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１．事業目的 

海岸に漂着する大量のごみは、美観を

損なうばかりか、海岸に生息する動植物

等の生態系まで破壊することなどから、長

年にわたり問題視されてきた。特に、季節

風や海流の関係で、漂流ごみの通り道と

なっている離島の状況は極めて深刻であ

る。離島を有する地方公共団体は、海外

など他の地域から流れてきたごみを常に

回収・処分し、海岸を保全するという対応

に追われ続け、財政負担を強いられてき

た。 

今般、海岸漂着物処理推進法が成立し、地元公共団体は国から、海岸漂着ごみの処理費用や

ごみ減少のための啓発活動などに際し、一定枠の財政支援が得られるようになった。しかし、日

本の海岸に漂着するごみの量は、少なく見積もっても年間約１００万立米、 大３００万立方メート

ルに達すると言われている。一定枠の財政支援が得られるにしても、回収するための労務負担や

焼却処理に伴う環境負荷は計り知れないものとなる。 

ところで、海岸漂着ごみのうち、容積率で約４０％を占める発泡スチロール類は、油化装置によ

って、スチレンを主成分とするエネルギーに変換することが可能である。スチレンはガソリンなどと

同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することができる。

海岸漂着ごみをエネルギーに変えるというアイデアは今までにもあったが、実効性を伴う具体的

な取り組みはなされていなかった。 

本事業は離島を対象に、回収した海岸漂着ごみを油化装置によってスチレンに変換、これを離

島内でエネルギーとして有効活用するとともに、当該エネルギーによって離島に新たな事業の発

足を目指すなど、海岸の美化及び省エネ対策、さらには“離島振興”にもつながる社会貢献を目

指すことを目的とした。 

 

２．事業内容 

１）鳩間島における本格的かつ継続的な社会実験の推進 

平成２１年度及び２２年度、我々は沖縄県・竹富町・鳩間島をモデル地区に選定し、本事業を

「宝の島プロジェクト」と命名、一般市民主導・参加型の社会実験として進めてきた。具体的には鳩

間島内に屋内固定式の油化装置を設置し、島民が自主的に回収した海岸漂着ごみの一部（発泡

スチロール）をスチレンに変換、これを島内で有効活用するというものである。 

前述のとおり、スチレンはガソリンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却

炉等の燃料として利用することができる。無論、当該エネルギーをさらに電気や熱風などに変換し、

これをもとに干物や乾燥肥料の製造など、新たな事業を立ち上げることもできる。すなわち、「宝
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の島プロジェクト」は離島における海岸の美化や島内の省エネに貢献するばかりか、ごみ由来の

エネルギーを利用した起業を通じ、過疎化・高齢化など離島が抱える社会問題の解決の糸口にな

るなど、“離島振興”にもつながる可能性をも秘めている。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝

の島”に変えるという画期的な取り組みである。こうしたことから、本事業は開始以来、国内外のマ

スコミや地方公共団体から大いに注目され続け、現在に至る。 

昨年度、初期実証実験レベルであった「宝の島プロジェクト」は本年度、本格的、かつ、継続的

な社会実験レベルに資質を向上、進めてきた。 

 

①海岸漂着発泡スチロールの収集・運搬体制の確立 

本社会実験を通じ、鳩間島民有志らによって結成された「特定非営利活動法人 南の島々（ふ

るさと）守り隊（以下、ＮＰＯという。）を中心とした、同島海岸における定期的な清掃活動の実施体

制が確立された。また、回収した海岸漂着発泡スチロールに関し、島内設置の油化装置までの、

ＮＰＯによる陸送体制も確立された。 

さらに、鳩間島以外の他の離島で回収した海岸漂着発泡スチロールに関し、今後の鳩間島へ

の受け入れの可能性を検証するため、収集・運搬のトライアルを行った。具体的には、鳩間島の

対岸に位置する西表島の海岸で回収された発泡スチロールについて、同島から船舶によって鳩

間島まで輸送し、これを油化装置によって油化した。トライアルにはＮＰＯのメンバーが所有する

船舶（５総トン級の小型船）が使用された。発泡スチロールは比重が０．０２程度しかなく、海面に

容易に浮かぶ。そのため、大量に海上輸送する必要がある場合、わざわざ船の甲板上に積載し

なくても、安全、かつ、実行に適する限り、袋やネットに入れたまま海面に浮かべた状態で、ロープ

等を介して曳航することもできる。船舶の燃料費の節約にもつながる。こうした検証を通じ、総じて、

島外からの漂着発泡スチロールの受け入れは、十分可能であることが証明された。 

 

②油化装置稼動体制の確立 

本社会実験を通じ、ＮＰＯのメンバー自身の力で油化装置を安全・確実に稼働させ、海岸漂着

発泡スチロールからスチレンを生成する体制が確立された。 

 

③スチレンの活用方法の確立 

本社会実験で生成されたスチレンは、主として鳩間島内のＮＰＯメンバーの民家及び民宿の給

湯ボイラー（灯油用）の代替燃料として有効活用する体制が確立された。 

なお、スチレンは、島内に設置された公営の小型焼却炉（重油用）の代替燃料として利用するこ

とも可能である。今後の実現に向け、技術・安全面での検討を行うとともに、検証のための予備実

験も行った。 

 

④鳩間島における社会実験の今後 

平成２３年３月、竹富町は「海洋基本計画」を策定した。地方公共団体としては全国初の試みで
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ある。竹富町は同計画の中で、安全・安心な離島での生活に向け、町及び町民が速やかに実行

すべき施策・制度として２３項目を取りまとめ、“チャレンジ２３”と命名した。具体的には「海岸漂着

ごみ対策」、「エコツーリズムルール」、「自主財源の確保」、「安全な海域利用システムの構築」、

「バイオマスタウン構造」などが挙げられた。このうち「海岸漂着ごみ対策」については、近隣の石

垣市や与那国町とも連携を図りながら、鳩間島に設置した油化装置等を活用し、町とＮＰＯ等が

一丸となったシステムの構築を進めることとしている。（資料１「竹富町海洋基本計画における油

化装置への期待」を参照） 

一方、固定式油化装置を活用した鳩間島での一連の社会実験は、当協会、竹富町、油化装置

メーカー等の関係者の合意のもと、平成２３年４月以降にあっては、当協会から受け継いだＮＰＯ

が主体となり、引き続き進めていくこととなった。 

こうしたことから、近い将来、鳩間島での取り組みは社会実験レベルからさらに一歩前進し、竹

富町が策定した海洋基本計画に則り、八重山全体の公益を視野に入れた上で、竹富町とＮＰＯと

の連携による“協働（社会貢献）事業”へと発展することが容易に予想される。 

 

２）他の漂着ごみの油化に関する調査 

本事業で使用している油化装置は、いわゆる“蒸留方式”を採用している。そのため、下処理等

の条件さえ整えば、硬化プラスチック製の漁具やナイロン製の魚網など、発泡スチロール以外の

プラスチック系の漂着ごみも油化できる可能性がある。 

しかしながら、同装置は本来、スーパーマーケットで発生する発泡スチロールの処理を目的に

開発されたため、他のプラスチック系のごみの油化に関する検証は十分に行われていなかった。 

そこで、前述の社会実験と並行し、海岸に漂着する他のプラスチックごみを対象に、油化に関

する調査を進めた。（資料２「他の漂着ゴミの分析及び油化に関する調査」を参照） 

 

３） 適輸送・設置手段に関する検討 

鳩間島の場合、海岸の美化や自然環境保全に対する島民の意識が顕著であり、ＮＰＯのメン

バーなどが本事業に対し大きな関心を示した。また、全国の海洋自治体のリーダーを公言する竹

富町の全面的な協力も得ることができた。そのため、固定式油化装置の設置が短時間のうちに実

現できた。一方、他の離島にあっては、固定式油化装置をすぐに設置するのではなく、まずは仮

設した上で、本システムの有用性について入念に検証したいという要望が出ることが予想された。 

また、複数の離島を抱える地方公共団体や海岸線が長い大きな離島を抱える地方公共団体に

あっては、どの場所に設置し、どの季節に稼動させるのがもっとも有効なのか、トライアルによって

検証したいという要望が出ることも予想された。 

さらに、大型離島にあっては、海岸漂着ごみの油化を行なう場合、１台だけの固定式装置では

こと足りない可能性がある。一方、各所に複数の装置を設置するとなると、経済的負担が莫大と

なることは明らかである。費用対効果を追求し利便性や機動性を向上させるためには、自ら移動

が可能な装置により、島内の各集落や複数の離島を巡回する方法が良いとする要望が出ること

3



 

4 
 

も予想された。 

油化装置全体をあらかじめコンテナ等の中に収納し、容易に移動・稼働させることが実現でき

たならば、こうした要望すべてに的確に応えることができる。そこで我々は、汎用性や利便性に富

んだ油化装置の 適輸送・設置手段について検討を行った。検討にさきがけ、日本の代表的な離

島をいくつか訪れ、油化装置の 適輸送手段や設置方法のニーズ等に関し、現地調査及び聞き

取り調査を行った。そして、専門家及び学識経験者を交え、経済性及び環境・安全面から慎重に

検討を進めた。 

まず、油化装置を自走船舶に搭載し移動する、非自走の平台船に搭載し曳航・移動する、舶用

コンテナに収納し状況に応じ船舶又はトラックによって移動するなどのアイデアが寄せられた。し

かし、これらについては、イニシャルコスト及びランニングコストが莫大となること、フォークリフトや

クレーンなどの機器の手配がその都度必要となること、大型免許や牽引免許等の専門的な運転

免許を有するスタッフが必要となることなどを理由に除外するに至った。 

終的には、密閉式のアルミ製荷台を有するトラック（有蓋車）を用意し、これに油化装置を搭

載し、海上はフェリーボート又はロールオン・ロールオフ船によって移動、陸上は自走する手法が、

もっとも汎用性及び利便性に優れ、かつ、経済性及び環境・安全面からも 適であるとの結論に

達した。なお、トラックの大きさについては、大型免許や牽引免許等の専門的な運転免許を除外

するため、中型免許で運転が可能な４トン車クラス迄が適当と判断した。また、油化装置稼働時に

おける操作性向上の観点から、荷台側面が油圧によって上下に開閉する、いわゆるウィング式の

ものが 適であるとの結論に達した。 

ところで、鳩間島内に設置した屋内固定式の油化装置は、世界 軽量級とは言いながら、付属

装置を含めた総重量は約３．５トンにも達していた。付属部品や工具などとともに４トントラックに積

載した場合、法定重量オーバーとなる可能性が危惧された。そこで、当協会は油化装置のメーカ

ーであるサンライフ社に対し、油化装置のさらなる小型・軽量化を依頼した。同社は技術開発を進

め、わずか６か月後には、鳩間島の油化装置とまったく同じ処理能力を有しながら、重量は半分

以下となる約１．６トンの超小型・軽量油化装置の実現に見事成功した。 

 

 

４）利便性向上策に関する調査 

全国の多くの離島では過疎化や高齢化が進んでいる。そのため、地方公共団体等が本システ
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ムの導入を検討する以前の段階で、体力面や技術面での心配のあまり、島民がそれを躊躇する

例が現れるかもしれない。本システムを全国の離島に定着させるためには、特に熟年層にとって、

あらゆる工程において、常に限りなくユーザーフレンドーリーでなくてはならない。 

本事業で使用してきた油化装置は、特別な資格要件等を必要とせず、極めてシンプルなタッチ

パネル画面の操作で、誰もが容易に動かすことができる。しかしながら、回収した発泡スチロール

に大量の水分が含まれていた場合などにあっては、現状、装置の投入前に、ある程度まで手作

業で水抜きする必要があるなど、少々の労力が必要である。 

そこで、鳩間島で社会実験を進めるＮＰＯらの率直な意見等を踏まえ、熟年層の視点に立ち、

体力を必要としない水切り手法の策定など、さらなる利便性向上策について調査を行い、必要に

応じた改善を施した。 

たとえば、前述の水抜きは、中・高齢者にとっては体力的な負担となっていた。そこで、新たに

開発した移動式油化装置では、破砕後の発泡スチロールを排熱によって機械的に乾燥させる仕

組みを導入した。その他、固定式油化装置の上屋内の冷却設備の新設なども、利便性向上のた

めの具体策として挙げられる。 

 

５）シンポジウム・公開実験の開催 

①シンポジウムの開催 

平成２２年１０月１６日、当協会は竹富町・西表島において、「竹富町海洋フォーラム２０１０ ～

離島が抱える海洋問題とその解決策～」を開催した。このフォーラムは、竹富町主催による「海洋

基本計画・シンポジウム２０１０」と、当協会主催による「宝の島プロジェクト・シンポジウム２０１０」

が共同で開催したものであった。 

本フォーラムでは、海岸漂着ごみ問題など、離島が抱える様々な海洋問題をテーマとした講演

及びパネルディスカッションが行われ、海洋自治体の海洋施策と海岸漂着ごみ問題の解決策の

一端を探ることを内容とした。当協会は本システムを全国に広く普及させることを前面に掲げ、同

じような問題を抱える全国の地方公共団体等に広く参加を呼び掛けた。（資料３「竹富町海洋フォ

ーラム２０１０ ～離島が抱える海洋問題とその解決策～」を参照） 
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②公開実験の開催 

