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令和元年度沖縄県振興審議会 

 第1回環境部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年７月25日(木) 13:30～16:21 

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 

       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 

       羽田 麻美  琉球大学国際地域創造学部准教授  

       山川 彩子  沖縄国際大学経済学部准教授 

  （欠席） 

  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 

       大島 順子  琉球大学国際地域創造学部准教授  

       藤田 喜久  沖縄県立芸術大学全学教育センター准教授 

  【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、 

      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、 

島袋総務企画班長(環境政策課)、仲嶺主査(環境政策課) 

  商工労働部:當間産業基盤班長(産業政策課) 

 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 関係者全員お揃いということで進めさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、会が始まる前にお手元に配付してあります資料の確認からしたいと思いま

す。 

 本日、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
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して説明させていただきます。 

 資料の確認からお願いいたします。 

 一番上に本日の次第です。２枚目が配席図です。３枚目が配付資料一覧になっています。 

 資料１ 沖縄県振興審議会における環境部会の概要について。 

 資料２ 沖縄21世紀ビジョン総点検の進め方について。 

 資料３ 沖縄県振興審議会 環境部会 検討スケジュール。 

 資料４ 沖縄21世紀ビジョン基本計画総点検報告書素案。 

 資料５ 沖縄21世紀ビジョン基本計画総点検報告書素案(環境部会関連項目表示版)。 

 資料６ 沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シート。 

 資料の不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今回第１回目の部会ということで、資料の送付等大変遅れて申しわけありませんでした。

特に検証シートについては、事前にメール等でお送りしたものからだいぶ加筆修正してあ

りますので、本日もう一度ご覧いただいて、検討いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、ただいまから沖縄県振興審議会専門委員の委嘱状交付式及び沖縄県振興審議

会環境部会を開催したいと思います。 

 まず初めに沖縄県振興審議会環境部会の概要につきまして、環境政策課課長の長濱から

資料１を説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【事務局 長濱環境政策課長】 

 沖縄県振興審議会における環境部会の概要につきまして、お手元の資料１に基づき御説

明いたします。 

 １の環境部会の位置付けの根拠といたしましては、沖縄県振興審議会の運営要綱第２条

の規定により、審議会に部会を置くとされており、沖縄県振興審議会に総合部会、それか

ら産業振興部会、文化観光スポーツ部会、農林水産業振興部会、離島過疎地域振興部会、

環境部会、福祉保健部会、学術・人づくり部会、基盤整備部会の９つの部会が設置されて

おります。 

 ２の所掌事務につきましては、環境部会は沖縄県振興審議会の所掌事務であります県の

振興に関する重要事項の調査審議のうち、公害防止、それから廃棄物対策、環境保全、自

然景観の保全等に関することが所掌事務として規定されております。 

 ２ページをお開きください。沖縄県振興審議会運営要綱ですが、第２条第１項に、審議
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会に別表に掲げる部会を置く、同条の第２項に、部会は別表に掲げる事項について調査審

議すると規定されております。 

 ４ページをお開きください。環境部会の所掌事務は赤枠の部分となっております。 

 １ページにお戻りください。 

 ２の所掌事務の主な審議事項として、沖縄振興計画等総点検報告書(素案)について、環

境部会の所掌事務に係る部分が対象となります。具体的な事務の内容につきましては、後

ほど説明がございますのでよろしくお願いします。 

 また、新たな振興計画につきましては、総点検報告書の審議後、令和２年度以降、次年

度以降に調査審議予定となっております。 

 ３の環境部会の組織・委員の構成につきましては、県内の学識経験者や関係団体代表者

から選考されました部会長１名、副部会長１名及び９名の専門委員、計11名により構成さ

れております。 

 当部会の宮城部会長及び竹村副部会長につきましては、今月16日に開催されました第68

回の沖縄県振興審議会において審議会会長からその職を指名されております。 

 ４の委員の任期につきましては、令和元年７月16日から令和４年３月31日までとなって

おります。 

 ５の今後のスケジュールですが、７月16日、第68回沖縄県振興審議会に諮問されました

沖縄振興計画等総点検報告書(素案)につきましては、７月下旬から11月中旬まで各部会で

審議することとしており、毎月１回部会を開催し、計５回の開催を予定しております。 

 11月までに環境部会における審議の結果を取りまとめ、12月中旬に正副部会長会議、こ

の会議は各部会の部会長及び副部会長で構成され、各部会長から部会の審議結果報告、協

議を行う場として設置されております。ここで各部会の審議内容報告、答申案の協議を行

い、12月下旬に開催する第69回沖縄県振興審議会に報告、そこでの審議を経て総点検報告

書(案)を知事に答申するスケジュールとなっております。 

 ５ページをお願いします。環境部会の委員一覧ですが、前回の沖縄21世紀ビジョン基本

計画の見直しで審議いただきましたが、今回委員が新たに４名加わっております。２番目

の竹村委員及び９以降が新たな委員となっておりまして、それから羽田委員、山川委員、

藤田委員が加わり、計11名となっております。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。 

１.沖縄県振興審議会専門委員委嘱状交付式 
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【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 それでは、次第のほうに戻りまして、１番の沖縄県振興審議会専門委員委嘱状交付式を

行いたいと思います。 

 なお、宮城部会長は審議会の本体のほうで既に委嘱されておりますので、高平様から順

次私がお呼びしますので、よろしくお願いします。 

 高平兼司様。 

【事務局 棚原環境部長】 

 高平兼司。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３月31日までとする。 

 令和元年７月16日。沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続いて、赤嶺太介様。 

【事務局 棚原環境部長】 

 赤嶺太介。以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 中村崇様。 

【事務局 棚原環境部長】 

 中村崇。以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続きまして、平良喜一様。 

【事務局 棚原環境部長】 

 平良喜一。以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 
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 続きまして、羽田麻美様。 

【事務局 棚原環境部長】 

 羽田麻美。以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 山川彩子様。 

【事務局 棚原環境部長】 

 山川彩子。以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 宮城邦治部会長及び竹村明洋副部会長につきましては、振興審議会の委員となっており

ますので、本部会での手交はございません。 

 また、竹村明洋副部会長、吉永安俊専門委員、大島順子専門委員、藤田喜久専門委員は、

本日は欠席されております。 

２.沖縄県振興審議会「環境部会」 

 (1)開会 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 それでは、次第の２番目、沖縄県振興審議会第１回環境部会を開催いたします。 

 初めに、部会の開催に当たり沖縄県環境部長の棚原から御挨拶を申し上げます。 

 (2)環境部長挨拶 

【事務局 棚原環境部長】 

 環境部長の棚原です。よろしくお願いします。 

 沖縄県振興審議会環境部会の開会に当たり御挨拶申し上げます。 

 皆様には、公私にわたり御多忙の中、委員をお引き受けいただきまして、心より御礼申

し上げます。 

 沖縄県の環境の現況としましては、廃棄物の不法投棄や赤土等による海域汚染の問題に

加え、地球温暖化といった地球規模の問題やＳＤＧｓへの対応など、数多くの課題を抱え

ているほか、それに対する県民の意識や関心も大きなものとなっております。 
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 本県では、2030年をめどとする基本構想である沖縄21世紀ビジョン基本計画で描いた県

民が望む５つの将来像の実現を図るため、当該計画に基づきいろいろな施策を展開してお

ります。 

 当該計画の計画最終年度まで２年余りとなったことから、本県においてはこれまでの取

組の成果や課題などを検証し、新たな振興計画に資することを目的とした沖縄21世紀ビジ

ョン基本計画等総点検報告書(素案)を取りまとめたところであります。 

 この総点検報告書(素案)につきましては、７月16日に開催された沖縄県振興審議会にお

いて諮問され、同審議会から各部会へ付託されました。環境部会においても部会の所掌す

る事務について調査審議をお願いすることとなりました。 

 今後５回の部会を予定しており、委員の皆様には、豊かな見識と経験に基づく御審議を

期待するとともに、本県の環境行政の一層の向上に御協力くださいますようお願い申し上

げ、挨拶といたします。よろしくお願いします。 

 (3)専門委員紹介 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続きまして、各委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと存じますので、部会長から順

にお名前をお呼びいたします。自己紹介を兼ねて御挨拶賜りますようお願いいたします。 

 宮城部会長、お願いいたします。 

【宮城部会長】 

 環境部会の部会長を拝命しました宮城でございます。 

 拙い運営にならないように、委員の先生方が気持ちよく、そして忌憚なく発言ができる

ような場を提供したいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続いて高平様、お願いいたします。 

【高平専門委員】 

 一般財団法人沖縄県公衆衛生協会の事務局をあずかります高平兼司と申します。公衆衛

生協会は地球温暖化防止活動推進センターとして指定されておりまして、アジェンダ21な

んかの事務も担当しておりますけれども、個人的には玉水ネットワーク、これは川づくり

団体のネットワークですが、現在そこの代表をさせていただいております。よろしくお願

いいたします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 
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 続いて赤嶺様、お願いいたします。 

【赤嶺専門委員】 

 一般社団法人沖縄県産業資源循環協会の赤嶺と申します。 

 当協会は、去年の８月に沖縄県産業廃棄物協会から今回の沖縄県産業資源循環協会に名

称を変更しております。廃棄物の処理を中心にしておりますが、今の世の中では、資源の

リサイクルというところでどんどん前進しておりまして、資源循環協会というふうに名称

変更しております。特に廃棄物処理の観点からいろいろとかかわらせていただければなと

思っております。よろしくお願いいたします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続いて中村様、お願いいたします。 

【中村専門委員】 

 初めまして。琉球大学理学部の中村崇と申します。専門はサンゴ礁の生物の生理生態学

です。主に琉球列島のいろいろな島周辺での潜水調査等々を行いながら、野外の環境チェ

ックをしたり、生物に対しての環境ストレス影響を実験的に調べたりといったことを研究

として進めております。 

 本部会でもいろいろ勉強しながらやっていければと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続いて平良様、お願いいたします。 

【平良専門委員】 

 公益社団法人沖縄県緑化推進委員会の平良です。私は前回に引き続いて２期目に入った

かな。ひとつよろしくお願いします。 

 緑化推進委員会は、緑の募金を通じて沖縄県の緑化の推進をしております。皆さんには

大変緑の募金についてはお世話になりました。ありがとうございました。よろしくお願い

します。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続いて羽田様、お願いいたします。 

【羽田専門委員】 

 琉球大学国際地域創造学部の羽田と申します。約２年前に琉球大学に赴任いたしました。

かつての法文学部に所属しております。 
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 自分の専門は、沖縄県の県面積の３割を占める石灰岩について関心があり、研究をして

おります。石灰岩の溶け方の地域性ですとか、石灰岩がつくる地形の形成プロセスとか、

そういうことに関心があります。 

 こういった県の委員会は不慣れなんですけれども、私も勉強しながら皆さんの御意見を

伺いながら勉強して、委員として仕事を全うしたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続いて山川様、お願いいたします。 

【山川専門委員】 

 皆様こんにちは。沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の山川彩子といいます。 

 経済学部の中にある学科なんですが、私の専門は海の浅い場所、砂浜とか干潟とかそう

いった場所の生き物のことを研究して、学生にそのようなことについて講義をしたりなど

しております。 

 こちらの部会については、私も勉強しながら、よりよい部会となるよう努力していきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局紹介 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 続きまして、沖縄県環境部の事務方を紹介したいと思います。 

 先ほど棚原部長は御挨拶ありましたので、続きまして、環境企画統括監の松田でござい

ます。 

【事務局 松田環境企画統括監】 

 松田です。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 環境部参事の金城でございます。 

【事務局 金城環境部参事】 

 金城でございます。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 環境政策課、長濱でございます。 

【事務局 長濱環境政策課長】 

 長濱です。よろしくお願いします。 
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【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 環境再生課、安里でございます。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 安里です。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 環境保全課、普天間でございます。 

【事務局 普天間環境保全課長】 

 よろしくお願いいたします。 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 自然保護課、比嘉でございます。 

【事務局 比嘉自然保護課長】 

 比嘉です。よろしくお願いします。 

 (4)沖縄21世紀ビジョン総点検の進め方について 

【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 皆様、御紹介ありがとうございました。 

 続いて、次第２の(4)沖縄21世紀ビジョン総点検の進め方について、事務局のほうから説

明したいと思います。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】「沖縄21世紀ビジョン総点検の進め方について」説明 

 皆様こんにちは。私、沖縄県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。

座って御説明いたします。 

 これから次第の２の(4)沖縄21世紀ビジョン総点検の進め方についてということで、資料

２に基づき御説明いたします。こちらの内容としては、21世紀ビジョン総点検に当たって、

環境部会でのスケジュールと検証の進め方について資料でまとめたものとなっております。 

 まず１ページ目をご覧ください。こちらの上のほうですけれども、こちらは環境部会に

おいてこれから審議を行っていくスケジュールとなっております。このスケジュールの日

程につきましては、７月16日の正副部会長合同会議における申し合わせに基づいて基本的

に設定したものとなっております。 

 表のほうから御説明していきます。 

 まず部会の２週間までに開催通知とあわせて事前の意見照会を行うこととしております。

こちらの意見照会につきましては、その回の環境部会で設定したテーマにつきましての御
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意見を主に賜りたいと考えております。この意見照会の期限としましては、吹き出しに書

