
環境森林課

 （１）宮崎県環境計画（改定計画）の概要

【計画期間】

【長期的な目標】

【環境分野別の施策の展開】

 （２）令和２年度の主な取組状況　

①　低炭素社会の構築

ア　二酸化炭素等排出削減

イ　再生可能エネルギー等の利用促進

ウ　二酸化炭素吸収源対策

【主な指標と実績】

目標値

H28 H29 H30 R1 R2 R2

宮崎県環境計画（改定計画）令和２年度の取組状況（要約版）

資料　３－１

　平成２８年度から令和２年度までの５か年計画

　日本のひなた「太陽と緑の国みやざき」の実現

　⑥ 環境と調和した地域・社会づくり

　家庭、産業・業務、運輸の各部門における温室効果ガスの排出削減に向けた普及啓
発等を実施した。

◆地球温暖化防止活動推進員（県委嘱）による地域での普及啓発活動（9回）
◆温室効果ガス排出抑制事業者の表彰（3事業者）
◆事業者向け「省エネセミナー」の開催（4回）　　　　　　　　　　　　　　　等

　再生可能エネルギーの導入に対する県民や事業者等の機運醸成を図るとともに、再
生可能エネルギーの利用拡大に向けた支援を行った。

◆再生可能エネルギーに関する研修会等の開催（県民向け:6回、事業者向け:1回）
◆木質バイオマスの収集運搬に係る経費支援（7協議会）
◆小水力発電の導入に向けた技術支援（可能性調査:1地点）　                 等

　森林県である本県の特性を生かし、二酸化炭素吸収源対策としての森林整備等の取
組を推進した。

　① 低炭素社会の構築

　② 循環型社会の形成

　③ 地球環境、大気・水環境等の保全

　④ 生物多様性の保全

　⑤ 環境保全のために行動する人づくり

◆造林・下刈り・間伐の支援（造林:2,114ha、下刈り:9,205ha、間伐:5,319ha）
◆企業の森づくり協定締結（4企業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

策定時
現況値
(H26)

658,104 955,220 1,110,661 1,221,000 1,321,157 1,609,875 821,000

項目

新エネルギー総
出力電力

単位
実績値

kW 196.1%

達成率

1 



②　循環型社会の形成

ア　４Ｒと廃棄物の適正処理の推進

イ　環境にやさしい製品の利用促進

【主な指標と実績】

目標値

H28 H29 H30 R1 R2 R2

205 185 217 228 186 186

［H25］ ［H27］ ［H28］ ［H29］ ［H30］ ［R1］

19.0 17.7 17.2 17.1 15.9 16.6

［H25］ ［H27］ ［H28］ ［H29］ ［H30］ ［R1］

66.1 68.2 67.1 64.0 63.8 64.9

［H25］ ［H27］ ［H28］ ［H29］ ［H30］ ［R1］

25.525.8

11110161615661

達成率

111.0%

81.0%

96.9%

66.4%

102.7%

100

25.0

67.0

30.0

191

　環境への負荷が少ない循環型社会の実現を目指すため、廃棄物の適正処理等の取組
を推進した。

◆産業廃棄物の不適正処理等に対する行政指導・行政処分
　（行政指導:162件、行政処分:10件）
◆産業廃棄物の排出事業者向け講習会等の開催
　（排出事業者向け:220人参加、処理業者向け:104人参加）
◆食品ロス削減啓発ＣＭ及び特別番組の放送、食べきりフォトコンテスト実施
　（食べきり協力店舗:283店）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 等

　グリーン購入の取組の促進、木材や木製品、リサイクル製品等、環境にやさしい製
品の利用促進を図った。

◆県産材を活用した住宅建設への支援（新築住宅:282件、住宅リフォーム:40件）
◆「みやざきリサイクル製品」の認定（23品目）　　　　　 　　　　　　　　 等

策定時
現況値
(H26)

