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本編 

 

Ⅰ 宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画の目的等 

 

１ 目的 

本県は、九州の東南部に位置しており、北は大分県、西は九州山地を挟んで熊本県、

南は鹿児島県に接し、東は太平洋(日向灘）に面している。 

   宮崎県の沿岸は日向灘沿岸で、大分県境から鹿児島県境までの範囲であり、延岡市、

門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市の１０

市町からなる総延長約 438km の海岸である。 

   日向灘沿岸は、北部が日豊海岸国定公園に、南部が日南海岸国定公園にそれぞれ指

定されており、沿岸全域でアカウミガメをはじめとする野生生物の生息・産卵が見ら

れるほか、天然記念物の樹林帯等が分布するとともに、緑豊かな山々から発する清ら

かな多数の河川が海へと流れ込み、豊かな自然環境と海岸景観を有している。 

  

   本県では、これまで台風や集中豪雨等の自然災害に伴い、大量の流木やその他のご

み等が海岸に漂着し、景観、自然環境、水産資源、観光等に深刻な影響をもたらして

いる。また、河川や陸域、沿岸部、海域で発生・放置されたごみ等が海岸に漂着した

り、さらには日向灘を北上する黒潮の海流による漂着物もあると考えられる。 

  

   このため、平成２１年７月に制定された「美しく豊かな自然を保護するための海岸 

における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等1の処理等の推進に関する法

律」（以下、「海岸漂着物処理推進法」という。）に基づき、本県の地域の特性を踏

まえた総合的かつ効果的な海岸漂着物対策を推進するため、「宮崎県海岸漂着物対策

推進地域計画」を策定する。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

  当計画は、海岸漂着物処理推進法第１４条第１項に基づく海岸漂着物対策を推進 

するための宮崎県の計画(地域計画)である。 

   

                                                        
1 「海岸漂着物」は、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。 
 「海岸漂着物等」は、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物をいう。 
 本計画においては、「海岸漂着物」及び「海岸漂着物等」を「海岸漂着物」として記載する。 
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日向灘 

 
日向灘沿岸市町村 

 

図 1-1 日向灘沿岸および市町村 
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Ⅱ 宮崎県の海岸の現状 

 

１ 海岸の自然的状況 

（１）地形的特徴 

     本県の海岸地形は、大きく３つに分類することができる。 

 

    県北部：大分県境から日向市耳川の区域（県北部沿岸）は、入り組んだリアス式

海岸が多い地形であり、岬の間にポケットビーチが点在するが、ほとん

どは 1km 未満の海浜である。なお、その中でも比較的延長の長い海岸と

しては、長浜海岸とお倉ヶ浜海岸がある。 

 

    県央部：耳川から青島までの県央部の区域（県央部沿岸）は、沿岸漂砂が連続す

る砂浜を中心とする海岸であり、海岸線は、ほぼ直線的である。外洋か

らのうねり性の波浪が直接来襲するほか、海岸へ流入する河川も多い海

岸である。 

 

    県南部：青島から鹿児島県境までの県南部の区域（県南部沿岸）は、リアス式海

岸で岬とその間に存在する小規模のポケットビーチで構成されている海

岸域である。急な断崖地形が多いが、河川の注ぎ込むポケット状の地形

の箇所には、砂浜が存在している。比較的延長の長い海岸としては、油

津港の北側に位置する広渡川周辺、本城川河口部と福島港周辺である 
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（２）流入河川の状況 

     日向灘沿岸に流入している河川は、計５５本であり、各市町村別では、海岸線延

長の最も長い日南市の９本をはじめ、宮崎市と串間市で８本、日向市で７本となっ

ている。 

  一級河川は、五ヶ瀬川、小丸川、大淀川である。また主な二級河川は、沖田川、

耳川、一ツ瀬川、清武川、広渡川、福島川などがある。 

 

２ 海岸の利用状況 

    日豊海岸国定公園、日南海岸国定公園に指定されるなど、その豊かで風光明媚な情

景は、本県の重要な観光資源となっている。 

   これらの海岸では、海水浴場、サーフィン、ダイビング、ジェットスキーなどのマ

リンスポーツ、ブルーツーリズムなどの体験活動・学習活動等に幅広く利用され、人々

の集い・憩いの場となっている。 

   また、宮崎港、細島港、油津港の重要港湾をはじめ１５の港湾と多数の漁港が整備

され、産業や県民の生活にとって重要不可欠なものとなっている。 

 

（１）海洋性レクリエーション 

海洋性レクリエーションのスポットは、海水浴、釣り、サーフィン、ダイビング、

潮干狩りなど多岐にわたり、沿岸に広く分布している。 

海水浴場については、県北部では下阿蘇海水浴場や伊勢ヶ浜海水浴場、県央部で

は高鍋海水浴場やサンビーチ一ッ葉、県南部では青島海水浴場や大堂津海水浴場な

どがある。 

サーフポイントについては、観光地としても利用されているポイントが県内に２

０ヶ所程度あり、県北部ではお倉ヶ浜や金ヶ浜、県央部では木崎浜や蚊口浜、県南

部では風田海岸や恋ヶ浦などがある。波の状況によっては、上記以外のスポットで

のサーフィン活動も見られる。 

ダイビングスポットについては、県北部では南北浦海岸、県南部では栄松などが

ある。マリーナについては、県北部の「浦城マリーナ」、県央部の「宮崎マリーナ」

と人工海浜南側に位置する「サンマリーナ宮崎」の３ヶ所となっている。潮干狩り

については、県北部の妙見湾や、県央部における高鍋海岸、富田漁港海岸などで行

われている。 
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図 1-2 海洋性レクリエーション活動場所分布状況 

【参考資料】 

各市町観光パンフレット・各市町ホームページ等 

「日向灘沿岸海岸保全基本計画」 

 

（２）釣りポイント 

本県の釣りポイントは非常に多く存在しており、約 150 ヶ所を数える。日向灘沿

岸全体に分布しているが、県北部で 61 ヶ所、県南部で 73 ヶ所と比較的多く分布し

ている。砂浜が多い県央部では 16 ヶ所と比較的分布が少ない。 
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（３）観光スポット・イベント開催場所分布状況 

     日向灘沿岸における観光スポットは、天然記念物や海水浴場等と同一となってい

るものも多い。県北部では島浦島のビロウ自生地や須美江家族旅行村のほか、道の

駅北浦、乙島、日向サンパークオートキャンプ場などがある。県央部では富田浜公

園、シーガイアなどがある。県南部では、青島、サンメッセ日南、鵜戸神宮、栄松

ビーチキャンプ場、都井岬灯台などがある。 

また、日向灘沿岸におけるイベントでは、国際青島太平洋マラソン大会や都井岬

沖のとび魚すくいなど、前述の観光スポットにおいて開催されているものや、門川

の納涼花火大会や宮崎みなとまつりなどは既存の施設を利用して行われている。県

北部では、門川みなとフェスティバルや細島港まつりなど、県南部ではなんごう黒

潮まつりやシーカヤックマラソン大会、福島港花火大会などのイベントが開催され

ている。 

 

