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2.2 海岸漂着物及び有害物質の影響と対策方針の検討 

海岸漂着物に含まれる有害物質の問題については、平成 25 年度沖縄県事業で開催した

協議会において調査研究事例等の情報収集を、平成 26 年度沖縄県事業では関連情報の収

集整理及び海岸生態系に配慮した適切な海岸漂着物の回収方法案を検討している。 
本事業では引続き、海岸漂着物とこれに含まれる有害物質の影響に係る情報収集と影

響の可能性を評価した上で、その対策方針について検討した。 
 

2.2.1 目的 

本事業では、県内の海岸生態系へ海岸漂着物とこれに含まれる有害物質が及ぼす影響

について、既存資料や専門家等からの情報を基に整理する。また、特に海岸に生息する

生物への影響については、県内海岸に生息する小型甲殻類等の個体分析等を実施した上

で、可能な限り具体的な影響項目や影響要因等について整理・検討する。更には県内の

海岸生態系への海岸漂着物とこれに含まれる有害物質が及ぼす影響の可能性を踏まえ、

地域計画に沿った有効な対策方針を検討する。 
 

2.2.2 実施概要 

本事業の実施項目・行程は以下①～⑥のとおりとした。 
 
【海岸漂着物及び有害物質の影響検討】 
①海岸漂着物及び有害物質が及ぼす影響に係る情報収集整理 
②海岸に生息する生物への影響に係る分析調査 
③海岸漂着物に含まれる有害物質による影響の可能性検討 
④海岸漂着物に含まれる有害物質の県内における拡散の可能性検討 
 
【地域計画に沿った対策方針の検討】 
⑤生態系への影響を踏まえた対策方針検討 
 
なお、昨年度の平成 26 年度沖縄県海岸漂着物地域対策推進事業（以下「平成 26 年度

事業」という。）においては、残留性有機汚染物質（PCBs※1 及び PBDEs※2）及び重

金属類を対象に有害性や海岸漂着及び海洋漂流プラスチック中の混入に係る基礎的な情

報整理、様々な種類の海岸漂着物に含まれる重金属類の分析結果に係る情報収集、県内

の海岸環境への海岸漂着物の影響についての情報収集を行い、更には県内の海岸に生息

するオカヤドカリ属 2 種の体内に取込まれた残留性有機汚染物質（PCBs 及び PBDEs）
及び重金属類の予備的な分析調査を実施している。そして、そのオカヤドカリ属 2 種か

らは PBDEs・PCBs・重金属類が検出されており、海岸漂着物に含まれる有害物質の海

岸生態系への影響の可能性が示唆されている。 
本事業においては、平成 26 年度事業の実施結果を踏まえ、海岸漂着物に含まれる有害

物質の影響を継続・発展的に調査検討する方針とすることから、詳細については後述す

るが、海岸漂着物に含まれる有害物質の対象を PBDEs・PCBs・重金属類とし、その影

響を調査・分析するための主な海岸生息種としてオカヤドカリ属、スナガニ属を選定し

た。 
本事業で主な対象とした有害物質の概要を表 7 に、有害物質の影響検討対象種を表 8

に示す。 
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表 7 本事業で主な対象とした有害物質の概要 

対象物質 概要 

残留性 

有機汚染物質 

【生物への有害性】 

残留性有機汚染物質（POPs: Persistent Organic Pollutants）は、難分解性、生

物蓄積性、長距離移動性、有害性を持つ有機汚染物質であり、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）において、製造及び使用の廃絶・制

限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等が規定されている。 

残留性有機汚染物質は環境中で分解しにくく、また水に溶けにくく油に溶けやす

い性質を持つ。このため、生物に取り込まれると、体内でも分解しにくいため、

脂肪に蓄積していく。また、食物連鎖を通じた生物濃縮によって、特に捕食者の

頂点にいるような生物から高濃度で検出される。 

代表的な物質としては、トランス、コンデンサ等の絶縁油、熱媒体等で広く使わ

れてきたポリ塩化ビフェニル（以下、「PCBs」という。）、農薬やマラリア予防

の殺虫剤に使用される DDT、燃焼の副生成物等として非意図的に発生するダイオ

キシン類等がある。 

PCBs や DDT は、内分泌かく乱作用による生殖器官や繁殖能力の異常、免疫不全等

の影響を及ぼすことが疑われている。米国のハゲワシの減少、雄アリゲーターの

ペニス異常、カモメの生殖異常、バルト海およびワッデン海のアザラシの生殖や

免疫機能の低下等の事例との関連が指摘されている。 

 

【本事業における主な対象物質】 

PCBs：ポリ塩化ビフェニルを示す。PCBs は絶縁性、不燃性等の特性を有し、トラ

ンスやコンデンサ等の用途で使用され、難分解性、生物への蓄積性、毒性等を有

する。 

PBDEs：ポリ臭素化ジフェニルエーテルを示す。PBDEs は難燃剤としてプラスチッ

クに添加され、難分解性、生物への蓄積性、毒性等を有する。 

重金属類 

【生物への有害性】 

重金属類は、比重が 4～5以上の金属元素の総称であり、カドミウム、鉛、亜鉛、

銅、マンガン、鉄、コバルト等が含まれる。 

一部の重金属は、生体にとって必要な必須元素であり、生体内にも極微量ながら

存在している。しかしながら、過剰な摂取により毒性を示すことが知られている。

重金属の毒性は元素種によって異なり、その曝露の状態や化学形態にも大きく作

用される。 

例えば、イタイイタイ病の原因物質としても知られているカドミウムは、腎臓に

高濃度で蓄積し、骨への影響のほか、腎臓障害、生殖障害、内分泌かく乱作用、

循環器障害、発がん性を有する。また、鉛は、腹部の疝痛や、運動神経の麻痺、

貧血、腎臓障害、そして中枢神経障害が知られており、狩猟で使用される鉛弾の

野生生物への影響（特に野鳥の誤飲による鉛中毒死）が問題となっている。 

 

【本事業における主な対象物質（生物毒性が懸念される 14 元素）】 

プラスチックの着色顔料（6 元素）：鉛（Pb）、亜鉛（Zn）、カドミウム（Cd）、

クロム（Cr）セレン（Se）、アンチモン（Sb） 

プラスチックの難燃剤（3元素）：アンチモン（Sb）、アルミニウム（Al）、マ

グネシウム（Mg） 

その他生物毒性（6 元素）：銅（Cu）、ニッケル（Ni）、スズ（Sn）、マンガン

（Mn）、バリウム（Ba）、ヒ素（As） 
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表 8 本事業における主な有害物質の影響検討対象種 

対象種 概要 

オカヤドカリ属 

 オカヤドカリ属は、国の天然記念物に指定されている甲殻類である。世界の熱帯・亜

熱帯域に十数種類が生息しており、日本国内では、和歌山県以南に７種、沖縄県には６

種（オカヤドカリ、ナキオカヤドカリ、ムラサキオカヤドカリ、オオナキオカヤドカリ、

コムラサキオカヤドカリ、サキシマオカヤドカリ）が分布している。 

 オカヤドカリ属は、主に海岸や海岸林の近くに生息している。産卵（放幼）のため一

時的に海に下りるが、幼生期を海で過ごし陸に上がった後、陸上で生活する。 

オカヤドカリ属は雑食性であり、基本的に有機物は何でも食べる。このため海岸の「掃

除屋」としての役割を果たしている。 

 

