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海岸漂着物のモニタリング調査（案） 

 

平成 28 年度沖縄県漂着物等地域対策推進事業では、県内の海岸漂着物等の状況を把握

し、回収や発生抑制等の対策に資するため、県内の代表的な海岸においてモニタリング

調査を実施し、海岸漂着物等の回収・分析を行う。 
 

1．調査実施の背景 

1.1 海岸漂着物処理推進法及び国の基本方針 

海岸漂着物等の漂着状況の把握について、海岸漂着物処理推進法では、第 22 条におい

て「国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策を効果的

に推進するため、定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよ

う努めなければならない。」としている。 
また、国の基本方針においては、表 1 に示すとおり、海岸漂着物等の状況把握の必要

性及び得られた情報の共有、更には地域計画への反映方針が記載されている。 
 

1.2 沖縄県海岸漂着物対策地域計画 

平成 23 年度に見直しを行った、沖縄県海岸漂着物対策地域計画の本項に関連する部分

を表 2 に示す。 
地域計画では、「第１章 海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向」において、海

岸漂着物の発生状況、発生原因の実態を把握するため、定期的に調査を行うよう努め、

更には積極的に広報するとしている。また、「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」では、「その他配慮すべき事項」の一項目として「海岸漂着物

のモニタリング」が記載されている。また、沖縄県で実施するべき具体的なモニタリン

グ手法については、平成 23 年度沖縄県海岸漂着物対策事業の成果をもって地域計画の資

料「沖縄県内の海岸漂着物等の現況」に記載されている。 
これらのことから、本事業においては、回収や発生抑制等の対策に資するため、県内

の海岸漂着物等の状況を把握することを目的として、県内の代表的な海岸において海岸

漂着物等のモニタリング調査を実施する。 
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表 1 国の基本方針における漂着状況把握に関する記載 

国の基本方針の記載 
 
第１ 海岸漂着物対策の推進に関する基本的事項 
２．海岸漂着物対策の基本的方向性 
（２）海岸漂着物等の効果的な発生抑制 

② 発生の状況及び原因に関する実態把握 
ア 我が国の海岸漂着物等に関する調査 

我が国における海岸漂着物等の発生の実態には未解明の部分が多く残されて

おり、海岸漂着物等の効果的な発生抑制のための施策を的確に企画し、実施する

ためには、まず、海岸漂着物等の発生の状況や原因について可能な限り把握し、

施策の検討の資料として供することが必要である。 
このため、国や地方公共団体は、海岸漂着物等の発生の状況や原因を把握する

ため定期的に調査を行うよう努め、その結果を踏まえて海岸漂着物等の発生抑制

を図るために必要な施策を企画立案し、実施するよう努める。 
 

イ 我が国から周辺国に漂着する物に関する実態把握 
海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着するものも多くみられるが、一

方で、我が国に由来するごみ等であって周辺国の海岸に漂着するものもある。良

好な海洋環境の保全や周辺国との国際協力の推進を図る観点から、我が国から周

辺国に漂着する物の発生抑制を図ることも重要であり、国は、我が国から周辺国

に漂着する物について可能な限り実態の把握に努める。 
 

ウ 情報の共有 
国や地方公共団体は、我が国における海岸漂着物等の発生の状況や原因に関す

る調査の結果について、関係者間で情報を共有するよう努めるとともに、イン

ターネット等を活用して積極的に国民に広報し、海岸漂着物の問題に関する普及

啓発を図るよう努める。 
また、海岸漂着物等の実態については、民間団体等や学識経験者によって自主

的に各種の調査活動がなされているところであり、国や地方公共団体はこれらの

調査活動の結果を収集、整理し、施策に活用するよう努める。 
 

 
第２ 地域計画の作成に関する基本的事項 
２．作成に当たって留意すべき基本的事項 
（３）海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項そのた海岸漂着物対策の推進に関

し必要な事項 
① モニタリングの実施 
(c）普及啓発又は環境教育に関する事項 
ア 地域計画の実施による効果を確認するため、計画期間中又は計画終了後のモ

ニタリングの実施について検討を行うことが望まれる。 
イ モニタリングの実施について地域計画に位置付ける場合、実施主体、モニタ

リングの内容、時期・頻度等を記載することが望まれる。 
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表 2 沖縄県の地域計画における漂着状況把握に関する記載 

地域計画の記載 
 
第１章 海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向 
３．沖縄県における海岸漂着物対策の基本的方向性 
（２）海岸漂着物等の効果的な発生抑制 