いてありますとおり、部会の１週間前までに提出いただきたく存じます。 

 そして、環境部会の本番ですが、こちらにおいては、最初に前回の環境部会に係る御意

見への対応方針案を事務局のほうから御回答させていただきます。その後に、その回で設

定された検討テーマに関する調査審議を行います。この調査審議におきましては、事前に

提出のあった意見に関しましても、対応方針案を事務局のほうから回答させていただきま

す。 

 部会が終わった後、部会の１週間後までに意見書を提出する期間を設けたいと思ってお

ります。こちらの意見書の提出につきましては、実は申し合わせ事項には定めのない事項

となっております。趣旨としましては、環境部会は、かなり時間が制約されておりますの

で、終わった後にも委員の皆様が意見を言いたいというものがいくつかあると思いますの

で、そういった場合に備えて１週間の事後の意見提出期間を設けております。様式は事前

の意見照会でお配りした様式をお使いください。 

 そして、この中で出していただいた意見に基づきまして、次回の部会までに御意見への

対応方針案の回答を事務局のほうからさせていただきたいと思っております。 

 皆様薄々お気づきのことかと思いますが、実は今回の環境部会に関しましては、諮問の

時期の都合もありまして、このスケジュールどおりになっておりませんが、次回の第２回

の環境部会の会議からはこのスケジュールでやっていきたく存じますので、次回からよろ

しくお願いいたします。 

 この流れで毎月１回、合計５回程度部会を開催し、11月の部会におきまして部会の意見

を最終的に取りまとめて、正副部会長合同会議において報告し、答申案を協議決定するこ

ととしております。 

 全体のスケジュールですが、Ａ３の大きいカラフルな資料をご覧ください。資料３です。 

 こちらが沖縄県振興審議会環境部会検討スケジュール(全体)ということで、今回の第１

回から第５回までのスケジュールと、それに対応した21世紀ビジョン施策体系や総点検報

告書の記載箇所などを一覧で記載しております。 

 施策体系より右側の部分は後ほど御説明しますので、今は各回の検討テーマと日程のほ

うを御説明いたします。 

 まず左上から、本日第１回、７月25日・木曜日、13時半から16時半までで、検討テーマ

が「花と緑あふれる県土の形成」と「低炭素島しょ社会の実現」ということで審議いただ
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きたく存じます。 

 続いて第２回、８月20日・火曜日、10時から12時、このときの検討テーマは「生物多様

性の保全」と「自然環境の適正利用」に関して審議したいと考えております。 

 続いて右側のほうです。第３回、９月13日・金曜日、10時から12時、テーマとしまして

は、「持続可能な循環型社会の構築」を設定しているところですが、この中でも最近注目さ

れております海岸漂着物対策につきましても、ぜひ委員の皆様に御審議いただきたく存じ

ます。 

 続いて第４回です。10月11日金曜日、13時半から15時半、このときはテーマとしまして、

「基地環境問題」と「陸域・水辺環境の保全」について審議いただきたく存じます。 

 第４回までの審議の結果などを踏まえまして、第５回、11月14日木曜日、10時から12時

の間に「最終取りまとめ」を行いたいと考えております。 

 縦の資料２のほうに戻っていただいて、こちらまでが部会における総点検の審議スケジ

ュールとなっております。 

 続いて１ページ目の下段のほう、総点検における検証内容についてということで、具体

的にどういったものをこれから審議しようとしているのか、あるいは審議における検証の

視点をどういうふうに見ていくのかというものをこれから御説明いたします。 

 まず１ページ目の下段のほうが、これから皆様に審議していただく総点検の対象となっ

ております沖縄21世紀ビジョンの体系の概略的な図面となっております。 

 まず上の青い部分、こちらが21世紀ビジョンで定めた５つの将来像というものがござい

まして、それを実現するための計画として沖縄21世紀ビジョンが定められております。こ

の中では36の基本施策と121の施策展開が定められております。 

 そして、この基本計画を具体的に実現していくための取組や施策としまして、沖縄21世

紀ビジョン実施計画が定められており、257の施策と1,597の取組が定められております。 

 こちらのほうの施策につきましてこれから総点検を行いますが、こちらがこの図面の右

側のほう、沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検ということで、主に目標の達成状況につ

いて着目しながら、その背景でありますとか、それに寄与した沖縄県の事業といったもの

を見ていただきながら検証を進めていくこととなります。 

 この目標というのは何かといいますと、左側のほうに戻りまして、沖縄21世紀ビジョン

基本計画における基本施策におきましては、「目標となるすがた」、施策展開においては「成

果指標」というものがそれぞれ設定されております。 
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 ちなみに目標となるすがたにつきましては、Ａ３の資料３の２枚目のほうに全ての回の

分を記載しておりますので、適宜ご覧ください。 

 あと資料２記載の施策体系と資料３の21世紀ビジョン施策体系との対応関係も御説明い

たします。 

 まず資料２のほうで書いてある21世紀ビジョンの将来像、こちらが資料３のほうのピン

ク色で着色されている欄、例えば今回の「花と緑あふれる県土の形成」においては、１番

の「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」が将来像として設定されており

ます。 

 その次の黄色で塗られた１-(6)価値創造のまちづくりというものについては、基本施策

として設定されている部分となります。 

 その下の水色の部分、１-(6)-イ花と緑あふれる県土の形成については施策展開という位

置付けのものとなっております。 

 その下に白抜きで01から順に書いてあるものについては21世紀ビジョン実施計画に定め

られている主な取組の一覧となっております。 

 縦の資料２に戻りまして、これまでの説明が21世紀ビジョンの全体像の説明となってお

ります。続いて２ページ目をご覧ください。 

 今まで全体像を説明しまして、これから具体的に総点検を行うに当たってどういった視

点で検証を行っていくかという点について説明を行います。２ページ目の上段のほうです。 

 大きな視点としまして３つ挙げられます。それぞれ赤、緑、青で示しておりますが、１

つ目、赤の部分です。計画策定時から続いている課題が今もなお残っている場合、こうい

う場合におきましては、課題が解消されない理由の検証及び今後必要となる施策について

御意見を賜りたいと考えております。 

 その下のほう、緑色の部分です。２つ目が社会経済情勢の変化等により新たな課題が発

生した場合、こういった場合におきましては、新たな課題及びそれに対応した施策につい

て御意見を賜りたいと考えております。 

 その次、３つ目、その他の要因により異なる観点からの課題等が発生した場合、具体的

にはその下のほうに書いてありますとおり、外部環境の変化等、これまでの取組の加速化、

成果を踏まえた施策展開といったものが挙げられます。こちらに対する意見としましては、

それぞれ今挙げた３つに対応するものとして、外部環境の変化等による新たな課題、取組

を加速するための新たな施策、成果を踏まえた新たな施策について御意見を賜りたいと考
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えております。 

 これらの意見を踏まえ、答申に反映させることで、総点検報告書への反映を行っていく

こととしております。 

 御意見につきましては、実は最終的に総点検報告書の記載に関する意見として集約して

いくこととなりますので、御意見いただく際には、例えば総点検報告書のこの項目の課題

の部分についてとか、具体的な記載箇所についてお示しいただくと、集約が円滑にできま

すので、御協力いただくようよろしくお願いいたします。 

 その下のほうの青の二重線で書いてある部分なんけれども、これらの検証におきまして

は、各部会が所管する事項につきまして、沖縄21世紀ビジョン検証シートを中心に調査審

議を行うこととなります。 

 ここで急に出てきた沖縄21世紀ビジョン検証シートとは一体何ぞやというのをこれから

説明します。２ページ目の下段のほう、こちらが沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シー

トについての説明となります。 

 検証シートというのは具体的には資料６のものがその検証シートにあたります。こちら

を見比べながら御説明いたします。 

 まず検証シートの位置付けですが、検証シートは、施策展開に位置付けられた成果指標

の動向に、政策ツールである予算事業や沖縄振興特別措置法に基づく税制、特例措置、配

慮規定等がどのような影響を与えたか、外部環境などの背景や要因を分析することを目的

に作成するものであり、部会の議論の参考となる資料であるというふうな整理となってお

ります。 

 これは少しわかりづらいのですが、要は21世紀ビジョンの総点検報告書というのは、主

に文章で書かれたものとなっているので、具体的に県がどんな取組をしてきたのかとか、

それに対する成果指標が何だったのかといった部分の記載がわかりづらいものとなってお

ります。 

 そういったこともございまして、検証シートにおいて、沖縄県の主な予算事業でありま

すとか、それに対応した成果指標やこの成果指標の達成などに関する背景・要因の分析と

いうものを集約して記載して、委員の皆様にお見せして、審議を円滑に行いたいと考えて

おります。 

 縦の資料２のほうに戻りまして、検証シートを活用した審議の具体的な視点ですが、ま

ず視点として３つございます。 
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 １つ目が目標を達成しているのかどうかというところに注目しながら審議いただきたい

という点です。 

 仮に達成できていない場合、２つ目ですが、目標が達成できていない理由は何か。これ

が単に取組不足によるものなのか、あるいはそれ以外の何か外部要因でありますとか、そ

れ以外何かが理由になっているのかといったところについて御審議いただきたいと思いま

す。 

 ３つ目が、これまでの取組は目標の達成にどの程度寄与していたのか。つまり資料６の

ほうの政策ツール部分に書いてある県の事業が、これらの上のほうにある成果指標の達成

に対してどういった寄与があったのかという部分についても御審議いただきたいと思って

おります。 

 これら一連の視点による審議を行って、これまでの取組の成果の検証と今後の課題等の

洗い出しを行っていただいて、これらを部会意見として集約し、総点検報告書へ反映して

いくこととなります。 

 続いて３ページ目をご覧ください。こちらのページから総点検報告書の検証シートを具

体的にどういうふうに見ていくのかというのを説明する部分の記載となっております。 

 縦の資料２のほうは、ちょっと総点検報告書の検証シートが小さく集約されているので、

実際の中身の記載は資料６を見ながら確認をお願いします。 

 まず、上の水色で書かれている部分、成果指標ですが、こちらにつきましては、21世紀

ビジョン基本計画において各施策展開ごとに設定した成果指標を記載しております。 

 その下のオレンジ色の部分、こちらが政策ツールの１つ目の項目として、主な予算事業

となっております。主な予算事業というふうに記載されておりますので、全ての事業を記

載しているわけではなくて、予算額が大きかったり、あるいは成果に対する寄与度が大き

い事業についてピックアップして記載しております。 

 その右側のほう、背景・要因の分析ということで(1)から順に指標ごとに達成見込みとか、

達成というものを書いて、その達成見込みに関する分析、どんな背景でこうなったのかと

か、どういった事業を行ってこうなったのかとか、そういったものを記載した欄となって

おります。特にこちらの欄を見ていただいて、達成状況の検証でありますとか、今後の課

題等の洗い出しを行っていただきたいと思います。 

 実はこの検証シートにつきましては、他の部会が所管している指標や取組も書かれてお

りますので、環境部会に関連するものにつきましては、赤い線で囲って表示しております。 
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 続いて３ページ目の下段の説明に入ります。こちらが資料６の２ページ目の見方の説明

となっております。 

 まず上のほうの政策ツールの緑色の部分、こちらが税制等ということで沖縄振興特別措

置法に定められた税制優遇措置とか、そういったものに関する記載となっております。こ

の項目については、環境部会が所管する事項について特に該当するものはございません。

その下の努力義務・配慮義務・特例措置ですが、こちらについては、沖縄振興特別措置法

に基づいて、何か努力義務でありますとか、特例措置が設けられている場合に書く欄とな

っております。環境部会におきましては、保全利用協定の規定がそれに該当するものとな

っております。 

 続いて、４ページをご覧ください。こちらが資料６でいうところの９ページ目に相当す

るものが記載されております。 

 検証シートにつきましては、基本的にそれぞれの部会が所管する指標のある検証シート

だけが審議の対象となるという整理で行われているのですが、実は環境部の取組において、

環境部会が所管する指標はないものの事業だけ行っているというケースがございます。そ

ういったものに関しましては、環境部の取組を網羅的に調査審議いただきたいという観点

から、調査審議対象外の検証シートにつきましても、環境部所管の事業・取組がある場合

には、その部分に限り検証シートを作成し、取組内容等の説明を行うこととしております。 

 例えば、資料６の９ページにおきましては、成果指標は全て環境部会が所管しているも

のはないものの、主な予算事業として地中熱の事業がございますので、この部分だけ記載

して、環境部としてはこういった取組をしているというふうなことをご報告したいと考え

ております。 

 資料２の４ページ目にお戻りください。こちらの下段のほう、この部分が検証シートに

おける成果指標及び予算事業に係る達成状況の評価基準について記載しております。こち

らはそれぞれの項目について算定式がございまして、この算定式によって算出された達成

率に基づいて４つの区分で評価を行っています。 

 つまり成果指標におきましては、「目標達成」100％超、「達成見込」70％～100％未満、

「進展」50％～70％未満、「進展遅れ」50％未満、主な予算事業に係る達成事業の評価基準

としましては、「達成」90％超、「概ね達成」75％～90％未満、「進展」60％～75％未満、「進

展遅れ」60％未満という区分が設定されております。 

 続いて５ページ目をご覧ください。検証シートの見方に関する説明は以上となりまして、
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ここから環境部会の運営でありますとか、他の部会に参加する方法といった細則的な部分

