。 
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【事務局 棚原環境部長】 

 適正な指摘だと思いますので、どのような形で盛り込むか調整したいと思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。ほかにございましたら。竹村さん、どうぞ。 

【竹村副部会長】 

 339ページです。「目標とするすがた」の状況等のところで、一般廃棄物の排出量が増え

ているんですけども、すべては人口増に起因した形で、それで２万5,000トン増加してると

いうことを言われていますけれども、お聞きしたいのは、観光で訪れる方のことが一言も

入ってなくて、観光、国内・国外でもいいのですけども、その方々がどれぐらいのごみを

排出されて、それが観光客の増加に伴ってどれだけ増えてるのかと、要は増えた量がすべ

て県民が増えたということでかわされているのですけども、県内に入ってくる方々の総量

というか、来られる方々はどういうふうに反映されているのかを知りたいのですけども。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 先ほども申し上げましたが、この一般廃棄物の排出量と申しますのは、家庭、県民の生

活から出る生活系の一般廃棄物と産業廃棄物には該当しない事業所からの事業系一般廃棄

物がございます。生活系につきましては基準年からあまり増加しておりません。増加分の

ほとんどは事業所系からの、これは１人当たりのものでなるのですけれども、事業系から

出ているわけです。ですので、今、委員がおっしゃいましたように、近年観光客が増加し

ていることもその要因と推測されますが、経済活動が活発になって、事業系一般廃棄物が

増加しているということで考えております。 

【宮城部会長】 

 今のお話ですと、例えば事業系というのは例えば観光業とかホテル業も入ってるわけで

すか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 そうでございます。ただ観光客１人当たり何グラム出しているかという把握はできてお

りませんで、事務所から市町村に、一般のごみですね、それを出ているものを統計したも

のとなっております。スーパーとかホテル、旅館とか、そういうものも含めて出てきたも

のです。 

【竹村副部会長】 

 10行目の表現の人口増というのは適正な表現ということでよろしいのでしょうか。 
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【宮城部会長】 

 要するに人口増だけに起因するものではないということですね。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 そうです。１人当たりはほぼ横ばいで、この間に人口が増えていますので、それで増え

ているということは書いておりますが、事業系のことについては触れておりませんので表

現について検討したいと考えます。 

【宮城部会長】  

 観光入域者数の増加によるごみの増加みたいなものもあるでしょうし、もちろん我々の

生活の中で出てくるものもあると思うのですが、この表記はやっぱり沖縄の実態に合わせ

た形でやられた方がいいと思います。 

【竹村副部会長】 

 人口増だけ見てしまうと、県民は何の努力もしてないように取れてしまいますので、や

はり経済活動が非常に活発になって、入域数が増えていることが非常に大きな要因の１つ

だと思いますので、そこは修正したほうがいいと思います。 

【宮城部会長】 

 今の先生の御意見を踏まえてよろしくお願いいたします。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 承知いたしました。 

【吉永専門委員】 

 これは県全体としてまとめていますよね。それを例えば離島も含めて地域別に分析して

いくと、１人当たりどれぐらい出しているのか。１県民としては、努力目標というのがよ

くわからないんです。 

 ですから例えばでこぼこのあるところの地域別に、ここはどういう状況で低いんだとか、

この地域はどういう状況で高いんだという、その原因がわかれば、県民１人１人、努力目

標が明確になってくるのではないかと思うわけです。 

 それからもう一つよろしいですか。不法投棄はお話を聞いていますと、離島のほうが経

費が高い、輸送費もかかるという背景がありまして、離島のほうが多いのかなという気も

しているんです。これは地域別に調査した結果はありますでしょうか。 

【宮城部会長】 

 不法投棄の状況、地域別。 
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【事務局 比嘉環境整備課長】 