② 発生の状況及び原因に関する実態把握 
海岸漂着物等の発生実態には未解明の部分が多い。海岸漂着物等の発生抑制の

ための効果的な施策を的確に企画・実施するためには、その発生実態を可能な限

り把握することが必要である。 
沖縄県は、海岸漂着物等の発生状況、発生原因の実態を把握するため、定期的

に調査を行うよう努め、得られたデータや把握した状況について、関係者間で情

報を共有するよう努めるとともに、インターネット等を活用して積極的に広報

し、海岸漂着物の問題に関する普及啓発を図るよう努めるものとする。また、海

岸漂着物等の実態については、ＮＰＯ等その他の民間団体等や学識経験者によっ

て自主的に各種の調査活動がなされているところであり、沖縄県はこれらの調査

活動の結果を収集、整理し、施策に活用するよう努めるものとする。 
 

 
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 

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 

沖縄県における海岸漂着物等の効果的な回収処理や発生抑制のための施策を実施す

るためには、海岸漂着物等の漂着状況や発生源等について可能な限り把握し、施策の

検討の資料として供することが必要である。このため、沖縄県は、海岸漂着物等の漂

着状況や発生源を把握するため定期的に調査（モニタリング）を行うよう努める他、

NPO等の定期的な海岸漂着物対策に係る取組から得られる情報を踏まえ、海岸漂着物

の基礎情報を整備するよう努めるものとする。 
また、沖縄県では、県内における将来の海岸漂着物対策に資するため、地域住民、

民間団体、NPO等、地方公共団体等の関係者が取組める効果的な海岸漂着物等のモニ

タリング手法を策定する。 
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2．調査目的 

海岸漂着物等の効果的な回収処理や発生抑制等の対策を実施する上では、県内各地域の

海岸漂着物等の漂着状況を把握する必要がある。本事業では、県内各地域の代表的な海岸

において海岸漂着物等の定期的なモニタリング調査を実施し、県内の広域に渡る漂着状況

及び発生状況を可能な限り把握すると共にその情報を広く共有化することを目的とする。 

 

3．調査項目 

調査項目は以下のとおりとする。 

 

4．調査地域 

調査対象海岸の選定に当たっては、地域計画で選定された重点対策区域の海岸の中から、

平成 27 年度事業のモニタリング調査との調査結果と比較検討を行うため、平成 27 年度事

業の調査地点と同じ 23 海岸とする。選定した対象海岸は表 3、図 1～図 7 に示すとおり

である。 

表 3 調査地域及び海岸 

H25 H26 H27

01_ 国頭村西部海岸一帯 東シナ海 13_ 辺土名東 沖縄海岸国定公園

02_ 国頭村東部海岸一帯 太平洋 04_ 伊江

13_ 恩納村海岸一帯 東シナ海 28_ 美留 沖縄海岸国定公園

22_ うるま市宮城島平安座島海岸一帯 太平洋 09_ 桃原漁港北②

30_ 糸満市海岸一帯 東シナ海 06_ 喜屋武漁港南 沖縄戦跡国定公園

33_ 南城市海岸一帯 太平洋 09_ 知念南

北 06_ チシ西

東 09_ トウマ

南 01_ 阿真ビーチ

52_ 阿嘉島海岸一帯 阿嘉島 西 07_ クシバル

60_ 宮古島東部海岸一帯 北東 02_ 西原海岸

61_ 宮古島南部海岸一帯 南 13_ 入江海岸

62_ 宮古島西部海岸一帯 西 01_ 前浜海岸

63_ 池間島海岸一帯 池間島 北 05_ カギンミ西

75_ 石垣島東部海岸一帯 石垣島 東 04_ 伊野田南海岸 西表石垣国立公園

85_ 西表島北西部海岸一帯 西 01_ 美田良浜

85_ 西表島北西部海岸一帯 北 11_ 星砂海岸

86_ 西表島北東部海岸一帯 北東 11_ 高那

87_ 西表島南東部海岸一帯 南 09_ 南風見田浜 西表石垣国立公園

89_ 与那国島北西部海岸一帯 西 01_ ナーマ浜

89_ 与那国島北西部海岸一帯 北 05_ 祖納港東

90_ 与那国島北東部海岸一帯 北東 01_ ツァ浜

91_ 与那国島南部海岸一帯 南 04_ カタブル浜

注： 実施期間

八重山
諸島

西表島

与那国島

沖縄本島
周辺離島

51_ 座間味島海岸一帯 座間味島

宮古諸島
宮古島

自然公園
の指定H22 H23 H24

沖縄本島 沖縄本島

地域区分 区域番号_重点対策区域名 島名 海岸方向 海岸番号_海岸名
調査実績

慶良間諸島国立公園

 
【平成 27 年度事業報告書より作成】 

 