図 1-3 観光スポット・イベント開催場所分布 

【参考資料】 

各市町観光パンフレット・各市町ホームページ等 

「日向灘沿岸海岸保全基本計画」 
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３ その他     

（１）アカウミガメ 

日向灘沿岸におけるアカウミガメの上陸・産卵は 5 月～9 月頃に見られ、沿岸の

多くの砂浜で確認されている。 

県北部および南部と県央部を比較すると、長大な砂浜海岸を有する県央部では、

上陸数・産卵数ともに多く、平成 22 年度では 1200 回を超える上陸があった。特に、

旧佐土原町および宮崎市ではそれぞれ 500 回を超える上陸数があった。 

日向灘沿岸全体での上陸・産卵数の推移では、平成 9 年以降緩やかに上昇し、平

成 18 年に減少したものの、平成 20 年には 3000 回を超える上陸があった。 

アカウミガメは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」

（通称ワシントン条約）において、最も絶滅の危険が高いとされるグループ（附属

書Ⅰ）に含まれているほか、「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック

（1998 年）」では希少種として、また、環境省レッドデータブックのカテゴリーで

は絶滅危惧Ⅱ類（VU）とされており（1997 年公表、2000 年刊行）国内だけでなく

世界的にも最も希少な生物として位置付けられている。本県では、昭和 55 年に「ア

カウミガメ及びその産卵地」として天然記念物に指定している。 

アカウミガメを取り巻く状況としては、砂浜の侵食の進行による産卵地の減少や

野犬等による被害が見られる海岸があるが、保護のため車の乗入禁止や海岸清掃、

監視活動、広報による呼びかけ等の対策を行っている。日南市においては、産卵さ

れた卵を水没等から保護するため、市営の孵化場を整備し、移植を行っている。ま

た、延岡市などでは、産卵された卵の安全な場所への移植を行うなど保護活動を行

っている。 

 

図 1-4 アカウミガメ上陸・産卵場所 

【参考資料】 

各市町教育委員会および県文化財課資料 

「日向灘沿岸海岸保全基本計画」 
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（２）自然公園(国定公園) 

日向灘沿岸では、県北部に「日豊海岸国定公園」、県南部に「日南海岸国定公園」

がそれぞれ自然公園として指定されている。 

日豊海岸国定公園は、長浜海岸（延岡市）部分を除く延岡市（旧北浦町含む）・

門川町・日向市の海岸部および延岡市（旧北川町）の山岳部が指定されている。 

日南海岸国定公園は、宮崎市南部（清武川以南）・日南市（旧南郷町含む）・串

間市東部（黒井川河口付近以北）の海岸部を中心に指定されている。 

国定公園に指定されている海岸は、複雑な海岸地形のリアス式海岸が生み出す優

れた景観を形成している。 

日豊海岸国定公園では島浦島の周囲及びその対岸付近、日南海岸国定公園では大

島及びその対岸付近に海域公園地区が設定されている。 

 

 

図 1-5 日向灘沿岸に位置する自然公園 

 

【参考資料】 

「宮崎県の自然」（宮崎県ホームページ） 

「日向灘沿岸海岸保全基本計画」 
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（３）天然記念物等の文化財、景勝地等 

① 天然記念物等の文化財 

日向灘沿岸には、大御神社や油津赤レンガ館などの国登録文化財や歴史民俗資

料館を含む日向市美々津重要伝統的建造物群保存地区などがある。また、幕末勤

王家海賀宮門外二士の墓や旧藩都農牧駒追込場跡、狐塚古墳などの県指定史跡の

ほか、青島亜熱帯性植物群落や都井岬ソテツ自生地、日向灘沿岸で確認されたカ

ラスバト、カンムリウミスズメなどの国指定天然記念物や、権現崎の照葉樹林や

鵜戸千畳敷奇岩などの県指定天然記念物がある。 

なお、カンムリウミスズメなどの集団繁殖地として、門川町の枇榔島及び小枇

榔とその周辺海域が国指定の鳥獣保護区となっている。 

② 神話や伝説 

青島では山幸彦・海幸彦、鵜戸神宮では鵜戸の宮居、美々津では神武天皇のお

舟出などの神話や伝説が伝承されているほか、山幸彦にまつわる青島神社で裸詣

などの祭事も行われているなど、「神話と伝説のふるさと」と称される本県なら

ではの文化がある。 

 

図 1-6 天然記念物等の文化財分布 

 

【参考資料】 

「観光動向調査結果」（宮崎県観光推進課）および各市町パンフレット、ホームページ 

「日向灘沿岸海岸保全基本計画」 
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② 景勝地 

日向灘沿岸では、県北部および南部ではリアス式海岸が生み出す優れた海岸景

観を有しており、県央部では長大な砂浜から太平洋への眺望が楽しめる。 

県北部は日豊海岸国定公園に指定され、高島や島浦島、および島浦島の南側に

位置する沖の小島、日豊海中公園、暖地性植物樹林で被われた無人島である乙島

（県指定名勝）、馬ヶ背の柱状節理、権現崎公園などの景勝地がある。 

県央部では、直線的な海岸に景勝地が点在しており、伊倉浜自然公園、観音山

公園などがある。また、松林と砂浜が形成する“白砂青松”の松林や雄大な海へ

の眺望が確保された長大な砂浜なども、主要な海岸景観の１つである。 

県南部は日南海岸国定公園に指定され、青島やこれに続く鬼の洗濯板といわれ

る隆起海床と奇形波蝕痕（国指定天然記念物）、鵜戸神宮、大島や幸島などの離

島の緑と海の青さが融合した眺望、日南海中公園、国の特別天然記念物にも指定

されている都井岬のソテツ自生地などの景勝地がある。 

なお、宮崎県では、これらの優れた景勝地の沿道においては全国に先駆けた「沿

道修景美化条例」などに基づき、美化を長年にわたって推進しており、ドライブ

コースにもなっている日南海岸などの優れた海岸景観が創出されている。 

 

図 1-7 日向灘沿岸における景勝地 

【参考資料】 

「観光動向調査結果」（宮崎県観光推進課）および各市町パンフレット、ホームページ 

「日向灘沿岸海岸保全基本計画」 
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４ 宮崎県における海岸漂着物の状況  

（１）漂着状況の概要 

   海岸管理者及び市町村に対するヒアリング調査（平成 22 年 9 月実施）結果から、

本県の平成 17 年度から 21 年度の海岸漂着物の処理実績は次のとおりとなってい

る。 

海岸漂着物の種類としては、「流木・灌木等」「プラスチック類」「発泡スチロ

ール類」「金属類」「その他人工物（建築廃材等）」の５種類となっている。（処

理量を把握できるのは、「流木・灌木等」と「プラスチック類」のみ。） 

 

年度 １７ １８ １９ ２０ ２１ 

 処理実績(m3) １２，３０２ １，２０２ ２，７２２ １，２４４ ２，０９０

    ※ 処理実績は「流木・灌木等」「プラスチック類」の量。 

         
（２）海岸漂着物量の推計 

予測対象の漂着物については、処理量が把握できる「流木・潅木等」「プラスチ

ック類」とし、処理量が不明な「発泡スチロール類」「金属類」「その他の人工物」

は推計の対象から除外した。 

平成 17 年度から 21 年度の海岸漂着物の処理実績に関するヒアリング調査結果お

よび「平成 17 年台風 14 号による流木等の堆積及び処理状況」より算出した災害時

における年間の海岸漂着物推計量は以下のとおりである。 

 流木・潅木等   約 24,300ｍ3 

 プラスチック類  約 1,200ｍ3 

 

（推計方法） 

  ・県下全域の海岸を３つの沿岸区分（県北・県央・県南）、１１のユニット、９３

の海岸区分に分類し、
※１

各海岸区分で次の算式により漂着物量を算出し、合計して

県全体の漂着物量を推計した。 

 

各海岸の漂着物推計量＝（Ａ）
※２

１㎞あたりの漂着量（ｍ3）×当該海岸の延長（ｋｍ） 

                                   

