
第四次
宮崎県環境基本計画

概　要　版

宮　崎　県
令和３年３月



第四次宮崎県環境基本計画の概要

　県では、平成 28 年３月に「宮崎県環境計画」を改定し、環境問題に対処するための施
策を計画的に推進してきましたが、温室効果ガス削減に向けた国際枠組み「パリ協定」の
発効や菅首相による「2050 年温室効果ガス実質ゼロ」宣言など、情勢は変化し、環境問
題は複雑かつ多様化してきています。
　このため、「第四次宮崎県環境基本計画」を策定し、脱炭素社会や循環型社会、自然共
生社会の実現に向けた取組を進め、本県の恵まれた環境と自然豊かな郷土を将来の世代も
享受できる持続可能な社会の構築を目指すこととしました。

令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間

●一般廃棄物における可燃ごみの増加
●産業廃棄物の再生利用の伸び悩み
●大陸からの影響と見られる光化学オキシ
　ダントなどによる大気汚染
●絶滅のおそれがある野生生物の増加
●外来種の侵入・増加による生態系や在来
　種への影響
●シカ、イノシシ、サル、カワウ等による
　農林水産業被害の深刻化
●過疎化・高齢化等の進行による農山漁村
　地域の活力や多面的機能の低下

●脱炭素社会構築に向けた取組をし続けている
　宮崎県

●循環型社会が定着した宮崎県

●大気や水などの環境が保全されている宮崎県

●多くの県民が環境保全活動に参加する宮崎県

●県内各地で環境保全と経済活動がともに活発
　に行われている宮崎県

●生物多様性が確保されている宮崎県

●省エネルギーの推進や再生可能エネルギ
　ーの導入拡大を通じた脱炭素型社会への
　転換
●地域の持続可能性を意識した環境、経済、
　社会の調和と向上

計画策定の趣旨

計 画 の 期 間

本県環境の現状と課題

目標すべき環境像

令和 12（2030）年度の温室効果ガスの削減目標

令和 12（2030）年度の
宮崎県の姿◆現状

ひと・自然・地域がともに輝く持続可能なみやざき

26％削減

◆課題

平成 25（2013）年度比
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●温室効果ガス排出削減
●再生可能エネルギー等の利用促進
●二酸化炭素吸収源対策
●気候変動への適応

●４Ｒの推進
●廃棄物の適正処理の推進
●食品ロスの削減
●環境にやさしい製品の利用促進

●地球環境、大気環境の保全
●水環境の保全
●化学物質対策
●環境負荷の低減等

●生物多様性の確保
●多面的機能を持続的に発揮する豊かな
　森林づくり
●自然豊かな水辺の保全と創出
●自然とのふれあいや配慮

●環境教育の推進
●環境保全活動の推進

●環境にやさしい地域・産業づくり
●快適な生活空間の創出

●省エネルギー・省資源の推進
●再生可能エネルギーの導入拡大
●森林吸収量の維持
●環境保全を支える人材づくり

※ＳＤＧｓ：資源・環境問題を含む 17 のゴールと 169 のターゲットから構成される令和 12（2030）年までの国連開発目標。
最終的には、地球上の誰一人として取り残さない持続可能な世界の実現を目指すこととしている。

●安全で快適な生活環境づくり
●地域に根ざした環境にやさしい産業づくり
●地域間の交流が活発な社会づくり

施策展開において重要となる視点

重点プロジェクト

分野別の施策の展開

◆脱炭素社会の構築

◆循環型社会の形成

◆地球環境、大気・水環境等の保全

◆生物多様性の保全

◆環境保全のために行動する人づくり

◆環境と調和した地域・社会づくり

◆持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ※）を意識した施策展開
◆持続可能な地域づくりに向けた取組
◆国際的な課題への地域での取組　～気候変動、プラスチックごみ～
◆グリーンリカバリーの視点に立った施策展開