調査項目 調査内容 

(a)海岸漂着物の回収・分類・測定 
県内の代表的な 23 海岸に調査枠を設置し、調査枠内の海岸漂着物

を回収後、種類ごとに分類し、容量及び重量の測定を行う。 

(b)特徴的な海岸漂着物の分析・測定 
ライター等の特徴的な海岸漂着物については個数、重量等を測定し

た上で生産国を分析する。 

(c)マイクロプラスチックの情報収集

と調査方法検討 

マイクロプラスチックに係る情報収集を実施し、更には海岸漂着物

のモニタリング調査時に簡易的なマイクロプラスチックの回収調

査の実施を通じて調査方法の検討を行う。本資料 1.8 に記載。 
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図 1 調査海岸位置図 
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注）各海岸の調査回は以下のとおり。 

※辺土名東、美留、伊江、桃原漁港北、知念南：第 1回（H22 年 11 月）～第 17 回（H27 年 1 月） 

※喜屋武漁港南：第 8回～第 17 回 

図 2 調査地域及び海岸 沖縄本島地域 
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注）各海岸の調査回は以下のとおり。 

※チシ西、トウマ、阿真ビーチ、クシバル：第 1回（H22 年 11 月）～第 17 回（H27 年 1月） 

図 3 調査地域及び海岸 沖縄本島周辺離島地域 座間味島・阿嘉島 



 8

  

 

注）各海岸の調査回は以下のとおり。 

※カギンミ西、養殖場北、入江海岸、前浜海岸：第 1回（H22 年 11 月）～第 17 回（H27 年 1 月） 

※西原海岸：第 4回（H23 年 9月）及び第 5回（H23 年 11 月）、第 7回（H24 年 5月）～第 17 回 

図 4 調査地域及び海岸 宮古諸島地域 宮古島・池間島 
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注）各海岸の調査回は以下のとおり。 

※伊野田南海岸：第 7回（H24 年 5 月）～第 17 回（H27 年 1 月） 

図 5 調査地域及び海岸 八重山諸島地域 石垣島 
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注）各海岸の調査回は以下のとおり。 

※星砂海岸、高那、南風見田浜、美田良浜：第 1回（H22 年 11 月）～第 17 回（H27 年 1月） 

図 6 調査地域及び海岸 八重山諸島地域 西表島 
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注）各海岸の調査回は以下のとおり。 

※祖納港東、ツァ浜、カタブル浜、ナーマ浜：第 1回（H22 年 11 月）～第 17 回（H27 年 1 月） 

図 7 調査地域及び海岸 八重山諸島地域 与那国島 
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5．調査手法 

5.1 海岸漂着物の回収・分類・測定 

調査手法は、地域計画付属資料「沖縄県における海岸漂着物等の現況」（沖縄県、平成

25 年）に準拠する。調査枠の設定は、平成 27 年度事業におけるモニタリング調査と同様

とする。調査枠の設置模式図は図 8 のとおりである。 

調査枠内の海岸漂着物は、直径又は長さ 1cm 以上のものを全て回収し、表 4 に示す品目

に従って分類し、重量と容量を測定する。なお、回収に当たっては、むやみに植物を引き

抜いたりせず、植生内への立入りも必要最小限とするよう配慮し、特に自然公園内では「自

然公園法」等の関連諸法令を遵守する。 

 

  

 

図 8 調査枠の設置模式図 
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表 4 調査海岸における海岸漂着物の分類及び重量・容量測定野帳 
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5.2 特徴的な海岸漂着物の分析・測定 

回収した海岸漂着物のうち、特徴的な海岸漂着物 7品目について、生産国、容量(大きさ)、

色等による分類を行い、漂着個数を計数する。特徴的な海岸漂着物の種類、選定理由、分

析方法は表 5のとおりである。 

表 5 特徴的な海岸漂着物の分析方法 

品 目 選定理由 分析方法 

ペット 

ボトル 

 

・県内広範囲に多数漂着 
・ラベル等で生産国の特

定が可能 

容量（1000cc 未満、1000cc 以上）に分け、
ラベルの有無別に計数する。ラベル等の
表記、バーコード及びキャップの刻印等
により生産国別に分類し計数する。調査
個数は回収全量または最大 100 個（※1）
とする。 

ライター 

 

・県内広範囲に多数漂着 
・刻印等で生産国の特定

が可能 

回収全量を対象とし、ラベルや印字され
ている住所、電話番号等の情報から生産
国の分析（※2）を行う。 

飲料缶 

 