平成２２年年１１月３日、鳩間島における社会実験の模様を一般市民やマスコミに広く公開した。

公開実験では、４トントラック車両による移動式油化装置の世界初となる披露・紹介や、海岸漂着

ごみから生成したスチレンを利用した“省エネ縁日”、一般市民を対象としたミニ講習会などが行

われた。（資料４「鳩間島・宝の島プロジェクト公開実験」を参照） 

 

６）全国普及活動及びアドバイス 

本事業のホームページを制作・運営し、情報発信を行った。また、本システムの有用性を広く周

知するため、本事業の内容等について取りまとめたリーフレットを作成し、離島有する全国の自治

体などに送付した。（資料５「宝の島プロジェクト 海岸漂着ごみをエネルギー源に再利用（リーフ

レット）」を参照） 

さらに、日本海に面する主な離島を訪問し、本システムの周知・宣伝を図るとともに、本システ

ムを活用した海岸美化、省エネ対策及び“離島振興”策に関し、当該島の海岸漂着ごみの現状等

を把握した上で、それに即した有効なアドバイスを与えた。（資料６「主な離島における海岸漂着ご

みの分布状況について」を参照） 

併せて、前述のシンポジウム及び公開実験への参加を広く呼び掛けた。 

 

７）課題の整理等と社会実験への取り込み 

本事業を進める中で判明した様々な課題を整理し、解決のための具体策を立案、一連の社会

実験にも速やかに反映させた。 

代表的な課題が臭素対策であった。調査の結果、海外から漂着した発泡スチロールのごく一部

に、難燃剤として使用されていたと思しき臭素が混入したものがあることが判明した。我が国でも

住宅の建材等に、防火の観点から臭素入りの発泡スチロールが使用されることはある。しかし、

海外から漂着した臭素入りの発泡スチロールは、いずれも海面に浮かべる漁業用のブイであった。

防火とはまったく無縁のものであった。ブイの芯の部分に廃発泡スチロールを充填させた構造と

なっていたことから、充填した廃材の一部が建築現場の防火資材であったものと推測される。 

臭素入りの発泡スチロールをそのまま油化すると、装置の内部が強酸性となり、腐食しやすくな

る。また、生成したスチレンも強酸性となり、そのまま燃料として使用すると、内部が酸腐蝕を起こ
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してしまうおそれがある。 

こうした課題に対し、我々は水酸化ナトリウムを霧吹きで噴射し、中和を施すという対策を講じ、

マニュアル化した上で社会実験に取り込んだ。（資料７「難燃剤を含んだ漂着フロートの油化につ

いて」を参照） 

 

３．実施方法 

  関係行政機関、海事関係団体、学識経験者、当協会会員会社等と意見交換を行い、協力を得

て実施した。専門かつ高度な知見等を必要とする内容については、業務の一部を専門研究機関

に委託した。 

 

４．マスコミ取材 

本事業を報じた主なマスコミは、以下のとおりである（事務局が把握しているものに限る）。 

 

平成２１年度 

 新聞／産経新聞（７月１５日）、八重山日報（９月１０日）、八重山毎日（９月１０日）、八重山日

報（１１月８日）、八重山毎日（１１月８日）、琉球新報（１１月８日）、沖縄タイムス（１１月８日） 

 テレビ／琉球朝日放送・ステーションＱ（１０月２８日）、琉球朝日放送・スーパーＪチャンネル

（１１月２日）、テレビ朝日・スーパーモーニング（１１月５日）、沖縄テレビ放送・ニュース（１１月

８日）、琉球朝日放送・ニュース（１１月８日）、ＮＨＫ沖縄放送局・ニュース（１１月１１日）、ＮＨ

Ｋ・朝のニュース（１１月１７日）  

 ラジオ／J-WAVE TOKYO MORNING RADIO（７月２０日）、東京ＦＭラジオ・クロノス・"WONDA 

モーニングショット ワンショットコラム"（７月２４日）、ＮＨＫラジオ（１０月８日） 

 雑誌／フォーブス日本版（１１月号） 

 

平成２２年度 

 新聞／八重山日報（４月７日）、読売新聞（７月２４日九州沖縄版・夕刊）、沖縄タイムス（１０

月１７日）、八重山毎日（１０月１７日）、八重山日報（１０月１７日）、西日本新聞（１０月２８日）、

長崎新聞（１０月２８日）、京都新聞（１０月２８日）、大分合同新聞（１０月２８日）、山形新聞（１

０月２８日）、福井新聞（１０月２８日）、佐賀新聞（１０月２８日）、岩手日報（１０月２８日）、静岡

新聞（１０月２８日）、茨城新聞（１０月２８日）、北國・富山新聞（１０月２８日）、山陽新聞（１０

月２８日）、千葉日報（１０月２８日）、神奈川新聞（１０月２８日）、四国新聞（１０月２８日）、高

知新聞（１０月２８日）、日本海新聞（１０月２８日）、中国新聞（１０月２８日）、下野新聞（１０月

２８日）、山陰中央新報（１０月２８日）、東京新聞（１０月２８日）、河北新報（１０月２８日）、山

梨日日新聞社（１０月２８日）、秋田魁新報（１０月２８日）、福島民報（１０月２８日）、新潟日報

（１０月２８日）、中日スポーツ（１０月２８日）、北日本新聞（１０月２８日）、宮崎日日新聞（１０

月２８日）、岐阜新聞（１０月２８日）、徳島新聞（１０月２８日）、八重山日報（１０月２９日）、八
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重山毎日（１１月４日）、八重山日報（１１月４日）、琉球新報（１１月４日）、沖縄タイムス（１１月

５日）、八重山日報（１２月２日）、八重山日報（１２月５日）、八重山日報（１２月１９日）、八重

山毎日（１２月２５日） 

 テレビ／ＮＨＫ沖縄放送局・朝のニュース（１０月１７日）、石垣ケーブルテレビ（１０月１７日）、

ＮＨＫ沖縄放送局・朝のニュース（１１月４日）、石垣ケーブルテレビ（１１月４日） 

 ラジオ／南十字星 FM（１１月４日） 

 雑誌／女性自身（４月１３日号）、ボートクラブ（９月号）、うみもり（１１月号） 

 業界紙／日本海事新聞（１０月２９日）、みなと新聞（１１月１２日）、循環経済新聞（１１月２２

日） 

 

５．今後の活動 

当協会は過去２ヵ年にわたり、沖縄県・竹富町の鳩間島をモデル地区として選定した上で、島

内に設置した屋内固定式の油化装置を用い、一般市民主導・参加型の社会実験を行い、本シス

テムの有効性の検証や普及活動を進めてきた。 

平成２３年度以降は、鳩間島での成果を踏まえつつ、新たに４トントラック車両による移動式油

化装置による広域的な社会実験を行い、離島海岸のさらなる美化及び島内省エネの促進、さらに

は“離島振興”にもつながる社会貢献の達成を目指すこととする。 

 

以  上 
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あ と が き 

 

当協会は過去２ヵ年にわたり、沖縄県・竹富町の鳩間島をモデル地区とし、島内に

設置した屋内固定式の油化装置を用いて、一般市民主導・参加型の社会実験を進め

てきた。「宝の島プロジェクト」と名付けたこの社会実験の結果、油化装置を用いた海

岸漂着ごみの新たな処理システムが、離島における海岸の美化や島内の省エネに

貢献するばかりか、ごみ由来のエネルギーを利用した起業を通じ、過疎化・高齢化な

ど離島が抱える社会問題の解決にも寄与するなど、様々な面で効果をもたらすことが

検証された。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変えるという画期的な取

り組みであった。こうしたことから、「宝の島プロジェクト」は、国内外のマスコミや地方

公共団体から大いに注目され続けてきた。 

今後、鳩間島での一連の社会実験は、同島の島民らによって結成されたＮＰＯ、

“南の島々（ふるさと）守り隊”が主体となり、引き続き進めていくこととなった。近い将

来、鳩間島での取り組みはさらに一歩前進し、竹富町が策定した海洋基本計画に則

り、八重山全体の公益を視野に入れた上で、町とＮＰＯとの連携による“協働事業”へ

と発展することも予想される。 

平成２３年度以降、「宝の島プロジェクト」は鳩間島での成果を踏まえつつ、移動式

油化装置による広域的な社会実験として新たな展開を図る。引き続き、離島海岸のさ

らなる美化及び島内省エネの促進、さらには“離島振興”にもつながる社会貢献の達

成を目指すこととなる。 

本事業の推進に本調査の実施にあたり、多大なるご協力を頂いた川満栄長町長を

はじめとする竹富町の皆様、技術・実務面をサポートして頂いたサンライフ株式会社、

株式会社水圏科学コンサルタント、内外地図株式会社ほか多くの皆様に、紙面をお

借りして厚く御礼申し上げる。 

 

平成２３年３月 

社団法人 日本海難防止協会 

9



 

10



 

 

 

資料１ 
竹富町海洋基本計画における 

油化装置への期待 

 

 
 

 

11



 

12



- 1 - 
 

竹富町海洋基本計画における油化装置への期待 

 

 

１．竹富町海洋基本計画 

沖縄県竹富町は、東西 42km、南北 40km の海域に 16の島々と 9つの有人島で構成される“日本最南端

の島嶼型海洋自治体”である。竹富町は全国の自治体に先がけ、平成 23 年 3 月を目途に海洋基本計画

の策定作業を進めている。 

この竹富町海洋基本計画は、我が国の広大な海域の管理と利用の基本姿勢を明確に定め、平成 19年 7

月に施行された海洋基本法、および平成 20 年 3 月に閣議決定された国の海洋基本計画に基づき、地方

自治体および国民の責務として策定される。 

海洋基本計画（国）では、総合的かつ計画的に講ずべき施策として、12の施策が挙げられており、そ

の中の海洋環境の保全等および離島の保全等には、海岸漂着ゴミ対策が具体的な実施項目に位置づけら

れている。一方、竹富町は町の将来像として、海洋環境の保全、海洋環境と共生する生活、および安全・

安心な地域社会の形成を掲げている。国の施策のうち、海洋環境の保全等、海洋の安全の確保、沿岸域

の総合管理および離島の保全等が、竹富町が目指す将来像と特に密接な関係がある。 

竹富町海洋基本計画は、竹富町が目指す町の将来像を実現するために、国の海洋基本計画の施策に合

致する 23の項目を、チャレンジ 23（町の未来と海洋立国のために）として平成 23 年度からの 5か年で

町と町民が積極的に活動する施策項目として定めている。 

 

２．竹富町海洋基本計画における油化装置の位置づけと役割 

 竹富町海洋基本計画の施策項目チャレンジ 23（町の未来と海洋立国のために）は、海洋環境に支えら

れた大自然と文化を守る 11 項目と、地域的課題を克服して海洋と共生する安全・安心な地域社会を作

る 12 項目に区分される。また、それら 23 項目のうち、平成 22 年度から 5 か年の第一次期間で、主体

的に実施する先導項目が選定されている。海岸漂着ゴミ対策は、海洋環境に支えられた大自然と文化を

守る項目に位置づけられている。また、極めて重要な環境問題であるため、先導項目の第一番目に指定

されている。 

 次ページの表は、竹富町海洋基本計画における海岸漂着ゴミ対策のプロジェクトシート（第1次期間）

を抜粋したものである。 

 なお、竹富町・鳩間島には「宝の島プロジェクト」に伴い、固定式油化プラントが 2年前に設置され

て着実に使用実績を積み上げている。また、移動式プラントを含めた社会実験を通じて町民の対策意識

も向上している。竹富町の計画は、油化プラントに係る各種活動が結実するかたちで、今後は町と町民

が主体となって、石垣市や与那国町の地域共同自治体と連携し、大きな環境問題を自ら解決して行く活

動内容となっている。さらに、竹富町の計画では、世界に先駆けて油化プラントを活用した社会実験に

取り組んだ自治体の責務として、海岸漂着ゴミ問題や活動内容を広く全国・世界に発信するため、鳩間

島を中心とした町全体のミュージアム化を展開してゆくことになっている。 

 このように、本事業の竹富町における活動は、海洋立国日本の中でも自治体で初めての海洋基本計画

策定につながり、さらには、全国および世界への海岸漂着ゴミ問題を積極的に解決してゆく町と町民運
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動に発展した。日本最南端の島嶼自治体に、このような環境活動を啓発したことは、本事業の大きな貢

献であると考えられる。 

 

A；海洋環境に支えられた大自然と文化を守る項目 

１． 海岸漂着ゴミ対策 

区分 先導やること項目 一次期間の目標 自ら施策・制度を創生し、自ら実行 

現況と課題： 
 本町の海岸には、毎年膨大な量の海外から越境するゴ
ミが漂着しており、自然環境および景観に悪影響を及ぼ
しているだけでなく、その処理に多くの町の予算を費や
しております。 
 この漂着ゴミ対策で最もやっかいなことは、町や町民
の多大な努力で一度クリーンにしたとしても、再度、新
たなゴミが漂着するため、町が支出する処理費用や町民
の努力が半永久的に続くことです。 

 

やること： 
鳩間島に設置されている固定式油

化プラントの活用、および（社）日本
海難防止協会が社会実験を実施して
いる移動式油化プラントを誘致し、発
砲スチロールを主体とするプラスチ
ック製海岸漂着ゴミのエネルギー資
源化の地域リサイクル制度を石垣市
と与那国町と共同で構築し、町と町民
で実行します。また、世界でも初めて
のこの取組を環境教育の題材として
活用します。 

