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令和３年度宮崎県環境審議会の発言要旨 

 

１ 説明事項 第四次宮崎県環境基本計画の改定について 

 

○委員 

日本全体で４６％の削減目標となれば、当然ながら地域によって濃淡が出ると思う。資料

１−２の２ページに、「２０３０年度までに１００以上の「脱炭素先行地域」を創出する」

とある。宮崎県は、宮崎県環境計画の中で、⾧期的な目標に「太陽と緑の国みやざき」をう

たっており、特に再生エネ（太陽光）では非常に有利な地域である。 

国が４６％削減を目標にするのであれば、宮崎はそれ以上の削減を目標に掲げ、「脱炭素

先行地域」に入るための取組が必要だと考える。 

○事務局 

県内でも「脱炭素先行地域」への応募に向けた取組内容の検討などを既に行っている自治

体があり、県としても、自治体の支援を行っている。今後も、脱炭素先行地域の創出に向け

た取組を推進していく。 

 

○委員 

日本は、先進国の中でも脱炭素化の対応は遅れている。これには身近な周りで起こる啓蒙

活動をより一層する必要がある。そのためには、地元メディアの公共放送としてのレベルの

問題がある。県民にはキャッチフレ−ズをあげて、啓蒙活動をして、県民の民度を上げる必

要がある。パリ協定が国際間で合意されたことを県民に広める行政とメディアの力が試さ

れている。 

また、企業のデジタル化とオープン化が必要で、県民は事実を知らされていない。 

このあたりは、行政が力強くやらないと、かけ声だけで終わってしまいかねないことを懸

念する。何もかもは出来ないが、出来るところで効果の大きい優先事項を本県の特徴にあわ

せて明確にすべきである。 

○事務局 

啓発活動については、令和４年度に「2050 年ゼロカーボン社会づくりプロモーション事

業」として、県民に地球温暖化問題を自分事として捉えていただき、行動変容を促すため、

効果的なプロモーションを展開することを予定している。 

 企業の排出量情報のデジタル化・オープン化に係る法改正を受け、県の報告制度において

もシステム整備を進めていく。 

 

○委員 

 地球温暖化は緊急な課題であり、県民ひとりひとりが取り組まねばならない。そのために
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は、県の目標を達成するための行動実施目標を県民目線でとらえる行動計画が必要だと思

う。 

 再生可能エネルギーの導入促進においては、県内地域の自然を生かした再生可能エネル

ギーの発掘をすべきである。特に、農業、林業における持続可能なエネルギーは、本県の宝

であると思う。 

 県、市町村の行政を横断的に推進して、その取組に支援してほしいと思う。 

 今、世界的には「二国間クレジット制度」があるが、宮崎県で、都市と農村など「宮崎版

地域間クレジット制」の取組もあっても良いと思う。 

 「生産者・消費者間クレジット制」などはグリーン購入につなげることもできる。グリー

ンコンシューマー育成となる。 

 デポジット制度など暮らしの中で取り組める施策支援をもっとしてほしいと思う。 

○事務局 

 県民に求める具体的な行動を分かりやすく示し、積極的な情報発信を行うことや、再生可

能エネルギーの導入促進において本県の強みを生かすことを念頭に置き、改定内容の検討

を進めていく。 

 

○委員 

脱炭素・カーボンニュートラル・ゼロカーボンなど温室効果ガス排出ゼロをターゲットと

した文言が多々散見されるが、区分をきちんと分別しておいた方が良い。 

環境経済の分野で、企業の脱炭素、４R、循環型社会への取組を開示するシステム、財務

報告の義務と同等に環境報告（CSR 報告）の義務化、中小企業ではエコアクションへの取

組など開示企業が報われるよう入札参加制度や銀行融資金利の優遇などのメリットを与え

る施策を立案してほしい。 

再生可能エネルギー、特に太陽光発電は、宮崎の自然を十分に配慮して設置すべきだと考

える。 

海岸や山中にポツリとソーラーパネルや風車があるのは、景観を破壊すると思う。 

宮崎県は自然に恵まれ、スポーツランドや天孫降臨の地がうたい文句であり、重化学工業

プラントなど大規模な工場立地が無く、山林などシンクが多く、県としてカーボンニュート

ラルに近い。これを売りとするためには自然景観保護を先頭に生物多様性を守り、無農薬の

田からイナゴが飛び交い、大淀川に残留農薬が無くなるという未来の構築を目指し、農産品

などのブランド化を推進すべきだと思う。 

促成栽培のビニールハウスの熱源も考えなければならない。 

○事務局 

「脱炭素」「カーボンニュートラル」「ゼロカーボン」のいずれも「温室効果ガス排出実質

ゼロ」を指す同義の言葉だが、文言が多様で分かりにくくなっていることは、全国共通の課

題であると認識している。本県では、なるべく「ゼロカーボン」という言葉で統一するよう
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心がけている。 

 再生可能エネルギーの導入促進については、本県の環境配慮基準を設定する際、本県の豊

かな自然を保護することを念頭に置いて検討を進めていく。 

 

