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海辺づくりの基本方針

   １ 場の提供  ２ 機会の提供 

   ３ 情報の提供 ４ 環境を守る 

利用できる海辺を増やす 親しまれる度合いを高める 

 

第３章 

将来像の実現に向けて 

 

１．海辺づくりの基本方針 

将来像に向けた目標を具現化するため、海辺づくりに必要な４つの考え方を踏まえ、基本

方針を設定しました。 

 

将来像実現に向けた目標 

 

 

 

「利用できる海辺を増やす」ためには、人々がそこを訪れるための空間やきっかけ

が必要です。さらには、利用する市民が魅力ある海辺の存在を知ることや、将来にわ

たって利用できる海辺を守ることも重要です。 

そして「親しまれる度合いを高める」ためには、利用したくなる空間や、繰り返し

訪れても飽きることのない、さまざまな体験のできる機会が求められます。また、常

に海辺を身近に感じることができる情報を得ることや、本市ならではの海辺の資源の

活用も期待されています。 

そこで、将来像に向けた目標を具現化するための海辺づくりに必要な４つの考え方

を整理し、そこから「海辺づくりの基本方針」を導きました。 

海辺づくりに必要な４つの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪訪れれるるここととののででききるる海海辺辺をを増増ややすす  訪訪れれるるききっっかかけけををつつくくるる  

ももっっとと海海をを知知っっててももららうう  環環境境とと共共生生すするる海海辺辺ををめめざざすす  
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

 

 

 

 

  

 

 

 

遊歩道や緑地のような親水空間の整備を進めます。市民ニーズを取り入れた整備内容を検

討し、費用対効果の高い整備を行います。さらに、既存護岸等の改修時に親水性を高める視

点を取り入れることや、利用者の安全性を高めるために柵や浮環等を配置するといった小さ

な投資でできることも、積極的に進めていきます。 

利用者の一人ひとりが自己の安全を確保し、利用マナーやモラルの向上を心がけるよう、

意識啓発を行い、産業機能との住み分けや共存性を高め、利用可能区域の拡大を目指します。 

また、海辺の大半は市街地から離れたところにあり交通経路等がわかりにくいため、交通

利便性の確保にも取り組んでいきます。 

 

 

１ 場の提供  ～訪れることのできる海辺を増やす～ 

市民や来訪者に親しまれる海辺の空間を増やします。 

港湾活動や、漁業のような産業機能との共存に留意しながら、利用のルールづくりや既

存施設の活用などに取り組み、市内外から来訪者が容易に訪れ、利用できる海辺空間の拡

大を目指します。 
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人々が海辺の良さを味わうきっかけをつくり、海辺を訪れたいと思わせるような取り

組みを行います。 

イベントなどの実施により、海辺で遊んだり、海のことを学んだりしながら、海に親

しみを持つ機会を提供し、海辺のリピーター拡大を図ります。 

また、近代化遺産等の歴史資源や工場群、水産業など、海辺ならではの資源を活かし

たビジターズ･インダストリーに取り組みます。さらに、海上からの景観や海峡の眺望を

活かした観光振興を推進します。 

 

 

２ 機会の提供  ～訪れるきっかけをつくる 

海辺がいつでも楽しい場所であり、誰もが海辺を訪れたくなるように、多くの人でに

ぎわう海辺づくりに取り組みます。このため、市民、ＮＰＯ団体、企業などと協力しな

がら、新たな魅力の創出にも取り組みます。 

これらの取り組みを通じて、一時的な活性化ではなく、海の魅力を知るリピーターを

増やしていきます。 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

 

 

 

 

 

 

 

「海辺とは何か」「どのような魅力があるのか」といった海辺の特性や見どころ、交通

アクセスに関する情報などを広く周知していきます。 

利用できる海辺空間を提供しても、その存在を知らなければ人が訪れることはなく、

利用の多様性を知らなければ、リピーターになることもありません。このため、常に新し

い有益な情報を提供することや、海辺の楽しく明るい面を発信し、海辺に対してプラスイ

メージを抱かせることも、海辺を身近に感じ、親しみを持つことにつながります。 

市民団体や企業、学校など海辺の活動を行っている団体間の連携や情報発信を支援し、

その活動の活性化や拡大を促します。また、安全教室などにより、海や自然の利用に必要

な知識を身につけ、海辺での安全確保、危険行為の防止に努めます。 

 