鳩間島固定式油化 

プラント 

移動式油化プラン

ト 

やる人たち： 
①竹富町、（石垣市、与那国町） 
②町内 NPO、ボランチィア、町民 
③廃棄物事業者、海運事業者 

スケジュール（目標）： 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
①制度案の作成 
②地域社会実験 
③ミュージアム
構想の検討と展
開 

①制度の制定 
②固定式プラント
の実運用開始 
③移動式プラント
地域社会実験継続 
④ミュージアム構
想の展開 

①固定式プラント
の実運用開始 
②移動式プラント
の誘致 
③ミュージアム構
想の展開 

①固定式、移動式プラン
トの実運用 
②制度のレビュー 
③海岸からの効率的な
回収方法の検討 
④ミュージアム構想の
展開 

関連する法規・他の施策： 
海岸漂着物処理推進法、グリーニューディール基金、沖縄振興特別措置法 

関連する海洋基本計画（国）の施策項目： 
海洋環境の保全等、海洋産業の振興および国際競争力の強化、沿岸域の総合管理、
離島の保全等、国際的な連携の確保および国際協力の推進、海洋に関する国民の理
解の増進と人材育成 
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資料２ 
他の漂着ゴミの分析及び 

油化に関する調査 

            
 

 

15



 

16



- 3 - 
 

他の漂着ゴミの分析及び油化に関する調査 

            
はじめに 

魚箱等の発泡スチロール油化技術の実績を活用し、漂着ゴミが問題となっている離島における油

化事業（回収から油利用）を展開していくための一環として行う研究である。  

昨年度、離島で実施された漂着フロート油化事業の結果、発泡スチロール（EPS）からなるフロ

ート以外に材質がポリスチレン（PS）ではない漁網、漁具等の漂着プラスチックが多く漂着して

いること、EPS 以外の異種材料が混合利用されたフロートがあること、および臭素系難燃剤の混

入が懸念されるフロートがあること等がわかった。これらの結果を受け、本年度は①フロート EPS

以外の漂着プラスチックの樹脂種別の調査、②PS 以外の樹脂（ポリエチレン（PE）、ポリプロピ

レン（PP））混入による PS 油化へ影響、③酸性副生物への対策について検討を行った。 

 

1. フロート EPS 以外の漂着プラスチックの樹脂種別の調査 

EPS 以外に漂着するプラスチック材料として、漂着フロート中に入れ子のように混合利用され

ていた材料や漁網、漁具を回収し、赤外分光分析装置により樹脂種別の評価を行った。 

 

【試料】 

  漂着フロートと同時に回収されるプラスチック類 計 12 点 

 

【分析装置】 

赤外分光分析（FT-IR）装置：Nicolet  Magna550 

一回反射 ATR アクセサリー：ST Japan  DuraScope 

【測定条件】 

分解能：4cm-1 

スキャン回数：64 回 

   

【結果】 

   表１に回収した漂着プラスチックの種別と FT-IR 分析結果から判定した樹脂材質について記

した結果を示す。試料 No.5 の漁網については、芯材と巻糸で材質が異なったため、それぞれ分

けて分析を行った。 

   漂着プラスチック 12 種（13 材質）の材質の多い順に並べると PP7 種、PE4 種、PS1 種、ポ

リエチレンテレフタレート（PET）1 種となった。 
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表１ 島沿岸で回収された漂着プラスチックの種別と材質 

No. 種別 色 採取地 材質（FT-IR 分析結果による） 

1 
フロート（中）  

黒 対馬 ポリプロピレン（PP） 

2 

フロート（大）中心充填物 

 

灰 対馬 
ポリプロピレン（PP）※ 

表面付着物はポリスチレン（PS） 

3 

ウナギ等捕獲用漁具 

 

黒 対馬 ポリエチレン（PE） 

4 
漁網  

黄 対馬 ポリプロピレン（PP） 

漁網（外側編込部）
赤 ポリエチレン（PE） 

5 

〃 （中心部）  
白 

対馬 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ（PET） 

6 
漁網  

白 対馬 ポリプロピレン（PP） 

7 
フロート（中）  

橙 隠岐の島 ポリプロピレン（PP） 

8 
フロート（小）  

黄 対馬 ポリスチレン（PS） 

9 
漁網  

緑 対馬 ポリプロピレン（PP） 

10 
漁網  

緑 対馬 ポリエチレン（PE） 

11 
漁網  

黒 対馬 ポリエチレン（PE） 

12 
ザル  

黒 隠岐の島 ポリプロピレン（PP） 

PP53.8％、PE30.8％、PS7.7％、PET7.7% 

※熱重量分析（TGA）分解温度から評価 
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以下に、各漂着プラスチックの FT-IR スペクトルを示す。 

各試料の FT-IR スペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 試料１ 対馬回収フロート（中）充填物       図２ 試料２ 対馬回収フロート（大）中心充填物 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 試料３ ウナギ等捕獲用漁具            図４ 試料４ 漁網 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 試料５ 漁網（外側編込部）赤色部分        図６ 試料５ 漁網（中心部）白色部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 試料６ 漁網                   図８ 試料７ フロート（中） 
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図９ 試料８ フロート（小）             図１０ 試料９ 漁網 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 試料１０ 漁網                 図１２ 試料１１ 漁網 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 試料１２ ザル 

 

1 PS 以外の樹脂（PE、PP）混入による PS 油化へ影響 

１でも確認されたように漂着プラスチック中には相当量の PE や PP が存在する。PE や PP も PS

と同じポリオレフィンであるが、ともに PS に比べて熱分解温度が高いのが特徴である。PS 油化装

置へ熱分解温度の高い PE や PP が投入された場合、投入される固体原料に対する油化収率が低下す

ることが予想される。このように PS 中に PE や PP が混入した場合の熱分解挙動を把握するため、

熱重量分析装置（TGA）を用いた小スケールの実験を行った。  
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       図１４ PS、PE、PP の 350℃等温での減量曲線（窒素気流中 100mL/分） 

 

図１４に、油化装置の運転条件に近い条件（昇温速度（5℃/分）、350℃保持）で PS、PE※、PP

それぞれ約 12mg を個別に加熱した時の熱重量曲線を示す。※低密度ポリエチレン（LDPE） 

350℃における分解速度は、樹脂の種類により明らかに異なり、PS＞PP＞PE の順に分解速度が低

下することがわかる。 

 

 

 

     図１５ PS と PP を共存させた時の 350℃等温での減量曲線（窒素気流中 100mL/分） 

図１４と同様に図１５には、PP と PS を事前に混合するなどの前処理を行わず、PP 粉末に PS 塊
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（①PS[13%]/ PP[87%]、②PS[43%]/ PP[57%]、③PS[78%]/ PP[22%]）を置いて分析した結果（破

線）を示す。PP 単独分解に比べて、共処理により分解速度が増加することがわかる。昇温を開始し

てから約 230 分後の残量についてみると、PP、PS それぞれ単独での残量 59%、1%と共存比率から

推算した残量が、①、②および③についてそれぞれ 51%、34%および 13％なのに対し、実測値はそ

れぞれ約 42%、20%および 8%と低減している。PS の共存により、PP 分解が促進されることを示す

結果である。PS 分解で生じるラジカル種が PP に作用するため、PP 分解が促進されるものと考えら

れる。 

同様に LDPE と PS について調べた結果が図１７である。LDPE 粉末（6.8mg[69%]）に PS 塊

（3.0mg[31%]）を置いて分析した結果（破線）を示す。LDPE および PS それぞれ単独での残量 90%

および 1%を見込んで推算した残量 62%が、共存系 LDPE/PS の残量値 61％とほぼ同じ値であり、

LDPE については、PP のような PS 共存による分解促進効果は確認されなかった。 

PP では、PS 熱分解で生じたラジカル種により PP 主鎖のうちメチル基のついた炭素から水素が引

き抜かれ、比較的安定な 3 級ラジカル種ができるため、これが開始反応となり、引き続き起こる連鎖

的なラジカル移動やβ解裂を繰り返して分解が促進されると考えられる（図１６）。一方、側鎖のな

い PE では 2 級ラジカル種しか生じえないため、こうした水素引き抜きによるラジカル種ができず、

分解促進効果がみられないと思われる。 

 

 

 

 

 

図１６ PP 主鎖における三級ラジカルの生成とβ解裂 

 

    図１７ PS と LDPE を共存させた時の 350℃等温での減量曲線（窒素気流中 100mL/分） 
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PS 油化装置へ PP を投入した場合、トータルの分解速度は低減するが、PP 単独処理と比べた場合

の PS/PP 共処理による有効性を確認することができた。なお、PP では、モノマーを多く生成する

PS 分解機構と異なり、ランダムに主鎖切断が起こるため、広い炭素数分布をもった油が得られ、そ

の中には引火点の低い軽質炭化水素も多く含まれるため、より一層火気に対する注意が必要である。  

小型油化装置のように外気温の影響を受ける比較的簡易な濃縮設備を利用している場合、冷却効率

の高い冬場に得られる油は引火点も下がるため、乾燥による静電気対策とともに十分な安全対策が必

要である。 

 

2 酸性副生物への対策～中和剤添加の影響について 

 昨年度の研究から、臭素系難燃剤の混入が懸念される漂着フロートが存在することがわかっている。

佐渡島で回収されたフロートを油化した時の油水分離水の pH が 0.5～2 と強い酸性を示したのをは

じめ、鳩間島フロート、対馬フロートでも同様の酸性を示し、回収フロートの蛍光 X 線分析では臭

素が検出されている。また、残渣取出しが困難になるなど、鋳物用の場合と同様の現象が確認されて

いる。但し、海水塩分と釣り合わない塩素も検出されており、強酸性化の原因は特定できていない。 

これまでの漂着フロート油化実験について、フロート処理量、分離水量、分離水に含まれる臭素イ

オンの濃度から臭素系難燃剤（HBCD）の含有量を推定すると、平均 0.1～0.3％となり、鋳物用の

約 2%と比べれば油化装置への混入量は少ない。 

このような酸性副生物を懸念し、中和剤を投入して油水分離水の pH を 5～6 に調整しながら運転

を実施し、現在稼働している鳩間島、対馬の装置で酸による腐食等のトラブルは発生していない。 

以下にガスクロマトグラフ（GC）分析により油組成を調べ、中和剤投入による影響をしらべた結

果について述べる。フラスコを用いた分解蒸留方式により実験室（秦野）で回収した生成油と、離島

現地で稼働している小型油化装置（図１８）で回収された生成油について分析を行い、GC ピーク面

積比による各成分組成の比較を行った。 
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図１８ 小型油化装置概略図 
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表２には、GC 分析を行った生成油の原料および添加剤、油化実施場所の一覧を示す。GC 測定は、

以下の条件で行い、各組成ピーク面積比により各生成油を比較した結果を図１９に示す。 
【GC 測定条件】 

機 種 ：Hewlett Packard（現 Agilent）製 HP-6890 型 

         カ ラ ム ：HP-5 (長さ 30m  内径 0.32mmφ 膜厚 0.25μm) 
         カ ラ ム 温 度 ：初期温度 40℃（5 分間保持），昇温速度 10℃／分， 

最終温度 300℃（1 分間保持） 
ｷ ｬ ﾘ ｱ ガ ス ：ヘリウム コンスタントフローモード 
注 入 口 温 度 ：310℃ 
注 入 方 法 ：スプリット注入（スプリット比 1:50） 

         注 入 量 ：1.0μL 
検 出 器 ：水素炎イオン化検出器（FID） 

検 出 器 温 度 ：310℃     

表２ ガスクロマトグラフ分析を行った生成油原料と油化実施場所 
№ 油化原料＋添加物 実験場 
1 対馬漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
2 隠岐の島漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
3 隠岐の島漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
4 佐渡漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
5 対馬漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
6 鳩間漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
7 鳩間漂着ＥＰＳ 実験室（秦野） 
8 対馬漂着ＥＰＳ＋尿素＋ＮａＯＨ 実験室（秦野） 
9 サンライフＥＰＳ＋ＥＰＳ 実験室（秦野） 

10 対馬漂着ＥＰＳ 現地（対馬） 
11 サンライフＥＰＳ 現地（対馬） 
12 対馬漂着ＥＰＳ＋尿素＋ＮａＯH 現地（対馬） 
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図１９ 表３各生成油の成分 GC 面積比の比較 
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図１９には、油中の非揮発性成分の含有量を把握するため、各ピーク面積比とともに全面積の総計

値も棒グラフで示してある。図中 No.4 の生成油は全面積値が小さく、非揮発性成分の含有量が大き

いことを示している。No.4 は粘度も高く、主成分であるスチレンモノマー（SM）の再重合が進行し

ていると考えられる。 

漂着フロート EPS の単独油化では、フラスコ実験、小型油化装置ともに SM 濃度 50%～70%（ピ

ーク面積比）の生成油が得られる。しかし、中和剤として尿素や水酸化ナトリウムを添加した場合、

SM 濃度が 50％以下へと低下する傾向にある。生成液 No.8 についてガスクロマトグラフ質量分析

（GCMS）を行った結果を図２０に示す。 
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図２０ 表３ No.8 生成液※の GCMS トータルイオンクロマトグラム（TIC） 

（※フラスコ油化（対馬 EPS+尿素+NaOH）） 

  

