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平成 29 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 

議 事 次 第 

 
日時：2018年 2月 2日（金）14：00～16：00 

場所：沖縄 IT津梁パーク 第 2・3会議室 

 
 

議  題 
 
１． 平成 28 年度 第 2 回ワークショップの振り返り 

 
２． 短期・中期・長期目標の再確認 
 
３． 広報パンフレットの配布・使用状況・感想等について 

 
４． 干潟等の利用に向けた取り組み 

・今年度実施した試験運用の紹介 
①  9 月 10 日（日） 野鳥観察会＆環境学習会 
② 11 月 11 日（土） 塩づくり＆文化学習会 
③ 12 月 26 日（火） 黒糖づくり＆文化学習会 
④ 12 月 16 日（土） 凧づくり＆文化学習会 
⑤  1 月 13 日（土） 凧揚げ 

 
・今後の課題の検討 

  地域協働連携方策について 
  今後の試験運用の内容について 

広報活動について 
ほか 

 
５．その他 
 
 
 
 
 
 
 
 

配布資料 

資料-１  平成 28 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  広報パンフレットの配布・使用状況・感想について 
資料-４ 広報パンフレット 一般用・子供用（コピー） 
資料-５ 干潟等の利用に向けた取り組み －今年度実施した試験運用の紹介－ 
資料-６ 干潟等の利用に向けた取り組み －今後の課題の検討－ 
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平成２９年度第１回 中城湾港泡瀬地区 環境保全・創造検討委員会 

人工島供用に向けたワークショップ 参加者名簿 

【敬称略】 

氏名 所属・役職 備考 

石原 一昭 東桃原自治会   自治会長  

渡嘉敷 直也 泡瀬自治会    自治会長  

渡嘉敷 直久 高原自治会    自治会長 ご欠席 

崎山 峰生 泡瀬第三自治会  自治会長 ご欠席 

知念 安治 大里自治会    自治会長 ご欠席 

仲宗根 昇 与儀自治会    自治会長  

宮里 和夫 比屋根自治会   自治会長  

田島 弘子 泡瀬第一自治会  自治会長  

平良 光範 泡瀬第二自治会  自治会長  

知念 信恒 古謝自治会    自治会長  

加賀美 英志 海邦町自治会   自治会長  

喜瀬 照夫 泡瀬復興期成会  事務局長  

池田 博 沖縄市漁業協同組合  組合長  

外間 尹孝 南原漁業協同組合   組合長  

當眞 嗣蒲 中城湾魅力づくりプロジェクト 会長  

伊佐 眞一郎 中城湾魅力づくりプロジェクト 副会長 ご欠席 

當眞 嗣博 中城湾魅力づくりプロジェクト 事務局長  

山田 一誠 一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 事務局長  

中根 忍 やんばるエコツーリズム研究所 主宰 ご欠席 

山里 祥二 NPO 法人コーラル沖縄  理事長  

沖縄総合事務局 

沖縄県 

沖縄市 
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平成 29 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議事概要 
 

日時；平成 30 年 2 月 2 日 14:00～16:00 
場所：沖縄 IT 津梁パーク 第 2・3 会議室 

 

【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）、渡嘉敷自治会長（高原自

治会、欠席）、崎山自治会長（泡瀬第三自治会、欠席）、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）、平良自治

会長（泡瀬第二自治会）、知念自治会長（古謝自治会）、加賀美自治会長（海邦町自治会）、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）、山田事務局長（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、欠席）、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） 

 
【配布資料】 

資料-１ 平成 28 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 広報パンフレットの配布・使用状況・感想について 

資料-４ 広報パンフレット 一般用・子供用（コピー） 

資料-５ 干潟等の利用に向けた取り組み  - 今年度実施した試験運用の紹介 - 

資料-６ 干潟等の利用に向けた取り組み - 今後の課題の検討 - 

 
【以下、主な内容】 
１． 平成 28 年度第 2 回ワークショップ（2017 年 2 月 2 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） 

・各目標とその後の経緯について確認・共有を図った。 
・今後の目標設定について、次年度事務局から提示することとした。 

 
３． 広報パンフレットの配布、使用状況、感想について（資料－3） 

・パンフレットの配布状況や使用した方の感想、今後更新を検討する内容などについて、事

務局より説明を行った。 
・各自治会での配布状況について、各自治会長に紹介していただき、公民館においている状

況をご報告いただいた。 
・自治会の子供会は、近年活動が活発ではなく、興味を持ってもらえないこともあったので、

小学校等での環境学習において配布するのが効果的ではないか。（山里理事長、複数の自治

会長） 
・パンフレット自体の周知のために掲示する大型のポスターが欲しい。（加賀美自治会長） 
・漁協では体験学習を行っており、パンフレット活用したいので配布してほしい。（池田組合

長） 
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・パンフレットの PDF を作成する際には外国の観光客も使用できるよう多言語にも対応し