 平成29年度の不法投棄、最新の結果は、県全体で123件ございます。この中で一番多いの

は南部保健所管内が58件、約半分を占めております。その次に、北部保健所が22件、中部

保健所が17件、次に八重山の保健所が16件、それから宮古保健所が６件、残りが那覇市と

なっております。 

 ですので、経済活動の活発な南部がやはり一番多くて、とってつけたような説明になる

かもしれませんが、山が多い北部とか八重山、そんなところがあるのかなという印象です。 

【宮城部会長】  

 ありがとうございました。 

 これは今、件数ですが、不法投棄としては、また違った条件になると思うんだけど。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 今不法投棄の保健所ごとの件数は今手持ちで資料がありませんので、一般廃棄物の各離

島の状況のデータは集計していますので、そのデータと不法投棄のもうちょっと保健所ご

との状況についての資料について次回提供させていただきたいと思います。 

【吉永専門委員】 

 一般廃棄物一人当たりの排出量の地域分布みたいなものの資料もありましたらお願した

いのですが。それも含めてのお話ですか、次回と言うことは。 

【宮城部会長】  

 今概略的にでも何か説明できる部分はありますか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 次回に整理してお答えいたします。 

【宮城部会長】  

 では、次回に今の資料を提供していただくということで。 

【高平専門委員】 

 これは意見というより質問です。339ページ、340ページにグラフがありますが、先ほど

原因は人口増による一般廃棄物排出量とあるのですが、24年から25年は率としてはそうで

もないと思うのですが、ちょっと下がっている。この下がっている、それから産業廃棄物

でも26年から27年といって下がっているところ、かなり大きく下がっている。大きくと言

っても比率としてはそうでもないとは思うのですけど、この下がった要因と言うのを何か

把握されていますでしょうか。 
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【宮城部会長】 

 事務局これはわかりますか。サンプリングの仕方によって違ったりもしますけれども。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 これについてはすぐにはわかりませんので、次回に御説明させていただきたいと思いま

す。 

【宮城部会長】 

 ここの章は、結局、我々の中から出てくるさまざまな廃棄物の県の大きな取組の中の一

つの案件ですから、データの解析はしっかりとやっていただいて、その上で、結果、目標

値に対してどうなっているのかということを提供するということが大事かと思います。 

 今のもまた宿題ということで、よろしくお願いします。 

 ほかに委員の先生方、ございますか。 

【赤嶺専門委員】 

 340ページの３Ｒの推進の成果等のところにあるのですが、第１に廃棄物の発生を最小限

すること、第２に再利用することを最大限推進し、最後に、発生した廃棄物の再生利用と

熱回収という、２つの文言があるのですが、循環型社会形成推進基本法の中では、多分、

再生利用が３番目に来て、４番目に熱回収がくるのかなと優先順位としてあると思います。

なので第１、第２は優先順位どおりになっていますので、文言の書き方としては、３番目

に再生利用、４番目に熱回収という書き方がよろしいと思います。 

 サーマルリサイクルは、いわゆる熱回収という理解でよろしいですか。341ページのサー

マルリサイクルという意味が一緒なものであれば、熱回収かどちらかに文言を統一された

らよろしいというふうに思います。以上です。 

【宮城部会長】 

 事務局今の御質問に。  

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 ご意見を踏まえて、文書を修正したいと思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。ほかに委員の先生方ございますか。 

【赤嶺専門委員】 

 ちょっと細かい話ですが、一般廃棄物の再生利用率だったり、産業廃棄物の再生利用率

だったりしているパーセントですけれども、ある市のほうでは、今まで一般廃棄物として
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排出していたものを来年からは産業廃棄物に切りかえるとか、そういった方向にも切りか

わってくるとパーセンテージが変わってきます。その辺は、次回の数字を出すときには、

考慮するべきではないかなというふうに思っております。意見です。 

【宮城部会長】 

 今のご意見に対する回答、対応はよろしいですか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 この事業系と生活系については、細かい内訳というのが見えないものですから、解析す