図２１には、小型油化装置を用いた鳩間島の実証実験で、中和剤を添加せずに安定稼働している時

に採取した分解留出油の GCMS 測定結果を示す。図２０は、微量成分を調べる目的で注入量を大き

くしたため、ピーク幅が広がってしまっているが、成分組成は図２１と類似している。 

図２０には、図２１に無い保持時間約 33.3 分の同定不能なピーク（ ）が検出されている。分離

が不十分なため同定困難であるが、質量スペクトルに m/z=312 が検出されていることから、スチレ

ン三量体相当の成分が含まれていると考えられる。  

図２２には、対馬で実施中の油化実験において、油水分離水の酸性化（pH＜2）が確認されたとき

の留出油および中和剤添加により酸性化を抑制（pH＝5～6）した時の留出油について、GCMS TIC

25



- 12 - 
 

の比較を行った結果を示す。中和剤添加の有無に関係なく、図２０と同様に 33.3 分にピーク（ ）

が検出されており、このピークが、必ずしも投入した中和剤に起因するものではないことがわかった。

以上、中和剤の添加によりスチレン濃度が低下する傾向が示されたが、それにともなう他成分の変化

や残さ量の変化については十分な追跡ができておらず、今後の検討課題である。 

また、図２２では、鋳物用 EPS 油化のように酸性化の原因が臭素系難燃剤の場合にみられる油組

成の変化（スチレンモノマーの減少とエチルベンゼンの増加）が確認されなかった。 
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図 ２１ 鳩間島実証実験で得た分解留出油（中和剤無添加）の GCMS TIC 

TIC積分レポート
ピーク＃ 保持時間 (分) 面積 面積 (％) 半値幅 開始時間(分) 終了時間(分) 備考

1 6.802 1404944 1.27 0.074 6.615 6.974 トルエン
2 12.394 10947900 9.90 0.065 12.218 12.49 エチルベンゼン

3 13.646 46052871 41.66 0.091 13.358 13.85 スチレン
4 14.638 871007 0.79 0.039 14.387 14.779 クメン
5 16.238 19712505 17.83 0.05 16.042 16.367 α-メチルスチレン

6 26.282 10789251 9.76 0.054 26.085 26.387 ジフェニルプロパン

7 26.441 580688 0.53 0.034 26.387 26.51 ジフェニルプロペン
8 26.599 1451983 1.31 0.042 26.51 26.7 ジフェニルブタン
9 27.156 4768324 4.31 0.049 27.058 27.27 ジフェニルプロペン

10 29.653 2011179 1.82 0.035 29.496 29.753 2-フェニルナフタレン
11 35.656 8518038 7.71 0.046 35.513 35.803 1,2,4-トリフェニルベンゼン
12 37.34 3436674 3.11 0.038 37.145 37.47 1,3,5-トリフェニルベンゼン

計 1.11E+08 100.00
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図２２ 対馬実験で回収した分解留出油（中和剤有無の比較）の GCMS TIC 
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3 まとめ 

 漂着物の中には PE や PP からなる漁具等も多く含まれていることがわかった。PE や PP は、PS

に比べて分解温度が高いため、フロート油化装置へ投入された場合、PS 分解用の温度（液温約 350℃）

に設定された反応釜中では分解が進行せず、油収率が低下することが予想される。 

 本研究により PS 中に PE や PP が共存した場合の分解挙動を熱重量分析により調べ、PP につい

ては共存により分解が促進されることがわかった。油収率を低下させることなく、小幅な運転条件の

見直しで許容できる PP 投入量を見極める必要があり、既にフラスコ実験に着手している。 

 酸性化対策としての中和剤の投入について、中和剤により油中スチレンモノマー量が低下傾向にあ

ることがわかった。中和剤投入で装置の安定稼働を実現しているが、安定した油用途を確保するため

にも、生成油性状の安定化や副生残さ量の変化などについて継続的な評価検討が必要である。 
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資料３ 
竹富町海洋フォーラム２０１０  

～離島が抱える海洋問題とその解決策～ 
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竹富町海洋フォーラム２０１０ 

～離島が抱える海洋問題とその解決策～ 

 

２０１０年１０月１６日（土曜日）、竹富町・西表島において、「竹富町海洋フォーラム２０１０ ～離

島が抱える海洋問題とその解決策～」を開催した。このフォーラムは、竹富町主催による「海洋基

本計画・シンポジウム２０１０」と、当協会主催による「宝の島プロジェクト・シンポジウム２０１０」が

共同で開催したもので、海岸漂着ごみ問題など離島が抱える様々な海洋問題をテーマとした講演

及びパネルディスカッションが行われた。当協会は本システムを全国に広く普及させることを目指

し、同じような問題を抱える全国の地方公共団体等に広く参加を呼び掛けた。その結果、本フォー

ラムには竹富町長、対馬市長をはじめ、一般市民、学識経験者、官公庁職員など総勢約１００名

が参加し、新聞・ＴＶ等でも大きく取り上げられた。 

 

・名  称 

「竹富町海洋フォーラム２０１０ ～離島が抱える海洋問題とその解決策～」 

 

・ 主催等 

“海洋基本計画・シンポジウム２０１０” 主催：竹富町／共催：（社）日本海難防止協会 

“宝の島プロジェクト・シンポジウム ２０１０”主催：（社）日本海難防止協会、協力：竹富町 

 

・場  所 

沖縄県竹富町・西表島「中野わいわいホール」 

 

・プログラム 

１２：４５ 東海大学 山田吉彦 教授 「国境離島と海洋基本計画」 

１３：１５ 東京海洋大学 渡邊豊 教授 

「海洋基本計画を踏まえた離島物流の自律とグローバル化」 

１３：４５ 琉球大学 伊波美智子 教授「観光と地域のサステナビリティ戦略」 

１４：３０ 日本海難防止協会 大貫伸主席研究員「宝の島プロジェクト」 

１４：４５ 特別イベント 笑呼路次郎（エコロジロー）氏 「環境腹話術・環境落語」 

１５：２５ パネルディスカッション「～離島が抱える海洋問題とその解決策～」 

１６：０５ 竹富町宣言 「離島の思いは黒潮の流れとともに全国へ、全世界へ」 

１６：１０ 閉会挨拶 
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参考１：プレスリリース資料 

 

               ２０１０年９月２４日 

  
沖縄県竹富町  

社団法人 日本海難防止協会 

沖縄県竹富町及び日本海難防止協会は、来る１０月１６日（土）、同町・西表島において、「竹富町海洋

フォーラム２０１０ ～離島が抱える海洋問題とその解決策～」を下記のとおり開催いたしますのでお知ら

せ申し上げます。このフォーラムは、竹富町主催による「海洋基本計画・シンポジウム２０１０」と、日本海難

防止協会主催による「宝の島プロジェクト・シンポジウム２０１０」が共同で開催するものです。 

今般、竹富町が我が国初となる、地方公共団体による海洋基本計画を策定する機会を捉え、海岸漂着

ごみ問題など、離島が抱える様々な海洋問題をテーマとした講演及びパネルディスカッションを行い、海洋

自治体の海洋施策と海岸漂着ごみ問題の解決策の一端を探ることを内容としております。同じような問題

を抱える全国の地方公共団体等にも、広く参加を呼び掛けております。 

１．日時： 

２０１０年１０月１６日（土曜日）１２：４５～１６：１５ 

   ２．主催等： 

「竹富町海洋フォーラム２０１０ ～離島が抱える海洋問題とその解決策～」 

以下の二つのシンポジウムが共同で開催するフォーラム 

 “海洋基本計画・シンポジウム２０１０” 

主催：竹富町、共催：社団法人日本海難防止協会 

 “宝の島プロジェクト・シンポジウム ２０１０” 

主催：社団法人日本海難防止協会（日本財団助成事業）、協力：竹富町 

３．場所：  

沖縄県竹富町・西表島、中野わいわいホール（竹富町字上原１０番地５７９） 

４．内容 

 開会挨拶 

 講    演 

１．東海大学 山田吉彦 教授 「国境離島と海洋基本計画」 

２．東京海洋大学 渡邊豊 教授「海洋基本計画を踏まえた離島物流の自律とグローバル化」

３．日本海難防止協会 大貫伸 主席研究員「宝の島プロジェクト」 

－海岸漂着ごみ問題の解決と離島振興を目的とした新たな取り組み－ 

４．琉球大学 伊波美智子 教授「観光と地域のサステナビリティ戦略」 

 特別イベント 笑呼路次郎（エコロジロー）氏 「環境腹話術・環境落語」 

 パネルディスカッション 

「離島がすべきこと ～離島が抱える海洋問題とその解決策～」 

 竹富町宣言  

「離島の思いは黒潮の流れとともに全国へ・・・、全世界へ・・・」 

 閉会挨拶 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本件に関するお問い合わせは、以下宛てにお願い申し上げます。 

竹富町企画財政課：０９８０－８２－６１９１（担当：通事・小濱） 

日本海難防止協会：０３－３５０２－３５４３（担当：大貫・吉村） 

共通事務局（水圏科学コンサルタント沖縄支店）：０９８－８９４－２０１３ （担当：川満・豊田） 

【参   考】 

竹富町海洋フォーラム２０１０  

～離島が抱える海洋問題とその解決策～ 開催のお知らせ 
離島の思いは黒潮の流れとともに全国へ・・・、全世界へ・・・ 
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－竹富町による海洋基本計画の策定について－ 

広大な排他的経済水域（ＥＥＺ）を有する我が国において、その管理と利用の基本姿勢を明確に定めた「海

洋基本法」が、平成１９年７月２０日に施行されました。この基本法を受けて海洋に関する施策を集中的、かつ、

総合的に推進するための体制として、内閣官房総合海洋政策本部が新設され、平成２０年３月１８日には、平

成２０年度からの５年間を見通した国の「海洋基本計画」が策定され閣議決定されております。この「海洋基本

計画」では、我が国が総合的かつ計画的に講ずべき施策として１２の施策が挙げられており、現在、関係省庁

によって具体的な施策の実施が検討されているところです。 

国として検討している施策には「離島の保全等」をはじめ、竹富町にとっても深く関係する施策があります。

竹富町は「日本最南端の町」、「１６の島々と９つの有人島で構成される島嶼の町」、「サンゴ礁の中に島々が

点在し、海洋の中で暮らす町」、「多様性に富んだ自然と文化の町」です。竹富町が、全国の自治体にさきが

けて独自の海洋基本計画を策定して、海洋と共に生活する方針を示し、地域特性に適した施策を実施して行

くことは、海洋国であるわが国全体の羅針盤になるものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

－宝の島プロジェクトについて－ 

海岸に漂着する大量のごみは、美観を損ねるばかりか、生態系まで破壊することなどから、長年にわたり

問題視されてきました。特に、季節風や海流の関係で、漂流ごみの通り道となっている離島の状況は極めて

深刻です。ごみを常に回収・処分し、海岸を保全するという対応に直面しています。海岸漂着ごみ対策の重要

性は、我が国の「海洋基本計画」でも指摘されているところです。 

ところで、海岸漂着ごみのうち、容積率で約４０％を占めると言われる発泡スチロール類は、油化装置によ

ってスチレンを主成分とするエネルギーに変換することが可能です。 

社団法人 日本海難防止協会は過去２ヵ年にわたり、沖縄県・竹富町・鳩間島をモデル地区とし、「宝の島

プロジェクト」と称した一般市民主導・参加型の社会実験を続けてきました。具体的には、島内に屋内固定式

の油化装置を設置し、島民が自主的に回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）をエネルギーに変換

し、これを島内で有効活用するというものです。 

スチレンはガソリンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用す

竹富町海洋基本計画フレーム 

○八重山広域圏を構成する地方自治体としての役割の明確化 

○サンゴ礁域等、海洋の中にあり、海洋を生活圏としている本町の地域特性を十分に反

映し、かつ全国のモデルとなる施策で構成 

○本町の地域特性が、将来にわたり保全される施策で構成 

○竹富町民の生活環境の向上、安定化を実現する施策で構成 

○施策実施における竹富町・町民の役割・事項内容の明確化 

○施策実施における国および沖縄県への要望内容（財源、制度等）の明確化 
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ることができます。さらに、本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来

のエネルギーを利用した起業を通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口となり、“離島振興”にもつな

がる可能性を秘めています。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変えるという画期的な取り組み

であり、国内外から大いに注目されてきました。 

 

        

海岸漂着発泡スチロールの回収作業（鳩間島）               離島海岸のごみ（与那国島）           

     
油化装置によるスチレン油の抽出（鳩間島）  民家の給湯システムでのスチレン油の利用（鳩間島） 
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参考２：竹富町海洋フォーラム写真集 

 

開 会 

 

川満栄長 竹富町長挨拶   西大舛高旬 竹富町議会議長挨拶 

 

講演１ 山田吉彦教授        写真パネル展示 
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講演２ 渡邊豊教授     講演３ 伊波美智子教授 

 

講演４ 大貫伸主席研究員  財部能成 対馬市長挨拶 

 

特別講演 エコロジロー氏  パネルディスカッション 

 

竹富町宣言 
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参考３：新聞報道 

八重山毎日新聞（２０１０年１０月１７日） 
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八重山日報（２０１０年１０月１７日） 
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参考４：竹富町海洋フォーラム アンケート集計結果 
参加者データ 

１． 男女比        ２．年齢 

  

【内訳】男５４人 女１４人        【内訳】 

20 歳代 9 人 30 歳代 12 人 40 歳代 21 人 

50 歳代 17 人 60 歳代 9 人 70 歳代 0 人 

80 歳代 0 人 

 