てほしい。（山田事務局長） 
・パンフレットを自治会の HP でリンクを貼ることは可能。（加賀美自治会長、山田事務局長） 
→沖縄市が主催する小学校の干潟観察会では、パンフレットを教材として使用してもらって

いる。パンフレット周知・活用のために多言語への対応やインタプリタ―育成等の課題に

ついては関係機関との連携を模索し、検討を進める。（事務局） 
 
４． 干潟等の利用に向けた取り組み 

（1）今年度実施した試験運用の紹介（資料-5） 
・最初に當眞嗣蒲会長から挨拶をいただいたのちに、各試験運用の状況を報告した。 

 
（2）今後の課題の検討（資料-6） 

①地域協働連携方策について 
1）参加団体の拡大 
・参加団体の拡大について特にご意見は出なかった。 
・WS 名称については、人工島の名称が決まってからでも良いのではないか。（複数のご

意見） 
→連携地域については今後少しずつ拡大させていく。ワークショップの名称については、

次年度に案を提示する（事務局）。 
 

2）行政との連携について 
・アンケート結果を紹介した。出席者から特に意見等はなかった。 
 

②今後の試験運用の内容について 
・アンケートで好評だった、今後参加してみたい試験運用の内容案を紹介した 
・沖縄市漁協では過去に中学生を対象に泡瀬漁港内でハーリーを行っており、関係機関と

の調整は必要ではあるが、試験運用としても可能だと思う（池田組合長） 
・様々な案があり良いが、人工島周辺の状況を考慮し、内容を絞って検討を進めてほしい。

（山里理事長） 
・星空観察会は、うるま市の浜比嘉島で募集したところあっという間に参加者が集まった

と聞いている。もし今後実施するのであれば広報について協力する（山田事務局長） 
→ご指摘については留意し、今後も自治会や関係行政、団体等の協力を得ながら進める。

ご協力お願いしたい。（事務局） 
 

③広報活動について 
・これまで実施してきた試験運用の内容はどれも良いと思う。一様に広報活動を展開する

のではなく、内容ごとに対象を絞って学校や観光協会を活用して広報を展開するべきで

ある。（山里理事長） 
・広報の対象として、観光客、修学旅行生などあるが、すぐに出来るわけではない。短期

的、長期的な目標を再設定しつつ、徐々に対象を拡大していくべきである。（山里理事

長） 
・子どもだけではなく大人を対象とした環境・文化学習も検討してほしい。（山里理事長） 
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・子育て世代が自治会に入らないことや高学年は部活動にはいることから自治会も人集め

に苦労しており、学校へ呼びかけることも検討してほしい。（仲宗根自治会長） 
→ご指摘を踏まえて検討し、引き続き工夫していく。（事務局） 

 
【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 
本日の WS では色々なご意見を出して頂きありがとうございます。先ほど新しい名称が出来る

と伺った泡瀬人工島については、国や県で埋立の整備を進め、一定の区画については所定の高

さまで上がってきており、街開きに向けて目に見える形で近づいてきていると思っています。

そういう意味で人工島や周辺地域が、地域の方々の活動の場として活用されることは、プロジ

ェクトをやってきてとして本当に良かったと思いますので、この WS の取り組み等を通じて、

人工島を中心に中城湾全体が子供、地域の方々の、また将来的には観光客含めての、活動の場

として発展していければ良いと思っています。我々もそれに向けて協力していきますので、引

き続き宜しくお願いします。 
 
○沖縄県 土木建築部 港湾課：金城港湾開発監 
沖縄県では、人工島供用開始にむけてアクセス橋梁、また人工ビーチ、緑地の整備に取り組ん

でいるところです。緑地については、現在基本設計を行っており、その中で野鳥園や自然観察

広場、環境文化センター等の検討を進めています。これまで試験運用でおこなってきたメニュ

ーは、子供たちに地域の自然や文化を伝える重要なものだと考えているので、今後整備を予定

している環境文化センター等もそういう環境学習等を展開できるような場所にできたらと考え

ているので、今後とも協力お願いします。  
 

○沖縄市 建設部 東部海浜開発局 計画調整課：仲宗根課長 
沖縄市はこれまで環境教育を学ぶ場として干潟観察会を行い、地域文化を学ぶ場としてスタン

プラリーを提供してきました。先ほど話が合ったように、今年の 3 月あたりには国が部分竣工

を予定しているので、その範囲については、沖縄市に新たな土地が誕生するということで行政

区域に編入する手続きを今年の 6 月に予定しています。土地利用が始まるということで、沖縄

市としてもこれまで以上に人工島の試験運用に向けた取り組みを強化していきたいと考えてお

り、次年度独自に凧揚げや野鳥観察会など色々な取り組みが出来るように予算要望をしていま

す。本日も沖縄市観光物産振興協会さんや沖縄市漁業協同組合さんからも色々な提案を受けま

したので、そういった今後の連携を強化していただいて、広域的な人工島の供用開始に向けて

取り組んでいきたいと思っています。引き続き宜しくお願いします。 
 

 
 
 
 
 

【以 上】 
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