るときに、もし何か変化があるのであれば、それも要因の一つとして解析をしてまいりた

いと考えております。 

【宮城部会長】 

 よろしいですか。赤嶺さん。 

【赤嶺専門委員】 

 もう１点だけ。全県一斉清掃参加人数、令和３年度の指標で10万人と記載されているの

ですが、その根拠などがあるのでしょうか。何パーセント目標などありましたら、教えて

いただきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 イベントの参加目標ですよね。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 大変申しわけありません。目標設定根拠につきまして、次回報告させていただきます。 

【宮城部会長】 

 よろしいですか。 

 山川さんどうぞ。 

【山川専門委員】 

 99ページのところですが、この産業廃棄物の処理について、離島域では基本、産業廃棄

物が処理ができないという現状があって、99ページの４行目から、海岸漂着物も回収した

あとは産業廃棄物になると聞いたのですが、そうすると海岸漂着物についても熱心に収集

はするけれども、なかなか処理ができないということを、昨年沖縄県のアジェンダ21の事

業で補助をいただいて、石垣島に行ってきて、石垣島のクリーンセンターで、そういう話

をお聞きしまして、石垣市も結構がんばっていて、例えば市民が活動したいという場合に

は、ビニール袋は全部配布して、そのあときちんと所定の場所に置いておけば、それを回
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収して、本当はいけないけれども、一般廃棄物処理場の敷地の中に、一部仮置きしておく

場所というものをつくっているという苦しい話をお伺いして、もちろん沖縄県の皆様はそ

のことをご存じだと思うのですが、さっきいろんな補助があるから、実質負担は大体２％

になるということがあったのですけれども、集めたはいいけれども、集めた後をどうする

かというのを、特に４行目、５行目にこれからの課題であるようなことを書いてあるので

すが、この辺、今後どうなっていくのかというのがわかればお聞きしたいのですが。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 基本的に、まず海岸漂着物が産業廃棄物というお話ではありましたが、基本的には廃棄

物処理法上、一般廃棄物に該当します。 

 ただ、事業を進めていく上で、回収を進めていく上で、ボランティアが拾ったものは一

般廃棄物、県あるいは市町村が事業として行ったものは、産業廃棄物としております。た

だ産業廃棄物につきましても、こちらで書いておりますように、あわせ処理というものが

ございまして、それぞれの市町村の事情がありますが、能力に余裕があれば、市町村で処

理することも可能となっております。先ほど、石垣市の中で仮置きになっているというこ

とは、石垣市の事情があってそのような状態になっております。この処理については、国

から補助金もほぼ100％の補助金がありまして、輸送に係る、仮に小さな離島ですと、処分

場がないとか焼却施設がないこともありますので、この輸送に係る費用についてもこの補

助の対象になります。その辺については市町村にも協力を呼びかけまして、海岸漂着物回

収の促進、推進について努めていきたいと考えております。それから、今申し上げました

補助金につきましても、今ほぼ全額国庫となっている状況がありますが、これが後退しな

いように、漂着物というのは海外から流れてくるものが大きな部分を占めておりまして、

国の責務と地方では考えておりまして、全国の知事会としても国に要請をしているところ

です。沖縄については、離島部ということもありまして、特に補助率が９割なのですが、

本土に行くと、これがもう少し下がって７割ということもありまして、知事会として全額

補助ということを今要望しているところであります。答えになりましたかどうかわかりま

せんが、以上です。 

【山川専門委員】 

 ありがとうございます。私の認識がたぶん、ちゃんと石垣島で理解していなかったのか

もしれないのですが、集めたごみを仮置きしている場所、本当はこれはやってはいけない

から、写真は撮らないでくれとか、これはやってはいけないことなんだ、みたいなことを
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石垣市の職員が言われていて、今の話を伺うと、あのときはたぶん市民がやりましたので、

