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ネクストブルーとは

限られた人にしか行う事の出来ない水中のクリーンアップをもっと身近に。

水中のサンゴに絡まる釣り糸や疑似餌、海中を漂うビニール、海底に沈んでいる大きなタイヤや

大きなゴミ。

プラスチックは分解されることなく長い長い年月海中を漂います、自然環境を崩すだけでなく

人々の生活にも影響を与え始めます。

生きている海をサンゴを水中生物を、「青い海を次の次の世代に」残す為、沖縄で活動するダイ

ビングインストラクターを中心に水中クリーンを軸とし、それに付随する水中環境を人々に伝え

海の楽しさと安全な遊び方も同時に伝えて行く。

人々を魅了する青い海をいつまでも。

2020 年 12 月 1 日に設立と活動開始。
2020 年はわずか 1 ヶ月の活動ですが様々な方々にご協力頂きました。
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沖縄
の海から水中環境を呼び

かける。
ダイバーのできる事・ダイバーだから

できる事「水中クリーン」をもっと身近
に

水中のゴミを拾う事で水中生物やサ
ンゴの保護にも繋がる

沖縄
の海を安全に遊べる。

沖縄の次の時代に楽しさを伝える
だけでなく、危険さ怖さも同時に伝え

総合的に安全な海で遊べる様に伝えて行
く。

磯での遊び方や、磯の生物、海の生き物
サンゴの大切さとサンゴの生態につい

て楽しさを通じて伝えて行き
海への関心を持ってもらうビー

チクリーンや街中のク
リーンを行う事で海に流出する前

に防ぎたい。
ウミガメの産卵に訪れるビーチを保護し

たい、かつて沢山のウミガメが産卵に訪れ
ていたビーチ、今では数年に 1 個体のウ

ミガメしか訪れないビーチを以
前の様にしたい。

2020 年のネクストブルーの活動2020 年のネクストブルーの活動

チクリーンや街中のク
リーンを行う事で海に流出する前

に防ぎたい。
ウミガメの産卵に訪れるビーチを保護し

たい、かつて沢山のウミガメが産卵に訪れ
ていたビーチ、今では数年に 1 個体のウ

ミガメしか訪れないビーチを以
前の様にしたい。

R2 年 12 月 26 日 金武町レッドビーチ
水中クリーン＆ビーチクリーン開催

石川ビーチにてビーチクリーン活動

仲泊ビーチにてビーチクリーン
ウミガメの産卵場所保護開催

崎本部緑地公園で水中クリーン開始

大度海岸でビーチクリーン開催

宮城海岸で水中クリーン開催



沖縄の

現状

海

人々を魅了する沖縄の海

沖縄は１年間で 1000 万人を超える人々が訪れ

ています。
訪れる人々を魅了しづける沖縄の海。

青く綺麗な海に色鮮やかな珊瑚。

人々を癒す景色が沖縄の海にはあります。

200 種類以上の沢山の
サンゴ礁に囲まれた沖
縄。磯遊び・シュノー
ケル・ダイビング・釣
りなど、海や自然を目
的とした観光客が多く、
通年ダイビングができる事も人気の一つです。

サンゴに絡まる海洋ゴミサンゴに絡まる海洋ゴミ

沖縄の海は人の心を魅了し、沖縄に生まれ育った私も自慢の海です。
訪れる人が増えるにつれ綺麗な海は崩れかけています。釣り糸が珊瑚に絡まり、白化が進行して
いるもの。ビニール・プラスチックゴミが珊瑚の隙間に挟まり、無理に取ろうとすると珊瑚を折っ
てしまう。海で遊び・癒されて、ゴミは砂辺に捨てていく。テトラポットの隙間はゴミが目立ち、
残念でなりません。日本の沖縄の大切な海が失われようとしているのが現状です。人が作り出し
た物で環境や生態系へ影響を及ぼし変化していることは目に見えて分かります。一人でも多くの
人が今できる事を考え行動しなければなりません。