○委員 

削減目標の設定に際しては、県民の方々の幅広い御理解を得るとともに、関係者が設定さ

れた目標に向けてどう取り組むべきかの検討の一助になるよう、設定の考え方を可能な限

り明らかにされることが望ましいと考える。 

○事務局 

頂いた御意見を踏まえ、改定内容の検討を進めていく。 

 

○会⾧ 

県計画の策定以降に、国の目標見直し・計画変更・関連法改正があり、県計画の一部の内

容と整合しない状態であれば、県計画の改定も仕方がない。ただ、国の目標、計画の実現性

については疑問もある。 

改定の方向性で部門別目標を新たに設定するとなっているが、家庭部門への削減率をあ

まり大きくしない配慮をしてほしい。家庭収入が伸びない状況で家庭での削減のために支

出増になるのは厳しい。今でも再エネ賦課金のために電気料金が 15％ほどアップになって

いる。 

再エネ導入促進部分で、促進区域設定推進のための環境配慮基準を設定する際には他の

環境の犠牲を最小限にすることが望まれる。 

計画の進め方の中にある（2）の宮崎県再エネ等導入推進連絡会からの意見聴取は是非と

も実施してほしい。その際、再エネ開発地域の環境保全をどのように考えているのかを聞き

取ってほしい。 

資料 1-3 の 2 ページ下 3-（2）部分の関係許可等手続きのワンストップ化はまだしもそれ

ぞれの内容審査については厳密に行った方が良いのではないか。環境影響評価法に基づく

配慮書手続きの省略といった特例はせっかくのアセス法の精神が骨抜きになりかねない。

昨年の国の計画変更の際、再エネ開発はアセス対象から外すような発言をした関係大臣も

いたが、再エネ開発で大規模な環境破壊が生じたのでは元も子もない。認定事業に対する規

制制度の特例措置は新たな利権、規制の抜け道にもなりかねない。 

○事務局 

家庭部門の温室効果ガス排出削減目標について、排出削減の取組がすなわち支出増につ

ながるというものではない、あるいは⾧期的に見れば支出減になることを示して、県民の理

解が得られる内容としたいと考えている。家計への負担にならない省エネや、短い期間で投

資回収ができる設備更新など、具体的な取組内容について啓発を行っていく。 

 再生可能エネルギーの導入促進に係る部分の改定については、頂いた御意見を踏まえ、内
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容を検討していく。 

環境影響評価法に基づく配慮書手続の省略については、国における改正法施行に関する

検討会においても、議論となっていた。環境に十分配慮した事業計画となるよう、県におい

て設定する環境配慮基準の内容を検討するとともに、誘導・援助等行っていく。 

 

○委員 

 この計画が、実現可能な数値ならすばらしいと思う。 

 ぜひ、挑戦を続けられるよう、私達県民も常に、温室効果ガス排出に気をつけたいと思う。 

○事務局 

温室効果ガス排出削減目標を達成し、ゼロカーボン社会を実現させるため、県民の行動変

容を促す効果的なプロモーションを展開していく。ぜひ、御協力をお願いしたい。 

 

○委員 

多くの企業、メディア等が SDGs を意識した施策展開を行っている今、令和 12 年度（2030）

の宮崎県の姿を「多くの県民が環境保全活動に参加する宮崎県」とする目標を実現するため

に、県民へ向けた情報、特に具体的な県民、団体、事業者に求められる役割について、地元

メディアによる定期的な発信を行ってもらってはどうか。 

基本計画の概要版は分かりやすく SDGs との関連もまとめられて理解しやすい。この概

要版も、県民へ向けた情報発信として大いに活用していただきたい。 

○事務局 

県民へ向けた情報発信については、令和４年度に「2050 年ゼロカーボン社会づくりプロ

モーション事業」として、県民に地球温暖化問題を自分事として捉えていただき、行動変容

を促すため、効果的なプロモーションを展開することを予定している。その他、機会を捉え

た情報発信を積極的に行っていく。 

改定後の計画についても、概要版を作成し、県民へ向けた情報発信に活用する予定である。 

 

○委員 

地球温暖化対策計画の改定について、資料 1-2 で家庭部門の削減率が大きく増加されて

いる。他の項目での削減目標のしわ寄せに思える。よほどの策を考えないとクリアできない

数字ではないか。 

宮崎県は『太陽と緑の国みやざき』をキャッチフレーズにしているので太陽熱を大いに利

用してほしいと思う。太陽光発電についてはすでに利用が進んでいると思うが、売電価格の

引き下げ等の問題もあるので、県独自のプラス補助があると増設されると思う。大規模では

なくあくまで家庭用の太陽光発電の増設を進めてほしい。 

また、環境省では車のゼロエミッション化を推進している。他県では国の補助に県独自の

補助も加えてゼロエミッション化が進んでいる。宮崎県は車社会であるため、そのあたりか
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らも家庭のカーボンニュートラルを目指すことはできると思う。 

