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平成 28 年度 第 1 回泡瀬地区人工島供用に向けたワークショップ 

進 め 方 

 
日時：平成 28 年 7月 13 日(水) 15:00～17:00 

場所：沖縄 IT津梁パーク 

 
議  題 

 
１． 平成 27 年度 第 2 回ワークショップの振り返り 

 
２． 短期・中期・長期目標の確認と再検討 
 
３．干潟等の利用に向けた取り組み 

（１）昨年度のスノーケリング教室のレビュー 
（２）本年度の計画 
 ①スノーケリング教室  7 月 31 日（日） 
 ②干潟観察会（調整中）  11 月 12 日（土）を候補とする 
 ③サンゴ観察会（調整中） 秋頃を予定 
（３）みなさんに運営に参加していただきたいこと 

 
４．広報パンフレットの作成 
  （１）パンフレット紹介（一般用・子供用）紹介 
  （２）検討事項 
  ・発行者（現状は保全・創造委員会） 
  ・配布先や印刷部数 
 
５．干潟の利用ルール 
  （１）利用ルール（案）の紹介 
  （２）検討事項 
  ・発行者（現状は WS により審議されて決定） 
  ・注意喚起を行う団体についても検討 
  ・看板設置場所等 
 
 
 
 
 
 
 

資料-１ 平成27年度第２回ワークショップの振り返り 

資料-２ 短期・中期・長期目標の再確認 

資料-３ 干潟等の利用に向けた取り組み 

資料-４ 広報パンフレット（一般用・子供用） 

資料-５ 泡瀬干潟 保全・利用の心得（全体版・概要版）（案） 



 

平成 28 年度 第 1 回泡瀬地区人工島の供用に向けたワークショップ議事概要 

 

日時：平成 28 年 7 月 13 日(水) 15:00～17:00 

場所：沖縄 IT 津梁パーク 

 

 

【参加者】石原東桃原自治会長、渡嘉敷泡瀬自治会長、島田高原自治会長、崎山泡瀬第三自

治会長、知念大里自治会長(欠席)、仲宗根与儀自治会長、宮里比屋根自治会長、田島泡瀬

第一自治会長、平良泡瀬第ニ自治会長、知念古謝自治会長、饒平名海邦町自治会長、喜

瀬復興期成会事務局長、池田沖縄市漁協組合長、外間南原漁協組合長、崎浜沖縄市観

光物産振興協会事務局長、中根やんばるエコツーリズム研究所代表、山里 NPO 法人

コーラル沖縄理事長(欠席)、事務局（沖総局、沖縄県、沖縄市、みなと総研ほか） 

 

 

【ご意見】 

１．平成 27 年度 第 2 回ワークショップの振り返り（資料-１） 

前回 WS(平成 28 年 1 月 18 日)の議題と意見、その対応を紹介した。参加者から特に意見

や質問はなかった。 

２．短期・中期・長期目標の再確認（資料-２） 

これまでに設定されている目標を紹介。参加者から特に意見や質問はなかった。 

 

３．干潟等の利用に向けた取り組み（資料-３） 

  これまでの取り組みについては問題ない。海のイベントだけではなく、冬場も活かし

て鳥の観察会を企画してみてはどうか。（中根代表） 

→検討していきたい（事務局） 

 

  一過性のイベントだけでなくサンゴを移植するなど自分たちで海をつくるというイベ

ントを企画してはどうか。（渡嘉敷泡瀬自治会長） 

  サンゴだけでなく付随する生物を増やすことにも留意してほしい。（外間南原漁協組合長） 

→サンゴ移植については技術も進んでおり、可能な範囲で検討していきたい。（事務局） 

 

  名護のあたりで人工ブロックにヒメジャコを植え付けて観察も行っているようなので

協力してやれれば面白いかもしれない。（池田泡瀬漁協組合長） 

→シャコガイについては西護岸側に移設してモニタリングを実施しているところであ

り、将来的なことも含めて検討していきたい。（事務局） 

 

４．広報パンフレット（資料-４） 

  観光的な視点で見たときに、パンフレットをみて実際にこれらの生き物を見てみたい

と感じた時にどこに相談すればよいかを整理する必要もある。（中根代表） 

  観光につなげるにはガイドの育成なども必要になる。どのように対応するかについて

は今後の組織化についても関連してくると思う。パンフレットについては沖縄市のポー

タルサイト「コザウェブ」にアップすることも可能である。（崎山事務局長） 



 

  中国、台湾などアジアの人たちは鳥に興味を持っており、野鳥園とクルーズをつなげ

ればよい観光資源になると思う。周知方法によっては海外につながるだろう。（中根代表） 

 