 

３ 情報の提供  ～もっと海を知ってもらう～ 

海辺の魅力などを積極的に発信することで、個々の海辺の認知度・知名度の向上を目指

し、利用促進につなげます。 

市民団体間の連携を支援し、活動の活性化を促します。また、海や自然に関する知識を

身につけ、人々が安心して安全に過ごすことができる海辺づくりを目指します。 
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環境首都にふさわしい海辺づくりに取り組むにあたり、港湾施設等の整備を行う際に

は、整備が環境に与える影響に配慮しながら、材料や工法を検討します。 

また、市民や企業との協働による海辺の緑化や、藻場等の造成に取り組みます。 

エコツアーのような自然学習の場として海辺を活用したり、海辺の環境修復の手法を

学ぶ場を提供します。このように海に関する知識を深めることで、海辺の環境保全に関す

る意識を高めていきます。 

併せて、環境美化活動やマナー向上などの活動支援や環境保護教育の場づくりを行い、

海岸愛護運動に代表されるような海辺を守る仕組みづくりにつなげます。 

 

 

４ 環境を守る  ～環境と共生する海辺をめざす～ 

多様な生物が生息する美しい海辺を守り、次の世代へ引き継いでいきます。 

このため、海辺の環境に与える影響に配慮した整備や、藻場の造成を含めた里海づくり

に取り組みます。また、市民や企業の海辺環境の保全意識の向上にも努め、市民や企業と

の協働による環境保全活動等に取り組みます。 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

３ 市民参加による海辺づくり

２ 交通利便性の確保 

１ 水際線整備の推進 

（1）新たな緑地等の整備 

（2）既存施設の利活用による 
  利用可能区域の拡大 

（3）景観に配慮した海辺づくり 

（1）公共交通の利便性向上 

（2）自動車利用者の利便性向上 

（1）海辺利用のルールづくり 

（2）ルール適用のための意識啓発 

（3）市民意見を反映した海辺づくり 

１ 

２ 

３ 

 

２．方針ごとの施策内容 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水際線整備の推進 

 

 

 

 

 

（１）新たな緑地等の整備 

市民が自慢できる美しい海辺や港となるように、来訪者に親しまれる水際線の整備を進め

ます。 

親水空間の整備を進め、休憩や散策、眺望を楽しむことができる施設をつくることにより、

憩いくつろぐことができる海辺としていきます。 

また、にぎわいのあるウォーターフロント空間を創出し、都市の魅力を高めます。 

 

場の提供 ～訪れることのできる海辺を増やす～ 

●重点対象地区：観光エリア、自然エリア、観光・交流拠点エリア、観光・産業エリア

すすめ方 

市民に身近な海辺を創出するため、新規整備に加え、小規模な整備により既存施設の

利用を拡大します。 

方針 1 
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（２）既存施設の利活用による利用可能区域の拡大 

これまで整備してきた親水空間や、市民利用を想定してい

なかった施設の新たな利活用方法を検討し、利用区域の拡大

につなげます。 

例えば、危険なため立入禁止となっている護岸に、柵の設

置などの安全対策を実施することで、利用できる区域を拡大

します。 

また、回遊性を高めて利用者や利用頻度の増加につなげる

ために、案内表示や施設情報説明板を設置します。 

 

 

