資料１－２
「第四次宮崎県環境基本計画（素案）」に対する意見募集等の結果について

「第四次宮崎県環境基本計画（素案）」について、令和２年12月７日（月曜日）から令和３年１月６日（水曜日）までの間、パブリックコメント及び市
町村意見照会を実施した結果、パブリックコメントは６名の方から25件、市町村意見照会は２市１町から32件の御意見をいただいた。御意見の要旨及びそ
れに対する県の考え方については、以下のとおり。
１

パブリックコメントにおける意見

番
号

該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

1 7

調査方法が「県庁ホームページ等での周知のほか、環
当初はイベント等でのアンケートの配布も予定してお
境みやざき推進協議会個人会員、環境保全アドバイザー
(１)県民及び事業者アン
りましたが、新型コロナウイルス流行により実施するこ
等（509 名）へ依頼文を送付し、紙調査票又はインター
ケートの概要
とができませんでした。
ネットにより回答」とあるが、これでは環境に対して意
イ 調査対象及び調査方法
貴重な御意見として、今後の参考とさせていただきま
識の高い方ばかりのアンケートになってしまうのではな
す。
いか。一般の県民の声を拾うべきではないか。

2 23～24

(１)「ＳＤＧｓ」と「地域
「地域循環共生圏」を創造するため、宮崎県ではどの P128の「「みやざき地域循環共生圏づくり」プロジェ
循環共生圏」
ように取り組むのかを具体的に示してほしい。
クト」にねらいや施策展開について記載しております。

3

4

26
全体

気候変動影響への適応

「気候変動影響への適応」は「気候変動への適応」の
ほうがよい。

26
全体

気候変動影響への適応は、生物多様性や人づくり、地
「地域気候変動適応計画策定マニュアル－手順編－
域・社会づくりなど各節に幅広く関係する大きなテーマ
(H30,11環境省)」では、「独立した計画として策定する
であるのに、１節の脱炭素社会の構築の一部という位置
ほか、地球温暖化対策実行計画や環境基本計画等関連す
づけはおかしい。
気候変動影響への適応、気
る計画の一部に組み込む形で策定することもできま
「気候変動適応計画」が「地方公共団体実行計画（区域
候変動適応計画
す。」とされています。
施策編）」の一部という位置づけもおかしい。
気候変動対策の緩和策と適応策は車の両輪の関係であ
最低でも気候変動影響への適応を独立の節に格上げし
ることから、本県では地球温暖化対策実行計画(区域施
て、他の節と密接に関係するというつくりにして、気候
策編)の一部に位置づけました。
変動適応計画を大きく位置づけるべきだ。

1

御意見を踏まえて修正します。

番
号

該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

5 32

メタンは農業からも排出されるため、P34「④二酸化
(１)現状と課題
二酸化炭素以外の温室効果ガスとしてメタンガスは 炭素以外の温室効果ガス排出削減の推進」において、
○二酸化炭素以外の温室効 15,8%あるが、住民・事業者によるごみの分別を徹底す 「○家畜排せつ物の有効利用や堆肥の適切な利用に努め
果ガス排出削減の取組
るだけで大丈夫なのか。
るなど、環境にやさしい農業に取り組みます。」と記載
しております。

6 35

住宅の高断熱化・高気密化による住まいの省エネル
ギー化や家電製品買い換え時に省エネルギー性能の高い 家電製品の買い換えは、使用電力量の削減によるラン
商品の購入をしようと販売店まで行くが、そこには昨年 ニングコストの低減効果がありますので、国のWeb省エ
(３)各主体に求められる役
製造の物が格安の値付けで目立っており、買ってしま ネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」などを活
割
う。その対策として省エネルギー性能の高い商品を買う 用して、買換によるメリットを周知していきたいと考え
と得になるポイント制のようなものを県が支援するとい ております。
う考えやアイディアはないか。

7 39

風力発電はどの程度まで受け入れるのか。今年度の目
環境指標の「再生可能エネルギー総出力電力」につい
標は何万ＫＷか。串間市に３か所、諸塚、日之影、日
本県の再生可能エネルギー
て電源種別の目標は定めておりません。
南、えびの、熊本、鹿児島３県にまたがる風力発電がす
の導入状況、風力発電等に
本県では、環境影響評価制度などの関係法令を遵守
でに稼働、または申請中である。これ以上宮崎県の大切
ついて
し、景観や自然環境に配慮した再生可能エネルギーの導
な資源である自然環境を破壊し続けないでいただきた
入を促進してまいります。
い。