などをまとめて記載したページとなっております。上段から御説明いたします。 

 まず１つ目の丸、他の部会が所管する事項に対する御意見について、環境部会の委員及

び専門委員は総点検全てについて意見を述べることができる。ただし、最終的には所管部

会の意見が優先されるというふうになっております。 

 つまり、他の部会が所管する事項に対する御意見があった場合には、これを意見として

採用するかどうか所管する部会で審議することとなります。 

 例えば、今回の環境部会において産業振興部会の事業もしくは成果について何か皆様か

ら御意見があった場合には、産業振興部会を所管している課に御意見を送付して、産業振

興部会で審議して、これを意見として採用するか検討していただくこととなります。この

検討の状況でありますとか、結果につきましては、適宜部会において御報告させていただ

きたいと考えております。 

 ２つ目の丸の説明に移ります。他の部会の出席及び意見書の提出について御説明します。 

 環境部会の委員及び専門委員は、部会長の許可を得て他の部会へ出席し意見を述べるこ

とができます。他の部会へ参加しようとする際は、当該部会の１週間前までに部会出席申

請書を提出する必要がございます。また、環境部会の委員または専門委員が会議開催の１

週間前までに各部会担当課を通じて各部会長に意見書を提出することができます。こうい

った他の部会の日程でありますとか、部会提出申請等の詳細は各部会のホームページを参

照されてください。 

 ただいま、専門委員や委員といった言葉を説明の中で出したところですが、こちらの解

説については下の※印のほうに記載してございます。 

 ５ページ目の下段の説明に移ります。まず、議事録と議事要旨につきまして御説明しま

す。 

 各部会におきましては、会議終了後約２週間以内をめどに、正副部会長に確認の上、議

事録及び議事要旨を作成し、県ホームページで公表することとしております。 

 次の丸、資料５沖縄21世紀ビジョン基本計画総点検報告書素案(環境部会関連箇所表示

版)につきまして御説明します。 

 皆様にお配りしておりますキングファイルの資料につきましては、先ほど島袋総務企画

班長からも説明がございましたとおり、環境部会が審議する部分についてマーカーを振っ

て表示しております。こちらのマーカーの色につきましては、各部会の回次ごとに色分け
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をしておりまして、第１回目は黄、第２回は緑、第３回は青、第４回はピンクという設定

をしております。 

 見本として実際の資料を見ていただきたいのですが、皆様のキングファイルのバインダ

ーを開いてください。最初は基本計画なので、インデックスの総点検と書いてある部分を

お開きください。よろしいでしょうか。 

 こちらが総点検報告書の環境部会関連箇所表示版となっておりまして、１ページ目に各

部会の回次ごとの色の設定を凡例として表示しております。28ページ目をご覧ください。

こちらから見本としまして実際はどういうふうにマーカーされているかというのを見てい

ただきたいと思っています。28ページから順にどんどん開いていきますと、緑であります

とか、青でありますとか、ピンクでありますとか、いろいろな色でマーカーを引いて表示

しております。これらの色を振った箇所が、各回次ごとに検討テーマを設定して審議いた

だく箇所となっております。こちらのバインダーのほうは、今回の審議でもお使いいただ

きたいと思っておりますし、持ち帰って事前の意見照会を行った際にも、次回はどういっ

た箇所を審議するのかといったものを見ていただく資料として御活用いただければと思い

ます。 

 縦の資料２のほうに戻っていただきまして、今回のこの部会における議事等の詳細につ

きましては、沖縄県振興審議会部会における調査審議方針についての文書を参照していた

だきたいと思っています。こちらが６ページ目以降に添付されております。内容の説明は

先ほど説明したことと重複しますので飛ばしまして、８ページ目をご覧ください。 

 ８ページ目が、各部会を所管する担当課の一覧となっております。環境部会につきまし

ては、環境部環境政策課が所管しております。 

 次の９ページ目をご覧ください。こちらが各部会の担当課の連絡先、もし各部会に参加

したいでありますとか、出席の申請書を出す場合には、こちらの担当宛てに提出をお願い

いたします。 

 続いて10ページ目、こちらから意見書の様式となっておりまして、こちらが15ページま

で続いております。16ページ目から出席許可申請書の様式、18ページ目から部会の議事録

の様式となっております。 

 ここまでが、環境部会の総点検の進め方ということで説明する部分となっております。

皆様には御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 (5)審議 
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【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 それでは、審議のほうにいきたいと思います。今後の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ので、宮城部会長、よろしくお願いいたします。 

【宮城部会長】 

 御説明ありがとうございました。 

 ちょっと頭の中で整理が難しかったかもわかりませんが、１つだけ気になったのをお聞

かせください。 

 他の部会に参加するときの手続が書かれているんですが、現実的に実際的なこととして、

他の部会に、例えばＡ部会からＢ部会のほうに行ってちょっと意見を述べたりとか、ある

いはお聞きしたいとかというようなことは、実際あるんですか。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 前回、平成28年度に21世紀ビジョンの中間見直しを行ったときには、沖縄県振興審議会

の本体に所属されている委員の方が、環境部会に参加して意見を述べた事例はございます。 

 実は今回の総点検における部会につきましては、昨日の農林水産業振興部会からこの部

会が２件目となっておりまして、あまり会自体が開かれてない状況にあります。これから

参加したいという方が出てくる可能性は大いにありますが、現時点におきましては、部会

の開催件数自体がまだ２件と少ない状況にございますので、参加して意見を述べたいとい

う委員の方につきましてはあまり事例がないという状況にあります。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 確か今の御説明だと、記憶に誤りがなければ、低炭素社会の形成というようなことで、

他の部会の方が確かに環境部会のほうにお見えになっていたということがあって、これが

今回の振興計画の中でも取り入れられているというところもありますので、先生方もぜひ

関連しそうなところのテーマがあるようでしたら、これは事務局のほうがそういう申請等

については対応していただけるということになっていますよね。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 はい。手続としましては、事務局のほうに申請書を出していただいて、事務局のほうか

ら各部会の部会長に、この方の出席を許可してよいかどうかというのをお諮りして、許可

が得られれば出席いただくという流れとなっております。 

【宮城部会長】 
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 お忙しい先生方かと思いますが、そういうようなことも可能なようですので、ぜひお願

いいたします。 

 検討テーマ１「花と緑あふれる県土の形成」 

【宮城部会長】 

 それでは、これから検討テーマの審議を進めていきたいと思います。あと２時間弱ぐら

いです。時間がなかなか厳しいところもありますが、まず検討テーマの１番として、「花と

緑あふれる県土の形成」について、これまでの事業の実施状況を検証シートに基づきまし

て説明をお願いしたいと思います。 

 事務局のほうよろしくお願いいたします。 

【事務局 安里環境再生課長】「花と緑あふれる県土の形成」について説明 

 環境再生課の安里と申します。私のほうで「花と緑あふれる県土の形成」をさせていた

だきます。恐縮ですが座って説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 検証シートですが、まず最初に総点検表の該当するページとしましては、367ページにそ

の部分があります。それらを見比べながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それと、検証シートのほうは資料６の１ページ目に該当する分がありますのでよろしく

お願いいたします。 

 まず検証シートのほうでございますが、資料６の１ページ、将来像としまして、沖縄ら

しい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島。基本施策番号・名称としましては、１-(6)

価値創造のまちづくり。施策展開番号・名称としましては、１-(6)-イ花と緑あふれる県土

の形成ということで、こちらのほうは総点検報告書の367ページにございます。 

 それと見比べながら進めさせていただきたいんですが、総点検表の367ページを見ますと、

(6)価値創造のまちづくり、そして上のほうから７行目に、目標とするすがたの状況という

ことで、こちらのほうの成果としましては、これらの施策を展開した結果、基本施策にお

ける目標とするすがたの状況は、基準年と比較し、「自分の住む町の景観、町並みが美しい

こと」が8.2ポイント、「公園や親しめる自然などがまわりにあること」が2.5ポイント増加

し、県民満足度は向上しているというふうな今の状況になっております。 

 私のほうで説明するのは(6)-イでございますので、369ページからの項目になります。 

 こちらについては検証シートに移って説明させていただきたいと思います。 

 検証シートの成果指標１.県民による緑化活動件数としまして、目標値が令和３年度が65
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件、基準値が平成23年度において55件、実績値が平成30年度で62件ということで、達成状

況としては、達成見込みとなっております。 

 下のほうに移りまして、政策ツールとしましては、事業・取組と事業年度でございます

が、全島みどりと花いっぱい運動事業が平成24年度から令和３年度まで事業実施予定であ

りまして、これについては、横のほうに進みまして、事業の種別としては県、市町村など

が行う県の単独事業ということで、これまでの事業費ベースで言いますと約4,800万円、事

業の概要としましては、全島緑化県民運動推進会議の開催、それと花のゆりかご事業の実

施、CO2吸収量認証制度の周知及び運用の実施、目標値につきましては、平成30年度は、行

政、団体、企業等による緑化活動の支援を行っておりまして、実績値については、行政、

団体、企業等による緑化活動の支援ということで94件という数字を上げております。 

 下の段に移りまして、緑化推進費という事業に取り組んでおりまして、これは平成24年

度から令和３年度までの事業予定となっております。事業の種別としては県の単独事業で、

事業費としましては約6,200万円、これは平成30年度までの一応実績値となっております。

事業の概要としましては、県の植樹祭、緑化に関する各種コンクール及び緑の少年団の育

成・指導などを実施、平成30年度目標としましては、植樹祭、緑化コンクールを開催しま

して、実績値もそのとおりということで、達成状況は達成ということでございます。 

 右のほうに移りまして、背景・要因の分析ということで項目がありますが、(1)県民によ

る緑化活動件数は一応達成見込みということで、先ほど申し上げましたとおり65件の目標

値に対して実績は62件ということで、おおむね達成しているということでございます。 

 県植樹祭による緑化の普及啓発や緑化活動の推進により県内における緑化活動件数が増

加しているということで、達成見込みとしております。 

 また、総点検表の課題及び対策のほうに目を移していただければと思いますが、370ペー

ジの15行目に課題及び対策ということで、我々の所管する緑化についての項目を読み上げ

させていただきます。 

 県民一体となった全島緑化の推進については、行政のみならず、地域住民、企業等との

協働による県民一体となった緑化を推進するとともに、沖縄らしい熱帯・亜熱帯性の花木

等を活用した、それぞれの地域にふさわしい緑地の創出が必要であるということで評価を

しているところであります。 

 続きまして、３ページ目をお願いいたします。緑化につきましては、さまざまな分野の

ほうにいっておりますので、それについてひと通り説明させていただきたいと思います。 
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 ３ページ目、将来像として希望と活力にあふれる豊かな島、施策番号・名称としまして

は３-(2)世界水準の観光リゾート地の形成、施策展開番号・名称としましては、３-(2)-

エ観光客の受け入れ体制の整備という項目でございます。 

 これについては、検証シートの５ページ目をお願いしたいと思います。 

 政策ツールとしましては、こちらの主な予算の一番下にあるんですが、こちらに記載し

ているとおり花緑ちゅらポート事業ということで、平成25年度から令和３年までの事業で、

環境部のほうで行っている事業でございます。事業の種別としては、県事業でソフト交付

金を活用した事業です。事業費がこれまでのところ9,500万円、国庫としましては7,600万

円の国庫を投入しております。事業の概要としましては、空港及び港湾において観光地沖

縄のブランドイメージを高めるような緑化整備を行う。目標値につきましては、平成30年

度は飾花箇所として離島空港を３空港行いました。実績としても同様な離島空港３空港に

行っております。 

 こちらについては、総点検表の454ページをお開きください、委員の皆様のお手元には環

境部会所管の記載で色抜きしてあると思いますが、こちらの課題及び対策について読み上

げさせていただきます。 

 港湾については、大型クルーズ船に対応した岸壁や旅客ターミナルの整備等による安全

性・快適性・利便性の確保、マリーナや人工ビーチの整備を初め、国際的な海洋性リゾー

ト地にふさわしいウォーターフロントの整備や憩いの場としての緑陰の創出が必要である。 

 そして、次の下のほうの段落でありますが、37行目からになります。 

 観光まちづくりの推進については、沖縄らしい風景づくり、憩いの場やレクリエーショ

ン施設の整備に加え、空港、港湾の緑化など、国際的な観光リゾートにふさわしい観光ま

ちづくりに市町村と連携して取り組む必要があるということで、課題及び対策を整理させ

ていただいています。 

 緑化については以上になっておりますので、皆様の御意見をよろしくお願いいたします。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。ただいま事務局のほうから説明がございましたが、委員の先生

方、何か御意見等ありましたらよろしくお願いします。 

 将来像とか、それから施策番号等を含めて、それに対応するような形でよくまとめられ

てはいますが、私も含めて委員の先生方の中で頭の整理が少ししにくいようなところがあ

って、県の緑化事業云々ということでやってはいるのですが、実際緑化活動の件数などが
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どこかにございましたが、目標値が65件に対して実績値が62というようなことなどがある

のですが、こういったものの具体的な、例えばアクションをどういうところで誰がやって

いるのかというのはどこかに出てくるのですか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 こちらの資料の65件、62件について明確に記載されているのがありませんで、我々のほ

うの手持ちの資料の中で計上しているのを今回記載させていただいております。 

【宮城部会長】 

 その年度なり期間の中で、実際、県が把握している事業ということになるわけですか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 我々のほうとしましては、環境部のほうについては、沖縄県の行政組織の中ではござい

