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発生抑制対策に係る事業計画（案） 

1．事業実施の背景 

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、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制について、第 5 条に

海岸漂着物等に関する問題が「全ての地域において共通の課題であるとの認識に立って、

海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるように十分配慮されたものでなければな

らない」とし、第 7 条では多様な主体の適切な役割分担と連携の確保において「海岸漂

着物対策は、海岸漂着物等の適正な処理及び海岸漂着物等の発生の抑制（以下「海岸漂

着物等の処理等」という。）について国民の積極的な取組が促進されるよう、海岸漂着

物等の処理等に対する国民の意識の高揚を図りつつ、国、地方公共団体、事業者、国民、

民間の団体等の適切な役割分担及びこれらの多様な主体の相互の連携の下に、行われな

ければならない」としている。また、事業者及び国民の責務について、第 11 条では「事

業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が発生することのないように努めるととも

に、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない」、

第 11 条の２では、「国民は、海岸漂着物対策の重要性に対する関心と理解を深めるとと

もに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない」、

第 11 条の３では、「事業者及び国民は、その所持する物を適正に管理し、若しくは処分

すること、又はその占有し、若しくは管理する土地を適正に維持管理すること等により、

海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければならない」としている。更には、海岸漂着物

等に関する問題についての環境教育の推進について、第 26 条では、「国及び地方公共団

体は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 （平成十五年法律第百三十

号）第九条第一項の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育

の推進に必要な施策を講ずる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、効果的な発生抑制策や環境教育・

普及啓発の必要性と取組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

岸漂着物の効果的な発生抑制を図るための６施策や、関連する対策として地域関係者の

連携による普及啓発及び環境教育をあげている。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、「４．その他配慮すべき事項」の「（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」において、様々な取組を

行ってきた地域関係者との連携と情報共有、並びにそれら取組の維持・発展、県内にお
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いて有効な環境教育及び普及啓発に係る施策の検討、更には将来の海岸漂着物対策を担

う人材の育成等に必要な措置を講ずるとしている。 
したがって、沖縄県海岸漂着物地域対策推進事業では、県民、民間団体、NPO 等と行

政が連携しつつ、県内からの海岸漂着物の発生抑制対策とこれに係る普及啓発及び環境

教育を推進するための事業を実施する。 
 

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 

海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の円滑な処理を図るための施策とその効果的な発生抑制

を図るための施策の推進を通じて、海岸における良好な景観及び環境の保全を図ることを目

的としてなされるものである。 

（２）海岸漂着物等の効果的な発生抑制 

我が国の海岸漂着物は、地域によっては周辺国から大量に漂着する場合がみられるが、全

国的にみれば、国内に由来して、山、川、海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着する

ものである。我が国の国内に由来して発生する海岸漂着物には、洪水や台風等の災害によっ

て流木等が大規模に漂着する場合もあるものの、国民生活に伴って発生するごみ等が海岸に

漂着することによって生ずるものが多く含まれており、その発生の状況は環境の保全に対す

る国民の意識を反映した一面を有するものであると言える。このため、海岸漂着物の問題の

解決を図るためには、海岸を有する地域のみならず、すべての地域において共通の課題であ

るとの認識に立って、海岸漂着物等の処理の推進に加え、その効果的な発生抑制が図られる

ことが必要である。 

② 発生の状況及び原因に関する実態把握 

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。 

（５）その他海岸漂着物対策の実施に必要な事項 

① 環境教育及び普及啓発 

ア 環境教育の推進 

国や地方公共団体は、国民一人ひとりが海岸漂着物の問題についての理解を深

め、その自覚を高められるよう、海岸の環境保全等に関する教育や学習の振興等、

環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努める。特に国民に対する環境教育を

行う上では、海岸での清掃活動等、海岸漂着物対策の一連の取組に実際に各人が

参加する体験活動を通じて環境教育の効果を高めるという視点が大切である。 

 

イ 普及啓発 

国は、海岸漂着物等の発生状況や原因に関する調査の結果や、自らが行う施策

等について、インターネット等を活用して国民への情報提供を行い、普及啓発に

努めるとともに、地方公共団体や民間団体等が実施する海岸漂着物対策に関する

情報を収集、整理し、これらの情報をインターネット等を活用して広報すること
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等を通じて、広く関係者に情報提供を行うよう努める。地方公共団体は、地域住

