
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

13

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

0.2ha
再生実証
海域面積

3.0ha
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

232,805 228,947
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

・サンゴ植え付け技術を確立するためのサンゴ礁再生実証事業を委託により実施
・サンゴの植え付けによる遺伝的撹乱を明らかにするため、サンゴ再生に関する調査研
究を委託により実施
・民間団体におけるサンゴのモニタリング活動やオニヒトデ駆除等を支援するため、サン
ゴ礁保全活動支援事業により補助金を支給する。

担当部課 環境部自然保護課

1-(1)-ア 生物多様性の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○サンゴ礁の保全・再生

○本県の生物多様性を特徴付けるサンゴについても、オニヒトデの大量発生や赤土等流
出、さらには高海水温による白化現象等により甚大な影響を受けている。

対応する
主な課題

サンゴ礁保
全再生事業

・サンゴ種苗を、累計約3.42haの海域において、累
計151,314本植え付けた（恩納海域：3.12ha・
119,993本、読谷海域：0.18ha・23,935本、慶良間海
域：0.12ha・7,386本）
・これまで実施したサンゴ礁の再生に係る遺伝子
解析等の調査研究の事業成果をとりまとめた。
・12団体に補助金を支給し、サンゴ礁のモニタリン
グ、普及啓発活動等の助成を行った。

活動指標名

再生実証海域面積 3.0ha（H28)（累計） 3.42ha（H28)（累計）

③サンゴ礁の保全

サンゴ礁保全再生事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

・計画値3.0haに対し、実績値3.42haであり、順調と判断した。
・無性生殖法及び有性生殖法によるサンゴの植え付け（移植）面積を拡大し、サンゴ礁保
全再生に寄与することができた。

推進状況

実績値

サンゴ植付実証 

サンゴ植付活動への支援 

サンゴ遺伝子解析等調査研究 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

132,909
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①平成28年度は、実証海域における海水温や光
量子量等の測定やサンゴ種苗の中間育成棚等へ
の遮光網の設置等の調査研究を行った。

平成29年度計画

－

事業名 活動内容

サンゴ礁保
全再生地域
モデル事業

・サンゴ種苗低コスト生産技術の開発等の実施
・サンゴ礁保全再生対策地域協議会設立準備委員会(仮称）設
立準備
・サンゴ種苗の白化対策等の調査研究

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①海水温の上昇等の環境変化に対応する高水温
対策等の技術開発の検討を行う。

－

・サンゴ種苗の植付に係る費用の低コスト化や白化対策等の技術開発等を実施する必要がある。
・地域が継続してサンゴ礁保全再生活動を行う地域モデルの構築を行う必要がある。

・サンゴ種苗低コスト生産技術等の開発等を実施する。
・サンゴ礁保全再生対策地域協議会の設立に向けて準備委員会(仮称）を設立する。
・サンゴ種苗等の白化対策の調査研究を実施する。

・サンゴ種苗の植付や民間団体への支援を行うことにより、様々な攪乱要因の影響を受けて被
害を受けたサンゴ礁の保全再生に貢献することができた。
・無性生殖法及び有性生殖法によるサンゴの植え付け（移植）面積を拡大し、サンゴ礁保全再
生に寄与することができた。

○内部要因
・サンゴ移植に関する技術について、ほぼ確立したものの、地域に普及するには、コストの問題や白化
対策等の課題がある。
・地域が継続してサンゴ礁保全再生活動を行う体制が整備されていない。

○外部環境の変化
・事業実施期間において、台風による波浪、高海水温等による白化現象などの撹乱要因が懸念され
る。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

13頁

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

2海域
実証海域
数

5海域
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

64,084 62,798
一括交付

金
（ソフト）

③サンゴ礁の保全

オニヒトデ総合対策事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

・計画値5海域（H28）に対し、実績値10海域（H28)であり、順調と判断した。
・オニヒトデ大量発生のメカニズム解明として、本県においては、他地域で有力説となって
いる栄養塩増加説がそのまま当てはまらない可能性が示唆された。
・オニヒトデの成長曲線等を解析したことにより、オニヒトデ大量発生の予察については、
オニヒトデ食痕と稚ヒトデ密度を調査することで、高確率で可能と考えられる。

推進状況

実績値

5海域（H28) 10海域（H28)