ムラサキオカヤドカリ（H27 年 12 月伊江島で撮影） 

スナガニ属 

 十脚目（エビ目）スナガニ科に属し、日本では東北地方以南、日本以外では東アジア

の熱帯・温帯域に広く分布する。日本には 3種類が分布するが、そのうち沖縄県内には

ミナミスナガニ、ツノメガニの 2種が分布する。 

 砂浜に生息し、満潮線付近に数十 cm～1m ほどの深い巣穴を掘る。巣穴の周囲は掘っ

た砂を薄く積み上げ、大きくていびつな砂団子が見られる。また、放棄された巣穴の周

囲は砂が乾いているが、主がいる巣穴の周囲は砂が湿っているので区別できる。 

 夜に砂浜を徘徊し、動物の死体や藻類などを食べる。また、砂浜に生息する小動物も

捕食し、孵化したばかりのウミガメの子どもを捕食することもある。 

 

ツノメガニ（H27 年 11 月西表島で撮影） 
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2.2.3 海岸漂着物及び有害物質が及ぼす影響に係る情報収集整理 

(1) 情報収集整理方法 

情報収集整理方法は、表 9 に示す A～C の条件により、2015 年以降の新しい情報を主

体に実施した。 

表 9 情報収集整理の条件及び項目 

条件 分類 内容 文献の内容例 

海ゴミの有害物質が海岸に及ぼす影響に関する文献 

A 海岸に漂着したゴミの有

害物質に関する文献 

・有害物質の種類：PCBs、PBDEs、

重金属類、その他汚染物質 

海岸に漂着したレジンペレ

ットから PCB が検出された 

海ゴミが生物に及ぼす影響に関する文献 

B 生物がゴミを取り込み、有

害物質に曝露されている

文献 

・有害物質の種類：PCB、PBDE、

重金属、その他物質 

・生物種（カニ、イルカ等） 

 

C 生物がゴミを取り込んで

いることに関する文献 

・生物種（カニ、イルカ等） カニからマイクロプラスチ

ックが検出された。 

 不要な文献 

 海岸に漂着したゴミの量・種類に関する文献 

 海洋を漂っているゴミの有害物質に関する文献 

 
 

(2) 情報収集整理の結果 

前出表 9 に示す A～C の条件により、2015 年以降で全 56 件の文献等の情報を収集し

た。条件別の情報収集結果を表 10 に示す。 
 

表 10 条件別の情報収集結果 

環境要素 条件   情報数 

海岸 A 化学物質 PCBs 3 

   PBDEs 0 

   重金属類 0 

   その他汚染物質 5 

生物 B 化学物質 PCBs 1 

   PBDEs 3 

   重金属類 0 

   その他汚染物質 5 

 C 取り込み  39 
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① 条件 A（海岸に漂着したゴミの有害物質に関する文献） 

条件 A（海岸に漂着したゴミの有害物質に関する文献）については 5 件・8 情報を収

集した。 
収集した情報のうち、漂着プラスチックレジンペレットの PCBs 等残留性有機汚染物

質の分析事例が 3 件であった。なお、平成 26 年度事業においては、海岸漂着及び海洋漂

流プラスチック中の PCBs 及び PBDEs 濃度の分析・整理事例として、「高田ら(2014)
プラスチックが媒介する有害化学物質の海洋生物への曝露と移行，海洋と生物，第 36 巻，

第 6 号」を事業報告書において引用している。 
また、重金属類については有効な情報を得られていないが、平成 26 年度事業において

は、防衛大学校・山口晴幸名誉教授の協力による「漂着ゴミからの有害化学物質による

海岸汚染リスクの検証・評価に関する調査研究（2015 年 2 月）」の中で、海岸漂着物の

主にプラスチック類の種類別の重金属類の混入及び溶出量や、浜焼き砂、被覆海浜砂（ゴ

ミ下砂）、海浜砂（非ゴミ下砂）への海岸漂着物からの重金属類の溶出についてとりま

とめている。 
 

② 条件 B（生物がゴミを取り込み、有害物質に曝露されている文献） 

条件 B（生物がゴミを取り込み、有害物質に曝露されている文献）については、7 件・

9 情報を収集した。 
重金属類の取り込みに関する文献は無かったが、残留性有機汚染物質の取込みと体内

移行については 4 件あり、その内訳は軟体動物 1 例、甲殻類 1 例、甲殻類から魚類への

食物連鎖による移行が 1 例、鳥類 1 例であった。また、海鳥の尾脂腺に含まれる可塑剤

を検出することによるプラスチックへのばく露状況を把握する手法の開発が 1 例あった。 
 

③ 条件 C（生物がゴミを取り込んでいることに関する文献） 

条件 C（生物がゴミを取り込んでいることに関する文献）については、39 件・39 情報

を収集した。 
これらのうち、野外実験の 22 例については、マイクロプラスチックの体内取込みの確

認事例が多く、その影響について論じられていないものが殆どである。一方で、実験室

レベルの 14 事例の中には、マイクロプラスチックによる暴露から体内取込みの影響が確

認された事例も含まれ、例えばマガキの生殖能力の低下、外洋性カイアシ類の孵化率の

低下、ハゼの捕食能力および効率の低下、ヨーロピアンシーバスの腸管末端部分の病理

学的な変形等があげられる。ただし、体内への取込みは確認されたものの特に影響が認

められないまま排出されたという事例もある。本事業の対象種に近いシオマネキ（Uca 
rapax）をポリスチレンマイクロプラスチックに 2 か月間ばく露した実験では、実験用マ

イクロプラスチックとして新品ペレットを 2 週間、汚染された地点あるいはきれいな地

点の環境水にさらした後 180-250µm に粉砕し使用しているが、鰓、胃、肝膵臓からマイ

クロプラスチックが検出されたが、ばく露量や事前にさらした環境による有意な検出量

の違いは見られていない。 
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2.2.4 海岸に生息する生物への影響に係る分析調査 

