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大城  結子  さん（沖縄県立美来工科高等学校）の作品です。  
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い色で表現しました。  

水色は水、黄緑は植物、オレンジは沖縄の太陽の温かさを現しています。  
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第１章 はじめに 

 

１ 計画策定の背景と位置づけ、改定の趣旨 

私たち人類は、自然界のバランスのもとに生活しています。人類の未来にとって地球上の

諸活動を持続可能なものにし、地域発展と環境保全との両立した社会を構築していくこと、

すなわち「持続的発展が可能な社会」を実現していくことは、私たち人類に課せられた重要

な課題です。1992 年ブラジルで開催された地球サミットで採択された「リオ宣言」に基づき、

国は「アジェンダ 21」を策定し、地域においても「ローカルアジェンダ 21」の推進が提唱さ

れました。これは、地球規模の環境問題であっても、その原因や解決策は私たち一人ひとり

の生活に直結したものであり、それぞれの立場に応じて、あらゆる活動を環境の視点から見

直すことが重要と認識したからです。 

このような観点に立ち、本県においても平成 12 年 3 月 31 日に制定した「沖縄県環境基本

条例」に基づいて 2001 年(平成 13 年)5 月に、地球と沖縄の環境問題に対し足元から取り組

みを進めていくための具体的な行動計画、「みんなでつくる清
ちゅ

ら島－おきなわアジェンダ 21

－」を策定しました。その推進母体として 2002 年（平成 14 年）8 月「おきなわアジェンダ

21 県民会議」（以下「県民会議」と称す。）が発足しました。地球環境を保全するためには、

私たちの沖縄の環境を保全することが肝要であり、そのために県民一人ひとりが生活の中か

ら取り組む必要があります。 

 県民会議は、行動計画で提唱されたみんなでつくる清ら島おきなわの実現に向けて、行政、

事業者、市民団体、県民の協働のもと、アジェンダ 21 の普及啓発と実践活動を推進してきま

した。策定から 10 年が経過した 2011 年（平成 23 年）に、これまでの環境保全活動の取り組

み状況の把握・評価等を実施した上で、2011 年（平成 23 年）度から 2020 年（平成 32 年）

度の 10 年間が対象期間の新しい行動計画を策定しました。 

 この度、本計画期間の後半を迎えるにあたり、本計画の進捗状況や沖縄２１世紀ビジョン

及び同基本計画、沖縄県第二次環境基本計画、生物多様性おきなわ戦略等、沖縄県の各関連

計画との整合性を図りつつ、2016 年 11 月 4 日のパリ協定の発効等、国内外の動向などの社

会情勢を踏まえ必要な見直しを行うこととなりました。県民会議構成団体（員）がそれぞれ

の役割と責任において実践すべき方向性を示すものであるとともに、県民に広く普及し、県

民が自覚を持って行動するための啓発・行動計画と位置づけます。 

 

２ 計画の主体 

本計画の主体は県民会議とし、本県の地域特性や社会的実情等を踏まえ、本計画の目的を

達成するための方向性や、県民、事業者、行政等のそれぞれの役割、協働のあり方を示す行

動計画とします。 

本計画の推進により、沖縄県の環境保全が図られ、ひいては地球環境の保全につながるこ

とを期待するとともに、各市町村の行動計画を作成する際の指針として活用されることを期

待します。 
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３ 計画の期間 

現行行動計画の中間見直しであることから、この計画の対象期間は引き続き 2011 年（平成

23 年）度から 2020 年（平成 32 年）度の 10 年間とします。 

 

４ 計画の理念 

本県は、国内唯一の島しょ県であり、亜熱帯海洋性気候に属しており、他の都道府県とは

異なる固有の自然環境を有しています。また、沖縄島及び各離島ともそれぞれ異なった環境

特性や社会的条件を有し、島しょという特性から環境容量が小さく、環境の負荷に対しては

大変デリケートです。この様な自然環境のもと、本県には古くから自然環境と共生する独自

の文化がありました。自然に対する信仰や伝統的な住宅の形態、集落に見られる井泉などか

らそれを知ることができます。 

しかし、現代に生きる私たちはこれまで、豊かで便利な生活を求めるあまり、資源やエネ

ルギーを大量に消費し、自然環境を人工的な環境へ改変するなど、本県の地域環境だけでな

く地球環境に大きな負荷を与えてきました。そのため、今日の私たちの生存基盤である地球

環境は、微妙なバランスを失いつつあります。 

地球環境は様々な要素のバランスのもとに成り立っており、その復元能力には限界がある

ことを捉えたうえで、地球環境を保全するためには、足元からの取り組みが肝要であること

を認識しなければなりません。そのために、沖縄からの取り組みが重要であり、現在に生き

る私たち一人ひとりの責務です。 

沖縄の環境を守り、ひいては地球環境を守り、持続的発展が可能な社会を実現するには県

民や事業者、市民団体、観光客、行政等がそれぞれの役割を認識し、互いに協力・連携が必

要です。 

かけがえのない美しい地球、また、自然環境豊かな沖縄、環境と共生する沖縄の文化を次

の世代へ引き継ぐため、みんなで身近なところから実践・行動し、世界にも誇れる美しい沖

縄、清ら島おきなわの構築を目指します。 

以上のことから、本計画の基本理念を第一期行動計画に準じ、次のように設定します。  

 

 

 

御万人
うまんちゅ

でチャレンジする持続可能な清
ちゅ

ら島の創造 

 

亜熱帯の自然きらめく海に浮かぶ清
ちゅ

ら島の創造 

 

緑豊か、清らかな水、澄んだ空気のある清
ちゅ

ら島の創造  
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第２章 地球と沖縄の環境の現状 

 

 現在、日本の人口は約 1 億 2 千 7 百万人で、世界の人口の約 73 億人に対しては約 58 分の

1 に当ります。また、沖縄県の人口は約 144 万人で、日本に対しては約 88 分の 1、世界人口

に対しては約 5070 分の 1 に相当します。しかし、二酸化炭素の排出量で考えますと、日本は

27 分の 1、沖縄は 2172 分の 1 の影響度があることになります。沖縄県民一人ひとりが環境保

全に取り組むことは、人類一人平均の影響度より 1.9 倍あると試算されます。 

一人当たり二酸化炭素排出量･･･世界 約 4.5 トン 日本 約 10.3 トン※ 沖縄 約 8.7 トン※  

※出典）沖縄県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改訂版 

１ 地球環境問題とは 

地球環境問題は、その被害や影響が一地域にとどまらずに地球的規模に広がることからそ

の解決には我が国のような先進国も含めた世界各国の協力が必要です。現在、地球環境問題

は、一般的に次の９つに分類されています。 

①  地球温暖化 

地球温暖化は、大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、フ

ロン等）の濃度が人間活動により上昇し、温室効果が高まることに

より地球の気温が上がる現象です。このまま推移すれば、21 世紀末

までに地球の平均気温が約 2.6℃～4.8℃（RCP8.5）上昇し、これに

伴い海面も約 26cm～82cm 上昇すると予測されており、異常気象の

発生、農業生産や生態系への影響が懸念されています。 

 

②オゾン層の破壊 

オゾンは成層圏に多く存在し、太陽光からの有害な紫外線を吸収

することにより地球上の生物を守る働きをしていますが、大気中に

放出されたフロンやハロンなどによって成層圏のオゾン層は破壊

されています。このため、太陽光に含まれる有害な紫外線が地表に

達する量が増大し、皮膚がんや白内障など人への影響や生物の成育

障害等を引き起こすことが懸念されています。 

 

③酸性雨 

酸性雨は、化石燃料を燃焼することにより大気中に放出された硫

黄酸化物や窒素酸化物が、化学反応により硫酸イオンや硝酸イオン

となり、これが雨や霧に取り込まれて降ってくる現象です。酸性雨

は、森林や農作物に被害を与えたり、河川や湖沼を酸性化し、魚類

等の生息できない環境にするなど、生態系に大きな影響を及ぼすこ

とが懸念されています。 

 

④海洋汚染 

海は、河川からの汚濁物質の流入、船舶事故や石油等の海底資源の開発に伴う油汚染、 

廃棄物の海洋投棄などによって汚染が進行しており、この海洋汚染により海洋哺乳動物や
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魚類・鳥類等への影響、漁業への影響などが問題となっています。 

 

⑤有害廃棄物の越境移動 

廃棄物は、人間活動の拡大に伴う量や処理費用の増大などにより、海外での処理も行わ

れています。先進国では条約を締結し、廃棄物の移出には規制がかかっておりますが、廃

棄物の中には、有害な物も含まれていることから、処理が不適切な場合は河川や地下水、

土壌、大気などを汚染し問題となっています。 

 

⑥森林（熱帯林）の減少 

熱帯林は、木材の供給源であるばかりでなく、野生生物の生息地、二酸化炭素の吸収・

貯蔵場所としても重要な役割を果たしていますが、焼畑耕作や商業用伐採などにより毎年

15 万 km2（日本のほぼ 4 割の面積）が減少していると推測されています。熱帯林の減少は、

野生生物の生息地が損なわれるなど生態系への直接的な影響のほか、地球温暖化を加速す

るなど間接的な影響も懸念されています。 

 

⑦生物多様性の減少 

野生生物の種は、自然界における進化のプロセスによる減少とは異なり、人間活動によ

る生息・成育地の破壊や乱獲により急激に減少しています。現在、生息地の破壊等により、

哺乳類の 22％、鳥類の 13％、両生類の 27％、爬虫類 9％、魚類 7％、維管束植物 4％が絶

滅危惧種とされています。 

 

⑧砂漠化 

砂漠化は、気候変動に支配された降雨量の減少による乾燥化や開発途上国での人口増に

起因する過度の開墾による表土流出、薪炭としての過度伐採、家畜の過放牧等により引き

起こされ、食糧生産基盤の悪化、生物多様性の喪失など深刻な影響を及ぼしています。 

 

⑨開発途上国の環境問題 

開発途上国では、都市化や工業化の進展に伴い、大気汚染や水質汚濁などの公害問題が

深刻化しています。多くの開発途上国では、資金、技術、人材等の不足のため公害問題へ

の十分な対応が困難な状態にあり、有効な対策を進めるためには、自国の努力に加えて先

進国の協力が不可欠です。 

 

これらの問題は、地球上の人間活動が飛躍的に拡大し、その結果、環境への負荷が、地球

が本来持っている復元能力を越え、生態系のバランスを崩していることが原因とされていま

す。しかも、それぞれの問題が複雑に絡み合っていることがその解決を困難にしており、地

球環境の保全は、今や全世界に共通した将来世代にも関わる重要課題です。 

 中でも、地球温暖化は、最も影響の広がりが大きく、その原因も根元的なものであること

から最も深刻な問題であると言われています。地球温暖化は、石油や石炭等の化石燃料利用

や土地の開発といった人類の活動そのものに起因し、私たちの日常生活を通じて排出される

二酸化炭素等の温室効果ガスが主な原因であり、温暖化の結果生じると考えられている生態

系の変化、豪雨や干ばつの増加、海面上昇による土地浸食、水資源や食糧生産の減少等々、

人類の生存そのものを脅かしかねない影響が予想されます。 
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２ 地球環境の動向概観 

 多くの生物種は、長い時間をかけて環境の変化に身体の形態を変えて適応させてきました。

しかし、人類による環境の改変は、こうした適応に必要な速度をはるかに上回って行われて

います。人類も一生物種であり、自ら急速に改変しつつある環境に身体の形態を変化させる

という方法によって適応できないことは、他の生物と全く同じです。 

 人類は、進化とともに生活状態を改善させ豊かな生活を実現してきました。特に産業革命

以降人類の活動は飛躍的に拡大し、1 人当たりの環境負荷は増大し、爆発的に増加した人口

との相乗的な効果により環境への負荷が増大しています。 

 環境白書（環境省 2010 年度版）では、世界の動向概観として、次の 9 つの項目を提示して

います。その概要をまとめました。 

 

(1) 人口増加と都市への集中 

 ◎人口増加に伴って生産・消費活動は増加し、環境に与える影響も増加しています。 

 ◎アジアやアフリカの人口増加にけん引される形で世界人口が増加し、急速に都市化が進

んでいます。 

 ◎日本では、地方において人口減少が進み、里地里山の管理担い手が不足し、高齢化によ

る限界集落の問題が懸念されます。 

 

 

(2) 偏在する水資源 

◎世界で使われている水の約 7 割が農業用に、2 割が工業用に、1 割が生活用水として使

用されています。 

◎1960 年から 2000 年にかけて、世界の水使用量は人口増加に伴って、 2 倍に増加してい

ます。 

◎ 1 人当たりの水資源

量を国別で比較する

と、地域的偏在性が

明白です。 

◎我が国の年間 1 人当

たりの水資源量は約

3,400m3 であり、「水

ストレス」状態には

ないものの、近年は

少雨の年と多雨の年

の年間降水量の開き

が顕在化しつつあり

ます。 
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(3) 食糧需要の増加と需給のひっ迫 

ア）穀物の需給動向 

 ◎穀物の貿易量は、2007 年から 2019 年にかけて、アフリカ、アジア及び中東で純輸入量

が増大し、欧州、オセアニアでは、純輸出量

が増大すると見込まれます。 

 ◎北米では純輸出量は減少するものの、依然と

して主な純輸出地域です。 

 ◎生産・輸出国の偏在化が進み、何らかの需給

変化が生じると国際価格が変動し、投機資金

の流入が生じやすくなり、価格高騰が懸念さ

れます。 

 ◎日本の食糧のカロリーベースでみた場合の自

給率は 1961 年（昭和 36 年）の 78％から近年

は 40％前後までに減少しています。 

 ◎一方、英国は 1961 年の 42％から 1993 年には

70％に増加しています。 

 

 

イ）魚介類の需給動向 

 ◎魚介類の生産（供給）量は、1990 年代以降は、漁獲量が 9,000 万トン程度で頭打ちとな

る一方、主に養殖量の増加に支えられて、増加しています。 

 ◎2007 年（平成 19 年）の生産量 1 億 5,600 万トンのうち、約 4 割が養殖業です。 

 ◎ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国と非加盟国での比較では、ＯＥＣＤ加盟国の漁業

生産量が減少する一方、非加盟国のそれは増加しており、特に非加盟国の養殖業の増加

が著しくなっています。 

 ◎2005 年（平成 17 年）の国別生産量では、中国が 6,063 万トンと世界の 4 割を占め、中

国の生産量の 7 割が養殖業です。 

 ◎養殖業の増加は、干潟の開発・転用が行われ、内水面養殖が増加しています。 
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 ◎ＦＡＯ（国連食糧農業機関）によると、水産資源の約半分が過不足のない漁獲状況（満