（３）景観に配慮した海辺づくり 

関門海峡をはじめとした雄大なウォーターフロントの景観

は、本市の大きな財産であり、人々の暮らしに潤いを与える

だけでなく、重要な観光資源でもあります。また、わが国を

代表する工業都市として発展してきた本市にとって、臨海部

に広がる産業景観は本市の個性を示すものであり、魅力的な

景観形成を進めていくうえで欠くことのできないものです。 

このため、臨海部を、景観法を活用し、関門景観形成地域

及び景観形成誘導地域として指定し、色彩に関する規制誘導

を中心に都市に風格と輝きを与える魅力ある景観づくりを進

めます。 

また、水際線の整備にあたっては、海辺の景観に配慮するとともに、まちづくりと調和し

た水際線のデザインという観点から周辺の都市環境に合わせた整備を行います。 

 

安全のための転落防止柵 

景観法に基づく景観計画区域（市全域）
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名 整備概要 整備延長※

北九州臨空産業団地 
（緑地） 

干潟や空港、山々の優れた周辺景観が眺望できる施設を備え

た緑地を整備する。 
1,600m

新門司東緑地 
新門司北緑地 

後背地を風浪から防護するとともに、地域の方々をはじめ、

多くの人が景色を楽しみ、憩うことができる緑地を整備する。 

470m
1,270m

津村島 
埋立地に残された緑豊かな津村島を保全・活用し、地域の

方々の休息や憩いの場となる緑地を整備する。 
600m

白野江海岸 
後背地を高潮から防護するとともに、景色を楽しむことが出

来る護岸を整備する。 
400m

砂津地区 
海に向けた北九州市の玄関・顔づくりを担う都心のウォータ

ーフロントとして、多くの人が憩える水辺空間を創出する。 
―

響灘北緑地 
後背地を風浪から防護するとともに、多くの人が響灘の雄大

な景色を楽しみ、憩うことができる緑地の整備を行う。 
450m

響灘水路 
多くの人が休憩・休息や釣りを楽しむなど、様々な利用がで

きる緑地を整備する。 
700m

脇田 
フィッシャリーナ 

水産業と市民との交流ふれあいを促進し、漁村地域の活性化

を図るため、プレジャーボートの係留施設や緑地、園路などの

整備を行う。 

355m

赤坂延命寺地区 
既存の緑地と国道 199 号をつなぎ、地域の方々をはじめ、

多くの人が散策や休憩・休息できるように整備する。 
220m

※整備延長とは、継続整備中箇所と計画期間内に着手する見込みの箇所の延長である。

■整備予定地区 

出典：この地図は、国土地理院の数値地図 25000 を使用したものである。
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２ 交通利便性の確保 

 

 

 

 

（１）公共交通の利便性向上 

現在、公共交通を利用して、海辺へ出かける方は多くあり

ませんが※、これからは交通弱者に配慮したまちづくりが求

められています。 

バスなどで訪れやすい海辺を実現するため、公共交通機関

と協議しながら、アクセス機能の向上について検討していき

ます。 

また、水上からの眺めが気軽に楽しめるよう、遊覧船やチ

ャータークルーズを検討します。      ※市民アンケートによる 

 

 

（２）自動車利用者の利便性向上 

来訪者の目的等によっては、公共交通機関の利用がしづら

いこともあり、自動車を利用して海辺を訪れる人は、依然と

して利用者の約７割を占めています※。 

そこで、海辺までの道筋を分かりやすく案内するための自

動車標識や歩行者案内板の設置を進めます。 

また、高い駐車場のニーズ※に対応するため、海辺近くの

駐車場の配置や、民有地活用を検討していきます。 

                 ※市民アンケートによる 

 

 

 

自動車標識 

すすめ方 

海辺へのアクセス機能の向上を図ります。 

●重点対象地区：自然エリア、産業エリア、観光・自然エリア、観光・産業エリア 

チャータークルーズ 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

 

３ 市民参加による海辺づくり 

 

 

 

 

 

（１）海辺利用のルールづくり 

海辺での「ごみのポイ捨て」「立入禁止箇所への進入」は、施設管理上の深刻な問題と捉え

ていますが、利用マナーは個人のモラルに委ねられているのが現状です。 

そこで、利用者と管理者とが協議を行い、海辺を利用するうえでのルールづくりを進めま

す。利用者自らがルールづくりに携わり、それを守ることにより、多くの人が快適に海辺を

利用できるようにします。 

また、このことにより利用者と管理者の相互理解や信頼関係を深め、港湾機能や漁港機能

との調整を図りながら、海辺の利用エリアの拡大を検討していきます。 

 