「2050 年ゼロカーボン社会づくり」
プロジェクト

「みやざき地域循環共生圏づくり」
プロジェクト
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脱炭素社会の構築

分野別施策

○現状と課題

○取り組んでいくこと

○県民、団体及び事業者に求められる役割

現　状

課　題

県
民
・
団
体

事
業
者

〇人間活動の拡大による温室効果ガスの大量排出に伴う地球温暖化
〇「宮崎県再生可能エネルギー等導入推進計画」に基づく施策の展開
〇二酸化炭素吸収源対策として、森林の適切な整備・保全
〇「宮崎県気候変動適応センター」における、県内の気候変動の影響
　や適応に関する情報の収集・整理・分析や事業者、県民等への情報提供

〇県民一人ひとりの地球温暖化対策への意識向上
〇地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入促進によるエネルギー自給率の向上
〇森林の適切な保全・管理による再生産可能な森林資源の循環システムの確立
〇県民や市町村等に対する普及啓発による適応策への理解浸透

〇家庭、産業、業務、運輸の各部門における排出削減対策の推進
〇二酸化炭素以外の温室効果ガス排出削減の推進
〇再生可能エネルギー等の導入促進
〇持続可能な社会づくりのための体制の構築
〇森林資源循環利用システムの確立等の推進
〇都市の緑化による二酸化炭素の吸収の促進
〇気候変動の影響による情報の収集・共有等
〇農林水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、
　健康、経済活動・県民生活の各分野における適応策の推進

○住まいの省エネルギー化や省エネルギー性能の高い家電製品の利用、エコドライブの実践
　など日常生活での温室効果ガス排出量の少ないライフスタイルへの転換
○自家用車から公共交通機関の利用や自転車などへの転換、ガソリン車から電気自動車など
　の環境性能に優れている次世代自動車への転換
○太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入と自家消費の推進
○森林の役割についての知識向上と森林整備・保全活動への参加
○気候変動への適応の重要性に対する関心・理解の促進

○建物の断熱化や空調の省エネルギー化など、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減
○景観や自然環境に配慮した再生可能エネルギーの導入
○効率的な間伐、下刈り等の実施や人材の育成
○事業活動の内容に即した気候変動への適応策の検討・実施

－ 3－



分野別施策

循環型社会の形成

○現状と課題

○取り組んでいくこと

○県民、団体及び事業者に求められる役割

現　状

課　題

県
民
・
団
体

事
業
者

〇一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用率低下
〇自然災害に伴う災害廃棄物の発生
〇食品ロスの発生

〇４Ｒの推進による循環型社会形成への取組
〇災害廃棄物の迅速かつ適正な処理体制の構築
〇食品ロス削減への取組

〇４Ｒの普及啓発
〇リサイクル・再生資源化の推進
〇プラスチック資源循環に向けた取組
〇不法投棄等の防止
〇食品ロスの実態調査及び調査・研究の推進
〇食品ロスに関する教育及び学習の振興、
　普及啓発等
〇食品関連事業者等の取組に対する支援
〇食品ロス削減に関する情報の収集及び提供
〇未利用食品を提供するための活動の支援等
〇積極的な木材利用の推進
〇グリーン購入の推進

〇廃棄物の発生抑制・減量化の推進
〇地域資源の有効活用の促進
〇廃棄物の適正処理の推進
〇災害廃棄物の処理
〇県内の公共事業における木造・木質化の推進
〇環境にやさしい製品の需要拡大に対する支援

○マイバッグの持参によるレジ袋の削減、マイボトルの持参、簡易包装への協力
○ごみの散乱や不法投棄のない地域社会づくりの推進
○日々の暮らしの中で自身が排出している食品ロスについての理解・把握
○廃木材・チップを用いたリサイクルやリサイクル製品の利用

