
－ 184 －

 

４ 国連ハビタット福岡本部運営支援事業 

                        【国際局】 

国連ハビタットは、開発途上国における住居

や道路などの整備の支援、安全な水の供給や廃

棄物の処理など、人々の居住環境に関わる様々

な分野で活動を行っています。 

国連ハビタット福岡本部は、平成 9（1997）年

に設立され、九州唯一の国連機関としてアクロ

ス福岡（所在地：福岡市）に事務所を設置し、

イランから太平洋諸国に至る 28 か国を管轄し

ています。本県は、福岡市、地元経済界ととも

に、国連ハビタット福岡本部の活動を支援して

います。 

国連ハビタット福岡本部は、アジア太平洋地

域において、アフガニスタンにおける住民参加

型の都市開発支援計画をはじめ、29（2017）年

12月時点で 69の事業を実施しています。プロ

ジェクト総予算は、約 266百万ドル（約 300億

円）、29（2017）年単年度予算は約 75百万ドル

（約 84億円）です。国連ハビタット福岡本部の

下、アジア太平洋地域に約 1,800名の職員が働

いています。 

国連ハビタット福岡本部は、県内の自治体や

環境関連企業が有する優れた環境技術やノウハ

ウを、アジアの都市に紹介し、普及する活動も

行っています。本県は、国連ハビタット福岡本

部の活動支援を通じて、アジア太平洋地域の居

住環境改善に貢献しています。 

 

 

 

 

 

第７章 経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションの推進 

 

 

 

 

 

 

 

◆目指す姿                                    

○ 事業者が環境配慮型商品・サービスの開発・普及に努め、県民一人ひとりが、環境に配慮し

た商品を日常的に使用している経済・社会のグリーン化が進んだ社会。 

○ 環境負荷の低減に寄与する産業が発展し、新たな価値の創出や社会システムの変革などグリ

ーンイノベーションが進んだ社会。 

○ 環境負荷低減努力が利益に結び付き、環境関連産業が基幹産業の一つとなっている社会。 

 

◆指標                                    

指標項目 
目標 

（2022年度） 

計画策定時 

（平成 28（2016）年

度） 

備考 

特区制度を活用して設備投

資を行った企業数 

累計 200社 

（2021年度） 

累計 105社 

（平成 28（2016）年

度） 

平成 27（2015）年

度実績（累計77社）

から年間20社増を

目指す。 

エコタウン（北九州市及び

大牟田市）事業に関わる事

業数 

42事業 

（2022年度） 

42事業 

（平成 28（2016）年

度） 

維持を図る。 

福岡県の試験研究機関にお

ける環境関連技術の開発件

数 

累計 97件 

（2022年度） 

累計 54件 

（平成 28（2016）年

度） 

年間 7 件増を目指

す。 

 

 

第 7章では、経済・社会のグリーン化とグリーンイノベーションを支援する取組につい

て掲載しています。本県では、関連産業技術の実用化・普及促進や環境関連産業の振興、

グリーンエネルギーの普及促進、環境に配慮した農林水産業の振興などのため、様々な施

策を行っています。 
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１ 環境配慮型ビジネススタイルの普及 