（２）ルール適用のための意識啓発 

海辺を快適に利用するためのルール遵守の啓発を行い、利

用マナーの徹底を進めます。 

また、ルールを守り、広めていくという市民の主体的な運

動や取り組みを積極的に支援していきます。 

 

 

（３）市民意見を反映した海辺づくり 

市民に親しまれ、大切にされる海辺とするためには、積極

的に利用者の意見やアイデアを取り入れていくことが必要で

す。しかしながら、海辺には様々な地域特性があり、利用者

や利用目的が多様なため、状況に応じた意見聴取の方法を検

討することが必要となっています。 

このため、利用者の意見を反映する手順を示した「魅力あ

る海辺づくりガイドライン」を作成し、海辺づくりにおける

市民参加のあり方の指標とすることで、多様なニーズに対応

し、多くの人々から愛される海辺づくりを進めていきます。 

すすめ方 

海辺利用のルールづくりや海辺づくりのガイドラインを市民とともにつくります。 

●重点対象地区：観光エリア、自然エリア、観光・産業エリア 

市民参加による海辺の調査 

利用ルールを知らせる看板 
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（1）海辺のイベントの充実 

（2）海洋レクリエーションの振興 

（1）見学会の開催や 

   見学受け入れ体制の強化 

（1）海辺にある産業資源の活用 

（2）豊富な水産資源の活用 

１ 海辺を訪れ遊ぶきっかけ
づくり 

３ 海辺の資源を活用した 
にぎわいづくり 

２ 海や港を学ぶしくみづくり

１ 

２ 

３ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 海辺を訪れ遊ぶきっかけづくり 

 

 

 

 

（１）海辺のイベントの充実 

花火や祭り、ライトアップなどの魅力的なイベントを行う

ことにより、多くの人が海辺を訪れ、遊び楽しむきっかけづ

くりを行います。 

それに加え、市民団体等が実施するイベントの支援にも取

り組みます。具体的には、イベント開催に伴う各種手続のマ

ニュアル化のような海辺での企画を支援する仕組みをつくり

ます。さらに、企業に対して海辺でのイベント実施を呼びか

け、海辺を訪れる機会を増やします。 

 

（２）海洋レクリエーションの振興 

日常生活の中で海と聞いて思い浮かべるものとして、「レジ

ャー」が半数以上を占めており※、海洋レクリエーションは、

海辺の利用において大きな要素のうちの一つです。 

 利用の多い海水浴や釣りに限らず、サーフィンやセーリン

グなど、海洋レクリエーションの豊富さや、楽しさを伝える

取り組みを行います。      ※海に関する国民意識調査 

機会の提供 ～訪れるきっかけをつくる～ 

すすめ方 

海辺のイベントの充実や海洋レクリエーションを振興します。 

●重点対象地区：観光エリア、自然エリア、観光・自然エリア、観光・産業エリア 

方針 2 

マリンスポーツが楽しめる 

新門司マリーナ 

関門海峡花火大会 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

 

２ 海や港を学ぶしくみづくり 

 

 

 

 

 

（１）見学会の開催や見学受け入れ体制の強化 

港や船の見学会などにより、来訪者が楽しみながら港湾

活動や海の知識を増やすことができる環境をつくり、海に

ついて学ぶ機会の充実を図ります。 

様々な種類の船の寄港・公開の推進や、太刀浦コンテナ

ターミナル展望室の利活用を進め、船舶や港湾機能の仕組

みと役割を理解する機会を提供します。 

また、海上保安庁や税関、各検疫機関などと連携し、海

の安全対策や適正な貿易への理解を深める取り組みを行い

ます。 

 

 

３ 海辺の資源を活用したにぎわいづくり 

 

 