○事務局 

家庭部門の温室効果ガス排出削減目標について、具体的な取組内容について啓発を行い、

県民の行動変容を促したいと考えている。 

太陽光発電については、令和 4 年度より「企業の災害対応力強化・ゼロカーボン化促進事

業」として、県内企業の自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入の支援を行う予定であ

る。 

太陽熱利用や自動車のゼロカーボン化等についても、頂いた御意見を踏まえ、改定内容を

検討していく。 

 

○委員 

資料 1-3 において、2 ページ２.の（３）に「地域の環境の保全のための取組」とあるが、

具体的にはどのように考えているのか。 

また、３.の（２）に環境影響評価法における配慮書手続きの省略化とあるが、今までの

法律で規制されていなかった太陽光開発で、環境影響評価を行わなかった結果、森林が失わ

れている現実がある。これを踏まえ県はどのように考えて省略するのか。 

○事務局 

地域脱炭素化促進事業における「地域の環境の保全のための取組」については、市町村が、

区域の自然的社会的条件に応じて方針を定めることとされているが、環境省は具体的な取

組内容について次のとおり例示している。 

・希少な動物の生育環境を保全する観点において、当該地に生息する希少猛禽類は営巣期等

の特定の期間にストレスを与えると繁殖への影響が懸念されることから、現地調査によ

って生息状況を把握し当該期間に工事を行わない等の環境保全措置を実施。 

・希少な植物の生育環境を保全する観点において、促進区域において希少な植物の生育に関

する情報が得られたことから、その生育状況を調査して、生育環境に影響を及ぼす区域の

改変を回避。 

・騒音による影響の観点において、住居等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に存在

することから、工事に係る配慮、設備の配置の工夫などの必要な対策を実施。 

・その他、環境の保全の観点から、事業規模等に制限を設けること、施設稼働終了後の設備

の適正な撤去等を行うこと。 

事業者が環境影響評価法における配慮書手続の省略を受けるためには、環境省及び都道

府県が定める環境配慮基準に適合するエリア内で、市町村が定めた促進区域内の事業であ

ることに加え、市町村が定める地域の環境の保全のための取組等の方針に適合するとして

市町村の認定を受けた事業であることという条件がある。 

 都道府県の環境配慮基準の内容を今後検討することとなるが、その際、商業地域・工業地

域をはじめとした開発済みの土地など、環境への影響の懸念が小さい場所から優先的に市
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町村が検討するよう促すものとしたいと考えている。 

 

○委員 

温室効果ガス排出削減目標について、農業分野に関しては除外または緩和としてほしい。 

○事務局 

農業分野についても、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」において 2050 年まで

に農林水産業の CO2 ゼロエミッション化（＝ゼロカーボン化）を実現することとしており、

この実現が県内農業の持続可能性の向上や競争力の維持向上にも資するものと考えている。

また、生産性や品質を犠牲にする形でのゼロカーボン化を求めるものではない。 

 今後、国と連携し、県内農業のゼロカーボン化に向けた支援に取り組んでいく。 

 

○委員 

資料 1-1 の 2 ページ「（３）その他目標設定について」の②事業者又は住民の温室効果ガ

ス排出削減活動の促進に関する事項及び③循環型社会の形成に関する事項について、明確

な目標設定を期待する。特に地域循環共生圏構築のための循環型社会の形成に向けた目標

は、目標達成のための補助金制度の創設など、具体性のあるものを望む。 

○事務局 

頂いた御意見を踏まえ、具体的な環境指標の設定や施策の記載を検討していく。 

 

 

２ 審議事項 令和４年度公共用水域及び地下水の水質測定計画案について 

 

○委員 

４ページについて、イ「健康項目」が２６項目しかない。よく見ると、６番目のＴ−Ｈｇ

とＲ−Ｈｇが１つの項目になっているためのようである。項目数が合わないので、間違いで

はないかと思った。左に通し番号を打って、項目数を合わせたほうが良いのではないか。 

６ページについて、１ページと５ページの項目の並びと違う所がある。「ふん便」と「ト

リハロメタン」である。定義された順番と表の順番が違っても、差し支えないのか。 

公共用水域の「健康項目（２７）」と、地下水の「環境基準項目（２８）」は、ほとんど同

じ項目なのに、地下水のみ「クロロエチレン」が加わっている。地下水のみ含有の恐れがあ

るのか、公共用水には含有の恐れがないのか、何か理由があれば教えてほしい。 

クロロエチレンの有害性は、4 ページ、5 ページのように記載がないため分からない。 

地下水の監視項目の定義は不要なのか。 

 また公共用水域の「要監視項目（２７）」と、地下水の「要監視項目（２０）」については

大きく違うが、理由があれば教えてほしい。 
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○事務局 

４ページについて、Ｔ−ＨｇとＲ−Ｈｇの項目は、今後、別々に記載する。 

６ページについて、「ふん便」と「トリハロメタン」の記載順の相違は差し支えないが、

今後、記載順を統一する。 

 地下水のみに「クロロエチレン」が加わっているのは、テトラクロロエチレン等が地中や

地下水中の嫌気性状態で分解して生成されるものであり、一定の有害性を有することから

環境省が地下水に係る環境基準に設定したものである。 

クロロエチレンは、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物と同様に発がん性等が

ある物質といわれている。今後記載する。 

地下水の監視項目の定義について、主な用途、有害性等の定義は、公共用水域の健康項目

及び要監視項目とほぼ一致している。今後記載する。 

公共用水域と地下水の要監視項目の項目数の違いは、本県の地下水質の検出状況から各

項目の測定の要否を判断しているため、違いが生じているものである。 

 