8 49～50

市町村の役割で「気候変動適応法に基づく気候変動へ
の適応に関する計画の策定」とあるが、「気候変動適応
(３)各主体に求められる役 法に基づく地域気候変動適応計画の策定」とすべきだ。
割
環境指標で「適応策に関する計画等を策定している市
(４)環境指標
町村の割合」とあるが、市町村の役割の記述と意味が
違ってくるので、「気候変動適応法に基づく地域気候変
動適応計画を策定した市町村の割合」とすべきだ。

御意見を踏まえて修正します。

9 51

(１)現状と課題
枠内のイラスト

御意見を踏まえてイラストを変更します。

この部分だけルビがあったり、フォントがちがう。

2
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御意見の要旨

県の考え方

10 60

私達がやれることをしっかりやっていきたい（マイ
バッグ、ごみの分別、食品ロスを出さない工夫、環境に 御意見のとおり、一人ひとりの取組が循環型社会を形
(３)各主体に求められる役
配慮した製品の購入、再生利用、生ゴミの堆肥化、地球 成する上で非常に大切であると考えますので、御協力を
割の「県民・団体」
温暖化防止）。
お願いします。
提言に添って、少しでもよい環境を残していきたい。

11 64

「県外からの産業廃棄物の搬入は、原則として認めな
県外からの産業廃棄物の搬入に当たっては、宮崎県県
いこととします。ただし、九州内で排出された産業廃棄
外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱（平成４
物であって、排出される県において処理する施設がない
年10月26日告示）に基づき、あらかじめ知事に事前協議
場合や処理能力が不足している場合など、真にやむを得
(２)施策の方向
を行うよう求めており、循環社会推進課において真にや
ない場合に限り搬入を認めることとし、その場合には、
①廃棄物の適正処理の推進
むを得ないものと判断されるものについてのみ搬入を認
事前協議等を適切に運用することにより、県内における
めることとしております。引き続き、県外産業廃棄物の
適正処理体制の確保に努めます。」とあるが、どのよう
搬入に係る事前協議等を適切に運用し、県内における適
な機関で誰が決めるのか。その時、ＮＰＯ環境団体等の
正処理体制の確保に努めてまいります。
参加、オブザーバー参加等はできるのか。

12 65

(２)施策の方向
②不法投棄等の防止

「県民や事業者を対象とした広報活動等を通じて、不
法投棄防止への関心を高めます。」とあるが、広報活動 御意見をいただきました環境教育については、第５節
だけでいいのか。池周辺の清掃活動をした際に、池の中 「５－１環境教育の推進」の中で、不法投棄に限らず環
に橋の上から投げ捨てたものであろうと思われるゴミ袋 境教育全般について、子どもたちの発達の段階に応じて
が不法投棄されていた。小学校からの環境教育を明記し 推進していくことを記述しております。
てほしい。

13 68

「県内各地において、学校や自治会等で食品ロスに関
する出前講座を行います。」とあるが、ＮＰＯエコの会
が行っている「エコ買い物ゲーム」は各学校の４年生を
(２)施策の方向
対象に、また、環境大学でも毎回取り入れられている。 御意見につきましては、今後の参考とさせていただき
②食品ロスに関する教育及
食品ロス削減は４Ｒの「リデュース」でもあり、税金 ます。引き続き食品ロスの削減に向けて学校等での出前
び学習の振興、普及啓発等 問題、ゴミを減らす体験学習プログラムである。買い物 講座が増えるよう周知等に努めてまいります。
の模擬体験を通じて、暮らしとゴミそして環境とのつな
がりに気づいていく環境教育である。学校から依頼がな
くても積極的に出前講座を実施してほしい。