民や民間団体等に対し、地域における海岸漂着物等の実態や海岸漂着物対策の実

施状況等に関して積極的かつ効果的な周知を図る等、普及啓発に努める。 

 

ウ 環境教育及び普及啓発における民間団体等の知見等の活用 

環境教育や普及啓発に関しては、民間団体等が自主的に清掃キャンペーンその

他の活動を行っており、国や地方公共団体は環境教育や普及啓発に際して、これ

らの活動を行う民間団体等との連携を図ることにより、その有する知見やネット

ワークの活用に努めることが有益である。 
 

 
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 

海岸漂着物の問題の解決を図るためには、海岸漂着物等の処理の推進に加えて、

海岸漂着物等の効果的な発生抑制を図ることが必要である。 

 

（３）多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 

① 県民、民間団体等の積極的な参画の促進 

海岸漂着物は山、川、海へとつながる水の流れを通じて国内外から発生するもの

であり、海岸漂着物問題は海岸を有する地域だけでなく、広範な県民による協力が

不可欠である。海岸漂着物等の処理等に対する県民の意識の高揚が図られ、県民や

民間団体等による自主的・積極的な取組が促進されることが重要である。 

沖縄県においても、地域の関係者の連携・協力が進められるよう、普及啓発等の

施策を講ずるよう努めるものとする。 

③ 民間団体等の知見等の活用と緊密な連携 

ア 民間団体等の知見等の活用と緊密な連携 

民間団体等は、海岸漂着物等の処理等において自ら活動を行うことに加え、県民

による活動の促進のための環境教育や普及啓発活動等への参画を通じて地域の各

主体の連携・協働のつなぎ手としての役割を担うことによって、重要な役割を果た

すことが期待される。沖縄県においては、これらの団体が自らの活動により海岸漂

着物対策に関する豊富な経験と知識、関係者による幅広いネットワーク、海岸清掃

のノウハウ等を持ち合わせていることを重視し、これらの知識や技術等を県内にお

いて幅広く活用できるよう配慮すると共に、これらの団体との緊密な連携の確保に

努めることが必要であり、更には民間団体等による活動の充実に向けた支援（財政

上の配慮、技術的助言等）に努めるものとする。 

 

（５）その他海岸漂着物対策の実施に必要な事項 

① 環境教育及び普及啓発 

海岸漂着物対策を実施する上では、各界各層の県民が当事者意識をもって行う自

主的・積極的な取組を促進するべきである。 

沖縄県は、環境教育の推進に必要な施策（環境保全等に関する教育や学習の振興

等）を講ずること、広報活動等の充実によって県民に対する普及啓発を図るととも

に、自発的な美化活動を促進するものとする。更には、ＮＰＯ等その他の民間団体

等が自主的に清掃キャンペーンその他の活動を行っていることから、沖縄県は環境

教育や普及啓発に際して、これらの活動を行う民間団体等との連携を図ることによ
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り、その有する知見やネットワークの活用に努めるものとする。 

 

 