項目

品目

％

％

％

千t

実績値

24.324.716.326.8

最終処分量（一般廃棄
物＋産業廃棄物）

リサイクル率
（一般廃棄物）

リサイクル率
（産業廃棄物）

公共建築物にお
ける木造率

リサイクル製品
認定数

単位

温室効果ガス排出抑制事業者の表彰 小水力発電の可能性調査

2 



③　地球環境、大気・水環境等の保全

ア　地球環境、大気環境の保全

イ　水環境の保全

ウ　化学物質対策

　大気汚染の状況について常時監視を行うとともに、有害大気汚染物質等のモニタリ
ングを行うなどの大気汚染防止対策の取組を推進した。

◆大気汚染の常時監視
　（測定局:21局（一般環境大気測定:16局、自動車排出ガス測定:5局））
◆工場・事業場への立入検査（立入検査:170件）
◆有害大気汚染物質等のモニタリング実施（調査地点:4地点）　　　　　 　　 等

　公共用水域及び地下水の監視や「水質汚濁防止法」に基づく特定事業場への定期的
な立入検査等の水質汚濁防止対策を行うとともに、浄化槽設置予定者への講習等の生
活排水対策の取組を推進した。

◆水質環境基準等監視（公共用水域:237地点、地下水:125地点）
◆浄化槽設置整備事業及び公共浄化槽等整備推進事業を実施する市町村への補助
　（補助基数:813基）
◆浄化槽法定検査受検啓発（文書発送件数:35,495件）
◆「五感を使った水辺環境指標」を用いた水辺環境調査（参加者:860人）　　　等

　化学物質の製造・使用・廃棄等に関する情報の把握により、県民・事業者・行政に
よる情報交換（リスクコミュニケーション）を行い、安全・安心な生活環境の保全を
図る取組を推進した。

◆ダイオキシン類の環境調査
　（大気:5地点、水質:18地点、底質:16地点、地下水:7地点、土壌:9地点）
◆事業者の化学物質対策の監視・指導（届出事業所:320件）
◆化学物質の製造・使用・廃棄等の実態調査
　（調査項目:3種類（大気、水質、底質））　　　　　　　　　　　　　　 　 等

食べきりフォトコンテスト表彰式 「みやざきリサイクル製品」認定式

3 



エ　環境負荷の低減等

【主な指標と実績】

目標値

H28 H29 H30 R1 R2 R2

※環境基準：人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

④　生物多様性の保全

ア　生物多様性の確保

％

％

単位

96.7%96.710089.396.296.062.5

達成率

100

100
生物化学的酸素要
求量（BOD）の水
質環境基準達成率

微小粒子状物質
（PM2.5）の大気
環境基準達成率

　「環境影響評価法」に基づき作成された配慮書及び方法書について、環境を保全す
る観点から審査を行い、環境負荷の低減を図るとともに、認定患者等に対する健康観
察検診、保健指導及び補償給付などの公害健康被害対策を推進した。

◆環境影響評価法等に基づく審査
　（配慮書:3件（風力発電所）、方法書:2件（一般国道、風力発電所）)
◆土呂久地区住民健康観察検診及び保健指導
　（検診受診者:33人、法給付適用者:40人）　　　　　　　　　　　　　　　  等

98.7%98.796.298.710098.798.7

策定時
現況値
(H26)

実績値

　自然公園、自然環境保全地域等保護地域における生物多様性確保のための取組を推
進した。

◆希少野生動植物の生息地におけるシカ防護ネットの設置（高千穂町五ヶ所高原）
◆生態系の保護・保全・回復活動を行う地域を支援（9件）　　　　　　　　 　等

生活排水処理率
（生活排水処理人
口／県の全人口）

76.1％ 99.8%82.882.080.679.478.9

項目

83.0

大気汚染状況常時監視 「五感を使った水辺環境指標」を用いた

水辺環境調査
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イ　人と環境を支える多様で豊かな森林づくり