(施策の小項目) ○サンゴ礁の保全・再生

○本県の生物多様性を特徴づけるサンゴについても、オニヒトデの大量発生や赤土等流
出、さらには、高海水温による白化現象等により甚大な影響を受けている。

対応する
主な課題

オニヒトデ総
合対策事業

・オーストラリア海洋科学研究所（AIMS)との研究
協定を締結したうえで、恩納村、慶良間において、
オニヒトデ大量発生メカニズム解明に関する調査
研究、予察実証試験、効果的・効率的な防除対策
の検討を行った。

活動指標名

実証海域数（累計）

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成28年度実績

・オニヒトデの大量発生を予察するための大量発生メカニズム解明に関する調査研究
・モデル海域におけるオニヒトデ大量発生の予察実証試験
・オニヒトデの駆除をより効果的、効率的に行うための防除対策の検討

担当部課 環境部　自然保護課

1-(1)-ア 生物多様性の保全施策展開

施策

モデル海域においてオニヒトデ大量発生の予察実証を実施 

オニヒトデ大量発生メカニズムの解明に関する調査研究 

効果的・効率的な防除対策の検討 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

59,394
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成29年度の取組改善案 反映状況

①オニヒトデ幼生の生存率に関与する栄養塩の流
入を防止する陸域対策等について、実際に実施し
ているオーストラリア行政機関と意見交換を行い、
課題点等について意見交換を行う。

②検討委員会等でモニタリング手法の簡便化につ
いて意見交換をするとともに、現在取り組んでいる
簡易モニタリング機器について試作実証を行う。

―

・オニヒトデの大量発生を予察することが高確率で可能と示唆され、その精度を向上するための
オニヒトデ成長曲線（恩納村）を検討した。
・オニヒトデ大量発生メカニズムの解明にあたり、従来の植物プランクトン以外にも採餌すること
が判明し、今後のオニヒトデ大量発生対策について重要な知見が得られた。
・これらの成果により、オニヒトデの食害の影響を受けて被害を受けたサンゴ礁の保全再生に貢
献することができた。

○内部要因
・自然現象の解明、予察をしようとする試みであることから、データの収集や予察手法の確立のために
は、長期的なモニタリングが必要である。

○外部環境の変化
・オニヒトデの国内の専門家は限られていることから、引き続き国外も含めた専門家との連携が必要で
ある。

―

事業名 活動内容

オニヒトデ総
合対策事業

・予察手法等について、これまでのデータを取りまとめる。
・本県における有力なオニヒトデ大量発生メカニズムを取りまと
める。
・効果的・効率的な防除対策の検討を行う。

成果指標

平成29年度計画

①栄養塩の流入を防止する陸域対策等につい
て、オーストラリア行政機関と意見交換を行った。

②海洋での実証試験を踏まえて、試作実証を行っ
た。



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・これまでの予察手法や大量発生メカニズムについて成果を取りまとめ、容易に理解できるように努
め、普及啓発を図る必要がある。

・これまでの成果を踏まえ、沖縄県におけるオニヒトデ対策案を考える必要がある。

・データの収集や予察手法の確立のため、引き続きモニタリングを実施する。
・引き続き国外の専門家等とも意見交換を図る。
・オニヒトデ研究の成果について、県民へ周知するためのシンポジウムを開催する。
・予察手法等を取りまとめたマニュアル案を作成する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

13

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

２海域
モニタリン
グ海域数

１０海域
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

232,805 228,947
一括交付

金
（ソフト）

③サンゴ礁の保全

沿岸生態系の保全

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

・計画値10海域（H28）に対し、実績値11海域であり、順調と判断した。
・サンゴ礁のモニタリング実施海域数を拡大した。
・サンゴ礁のモニタリングを活動を行う団体へ助成を実施し、活動の拡充を図った。

推進状況

実績値計画値

年度別計画

サンゴ礁保
全再生事業

・３海域（恩納村海域、読谷村海域及び座間味村
海域）でモニタリングを実施した。
・12団体に補助金を支給し、サンゴ礁のモニタリン
グ活動の助成を行った。
【一括交付金（ソフト）】

活動指標名

モニタリング海域数 10海域（H28)（累計） 11海域（H28)（累計）

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○サンゴ礁の保全・再生

○本県の生物多様性を特徴づけるサンゴについても、オニヒトデの大量発生や赤土等流
出、さらには、高海水温による白化現象等により甚大な影響を受けている。

対応する
主な課題

「主な取組」検証票

平成28年度実績

・オニヒトデや赤土等流出によるサンゴ礁への影響を把握するためのモニタリングを実施
する。
・民間団体が行うサンゴ礁モニタリング活動への補助金を活用した支援を行う。