※１ ３つの沿岸区分、１１のユニット、９３の海岸区分の分類は、日向灘沿岸海

岸保全基本計画書策定業務報告書（平成 14 年 3 月宮崎県）による。 

※２ （Ａ）の値は、平成 17 年度から 21 年度において海岸漂着物の処理実績があ

った海岸のデータから算出した。海岸区分単位のデータが無い場合は、ユニッ

ト単位の漂着量又は沿岸単位の漂着量を採用して算出した。 

 11



 

 

写真 2-1 流木等の漂着状況（平成 19 年 9 月 新富町富田漁港海岸） 

 

 

 

〈延岡市提供〉 

写真 2-2 流木等の処理状況（平成 19 年 9 月 延岡市東海海岸）  
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Ⅲ 宮崎県における海岸漂着物対策の基本方針 

 

  海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため、国の「海岸漂着物対策を総合

的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（平成２２年３月３０日 環境省。 以

下「国の基本方針」という。）を踏まえ、以下の事項を基本として、本県における今

後の海岸漂着物の円滑な処理及び海岸漂着物の発生抑制を図る。 

 

１ 海岸漂着物の円滑な処理の推進 

  海岸管理者等2、県、市町村は、現に海岸漂着物が集積している海岸の清潔の保持に

努めるとともに、連携して海岸漂着物の円滑な処理を図る。 

 

（１）海岸管理者等の処理の責任等 

  ① 海岸管理者等の処理責任 

    海岸管理者等は、管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう、海

岸の地形、景観、生態系等の自然的条件や海岸の利用の状況、経済活動等の社会

的条件に応じて、海岸漂着物の処理のため必要な措置を講じる。 

   なお、海岸漂着物の回収や処分等（以下「処理」という。）に関して、海岸漂着

物対策の体制や地域の実情を踏まえ、地域の関係者間で適切な役割分担のもとに実

施する。 

   また、海岸管理者ではない海岸の土地の占有者（占有者がない場合には管理  

者。以下「占有者等」という。）は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔

が保たれるように努める。 

 

  ② 市町村の協力義務 

    市町村は、海岸漂着物の処理に関し、必要に応じて海岸管理者等と連携して海

岸漂着物の回収を行うことや、回収された海岸漂着物のうち、処理能力の範囲又

は受け入れ基準を満たすものを市町村・一部事務組合の廃棄物処理施設で処分す

ること等、海岸管理者等や占有者等に協力する。 

 

（２）市町村の要請 

    市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂着物が存することに起因 

して地域住民の生活等に支障が生じていると認めるときは、当該海岸管理者等に対

し、海岸漂着物の処理のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。 

 

                                                        
2 「海岸管理者等」は、海岸法第２条第３項の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う

ものであってその権原に基づき、又は他の法令の規定に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用

に供されている海岸の土地を管理する者。 
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（３）地域外からの海岸漂着物に対する連携 

  ① 他県への協力の求め 

      県は、海岸漂着物の多くが他県の区域から流出したものであることが明らかで

あると認めるときは、当該県に対して、海岸漂着物の処理やその発生抑制に関し

て協力を求める。 

      また、海岸管理者等の要請に基づく場合のほか、他県の協力を必要とする状況

が生じていると判断する場合には、県は海岸管理者等の意見を聴いた上で、他県

に協力を求める。 

 

  ② 他県への協力 

    県は、他県から協力を求められた場合には、その趣旨を踏まえて、必要がある

と判断した場合、関係機関と連携の上、海岸漂着物の処理及びその発生抑制のた

めに所要の措置を講じる。 

 

（４）海岸漂着物の適正処理 

  ① 海岸漂着物の適正処理 

    海岸管理者等、市町村、廃棄物処理事業者等は、回収された海岸漂着物につい

て廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）の規定

に基づいて適正に収集、運搬及び処分を行う。 

 

  ② 資源としての利用推進 

     海岸漂着物には、流木をチップ化してバイオマス燃料として利用したり、畜産

用消臭剤の原料として利用したりするなど、有効活用できるものがあることから、

資源として活用できるものは、可能な限り資源として活用するよう努めるものと

する。 

 

  ③ 不法投棄物の適正処理 

    県及び市町村は、海岸漂着物が不法投棄によって生じたものであって原因者の

特定が可能な場合は、海岸漂着物処理推進法の規定にかかわらず、廃棄物処理法

その他の関係法令の規定に基づく原状回復の措置の命令や行政指導など、当該原

因者の責任においてその処理がなされるよう必要な措置を講じる。 

 

  ④ 船舶等から流出した油等の措置 

    船舶等から流出した油や有害液体物質、座礁船等により海洋環境に著しい影響

を及ぼす場合については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「海

洋汚染防止法」という。）等に基づいて防除措置等の適切な実施を図る。 
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  ⑤ 国への協力の求め 

    県は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい支障が生

ずる恐れがあると特に認める場合は、環境大臣その他の関係行政機関の長に対し、

当該海岸漂着物の処理を的確かつ安全に実施するために必要な情報提供や技術的

助言その他当該海岸漂着物の処理に関する協力を求める。 

 

（５）技術的助言 

    県は、海岸管理者等や占有者等による海岸漂着物の円滑な処理が推進されるよ

う、海岸管理者等及び市町村に対して、海岸漂着物の円滑な処理に必要な情報提供

や技術的助言を行う。 

 

２ 海岸漂着物の効果的な発生抑制 

   海岸漂着物の発生は、県民生活や経済活動の場から水域に流入し海岸に漂着するケ

ースや、沿岸部でのごみの放置など多様なケースが考えられ、ごみの不法投棄防止な

ど県民の環境保全に対する意識を高める必要がある。 

   さらには台風等の際、山間部から河川を通じて流木等が漂着するケースもあり、適

正な森林の管理・整備にも留意が必要である。 

   また、本県の地理的状況に留意し、他県の海岸漂着物の発生原因とならないように

努める必要があることから、以下の事項を基本として、ごみの流出を防止する。 

 

（１）４Ｒの推進による循環型社会の形成 

    海岸漂着物には、県民生活に伴って発生するごみ等が海岸に漂着するものが含ま

れることから、４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の推進を

図ることにより、海岸漂着物になりうるごみ等の排出抑制と適正処理及び流出防止

に努める。 

 

（２）発生の状況及び原因に関する実態把握 

  ① 海岸漂着物の実態把握 

    海岸管理者等、県及び市町村は、必要に応じて海岸漂着物の発生の状況や原因

を把握するよう努める。 

 

  ② 情報の共有 

    県及び市町村は、海岸漂着物の発生の状況や原因等について、関係者間で情報

を共有するとともに、県庁ホームページ等により積極的に県民に広報し、海岸漂

着物の問題に関する普及啓発に努める。 
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（３）ごみ等の投棄・放置の防止 

  ① 不法投棄に関する規制措置の実施 

    県及び市町村は、海岸漂着物の発生抑制を図るため、ごみ等の不法投棄防止対

策を講じるとともに、ごみ等の不法投棄に対しては、廃棄物処理法等に基づき厳

正に対処する。 

 

  ② レジャー等によるごみ等の投棄・放置防止の推進 

    海岸漂着物には、沿岸での釣り、バーベキュー、花火といったレジャーやイベ

ントによって発生するごみ等が投棄・放置されるケースも見られることから、関

係機関と連携し、これらの不法投棄防止や適正処理に関する県民の意識啓発を図

る。 

        また、露天の営業等一時的な事業活動が行われる土地の占有者等は当該事業活

動を行う事業者に対して、ごみ等の適正な処分に関し必要な要請を行い、これら

の事業に伴って生じるごみ等の流出又は飛散の防止に努める。 

 