(1) 福岡県公共工事生物多様性配慮指針 

【自然環境課】 

「福岡県生物多様性戦略」の生物多様性の保

全と再生を図るという行動目標達成のための

施策の１つとして、本県が率先して「生物多様

性に配慮した公共工事の推進」に取り組むこと

を目的とした「福岡県公共工事生物多様性配慮

指針」を策定し、生物多様性を保全するための

配慮すべき視点などを明確に示し、本県が実施

する公共工事が、より生物多様性に配慮したも

のとなるよう、取組を進めていきます。 

(2) グリーン購入法及びそれに基づく基本方

針について 

【環境保全課】 

循環型社会の形成のためには、「再生品等の

供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重

要である」という観点から、平成 12（2000）年

5 月に循環型社会形成推進基本法の個別法の一

つとして「グリーン購入法」が制定されました。

同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等

（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調

達を推進するとともに、環境物品等に関する適

切な情報提供を促進することにより、需要の転

換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推

進することを目指しています。 

グリーン購入法第 6 条の規定に基づき、国、

独立行政法人及び特殊法人は環境物品等の調

達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物

品等の調達の推進に関する基本方針を定めて

います。基本方針には、国等の機関が特に重点

的に調達を推進する環境物品等の種類である

特定調達品目及びその判断基準についても規

定しています。 

(3) 九州グリーン購入ネットワークの設立 

【環境保全課】 

平成 19（2007）年 2月に、県内におけるグリ

ーン購入の取組を拡大することを目的として、

企業、環境団体、消費者団体、行政等によって

「九州グリーン購入ネットワーク・福岡」が設

立されました。その後、活動範囲を九州全域へ

と拡大するため、20（2008）年 7月 4日に「九

州グリーン購入ネットワーク」へと名称を変更

し、ネットワークの拡大を図っています。30

（2018）年 4月末現在 87団体・企業が会員とな

っており、グリーン購入の普及啓発活動や各種

情報提供、研修セミナー、地域のエコ商品の紹

介、環境学習支援・教材開発などの活動を行っ

ています。 

(4) 福岡県環境物品等調達方針 

【環境保全課】 

本県では、平成 13（2001）年 7月に福岡県環

境物品等調達方針を作成し、県の全機関を挙げ

て環境に配慮した物品等の調達に取り組んで

います。 

29（2017）年度の環境物品等調達方針では、

16分類 193品目について調達率 100％の目標を

掲げて取組を行いました。 

29（2017）年度の目標達成状況は 99.9％とほ

ぼ目標を達成しています。今後も目標達成に向

第１節 経済・社会のグリーン化の推進 

〔グリーン購入法〕 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考

え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。グリーン購入は、消

費生活など購入者自身の活動を環境に優しいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負

荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。本

県においても、福岡県環境物品等調達方針を定め、環境に配慮した物品等の調達に取り組ん

でいるところです。 

 

けて取り組んでいきます。 

福岡県環境物品等調達方針の目標達成状況 (単位：％) 

年 度 
 

H26 H27 H28 H29 

紙類 99.9 99.9 99.9 100 

納入印刷物 100 99.9 99.9 99.9 

文具類 99.9 99.9 99.9 99.9 

オフィス家具等 99.9 99.8 99.9 99.9 

画像機器等 

99.9 

100 99.9 100 

電子計算機等 100 100 99.5 

オフィス機器等 99.9 99.9 100 

移動電話等 100 100 100 100 

家電製品 100 100 100 100 

照明 99.9 99.9 99.9 100 

自動車等 100 100 100 100 

制服・作業服等 100 99.9 100 100 

インテリア等 100 100 100 99.5 

防災備蓄用品 100 100 100 99.9 

設備 100 100 100 100 

計 99.9 99.9 99.9 99.9 

目標達成率の算定方法：金額ベースで算定。 

 