担当部課 環境部　自然保護・緑化推進課

1-(1)-ア 生物多様性の保全施策展開

施策

主な取組

サンゴ礁モニタリングの実施 

サンゴ礁モニタリング活動への支援 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

132,909
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H29目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

・サンゴ種苗の植付を行った海域のモニタリングを実施し、各地のサンゴ礁被度、オニヒトデ等
による食害状況等の生息状況を確認することにより、様々な攪乱要因の影響を受けて被害を受
けたサンゴ礁の保全再生に貢献することができた。

○内部要因
・サンゴ移植に関する技術について、ほぼ確立したものの、地域に普及するには、コストの問題や白化
対策等の課題がある。
・地域が継続してサンゴ礁保全再生活動を行う体制が整備されていない。

○外部環境の変化
・事業実施期間において、台風による波浪、高海水温等による白化現象などの撹乱要因が懸念され
る。

サンゴ礁保
全再生地域
モデル事業

・サンゴ種苗低コスト生産技術の開発等の実施
・サンゴ礁保全再生対策地域協議会設立準備委員会(仮称）設
立準備
・サンゴ種苗の白化対策等の調査研究

平成28年度の取組改善案 反映状況

①補助を受ける団体に対し、モニタリング手法につ
いて専門家による事前の講習等を実施するよう指
導を行う。

－

事業名 活動内容

成果指標

①平成28年度に補助を受けた団体に対し、補助
金の交付申請時等に事前の講習等を実施した。

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成29年度計画



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・サンゴ礁保全再生対策地域協議会の設立に向けて準備委員会(仮称）を設立する。

・地域の様々な団体（漁協、ダイビング協会、観光協会、NPO法人等）が協議会等を活用して連携し、
県からの補助金等の支援がなくても、自立的にサンゴのモニタリング等のサンゴ礁保全再生活動を継
続して行うことができる体制を構築する必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

14

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

114 90 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　沿岸域のサンゴ礁生態系が持続的に保全、利活用するため、沿岸域を陸域と一体と
なったものと捉え保全することを目標とする「総合沿岸域管理計画」を策定するとともに、
関係機関で構成する行政連絡会を設置し、各主体による総合沿岸域管理を推進する。

担当部課 環境部環境再生課

1-(1)-ア 生物多様性の保全施策展開

施策

―

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) ○海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進

○本県は亜熱帯性気候のもと、サンゴ礁が発達した青い海に囲まれ、貴重な野生生物
が数多く生息しているが、本土復帰後からの社会資本整備等により多くの自然環境が失
われ、沖縄の生物多様性が失われていくことが危惧されている。

対応する
主な課題

平成29年度計画

総合沿岸域
管理計画推
進事業

　県の取組状況の進捗管理は行うとともに、現
在、モデル地域内での自然環境再生モデル事業
の実施（自然環境の保全・再生・防災機能戦略的
構築事業にて実施）によって総合沿岸域管理の取
組を推進している。

活動指標名

事業名 活動内容

― ―

― ―

③サンゴ礁の保全

総合沿岸域管理計画の策定

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　計画推進や目標達成に向けた進捗管理の一貫として、平成28年度は、同計画でモデ
ル地域に選定されている東村において、地域と連携しながら、自然環境再生モデル事業
を実施（自然環境の保全・再生・防災機能戦略的構築事業にて実施）し、総合沿岸域管
理の取組を推進した。

推進状況

計画の策定 計画の進捗管理 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　モデル地域に選定されている東村において、地
域と連携しながら、自然環境再生モデル事業を実
施（自然環境の保全・再生・防災機能戦略的構築
事業にて実施）し、総合沿岸域管理の取組を推進
した。

　総合沿岸管理に関する行政関係者の理解を得る取組の一貫に、知見の集積を図る必要があり、陸
域と海域を一体的に管理する自然環境再生モデル事業を実施（自然環境の保全・再生・防災機能戦
略的構築事業にて実施）し、総合沿岸域管理の取組の成功事例を創出する。

　沿岸域のサンゴ礁生態系が持続的に保全、利活用されるためには、多様な関係者が参画・連
携し、陸域と海域を一体的に管理することが求められている。このような状況下において、沿岸
域を保全・再生し、持続的な利活用を行う管理と各種計画・事業などを総合的計画的に推進・支
援するため、平成26年２月に沖縄県総合沿岸域管理計画を策定した。なお、課題解決において
は、沖縄県内での認知度向上、成功事例の創出が必要であるため、モデル地域に選定されて
いる東村において、地域と連携しながら、自然環境再生モデル事業を実施（自然環境の保全・
再生・防災機能戦略的構築事業にて実施）し、総合沿岸域管理の取組を推進した。この事例は
全県的な推進の役目となり、生物多様性保全の一助になると考える。