ますが、県の総合企画調整の分野で我々のほうが所管しておりますので、他部局との連携

を含めた件数となっています。 

 ただ、個別の具体的な件数、例えば市町村のほうで緑化活動団体の支援を何件行ってい

るとか、また土木建築部のほうでもいろいろ道路ボランティアなどの支援もやられている

ということを聞いておりますが、それの具体的なところまで全部を集計しているわけでは

ございませんので、我々としては代表的な件数で実際に継続してやられている団体のほう

をピックアップして、活動指標として計上させていただいております。 

【宮城部会長】 

 以前に県のほうが積極的に推進していたクリーン・グリーン・グレイシャス運動という

形で過去に行われてきたものがありますよね。それをある程度継続しながらやっているん

でしょうけれども、結構この花いっぱい運動とかいうような事業というのは、県の予算と

して出ているのでしょうけども、現場で活動されている小さな団体なり、あるいは地方自

治体といいますか、そういったものがいっぱいあると思います。そういうのは、皆さんの

手持ちの資料としては出てきているんでしょうけども、何か１つ２つそういうサンプルと

いうか例として、我々の中で共有できれば、ああ、なるほどああいうことに使っているの

かというのがイメージが出てくるのですが。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 緑化のほうの活動団体というのは、その都度、その地域のほうの緑化活動でありました

り、例えば一番やりやすいものとしましては、小学校、中学校の緑化活動で地域参画して

やられている例が非常にあります。この辺について１つ１つ取り上げてはいないのですが、
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これらを含めてソフト的な支援、技術支援とか花苗のほうの提供支援をこれまで何年か続

けて行っております。 

 それで、この事業の当初のときに別予算を活用して大体年間10万株ぐらいの花苗のほう

を提供して、かなりそのときに地域の緑化のほうが進んだという実績がございますし、ち

ょっと予算が切れてしまうと今度はこの活動が低下するので、我々としてはそのときに、

この活動団体の支援について花苗の活動を重点的にやるのもいいのですが、そうすると一

過性の活動継続になってしまうということで、継続性を求めるにはどうするかということ

で考えまして、もう少し技術的なサポート支援ということと、あとはそれを担うような団

体の支援というのも当然必要だろうということで、それのほうにちょっと傾注していると

ころでございます。 

 ただ、やはり花苗が若干ないと活動支援のほうで団体が息切れしてしまうので、我々と

しては、こちらの事業のメニューであります花のゆりかご事業、これは県内にある農林高

校の実習の中で、次世代の緑化などを担う人材に花の苗の資材を提供しまして、農林高校

生などに花苗をつくっていただいて、その半分程度は地域の緑化活動に充ててもらおうと

いうことで事業を実施しております。 

 現在、園芸科等を講座で抱えている県内の６高等学校に参画いただいて、平成24年度か

ら継続して行ってまして、地域の方がその花苗をいただいて、自分らの地域の緑化に活用

するという事業も大体年間10から20団体ぐらい行っておりますので、これは手持ちの苗の

増減がありまして、希望するところ全てにはあげられないのですが、そういった形でも支

援しているところでございます。 

 それともう１つ、緑化につきましては、花苗だけではなくて、やっぱり永続性のある多

年生の花とか、樹木のほうも重要であるということで、これらについても技術指導を行っ

て継続的に行えるような形を今考えているところでありまして、今年からの事業なのでこ

ちらのほうに盛り込んではいないんですが、そういったことも支援として行っているとこ

ろであります。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 もう１つだけ、国のほうで国道の街路樹等含めた見直しを含めて、今結構いろんな施策

展開をやりつつあるのですが、例えばこれは県が所轄する県道とか、あるいは地方行政が

担当する市町村道の緑化とか、街路樹育成事業とでもいいますか、そういったことについ
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ては県のほうとしてはどういうふうな取組をなさっていますか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 我々としましては、この事業の中に、いわゆるソフト的な事業でありますが全島緑化県

民運動会議というのを主催しておりまして、これは知事をトップとした関係部局、また関

係団体の集合の中で緑化をどう進めていくかということを毎年１回集まりまして議論させ

ていただいているところであります。 

 その中で県道、国道の緑化についても報告いただいて、今のところ情報提供、情報共有

程度のイメージではありますが、そういった形で連携をしていこうと考えております。 

 それと、我々のほうの直接的な事業の中では、今花木について、デイゴの問題とか、ホ

ウオウボクに害虫がつきましてなかなか花が咲かないとか、ホウオウボクなどで衛生害虫

と言われるホウオウボククチバという虫がたまに発生して、非常に観光客に不評だという

ことがありましたので、それの除去について我々のほうから調査事業を組みまして、これ

らにどううまく対処できるかということも我々の直接の事業的にはやっております。 

 それで、国道とか県道、市町村道などに、我々が開発したマニュアルなどをを県全下に

提供していきたいと考えています。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかの委員の先生方、御意見どうぞ、高平委員。 

【高平専門委員】 

 報告書のほうの369ページにある、緑化、これは非常にすばらしいこととは思いますが、

二酸化炭素吸収を評価・認証するCO2吸収認定制度を実施しているということなんですけど

も、これを植物で吸収するというのは、例えばここでCO2の吸収量を計算しながらやられて

いるということなんでしょうか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 委員おっしゃるとおり、これについては我々のほうで吸収量を算定しまして、それを認

証しているということでございます。国のほうでも、京都議定書のときに森林の吸収源対

策を盛り込もうということで行われたものを我々のほうも引用しまして、我々としては地

球温暖化に直接的に強く影響するということではなくて、緑化を誘引するための施策の展

開として吸収量認証をと。 

 つまり緑化で植えた木を生育させる期間を申請者のほうに設定していただいて、その期
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間のCO2については、最高５年なんですが、５年間の吸収量については我々が認証しましょ

うと。 

 これについては、国の制度でもＪ-クレジットという制度があるのですが、我々はそのク

レジット制度は担保できないものですから、お金のやりとりではなくて、県の中の事業に

ついてオフセットしていただくという制度をとって、これについては緑化を誘引するため

の１つの施策としてそういう形をとらせていただいています。 

【高平専門委員】 

 ありがとうございます。 

 緑化することを誘引するという非常にいい成果と思いますけど、これを一般の人たちに、

ここで植物を植えたらCO2吸収になると、実際生育している間はいいと思うんですけども、

倒れたり、あるいは朽ちてしまったりしたら一緒なことというところをやっている側にも

理解させつつ、これはこういう緑化であるというところをしていただければ、非常にみん

なのほうも実態というのは理解できるんじゃないかなと思っております。ありがとうござ

います。 

【山川専門委員】 

 緑化件数が達成見込みということで、件数がどんどん増えているというのはすばらしい

ことだと思うのですが、その内容についても単なる苗の提供だけではなくて、技術の提供

だったり、そういったこともされているというお話だったのですけれども、こちらの例え

ば学校なり地域の方々が、ここにこのような緑化をしたいからこういう苗がどれぐらい必

要だとか、そういったことが多分入ってくると思うのですが、その場合に、例えば外来種

とかの苗とかが入ってくる可能性といいますか、園芸種は基本的に外来ですので、それで

より早く成長し、たくさん花をつけるようなものは、野外に出た場合外来種になり得る可

能性が非常に高くなると思うのですが、そのあたりどのように対処しているかをお聞きし

たいのですけども。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 ありがとうございます。 

 私どものほうでは、直接的に外来種の導入とか、それの侵入を防止する権限がないもの

ですから、それほど深くは行っていないのですが、提供する苗は一般的な外来種と言われ

る花木、花苗であっても一般の園芸で使われている苗を当然提供するようにしてますし、

それと外来種ということでも、侵略的外来種というのがありまして、この侵略的外来種に
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ついては、我々のほうに緑化相談などが来た場合については、これについてだめだよとい

うことはできると思います。 

 ただ、その侵略的外来種を全て水際で止めるというのは、我々のほうで組織として対応

できてないものですから、相談を受けた際にそれに答えるという形と、あと我々が提供す

る苗については、侵略的外来種でないものを提供するということで対応させていただいて

ます。 

【山川専門委員】 

 わかりました。そうしますと、もしかするとちょっと目をかいくぐって入ってきてしま

う可能性もちょっと否定はできないという感じですか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 委員のおっしゃるとおり、外来種に対しては、そういう専門的な知識を持っておられる

方が持ってきた場合については止めようがないというか、隠れて持ってきたりする場合が

あると、どうしても水際で止めるのは難しいかと思っています。 

 あと、普通は、こういうのは植物防疫の制度の中で水際で止められると考えてますので、

一般的な持ち込みというのは件数的な事例はどうかなというのを考えているんですが、知

らないうちに持ってきたりというのは、やはり防ぐのは難しいのかなと考えております。 

【山川専門委員】 

 承知しました。そうしますと、その件数の中でもなるべく沖縄のもともとあるような果

樹だったり、植物を利用するところに手厚く補助をするとか、そういうふうな形で、ちょ

っとそういうことができるかどうかわからないんですけれども、よかれと思った緑化事業

で、数年後何かが起こるとなるとちょっとどうかなという気が個人的にはいたしますので、

ちょっと質問させていただきました。 

【事務局 金城環境部参事】 

 今の緑化の事業については、再生課長が御説明したとおりなんですけども、今山川委員

からありましたように、やっぱり外来種の問題というのは非常に大きな問題ですので、県

のほうでは、今、外来種の対策指針であるとか、そういったリスト等をつくっております。

このリストであるとか指針に基づいて、現在沖縄県としての行動計画というのをつくって

おります。今年度中につくるというようなことがあります。 

 そういった中で、環境部だけではなくて、土木建築部であるとか、農林水産部であると

か、そういったところと連携しながら外来種対策を進めていくと。 
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 先ほどあったのは、緑化の関係というよりは、非意図的にこうやって入ってくる外来種

対策はなかなか難しい部分がありますので、そういったことを含めて今行動計画をつくろ

うとしております。 

 ですので、緑化のところも今はそういう、先ほどありましたように、外来種だからとい

って全て生態系であるとか同様な影響があるわけでもなくて、程度がありますので、でき

るだけそういうふうな緑化事業においても、そういった外来種が広がらないように、そう

いったところについては、今後行動計画の策定等を通して検討していきたいと思っており

ます。 

【宮城部会長】 

 今の山川さんの提案といいますか、御質問というのは、次回、生物多様性のテーマがあ

りますよね。多分そういうところでも、外来種対策みたいなことがひょっとしたら出てく

るかもわかりませんので、そういうところで、いわゆる生物学をやっている先生方の視点

ではなくて、緑化というもう少し社会的な活動の中でも、やっぱり外来種に対する気配り

をしないといけないよねというようなものが課題としてあるのかなという、そういうよう

な書き込みというか、意識をやっぱり我々どこかで持っていただくといいのかなというふ

うに感じましたけれども、それはまた事務局のほうで少し検討されてください。 

 ほかにございますでしょうか。なければちょっとお休みしましょうか。ちょっと早いで

すか。それとも、もっとたくさん質問を受けたほうがよろしいですか。 

 あえて言うならば、例のリュウキュウマツのマツクイムシの対策事業などは、こういう

ところでは評価されてないの。これは農林水産部かどこかでやっているのかな。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 農林水産部のほうで行われていまして、森林区域のマツについては法律でマツクイムシ

対策防除をやるようになってますので、それは所管は農林水産部で行ってると考えてます。 

 緑化については、どちらかというと植えるほうと我々の都市緑化と中南部の緑化を大体

イメージしておりますので、それで緑化活動団体に対してどうやって支援するかというふ

うに考えてます。 

 マツクイムシについては所管が別のところに持っていたほうがよろしいかと考えており

ます。 

【宮城部会長】 

 農水関係のほうで少し議論されているということになりますね。わかりました。 
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 ということですが、よろしいでしょうか。 

 では頭をリラックスさせるために10分ばかりブレーンストーミングしましょう。休みま

しょう。コーヒータイムで。 

午後２時45分 休憩 

午後２時57分 再開 

 検討テーマ２「低炭素島しょ社会の実現」 

【宮城部会長】 

 それでは再開したいと思います。 

 次の検討テーマは、低炭素島しょ社会の実現についてということですが、その前に安里

さんのほうから少し。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 先ほど緑化について申し忘れたことがありましたので、つけ加えさせていただきたいと

思います。 

 皆様のお手元にあるＡ３の資料３のほうの総点検報告書の記載箇所というところで、第

５章のところを少し説明し忘れてましたので、下のほうにある第５章、700ページ代のほう

にあることについては、それぞれ圏域別の緑化の施策について記載しております。 

 ほとんど同じような表現なんですが、例えば719ページの２行から５行ということで、こ

ちらについて読み上げますと、圏域の特色を生かした産業の振興ということで、観光リゾ

ート産業の振興というところに、「また、地域住民等との協働による緑化を推進するため、

沖縄県植樹祭、緑化コンクール、緑の少年団育成等による普及啓発や、学校・自治会・市

町村などへの花苗の提供、さらに地域住民などによる花と緑の名所づくりへ支援を行った」

というところを、圏域別のほうで書いております。 

 これについては、ほぼ５章の全ての箇所に、北部、中部、南部、宮古、八重山のほうで

同じような書きぶりで記載されてますので、これも参考にしていただければと思います。

どうも申しわけありませんでした。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。これは圏域の中で同じようなことがそれぞれ行われているとい