２ 環境負荷低減に寄与する産業の育成と 

 環境関連産業の集積 

(1) 有機ＥＬの普及促進 

【新産業振興課】 

有機ＥＬは、電圧をかけると自ら発光すると

いう特徴のほか、面からの発光、薄い（軽量）、

曲げられる、発熱が少ない（低消費電力）など

の特徴があり、有機ＥＬを用いた製品として、

ディスプレイや照明などの分野で今後、大きな

成長が見込まれています。 

しかし、現在の有機ＥＬ素材は、希少金属（イ

リジウム）を使用し、非常に高価です。しかも

材料の基本特許はアメリカ企業が独占し、高額

なライセンス料が必要です。 

九州大学の安達千波矢教授が開発した有機

ＥＬ素材は、「原料に希少金属を使用しない世

界最高の発光効率を有する有機ＥＬ素材」とし

て世界中から期待されています。 

本県では、この九州大学の世界最先端の研究

シーズを活かして、有機ＥＬ分野の産業化を推

進するため、「有機光エレクトロニクス実用化

開発センター」を平成 25（2013）年 4月に開所

しました。 

本センターでは、産学官連携による実用化研

究や製品の耐久性・特性評価、地場企業の参入

促進を目的とした研究会を実施しており、これ

らの取組により、有機ＥＬ関連企業の育成・集

積を図り、一大拠点となることを目指していま

す。 

(2) 水素エネルギー 

【新産業振興課】 

資源に乏しい我が国は、自前のエネルギー源

と技術によってエネルギーの安定供給を図る

必要があります。 

水素は、①燃料電池を用いることでエネルギ

ー効率が高く、②クリーンで（利用段階で排出

するのは水のみ）、 ③多様な供給源がある（製

鉄所・製油所からの副生ガス、下水処理場の活

性汚泥、化石燃料等）というメリットを持ち、

日本のエネルギー問題解決のキーテクノロジ

ーとして期待されています。 

また、水素は、製造、輸送・貯蔵、利用まで

の過程で数多くの企業が関連する裾野の広い

産業です。我が国が得意とする「すり合わせ型」

の技術を活かすことができるため、産業政策の

観点からも国や地域経済の活性化にも貢献し

ます。 

さらに、水素は、災害に強い地域づくりに大

きな役割を果たします。災害により系統電力が

停止した場合でも燃料電池自動車（ＦＣＶ）か

ら、家庭や公民館・体育館などの災害時の拠点

施設に給電できる分散型の電源として期待さ

れています。 

(3) 福岡水素戦略 

ア ＦＣＶ普及と水素ステーション整備の一

体的推進 

    【新産業振興課自動車産業振興室】 

地元の産学官が一体となって設立した「ふく

おかＦＣＶクラブ」を核に、ＦＣＶの普及と水

素ステーションの整備を一体的に推進してい

ます。 

ＦＣＶについては、県内自治体、企業等に対

する導入の働きかけを行うほか、県公用車を活

用して、県内各地で展示や試乗会を行う「ふく

おかＦＣＶキャラバン」等を実施し、認知度を

高めながら普及を図っています。 
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ーとして期待されています。 

また、水素は、製造、輸送・貯蔵、利用まで

の過程で数多くの企業が関連する裾野の広い

産業です。我が国が得意とする「すり合わせ型」

の技術を活かすことができるため、産業政策の

観点からも国や地域経済の活性化にも貢献し

ます。 

さらに、水素は、災害に強い地域づくりに大

きな役割を果たします。災害により系統電力が

停止した場合でも燃料電池自動車（ＦＣＶ）か

ら、家庭や公民館・体育館などの災害時の拠点

施設に給電できる分散型の電源として期待さ

れています。 

(3) 福岡水素戦略 

ア ＦＣＶ普及と水素ステーション整備の一

体的推進 

    【新産業振興課自動車産業振興室】 

地元の産学官が一体となって設立した「ふく

おかＦＣＶクラブ」を核に、ＦＣＶの普及と水

素ステーションの整備を一体的に推進してい

ます。 

ＦＣＶについては、県内自治体、企業等に対

する導入の働きかけを行うほか、県公用車を活

用して、県内各地で展示や試乗会を行う「ふく

おかＦＣＶキャラバン」等を実施し、認知度を

高めながら普及を図っています。 
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水素ステーションについては、候補地の紹介

から地権者との交渉まで一貫したサポートや

県独自の補助金等の活用により、民間事業者の

整備を促進しています。 

福岡県庁水素ステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 水素エネルギーの実用化・産業化に向け

た支援の強化 

【新産業振興課】 

本県では、県内企業による水素エネルギー関

連製品の実用化、産業化を促進するため、技術

アドバイザーによる参入支援や県工業技術セ

ンター・九州大学・県内企業のゴム製品共同開

発、製品開発への助成、人材育成に取り組んで

います。また、世界最先端の水素材料研究拠点

「九州大学水素材料先端科学研究センター

（HYDROGENIUS）」や、世界最高性能の試験設備

を備えた水素関連製品試験施設「水素エネルギ

ー製品研究試験センター（HyTReC）」といった県

内に有する強みを活かし、安全かつ低コストな

製品の開発を支援するとともに、ＦＣＶや水素

ステーションの規制見直しの加速や国際標準

化へ貢献しています。 

九州大学水素材料先端科学研究センター 

 