限利用）、1/4 が乱獲などの過剰漁獲にあります。 

 

(4) エネルギー需要の増加と加速する再生可能エネルギーの導入 

 ◎世界のエネルギー消費量（一次エネルギー）は、1971 年（昭和 46 年）の 55 億 TOE（原

油換算トン）から、2007 年（平成 19 年）には 120 億 TOE になり倍増しています。 

 ◎エネルギー源別では石油が 1/3 を占め、ＩＥＡ（国際エネルギー機関）の試算では、各

国とも現状のままで推移すると、2007～2030 年のエネルギー消費増加分の 3/4 が化石燃

料によると予想され、中でも石炭発電の需要が増大すると予測しています。 

 ◎世界の再生可能エネルギーの需要量は 2008 年（平成 20 年）の 15.2 億 TOE から 2030 年

（平成 42 年）には 23.8 億 TOE に増大すると見込まれます。 

 ◎日本の一次エネルギー国内供給量は、1965 年（昭和 40 年）から 2007 年（平成 19 年）

にかけて約 3.6 倍に増加しています。 

 ◎近年、国内一次エネルギーは、石油に対する依存が減少し、天然ガスへの依存が高まっ

ています。 

 ◎なお、水力及び新エネルギー・地熱等（1 千 kW 以下の自家発電は未計上）の再生可能エ

ネルギー構成割合は、1990 年（平成 2 年）以降大きな変化は見られませんが、今後は増

大するものと思われます。 

 ◎特に、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による原子力発電所の事故によって

原発の安全性が問われ、世界的なエネルギー政策の見直しが予想されます。したがって、

再生可能エネルギーのさらなる促進が急がれると同時に、より一層の節電・省エネルギ

ーを推進することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 - 

 

(5) 進む森林消失と砂漠化 

 ◎ＵＮＥＰ（国連環境計画）に

よると、森林は、現代のよう

な気候になって以降、人間の

活動により半分が消失したと

されています。 

 ◎砂漠化の要因としては、地球

的規模での気候変動、干ばつ、

乾燥化などの気候要因に加え、

過放牧、森林の過伐採、過耕

作などの人的要因が挙げられ

ます。 

 ◎砂漠化は、食料の供給不安、水不足、貧困の要因にもなります。 

 ◎我が国の国土利用の動向では、農用地が減少する一方で、宅地、道路面積が増加してい

ます。 

 

(6) 進む生物多様性の喪失 

 ◎生物多様性の損失を平均生物種豊富度（ＭＳＡ）という指標によって計測し、1970～2050

年の時間変化を予測すると、アフリカ、インド、中国、ヨーロッパで、顕著な影響があ

ると予測されています。 
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(7) 不安定な資源循環市場と増大する廃棄物 

 ◎2004 年（平成 16 年）時点の年間資源使用総量（ほぼ、採掘される岩石量に相当）は、

全世界で約 220 億トンであり、1990 年（平成 2 年）からの年間増加量は 5.6 億トンで、

1960～70 年代の年間増加量 3.8 億トンをしのいでいます。 

 ◎レアメタルの資源は偏在しています。(独)物質材料・研究機構によると、世界中が日本

と同じレベルの省資源型社会に転換したとしても 2050 年には埋蔵量を超える資源需要

が見込まれます。 

 ◎循環型社会を推し進めることは、資源の安定確保につながり、資源の価格変動によるリ

スクを減らすことにもつながります。 

 ◎2050 年の世界の廃棄物総排出量は約 270 億トンと見込まれ、2000 年の 127 億トンより

2.1 倍に増大します。これは人口増加率（1.5 倍）より高い割合であり、1 人当たりの排

出量が増加するものと予想されます。 

 ◎廃棄物の減量化は、効率的な資源利用、廃棄物の埋め立て処分等による環境負荷を軽減

することにつながります。 

 

 

(8) 現在の経済システムの不安定性・経済の中心のアジアへの移行 

 ◎世界銀行の見通しによると、実質ＧＤＰ（国内総生産）でみた世界経済は、リーマンシ

ョック以来マイナス成長であったが、2010 年（平成 22 年）以降、再びプラス成長にな

ると予想しています。 

 ◎世界を高所得国と中・低所得国に区分すると、2000 年（平成 12 年）以降、中・低所得

国の経済成長率が高所得国のそれを上回っており、その傾向は少なくとも 2011 年（平成

23 年）までは続きます。 

 ◎中・低所得国が経済成長を遂げる中、中国を含むアジア途上国が世界経済全体に占める

割合を高めている一方、主要先進国、ＥＵなどはシェアを落としています。 

 ◎これまでの経済発展が環境に負荷をかけつつ進行していったことから考えると、経済の 
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趨勢がアジアにシフトしていることから、これらの地域での環境保全対策の必要性は一 

層高まるといえます。 

 

(9) 国の発展段階で異なる経済成長の重要性 

 ◎国連では、2015 年（平成 27 年）においても、依然として 10 億人もの人が極度の貧困状

態にあると予測しています。 

 ◎先進国においては、相対的な貧困、つまり所得の格差が問題となっています。所得の不

平等を表すジニ係数（0～1 の間の数値で示され、1 に近いほど格差が大きい）は、ＯＥ

ＣＤ加盟国の中から選抜された 24 か国中 19 か国でジニ係数が高まっています。 

 ◎所得だけでは「生活の質」は測れないという考え方もあり、ＥＵが行った調査では、84％

の人が「生活の質」に経済的な要素が影響すると答える一方で、環境の状況が影響を与

えるとする人も 80％にのぼります。 

 ◎社会の発展度合いの測定におい

て、経済的な側面だけでなく、

社会的、環境的指標も等しく扱

われるべきだとする意見は、

2007 年に 5 大陸 10 カ国に対し

て行った調査においても 75％の

支持が得られています。 

 ◎また、国民の生活の質や発展度

合を示す指標として、人間開発

指 数 (HDI:Human Development 

Index)も研究されております。

この指標は、発達状況や先進性

を基準に生活の質を計っている

ので、数値の高い国が先進国と

重なる場合も多く、先進国を判

定するためのあたらな基準とし

ての役割が期待されています。 
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３ 沖縄の環境の現状と取り組み状況 

 沖縄県の環境白書では環境状況を 13 項目に区分して毎年チェックしています。平成 27 年

度の状況報告結果を中心に、他の資料を加味しながら、近年の環境状況や取り組み状況を次

のようにまとめました。 

 

(1) 大気環境の保全 

◎二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質は環境基準

値以下を達成しています。 

◎光化学オキシダントは緊急の措置が必要となる 0.12ppm を超えていませんが、環境基準

である 0.06ppm は超過していました。その要因として大陸からの移流による影響が考え

られます。 

◎有害大気汚染物質として、環境基準が定められているベンゼン等以下 21 物質を調査して

おり、環境基準又は指針値が定められている 13 物質全て適合していました。 

 

(2) 水環境の保全 

◎本県の公共用水域の水質（BOD）

は、ここ 10 年において、水質環

境基準の達成率は平成 23～ 24

年度で 100％の達成率となりま

したが、平成 25 年度以降は悪化

しています。 

◎海域は、環境基準の達成率を COD

で見ると、平成 16 年度以降は

H21、23、24 年度に 100％となり

ましたが、それ以外は 92％（12

水域中 11 水域）で推移していま

す。 

 

(3) 化学物質対策の推進 

◎ダイオキシン類は、大気 6 地点、公共用水域 4 地点、底質 8 地点、地下水 6 地点、土壌

15 地点、計地点（延べ 44 件数）全てにおいて、環境基準値以下でした。 

 

(4) 騒音・振動・悪臭の防止 

◎平成 27 年度の騒音苦情件数は 120 件であり、前年度より 6 件増加しています。内訳では、

建設業関連が 38 件（31.7%）と最も多く、次いで飲食店・宿泊業関連が 10 件（8.3%）で

した。 

◎那覇空港周辺での騒音測定では、5 つの定点観測地点のうち与根局で環境基準を超過し

ました。 

◎本県における航空機騒音は、那覇空港周辺に加え、軍用基地である普天間基地、嘉手納

基地周辺でも問題となっています。 

 

COD（化学的酸素要求量）、 BOD（生物化学的酸素要求量）

達成率グラフ 
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◎平成 27 年度の振動に関する苦情件数は 2 件であり、建設業が 1 件、産業以外によるもの

から 1 件でした。 

◎平成 27 年度の悪臭に関する苦情件数は 217 件であり、前年度より 54 件減少しました。

内訳は、農業に関するものが 17 件（7.8%）、飲食・宿泊業に関するものが 12 件（5.5%）

でした。 

 

(5) 土壌・地下水・地盤環境の保全 

◎市街地の土壌汚染状況については、平成 27 年度末現在、県内１箇所で「形質変更時要届

出区域」が存在します。 

◎農用地の土壌について、重金属類の基準値以上の検出は確認されませんでした。 

◎地下水における検査項目のうち、ほう素１地点、ヒ素６地点で環境基準に適合しません

でしたが、他の項目においては、全ての地点で適合していました。なお、ヒ素の要因は

自然由来の可能性が高いとされています。 

◎地下水の過剰揚水を要因とする地盤沈下は、現在のところ事例報告はありません。 

◎家畜排せつ物の処理施設整備状況は 100％達成されていますが、悪臭の苦情は依然発生

しています。家畜排せつ物等のバイオマスとしての有効利用が急がれます。 

 

(6) 赤土等流出の防止 

◎本県では「沖縄県赤土等流出防止条例」によっ

て、1,000 平方メートル以上の事業行為を行う

場合には、事前に届出もしくは通知を行うよう

定められています。また、工事を行う際には防

止対策を講じ、SS（懸濁※浮遊物質）が 200mg/L

以下で排出することが義務づけられています。 

  ※けんだく：にごり 

◎流出した赤土等は、水産物に被害を与えると同

時にサンゴ礁や干潟の生態系への影響は大きく、

水産資源と観光資源の両方に被害を及ぼします。 

 

◎海域における赤土等の堆積状況の把握は、SPSS 測定法（海底や干潟の砂泥などの底質中に

含まれる赤土等の量を測定する方法）で行っており、9 つのランクに区分されます。平成

27 年度の梅雨後調査では、全 12 海域中、8 海域でランク 5 以下となりました。 

 

(7) 基地関連公害の防止 

◎国土面積のわずか 0.6％に過ぎない本県には、戦後 70 年以上を経た現在でも、まだ在日米

軍専用施設面積の約 75％に及ぶ米軍基地が集中しています。 

◎沖縄県は、在日米軍施設・区域環境調査や基地周辺公共用水域及び地下水監視調査を実施

しています。平成 27 年度の調査の結果、白比川上流では pH 値が排水基準の範囲外であり、

ダクジャク川(B 類型)では大腸菌群数が環境基準値を超過しました。いずれも藻など植物

活動の影響や土壌由来の菌によるものと考えられ、基地に由来するものではないと考えら

れます。その他の項目及び他の地点については、全て基準に適合しています。 

 

 

アザカ川大宜味村（写真：沖縄県衛生環境研究所） 
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◎基地関連の航空機騒音について、平成 27 年度は、嘉手納基地周辺では 19 測定局中８局で

環境基準値を超過しました。特に、砂辺局で Lden（時間帯補正等価騒音レベル）が高く 70dB

でした。普天間基地周辺においては 13 測定局中１局で環境基準値を超過しました。特に、

上大謝名局で Lden が高く 61dB でした。 

◎うるま市のホワイトビーチには原子力艦船の寄港があり、放射線量率を監視していますが、

平成 27 年度は延べ 23 回の寄港すべてで平常値でした。 

 

(8) 廃棄物・リサイクル対策の推進 

①一般廃棄物 

◎一般廃棄物の総排出量は、人口の増加にもかかわらず、平成 11 年度の 51 万 2 千トンをピ

ークに減少傾向にありましたが、平成 21 年度より微増傾向となり、平成 26 年度は、44 万

6 千トンとなっています。 

◎一般廃棄物のリサイクル率は微増傾向にありますが、平成 26 年度の 14.7％に対して、全

国は 20.6％となっており、まだまだ低い状況です。 

◎汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の平成 26年度の処理量は、1日当たり 410.4klでした。うち、

0.2kl は自家処理（し尿）されています。 

◎収集されたし尿は約 75％が施設で処理され、下水道投入が 17％程度、農地還元が 3％程度

です。平成 17 年以降、海洋投入はありません。 

◎浄化槽の法定検査について、設置時の水質検査等（7 条検査）は、平成 26 年度が 97.2％で

全国の 93.8％を上回っていますが、設置後年 1 回の水質検査等（11 条検査）は、平成 26

年度は 7.2％で全国平均の 37.9％よりかなり低い状況です。 

◎現在、し尿や下水道の汚泥は、好気性発酵し、ほぼ全量を農地還元しておりますが、近年、

消化ガスなどバイオマスとしての利活用を検討している施設も見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おきなわアジェンダ２１県民会議助成金を活用したゴミ削減の取組  

 
①  沖縄リサイクル運動市民の会（平成 26 年 6 月 1 日）  

体験型環境教育プログラム「買い物ゲーム」の指導者育成講習会  

 

 

 

 

 

 

 

 

②  那覇市婦人連合会（平成 27 年 1 月 25 日）  

不用品の再利用を促進する「暮らしを見直す那覇市民バザール」の開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
古着や食器等、家庭の不用品を再利用し、家庭ゴミを減量する取り組

みです。  
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②産業廃棄物 

◎平成 26 年度における産業廃棄物の発生量は 211 万 7 千トン（動物ふん尿除く）で、有償物

を除いた排出量は 180 万トンとなっており、その内訳は電気・水道業が 50.9％、建設業が

28.8％、製造業が 18.5％となっています。 

◎一方、排出量の 3.3％が資源として取引され、再処理されたものも含めて、排出量の 50.2％

に当たる 90 万 4 千トンが資源化されています。 

◎建設リサイクル対策において、コンクリート、アスファルト・コンクリートの建設廃棄物

の再資源化率は平成 24 年度で 99.9％、99.8％となっており、それぞれの目標値を達成し、

建設発生木材は 92.4％と目標の 95％に近づいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➂不法投棄関連         