３．職業    ４．住まい 

  

【内訳】    【内訳】 

会社員 １８人 公務員 １９人  西表島 ２１人 石垣島 ２１人 

自営業 １１人 農業  ３人  沖縄本島  ６人 その他 １８人 

漁業  ０人 家事  ２人 

パート  １人 アルバイト １人 

学生  ２人 無職  ２人 

男

79%

女

21%

0 5 10 15 20

会社員

公務員

自営業

農業

魚業

家事

パート

アルバイト

学生

無職

その他

西表

32%

石垣

32%

その他

27%

沖縄本

島

9%

9
12

21

17

9

0 0
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その他 １０人 

 

質問内容及び回答内容 

質問１ 本日のフォーラムはいかがでしたか？ 

 

 

【回答】 

・とても参考になった     （３５人） 

・まあまあ参考になった   （２６人） 

・あまり参考にならなかった （ １人） 

・全く参考にならなかった （ ０人） 

 

 

 

 

 

質問２ 本日のフォーラムで参考になったことはどんなことでしょうか？（複数回答可） 

 

 

【回答】 

・国の海洋基本計画     （１４人） 

・竹富町の海洋基本計画  （２５人） 

・離島物流  （２５人） 

・観光戦略           （１４人） 

・海岸漂着ごみ対策     （４１人） 

・環境保全          （１７人） 

・その他            （ ６人） 

 

 

 

 

 

とても

まあま

あ

あまり

全く

0 10 20 30 40

とても

まあまあ

あまり

全く

国の海洋

基本計画

10%

竹富町の

海洋基本

計画

17%

離島物流

18%観光戦

略

10%

海岸漂着

ごみ対策

29%

環境保全

12%

その他

4%
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質問３ 今後竹富町及び竹富町民が各島の生活安定及び、海洋の利活用を行っていく上で何が重要

と考えますか？ 

 

【回答】 

・海岸漂着ごみ油化プラント（４０票） 

・海岸漂着ごみその他の方式（島外・町外搬出型） 

（１７票） 

・エコツーリズムの策定と実行 （２６票） 

・自主財源確保（１７票） 

・八重山広域圏海洋資源、亜熱帯自然と文化研究

の推進（２０票） 

・主要農産品サトウキビの活用（黒糖焼酎・含蜜糖

対策）（１２票） 

・汚水（畜産・生活排水）対策及び再利用（２６票） 

・ペットボトルやダンボール等のリサイクル（１７票） 

・有形・無形の歴史や文化遺産の保全と活用（２０

票） 

・外来種対策、野生生物保護（２２票） 

・仲ノ神島保護（ ８票） 

・海洋保護区の制定（１６票） 

・国から竹富町への交付金算定根拠を陸地面積

から、珊瑚礁域を加えた面積に変更（１９票） 

・マグロの養殖（ ４票） 

・護岸整備（環境配慮型）（ ８票） 

・海岸線等での防風林と景観緑地整備（１１票） 

・陸土流出（１６票） 

・波照間島空港の整備（ ６票） 

・海底送水等の生活用水の確保（ ７票） 

・生活保全航路の整備（２１票） 

・港湾の整備（環境配慮型）（１２票） 

・その他（ ４票）

 

0 10 20 30 40

油化プラント

漂着ゴミその他方式

エコツーリズム

自主財源確保

海洋資源・文化研究

サトウキビ

汚水

リサイクル

歴史・文化遺産の保全

野生生物保護

仲ノ神島

海洋保護区の制定

珊瑚礁域に基づく交付金

マグロの養殖

護岸

防風林、景観保護

陸土流失対策

波照間島空港

生活用水の確保

生活保全航路の整備

港湾整備

その他
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質問６ 竹富町役場にどのような活動を期待しますか？ 

 

【回答】 

住民との連携  （４５票）

国外調査機関との連携 （１２票） 

町内団体・企業との連携 （２０票）

社会資本整備       （ ４票） 

沖縄県との連携  （２１票）

自然保護策の強化  （３９票） 

国との連携  （２９票） 

文化保護策の強化  （２４票） 

国内調査研究機関との連携 （２０票） 

その他   （ ３票） 

 

 

質問８ 本日のフォーラムを何でお知りになりましたか？ 

 

【回答】 

竹富町広報誌  （ ３票） 

防災無線   （ ９票） 

チラシ   （１５票） 

ポスター   （ ６票） 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

住民との

連携

21%
町内団

体・企業

との連携

9%
沖縄県と

の連携

10%
国との

連携

13%
国内調査

研究機関

との連携

9%

国外調査

機関との

連携

6%

社会資本

整備

2%

自然保護

策の強化

18%

文化保護

策の強化

11%

その他

1%
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テレビ・ラジオ  （ １票） 

新聞記事   （１３票） 

インターネット  （ ２票） 

竹富町ホームページ （ 0 票） 

口コミ   （１１票） 

日海防案内  （ ４票） 

その他   （１３票） 

 

【以下自由回答】 

質問４ 竹富町海洋基本計画で期待される事業はなんですか？ 

＊生活保全航路事業 

＊漂着ごみ事業 

＊島々の文化保全 

＊ボランツーリズム推進 

＊スチレン油の有効活用 

＊国境離島の特色を生かした事業 

＊ＥＥＺの保全と利用 

＊生活排水事業 

＊具体的な事業よりも島民の意識向上を 

＊いずれにせよ、出来ることから早めに実現してほしい 

 

質問５ 海岸漂着ごみ対策としての油化プラント方式は離島にマッチしていると思いますか？ 

＊マッチすると思う 

＊移動式装置ならばマッチする 

＊ごみ対策としては評価するが、エネルギー供給が不安定なため、それに依存した産業振興は危険 

＊ＣＯ２の排出はどうなっているのか？ 

＊発泡スチロール以外のものも処理できるとなおよし 

＊機材の購入は誰が？ 

＊まだわからない 
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質問７ 竹富町の生活安定及び海洋の利活用のためのアイデアがあればお聞かせてください。 

＊バイオマス 

＊観光客のボランティア清掃 

＊漂着ごみ処理に関する基金の創設 

＊マスコミとの連携 

＊団体がお決まりのコースのみ回るのでは一部の島民しか利益がない、フリー観光客誘致を 

＊国立公園の拡大 

＊海上環状線航路 

＊変えるべきところ、変えてはいけないところの明確化 

＊海だけに焦点をあててはだめ、山・森・川を守ることが、海を守ることにつながる 

＊町民による一斉海岸清掃 

＊勉強会を開くなど、もっと住民が勉強できる機会を増やしてほしい 

 

 

質問９ 自由な意見 

＊フォーラムの継続を希望 

＊節祭や結願祭の前日にイベントを開かないでほしい 

＊多くの竹富町民が参加できる日に、竹富町民の意見を反映できる場を設けてほしい 

＊町の基本計画が海洋国家日本の礎になることを期待している 

＊広報において海洋基本計画の進捗状況を住民がわかるよう説明してほしい 

＊国や県に依存せず、町民一体となった改革を推進し、竹富町ならではの財源をもっと構築するべき

（例 入島税５０円） 

＊ごみのポイ捨てが許せない、意識改革を進めてほしい 

＊手元に大量の漂着ごみがあるので国や町に早急に処分してほしい 

＊渡辺先生の離島は自立ではなく自律をするべきという話に同感 

＊今回、町外からの参加者が多かった、町民がこういうイベントに関心をもつようにすることが課題 

＊家庭ごみの発泡スチロールはどう処理されるのか、情報の伝え方を工夫してほしい 

＊排除するもの・取り入れるものきちんと取捨選択してほしい、その際に部外者（客）の目線も大事にし

てほしい 

＊町民の意識向上のため、毎年、海洋フォーラムや祭りなどを開催し、町の状況や方向性の発表など

してみてはどうか 

＊海洋基本計画の具体的な中身はどうなっているのか 

＊竹富町はグリーンニューディール基金を利用した対策が遅い 

＊海洋権益の確保は重要、それを最南端の町が発信していくことは大切 

＊開発と保護のバランスを考えながら活動して欲しい 

＊また見たいので、フォーラムの様子をインターネットにあげてほしい 
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＊フォーラムの続編に期待 

 

以上 
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資料４ 
鳩間島・宝の島プロジェクト公開実験 
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鳩間島・宝の島プロジェクト公開実験 

 

２０１０年１１月３日（火曜日）、本事業において新たに開発した移動式装置を広く世の中に周知

するため、公開実験を開催した。 

実験には沖縄本島及び八重山地区のマスコミの各社、川満竹富町長、西大舛竹富町議会議

長、竹富町職員、与那国町職員、石垣市職員、近隣住民など総勢約６０名が参加し、メディアで大

きく取り上げられた。 

 

・名  称 

鳩間島・宝の島プロジェクト公開実験 

 

・ 主催等 

社）日本海難防止協会（日本財団助成事業）、協力：ＮＰＯ 南の島々守り隊ほか 

 

・場  所 

沖縄県竹富町・鳩間島コミュニティーセンター及び周辺エリア（鳩間港から徒歩４分） 

 

・プログラム 

１１：３０ 海岸清掃活動のデモンストレーション（漂着発泡スチロール等の回収） 

１３：００ 挨拶 

大貫伸 日本海難防止協会 主席研究員 

川満栄長 竹富町長 

荻上健太郎 日本財団 海洋安全・教育チームリーダー 

１３：３０ 車両移動式油化装置のお披露目（テープカット・除幕式） 

１３：４５ 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション 

（上記海岸清掃活動で回収した発泡スチロールを原料としたスチレン油の抽出） 

１４：０５ “エコ祭り”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子やかき氷を作り、無料配布） 

１４：３０ ミニシンポジウム （ＮＰＯによる活動報告・質疑応答など） 

１５：００ 挨拶 

西大舛高旬 竹富町議会議長 

１５：１０ 閉会 
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参考 1：プレスリリース資料 

 

              ２０１０年１０月２５日 

社団法人 日本海難防止協会 

“鳩間島・宝の島プロジェクト”公開実験のお知らせ 

－海岸漂着ごみ問題の解決と離島振興を目的とした新たな取り組み－ 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団のご支援を受け、海岸漂着ごみ問題の解

決等を目的とした、一般市民主導による新事業（通称：宝の島プロジェクト）を進めております。 

具体的には、油化装置によって、島民が自主的に回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）をス

チレンと呼ばれる石油エネルギーに変換、これを島内で有効活用するというものです。スチレンはガソリン

などと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することができます。

本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエネルギーを利用し

た起業を通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口となり、“離島振興”にもつながる可能性を秘め

ております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変えるという画期的な取り組みで、国内外か

ら大いに注目されてきました。 

今後、本プロジェクトは、車両移動式の油化装置により、全国の主な離島海岸を広域的に巡回する手法

へと転換いたします。我々はこれを「離島キャラバン隊方式」と呼んでいます。      
今般、以下のとおり公開実験を行うこととなりました。当日は取り組みの模様を皆様に紹介させて頂くと

ともに、キャラバン隊が実際に使用する車両移動式油化装置の世界初となるお披露目や、ごみから抽出し

たスチレンをエネルギーとした“省エネ縁日”などが予定されております。 

１．日時： 

２０１０年１１月３日（火曜日）１３：００～１５：００頃（１１：００受付開始） 

   ２．主催等： 

 主催：（社）日本海難防止協会（日本財団助成事業）、協力：NPO 南の島々守り隊ほか 

３．場所：  

沖縄県竹富町・鳩間島 コミュニティーセンター及び周辺エリア（鳩間港から徒歩４分） 

   ４．内容 

 挨拶（日本財団、竹富町長、日本海難防止協会ほか） 

 海岸清掃活動のデモンストレーション（漂着発泡スチロール等の回収） 

 車両移動式油化装置のお披露目（テープカット・除幕式） 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（上記海岸清掃活動で回収した発泡スチロ

ールを原料としたスチレン油の抽出） 

 “省エネ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子やかき氷を作り無料配布） 

 ＮＰＯからの実験報告（本社会実験に対する感想等）・質疑応答など 

   ５．その他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

（社）日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６ 

（株）水圏科学コンサルタント・沖縄支店（現地協力機関）／担当：川満（かわみつ）・豊田（とよだ） 

ＴＥＬ：０９８（８９４）２０１３／ＦＡＸ：０９８（８５８）１００８ 
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【参   考】 

海岸に漂着する大量のごみは、美観を損ねるばかりか、生態系まで破壊することなどから、長年にわたり

問題視されてきました。特に、季節風や海流の関係で、漂流ごみの通り道となっている離島の状況は極めて

深刻です。ごみを常に回収・処分し、海岸を保全するという対応に直面しています。ところで、海岸漂着ごみの

うち、容積率で約４０％を占めると言われる発泡スチロール類は、油化装置によってスチレンを主成分とする

エネルギーに変換することが可能です。 

     
離島のごみ（与那国島）      離島のごみ（対馬）           離島のごみ（隠岐） 

 

我々は過去２ヵ年にわたり、沖縄県・竹富町・鳩間島をモデル地区とし、「宝の島プロジェクト」と称した一般

市民主導・参加型の社会実験を続けてきました。具体的には、島内に屋内固定式の油化装置を設置し、島民

が自主的に回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）をエネルギーに変換し、これを島内で有効活用

するというものです。スチレンはガソリンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の

燃料として利用することができます。さらに、本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するば

かりか、ごみ由来のエネルギーを利用した起業を通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口となり、“離