 

 

水素エネルギー製品研究試験センター 

 

ウ 産学官による水素利用技術の実用化・産業

化の加速 

【新産業振興課】 

「九州大学次世代燃料電池産学連携研究セ

ンター（NEXT-FC）」では、高効率な次世代型燃

料電池の研究開発が進められています。次世代

型燃料電池は、家庭用から業務用、大規模発電

まで幅広い用途での活用が可能であり、市場の

創出により、大きな経済・環境効果が期待され

ることから、早期実用化に向けた研究開発を推

進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 環境に配慮した農林水産業の振興 

(1) 環境に配慮した農業の推進について 

         【食の安全・地産地消課】 

 

本県では、環境に配慮した農業を進めるため、

農薬の適正使用や、減農薬・減化学肥料栽培を

推進しています。 

減農薬栽培を推進するため、天敵を利用した

防除体系の開発や、水稲種子の温湯消毒など化

学農薬の代替技術の普及に取り組んでいます。 

また、減化学肥料栽培では、たい肥投入によ

る土づくりや有機質肥料の施用を推進してい

ます。 

こうした減農薬・減化学肥料栽培を更に進め

るため、「ふくおかエコ農産物認証制度」を創設

し、エコ農産物の生産拡大や販売拡大のため、

直売所や量販店などでのＰＲにも取り組んで

います。 

(2) 環境に調和した水産業の推進について 

ア 漁場の整備 

【水産振興課】 

本県は、北に玄界灘に面する筑前海、東に周

防灘に面する豊前海、南に日本一の干満差 6mに

より広大な干潟が出現する有明海と 3つの異な

る特徴を持った海域と、筑後川をはじめとする

大小様々な河川や湖沼を有しています。 

本県では、それぞれの海域特性に合わせた漁

場の整備や漁場環境の改善を実施しています。 

(ｱ) 水産環境整備事業 

 利用が広範囲にわたる大規模な魚礁設置に

よる漁場の整備や投石による藻場造成、増殖礁

設置による幼稚魚の育成場の造成、覆砂による

底質改善を実施しています。 

(ｲ) 水産物供給基盤整備事業 

 漁場環境の悪化により生産性が低下した漁

場の生産力を回復させるための覆砂を実施し

ています。 

覆砂漁場に発生したアサリ 

 

 

 

 

 

 

 

イ 資源管理型漁業 

              【水産振興課】 

水産物は限りある資源であることから、無計

画に取り尽くしてしまうと枯渇してしまいま

す。水産資源を持続的に利用していくため、少

なくとも 1回は産卵させて漁獲することを目的

に、産卵期の魚介類を保護するための禁漁期間

の設定や、魚を獲る網の目合いを大きくし、小

型魚は再度海に帰すといった、水産資源を管理

しながら漁獲する資源管理型漁業の取組が重

要です。そこで、本県では漁業者との協議や調

整を図りながら資源管理型漁業を推進し、水産

資源の維持増大に努めています。 

ウ 漁業者による藻場の保全活動 

              【漁業管理課】 

藻場は、アワビやサザエなどの漁場としてだ

けでなく、魚介類の産卵や育成の場としても重

要です。しかし、近年、海藻を食害するウニ類

が増加しており、藻場減少の要因となっていま

す。 

そのため、県内では、漁業者を主体とするグ

ループが、ウニの駆除や母藻の投入などによる

藻場を守り増やす活動に取り組んでおり、本県

では、このような漁業者グループの活動を支援

しています。 

漁業者によるウニの駆除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 税制のグリーン化 

 (1) 森林環境税 

【林業振興課】 

森林を健全な状態で次世代へ引き継ぐため、

森林環境税を活用し、森林の有する公益的機能

の発揮に向けた施策や、森林を守り育てる気運
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水素ステーションについては、候補地の紹介
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４ 税制のグリーン化 