○委員 

 モニタリング調査は県の大変な仕事である。 

 地下水は時間がかかって影響がでてくるが、公共用水域では、夜に有毒物質を流していた

事実や、噂が絶えない例が、過去をみても後を絶たない。 

 昼間の調査だけでなく、今後は夜の調査も問題が指摘されているところでは必要がある

と思っている。一度検討すべき課題である。 

 有毒物質は、総量規制はなく濃度規制と思うので、そのあたりを含めて、生物や人への生

態系に大きな影響のある有毒物質とは区別していく必要はないか。 

○事務局 

モニタリング調査は、環境省の通知に基づき、全国統一の方法で人の健康の保護に関する

環境基準項目（健康項目）や生活環境の保全に関する環境基準項目（生活環境項目）等を対

象に実施している。 

夜間に有毒物質の流出が発生した事案は確認していないが、そのような事案が発生した

ときは、関係部局に情報を提供し、流出源の調査をする等個別に対応することとしている。 

また、県では、この測定計画とは別に計画的に排水量の多いところや有害物質を使用して

いる事業場を対象に排水検査を実施しており、排水基準違反の事業場に対して改善指導を

実施している。 

 

○委員 

高原町御池は BOD と COD を念のためダブルで測って検証しているのか。 

○事務局 

環境省の基準では湖沼の測定は BOD でなくＣＯＤで行うこととなっているが、周辺の湧
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水や河川からの流入があることも考慮し、ＢＯＤも併せて測定している。 

 

○会⾧ 

資料 2-1 で、1 ページの測定項目のアで大腸菌数と変更になっているが、オのその他の項

目部分の糞便性大腸菌群数はこのままでいいのか。 

資料 2-1 の 2 ページの主な変更点イで大腸菌群数から大腸菌数に変更となっているが、

これまでの動向との継続性はどうなのか。 

令和 3 年 7 月 9 日付で送付された令和 2 年度測定結果で、水質部分公共用水域で BOD

について 1 水域で基準未達成となった都城・花の木川の測定地点は桜木橋のようだが、こ

の流域での汚染源はある程度絞り込みができているのか。 

令和 4 年 1 月に送付された環境白書（令和 3 年版）の水域別の水質の現況部分の 68 ペー

ジ、イ沖田川、浜川の図で中橋での BOD は D 類型で最近も増加しているが、汚染源特定

や改善対策はとられているのか。 

○事務局 

ふん便性大腸菌群数については、河川及び海域の一部地点を計画している。 

河川については大淀川水系や小丸川水系で測定を実施しているが、国において河川管理

の必要上実施しているものであり、これらの地点について水質の継続的な監視が必要であ

るという観点から、測定計画の項目としている。 

一方、海域については、実施している地点は海水浴場であり、これらの地点は水浴場水質

検査も実施している。水浴場の水質評価項目にふん便性大腸菌群数も含まれることから、測

定計画の項目としている。 

大腸菌群数から大腸菌数への変更については、環境省からの通知により全国一斉に変更

となったものである。 

大腸菌群数については、ふん便汚染のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌も含ま

れていると考えられ、水環境中において大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状

況がみられたことから、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である大腸菌数

が測定項目となったものである。これまでは幅広い細菌を捉えていたことから、大腸菌数へ

の変更により現時点で継続性を評価することは困難だが、これまでの大腸菌群数の結果を

参考に評価する。 

 花の木川の汚染源については、生活排水と事業場系排水が主な原因と考えており、また渇

水期に河川水量が減少することも影響していると考えている。流域地区を対象に合併処理

浄化槽への転換啓発を行っているほか、原因の一つとされる事業場については来年度から

排水検査を行うことで監視を強化する等の対策を行う。 

 浜川は大規模工場の排水が大半を占めており、他の河川と異なり特殊な河川である。環境

白書に記載している過去 5 年の測定結果を示すグラフを見るとやや上昇傾向ではあるが、

過去 10 年以上環境基準値を達成している。 
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なお、測定計画では、環境基準点における生活環境項目の測定回数を原則年 12 回として

いるところ、浜川の環境基準点である中橋については生活環境項目の測定頻度を月３回全

36 回と定めて監視を継続している。 

 