島振興”にもつながる可能性を秘めています。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変えるという画

期的な取り組みであり、国内外から大いに注目されてきました。 

ところで、大型の離島や複数の離島を抱える自治体では、海岸漂着ごみの油化を行なう際、１台だけの固

定式装置ではこと足りない可能性があります。しかし、複数の固定式油化装置を至るところに設置するとなる

と、経済的負担は馬鹿になりません。費用をできる限り安く抑え、利便性や機動性を向上させるためには、自

ら移動が可能な装置を開発し、離島内の各集落や複数の離島を巡回する方法が望ましいと考えられます。 
そのため、本社会実験は今後、車両移動式の油化装置により、海岸清掃活動が行われている全国の主な

離島の海岸を広域的に巡回する手法へと転換いたします。「離島キャラバン隊方式」と呼んでいます。今回の

公開実験では、車両移動式油化装置の世界初のお披露目が行なわれます。 
 

 

 

54



 - 37 -

世界初公開の車両移動式油化装置 

 

 
 

                

                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

   

搬入された実験用油化装置（鳩間島）       島民有志による実験棟建設工事（鳩間島） 

      
スチレン生成に初めて成功し喜ぶに沸く鳩間島民   鳩間島産第一号となる“石油燃料” 

 

 

離島キャラバン隊Ｃチーム 離島キャラバン隊Ｂチーム離島キャラバン隊Ａチーム 

 海岸清掃活動が行われる全国の主な離島の海岸を広域的に巡回 

 回収された発泡スチロールをその場でスチレンに変換 

 スチレンの有効活用方法・スチレンを利用した事業発足方策等の意見交換・アドバイス・教育 

ごみを油

に変換！ 

ごみを油

に変換！

ごみを油

に変換！
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       昨年の公開実験の模様         インタビューに答える川満栄長・竹富町長 

         

鳩間島の一部民家ではスチレン油による給湯システムを採用      長崎県・対馬市も本システムを導入 
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参考２：公開実験写真集 

 

車両移動式油化装置の鳩間島への到着 

 

参加者到着     受  付 

 

海岸清掃活動のデモンストレーション 
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開会式 

 

挨拶（日本海難防止協会 大貫伸主席研究員） 挨拶（川満栄長竹富町長） 

 

挨拶（日本財団 荻上健太郎チームリーダー）   テープカット・除幕式 
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車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション 

 

装置の解説      生成したスチレンを発電機の燃料に使用 

 

エコ祭り（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子やかき氷を作り、無料配布） 
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ミニシンポジウム（ＮＰＯ南の島々守り隊の活動報告） 

 

ミニシンポジウム（意見交換会） 
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参考３：新聞報道 

琉球新報（２０１０年１１月４日） 
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八重山日報（２０１０年１１月４日） 
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八重山日報（２０１０年１１月４日） 
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資料５ 
宝の島プロジェクト  

海岸漂着ごみをエネルギー源に再利用

（リーフレット） 
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資料６ 
主な離島における 

海岸漂着ごみの分布状況について 
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主な離島における海岸漂着ごみの分布状況について 

（飛島・隠岐・佐渡調査概論） 

 

１．背景と目的 

海岸に漂着する大量のごみ（以下、漂着ごみ）は、美観を損ねるばかりか生態系まで破

壊することから長年にわたって問題視されてきた。特に離島は、季節風や海流の関係で漂

流ごみの通り道上にあるため、漂着ごみで埋め尽くされている海浜や入り江も多い。当然、

定期的な清掃処理が必要であるが、コストや人手、処理施設の問題などが存在している上、

離島では高齢化や人口減少など社会的背景も向かい風となっている。 

一方で、離島民の郷土に対する問題意識は一般的に高いという気質を持っている他、海

岸漂着物処理推進法による財政支援が一定枠ながら受けることができるようになった追い

風を利用していくことができる。 

 こうした離島の海岸漂着物問題に対し、本事業では漂着ごみのうち 40%を占める発砲スチ

ロールからスチレンを精製する油化プラントを開発し、昨年度は沖縄県鳩間島において社

会実験を行い概ね良好な結果を得ることができた。現在ではこの油化プラントを改良し、

据え置き型から車両や船舶に搭載できる程度への小型化が進められており、各離島におけ

る具体的な導入方法や運用方法の検討段階に差し掛かっている。例えば、小型化した油化

プラントはトラックに搭載するのか、あるいは船舶に搭載するのかについてなど、日本の

離島の特性等を精査し、環境・安全はもちろん継続的な運用が可能かどうかについて現地

の状況に適した導入プロセスや運用方法を模索していく必要がある。 

以上に述べた事業の進捗を踏まえ、全国の同じような問題を抱える離島に油化プラント

を普及させるために、いくつかの離島を事例とした現地の状況を把握することが本調査の

目的である。 

 

２．調査地及び実施日 

飛島（山形県酒田市）…２０１０年５月１１日 

隠岐島（島後島：島根県隠岐の島町）…２０１０年５月２１日 

佐渡島（新潟県佐渡市）…２０１０年６月１７日 

 

３．地域概観 

３－１．飛島 

飛島は山形県酒田市の北西 39km に浮かぶ、同市に属する離島であると同時に、同県

唯一の離島である。酒田港より１日１便の連絡線により結ばれている。平成 22 年４月

現在の人口は約 250 人であり、平均年齢は 70 歳近い。居住地域は東海岸のみであり、

本土からの定期船が接岸する勝浦港の他、中村港、法木港の３つの港を有している。主

要な産業は漁業と観光業である。 
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海岸線長は約 12km であり、全てが山形県の管理となっている。しかし、海岸管理に

必要な予算が十分ではない事情や、島民の高齢化が進み、人口が減少している中にあっ

て海岸の漂着ごみは放置せざるを得ない状況となっている。 

 

３－２．隠岐島（島後島） 

 島後島は島根県松江市の北60kmに浮かび、242k㎡の面積をもつ隠岐諸島 大の島である。

本州からは隠岐空港へ空路で結ばれる他、境港、七類港から島内の西郷港にカーフェリー

や高速船が就航している。島内は西郷港から島の中心を通過し、右回りに半周した布施地

区まで国道 485 号線が通り、布施から西郷港までは県道 47号線で周回できるように整備さ

れている。また、島の北部中央付近より県道 44号線が島を左回りに西郷港まで伸びている

が、44 号線より北部海岸までは主要な道路が整備されていない。 

 主要な産業は景勝地や海水浴場を観光資源とする観光業及び、漁業である。 

３－３．佐渡島 

 佐渡島は新潟県の北部に位置し、全島が佐渡市に属する人口 63000 人の離島である。北

部の大佐渡山地、南部の小佐渡丘陵及びこれらに挟まれる国仲平野からなる地勢であり、

本州などの４島を除くと第４位の面積（855.3k ㎡）を持ち、海岸線長は 262.7km に及ぶ。 

 本州からは新潟港、寺泊港、直江津港からカーフェリーや高速船が就航しており、それ

ぞれ島内の本州側海岸に位置する、両津港、赤泊港、小木港と結ばれている。島内の交通

は、東部の中心地である両津市街と西岸の真野町を経由し、小木港に至る国道 350 号線が

通じている他、ほぼ佐渡島の全周に渡って県道 45号線佐渡一周道路が整備されている。 

主な産業は佐渡金山などの歴史遺構や、海水浴、峡湾美などを観光資源とする観光業の

他、国仲平野での水稲栽培や海岸段丘を利用した畑作などの農業、加茂湖の牡蠣養殖や島

内各地の漁港を基地とする漁業が盛んである。 

 

４．調査方法 

４－１．予察 

 事前に地形図、空中写真・衛星画像、海流図等を参考に漂着ごみが堆積していると思わ

れる海岸に見当をつけた。併せて、関係機関へ電話で問い合わせをし、漂着ごみ問題が深

刻な箇所、清掃活動の実施状況、ごみ処理の手順や事情等についてヒアリングを行った。 

 

４－２．現地調査 

・①で見当をつけた各調査地点において、漂着ごみの分布傾向、種類、油化に用いる発砲

スチロールの占める割合等の状況把握を行った。徒歩での進入可能な海岸については踏査

を行い、急崖下などの進入が困難な海岸については、対岸からの遠望や崖上からの俯瞰に

より観察した。 
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５．調査結果（詳細は別紙参照） 

５－１．飛島 

● （予察より）西海岸は環境省の「漂流・漂着ごみ対策重点海岸クリーンアップ事業」

の対象海岸となっている。また、年１回に「飛島クリーンアップ作戦」が実施され

ており、このイベントが唯一の大規模な漂着ごみ対策と言え、2010 年５月の実施で

10 回目を数える。経費の確保は NPO 法人によって行われていたが、2009 年度の実

施からは山形県庄内総合支庁環境課が事務局を担っている。この背景には、NPO 法

人が、民間等の支援団体より活動資金を十分に確保できなかったことがあげられ、

クリーンアップ作戦の実施には、事務局運営費を含めた資金確保及び運営スタッフ

確保が必要条件といえる。過去の実施状況を図 2に挙げる。 

● 「飛島クリーンアップ作戦」は一定の成果を上げてはいるものの、参加人数、回収

ごみ量にばらつきが目立ち、実施時期ごとにごみの堆積量が異なる点や、先述した

NPO の運営上の不安定さが表面化している様子がわかる。さらに清掃作業の多くは

ボランティアによるものである。このように不確定要素が多いため、安定した実施

状況とは言えず、継続した清掃は困難な状況にあることを示している。 

● 海岸へのアプローチは車道から未舗装の歩道を進む（写真 1）。車道から海岸までの所要

時間は徒歩 10 分程度であるが、斜度のあるアップダウンはごみを持っての歩行による

搬出時にはの障害となる。 

● 飛島西部の海岸は遠浅の岩礁海岸であり、喫水の深い船は航行・接岸ができない（写真

2）。また、漂着ごみが海底に触れると破砕が進むとみられ、破片として海岸に打ち上げ

られたものが散乱していた。 

● こうした地勢から重機を導入できず、人力で運ぶことができなかったと思われる大型の

ごみは回収されずそのままになっている。特に解体を要するほどの大きさの流木が目立

つが回収事情が悪いため、回収しきれないごみが残り、この上に台風や冬季の時化の際

に次々と漂着ごみが重なっていく状況である。 

● 漂着ごみの種類は、特に大小の流木が多く、他の島と比べても目立つ。これは、先述の

とおり回収がしにくい事情に加え、付近にある国内有数の大河川である信濃川、阿賀野

川、 上川などの発生源の存在が大きいとみられる。 

● その他人工的なごみとして、魚網、漁業用ブイ、発砲スチロール製の箱及びその破片の

占める割合が大きい。いずれも他地域と比べ破砕が進み、細かくなった状態のものが多

く見られた。 
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1 

図 2. 飛島クリーンアップ作戦の実施状況 

 

写真 1. 狭く斜度のある海岸へのアプローチ  写真 2. 遠浅の岩礁海岸が発達する 

 

 

 

                                                   
1環境省地球環境局 2009．漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査 地域検討会（山

形県）報告書． 
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５－２．隠岐島（島後島） 

● 島後島の海岸は全長・奥行きが短いが集落に付随し何らかの利用やアプローチが可能な

海岸と、急崖に阻まれ接近ができない海岸の２つのタイプに分けられる。 

● 前者は海水浴場などに利用されており、主要道路からアプローチがしやすい。しかし、

写真 3に見られるように大きな丸石からなる海岸がほとんどである。そのため、清掃活

動時に歩きにくい上、石の隙間にごみが入り込んでいるため回収は容易ではない。本調

査は清掃が行われた後の時期であったが、こうした事情から十分なクリーンアップがさ

れているとはいえない。 

● 一方、急崖下の海岸には人間活動が及ばないため、清掃の必要性自体が乏しい。また、

漂着ごみが打ち上げられ、堆積するスペースが限られており（写真 4）、一時的に打ち上

げられても時間が経てば波がさらっていくため、問題視がされていない。 

● 漂着ごみの種類については、飲料用ペットボトル、洗剤の容器などの生活用品も散乱し

ているが、特に漁業用ブイと魚網が多い。次いで、トロ箱の破片や、あなご筒、ロープ

が目立った。漁業用ブイは外郭のプラスチックが外れたものが大部分を占め、いずれも

直径 30cm 以上の大型のものが目立った。中には人の背丈ほどのものもあった。 

 

 

  

写真 3. 粒径の大きい円礫からなる海岸   写真 4. 急崖の下に発達する僅かな平坦地 
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５－３．佐渡島 

