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第１部 総説 第１章 宮崎市の概要

第1部 総 説

第1章  宮崎市の概要

１ 沿 革

宮崎市は、大正13年4月1日に宮崎郡宮崎町、大淀町および大宮村の廃置分合を行い、市制

を施行しました。市制施行当時の人口は42,920人、面積は45.15㎢でした。

その後、平成10年4月 1日には、政令指定都市に次ぐ事務権限をもつ中核市に移行し、平

成18年１月１日に佐土原、田野、高岡の3町を、さらに平成22年 3月 23日には清武町を編

入合併し、人口約40万人、面積644.61㎢の県都として新たなスタートを切り、なお一層市民

に密着した市政を目指し、南九州の中核都市にふさわしい特色あるまちづくりを進めています。

２ 自然条件

（１）気候

本市の気候の特徴は、南海気候区に属する温暖な地域であり、黒潮の影響で寒暖の差が比較

的小さく、また、全国的に降水の多い地域でありながら、日照時間が長いのも特徴です。

資料：気象庁「日本気候表」観測地点はおおむね県庁所在都市

「2015年の値」については、「宮崎市みにミニ統計」による。

（２）位置・地形等

本市は、宮崎県のほぼ中央に位置し、東は、約47㎞の風光明媚な砂浜と波状岩の海岸線とな

っており、西は小林市・都城市・三股町と、南は日南市と、北は新富町・西都市・国富町・綾

町とそれぞれ接しています。

地形はおおむね平坦で、中央に広がる宮崎平野を囲むように北部から西部にかけて丘陵を連

ね、南部も双石山系が東西に連なり海岸に迫っています。

河川は、一級河川45本、二級河川43本、準用河川32本があり、流路延長※は、666.397㎞

に及びます。

※ 流路延長は、起終点延長の合計延長です。

快晴日数（平年値） 平均気温 降水量（平年値） 日照時間（平年値） 備考

57.0日

（全国3位）

17.0℃

（全国3位）

2,434.6㎜

（全国3位）

2,103時間

（全国3位）

1961年～1990年の平

均値

54.3日

（全国3位）

17.2℃

（全国3位）

2,457.0㎜

（全国3位）

2,108時間

（全国3位）

1971年～2000年の平

均値

52.7日

（全国2位）

17.4℃

（全国3位）

2,508.5㎜

（全国2位）

2,116時間

（全国3位）

1981年～2010年の平

均値

17.7℃ 3,193.0㎜ 1,966.5時間 2015年の値
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第１部 総説 第１章 宮崎市の概要