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 

（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 

① 環境教育と普及啓発の実施方針 

海岸漂着物対策に係る環境教育と普及啓発については、これまでも地域住民、民

間団体、NPO等、地方公共団体等により様々な活動がなされている。沖縄県は、こ

れらの関係者と連携しつつ、県内でその情報の共有が図られるよう努めると共に、

これらの取組が維持され発展してくための体制づくりを促進する。 

② 環境教育及び普及啓発に係る情報の有効活用 

沖縄県内で地域住民、民間団体、NPO等、地方公共団体等により実施されてきた

海岸漂着物対策に係る環境教育と普及啓発に係る活動とその成果については、必ず

しも県内で広く情報が共有され、十分な有効活用がなされてきた訳ではない。した

がって沖縄県では、積極的にその情報の収集、整備及び公開に努め、更には県内の

関係者との連携した取組を行うための意見調整を行うと共に、関係者間の情報及び

意見交換の場を設けることとする。更には、県内のそれぞれの地域において有効な

環境教育及び普及啓発に係る施策について十分な検討を行い、必要な措置を講ずる

ものとする。 

③ 将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成方針 

海岸漂着物等に係る環境教育と普及啓発を続けていく上では、長期的な展望に

立った取組が必要である。そのためには、将来の海岸漂着物対策を担う人材の育

成・教育を推進するための体制が整えられることが重要である。沖縄県は、各界各

層の県民が当事者意識をもって行う自主的・積極的な将来に向けての取組を尊重し

つつ、その援助に努め、更には海岸漂着物処理推進法の規定により県知事が指定す

る海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体等の活用等の、県の

方向性に係る制度についても必要に応じて整備するものとする。 

 

 
 

2．本事業の目的 

海岸漂着物等の対策を実施する上では、その円滑な処理のみならず、効果的な発生抑制や

地域関係者間の相互協力等が必要である。 

この発生抑制や地域関係者による相互協力を実現していくための重要な施策の一つとして

“環境教育と普及啓発”があげられる。平成 22～23 年度沖縄県海岸漂着物対策事業、平成

25～27 年度沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業では、県内からの海岸漂着物等の発生抑制

に係る普及啓発事業を実施し、この中で主に協議会委員や NPO 等民間団体の代表者からなる

「海岸漂着物対策の普及啓発に係るワーキンググループ」を設置した上で、県内における海

岸漂着物の問題や活動方法等を学ぶ教材等の作成、地域住民や学校を対象とした環境教育や

普及啓発事業、海岸漂着物対策を担う人材の育成活動、海外交流事業等を実施した。 

本事業を実施するにあたっては、平成 27年度まで運営された「海岸漂着物の発生抑制対策

に係るワーキンググループ」を継続的に設置・運営し、事業実施内容を協議しつつ、沖縄県

海岸漂着物対策地域計画に基づいた実効的な発生抑制対策を推進する。 
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本事業では、①「ワーキンググループの設置・運営」として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。）の 2回の開催、②「海外交流事業の計画・運

営」として中国等の行政及び NPO 等民間団体との交流事業の２つの取組を行う。 

これらの取組は、第 1回 WG → 海外交流事業→ 第 2回 WG の順に実施する。 

 

3．ワーキンググループの設置・運営 

3.1 目的 

NPO 等民間団体から構成される WG を設置し、平成 27 年度事業で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・運営方法等について協議検討を

行う。 

 

3.2 WG 実施体制と構成(案) 

WG は、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

う。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

が行う。 

本事業は、平成 27 年度事業からの継続的な実施内容と判断される事から、WG 構成員は、

原則として平成 27年度事業と同様とする。 

更には、平成 26年度沖縄県海岸漂着物対策推進協議会・地域協議会及び WGにおいて、

県内の殆どの小中学校では総合学習での環境教育の実施体制の構築が簡単でない点や、現

在までに沖縄県が WG を通じて作成してきた海岸漂着物の発生抑制に係る普及啓発教材や

教育プログラム等の活用については教育関係者の意見を交えた検討が必要であるとの指摘

を受けていることから、本事業では、県教育委員会関係者 1名を新たに加えることを検討

する。WGの構成案を表 3に示す。 



 6 

 

表 3 海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループの構成（案） 

●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 

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 

鹿谷
しかたに

 麻夕
ま ゆ

 しかたに自然案内 代表 

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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3.3 運営方法 

WG の運営方法(案)を表 4 に示す。なお、WG は本年度内に 2 回開催するが、原則として

運営方法及び前述の構成員は 2回の開催で大幅な変更は行わないものとする（議事内容等

を考慮して必要に応じた増員・減員は行う方針とする）。 

 

表 4 海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループの運営方法（案） 

実施項目 沖縄県担当課 当企業体 

準  備 

WG 設置 

構成員選定 
決定 

選定補助 

委嘱手続き 

日程調整、会場手配 

構成員との連絡・調整 

開催日決定 

会場手配 

日程調整、会場手配 

案内状送付 

説明資料作成 

構成員との事前調整 

作成方針検討 

内容確認・指摘 

資料作成、事前発送 

構成員との事前調整 

開 催 日 当日の会議運営 事務局 会場設営、資料説明 

事後作業 

議事概要作成、指摘事項整理 
作成方針検討 

内容確認・指摘 
資料作成 成果の整理と評価 

今後の対策への展開検討 

構成員への開催結果報告 
事後における構成員の指摘

確認 

事後報告と事後における構

成員の指摘整理 

 