3
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74～,
14 109～,
117～

15 84

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

本県では、「光害」について「みやざき県民の住みよ
い環境の保全等に関する条例」により投光器の使用の禁
星空観察会などを通じて感じることだが、街灯のLED
止について規定していることから、御意見を踏まえて
化により夜の空の暗さは宮崎市内においても随分と変
「３－１地球環境、大気環境の保全」の「(１)現状と課
わった。「光害」については、平成18年12月に環境省よ
題」に、次のとおり追記します。
りガイドラインも示されており、光害は人間活動のみな
らず、動植物など生態系への影響も懸念される。
「○その他生活環境に関する取組
３－１ 地球環境、大気環
また、過剰に光害が進行すれば”農業”等への影響も
・その他生活環境の保全を図るため、本県では条例で、
境の保全
出てくるかもしれない。計画内で「光害対策」について
光害について、投光器を特定の対象物を照射する目的以
も明記してほしい。
外の目的で使用してはならないと規定しています。」
環境学習・環境教育の推進という観点から、県内の環
境団体、博物館等施設、天文台とが一緒になって啓発活
なお、本県の情報学習ポータルサイト「環境学習ナ
動を進めていけると実態に伴った呼びかけができるのか
ビ」においては、「星空観察について」のページを設
もしれない。
け、その中で光害についての解説や星空観察会の情報を
掲載しております。

(４)環境指標
生活排水処理率

御意見のとおり、目標値をお示しできなかったこと、
その理由を明示していなかったことにつきましては、申
し訳ございません。
目標の設定に当たっては、本計画とは別に、現在、
「第三次宮崎県生活排水対策総合基本計画」の策定作業
を進めており、本計画とのスケジュールが合わず、明示
することができませんでした。「第三次宮崎県生活排水
対策総合基本計画」につきましては、令和３年１月27日
環境指標「生活排水処理率（公共下水道、合併処理浄
までパブリックコメントを実施し、それらの目標値は以
化槽、農(漁)業集落排水施設）」の中間目標値、目標値
下のとおりであり、本計画にも追記します。
が算定中とあるが、県民に意見を聞く段階で示せないの
【中間目標値】
であれば判断できないので意味がない。なぜ算定中なの
・全体
87.7%
かも説明もない。
・公共下水道
59.1%
・合併処理浄化槽
25.0%
・農(漁)業集落排水施設 3.6%
【目標値】
・全体
91.8%
・公共下水道
62.2%
・合併処理浄化槽
26.4%
・農(漁)業集落排水施設 3.2%

4
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御意見の要旨

県の考え方

(１)現状と課題
○その他の化学物質対策

「特定化学物質の排出状況の把握、事業者の化学物質
対策についての監視・指導を行っています。」とある
が、日本では1965年（昭和40）ごろからおもに営林署
御指摘の除草剤（未使用剤）については、国（森林管
（現、森林管理署）で2,4,5-T系除草剤を使用してお
理署）において埋設処理が行われた後、適切に保全管理
り、1971年に使用を全面的に取りやめたが、県内に数か が行われ、異常は確認されておりませんが、引き続き、
所その存在が知られているにも関わらず、それに関する 国（森林管理署）において厳格な監視等が行われるもの
記述がないのはなぜか。今後温暖化で台風は巨大化し、 と考えております。
山津波の発生は想定内に入ってきた。国と協力し厳重な
監視と対策をお願いしたい。

17 91

(１)現状と課題
〇外来種

オオキンケイギクについて、本県では、毎年４月に市
「特定外来生物を含む外来種の防除等について幅広く
町村などの道路管理者等にポスター、チラシを配付し、
県民に周知する必要があります。」とあるが、特定外来
防除の協力をお願いしているところです。
種オオキンケイギクをあちこちの道路で見かける。花が
また、県内に生息・生育している特定外来生物を含む
咲く前に一斉抜き去り活動を呼びかけたらどうか。道路
外来種のリストを作成中であり、今後、県HP等で公表
沿いにわざわざ植栽してあるところもあり、幅広く周知
し、県民へ防除対策等を周知していくこととしておりま
をする必要がある。
す。

18 97

森林ボランティア団体に対しては、活動に必要な経費
の補助や、苗木の提供を行っております。
また、森林づくり活動の相談窓口として設置している
「森林ボランティア参加団体数は増加しており、広葉
「みやざき森づくりコミッション」により企業の森づく
(１)現状と課題
樹の植栽、海岸松林の整備等、多様な森林づくりが進め
りを進めており、令和２年12月末時点で38企業、60協定
〇健全で多様な森林づくり られています。」とあるが、どの団体も高齢化が進んで
を締結しています。これらは宮崎県森林環境税を活用し
いるため、企業の森づくりを頑張ってほしい。
て実施しており、今後とも継続して、森林ボランティア
や企業の森づくりなど県民参加の森林づくり活動を進め
ていきたいと考えおります。