(3) 調査の概要 

オカヤドカリ類は、沖縄県の海岸に普遍的に生息している甲殻類であるが、近年では

海岸に漂着したプラスチック片を誤食している場面が海岸清掃ボランティアや専門家に

よりたびたび目撃されており、その影響が懸念されることから、平成 26 年度事業では多

良間島と伊良部島の海岸に生息するオカヤドカリの筋肉と内臓に含まれる有害物質（重

金属類・PCBs・PBDEs）について、予備的な分析調査を実施している。その結果、両

地点のオカヤドカリ属 2 種から PCBs、PBDEs、重金属類が検出されており、これらは

海岸に漂着したプラスチックが曝露源となっている可能性が示唆された。 
しかしながら平成 26 年度事業では、あくまでも予備的な分析を行ったにすぎず、オカ

ヤドカリから検出された汚染物質濃度を評価できるものではなかったことから、本事業

では、県内の代表的な海岸に生息するオカヤドカリを主とした甲殻類に含まれる有害物

質の分析を行い、有害物質が検出された場合には、その汚染物質の特定と濃度評価を実

施した。分析調査の概要を表 11 に整理した。 
 

表 11 分析調査の概要 

分析対象物質 

●残留性有機汚染物質（2種類）：PCBs、PBDEs 

●重金属類（14 元素） 

・プラスチックの着色顔料（6元素）：鉛（Pb）、亜鉛（Zn）、カドミウム（Cd）、ク

ロム（Cr）、セレン（Se）、アンチモン（Sb） 

・プラスチックの難燃剤（3 元素）：アンチモン（Sb）、アルミニウム（Al）、マグ

ネシウム（Mg） 

・生物への毒性（6 元素）：銅（Cu）、ニッケル（Ni）、スズ（Sn）、マンガン（Mn）、

バリウム（Ba）、ヒ素（As） 

分析対象地域 

及び海岸 

沖縄本島地域・宮古諸島地域（宮古島・多良間島等）・八重山諸島地域（石垣島・

与那国島等）の 3地域の海岸漂着物の多い海岸と少ない海岸（計 6海岸） 

分
析
対
象 

分析対象種 

※1 

・ムラサキオカヤドカリ・ナキオカヤドカリ（県内普遍種） 

・ツノメガニあるいはミナミスナガニ（県内砂浜の普遍種）※重金属類分析のみ 

・ヤシガニ（県内食用種） 

分析部位 ・内臓※2 

分析個体数 

・ムラサキオカヤドカリは 1 海岸につき 5個体（計 30 個体） 

・ヤシガニ、ツノメガニあるいはミナミスナガニは採集できる個体の大きさに合

わせて決定する。 

分析方法※3 

●胃内容物調査 

下記分析のために甲殻類の内臓を取り出す際に、調査個体がプラスチック片等を

摂食しているかどうか胃内容物調査を行う。 

●残留性有機汚染物質 

GC-MS/MS（ガスクロマトグラフィータンデム質量分析法）あるいは GC-ECD（ガス

クロマトグラフ/電子捕獲型検出器法） 

●重金属類（微量元素） 

ICP-MS（誘導結合プラズマ質量分析法） 
※1 分析対象種の採集については沖縄県立芸術大学・藤田喜久准教授にご協力頂く。 
※2 平成 26 年度事業の分析結果から、筋肉より内臓に汚染物質が溜まりやすい傾向が認められたため、本事業
では内臓のみを対象とする。ただし、内臓は臓器別に細かく分類する事が困難なため、一括分析とする。 
※3 分析方法については、沖縄県立芸術大学・藤田喜久准教授（胃内容物調査）、東京農工大学・高田秀重教授
（残留性有機汚染物質）、渡邊泉准教授（重金属類）にご指導・ご協力頂く。 
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(4) 分析対象種の採集と取扱い等 

前項表 11 に示した分析対象種の採集については、沖縄県立芸術大学・藤田喜久准教

授の協力のもと、文化財保護法 (昭和 25 年法律第 214 号) 第 125 条第１項の規定による

現状変更許可を得た上で実施した。 
採集は平成 27 年 11 月 26 日～平成 28 年 2 月 9 日の期間に実施した。対象地域は、沖

縄本島及び周辺離島（沖縄本島・伊江島）、宮古諸島・多良間島、八重山諸島・西表島

の 3 地域とし、過去に実施された沖縄県の調査結果から海岸漂着物の多い海岸と少ない

海岸を抽出した。 
採集の主たる対象種は、ムラサキオカヤドカリ(Coenobita purpureus)、ナキオカヤド

カリ(Coenobita rugosus)、ツノメガニ(Ocypode ceratophthalmus)の３種とし、各調査

地点につき５〜10 個体を採集した。加えて、これら 3 種以外の甲殻類について可能な範

囲で採集を行った。 
採集した個体は、ムラサキオカヤドカリ 34 個体，ナキオカヤドカリ 8 個体，ツノメガ

ニ 34 個体，ヤシガニ 1 個体となった。採集対象地域及び海岸を図 19 に示す。 
 
採集した甲殻類の試料は、後述の残留性有機汚染物質及び重金属元素等の化学分析の

実施までは－30℃で保存した。分析直前に室温（約 25℃）にて解凍後、ステンレス製の

メスおよびピンセットで内臓、筋肉、中腸腺等の各組織に分けた。 
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図 19 分析対象種の採集対象地域及び海岸 
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(5) オカヤドカリ属の残留性有機汚染物質の分析結果 

分析及び分析結果の評価については、東京農工大学・高田秀重教授、田中厚資氏にご

指導・ご協力頂いた。 
 

④ 分析対象と方法 

【以下、海岸漂着物量が少ない海岸は海岸名の後に「（小）」を、多い海岸には「（多）」

を付記した。】 
 分析対象としたのはムラサキオカヤドカリの筋肉及び内臓、ナキオカヤドカリの内

臓した。両種について、多良間島の南部海岸（小）と前泊港西海岸（多）、伊江島の西

崎漁港西（少）とイシヤラ原（多）、加えて、ムラサキオカヤドカリは西表島のミミキ

リ西（少）と中野海岸（多）、ナキオカヤドカリは西表島の前泊ビーチ（少）の個体を

分析した。 
分析個体は、筋肉は地点ごとに 3 個体からおおよそ等量ずつ採取し合わせ、内臓も同

じ 3 個体から内臓全体を１個体ずつホモジナイズし、等量ずつ取ってひとつに合わせて

残留性有機汚染物質の分析に使用した。分析方法は図 20 のとおりであり、分析対象は

PCBs、PBDEs、DBDPE とした。 
 

 
図 20 残留性有機汚染物質の分析方法 
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⑤ 分析結果の概要 

ごみの多い全ての海岸において、オカヤドカリの筋肉・内臓からは高い濃度の塩化ビ

フェニル(PCBｓ)が検出され、プラスチック由来の影響と判断するのが妥当であると考

えられる。 
プラスチックの添加剤として使用されているポリ臭化ジフェニール(PBDEｓ)では、

1-6 臭素の PBDEｓ濃度は上述の PCBｓ濃度と類似した傾向が窺われたが、7-10 臭素の

PBDEｓ濃度にはごみ量や海岸地点の傾向が認められず，また、ほとんど検出限界値に

近い値であった。 
 

 
図 21 PCBs の分析結果の一例 
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(6) オカヤドカリ属の重金属元素等の分析結果 

分析及び分析結果の評価については、東京農工大学・渡邊泉准教授、齋藤 侃氏にご指

導・ご協力頂いた。 
 
①分析対象と方法 

分析対象としたのはムラサキオカヤドカリの筋肉及び内臓、ナキオカヤドカリの内臓

とした。両種について、多良間島の南部海岸（少）と前泊港西海岸（多）、伊江島の西

崎漁港西（少）とイシヤラ原（多）、加えて、ムラサキオカヤドカリは西表島のミミキ

リ西（少）と中野海岸（多）、ナキオカヤドカリは西表島の前泊ビーチ（少）の個体を

分析した。 
分析試料は、フッ素樹脂製シート上で 90℃12 時間以上乾燥させ、乳鉢を用いて粉化し

た。各試料は乾燥前に湿重量を測定し、乾燥後の乾重量を用いて含水率を算出した。 
粉化した乾燥試料は、フッ素樹脂製バイアルに約 0.100g を秤取し、61%硝酸を 2.00ml

添加後、電子レンジ用分解容器に入れて密封し、200W で 10 分間のマイクロウェーブ湿

式灰化を行った。灰化後は室温で放冷し、ADVANTEC 製 5C の濾紙を通した分解液を

ポリプロピレン製試験管に移し、超純水で約 250 倍に希釈したものを精秤後、試料溶液

とした。元素分析は、誘導結合プラズマ質量分析計 ICP-MS(Agilent，7500a)を用い内

部標準を 103Rh として後述する 35 元素の濃度測定を行った。実験の精度は繰り返し分

析で確認し、確度は SRM-1577b(National Institute of Standards and Technology, 
USA)で確認を行っている。各元素の回収率は 68.8%～148%であった。検出限界値はブ