・県内広範囲に多数漂着 
・ラベル等で生産国の特

定が可能 
回収全量を対象とし、日本製、海外製別
に計数する。 

ポリタンク 

 

・県内広範囲に多数漂着 
・刻印等で生産国の特定

が可能 

回収全量を対象とし、生産国別に計数す
る。 

漁業用ブイ 
（プラスチッ

ク類） 

  
・県内広範囲に多数漂着 
・刻印等で生産国の特定

が可能 
色と大きさ別に計数する。 

  

ビニール製 

バルーン 

 

・印字等で生産国の特定
が可能 

生産国別に計数する。 

電球・ 
蛍光灯 

 

・県内広範囲に多数漂着 
・刻印等で生産国の特定

が可能 
ラベル等の有無別に計数する。 

※1 環境省第 1期モデル調査結果及び地球環境研究総合推進費「市民と研究者が協働する東シナ海沿岸における海岸漂着ゴミ

予報実験」の結果(東京大学 清野聡子助教、私信)によれば、海岸毎に 100 個程度のサンプル数で発生国の割合の把握は

可能である。 

※2 「ライタープロジェクト ディスポーザブルライター分類マニュアル Ver.1.2」（鹿児島大学 藤枝准教授） 
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6．調査時期 

調査は本年度内に 2回実施し、実施時期は平成 28年 11 月及び平成 29年 1月とする。 

平成 22～平成 27 年度沖縄県海岸漂着物等対策事業におけるモニタリング調査では、冬

季は 11 月と 1月に実施している。本年度調査を 11月、1月に実施することで、平成 22年

度～28 年度までの 11 月～1月の（冬季 2ヶ月間）漂着量との比較が可能である（表 6）。 

 

表 6 調査時期 

1 平成22年11月 5 平成23年11月 9 平成24年11月 12 平成25年11月 16 平成26年11月 18 平成27年11月 20 平成28年11月
2 平成23年1月 6 平成24年1月 10 平成25年1月 13 平成26年1月 17 平成27年1月 19 平成28年1月 21 平成29年1月

3 平成23年5月 7 平成24年5月 11 平成25年5月 14 平成26年5月

4 平成23年9月 8 平成24年9月 15 平成26年9月

平成27年度平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成28年度

 

※本事業で実施する調査時期を太枠で示す。 

【平成 27 年度事業報告書より作成】 

 

7．評価方針(案) 

平成 22 年度から平成 27年度にかけて継続実施している沖縄県海岸漂着物等対策事業に

おけるモニタリング調査結果との比較することにより、平成 28 年度の冬期（11 月から 1

月）の沖縄県における海岸漂着物の漂着状況とその経年変化を把握する。 

 

8．評価方法(案) 

取りまとめ項目と評価方法、評価内容及び成果イメージは表 7のとおりである。 

海岸漂着物の測定結果は、海岸別に整理する。各地域の方向別に抽出した各海岸別の単

位海岸延長あたりの漂着量を、それぞれの方向の総海岸延長に引き延ばして合計し、島別、

地域区分別の海岸漂着量とする。集計した海岸漂着物の漂着量は、過年度のモニタリング

調査結果（11 月から 1 月）と比較し、平成 28 年度の沖縄県の海岸漂着物の漂着状況を整

理するとともに、沖縄県における 11 月から 1月にかけての漂着量の経年変化を把握する。 
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表 7 評価方法と成果イメージ 

取りまとめ項目 取りまとめ方法 評価方法 表・グラフ名称及び検討項目 

1 

平成 28 年度（平成 28

年 11 月、平成 29 年 1

月）の漂着量 

平成 28 年 11 月、及び平成 29

年 1月の漂着量の整理（重量及

び容量） 

海岸漂着物物の漂着状

況を整理・検討する 

 

0

100

200

300

400

個
/5

0
m

日本

中国

台湾

韓国

その他

不明

 

0

5000

10000

15000

20000

沖縄本島 本島周辺離島 宮古諸島 八重山諸島

容
量

（
ｍ

３
）

ペットボトル
漁業用ブイ
その他のプラスチック類
発泡スチロール類
木類
その他

全地域合計
約 38,447m3/年

 