○委員 

先日、NHK の報道番組で、1971 年に使用が中止された除草剤「２,４,５−T 系」が日本

各地の国有林に埋められたという事を知った。2021 年時点で 15 道県、42 市町村に埋めら

れたままになっているという。 

宮崎県内も８ヶ所あり、これが多発する自然災害とともに、土壌汚染、水質汚染を引き起

こす危険性もあり、国有林であっても常時検査を怠らないようにしなければならないと思

った。この件に関しての県の方針を伺いたい。 

○事務局 

埋設地については、国において適切に保全管理され、異常は確認されていないと聞いてい

る。また、今年度、国において、埋設物を掘削処理するための技術的な調査検討を開始した

と聞いている。 

 県としては、国の検討状況を注視するとともに、関係市町村の意見も伺いながら必要な対

応を行っていきたい。 

○会⾧ 

ダイオキシンに関する質問への県の回答は、国の検討状況を注視するとともに云々とな

っているが、国との間で県内埋設地等の情報について共有しているのか。 

2021 年 1 月 25 日の朝日新聞によれば、宮崎県内では日之影町（300 ㎏）、西都市（2 ㎏）、

宮崎市（1260 ㎏）、小林市（165 ㎏）、都城市（86 ㎏）、串間市（20 ㎏）となっており、こ

のうち宮崎市、小林市については林野庁通達のコンクリ化もされていないようである。また、

コンクリート工学の専門家はコンクリ化されていても土とセメントで除草剤を固めている

ためコンクリとすら呼べないと指摘している。災害、事故等で河川等へ流出した場合の検出

は今の水質測定計画で可能なのか。 

令和元年度のダイオキシン類に係る環境調査報告書（環境省令和 3 年 3 月）を見ると、

宮崎県内では大気３地点、河川水質 15、河川底質 13，海域水質２、海域底質 2，地下水 7、

土壌 9 など多くの地点で測定されているが、県内の埋設地点との関係で流出等の場合、引

っかかってくるのか。リスクを考えると発生源可能性地点となるので、埋設地点から出る渓

流等にサンプル採取地点をとっておくべきではないか。 

○事務局 

 ２,４,５−T 系除草剤の埋設箇所については、記載のあった市町村の埋設箇所ごとに埋設

量、埋設位置の詳細や埋設状況の情報を共有している。また、林野庁通達と異なった方法で

埋設された宮崎市及び小林市の埋設箇所についても把握しており、国からは県内の埋設地

について定期点検等での異常がない旨の報告を受けている。 
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２,４,５−T は環境省が定める水質汚濁に係る環境基準等の項目に該当しないことから、

水質測定計画の対象としていない。このため、当該計画による水質の監視では、流出を確認

できるというものではない。 

基準項目ではないこと、また埋設地点の管理者がはっきりしていることから、当該管理者

が流出に係る対策を考えるべきだと考えている。 

 

○委員 

資料 2-1 の 1 ページ「（３）測定項目」及び資料 2-2 の 6 ページから 22 ページの別表 1

について、公共用水域での生活環境項目の大腸菌群数が令和 4 年 4 月から大腸菌に変更に

なるが、大腸菌と糞便性大腸菌群数はほぼ同じなので、別途その他の項目で糞便性大腸菌群

数は測定する必要はないと考える。これについての考えを伺いたい。 

○事務局 

ふん便性大腸菌群数については、河川及び海域の一部地点を計画している。 

河川については大淀川水系や小丸川水系で測定を実施しているが、国において河川管理

の必要上実施しているものであり、これらの地点について水質の継続的な監視が必要であ

るという観点から、測定計画の項目としている。 

一方、海域については、実施している地点は海水浴場であり、これらの地点は水浴場水質

検査も実施しています。水浴場の水質評価項目にふん便性大腸菌群数も含まれることから、

測定計画の項目としている。 

 

●審議結果 

 令和４年度公共用水域及び地下水の水質測定計画案について、原案のとおり異議のない

旨答申することと決定した。 

 

 

３ 報告事項 宮崎県環境計画（改定計画）令和２年度の取組状況について 

 

○委員 

コロナ前に策定した計画なので、現状に合わない部分も多いと思うが、引き続き取組を進

めていくべきだと思う。 

特に「リサイクル率」については、目標に未達であるというより、H２６の現況よりも後

退している事に危機感を覚えた。県民への啓発や教育現場での取組など、地道な活動で上げ

ていける事だと思うので、取組を強化すべきだと考える。 

○事務局 

県では、県、市町村、事業者等で構成する「宮崎県４Ｒ推進協議会」において、効果的な

啓発方法や情報発信のあり方などを協議しており、実際に、広報誌等での４Ｒに係る特集の
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掲載、小中学生での環境学習の素材として「ごみ減量化テキスト」の配布などに取り組んで

いる。改めて、このような協議の場において、「リサイクル率の向上」を議題に取上げ、議

論し、実践していきたいと考えている。 

 また、第四次宮崎県環境基本計画の策定に当たって、ガラスくずや廃プラスチック類など

のリサイクル率が、他の産業廃棄物と比べ低くなっていることが判明したため、今年度から、

それら特定の産業廃棄物に係るリサイクル施設の整備支援を行うこととした。 

計画に掲げた目標が達成できるよう、取り組んでいく。 

 