  ③ 陸域等における投棄の防止 

    県及び市町村は、ごみ等の投棄の防止を図るため、市街地、森林、農地、河川、 

海岸等、我々の日常の暮らしに関わる場所において､それぞれの発生原因の特性に

応じて必要な措置を講じる。 

    また、河川のパトロール等の監視活動の実施による不法投棄の抑制や早期発  

見、警告看板の設置、地域における継続的な清掃活動の実施によるごみ等の投棄

がしにくい地域環境の醸成に努める。 

 

  ④ 県民の意識の高揚とモラルの向上 

    県及び市町村は、県民に対して海岸漂着物問題の周知を図り、不法投棄、散乱  

防止に係る環境教育を実施するとともに、インターネット、パンフレット等を活

用して啓発を行い、県民の環境保全に対する意識の高揚とモラルの向上に努める。 

 

（４）ごみ等の水域への流出又は飛散の防止 

    県民及び事業者は、その所持する物が水域への流出又は飛散しないように、その

所持する物や管理する土地を適正に管理し海岸漂着物の発生抑制に努める。 

    また、県及び市町村は土地の管理者等に対し、土地の適正管理について必要な助

言、指導を行う。 
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（５）林地残材等の流出の防止 

台風等により山間部から河川を通じて流木等が漂着するケースもあることから、

森林所有者等は林地残材等が水域へ流出しないように適正な処理や森林の管理・整

備に努める。 

 

（６）海域における漂流物等の回収対策の推進 

    県及び市町村は、海岸漂着物の起因となる海域に漂流する流木やごみ等（以下「漂

流物」という。）、海底に堆積又は散乱するごみ等（以下「海底の堆積物」という。）

について、国の施策を踏まえ、関係機関と連携・協力して漂流物及び浅海域におけ

る海底の堆積物の回収対策の推進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17



Ⅳ 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域  

                       

１  重点区域の目的 

  「重点区域」とは「海岸漂着物処理推進法」において、国の基本方針に沿って海岸漂

着物対策を重点的に推進する区域を指す。 

 

２ 重点区域の設定方法 

   国の基本方針に沿って海岸漂着物対策を重点的に推進する区域（以下、「重点区域」

という。）の設定基準を定め、要件に該当する地域を重点区域として設定する。 

                 

図 4-1 重点区域の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【重点区域設定条件】  

  ① 台風等の災害により海岸漂着物が堆積する区域 

 ② 優れた自然環境を保全するため必要な区域 

 ③ 利用状況や地域の経済活動から必要な区域 

 ④ 上記以外に必要と認められる区域 

 

３ 重点区域 

  本県海岸のうち２６ページに掲げる海岸（６０海岸、延長約３１２㎞）を重点区域

とする。（位置図は２７ページから３７ページのとおり。） 
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Ⅴ 重点区域に関する海岸漂着物対策 

 

  大量の海岸漂着物が海岸に集積し、海岸における良好な景観及び環境の保全に特に

支障が生じていることから、それぞれ地域における自然的条件や海岸の利用状況、経

済活動等の社会的条件を踏まえ、行政だけでなく、県民、事業者、民間団体等が互い

に連携・協力し、それぞれの役割分担のもと重点区域における海岸漂着物対策を継続

的に実施する。 

 

１  海岸漂着物の処理に関する対策 

（１） 対策・基本的役割分担 

処理責任者  海岸管理者等 

回収・処理 

協 力 者 

 国、県、市町村 

 県民・事業者・事業者団体・民間団体等（以下「県民・団体等」とい

う。） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

基本的役割

分担等の内

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海岸管理者等（処理責任者）は、回収・処理協力者と次の役割分担

を基本としつつ連携を図るとともに、漂着物の内容及び状況、地域の

実情に応じ、円滑かつ効率的な処理に努めるものとする。 

なお、資源の循環利用を図るため、可能な限り再使用、再生利用を

行い、市町村又は民間の廃棄物処理施設で処理する場合においても、

可能な場合は熱回収を行うものとする。 

 

１ 処理責任者 

（１）海岸管理者等 

  ① 漂着状況の把握、関係機関への連絡等 

  ②  漂着物等の回収、分別、運搬、処分等の処理 

  ③ 漂着物等の受入処理施設との協議・調整等 

 

２ 回収・処理協力者 

（１）国 

  ① 漂着状況の情報収集支援 

  ②  海岸漂着物処理に関する技術的支援等 

（２）県 

  ① 漂着状況に関する海岸管理者や市町村等からの情報収集や関係

機関との連絡調整等 
 ② 海岸漂着物処理に関する技術的支援 

  ③ 処理業者や再利用事業者等に関する情報の提供（県域） 
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基本的役割

分担等の内

容 

 

 

 

 

 

 

  ④ ボランティアや資材・機材の提供等の呼びかけ、・協力要請 
（県域） 

 ⑤ 県民・団体等の自主的な海岸清掃・漂着物処理活動への支援・

協力等 

（３）市町村 

 ① 処理施設における漂着物等の受入・処理に係る支援・協力等 

 ② 回収、分別、運搬、処分等処理に係る支援・協力 

③ 地域住民への情報提供 

  ④ ボランティアや資材・機材の提供等に関する住民や地元事業者

・団体等への呼びかけ・協力要請 

 ⑤ ボランティアや資材・機材の受入・調整 

  ⑥ 地元処理業者や再利用事業者等に関する情報の提供 

 ⑦ 県民・団体等の自主的な海岸清掃・漂着物処理活動への支援・

協力等 

（４）県民・団体等 

  ① 自主的な海岸清掃活動・漂着物処理等の実施 

 ② ボランティアへの参加 

 ③ 資材・機材等の提供・貸与 

 

時期・頻度 

 

海岸管理者等は、各海岸の状況等に応じ、環境の保全や良好な景観

に支障が生じないように計画的かつ適切な時期に実施する。 

海岸管理者等以外の者が実施する場合は、それぞれの自発的な意思

又は要請に応じて適宜実施する。 

備  考 

 

上記の役割分担については、円滑な処理を行う上で必要があれば、関

係者協議の上変更できる。 

  

 

（２） 不法投棄物等の措置 

     廃棄物処理法その他関係法令の規定に基づき、当該原因者の責任における処理

を行う。 

 

（３） 海岸漂着危険物の措置 

 海岸管理者等は、海岸漂着危険物がある場合、「海岸漂着危険物ガイドライン

（平成２１年６月 農林水産省、国土交通省）」、「廃棄物処理法に基づく感染

性廃棄物処理マニュアル（平成２１年５月 環境省）」を遵守して適切に処理を

行うとともに、安全対策に努める。その際、必要に応じ国、県、市町村その他関

係機関との協議や技術的支援等を求めることができる。 
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（４） 海岸管理者等間の回収事業等の調整 

     海岸管理者等は、地域の効率的な回収事業の推進を図るため、必要に応じて事

業実施予定箇所や実施時期等の調整を行うものとする。 

 

 

 ２  海岸漂着物の発生抑制・啓発対策 

事業主体  県、市町村、海岸管理者等 

協力者  国、県民・団体等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 発生抑制 

（１）４Ｒの取組による循環型社会の形成の推進 

    廃棄物処理計画等に基づき地域の実情に応じた循環型社会の形

成、ごみの適正処理の推進、不法投棄の防止対策を図る。 

（２）発生の状況及び原因に関する実態の把握 

    県及び市町村は、各主体が海岸漂着物の処理を行った実績につい

て情報提供を呼びかけ、漂着状況について情報収集を図り、今後の

施策に活用する。 

（３）ごみ等の放置・投棄の防止 

    県民に対する普及啓発を図る。 

（４）ごみ等の水域への流出又は飛散の防止 

     県及び市町村は、監視パトロール等により必要な指導等を行う。

 