ランクの標準偏差(SD)の 3 倍の値を用いて算出した。 
分析対象とした重金属元素等は、Li（リチウム），Na（ナトリウム），Mg（マグネ

シウム），Al（アルミニウム），K（カリウム），Ca（カルシウム），Sc（スカンジウ

ム），V（バナジウム），Cr（クロム），Mn（マンガン），Fe（鉄），Co（コバルト），

Ni（ニッケル），Cu（銅），Zn（亜鉛），Ga（ガリウム），As（ヒ素），Se（セレン），

Rb（ルビジウム），Sr（ストロンチウム），Y（イットリウム），Mo（モリブデン），

Pd（パラジウム），Cd（カドミウム），In（インジウム），Sn（スズ），Sb（アンチ

モン），Cs（セシウム），Ba（バリウム），La（ランタン），Ce（セリウム），Pt（白

金），Tl（タリウム），Pb（鉛），Bi（ビスマス）の 35 元素とした。 
 

⑥ 分析結果の概要 

ムラサキオカヤドカリの筋肉から検出された Sc, Fe, Co, Cu, Cd, Cs, Ba 濃度は，漂着

量の多い海岸で高い値となり、これは全島での共通の傾向となった。 
多良間島と伊江島では、Na, Mg, V, Mn,Ba 濃度が，漂着量の多い海岸で高い値となっ

ていた。 
多良間島でのオカヤドカリ類の場合では、漂着量の多い海岸での Cu と Cd 濃度が、筋

肉と内臓共に高い傾向であった。 
伊江島でのオカヤドカリ類の場合では、漂着量の多い海岸で Al, V, Mn, Fe, Co, Ga, Y, 

Ba, La,Ce 濃度が，筋肉と内臓共に高い傾向であった。 
西表島でのオカヤドカリ類の場合では、Fe, As,Cs 濃度が漂着量の多い海岸で高い傾向

がみられ、特に西表島では、Sc, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Y, Mo, Cs, Ba, La, Ce 濃度

が他の島の場合に比較して高く、中でも As は全体的に高濃度の傾向にあった。 
オカヤドカリ類の分析結果を総括して，プラスチック類に起因する微量元素成分は，

強毒性の重金属類等(Cu, Cd, Zn, Se, Pb, As，特に Cu と Cd)，アルカリ金属・アルカリ

土類金属(Rb, Cs, Ba，特に Ba），希土類(Sc, Y, La, Ce)の 3 タイプの元素グループから
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なっていると考えられた。 
 

 
図 22 重金属元素等の分析結果の一例（ムラサキオカヤドカリ・筋肉） 
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(7) ツノメガニの重金属元素等の分析結果 

分析及び分析結果の評価については、東京農工大学・渡邊泉准教授、齋藤 侃氏にご指

導・ご協力頂いた。 
 
①分析対象と方法 

分析対象としたのはツノメガニの中腸線及び解凍液とした。ツノメガニは、多良間島

の南部海岸（漂着量少）と前泊港東海岸（漂着量多）、西表島の月ヶ浜（少）と中野海

岸（多）、沖縄本島の屋部海岸（少）と松田海岸（多）の個体を分析した。 
分析方法は、前述のオカヤドカリ属の重金属元素等の分析と同様とした。 
 

⑦ 分析結果の概要 

多良間島、沖縄本島において、Mg, Ca, Fe, Ni, Zn, As, Sr, Y, Mo, Pd, Cd, La, Ce,Pb
濃度が、漂着量の少ない海岸に比べ多い海岸で高い結果となった。なお、Zn と As は西

表島も加え，全ての島で類似した濃度傾向を示し、これらはプラスチック由来が懸念さ

れる。 
西表島の場合では、漂着量の少ない月ヶ浜の結果では Mg, Ca, Al, Sc, Cr, Mn, Fe, Co, 

Cu, Ga, Sr, Y, Mo, Pd, Cd, Ba, La,Ce 濃度が、一方，漂着量の多い中野海岸では Li, Na, 
K, V. Ni. Zn, As, Se, Rb, In,Cs 濃度が高い傾向にあった。これらのうち特に、重金属類

の Zn, As, Se や，アルカリ金属の Cs と Rb はプラスチック由来と考えられる。 
ツノメガニではオカヤドカリ類と比較して，As と Cd，取り分け Cd 濃度が極めて高

く特異蓄積していた。 
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図 23 重金属元素等の分析結果の一例（ツノメガニ・中腸線） 
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2.2.5 海岸漂着物に含まれる有害物質による影響の可能性検討 

平成 26 年度事業で実施した県内海岸に生息するオカヤドカリ属の筋肉と内臓を対象

とした有害物質の予備的な分析では、海岸漂着物の多い海岸の個体の方が少ない海岸よ

りも体内から高い有害物質濃度値が検出される傾向がみられた。本事業においては、前

項までに述べたとおり、平成 26 年度事業で実施した分析を発展・継続し、県内 3 地域（沖

縄本島及び周辺離島、宮古諸島、八重山諸島）において漂着量の多い海岸と少ない海岸

で採集したオカヤドカリ属とツノメガニを対象として残留性有機汚染物質及び重金属類

元素の分析を行ったところ、プラスチック由来と考えられる PCBs や重金属元素等が、

漂着量の多い海岸で採集した個体において、少ない海岸に比べ高濃度で検出された。 
なお、これらの分析個体については、沖縄県立芸術大学・藤田喜久准教授のご協力に

より、有害物質の分析の前処理として、解剖と消化管内容物調査を行っており、ムラサ

キオカヤドカリとツノメガニの消化管中から、砂粒、植物片、海藻類片、昆虫類の他に

発泡スチロール片あるいはプラスチック片の人工物が確認されている。 
また、平成 26 年度事業では、防衛大学校・山口名誉教授の協力により、海岸漂着物に

含まれる重金属類に係る分析結果が整理されており、その中でプラスチック類・金属類

等の海岸漂着物には様々な重金属元素等が含まれ、これらはまた、海水や雨水等で環境

中に溶出する事が定量的に証明されている。 
これらの事から、海岸漂着物に含まれる様々な有害物質が海岸生態系へ影響を及ぼし

ている可能性は高いと判断できる。 
以上の内容を踏まえ、沖縄県立芸術大学・藤田喜久准教授がとりまとめた「海岸漂着

物および含有有害物質が海浜性十脚甲殻類に及ぼす影響評価調査報告書」（平成 27 年度

事業報告書に掲載）によれば、県内の海岸に生息する甲殻類等の体内への人工物（プラ

スチック片）及び有害物質の取込み経路は、摂餌行動による直接的な過程のみならず、

以下の過程が考えられるとしている。 
 
①海岸漂着物（プラスチックなど）の劣化等による小断片化 → 海浜性十脚甲殻類

の摂餌行動による直接的な取り込み → 含有有害物質の体内への蓄積 
②海岸漂着物（プラスチックなど）の劣化等による小断片化 → 海浜性十脚甲殻類

の鰓部への付着による取り込み → 含有有害物質の体内への蓄積 
③海岸漂着物（プラスチックなど）の含有有害物質の砂浜への溶出 → 海浜性十脚

甲殻類の摂餌行動による砂粒の取り込み 
④海岸漂着物（プラスチックなど）の含有有害物質の砂浜への溶出 → 鰓部への砂

粒の付着からの体内への取り込み 
⑤海岸漂着物（プラスチックなど）の含有有害物質の砂浜への溶出 → 海浜性十脚

甲殻類の餌生物（植物、昆虫類、打ち上げ物）の有害物質汚染 → 海浜性十脚甲

殻類の摂餌行動による直接的な取り込み → 含有有害物質の体内への蓄積 
 
更に、藤田准教授による同報告書では、本事業による一連の調査研究により、「１）

海浜性十脚甲殻類が自身の摂餌行動によって直接的にプラスチック片などの人工物を取

り込んでいること、２）海浜性十脚甲殻類の体内にプラスチック由来の可能性のある残

留性有機汚染物質や重金属が蓄積していること、が明らかとなった。今後は、有害物質

の体内への取り込み過程をより明らかにすると共に、これらの有害物質がいかに海浜生

物に影響を与えているかについての具体的な調査研究（例えば飼育下における暴露試験）

が求められる。例えば、ごく最近、沿岸性カニ類の一種が、繊維状プラスチックを体内
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に取込むと、摂餌量と成長を低減させることが明らかとなった（Watts et al., 2015）。