県や国の事業ではないから、一般廃棄物ということだと思うのですが、まず集めたときに

７分類くらいに海岸で分類して、その分類をさらに石垣市に持って行った後も、専門の分

別する人がそれをまた分別する。分別したのにまた分別するという、何かそこでも二度手

間だという感じもあったのですが、そこは石垣市の認識と、沖縄県の今のルールといいま

すか、少し違うかもしれないということでしょうか。 

【事務局 松田統括監(環境政策課)】 

 石垣市は、一番の問題は焼却炉で燃やせない。なぜかといいますと、廃プラスチックを

燃やすような構造の炉ではありませんので、燃やせないというものがありまして、なるべ

く分別をして、プラスチックは産業廃棄物の業者がいますので、そういったところで破砕

して埋めるといった行為をしています。そういうこともあり分別をかなり細かくしないと

いけないということでの認識かと思います。 

 少し補足説明をさせていただきますと、廃棄物は誰が出すかによって、産業廃棄物か、

一般廃棄物かが一般的には分かれております。 

 漂着ごみは事業者が出したのか、誰が出したのかわからないということで、基本的に一

般廃棄物として取り扱われてはいますけれども、市町村あるいは県が事業として集める場

合は、事業行為で集めたものとみなして、我々は産業廃棄物として処理することも可能と

判断をしております。 

 石垣市の場合はボランティアで集めていますが、このボランティアを登録制にしており

まして、市が登録した人たちにお願いして集めていただいていると、いわゆる市の事業と

してやっているということで、産業廃棄物としての取り扱いをしているのが現在の状況で

ございます。 

 ただ、離島で海岸漂着物を集めても、燃やす施設がないというのが一番のネックになっ

ていまして、先ほど一般廃棄物の処理は、そもそも市町村の役割ですが、海岸漂着ごみは

あとから出てきましたので、その分を燃やせるような炉の構造になっていないというよう

なことがございます。 

 従いまして、今、離島では農業用のビニールなども問題になっているので、我々として

はそういうことも含めて燃やせるような炉を、市町村にもあわせて処理していただくよう

な炉をつくっていただきたいということで、今、進めているのですけれども、なかなか産

業廃棄物については補助の対象になってないという問題、あとは海岸漂着物については、
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塩分を含んでいるので、それを燃やすと炉が痛むという問題もありまして、なかなか処理

が離島で進まない状況がございます。 

 そういうことを含めて、今、産業資源循環協会と連携してできないか、処理体制をどう

やっていくか検討をしていこうとしている状況です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 今、統括監の説明を受けると、逆に漂着物の課題が非常に大きいということがわかりま

すね。だからそういうことをしっかりと343ページのところにも書き込むことが大事なので

はないかと思います。 

 つまり今の時点では、なかなか現実的に難しい対応が、また面倒くさい対応があるけれ

ども、近い将来を考えると漂着物の問題というのは、非常に緊急の課題ですので、そうい

う大きな課題を環境部局が抱えているものとしてあるのだということは、しっかりとそこ

に明記することが大事かと思います。 

【藤田専門委員】 

 その点をあわせてお願いしたいのですが、例えば八重山や離島地域、人が少なければ少

ないほど、ビーチクリーンなどにかかることができなくなりますので、つまり自然度が高

くて生態系が非常に良好に保たれている場所が、プラスチックごみ等が長期間放置される

という状況になるので、これは先ほどの生物の中からマイクロプラスチックが出てきたり、

それに伴う有害物質などが出てきて、検出されつつあるので、そういうものを踏まえると、

拾うということを、拾って処理するということは、出さないのも当然ですけど、そういう

ことも淡々とやっていかなければいけないので、それに伴い、国などに要望していかない

と、沖縄の生物多様性や保全などにも関係してくることなので、しっかりと書いていただ

きたいと思います。 

【宮城部会長】 

 我々の生活の中から出る、いわゆる一般廃棄物や産業廃棄物というのは、例えばしっか

りとした焼却炉などを整備することによって、住民の意識を啓発することによってごみを

減らす、あるいはリサイクルすることなどができますが、この漂着物というのは、我々の

意思とは関係なしに、とにかく流れ着いてくるという現実があります。これは夢みたいな

物語かもわかりませんが、沖縄は観光でもっていますし、ある意味では、海岸と海が最大

の売りですよね。海岸漂着物が満ちあふれているという海岸というのは、全然、魅力的で
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もないし、そういうことを考えると、いわゆる漂着物を回収する事業化はできないのかと、