 

 

 

 

（１）海辺にある産業資源の活用 

本市の海辺には、近代化遺産等の歴史的資源や工場群、最

先端のエコ産業など、多くの産業資源が集積しています。こ

れらを観光資源と捉えて活用を図り、ビジターズ・インダス

トリーに取り組みます。 

また、港湾都市として発展した歴史を物語る貴重な港湾遺

産の保全にも取り組み、歴史資源を活用したヘリテージツー

リズムや、海岸沿いの工場群の景観鑑賞など、本市ならでは

の資源を活かしていきます。 

また、エコタウンセンター、次世代エネルギーパークなど海辺に展開する最先端の産業を

活用した産業観光の推進を図ります。 

すすめ方 

歴史や産業、水産物などの海辺ならではの地域資源を活かしたビジターズ・インダス

トリーに取り組みます。 

すすめ方 

海を身近に感じ、役割を理解してもらう施設見学会などの機会を提供します。 

●重点対象地区：観光エリア、産業エリア 

●重点対象地区：観光エリア、観光・自然エリア、観光・産業エリア 

部埼灯台 

（平成20年度近代化産業遺産指定）

太刀浦コンテナターミナルの見学 
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（２）豊富な水産資源の活用 

本市ならではの豊富な水産資源を活かし、「北九州カニ・カ

キロード」周辺の直売所、牡蠣焼き小屋などの活性化や、朝

市などのイベント振興に取り組みます。 

来訪者が地元水産物を楽しめる機会を提供することで、海

の豊かさを伝え、多くの人が訪れにぎわう海辺づくりに取り

組みます。 

併せて、地元のブランド水産物を核とした地産地消の取り

組みを推進します。 

 

 

「かき焼き祭り」の様子 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

（1）海辺の見どころ情報の発信 

（2）海辺をとりまく多様な活動の発信

（4）観光客集客のための広報充実 

（1）市民活動のネットワーク化 

（2）情報提供による市民活動の支援 

３ 安全な利用のための情報提供

１ 海辺の魅力の情報発信 

２ 市民活動における情報の
共有化 

１ 

２ 

３ 

（3）広域連携による利用圏の拡大 

（1）安全指導の強化 

（2）安全啓発活動の推進 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 海辺の魅力の情報発信 

 

 

 

 

 

（１）海辺の見どころ情報の発信 

海辺の特性や見どころ情報などを様々な視点から効果的

に発信し、海辺の利用促進につなげます。特に、海辺まで

の交通アクセスについては、地図や交通手段、アクセスル

ート、所要時間など、きめ細かな情報を充実させます。 

また、海域ごとの特徴や歴史など、新たな利用者の開拓

につながる情報の提供をはじめとし、散歩や写真撮影、海

洋レクリエーションなど多様な目的に応じた海辺の紹介にも

取り組みます。 

加えて、誰もが必要なときに充分な情報を得ることができるよう、ウェブサイトの情報を

充実させるとともに、広い範囲に確実な情報を届けるため、マスメディア等を活用した情報

発信に取り組みます。 

情報の提供 ～もっと海を知ってもらう～ 

●重点対象地区：全てのエリア 

すすめ方 

海辺の見どころや、海辺を利用するための情報を効果的に発信します。 

方針 3 

ホームページでの駐車場位置の紹介 
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（２）海辺をとりまく多様な活動の発信 

海辺の環境修復など、行政や民間で行っている環境保全活

動や、海の安全確保など保安上の取り組みを紹介することに

より、多くの人々の海に関する理解を深めていきます。 

また、市民団体の行うイベントの紹介など、海辺を取り巻

く活動に関する情報を発信することにより、海の多様な魅力

を伝えていきます。 

 

（３）広域連携による利用圏の拡大 

北九州都市圏内の住民が本市の海辺を地元のように身近に感じ、頻繁に来訪するよう、周

辺自治体との連携を図り、情報を活発に発信します。また提供する情報は市民のみならず北

九州都市圏内の住民の利用を前提とするよう努めます。 

 