の



の来なくなった海岸ウミガメウミガメ

沖縄の恩納村にある仲泊海岸には３年前まで

多くのウミガメが産卵に訪れて居ました。
しかし 2020 年には 1 個体のウミガメしか産卵
に訪れていません。

2020 年に産卵に訪れた 1 個体も 2 年振りに

訪れてくれたウミガメです。

ウミガメの産卵は地元の人々も楽しみにしてい
ます。
産卵と孵化のシーズンには毎日海岸を歩いて状
況を確認してくれている地元の方もいらっしゃ
ります。
2020 年は 2 年ぶりに産卵に訪れてくれたウミ
ガメ。
地元の地元の人々も喜んでいました、大人子供
例外なくウミガメの産卵と孵化を毎年楽しみに
しています。

海には満潮干潮があります、満潮時でも水のか
からない場所にウミガメは産卵します。
ある程度海から距離がないと産卵する事はあり
ません、草やアサガオが自生してビーチの広さ
が変わったのが 1 番影響しているのでは無いで
しょうか。
草を綺麗に抜いてビーチを整備する事でまたウ
ミガメが産卵に訪れてくれると考えています。
ゴミも年々増えて来ている自然のビーチです、
のんびりしている時間はありません。

ウミガメが産卵に訪れなくなった理由として
考えられるのは、ビーチのゴミも理由の 1 つ
としてありますが、長年仲泊海岸をみていて
大きく変化した所は人の出入りが増えた。
人が歩く事により砂が踏み固められ、ウミガ
メに穴を掘ることが困難になってきた。
その次に、これが 1 番大きな原因だとかんが
えています。
沖縄のビーチには野アサガオが生えています。
草が生えているとウミガメは穴を掘りません。



2020 年 12 月 26 日 金武町レッドビーチ　2020 年 12 月 26 日 金武町レッドビーチ　

水中クリーンナップ水中クリーンナップ

2020 年 12 月 26 日に沖縄県金武町で第 1 回となる水中クリーンナップ＆ビーチクリーンを開催致しまし
た。
設立以降ネクストブルーのメンバーだけで行っていた水中クリーンとビーチクリーンを初めてイベントとし
て様々な人々の協力の元、開催させて頂きました。
準備期間が短いなか地元企業や地元の人々の支援により開催する事が可能となりました、また感染症対策も
ご参加頂いた皆様のご協力で万全の体勢いで開始する事ができました。

協力・協賛
昭立 FA エンジニアリング株式会社 （沖縄）

金武町役場 
海上保安庁 

海やから ( 沖縄） 
株式会社 FREEDOMHOUSE （広島）

DIVINGSHOP Re：orca( 沖縄） 
DIVINGSHOP amusement world+（沖縄）

studio By KLAXON（広島）
浜田漁港（沖縄）



沖縄の東海岸に位置する金武町のレッドビーチは地元の方や釣り
人、在日米軍の人々が多く集まるびーちです。
沖縄に住む人達が海を楽しむビーチです、あまり観光客の姿は見る
事はありません。
2020 年 12 月 26 日の水中クリーンにこの場所を選んだのは、ダ
イビング中に釣り糸や、疑似餌そして多くのゴミを目にするからで
す、そして沖縄本島は冬場になると北風が強く吹き、ダイビングの
メインと言われている西海岸にはダイビングが難しくなり予定を立
てるのが難しくなります、東海岸のレッドビーチは北風の影響を受
けにくい場所で、年末海の大掃除に適所です。

レッドビーチの海の中はサンゴが育ち始めています、ここ数年で少
しずサンゴが目に見えて増えてきています。
そんな小さなサンゴにも釣り糸が絡まったり、海洋ゴミが絡まった
りしています、既に白化したサンゴも確認できました。
小さなサンゴにからまった釣り糸を、サンゴを傷つけぬようハサミ