ふと考えたりするのですけれども、ここら辺はどうですか。部局のほうとして何かお考え

はありますか。 

【事務局 棚原環境部長】 

 海岸漂着物については、非常に重要な問題であることは認識しておりまして、我々のほ

うでは、先ほどから説明がありますように、国庫の補助を事業として、年間大体１億3,000

万くらいの予算を確保しています。それは何かというと、各市町村がこれだけの金額が必

要ですというものを積み上げて、要求しています。 

 海岸漂着物については、海岸管理者とそれ以外のものでしたら、市町村の責務として対

策することになっていますので、事業化にシステム上はなっています。海岸漂着物対策事

業として我々は組んでいまして、各市町村が取組たいという事業内容を集約して、その補

助を市町村に戻して、やっていただいている。ただ、満額は確保できていないという現状

があります。 

 藤田委員からありました、人がほとんど立ち入らないようなところのクリーン活動につ

いても、市町村に対して委託事業という方法も可能ですので、人が足りないという現実に

はあるかもしれませんが、委託して事業者にそういう動員できないところのビーチクリー

ンは委託するという方法も可能ですので、そういうアドバイスもしながら、我々としては

事業を進めているという状況です。今、意見がありました点については、非常に重要なこ

とですので、どのような形で素案に盛り込めるかは検討させていただきたいと思います。 

【宮城部会長】 

 ビーチクリーンなどのイベントも色々なところでやっていて、それはそれで一定程度の

効果はあると思いますが、そういうボランティア的な人たちに、頼りきるようなことでは、

とてもではないけれど、どうしようもない状況、これは沖縄だけの状況ではなくて、全国

そうだと思うのですけれども、やはり大きな近々の課題だというようなことを、この中で

もしっかりと書きとめて県民に啓発していくというような、それは大事なことかと思うの

です。小さな島ですと、別の意味で言うと、ある種、やる気みたいな人たちがいれば、そ

こそこできているところもありはするわけです。これは前にもちょっと話しましたが、私、

今年の１月に別件用事で与論島に行きましたら、たまたま与論島の海岸の植栽調査をして

歩いていたら、海浜が妙だなと、変だと思ったのです。何かというと、漂着物がないとい

う意味の変なんですよ。聞きますと、島を出て何十年もたった壮年が帰ってきて、自分の
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故郷を見たらとんでもない状況になっているということで、十数年前から一人でこつこつ

やり始めたごみ拾いに、多くの人たちが賛同し始めて、今や毎年365日、正月から大みそか

の日まで、毎年一定のところを動きながらごみ拾いをしている、そういう運動をしている

方々がいて、これはまたえらいエネルギーだなと思ったのですが、そういうことができる

のは、本当に限られている人たちだと思うのですが、ある意味、行政、地域の人たちが何

らかの思いでやる気を出せば、きれいな浜辺が回復するのかというのをふと思いました。

漂着物については、少し自らのことも含めて、かなり集中的に何らかの対応をしてもらわ

ないと、あるいはやらないといけないと感じているところなので、話をさせてもらいまし

た。ほかに何かありますか。 

【竹村副部会長】 

 一つだけ、さっきの話と関連するのですが、344ページにヤドカリの内臓に出てくる話

があって先ほど藤田委員からカニにも出てくるという話があったのですが、その最後の行

に周辺環境の影響というようなことが書いてあるのですが、この周辺環境の中には、生物

に対する影響、希少生物に対する影響ということも含めた形の周辺環境なのか、単なる環

境なのかどちらでしょうか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 これにつきましては、生物も含めての周辺環境となっております。 