また、海岸には、今回対象としたオカヤドカリ類やスナガニ類だけでなく、ヨコエビ類

や昆虫類などの微小な動物や、様々な海浜植物が生息しており、これら生物の有害物質

汚染の程度を明らかにする必要があるだろう。有害化学物質については、通常、食物連

鎖の上位に位置する大型魚類やほ乳類（ヒトも含む）への影響（生物濃縮）について注

目されることが多いが、化学物質の種類によって影響を及ぼす範囲は異なるため、多様

な視点で調査研究や対策に取り組む必要があると思われる。また、海岸漂着物の海浜生

態系あるいは生物への具体的な影響を明らかにすることは、沖縄県下において、自然度

が高い海岸（＝漂着物処理に際し、人手が不足する場所）においても継続的に海岸漂着

物の処理対策を行う必要があることの一つの根拠になりうるものと思われる。」と結ん

でいる。 
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2.2.6 海岸漂着物に含まれる有害物質の県内における拡散の可能性検討 

 
海岸漂着物に含まれる有害物質の県内における拡散の可能性検討については、長期に

渡り海岸漂着物に含まれる重金属類の分析に取組まれている防衛大学校・山口名誉教授

の協力を得た。山口名誉教授がとりまとめた「漂着ゴミから誘発される有害化学物質の

定量的広域評価モデルの開発 報告書」（平成 27 年度事業報告書に掲載）によれば、以

下に示す漂着ゴミから誘発される有害化学物質の定量的広域評価モデルにより海岸漂着

物に含まれる有害物質（重金属類）の県内における溶出・拡散を推計できる（本資料で

は推計手法の工程概要のみを抜粋して記載する）。 
 

①調査海岸域のモデル化（対象海岸範囲の設定） 
②調査対象範囲の種類別・国籍別のごみ個数算出（既存の現況調査結果を活用） 
③潜在的溶出係数の定義と設定（種類別・国籍別のごみからの有害物質溶出試験結果

等を活用 
④ごみの平均的質量換算係数の導入（既存の調査結果等を活用し対象ごみ量を個数か

ら質量に換算） 
⑤調査対象範囲における有害物質の種類毎の潜在的溶出量を推計（次ページ表 13 に

この評価モデルのパラメータ設定を示す。） 
※上記の山口名誉教授による潜在的溶出量の推計方法と、沖縄県が平成 21 年度より実

施してきた海岸漂着物の現況調査（現存量、年間漂着量等）を活用し、海岸漂着物

の種類毎・重金属元素毎の潜在的溶出量が推計可能となった。 
 

なお、山口名誉教授による同報告書では、潜在的溶出量の推計に使用する重金属元素

等については、人を含め生物等に好ましくない化学物質とされ，土壌汚染基準や水質基

準などの基準値等が設けられている有害化学物質を含めることが有効と判断されること

から、表 12 に示す 13 元素を選定する事が妥当であるとしている。更には、残留性有機

汚染物質の 2 成分（PCBｓ， PBDEｓ)についても、上記評価モデルに組込むための含

有・溶出性の分析検証を進めるべきだとしている。 
 

表 12 漂着ごみによる有害化学物質の定量的広域評価モデルの対象物質（重金属元

素等） 

Cd：人体毒性 

Mn：神経障害 

Cu：生物(特に植物)への毒性 

As：猛毒 

Pb：人体毒性 

Ni：発がん性 

Sn：人体毒性 

Ti：発がん性・細胞死・機能低下 

Ba：毒物・劇物指定，神経系への影響 

Sb：毒物・劇物指定，発がん性・肝機能系障害 

Br：猛毒 

Al：神経系障害 

Zn：水生生物への毒性 
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表 13 漂着ごみによる有害化学物質の定量的広域評価モデルのパラメータ設定 
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2.2.7 生態系への影響を踏まえた対策方針検討 

沖縄県海岸漂着物対策地域計画では、「第２章 沖縄県における海岸漂着物対策を推進

するための計画」の「４．その他配慮すべき事項（４）その他技術的知見等℃ 海岸の生

態系への影響把握と対策」において、海岸漂着物による生態系への影響が指摘される場

合には、適切な情報収集等により影響を把握する事、専門家や地域関係者等の協力・助

言を得ること、影響を与える海岸漂着物の種類と発生原因等についても把握するよう努

めること、生態系への影響がある海岸漂着物等の回収は、関係機関が協力し生態系への

影響を踏まえて適切な回収体制の構築を検討する、等を求めている。 
前項までに述べてきたとおり、本事業においては、海岸漂着物に含まれる有害物質に

よる海岸生物への影響の可能性が示された。 
したがって本項では、平成 26 年度事業で検討された「海岸生態系に配慮した適切な海

岸漂着物の回収方法(案)」について、専門家や関連する行政機関等から意見を踏まえ、地

域計画に基づく対策方針とするための見直し等を行った。 
 

(1) 海岸生態系に配慮した適切な海岸漂着物の回収方法(案) 

⑧ 海岸漂着物の回収対象海岸の選定基準の見直し 

県内の殆どの地域においては、海岸清掃や回収事業の対象海岸としては観光地や地域

住民が多く利用する海岸が優先されてきた経緯がある。しかしながら、本事業の実施に

より、海岸漂着物に含まれる有害物質が海岸生態系へ与える影響が示唆された。したが

って、人の利用度に加えて豊かな海岸生態系を有するかどうかを清掃対象の選定基準に

加える必要がある。 
 

⑨ 海岸漂着物の堆積と動植物の分布を考慮した回収方法の推進 

沖縄県内の海岸形状や基質は様々であり、それぞれが持つ地形的特徴から海岸漂着物

の堆積具合も異なる。例えば、砂浜と背後の植生帯が連なった海岸では、砂浜部は海岸

漂着物の移動が顕著であるのに対し、背後の植生帯では堆積した海岸漂着物は余り移動

しない。また、海に面したマングローブ植生帯では、平成 26 年度事業で実施した調査に

より海岸漂着物の堆積状況に独特の特徴がある事がわかっている。 
これら海岸毎の海岸漂着物の堆積具合とその箇所の動植物の分布を踏まえ、海岸漂着

物の生態系への影響低減を考慮しつつ回収箇所の選択を行う必要がある。 
 

⑩ 清掃頻度の見直しと浜焼き禁止の徹底 

本事業の実施により、海岸漂着物から有害物質が浜へ溶出する、また浜焼きは溶出を

促進するため、海岸漂着物量の多い海岸については可能な限り清掃頻度を高めること、

また県内離島地域において特に多く見受けられる浜焼きの禁止の徹底に取組む必要があ

ると考えられる。 
 

(2) その他の対策(案) 

① 県内海岸の海岸漂着物対策状況の把握 

沖縄県では、国の補助金を活用し、平成 21～24 年度には「沖縄県海岸漂着物対策事業」、

平成 25～26 年度には「沖縄県海岸漂着物地域対策推進事業」、平成 27 年度には本事業

である「沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業」を実施し、その中で、海岸漂着物の回

収調査や大規模な回収事業等を実施している。これら海岸漂着物の回収実績と県内海岸

の生態系分布を整理する事により、今後の効果的な海岸漂着物の改修計画につなげる事
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ができる。 
 