3.4 WG の開催スケジュール 

WG は沖縄県庁で 2 回開催する予定であり、開催時間は 2～2.5 時間を見込んでいる。本

事業の開始時期は平成 29 年 8 月が見込まれるため、事業開始から 9 月下旬を後述する WG

の議題に係る情報収集及び検討準備期間とし、第 1回 WGの開催は平成 28年 9 月下旬に、

第 2回 WGは平成 29年 3月上旬に実施する。なお、第 1回 WG と第 2回 WG 開催の間には次

項に記す海外交流事業を実施する工程とし、第 2回 WGではこれらの取組の成果についても

協議する。 
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3.5 主な議事内容(案) 

WG では、平成 27年度事業の WG等で指摘された発生抑制対策に係る課題の対応策と後述

の本事業で実施予定の海外交流事業の実施内容及び開催運営方法等を主な議題とする。 

平成 27 年度に指摘された発生抑制対策に係る主な課題と指摘等を表 5 に整理した。更

に、これを踏まえて検討した WG における主な議題(案)を表 6に示す。WG の議題について

は、第 1回では海外交流事業の実施内容を主な議題とし、第 2回では、海外交流事業実施

の成果と今後の展望、発生抑制対策に係る課題に対する対応策等について議論する。 

 

表 5 平成 27年度事業において指摘された海岸漂着物の発生抑制対策に係る主な課題 

発生抑制対策項目 課題と指摘等 

県内河川からの発生源調

査(平成 26 年度実施) 
・調査成果を生かし、県全域及び各地域別を対象とした普及啓発資料が必要。 

・調査結果の活用方法に合ったデータのアレンジができる形にしておく。 

・河川調査結果は河川ごみをテーマに活動する団体が利用できるよう広報の

工夫。 

海岸漂着物の発生及び再

流出に係る実態調査(平成

26 年度実施) 

海外交流事業の計画・運営 

・多地域間共同モニタリング調査の具体的な実施と結果の活用方法。 

・環境教育の実施状況や効果、工夫点等について、継続的に情報提供と意見

交換のできるプラットホームの構築。 

・交流対象地域の拡がりと社会(関係業界)へのアプローチを進める。 

・他の助成金の活用、経費削減に努める。 

※これらの課題については、海外交流事業において対応する方針とする 

普及啓発教材や教育プロ

グラムの作成と有効利用、

人材育成等(主に平成22～

26 年度実施) 

・既存の様々な普及啓発教材の活用状況、効果、新たなニーズ（例えば野外

で使いやすく改良する、利用方法の自由度を上げる等）、活用に係る課題点

等を関係者からのヒアリング等により整理し、活用の利便性を向上させる。 

・県内の多くの地域において海岸漂着物の発生抑制対策に係る人材や後継者

が不足している状況から、県主導の人材育成の取組が必要である（例えば

次世代の育成のために大学生向けの人材育成教育を行う等）。 

・県内で環境教育・普及啓発に係る人材の新たな交流や連携を促進する（例

えば WG 構成員が担当外地域の協議会にオブザーバー参加する、県の環境政

策課が所轄する県地域環境センターの取組に海岸漂着物問題を加える等）。 

・学校の環境教育に対する民間団体の支援や連携についての情報を収集し、

後に県内関係者が活用できるよう、事例集の形として整理する。 

【平成 27 年度事業報告書より作成】 
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表 6 海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループの議事内容（案） 

WG 議事 内容 

第 

1 

回 

1.平成 28 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に係る事業(案)