２ 普及啓発又は環境教育対策 

県、市町村、海岸管理者等は、住民への環境教育や４Ｒに関する普

及啓発について必要な取組を行う。 
（１）県民への情報提供や普及啓発 

県及び市町村は県庁ホームページや広報誌等を活用し、県民・事

業者等に対して環境教育や４Ｒに関する情報提供を図る。 

（２）環境教育及び普及啓発における民間団体等の知見等の活用 

県は環境情報センター等の環境教育機能や民間団体が有する知

見等を活用し、環境教育、普及啓発を実施する。 

時期・頻度 各地域の状況等に応じて計画的・効果的な実施を図る。 
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Ⅵ 台風災害等に起因する大量海岸漂着物処理推進対策 

 

  本県では、これまで台風や集中豪雨等による山地災害により、大量の流木等が河川

を経由して海域に流出し、海岸に漂着する被害が多発しており、その円滑な処理対策

を講じることは海岸漂着物処理対策の重要な課題である。 
災害等の緊急時における対応については、前述「Ⅴ 重点区域に関する海岸漂着物対

策」の「１ 海岸漂着物の処理に関する対策」の定めを基本としつつ、次により適切な

対応を図る。  
 なお、災害に起因しない場合でも、大量の海岸漂着物や危険物が漂着した場合は、

これに準じて対応するものとする。 

 

１  大量の海岸漂着物漂着時における連絡体制等 

   海岸管理者等、県及び市町村は、災害による大量の海岸漂着物が漂着した場合は、

速やかに情報収集に努め、関係機関への情報提供、県民への周知を図る。 

 

（１）漂着状況の連絡体制 

     海岸管理者等は、国や県の関係機関や市町村等と連携を図りながら大量の海岸漂

着物及び海岸漂着危険物の状況（場所・発見日時・種類・数量・中身の有無等）を

把握し、関係機関に連絡する。連絡方法等については別に定める。 

 
（２）住民等への周知 

市町村は、必要と認められる範囲の住民（または住民の代表者等）や漁協などの

事業所等に漂着状況を周知し、注意喚起を行う。また、危険物を発見した場合、危

険防止のため不用意に触れることなく県又は市町村に連絡する等の周知を行う。 

     また県は、収集した情報について県庁ホームページに漂着の情報を掲載する。 

 

（３）報道機関への情報提供 

海岸管理者等、県及び市町村は、県民への情報提供に資するよう、報道機関に対

して適宜情報提供を行うものとする。 
 

２ 海岸漂着物の処理対策 

県では、「流木等処理対策連絡調整会議」（以下「県連絡会議」という。）及び県

内３地区に地区会議を設置し、流木等処理のための協力体制の整備や流木処理対策マ

ニュアルの策定等を進めており、海岸管理者等は、これらの取組を踏まえ、関係機関

と連携を図りながら、適正かつ円滑な処理を図るものとする。 
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（１）流木等処理対策連絡調整会議の開催 

海岸管理者等は、必要があると認められる場合は県連絡会議または被害が発生し

た地区の地区連絡会議を開催し、必要な対策の検討及び連絡調整等を行うものとす

る。 
 

３ 市町村の協力 

 市町村は、地域の住民、民間団体、業界団体等へのボランティアの支援の呼びかけ

や海岸漂着物の廃棄物処理施設への受入・調整など、海岸管理者等と連携を図り円滑

な処理のために必要な協力を行う。 
海岸漂着物の回収及び海岸管理者等により回収された海岸漂着物の処理施設への

受入を行うとともに、地域の住民、民間団体、業界団体等へのボランティアの支援の

呼びかけやその受入・調整など、海岸管理者等と連携を図りながら円滑な処理推進に

必要な協力を行う。 

   

４ 県民・団体等への協力要請 

（１）海岸管理者等の協力要請 

     海岸管理者等は、大量の漂着物の処理を行うために県民・団体等の協力・支援を

求める必要があると認められる場合は、県及び市町村に対して協力要請を行うこと

ができる。 

     その場合、海岸管理者等は、必要な協力・支援の内容について、可能な限り具体

的な内容を記載した文書により要請することが望ましい。 

 

（２）県及び市町村の協力 

     県及び市町村は、海岸管理者等からの要請に基づき県民・団体等に対し広くボラ

ンティアの募集や資材・機材の提供等の呼びかけ又は要請を行うとともに、その受

入体制の整備を図るものとする。 

    その際、県と市町村はその役割分担等の整理を行うものとする。 

 

５ 災害による大規模漂着時の災害関連制度の活用 

海岸管理者は、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業（国土交通省、農林水

産省）などの災害関連制度を活用し、大量に漂着した海岸漂着物の処理に努める。 
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Ⅶ 関係者の相互協力に関する事項 

 

１ 関係者の相互協力について 

   海岸管理者等、国、県、市町村、県民・団体等の多様な主体が、適切な役割分担と

相互協力によって海岸漂着物対策を推進することが重要であることから、各主体が相

互に情報を共有し、連携・協力するためのネットワークづくりを目指す。 

  

２ 多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 

（１）県民・民間団体の積極的な参画の促進 

    県及び市町村は、県民や団体間の連携・協力や積極的な参画が円滑にできるよう

に、海岸漂着物処理の推進に対する県民・民間団体の意識の高揚に努め、関連する

情報の提供等を行う。 

 

（２）民間団体等との緊密な連携と活動の支援 

  ① 民間団体等との連携及び経験や技術等の活用 

    県及び市町村は、海岸漂着物対策の推進にあたり、重要な役割を果たしている  

民間団体等の自発性や主体性を尊重しながら、連携を確保する。 

    また、民間団体等が有する海岸漂着物対策に係る経験や技術、情報、ネットワ  

ーク等を対策に活用するように努める。 

 

    ② 環境教育及び普及啓発における民間団体等との連携 

   県、市町村、海岸管理者等は、活動を行う民間団体等と連携して環境教育や海  

岸保全の重要性に関する普及啓発に努める。 

 

  ③ 民間団体等の活動における安全性の確保 

    県及び市町村は、民間団体等が実施する海岸漂着物の回収に際し、医療系廃棄

物やガスボンベ等の海岸漂着危険物に対する安全性の確保を図るため、「海岸漂

着危険物対応ガイドライン」、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュ

アル」等の必要な情報の提供、危険物管理等に関する知識の普及、技術的支援、

助言等を行い、回収における安全性の確保に努める。 

 

３ 国際協力の推進 

  本県における外国由来の海岸漂着物については、太平洋側の共通の課題となること

が見込まれることから、九州東部に位置する各県と連携を図りつつ、国の外交上の対

応と連携し、課題の解決に努めるとともに、県内での被害防止に努めるなど取組の充

実を図る。 
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Ⅷ その他 

 

１ 回収事業等の実績記録の収集等 

  県は、海岸漂着物の処理実績の情報提供を求め、海岸漂着物の漂着状況について情

報収集を図り、今後の施策に活用するものとする。 

  また、海岸管理者等は、県、市町村、民間団体等と連携し、回収事業等の実施結果

の分析・検証を行い、今後の回収事業の効率化に努めるものとする。 

 