19 106

(２)施策の方向
「九州自然歩道、遊歩道等の維持・管理に努めま
①自然とのふれあいの場や
す。」とあるが、ここに整備も入れてほしい。
機会の確保

16 85

5

維持・管理の中に「必要な整備を行いながら」という
意味を含めていると考えております。
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20 108

21

109～
116

22 111

該当箇所・項目等

(４)環境指標
自然公園利用者数

御意見の要旨

県の考え方

環境指標「自然公園利用者数」において、「現況値
（R１年度）9,289 千人」とあるが、これは前述
R１年度に調査したH30年度の数値であることが分かる
（P106）でH30 年度の数値とされているので、明示すべ よう、表記を統一します。
きだ。

「みやざきの環境」は本県の環境情報に関するポータ
「ホームページ「みやざきの環境」へのアクセス件
ルサイトと位置づけており、アクセス数の増加のために
数」という環境指標があるが、施策で具体的な取り組み
は、コンテンツの充実が重要と考えております。
の記述がない。
ホームページ「みやざきの
P111「５－１環境教育の推進」「②環境教育に関する
ホームページに掲載するという記述は散見されるが、
環境」
情報の提供」や、P126「「２０５０年ゼロカーボン社会
それは他の施策の一部であり、ホームページのアクセス
づくり」プロジェクト」「④環境保全を支える人材づく
数を増やすためにホームページ管理側がどのような施策
り」などで同ホームページを活用して参りたいと考えて
を実施するのかという視点が抜けている。
おります。
エコパークに登録された地域は、その自然の成り立ち
や、歴史・文化に対する理解を深めるほか、地域づくり
の担い手を育成することが期待されており、環境教育の
(２)施策の方向
宮崎県は２つのエコパークを有することから、関係部
推進等取組が進められております。
①家庭、学校、地域等にお 局と調整を図り、エコパークをＥＳＤ環境教育の推進拠
また、環境教育推進校事業においては、ＥＳＤの視点
ける環境教育の推進
点とすること、ユネスコスクールをＥＳＤの視点に立っ
も取り入れており、環境教育推進校の指定については、
④環境教育拠点の整備、機 た環境教育推進校のモデル校とすることの２点を盛り込
県内一円に県が考える環境教育が広がるようにという方
能充実
めると良い。
針の下、様々な地域からバランス良く選定しておりま
す。その中で、令和２年度は、ユネスコスクール１校が
環境教育推進校に指定されております。
「水辺環境調査」、「水辺の学習」に係る記述につい
て、下線部分を追記してほしい。

23 111

環境教育の内容に特化して記載しておりますが、御意
見のありました「身近な水辺で遊べる親水性のある河川
(２)施策の方向
「小中学生や地域の子どもたちを対象に、市町村等と連
の整備」につきましては、第４節「４－４自然とのふれ
①家庭、学校、地域等にお 携して、身近な水辺で遊べる親水性のある河川の整備
あいや配慮」の「(２)施策の方向」の「①自然とのふれ
ける環境教育の推進
や、河川などの身近な水辺の自然の音、自然の風景、水
あいの場や機会の確保」に含まれるものと考えておりま
の透明度、水のにおい、水のきれいさ及び水生生物を調
す。
査する「水辺環境調査」や、水辺環境調査に事前学習と
まとめを加えた「水辺の学習」を実施します。」

6

番
号

24

該当
ページ

122～
123

25 全体

２
番
号

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

(１)現状と課題
〇文化財

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。
環境変化を受けているアカウミガメに加えて、森林植
生の変化に伴うニホンカモシカの激減についても記載し 「～、近年懸念される問題として、アカウミガメの産
てほしい。
卵地となっている砂浜海岸の浸食や、森林植生の変化に
よるニホンカモシカの生息数の激減があります。」