とワーキンググループの運営について 

平成 27 年度の実施目標・計画と WG の運営内

容を説明。 

2.平成 28 年度の事業実施結果と課題点の整理  

2.1 平成 27 年度の事業実施結果について 

・海岸漂着物のモニタリング調査 

・海岸漂着物及び有害物質の影響と対策方針の検討 

・発生抑制対策に係る事業 

 ワーキンググループの設置・運営 

 海外交流事業の計画・運営 

平成 27 年度の事業実施結果を説明。 

2.2 海岸漂着物の発生抑制対策の課題整理と方針案の検

討 

前出表 5 で整理した平成 27 年度の課題と指

摘事項を中心に、現時点における発生抑制対

策の課題点を整理した上で、対策の方針につ

いて協議。 

3.海外交流事業の計画・運営(案)について  

3.1 実施概要 
海外交流事業の目的・目標、交流対象・実施

体制・実施項目について協議。 

3.2 実施工程 
海外交流事業の準備及び実施工程について

協議。 

3.3 実施内容 

・運営体制 

・参加者 

・交流内容（情報共有、合同調査、ワークショップの実

施等） 

先に記したとおり、海外交流事業の運営体

制、参加者、交流内容について協議。 

第 

2 

回 

1.平成 28 年度第 1 回 WG 議事概要(案)について 
第 1 回 WG の議事内容と指摘事項について確

認・協議。 

2.海外交流事業の実施結果について  

2.1 実施結果 海外交流事業の実施結果を説明。 

2.2 成果と課題について 海外交流事業の成果と課題点について協議。 

2.3 事業実施後の交流体制について 
海外交流事業実施の成果と課題を踏まえた

今後の交流体制について協議。 

2.4 海外交流事業の継続について 
海外交流事業を次年度以降継続する場合を

想定し、どの様な交流内容が適切か協議。 

3.発生抑制対策の課題と対応策について 
第 1 回 WG で整理された発生抑制対策に係る

課題に対する対応策等を協議する。 

3.1平成28年度までに実施された海岸漂着物対策事業成

果の活用について 

平成 28 年度までに沖縄県が実施した海岸漂

着物対策に係る調査研究の成果の有効活用

について協議。 

3.2 普及啓発教材・環境教育プログラム等の有効利用に

ついて 

平成 28年度までに WG等を通じて作成した教

材や教育プログラム等の有効利用、そのため

の関係者の連携等の体制について協議。 

3.3 その他 
平成 28 年度に新たに顕在化した課題点等に

ついて整理し、その対応策を協議。 

4.海岸漂着物の発生抑制対策と普及啓発の方針検討 

平成 28 年度事業成果を踏まえ、平成 29 年度

以降に沖縄県が取組むべき発生抑制対策と

普及啓発の方針を協議。 
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4．海外交流事業の計画・運営 

4.1 目的 

中国等の東シナ海を取り囲む周辺地域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で交流を図り、その成果を双方の環境教育や普及啓発等の活動に

取り入れて海岸漂着物の発生抑制対策を推進することを目的とする。 

 

4.2 交流の基本方針 

本事業では、平成 27年度海外交流事業で作成したロードマップ（図 1）を基本方針とし

た上で交流プログラムを策定し、周辺国との交流を進める。 

平成 28 年度は、「STEP3 黒潮をとりまく他地域への拡がり」として、これまでの交流対

象の台湾に、新たに中華人民共和国（以下、「中国」という。）を加え、東シナ海を取り囲

む周辺地域との交流を拡大するとともに、沖縄県・中国・台湾の海岸漂着物の発生抑制に

向けた協働取組の拡がりと連携の強化を目指すものとする。 

 

連携の強化、地域内
外の拡がりの強化

黒潮をとりまく他地域への
拡がり

沖縄-台湾協働の具体化

STEP 1（H26年度） STEP 2（H27年度） STEP 3 STEP 4

●沖縄－台湾の情報共有
・漂着物の現状
・自治体の取組
・民間団体の取組
・課題の抽出

●沖縄－台湾の協働課題の
抽出
・協力して実施したいこと
・協力できること

●沖縄－台湾の交流事業の
継続の確認
・キャッチフレーズの決定

沖縄-台湾交流事業の実施

●目標と基本方針の確立
●沖縄－台湾共通課題への

取組
●沖縄－台湾協働プログラム

の作成
●行政と民間の役割の整理

●他地域（中国等）との
連携の確立

●協働課題の抽出
・協力できること
・協力して実施したいこと

●各地域の協働課題への取組
●他業界への働きかけ

 
平成 27 年度事業報告書より作成 

図 1 海外交流事業ロードマップ 

 