２ 他の計画等との整合 

本地域計画においては下記計画等との整合を図るものとする。 

・ 「海岸漂着危険物対応ガイドライン」（平成 21 年 6 月、農林水産省農村振興局、

農林水産省水産庁、国土交通省河川局、国土交通省港湾局） 

・ 「海岸漂着危険物ハンドブック」（国土交通省ＨＰより） 

・ 日向灘沿岸海岸保全基本計画（平成 15 年 3 月、宮崎県） 

・ 宮崎県環境計画（平成 23 年 3 月、宮崎県） 

・ 宮崎県ごみ処理広域化計画（改定計画）（平成 18 年 3 月、宮崎県） 

・ 流木等処理対策マニュアル（関係地区）※ 県北地区は策定中。 

 

３ 宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画の見直し 

   県は、海岸漂着物対策の進展、回収事業結果のモニタリング、国の新たな施策の実

施など今後の社会環境の変化を踏まえ、必要に応じて地域計画の見直しを行うものと

する。 
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別紙 

１ 重点区域一覧 

海岸No. 重点区域の海岸 地域 海岸延長（ｋｍ）

2 直海港海岸 内地 5.11

4 北浦漁港海岸 内地 6.84

5 古江港海岸 内地 8.35

7 島野浦漁港海岸 離島 5.09

8 島野浦海岸 離島 12.28

9 熊野江港海岸 内地 5.44

10 南浦漁港浦尻・須美江海岸 内地 13.79

12 南浦漁港安井・神戸海岸 内地 4.14

13 延岡海岸2 内地 1.81

14 延岡港海岸 内地 4.03

15 長浜海岸 内地 4.73

16 延岡新港海岸 内地 6.92

17 土々呂漁港海岸 内地 13.28

21 門川漁港海岸 内地 10.97

22 細島港海岸 内地 28.09

23 伊勢ヶ浜海岸 内地 13.04

24 小倉ヶ浜海岸 内地 4.21

25 平岩港海岸 内地 1.72

26 坂元海岸 内地 7.3

27 美々津港海岸 内地 5.04

30 都農漁港海岸 内地 3.28

31 名貫海岸 内地 0.56

32 川南海岸 内地 1.45

34 伊倉浜海岸 内地 1.46

35 川南漁港海岸 内地 3.51

36 高鍋海岸 内地 2.44

37 高鍋港海岸 内地 2.72

38 新富海岸 内地 6.2

39 富田漁港海岸 内地 4.04

40 住吉海岸 内地 10.25

41 宮崎港海岸 内地 17.43

42 田吉海岸 内地 0.45

43 宮崎海岸1 内地 2.12

44 宮崎海岸2 内地 5.1

45 赤江海岸 内地 1.78

46 青島漁港海岸 内地 6.45

48 内海港海岸 内地 2.61

49 野島海岸 内地 0.91

50 野島漁港海岸 内地 2.05

51 小内海海岸 内地 1.44

52 鶯巣漁港海岸 内地 1.77

53 伊比井海岸 内地 2.1

54 富土漁港海岸 内地 2.11

55 小目井海岸 内地 4.74

56 宮浦漁港海岸 内地 1.18

58 鵜戸漁港海岸 内地 3.61

61 風田海岸 内地 5.3

62 梅ヶ浜海岸 内地 3.41

63 油津港海岸 内地 4.61

67 大堂津漁港海岸 内地 6.39

68 南郷海岸1 内地 6.75

71 外浦港海岸 内地 5.7

72 夫婦浦漁港海岸 内地 2.91

73 南郷海岸2 内地 0.52

74 市木漁港海岸 内地 6.04

81 宮ノ浦漁港海岸 内地 2.97

83 都井漁港海岸 内地 1.4

90 福島港海岸 内地 4.2

92 福島高松漁港海岸 内地 1.04

311.8重点区域の海岸延長　合計

6.62延岡海岸3 内地18

 

※ 海岸№．は、日向灘沿岸海岸保全基本計画書策定業務報告書（平成 14 年 3 月宮崎県）による。

海岸延長は、国土数値情報（国土交通省国土計画局）の海岸線データの図測による。 
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２ 重点区域位置図 

 

 

図 別-1 重点区域位置図（ユニット 1） 
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図 別-2 重点区域位置図（ユニット 2） 
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図 別-3 重点区域位置図（ユニット 3,4） 
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図 別-4 重点区域位置図（ユニット 5） 
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図 別-5 重点区域位置図（ユニット 6(1)） 
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図 別-6 重点区域位置図（ユニット 6(2)） 
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図 別-7 重点区域位置図（ユニット 7） 
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図 別-8 重点区域位置図（ユニット 8） 

 34



 

図 別-9 重点区域位置図（ユニット 9(1)） 
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図 別-10 重点区域位置図（ユニット 9(2)） 
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図 別-11 重点区域位置図（ユニット 10,11） 
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資料編 

１ 海岸漂着物実態調査について 

１－１．アンケート調査概要 

（１）アンケートの目的 

宮崎県海岸漂着物処理推進地域計画（仮称）を策定するにあたり、「美しく豊

かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂

着物等の処理等の推進に関する法律」（以下、「海岸漂着物処理推進法」という。）

に基づいて、住民その他利害関係者の意見を反映させる（法第 14 条の 3）ととも

に、関係する地方公共団体および海岸管理者等の意見を聴く（法第 14 条の 4）こ

とを目的とする。 

（２）アンケートの内容 

 本県における海岸管理者、沿岸市町および関係団体に対してアンケート調査を

行い、過去５ヵ年（平成 17 年～21 年）における県内の海岸漂着物の処理実績を取

りまとめるとともに、本県における海岸漂着物の処理（回収、収集、運搬、処分）

等に関する課題を整理する。 

このアンケートにおいては、処理実績を把握することで今後予想される海岸漂

着物の種類・量を予測すること、また、海岸漂着物の処理等に関する課題を把握

することで地域計画に反映すべき課題を抽出することを意図している。 

（４）アンケートの対象者 

 アンケートの対象者は海岸管理者（12 団体）、沿岸市町（10 団体）および漁協、

自治会、ＮＰＯ等関係団体(37 団体)である。 

（５）アンケートの実施期間 

平成 22 年 9 月 22 日～10 月 22 日 

（６）アンケート方法 

 海岸管理者、沿岸市町は電子メール、関係団体は郵送により調査票を送信した。 

 回答の不足、確認事項については電話で聴き取り調査を行った。 

（７）アンケートの回収状況 

 アンケートの回収状況は以下のとおりである。 

 

表 1-1 アンケートの回収状況（平成 22 年 11 月 17 日現在） 

対象者 対象者数 回答数 回答率 

海岸管理者 12 12 100.0% 

沿岸市町 10 10 100.0% 

関係団体 37 21 56.8% 

合計 59 43 72.9% 
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１－２．アンケート結果からの考察 

 

アンケート結果を受け、本章では各設問に対する回答を整理するとともに、集計結果

に対する考察を示す。 

（１）海岸漂着物を円滑に処理するための課題 

①回収段階の課題（海岸管理者・沿岸市町） 

 

表 1-2 「回収段階の課題」の重複回答の集計 

重複回答の内容
海岸

管理者
沿岸
市町

合計 備考（主な意見等）

人手不足に関する課題 5 4 9 多くの人手が必要(ボランティアで対応)

費用に関する課題 3 2 5 処分費用、重機使用料

回収方法に関する課題 3 6 9
細かいゴミの回収・分別、大きな流木等の処理
方法、重機が使用できない

責任の所在に関する課題 2 2 4
担当官庁の明確化、処理責任が不明確、費用
の負担先

その他（海岸管理者）： ボランティアに対する対応

その他（沿岸市町）： 海岸漂着物の分別

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

人手不足に関する課題

費用に関する課題

回収方法に関する課題

責任の所在に関する課題

海岸
管理者

沿岸
市町

 