【竹村副部会長】 

 要するに生物そのものに関して、非常に大きな化学物質が出てきて、影響が出てきて、

要するに生息や行動、そういうことに対しても、非常に大きな影響があるとは思うのです

けれども、そういうようなことも含めた感じの調査ということを考えてよろしいのでしょ

うか。 

【事務局 比嘉環境整備課長】 

 はい。県のほうでも、29年度に生物中の有害物質についての調査を行っておりまして、 

 ただサンプル数が少ないですので、今年度また継続の調査をしたいと考えております。 

【事務局 棚原環境部長】 

 ちょっと補足です。周辺環境というのは、先ほど藤田委員からもありましたように、生

態系への影響が見えないという部分がありますので、周辺環境への影響という部分は、も

とわかりやすく生態系を入れるとか、そういう形で表現していくことを検討いたします。 

【宮城部会長】 
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 海岸漂着物は、逆に海岸の景観を損なっているということもあるので、そういうような

人文的な表記などもするといいかもわかりませんね。 

 時間が少なくなってまいりましたが、今日、オブザーバーで参加されています富永委員

から何かご意見等ございましたら。 

【富永専門委員(離島過疎振興部会)】  

 どうもありがとうございました。 

 最初は全体的なお話で339ページの「目標とするすがた」というものがあって、最近、行

政はＫＰＩで仕事するような形になっていると思うのです。おそらくこれが、アウトカム

の指標ということで、その前にある主な成果指標というのが、これがアウトプットの指標

かなと考えています。全体で言うと、やはり一般廃棄物の成績がちょっと悪いというよう

な感じになっていて、かつ、県民意識調査でもこれは落ちているなと。原本を見てみたら、

統計の取り方が違っていて、直接評価はできないとは言っていたんです 

 けれども、それがちょっと低めというものが出ていると思います。先ほど竹村委員から

もお話があったように、減っている原因というのが事業所の増。そうするとやはり現状の

ところで、それをしっかりと書いてこれから施策として展開していくことが、ターゲット

としてそこを注視するということが必要かと思いました。プラス、県民全般も少し減らす

ということをやらないといけないかなと思います。 

 そういう中で、海岸漂着ごみのほうにいきますが、私も今年に入ってから、漂着ごみの

関係を色々一緒に仕事をさせてもらって感じたのは、やはりごみ拾いのボランティアに出

た人は、意識が変わるような気持ちがするのです。自分もそれに関わると、プラスチック

はちょっと良くないとか、当然ながらマイバッグはもうずっと使っていますし、そういう

意味でこの基本計画の中でも、今、行動変容という言葉も使われていますよね、環境教育

にはそこはすごく大きいと思います。この漂着ごみに人が参加するという部分は。今、成

果指標では、海岸がどれだけきれいになったかではなく、何名ここに参加したかというの

に成果指標に今設けていると思うのですけれども、これはそれなりに意義のある指標の持

ち方だと思います。どうしてこの成果指標にしたのかというのは、次の、例えば総点検表

では、主な成果指標の中には入っていないですよね。おそらく実施計画の中で、１万5,000

人というのは入っていると思うんですよ。これから、おそらくまたここにあげるような形

になってくるかと思うのですけれども、その際には、なぜ参加人数を成果指標にしている

のかというのを、少し県民にもわかりやすく説明するような形を取っていただけるといい
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のかと思いました。 