○内部要因
　沿岸域のサンゴ礁生態系が持続的に保全、利活用されるためには、多様な関係者が参画・連携し、
陸域と海域を一体的に管理することが求められているが、総合沿岸域管理の重要性についての行政
関係者への周知が不足している。

○外部環境の変化
―

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

　総合沿岸域管理に関する知見の集積と周知を図
るため、県内市町村との意見交換等を実施すると
ともに、県内における成功事例創出に向け、モデ
ル地域における自然環境再生モデル事業の実施
（自然環境の保全・再生・防災機能戦略的構築事
業にて実施）による総合沿岸域管理の取組を推進
する。

―

　総合沿岸域管理の重要性について、行政関係者の理解を得る取組を行っていくことが必要である。

成果指標

参考データ 沖縄県の現状・推移



実施計画
記載頁

14

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票
施策展開 1-(1)-ア 生物多様性の保全

施策 ③サンゴ礁の保全

(施策の小項目)○海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進

主な取組 海洋保護区設定事業

対応する
主な課題

○本県は亜熱帯性気候のもと、サンゴ礁が発達した青い海に囲まれ、貴重な野生生物
が数多く生息しているが、本土復帰後からの社会資本整備等により多くの自然環境が失
われ、沖縄の生物多様性が失われていくことが危惧されている。

取組内容 海域生物を保護するため、開発行為の規制等を行う海洋保護区を設定する。

年度別計画

担当部課 環境部　自然保護課

平成28年度実績

事業名 活動内容

―
　沖縄戦跡国定公園の区域の見直しについて関
係機関と調整し、海域公園地区の拡大を図った。

活動指標名 計画値 実績値

― ― ―

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

やや遅れ

　平成２６年度に海洋保護区の基本的な考え方（案）を作成し、海洋保護区の定義、規
制、活用、今後の方針などを示し、それに基づき海洋保護区の拡大について検討するに
とどまった。
　しかし、本島南部の沖縄戦跡国定公園区域の海域公園地区の拡大について検討し、
関係機関との調整を開始していることからやや遅れとした。

平成29年度計画

事業名 活動内容

―
　沖縄戦跡国定公園の区域の見直しについて関係機関と調整
し、海域公園地区の拡大を図る。

海洋保護区
活用の考え
方の整理 

モデル地域での調査研究 海洋保護区設定 



（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

0海域
（23年）

０海域
（28年）

1海域 増減なし ―

傾向 全国の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度の取組改善案 反映状況

①海洋保護区の新たな設置に必要となる調査内
容について検討し必要な体制を整える。
②海洋保護区の新たな設置に向けて今後調整が
必要となる関係機関等と連携を密にする。
③海岸国定公園の区域見直しに向けた事前調査
のための予算を要求する。

①海岸国定公園の区域見直しについて検討した。
②海岸国定公園の本部半島海域への拡張に向け
て地元関係団体への説明を開始した。
③海岸国定公園の見直しに向けた予算要求を行
い、適切に措置された。

成果指標

海洋保護区の設置数

参考データ 沖縄県の現状・推移

－

　海洋保護区の設置数については、基準値（23年）から改善されておらず、H28目標を達成でき
なかった。
　海洋保護区の設置にあたっては、行為規制等を伴うことになるため、利害関係者や関係機関
等との調整が必要となるなど、その検討に時間を要していることが、目標を達成できなかった要
因である。
　今後は、課題の検証を行い、さらなる取組の推進を図るとともに、既存の区域規制等も活用し
ながら、本県の生物多様性を保全していく。

○内部要因

・海洋保護区の設置に向けた体制が十分でないことから、体制作りが課題である。

○外部環境の変化

・海洋保護区の設置に当たっては、様々な経済行為を制限することになるので、漁業関係者等利害関
係者との調整が必要である。

・海洋保護区の設置に向けた新たな体制について検討し、新規指定に向けて、調査費等の予算が必
要である。

・海洋保護区の新たな設置に向けて今後調整が必要となる関係機関等と連携を密にする必要があ
る。

・海洋保護区の新たな設置に必要となる調査内容について検討し必要な体制を整える。

・海洋保護区の新たな設置に向けて今後調整が必要となる関係機関等と連携を密にする。

・鳥獣保護区の新規指定等、別の方法についても検討する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

14

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
1回
交流集会数
２回
講習会開催数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,066 6,085 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