1.調査・研究

●モニタリング調査の共同実施と情報共有
●周辺諸国との情報共有
●マイクロデブリの調査の実施と情報共有

2.陸域からのごみの発生抑制

●観光業からのごみの減量
●沖縄と台湾の学生交流（海ごみ観察ﾂｱｰ）
●非分解性製品への課税
●マスコミへの宣伝
●過剰包装の削減にむけた呼びかけ

3.環境教育

●沖縄と台湾交流サイトの立ちあげ
●沖縄・台湾交流プログラム

『きれいな海をいつまでも』
●沖縄・台湾夢のクルーズ

4.海岸清掃活動の継続・拡大

●同じ日にビーチクリーン
●テーマを決めてビーチクリーン
●海LOVE in 台湾（海ごみ回収ｲﾍﾞﾝﾄ）

の開催
●ビーチクリーン実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの

付加を行政に提案
 

平成 27 年度事業報告書より作成 

図 2 海外交流事業における交流テーマ 
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4.3 交流内容(案) 

平成 27 年度に沖縄県が実施した海外交流事業では、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を行い、海外交流事業における交流 4 テーマ（図 2）のうち、

「1.海岸漂着物の調査・研究」および「3.環境教育」の 2つのテーマについて協働取組の

内容及び手法の検討を行った。平成 27 年度における主な成果と今後の課題点は、表 7 の

とおりである。本事業では、これらの成果を踏まえ、海外交流事業の発生抑制対策の継続

的な推進に向けた取組を実施する。 

平成 28 年度の海外交流実施内容（案）は、表 8のとおりである。平成 28 年度において

は、平成 27年度に実施が決定した共同モニタリング調査について、海岸での調査模擬体験

を実施し、調査手法の確定と共同実施計画の検討を行う。また、モニタリング調査結果等

の海外交流事業成果の情報共有の場として、プラットホームを作成する。プラットホーム

は、モニタリング調査結果や環境教育プログラムの公開等の情報交換の場として活用する

ことで、海外交流事業の成果の活用促進と発生抑制対策の継続的な実施を推進するものと

考えられる。本年度は海外交流事業成果の活用方法の検討を行い、それに伴う効果的なプ

ラットホームの作成について協議を行う。 

また、ロードマップ「STEP4 連携の強化、地域内外の拡がりの強化」実現に向けて、マ

スコミや観光業界等の他業界との協働取組に向けて、協働取組事例の紹介等を通じ、方法

や課題等について検討を行う。 

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する。 

 

表 7 平成 27年度海外交流事業の成果と今後の課題 

成 果 今後の課題 

①沖縄県及び台湾における共同モニタリ
ング調査の実施の決定 

・共同モニタリング調査手法の確定 

②海外交流事業の成果等の情報共有の場
の作成の決定 

・情報共有のためのプラットホームの作成 
・モニタリング調査結果等の海外交流事業の 

成果の活用方法の検討 

③新たな交流テーマの推進 
マスコミ等、「他業界への働きかけ」の
必要性について共通認識が得られた 

・海岸漂着物等の発生抑制推進のための、 
マスコミ等他業界の参加協力の在り方に 
ついての検討 

   平成 27 年度事業報告書より作成 

 

表 8 平成 28年度海外交流事業 実施内容(案) 

実施項目 実施内容 

①沖縄県及び中国等における共
同モニタリング調査の実施 

・モニタリング調査手法の確立・普及のための合同海岸調査 
・沖縄県と中国等における共同モニタリング調査の手法の確定

と、共同実施計画の検討 

②海外交流事業の成果等の情報
共有の場の作成 

・共同モニタリング調査結果や環境教育の実施結果など、海外
交流事業の成果の活用方法の検討。 

・効果的なプラットホームの作成 

③「他業界への働きかけ」実現
に向けた検討 

・他業界との協働実施事例の紹介 
・他業界との協働実施の在り方についての検討 
・今後の交流の基本方針（ロードマップ）の更新 
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4.4 交流対象(案) 

