
○第１回環境部会検討テーマに係るご意見 検討テーマ：①花と緑あふれる県土の形成、②低炭素島しょ社会の実現

担当課
担当部会

整理
番号

委員又は
専門委員名

（素案）
章・頁・行

本　　　文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 対 応 方 針 （案）・回答

環境保全課 1-1 高平専門委員 第３章
331頁
12行

関連項目における（課題及び
対策）に係る部分

太陽光発電施設の整備による赤
土等の流出などによる環境破壊
が懸念されることから、施設の整
備について規制等の対策を講じる
必要がある。

太陽光発電について、普及が進
む中で、土砂流出や崖崩れのお
それがある斜面にまで施設が建
設され、結果として環境が破壊さ
れることが懸念される。規制等の
対策を行わなければ大きな問題
になると考えられる。

沖縄県赤土等流出防止条例は、土地の改変行為そのものを規制するものではありませ
ん。太陽光発電施設については、平成30年度、24件の届け出がありましたが、現在のと
ころ、赤土流出防止対策上、大きな問題となったものは確認されておりません。しかし、
当該施設から赤土等の流出が発生した場合は、適切な指導を行ってまいります。

当件については、赤土等流出防止対策の取組等に関する記載（331頁12行目等）に含
まれることから、素案のまま対応したいと考えております。

環境再生課 1-2 赤嶺専門委員 第３章
347頁
28行

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
れる。

観光客１人当たりの二酸化炭素排
出量は減少傾向にあるものの、近
年の急激な観光客数の増加に
伴って、二酸化炭素排出量が増加
することが予想されることから、引
き続き各部門における取組の強化
が求められる。

運輸部門と民生業務部門におけ
るCO2排出量の達成状況が近年
の観光客増加の影響で「進展遅
れ」となっているが、今後も観光客
数の増加が見込まれるため、１人
あたりのCO2排出量といった指標
で取り組みの成果を説明すること
も必要ではないか。

修正文案どおり素案を修正したいと考えております。

（観光客１人当たりのCO2量は222kg(H20)から206kg(H28)と減少しており、一定の成果
が見られるため。）

環境再生課 1-3 宮城部会長
高平専門委員

第３章
347頁
30行

このことから、各種啓発活動
等による環境対応車の普及
促進、エコドライブの推進、鉄
軌道を含む新たな公共交通
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。

このことから、ＬＥＤ照明など省エ
ネルギー設備改修等による二酸
化炭素排出量削減事例を積極的
に情報発信するほか、各種啓発
活動等による環境対応車の普及
促進、エコドライブの推進、鉄軌道
を含む新たな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築の推進、公
共交通機関の利用促進並びに観
光施設や商業施設への省エネル
ギー設備の導入促進等、関係機
関が連携して取り組む必要があ
る。

①補助金を受けずに集落の街灯
にＬＥＤを導入した事例がある。こ
のような事例を県内で共有できる
ような取り組みを検討すべきであ
る。

②観光客の増加に伴うCO2排出
量の増加を抑制するために、観光
施設や商業施設等における省エ
ネ設備等の普及に向けた取組を
関係部局と連携しながら推進すべ
きだ。

修正文案どおり素案を修正したいと考えております。

（削減事例を積極的に情報発信するほか、今後も続く観光客の増加に備え、観光施設
や商業施設に対し、関係機関が連携した支援が必要となるため。）

産業振興部
会

1-4 宮城部会長 第３章
349頁
13行

（課題及び対策）における記
載について

・太陽光発電や風力発電のより一
層の普及にあたっては、送電網へ
の接続容量が制約となっているこ
とが課題となっている。

・太陽光発電と蓄電池の一体的な
導入の支援に取り組む必要があ
る。

　二酸化炭素排出量を削減する
ためには、太陽光発電や風力発
電等をより一層普及させる必要が
ある。これらの普及にあたって
は、送電網への接続容量が制約
となっている点が課題と考えられ
る。この課題を克服するために、
太陽光発電と蓄電池の一体的な
導入の支援に取り組む必要があ
る。

（所管する部会へ意見書を提出）

基盤整備部
会

1-5 平良専門委員 第３章
351頁
10行

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
緑地面積の絶対量が不足してい
ることから、・・・・

存在量より絶対量の表現が印象
度が高い

（所管する部会へ意見書を提出）

ご意見への対応方針案等について
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○第２回環境部会検討テーマに係るご意見 検討テーマ：①生物多様性の保全、②自然環境の適正利用