３ 社会経済の現況

（１）人口

平成 27 年 10 月 1 日現在の本市の人口は、

401,156人（男：188,149人、女：213,007人）と

なっています。

大正13年の市政施行時には約4万人でしたが、

その後、市域の拡大や自然増、社会増で平成7年

には 30 万人を超え、平成 18 年 1 月及び平成 22

年3月の合併により約40万人となりました。

平成22年以降緩やかに増加していましたが、平

成27年は、前年同月比約0.32％（1,277人）減少

しています。

また、平成 27 年 10 月 1 日現在の世帯数は、

175,360世帯で、同年同月比約0.92％（1,633世帯）減少しています。

（２）交通

道路網は、高速道路と中心市街地から周辺部へ延びる放射状の道路やこれを補完する環状線

や生活道路から構成されています。

鉄道は、ＪＲ日豊本線、ＪＲ日南線が市街地の中央部を南北に縦断しています。

また、宮崎港は、昭和48年に重要港湾に指定され、南九州の物流拠点となっており、平成

26年10月にフェリー航路が大阪から神戸へ変更となっています。

航空路は、東京(羽田)、大阪(伊丹･関西）、名古屋(中部)、福岡、沖縄の各路線と、国際線は

ソウル、台北の各路線に加え、平成27年3月に香港との路線が開設されています。

自動車台数は、貨物自動車台数は減少傾向に、軽自動車台数は増加傾向にあります。

【市内自動車台数】 （単位：台）

※ 軽自動車を除く自動車については各年3月末現在（九州運輸局宮崎運輸支局）

※ 軽自動車については各年度4月1日現在（市民税課）

（３）産業

平成22年実施の国勢調査によると、産業別就業者割合は、第1次産業が5.1%、第2次産業

が15.4%、第3次産業が72.9%となっています。平成17年実施の国勢調査結果に比べ、どの産

業人口も減少傾向となっていますが、分類不能の職種が増えたことにより、総数は増加してい

ます。

（４）土地利用

市域の総面積は643.67㎢（平成26年10月1日国土地理院改測）で、地目別土地面積は、宅

地面積が55.99 ㎢ 、田畑面積が104.29 ㎢、山林・原野等の面積が217.89 ㎢、雑種地面積が

21.72㎢などとなっています。森林は、旧宮崎市域南部、旧4町域に広く分布しており、田畑

年 貨物自動車 乗合自動車 乗用自動車 特種(殊)用途車 軽自動車

平成23 20,294 757 132,104 4,863 163,738

24 19,899 773 132,676 4,890 165,907

25 19,592 780 132,229 4,913 168,948

26 19,440 786 132,317 5,025 172,628

27 19,416 802 131,477 5,104 175,974
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注：平成27年は国勢調査速報値
それ以前は国勢調査年の10月1日現在
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第１部 総説 第１章 宮崎市の概要

は市街地を囲むように周辺に分布し、市街地の形状は、橘通を中心としてほぼ同心円状にまと

まっています。

※ 宅地、田畑、山林・原野、雑種地等の面積は、宮崎市みにミニ統計（平成28年8月発行）より。

（５）都市計画区域等面積

本市は、平成18年及び平成22年の隣接4町との合併を経て、宮崎広域都市計画区域（線引

き）と田野都市計画区域（非線引き）の2つの都市計画区域が併存しています。

計画的なまちづくりを進めるために定められている用途地域の状況は、宮崎広域都市計画区

域約27,578haのうち、約6,252ha（都市計画区域の約23％）、田野都市計画区域約765haのう

ち、約235ha（都市計画区域の約31％）です。
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第１部 総説 第２章 環境行政の推進

第２章 環境行政の推進

１ 宮崎市環境基本条例の制定

（１）制定の背景

産業経済の発展と生活水準の向上による、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動は、

本市においても変わることなく、更には、宅地開発等の大規模開発によって私たちの周りから

豊かな緑や清らかな水辺など身近な自然が失われつつあります。

また、地球の温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨等に見られる地球規模の環境問題は、普段の