環境指標

環境指標の数値が「単年度の数値」なのか「累計値」
なのかわかりにくいものがある。累計値は「累計」と明
示すべきだ。

御意見を踏まえて修正します。

市町村意見照会における意見
該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

2016年の「パリ協定」の採択 → 2015年の「パリ協
定」の採択

御意見を踏まえて修正します。

（２）国際的な課題への地域での取り組み → 取組

御意見を踏まえて修正します。

1 20

１ 目指すべき環境像

2 24

４ 施策展開において重要
となる視点

3 31

P36に記載のとおり、環境省のマニュアルに基づき、
排出量の推計方法を見直し、基準年であるH25年度と現
「宮崎県内の温室効果ガスの排出状況」について、本
況値であるH29年度について再計算を行いました。
計画では、平成29年度の本県の温室効果ガス排出量が
R2,9,23公表済みの値は旧推計方法に基づくものであ
(１)現状と課題
1,059万t-CO2と記載しているが、宮崎県のホームページ
り、第四次環境基本計画成立以降は、計画書に記載した
〇宮崎県内の温室効果ガス に掲載している「平成29年度宮崎県の温室効果ガス排出
1,059万t-CO2をH29年度の排出量として取り扱います。
の排出状況
状況について（2020年9月23日掲載）には、平成29年度
なお、P31の円グラフの下に次の文言を追記します。
の本県の温室効果ガス排出量は10,811千t-CO2と記載し
ている。正確な数値が知りたい。
「※変更された国のマニュアルに基づき推計を行った
ことから、R2,9に公表済みの値と一致しない。」

7

番
号

該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

4 36

(４)環境指標
温室効果ガス総排出量

環境指標「温室効果ガス総排出量」が、現況値（H29
中間目標値は、基準年値と目標値を直線的に結んで算
年度）6,793よりも中間目標値（R7年度）の方が6,900と
定したものです。P22も合わせて御参照ください。
高くなってるが、H29年度が異常値ということか。

5 37

(１)現状と課題
〇本県の再生可能エネル
ギー導入状況

「本県の令和元年度の再エネルギー～」となっており、
「生可能」が抜けている。

6 37

(１)現状と課題

再生可能エネルギーの割合のみではなく、使用してい
国は、都道府県別の最終エネルギー消費(kWh）に占め
る総電力に対する再生可能エネルギーの割合が分かると
る再生可能エネルギー(kWh)を公表していません。
よい。

7 41

(３)各主体に求められる役
最上段「再生可能エルギー由来の」→「再生可能エネ
割
ルギー由来の」

8 42

(１)現状と課題
〇本県の森林等の吸収量

御意見を踏まえて修正します。

御意見を踏まえて修正します。

P36に記載のとおり、環境省のマニュアルに基づき、
排出量の推計方法を見直し、基準年であるH25年度と現
況値であるH29年度について再計算を行いました。
「本県の森林等の吸収量」について、意見番号３で述
R2,9,23公表済みの値は旧推計方法に基づくものであ
べた平成29年度の温室効果ガス排出量及び図16に記載し
り、第四次環境基本計画成立以降は、計画書に記載した
ている平成25年度の温室効果ガス排出量12,829千t-CO2
12,829千t-CO2をH25年度の排出量として取り扱います。
が県のホームページでは、12,278千t-CO2と記載してい
なお、P42の棒グラフの下に次の文言を追記します。
る。正確な数値が知りたい。
「※変更された国のマニュアルに基づき推計を行った
ことから、R2,9に公表済みの値と一致しない。」

8

番
号

該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

・国の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実
施マニュアル（算定手法編）Ver1.0」に基づき、森林吸
・森林吸収量と都市緑化による吸収量の積算等の説明が 収量については宮崎県の森林の成長量をもとに、都市緑
ほしい。
化については都市公園等の面積から算定しました。
・森林等吸収量とは、森林吸収量＋都市緑化による吸収 ・森林等吸収量＝森林吸収量＋都市緑化による吸収量と
量なのか。そうとすれば、図16の3,800は3,802ではない なります。
のか。
・H29年度の森林吸収量については次のとおり修正しま
す。
3,800千t-CO2 → 3,798千t-CO2

9 42

(１)現状と課題

10 44

(４)環境指標
環境指標「森林等の二酸化炭素吸収量」はなぜ下がっ
森林等の二酸化炭素吸収量 ていくのか。

再造林率が100%ではないため、漸減傾向となります。

11 46

(１)現状と課題
○各分野における気候変動
の影響と将来予測

御意見を踏まえて修正します。

12 46,50

環境指標「河川改修が必要
「河川改修が必要な区間の河川整備率」の河川改修が
な区間の河川整備率」
必要な区間の説明がほしい。

河川改修計画のある河川の整備率という意味です。

13 51

急に小学生向けのような表記になっているので、例え
(１)現状と課題のイラスト ば「宮崎県環境学習教材」などのように資料出典名を出
した方が良いのではないか。

御意見を踏まえてイラストを変更します。

14 63～64

(１)現状と課題
〇公共関与の推進

ライフラインの低下 → ライフラインの機能低下

「エコクリーンプラザみやざきにおいて、産業廃棄物
の適正処理を推進する」との記述があるが、令和３年度
令和２年度で県の公共関与が終了することから、令和
以降、県の公共関与が終了する（エコクリーンプラザみ
３年度以降の具体的取組を記載する「施策の方向」に
やざきで産業廃棄物を処理しない）ことを「（２）施策
は、記載していないところです。
の方向」「①廃棄物の適正処理の推進」に明記すべきで
はないか。