8,726 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　赤土等流出防止対策等の周知活動の一環として、県民を対象とした赤土等流出防止
対策交流集会や土木業者等を対象とした講習会を開催する。
　赤土等流出防止策の徹底を図るため、監視パトロールを実施する。

担当部課

1-(1)-ア 生物多様性の保全施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○赤土等流出防止対策

○本県の生物多様性を特徴付けるサンゴについても、オニヒトデの大量発生や赤土等流
出、さらには高海水温による白化現象等により甚大な影響を受けている。

対応する
主な課題

平成29年度計画

赤土等流出
防止対策推

進事業

　県庁において、一般県民を対象とする赤土等流
出防止対策交流集会を１回及び宮古地区、八重
山地区、南部地区において、講習会を３回開催し
た。

活動指標名

３回

赤土等流出防止交流集会数

赤土等流出防止対策講習会開催数 ２回

１回 １回

事業名 活動内容

赤土等流出
防止対策推

進事業

 赤土等流出防止対策交流集会及び講習会の開催
　・交流集会　開催数：１回
　・講習会　　 開催数：３回
　開発現場へのパトロールの実施

③サンゴ礁の保全

赤土等流出防止対策推進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　交流集会（H28.9.5）には135名が参加し、赤土等流出防止に対する意識向上と技術の
集積が図られた。また講習会では計119名が参加し、赤土等流出防止対策の技術及び
意識の向上が図られた。計画値に対し実績値はいずれも達成している。

推進状況

実績値

赤土等流出防止対策交流集会・講習会の開催 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

- - - - -

傾向 全国の現状

52.1万ｔ/年
（5年）

38.2万ｔ/年
（13年）

29.8万ｔ/年
（23年）

↗ -

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

-

成果指標

反映状況

①担当者合同会議及び合同パトロールを実施する
ことで、監視パトロールの質の向上を図り、現場で
の指導等により赤土等流出防止対策の管理及び
意識の向上に努める。
②交流集会及び講習会を通じて、届出・通知の徹
底や農地における赤土等流出防止対策技術の普
及啓発に努める。
③交流集会及び講習会について、より多くの方が
参加できるよう開催の周知にさらに努める。

沖縄県の赤土等推定年間流出量

・無届出・無通知の開発現場の削減を図る。

・開発現場での赤土等流出防止対策の管理及び意識の向上を図る。

・農地における赤土等流出防止対策の普及啓発を図る。

　平成23年度の推定年間流出量は平成5年度と比較して約43%減少したが、依然として農地から
の年間流出量割合が多いため、農地からの赤土等流出防止対策の拡充が求められる。交流集
会及び講習会を行うことにより、農地における赤土等流出防止対策技術の普及啓発が図られ、
課題解決に寄与している。

○内部要因
・交流集会を開催することにより、赤土等の流出防止に関する事例について広く発表の場を設け、意見
交換を行うことにより、赤土等流出防止に対する意識の向上と技術の集積を図る必要がある。

・講習会を開催することにより、施工業者等における赤土等流出防止対策の技術及び意識の向上を図
る必要がある。

○外部環境の変化
・交流集会及び講習会を通じて、届出・通知の徹底に努めているが、依然として無届出・無通知や対策
不備等の現場が見られる。

・開発現場からの赤土等流出量の減少に伴い、農地からの赤土等流出量割合が顕在化してきた。（平
成5年：62%,平成23年：86%）

・赤土等流出による影響がサンゴ類の回復に悪影響を及ぼしていると考えられる。

参考データ

①担当者合同会議及び合同パトロールを実施す
ることで、監視パトロールの質の向上を図り、現場
での指導等により赤土等流出防止対策の管理及
び意識の向上に努める。
②交流集会を1回、講習会を3回開催し、届出・通
知の徹底や農地のおける赤土等流出防止対策技
術の普及啓発に努めた。
③交流集会及び講習会について、より多くの方が
参加できるようHPへの掲載、関係機関への連絡
等、開催の周知に努めた。（交流集会参加者計
135名、講習会参加者119名）

沖縄県の現状・推移

平成28年度の取組改善案



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）
・担当者合同会議及び合同パトロールを実施することで、監視パトロールの質を向上を図り、現場での
指導等により赤土等流出防止対策の管理及び意識の向上に努める。

・交流集会及び講習会を通じて、届出・通知の徹底や農地における赤土等流出防止対策技術の普及
啓発に努める。

・交流集会及び講習会について、より多くの方が参加できるよう開催の周知にさらに努める。


