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海岸漂着物及び有害物質の影響と対策方針の検討（案） 

 

近年、様々な研究事例により海岸漂着物に含まれる有害物質の懸念が顕在化してきてい

る。 

本事業では、平成 25～27 年度事業で実施した海岸漂着物とこれに含まれる有害物質の影

響に係る情報の収集結果等を踏まえ、引続き対策の実施可能性等について検討を行う。 

 

1．検討実施の背景 

1.1 海岸漂着物処理推進法及び国の基本方針 

海岸漂着物処理推進法では、第 1章総則において、総合的な海岸の環境の保全及び再生とし

て第 3条に「海岸漂着物対策は、白砂青松の浜辺に代表される良好な景観の保全や岩礁、干

潟等における生物の多様性の確保に配慮しつつ、総合的な海岸の環境の保全及び再生に寄与

することを旨として、行われなければならない。」とし、海洋環境の保全として第 6 条では

「海岸漂着物対策は、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのあ

る国民生活に不可欠であることに留意して行われなければならない。」としている。 

なお、国の基本方針においては、表 1に示すとおり、「第１ 海岸漂着物対策の推進に関する

基本的事項 １．我が国における海岸漂着物対策の経緯」に、近年は大量の漂着物により生

態系を含む海岸の環境の悪化、白砂青松に代表される美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、

漁業への影響等の被害を生じているとしており、また「２．海岸漂着物対策の基本的方向性」

では、海岸漂着物対策の実施に際しては、良好な景観、岩礁や干潟等における生物の多様性、

公衆の衛生等の海岸の総合的な環境について良好な状態を保全するとともに、海岸漂着物等

によって損なわれる環境を再生することを求めている。 

 

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」として、① 適切な回収処理方法の選択、

② 海岸の生態系への影響把握と対策、③ 県内における海岸漂着物の発生源の把握と対策の

3 つを挙げ、対象となる海岸あるいは地域に合った事項を選択し、その具体的な施策を検討

した上で実施するものとしている。 
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表 1 国の基本方針における本項に関する記載 

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 

１．我が国における海岸漂着物対策の経緯 

近年、我が国の海岸に、我が国の国内や周辺の国又は地域から大量の漂着物が押し寄

せ、生態系を含む海岸の環境の悪化、白砂青松に代表される美しい浜辺の喪失、海岸

機能の低下、漁業への影響等の被害が生じている。 

 

２．海岸漂着物対策の基本的方向性 

海岸漂着物対策の実施に際しては、海岸が国民共有の財産として国民の健康で文化的

な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の国民が海

岸のもたらす恵沢を享受することができるよう、良好な景観、岩礁や干潟等における

生物の多様性、公衆の衛生等の海岸の総合的な環境について、その良好な状態を保全

するとともに、海岸漂着物等によって損なわれる環境を再生することを旨として行わ

れることが肝要である。 
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表 2 沖縄県の地域計画における本項に関する記載 

地域計画の記載 
 

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 

（４）その他技術的知見等 

沖縄県における海岸漂着物対策に必要となる技術的な知見等としては、適切な回収処理

方法の選択、海岸の生態系への影響把握と対策、県内における海岸漂着物等の発生源の

把握と対策等があり、対象となる海岸あるいは地域に合った事項を選択し、その具体的

な施策を検討した上で実施するものとする。 

 

① 適切な回収処理方法の選択 

海岸漂着物等の回収方法を検討する上では、環境配慮、環境保全の視点から人力を優先

する。人力では対応が困難な場合には、重機や運搬及び搬出用の船舶、車輌等の必要性

を検討するものとする。 

また、回収した漂着物の処理方法については、地域の実情を考慮し、コスト優先、効率

優先、再資源化優先、リサイクル優先等の視点から、関係者間の協議の上で選択する。

ただし、資源の有効利用を念頭に分別回収した上で、可能な限り再資源化あるいはリサ

イクル優先とする。 

 