○ごみ減量化の推進と排出者責任の徹底
○自ら排出する廃棄物の適正処理
○食品ロス削減の必要性について理解促進
○みやざきリサイクル製品やグリーン購入など環境にやさしい製品やサービスの利用
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分野別施策

地球環境、大気・水環境等の保全

○現状と課題

○取り組んでいくこと

○県民、団体及び事業者に求められる役割

現　状

課　題

県
民
・
団
体

事
業
者

〇大気・水環境は、おおむね良好な状況を維持
〇大陸からの光化学オキシダントなどによる越境汚染が懸念
〇公共下水道や合併処理浄化槽による生活排水処理率は８０％超

〇大気汚染の常時監視や大気汚染物質の排出事業者に対する立入検査等の監視・指導
〇公共用水域水質の常時監視や工場及び事業場からの排出水の監視・指導
〇生活排水処理施設の一層の整備促進と浄化槽の適切な維持管理

〇大気汚染防止対策、有害大気汚染物質等の対策の推進
〇騒音・振動・悪臭対策の推進
〇地球環境の保全
〇水質汚濁防止対策及び生活排水対策の推進
〇河川浄化等の県民活動の推進
〇都城盆地硝酸性窒素削減対策並びに一ツ瀬川及び
　小丸川の濁水軽減等対策の推進
〇土壌汚染対策の推進
〇水系別の総合的な水環境保全のための連携
〇化学物質の環境調査の継続的実施
〇事業者の監視・指導体制の強化
〇化学物質に関する情報の把握と情報交換（リスクコミュニケーション）の推進
〇環境影響評価
〇公害健康被害対策

○公共交通機関の利用促進や低公害車の導入、アイドリングストップなどエコドライブの
　実践による自動車からの排出ガスの抑制
○公共下水道や農業・漁業集落排水施設への接続、合併処理浄化槽の設置とその適正管理
　による家庭から出る生活排水の浄化

○ばい煙等の大気汚染物質の削減や工場・事業場からの騒音・振動・悪臭防止のための管理徹底
○工場・事業場における排水処理設備の整備や適正管理
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分野別施策

生物多様性の保全

○現状と課題

○取り組んでいくこと

○県民、団体及び事業者に求められる役割

現　状

課　題

県
民
・
団
体

事
業
者

〇里地里山の荒廃、外来種による生態系の攪
かく

乱などによる、
　生物多様性の損失が進行
〇シカ、イノシシ、サル、カワウ等の個体数増加や分布域の拡大による農林水産業被害の深刻化
〇伐採後の適切な更新や、間伐などの手入れが十分行われない人工林の発生

〇生態系や農林水産業などに影響を及ぼす野生鳥獣の個体数調整
〇自然公園や自然環境保全地域などの保護地域における生物多様性確保のための取組
〇林内路網や高性能林業機械を生かした間伐等による適正な森林管理

〇野生生物の適切な保護管理
〇重要地域、県土の区分に応じた生物多様性の保全
〇生物多様性に配慮した行動の推進
〇健全で多様な森林づくり
〇適切な森林管理、資源循環型の森林づくりの推進
〇自然環境に配慮した河川、海岸づくりの推進
〇水域の生物の保全
〇ため池・ダム貯水池の保全と適切な管理
〇自然とのふれあいの場や機会の確保
〇自然環境教育・学習の充実
〇自然とのふれあいの場の整備及び自然とのふれあい活動における自然環境への配慮

○ペットの野外への放出、外来魚の放流、国内の他地域から持ち込んだ野生動植物の放出を
　行わないなど地域固有の野生動植物の保護
○自然公園等における規制を遵守するとともに希少な野生動植物の採取、持ち帰りや違法な
　売買を行わないなど野生動植物の保護
○森林所有者等による植栽や間伐などの適切な森林施業の実施

○事業実施の際における野生動植物の生息・生育環境への配慮

○伐採後に再造林を行うなど資源循環型林業の実施
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分野別施策