● 佐渡島は海岸線長 262km にわたる長大な海岸を有するが、漂着ごみが問題視されている

のは西岸である。特に、大佐渡山地西部から北東部にかけての外海府海岸に多くのごみ

が漂着する。 

● 島内は道路網が整備されており、海水浴場等の整備された海岸へのアプローチは容易で

ある。一方、外海府海岸のように岩礁が発達する海岸や、山地の縁に沿った急崖下の海

岸も分布している。こうした海岸は水際までのアプローチは難しいが、道路網を利用し

た周辺への接近までは容易である。 

● 「佐渡市一斉清掃」など住民の手による清掃活動が行われており、清掃直後であれば下

図のように漂着ごみがほとんど見られない状態にまでクリーンアップが可能である（写

真５）。こうした海岸は、海水浴場やキャンプ場、景勝地などであると同時に、集落か

らそれほど離れていない海岸に限られるが、島の外周には県道 45 号線（佐渡一周道路）

沿い集落が断続的に分布しているため、搬出のための人手や交通導線に関しては問題と

なっていないようである。 

● 一方、集落から距離がある海岸や、観光地等ではなく清掃活動の優先順位が低いと考え

られる海岸には漂着ごみの堆積が顕著である（写真６）。 

● 漂着ごみの種類については、漁業用ブイ、あなご筒、魚網、ロープといった漁具が目立

った。また、トロ箱などの水産業者が用いる箱やその破片が散乱していた。発砲スチロ

ールの箱の破片は少ないが、漁業用ブイは外郭のプラスチック部分が外れ内部の発砲ス

チロールが剥き出しになっているものが多く見られた。 

● その他、飲料用ペットボトル、洗剤や整髪料などのプラスチック容器、籠、靴、かばん、

サンダルなど日用雑貨品も見つけられた。飲料用ペットボトルについてはハングルの記

載が多数を占めた。 

  

写真 5.清掃が行き届いた海水浴場     写真 6.回収困難な水際の漂着ごみ 
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６．飛島・隠岐・佐渡調査を踏まえた考察 

 ３島の調査を通じて考えられることは、まず、海岸までのアクセス条件の重要性である。

飛島の場合であれば、徒歩によるアプローチに限られる。そのため回収量も限られ、効率

も悪い上に冷蔵庫やタイヤ、大きな流木等は処理困難物として回収されていない。これ

は移動式油化プラントの導入により、漂着ごみ処理の一助となることが期待される一方、

そもそも接近ができない条件下での運用がどの程度の便益をもたらすかについて、十分な

検討や運用方法のシミュレートなどが必要となってくる。 

 隠岐島・佐渡島のような整備された道路網や海岸までのアプローチのし易さを比較する

と対照的である。アクセス条件の良さは清掃活動が及ぶ範囲を拡大させるため、清掃活動

の重点の置き方によっては、美観の保全がなされている海岸が多いように見える。これは

搬出の効率が良い点や、一時的なボランティアであっても定住している島民であっても対

象海岸へ人手を送り込み易いのに加え、漂着ごみの堆積状況が住民間や行政・NPO などへ伝

わり易い点が作用しているものと考えられる。 

 次に清掃活動への参加状況の差異も注目したい。飛島は他の離島と同じく漂着ごみの堆

積が深刻化しているが，島内社会の人口減少・高齢化，自治体の処理費用負担などが向

かい風となり，十分な清掃がされていない。一方、佐渡島では全島を挙げた清掃活動が

行われている他、海岸付近に集落が点在しているため問題を顕在化できるため、結果と

して観光地を中心に環境保全が達成されていると見られる。しかし、NPO や自治体がコ

ーディネートする清掃活動は一定の効果があるものの、不安定要素や活動限界といった

問題を抱えていることも現地調査を通じて見えてきた。そのため、本事業でも具体的な

運用方法や NPO・行政とのタイアップ方法の検討が次のステップとして要される。 

漂着ごみの種類に関しては、各島で漁具の占める割合が高い点は共通しているが、上記 2

点にあげた回収事情及び、広域的に見たごみの発生源の有無が影響しているとみられる。

飛島では、他地域と比較して流木の割合が多く、隠岐では漁具の散乱が著しい。飛島の場

合、先に述べたようにごみの発生源である大河川の影響下にあることが考えられる。隠岐

の場合は、日本、中国、韓国の各国沿岸で使用された漁具が対馬海峡で収束して流れ着く

位置にあるためと考えられる。これらが飛島などより遠方の海岸へ漂着するまでは対馬海

流にのって拡散したり、破砕が進むなどした結果、様相の違いに表れてくると考えられる。

この点は、今後、離島だけでなく発生源となる地域も包括した検討が必要となろう。 

そして、各島とも、観光を主産業とした地域である点と、冬季の厳しい気象・海象条

件は共通している。冬季の荒天下であっても車両に搭載した油化プラントであれば、天

候さえ回復すれば回収作業は可能となり、風雨を凌げるガレージが用意できれば屋内で

の油化作業も可能である。観光地の美化に少ない人手を割くことは避けたい事情を踏ま

え、通年運用が可能な車両による油化プラントの稼動を想定すると、観光シーズンに支

障をきたさない程度に継続的に清掃・油化が可能であると考えられる。油化プラントの

導入により、漂着ごみ問題に解決を見ることができれば、これらの資源をよりよいもの

にでき、地域振興に繋げていくことが期待される。 
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飛島・隠岐・佐渡調査詳細 

 

１．飛島 

１－１．調査地点 

 

図 1. 調査地点（飛島） 

背景画像は GoogleMaps を用いた。 

１－２．調査地点詳細 

飛島１ 田下
たのしり

海岸 

当地は飛島北西部に位置し、砂と円礫からなる海岸である。島内他海岸と比べ、砂が多

いため、下に埋もれている漂着ごみが目立つ。また、奥行きのある海浜であるため、漂着

ごみが内陸まで散乱している。 

漂着ごみの種類としては、魚網、漁業用ブイの占める割合が大きいが、漂着ごみの絶対

量が多いため、飲料用ペットボトル、医療器具、日用品など多岐に渡る種類がみられた。

また、海藻類も漂着ごみと一緒に打ち上げられており、回収時の支障となりうる。また、

島内他地点や他２島と比べて流木が多い。 
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写真 1-1.                   写真 1-2.  

写真 1-1．田下海岸の漂着ごみ 

写真 1-2．波打ち際が広く砂が多い。流木も散在している。 

 

飛島２ 荒崎周辺 

 当地は日本の渚百選選定地の景勝地であり、岬の頸部の植物群落は酒田市の天然記念物

に指定されているため、清掃活動に重点が置かれている。しかし、遠浅の岩礁からなる磯

海岸であり、岩の隙間に入り込んだ漂着ごみの回収は容易ではない。 

 

  

写真 1-3.                  写真 1-4.  

写真 1-3．岩の隙間に堆積した漂着ごみ。波と岩場によって破砕が進み細かくなった漂着ご

みが回収の困難さを想像させる。 

写真 1-4．海底に転がる石は水深が浅いため上部が水面上に突出している。写真手前部分に

は飲料用ペットボトルや洗剤容器などの砕かれたものが散乱している。 
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飛島３ 荒崎～賽の碽の海岸（オバフトコロの浜） 

 荒崎から南下すると、岩の形も若干歩き易いものに変わるが，海岸線の形も平滑なもの

になり、漂着物が列状に堆積している。ところにより内陸まで入り込んでいるものもある．

また、内陸の植生の間に絡まり、回収が困難となっている漂着ごみも多い。 

  

写真 1-5.              写真 1-6. 

写真 1-5．比較的歩き易い岩場である。 

写真 1-6．海岸線に沿って列状に漂着ごみが分布している。魚網の他、フロートの破片が散

乱している。植生に絡まっているものは発見がしにくくなる上、除去する際に絡まった部

分を外さなければ回収量及び徒歩による搬出の労力が増えてしまう。 

 

飛島４ 柏木山西部の海岸（ソデの浜・賽の河原） 

 当地の海岸に堆積しているこぶし大の玉石は沖合いにある烏帽子群島の玄武岩が波に揉

まれるうちに角がとれたものである。ここから勝浦港までは近いものの、狭い岩場の間の

坂を 300m ほど進み、さらに 100m ほど坂を下る必要がある。 

  

写真 1-7                写真 1-8 

写真 1-7．岩場の奥に漂着ごみが入り込み堆積している。海岸を転がる玉石はそれほど歩き

にくいものではない。 

写真 1-8．漁具の他、流木や海藻など自然起源の漂着ごみも目立つ。 
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２．隠岐島（島後島） 

２－１．調査地点 

 

図 2. 調査地点（隠岐島） 

背景画像は GoogleMaps を用いた。 

２－２．調査地点詳細 

隠岐１ 津戸の海岸 

 当地は島後島の南西部に位置し，本州を発生源とする漂着ごみが 初に到達すると考

えられる地点である．また，半島状の地勢と複雑な海岸線から漂着ごみが滞留し，かつ

その除去が困難とみられる箇所である． 
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写真 2-1.               写真 2-2. 

写真 2-1．大量の発砲スチロール（漁業用ブイ、トロ箱など）や流木が打ち上げられている。 

写真 2-2．調査を行った３島の各地点の中でもごみの多さは 大である。写真奥の急崖下（赤

丸部分）に僅かにある波うち際にも漂着ごみが見えた。これらはやがて波によって流され

るが、一帯の漂着ごみの多さを物語っている。 

 

隠岐２ 長尾田の海岸 

 当地は島後島の西部に位置し，南北に長い比較的単純な海岸線をもつ地域である． 

  

写真 2-3.               写真 2-4. 

写真 2-3．こぶし大から 50cm 以上の大きなまで様々な大きさの岩からなる海岸である。歩

きにくい上、岩の隙間に漂着ごみが入り込んでいる。 

写真 2-4．津戸の海岸と比して、漁業用ブイが多く転がっていた。 
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隠岐３ 久見の海岸 

当地は島後島の北部に位置し，西側に開いた入り江を利用した港となっている． 

  

写真 2-5.                              写真 2-6. 

写真 2-5．津戸の海岸同様、かなり大量の漂着ごみが堆積している。 

写真 2-6．当地ではとくに魚網、漁業用ブイ、あなご筒などの漁具の占める割合が高かった。 

 

隠岐４ 白島崎付近の海岸 

島内の景勝地として知られ，景観保全のために漂着ごみ問題の解決が望まれる地域で

ある．また，島根県廃棄物対策課の漂着ごみ実態調査区域に指定されている． 

  

写真 2-7.                              写真 2-8. 

写真 2-7．当地でも漁具の占める割合が高かった。 

写真 2-8．内陸まで漂着ごみが入り込んでいる。 
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３．佐渡島 

３－１．調査地点 

 

図 3. 調査地点（佐渡島） 

背景画像は GoogleMaps を用いた。 

３－２．調査地点詳細 

佐渡１ 素浜
そ ば ま

海水浴場 

当地は佐渡島南西部（小木半島）に位置し、南北 4km に渡る平坦な海岸線をもつ砂浜

で，島内でも も長大な海水浴場でもある。 

訪れた際は，清掃活動が行われた後だったためか，ほとんど漂着ごみがない部分があ

った。一方で、清掃範囲外の海岸には漂着ごみが散乱していた。漂着ごみのあるところ

では、砂浜海岸である当地の条件下にあって埋没しているものが多い。地表に散乱して

いるものに加え、こうした埋没した漂着ごみも発掘，処理の対応が求められる。 

種類は多岐に渡り，日用雑貨が目立ち，魚網などの漁具は他の調査地点と比べ少なか

った。 
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写真 3-1.                              写真 3-2. 

写真 3-1．清掃直後のためか非常に綺麗な状態が保たれている砂浜である。 

写真 3-2．清掃活動の行き渡らない箇所には漂着ごみが散乱していた。当地では漁具や流木

はあまりみられず日用雑貨が目立った。また、砂に埋もれている漂着ごみも相当にあると

考えられる。 

佐渡２ 鹿の浦の海岸 

佐渡島北西部の市街地である旧相川町を南端に島の北東端までの長大な海岸は外海

府海岸と呼ばれ、真野湾内と対照的に波食による複雑な海岸線と巨岩・奇岩からなる景

勝地である。特に当地より南に下ったところに外海府観光のハイライトである尖閣湾が

位置する。尖閣湾は 30m 程の断崖に囲まれた５つの小湾からなり、無数の岩礁が発達す

る峡湾美が観光資源となっている。しかし、尖閣湾内の漂着ごみの様子を把握は難しく、

回収はさらに困難と考えられるため、その代替として付近に位置する当地を選出した。

この海岸は、岸壁の上から県道までの間に農地が広がるが，海浜部は漁業基地や海水浴

場などに使われていない． 

  

写真 3-3.                             写真 3-4. 

写真 3-3．流木やプラスチック製の箱が目立つ。 

写真 3-4．写真中央には水が流れているが、その窪地の中にまで漂着ごみが進入している。

右側コンクリート壁の上は農地となっている。 
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佐渡３ 入崎海水浴場 

入崎は佐渡島の北岸中央にある岬である。外海府海岸の中でもレクリエーション型の観

光の拠点であり、海水浴場の他、キャンプ場、芝生広場などがある。 

  

写真 3-5.                              写真 3-6. 

写真 3-5．それほど多くはないが飲料用ペットボトルや日用雑貨品が散乱している。素浜同

様漁具は目立たない。 

写真 3-6．入崎西側の海岸は海水浴場になっており、清掃が入った後なのかほとんど漂着ご

みがみられなかった。 

佐渡４ 大野亀西部海岸 

 大野亀は海上に 168m の高さで屹立する巨大な一枚岩であり、小高い丘のような岬と

して海へ突出している。付近は観光スポットとなっており、海岸は北側から東側にかけ

ては岩礁が発達するが、アプローチの県道のある南側は砂利浜となっている。 

  

写真 3-7.                               写真 3-8. 