② 海岸の生態系への影響把握と対策 

沖縄県内の海岸では、貴重な動植物による生態系がみられる場合が少なくない。しかし

ながら、海岸におけるごみの漂着量の多い海岸においては、生態系への影響が指摘され

る場合がある。 

沖縄県は、海岸の生態系に対する海岸漂着物等の影響について、専門家や地域関係者か

ら情報を収集しつつ必要な対策を講ずるよう努めるものとする。生態系への影響の対策

を検討する上で必要となる事項等は、以下に列記する点である。 

・生態系への影響を把握する上では、専門家、対象となる海岸の生態系に精通した地

域関係者や関係する行政機関等の協力、助言を得るものとする。 

・生態系への影響やその規模等を把握するだけでなく、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。 

・例えば、海岸に防潮林（マングローブ林等）が隣接している地帯では、海岸と防潮

林それぞれを異なる機関が所管している場合がある。生態系への影響がある海岸漂

着物等の回収を計画する場合には、対象となる海岸と生態系を所管する行政機関等

が中心となり、適切な回収体制の構築を検討するものとする。特に、回収作業を実

施することによって生態系へ影響を与えてしまう場合もあることに特段の留意が必

要である。 

 

③ 県内における海岸漂着物の発生源の把握と対策 

沖縄県内の海岸には、主に海外から大量のごみが漂着し続けているが、国や県の調査や

地域関係者からの指摘等により、県内や近隣地域が発生源と判断されるごみも少なくな

いことが明らかになってきている。 

沖縄県は、海岸漂着物のモニタリング調査や地域関係者からの情報収集等を通じて、県

内における海岸漂着物の発生源の把握に継続的に努めるものとする。 

また、沖縄県は海岸漂着物の県内における発生源が把握された場合には、必要に応じて

関係する行政機関や地域関係者と協議を行った上でその対策を検討し、必要な措置を講

ずるものとする。 
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2．目的 

近年、様々な研究事例により海岸漂着物に含まれる有害物質（主に重金属類や残留性有

機汚染物質等）の懸念が顕在化してきている。 

沖縄県では、平成 25～26 年度沖縄県海岸漂着物地域対策推進事業（以下「平成 25～26

年度事業」という。）において、海岸漂着物に含まれる有害物質に係る情報収集や海岸に生

息する小型甲殻類を対象とした予備的な有害物質の影響分析を実施し、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。 

更に、平成 27 年度事業においては、平成 25～26 年度事業に引続き、有害物質に係る情

報収集整理を実施し、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係る整理検討を実施した上で、海岸生態系に配

慮した適切な海岸漂着物の回収方法案の見直しや、今後必要な対策案を検討している。 

本事業では、平成 25～26 年度事業及び平成 27年度事業で実施した、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の収集結果等を踏まえ、引続き対策の実施可能性等

について検討を行う。 
 

3．検討対象 

本事業で検討対象とする情報等は、主に平成 27 年度事業で実施した「海岸漂着物及び有

害物質の影響と対策方針の検討」の成果とする。その実施項目と検討内容を表 3 に示す。 

表 3 検討対象とする情報等 

実施項目 検討内容 

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 

・海ごみの有害物質が海岸に及ぼす影響に関する情報収集 

・海ごみが生物に及ぼす影響に関する情報収集(有害物質の暴露、取込み等) 