図 1-1 「回収段階」の重複回答数 

 

【考察】 

 海岸漂着物を回収する際の課題として、重複意見が多い順に「回収方法に関する課題」

「人手不足による課題」「費用に関する課題」「責任の所在に関する課題」が挙げられ

る。「回収方法に関する課題」では、沿岸市町の方が問題視している傾向があり、人力

だけでは回収できない流木の対応に苦慮しているという意見もあった。「費用に関する

課題」では、ボランティアの協力なしでは回収が困難という状況もみられる。 
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②搬出（運搬）段階の課題（海岸管理者・沿岸市町） 

 

表 1-3 「搬出（運搬）段階の課題」の重複回答の集計 

重複回答の内容
海岸

管理者
沿岸
市町

合計 備考（主な意見等）

費用に関する課題 3 3 6 運搬費用が高額

搬出場所に関する課題 3 5 8
・搬入口が狭く重機が入らない
・処理施設の確保

その他（海岸管理者）： 担当官庁の明確化

その他（沿岸市町）： 一般廃棄物の収集運搬許可が必要

積込みの際、付着した砂を落とすのが困難

作業員と車両の確保

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

費用に関する課題

搬出場所に関する課題

海岸
管理者

沿岸
市町

 

図 1-2 「搬出（運搬）段階の課題」の重複回答数 

 

【考察】 

 搬出（運搬）段階においては「費用に関する課題」と「搬出場所に関する課題」に意

見が集中した。搬出（運搬）段階に関する課題についての考察は、処理（または最終処

分）段階の課題との関連性が高いことから次項で取り上げる。 
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③処理（または最終処分）段階の課題（海岸管理者・沿岸市町） 

 

表 1-4 「処理（または最終処分）段階の課題」の重複回答の集計 

重複回答の内容
海岸

管理者
沿岸
市町

合計 備考（主な意見等）

費用に関する課題 4 3 7 処分費用が高額、どこが負担するのか

作業に関する課題 1 2 3
処理施設に持ち込む際に流木の切断が
必要、ゴミの分別

ヤード確保に関する課題 2 1 3 ストックヤードの確保

処理方法に関する課題 3 6 9
ダイオキシンが発生するため現地で焼却
できない、処理困難廃棄物の対応

その他（海岸管理者）： 担当官庁の明確化

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

費用に関する課題

作業に関する課題

ヤード確保に関する課題

処理方法に関する課題

海岸
管理者

沿岸
市町

 

図 1-3 「処理（または最終処分）段階の課題」の重複回答数 

 

【考察】 

 処理（または最終処分）段階では、重複回答として「処理方法に関する課題」「費用

に関する課題」が突出して多く、次いで「作業に関する課題」「ヤード確保に関する課

題」が挙がっている。 

廃棄物処理法では、現位置での焼却や埋立が認められていないため、海岸漂着物にお

いても、処理施設への搬出が前提となる。このため、流木等を処理施設に搬出する場合、

処理施設の受け入れ規格をクリアする必要があり、搬出段階の前作業として重機による

切断作業が必要となる。しかし、海岸までの搬路が狭い箇所では、重機や運搬車両が海

岸に進入できないという問題も生じている。また、こうした作業に伴う費用も無視でき

なくなっていると考えられる。 
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（２）発生抑制のための有効な取組み（海岸管理者・沿岸市町・関係団体） 

 

表 1-5 「発生抑制のための有効な取組み」の重複回答の集計 

重複回答の内容
海岸

管理者
沿岸
市町

関係
団体

合計 備考（主な意見等）

森林の保護 2 2 3 7 森林の保護・管理

河川の整備 1 0 3 4 河川の整備・改修

不法投棄取締りの啓発 2 5 0 7
不法投棄の徹底した取り締まり、啓
発活動

関係機関との連携 1 0 1 2
関係機関・地域で連携し発生抑制に
努める

マナー向上の広報 0 0 7 7
ゴミのポイ捨ての意識向上、広報活
動による周知

ゴミ箱の設置 0 0 2 2

対策困難 2 0 2 4
自然流出のため、抑制は困難ではな
いか

その他（海岸管理者）： ゴミの漂着経路の研究

漂着ゴミに関する啓発活動

その他（沿岸市町）： 流出物の速やかな回収

進入口の規制(ロープを張る)　、　流出防止ネットの設置

その他（関係団体）： 地域全体での取り組み

0 1 2 3 4 5 6 7 8

森林の保護

河川の整備

不法投棄取締りの啓発

関係機関との連携

マナー向上の広報

ゴミ箱の設置

対策困難

海岸
管理者

沿岸
市町

関係
団体

 

図 1-4 「発生抑制のための有効な取組み」の重複回答数 

【考察】 

 海岸漂着物の処理に対する根本的な問題解決として、海岸漂着物（となりうるもの）

の発生抑制を図る必要がある。重複回答として「森林保護」「マナー向上の広報」「不

法投棄取締りの啓発」が多く、次いで「河川の整備」「対策困難」という意見が続いて

いる。 

海岸管理者、沿岸市町では、行政の立場から「森林保護」といった流木の上流対策や

「不法投棄取締りの啓発」を重視している一方、関係団体では住民または海岸利用者の

立場から「マナー向上の広報」を重視している点に相違がみられる。 
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（３）漁業や観光などの産業に与える影響（海岸管理者・沿岸市町・関係団体） 

表 1-6 「産業に与える影響」の有無 

影響の有無
海岸

管理者
沿岸
市町

関係
団体

合計

影響あり 8 10 14 32

影響なし 3 0 4 7

0 5 10 15 20 25 30 35

影響あり

影響なし

海岸
管理者

沿岸
市町

関係
団体

 
図 1-5 「産業に与える影響」有無の回答数 

 

表 1-7 「産業に与える影響」の具体的内容における重複回答の集計 

重複回答の内容
海岸

管理者
沿岸
市町

関係
団体

合計 備考（主な意見等）

観光への影響 4 7 6 17 景観が悪くなり、観光客が減少する

漁業への影響 4 6 6 16 漁船、生簀や網等の破損

養殖場への影響 0 0 3 3 養殖いけす、定置網への混入

船舶運行への影響 3 0 5 8 流木の船舶への衝突、船体の破損

自然環境への影響 2 3 1 6
アカウミガメの産卵、生態系・海岸へ
の悪影響、貝が死滅する

その他（海岸管理者）： 流木等の蓄積により消波ブロックの機能を損なう

その他（沿岸市町）： 有害物質の危険性

その他（関係団体）： 海岸レクレーションの際にケガのおそれがある

漂着物の影響で海水浴場が利用しにくい

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

観光への影響

漁業への影響

養殖場への影響

船舶運行への影響

自然環境への影響

海岸
管理者

沿岸
市町

関係
団体

 
図 1-6 「産業に与える影響」の具体的内容における重複回答の集計数 

【考察】 

 海岸漂着物が漁業や観光に影響を与えているかという設問に対して、「影響あり」が

32 件、「影響なし」が 7 件とする結果となっており、大部分の団体が海岸漂着物の影響

を認めていることがわかる。 

 その影響の具体的な内容として、「観光への影響」「漁業への影響」が突出して多く

なっている。本県を支える主要産業として、観光および漁業は重要であることから、こ

れらに支障をきたす海岸漂着物への関心度の高さを示している。 
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２．海岸漂着物の処理実績のまとめ 