◎不法投棄件数は、平成 11 年度の 116 件をピークに減少傾向にありましたが、平成 19 年度

以降は増加と減少を繰り返しています。 

◎平成 27 年度の不法投棄廃棄物量は 1,669 トンあり、うち一般廃棄物 919 トン（55％）、産業

廃棄物が 750 トン（45％）となっています。 

◎不法投棄された産業廃棄物の主なものは、廃タイヤ 380 トン（22.7％）、廃プラスチック

類（その他）187 トン（％）、農業系廃プラスチック類が 48 トン(2.9％)となっています。 

④リサイクル関連 

◎家電リサイクル法において、県内の指定取引場所へ搬入された廃家電製品の数は、平成 27

年度は 13 万 6 千台であり、全国の引取台数 1,087 万 8 千台の約 1％です。 

◎包装リサイクル法がスタートした平成 9 年度以降、各市町村で分別収集が開始されており、

平成 26 年度に分別収集を実施しているのは、ペットボトル 40 市町村、アルミ缶 38 市町村、

スチール缶 37 市町村、段ボール 25 市町村、紙パック 18 市町村となっています。 

◎離島での廃棄物処理に関して、自動車処理において平成 17 年 10 月から海上輸送費の 8 割

を(公財)自動車リサイクル促進センターが出えん（公益法人などからの支援）しています。

平成 27 年度の輸送台数は 4,576 台で出えん額は約 1,200 万円でした。 
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(9) 自然環境の保全 

◎本県には現在、西表石垣国立公園、慶良間諸 

島国立公園、やんばる国立公園、沖縄海岸国 

定公園、沖縄戦跡国定公園に久米島、伊良部、 

渡名喜、多良間の各県立自然公園の 9 つがあ

り、合計の面積は、77,892ha、海域 201,033h、

計 278,925ha となっています。 

◎県指定の自然環境保全地域は 11 地域、約 951 

ha で、国指定の自然環境保全地域は竹富町西 

表島の﨑山湾･網取湾の 1,077ha が指定され 

ています。 

◎平成 27 年度の県内入域観光客数は約 793.6

万人で過去最高となりました。なかでも、沖

縄県が推奨しているエコツーリズム、グリー

ン・ツーリズムの利用者も増加しています。 

◎琉球･奄美の世界自然遺産登録については、 

 「琉球列島」という単位での登録を目指して 

おり、鹿児島県の奄美大島、徳之島とともに、 

沖縄県では、沖縄島北部やんばる地域、西表 

島がその候補地になっています。 

◎現在、渡り鳥の重要湿地として、漫湖、名蔵 

アンパル、久米島、ケラマ海域、与那覇湾の

5 か所がラムサール条約に登録されています。 

◎国指定鳥獣保護区が 11 か所、県指定鳥獣保護 

区が 16 か所あり、平成 21 年 1 月に実施した 

ガンカモ類の全国一斉調査の県内での結果は 

カモ類 10 種 1,393 羽、ハクチョウ 1 種１羽が 

確認されました。 

◎傷病野生鳥獣救護事業で、県内で 19 名の野生 

動物救護獣医師（野生動物ドクター）を認定 

し、6 か所の救護施設で救護活動を実施して 

います。平成 20 年度は 683 件の傷病野生鳥獣 

を受け入れています。また、現在 36 名の鳥獣 

保護管理員が市町村長などから推薦を受けて 

委嘱されています。 

◎外来種対策として北部三村（国頭村、東村、 

 大宜味村）でマングース捕獲駆除を実施して 

おり、平成 20 年度までに 8,273 頭を捕獲して 

います。また、有害鳥獣としてイノシシ、カラ 

ス、タイワンシロガシラ、ドバトが指定され、平 

成 20 年度は獣類 141 頭、鳥類 6,780 羽が捕獲さ   

れました。 

◎ジュゴンの保護策として生息環境の保全を図る

とともに、漁網等にかかった場合のレスキュー

マニュアルを作成しています。 

【国立／県立公園図】  

崎山湾・綱取 湾自然環境 保全地域  

（国指定）  

崎山湾・綱取 湾自然環境 保全地域  

（国指定）  

やんばる国立公 園（平成 28 年 9 月 18 日 指 定）  

国頭村、大宜味 村、東村 を中心とし ますが 、境界について は環境省 の  

ホームページか ら境界図 面にてご確 認くだ さい  

【国立／県立公園図】 
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◎サンゴ礁の保全対策として、サンゴの生息状況などの把握を行うとともに、サンゴ礁保全

再生実証試験等を実施しています。また、ボランティア等による継続的な捕獲も実施して

おり、平成 14～26 年度までに 228,975 個体のオニヒトデを駆除しています。さらには、

ＮＰＯ等によるサンゴの移植活動も進められています。 

 

(10) 緑・水辺・景観の保全と創造 

◎都市公園は、平成 26 年度までに 777 か所、約 1,468ha の県営公園と市町村営公園が整備さ

れ、平成 26 年度末現在で 1 人当たりの公園整備面積は約 10.8m2 となっています。平成 33

年度までの目標としている 1 人当たり公園整備面積 15 m2 を目指し、今後も整備を推進し

ます。 

◎都道府県別の道路緑化率は、平成 27 年度 48.8%で１位であり、今後も引き続き推進します。 

◎学校緑化については、推進校を指定するとともに、全国学校緑化コンクール参加を推奨し

ています。 

◎緑化の推進については、全島緑化県民運動を展開

し、全市町村において、官民連携して地域の緑化

活動を推進しています。 

◎河川の環境整備については、多自然型川づくりを

推進し、ボランティア団体等による河川清掃など

の愛護活動に助成金を支援するとともに、河川愛

護月間の普及啓発に努めています。 

◎本県の海岸線の総延長は約 2,029km で全国第 4 位

の長さを有し、ほとんどがリーフで囲まれていま

すが、台風や冬期波浪等の被害は依然生じています。これらの防災対策は適切に実施しな

がら、美しい海岸風景の保持のために、約 1,062km（約 52％）が護岸等構造物を原則的に

は設置しない区域として設定されています。 

◎公共下水道は、11 市 8 町 6 村の 25 市町村で事業を実施しています。また、流域下水

道については、3 流域において 15 市町村を対象に事業を実施しています。 

◎循環型システムの構築に向け、下水道資源の有効利用を推進しており、高度処理水の

雑用水利用や、汚泥の緑農地還元、消化ガス発電などに取り組んでいます。 

◎景観に関する国民的な関心の高まりを受けて、平成１６年に景観法が制定され、県内でも

地域の景観づくりを主体的に進めるため、景観の保全、再生の取り組みが進んでいます。

平成２８年４月時点で、景観行政団体移行が３１市町村、景観計画策定が２６市町村、景

観条例制定が２４市町村となっております。 

◎農業振興地域を抱える市町村においては、平成 27 年度までに 34 市町村で田園環境整備マ

スタープランまたは農村環境計画を策定しています。また、多面的機能を生かした農村振

興を図る観点から、グリーン・ツーリズムを活用した町と村の交流を促進しています。 

 

(11) 各主体の協働による環境保全活動の推進 

◎環境教育活動については、学校・地域での実践的な環境保全活動の取組を推進するため、

沖縄県環境教育プログラム（小学校編、中学校編、高等学校、民間団体編）を作成してお

り、教職員や地域指導者（自治会、放課後児童クラブ等）を対象とした沖縄県プログラム

研修会を実施しています。 

 

多良間島の種苗 
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◎教育庁においては、小・中・高校で環境教育研究推進校を指定して環境教育を推進すると

ともに指導者の育成に努めています。 

◎こどもエコクラブは、平成 27 年度は 21 クラブ（会員数 572 人）の登録があり、環境活動

や環境学習を実践しています。 

◎地域においては、教育施設を活用した体験学習の実施やエコツーリズムの推進を図るため、

業者間において保全利用協定のシステムの構築及びその普及に取り組んでいます。 

◎普及啓発においては県民会議の活動と連携して、6 月の環境月間における街頭キャンペー

ン、環境月間記念講演などを実施するとともに、環境フェア開催時に環境保全功労者の表

彰等を実施しています。 

◎環境保全活動の拠点として公益財団法人沖縄こどもの国内に沖縄県地域環境センターを設

置し、図書・ビデオ・資料等の閲覧や貸し出し、環境教育等のサポート、出前講座や各種

環境保全啓発イベントを開催しています。 

◎一事業者、一消費者として沖縄県は、環境へ配慮した行動を率先して実行するため、平成

11 年 6 月に「沖縄県環境保全率先実行計画」を策定し、エコオフィス活動を推進していま

す。これまで沖縄県環境保全率先実行計画を作成し、推進しているところであるりますが、

今後は、その取組みをさらに加速・発展させるため、国際規格である ISO14001 の認証を取

得することを目指します。 

◎事業者や施設に対して、環境マネジメントシステムである ISO14001 シリーズやエコアクシ

ョン 21 の取得を推奨しています。 

 

(12) 地球環境の保全 

◎県民会議が主体となって、地球環境保全の普及活動の一環として年 1 回県民環境フェアを

市町村持ち回りで実施しています。また、名護市においても年 1 回の名護市環境フェアを

開催しています。 

◎地球温暖化の要因となっている温室効果ガスの本県での排出量は、平成 25 年度で 1,314.9

万トン（二酸化炭素換算）となっており、そのほとんどが二酸化炭素です。 

◎温室効果ガスの排出量は平成 15 年度まで増加しましたが、その後、ほぼ横ばいで推移し、

平成 23 年度以降は、沖縄電力㈱の LNG 発電による排出係数低減等で減少傾向にあります。 
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◎平成 25 年度の部門別二酸化炭素排出量は、運輸部門が 27.4％で最も高く、次いで民生系

の業務部門と家庭部門がそれぞれ 23.5％、22.8%、産業部門が 17.6％と続きます。 

運輸部門は平成 15 年度以降減少傾向にあり、民生系家庭部門・民生系業務部門において

も平成 22 年度以降減少傾向となっています。民生系では約 9 割が電力です。 

◎一人当たりの二酸化炭素排出量は平成 22 年度以降減少傾向にあり、平成 25 年度は 8.7 ト

ンであり、全国の 10.3 トンよりわずかに低い状況です。 

◎地球温暖化対策として県民会議を主体とした実践活動や普及啓発活動に加え、地球温暖化

防止活動推進員（平成 28 年度現在 59 人）の育成・活動支援、エコドライブの実践講習を

図っています。 

◎沖縄県では平成 17 年度にＥＳＣＯ事業（Energy Service Company：省エネルギーの提案、

施設の提供、維持・管理など包括的なサービスを行う事業）を導入し、平成 28 年度現在、

本庁舎、議会棟（平成 20 年 11 月開始）、県立看護大学で実施しています。平成 27 年度の

3 施設の削減実績ついては、光熱水費削減額 61,681 千円、二酸化炭素削減量 2,028 トンと

なっています。 

◎オゾン層保護対策として、フロン類の回収を実施しており、平成 27 年度の業務用冷凍空調

機器に係る回収量は 37,708kg であり、特定製品台数は 16,719 台でした。また、自動車リ

サイクル法に基づく回収量は 13,156.7kg、家電リサイクル法に基づく回収量は 8,047kg で

した。 

◎県は、平成 25 年度に沖縄県エネルギービジョン・アクションプランを策定し、2020 年度、

2030 年度の再生可能エネルギーの導入率をそれぞれ 5.0%、13.5%としました。 

 

(13) 共通的・基礎的施策の推進 

◎環境に著しい影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の事業には環境影響評価制度により、

予め事業者自らが環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行うとともに、これ

らを行う過程において環境保全処置を検討し、環境影響を総合的に評価しています。平成

27 年度までに累計で 70 件の環境影響評価が行われました。 

◎公害防止において、公害苦情相談員の設置、公害紛争の処理、解決のあっせん・調停・仲

裁、事業者との公害防止協定及び環境保全協定の締結、公害防止管理者等の設置、公害防

止関連融資制度を推進しています。 

◎石綿（アスベスト）を吸引することにより指定疾病（中皮腫や肺がん）にかかった方やそ

の遺族であって、労災補償の対象にならない方に対して、石綿健康被害救済制度によって、

医療費等の救済給付を支給しています。 

◎沖縄県衛生環境研究所では日常業務的な試験検査以外に、本県の環境保全の推進に寄与す

るために、各種の調査研究に取り組んでいます。 

 

４ 市町村における環境保全計画等の取り組み状況 

平成 28 年度現在の市町村における地球温暖化対策にかかる地方公共団体実行計画の策定

状況をアンケートにより調査した結果、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定して

いる市町村は 27 市町村でした。 

また、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）については、平成 28 年度までに那覇市、沖

縄市、宜野湾市、浦添市、名護市の５市が策定しています。 
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５ 県民会議の第一期からの活動状況 

(1) 県民会議の活動概要 

 2001 年（平成 13 年）5 月に「みんなでつくる清ら島-おきなわアジェンダ 21-」が策定さ

れ、これによって、翌年 8 月に開催された「ちゅら島環境フェア」において、行政、市民団

体・事業者、学識経験者 119 の団体（員）からなる「おきなわアジェンダ 21 県民会議」が発

足しました。以降、次のような活動を展開してきました。なお、現在の会員数は 149 団体（員）

となっています。 

◎県民環境フェアは毎年 1 回開催しており、平成 19 年度以降は市町

村会員との連携のもと、持ち回りで開催しております。 

◎提案公募型事業は、2005 年（平成 17 年）度より開始され、会員

内外に環境保全活動の企画提案を公募し、審査によって決定する

ものであり、平成 27 年度は 3 団体の採択がありました。 

◎NPO 等環境ボランティア活動支援事業は少額の活動支援であり、

2009 年（平成 21 年）度から開始しました。 

◎2010 年（平成 22 年）度は、事務局独自の事業として「水のじん

ぶん学校」を開催しました。 

◎2011 年（平成 23 年）度からは、県民環境フェアのプレイベント 

として古着のリメイク講習会を婦人会と連携して開催しています。 

◎県民会議は県負担金、市町村負担金並びに会員会費により運営されますが、企業 CSR（社

会的貢献）による寄付金もあり、時に高額の寄付もあります。 

◎県民会議の普及を促進するために、平成 22 年度にロゴマークを公募により作成しました。 

(2) 指標設定・進行管理の概要 

 平成 16 年 1 月に、当時の指標設定・進行管理部会（沖縄大学地域研究所調査）より報告が

あった「おきなわアジェンダ 21 県民会議における指標設定・進行管理の考え方」に基づいて、

定期的に進行状況をチェックしています。 

チェック項目は第 1 期計画書に示された 9 つの目標ごとに、行政計画等で目標値が設定さ

れている項目でかつ年度集計できる事項を抽出して、その達成状況を評価しています。 

平成 27 年度に、運営委員会において指標設定（指標 32、調査項目 59、評価 59）を見

直し、役割を終えた指標を廃止するとともに、時代の変化に合わせ新たな項目を追加し

ました。（指標 32、調査項目 62、評価 56、参考値 6） 

評価基準は、おおむね目標を達成している、達成はしていないが目標に近づいている、目

標達成には程遠く基準値より悪化している、の 3 ランクで評価しています。ただし、数値目

標等がなく評価できない事項もあります（資料編参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金贈呈式：㈱沖縄伊藤園  様    沖縄県衣類縫製品工業組合 様 
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第３章 県民会議の目標と活動方針 