（４）観光客集客のための広報充実 

海辺は、本市の重要な観光資源でもあります。 

このため、海辺と近隣の観光スポットとを組み合わせるな

ど、観光客集客に対応した広報を充実させます。 

また、観光客の国際化に対応し、情報の多言語表記化など、

外国人への情報提供の強化を進めます。 

 

 

 

２ 市民活動における情報の共有化 

 

 

 

 

 

（１）市民活動のネットワーク化 

海辺では、多くの市民団体や企業が、清掃ボランティアや

イベント開催など様々な活動に取り組んでいます。しかしな

がら、各団体は個々で活動しており、交流の場が無く、団体

間の連携がなかなかとれない状況にあります。 

そこで、企業を含めて各団体が知り合い、交流を深めて相

互に連携して活動することができるよう、情報の交換や共有

のためのネットワークの構築を進めます。 

 

すすめ方 

海辺における市民活動の情報共有化を支援します。 

●重点対象地区：全てのエリア 

多言語表記のパンフレット 

市民団体による海辺でのイベント

市民団体による洞海湾を利用した 

イベント 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

 

（２）情報提供による市民活動の支援 

海辺で行われる市民団体や企業、学校等の様々な活動に

ついて把握・整理し、それらの団体等が必要とする有益な

情報の提供を行っていきます。 

また、市民団体や企業等が行う清掃ボランティアや海辺

でのイベントなど、様々な活動の情報発信を支援し、活動

の場や参加者を広げる取り組みを行います。 

 

 

３ 安全な利用のための情報提供 

 

 

 

 

 

（１）安全指導の強化 

海辺での安全を確保するためには、安全施設の整備だけで

はなく、利用者自身が自分の身を自分で守るという意識を持

つことが必要です。 

このため、ライフセービング教室や子供を対象とした「海

の安全教室」の開催などを通じて安全に対する知識を身につ

けることにより、海辺において自己の安全を確保し、危険行

為をしないよう促します。 

 

 

（２）安全啓発活動の推進 

海辺には人の目が少なく、事故が起きた際など、対応に時間

がかかることがあります。 

また、有害な液体や物質を含むポリタンクなどの漂着物、毒

性の強い生物など、海には多数の危険が潜んでいます。 

このため、安全な海辺の利用の方法や、乗船時等のライフジ

ャケット着用の啓発、「もしもの際の緊急通報」の制度などを周

知することで、安全啓発活動に取り組みます。 

すすめ方 

海辺での安全にかかわる情報を提供し、意識啓発などの取り組みを強化します。 

●重点対象地区：自然エリア、観光・自然エリア 

ライフセービング教室 

NPOによる子どもを対象とした自然教室 

毒性の強い生物への注意喚起 



 

 64 

（1）環境に配慮した海辺整備の推進

（2）里海づくりの推進 

（1）海辺の環境学習の場の提供 

（2）海辺を中心とした自然学習の 
   場の提供 

（1）利用者の保全意識の向上 

（2）地域との協働による海辺の保全

２ 海辺の環境学習の推進 

１ 環境に配慮した海辺の整備

３ 海岸環境の維持・保全 

１ 

２ 

３ 

（3）企業との協働による環境保全 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 環境に配慮した海辺の整備 

 

 

 

 

 

（１）環境に配慮した海辺整備の推進 

 海辺の施設整備にあたっては、整備が環境に与える影響に

配慮して、材料や環境改善の効果を見込んだ工法の使用等を

行います。 

 また、市民や企業と協働で、植樹等による海辺の緑化を進

めます。 

 藻場づくりのような海域環境修復手法を検討し導入するこ

とで、海辺の環境改善に取り組みます。また、この手法のマ

ニュアル化による導入拡大を目指します。 

環境を守る ～環境と共生する海辺をめざす～ 

すすめ方 

施設整備において、環境に配慮した材料や工法の導入に取り組みます。 

また、企業との協働による環境を守る取り組みを推進します。 

●重点対象地区：産業エリア、観光・産業エリア 

方針 4 

緑の回廊の植樹 
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●●●新・海辺のマスタープラン●●● 

鉄鋼スラグを活用した漁場 

（２）里海づくりの推進 

様々な要因により、藻場や干潟が担ってきた海の浄化機能に

大きな負担が掛かり、生態系や水質変化等、本市を取り巻く海

域環境も大きな影響を受けています。 

このため、里海づくりとして海藻の植生や食害生物の駆除、

生物生息環境の創出などへ積極的に取り組むことで、生物多様

性を維持し、本市の水産資源を保全していきます。 

 