○委員 

海の生物は、県でも沿岸生態系の基盤でもある、珊瑚を食べるオニヒトデの駆除などの保

全対策が進んでいるが、本来、最も人と身近な宮崎県の在来の淡水魚に対する生息実態や保

全対策は全く出来ていない。例えばメダカなど身近な淡水魚を筆頭に、他のコイ科、タナゴ

科、ドジョウ科などは、田んぼやその周りの里山の水路や細流に生息するが、今や生存は危

機的である。 

例えばメダカは大学の周りでも多数の水路に生息していたが、コンクリート化などのよ

り、この 20 年で全て絶滅した。身近な淡水魚の生物多様性の保全の対策は全く対応出来て

いないので、予算をつけて現在の実態把握を行い、更に近年では外来魚による捕食や生態的

地位を奪われているので喫緊な対策が必要である。 

また、河川源流域には宮崎県には貴重な在来のヤマメや、在来の可能性のあるイワナも生

息しており、それらの生息地が限られているので、植物などでは他の場所で発見されること

もあるが、水域に依存する淡水魚は生息域が狭いので一度絶滅すると復活は二度とあり得

ない。従って喫緊の対応が必要で、次の若い世代に在来の淡水魚を残すための行政的な対応

が喫緊な段階に来ている。メダカはこの辺りに一杯いたが、今は絶滅していないと言わねば

ならないようにすべきである。いまなら、多少救えるが、自然豊かといいながら里山や都市

部周辺の淡水魚は危機的である。 

○事務局 

県では、宮崎県野生動植物の保護に関する条例により、希少野生動植物のうち、捕獲や採

取の禁止等により特に保護を図る必要があるものを 49 種指定し、そのような希少種等が豊

富に生息・生育する地域について、今年度末までに 14 地区を重要生息地に指定している。 

また、森林生態系の保護・保全・回復活動や、外来種の防除等を行う市町村や団体への支

援等を行っており、レッドリストに掲載され絶滅危惧種であるメダカ等についても、このよ

うな取組を通じて、生物多様性の保全を図っていく。 

なお、県南地域において、地元の在来ヤマメ保護活動と連携し、看板設置をした事例があ

ある。 
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○委員 

コロナ時に令和２年度のいろいろな取組がされているようである。それぞれの分野の取

組があるが、県民に向けての発信が弱いように感じられる。 

 宮崎県の環境を良くするためにどうしたら良いか次代の子どもたちに問いかけ、彼らの

思い考える宮崎県の環境についての会議を開いてみたいと思う。 

○事務局 

令和４年度に「2050 年ゼロカーボン社会づくりプロモーション事業」として、県民向け

の情報発信を行うほか、ゼロカーボン達成に向けた県民参加型のアイデアコンテストなど

を実施することを検討しているので、その際にも子どもたちのアイデアを積極的に募集し

たいと考えている。 

 

○委員 

古い計画であるため、「脱炭素社会」ではなく「低炭素社会」となっているのか。「循環型

社会の形成」としたのも同様か。 「循環型社会への移行」ではないか。 

「ウ 二酸化炭素吸収源対策」の【主な指標と実績】に「新エネルギー総出力電力」が入

っているのは間違いではないか。「エ 自然とのふれあい場の確保」についても集計がずれて

いると思う。 

「重要生息地の指定」の達成率の算出方法について、任意に定めた目標値 14 か所に対し

て 13 か所達成で 92.9％達成としているが、 目標達成のために 8 か所増やすべきところ 5

か所増にとどまったため、5／8＝62.5％達成というように、策定時の値に対してどの程度達

成できたかを評価したほうが分かりやすいと思う。 

「④ 生物多様性の保全」は、中身は環境教育ではないか。 

「無電柱化率」の目標は 3.6％となっているが、中心部限定なのか。距離・電柱本数での

表現の方が分かりやすいと思う。 

○事務局 

「低炭素社会の構築」「循環型社会の形成」といった文言については、旧計画である宮崎

県環境計画（改定計画）に合わせたものとなっている。 

【主な指標と実績】については、それぞれ大分類（①、②、③…）ごとに記載したため、

「イ 再生可能エネルギー等の利用促進」の指標である「新エネルギー総出力電力」を「ウ 

二酸化炭素吸収源対策」の後に記載する形となった。 

資料３−１の様式や、指標や達成率の設定について、御指摘を踏まえてより分かりやすい

表現を検討していく。 

 

○委員 

書面会議だからという可能性もあるが、環境指標に関して、実績値の達成率が比較的低い

と考えられる項目については、その要因と今後の取組の方向性について資料にて説明して
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もらえると、取組状況の評価がより適切にできるのではないかと思う。 

○事務局 

御指摘のとおり、対面での開催の際には、達成率の低い主な項目については要因等を口頭

で御説明するとともに、質疑応答の中でお答えする予定だった。書面開催とする場合の留意

点として、今後改善する。 

 

○会⾧ 

分野によっては主な指標の達成率がかなり低い項目が見受けられる。新型コロナ感染症

の影響で低いものもあるが、これらは令和 3 年度も続いているのか。 

適応策推進に関する計画等を策定する市町村の割合が伸びないのは、まだ危機感がない

のか、難しいのか。今後の地域の脱炭素化の市町村実行計画も同じようなことにならないか

危惧される。 

○事務局 

御指摘のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大により指標の達成率が低くなっている

ものについては、今年度も伸び悩みが続いているものが多いと考えられる。 

 市町村の適応計画については、計画策定が努力義務となっており、業務として優先度が低

い状態となっていることが、策定市町村が増えない要因と考えられる。市町村の地方公共団

体実行計画（区域施策編）についても、御指摘のとおりである。未策定自治体に対して、定

期的に計画の策定進捗確認を行うとともに、積極的な策定の助言を行っていく。 

 