うことですね。ありがとうございました。 

 それでは、先ほども申し上げましたが、検討テーマ２について説明を事務局のほうでよ

ろしくお願いいたします。 
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【事務局 安里環境再生課長】「低炭素島しょ社会の実現」について説明 

 それではまた私のほうから、再生課の安里です。 

 検証シートの７ページをお願いいたします。それと、総点検のほうでは346ページからの

記載になりますのでお願いいたします。 

 将来像としまして、シートに従って説明させていただきます。 

 Ⅰ 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島。基本施策番号・名称としまして

は、１-(3)低炭素島しょ社会の実現。施策展開番号・名称としましては、１-(3)-ア地球温

暖化防止対策の推進ということで、総点検の345ページを見ていただきたいのですが、(3)

低炭素島しょ社会の実現、こちらを読み上げさせていただきます。 

 世界に誇れる低炭素島しょ社会を実現し、地球温暖化対策の推進や環境技術の革新を進

め、温室効果ガスが最大限抑制された環境モデル地域の形成を目指すため、各種施策を展

開した。 

 目標とするすがたの状況につきましては、各種施策を展開した結果、基本施策における

目標となるすがたの状況は、基準年と比較し、「クリーンエネルギーが普及していること」

は5.2ポイント上昇し、県民満足度が向上している。 

 また、「温室効果ガスの排出量の抑制」は、排出量が減少傾向にあることから、基準年を

下回って1,239万トン/年となり、目標値の達成に向け着実に前進しているという評価にな

っております。 

 こちらのほうを検証シートで説明させていただきますが、１-(3)-ア地球温暖化防止対策

の推進ということで、資料６の検証シートの成果指標として、1.産業部門における二酸化

炭素排出量、これについては目標値が令和３年度で214万トン/年の二酸化炭素量に対しま

して、基準値が219万トン/年、実績値が147万1,000トン/年ということで、達成状況は達成

としております。 

 2.運輸部門における二酸化炭素排出量、目標値324万トン、基準値365万トン、実績値と

しましては377万4,000トンで進展遅れ。 

 3.民生家庭部門における二酸化炭素排出量、目標値が242万トン、基準値が298万トン、

実績値が251万6,000トンで達成見込み。 

 4.民生業務部門における二酸化炭素排出量は、目標値257万トン、基準値313万トン、実

績値が290万5,000トンで進展遅れということにしております。 

 下のほうにいきまして、政策ツールとしての予算事業としましては、上のほうにありま
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す事業・取組としましては、低炭素島しょ社会実現に向けた地球温暖化防止対策事業とし

まして、平成29年度から令和３年度までの環境部所管の事業としております。 

 事業としましては、県事業のソフト交付金を活用しております。 

 事業費は１億8,200万、うち国庫は１億4,500万。事業の概要としましては、事業者に対

してＬＮＧサテライト設備の設置費用を補助する。 

 平成30年度の目標が補助件数３件、実績値が今のところ補助件数２件としております。

達成状況は進展としております。 

 右側にあります背景・要因の分析について説明いたします。 

 (1)産業部門における二酸化炭素排出量については達成としております。これについては、

石油精製の停止、平成27年度以降約45万トンが停止されておりますので、それによる排出

量の大幅な減少や、サテライト設備導入の補助事業を実施しているＬＮＧ(液化天然ガス)

の利用が進んでいることなどの理由により目標値を達成しているということでございます。 

 (2)運輸部門による二酸化炭素排出量は、進展遅れとしております。県内におけるハイブ

リット車等の低公害車の導入件数が増加し、バスやモノレールなどの公共交通機関やパー

クアンドライド駐車場の利用を推進してきたが、観光バスやレンタカーを含む自動車保有

台数の増加や､観光客の増加に伴う航空機の発着回数の増加等により、基準年と比較して排

出量が増加したため、進展遅れとなっております。 

 (3)民生家庭部門における二酸化炭素排出量は、達成見込みとしております。基準年と比

較して世帯数は増加しているが､地球温暖化対策の啓発､これについてはこちらのほうに主

要事業はないのですが、そういった普及事業のほうも実施しております。それと、再生可

能エネルギー導入の支援等の取組や都市ガスへのＬＮＧの利用等により、世帯数当たりの

排出量は減少しており、目標値の達成が見込まれるとしております。 

 (4)民生業務部門における二酸化炭素排出量は進展遅れとしております。観光施設等の総

合的エコ化促進事業において､省エネルギー機器等の導入補助を行う施策を実施しており

ましたが、近年の観光客の増加等に伴い、ホテル･旅館等からの排出量が増加しているため、 

排出削減量は目標の40％程度にとどまっており、進展遅れとしております。 

 続きまして、クリーンエネルギーの推進ということで９ページをお願いいたします。総

点検のページでいいますと、348ページの４行目から349ページの中段までの項目となって

おります。 

 これにつきましては、我々が所管している成果指標ではないものですから、主な政策ツ
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ールの予算について説明させていただきます。 

 ９ページの一番下の段、地中熱等を利用した省エネ技術の開発普及事業を平成28～30年

度、県ソフト交付金で事業費は7,200万円、国庫として5,800万円ということで、事業の概

要は、地中熱を活用した省エネを普及するために、地中情報の収集整理、普及モデルの構

築と実証試験及び県内の育成等を実施する。 

 平成30年度目標としましては、地中熱利用の実証試験を１件、実績としましても同様に

１件ということで、こちらについては達成という評価にさせていただいています。 

 検証シートの11ページをお願いいたします。こちらについては、低炭素島しょ社会の実

現という項目の中の、同じく低炭素都市づくりの推進ということで、総点検の資料の349

ページの下段から351ページにわたっての記載となっております。 

 特に環境部でこちらに設定している成果指標はなくて、13ページに記載事項がございま

して、施策展開番号としましては、１-(3)-ウ低炭素都市づくりの推進ということで、下の

ほうにある主な予算事業として、全島みどりと花いっぱい運動事業(平成24～令和３年度)

を県とか市町村、県単事業で行っているということで、予算額は4,800万、事業の概要とし

ましては、全島緑化県民運動推進会議の開催、花のゆりかご事業の実施、CO2吸収量認証制

度の周知及び運用の実施、目標値としましては、30年度目標、行政、団体、企業による緑

化活動の支援ということで、実績としましてはこれが94件ということでございます。 

 総点検表のほうで成果等について説明させていただきたいと思いますが、347ページの地

球温暖化防止対策の推進のうちの課題及び対策というところで、こちらは温暖化対策のア

地球温暖化防止対策の推進ということで、課題及び対策。 

 地球温暖化対策の推進については、沖縄県地球温暖化対策実行計画の目標達成に向けて、

引き続き温室効果ガスの削減に取り組む必要がある。産業部門の中で特に温室効果ガスの

排出量が多い製造業や建設業分野において設備機器の省エネ化などが必要であるが、投資

コストの負担などが課題となっていることから、コスト支援に取り組む必要がある。 

 また、二酸化炭素の部門別排出量は、全国平均と比較すると産業部門の比率が低く、民

生部門、運輸部門が高くなっている。 

 今後、観光客の増加に伴い、各部門の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ている。 

 このことから、各種啓発活動等による環境適応車の普及促進、エコドライブの推進、鉄

軌道を含む新たな公共交通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の構
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築の推進、公共交通機関の利用促進等に取り組む必要がある。 

 あわせて、二酸化炭素の吸収源対策のため、公園、街路樹等の都市緑化及び県民主導に

よる身近な環境の緑化を推進する必要がある。 

 さらに、我が国の中期目標である2030年度の温室効果ガス26％削減（2013年度比）を見

据えながら、国の政策と連動した省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入の取組を進

め、沖縄らしい低炭素社会を目指していく必要があるということであります。 

 環境部の施策としましては、下のほうの42行目からですが、加えて、本県は亜熱帯性気

候に属し、また地理的・地形的条件が他都道府県と異なるため、地球温暖化による影響を

独自に予測・分析し、これに合った適応策を検討する必要があるとしております。 

 続きまして、先ほどのクリーンエネルギーの推進について、課題及び対策の環境部所管

のほうだけ説明させていただきます。349ページ中段の26行目からです。 

 地中熱エネルギー等を活用した省エネ技術の普及開発については、本取組で得られた温

暖地用地中熱エネルギー活用の実証結果等を踏まえ、県内での地中熱エネルギー活用の普

及に取り組み、クリーンエネルギーの利用を推進していく必要があるとしております。 

 続きまして、ウの低炭素都市づくりの推進の課題及び対策につきましては、351ページの

10行目から若干記載がありますので読み上げます。 

 都市と自然の共生については、温室効果ガスの吸収源となる森林や緑地の存在量が不足

していることから、都市と自然が調和した効率的、効果的な都市構造の形成を図る必要が

あるという記載にしております。 

 私のほうからは、概ね以上のとおりになりますので、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。これはなかなか大きなテーマではあると思いますが、ちょっ

と私のほうからいくつか質問をして、ほかの委員の先生方の御意見を伺いたいと思います。 

 この検証シートの９ページの地熱利用の実証試験件数というのがありますが、具体的に

いうとこれはどういうような実証内容なのでしょうか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 地中熱エネルギーと言いますのは、一般的によく思い浮かべるのが、例えば火山などの

地熱などを利用したというイメージされていますが、実は地温です。地中の温度というの

は、井戸などで知られているとおり年間を通して一定の温度で保たれております。ですか

ら、冬は暖かく夏は涼しいということでありますので、イメージからすると、空調設備の
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いわゆるラジエーターのような形を使いまして、地表面の気温で暖まった部屋の空気を、

地中熱を通した水で冷やしながら、ウォーターポンプみたいなやつで冷やしながら、夏場

では冷房、冬場であれば暖房という使い方をします。 

 これについて、技術的には、特に東日本のほうではかなり普及しているということで、

施工実績などについても、東日本のほうでは、東北地方とか北海道などでは6,000件程度の

実績などがあると聞いておりますが、温帯地方のほうではなかなか普及が進んでいないと

いうことと、こちらについて非常に有効なのは、雪を解かすときに、水を循環させて道路

などに積もった雪を解かす技術によく使われておりまして、寒い地域のほうでは非常に技

術的なものが開発されていて普及しているのですが、沖縄とか九州地方の温暖な地域につ

いてはこの技術がなかなか普及してないということがあるのですが、環境省のほうでもこ

れは再生可能エネルギーに位置付けられているものですから、沖縄でも地中温が一定であ

るということがありますので、夏場の冷房などについては有効ではないかということで、

技術の開発普及事業を取り組みました。 

 一応これについては、沖縄の琉球石灰岩の地質が本当に有効かどうかということでまず

ボーリング調査をしまして、沖縄の地質がある程度熱の伝導がいいという形でありますの

で、ほかの都道府県と同様な熱伝導であるということで可能性はあると。 

 それで平成29年度と30年度に、沖縄県の総合教育センター、沖縄県泡瀬にあるところに

実証機器を設置しまして、これはどうしてもボーリングの設置が必要になるものですから、

それで実際に空調などに使用していただいて、この効果を確認させていただきました。 

 おおむね省エネ機能は、計測値ですが、最大値としては４割程度の省エネ効果はあると

いうことになっているのですが、ただやっぱり沖縄のほうは冷房の期間が非常に長いとい

うことで、これについては寒い地域のほうの冬場の暖房などに非常に有効的であるという

ことで、東北など東日本で普及が進んでいるものですから、やはり沖縄に持ってくると、

冷房だけではペイするのは難しいだろうと。 

 特に初期投資のほうで考えますと、最初にボーリングを入れまして、それにパイプを通

して水を循環させながら、冷暖房機の空気を冷ましたり暖めたりするものですから、初期

投資が非常にかかるということで、ちょっと普及的にはここをどう抑えるかが今ネックに

なっております。 

 効果はあるということだけは確認させていただいているので、あとこれについて大型の

施設なり、あとは小規模な事業所なり、どういうところに適用できるかを再度検討してい
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かないといけないと考えております。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。 

 それからもう１つ、クリーンエネルギーと言えばすぐに思い浮かべるのは、いわゆる太

陽光発電だと思うのですが、そこら辺については、この環境部会の項目になるのか、はた

また商工労働部かどこかなのかな。そういうところで議論されているのでしょうか。 

【事務局 棚原環境部長】 

 部会長おっしゃるように、県全体の再生可能エネルギーの導入事業については、電力全

体のバランスの判断から、産業政策課というところが所管しています。 

 環境部で行うのは、個別の省エネの普及啓発、例えばホテルとかのＬＥＤ化に補助した

り、先ほど事業の説明ありました大型事業所のＬＮＧ(液化天然ガス)の導入に補助したり、

そういう個別の事業については環境部で行っています。そういう感じのすみ分けをしてい

るところです。 

【宮城部会長】 

 ただ、太陽光発電については長い時間実証実験もされてきているし、多くのところで普

及していますよね。特に西日本あたりでは非常に普及率が高いと思うのだけども、沖縄県

もこれだけの自然エネルギーが蓄積されているところですから、この太陽光発電等につい

て、県のほうで積極的に何らかの対応をしてもらえるといいのかなというふうに、ちょっ

と個人的な感想を持っていますけれども。 

【事務局 棚原環境部長】 

 348ページの35行目あたりに太陽光発電等の実際の導入量とか記載があります。これも先

ほど申し上げたように、産業政策課で所管してやっています。 

 再生可能エネルギーの導入につきましては、実は沖縄は離島県ということで、沖縄電力

単体でやって九州とつながっていない。電力容量が限られているということがありまして、

今は火力発電で発電していますが、再生可能エネルギーのような不安定発電にやると、あ

まり量が増えると接続系統の技術上の支障が出るようです。 

 そういう状況もありまして、そういう接続技術の向上も踏まえた上じゃないと、これ以

上、再生可能エネルギーが増えることは今現在あまり想定されてないらしいです。 

 我々としてはどんどん増やしていきたいのですが、電力の安定という部分で技術向上が

必要らしいという離島県の問題も今抱えている状況にあります。 
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【宮城部会長】 