 

１ 環境保全のための重点目標 

 地球環境保全のために県民会議として現実的に実施できる目標として、地球温暖化防止

と生物多様性の維持促進の 2 つの重点目標を掲げ、沖縄の視点から何ができるか、何をし

なければならないか、県民・ＮＰＯ等市民団体、事業者、行政がそれぞれの立場からとら

え、連携をとりながら積極的に取り組みます。そして、2 つの重点目標を両輪と捉え、こ

れを足下から牽引するために環境教育を推進します。 

 

(1) 地球温暖化防止の推進 

 環境省は 2015 年７月、エネルギー政策やエネルギーミックスの検討を踏まえて我が国の

新たな温室効果ガス削減目標として 2030（平成 42）年度に 2013（平成 25）年度比で 26％

削減を表明しました。また、2016 年 11 月に温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定

が発効し、この目標達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖

化対策に資するあらゆる「賢い選択ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」運動を展開しており、本県民

会議も賛同するとともに、構成団体や県民に賛同を飛びかけています。 

 一方で、我が国は 2015 年 11 月に温暖化が原因とされる気候変動の影響への適応計画を

閣議決定し、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけではなく、すでに現れてい

る影響や将来避けられない影響に対する「適応」計画を策定しました。 

沖縄県は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく法定計画として 2011 年 3 月「沖縄

県地球温暖化対策実行計画」を策定しました。（以下「実行計画」という。）2011 年の東日

本大震災以降、我が国の温暖化対策やエネルギー施策を取り巻く状況が大きく変化してい

ること、中間年度（2015 年度）に各種施策の進捗の点検・評価を行い実行計画の見直しを

行うこととしていたことから、平成 28 年 3 月に実行計画を改定しました。 

実行計画改訂後の温室効果ガス削減目標は、今後の人口や観光客増加等の県内の諸事情

を勘案し達成可能と考えられる値を考慮して、まず、中期目標として 2020 年度に本県の基

準年度である 2000 年度と同レベルへの削減を目指しています。次に、本県の「長期的に目

指す方向性」として、2050 年までに 2000 年度（基準年度）比に対して 80％削減を目標に

定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           「沖縄県 CO₂吸収量認証制度」 

 沖縄県では、県内の市町村、企業、県民等が計画的に  

実施する樹木の植栽等の緑化活動について、森林の CO₂  

吸収量を評価・認証する制度を定めることにより、緑化  

活動を促進するとともに地球温暖化防止活動の一環とし  

て取組んでいます。制度が導入された平成 28 年度は、  

国頭村が 907,438Kg-CO₂、㈱沖縄海邦銀行と（公社）  

沖縄県緑化推進委員会が 2,822Kg-CO₂の吸収量認証を  

受け、平成 29 年 2 月 9 日開催の第 9 回沖縄県全島緑化  

県民運動推進会議で認証賞授与式が執り行われました。                         
平成 28 年度第 1 回 CO₂吸収量認証書授与式  
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部門別の温室効果ガス排出内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この目標にむけて、部門別削減量を次のように見込んでいます。なお、取り組みによっ

ては温室効果ガスの削減効果が定量的に算出できないものもあることから、推計可能な削

減量を見込んでおり、再生可能エネルギーの活用による発電や発電燃料の低炭素化等、複

数の部門にまたがって削減効果が得られる取り組み等については削減量の推計結果を各部

門に割り振ってあります。 

部門別の温室効果ガス排出内訳 

単位：万 t-CO2 

基準年度 現況年度

部門
2000
H12

2013
H25

2020
H32

上：2000年度比
下：2013年度比

2020
H32

上：2000年度比
下：2013年度比

27.8% 27.8%

3.0% 3.0%

12.1% 7.5%

3.2% -0.9%

1.4% -8.4%

7.4% -3.0%

11.3% -3.9%

1.8% -12.1%

23.0% 3.6%

7.3% -9.7%

-27.8% -27.8%

0.0% 0.0%

-7.1% -7.1%

0.0% 0.0%

14.1% 14.1%

1.1% 1.1%

10.7% 0.0%

4.7% -5.4%

現状趨勢 削減対策

工業プロセス

67 69

216 223

337 362

280 285

26

289 310

廃棄物

その他

合計

54

357

252

36

78

エネルギー転換

産業

運輸

民生家庭

民生業務

199

256

1,3771,3151,244

246

327

26

14 13 13

88 89

214

69

1,244

89

13

26

261

 
※計算上の四捨五入により、表中の値による合計が一致しない場合がある。  
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■部門別削減量の内訳 

① 産業部門 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づき、対象企業が毎年 1％の

エネルギー使用量削減を図ることや農林水産業における機器の省エネ利用の促進等を見込

んでいます。 

主な対策  削減量（万ｔ -CO２） 

・農業機器の燃費改善及び省エネ利用促進  0.01 

・水産業機器の燃費改善及び省エネ利用の促進  0.1 

・建設機械の省燃費運転の実践及び低燃費型建設機械の利用促進  0.3 

・製造業における省エネ法や自主行動計画に基づくエネルギー管

理の着実な実施  
5.8 

（再生可能エネルギーの活用や発電燃料の低炭素化）＊  2.7 

合  計  8.91 

＊複数部門にまたがって得られる削減効果のうち、産業部門分として見込まれる削減量を示した。  

 

②民生家庭部門 

 家電製品の省エネ化、給湯器の高効率化、住宅の省エネ性能の向上等を見込んでいます。

なお、再生可能エネルギーの活用や発電燃料の低炭素化には、家庭における太陽光発電や

太陽熱利用の促進を含んでいます。 

主な対策  削減量（万ｔ -CO２） 

・ＨＥＭＳ導入に向けた普及  1.2 

・住宅のエネルギー性能の改善（省エネ基準を満たした住宅建設） 0.1 

・家庭における高効率な省エネ機器導入（トップランナー家電の

導入）  

18.4 

・家庭用燃料電池の導入  1.6 

・高効率な給湯器の普及  0.1 

・家庭や地域における省エネルギー行動  5.9 

（再生可能エネルギーの活用や発電燃料の低炭素化）＊  12.1 

合  計  39.4 

＊複数部門にまたがって得られる削減効果のうち、民生家庭部門分として見込まれる削減量を示した。 

 

③民生業務部門 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づき、対象企業が毎年１％の

エネルギー使用量削減を図ることや、省エネ改修等による既存業務施設の省エネ化、高い

省エネ基準を達成した新築業務施設の増加、事務機器等の高効率化等を見込んでいます。  

 

主な対策  削減量（万ｔ -CO２） 

・ＢＥＭＳ導入に向けた普及  0.7 

・ＬＮＧを利用したコージェネレーションシステム・蓄電池の普

及  

3.4 

・業務施設のエネルギー性能の改善（省エネ基準を満たした施設

建設）  

1.0 

・高効率な省エネ機器導入（トップランナー機器の導入）  9.8 

・事務所用燃料電池の普及  0.4 

・省エネ法や自主行動計画に基づくエネルギー管理  17.2 
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・省エネルギー型事業活動の実践  1.5 

（再生可能エネルギーの活用や発電燃料の低炭素化）＊  15.0 

合  計  49.0 

＊複数部門にまたがって得られる削減効果のうち、民生業務部門分として見込まれる削減量を示した。 

 

 

④運輸部門 

 電気自動車やハイブリッド車等の環境対応車の導入や乗用車の燃費向上、交通需要マネ

ジメント（TDM）等による自動車交通需要の調整等を見込んでいます。なお、再生可能エネ

ルギーの活用では、バイオエタノール混合ガソリン及びバイオディーゼル混合軽油の利用

を見込んでいます。 

 

 

⑤再生可能エネルギーの活用や発電燃料の低炭素化（削減効果が複数部門にまたがる取組） 

 太陽光発電等再生可能エネルギーの普及、都市ガスや発電燃料の低炭素化等を見込んで

います。なお、ここで見込んだ削減量は、産業、民生家庭、民生業務、運輸の各部門に割

り振っています。 

主な対策  削減量（万ｔ -CO２） 

・太陽熱温水器の普及  0.2 

・都市ガスの排出係数の改善  2.6 

・再生可能エネルギーの普及  

・発電用燃料の転換等による二酸化炭素排出量の低減  
27.1 

合  計  29.9 

 

 なお、東日本大震災以降、世界的に原子力発電に対する取組が問われ、一層の節電・省

エネルギーの推進に加え、原子力発電に変わるエネルギーが求められることになり、再生

可能エネルギーの活用促進が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な対策  削減量（万ｔ -CO２） 

・ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車・電気

自動車の導入  

12.1 

・低燃費自動車の普及等  14.7 

・エコドライブの実践  4.0 

・ＴＤＭによる自動車交通需要の調整  1.8 

・その他（船舶省エネ運航・航空機運航改善等）  2.9 

合  計  35.5 
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(2) 生物多様性の維持促進 

私たち人類は、他の生物の恵みに支えられて生きています。たとえば、食べ物、紙や建

材、衣服や医薬品、さらに、私たちが生きるために必要な酸素は植物などによって作られ、

汚れた水も微生物などによって浄化されています。そしてその一部が欠けたら、基本的な

生態系のバランスが崩れ、私たちの生命の維持すら困難になってくることも予想されます。

すなわち、生物多様性は、私たちの生活になくてはならないものなのです。  

この地球上には、知られているだけで約 175 万種、未知のものを含めると 3,000 万種と

もいわれる生物が暮らしているとされます。これらの生物はお互いにバランスを取り合い、

絶妙な生態系を維持しています。また、生物多様性は、現在多様な生物が存在していると

いうことだけではなく、今後の生物の進化や絶滅という時間軸上の変化も含む概念です。

ですから、現在の生物の多様性をそのまま維持するだけでなく、競争や共生など生物同士

の自然な相互関係により、自由に進化・絶滅していくダイナミズムが確保されてこそ、生

物多様性の保全につながるのです。 

近年は、生物遺伝子を資源と見なし、国同士でその取り扱いをめぐって議論がなされて

います。また、クジラ問題のように生活の糧とする地域と保全する地域でのせめぎ合いも

生じており、さらには、生物の移入による生態系への影響、鳥インフルエンザなどに代表

される病原性遺伝子の問題も生じています。 

これらを総合的に捉え、地域固有の歴史が育んだ生物がそれぞれにふさわしい環境で生

き続け、健全な生態系が持続するように、人間の活動を自然に調和させることが重要だと

いえます。 

本県は離島県であるがゆえに固有種の宝庫であり、亜熱帯の緑豊かな環境を醸成してい

ます。沖縄の海は世界的にも多様性に富んだサンゴ礁を形成しており、琉球列島は渡り鳥

の重要な中継ルート・地点にもなっています。一方で、外来種による固有種への影響の問

題もあり、本来の沖縄が持つ生態系の維持と保全が重要な課題となっています。 

  

■沖縄県の取組目標（沖縄県生物多様性地域戦略の概要） 

 2008 年（平成 20 年）に施行された生物多様性基本法及び 2010 年（平成 22 年）に閣議

決定された生物多様性国家戦略 2010 をうけ、沖縄県では 2012 年度（平成 24 年度）3 月に

「沖縄県生物多様性地域戦略」を策定しました。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿嘉島周辺のサンゴ礁 (写真提供：阿嘉島臨海研究所 )    ヤンバルクイナの親子（写真提供：Ｍｒやんばる山城  定雄）  
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配
慮

事
項

　土地利用形態　：　農業振興地域、森林地域、市街化調整区域等

　地域文化　　　　：　地元の風習・伝承・祭り等

森林　河川　湿原
都市緑地　農地

自然共生社会の構築

本県を森林、河川、湿原、干潟、農地、都市緑地等に区分けし、自
然的条件や社会的条件について整理を行う。

本県の生物多様性を保全・再生し、地域の産業や文化と調和しな
がら、その恵みを将来の世代に引き継ぐ

将来にわたり、県の生物多様性を確保するための目標に応じた行
動計画

県で行われる全ての施策の立案と実施に生物多様性の視点を取
り入れるための推進体制

対象域

　　　　海域生態系 　　　陸域生態系
サンゴ礁　藻場　干潟
マングローブ　自然海岸

施策の推進（行動計画の実践）
〈生物多様性地域戦略推進本部の設置〉

多様な主体
県関係各課　市町村　NPO　企業

生物多様性地域戦略の策定
１　現状・課題の整理　　　　　

２　目標等の設定

３　行動計画の策定

４　推進体制の検討

参加
連携
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■主な具体的目標 

①希少種の保護 

沖縄の希少種については、その多くが世界や日本の中でも、特定の島、地域にのみ生息・

生育している大切な生命であり資源であることを意識し、保護を図っていく必要がありま

す。そのため、希少種回復状況調査を行い、その結果を踏まえて希少野生生物の生息・生

育環境の重要性について県民や県外から訪れた方への啓発を図ります。 

②外来種対策の推進 

 近年、外来種の増加により沖縄の在来種、固有種の減少が危惧されています。 

外来種対策については、関係機関と連携し、種及び地域の特性に応じた侵入阻止や捕獲

防除の対策を行います。 

③指針を活用した地域ごとの自然環境の保全 

 地域の自然環境特性を踏まえ、保全の基本的な方向を示した「自然環境の保全に関する

指針」に基づき、自然環境を適切に保全します。 

④河川の保全・再生 

 生活排水による水質汚濁が著しい河川などの生活排水対策を行い、生物の生息・生育環

境を保全します。 

⑤赤土等流出防止対策 

 赤土等の流出は、陸域の土壌の減少、河川域や海域の赤土等の堆積を引き起こし、生物

にとって住み家を奪われる大きな要因とされます。また、サンゴにとっては赤土等による

被膜、光の遮断、水質の悪化などを引き起こし、生息に大きな影響を及ぼす存在でありま

す。そこで沖縄県赤土等流出防止条例の規制対象事業の審査・現場指導、赤土等流出防止

に関する普及啓発活動等を実施します。 

 