環境保全のために行動する人づくり

○現状と課題

○取り組んでいくこと

○県民、団体及び事業者に求められる役割

現　状

課　題

県
民
・
団
体

事
業
者

〇学校等における環境教育
〇家庭、地域、職場における環境教育
〇「宮崎県環境情報センター」における環境情報の普及や環境教育への支援
〇県民、団体、事業者、行政等により組織する「環境みやざき推進協議会」が推進する清掃活動
　「クリーンアップ宮崎」には、毎年 10 万人以上の県民が参加

〇ライフステージに応じた環境教育や県民の自主的な環境学習の推進
〇各主体が行う環境保全活動の推進と各主体間のパートナーシップの形成

〇家庭、学校、地域等における環境教育の推進
〇環境教育に関する情報の提供
〇環境教育を担う人材の養成・確保
〇環境教育拠点の整備、機能充実
〇森林環境教育の推進
〇各主体が自発的に行う環境保全活動の支援
〇多様な主体が相互に協力して行う協働取組の推進

○講習会、講演会、自然観察会等への参加など自発的・積極的な教育の推進
○日常生活における環境に配慮した取組の実践
○県民、団体、行政等が実施する地域の環境保全活動への積極的な参加
○各主体間の連携に積極的に関わり複数の団体間のコーディネーター役を努めるなど協働に
　よる環境保全活動の促進

○従業員等に対する研修制度に環境問題を取り入れるなど職場全体での環境教育の推進
○事業者が有する環境保全技術の紹介や人材の派遣、環境教育の場として施設の公開など地
　域の環境教育の推進
○エコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの導入など事業活動における環境配慮
　の自主的な取組の推進
○環境みやざき推進協議会に入会するなど県民、団体、行政等が実施する地域の環境保全活
　動への積極的な参加・協力
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分野別施策

環境と調和した地域・社会づくり

○現状と課題

○取り組んでいくこと

○県民、団体及び事業者に求められる役割

現　状

課　題

県
民
・
団
体

事
業
者

〇環境と調和する農林水産業の発展に対する期待の高まり
〇人口減少・少子高齢化に伴う担い手不足から、地域の人々によって守られてきた景観が損なわれ
　ることへの懸念

〇地域住民の人口減少による農林水産業及び農山漁村の有する多面的機能低下への危惧
〇うるおいとやすらぎのある美しい景観の保全・創出に関する取組の継続

〇魅力ある農山漁村づくり
〇健全な水循環の確保
〇環境とともに歩む循環型農林水産業の推進
〇本県の地域特性を生かした体験・交流型観光の推進
〇環境ビジネスの創出・育成
〇うるおいとやすらぎある美しい景観・環境づくり
〇本県の自然と一体となった歴史的・文化的資源の保存・活用
〇環境と調和した生活空間づくり

○地域で生産される食材や資材を積極的に利用するなど地産地消への取組
○健全な水循環の確保を図るため節水や水の合理的利用
○住宅建築における周辺の自然景観や街並みとの調和、環境への配慮
○住宅の敷地内での生垣や植栽への取組や地域の緑化活動などへの積極的な参加

○環境に配慮した農林水産業の実践
○施設整備における周辺の自然景観や街並みとの調和、環境への配慮
○事業所敷地内の緑化への取組や地域の緑化活動などへ積極的な参加・協力
○開発事業における文化財の保護
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重点プロジェクト

「２０５０年ゼロカーボン社会づくり」プロジェクト

○プロジェクトのねらい

○プロジェクトの施策展開

　国が行う施策に加え、恵まれた日照環境や林業や畜産業からもたらされるバイオマスを活用
した再生可能エネルギーの導入や、森林吸収量の確保により、２０５０年の温室効果ガス排出
実質ゼロを目指します。