 これは今、大きな電力会社とつながっていく中での多分技術的な問題だと思うのだけど

も、一方では、太陽光発電等を推進している企業というか、そういう事業所は、蓄えたエ

ネルギーをバッテリーというか蓄電式にしようというので、蓄電器の高性能化といいます

か、それから価格の低減化というか、そういうことで結構いろんな技術開発をやっている

ようです。 

 そうすると、電気エネルギーというのは、大きな電力会社とつながってその全体のバラ

ンスの中で云々というよりは、極端な言い方をすると、個別の１つの事業所なり、家族な

り、家なりのところで、太陽光で発電されたものを自分たちのところで蓄電することによ

ってそれを賄うというようなシステムのほうに、一方では普及しつつあるというか、シフ

トしつつあるというか、そういう傾向にあるのかなというふうに何となく漠然と感じてい

ます。そういうようなことを、県としてもどういうふうに評価というか、対応していくの

かということを、環境部会のテーマにはなりにくいのかもわからんけれども、それ相応の

議論をする部会のほうで、やっぱり展望と課題みたないものをつくっていただくといいん

じゃないかなと思います。 

 ほかの先生方、どなたか。 

【高平専門委員】 

 私からいくつかありますが、まず今、太陽光の話題で、これは以前から話題にはなって

いると思うのですけど、買い取りがあるということで、どっどっどっどっと山を崩してつ

くったものが、ほとんど今は買い取りがないということで放置されている状態です。 

 これは環境部局の問題ではないと思うのですけども、最初そういうふうにさせた施策が、

どうしてああいうふうになったのか。今はもうあそこにあった機械そのものも使えなくな

ってくるでしょうし、非常に大きな損失になっている感じが、そして環境のほうも破壊し

ている状況にあって、あるところは土砂流出、雨が降ったら下手したら崩れるんじゃない

かなというような斜面を使っているところもありますので、ここはやっぱり何らかの規制

か、あるいは対策をとらないと、ちょっと大きな問題になるのかなという感想を持ってい

ます。 

 関連するのかどうかなんですけど、検証シートの９ページです。囲ってあるところは環

境部局で、その上のほうに４つほど、宮古島のスマートコミュニティー実証事業等、ここ

はこういう事業があるということであって、ここには実際はもうやられているところなん
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ですよね。 

 ここで評価するところじゃないけど、達成状況というのをちょっと知りたいなというの

が一つあります。これはわかりますでしょうか。 

【事務局 當間産業基盤班長(産業政策課)】 

 商工労働部の産業政策課の私當間といいます。よろしくお願いします。 

 今委員のほうからありました宮古島のスマートコミュニティー実証事業と小規模離島再

エネ導入事業ということで、もろもろの事業ありますが、今この宮古島のスマートコミュ

ニティー事業というのが進んでおりまして、具体的にいうと、先ほど太陽光とバッテリー

の話をされていましたが、これについては、太陽光で発電して、買い取り部分もあるんで

すけど、それ以外にバッテリーの代わりにエコ給湯、太陽光の力を利用してお湯を沸かし

て、太陽光のエネルギーをお湯に変えて、お湯で供給するというような事業をやっており

ます。 

 それをＩＴを使って全部制御して、この時間帯はお湯沸かす、この時間帯は売るという

ような事業を実証でやっているところです。これができると、太陽光の電力というのをう

まく活用できるのかなということで、今はまだ実証の段階であり、結果はまだ次年度まで

続く事業になっています。 

 その下の小規模離島再エネ最大事業というのは、波照間島というところで行っている事

業になりまして、離島のほうはディーゼル発電で燃料を燃やして発電していますが、それ

の代わりにＭＧセットということで、モーターで発電するものを導入して、そのモーター

を回すための電力を風力発電で回すという事業をやっております。これは沖縄電力さんに

委託して実施しております。これも将来的にディーゼル発電から再生可能エネルギーを由

来とする電力を使って島の電力を賄うというような事業、これもまだ実証中でして、次年

度、再来年度まで続くという事業になっております。 

 その下、海洋温度差発電、これは久米島のほうでやっている事業ですが、海の表層水と

深層水の温度差を利用して発電するものとなっております。こちらは発電する力はあるの

ですけれども経済性が合わないというところで、実用化にはまだまだ時間がかかるのかな

というところです。 

 省エネルギーに資する取り組み、沖縄-ハワイクリーンエネルギー協定というのがござい

まして、沖縄とハワイ、似たような環境にあるということで、お互いのエネルギーの供給

に対する技術等の意見交換をしたり、技術を取り入れたり、逆にハワイのほうに輸出した
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りというような事業をやっているというものになります。以上です。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございました。 

 これは部署が違うのでなかなか我々に情報が伝わってきませんが、できるだけ関係しそ

うな項目があれば、今のように関係部局の方に来ていただいて、少し我々に情報提供して

いただければなというふうに思います。 

 ほかの委員の先生方、もしよろしければ。どうぞ。中村さん。 

【中村専門委員】 

 各事業それぞれ進展があったり遅れがあったりということで、努力されている結果とし

てはこれでいいのかなと思うのですが、将来的な対策とか課題のところを見ていきますと、

現状でも結構遅れているところがあって、将来的に例えば温暖化が進んだりとかでエネル

ギー消費が激しくなったりとか、そういうことを取り入れたかなり対策を進めていかない

といけないかなと。 

 私は専門ではないんですけど、場合によっては、今はＩｏＴ技術なんかが進んできてい

ますので、人の流れや車の流れとか、エネルギーの流れといったところの情報を集積して、

ビッグデータ解析を取り込むような取組というのも今後検討される可能性はあるでしょう

か。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 ＩｏＴの活用については、我々の取組はまだ具体的なところの提案を受けてないのです

が、我々が温暖化対策を実施する中で、やはり全体的な省エネまたは再生エネルギーの活

用というのは避けて通れない部分になると思います。 

 我々のほうの手前味噌の事業になるのですが、特にどんなにシステムを変えても県民の

意識を醸成しないといけないというのもありまして、温暖化対策につきましては、まず家

庭もしくは企業の皆様の省エネ意識を高めてもらうような手段をどうやって構築するかと

いうことで、検証シートの主要事業にはないんですが、地球温暖化防止活動推進センター

と連携しながら、地球温暖化防止活動推進員、こちらについてはほとんどボランティアの

方でやっていただいておりますが、防止活動推進員の方と一緒に連携しながら、家庭もし

く企業などの中で省エネの取組などを行ってもらったり、あと先ほど言いました防止活動

推進センターのほうでエコドライブの講習会などにも積極的に行ってもらって、いわゆる

運輸部門の温室効果ガスの削減にどうやって貢献できていくかということと、エコドライ
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ブがどう貢献するかというのを具体的に提案していただいたり、まずそういったことも含

めてやっております。 

 それと、今年度の事業で具体的にここに書き込めなかったのですが、近年、観光客が増

大して、それに関連してCO2排出量が増加しておりますので、それらの関連施設、特に観光

分野の関連施設の中に、省エネ機能導入を推進するような、醸成するような仕組みを今事

業として展開しようと思っておりますので、こちらについて省エネを進めていきたいと考

えております。 

 今、再エネのほうを具体的に言いますと、先ほど部長のほうからも話があったとおり、

沖縄電力の系統との技術的な課題とかがあるので、少しそこのほうはまだ我々としてはき

ちっと整理できてないところがありますが、まずは普及啓発、それと事業者に対する助成

を少しやっていきながら省エネを進めていきたいと考えております。 

【山川専門委員】 

 ７ページの成果指標のところで１番と３番は達成、達成見込みで、２番と４番が進展遅

れというお話で、これに関連する予算事業が、ここの環境部会は赤枠のところでこちらは

進展ということですが、２番と４番が進展遅れとなっている状態で、赤枠以外のところが

少し難しいという話で先ほど商工労働部の方からお話があったと思いますが、例えばこの

２番と４番に関係する部分で、環境再生課さんのほうで新しく例えば関連する事業があっ

たりとか、何か取組ができる可能性があるのかとか、ここは進展してるからオーケーとは

思うんですけど、全体的に達成を目指すのであれば、もう少し何かできることはあるのか

なということをお伺いしたいんですが。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 こちらの背景の３番にあるとおり、達成見込みということで書かせていただいたんです

が、先ほどの説明にあったとおり、沖縄では観光産業に引っ張られて、好調な経済に引っ

張られるように世帯数も増えております。世帯数が増えているものですから、それに対す

る家庭ごみの排出量も増えている現状にあります。 

 それで先ほど説明させていただいたんですが、まずは普及啓発の事業を進めていこうと

いうことで、地球温暖化防止活動推進員を今60名の方に委嘱して、実際の家庭なりに入っ

ていただいて普及啓発で省エネ、例えば非常に小さな話ですが、冷蔵庫の使い方、開け閉

めの仕方でどんなに変わるかということを、親子で楽しめる普及事業ということでさせて

いただいて、まずはこちらについては家庭のほうでやっております。 
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 それと、温暖化防止活動推進員の皆さんはそれぞれで普及啓発していただくということ

で、彼らのスキルアップの支援事業も今我々のほうがやっておりまして、全体的に家庭に

要領よく説明する、また地域のほうに要領よく提案できるようなスキルアップの研修をさ

せていただいております。 

 それと４番目にありますとおり、民生業務部門における二酸化炭素については、こちら

の背景・要因の分析にあるとおり、観光施設等の総合エコ化促進事業ということで、省エ

ネ機器の導入補助を過去にさせていただいて、これがある程度効果がありました。それで、

我々としては、再度今年から観光関連についての省エネ機器導入の助成事業を取り組んで

おりまして、これから募集をかけますが、そういった形で業務部門のほうに実際に助成事

業をやっていきたいと思っております。あわせて、各事業者の省エネ活動も重要ですから、

それに対する普及もやっていきたいと考えております。 

【宮城部会長】 

 私のほうからいくつか聞きたいのですが、例えば地域の治安、安全確保のためにそれぞ

れ街灯とかそういうのが設置されていますよね。あれはほとんど通常のライトを使ってい

ますけど、例えばああいうのを、今は単価が高いのかどうかわかりませんが、例えばＬＥ

Ｄに換えるとか、そういうことなどは県としても取組か何かやっていますか。 

 もう１つは、いわゆる小さな太陽光発電等を使って地域の街灯、時間は決まっています

よね。夕方からせいぜい明け方ぐらいまでの８時間ぐらいだと思うんだけれども、その間

を賄えるような例えば街灯システムとか、そういうことなどはどこか考えていらっしゃい

ますか。あるいは、そういうのは大したことないということなのか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 先ほど委員がおっしゃったとおり、白熱球や蛍光灯からＬＥＤへの転換というのは非常

に省エネに効果があるというのは我々も実感しておりまして、これについては先ほど言っ

た家庭において普及啓発の中で進めていくことになりますし、あと民間企業においても、

沖縄県CO2削減協議会というのがございまして、そちらと我々のほうで連携して、ビルの照

明診断をしていて、実は国の助成事業を受けているのですが、それで申請があった事業所

の省エネ診断をすると。それによって、照明をＬＥＤに転換することでどれだけ効果があ

るかということも提案することになっておりますので、我々としてはこういったソフト的

なもので今やっております。直接的な助成ということはなかなかやっていません。 

 あと我々のほうの事業としては、環境省の助成事業を使って離島地域の特に避難所とか
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防災拠点について、再生可能エネルギー等蓄電池の助成を平成26年から27年に約12市町村

に対して助成を行って、特に離島などに台風が来て停電とかになると復旧まで時間がかか

るということがありましたので、南北大東とか伊平屋、伊是名などについて、再生可能エ

ネルギーで助成した実績等があります。 

 ですから、こういったことで少しずつ我々のほうも進めさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

【事務局 棚原環境部長】 

 追加ですけど、避難灯もソーラーパネルで離島のほうは設置して普及しております。 

【宮城部会長】 

 それと、やっぱり電気をＬＥＤに換えるということは、ちょっと視点が違う話かもわか

りませんが、昆虫の走光性というか、あれの攪乱を防ぐという効果もあるので、要するに

蛾とか小さな甲虫類の生活の中のリズムが安定するという効果もありますので。 

 彼らからすると突拍子もないまさに青天霹靂の光なわけです。だから非常に混乱してい

るというか、そういうところがありますので、生態系の保全という視点から考えると、本

当はそういう攪乱的な要素のない光源のほうがいいのかなと思ったりもしていますけどね。 

【高平専門委員】 

 私はうるま市の豊原に住んでいるんですけど、４、５年ぐらい前、字の評議員をやって

いた関係で、とにかく字にある街灯を全部ＬＥＤに交換して、特に蛍光灯はいくつかあっ

たんですけれども、ナトリウム灯、水銀灯は結構電気を使うので、これを全部ＬＥＤに換

えていこうということでかけ合って、いろいろ積算してこれを助成金なしでとにかくやっ

てみようと。それでこれは２年半でもとは取り戻せるという試算をやって、そこを総会に

かけて許可されて、今は字の電気代は半分ぐらいに減っているんです。 

 こういうところをほかの地域にもＰＲしたいんですけど、なかなか字単独でＰＲはでき

ないので、こういうところをどんどん広めていけるシステムがあったらなというところが

あります。 

 これは字ですから結構な量にはなるんです。それで、初期投資はどうしてもかかります。

今の発想は、初期投資に対しては助成金というところをみんな考えるんですけれども、助

成金なしでも長い目で見たらできるんだということはＰＲしていければなと。ここをちょ

っと御協力願えたらもうちょっと進むのかなと。 

 先ほどの蓄電池式のものも、多分これは個々になるので、これはちょっと助成金なしで
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はかなり難しい部分があるのかなと思いますけれども、以前よりは非常にこれも効率よく