５．干潟の利用ルール（資料-５） 

  山原周辺では大量に採取していく人がいるが全てを取り締まれないのが現状である。 

（中根代表） 

  漁業調整規則に係る取り締まりがあることは周知してもらいたい。（池田泡瀬漁協組合長） 

  利用ルールの看板は、規則に反するような行為に対して強く注意喚起できるような場所

に設置してほしい。（池田泡瀬漁協組合長） 

 

【最後に事務局から】 

  工事もだいぶ進捗し、供用後の利用、活用方法について、皆様からのご意見をひとつ ひと

つ形にできるよう取り組んでいきたいと考えている。今後も協力をお願いしたい。 

（沖総局 坂井所長） 
  地元の自治体として、地元による良い人工島の利活用に繫がるような取組を検討していきたい

と考えている。パンフレットの観光利用に関して、ガイドを請負う人材確保が課題との話があ
ったが、東部海浜開発局が実施する環境学習でもガイドを手配しているので、市においてガイド

の確保が可能か検討したい。今後も協力をお願いしたい。（沖縄市 仲宗根課長） 

  県も人工海浜の整備をすすめるにあたり、供用後を見据えアピールしていきたいと考え

ている。今後も協力をお願いしたい。（沖縄県 上原主幹） 



平成 28 年度 第 2 回泡瀬地区人工島供用に向けたワークショップ 

進 め 方 
 

日時：平成 29年 2月 2日(木) 14:30～16:30 

場所：沖縄 IT津梁パーク 
 
 

議  題 
 
１． 平成 28 年度 第 1 回ワークショップの振り返り 

 
２． 短期・中期・長期目標の再確認 
 
３． 広報パンフレットの紹介 

 
４． 干潟等の利用に向けた取り組み 

今年度実施した人工島を活用した試験運用の紹介 
① 7 月 31 日（日）  スノーケリング体験教室 
② 11 月 12 日（土）  干潟観察会・地域文化学習会 
③ 12 月 11 日（日）  サンゴ学習会 
④ 12 月 23 日（金・祝） 凧作り 
⑤ 1 月 7 日（土）  凧揚げおよび環境学習会 

 
今後の課題の検討 

 試験運用における地域協働連携方策について 
 ほか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料-１  平成 28 年度 第 1 回ワークショップの振り返り 
資料-２  短期・中期・長期目標の再確認 
資料-３  広報パンフレット（一般用・子供用） 
資料-４  干潟等の利用に向けた取り組み（今年度実施した人工島試験運用の紹介および今後の課題） 
参考資料－1 先進事例紹介_佐賀県鹿島市における干潟を活用した取り組み 



平成 28年度第 2回泡瀬地区人工島供用に向けたワークショップ議事概要 

 

日時 平成 29年 2月 2日 14:30～16:30 

場所 沖縄 IT津梁パーク 

 

 

【参加者】 

石原自治会長（東桃原自治会）、渡嘉敷自治会長（泡瀬自治会）、島田自治会長（高原自治会、

欠席）、崎山自治会長（泡瀬第三自治会）、知念自治会長(大里自治会、欠席)、仲宗根自治会長（与

義自治会）、宮里自治会長（比屋根自治会）、田島自治会長（泡瀬第一自治会、欠席）、平良自治会長（泡

瀬第二自治会）、知念自治会長（古謝自治会）、饒平名自治会長（海邦町自治会、欠席）、喜瀬事務

局長（泡瀬復興期成会）、池田組合長（沖縄市漁協）、外間組合長（南原漁協、欠席）、金城事務

局次長（沖縄市観光物産振興協会）、中根代表（やんばるエコツーリズム研究所）、山里理事長（ NPO 

法人コーラル沖縄）、當眞嗣蒲会長・當眞嗣博事務局長（中城湾魅力づくりプロジェクト）、事

務局（沖総局、沖縄県、沖縄市、みなと総研ほか） 

 

【配布資料】 

資料-１  平成 28年度 第 1回ワークショップの振り返り 

資料-２  短期・中期・長期目標の再確認 

資料-３  広報パンフレット（一般用・子供用） 

資料-４  干潟等の利用に向けた取り組み（今年度実施した人工島試験運用の紹介および今後の

課題） 

参考資料－1 先進事例紹介_佐賀県鹿島市における干潟を活用した取り組み 

 

 

【以下、主な内容】 

１． 平成 28年度第 1回ワークショップ（2016年 7月 13日開催）の振り返り（資料‐1） 

・前回ワークショップの意見交換内容について確認した。 

 

２． 短期・中期・長期目標の再確認（資料－2） 

・目標とその対応状況について確認・共有を図った。 

 