 

（１）海岸漂着物の内訳と処理実績 

海岸管理者および沿岸市町に対するアンケートによると、過去５ヵ年の本県にお

ける海岸漂着物の内容として把握されているのは「プラスチック類」「発泡スチロ

ール類」「金属類」「その他人工物」「流木・潅木等」の５種類である。以下に処

理実績の傾向を示す。 

 

①流木・潅木等 

「流木・潅木等」については、海岸区分の 93 海岸のうち、集計可能な回答は 20

海岸である。また、行政団体別で見ると、処理数量を把握している団体が、海岸管

理者では 7 団体（ただし、このうち 1 団体は一部数量不明である）、沿岸市町では

2 団体にとどまっている。 

 

②その他の海岸漂着物 

 「流木・潅木等」に次いで回答数が多いのが「廃プラスチック」となっているが、

集計可能な回答は海岸区分 93 海岸のうち、5 海岸にとどまっている。また、行政団

体別で見ると、これらの処理数量を把握している行政団体には、海岸管理者では 2

団体、沿岸市町では 1 団体にしかすぎない。 

これらの結果より、多くの行政団体において「流木・潅木等」以外の海岸漂着物

については処理実態を把握していないのが現状であると考えられる。 

また、これらの処理実績を地図上にプロットしたものを図 2-1 に示す。 

 

 

（２）海岸の清掃実績 

   図 2-1 に本県の海岸漂着物における関係団体（ボランティア、民間企業等）の清

掃実績を示す。清掃実績については海岸管理者および沿岸市町が把握している団体

と、アンケート対象で回答のあった関係団体の情報より整理し、図 2-1 ではユニッ

トごとに清掃実績を「年１回～４回」「月１回」「週１回以上」という頻度の分類

でプロットした。 

   この結果より、清掃する団体数が多い箇所は「ユニット６」「ユニット７」「ユ

ニット９」となっている。また、清掃の頻度が比較的高い箇所（月１回以上の頻度）

は「ユニット５」「ユニット７」「ユニット８」「ユニット９」となっている。 
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図 2-1 処理実績および清掃実績（１／２） 

建設海岸

漁港海岸

運輸海岸

農地海岸
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図 2-1 処理実績および清掃実績（２／２） 

建設海岸 

漁港海岸 

運輸海岸 

農地海岸 
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３．各海岸における今後予想される漂着物の種類、量の予測 

 

（１）予測対象の漂着物 

予測対象の漂着物については、数量が把握可能な「流木・潅木等」「プラスチッ

ク類」とし、数量が不明な「発泡スチロール類」「金属類」「その他の人工物」は

除外した。 

また、「流木・潅木等」の漂着量については、アンケート結果にもとづく処理実

績のほか、「平成 17 年台風 14 号による流木等の堆積および処理状況」（平成 17

年 11 月 県環境対策推進課調べ）を付加して算出した。 
 

（２）予測結果 

①本県の災害時における１年あたりの漂着予測量（暫定値） 

  「流木・潅木等」 …  約 24,300m3

  「プラスチック類」…  約  1,200m3

②全国平均との比較 

  全国平均との比較結果を表 3-1 および表 3-2 に示す。 

表 3-1 「流木・潅木等」における全国平均との比較 

① 宮崎県の1km・年あたりの平均漂着量(m
3
) 55.38 （m

3
/km・年) 24,284.0 /438.47

② 宮崎県の10m・年あたりの漂着量(m
3
) 0.554 （m

3
/10m・年) ①/100

③ 宮崎県の10m・年あたりの重量(t)
※1 0.305 (t/10m・年) ②×0.55(t/m

3
)

④ 全国平均値(4.4kg/100m
2
・月)

※2 0.053 (t/10m・年) 4.4(kg･10m)×12ヶ月/1000

⑤ 宮崎県／全国の比較 5.8 倍 ③/④

※1「木くず」の重量換算係数（宮崎県産業廃棄物の重量換算係数）

※2「漂流・漂着ゴミ関係資料」（衆議院調査局環境調査室）におけるＮＰＥＣの既存調査結果(2000～2006年度)からの推定値
 

表 3-2 「プラスチック類」における全国平均との比較 

① 宮崎県の1km・年あたりの平均漂着量(m
3
) 2.84 （m

3
/km・年) 1,247.3 /438.47

② 宮崎県の10m・年あたりの漂着量(m
3
) 0.028 （m

3
/10m・年) ①/100

③ 宮崎県の10m・年あたりの重量(t)
※1 0.01 (t/10m・年) ②×0.35(t/m

3
)

④ 全国平均値(4.4kg/100m
2
・月)

※2 0.053 (t/10m・年) 4.4(kg･10m)×12ヶ月/1000

⑤ 宮崎県／全国の比較 0.2 倍 ③/④

※1「廃プラスチック類」の重量換算係数（宮崎県産業廃棄物の重量換算係数）

※2「漂流・漂着ゴミ関係資料」（衆議院調査局環境調査室）におけるＮＰＥＣの既存調査結果(2000～2006年度)からの推定値
 

（３）予測結果の考察 

     本県と全国平均との比較においては、「流木・潅木等」が全国平均の 5.8 倍相当
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となっており、海岸漂着物に占める割合も極めて大きいことから、本県においては

「流木・潅木等」に的を絞った海岸漂着物対策が必要であると考えられる。 
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２ 関係通知 
「海岸漂着物等の総合的かつ効果的な処理の推進について」（平成 22 年 3 月 30 日付け環廃対発第

100330002 号  環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知）             
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３ 計画策定の経緯 
  

年月日 概要 

 
平成２２年８月２３日 
 
 
     ９月～１１月 
 
 

１１月～１２月 
 

１２月 １日 
 
 

１２月２０日 
   
 
平成２３年１月～２月 
   
 
 

２月７日 
   
 

３月３日 
 
 
     ３月 
  

 
○第１回宮崎県海岸漂着物対策推進協議会 

・ 法の概要、地域計画の他県事例について 
 

○海岸漂着物実態調査 
 ・ 過去の海岸漂着物の処理実績、処理に関する課題等
 
○重点区域等に係る海岸管理者、沿岸市町への意見照会 
 
○県議会環境農林水産常任委員会への報告 
・計画の骨子、スケジュールについて 

 
○第２回宮崎県海岸漂着物対策推進協議会 
・計画原案について 

 
○計画案に係る海岸管理者、市町村等への意見照会 
 
○パブリックコメント 
 
○第３回宮崎県海岸漂着物対策推進協議会 

・ 計画最終案について 
 

○県議会環境農林水産常任委員会への報告 
・ 計画最終案について 

  
○計画決定、公表 
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４ 宮崎県海岸漂着物対策推進協議会委員 
 （平成２３年３月１日現在） 

区分 職名等 

県関係  

森林整備課長 

 循環社会推進課長 

 農村整備課長 

 水産政策課長 

 漁港漁場整備課長 

 河川課長 

  港湾課長 

 
関係行政機関

宮崎市廃棄物対策課長 

 日向市環境整備課長 

 新富町町民生活課長 

関係団体等 

特定非営利活動法人宮崎ライフセービングクラブ  藤田和人理事長 

  延岡アースデイ実行委員会  山口和代事務局長  

  宮崎県漁業協同組合連合会 指導部 阪元和輝次長 

  宮崎県森林組合連合会 森林整備課  飯干智由課長 

学識経験者 
宮崎産業経営大学法学部 澤田昭夫学部長   

  宮崎大学工学部 村上啓介准教授  
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