なっていて、実は高江州小学校のところにちょっとそれをつけたんですけど、もって４時

間ぐらいなんですよ。しかも、街灯の下で本が読めないぐらい暗いという結果で、半分断

念してしまったんですけれども、ここも今は恐らく蓄電池の能力も上がってきているので、

今だったらもうちょっといけるのかなという気はするんですけど、ここは全部助成金でや

っちゃったものですから、試算の方法とか自分たちでできる部分というのをＰＲしていっ

たら、いくつかはその気になるところもあるのかなと。 

 やっぱり助成金頼みというのはどうしても限界があるというところがありますので、そ

ういうところを御提案できないかなと思います。 

【宮城部会長】 

 ありがとうございます。なかなかいろんなところ、小さな集落であればあるほど、本当

はこういうことをしたいけれども、経済的なストックがなかなかないというところで困っ

てるところもありますが、やっぱりトータルとして県が主導的にそれぞれ地域の電力なり

あるいはエネルギーをどうするかということを考えていくということが大事かなと思いま

すけれども、特に小さな離島であればあるほど、逆にこのクリーンエネルギーの活用とい

いますか、そういったものが可能性が高くなるのかなという気はいたしますけれども。 

 ほかに委員の先生方、どうぞ。 

【赤嶺専門委員】 

 質問ですけれども、成果指標の２番と４番のほうは進展遅れというふうになっています

が、その中身を見てみますと、観光客の増加だったり、飛行機の離発着とかというところ

がありまして、沖縄は今観光が好調ですので、観光客はもっともっと増えていくとなると、

これは進展遅れどころか、進展しないんじゃないかなと思うんですが、例えば１人当たり

で見ると削減はされてるとか、何かその辺の指標とかあったりされるんですか。 

 もしそれがあるんでしたら、実際は減ってるけども、観光客の増加によって増えている

とか、飛行機の離発着によって増えてるというところは理解はできるのかなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 縄県地球温暖化対策実行計画というのがありまして、この中の進捗管理で毎年の温室効

果ガス排出量を計測して、協議会にかけましてＰＤＣＡサイクルで検証している最中であ

ります。 
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 その報告書の中でありますが、例えば家庭部門においては、最終報告の最新版が2016年

(平成28年度)ですが、これからすると2015年に比べると約3.4万トン増えているということ

で、世帯数の傾向を見ると、世帯数で約1.2万世帯、約2.1％増加しているということであ

ります。つまり世帯数の増加に伴ってエネルギーの使用量が増えているということで、CO2

排出量は増えております。 

 ただ、その中の一番大きなものは、民生家庭部門でありますと電気の使用が大きいとい

うことがありまして、ただ世帯数当たりの二酸化炭素排出量は2015年で１世帯当たり約

4.43トン、2016年は4.40トンで、世帯では0.03トンは低下していると。省エネ機器などの

普及によって世帯当たりでは若干減っているんですけど、世帯数の増加に低下率が追いつ

いてないというところはあります。 

 また運輸部門を見ますと、自動車についてはやはりガソリン自動車のほうが多くて、平

成30年３月時点では、沖縄県内で大体112万台の自動車がありまして、その中で環境配慮車

と言われている、ハイブリット車とか電気自動車が大体７万7,000台ということで報告され

ています。その中で電気自動車は約800台ですから、全体の中ではガソリン車が多いという

ことになっております。 

 自動車１台当たりの二酸化炭素排出量を2015年と2016年で調べますと、2015年が１台当

たり1.92トン、2016年が2.11トンで、0.19トン、9.9％上昇しているということになってお

りまして、ガソリン、軽油、ＬＰＧなど全てについて燃料の消費量は増えておりまして、

自動車の増加数とあわせて、自動車１台当たりの二酸化炭素排出量の上昇は渋滞などによ

る燃料ロスが影響しているのではないかと分析されている報告書があります。 

 航空機についても、沖縄県全体の温室効果ガス1,270万トンのうち約120万トン、約10％

が航空機燃料ですので、これについては発着回数が物理的に増えておりますので、それに

つれて増えていると。ただ、搭乗者１人当たりの二酸化炭素排出量は若干減っているとい

う報告がありまして、乗客数100万人当たりの二酸化炭素排出量は、2015年が5.82トン、2016

年が5.77トンで、0.05トンは低下している。 

 搭乗率の向上によって乗客100万人当たりは減っているんですけど、やはり観光客が増加

して発着回数が増えたことによって、低減は図れてないと分析しております。現状分析は

このようになっています。以上です。 

【事務局 棚原環境部長】 

 赤嶺委員が今言ったのは、指標を変えるべきじゃないかという意見も含まれていたよう
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な気がするんですけど、そういう意味ですか。 

【赤嶺専門委員】 

 おっしゃっているような感じではあるんですけども、１人当たりがどれぐらい、活動は

しているじゃないですか。運動していて、その結果１人当たりはこれだけ減ってはいるけ

れども、観光客数の増加によって飛行機の離発着だったり、観光客の増加によって沖縄全

体では増えてはいるけれども、１人当たりは減っているというのであれば、それは削減行

動をちゃんととってきたというふうなところになるのかなと思って、そういうのはあらわ

していたほうがいいのかなと。この部分からちょっと見えづらかったというところです。 

 やはり努力しているかどうか。自助努力の部分とそうじゃない部分という今物理的な話

がありましたけど、そんなところがあるものですから、１人当たりでは減っていますよと

かいうところがあると、観光客が増えていくのは間違いないと思いますし、これから減っ

ていくというふうには恐らくならないと思います。なので、そこでネガティブにはならな

いようにはしないといけないよなという感じです。逆にもっともっと１人当たりを減らし

ていく努力はしないといけないのかなというところです。 

 もうちょっと何かわかれば、今後どこに手を打っていくかというのも見えるようになる

ような気がして、そんな質問をさせていただきました。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 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。 

 これは非常に重要な御指摘だと思うのですが、沖縄は人口増加率が高いですよね。で、

世帯数はどんどん増加していく、つまり人間が増えていく。それから観光客の数も増えて

いく。それに伴って交通量も増えていくといいますか、そういう状態の中だと、この目標

値にいかに近づいていくかということは、つまり一人一人が省エネ的な感覚を持っていく、

あるいはその観光客を受け入れる例えばホテルなり、いろんな施設なり、そういうところ

のやっぱり省エネ意識といいますか、それから交通量もそうですし、それをできるだけ電

気なり、あるいはハイブリットなりというようなものに換えていくというようなことも含

めて、そういうことでもしない限り、この目標値というものをクリアするというのはなか

なかちょっと厳しそうな感じもする。 

 さりとて、目標値をもうちょっと高めにすると、これはとんでもない話になってしまう
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ので、目標値はそのままとしても、あるいはもっと減らすべきなのかもしれないなという

ことを思いつつも、我々の中でどういうふうにその目標値に近づいていくかという努力を

していくかというときに、それが先ほど言ったようにクリーンエネルギーであったり、そ

れから観光施設なり、いろんなデパートとかそういうことも含めて、できるだけCO2を出さ

ないような電気エネルギーに換えていくとか、つまり光源を換えていくとか、そういうこ

との取組というか、それを全体の体制の中で考えていくということが１つの課題なのだろ

うなと思いましたけれどもね。 

 ちょっと私事で言うとなんだけれども、明日、審査会があって、那覇空港を審議します

けれども、観光客の増加というのを見越して第２滑走路もつくっているわけで、本当に恐

ろしい数の観光者の入域数になっていくわけで、やっぱりこの低炭素島しょ社会の実現と

いうのは環境部門の中では非常に大きなテーマなのかなというふうに思っていますので、

これは関係する商工労働部とかそういうところも含めて、ぜひぜひこの目標値に近づける

ような手だてといいますか、方策といいますか、そういうことを考えていただければなと

思いますね。 

 ほかに、どなたかございますでしょうか。 

【高平専門委員】 

 全体的には下がってはいるんでしょうけども、民生事業者部門、進展遅れと。ただ、こ

れはアジェンダのほうでもよく話題になって、これは本当は増えているんだけれども１人

当たりにしたらどうかと、アジェンダのほうでは１人当たりのほうで評価していこうとい

うことですので、こっち側のほうも、参考でも構わないと思うんですけれども出していっ

たら、やっぱりモチベーションが全然変わってくると思うんですよね。 

 そういう点でぜひ赤嶺さんの提案を、アジェンダではとにかくやっていきたいと思って

おります。以上です。 

【宮城部会長】 

 事務局のほうで何か補足的に、我々はこれだけ努力しているんだよということをアピー

ルする事項があれば。 

 よろしいですか。せっかくの機会ですから委員の先生方。 

 どうぞ、平良さん。 

【平良専門委員】 

 大変難しい課題に皆さん努力していただいて、本当に一県民として感謝しております。 
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 この低炭素社会というこんな大がかりな話を、県の環境部の中で論議するということは

非常に大変な作業だと思うんですよね。 

 例えば今言っていたような街灯の件とか、そういったものについては決して環境部の世

界じゃなくて、むしろ運輸部、うちの県からすれば土木部のほうの社会基盤として整備さ

れている電灯とか、そこの中にあるやつはＬＥＤになっているのかどうかというふうな細

かい指標等を積み上げて、これでどのぐらいになるんだろうということを計算して、それ

を換えていくということの、具体的には今の課題に対する対応を書いてない。課題しか書

いてないんですね。 

 それを実際どうするのかという話は、今は普及啓発の世界しか書いてないので、そうい

ったところまで部を越えて連携していって、実際に社会基盤の中で整備されている公共施

設のものをどのぐらい低減できるかどうかということについても論議していく必要がある

のかなということを感じました。以上です。 

【事務局 棚原環境部長】 

 今の御意見は非常に重要なところで、検証シートの７ページをご覧になっていただきた

いのですが、先ほどから低炭素社会の議論をしていただいているんですけど、環境部が所

管しているものは下の事業の中で赤ラインだけなんですけど、ほかの部局でやっているも

ので、例えば下から３行目、都市モノレールで自動車を使わずに通勤通学をモノレールに

することによって自動車の数を減らしていこうとか、交通渋滞の緩和をしていこうとか、

そういう体系に基づいて各部局でできることは対応していただいて、その積み重ね全体を

環境部がやっていると。温室効果ガスの排出量の全体の集計とかですね。 

 各部局において知恵を出し合いながら取り組んでいるというのは、この表を含めて御理

解いただきたいなと思います。 

【宮城部会長】 

 環境という概念というか、言葉そのものがいろんなところに多岐にわたっていくので、

どうしても行政の中の部署がかかわるところは多いと思うんですね。ただ、やっぱりこの

環境部会で議論できるところはすっきりと議論できるように、ほかの部局で議論されてい

る内容についてもできるだけ情報として我々に提供していただけると、全体としての把握

がしやすいのかなと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

【山川専門委員】 
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 この機会なのでお聞きしたい点があるんですけど、345ページの温室効果ガス排出量の推

移のグラフがあるんですが、CO2排出量は恐らく人口増加とか比べると、だんだん増えずに

いるのかなという気がするのですが、代替フロン類の量が増えているのが、何か理由とい

うか、もしもそういったものがわかるのでしたら勉強のために教えていただきたいんです

が。わかりますでしょうか。 

【宮城部会長】 

 代替フロンというのは、今まで使っていた既存のフロンガスとは違うやつで、要するに

オゾン層に影響の少ないというやつですよね。一般的に言われているのは。そういうのが。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 その数値について、我々のほうとしては温室効果ガスについては、全て二酸化炭素排出

量係数を掛けて二酸化炭素排出量としておりますが、代替フロンにつきましても、分野ご

とに推計を行っておりまして、例えば家庭用であれば、断熱材、家庭用エアコンとか冷蔵

庫、自動車用であればエアコン、そしてエアゾールなどの実際の処理量から代替フロンを

把握して、これをCO2排出量に換算して温室効果ガスを算出しております。増えているとい

う要因として、二酸化炭素に換算するときに代替フロンの係数がめちゃくちゃ高いという

ことがあります。1,000何倍とか１万倍いくのもあります。 

 それで、代替フロンの量で捉えると、自動車とか家庭用の廃棄物、エアコンなどでは大

きく変わらないだろうと見ておりますが、細かい資料を今日は持ち合わせてないものです

から推計の方法だけ言いますと、例えばハイドロフルオロカーボンですと、地球温暖化係

数といいまして、CO2排出量を計算すると約1,400倍、パワーフルオロカーボン、半導体な

どに使う不活性液体として使用されるのは7,000倍、六価フッ素は、例えば電気絶縁ガスと

かに使われるのは２万2,000倍とか、こういった産業部門に使われているものは、CO2を掛

けて換算しているものですから、産業分野以外にも、家庭のエアコンから回収した代替フ

ロン、冷蔵庫などから漏出されるものから量を推計して、それに掛けているものですから、

量的には大きなものになっています。 

【赤嶺専門委員】 

 実際増えている理由はわからないのでしょうか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 増えているというか、それほど減ってないという理由が、まだこちらのほうに分析報告

