
昭和18 年ごろの泡瀬
出典：泡瀬復興期成会

海に寄りそう人のくらし

今も息づく海の文化
●東之御嶽（あがりぬうたき）
　東海楽土のニライカナイから、豊穣と繁栄をもたらす
世持神としてあがめられています。かつては、集落東のア
ダンが繁る砂丘に祠がありました。
●浜下り（はまうり）
　干満の差がとくに大きくなる旧暦3月3日の干潮時に、
女性が浜におりる沖縄の行事です。手足を海水で清めて
厄を払い、健康を祈願します。神様に供えたごちそうを海
辺で食べたり、干潟の魚介や海藻をとる楽しみもあります。
●貝や海藻の恵み
　泡瀬で食べられている貝は10種類以上。春先のアーサ
（ヒトエグサ）など、海藻の恵みも豊かです。

海辺に親しむ心得とヒント
●御嶽は神聖な場所です。むやみに立ち入らず、敬いの気持ちをたいせつに。
●ゴミは捨てずに必ず持ち帰りましょう。
●干潟の生き物は環境の変化に敏感です。観察後は、もとどおりにしておきましょう。
●自然には謙虚な気持ちで接し、五感のすべてで自然を感じ親しみましょう。
●海辺は天候や潮位の変化がある場所です。よく注意をはらい、自分の身の安全は自分で守りましょう。

昔の泡瀬

●発行年月：平成 28年 3月発行　●発行者：中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会
●連絡先：沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所　TEL：098-938-9640

かつて泡瀬は干潟の中の小さな島でした。湧水に恵まれ人が住むようになり、干潟には
塩田が拓かれました。人びとは、海の神をあがめ、製塩や漁業などをくらしの糧としてき
ました。
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泡瀬のココがすごい！
・自然環境がとっても多様、奇跡の海辺！
　――砂地・泥干潟・転石帯、砂州、マングローブ、
　　　サンゴ礁、広い海草や海藻の藻場も！
・環境が多様だから、生き物もとっても多様！
・地球規模で貴重な鳥の楽園！
・海とひとが共生し発展する町づくり！
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あわせあわせ
現在の東之御嶽

海の恵み

浜下りの様子

春の楽しみ、アーサ摘み

湿地

塩田（シンナー）

カーヌ毛（湧水）

東之御嶽
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干潟ってどんなところ？
　干潟とは、満潮時には海、干潮時には干上
がって陸になる湿地のこと。中城湾は、勝連
半島や島々、サンゴ礁に守られた穏やかな海
域です。そのため湾奥にある泡瀬には、潮流
に運ばれた砂がたまり、県内最大級の広い干
潟が生まれました。

生き物は数千種 !?
泡瀬の多様性は奇跡的！
　生き物の食とすまいはすべて、他の生き物
との競争で決まります。だから、自然の環境が
多様なほど、生き物の種類も多様になるので
す。泡瀬の海の環境の多様性は、国内有数。
生き物の種類も多様です。
　まさに奇跡の海なのです。

干潟って美味しい！
　1日に2回の干潮で、干潟には酸素と日光
がタップリ。さらに、陸からは栄養塩や有機物
が運ばれ、栄養もタップリ。だから、珪藻類や
プランクトンがふんだんに発生して、それをカ
ニや貝やゴカイが食べ、さらにそれを肉食の
魚や鳥が食べ…。そんな食物連鎖のドラマ
が、海辺で繰り広げられています。
　そしてわたしたちも、干潟から美味しい恵
みをいただいています。

干潟にはスゴイ役割がある？
　干潟は、陸から流れてくる栄養塩や有機物
をいったん留め、さまざまな生き物の連鎖に
よって分解します。干潟は、いってみれば天然
の浄化処理システムです。
　また、アマモなど海草や海藻の藻場は、二
酸化炭素を吸収して酸素を放出する海の森。
地球環境のバランスを保つ働きは、熱帯雨林
に匹敵するともいわれます。

国内有数の多様な自然の宝庫 一見、干潟はただの空き地のよう。でも、じつは生き物がぎっしり！ 地球でいちばん生物の
活動がさかんな場所です。
しかも、自然環境のバランスを整えるとても大切な働きもしています。

泡瀬の海辺の多様性は奇跡的！泡瀬の海辺の多様性は奇跡的！

海藻藻場

満潮のときの水面

干潮のときの水面

サンゴ礁
海草藻場

（アマモなど）
干潟

マングローブ 一般的な干潟のかたち
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（砂地、泥干潟、転石帯）