本年度は台湾行政関係者、台湾 NPO 等民間団体、及び中国福建省福州市及び中国 NPO 等

民間団体を交流対象とする。沖縄県民間団体、中国等の交流対象者（案）は表 9 のとおり

である。 

沖縄県側の交流対象者は「4.5.1 ワーキンググループの設置・運営」において選定した

WG 構成員（14 名程度）とする。台湾側の交流対象者は、台湾行政関係者（3名程度）及び

台灣清淨海洋行動聯盟（T.O.C.A）に属する台湾 NPO 等民間団体の代表（3 名程度）、中国

側は中国福州市人民政府（3名程度）及び中国 NPO 等民間団体の代表（6名程度）とする。

WG 構成員及び台湾側の交流対象者は、平成 27 年度の沖縄県海外交流事業における交流対

象者であり、沖縄県と台湾における海岸漂着物の現状、課題、対策についての情報共有及

び意見交換を実施している。 

本年度新たに交流対象とした中国は、沖縄県内で実施した海岸漂着物のペットボトル生

産国調査で、全体の約 70％を占めるなど、沖縄県の海岸漂着物対策を考える上では重要な

地域である。福州市は、東シナ海に面した省都で、琉球との歴史も深く、那覇市と友好都

市となっている。また、台湾との距離も近く、フェリー便が運航されるなど台湾とも密接

に関係しており、福州市と協力体制を構築することは沖縄、台湾の海岸漂着物対策として

有効であると考えられる。また、中国 NPO 等民間団体については、「上海仁渡海洋交益友展

中心」を中心とした 6 名程度とする。上海仁渡海洋交益友展中心は、中国国内で広く海岸

漂着物のクリーンアップ活動やモニタリング調査を実施している団体で、これまで単独で

は 34回のクリーンアップ活動を開催している。また、平成 27 年度には台湾の荒野保護協

會等と共催して「2015 海岸クリーンアップ共同フォーラム」を開催するなど、台湾側交流

対象者との交流もあることから、円滑な協力体制の構築が可能である。 

「第 13 回海ごみサミット 2015 長崎・五島会議」配布資料、 

「沖縄県内における海岸漂着物等の現況」（沖縄県、平成 27 年）より作成 

 

表 9 平成 28年度海外交流事業 交流対象者（案） 

【沖縄県】 

所 属 

沖縄県 

民間団

体 

沖縄県海岸漂着物の発生抑制ワーキンググループ 

14 名程度 

 

【台 湾】                【中 国】 

所 属  所 属 

台湾 

行政 

関係者 

新北市政府環境保護局  福州市 

人民政府 

関係部局 

基隆市政府環境保護局環境衛生管理科  3 名程度 

花蓮県環境保護局  中国 

民間団体 

上海仁渡海洋交益友展中心  等 

3 名程度  6 名程度 

台湾 

民間団体 

台灣清淨海洋行動聯盟（T.O.C.A）  等    

3 名程度    

注）1.役職等は平成 27年 6月現在。 
2.交流対象者は、沖縄県環境部環境整備課、台湾、中国行政関係者及び民間団体等と調整のうえ決定する。 
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4.5 実施方法(案) 

開催内容（案）は表 10 のとおりである。交流事業は 3日間の工程とする。 

1 日目のオリエンテーションでは、開催趣旨、事業内容の説明を行うとともに沖縄県、

中国等の発生抑制・環境教育に係る取組の成果報告を行う。 

2 日目午前中の海岸漂着物合同調査では、沖縄県豊見城市漫湖水鳥・湿地センター周辺

において、共同実施する海岸漂着物モニタリング調査手法を実際に体験し、調査手法につ

いて意見交換を行う。2 日目午後及び 3 日目のワークショップでは、以下の 3 テーマにつ

いて協議を行う。 

 