がないものですから、ちょっと今手持ちがないものですからお答えできないんですが、今
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集計の仕方はそういうふうにやっているということです。 

【山川専門委員】 

 はい。わかりました。既にこの12年度の段階からCO2換算されているということで、この

量に関しては、そういう何か廃棄したときの処理量とか、そういったのから出していると

いうことですか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 はい。そうです。 

【山川専門委員】 

 はい。承知しました。 

 もしも何か詳しいこととかがわかれば教えていただければと思います。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。 

 なかなか低炭素島しょ社会というものの課題がよくわかると言いますか、難しさがわか

ると言いますか、そういうことだと思うのですが、太陽光の利用も、例えば７ページの宮

古島のスマートコミュニティー実証事業の中でいうと、目標値の約５分の１ぐらいという

のは、もうちょっとあってもいいのかなという気がしないでもないですが、これは多分普

及の活動の仕方とか、啓発の仕方とか、いろんな要素があるのかもわかりませんが、ぜひ

ぜひクリーンエネルギーを使うような社会の実現を目指していくということだけは止めな

いでほしいなと思います。 

 ほかにどなたか。どうぞ、先生。 

【中村専門委員】 

 少し質問なのですが、運輸部門での排出量の計算に関して、航空機のことは入れられて

いるんですが、観光客増加に伴って増えているクルーズ船の計算はあるんですか。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 船舶については軽油、重油ということで、一応これは個別に沖縄県でどの程度というこ

とではないんですが、全国の重油、軽油の消費量から貨物輸送量などを掛けまして、推計

で沖縄県分ということで出しております。 

【平良専門委員】 

 ごめんなさい。興味深い文章が書いてあるので、これを教えていただけますか。 
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 348ページの１番上、「地球温暖化による影響を独自に予測・分析し、それに合った適応

策を検討する必要がある」と書いてますけども、それに見合った適応策というのはどんな

ものが考えられるかなと思って、ちょっと興味があるなと思って。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 こちらの表現ですが、地球温暖化による影響ということは、今法律の気候変動適応法が

昨年12月に施行されまして、今後適応策、いわゆる地球温暖化に対しては緩和策、省エネ、

再エネに対して、今後、気候変動に対してどう対応するかという適応策についても今後計

画などを策定するということになっております。 

 これについては、沖縄県では５分野を今のところ考えておりまして、さらに今後詳細に

分析する必要はあると思うのですが、農林水産業分野と水環境・水資源分野、それと自然

生態系分野、それと自然災害分野、健康分野の５分野で考えております。 

 例えば、農業ですと、今後、亜熱帯から熱帯にいくということで暑くなってくるだろう

ということで、暑さに強い品種などの普及とか品種の導入、開発、それと畜産などにおい

ては、畜産の動物などが暑さ対策に対してどういうふうにやるかとか。 

 水環境ですと、今後干ばつの頻度が高くなるだろうということで、それに対する渇水対

策なども含めて考えるとか。 

 自然生態系ですと、森林湿地帯などの生物多様性が今後どういうふうに影響するかとか、

サンゴは海水温が高くなっていくと白化現象が見られるということがありますので、それ

に対する影響はどのように進んでいくか。 

 また自然災害では、海面膨脹などによって台風などが近づいたときの被害が大きくなる

とか、特にまた豪雨などの頻度が高くなる、もしくは台風が大型化になる。 

 健康ですと、ネッタイシマカという蚊が増殖して、今南方系にある熱帯病が沖縄もしく

は九州まで侵攻していくんじゃないかということが懸念されておりますので、感染症に対

する考え方、これについてどう対応していくかという適応策を考えていくべきだろうとい

うことで、こちらの記載の中で予測・分析していくことを検討していくということになっ

ております。 

【平良専門委員】 

 わかりました。すごい話だね。 

【宮城部会長】 

 これは頭のほうは環境省がそういうふうな枠組みの中で議論していっている内容なんで
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しょう？ 

【事務局 安里環境再生課長】 

 はい。環境省が気候変動適応計画という大きな枠組みの計画をつくって、また気候変動

適応センターというのは、国立の衛生研究所のほうにこういった分野を設置します。 

 地方自治体については、それについて地域における地域気候変動計画及び地域の気候変

動センターなどの設置について、努力義務で設置するよう求めるというような法律体系に

なっていますので、今後その計画は、各所管するところ等を集めて可能性はやっていこう

と思っておりまして、センターについての機能が、沖縄県は非常に他府県、九州とちょっ

と違って連携するのが難しいものですから、センターの役割をどういうふうにやるかとい

うことも踏まえて今後検討していくことになるかと思っております。 

【宮城部会長】 

 地理的な、あるいは歴史的ないろんな経緯もあるんだろうけれども、やっぱり沖縄とい

う島しょ地域ですので、独自のそういう対応といいますか、対策というか、それをやっぱ

り基本的にはつくりながら、それをしかし九州本土と連絡網をちゃんとしっかりしていく

という、そういうことが大事かなと思いますけどもね。 

 特に、沖縄の亜熱帯地域の環境というのは、これから九州を含めて日本本土が体験すべ

き事象というのがいっぱいあるわけですから、むしろ沖縄のほうがモデルになるというぐ

らいの、あるいは沖縄のほうからパイオニア的な政策を発信していくという、そういうよ

うなことが逆に問われているんだろうなと思いますけれども。 

 よろしいでしょうか。どうぞ。 

【羽田専門委員】 

 お時間が迫っている中で教えていただきたいことがあるんですけれども、クリーンエネ

ルギーのところに少し戻ってしまい恐縮なんですが、地中熱利用の開発を進められている

ということですごく関心を持ったんですけれども、琉球石灰岩の土壌が均質でいいんだと

いうお話でしたが、岩盤までは掘ってないのでしょうか。土層のところでパイプを通して

水を循環するという理解でしょうか。 

 その場合、石灰岩地域の水はカルシウム分が多いので、カルシウムが集積して水回りと

か常に循環しないとだめなんだという話を地下ダム等で伺っているんですけれども、コス

ト面とかそういった問題の解決に対してどのようなことをされているか教えてください。 

【事務局 安里環境再生課長】 
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 お答えいたします。 

 琉球石灰岩のボーリングというのは、非常に沖縄の石灰岩は多孔質ということはあるの

ですが、一般的に地中熱を利用した機器の考え方が、地中から約10ｍから200ｍの間の地中

熱のほうに循環させるというのがこの機器の肝になっておりまして、ですから、それほど

深くまでは掘らないということと、大体10ｍぐらいからは地中熱の地温が安定するという

ことで10ｍから約200ｍ以内ということになっています。 

 ただ、今回沖縄県で検討したのは、ボーリングの深さを深くするとやっぱりコストが上

がるということで、100ｍ１本やるよりは20ｍの５本やったほうが経費的に安くなるんじゃ

ないかということで、これらも含めて技術的な検討を行っております。 

 それで、やはり普及を進めるということになってくるんですが、コスト的なことについ

てはいろいろシミュレーション、いろんな先生方のほうに聞いてみたんですが、やはり何

らかの助成金がないとこれを導入するコストは難しいという話をされておりますが、我々

としては、この地中熱というのは沖縄の使い方でも１つの再エネの方法として可能性はあ

るんじゃないかということで、普及のほうについて技術開発も含めてやっていければなと

考えております。 

 それと、先ほど出ました琉球石灰岩質の水の利用ですが、今、掘削した水でやっていく

方法もあるのですが、技術的にそれをやると、地下水の利用については非常に法律などの

問題が多いものですから、今技術的にはボーリングを通してその中を水を通す形になって

まして、これは地下水を汲み上げる技術では、今我々のほうは考えておりません。 

 地下水を汲み上げて、それを空調なりに使うのが一番安上がりになるということは技術

的には出ているのですが、それをやるといろいろな法律関係の取水とか温泉法とかかかる

ものですから、これはボーリングを通してその中に、普通の水道水などでいいということ

で、それを循環させながら冷やしていくと、もしくは温めていくという技術をやっており

ますので、こういう水回りの件は水道水を使う限りにおいてはそれほど心配ないのかなと

考えております。 

【宮城部会長】 

 おもしろい技術・知見かなと思いますけれども、特に中南部とか、あるいは低島の島々

が幾つかありますので、そういうところでの実証実験を重ねながらそれが実用化していく

ようになると、新たなクリーンエネルギーといいますか、エネルギー利用という形になろ

うかと思います。 
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 ほかにございますでしょうか。 

 これは事務局、今日先生方から話されたことは、全体として取りまとめるといいますか、

サマライズして、検証シートの中に入っていくという形になるんでしょうか。それとも、

報告書に生かされていくという形になるんですか。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 本日、皆様からいただいた意見につきましては、まずは議事録とか議事要旨の中で文字

化されていきます。 

 この意見の中で、例えば先ほど指標として１人当たりのCO2排出量を参考値なりでも見せ

るべきではないかとかといった、この総点検の中の記載に関するものを中心に、総点検報

告書に盛り込む必要があろうというものについては、次回の部会におきまして、こういっ

た形で反映させていきますと事務局からの対応方針案を提示させていただきたいと考えて

おります。 

【宮城部会長】 

 わかりました。では次回の会議の前というか、その中で事務局のほうから説明があると

いう理解でよろしいですね。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 はい。そのとおりです。 

【宮城部会長】 

 お聞きしたいことはほかに何かございますか。 

 高平さん、どうぞ。 

【高平専門委員】 

 これは非常に難しいところなんですけれども、先ほど適応策のお話が平良委員のほうか

らあって、私もちょっとそこは質問するつもりだったんですけども、ここは適応策を検討

するというふうになっていますけども、今後これを使った指標というのを設定する予定が

あるかどうか、ここだけをちょっと確認したいなと思いまして。 

【宮城部会長】 

 適応策についての計画のようなものですかね。 

【事務局 安里環境再生課長】 

 適応策については、計画策定をどのようにするかということを検討している最中なもの

ですから、それに対する指標というのは今後の検討になります。例えば今後温暖化がどう
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やって進むか、例えば２度上がった場合とか、１度上がった場合とかという場合にシミュ

レーションして、それにどう対応するかという形になると思うのですが、今のところそこ

までの検討には至ってはおらず、対処方法をどう検討していくかという考え方で進めてい

きたいと思っております。 

【平良専門委員】 

 素朴な疑問ですけど、いいですか。 

 この検証シートで、指標を「達成」、「達成見込み」、「進展」、「進展遅れ」というふうな

表現を使うということになっていますけども、予算事業に関するものは、「順調」とか、「お

おむね順調」、「やや遅れ」という表現を使うというような検証シートですよね。 

 そうすると、この１ページのほうは達成でなくて、これは順調なのかなという気がしま

すけども、どうなんですか。 

【事務局 仲嶺主査(環境政策課)】 

 大変重要な御意見ありがとうございます。 

 確かにおっしゃるとおり、達成状況という言葉に引っ張られて「達成」と書いているよ

うな形になっておりますので、これはちょっと企画調整課のほうと調整して、「順調」とい

う表現にすべきということでしたら、この部分の記載は全てそれに対応した記載に改めて

まいりたいと思います。ありがとうございます。 

 

※確認の結果、主な予算事業等に係る達成状況の説明に誤りがありましたので、議事録15

ページ28～29行目の記載を訂正しております。 

 

【宮城部会長】 

 これは、でもほかの部署と表現の形が極端に違いすぎると困るので、少し調整されたほ

うがいいと思いますね。ということでよろしいですね。 

 初めての部会ということもありますので、先生方、少し整理に手間取ったと思いますが、

今日のような形で、次回からまた事務局のほうから説明があって、それについて先生方の

御意見を述べていただくと、あるいは質疑応答していただくという形で進めていきたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 ということで、きょうの部会はこれで終わりたいと思います。マイクを事務局のほうに

お返しいたします。 
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【事務局 島袋総務企画班長(環境政策課)】 

 宮城部会長、どうもありがとうございました。専門委員の皆様も長時間御議論、御審議、

大変お疲れさまでございました。大変ありがとうございました。 

 本日御意見のあった内容については、また事務局で確認、関係課と調整して後日回答し

たいと考えております。 

 また、先ほど事務局からの説明でもあったのですけど、追加で意見等がございましたら、

事前に紹介いたしました意見書の様式で、本日から１週間後に当たります８月１日までに

御意見を提出いただければと考えております。よろしいでしょうか。 

 それでは、皆様、お忙しい中御議論ありがとうございました。 

 次回の日程も改めて確認したいと思います。次回は８月20日・火曜日午前10時から開催

を予定しております。詳細につきましては、今後また事務局からメール等を通じて御連絡

差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 お車でお越しの方は、駐車券に駐車印を押す作業がございますので、事務局にお渡しく

ださい。 

 では、これをもちまして沖縄県振興審議会第１回環境部会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

 (6)閉会 