事業活動や日常生活が原因となっているものが大部分を占めており、従来のような規制を中心

とした対応では解決が困難な状況となっています。

そのようなことから、環境保全施策の基本的な考え方や方向性を明確にする必要があり、市

では、環境保全に関する基本理念や市民、事業者、市の責務を明らかにするとともに、環境保

全に関する施策の基本となる事項を定めた「宮崎市環境基本条例」を平成9年3月に制定し、

同年4月1日から施行しています。

（２）環境基本条例の構成

条例は、4つの章から構成されています。

第1章は、総則として第1条から第6条まであり、それぞれ、目的、定義、基本理念、市の

責務、事業者の責務、市民の責務を定めています。他の条例にない基本理念を定めているのが

特色であり、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともにこれを将来の世代に継承するこ

と、及び全ての者の公平な役割分担の下に環境への負荷の少ない持続的発展が可能な都市を構

築すること、地球環境の保全はすべての者が事業活動や日常生活において積極的に推進されな

ければならないことを謳っています。

第2章は、第7条から第20条までの14条で構成され、施策の基本方針として、市民の健康

の保護と快適な生活環境の確保、自然環境の体系的な保全と生態系の確保、人と自然の豊かな

ふれあいが保たれ快適な環境が保全されるための環境の保全に関する事項の確保をうたい、環

境の保全のための基本的な施策を規定しています。また、環境の保全に関する長期的な目標及

び施策の方向を示す環境基本計画の策定も規定しています。

第3章は、第21条のみからなり、地球環境の保全に資する施策の推進について規定してい

ます。

第4章は、第22条から第29条までの8条で構成され、宮崎市環境審議会の設置とその内容

を定めています。
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第１部 総説 第２章 環境行政の推進

宮崎市環境基本条例のあらまし

第１章 総則

（第1条から第6条）

（第1条）目的

・環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること

・現在と将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること

（第2条）定義

（第3条）基本理念

市、事業者及び市民の

健全で恵み豊かな 公平な役割分担下での 地球環境保全の

環境の恵沢の享受 環境への負荷の小さい 積極的な推進

と自然との共生 持続的に発展する都市

構築

（第4条）

市の責務

（第5条）

事業者の責務

（第6条）

市民の責務

第２章 環境の保全に関する基本的施策

（第7条から第20条） （第10条）施策の策定等に当たっての配慮

（第11条）規制の措置

（第12条）経済的措置等

（第13条）環境の保全に関する施設の整備等

（第14条）資源の循環的な利用等の促進

（第15条）環境の保全に関する教育、学習等

（第16条）市民等の自発的な活動の促進

（第17条）情報の収集及び提供

（第18条）市民等の参加及び協力の促進

（第19条）調査及び研究の実施

（第20条）監視等の体制の整備

（第7条）

施策の基本方針

（第8条）

環境基本計画の策定

（第9条）

環境の状況等の公表

第３章 地球環境の保全の推進等

（第21条）

第４章 宮崎市環境審議会

（第22条から第29条）

（第22条）設置

（第23条）組織

（第24条）任期

（第25条）会長

（第26条）専門委員

（第27条）会議

（第28条）庶務

（第29条）委任
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第１部 総説 第２章 環境行政の推進

２ 宮崎市環境基本計画の策定と推進

（１）宮崎市環境基本計画の策定

本市では、平成9年4月に施行した「宮崎市環境基本条例」に基づき、平成10年3月に「宮

崎市環境基本計画」を策定し、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。

その後、社会経済情勢や市民意識の変化、本計画の進捗状況を踏まえ、平成16年3月に計画

の見直しを行い、「宮崎市環境基本計画（一部改訂計画）」を策定しました。

さらに、良好な自然環境や貴重な野生動植物の減少といった自然環境問題をはじめ、進行が

著しい地球温暖化問題など、本市を取り巻く複雑・多様化した環境問題に対応するとともに、