マングローブとは、潮の影響がある場所
に生える植物群のこと。比屋根では3種の
樹木が見られます。

潮流に運ばれた砂がたまった場所で
す。沖に向かって砂州が形成されてい
るのも泡瀬の特徴です。

川から運ばれた細砂や泥が、
河口などにたまってできる泥っ
ぽい干潟です。 沖縄の自然海岸では、死んだサンゴ

の石が積み重なった場所です。
海草（泡瀬では9種確認）
は、海藻とは異なる種子
植物。藻場は生き物の産
卵場や隠れ場としても大
事な場所です。

板状の根が特徴。材木
として使われることも。

メヒルギメヒルギ

膝のような形をした根
を出して呼吸します。

タコの足のよ
うな根で幹を
支えます。

回転しながら一瞬で砂に潜
る名人。砂についた有機物
を食べ、残りを砂団子に。

潮汐に合わせて波打ち際
を移動。食用にされます。

琉球の赤瓦が
名の由来。右は
砂に潜ってい
るところ。

ギボシムシな
どが養分をこ
しとった糞。き
れいな砂です。

ミナミコメツキガニミナミコメツキガニ

イソハマグリイソハマグリ

カワラガイカワラガイ

ゴカイの仲間ゴカイの仲間

目だけ出して警戒中。
オスのダンスから
banzai の学名が。

殻はでこぼこして
縞模様があります。

地方名トントンミー。
出目と歩く姿が愛嬌
たっぷり。

シオマネキのオスは、
ハサミが片方大きい。

ヒメヤマト
オサガニ

ベニシオマネキ

ヘナタリ

ミナミトビハゼ

視力が弱いテッポウエビ
の巣穴（写真左）には、見
張り役のハゼ（写真はタ
カノハハゼ）が同居。貝を食べる肉食系。卵塊（砂茶

わん）は不思議な形です。

ハサミの先が紅色。
オール型の脚で泳
ぎも上手。

古代中国で貨幣と
して使われました。

地下茎の節から、丸い
葉を2枚出します。

株の根元に枯れた葉鞘
がついています。

オヒルギオヒルギ

ヤエヤマヒルギヤエヤマヒルギ

ハゼとテッポウエビの共生ハゼとテッポウエビの共生

ホウシュノタマホウシュノタマ

ミナミベニツケガニミナミベニツケガニキイロダカラキイロダカラ
イソスギナイソスギナ

葉が細長いアマモの仲間。
泡瀬には大群落があります。

ウミヒルモウミヒルモ
リュウキュウスガモリュウキュウスガモ

コアマモコアマモ

ツクシの親のス
ギナ似？ 原っぱ
のようです。



沖縄の鳥の多くは“お客さん”？
　泡瀬でこれまでに確認された鳥はおよそ１８０種です。このうち、泡瀬で１年中見られる「留鳥」は２割ていどで、ほかは
“季節限定”。北から越冬のためにくる「冬鳥」や、繁殖のため南から夏に訪れる「夏鳥」、あるいは北半球と南半球を往
復する渡りの途中、春秋２回立ち寄る「旅鳥」です。

干潟は地球規模の鳥の楽園！ 泡瀬は、国内有数の野鳥の楽園。広～い干潟には、食べ物がたっぷり。
冬を越す鳥、夏に子育てする鳥、１万キロの渡りの途中の鳥。どの鳥にとってもかけがえのな
い場所です。

夏鳥のコアジサシは、泡
瀬の砂州で子育てをし
ます。

干潟は渡り鳥の生命線？
　渡り鳥のルートはさまざまですが、点々とつながる琉球
弧の島々は、ときに１万キロをこす旅の途中に、羽を休めて
お腹を満たす生命線。泡瀬は、その代表的なポイントです。
地球サイズで見たらとっても小さなこの干潟に、どうやっ
て鳥たちは迷わず毎年やってくるのでしょうか…。不思議
です。

冬鳥でチドリの仲間の
ムナグロは、泡瀬が国内
最大の越冬地です。

泡瀬の野鳥カレンダー

渡り鳥の移動ルート

干潟 比屋根湿地

総合運動公園 米軍通信施設

干潟の攻略法。シギとチドリの違いは？
　シギ、チドリの仲間は、干潟のカニやゴカイが好物。でも、狩りの方法には違いが。
　シギの長いくちばしは、先端に感覚があり自由に動かせます。穴の奥を探り、獲物をキャッチ。くちばしが短めのシギ
は、地表近くにひそむ生き物をねらいます。
　キョウジョシギは、くちばしで石をひっくり返して獲物を探す技を見せてくれます。
　チドリの仲間は、すばやいジグザグ歩きの「千鳥足」が特徴。反対方向に歩くとみせかけて油断させ、一気に獲物に
かけよる作戦はみごと！

こんな鳥が
見られるかも
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クロツラヘラサギ
シロチドリ

ダイシャクシギ セイタカシギ

クロツラヘラサギ
シロチドリ

ダイシャクシギ セイタカシギ

ダイサギ
イソヒヨドリ

コチドリ セッカ

ダイサギ
イソヒヨドリ

コチドリ セッカ

キョウジョシギ
オナガガモ

ゴイサギ オオバン

キョウジョシギ
オナガガモ

ゴイサギ オオバン

ヒドリガモ

メジロ

カワセミ
ヒドリガモ

ミサゴミサゴ メジロ

カワセミ

キョウジョシギ コチドリチュウシャクシギチュウシャクシギ

参考文献：「泡瀬地区環境学習用教材no.32」（沖縄市建設部計画調整課）

中城湾港泡瀬地区鳥類確認種リスト：平成26年野鳥園報告書より

キジバト、ズアカアオバト、リュウキュウヨシゴイ、ゴイサギ、コサギ、クロサギ、シロハラクイナ、バン、シロチドリ、ツミ、
カワセミ、コゲラ（リュウキュウコゲラ）、ハシブトガラス、シジュウカラ、リュウキュウツバメ、シロガシラ、ヒヨドリ、メジロ、
セッカ、イソヒヨドリ、スズメ