海岸別漂着量（60 日あたり）        島別の漂着量（60 日あたり） 

2 

海岸漂着物の漂着量

（H28年 11月～H29年 1

月の 60 日あたり） 

平成 28 年度の漂着量（H28 年

11 月～H29 年 1 月の 60 日あた

り） 

3 

冬期（11 月から 1 月）

の経年変化（平成 22 年

度～平成 28 年度） 

平成22年度から平成28年度の

冬期の漂着量の経年変化の整

理（H22 年度～H28 年度 11 月

から 1月の 60 日あたり）（重量

及び容量） 

海岸漂着物の現状と経

年比較により沖縄県に

おける海岸漂着物の漂

着状況を検討する 

 
0

50

100

150

200

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

ペットボトル

漁業用ブイ

その他のプラス

チック類

発泡スチロール

八重山諸島地域

 

漂着量の経年変化（60 日あたり） 

4 

特徴的な海岸漂着物の

生産国・種類別漂着量

（H28年 11月～H29年 1

月の 60 日あたり） 

特徴的な海岸漂着物の生産国

別漂着量の整理（H28 年 11 月

～H29 年 1 月の 60 日あたり） 

沖縄県の海岸漂着物の

発生国を把握し、沖縄

県における11月から 1

月の 60 日あたりの海

岸漂着物の特徴等を検

討する 

日本

23%

中国

10%

台湾

12%

韓国

3%
その他

2%

不明

50%

  
0

50

100

150

200

H23 H23 H24 H25 H26 H27 H28

日本

中国

台湾

韓国

その他

不明

八重山諸島地域

ペットボトル

 

生産国別漂着量（60 日あたり）      生産国別漂着量の経年変化（60 日あたり） 

5 

特徴的な海岸漂着物の

生産国・種類別漂着量

の経年変化（平成 22 年

度～H28 年度の 60 日あ

たり） 

特徴的な海岸漂着物の生産国

別漂着量の経年変化の整理

（H22年度～H28年度 11月か

ら 1月の 60 日あたり） 
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9．マイクロプラスチックに関する情報収集及び調査方法の検討(案) 

9.1 目的 

環境省が実施した「平成 26 年度 漂着ごみ対策総合検討業務」で、石垣市内の海岸で採

取されたレジンペレットから、使用が制限されている難燃剤や、PCB などの有害物質が検

出され、さらに昨年度事業においては、採集された甲殻類がマイクロプラスチックを誤食

していることが確認された。これらの事から、県内においてマイクロプラスチックの影響

が懸念されるため、対策方針の検討のために、マイクロプラスチックに関する情報収集と、

簡易的な回収調査を通じた調査方法の検討を実施する。 

 

9.2 調査地域 

本調査は、前項のモニタリング調査実施時に調査対象海岸において合わせて実施する。

沖縄本島 6海岸に加え、座間味島、宮古島、西表島、与那国島の漂着量の多い各 1海岸の

計 10海岸で実施する。 

 

9.3 調査内容 

9.3.1 情報収集整理 

マイクロプラスチックの範囲や定義（主に大きさに関連する情報）、回収調査方法、環境

や生物への影響等について情報収集整理を行う。 
 

9.3.2 回収手法検討調査（11月） 

採取方法や分析方法については、公益財団法人環日本海環境協力センター（NPEC）の手

法(40cm 四方・深さ 5cm の枠取り調査・3ヶ所程度)を基本とし、有識者からの助言等を踏

まえて沖縄本島及び西表島の 2海岸で試験的に回収調査を実施した上で、回収調査手法の

検討を行う。 

回収手法の検討内容としては、以下の項目が想定される。 

・マイクロプラスチックの採取と保存手法 

・分類基準（形状や素材等） 

・回収対象とするサイズの把握 
 

9.3.3 現存量評価手法調査（1月） 

上記の回収手法検討調査の成果を踏まえた方法により、マイクロプラスチックの回収調

査を 10 海岸で実施し、その回収方法の評価を行いつつ、調査対象海岸における現存量評価

方法を検討する。 

現存量の評価方法としては、海岸の単位面積当たりのマイクロプラスチックの個数や容

量、地域間（調査地点間）の比較等が想定される。 
 

9.4 本事業実施後の見通し(案)  

本調査の実施により、県内の海岸におけるマイクロプラスチックの有効な回収方法及び

回収調査結果の整理方法が検討され、更には殆どの調査対象海岸においてマイクロプラス

チックの影響が示されると予測される（海岸漂着物のプラスチック類の劣化が主なマイク

ロプラスチックの供給源となっているとの指摘がされている）。 

本調査の実施を足がかりに、県内の水域（外洋・沿岸・内湾・河川域等）から陸域（海

岸や商業地等）に至る広い範囲におけるマイクロプラスチックの現存状況やその発生源、

影響、対策等について、幅広い調査検討が必要となる可能性がある。 

 


