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平成 30 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：2019年 1月 25日（金）10：00～12：00 

場所：沖縄 IT津梁パーク 第 2・3会議室 

 
 

議  題 
 
１． 平成 29 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． 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 11 月 17 日（土） サンゴ観察会＆環境学習会 
② 12 月 15 日（土） 野鳥観察会＆環境学習会 
③ 12 月 26 日（水） 凧づくり＆文化学習会 
④  1 月  5 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 

ほか 
 

４．その他 
・人工島工事の進捗状況 
 
 
 
 
 
 
 
 

配布資料 

資料-１ 平成 29 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 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-４ 干潟等の利用に向けた取り組み －今後の課題の検討－ 

 
参考資料-1  平成 26 年度第 1 回ワークショップ 資料２，３，６，７ 
参考資料-2  人工島工事の進捗状況 



平成３０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  

桑江 良尚 泡瀬自治会    自治会長 ご新任 

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  

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  

山城 正博 泡瀬第一自治会  自治会長 ご新任・ご欠席 

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 ご欠席 

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  

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 代表  

山里 祥二 NPO 法人コーラル沖縄  理事長  

内閣府 沖縄総合事務局 

沖縄県 土木建築部 

沖縄市 東部海浜開発局 
 
 



平成 30 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 31 年 1 月 25 日（金） 10:00～11:40 
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）、桑江自治会長（泡瀬自治会）、崎山自治会長（泡瀬第三自治会）、仲宗根

自治会長（与義自治会）、宮里自治会長（比屋根自治会）、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）、當眞嗣蒲会長、伊佐眞一郎

副会長、當眞嗣博事務局長（中城湾魅力づくりプロジェクト）、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）、山里理事長（ NPO 法人コーラル沖

縄） 

【事務局】 

内閣府 沖縄総合事務局 

沖縄県 土木建築部 

沖縄市 東部海浜開発局 

 
【配布資料】 

資料-１ 平成 29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 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-４ 干潟等の利用に向けた取り組み - 今後の課題の検討 – 

参考資料-１ 平成 26年度第 1回ワークショップ 資料２，３，６，７ 

参考資料-２ 人工島工事の進捗状況 

 
【以下、主な内容】 
１． 平成 29 年度第 1 回ワークショップ（2018 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） 

・参考資料-1 を確認し、各目標が設定された経緯を確認した。 
・各目標の内容とその後の経緯について確認・共有を図った。 
・長期目標の具体的内容について確認・共有を図った。 

 
３． 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-３） 
・各試験運用の状況およびアンケート結果を報告したのち、中城湾魅力づくりプロジェクト當眞会長

より運営した感想や今後の展望をお話頂いた。 



 
（2）今後の課題の検討（資料-4） 

・試験運用の実施を受けて抽出された課題について内容を確認して頂き、長期目標の具体的な内容と

関連させて活発な討議がなされた。主な意見は下記の通り。 
①地域協働連携方策について 
・クルーズ船の増加、やんばるの自然遺産登録に伴って、沖縄市周辺での外国人観光客の増加が

見込まれ、供用後には人工島も利用するであろう。広報等について、沖縄市観光物産振興協会

と連携を取りながら、具体的な取り組みをすすめていただきたい。また試験運用を環境学習と

して捉えると、沖縄市教育委員会等との連携を通じて、教員など指導者への研修も必要だと考

える。また野鳥の会や環境省との連携で人材の活用もできるのではないか。環境学習の内容は、

観光にも活用できるので、両方の取り組みを並行して進めていただきたい。（中根代表） 
・広報については、沖縄記者クラブへのポスティングが有効だとだと考える。また SNS の活用も

検討して頂きたい。（山里理事長） 
・県内、県外、国外からの観光客への広報について、SNS 等を通じた実績もあるので、今後中城

湾魅力づくりプロジェクトのクルーズ船歓迎イベントや試験運用等において、同プロジェクト

との連携に協力する。また情報を発信してから、県外や海外からの集客が軌道にのるまで、数

年かかる。試験運用の中で少人数の県外・国外観光客を対象としたモニターツアーを実施して

もよいのではないか。（山田事務局長） 
・自治会として中城湾魅力づくりプロジェクトには今後も是非協力していきたい。（宮里自治会長） 
・地域の参加者募集としては、小学校と連携するのが有効だと考える。（仲宗根自治会長、喜瀬事

務局長） 
・試験運用に地域の方々が講師として参加し、人材育成が出来ればよいのではないか。（山里理事

長） 
・海外からの観光客へ対応できる人材を育成する必要がある。（外間組合長、中根代表） 
・会話の翻訳については、翻訳アプリが有用である。（山里理事長） 
・地域の自治会や沖縄市観光物産振興協会、行政と協力しながら、今後の取り組みを進めていき

たい。 （當眞嗣蒲会長、當眞嗣博事務局長） 
・試験運用については、中城湾魅力づくりプロジェクトに早めに日程を調整していただき、今年

度の反省点を踏まえつつ、広報など様々な面で協力していきたい。（沖縄市、沖縄県） 
・運営資金については、内容に沿って応募先を絞れば、助成を受けられる可能性が高くなる。ま

た企業とのタイアップという方法もある。（山里理事長） 
・試験運用等においては、基本的に受託者負担（参加料の徴収）が原則だと考える。今後検討し

ていただきたい。（中根代表） 
 
 

②試験運用の内容について 
・参加対象者によって学習内容を絞って実施したほうが良いのではないか。（山里理事長） 
・うるま市観光協会等と協力して星空観察会や星空カヤック、モーニングヨガを実施しているが、



県内各所からも参加者が来ており人気がある。（山田事務局長） 
・夜間のカヤックについては、船舶の航行や発着場所について漁協との調整が必要である。また暗

いなかでカヌーに明かりをつけると、ダツが飛び込んでくる可能性があるなど、安全面には細心

の注意を払う必要がある。（中根代表） 
・野鳥観察会については、海外からの観光客にとっても魅力的なので、取組を続けて頂きたい。（中

根代表） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【以 上】 
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