やナイフで切り回収してい行きます。
レッドビーチは水深の浅い場所なので、ダイビングの
時間も長く潜ることができます。
水中クリーンを行った時間は 63 分でした、移動距離
はそれほどありませんが、それだけ短いスパンに多く
の釣り糸が絡まっていました。
釣りを楽しむ方々もわざとサンゴに絡ませようとして
いるわけではありません、取りに行けないから仕方な
く・・そういう思いだと信じています。
実際に環境に配慮した自然に帰る釣り糸も東レから発
売されていますが、コストや強度の問題でなかなか使
用されないのが事実です、逆言えばコストダウンと強
度さえクリアすれば浸透していく、そう感じています。
釣り糸が多く目立ちますが、とうぜん釣り糸だけでは
ありません、多くの海洋ゴミが確認できました、中に
は意図的に捨てなければここにはあるはずの無い物も

金武町レッドビーチの水中

テトラポットの中には明らかに上から捨てられたごみの山があり、タイヤなどの大きな物までタイヤを上から捨てた場合
当たったサンゴの事は容易に想像ができると思います。
沖縄の華やかで南国情緒溢れる海の裏側の実態は、目の届く範囲だけでも回収しきれない程のゴミで溢れています。
1 時間の水中クリーンでは到底回収しきれる量ではありませんでした。
増え続けると言われている海洋ゴミ、すこしでも食い留めるには直接拾いに行くというのも有効な手段だと感じています。

第 1 回 水中クリーン＆ビーチクリーン参加人数
水中クリーン 9 名　ビーチクリーン 7 名



金武町レッドビーチ
ビーチクリーン

テトラポット　ビーチ

ペットボトル・缶類・お菓子や釣りに利用するエサ
の袋ビニール類・使い捨てお弁当箱・粗大ごみ・発
泡スチロール等様々なゴミが不法投棄され、溜まっ
ていました。ビーチでは多くの人が白い砂浜で裸足
になって歩いたりすると思いますが、釣り針が落ち
ていたりします。釣りをする方ももちろん持ち帰
る方もいますがそうでない方もまだいらっしゃいま
す。足に刺さりとても危険です。

風に飛ばされやすい物

たばこの吸い殻、お菓子の袋、最近では使い捨てマ
スクなど風に飛ばされやすいゴミは意識をしないと
風が強い沖縄ではすぐに飛ばされます。ビーチ前の
駐車場や道も同じくゴミがありました。陸で捨てら
れ飛ばされた物が海へと流れつく。風の流れで溜ま
りやすい場所もありますが、海が近くではないから
といって捨ててはいけません。

可燃ごみ袋 90L　３
可燃ごみ袋 40L　３　

不燃ごみ袋　４
粗大ごみ袋　１



レッドビーチはダイビングポイントとしても多くのダイバーがダイビングを楽し
んで居ます、海洋ゴミが多く目立ちますが多くのダイバーがそれを見て見ぬ振り
しているのも事実です。
ファンダイビング中に見つけたゴミを 1 つずつでも回収していけば理想ですが、
全てのダイバーがそうでは無いのも事実です、そして水中クリーンに興味を示し
て頂き参加したいと言ってくださるダイバーも多く居ます。

2020 年 12 月 26 日の水中クリーンを開催してもっと多くのダイバーに参加して
頂きたい、そう思いました。
しかし興味だけでは水中クリーンにご参加頂くのが難しい事があります。
サンゴを傷つけない様にダイビングを行わなければなりません、サンゴや水中生
物を傷つけたり水中環境を変化させたりしまっては本末転倒です。
そして通常のファンダイビングの料金では参加を募るのも難しいのも現状です。

環境に配慮したダイバーをネクストブルーでは増やしていきたいと考えています。
2020 年は僅か 1 ヶ月の活動でしたが水中クリーンを行い様々な人々にご協力頂い
た活動となりました。

水中クリーンをもっと身近に