1  省エネルギー・省資源の推進

2  再生可能エネルギーの導入拡大

3  森林吸収量の維持

4  環境保全を支える人材づくり

温室効果ガス排出量と森林等吸収量を均衡させて、２０５０年の排出量実質ゼロ

〇事業者に対する温室効果ガス排出抑制計画書制度や省エネセミナー等による排出量削減  
　の促進
〇家庭に対するアプリを活用した排出量の把握と削減行動の促進
〇４Ｒの推進などにより廃棄物の発生を抑制し、焼却等による排出量を削減

〇景観や自然環境に配慮した再生可能エネルギーの導入促進
〇買電量の減少に加え、災害時の電源確保にもつながるなどのメリットを周知し、家庭、
　事業所、農業などでの導入拡大
〇発電した電力の地産地消によるエネルギー自給率 100% への取組

〇除間伐等、適正な森林整備を推進し、二酸化炭素吸収・固定機能の高い森林の造成
〇「伐って、使って、すぐ植える」資源循環型林業を確立し、森林吸収量を維持
〇林業の短期収穫化に向け、成長の早い早生樹やエリートツリーの植栽を推進することに
　よる森林の持つ二酸化炭素固定機能の強化

〇ホームページ「みやざきの環境」、環境情報センター、環境保全アドバイザー及び地球
　温暖化防止活動推進員を活用した環境教育や情報提供による排出削減行動の促進
〇森林環境教育拠点施設を活用した森林に関する理解の向上

推計の2050年
温室効果ガス排出量

削減後の
温室効果ガス排出量

森林等の
吸収量

省エネ等による削減量

再エネ導入による削減量
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重点プロジェクト

「みやざき地域循環共生圏づくり」プロジェクト

○プロジェクトの施策展開

○プロジェクトのねらい
　私たちの現在のライフスタイルや大量生産・大量消費型の社会を見直し、環境・経済・社会
が調和し、それぞれが向上するみやざきづくりを目指します。

1  安全で快適な生活環境づくり

2  地域に根ざした環境にやさしい産業づくり

3  地域間の交流が活発な社会づくり

〇食品ロスの削減など４Ｒの推進による廃棄物等の排出抑制や資源循環の促進
〇公共下水道等の整備・接続率の向上、合併処理浄化槽への転換による良好な生活環境の 
　維持・確保
〇都市と農山漁村等における良好な景観形成によるうるおいと安らぎのある快適な空間の
　形成

〇地域資源を生かした再生可能エネルギー関連事業などの環境ビジネスの創出や育成に向
　けた支援
〇県民や事業者に対する省エネ意識の普及啓発や再生可能エネルギー等の導入を促進する
　とともに二酸化炭素吸収源としての森林整備等への取組
〇「みやざきリサイクル製品」の認定による認定製品の利用促進
〇本県の豊富な日照時間やバイオマス資源を生かし、小水力発電の導入や蓄電池の活用な
　どによる「エネルギーの地産地消」の推進
〇木質バイオマス等の森林資源を有効活用し、その収益を再造林につなげる循環型林業シ
　ステムの構築
〇土づくり・適正施肥、適正かん水を基本とし、化学合成農薬のみに頼らず、天敵等の生
　物農薬や防除資材等を活用した有機農業をはじめとする持続的農業の推進

〇ワーケーションに対応できるよう整備した「ひなもり台県民ふれあいの森」における森
　林空間の魅力発信や地域活性化
〇企業や都市部住民の森林ボランティア等への参加促進による都市と山村の交流人口の増加

環 境

社 会経 済
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宮崎県 環境森林部 環境森林課

ＵＲＬ  http://eco.pref.miyazaki.lg.jp      （みやざきの環境）
ＵＲＬ  http://miyazaki-taiki.jp/kankyo/taiki/（みやざきの空）

〒880-8501
宮崎市橘通東２丁目１０番１号
ＴＥＬ  0985-26-7084
ＦＡＸ  0985-26-7311
Ｅ-mail  kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp （環境森林課）

みやざきの環境 みやざきの空