 (1) 森林環境税 

【林業振興課】 

森林を健全な状態で次世代へ引き継ぐため、
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の向上に向けた施策を実施しています。 

(2) 産業廃棄物税 

【循環型社会推進課】 

産業廃棄物税は、産業廃棄物の焼却施設又は

最終処分場への搬入に対して課税するもので、

排出事業者を産業廃棄物の排出抑制とリサイ

クルに向けた取組に誘導することを目的とす

るものです。本県では、平成 17（2005）年度か

ら産業廃棄物税を導入し、その財源で循環型社

会の構築に向けた取組を進めています。 

(3) グリーンアジア国際戦略総合特区 

【商工政策課】 

環境を軸とした産業の拠点化を目指すグリ

ーンアジア国際戦略総合特区を推進するため、

国による法人税の軽減措置に加え、特区に係る

事業の用に供するため取得した建物及びその

敷地に係る不動産取得税の課税免除を行って

います。 

(4) 自動車税 

【税務課】 

自動車環境対策として、環境負荷の大きな自

動車の税率を重くし、一方で環境負荷の小さな

自動車の税率を軽くする、自動車税のグリーン

化の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県試験研究機関を活用した環境関連技術実用化の推進 

(1) 保健環境研究所の取組 

【保健環境研究所】 

ア 保健環境研究所の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 グリーンイノベーションの推進 

                                   

 

 
  

保健環境研究所の組織機構と業務概要 

 

管理部
・総務課
・企画情報管理課
・計測技術課

保健科学部
・病理細菌課
・ウイルス課
・生活化学課

福
岡
県
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー

環境科学部
・大気課
・水質課
・廃棄物課
・環境生物課

大気課： 環境中の大気汚染物質、放射能等の分析や
測定及び調査研究。

水質課： 公共用水、地下水、工場排水等の水質分析
や測定及び調査研究。

廃棄物課： 廃棄物処分場等の環境調査、廃棄物リサイ
クルの研究。

環境生物課：自然保護のための動植物等分布や生態の調
査研究及びその教育や研修並びに環境汚染
の動植物影響に関する調査研究。

関係機関との連携

福岡県

環境部

保健医療介護部

福岡県保健環境研究所

福岡県保健福祉
環境事務所

公益財団法人
福岡県リサイクル総合研究事業化センター 公設・民間研究

機関及び大学等

研究等に関する連携（共同研究等）

試験検査及び調査並びに研修等に関する連携

 

保健環境研究所では、県民の健康と環境を守るため、保健衛生及び環境保全に関する試験

検査や調査研究等を行っています。得られた成果等は、保健・環境行政への科学的根拠とし

て活用されるとともに、県民への情報提供も行っています。近年は、社会的にも関心が高い

PM2.5などの大気汚染や水質保全の調査研究に加え、生物多様性などの課題にも取り組んでい

ます。 

その他、工業技術センター、農林業総合試験場、水産海洋技術センターにおいても、環境

保全に関する取組を行っています。 
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の向上に向けた施策を実施しています。 
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第２節 グリーンイノベーションの推進 

                                   

 

 
  

保健環境研究所の組織機構と業務概要 

 

管理部
・総務課
・企画情報管理課
・計測技術課

保健科学部
・病理細菌課
・ウイルス課
・生活化学課

福
岡
県
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー

環境科学部
・大気課
・水質課
・廃棄物課
・環境生物課

大気課： 環境中の大気汚染物質、放射能等の分析や
測定及び調査研究。

水質課： 公共用水、地下水、工場排水等の水質分析
や測定及び調査研究。

廃棄物課： 廃棄物処分場等の環境調査、廃棄物リサイ
クルの研究。

環境生物課：自然保護のための動植物等分布や生態の調
査研究及びその教育や研修並びに環境汚染
の動植物影響に関する調査研究。

関係機関との連携

福岡県

環境部

保健医療介護部

福岡県保健環境研究所

福岡県保健福祉
環境事務所

公益財団法人
福岡県リサイクル総合研究事業化センター 公設・民間研究

機関及び大学等

研究等に関する連携（共同研究等）

試験検査及び調査並びに研修等に関する連携

 