①モニタリング調査結果等の交流事業成果の活用方法の検討及び情報共有の手法（プラット

ホームの活用）の検討 

②他業界への働きかけに向けた事例の紹介と、他業界との協働に向けた検討 

③今後の活動方針（ロードマップ）の策定に向けた協議 

表 10 平成 28年度海外交流事業 開催内容（案） 

日 程 開 催 方 法 場 所 

1 日目 午後 オリエンテーション 那覇市内 

会議室  開催趣旨、交流事業の説明、沖縄県、台湾、中国の取組の紹介 

2 日目 

 

午前 合同海岸調査 

豊見城市 

漫湖水鳥・湿地

センター（案） 

 協働実施のモニタリング調査手法による海岸漂着物調査の体験

と意見交換と、共同モニタリング調査手法の確定 

午後 ワークショップ 

 ・海外交流事業成果の活用方法の検討 

・効果的な情報共有の手法（プラットホーム等の活用）の検討 等 

3 日目 午前 ワークショップ 

那覇市内 

会議室 
 ・他業界への働きかけに向けた事例の紹介 

・他業界との協働に向けた検討 

・今後の活動方針（ロードマップ）の策定に向けた協議   等 

 

なお、2 日目の開催場所を漫湖水鳥・湿地センターとしたのは、ワークショップを開催

できる施設を有し、また、周囲に発達しているマングローブ植生帯には多くの漂着ごみが

みられ、合同海岸調査（協働実施のモニタリング調査手法による海岸漂着物調査の体験と

意見交換）の実施にも適していると判断されたためである。 

   

施設外観 

(43ismamorigami.sakura.ne.jp) 

周囲の状況 

(www.jawan.jp) 

周辺で回収された漂着ごみ 

(http://manko-mizudori.blog.so-net.n

e.jp/2016-06-08) 

図 3 漫湖水鳥・湿地センター 
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4.6 開催スケジュール(案) 

海外交流事業の開催スケジュール（案）は図 4 のとおりである。平成 28 年 9 月に第 1

回 WGを開催し、海外交流事業の開催内容について検討を行う。海外交流事業は平成 29年

1 月下旬～2月初旬に実施し、第 2回 WG（3 月上旬）において成果等の評価を行う。 

交流事業
（沖縄）

平成28年
9月下旬

平成29年
1月下旬～
2月初旬

第1回
WG※

第2回
WG※

平成29年
3月上旬

成果の
評価検討

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
 

図 4  開催スケジュール（案） 

4.7 実施体制(案) 

海外交流事業の準備運営は、沖縄県担当課の指示により当企業体が主体となって実施す

るが、様々な地域関係者、関係機関等の協力を得る予定であり、その協力体制は表 11 の

とおりである。 

表 11 平成 28年度海外交流事業 協力体制（案） 

実施項目 協力体制 

①オリエンテーショ

ン・ワークショッ

プ開催準備 

しかたに自然案内 

一般社団法人 JEAN 

オリエンテーション・ワークショッ

プの内容・進行計画 

沖縄県産業振興公社台北事務所 台湾側参加者の事前調整 

沖縄県産業振興公社福州駐在所 中国側参加者の事前調整 

WG 構成員 
ワークショップの内容・進行計画・

情報の提供 

②合同海岸調査 
那覇クリーンビーチクラブ 作業用具等の調達、調査の運営 等

の協力 漫湖水鳥・湿地センター 

③ワークショップの

開催 

しかたに自然案内 代表 鹿谷麻夕 ファシリテーター 

WG 構成員 議事進行への協力 

 

4.8 本事業実施後の見通し(案)  

本事業実施後はワークショップの成果とロードマップに沿った交流を沖縄県及び中国等

の協力の基で継続する。 

本事業において情報共有の場（HP によるプラットホーム）を確保する予定であることか

ら、今後は共同モニタリング調査結果、環境教育プログラム実施結果等の情報共有を実施

するとともに、それらの成果を有効活用した発生抑制対策の実施が可能な体制となる。 

また、マスコミ・観光業・地域産業等の他業界との協働事例の紹介と協働の可能性につ

いて協議を行うことから、今後は他業界との協働も踏まえ、地域の実情やニーズ等に合わ

せた発生抑制対策の取組実施を検討する。 

なお、本事業では新たに中国の参加を得ることから、その経験を踏まえて更なる関係地

域の参加による地域間連携の拡がりについて検討を行う。 