平成18年1月に合併した旧佐土原町、旧田野町、旧高岡町の環境特性にも考慮し、平成20年

3月に「宮崎市環境基本計画（第2次計画）」を策定しました。

この計画では、本市の環境の現状を整理し、市・市民・事業者それぞれの役割や行動の方向

性を示すとともに、市が取り組む施策の内容や、市民・事業者の皆様に配慮していただきたい

取り組みについて明らかにしています。さらに、取り組みの効果を確認するための評価指標を

設定するほか、地域の環境特性を踏まえた配慮事項などについてまとめています。

また、平成24年度が10年計画である「宮崎市環境基本計画（第2次計画）」の中間年度にあ

たることや、旧清武町との合併、環境問題の変化等に対応するため、「宮崎市環境基本計画（第

2次計画）一部改訂計画」を策定しました。

（２）宮崎市環境基本計画（第2次計画）の推進体制

宮崎市環境基本計画（第2次計画）を着実に推進していくためには、市、市民、事業者の各

主体が適切な役割分担のもと、協力・連携を図りながら、三者のパートナーシップにより取り

組みを進めていくことが重要です。本計画に掲げる取り組みを総合的かつ計画的に推進してい

くため、次のような体制で、各主体の協働のもと進行管理を行います。

①宮崎市環境審議会

計画の推進状況を点検・確認するうえでは、第三者的な視点からみた客観性が求められます。

そのため、市長は、環境基本条例第22条に基づき設置される環境審議会に対して、評価指標

の達成状況や施策の実施状況及びその評価について報告を行うとともに、承認を受けた後、結

果を公表します。

また、環境審議会は、計画の実効性を確保するために必要な提言を行うとともに、市長から

諮問があった場合には、計画の見直し等について調査・審議及び答申を行います。

②庁内組織

計画に掲げる施策を着実かつ効果的に推進するためには、各部局が率先して施策に取り組む

とともに、それらの実施状況や評価指標の達成状況などを点検・評価するための横断的な組織

が必要であることから、庁内組織を管理部門と実行部門に分け効果的に施策の推進を図ります。

管理部門として、環境管理責任者（環境部長）は、施策・事業の実施方針等に基づき、実行

部門に必要な指示等を行い、実行部門が設定・策定した環境目的、環境目標及び実施計画を集

約し、環境基本計画推進庁内会議（以下「推進会議」という。）に提案・報告するとともに、環

境目的、環境目標の達成状況及び実施計画の進捗状況等を推進会議に報告します。

また、推進会議においては、計画に位置づけた施策の環境目的、環境目標を決定し、施策の

実施状況の評価を行うとともに、必要な場合は施策・事業の実施方針等を検討します。

さらに、環境管理総括者（市長）が、推進会議の検討結果を踏まえて施策・事業の実施方針

等を決定し、公表します。
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第１部 総説 第２章 環境行政の推進

実行部門として、計画に位置づけた施策の担当部署が位置づけられ、施策の環境目的、環境

目標を設定するとともに実施計画を策定し、施策・事業を実施します。また、それらの達成状

況及び進捗状況を把握・確認し、環境管理責任者に報告します。

③市民・事業者

市民や事業者は、評価指標の達成状況や施策・事業の実施状況などに関する評価に対して意

見を述べるなど、計画の推進に積極的に関わりをもつことが期待されます。そのため、市は環

境基本条例第9条、第17条に基づき、計画の進捗状況や環境審議会での審議内容、本市の環境

の状況等に関する調査結果などの環境情報を適切に提供します。

（３）宮崎市環境基本計画（第2次計画）の進行管理

①施策の進行管理

本計画を着実に推進し、環境の継続的な改善を図るため、各施策の環境目的、環境目標を実

現するまでの具体的なプロセスを示した実施計画を策定し、環境管理システムの基本的なサイ

クル（PDCA）を運用して進捗管理や評価を行います。

②評価指標の管理

本計画の進捗状況を把握・確認するため、評価指標の達成状況を定期的に点検・評価します。

※ 評価指標の種類として、「環境指標」と「活動指標」を定めている。

・環境指標・・・「望ましい環境像」の実現に向けて、計画期間内に達成すべき長期

的目標の達成状況を評価するための成果指標

・活動指標・・・長期的目標及び重点目標を達成するために取り組まれる関連施策の

進捗状況などを定量的に評価するための活動レベルの指標
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第１部 総説 第 3章 環境保全の体制と推進