保健環境研究所では、県民の健康と環境を守るため、保健衛生及び環境保全に関する試験

検査や調査研究等を行っています。得られた成果等は、保健・環境行政への科学的根拠とし

て活用されるとともに、県民への情報提供も行っています。近年は、社会的にも関心が高い

PM2.5などの大気汚染や水質保全の調査研究に加え、生物多様性などの課題にも取り組んでい

ます。 

その他、工業技術センター、農林業総合試験場、水産海洋技術センターにおいても、環境

保全に関する取組を行っています。 
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イ 保健環境研究所取組例 

(ｱ) 生物多様性の状況を把握する指標の開発 

 生物多様性の保全を効果的に進めていくに

は、指標を用いてその環境における生物多様

性の状況を適切に把握する必要があります。

また、環境教育の現場でそうした指標を活用

し理解を進めていくことも求められます。そ

こで本研究所ではゲンゴロウやガムシ、ミズ

カマキリといった止水性水生昆虫の種組成か

ら、湿地ビオトープの生物多様性の状況を簡

易に把握する指標の開発を行いました。 

湿地ビオトープで実施される環境教育 

 

生物を用いた環境指標には様々なものが考

案されていますが、今回は平均スコア法によ

るものを作成しました。平均スコア法とはあ

らかじめ得点を与えた指標種の一覧であるス

コア表を作成しておき、環境を評価したい場

所で採集された指標種のスコアを合計し、合

計スコアを種数で割って平均点を求め、その

平均点の高低で評価を行う手法です。足し算、

割り算のみでスコアが算出でき、かつそのス

コアの違いにより地点間の状況を容易に比較

できるという利点があります。 

 このような指標では生物多様性の状況が良

好である時に高得点になる必要があります。

生物多様性の状況が良好である条件としてま

ず挙げられるのが「種の多様性」が高いことで

す。本来その地域に生息する種が最大限生息

している場合、その環境の生物多様性の状況

は良好であると言えます。それでは種数が少

ない場合は生物多様性の状況は悪いかという

と、これは一概には言えません。例えば特殊な

希少種が生息するような特殊な環境は、「生態

系の多様性」の観点から保全すべき重要な環

境ですが、こうした特殊な環境では一般的に

止水性水生昆虫の種数が少ない傾向にありま

す。したがって、種数が多い環境（種の多様性）

と、種数は少ないが貴重な環境（生態系の多様

性）の両方が高得点になる必要があります。 

 指標作成に当たり県内60地点における水生

のコウチュウ目・カメムシ目を対象にした調

査を行いました。次に各種について出現地点

数、各種レッドリストを用いて、1～5の得点

を付与してスコア表を作成しました。最後に

スコア表に基づいて県内60地点のスコアを算

出し、スコアの分布を調べました。その結果、

種類数の多い地点は高スコアに、また種類数

が少ない地点では低スコア～高スコアまでば

らつきがあることが分かりました（図）。この

うち種類数が少ないにも関わらず高スコアに

なった環境（図の A の地点）は、いずれも特

殊な湿地環境であることが分かりました。こ

のことから、本スコアが当初の想定どおり「種

の多様性」と「生態系の多様性」を適切に判定

できていると考えられました。 

図 スコアと種類数の関係 

 
こうした指標を適切に使用していくには、

指標種を正確に同定することが重要となりま

す。一般的に生物の同定は難しいため、現

在、これらの指標種を容易に区別することの

できるマニュアルの作成を進めています。  

A 

 

 