○委員 

近頃、杉の伐採があちらこちらで続いている。その後、植林されずに、跡地が更地になっ

たまま、放置されている状態の山をよく見かける。温室効果ガス排出の面でも関係してくる

と思う。 

 循環型社会の形成や環境安全などの取組は、段々と浸透してきているように感じる。 

○事務局 

御指摘のとおり、ゼロカーボン社会の実現には森林吸収量を維持することが重要であり、

間伐などの適切な森林整備や確実な再造林の実施を推進している。 

一方で、一定の樹齢に達すると二酸化炭素吸収量が減少することや、住宅や家具などにお

ける木材利用が炭素の貯蔵につながることから、計画的な伐採も推進している。今後も「伐

って、使って、すぐ植える」資源循環型林業の確立に努めていく。 

 

○委員 

コロナ感染症の発生により、人を集めての事業等が中止になり、環境情報センターなど子

供連れのお父さんお母さんの来所がなくなり、残念だった。コロナが終息すれば、また、以

前のような賑やかなセンターになることを祈っている。 
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他の事業について、それなりに努力された後が伺われた。 

○事務局 

環境情報センターの事業をはじめ、集客を行うイベントの多くが中止又は規模縮小とな

り、「環境保全のために行動する人づくり」において困難な状況となっているが、コロナ禍

の中でいかに効果のある事業を実施できるか、今後も模索していく。 

 

○委員 

資料 3-2 のⅠ-2（2）②取組市町村の実績が 0 になっている。昨年も０ではなかったかと

思う。調査さえも応募がないというのはどうなのか。 

○事務局 

再生可能エネルギー等地域づくり促進事業は、市町村が実施する再生可能エネルギーの

導入可能性調査や計画策定を一部補助する事業である。 

当事業の周知を実施してきたが、令和２年度では、この事業に関する相談が３件あったも

のの、事業利用には至らなかった。しかし、農政水産部や企業局で実施している小水力発電

等の再生可能エネルギーの導入可能性調査の支援事業は、利用が進んでいる。 

 なお、当事業は令和２年度で終了し、令和３年度より再生可能エネルギーアドバイザー派

遣事業を実施している。 

 

○委員 

資料 3-1 の 7 ページ、イの「国指定特別天然記念物『カモシカ』の通常調査の実施」に関

して、前回調査でモニタリングしてカモシカの生息が確認されているにもかかわらず、鳥獣

害駆除の為とはいえ近隣にくくり罠の設置を県が認めるのは矛盾していると思う。 

資料 3-2 のⅢ-2（5）②について、治山ダムは埋まってしまっているものも多く、実際大

規模な土石流が発生した場合、役に立つのか疑問である。最近はゲリラ豪雨も予測されてい

るので、未曾有だから仕方ないで済ませられない問題である。 

○事務局 

ニホンジカの生息域拡大により、カモシカ等の生息域が圧迫され、九州山地のカモシカ生

息頭数は、25 年前と比較すると 10 分の１の約 200 頭と危機的な状況である。 

御指摘の「くくりわな」は、県自然環境課発注の指定管理鳥獣捕獲等事業（県北地域）に

おける三津吐県有林鳥獣保護区（西都市）でニホンジカを捕獲するために令和 3 年 11 月 2

日から 12 月 7 日まで設置した。受託者には、カモシカの生息地域であることから、定期的

なわなの見回りや仮に錯誤捕獲した場合の対応について指導している。なお、令和 3 年度

についてはカモシカの錯誤捕獲は発生していない。 

今後も専門家や文化財担当部局の助言も得ながら、くくりわなによる錯誤捕獲の防止を

図りつつ、カモシカ生息域を圧迫しているニホンジカの捕獲を進めていく。 

 治山ダムは、「①渓床勾配を緩和して安定した勾配に導き、縦侵食及び横侵食を防止する
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こと。②山腹斜面の山脚を固定して、崩壊の発生等を防止すること。③渓床に堆積した不安

定土砂の移動を防止すること。④土石流による渓流の荒廃を防止して、下流への土砂流出を

抑止すること。⑤常時の流出土砂は流水とともに流下させ、土石流又は流木の発生時には土

砂又は流木の流下を抑止すること。」を目的としている。 

砂防ダムのように土砂の生産を抑止し流送土砂を扞止調整（堰き止めること）するもので

はないため、治山ダムが満砂の（埋まっている）状態は、治山施設として機能を十分に発揮

している状態であると思われる。 

ただし、今後、山地災害等により渓床荒廃等を生じ保全対象区域（人家や道路等）に被害

を及ぼす恐れがある場合には、更に治山施設等の整備が必要だと考える。 

 