コアジサシ、ベニアジサシ、エリグロアジサシ

ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、カンムリカイツブリ、カワウ、ササゴイ、アマサギ、アオサギ、
ダイサギ、チュウサギ、クロツラヘラサギ、オオバン、ムナグロ、ダイゼン、コチドリ、セイタカシギ、タシギ、オグロシギ、
ダイシャクシギ、チュウシャクシギ、アカアシシギ、アオアシシギ、クサシギ、タカブシギ、イソシギ、キョウジョシギ、トウネン、
ヒバリシギ、ハマシギ、ユリカモメ、ズグロカモメ、ウミネコ、ミサゴ、サシバ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、アカモズ（シマアカモズ）、
ウグイス、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、キセキレイ、ハクセキレイ、ビンズイ、アオジ

ホトトギス、アマツバメ、メダイチドリ、オグロシギ、オオソリハシシギ、チュウシャクシギ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ、
アカアシシギ、コアオアシシギ、キアシシギ、ソリハシシギ、ミユビシギ、ウズラシギ、クロハラアジサシ、サシバ

留鳥

夏鳥

冬鳥

旅鳥



・マリーナ

・観光船
・小型船だまり

・臨海商業施設
・人工ビーチ
・公園、緑地

・ホテルなど

・臨海商業施設
・交流施設

・栽培漁業
　センター

・健康・医療施設
自然観察の場などとして活用

・多目的広場
・公園、緑地

海草の移植

トカゲハゼの生息域
自然観察の場などとして活用

緩傾斜護岸 直立護岸

比屋根湿地

・野鳥園および生物エリア
・学習エリア

地元の要請による産業振興事業です
　泡瀬の埋め立て事業は、1980年代の地元沖縄市からの
要請が原点。沖縄本島中部東海岸の経済振興策として、
国・県・市が一体となって進めています。
　また、特別自由貿易地域（FTZ）の中城港湾（新港地区）
整備とも連動。新港と人工島の総合的な事業により、さらな
る経済効果が見込まれています。

「スポーツ」、「健康・医療」、「交流」
がコンセプト
　本島東側の朝日のパワーが満ちる健康アイランドで、沖縄
市のスポーツコンベンション宣言に沿った、スポーツ、健康・
医療の施設が整備されます。
　サッカーグラウンドやテニスコートのほか、県内最長
900mのロングビーチと穏やかな海域ではビーチバレー、
シーカヤックなどのマリンアクティビティが楽しめます。
またスポーツ医療、ジム、美容やリラクゼーション、リハビリ、
治療や介護など多彩な医療機関の集積が図られます。
　さらに会議場や商業施設、ホテルなどの施設も充実。遊歩
道、野鳥園の自然と一体となった交流空間が形作られます。

自然と融合した環境整備
　人工島は周囲を緑地に囲まれ、広い公園緑地も整備。
また、人工海浜につながる野鳥公園は、生き物とふれあう環
境学習のエリアとして活用されます。沿岸に残る自然の干
潟と響きあい、自然体験型観光や観察会で干潟の尊さと魅
力を体感し学ぶ機会を提供
します。

泡瀬干潟の保全
　貴重な干潟を残すために、
当初の陸続きの埋め立て計
画を、沖合の人工島に変更。
消失する干潟を全面積の2%
にとどめることができました。

海辺の自然と共に発展する町 豊かな海の恵みに支えられ、交通の要衝としても発展してきた泡瀬。そして今、海をいかした
新港や人工島の開発がもたらす産業振興により、たしかな未来を拓こうとしています。
そこには海と共に生きる精神に根ざした、手厚い環境への配慮がなされています。

クビレミドロ

トカゲハゼ

人智をつくした環境への配慮
　国内有数の干潟の多様性を次世代に手渡
すため、最大限の配慮がなされています。希少
種を守るには、干潟全体の生態系の保全が不
可欠。環境への配慮には、その姿勢が貫かれ
ています。
＜例＞
直立護岸：生き物が住めるよう、すき間のあ
るブロックを基部に使用しています。
緩傾斜護岸：護岸に傾斜をつけて親水性を
高めています。
絶滅危惧種のトカゲハゼやクビレミドロの保
護育成：生息の監視調査をしています。トカゲ
ハゼが生息する干潟の質を改善しています。

米軍通信施設

奥武岬

比屋根湿地

米軍通信施設

干潟域

防波堤（西）

航路

マリーナ奥武岬

比屋根湿地

人工島

6 7

ダイバーによる海草の
手植え移植も実施
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