ウ　自然豊かな水辺の保全と創出

エ　自然とのふれあいの場の確保

【主な指標と実績】

目標値

H28 H29 H30 R1 R2 R2

125,000 98,000 109,000 99,000 101,000 85,000
［H25］ ［H27］ ［H28］ ［H29］ ［H30］ ［R1］

10,056 9,846 9,264 9,076 9,289 9,203
［H25］ ［H27］ ［H28］ ［H29］ ［H30］ ［R1］

-

84.9%

26.8%

90.6%

千人

人

人

頭

73,85886,12684,03670,18983,87776,908

8,84122,10826,22929,08528,60227,653

1110108

　自然公園やひなもり台県民ふれあいの森の維持管理など、自然とふれあう場の確保
や利活用を図る取組を推進した。

◆ひなもり台県民ふれあいの森の維持管理、利活用
◆県が管理する自然とのふれあい施設の整備（2か所）　　　　　　　　　　 　等

　広葉樹の植栽や森林ボランティアが行う森林づくり活動の支援など森林の整備を推
進した。

◆ボランティア団体が行う森林づくり活動への支援（31団体）
◆広葉樹の植栽（349ha）
◆森林認証の取得を促進（認証森林面積:50,083ha）　　　　　　　　　　　　 等

　自然環境に配慮した河川・海岸づくりや美化活動を進め、快適な水辺環境の保全と
創出を図る取組を推進した。

◆サンゴ群集保護のため天敵であるオニヒトデなどの駆除（211kg）　　　　 　等

87,000

現状維持

33,000

項目

重要生息地の指
定（累計）

自然公園利用者
数

ひなもり台県民ふれあ
いの森利用者数

森林ボランティ
ア延参加者数

シカ推定生息数

か所 14

77,000

達成率
実績値策定時

現況値
(H26)

単位

92.9%1311

ひなもり台県民ふれあいの森

森林レクリエーション
霧島錦江湾国立公園

展望所整備
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⑤　環境保全のために行動する人づくり

ア　環境教育の推進

イ　環境保全活動の推進

【主な指標と実績】

目標値

H28 H29 H30 R1 R2 R2

160

28.7%8601,4301,7342,0922,0121,593

195187183179

校
(団体)

人

施設

人

達成率
実績値策定時

現況値
(H26)

単位

55.0%335643515455

24.1%9,87840,96843,14441,99040,18737,804

90.5%199

41,000

60

環境情報セン
ター利用者数

森林環境教育実
践校（団体）数

3,000

220

水生生物調査（水辺環
境調査）参加者数

こどもエコチャレンジ
施設認定数（累計）

　環境教育の拠点である「環境情報センター」（県立図書館１階）において、環境教
育・学習に関する相談対応や環境講座を開催するとともに、学校や地域などを対象に
講師派遣を行うことなどにより、環境教育を推進した。

◆環境情報センター運営（利用者数:9,878人、環境講座・出前研修の実施:16回、
　環境保全アドバイザー派遣:33回）
◆環境教育用パンフレット「みやざき環境読本」の発行
　（児童用:11,700部、指導者用:500部）
◆若者を対象とした林業現場等の見学研修（バスツアー）（参加者:57人）　　 等

　県民、団体、事業者、行政等が協働し、環境保全のための活動を実践する取組を推
進した。

◆県民総ぐるみで行う環境美化活動「クリーンアップ宮崎」の実施
  （参加者:84,210人）
◆啓発イベント「環境パネル展」の開催（参加者:約150人）　　　　　　　 　 等

項目

環境教育用パンフレット

「みやざき環境読本」

啓発イベント「環境パネル展」
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⑥　環境と調和した地域・社会づくり

ア　環境にやさしい地域・産業づくり

イ　快適な生活空間の創出

【主な指標と実績】

目標値

H28 H29 H30 R1 R2 R2

◆適切かつ効率的な森林施業のため、林道や作業路の整備、機材等の導入の支援
　（林道開設延長:10km、作業道開設延長:80km）
◆「緑の雇用」事業からの就業者等に対する定着促進のための助成金の交付
　（交付:84人分、41事業体）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

　農地や森林の有する国土保全機能を維持するとともに、魅力ある農山村づくりや環
境とともに歩む農林水産業や観光業の推進など、環境にやさしい地域・産業づくりを
推進した。

◆国県道における植栽管理や無電柱化等の推進
　（植栽等:31路線、無電柱化:4路線5工区）
◆国指定特別天然記念物「カモシカ」の通常調査の実施 　　　　　　　　　　 等

項目 単位
策定時
現況値
(H26)

実績値
達成率

　国県道や公園の管理等により美しい景観・環境づくりを推進するとともに、本県の
歴史的・文化的資源の保護・継承を図った。

91.7%
市街地における幹線
道路の無電柱化率 ％ 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.6

国県道における植栽管理
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