(ｲ) 水環境中微量有害化学物質の分析法開発

と汚染実態の解明 

化学物質の使用による環境への負荷は人の

健康及び生態系に様々な影響を与えるおそれ

があり、環境中の化学物質濃度を把握するこ

とは喫緊の課題です。本取組は、環境省委託事

業である「化学物質環境実態調査」の「分析法

開発事業」に基づいて実施しています。「化学

物質環境実態調査」は、「化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律」（化審法）の制定

を契機に、昭和 49（1974）年度に一般環境中

の既存化学物質の残留状況の把握を目的とし

て開始されました。54（1979）年度には、「プ

ライオリティリスト」（優先的に調査に取り組

む化学物質の一覧）に基づく「化学物質環境安

全性総点検調査」の枠組みが確立されました。

その後、「特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化

管法）の施行、「残留性有機汚染物質に関する

ストックホルム条約」（ＰＯＰｓ条約）の発効

等を踏まえ、各担当部署からの要望物質を中

心に調査対象物質を選定する方式に変更され

ました。平成 18（2006）年度からは、「初期環

境調査」、「詳細環境調査」、「モニタリング調

査」、「環境試料保存事業」、「分析法開発事業」

等について精力的に取り組んでいます。 

水環境中に微量に存在する可能性がある

2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン

(2,2',4,4'-ＴＨＢＰ)は、紫外線吸収剤とし

て化粧品、樹脂等に使用されている化学物質

ですが、内分泌かく乱作用について懸念され

ています。しかしながら、2,2',4,4'-ＴＨＢ

Ｐの暴露情報が不足していることからリスク

評価がなされていないため、当研究所では新

たな分析法を開発するとともに、開発した分

析法を用いて県内調査及びリスク評価を行い

ました。2,2',4,4'-ＴＨＢＰには異性体が存

在するため異性体分離条件を検討し、さら

に、河川水及び海水を用いて抽出法の検討、 

 

添加回収試験等を行い、2,2',4,4'-ＴＨＢ

Ｐのみ定量可能な分析法を開発しました。ま

た、2,2', 4,4'-ＴＨＢＰは生活排水中に存

在する可能性が考えられたため、終末処理場

流入水及び放流水に適用できる分析法を検討

しました。その結果、ＳＳ（浮遊物質量）の

多い流入水は、遠心分離操作で残渣を除去す

ることで定量可能となり、開発した分析法を

用いて県内河川と海域、終末処理場流入水及

び放流水の濃度を把握することができまし

た。さらに、2,2',4,4'-ＴＨＢＰの予測無影

響濃度(ＰＮＥＣ)を用いてリスク評価を行っ

たところ、県内調査地点の 2,2',4,4'-ＴＨＢ

Ｐ濃度は生態リスクとして「現時点では作業

は必要ないと考えられる」レベルであること

が示唆されました。 

この分析法は、他県、他機関開発分と合わせ

て「分析法開発調査報告書」として公表されま

した。また、開発された分析法を用いた全国調

査（「初期環境調査」及び「詳細環境調査」）が

実施され、その調査結果は年度ごとに「化学物

質環境実態調査報告書」としてまとめられ、化

学物質対策の立案等に活用されています。こ

れまで本研究所では、水質、底質及び生物試料

を媒体とした15物質に対する分析法を開発し

ており、その分析法は全国調査に用いられて

きました。今後も、人の健康や生態系へ悪影響

を及ぼすおそれがある化学物質の分析法開発、

県内調査及びリスク評価を検討し、環境保全

への貢献に努めていきます。 

 

2,2',4,4'-ＴＨＢＰの化学構造 
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イ 保健環境研究所取組例 
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(2) 環境保全に関する調査研究 

研究機関名 主な調査研究の内容 

保健環境研究所 

マルチコプター等を用いた低空撮による県内環境情報モニタリング手法の確立（H30-32） 

汎用機器による迅速・簡易・網羅的分析法の開発とその実用化に関する研究（H29-31） 

イオン液体を抽出媒体とした環境に優しい分析法の開発－土壌及び底質試料中のダイオキシン類の分析－（H29-
31） 

福岡県における平常時の放射線・放射能の実態把握と上昇要因の解析（H28-30） 

PM2.5及び光化学オキシダント生成に寄与する VOC成分に関する研究（H28-30） 

大気シミュレーションモデルと新たな指標成分によるPM2.5の発生源解明（H30-32） 

生物応答を用いた水質評価に関する研究（H28-30） 

季別運転を行う下水処理場の放流水に含まれる栄養塩類の動態に関する研究（H30-32） 

廃棄物処分場における浸透水の微生物群集構造適正管理に関する研究（H29-31） 

英彦山ブナ林生態系の保全・復元に関する研究（H28-30） 

県民参加型の生物多様性調査マニュアルの開発（H29-31） 

侵略的外来種の防除手法に関する研究（H29-31） 

 
工業技術センター 

 