② 海岸漂着物に含まれる有害物質と海岸生物の関連性検討（継続） 

本事業では、海岸漂着物に含まれる有害物質による海岸生物への影響の可能性が示さ

れたが、有害物質の分析対象を海岸に生息する甲殻類に絞って実施しているため、その

生息環境に存在する有害物質の分析は行われていない。したがって、今後は、甲殻類だ

けに限らず、その生息環境（海岸砂、後背地の土壌、生息場に漂着しているごみ等）の

分析も行う事により、海岸漂着物に含まれる有害物質と海岸生物との関係についてより

明確化できると考えられる。また、本事業で示された有害物質の海岸生物への影響可能

性の整理結果の取扱いについては、専門家を集めた協議の場をもって検討を進める必用

があると考えられる。 
 

③ 有害物質を含む海岸漂着物の将来的な取扱いに係る検討 

平成 26 年度事業及び本事業、その他文献調査等において、海岸漂着物に含まれる有害

物質の状況が明らかになってきている。現状では、県内において沖縄本島地域周辺以外

では、回収された海岸漂着物の大部分が細断後に埋立処理されている現状がある。海岸

漂着物に重金属類等の有害物質が含まれているという観点から判断すると、県内の海岸

漂着物の処理体制については、将来を見据えた見直しが必要であると思われる。 
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2.3 発生抑制対策に係る事業 

2.3.1 ワーキンググループの設置・運営 

(1) 目的 

本事業では、平成 26 年度沖縄県事業と同様に、NPO 団体等から構成される「海岸漂着

物の発生抑制対策ワーキンググループ（以下「WG」という。）」を継続運営し、平成 26

年度に示された発生抑制対策に係る課題の対応策や、後述の海外交流事業の実施内容・

開催運営方法等について協議することを目的とする。 

 

(2) ワーキンググループの構成 

WG は、平成 26年度沖縄県事業で設置した県及び地域協議会委員を中心として、発生抑制

に係る普及啓発活動の豊富な経験を有する者を構成員として選定し、効果的な発生抑制対策

及び普及啓発のための協議を行った。WG の事務局は沖縄県担当課とし、準備から開催、事後

作業までの実施支援を当企業体が行った。開催場所は那覇市内とした。海岸漂着物の発生抑

制対策に係る WG の構成を表 14 に示す。 

表 14 海岸漂着物の発生抑制対策に係る WG の構成 

●県協議会委員 

◎藤田
ふ じ た

 喜
よし

久
ひさ

 沖縄県立芸術大学 全学教育センター 准教授 

小島
こ じ ま

 あずさ 一般社団法人 JEAN 事務局長 

●沖縄本島及び周辺離島 地域協議会委員 及び 地域関係者 

木村
き む ら

 正彦
まさひこ

 恩納村「海をきれいに！」実行委員会 代表 

具志頭
ぐ し か み

 朝一
ともかず

 那覇クリーンビーチクラブ 代表 

平川
ひらかわ

 節子
せ つ こ

 NPO 法人マングローブ EE クラブ 代表理事 

鹿谷
しかたに

 麻夕
ま ゆ

 しかたに自然案内 代表 

横井
よ こ い

 謙典
けんすけ

 水中写真家／有限会社ちむちゅらさ 代表取締役 

佐藤
さ と う

 直美
な お み

 久米島ホタルの会 事務局長 

●宮古諸島 地域協議会委員 

春川
はるかわ

 京子
きょうこ

 NPO 法人宮古島 海の環境ネットワーク 共同代表理事 

●八重山諸島 地域協議会委員 

大堀
おおほり

 健司
け ん じ

 石垣島沿岸レジャー安全協議会 役員 

笠原
かさはら

 利香
り か

 海 LOVE ネットワーク事務局 実行委員長 

佐藤
さ と う

 紀子
の り こ

 石垣ビーチクリーンクラブ 代表 

徳岡
とくおか

 春美
は る み

 NPO 法人 西表島エコツーリズム協会 理事 

●教育関係者 

加藤
か と う

 淳一
じゅんいち

 
NPO 法人美ら海振興会 副会長/ ㈱パシフィック・ホスピタリティ

ー・グループエデュケーション事業部 部長 

事務局：沖縄県環境部環境整備課 

◎：WG リーダー 
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(3) 開催スケジュールと議題 

WG は、平成 27年度に 2回開催した。開催日時・場所・議題は以下のとおりである。開催状

況を図 24 に示す。 

 
●第 1回 海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループ 

  【開催日時・場所】 

平成 27 年 12 月 17 日（木）13:30～16:00 沖縄県南部合同庁舎（5階 第 1会議室） 

  【議題】 

①平成 27 年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業実施計画及び海岸漂着物の発

生抑制対策事業（案）とワーキンググループの運営について 

②平成 26年度の発生抑制に係る事業実施結果 

③沖縄県における発生抑制対策に係る課題と対応策について 

④海外交流事業の計画・運営（案）について 

●第 2回 海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループ 

  【開催日時・場所】 

平成 28 年 3 月 11 日（金）13:30～16:00 沖縄県南部合同庁舎（4階 第 1会議室） 

  【議題】 

①第 1 回海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループ議事概要(案)及びワーキン

ググループの事後打合せについて 

②海外交流事業の実施結果について 

③海岸漂着物の発生抑制対策に係る課題と対応策について 

④海岸漂着物の発生抑制対策と普及啓発に係る方針（案）について 

 

  
第 1回（平成 27 年 12 月 17 日 沖縄県南部合同庁舎 5 階第 1会議室） 

  
第 2回（平成 28 年 3月 11 日 沖縄県南部合同庁舎 4 階第 1会議室） 

図 24 海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループの開催状況 
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2.3.2 海外交流事業の計画・運営 

(1)  目的 

沖縄県内でみられる海岸漂着物は、その多くが海外由来であるものの、県内由来のものも

含まれ、特に人口の多い地域では地元から発生したものの割合が高くなる傾向がある。した

がって、海岸漂着物の発生抑制対策を進めていく上では、現状と対策に係る情報共有や普及

啓発・環境教育の取組が不可欠であり、これらを担う人材の育成と確保も必要である。また

海岸漂着物の問題は、県内だけの問題に留まらないことから、近隣諸国との情報共有と連携

を踏まえた対策を進めることも有効であると判断される。 

本事業では、平成 26年度に引続き、台湾新北市環境保護局及び台湾内の NPO 等民間団体と

海岸漂着物の現状、課題、対策について情報共有及び意見交換することにより交流を図り、

その成果を双方の環境教育や普及啓発等の活動に取り入れ海岸漂着物の発生抑制対策を推進

することを目的とした。 

 
(2)  実施方針 

沖縄県と台湾双方における海岸漂着物の発生抑制を推進するための取組として、以下の方

針で本事業を進めるものとする。 
 

・沖縄県と台湾の行政間による漂着ごみ対策に係る継続的な交流と連携 

・沖縄県と台湾の民間団体による海岸清掃活動や普及啓発・環境教育に係る継続的な交

流と連携 

 

(3)  実施工程 

平成 27 年 12 月に第 1回 WG の開催と新北市における事前協議を実施し、交流事業の開催内

容について検討を行った。交流事業は平成 28 年 1月下旬～3月に実施し、第 2回 WGにおい

て成果等の評価を実施した。 

 

 

 
図 25 平成 27 年度海外交流事業実施工程 

 

交流事業
（沖縄県那覇市）

平成27年
12月中旬

平成28年
1月下旬～2月初旬

第1回
WG※

第2回
WG※

3月上旬

交流事業の実施
内容協議

交流事業の評価

※WG:海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループ
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(4) 交流対象者及び交流団体 