担当課
担当部会

整理
番号

委員又は
専門委員名

（素案）
章・頁・行

本　　　文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 対 応 方 針 （案）・回答

環境保全課 保留１ 平良専門委員 第２章
38頁
21行

図表2-2-1-1-9赤土等年間流
出量の推移

流出量が減少した背景等をお聞
かせください。

―

（赤土棟流出防止対策は、第４回環境部会で重点的に調査審議する予定であるため、
当該部会において回答）

環境保全課 保留２ 平良専門委員 第２章
39頁
15行

流域協議会 農林水産部で設置している「赤土
等流出防止対策地域協議会」との
違いを説明してください

―

（赤土棟流出防止対策は、第４回環境部会で重点的に調査審議する予定であるため、
当該部会において回答）

自然保護課 2-1 平良専門委員 第3章
328頁
29行

「国立自然史博物館」の誘致 要望･要請の結果誘致に関する感
触と見通し

―

６回にわたる沖縄北方担当大臣等への要望やシンポジウムを毎年開催し周知を図って
おります。引き続き、更なる気運醸成が必要と考えており、経済団体等への説明会など
を実施し、産官学一体となって誘致に向けた取組を推進していきます。

環境再生課 2-2 平良専門委員 第5章
706頁
39行

東村慶佐次再生モデル事業 成果、課題及び今後の事業展開
についてお聞かせください

―

　平成26年度に策定した「沖縄県自然環境再生指針」を活用し、自然環境再生事業の
全県的な展開に向けて、東村慶佐次川流域でモデル事業（平成27～30年度）（生物多
様性のためのワンド（水のよどむ箇所）の整備、マングローブ林内小水路の堆積物の浚
渫）を実施しております。
※沖縄県環境再生課ホームページ
（https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/saisei/saiseimodel.html）に報告書等資料を
掲載しております。

【成果】
　関係者（行政機関、地元団体、地域住民等）協働の下、再生事業の全体構想等を策
定し、先行事例として実施しております。

【課題】
　再生事業を開始・継続するに当たっての財源確保や関係者協働による事業実施体制
の構築、開発行為等に伴う様々な環境負荷への対応等があります。

【今後の事業展開】
　上記課題へ対応するため、県では、令和元年度から「自然環境再生支援事業」を創設
し、自然環境再生事業を実施する市町村に対して財政支援（補助）を行うとともに、各地
域で実施している再生事業におけるノウハウ等を共有し、課題解決を図ることを目的に
関係者間でのネットワーク構築のための会議を開催することとしております。
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（別紙 ２－１）

提出先の部会 ： 産業振興部会

氏名：宮城　邦治

委員　　・　　専門委員　　　　　　　

　所属部会名：環境部会

（素案）
章・頁・行

本　　　文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　　由　　　等

第３章
349頁13行
～349頁28行

（課題及び対策）における記載について ・太陽光発電や風力発電のより一層の普及にあ
たっては、送電網への接続容量が制約となってい
ることが課題となっている。

・太陽光発電と蓄電池の一体的な導入の支援に
取り組む必要がある。

　二酸化炭素排出量を削減するためには、
太陽光発電や風力発電等をより一層普及さ
せる必要がある。これらの普及にあたって
は、送電網への接続容量が制約となってい
る点が課題と考えられる。この課題を克服す
るために、太陽光発電と蓄電池の一体的な
導入の支援に取り組む必要がある。

※様式のデータはあらかじめメールでご案内しておりますが、県ホームページへも掲載しています。

（沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案）に対する意見）

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

※意見については、郵送、FAX又はメールにて、各回の会議開催１週間前までに、提出先の部会担当者あてに提出願います。
　 〆切を過ぎてしまいますと、翌々回の会議における対応となりますので、あらかじめご了承ください。
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提出先の部会 ： 基盤整備部会

氏名：平良　喜一

委員　　・　　専門委員　　　　　　　

　所属部会名：環境部会

（素案）
章・頁・行

本　　　文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　　由　　　等

351頁10行 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面積の絶対量が不足し
ていることから、・・・・

存在量より絶対量の表現が印象度が高い

【環境部環境再生課から】
施策展開1-(3)-ウの施策③「都市と自然の
共生」についての意見であり、成果指標等に
ついては基盤整備部会（都市計画・モノレー
ル課）が所管していることから、当該意見に
ついて調査審議いただきたい。

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

（沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案）に対する意見）
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