写真 3-7．漁業用ブイ、魚網が目立つが様々な種類の漂着ごみが堆積している。四角い箱の

ようなものは冷蔵庫である他、持ち運びができない大きさの流木もあった。写真奥の山の

ような岩が大野亀である。 

写真 3-8．本島の調査地点の中では も多くの漂着ゴミが堆積している。長さは数 100m に

わたっている。 
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主な離島における海岸漂着ごみの分布状況について 

（西表島・対馬調査概論） 

 

１．背景と目的 

海岸に漂着する大量のごみ（以下、漂着ごみ）は、美観を損ねるばかりか生態系まで破壊する

ことから長年にわたって問題視されてきた。特に離島は、季節風や海流の関係で漂流ごみの通り

道上にあるため、漂着ごみで埋め尽くされている海浜や入り江も多い。当然、定期的な海岸清掃

が必要であるが、離島であるが故、ごみの運搬や処理に余計なコストがかかってしまい、高齢化

や人口減少が進み人手不足も深刻化してきている。 

こうした離島の海岸漂着ごみ問題に対し、昨年度１１月より小型油化装置を沖縄県鳩間島に導

入し、発泡スチロールをエネルギーに替える社会実験を行ってきた。しかし、多数の離島を抱えた

自治体等にあっては、費用対効果の面で固定式装置がもっとも適した方式とは言えない。そこで

今年度この油化プラントのさらなる小型軽量化を行い、移動式装置の開発を行うこととした。本調

査は離島の現状を踏まえ、移動式油化装置の 適な形態を探り、本事業と調査地の適合性を検

討することで、 終的な目標である海岸漂着ごみ問題の解決、離島振興に効果的につなげていく

ために行ったものである。 

 

２．調査地及び実施日 

西表島（沖縄県・竹富町）…２０１０年５月２５日 

対馬（長崎県・対馬市）…２０１０年６月８日・１１月１３日 

 

３．地域概観 

３－１．西表島 

西表島は島の面積のほとんどが亜熱帯林に覆われており、平地はほとんどなく、人の居住地

は海岸線沿いの土地に限られる。西表島へのアクセスは石垣島から高速船で北部へは３５分、南

部へは１５分の海上交通を利用する。山の斜面・森林ともに海の間近まで迫っており、天然記念

物のイリオモテヤマネコが生息していることで有名である。また、雄大な自然を活かしたエコツーリ

ズムが盛んである。 

 

３－２．対馬 

対馬は東海岸の一部と下島の西海岸の一部を除くほぼ全域でリアス式海岸が発達し、海岸線

の総延長距離は９１５ｋｍにも及ぶ。 

対馬にしか生息しないユーラシア大陸との共通種が数多く生息しており、これらはかつて大陸と

陸続きであったことを物語る貴重な動植物であり、またツシマヤマネコなどの稀少種もある。 

また、対馬は朝鮮半島から南へ約５０ｋｍのところに位置し、同半島から流れてくると思われる

大量の漂着ごみに苦しめられている。ごみの中には生活ごみや、漁業系のごみ、さらには注射針
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など医療系廃棄物も多数ある。 対馬においては５月にＡ地点、１１月にＢ地点の２箇所の調査を

二度に分けて行った。 

 

４．調査方法 

西表島 

あらかじめ西表北部にエリアを絞り、車で付近まで接近できる海岸にて調査を行った。 

対馬 

南部と中部の二つのエリアを二回のエリアに分け調査を行った。南部は切り立った崖になって

いるところが多いため、場所を絞って調査を行った。なお、中部エリアは対馬市の職員より聞き取

り調査を行い調査地の選定を行った。 

 

５．調査結果（調査詳細は別紙参照） 

５－１．西表島 

● 「観光地化されているところはごみが少ない」 

西表島はエコツーリズムが盛んに行われており、観光業者がごみを見つけては拾ったり

することも多いという。しかし、海岸線の距離が長く、湿地状のところではごみが見られ、回

収しにくいところにはごみが残されていた。 

● 「植生にからみつく細かいごみ」 

今回の調査でもっともごみの量が多かったＢ地点では干潟の周縁部に生えている植物

の茂みに無数のごみが引っかかっていた。範囲も広く足場も悪いため、清掃の手が届きに

くいのであろう。しかしこれらを放置すると植物がごみにからみついてしまい、回収不可能と

なってしまう。Ｂ地点の近くにはニッパヤシという日本では西表島にしか存在しない植物の

群落があり、漂着ごみにより汚染される可能性がある。 

● 「移動式装置と西表島」 

竹富町は西表島など９つの有人島を管轄としている。これら島々の漂着ごみを処理する

には多額の海上輸送費が必要で、１㎥につき１～１．２万円程度の処理費がかかる。移動

式油化装置を利用し、もっともかさばる発泡スチロールを現地で処理すれば、処理費用の

大幅な節約ができる。すべての島が商業的に発達しているわけではなく、各島の港湾設備

はまちまちである。なお、どの島にもトラックを海上輸送できるフェリーが運航しており、クレ

ーンやフォークリフトのいらないトラック型の移動式装置が適していると考えられる。 

 

５－２．対馬 

● 「膨大な量」 

今回の調査で もごみが多かったのが、対馬のＢ地点であった。海峡の中心に位置し、

朝鮮半島に非常に近い対馬のごみはそのほとんどが外国製のものであり、プラスチックや

発泡スチロールなど石油化学製品が特に多かった。 

● 「ごみの陸上運搬ルートが山間の隘路であり、ごみの運び出しが困難」 
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調査地Ｂに行へは急勾配の隘路しかなく、車両の進入が制限され、ごみの運び出しに非

常に手間がかかってしまう。さらに悪いときは、集められたごみでさえ運び出せずに放置さ

れる。このように手間がかかるため頻繁な清掃活動ができない。 

● 「漂着ごみの内陸部への飛散、こびりつき」 

漂着ごみが放置され続け、軽量な発泡スチロールや細かいプラスチックごみが風に飛ば

され、植生や岩肌を侵食していた。これらの破片は景観を著しく損ない、自然環境や生態

系に重大な影響を及ぼしかねない。環境省の報告書１発泡スチロール片の回収においては

掃除機を活用した回収方法があるが、電池がすぐ切れてしまうなどの問題があり、人間の

手が届く範囲にしか対応できない。破片の飛散を防ぐには、こまめな清掃を行わなければ

ならない。 

● 「移動式油化装置と対馬」 

対馬は南北に延びており、海岸線延長距離は９００キロを超える。また、島内は深い森に

覆われており、海岸から海岸への移動は島の海岸線に沿って遠回りになってしまうことの

方が多い。現在導入されている一台の固定式油化装置で対馬のすべての漂着ごみを処理

しようとすると、島内間であっても、それなりのごみの運搬費がかかってしまう。その点、全

島のごみを一箇所に集約するのではなく、集落ごとに処理できる移動式油化装置の効果が

大いに期待できる。 

しかし、すべての海岸に車両が接近できるわけではない。集めたごみを海伝いに運搬し

なければならない海岸がいくつもある。トラック式の移動式油化装置では、海岸清掃地で直

接油化できるわけではないので、電力が供給でき、かつ、油化が行える場所までの 低限

の運搬は必要である。 

 

６．西表島・対馬調査を踏まえた考察 

①交通利便性 

両島の調査における共通点は、交通利便性と漂着ごみの量との関連性である。交通利便性が

良いところでは、ごみの量が相対的に少なく、交通利便性の悪いところでは、ごみの量が多かった。

交通利便性が良いところでは、海岸清掃が行われやすいからであろう。これに関しては、昨年の

本事業報告書においても述べられており、さらに、当報告書「隠岐・飛島・佐渡調査」においても言

及されている。 

ところで、交通利便性の悪い海岸の漂着ごみにおけるごみの被害が相対的に重いということは、

交通利便性の良い海岸では清掃の効果が確実に上がっているということでもあり、この点は非常

に評価されるべきである。特に細かいプラスチック片や発泡スチロール片の植生や岩肌へのこび

りつきなどの、漂着ごみの二次災害とも言うべき部分には、（再度ごみが漂着するとしても、）海岸

清掃が効果を発揮しているのではないか。特に拾ってもすぐに元通りになると言われている対馬

                                                   
１漂流・漂着ごみに係る国内削減方策モデル調査総括検討委員会報告書第 2章 2効率的かつ

効果的な漂着ごみの回収・処理方法より 
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の海岸でも頻繁な清掃が行われていない交通利便性の悪い海岸の方が発泡スチロールによる

汚染が進んでいた。 

交通利便性の悪い海岸を も効率的に清掃するには、より計画的な対処が必要である。海岸

清掃に効果的な時期２を選んで実施し、特に運び出しに限界のある交通利便性の悪い沿岸部で

は、回収するごみに優先順位をつけて回収することが有効な場合もあるだろう。また、場所により

地形や漂着するごみの種類が違うはずであり、今後は移動式や固定式など地域の実情に即した

回収・処理対策を本事業の立場から提案していくことが必要となるだろう。 

 

②観光と漂着ごみ 

環境省によると、漂着ごみは観光資源価値を低下させるので、これを回収することによって、観

光収入を上げることができるという調査結果３が出ている。油化装置の導入により海岸の美化が

促進されれば、観光価値のある土地を増やすことができる。また、生成したスチレン油を観光業に

活用するという形での貢献も可能である。 

ところで、今回の西表島の調査では観光地化されている海岸では漂着ごみがほとんど見られな

かった。これは、利害関係者が定期的に海岸清掃を行っているからであろう。 

これを勘案すれば、油化装置を用いて観光業の活性化につなげることが、結果的にさらなる海

岸の美化につながる、という良循環を作り出すことができる。特に西表島のようなエコツーリズム

の盛んな地区ではよりこの効果を発揮できるであろう。  

                                                   
２ 環境省報告書 「効率的かつ効果的な漂着ゴミの回収・処理方法」の中にモデル地区の

回収に適した時期の記述がある。 
３環境省 観光資源価値向上の検討に係る調査 より 
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西表島・対馬調査詳細 

１．西表島 

１－１．調査地点 

 

図 1 西表島概略図 

 

１－２．調査地点詳細 

 

Ａ地点 高那地区 

 

まばらではあるが、ごみが漂着していた。浮き球が多く見られた。 

 

 

Ｂ地点 船浦地区 

広大な干潟がありその上に橋がかかっている。船浦地区にはマングローブ林やニッパヤシの

群落など、貴重な自然環境がある。調査はその橋の付近で調査を行った。 
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大量とは言えないまでも、広範囲に点在していた。また、干潟の土砂の部分にはごみが落ちて

いないのに対し、芝生や茂みの上にごみが集まっていた。植物が生えているところはごみが絡ま

りやすいのだろう。 

 

この写真はＢ地点にある橋の対岸部分の写真である。ごみが林の奥に入り込み、植物に絡み

付いている。 

 

 

Ｃ地点 星砂の浜 

上原地区にある砂浜。周囲は珊瑚礁のリーフで囲まれ、美しい熱帯魚が多数見られる。そのた

め、多くの観光客が出入りする砂浜である。 

 

観光地（写真左は観光業者の所有物と思しきカヤック）ということもあってか、こまめに清掃の手

が行き届いており海岸線にごみはほとんど落ちていなかった。しかし、看板の後ろにはおそらく漂
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着してきたのであろうごみが積まれていた（写真右）。 

 

 

しかし、観光客が行かないような所には遠目でもわかるような大きなごみが漂着していた。 

 

 

Ｄ白浜中学校 付近 

西表島の西部は開発されていない部分が多く、この白浜中学校より南側は道路が整備されて

いない。ここより南の集落へ行くには船を利用しなければいけない。 

 

まったくと言っていいほど、ごみは見られなかった。昨年度の調査でもこの地区にごみはまった

くなかった。西表の全体図を参照すると、Ｄ地点の西部に外離島と内離島がある。これらの島がフ

ェンスの働きをすることによってここまで極端にごみがなかったのではないか。 
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２．対馬 

２－１．調査地点 ２－２．Ａ地点調査地点詳細 

  

A 地点 （６月８日 厳原町 佐須瀬 付近の海岸） 

 

海岸に点々とごみが落ちているが、量は少ない。写真左を見ると海岸の前に消波ブロックがあ

ることがわかる。これがごみのフェンスとなっているのではないかと推測される。 

また、海岸の端にはごみが寄せておいてあり、ごみ拾いをした形跡があった。 
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Ｂ地点 （１１月１３日 佐保海岸） 

 

調査日１１月１３日  

調査地 佐保海岸 

対馬の中部西側、豊玉町の佐保海岸にて調査を行った。 

調査地は舗装された道路から“けもの道”に入り、途中から車を降りて５分の徒歩移動を要する

場所にあった。 
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調査地には大量のごみが散乱していた。その中では発泡スチロールが一番多く、次に流木が

多かった。発泡スチロールに関しては、今年度調査した飛島、隠岐、西表島の中でも一番多かっ

た。その他、ペットボトルなど生活ごみも漂着していたが、そのほとんどが海外製品であった。 

特に発泡スチロールのような軽いごみは風で吹き飛

ばされ、陸側へ押し寄せられていた。海岸から遠く離れ

た崖や山林部分まで発泡スチロールに侵食されている。

海岸の裏側の崖まで発泡スチロールまみれになってい

た。 

 

海岸の奥には袋に積み込まれたごみの山が放置されていた。道が狭く険しいため、トラックが

近づくことができず、陸路での搬出は困難。発泡スチロールのような軽量なごみは水面に浮かべ、

その他のごみは船に積んで海上輸送を行うという。 

 

以上 
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助成事業 

競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて作成しました。 
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