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16 中城湾海岸04浜地区
       L=395m

14 金武湾海岸06浜比嘉地区
         L=400m

13 金武湾海岸05伊計地区[整備中]
            L=600m (250m.350m)

15 中城湾海岸01平安名地区
   L=1,000m (600m.350m)

19 中城湾港海岸05中城地区-久場
　　　　　 L=1,000m

21 中城湾港海岸05中城地区-屋宜[整備中]
               L=500m

22 中城湾港海岸05中城地区-津覇・南浜
               L=70m

金武湾港海岸07屋慶名地区
　　　　  L=624m

18 中城湾港海岸03泡瀬地区
　　　　  L=560m

17 中城湾港海岸02具志川地区-豊原
　　　　  L=3,500m

47 中城湾港海岸11平安名地区
　　　　  L=2215m

13 金武湾港海岸05具志川地区-宇堅[整備中]
               L=486m

14 金武湾港海岸05具志川地区-具志川[整備中]
                 L=600m

15 金武湾港海岸10伊計地区[整備中]
             L=200m

16 金武湾港海岸11宮城地区-池味
　　　　　　L=185m

金武湾港海岸  桃原地区
　　　L=250m

港 コ,傾

港 階段

港 階段

港 (自)緩護

林 消＋直護 L=412m

港 (自)緩護

港 消護

港

港 (コ)傾護

港 (コ)傾護

港 (コ)階護

港 (コ)傾護

港 階護+突+浜
港 (コ)傾護

農 コ傾

中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港

池味漁港池味漁港池味漁港池味漁港池味漁港池味漁港池味漁港池味漁港池味漁港

平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港平敷屋漁港

比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港

津堅漁港津堅漁港津堅漁港津堅漁港津堅漁港津堅漁港津堅漁港津堅漁港津堅漁港

桃原漁港桃原漁港桃原漁港桃原漁港桃原漁港桃原漁港桃原漁港桃原漁港桃原漁港

浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港

泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港
南原漁港南原漁港南原漁港南原漁港南原漁港南原漁港南原漁港南原漁港南原漁港

照間漁港照間漁港照間漁港照間漁港照間漁港照間漁港照間漁港照間漁港照間漁港

中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港中城浜漁港

新城(1)

沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市

嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町

美原美原美原美原美原美原美原美原美原

川田川田川田川田川田川田川田川田川田

豊原豊原豊原豊原豊原豊原豊原豊原豊原 塩屋塩屋塩屋塩屋塩屋塩屋塩屋塩屋塩屋

大田大田大田大田大田大田大田大田大田

上江洲上江洲上江洲上江洲上江洲上江洲上江洲上江洲上江洲

宮里宮里宮里宮里宮里宮里宮里宮里宮里

州崎州崎州崎州崎州崎州崎州崎州崎州崎

江洲江洲江洲江洲江洲江洲江洲江洲江洲

志林川志林川志林川志林川志林川志林川志林川志林川志林川
赤道赤道赤道赤道赤道赤道赤道赤道赤道

田場田場田場田場田場田場田場田場田場

赤野赤野赤野赤野赤野赤野赤野赤野赤野
安慶名安慶名安慶名安慶名安慶名安慶名安慶名安慶名安慶名

宇堅宇堅宇堅宇堅宇堅宇堅宇堅宇堅宇堅

天願天願天願天願天願天願天願天願天願

昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布昆布

栄野比栄野比栄野比栄野比栄野比栄野比栄野比栄野比栄野比

上平良上平良上平良上平良上平良上平良上平良上平良上平良

具志川具志川具志川具志川具志川具志川具志川具志川具志川

長田長田長田長田長田長田長田長田長田

神山神山神山神山神山神山神山神山神山
愛知愛知愛知愛知愛知愛知愛知愛知愛知

名(2)名(2)名(2)名(2)名(2)名(2)名(2)名(2)名(2)

喜仲喜仲喜仲喜仲喜仲喜仲喜仲喜仲喜仲

米原米原米原米原米原米原米原米原米原

高江洲高江洲高江洲高江洲高江洲高江洲高江洲高江洲高江洲

前原前原前原前原前原前原前原前原前原

桃原桃原桃原桃原桃原桃原桃原桃原桃原

古謝古謝古謝古謝古謝古謝古謝古謝古謝

美里美里美里美里美里美里美里美里美里

松本松本松本松本松本松本松本松本松本

知花知花知花知花知花知花知花知花知花

池原池原池原池原池原池原池原池原池原

登川登川登川登川登川登川登川登川登川

宮里宮里宮里宮里宮里宮里宮里宮里宮里

美里(2)美里(2)美里(2)美里(2)美里(2)美里(2)美里(2)美里(2)美里(2)

照屋(1)照屋(1)照屋(1)照屋(1)照屋(1)照屋(1)照屋(1)照屋(1)照屋(1)