（３）企業との協働による環境保全 

製鉄過程で発生する鉄鋼スラグを活用した漁場づくりなど、

企業と協働で環境保全に取り組みます。また、海域環境の改善

や保全を行うために必要な取り組みについて、企業とともに考

えていく場を設けます。併せて、環境に配慮した施設整備の取

り組みや、海辺環境修復手法の導入の働きかけも行います。 

また、企業それぞれが取り組んでいる海辺の環境保護活動を

紹介し、その活動を広げます。 

 

２ 海辺の環境学習の推進 

 

 

 

 

 

（１）海辺の環境学習の場の提供 

本市における海の環境を守るための様々な取り組みを市民に

伝えるため、出前講演や小学生を対象とした環境学習事業など

を実施していきます。 

具体的には、小学生を対象としたムラサキイガイを利用する

環境修復学習事業や、一般市民を対象とした総合的な海域環境

保全学習事業に取り組みます。 

 

（２）海辺を中心とした自然学習の場の提供 

海辺の生き物や遊び方・楽しみ方を学ぶ場を提供し、自然に

関する意識を深め、環境保全意識の向上につなげます。 

また、海辺を自然学習の場として活用した取り組みに加え、

響灘ビオトープやエコタウンなど、本市の多様な環境保全事業

などを組み合わせて紹介するエコツアーを行うことにより、環

境に関する理解を深める場を提供します。 

すすめ方 

海辺での環境修復学習や自然学習など、環境について学ぶ場をつくります。 

●重点対象地区：観光エリア、自然エリア、産業エリア、観光・自然エリア 

響灘ビオトープでのエコツアー 

環境修復体験教室 

磯の生物を見ることができる人工磯
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３ 海岸環境の維持・保全 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用者の保全意識の向上 

美しい自然海岸を次の世代へ引き継いでいくことはもちろ

ん、すべての海辺が快適に過ごせる環境であることが望まれ

ています。 

このため、自然海岸の大部分において、法令等により土地

利用や木竹の伐採等に制限を設け、自然が損なわれないよう

な措置をとっています。また、海への影響を考慮して、海洋

への工業排水の規制なども行っています。 

これらの規制を周知することで、企業や市民の環境保全の

意識の向上に努めます。 

また、海岸漂着物や干潟などの環境の変化の現状を広く知らせることにより、海辺の環境

保全に対する市民意識を高め、保全活動への参加を促していきます。 

 

（２）地域との協働による海辺の保全 

海辺の環境を守るためには、行政のみならず、利用者の意

識の向上や地域との連携が必要です。地域住民が、地域の海

辺を自らの手で維持・管理することにより、海辺がより身近

なものになり、憩いの場や地域活動の場として活用されるこ

とを期待し、快適で過ごしやすい「海辺を守るしくみづくり」

を進めていきます。 

海辺の清掃や花壇づくり、日常生活での点検、危険物品等

の大量漂着のような異常を発見した際の通報など、地域と行

政が連携するさまざまな海岸愛護活動をはじめとした仕組み

を設けていきます。 

 

 

 

 

 

すすめ方 

海岸環境（自然海岸等）の保全について、海岸愛護活動をはじめとした利用者や地域

とともに取り組む仕組みをつくります。 

●重点対象地区：観光エリア、自然エリア、産業エリア、観光・自然エリア、 

観光・産業エリア 

海岸の清掃活動 

喜多久自然海浜 