第３章 環境保全の体制と推進

１ 行政組織

本市の環境行政組織においては、昭和39年の都城、小林方面の澱粉工場排水による川魚の

大量のへい死や水道水のにごりなどの発生を契機に、公害問題に関する機運が高まってきまし

た。また、昭和45年の第64回臨時国会における水質汚濁防止法等公害関係の法整備の充実、

昭和46年 7月の環境庁設置法などの国における公害対策の一元化が図られるといった状況の

中、本市では、昭和45年に専任職員の配置や公害安全係の設置などを行うとともに、昭和47

年10月には「宮崎市公害防止条例」を制定して公害の発生防止に努めてきました。

昭和48年に企画部、昭和58年生活保健部、平成9年環境部へと大きな機構改革を行い、公

害問題から、複雑、多様化する環境問題に対応しています。

【行政機構の変遷】

年月日 組 織 及 び 人 員

昭和42.6.30以前 商工開発課で公害対策を行う。

昭和42. 7. 1
総務課防災係と統合、兼任で3名配置する。

清掃課を75名で新設。

昭和45. 4. 1 総務部総務課防災係に公害対策の専任職員1名を配置する。

昭和45. 9. 1 総務部総務課公害安全係を新設

昭和48. 8. 1 企画部に公害対策課を新設し、公害係を設置

昭和49. 9. 1 清掃工場を課相当へ昇格

昭和50. 4. 1 企画部公害対策課に公害対策係と環境保全係を設置

昭和52. 4. 1 清掃部を新設

昭和54. 4. 1
企画部公害対策課を公害交通課に名称変更、清掃部に清掃企画室を新設、し尿処理

場を課相当へ昇格、し尿処理場を衛生処理センターへ名称変更

昭和58. 6. 1 生活保健部に統合し、公害交通課に公害対策係、環境保全係を設置

昭和62. 4. 1

清掃部を環境事業部に名称変更、清掃課を環境管理課と環境業務課に分離、清掃企

画室を環境管理課に統合、清掃工場を環境美化センターに名称変更

公害交通課を市民部に統合し、公害対策係、環境保全係を設置

平成 9. 4. 1
環境事業部を環境部に名称変更、市民部公害交通課及び環境事業部環境管理課を廃

止し、環境部に環境保全課と施設整備室を新設

平成10. 4. 1 中核市移行に伴い、環境保全課に環境対策係を設置
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２ 付属機関等

（１）宮崎市環境審議会

宮崎市環境基本条例第22条の規定により平成9年6月に設置し、本市における環境の保全に

関する基本的な事項を調査審議しています。

平成27年度は、平成27年8月28日に開催し、「平成26年度宮崎市環境基本計画（第2次計

画）一部改訂計画に基づく施策の実施状況の評価」、「平成27年度宮崎市環境基本計画（第2

次計画）一部改訂計画に基づく施策の目的・目標の設定」について審議しています。

（２）宮崎市廃棄物減量等推進審議会

宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例第7条の規定により、廃棄物の

適正処理、減量化及び資源化等に関する事項について審議しています。なお、市民の意見を広

く反映させるために、一部委員の公募制を導入しています。

平成27年度は、平成27年9月18日と平成28年2月10日に開催しています。

（３）宮崎市公害対策連絡会議

本市における公害対策事務の円滑な推進を図るために昭和44年12月12日に設置しています。

（４）宮崎市環境基本計画推進庁内会議

宮崎市環境基本計画に基づき、環境保全に関する施策を総合的に推進するために、副市長、

部局長で構成する推進会議を設置しており、下部組織として、調整課長で組織する幹事会があ

ります。また、計画の推進に関する事項について専門的に調査・研究を行う係長級の職員で組

織する作業部会も置くことができるようになっています。

平成11. 4. 1

衛生処理センターと施設整備室を統合し、環境施設課を新設

環境保全課（管理係、環境保全係、環境対策係）、環境業務課（管理係、ごみ減量

係、業務係、南部事務所、中部事務所、東部事務所）、環境施設課（管理係、施設

係、建設係）、環境美化センター（計画管理係、施設維持係）の4課

平成12. 4. 1
環境美化センターを環境施設課に統合し、環境保全課、環境業務課、環境施設課

の3課

平成19. 4. 1

環境施設課を廃止し、廃棄物対策課として新設、環境保全課（環境企画係、大気

騒音係、水質保全係）、環境業務課（管理係、ごみ減量係、業務係、南部事務所、

中部事務所、東部事務所）、廃棄物対策課（管理係、一般廃棄物係、産業廃棄物係、

施設係）の3課

平成21. 4. 1 廃棄物対策課に監視指導係を設置

平成22. 4. 1 廃棄物対策課に浄化槽係を設置

平成24. 4. 1 中部事務所を廃止 ごみ減量係からリサイクル係に名称変更

平成27. 4. 1 東部事務所を廃止 環境保全課に管理係を設置

平成28. 4. 1 廃棄物対策課浄化槽係を生活排水係に名称変更
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平成27年度は、平成27年7月17日に幹事会を、平成27年7月31日に庁内会議を開催し、

「平成26年度宮崎市環境基本計画（第2次計画）一部改訂計画に基づく施策の実施状況の評価」、

「平成27年度宮崎市環境基本計画（第2次計画）一部改訂計画に基づく施策の目的・目標の設

定」について協議しています。
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