⑥干潟など水辺環境の保全・再生 

 干潟は陸域からの養分を受け止め、海域水質の浄化施設としての役目があり、渡り鳥の

餌となる底生生物の宝庫であります。このような観点から、干潟の機能の回復のために、

干潟に流入する水質の改善や周辺の自然環境の保全・再生を図ります。 

 

⑦サンゴ礁の保全・再生 

 サンゴ礁は、多様な生物の生息・生育の場であるとともに、沖縄の「美ら海」の基盤と

なっていることから、サンゴ礁などの沿岸域を保全・再生する必要があります。 

 そこで、漁業者などが行うサンゴ礁などの機能の維持・回復に資する保全活動を支援し

ます。また、既存の石西礁湖自然再生協議会などの枠組みの活用や関係機関と連携した取

組みを行います。 

⑧自然と共生する観光産業の推進 

 沖縄の豊かな自然環境を活かした観光産業が持続的に発展していくためには、環境への

負荷を低減し、自然資源の保全に責任を持って取り組む「自然と共生する観光」を推進す

る必要があります。 

 そこで、自然環境の過剰な利用による自然環境の劣化を防ぐため、「保全利用協定制度」

を活用し、自然環境の持続可能な利用を図ります。 
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 (3) 環境教育・学習の推進 

 地球温暖化防止と生物多様性の維持促進の重点課題に対して、地域から捉えた活動「ロ

ーカルアジェンダ 21」の推進には環境教育・学習の推進が欠かせません。これには沖縄か

らの視点、足下からの取組が重要となります。 

私たちの郷土沖縄県は、亜熱帯海洋性気候のもと、サンゴ礁が発達した青い海と貴重な

固有の野生生物が数多く生息する緑豊かな島々から構成され、他の都道府県とは異なる固

有の自然環境を有しています。しかし反面、島しょ県であるため環境容量が小さく、地球

環境問題の影響については、環境負荷の増大に対し脆弱であるという特徴もあわせ持って

います。 

一方で、私たちの生活は地球平均の人類の生活よりも1.9倍の負荷を与えていることも事

実です。私たちが地球人として持続的発展が可能な社会を構築し生きていくためには、世

代間の公平、地域間の公平、生命間の公平を確認しながら自分たちの生活や環境を足下か

ら見つめなければなりません。そのために、節電・省エネルギー・節水教育、エネルギー

教育、自然観察会、自然環境教育に加え、国際交流、歴史・文化教育も含めて、持続可能

な沖縄を目指した環境教育・学習を推進します。 

環境教育の実施に際しては、沖縄県環境教育等推進行動計画に基づき、沖縄県地域環境

センター等の環境教育機関や地球温暖化防止活動推進員等と連携して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三つの公平とは 

 三つの公平とは、今生きている私たちと、①将来の世代、②他の地域の人々、③他

の生命（生物）が同じように公平（同じように生きる可能性・権利を持っている）で

あるということです。 

①世代間の公平 

 私たちの世代（現世世代）と、将来生まれてくる世代間との公平さ 

②地域間の公平 

 日本などの先進国における人々の生活や行動が、途上国の環境や人々の生活に負の

影響をもたらしてはならないという地域間の公平さ 

③生命間の公平 

 私たちの生活や行動が、他の生命（生物）の生存を脅かしてはならないという生命

間の公平さ 

 

環境教育・学習の推進 

持続可能な沖縄を目指して  

地球温暖化防止の推進  

 

生物多様性の維持増進 
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２ 活動の方針と主体ごとの行動 

 重点目標に向けて、県民・市民団体、事業者、行政等の各主体は、それぞれの役割と責

任に基づいて、目標の達成に向かって実行していくものとします。また、米軍基地内の部

隊、軍人・軍属を含むすべての関係者及び観光旅行者等にあっても、本計画の内容を理解

し、県民の行動方向と同様に、県民や行政、地域との連携を図りながら行動するものとし

ます。なお、事業者や行政は組織主体としての行動の他に、従業員、職員は一県民として

「県民の行動」に含みます。 

 

(1) 節電・省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの導入 

 沖縄県において、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出は、民生部門、産業部門

における電力の使用に伴うものが約 5 割となっており、ガスや灯油・重油などの使用にと

もなうものを含めると 6 割強を占めるとされています。したがって、地球温暖化防止のた

めに節電や省エネルギーを実践します。 

また、再生可能エネルギーの導入拡大等により、低炭素エネルギー利用を推進する必要

があります。 

 

【県民・市民団体の行動】 

 ◎各地で開催される環境講演会や環境フェアなどに積極的に参加し、地球環境問題や地

球温暖化問題の理解に努めます。 

◎省エネルギーや省資源に心掛け、省エネを進めるために環境家計簿をつけるなど、自

宅でのエネルギー使用量や二酸化炭素排出量の把握など「見える化」に努めます。 

◎家電製品や自家用車の買い替えの際は、省エネ型の製品を購入します。 

 ◎住宅の遮熱塗装や遮熱フィルムなどを導入したり、屋上緑化・壁面緑化などで冷房の

節電に努めます。 

 ◎可能な限り、住宅用太陽光発電システムや蓄電池、太陽熱温水器等の導入に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭でできる節電・省エネ アラカルト 

●不要な電気・照明、見ていないテレビなどは、こまめにスイッチを切る。  

30 分以上使用しないパソコンは電源を切るか、節電モードを活用する。  

●テレビの代わりにラジオやＣＤを活用する。  

●携帯の充電器、パソコンのアダプター、扇風機などのコイルを使用した電気器機や、テレビ・

ＤＶＤ・オーディオコンポなど待機電力を消費する機器はプラグを抜いたり、節電タップを使

い、待機電力を節減する。  

●インバーター照明の導入や電球型蛍光灯、ＬＥＤ電球などに切り替える。  

●冷房の温度は 28 度程度に設定し、熱いときは扇風機などを併用する。  

●エアコンのフィルターはこまめに掃除し、エアコンを使わない季節はプ

ラグを抜く。また、室外機のそばに物を置かない。暖房もできるだけエ

アコンを使う。  

●冷蔵庫は、熱や日光のあたらないところに置き、側面は 5cm 以上壁から

離し、放熱の妨げになる物を張らない。  
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【事業者の行動】 

 ◎各地で開催される環境講演会や環境フェアなどに積極的に参加し、地球環境問題や地

球温暖化問題、節電、省エネなどの従業員教育を実施します。 

◎環境マネジメントシステムである ISO14001 やエコアクション 21（EA21）の取得を目

指します。 

◎事務機器は省エネ型、節電機能付きの製品を導入します。 

◎ＯＡ機器の主電源は必要な時に入れ、未使用時は節電モードまたは主電源を切ります。

また、昼休みや終業時には、支障のない限り照明や機器の電源を切ります。 

◎店舗や事業所等のエアコンの温度設定を適正に保ちます（おおむね 28℃）。 

 ◎屋外照明やネオンサインなどは、点灯時間の短縮に努めます。 

 ◎オフィス・工場・倉庫などは、遮熱塗装や遮熱フィルムなどを導入したり、屋上緑化・

壁面緑化で冷房の節電に努めます。 

◎太陽エネルギーや風力エネルギーの活用、バイオマスエネルギーの活用、廃棄物の処

理に伴い発生する熱エネルギーなどの活用を進めます。 

◎ボイラーの廃熱などの未利用エネルギーの有効利用を進めます。 

◎工業団地や業務ビル街等において、複数の事業者と協同で、再生可能エネルギーなど

の利用を検討します。 

 ◎エネルギー転換部門における燃料の低炭素化および再生可能エネルギーの導入に向け

た低炭素化インフラ技術の研究開発（マイクログリッド）を実施します。 

 ◎コージェネレーションシステムの導入を推進し、熱エネルギーの効率的な利用に努め

ます。 

◎電照ギクの栽培などで使用される電球を電球型蛍光灯やＬＥＤ電球を活用し、省エネ

ルギーを図ります。 

◎Ｊ－クレジット制度を活用し、クレジットの創出やオフセットに努めます。 

 

【行政の行動】 

 ◎県民、事業者に対する普及・啓発活動、環境教育・学習を行い、省エネルギーに努め

ます。 

●冷蔵庫内には物を詰めすぎず、整理しておき、ドアはできるだけ素早く開閉する。  

●炊飯ジャーは保温を使わず、容器やラップに取り分けて冷蔵しておき、電子

レンジを活用する。  

●野菜の下ごしらえは電子レンジを活用する。  

●電気ポットの保温はやめて、魔法瓶などを使用する。  

●鍋やヤカンは底の平たいものを使用し、ガスコンロにかけるときは水滴を拭きとってからかけ、

炎は鍋底からはみ出さないように調整する。  

●掃除はできるだけ、ほうきやぞうきんを使い、掃除機をかけるときは、部屋を片付けてから掃除

機をかける時間を短くする。  

●洗濯器で洗濯するとき、容量の 8 分目程度で洗濯し、天気の良い日は天日干し、乾燥器の使用を

ひかえる。  

●シャワー式トイレの洗浄水等の温度は低めに設定し、温式便座はこまめにふたをする。  
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◎地球温暖化に関する調査・研究を進め、効果的な対策を推進します。 

◎太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入事例やエネルギー対策に関す

る融資助成制度など情報を県民及び事業者へ提供します。 

◎公共公益施設等へ太陽光や風力等の活用によるエネルギー有効利用システムの導入を

率先して進めます。 

◎未利用エネルギーの調査研究を進め、その活用を推進します。 

◎沖縄県新エネルギービジョンに基づき、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

以降の状況も踏まえ、再生可能エネルギー等の導入を推進するとともに、効果的な促

進方法を検討します。 

◎Ｊ－クレジット制度を活用し、クレジットの創出やオフセットに努めます。 

 

 

住宅用太陽光発電システム  

                              風力発電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おきなわアジェンダ２１県民会議 ロゴマーク入選作 

準グランプリ 

 

    

與古田 華奈さん 

（美来工科高等学校） 

奥平 航 さん 

（専門学校 IT カレッジ沖縄） 
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 (2) 公共交通機関の合理的利用と低公害車の導入促進 

 本県は車社会といわれ、運輸部門からの二酸化炭素排出量は約 25％を占めます。地球温

暖化防止のために公共交通機関の利用促進、エコドライブ、低公害車等の導入を促進しま

す。 

 

【県民・市民団体の行動】 

 ◎通勤や通学、レジャーなどの移動手段には、まず、バスやモノレール等の公共交通機

関の利用を優先するよう心がけます。 

 ◎近所の買い物や外出には、徒歩や自転車を利用します。 

 ◎カーシェアリングや乗り合い通勤等、共同での車両の有効利用を検討します。 

 ◎できるだけバイクや軽自動車、低燃費車、さらには、ハイブリッド車や電気自動車の

活用を進めます。 

◎車両を運転する際には、ふんわりスタート、加減速の少ない走行、早めのアクセルオ

フなどのエコドライブに心がけ、駐停車時は、エンジンを切ります（アイドリングス

トップ）。 

 ◎観光客等に対しても公共交通機関の利用を推奨する一方、レンタル自転車の活用を促

進します。レンタカーを利用する際には、低燃費車を選択します。 

 

【事業者の行動】 

 ◎公共交通機関での通勤を奨励します。 

◎事業用車両は、低公害車や低燃費車、ハイブリッド車、

電気自動車の購入を検討し、エコドライブを奨励します。

荷物の積み卸し時はエンジンを切ります。 

 ◎電気自動車の普及のために、充電所の確保を促進します。 

 ◎渋滞緩和のためにフレックスタイムの導入検討や相乗

り通勤を奨励します。 

◎集配基地の共同利用や計画的な共同輸送を実施するな

ど、貨物輸送の効率化を進めます。 

 ◎レンタル自転車事業の促進、支援を図ります。 

 ◎バス・タクシー等の公共交通車輌は、低公害車やハイブ

リッド車、電気自動車の導入に努めます。 

 

【行政の行動】 

 ◎公共交通機関での通勤を奨励し、渋滞緩和のためにフレックスタイムを導入します。 

◎公用車は低公害車や低燃費車、ハイブリッド車、電気自動車の導入を検討し、エコド

ライブを奨励します。 

◎交通管制システムや交通情報の提供を促進します。 

◎パークアンドライド・バスアンドライド等を推進し、自転車や自家用車と公共交通機

関との連携を図り、公共交通機関の利用拡大を促進します。 

◎快適に歩ける歩道整備や、自転車道の整備を進め、徒歩及び自転車利用を促進します。 

 ◎観光客や市民に対して、公共交通のわかりやすい方法を紹介し、普及促進を図ります。 
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 ◎環境に配慮した新しい交通システムの確立や鉄軌道の導入の検討など、沖縄県総合交

通体系基本計画に基づいた事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコドライブのポイント 

●乗る前に、荷物を点検：余計な荷物は積まない。  

●ふんわりアクセル（ｅスタート）：５秒後に時速 20km に達する程度のスタート、その後はゆる

やかに目標速度まで加速。空ぶかしは禁物。  

●加減速の少ない走行：できるだけ一定速度で走行。そのために車間距離を十分取る。波状運転

は禁物。  

●早めのアクセルオフ：赤信号ではアクセルオフで早めに減速。急ブレーキでの減速を控える。  

●アイドリングストップ：赤信号で長めの停止が予想される場合、ギアをニュートラルにしてエ

ンジンを停止、すぐにエンジンキーをオンにして電源系統は作動状態にする。発進が予想され

たらエンジンをかけ、ギアをドライブに入れて発進。  

●定期的にタイヤの空気圧を点検  

●他車にも思いやりのある運転を：交互合流など、少

しでも渋滞を緩和する運転を心がける。  

●燃料給油時に走行距離と給油量をチェックして燃費

を把握する。ドライブも「見える化」を促進。  

 

●電気自動車やハイブリッドカーの導入も効果的  

おきなわアジェンダ２１県民会議 ロゴマーク入選作 

 

佳作 

 

    