②海岸に生息する生物への影響

に係る分析調査 

・県内 3 地域（沖縄本島及び周辺離島、宮古諸島、八重山諸島）の海岸に生息す

るオカヤドカリ類、カニ類等の体内に取込まれた有害物質の分析（胃内容物・

残留性有機汚染物質・重金属類）を行うことにより、漂着量の多い海岸と少な

い海岸それぞれにおける有害物質の影響を確認 

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 

・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

物質の摂餌行動以外の取込み経路の検討 

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 

・「海岸漂着物に含まれる有害化学物質の定量的広域評価モデル」の検討（海ごみ

の種類別・重金属元素毎の潜在的溶出量の推計方法を確立） 

⑤生態系への影響を踏まえた対

策方針検討 

・海岸生態系に配慮した適切な海岸漂着物の回収方法 

・海岸漂着物に含まれる有害物質と海岸生物の関連性の継続的検討 

・有害物質を含む海岸漂着物の将来的な取扱い 

【平成 27 年度事業報告書より作成】 
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4．検討手法 

4.1 専門家会議の開催 

前項 1.3 であげた平成 27年度事業の成果を主な対象とし、海岸漂着物及び有害物質の影

響と対策方針を検討するにあたっては、海岸漂着物と関係のある有害物質及び沖縄県内の

海岸生態系に係る専門的知識を有する学識経験者等からなる専門家会議を開催する。 

専門家会議の開催時期は 10 月上旬、開催場所は沖縄県庁とし、会議名称は「海岸漂着物

及び有害物質の影響と対策方針検討のための専門家会議（仮称）」とする。 

 

4.2 専門家会議の構成(案) 

専門家会議の構成(案)を表 4に示す。実際に専門家を選定する際には、沖縄県担当課と

調整し、指示に従う。なお、事務局は沖縄県担当課とし、当企業体は沖縄県担当課が実施

する事務の補助を行う。 

 

表 4 海岸漂着物及び有害物質の影響と対策方針検討のための専門家会議（仮称）の構成（案） 

役職・氏名 専門分野・役割 

専門家 

防衛大学校 名誉教授 山口 晴幸 
海浜環境（海岸漂着物・砂汚染） 

重金属元素分析評価 

東京農工大学 農学部 環境資源科学科 教授 高田 秀重 
水環境汚染 

微量有機汚染物質分析評価 

東京農工大学 農学部 環境資源科学科 准教授 渡邉 泉 
環境毒性 

重金属元素分析評価 

沖縄県立芸術大学 全学教育センター 准教授 藤田 喜久 
海洋生物（特に甲殻類および棘皮

動物の生物学） 

事務局 沖縄県 環境部 環境整備課 
開催・運営、資料作成・説明 

※当企業体が補助 

 

4.3 専門家会議の議事内容(案) 

専門家会議における主な議事内容は、前項 1.3 検討対象の表 3 に示した平成 27 年度事

業の実施項目毎の成果とする。 
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5．評価方針・方法(案) 

評価方針・方法は、前項 1.3 検討対象の表 3 に示した平成 27 年度事業の実施項目を評

価項目とし、項目毎に評価と課題を議論し、今後の対策の可能性を検討する。評価方針・

方法(案)を表 5 に示す。 

 

表 5 評価項目と評価方針・方法(案) 

実施項目 評価方針・方法(案) 

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 

・海洋ごみの有害物質が海岸環境及び生物に及ぼす影響に関する研究事例の傾向と

課題、今後の方向性について 

②海岸に生息する生物への影響

に係る分析調査 

・県内の海岸に生息する甲殻類等の体内に取込まれた有害物質の分析結果の評価 

・甲殻類等の海岸生物の体内に取込まれた有害物質の適切な分析評価方法、課題点 

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 

・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

質の様々な取込み経路の整理と分析方法との関係性等 

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 

・「海岸漂着物に含まれる有害化学物質の定量的広域評価モデル」の活用について 

・上記モデルによって推計された潜在的溶出量の取扱いと課題点 

⑤生態系への影響を踏まえた対

策方針検討【総合評価】 

・県内における海岸漂着物に含まれる有害物質の海岸生物、生態系への影響の現状

評価、不明点、今後の課題点、調査検討方針等 

・県内における海岸漂着物に含まれる有害物質の海岸生物、生態系への影響を踏ま

えた今後必要な回収処理を含めた対策方針 

 

 

6．本事業実施後の見通し(案)  

本事業の実施により、海岸漂着物に含まれる有害物質の海岸生態系への影響評価手法と

影響評価結果の取扱方針が明確となる。また、県内の海岸に生息する甲殻類等への有害物

質の影響については、平成 27年度事業では基礎的な調査分析に留まっていることから、海

洋ごみ問題の新たな課題として知られているマイクロプラスチック対策と合わせて、継続

発展的に有害物質問題への検討及び対策が求められていくと予想される。また、海岸漂着

物のプラスチック類や発泡スチロール類に有害物質が含まれているという事は、これを踏

まえた廃棄物としての取扱いについても検討が必要となると考えられる。 

 