３． 広報パンフレットの紹介（資料－3） 

・パンフレットの配布は小学校、公民館、将来のビーチ管理施設、観光施設など、多くの人

の目に触れるような場所が良い。また市の協力を得ながらガイドの人材育成と合わせて進め

て欲しい。またその際は地域に精通した地元の人をガイドに要請するのが良い。（石原会長、

中根代表、山里理事長） 

・観光物産振興協会でも人材育成について検討していきたい。（金城事務局次長） 

→パンフレットの配布先はご意見を参考に検討する。ガイド養成はパンフ利活用のためにも

重要と認識しており、地域と協力しながら検討をすすめる。（事務局） 

 

・危険な生き物に関して「何が危険なのか」などパンフレットには修正も必要。（池田組合長、

中根代表） 

→パンフレット更新時にご指摘の件、留意する。（事務局） 

 

４． 干潟等の利用に向けた取り組み（資料－4、参考資料－1） 

（1）今年度実施した人工島を活用した試験運用の紹介 



・特段の意見なし 

 

（2）今後の課題の検討（試験運用における地域協働連携方策について） 

  ①試験運用の内容の充実や実施時期の検討 

・一部の地域の試験運用に留まっているので、東部全部の自治会に対して周知・説明

をお願いしたい。（宮里自治会長） 

・広報の強化が必要。（當眞会長） 

→次年度からは幅広く連携し、試験運用及び広報活動など協力をお願いしていきたい。

（事務局） 

 

・試験運用の内容について、来年度は SUP やビーチヨガ、サバニ体験など独自の新し

いプログラムを考えてみてはどうか。対象も、中高生、一般向けに幅広くしてほしい。

（山里理事長） 

・供用後の実運用を見据え、修学旅行生を対象にした体験型観光という視点も重要。 

修学旅行の時期は、飛行機代の安い冬場がシーズン。西海岸では、サバニ体験など

メニュー化されているものの、冬季風浪による海象条件があまりよくない。その点、

東海岸は西海岸に比べ静穏なので、継続的な需要が見込まれる。（山里理事長） 

→検討・工夫していきたい。（事務局） 

 

・人工海浜は、生物相がまだ乏しい感じがする。砂浜や海中に琉球石灰岩を置くなど

し 

て新たな環境創出をおこなっていくことも必要だと思う。（山里理事長） 

→まだ砂を投入中なので、今後検討していきたい。サンゴ移植についても検討をおこ

なっているところである。（事務局） 

 

・ハブクラゲ対策・安全対策を実施していくことが大事（池田組合長） 

→実施時期やネットで対応できることもあるので、留意していきたい。（事務局） 

 

②地元主体への運営に移行し、継続実施するための課題 

・事務局提案の課題について、確認し共通認識を得た。 

 

 

 

【最後に事務局から】 

 

沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 

坂井所長 

試験運用、特に凧揚げでは参加した子供だけでなく大人も含めて笑顔が印象的だった。環境に

限らず文化も含めて、子供の世代に大事なことを伝えていく場としてそのようなイベントが重

要であると感じた。これまで WS で色々なメニューを発掘し、試してきているがこういったこと

が人工島供用にむけてもっと花開いていくと良いと実感した。このような取り組みが今後拡大

していくことを期待しているし、我々もご協力していく。 

 

沖縄県 港湾課 

外間港湾開発監 

沖縄県も供用開始に向けてアクセス橋梁、人工ビーチ、今回の運用に関係する野鳥園を含む緑

地の整備に取り組んでいる。現在その基本設計等を国や沖縄市と相談しながら進めている。そ



の中で野鳥園もそうだが、海浜についてサンゴが観察できるようなエリアをなるべく作れるよ

うに工夫していきたい。そのなかで、運用や工夫についてご意見を取り入れながら取り組んで

いきたいと考えている。 

 

沖縄市 建設部 東部海浜開発局 計画調整課 

仲宗根課長 

パンフレットに関して、沖縄市が行っている干潟観察会は、現在、比屋根小学校や泡瀬小学校

を中心にしているが次年度以降からは美東小学校も参加するように調整を進めている。パンフ

レットも完成しているので、小学校にパンフレットを事前配布して、干潟の観察会の前にパン

フレットを小学校で勉強してから干潟にくれば生きた情報も得られやすい観察会になると考え

ている。ガイドについて、地域に根差したガイドが必要という話があったが、計画調整課では

環境について嘱託職員も配置しており、地域の環境や地域とのパートナーシップ等に関する養

成講座にも研修として参加している。今はそういった知見を職員で共有しており、今後そうい

った地元でガイドになるようなことも考えているので、そのためにも WSで頂いたご意見を今後

の環境学習の事業なかで生かしていきたいと思っている。 

 

【以 上】 
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