牟田 美亜 さん 

（安岡中学校） 

宮城 聖楓 さん 

（美来工科高等学校） 
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(3) 島々の多様な生態系の保全 

 動植物の生息・生育環境の保全と生物多様性及び生態系の保全を目指します。そのため

に、赤土等の流出を防止し、海域と陸域の連続性を健全に保ち、森林・河川・湿地・干潟・

藻場・サンゴ礁等の自然環境の健全な機能の維持・保全を目指します。また、地球規模で

保全が必要なラムサール登録湿地での渡り鳥生息環境の保持や生態系の保全に努めます。 

 

【県民・市民団体の行動】 

 ◎自然を大切にし、動植物についての理解を深めます。 

 ◎沖縄古来の動植物の増育、飼育、放育に努めます。 

 ◎動植物の生息・生育環境を壊さないようにごみの放置やむやみな採取等を行いません。 

 ◎外来動物やペットの放棄、外来植物のむやみな導入を行いません。 

 ◎サンゴの保全活動などに参加・協力します。 

◎光害（ひかりがい）を理解し、ホタルやコウモリなど夜行性動物の生態に配慮します。 

  

【事業者の行動】 

 ◎開発行為や事業活動の実施にあたっては、野生動植物の生育・生息環境の保全に十分

配慮します。 

 ◎建物の建築や施設整備の際は、周辺の自然環境に配慮した素材の採用やビオトープの

確保に努めます。 

 ◎学校、地域などでの環境教育に積極的に参加し、企業の持つ知識など、必要に応じて

指導的役割を果たします。 

 ◎企業 CSR（社会的貢献）の立場から、市民による自然保護活動等を支援します。 

 ◎夜行性動物に配慮して、夜間照明など最小限度の点灯を目指します。 

 

【行政の行動】 

◎公共事業を進めるにあたり、野生動植物の生育・生息環境の保全に十分配慮します。 

◎野生動植物に関する調査を十分に行い、県民や事業者等へ情報を整備・提供し、それ

らの保全に関する啓発・指導等を行います。 

◎地域の個性ある自然環境を維持・回復させ、ビオトープの保全・整備を進めます。 

 ◎自然観察会や環境保全活動、環境教育等を企画し、または市民団体や事業所、学校等

の企画に積極的に協力します。 

 ◎夜行性動物に配慮して、公園等の街灯など適正な 

管理を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  罠にかかったタイワンスジオ（特定外来生物）  

 

特定外来生物
区分 種類数

哺乳類 25
鳥類 5
爬虫類 16
両生類 11
魚類 14
クモ・サソリ類 7
甲殻類 5
昆虫類 9
軟体動物類 5
植物 13
合計 110
　　2015年10月1日現在
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(4) 自然とのふれあいの場・機会の創出 

 森林や河川、湿地・干潟等での多様な生物の観察等を通して環境学習が行え、県民が憩

える水辺づくりを推進します。また自然とのふれあいを通して、自然環境の機能や生態系

について理解が深まるよう、都市住民と農漁村地域との交流を増やします。さらには、環

境保全に関する多くの情報等を提供することで、県民及び事業者、来訪者等の自然環境を

大切にする意識が向上し、行動が伴うようになることを目指します。 

 

【県民・市民団体の行動】 

 ◎自然観察会や地域の環境保全活動に積極的に参加します。 

 ◎地域や学校でのビオトープづくりに参加・協力します。 

◎公園や緑地の環境整備について、行政への協力・連携を強化します。 

 ◎地域の自然・歴史的景観や地域文化遺跡、街並みの保存・継承するために散策・調査

し、まちづくり等のワークショップを企画、または参加します。 

 

【事業者の行動】 

 ◎地域の自然環境との調和に配慮し、生態系や景観の保全に努めます。 

 ◎市民、行政が実施する自然観察会や環境保全活動に積極的に参加します。 

 ◎ボランティア活動を実践する従業員に対して業務配慮します。 

 ◎企業 CSR（社会的貢献）を積極的に進め、市民による環境保全活動等を支援します。 

 

【行政の行動】 

 ◎自然観察会や環境保全活動の機会や場を創出します。 

 ◎市民団体や事業者が実施する自然観察会や環境保全活動、環境教育活動を支援します。 

◎自然公園等の指定促進や保全・整備に努めます。 

 ◎市民の憩いの場となる都市公園の整備・管理を充実するとともに、緑化等を積極的に

進めます。 

 ◎優れた自然環境、歴史的、文化的遺産等の登録・保全を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    県民環境フェアｉｎ南城市（H23.11）      県民環境フェアｉｎなご（H24.11） 
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(5) 青い海・きれいな水・澄んだ空の再生 

 赤土等の流出がない海、サンゴ礁と多様な生物が棲む海、多くの水生生物が棲むせせら

ぎのあるきれいな川、大気汚染のない澄んだ青い空の再生を目指します。 

 再生事業を県内で推進していくために、平成 27 年３月に策定された沖縄県自然環境再生

指針を踏まえた活動を展開します。 

 

【県民・市民団体の行動】 

＜海域＞ 

 ◎海浜等の清掃活動やサンゴ保全活動などに積極的に参加・協力します。 

＜水辺＞ 

 ◎河川愛護活動や美化活動、水辺の観察会などに参加・協力します。 

 ◎下水道への接続または合併浄化槽の導入を進めます。 

 ◎洗剤や石けん、シャンプー等の適量使用に努めます。 

 ◎料理用油（廃食油）は可能な限り使い切り、廃棄する場合はＢＤＦ（バイオディーゼ

ル燃料）等の資源循環に努め、河川に流しません。 

 ◎生ごみは、コンポスター処理や堆肥化に出す等の資源循環に努め、河川に流しません。 

 ◎流域ごとの市民活動へ積極的に取り組み、河川環境の保全に努めます。 

＜大気＞ 

 ◎オゾン層を守るために、フロンが使用されている冷蔵庫やエアコン等を破棄する場合、

事業者等に委託し、適正に処理します。 

◎車両の運行は道路交通法を遵守するとともに、車両の整備に努めます。 

 ◎ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）などのバイオエネルギーの利用促進に努めます。 

 

【事業者の行動】 

＜海域＞ 

 ◎開発事業の実施の際、赤土等の土砂流出防止を徹底します。 

 ◎農地からの赤土等の流出防止に努めます。 

 ◎廃船や漁具等を海へ投棄しません。 

＜水辺＞ 

 ◎事業所の排水は排水処理施設の整備、製造工程の改善等など、水質汚濁物質の排出抑

制に努め、海域や河川、地下水などの汚染防止に努めます。 

 ◎河川や海浜等の清掃活動、愛護活動には積極的に参加し、市民活動を支援します。 

＜大気＞ 

 ◎オゾン層の破壊につながるフロンの適正回収に努めます。 

 ◎アスベストを含む建物の解体などは飛散防止を徹底します。 

◎車両の運行は道路交通法を遵守するとともに、車両の整備に努めます。 

 ◎ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）などのバイオエネルギーの利用促進に努めます。 

 

【行政の行動】 

＜海域＞ 

 ◎公共事業等の実施の際、赤土等の土砂流出防止を徹底します。 
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＜水辺＞ 

 ◎県民や事業者等へ水質保全に関する意識啓発を図り、家庭や事業者における実践活動

を促進します。 

 ◎公共下水道等の整備推進や合併処理浄化槽設置の普及を推進します。 

 ◎流域全体の水の確保を目指して、雨水の地下浸透策を促進します。 

◎多自然型工法による水辺づくりを推進し、県民等が憩え、多様な生態系を維持できる

水辺環境の形成を進めます。 

◎水辺環境の保全活動を行う団体等への支援を行います。 

◎河川や海域等の水質や生態系の状況に関する調査や評価等を定期的に行い、その情報

を広く提供します。 

＜大気＞ 

 ◎公共の施設から排出される有害大気汚染物質について排出量の低減化を図るとともに

適切な対策に取り組みます。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 県民環境フェア in おきなわ市（H25.11）     県民環境フェア in 宮古島（H27.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おきなわアジェンダ２１県民会議 ロゴマーク入選作 

佳作 

 

    

幸地 航 さん 

（美来工科高等学校） 

仲村 勇紀 さん 

（専門学校 IT カレッジ沖縄） 
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(6) ごみ減量化とリサイクルの推進 

 多様化した廃棄物の処理体制を整備し、ごみの減量化とリサイクルの推進、廃棄物の適

正処理を目指すとともに、不法投棄の撲滅を目指します。 

 沖縄県廃棄物処理計画（第四期：平成 28 年 3 月策定）では、平成 32 年度までの一般廃

棄物減量化目標値は、平成 25 年度値に対し 2.5％削減（425 千トン、ただし日一人当たり

排出量は 830ｇから 809g として 21g の減量化）とし、再生利用量を排出量の 22％に、最終

処分量を排出量の 5％にする、また、産業廃棄物については、排出量の増加を平成 25 年度

と同程度に抑制し、再生利用量を排出量の 51％に、最終処分量を平成 25 年度に対し約 1％

削減するとしています。 

  

【県民・市民団体の行動】 

◎買い物の際はマイバッグを持参し、過剰な包装を断ります。 

◎不必要なものの購入を控え、購入した製品等は大切に使用し、

故障した場合も修理・修繕による使用を心がけます。 

◎不用品はすぐに廃棄せず、フリーマーケットやバザー等を活用し、再利用を進めます。 

◎ごみの再資源化、再利用を進めるデポジット制度について、事業者・行政に働きかけ、

検討を促します。 

◎生ごみの量はできるだけ減らし、出た生ごみは燃やすごみに出さず、資源回収やコン

ポスト処理化を行います。 

◎生ごみ類をごみとして出す場合、焼却エネルギー節約のため、可能な限り乾燥してか

ら出します。 

◎ごみはきちんと分別し、資源回収に協力します。 

◎家具や家電製品、車両などは適正に処理します。 

◎家電リサイクル法、容器包装リサイクル法などについて、市民の視点で協力します 

◎ちゅら島環境美化全県一斉清掃等、地域での清掃活動に参加します。 

【事業者の行動】 

 ◎事業活動における廃棄物や資源のリサイクルを進めます。 

◎過剰な包装や使い捨て商品の製造を見直し、環境負荷の少ない商品の開発に取り組み

ます。 

◎コピー用紙等の使用量を削減し、ペーパーレス化を図り、紙ごみの減量化に努めます。 

◎紙ごみは再生紙の原料としてリサイクルします。 

◎生ごみの減量化に努め、出た生ごみはコンポスト処理化に努めます。 

 ◎産業廃棄物の処理は、確かな業者に依頼し、適正に処理します。 

◎ちゅら島環境美化全県一斉清掃等、地域での清掃活動に参加します。 

【行政の行動】 

 ◎庁舎等においては、率先してごみの減量化やリサイクルに取り組みます。 

 ◎ごみの分別収集、減量化、コンポスト処理化など再資源化に取り組み、市民への啓発

を促進します。 

 ◎ごみの減量化やリサイクルに関する啓発活動を推進するために、種類ごとの統計をま

とめ、リサイクル関連法も含めて情報を提供します。 

◎不法投棄の実態を把握し、不法投棄対策を講じます。 
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(7) 環境にやさしい暮らし・まちづくりの創出 

 節電や省エネルギーの実践に加え、節水や雨水利用の促進、グリーン購入などの環境に

やさしい暮らし、屋上緑化・壁面緑化などによるヒートアイランドの緩和、また、地域に

おいては「みどりのまちづくり」の創出を目指し、安らぎのある環境を創出します。 

 

【県民・市民団体の行動】 

＜節水＞ 

 ◎森林保全や水環境の保全、二酸化炭素排出削減のため

に、節水に心がけます。 

 ◎雨水の貯水タンク設置に努め、洗車や散水、トイレの

水などに有効に活用します。 

 ◎雨水浸透マス等の設置に努めます。 

＜購入＞ 

◎エコマーク商品やグリーンマーク商品などを積極的に

購入します。 

 ◎地産地消、旬産旬消（旬のものを消費する）に心がけ、

エネルギー負荷の少ない食品等を購入します。 

＜緑化・まちづくり＞ 

 ◎生垣や庭の植栽、屋上緑化、バルコニー緑化、緑のカーテン等住宅や建物の緑化を推

進します。 

 ◎地域における身近な緑化活動に積極的に参加・協力します。 

 

 

 

 

 

 

【事業者の行動】 

＜節水＞ 

 ◎節水を心がけ、雨水の利用や工場の排水など再生利用に努めます。 

 ◎過剰な地下水の汲み上げを控え、雨水浸透マスの設置や敷地内の透水性を高め、地下

水のかん養（地表の水が地下に浸透する）に努めます。 

＜購入＞ 

 ◎レジ袋や紙袋の使用を減らし、包装の簡易化に努めます。 

 ◎環境に配慮したエコマーク商品やグリーンマーク商品の生産や販売に努めます。 

 ◎環境に配慮した商品に関する表示や、説明に努め、 

消費者への情報提供に努めます。 

 ◎事業者自らグリーン購入に努めます。 

＜緑化・まちづくり＞ 

 ◎工場や事務所の敷地やビルの屋上など、周辺の緑化 

  を心がけます。 

節水アラカルト 

●蛇口への節水コマの取り付け。  ●洗面やシャワー、歯磨きの際は、こまめに蛇口を閉める。  

●米のとぎ汁は、食器洗い用の水に利用したり、植木などの水として活用。  

●食べ残しのある食器類は拭き取ってから洗う。  ●風呂の残り湯は、洗濯用水として活用。  

 

個人の家庭における雨水利用の例  

屋上緑化モデル庭園：那覇市役所  

（本庁舎の建替えにより現在閉鎖） 
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 ◎工業団地やオフィス街等で、事業者間の協力・連携、地域住民との連携等で地域緑化