非定常系における熱交換器の設計技術の開発（H29-30） 

高圧水素耐性ゴムの高機能化（H30-31） 

農林業総合試験場 

施設バラにおける天敵を活用したナミハダニ防除体系の確立（H28-30） 

ＬＥＤを活用した衛生害虫防除技術の開発（H29-30） 

シカモニタリング調査（H24～) 

若齢造林地におけるシカ被害対策の高度化（H29-32） 

スギ花粉発生源調査（H18-） 

荒廃森林再生事業効果調査（H21-） 

松くい虫の防除に関する調査（S48-） 

広葉樹を用いた海岸林再生技術の確立（H27-30） 

樹木根系の分布特性の多様性を考慮した防災林配置技術の開発（H29-31） 

水産海洋技術センター 

藻場の変遷と増殖手法に関する研究（H29-31） 

唐津湾におけるギムノディニウム・カテナータムの出現及び毒化に関する研究（H29-31） 

豊前海における水質環境の長期変動に関する研究（H28-30） 

内湾域の富栄養化等に関する調査及び研究（H17-） 

指定海域の水質基準達成状況の調査（S52-） 

干潟域の生物生産に関する調査及び研究（H21-） 

覆砂等による干潟環境改善に関する調査（S62-） 

県内主要河川等での水質環境及び生物分布に関する調査（S51-） 

河川における外来生物の駆除に関する調査（H14-） 

赤潮発生に関する調査及び研究（S51-） 

貝毒による被害防止に関する調査（S51-） 

 

２ 事業者における技術開発の支援 

(1) 福岡水素エネルギー戦略会議 

【新産業振興課】 

福岡水素エネルギー戦略会議は、平成 16

（2004）年 8月に、本県と九州大学が中心とな

って設立されました。水素エネルギー分野にお

けるオールジャパンの産学官が一体となり、研

究開発や、水素人材の育成、水素エネルギー新

産業の育成集積などに取り組んでいます。 

 

第８章 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり 

 

 

 

 

 

 

 

◆目指す姿                                      

○ 県民誰もが環境負荷の少ない行動を実践することで、持続可能な社会を実現している暮らし

やすい地域。 

○ 個々に行われていた環境教育・環境学習等が広がり、地域に根差した環境保全の取組のネッ

トワークが拡大した社会。 

○ ニーズに応じた環境関連情報が行き渡り、各主体が積極的に地域課題解決に向け連携してい

る社会。 

○ 経済・社会活動が「環境」をキーワードにして動き、豊かな環境を持続的に利用できている

県民幸福度日本一の福岡県。 

 

◆指標の状況                                            

指標項目 
目標 

（2022年度） 

計画策定時 

（平成 28（2016）年度） 
備考 

福岡県環境ウェブサイト

アクセス数 

900,000件 

（2022年度） 

816,093件 

（平成 28（2016）年度） 

約 10％の増加を目

指す。 

こどもエコクラブ市町村

事務局登録数 

30市町村 

（2022年度） 

13市 

（平成 28（2016）年度） 

市町村数の 50％の

登録を目指す。 

環境講座・環境イベント

等の開催数 

2,013件以上 

（2022年度） 

2,013件 

（平成 28（2016）年度） 
増加を目指す。 

 

  

第 8章では、持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくりの取組について掲載し

ています。本県では、今日の環境問題を解決するために、県民・事業者の自主的な環境保全活

動を促進するための取組を実施するとともに、環境教育の推進や環境啓発活動の実施等によ

り、県民の環境保全に対する意識を高めるため、様々な施策を行っています。 