本事業における主な交流対象者は、沖縄県側は沖縄県環境部環境整備課、沖縄県海岸漂着

物の発生抑制対策ワーキンググループの構成員、台湾側は新北市、TOCA（台湾海洋クリーン

アップ連盟）の他に、本年度から新たに基隆市及び花連県の行政関係者が参加した。 

 

表 15 交流対象者及び交流団体 

【沖縄県側】 

所 属 役 職 等 氏 名 

沖縄県 

NPO 等 

民間団体 

沖縄県立芸術大学 全学教育センター 准教授 藤田 喜久 

一般社団法人 JEAN 事務局長 小島 あずさ 

那覇クリーンビーチクラブ 代表 具志頭 朝一 

久米島ホタルの会 事務局長 佐藤 直美 

水中写真家 / 有限会社ちむちゅらさ 代表取締役 横井 謙典 

恩納村「海をきれいに！」実行委員会 代表 木村 正彦 

しかたに自然案内 代表 鹿谷 麻夕 

NPO 法人マングローブ EE クラブ 代表 代表 平川 節子 

特定非営利活動法人 宮古島 海の環境ネットワ
ーク 

共同代表理事 春川 京子 

石垣ビーチクリーンクラブ 代表 佐藤 紀子 

海 LOVE ネットワーク事務局 実行委員長 笠原 利香 

石垣島沿岸レジャー安全協議会  役員 大堀 健司 

特定非営利活動法人 西表島エコツーリズム協会 理事 徳岡 春美 

NPO 法人 美ら海振興会 副会長 副会長 加藤 淳一 

15 名程度 

 
【台湾側】 

所 属  所 属 

行政 

新北市政府環境保護局 
基隆市政府環境保護局 
花蓮県環境保護局 

 

台湾 
民間団体 

財団法人黑潮海洋文教基金会 
社團法人中華民國荒野保護協會 
國立海洋科技博物館展示教育組 
台湾環境資訊協會 
臺南社區大學 / 海灘廢棄物監測社 
財團法人 海洋公民基金會 

 

 

 

5 名程度  

   

   10 名程度 

 
 

(5) 実施内容 

① 交流事業の基本方針・目標・ロードマップの策定 

海外交流事業の基本方針(案)と目標及びロードマップ(案)を表 16、図 26 に示す。 

本事業では、これらの基本方針、ロードマップ案をもとに事業計画を検討した。また、ロ

ードマップ案等については、第 1回、第 2回 WG においてその内容を議論した上で、実際の交

流事業実施に反映した。 

 

 

 

 

表 16 海外交流事業の基本方針と目標（案） 
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【基本方針】 

●黒潮でつながる各地域間での問題の共有 

●黒潮でつながる各地域間の連携の確立と継続 

●各地域間での海岸漂着物削減に向けた有効な対策の検討と実行 

【全体目標】 

①沖縄・台湾・上海（例）のネットワーク確立 

②交流 3 地域のネットワークによる取組が今後発生抑制対策に取組むア

ジア諸国の手本となる 

③ネットワークを他地域にも拡げていく 

【沖縄県の目標】 

 沖縄県内の海岸漂着物の削減 

【台湾及び将来の新たな交流対象地域の目標】 

 <各地域で検討> 

 
 

 
図 26 交流事業ロードマップ(案) 
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② 実施項目 

平成 27 年度においては、前項の海外交流事業の基本方針(案)と目標及びロードマップ(案)

より「海岸漂着物の調査・研究」および「環境教育」の 2つのテーマを抽出し、発生抑制対

策をより具体的に進めるための方策について検討した。なお、交流内容を検討するにあたっ

ては、WGにおける検討結果や専門家等からの意見、指摘等を踏まえて決定した。平成 27年

度における海外交流実施項目は、表 17 のとおりである。 

 

表 17 平成 27 年度の海外交流事業実施項目 

テーマ 目 的 H27 年度実施項目 

調査・研究 

沖縄、台湾及びその他の地域

で共通のモニタリングを実施

し、調査データを環境教育や発

生抑制等に活用する。 

●モニタリング手法の検討 

 ⇒モニタリングの活用方法、それに必要なデータの種

類（海岸漂着物の数、量等）、調査手法の検討 

●調査手法についての情報共有と意見交換のための合

同海岸調査 

 ⇒沖縄県の調査手法の情報提供（ICC 等との手法の違

い・沖縄県の工夫等）。 

環境教育 
台湾と沖縄の環境教育に関す

る情報交換とノウハウの共有 
●各団体の取り組み紹介とノウハウ共有 

 （環境教育の目的、方法及び効果・反応） 

 
(6)  スケジュール 

海外交流事業の開催スケジュールは、表 18のとおりである。3日間の期間中、1日目にオ

リエンテーションによる情報交換、2日目にモニタリング手法の共有と検討のための合同海

岸調査、2日目午後と 3日目にワークショップを開催し、検討課題について意見交換を行っ

た。 
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表 18 平成 27 年度の海外交流事業実施内容 

日 程 開 催 内 容 

1/30 

（土） 
午
後 

オリエンテーション  

交流の基本方針・目的・ロードマップ案について紹介するとともに、沖縄県と

台湾よりそれぞれ行政と民間団体における取組みについて情報交換を行った。 

  
1/31 

（日 
午
前 

合同海岸調査 8：30～10：55（豊見城市瀬長島橋南海岸） 

●モニタリング手法の共有と検討のための合同海岸調査 

参加者全員で海岸漂着物の回収を行うとともに、沖縄県の海岸漂着物モ

ニタリング調査手法の紹介を行った。 

  

午
後 

ワークショップ  

●モニタリング手法の検討 

沖縄県と台湾におけるモニタリング調査事例の紹介を行い、今後合同で実施
するモニタリング調査について、手法、データの取り方、解析、活用方法等に
ついて意見交換を行った。 

  

2/1 

（月） 
午
前 

ワークショップ  

●環境教育の情報共有 
沖縄県と台湾における環境教育の事例の紹介・体験を実施し、情報交換を行

うとともに、環境教育の手法や活用についての意見交換を行った。 

  

午
後 

全体協議 

・今後の交流事業の展開について 
・民間と行政が果たす役割について 
・2016 年交流事業の感想 
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(7)  実施結果 

平成 27 年度の取組結果は、表 19 のとおりである。 

モニタリング手法の検討では、合同で行うモニタリング調査の時期や手法についての方針を

得た。環境教育の情報共有では、各教育プログラムへの感想や提案が得られた他、環境教育の

それぞれの地域への取り込み、複数のプログラムの組み合わせの実施の提案といった相互のプ

ログラムの交換の場となった。全体協議では、基本方針・目的及びロードマップについておお

よその合意が得られたほか、中国や他地域への交流の拡大といった要望も出された。 

 

表 19 平成 27 年度取組結果の概要 

検討内容 取組結果 

モニタリング手法の検討 

実施時期：3～5月の間が適している。あるいは季節性を考慮した
年間調査を実施することで、年間の漂着状況を把握で
きる。 

実施状況の記録:海岸の状況、位置、回収量、写真等の記録 
調査項目：ペットボトル、発泡スチロール、レジ袋 
調査内容： 
①ペットボトル：個数、容量、生産国 
②発泡スチロール：大きさ別の個数、主な形状 
③レジ袋：枚数、主な色 
  