を進めます。 

 ◎緑地の開発に際しては、適正な開発を図り、開発地内の緑の回復に努めます。 

◎沖縄県ＣＯ₂吸収量認証制度等を活用し、緑化や育樹に積極的に取り組みます。 

【行政の行動】 

＜節水＞ 

 ◎節水意識の啓発や雨水利用の促進など、水の合理的な利用に関する普及啓発を行いま

す。 

 ◎公共公益施設等での節水や雨水利用、中水道の整備を率先的に行います。 

＜購入＞ 

 ◎環境に配慮した買い物の方法や商品選択に関する情報を広く提供し、普及啓発を行い

ます。 

 ◎再生品やリサイクル可能な商品開発を事業者へ促進します。 

 ◎グリーン購入について率先的に取り組みます。 

＜緑化・まちづくり＞ 

 ◎公共公益施設の敷地や建物の緑化を積極的に行います。 

 ◎広報活動や植樹祭、育樹会等の開催を通じて、緑化の重要性等について普及啓発を行

います。 

 ◎自然環境の保全で重要な流域での緑地保全や緑化促進等を積極的に行います。 

 ◎緑に親しむ拠点や緑地・公園の整備、街路樹の植栽充実などを行います。 

 ◎沖縄県総合緑化計画に基づき、緑豊かな県土づくりを進めます。 

◎沖縄県ＣＯ₂吸収量認証制度等により、事業者への取り組みを促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水のじんぶんがっこう（川のワークショップ）  水のじんぶんがっこう（海のワークショップ） 

 

 

    

 

 

 

 

 

水のじんぶんがっこう（水のワークショップ）  古着のリメイク講習会（県民環境ﾌｪｱﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ）  
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(8) 調和の取れた産業活動の促進 

 本県の農林水産業は、生産活動の占める割合は高くないが、生活の基礎である食料確保

のために欠くことのできない産業であり、環境調和型の農林水産業を目指します。また、

観光立県を目指していることから、観光においても豊かな自然環境を活用したエコツーリ

ズムや体験型観光であるグリーンツーリズム、ブルーツーリズムを促進し、自然環境の理

解を深めます。 

 

【県民・市民団体の行動】 

 ◎農地からの耕土の流失防止に努めます。 

 ◎生産者と消費者の交流や環境負荷の少ない事業の取り組みを理解するため、グリーン

ツーリズムやブルーツーリズム等の機会を通して、都市と農漁村の相互理解に努めま

す。 

 ◎本県の豊かな自然環境が、持続可能な観光産業を支える貴重な資源であることを認識

し、その保全に努めます。 

 ◎観光地や行楽地等でのごみのポイ捨てをやめ、ごみを持ち帰るほか、地域の美化活動

に協力します。 

 ◎輸送エネルギーの削減に役立つ地産地消に協力します。 

 

【事業者の行動】 

 ◎化学肥料や農薬の使用量を減らし、堆きゅう肥（畜産農家が作った堆肥）等の有機物

利用による土壌改良などによる健全な農地づくりを進めます。       

◎農業用廃プラスチック類等の廃棄量を減らし、適正に処理します。 

 ◎家畜のふん尿処理は適正に行い、河川等水質汚濁防止に努め、堆肥化など有効利用に

取り組みます。 

 ◎木材資源の有効利用に努め、木材生産の効率化や多角的な経営に取り組むなど、持続

可能な林業を目指します。 

◎漁場環境の保全や資源管理型漁業、つくり育てる漁業の推進を行います。 

◎水産加工品等の製造過程で排出される生ごみ等の適正処理を行います。 

 ◎本県を訪れる観光旅行者に対して、環境保全に関する本県の取り組みを理解し、協力

を促せるよう啓発活動に努めます。 

 ◎リゾート開発等にあたっては、自然環境容量に配慮し、環境特性と調和した秩序ある

開発整備に努めます。 

 ◎ホテル等の宿泊施設での省エネルギーやごみの減量化、再生可能エネルギーの導入な

どを積極的に取り組みます。 

 ◎観光旅行者等が移動手段として利用するレンタカー等へ低公害車の導入を推進します。 

 ◎エコツアー等に関する適正なルールづくりや指導者の育成に取り組みます。  

 ◎輸送エネルギーの削減に役立つ地産地消に協力します。 

 

【行政の行動】 

 ◎環境保全型農林水産業の振興を推進するため生産基盤や生活基盤の整備を進めます。 

 ◎農地からの耕土の流失防止のための農地改良等を行うとともに、県民の取り組みを積
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極的に支援します。 

 ◎生産者と消費者の相互理解を促す活動（地産地消の推進）を支援します。 

 ◎環境負荷の少ない生産技術の開発や最新技術に関する情報の提供等を進めます。 

 ◎エコツーリズムやグリーンツーリズム等の支援をし、環境に配慮し発展する観光産業

の育成を進めます。 

◎観光地となっている地域の自然環境の保全を住民及び事業者と一体となって進めます。 

◎本県を訪れる観光旅行者に対して、本計画の意義の理解を促し、県民と同様の行動を

行うよう啓発活動を展開します。 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

    県民環境フェアｉｎ北中城（H27.11）   県民環境フェアｉｎうらそえ（H28.11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おきなわアジェンダ２１県民会議 ロゴマーク入選作 

 

佳作 

 

    

屋良 三絵 さん 

（読谷村） 

宮城 勝志 さん 

（南風原町） 
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(9) 情報発信と国際貢献 

地球環境保全に関する技術や社会システム等について近隣諸国と情報交換等の交流を行

うとともに、技術移転や人材育成を図り、近隣諸国とともに地球環境保全に貢献します。 

 

【県民・市民団体の行動】 

 ◎国際協力機構（JICA）等を通して、人材の育成や支援地域に適した環境保全技術の支

援並びに活動を展開します。 

 ◎海岸等の清掃時に漂着物の国籍を調べ、メール等を活用してその結果を発信します。 

 

【事業者の行動】 

 ◎国際協力機構（JICA）等を通して、人材の育成や支援地域に適した環境保全技術の支

援並びに活動を展開します。 

 ◎海外での営業・事業活動の際、情報の交流を実施します。 

 

【行政の行動】 

 ◎国際協力機構（JICA）等を通して、人材の育成や支援地域に適した環境保全技術の支

援並びに活動を展開するとともに、受け入れを強化します。 

 ◎海外との情報交流のシステムづくりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム            

未来のために、いま選ぼう。 

 

環境省 地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（賢い選択）」 

 

２０１５年、すべての国が参加する形で、温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」が採択され

ました。世界共通の目標として、世界の平均気温上昇を２度未満にする（さらに、１ .５度に抑え

る努力をする）こと、今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを打ち出しました。 

日本は、２０３０年に温室効果ガス排出量を２６％削減（※２０１３年度比）する目標を掲げて

います。「ＣＯＯＬ  ＣＨＯＩＣＥ」は、この目標達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サー

ビス・行動など、温暖化対策に資する、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組です。  

おきなわアジェンダ２１県民会議も「ＣＯＯＬ  ＣＨＯＩＣＥ」に賛同し参加している他、平成

29 年 2 月 8 日には、構成団体の那覇市が県内市町村としては初の首長による「ＣＯＯＬ  ＣＨＯ

ＩＣＥ宣言」を行い、市民・事業者と協働で温暖化対策の普及啓発に取り組んでいます。  
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第４章 県民会議の具体的取り組み 

 

１ 普及啓発活動 

 地球温暖化防止や生物多様性の維持増進などの事業展開には、多くの県民の理解と協力

が必要です。県民会議として、各種行動の普及啓発を図ります。また、県民に対して名称

の周知度を図ることも肝要です。具体的行動は次の通りとし、資金状況を踏まえながら展

開します。 

 ◎県民環境フェアの開催 

◎街頭キャンペーンによる普及啓発 

◎講演会・シンポジウムの開催 

◎6 月の環境月間、12 月の地球温暖化防止月間でのパネル展等普及啓発活動 

◎ホームページ等インターネットによる広報、メール通信 

 ◎会員の拡大 

 

２ 環境教育・学習の実践 

 将来を担う児童・生徒、一般県民、事業所等に対して、環境の現状や取り組みの意義、

県民が主体的に取り組むこと、実施することなどの環境教育・学習を展開します。 

 実施者は、県民会議会員、地球温暖化防止活動推進員、環境カウンセラー、学識経験者

等とし、学校、地域と実施者の連絡調整を行います。 

 また、座学だけでなく、体験やワークショップも交えながら、理解力や実践意欲を増す

ための工夫を講じます。 

 ◎学校での実践 

 ◎地域での実践 

 ◎事業所等での実践 

 ◎地球温暖化防止活動推進員の活用促進 

 ◎環境教育プログラムの普及 

 ◎環境教育・学習マニュアルの作成 

 

３ 実践行動の推進 

 環境を保全し効果を上げるには、「行動」することが肝要です。「知っている」から「や

っている」に展開できる普及啓発、環境教育・学習を目指すとともに、会員各団体でも実

践活動を促進します。 

 実践活動には、活動費用も必要になってきます。県民会議構成団体・会員に対して資金

調達の手法や活用方法等の相談に応じるとともに、企業 CSR（社会的貢献）を活用した県

民会議自体の活動費の捻出を工夫し、各会員の活動資金を支援することを目指します。 

 また、情報提供や構成団体内外のマッチング等、各会員の実践活動を支援するだけでな

く、県民会議自体の実践活動も目指すものとします。 
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 ◎提案公募型事業の促進 

 ◎ＮＰＯ等活動の支援、沖縄県ＮＰＯプラザや沖縄県ボランティア・市民活動支援セン 

ターとの情報交換及び連携 

 ◎資金調達の相談・支援 

 ◎企業ＣＳＲ（社会的貢献）の展開促進 

 ◎沖縄クリーンコーストネットワークに支援機関として参加 

 ◎県民会議自体の実践活動の展開検討 

 

４ 評価と点検 

（１）評価・点検の方法 

 県民会議の進行管理は、まず計画・目標を設定し（Plan）、それを実行し（Do）、環境の

推移・改善状況を点検し（Check）、必要に応じて見直しを行う（Action）という、いわゆ

る PDCA サイクルを回す形で実行します。 

 ◎計画・目標（Plan）は、県

民会議自体が立てられるも

のではなく、県民会議の構

成団体での一つである行政

の計画を目標とします。行

政計画には各種の計画があ

り、策定される年度や目標

年度も異なるため、適宜、

目標を点検するものとしま

す。 

 ◎実行（Do）の実施者は、県

民会議構成団体各位、並び

に全県民・来訪者等としま

す。 

 ◎点検（Check）は、行政の目標に対して、県民会議の運営委員会で実施し、その結果

を理事会及び総会等にて報告します。 

 ◎行動（Action）は、点検結果を受け、行政並びに会員団体各位で修正プランを立てて

行動するものとします。点検結果は、県民にも広く周知するものとします。 

 

（２）評価・点検の期間 

 評価・点検の期間は毎年点検を原則とし、毎年集計されない項目については次年度以降

に見送るものとします。 

 

（３）評価・点検項目 

 PDCA サイクルによる評価・点検項目は、第 3 章 2 節で示した 9 つの目標並びに温室効果

ガス排出量としますが、項目によってはチェックすべき数値がないものや評価点検に時間

や労力がかかるものもあり、下記表のとおり毎年チェック可能な項目を中心に点検します。 
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世帯数の増加 環境家計簿の記録世帯（基）

電力消費量の減少【3】
一人当たり電力消費量
（基）

出力数の増加 住宅用太陽光発電の設置数（基）

出力数の増加 風力発電の設置数（累）

世帯数の増加 太陽熱温水器設置数（基）

1-3 事業所での取り組
み状況

事業所数の増加 EA21　認証取得事業所数（累）

バスの輸送人員数（千人）累

タクシー輸送人員数（千人）累

モノレール輸送人員数（人／日）累

県全体の低公害車登録台数（累）

（ハイブリッド、電気自動車等）

菌類編・植物編の絶滅危惧
種（現：絶滅危惧Ⅰ類）(ﾚｯ
ﾄﾞﾃﾞｰﾀおきなわ)基
動物編の絶滅危惧種（現：
絶滅危惧Ⅰ類）(ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀお
きなわ)基

平均サンゴ被度（％）基

マングローブ林面積（ha）基

干潟の面積（ha）基

広葉樹林の面積（ha）基

ラムサール条約登録
湿地数及び面積（ha）累

改善あるいは現状維持

注：【】内は数値目標の出典。1は「第二次沖縄県環境基本計画」、2は「沖縄県廃棄物
処理計画（第四期）」、3は「沖縄県地球温暖化対策実行計画」、評価項目の（基）は基
準年比較、（累）は累計値を示す。

(2)
公共交通機
関の合理的
利用と低公
害車の導入
促進（計画

P29）

2-1 公共交通機関(バ
ス、タクシー、モノ
レール)の輸送人員数

輸送人員数の増加

2-2 県・市町村の公用
車における電気自動車
等低公害車台数

低公害車台数の増加
（県所有/県全体【3】）

(3)
島々の多様
な生態系の
保全（計画

P31）

3-1 絶滅危惧種の種数 改善あるいは現状維持

3-2 沖縄県における多
様な生態系（サンゴ
礁、マングローブ、干
潟、広葉樹林などの延
べ面積等）

「おきなわアジェンダ２１」の指標及び実績

目　　標 指　　　標 数値目標［出典］ 評価項目

市町村所有のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ【PHV】､ｸﾘｰﾝ

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、EV車（基）

県所有の
低公害車導入率（％）基

(1)
節電・省エ
ネルギーの
推進と再生
可能エネル
ギーの導入

（計画
P26）

1-1 節電・省エネル
ギーの促進

1-2 再生可能エネル
ギーの導入
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哺乳類特定外来種（マン
グース）の捕獲数（基）

爬虫類特定外来種（タイワ
ンスジオ）の捕獲数（基）

両生類特定外来種（オオヒ
キガエル）の捕獲数（基）

ヤンバルクイナ（鳥類）の
推定生息範囲の拡大（基）

休憩所（基）

公衆ﾄｲﾚ（基）

シャワー室（基）

4-2  自然公園の利用
者数

利用者数の増加 自然公園の利用者数（千人）基

実施件数（基）

参加者数（人）基

4-4 都市公園面積
面積の増加（㎡/人）平成32
年度に15㎡/人【1】

県民１人あたりの都市公園面積（基）

健康項目（基）

ＢＯＤ（基）

ＣＯＤ（基）

二酸化硫黄、二酸化窒素、
※浮遊粒子状物質(PM2.5含)、一
酸化炭素、有害大気汚染物質(ﾄﾘ
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類)基

光化学オキシダント（基）

接続率（水洗化率）基

5-4 浄化槽法定検査実
施率

実施率の向上 浄化槽法第7条保守検査実施率（基）

5-5 赤土等流出防止施
設整備率（農地）

農地の整備（平成33年度
に50％）【1】

赤土等流出防止施設整備率
(農地) 基

5-6　赤土汚染定点観
測結果

海域での赤土等堆積が簡
易法でランク５以下（平

成32年度に100％）【1】

海域での赤土堆積ランク５
以下の割合（基）

5-7 ダイオキシン類県
内排出量

排出量削減【1】
一般廃棄物焼却施設におけ
るﾀﾞｲｵｷｼﾝ類排出量（基）

目　　標 指　　　標 数値目標［出典］ 評価項目

(3)
島々の多様
な生態系の
保全（計画
のP33）

3-3　固有の生態系の
保存

改善あるいは現状維持
（ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅは平成33年度
190ﾒｯｼｭ【1】）