○委員 

（２）令和 2 年度の主な取組状況−①低炭素社会の構築−ウ二酸化炭素吸収源対策にお

いて、「森林整備等の取組を推進した。」とあり、また、２再生可能エネルギー等の利用促進 

−（1）の①②で「導入促進のためにセミナーや普及啓発を行った」とあるが、どのような

事を行ったのか。太陽光発電に反対しているわけではないが、前述のウと整合性の取れた説

明なのか。 

また、改定計画の中に④生物多様性の保全を謳っているが、太陽光発電施設を作るには生

物多様性を根底から覆すような土地改変を行っている事との整合性を教えてほしい。 

そこに県鳥であるコシジロヤマドリが生息していても保全することなく、環境破壊して、

どこに地球環境の保全、生物多様性、環境と調和した地域・社会づくりがあるのか。県とし

て増殖放鳥までしているのに、そこで使われている税金と労力は無駄使いではないのか。県

としてどのように考えているのか知りたい。 

○事務局 

再生可能エネルギー等の利用促進については、県民向けにソーラーランタンなどを用い

て太陽光発電、太陽熱利用等の活用の学習会や真空式太陽熱温水器の展示説明会を開催し、

再生可能エネルギーを活用することで家庭でのエネルギー自給率の向上につなげられるこ

とを説明した。 

野鳥などが生息する環境を破壊する形での再生可能エネルギーの導入は県としても全く

望まないものであり、事業所の屋根置き太陽光発電設備など、環境への影響の懸念が小さい

場所への導入及び自家消費によるエネルギー自給率の向上を促進していく。 

 

○委員 

私の家も十数年前に太陽光パネルを設置し、今は蓄電池も設置しているが、太陽光パネル

の使用済のものが、今後 10～20 年後に大量に出てくるものと思われる。 

その使用済のものがどのように処理されるのかは、県としてもメーカーまかせではなく、

まず、環境に害を及ぼさず処理できるような設計のものをメーカーに要望する事が重要で
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あると思う。 

このような点に関しての県として取組はあるか。 

○事務局 

太陽光パネルの処理については、国においてリユース・リサイクルを前提にした最終処分

までのガイドラインが示されている。 

 現在、このガイドラインに沿って、太陽光パネルの処理が行われているが、保護ガラスと

発電面が樹脂で密着しており、その分離が難しいことなどから、ほとんどは破砕した後、焼

却又は埋立処分されている。 

 このような状況を踏まえ、資源としての有効活用を図るため、県では、今年度から再資源

化施設整備に対する支援内容を見直し、新たに太陽光パネルのリサイクル施設を対象に加

え、その促進を図ることとした。 

 今後とも、国や関係機関などと連携しながら、大量廃棄に備え、適正な処理が確保される

よう努めていく。 

 なお、太陽光パネルの設計についてメーカーに要望する取組については、現在、県では行

っていない。 

 

○委員 

資料 3-2 の 9 ページ（２）生活排水対策の推進の③において、法定検査を受検していな

い浄化槽管理者に対して、文書による法定検査受検啓発を行ったとのことであるが、どの程

度改善されたのか。再三の勧告も無視するような悪質な浄化槽管理者であれば過料を科し

てはどうか。そうでないと真面目に検査を受けている浄化槽管理者との不公平さを感じる。 

また、受検率を向上させるために法定検査の指定検査機関を複数設ける必要があると感

じる。一社では効率が悪いと強く感じる。 

過去の審議会で質問したときは、検査機関によって検査料の差が出る可能性があるので

複数指定は問題があるとの返答だったが、県が検査料を決めればこの問題は容易に解決で

きると感じる。 

○事務局 

令和 2 年度の 11 条検査（法定検査）受検率は、令和元年度の 55.6％に対し 0.8 ポイント

上昇の 56.4％となっており、未受検者へのはがきによる受検指導や啓発等の効果は一定程

度あるものと考えている。 

 浄化槽法では、受検指導を浄化槽管理者が無視することに対して過料に処することはで

きないため、今後とも粘り強く未受検者への受検指導、法定検査の説明、啓発等を行う。 

 また、指定検査機関の指定には、浄化槽法において検査業務を公正、適正かつ確実に実施

するための様々な要件が定められている。以前の審議会で複数指定について研究したいと

回答しているが、検査機関の指定に関する相談があった場合は、これらの要件に適合してい

るかを確認するとともに、現在の検査体制など様々な状況を勘案し、生活環境の保全及び公
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衆衛生の向上の観点から、適切に対応する。 

 

○委員 

17 ページの（4）環境教育の拠点の整備、機能充実の①について、私自身、環境保全アド

バイザーを務めているが、環境に関する講話の依頼は環境情報センターよりも県教育委員

会(アシスト事業)や市町村のほうが多い。環境保全アドバイザーの事業をこれらの組織と連

携して取り組むことはできないのか。 

○事務局 

環境保全アドバイザー派遣事業については、市町村や教育委員会、小中学校へ案内文書や

パンフレットを送付し、周知に努めている。今後も、同事業の利用勧奨を積極的に進めてい

く。 