環境教育の情報共有 

各団体の環境教育の手法についての工夫の提案や、自分達の環
境教育に取り込みたいとの積極的な意見が多く得られたほか、今
後の環境教育プログラムの情報を共有するプラットホームなどの
継続的な情報交換の場の作成に関する要望があった。 
【意見の概要】 
・自分達の活動に取り入れたい。 
・流木や割り箸などをどこまでごみと考えるか子供達に考えさ

せたい。 
・ゴミに触れさせ、体験させることで、ごみの被害を実感させ

たい。 
・地域の意識作りから始めたい。 
・ボランティア活動がエコポイントになる仕組みを作りボラン

ティアの参加を促す。 
・複数のプログラムを組み合わせてもよい。 

全体協議 

基本方針・目標・ロードマップ案についてはおおよその合意が
とれた。中国の参加についての意見や台湾での交流事業の実施の
提案などがあった。 
【意見の概要】 
・モニタリング調査の共同実施等の理由であれば中国側も参加

しやすい。 
・可能であれば花蓮県、新北市主催の交流事業を実施したい。 
・他地域、他団体にも活動の場を広げたい。 
・ロードマップの「社会へのアプローチ」を進めたい。 
・教育と環境のそれぞれの行政機関の連携が必要。 
・学校教育に取り入れる活動を行っている。 
・できれば行政側が主導的に進めていくべき。 
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(8)  今後の課題 

平成 27 年度の本事業の成果から、今後の海外交流事業における課題を整理した。今後の課

題は表 20 のとおりである。 

 

表 20 今後の課題 

検討内容 今後の課題 

モニタリング手法の検討 

台湾側とモニタリング手法の最終的な意見調整等を行った

上で、沖縄と台湾による共同モニタリング調査を実施する。

また、それらの情報交換の場としてのプラットホームの作成

と、データの活用方法についての検討が必要である。  

環境教育の情報共有 

情報交換の場としてのプラットホームの作成が必要。民間団

体主導による交流のための HP の開設・運営の実現に向けて

本事業の参加関係者間で調整を進めて行く必要がある。 

全体協議 

・新たな交流テーマへの取り組み（「社会へのアプローチ」）

に向けた検討 

 

・参加地域の拡大（中国地方都市等の他地域への拡大） 
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3 【参考】沖縄県海岸漂着物対策地域計画と付属資料について 
3.1 沖縄県海岸漂着物対策地域計画 

沖縄県は、平成 21～23 年度沖縄県海岸漂着物対策事業において、沖縄県海岸漂着物対

策地域計画（以下「地域計画」という。）を作成、見直しを行っている。 
地域計画の構成は以下のとおりとなっている。 
 

沖縄県海岸漂着物対策地域計画 
（平成 22 年 3 月作成、平成 23 年 3 月及び平成 24 年 3 月見直し） 

 
第１章 海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向 
 １．我が国における海岸漂着物対策の経緯 
 ２．沖縄県における海岸漂着物対策の状況 
 ３．沖縄県における海岸漂着物対策の基本的方向性 
  （１）海岸漂着物等の円滑な処理 
  （２）海岸漂着物等の効果的な発生抑制 
  （３）多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 
  （４）国際協力の推進 
  （５）その他海岸漂着物対策の実施に必要な事項 
 
第２章 沖縄県における海岸漂着物対策を推進するための計画「沖縄県海岸漂着物対策地

域計画」 
 １．海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容 
  （１）選定方針 
  （２）重点対策区域の選定 
  （３）重点対策区域における海岸漂着物対策の優先度 
  （４）重点対策区域 
  （５）重点対策区域毎の対策方針とその内容 
 ２．関係者の役割分担及び相互協力に関する事項 
 ３．望ましい海岸清掃体制に関する事項 
  （１）情報の共有 
  （２）海岸清掃計画の策定 
  （３）回収体制の確立 
  （４）コスト低減対策 
 ４．その他配慮すべき事項 
  （１）海岸漂着物等のモニタリング 
  （２）普及啓発と環境教育、将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成 
  （３）海岸清掃マニュアルの策定 
  （４）その他技術的知見等 
 ５．海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関

し必要な事項 
  （１）沖縄県内部での連携 
  （２）沖縄県・関係市町村間の連携 
  （３）他県との連携 
  （４）沖縄県海岸漂着物対策地域計画に係る検討の実施 
 
別紙 1 沖縄県海岸漂着物対策地域計画において選定した重点対策区域 
別紙 2 重点対策区域における海岸漂着物対策の優先度の評価方法 

 
3.2 地域計画の付属資料 

沖縄県の地域計画に記載された海岸漂着物対策を促進・補助するための付属資料が平
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成 22～24 年度に作成・発行されている（一部の資料は改訂も実施した）。 
これらの付属資料の一覧は表 21 に示すとおりである。 

表 21 地域計画の付属資料一覧 

 資料名 
作成/改訂 

年月 
概要 

1 
海岸清掃マニュアル 

（回収事業編） 

H23.3 作成 

H24.3 改訂 

沖縄県において海岸漂着物等の回収事業に関係す
る者が、海岸における自然的条件や社会的条件、
海岸漂着物等の量及び質等を踏まえた適切な方法
を用いて海岸清掃を進めることが可能となるため
の、包括的・効果的な海岸清掃マニュアル。 

2 
海岸清掃マニュアル 

（住民活動編） 
H23.3 作成 

地域住民やボランティア団体等の安全かつ適切な
海岸清掃活動の実施を支援するための海岸清掃マ
ニュアル。海岸清掃の初心者から海岸清掃イベン
トを開催できる熟練者までが活用できる教材。 

「自分でやってみる？ビーチクリーン活動（H22
作成）」、「HOW TO ビーチクリーン（H23 作成）」
の詳細な解説版としての役割を持つ。 

3 

普 

及 

啓 

発 

教 

材 

海岸漂着物に係る環
境教育・普及啓発のた
めの教材集 

H23.3 作成 
既存の環境教育・普及啓発教材を有効利用するた
めに、県内を中心とした教材集。 

海ごみ 15 H23.3 作成 沖縄県内の海岸漂着物の状況と問題を学ぶ教材。 

自分でやってみる？ 

ビーチクリーン活動 
H23.3 作成 自ら海岸清掃活動を企画したい人の支援教材。 

どこから来るわけ？
海のゴミ どこへ行
くのかねぇ？海のゴ
ミ 

H24.3 作成 
海岸漂着物問題に関心が薄い層に、興味を持って
もらうための教材。 

HOW TO ビーチクリー
ン 

H24.3 作成 
海岸清掃方法の準備と基本を学ぶ教材。 

「自分でやってみる？ビーチクリーン活動（H22
作成）」の前段の役割を持つ教材。 

4 
沖縄県内における海岸漂
着物等の現況 

H24.3 作成 

H25.3 改訂 

海岸毎あるいは市町村・地域単位における海岸漂
着物の漂着量や質、漂着特性等の詳細な状況を把
握・整理し、海岸漂着物の効果的な回収処理や発
生抑制等を行うための基礎資料。モニタリング調
査方法についても解説。 

5 
海岸漂着物対策に係る関
係者の役割分担及び相互
協力が可能な体制作り 

H24.3 作成 

H25.3 改訂 

効果的な海岸漂着物対策のために、各地域の事情
に見合った地域関係者の役割分担及び相互協力が
可能な体制作りについて、実効性の高い方針等を
とりまとめた資料。 

※宮古諸島、八重山諸島地域を対象 

6 
東日本大震災による震災
漂流物の沖縄県内への影
響 

H25.3 作成 

平成 24 年度末時点における東日本大震災による
津波で流出した震災漂流物の沖縄県への漂流・漂
着状況や海岸への影響等についてとりまとめた資
料。 

 