城前町城前町城前町城前町城前町城前町城前町城前町城前町住吉(2)住吉(2)住吉(2)住吉(2)住吉(2)住吉(2)住吉(2)住吉(2)住吉(2)中央(2)中央(2)中央(2)中央(2)中央(2)中央(2)中央(2)中央(2)中央(2)

中央(4)中央(4)中央(4)中央(4)中央(4)中央(4)中央(4)中央(4)中央(4)

中の町中の町中の町中の町中の町中の町中の町中の町中の町

泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬

高原高原高原高原高原高原高原高原高原

山里(2)山里(2)山里(2)山里(2)山里(2)山里(2)山里(2)山里(2)山里(2)

久保田(2)久保田(2)久保田(2)久保田(2)久保田(2)久保田(2)久保田(2)久保田(2)久保田(2)

山内(4)山内(4)山内(4)山内(4)山内(4)山内(4)山内(4)山内(4)山内(4)

山内(3)山内(3)山内(3)山内(3)山内(3)山内(3)山内(3)山内(3)山内(3)

山内(2)山内(2)山内(2)山内(2)山内(2)山内(2)山内(2)山内(2)山内(2)

南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)南桃原(1)

諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)諸見里(1)
園田(3)園田(3)園田(3)園田(3)園田(3)園田(3)園田(3)園田(3)園田(3)

胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)胡屋(1)

胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)胡屋(5)

室川(1)室川(1)室川(1)室川(1)室川(1)室川(1)室川(1)室川(1)室川(1)

照屋(3)照屋(3)照屋(3)照屋(3)照屋(3)照屋(3)照屋(3)照屋(3)照屋(3)

大里大里大里大里大里大里大里大里大里

東桃原東桃原東桃原東桃原東桃原東桃原東桃原東桃原東桃原

宮里(2)宮里(2)宮里(2)宮里(2)宮里(2)宮里(2)宮里(2)宮里(2)宮里(2)

越来(1)越来(1)越来(1)越来(1)越来(1)越来(1)越来(1)越来(1)越来(1)

胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)胡屋(4)

古謝古謝古謝古謝古謝古謝古謝古謝古謝

海邦町海邦町海邦町海邦町海邦町海邦町海邦町海邦町海邦町

桃原桃原桃原桃原桃原桃原桃原桃原桃原

池味池味池味池味池味池味池味池味池味

上原上原上原上原上原上原上原上原上原
宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城宮城

伊計伊計伊計伊計伊計伊計伊計伊計伊計

平安座平安座平安座平安座平安座平安座平安座平安座平安座

屋慶名屋慶名屋慶名屋慶名屋慶名屋慶名屋慶名屋慶名屋慶名

饒辺饒辺饒辺饒辺饒辺饒辺饒辺饒辺饒辺

照間照間照間照間照間照間照間照間照間

与那城与那城与那城与那城与那城与那城与那城与那城与那城

南風原南風原南風原南風原南風原南風原南風原南風原南風原

平敷屋平敷屋平敷屋平敷屋平敷屋平敷屋平敷屋平敷屋平敷屋

浜屋浜屋浜屋浜屋浜屋浜屋浜屋浜屋浜屋
赤森赤森赤森赤森赤森赤森赤森赤森赤森

内間内間内間内間内間内間内間内間内間
平安名平安名平安名平安名平安名平安名平安名平安名平安名

屋良屋良屋良屋良屋良屋良屋良屋良屋良

桑江桑江桑江桑江桑江桑江桑江桑江桑江

上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭

吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原

谷(一)谷(一)谷(一)谷(一)谷(一)谷(一)谷(一)谷(一)谷(一)

谷(二)谷(二)谷(二)谷(二)谷(二)谷(二)谷(二)谷(二)谷(二)

安谷屋安谷屋安谷屋安谷屋安谷屋安谷屋安谷屋安谷屋安谷屋石平石平石平石平石平石平石平石平石平

仲順仲順仲順仲順仲順仲順仲順仲順仲順
渡口渡口渡口渡口渡口渡口渡口渡口渡口

和仁屋和仁屋和仁屋和仁屋和仁屋和仁屋和仁屋和仁屋和仁屋

熱田熱田熱田熱田熱田熱田熱田熱田熱田

喜舎場喜舎場喜舎場喜舎場喜舎場喜舎場喜舎場喜舎場喜舎場

島袋島袋島袋島袋島袋島袋島袋島袋島袋

屋宜原屋宜原屋宜原屋宜原屋宜原屋宜原屋宜原屋宜原屋宜原瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧

大城大城大城大城大城大城大城大城大城

比屋根比屋根比屋根比屋根比屋根比屋根比屋根比屋根比屋根

泊泊泊泊泊泊泊泊泊

伊舎堂伊舎堂伊舎堂伊舎堂伊舎堂伊舎堂伊舎堂伊舎堂伊舎堂

登又登又登又登又登又登又登又登又登又

安里安里安里安里安里安里安里安里安里

屋宜屋宜屋宜屋宜屋宜屋宜屋宜屋宜屋宜

当間当間当間当間当間当間当間当間当間

添石添石添石添石添石添石添石添石添石

浜浜浜浜浜浜浜浜浜

南上原南上原南上原南上原南上原南上原南上原南上原南上原 津覇津覇津覇津覇津覇津覇津覇津覇津覇

上原上原上原上原上原上原上原上原上原

内間内間内間内間内間内間内間内間内間

小那覇小那覇小那覇小那覇小那覇小那覇小那覇小那覇小那覇

嘉手苅嘉手苅嘉手苅嘉手苅嘉手苅嘉手苅嘉手苅嘉手苅嘉手苅
小橋川小橋川小橋川小橋川小橋川小橋川小橋川小橋川小橋川
花波花波花波花波花波花波花波花波花波

楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南

兼箇段兼箇段兼箇段兼箇段兼箇段兼箇段兼箇段兼箇段兼箇段
西原西原西原西原西原西原西原西原西原

仲嶺仲嶺仲嶺仲嶺仲嶺仲嶺仲嶺仲嶺仲嶺

川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎川崎

宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾

与儀与儀与儀与儀与儀与儀与儀与儀与儀

明道明道明道明道明道明道明道明道明道

東東東東東東東東東

御殿敷御殿敷御殿敷御殿敷御殿敷御殿敷御殿敷御殿敷御殿敷

大工廻大工廻大工廻大工廻大工廻大工廻大工廻大工廻大工廻

倉敷倉敷倉敷倉敷倉敷倉敷倉敷倉敷倉敷

浜浜浜浜浜浜浜浜浜

比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉

兼久兼久兼久兼久兼久兼久兼久兼久兼久

津堅津堅津堅津堅津堅津堅津堅津堅津堅

久得久得久得久得久得久得久得久得久得

平平平平平平平平平

大村大村大村大村大村大村大村大村大村

下勢頭下勢頭下勢頭下勢頭下勢頭下勢頭下勢頭下勢頭下勢頭

玉上玉上玉上玉上玉上玉上玉上玉上玉上

萩道萩道萩道萩道萩道萩道萩道萩道萩道

比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉比嘉

北浜北浜北浜北浜北浜北浜北浜北浜北浜

南浜南浜南浜南浜南浜南浜南浜南浜南浜

久場久場久場久場久場久場久場久場久場

千原千原千原千原千原千原千原千原千原

具志川市具志川市具志川市具志川市具志川市具志川市具志川市具志川市具志川市

与那城町与那城町与那城町与那城町与那城町与那城町与那城町与那城町与那城町

勝連町勝連町勝連町勝連町勝連町勝連町勝連町勝連町勝連町
北谷町北谷町北谷町北谷町北谷町北谷町北谷町北谷町北谷町

北中城村北中城村北中城村北中城村北中城村北中城村北中城村北中城村北中城村

中城村中城村中城村中城村中城村中城村中城村中城村中城村

原町原町原町原町原町原町原町原町原町

東風平町
大里村

浦添市

宜野湾市

南風原町
那覇市

与那原町

具志頭村糸満市

豊見城市

玉城村

知念村

西原町

佐敷町

与那城町

北中城村

名護市

読谷村

北谷町

嘉手納町
沖
縄
市

石川市

伊江村

宜野座村恩納村

今帰仁村
本部町

具志川市

金武町

勝連町

中城村

伊是名村

屋我地島

古宇利島

大宜味村

国頭村

東村

「琉球諸島沿岸海岸保全基本計画」海岸保全施設整備計画図
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成
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沖 縄 県

3000ｍ0 1500ｍ

海岸保全施設整備計画区域

海岸環境を積極的に保全する区域

海岸保全施設整備済区域

河川局所管

港湾局所管

農村振興局所管

水産庁所管

[施設種類]

直立護岸

消波護岸

傾斜護岸

緩傾斜護岸

階段護岸

突堤(ヘッドランド)

消波堤(消波工)

離岸堤

人工リーフ

人工海浜(養浜)

材料、自然石

コンクリート

※施設種類の記載が無いものは琉政時代の整備他

：直護

：消護

：傾護

：緩護

：階段

：突

：消

：離

：リ

：浜

：(自)

：(コ)

河

港

農

水

河川局所管

港湾局所管

農村振興局所管

水産庁所管

※(番号，海岸・地区名，整備延長)

一連の海岸保全施設等整備区域

漁港区域

港湾区域

自衛隊

県管理

市町村管理

軍用地


