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第６章 施策の推進体制及びスケジュール 

６－１．施策の推進体制 

本基本計画に基づき、保全・再生、利活用、交流・学習に関する各種取り組みを実施していく。

その際、取組の進捗と達成内容の点検を行うため、委員会を組織する。 

また、学習館等の施設等の管理・運営については NPO 団体などや地域住民と連携しながら、継

続的な体制を構築する。 

 

 

施策の取組推進・進捗管理体制 

 

 

 

施設等の管理・運営体制 

 

  

報告 

 

提言 

与那覇湾及び周辺利活用基本計画 

取組の実施 

（１）保全・再生 

（２）利活用 

（３）交流・学習 

委員会 

目的 

事業の進捗、達成内容の点検 

管理・運営 

・NPO、保全活動団体 

（宮古野鳥の会など） との連携 

・地域住民 



45 

６－２．スケジュール 

各種施策の取り組みスケジュールを示す。 

 

基本目標１【保全・再生】に関する取り組みのスケジュール 

項目 短期 中期 長期 

(1)鳥類の採餌干潟の保全・再生 

1)干潟の保全 

①赤土等流入防止対策 

②生活排水対策 

③事業所排水対策 

 

両 

ソ 

ソ 

  

 

 

2)干潟の再生 

①湾奥部の底質の改善 

②平地部・水路部対策 

 

両 

両 

 

 

  

(2)鳥類の休息場の保全・再生 

1)森林と広場の保全 

①海岸林の保全と改善 

②広場の保全 

③原野の保全 

 

両 

ソ 

ソ 

 

 

  

2)森林と広場の再生 

①川満松林の復元 

②地域緑化の推進 

 

ハ 

両 

 

 

 

  

(3)水産資源の保全・再生 

1)藻場・サンゴの保全 

①海草藻場の保全 

②サンゴの保全 

 

ソ 

ソ 

  

 

 

2)藻場再生・種苗再生 

①海草藻場の再生 

②種苗放流による漁場

再生 

 

両

ソ 

 

 

 

 

 

 

(4)海岸生態系の保全・再生 

1)海と陸をつなぐ海岸

の保全 

①自然海岸の保全 

 

 

ソ 

   

2)人工護岸の改良 

①生物に配慮した護岸 

 

ハ 

   

項目 ハ：ハード整備、ソ：ソフト事業、両：ハード・ソフト  

期間全体にわたって実施

改善策の実施改善策の検討・試験 

復元

期間全体にわたって実施

期間全体にわたって実施

期間全体にわたって実施

期間全体にわたって実施

底質・水質改善策の

検討 
再生事業の実施

期間全体にわたって実施

改善策の検討・試験 護岸の改良
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基本目標２【利活用】に関する取り組みのスケジュール 

項目 短期 中期 長期 

(1)野生生物等との共生のための利用ルールづくり 

1)利用調整等ルール 

①マリンレジャーとの

適正利用ルールづくり 

 

ソ 

  

 

 

2)海域及び海岸動植物

の採捕ルール 

①海生生物の採捕ﾙｰﾙ 

②海岸動植物 〃 

 

 

ソ 

ソ 

 

 

 

  

(2)水辺空間の整備・充実 

1)親水性護岸等の整備 

①親水性護岸への改良 

②水辺空間のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

 

ハ 

ハ 

  

 

 

2)水辺公園等の整備  

①池田矼公園等の整備 

②湧水の保全 

 

ハ 

両 

 

 

 

  

(3)観光との連携 

1)観光ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発 

①自然観察・触合観光 

②歴史・文化等観光 

 

ソ 

ソ 

   

2)ﾚｸﾘｭｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

①各種ｲﾍﾞﾝﾄとの連携 

 

ソ 

   

(4)すぐれた景観地の創出 

1)海岸沿道の景観整備 

①海岸沿道の景観整備 ハ 

   

2)眺望地点の活用・景

観改善 

①夕日や海岸眺望活用 

②美化活動の推進 

ソ 

ソ 

   

項目 ハ：ハード整備、ソ：ソフト事業、両：ハード・ソフト 

 

  

海面ルールの設定 

利用者との協議の場 
利用ルールの周知

必要に応じてゾーニングを検討ルールの検討・周知

整備基本・実施設計

整備基本・実施設計

期間全体にわたって実施

整備基本・実施設計

期間全体にわたって実施

プログラムの普及・発展ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討・開発

プログラムの普及・発展ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討・開発
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基本目標３【交流・学習】に関する取り組みのスケジュール 

項目 短期 中期 長期 

(1)情報の整備と発信  

1)情報の整備 

①自然等の情報整備 

 

ソ

  

 

 

2)情報の発信 

①自然等の情報発信 

 

ソ

   

(2)観察・体験拠点及びエリアの整備  

1)交流・学習拠点の整備 

①学習館の整備 

 

ハ

   

2)自然観察ｴﾘｱの整備 

①観察拠点の整備 

②観察遊歩道の整備 

③海域の自然観察拠点

の整備 

 

ハ

ハ

ハ

   

3)交流・学習推進ｴﾘｱの整備 

①散策ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽの整備 

 

ハ

   

(3)プログラム開発と人材の育成  

1)学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの整備 

①学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成 

 

ソ

   

2)学習等ﾚﾝｼﾞｬｰの養成 

①環境ｶﾞｲﾄﾞ･ﾚﾝｼﾞｬｰ 

 

ソ

   

項目 ハ：ハード整備、ソ：ソフト事業、両：ハード・ソフト 

 

期間全体にわたって実施

期間全体にわたって実施

整備基本・実施設計

活用とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの改良ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

養成と配置養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

基本・実施設計 整備

整備基本・実施設計
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