 もう一つ、離島の視点から、今、配付された資料の14ページ、これも一般廃棄物のリサ

イクル率の件について、目標値の22％が15.3％にとどまっているという中で、文章では離

島の海上輸送コスト、これが原因だというお話でした。大体７％近くの差があるのですが、

離島と沖縄の人口比を考えると、大体沖縄本島が８で離島が２くらいです。この文章だけ

だと全部離島かなというような印象もあり、実態をもう一度確認していただいて、少し表

現を変えていただけるといいかと思いました。 

 離島の部会でも、委員の中で、離島経済新聞の編集をされている方の「島と海ごみ」と

いう季刊誌で特集されています。先ほど部会長が話題に出した、与論の話も出ていて、こ

れも一人から始めて今3,600人。このうちの588人が観光客ということで、そういう入って

くる人たちも一緒になってごみに対応するということは、これは結構重要なことで、おそ

らく今、税金でやる部分と、それからそういう人々の志でやる部分があって、それも役割

分担のようなものが、今後ちょっと課題になってくるかという感じがいたしました。以上

です。ありがとうございます。 

【宮城部会長】 

 どうぞ赤嶺委員。 

【赤嶺専門委員】 

 富永委員もそうですし、宮城部会長もそうだったのですけれども、私が先ほど10万人と

いう目標設定はどういう意味ですかというのはそこです。今、沖縄が145万人くらいですか。

おそらくすごい理想かもしれませんけれども、20％ぐらいのそういう環境意識の高い人た

ちがそろえば、あとは動いてくるのではないかと思うのですね。与論でも、一人でやり続

けたところから増えていったというのもそうですし、それが今10万人の設定でいくと、ち

ょっと弱いのかという意味合いで投げてみました。単純に20％でいくと、29万人くらいの

人が参加する。参加することによって意識が高まっていくというふうに思っておりますの

で、そのくらいの20％がいいかどうかはわからないのですが、どれくらいの人数が動けば、

自然に海岸漂着ごみやポイ捨てがなくなっていくのかという、ある程度の指標があるのか

と思い、ぜひその設定にもっていただければと思っています。 

 あわせて、341、先ほどの３Ｒの推進のところの課題及び対策で、サーマルの話をさせて

いただいたのですが、これはリサイクルのやり方の中で一番初めにやる再生利用を改めて

こちらに入れて、そのあとに、熱回収という表現を課題及び対策のところに入れていただ
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けると、おそらく一般廃棄物の中でも分別をやっていくことによって、再生利用率という

のが高まっていくと思うのです。サーマルとなると色々と混ざったもの、確かにやりやす

い。それが最終的なところかなと。その前に分別をしていくことによって、再生利用率を

優先順位に掲げた市町村がリサイクルをまず推進していくことで、県民、市町村民の意識

も高まっていくと思います。結局、行きつくところは、意識啓発がまず先だと僕は思って

おりまして、それがあって初めて行動につながってくると思いますので、その辺をシステ

ム的に入れて、いずれはそういう動きになっていくような形のほうに切りかえていただけ

れば、ありがたいと思います。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 産業廃棄物の問題、そしてまた沖縄の自然や観光に非常に大きな影響があると思われる

漂着物の問題等、環境部局の課題はたくさんあろうかと思います。ぜひぜひ皆さんの英知

をしぼって、解決に向かった努力をやっていただきたいと思っております。 

 それでは、本日の部会はこれで終了したいと思います。マイクを事務局にお返しいたし

ます。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 本日、御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、追加で御意見等のある方は、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９月20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)】 

 宮城部会長はじめ、どうもありがとうございました。 

 それでは皆さま、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。 

 10月11日・金曜日の13時から開催を予定しております。 当初13時30分とアナウンスをし

たのですが、13時に変更していますのでよろしくお願いいたします。また会場が県庁向か

いのホテルチュラ琉球７階ホールとなりますので、ご注意願います。また日程等の詳細に

つきましては、今後、事務局からご連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 また、県庁駐車場お車でお越しの方は、駐車印を事務局で押印しますので、よろしくお

願いします。 
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 高平委員、赤嶺委員、平良委員は事務局が伺いますので、書類を処理したいと思います

のでよろしくお願いします。 

 ではこれを持ちまして、沖縄県振興審議会第３回環境部会を終了いたします。 

 本日はありがとうございました。 

 