(4)
自然とのふ
れ合いの

場・機会の
創出

（P34）

4-1 豊かな自然とのふ
れ合いのための施設数

自然公園における施設数
の増加

4-3 「自然に親しむ運
動」実施件数と参加者
数※

件数・参加者数の増加

(5)
青い海・き
れいな水・
と澄んだ空
の再生（計
画P35）

5-1 水質環境基準の達
成率

100%を維持する【1】

5-2 大気環境基準の達
成率

100%（光化学オキシダン
トは平成33年度までに達
成する）【1】

5-3 下水道等汚水処理
施設整備率

平成40年度までに84.6％
にひき上げる【1】(接続
率（水洗化率）について
は90％を維持する）

汚水処理人口普及率
（汚水処理施設整備率）基

注：【】内は数値目標の出典。1は「第二次沖縄県環境基本計画」、2は「沖縄県廃棄物
処理計画（第四期）」、3は「沖縄県地球温暖化対策実行計画」、評価項目の（基）は基
準年比較、（累）は累計値を示す。  
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6-1 県民１人あたり一
般廃棄物排出量

平成25年度値830gに対し、
平成32年度までに809g（▲
21g）に減【2】

県民１人１日あたり一般廃
棄物排出量（基）

6-2 一般廃棄物再生利
用率

平成25年度値15％に対
し、平成32年度までに
22％に増【2】

一般廃棄物再生利用率
（基）

6-3 一般廃棄物最終処
分量

平成25年度値2.6万ﾄﾝに
対し、平成32年度までに
2.1万ﾄﾝに減【2】

一般廃棄物最終処分量
（年間）基

6-4 産業廃棄物再生利
用率

平成25年度値49.8％に対
し、平成32年度までに
51％に増【2】

産廃再生利用率（年間）基

6-5 産業廃棄物最終処
分量・率

平成25年度値6.1万ﾄﾝ
(3.4%)に対し、平成32年
度までに6万ﾄﾝ(3.3%)に
減【2】

産廃最終処分率（基）

雨水利用施設(那覇市)基
・井戸を含む

雨水利用施設(西原町)基

7-2 屋上緑化・壁面緑
化の推進

施行面積の増加
屋上緑化助成件数及び
施工面積（那覇市）累
・平成27年度に事業終了

8-1 グリーンツーリズ
ムの促進

交流人口の増加（農家民
宿）平成28年度７万人

交流人口数（農家民宿）基

8-2 エコツーリズムの
促進

交流人口の増加 交流人口数（基）

8-3 事業所での再生可
能エネルギーの導入

稼働件数の増加
認定後の稼働件数及び
稼働出力（基）

9-1 沖縄で行われる
（沖縄が行う）国際環
境協力件数
 専門家・協力隊員派
遣数

人数の増加
環境関連の専門家・協力隊
員派遣数（基）

9-2 環境教育・学習の
充実

環境教育・学習の実施状
況把握

地球温暖化防止活動推進員、環
境カウンセラー等による環境教
育の実施数（基）

(10)
温室効果ガ
ス排出削減

（計画
P20）

10-1 温室効果ガス排
出量（ＣＯ₂換算）

2020年度までに、2000年
度値（1,254.8万t）に削
減【3】

温室効果ガス排出量（基）

目　　標 指　　　標 数値目標［出典］ 評価項目

(6)
ごみの減量
化とリサイ
クルの推進

（計画
P37）

(7)
環境にやさ
しい暮ら

し・まちづ
くりの創出

（計画
P38）

7-1 雨水利用設備の施
設助成件数

件数の増加

(8)
調和のとれ
た産業活動
の促進（計
画P40）

(9)
情報発信と
国際貢献
（計画
P42）

注：【】内は数値目標の出典。1は「第二次沖縄県環境基本計画」、2は「沖縄県廃棄物
処理計画（第四期）」、3は「沖縄県地球温暖化対策実行計画」、評価項目の（基）は基
準年比較、（累）は累計値を示す。  
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(1)
節電・省エ
ネルギーの
推進と再生
可能エネル
ギーの導入

（計画
P26）

事業所での
取り組み状況

事業所数の増加
（目標100件）

ISO14001　認証取得事業所
数(累）

(2)
公共交通機
関の合理的
利用と低公
害車の導入
促進（計画

P29）

レンタル自転車 利用数増加
レンタル自転車の利用数
（基）

(7)
環境にやさ
しい暮ら

し・まちづ
くりの創出

（計画
P38）

雨水利用、合併浄化槽
などの施設助成件数

件数の増加
合併浄化槽設置整備数
（基）

環境関連の集団研修コース
数（基）

環境関連の研修員受入数
（基）

姉妹都市・姉妹県との
環境協力を含む国際交
流協定数

協定数の増加
環境活動を連携・提携して
いる、県内の姉妹都市・姉
妹県提携状況（累）

「参考値」とは、平成２５年度まで評価の対象としてきた数値目標だったが、平成２６
年度の見直しにおいて、時代の変化などにより「指標」としての役割を終えたと判断し
たもの。これまで数値を取り続けてきたので、継続して数値を掲載するが、評価の対象
とはしない。参考項目の（基）は基準年比較、（累）は累計値を示す。

「おきなわアジェンダ２１」参考値

関連目標 指　　　標 数値目標［出典］ 参考項目

(9)
情報発信と
国際貢献
（計画
P42）

沖縄で行われる（沖縄
が行う）国際環境協力
件数
ア）集団研修コース数

イ）研修員受け入れ数

件数の増加
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おきなわアジェンダ 21 県民会議 第一期 活動概要一覧 

 

年 月 主な事業項目 備考

2002年（H14年） 8 ちゅら島環境フェア（設立総会を兼ねる） 沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

2002年（H14年） 12 地球温暖化防止街頭キャンペーン パレット久茂地前

2003年（H15年） 5 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2003年（H15年） 9 平成15年度県民環境フェア（台風接近により中止） 武道館

2003年（H15年） （財）日本環境協会より交付金 100万円

2004年（H16年） 1 アジェンダ21　指標設定・進行管理の考え方（報告） 沖縄大学地域研

2004年（H16年） 6 事務局を沖縄県地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰに置く 総会にて承認

2004年（H16年） 11 平成16年度県民環境フェア 武道館

2005年（H17年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2005年（H17年） 11 平成17年度県民環境フェア おきなわこどもの国

2005年（H17年） 提案公募型事業開始 2件採択

2006年（H18年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2006年（H18年） 11 平成18年度県民環境フェア おきなわこどもの国

2006年（H18年） 提案公募型事業 1件採択

2007年(H19年） 3 大塚製薬（チャリティーゴルフ）寄付金、飲料寄贈 寄付金1,095千円

2007年（H19年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2007年（H19年） 提案公募型事業 2件採択

2008年（H20年） 1 県民環境フェアinうるま うるま市民広場

2008年（H20年） 3 大塚製薬（チャリティーゴルフ）寄付金、飲料寄贈 寄付金1,271千円

2008年（H20年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2008年（H20年） 11 県民環境フェアinはえばる ジャスコ南風原店

2008年（H20年） 提案公募型事業 2件採択

2009年（H21年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2009年（H21年） 7 NPO等環境ボランティア活動支援事業開始 18件採択

2009年（H21年） 7 提案公募型事業 4件採択

2009年（H21年） 11 県民環境フェアinいとまん 道の駅いとまん

2010年（H22年） 3 オリオンビール・アサヒビール、他3件寄付金 7,942,309円

2010年（H22年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会

2010年（H22年） 5 NPO等環境ボランティア活動支援事業開始 25件採択

2010年（H22年） 7 提案公募型事業 4件採択

2010年（H22年） 9 水のじんぶん学校 事務局事業

2010年（H22年） 10 県民環境フェアinとみぐすく 道の駅豊崎

2011年（H23年） 3 オリオンビール・アサヒビール、他6件寄付金 11,540,498円
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おきなわアジェンダ２１県民会議第二期活動概要
年 月 主な事業項目 備    考

2011（H23年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会
2011（H23年） 6 沖縄県衣類縫製品工業組合寄付金 10万円
2011（H23年） 7 提案公募型事業 3件採択
2011（H23年） 7 NPO等環境ボランティア支援事業 17件採択
2011（H23年） 7 環境教育推進事業「出前講座」開始 2012年2月までに8回開催
2011（H23年） 10 県民環境フェアin南城市ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ くらしのじんぶんがっこう3回
2011（H23年） 11 県民環境フェアin南城市 玉城総合体育館
2012（H24年） 3 オリオンビール・アサヒビール他件寄付金 4,618,128円
2012（H24年） ｵｰｸｽ㈱、ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ事務局他5件寄付金 1,494,654円
2012（H24年） 3 NPO等環境ボランティア支援事業 13件採択
2012（H24年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会
2012（H24年） 6 沖縄県衣類縫製品工業組合寄付金 10万円
2012（H24年） 7 提案公募型事業 3件採択
2012（H24年） 10 県民環境フェアinなごプレイベント 服のリメイク講習会
2012（H24年） 11 県民環境フェアinなご 名護市民会館前広場
2013（H25年） 3 オリオンビール・アサヒビール寄付金 1,904,099円
2013（H25年） ｵｰｸｽ㈱、琉球通運㈱他5件寄付金 4,463,900円
2013（H25年） 4 NPO等環境ボランティア支援事業（春） 15件採択
2013（H25年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会
2013（H25年） 6 沖縄県衣類縫製品工業組合寄付金 134,000円
2013（H25年） 7 提案公募型事業 2件採択
2013（H25年） 9 NPO等環境ボランティア支援事業（秋） 10件採択
2013（H25年） 10 県民環境フェアinおきなわ市プレイベント 服のリメイク講習会
2013（H25年） 11 県民環境フェアinおきなわ市 プラザハウス
2014（H26年） 3 オリオンビール・アサヒビール寄付金 2,493,512円
2014（H26年） トップツアー㈱他3件寄付金 60,194円
2014（H26年） 3 NPO等環境ボランティア支援支援事業（春） 11件採択
2014（H26年） 4 沖縄クリーンコーストネットワーク加入 支援機関として
2014（H26年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会
2014（H26年） 6 沖縄県衣類縫製品工業組合寄付金 10万円
2014（H26年） 7 フェイスブック開設
2014（H26年） 7 提案公募型事業 3件採択
2014（H26年） 9 提案公募型事業（追加募集分） 1件採択
2014（H26年） 9 NPO等環境ボランティア支援支援事業（秋） 6件採択
2014（H26年） 12 県民環境フェアin宮古島プレイベント 服のリメイク講習会
2015（H27年） 1 県民環境フェアin宮古島 宮古島市中央公民館
2015（H27年） 3 NPO等環境ボランティア支援支援事業（春） 12件採択
2015（H27年） 3 オリオンビール・アサヒビール寄付金 2,629,321円
2015（H27年） （一社）環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ他4件寄付金 35,299円
2015（H27年） 地球温暖化防止活動推進事業 1件採択
2015（H27年） 進行管理指標見直し
2015（H27年） 5 一斉メール（VOL.1）配信開始
2015（H27年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会
2015（H27年） 6 沖縄県衣類縫製品工業組合寄付金 10万円
2015（H27年） 7 提案公募型事業 3件採択
2015（H27年） 8 NPO等環境ボランティア支援支援事業（秋） 7件採択
2015（H27年） 10 県民環境フェアin北中城プレイベント 服のリメイク講習会
2015（H27年） 11 県民環境フェアin北中城 イオンモール沖縄ライカム
2016（H28年） 地球温暖化防止活動推進事業 2件採択
2016（H28年） ㈱ｵｰｸｽ他3件寄付金 59,628円
2016（H28年） 6 街頭キャンペーン・総会・記念講演会
2016（H28年） 6 沖縄県衣類縫製品工業組合寄付金 10万円
2016（H28年） 6 NPO等環境ボランティア活動支援事業 12件採択
2016（H28年） 7 提案公募型事業 1件採択
2016（H28年） 10 県民環境フェアinうらそえプレイベント 服のリメイク講習会
2016（H28年） 11 県民環境フェアinうらそえ 浦添市民体育館
2016（H28年） 11 沖縄コカ・コーラ寄付金、景品、飲料提供 県民環フェアinうらそえ関連
2016（H28年） 12 ｵﾘｵﾝﾋﾞｰﾙ、座波建設他４社　フェア協賛広告 16万円
2017（H29年） 3 ㈱沖縄伊藤園飲料提供、寄付金 50万円  
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みんなでつくる清ら島－おきなわアジェンダ２１－中間見直し（運営委員名簿） 

 

No 氏  名  所  属  備  考  

１  謝名堂   聡  沖縄県環境部参事  委 員 長 

２  安 里  成 一  （一社）沖縄県産業廃棄物協会会長  副委員長  

３  桜 井 国 俊  学識経験者（沖縄大学名誉教授）  委 員 

４  渡嘉敷 義 浩  学識経験者（琉球大学名誉教授）  〃  

５  中 村 英 雄  那覇市環境部副部長（平成 29 年 3 月 31 日まで） 〃  

６  宇地原  靖 那覇市環境部副部長（平成 29 年 4 月 1 日から） 〃  

７  喜屋武 良 光  うるま市市民部環境課課長  〃  

８  宮 城 調 俊  沖縄県生活協同組合連合会専務理事  〃  

９  玉 栄 章 宏  環金武湾地球温暖化対策地域協議会事務局長  〃  

10 名 嘉 光 男  （特非）沖縄県環境カウンセラー協議会理事  〃  

11 親 川 善 一 （特非）調査隊おきなわ理事長  〃  

12 立 田 亜由美  （特非）おきなわ環境クラブ事務局長  〃  

上記名簿は順不同  
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ら島 おきなわアジェンダ 21（改訂版） 

平成 29 年 6 月 

 

おきなわアジェンダ 2 1 県民会議 

事務局：沖縄県南城市大里字大里 2013 

          一般財団法人沖縄県公衆衛生協会／ 

沖縄県地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰ内 

         電話:098-945-2686 FAX:098-945-3973 

 

 

 

 

 