9

番
号

該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

15 63

(１)現状と課題
○一般廃棄物の適正処理の
推進

市町村がインフラ → 市町村のインフラ

御意見を踏まえて修正します。

16 70

環境指標「グリーン購入実
施率(県庁)」の単位

ha → ％

御意見を踏まえて修正します。

17 73

○市町村に期待される役割の中で「グリーン購入調達方 国や県が定めた「基本方針」及び「調達方針」が直接
針に基づく、公共事業の資材として木材の優先的利用」 市町村に適用されるわけではありませんが、「国等によ
(３)各主体に求められる役
とあるが、グリーン購入基本方針は市町村にも適用され る環境物品等の調達の推進等に関する法律」第10条によ
割
るのか。
り「調達方針」の作成は市町村の努力義務とされていま
○グリーン購入調達方針 → グリーン購入基本方針 すので、このような表記としております。

18 73

(４)環境指標

19

78,90,
133

20 92

21

101～
102

グリーン購入実施率（県庁）はどういう計算か。

県では、物品購入にあたり該当の有無についてもシス
テム入力することになっており、その集計結果となりま
す。

御意見のとおり、越境汚染の影響等の現況を考慮する
環境指標項目「大気環境基準達成率（光化学オキシダ と、光化学オキシダントの環境基準達成率100％という
環境指標「大気環境基準達
ント）」の目標値が100%となっているが、現況値が0%、 目標値の実現は簡単ではないと考えていますが、県民の
成率（光化学オキシダン
全国平均も同様に0%に近い状況である。現況値と全国の 皆様の健康を保護し生活環境を保全するためにも、環境
ト）」
状況からも目標値が高いのではないか。
基準達成率100％を目指して取り組む必要があると考え
ています。
(１)現状と課題
○野生鳥獣の保護管理
(１)現状と課題
(２)施策の方向

約4億2千6百万円 → P31「約12億4,000万t-CO2」と
表記を合わせ、約4億2,600万円としてはどうか。

侵食 → 浸食

御意見を踏まえて修正します。

御意見を踏まえて修正します。

10

番
号

該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

P106 課題５つ目の○
(１)現状と課題
自然とのふれあい場 → 自然とのふれあいの場
22 106,108 (３)各主体に求められる役
P108 一番上の○
割
自然とのふれあい場 → 自然とのふれあいの場
施策の方向４つ目の○
グリーン・ツーリズム・農泊 → グリーン・ツーリズ
ム、農泊

23 106

(２)施策の方向

24 108

事業者に「働き方改革により、職員のワーケーション
(３)各主体に求められる役
を推進」を求めているが、県庁もワーケーションやテレ
割
ワークをするのか。

25 108

(４)環境指標
自然公園利用者数

自然公園利用者数はどのように把握するのか。

県の考え方

御意見を踏まえて修正します。

御意見を踏まえて修正します。

県庁でもテレワークを試行しています。

環境省が各都道府県に照会し取りまとめているもので
あり、同省が示す要領に基づき利用者数を推計していま
す。
御意見を踏まえ、県と市町村の役割が明確となるよう
次のとおり修正します。

26 112

（修正前）
「環境情報センター、エコクリーンプラザみやざき等
○環境情報センター、エコクリーンプラザみやざき等に
において、県民の幅広い環境教育ニーズに応えられるよ
おいて、県民の幅広い環境教育ニーズに応えられるよう
うな環境教育拠点機能の充実を図ります。」との記述が
な環境教育拠点機能の充実を図ります。
ある。令和３年度以降、エコクリーンプラザみやざきの
○環境情報センターをより多くの県民に利用してもらう
(２)施策の方向
運営主体が宮崎市に移行し、附帯の環境学習施設は、宮
ため、環境教材を充実させるとともに、県政番組やホー
④環境教育拠点の整備、機 崎市の公の施設として指定管理者制度による運営となる
ムページ等の情報媒体を用いて、環境情報センターの周
能充実
ため、令和３年度以降も県として施策展開するのであれ
知を図ります。
ば、宮崎市と指定管理者が協定を締結するまでの間に具
体の協議・調整を行っていただきたい。誤記であれば
（修正後）
「エコクリーンプラザみやざき」の文言を削除していた
○環境情報センターにおいて、県民の幅広い環境教育
だきたい。
ニーズに応えられるような環境教育拠点機能の充実を図
るとともに、より多くの県民に利用してもらうため、県
政番組やホームページ等の情報媒体を用いて、環境情報
センターの周知を図ります。

11
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該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

同時期に策定している「第八次宮崎県農業・農村振興
長期計画」においてR12年度目標を設定していないため
記載しておりません。
(４)環境指標
環境指数GAP認証取得経営体数の目標値（R12年度）は なお、環境指標の表の下に次の文言を追記します。
27 121,135 GAP認証取得経営体数（延べ 無いのか。無ければ説明を入れた方が良いのではない
数）
か。
「※ GAP認証取得経営体数については、「第八次宮崎
県農業・農村振興長期計画」における目標値の設定がR7
年度までであるため、上記の表においてR12年度の数値
は記載してしない。
(２)施策の方向
28 123,125 (３)各主体に求められる役 「街並み」の並のルビは不要ではないか。
割

29

132～
135

環境指標

32 全般

御意見を踏まえて修正します。

国民運動としての「COOLCHOICE（賢い選択）」という
環境省の第五次環境基本計画にも掲載されている
文言は、内容が多岐にわたるため使用しておりません
「COOLCHOICE（賢い選択）」については、今後５年間の
が、具体的な取組である、クールビズ・ウォームビズ、
家庭部門や産業部門における脱炭素社会に向けた取り組
ZEH・ZEB化、エコドライブ、家電のエコ替えについては
みを啓発していくうえで、必要な記述ではないか。
それぞれの箇所に記載しています。

30 全般

31 全般

単位の千t表示を統一した方が良い。罫線の無い箇所
がある。

「街並み」の表記については、「宮崎県環境計画」の改
定時（H27）に、宮崎県環境審議会委員からの指摘を受
けたため、ルビを振った表記としております。

環境指標

環境指標等の表内の数字は縦位置中央にそろえると良
い。
藻場干潟と藻場・干潟が混在している。

12

御意見を踏まえて修正します。
御意見を踏まえて修正します。
藻場・干潟→藻場干潟

３
番
号

第２回環境審議会における意見
該当
ページ

該当箇所・項目等

御意見の要旨

県の考え方

国のプラスチック資源循環戦略では、プラスチックを
資源物として捉えており、その製造、流通、廃棄に至る
までの間に達成するものとして、マイルストーンが定め
られております。
このマイルストーンについて、国へ確認したところ、
「目標には基準年がなく、事業者が２０３０年までに排
出抑制に取り組んだすべてを対象としており、その状況
の把握はアンケートなどでの対応を想定している」との
令和元年５月に、国がプラスチック資源循環戦略を策定 回答がありました。また、数量についても、「把握方法
(２)施策の方向
し、その中でマイルストーン（※）が定められている。 が定まっていない」と伺ったところであります。
59～60, ⑤プラスチック資源循環に
1
そのことについて、環境基本計画で触れられておらず、 現在、県は、プラスチックを廃棄物の適正処理の観点
61,66
向けた取組
目標も掲げられてないが、計画に入れる予定はあるの から廃棄物（ごみ）として整理し、再生利用されている
(４)環境指標
か。
プラスチック量は把握できていますが、県内におけるプ
ラスチック製品の生産や流通など、各段階における量は
把握できておりません。
このようなことから、戦略に倣い目標を設定すること
は、年ごとの目標管理も難しく困難と判断としたところ
でありますが、計画の５９ページのとおり、「プラス
チック資源循環に向けた取組」と項立てし、排出抑制の
ため、マイバッグやマイボトルなどの利用促進等につい
て記載しているところです。

※プラスチック資源循環戦略のマイルストーン
＜リデュース＞
①２０３０年までにワンウェイプラスチックを累積２５％排出抑制
＜リユース・リサイクル＞
②２０２５年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
③２０３０年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル
④２０３５年までに使用済プラスチックを１００％リユース・リサイクル等により、有効利用
＜再生利用・バイオマスプラスチック＞
⑤２０３０年までに再生利用を倍増
⑥２０３０年までにバイオマスプラスチックを約２００万トン導入
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