
令和４年２月吉日 

 

沖縄クリーンコーストネットワーク会員（参加メンバー）各位 

 

                 沖縄クリーンコーストネットワーク事務局 

 

 

   沖縄クリーンコーストネットワーク（OCCN）活動報告等の書面開催について 

 

 

謹啓 

 立春の候、OCCN 会員（参加メンバー）の皆様におかれましては、ますますご健勝のこと

とお慶び申し上げます。 

 また、平素より、OCCNの活動へのご理解・ご協力を頂きありがとうございます。 

 さて、昨年の活動にあっては、令和２年に引続き、新型コロナウイルス感染症拡大を受け

まして、「県下一斉清掃期間」を設けず通年の活動として「無理なく、出来る範囲で」とい

う方針の下に実施してまいりました。 

 皆様におかれましては、３密回避などの制約があるにも関わらず、積極的な活動をして頂

き、改めて感謝申し上げます。 

 令和４年もコロナ終息が見えない中での活動となるため、昨年同様、無理なく出来る範囲

で、沖縄の「白い砂浜」「青い海」「豊かな自然」を守っていければと考えておりますので、

皆様のご協力を賜りますよう宜しくお願いします。 

 この状況が、一日でも早く終息へ向かいますことと、皆様が健やかにお過ごしになれます

よう祈念しています。 

謹白 

 

＜総会の取扱いについて＞ 

 総会は、本書面での報告（HPの掲載）をもって総会の開催とさせて頂きますので、ご了承願います。 

 

＜別紙＞ 

「まるごと沖縄クリーンビーチ 2021」の活動報告等 

 

 

お問合せ先：沖縄クリーンコーストネットワーク事務局 

第十一管区海上保安本部  

警備救難部環境防災課 担当：兼島 

TEL/FAX：０９８－８６１－５８３９ 

メール：occnchuraumi@gmail.com 

mailto:occnchuraumi@gmail.com


 

別紙 

沖縄クリーンコーストネットワーク（OCCN）2021活動報告等 

 

１．沖縄クリーンコーストネットワークについて 

  OCCNとは、私達の青い海、白い砂浜など沖縄の豊かな自然を守りたいと願う人達 （行

政、各種法人、ボランティア団体、マリンレジャー団体等）が集まったネットワークであ

り、平成 14年７月に結成されました。 

参加メンバーが会則・規約に拘束されることなく、会費もありません。自由に活動でき、

情報の共有など効果的な活動のため、緩やかに連携することを目指しています。 

政治、宗教的活動及び利益追求に利用しない限り、誰でも参加することができます。 

 

２．OCCN の運営及び活動の原則と対応 

（１） 運営三原則 

   ① 規則・会則・役員等なし 

   ② 定期的な会費徴収なし 

   ③ 独自の活動の制約なし 

 

（２） 活動の３原則   

   ① 情報の共有化 

   ② 県内一斉美化活動（年１回実施） 

   ③ 情報交換・親睦（年１回定例会、常時 ITによる意見交換） 

環境省・沖総
局・海保・県

 



 

別紙 

３．OCCN 会員について 

（１） 2021.12/31現在の会員状況 

一般団体 支援団体 個人 合計 

238 48 391 677 

 

（２） 新規参加メンバーグラフ（平成 28年～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所感】 

・R3年は、一般団体メンバーが昨年に比べ４団体増加、個人メンバーにあっては、昨年

に比べ３倍に増加しています。 

 ・SDGsの浸透及び OCCN の認知度が向上したこともありますが、学生等の若い方の海洋環

境保全への関心度向上が新規メンバー増加に繋がっていると思慮します。 
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【 新規】一般団体メンバー内訳（19）

マリレンジャー関係団体
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51
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【 新規 】個人メンバー内訳（180）

一般（会社員等）

学生（大学生以下）
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４．まるごと沖縄クリーンビーチ 2021年 活動内容 

「県下一斉清掃期間」を設けず通年で、「無理なく、出来る範囲で」という方針の下に

活動を実施しました。 

 

（１）オープニングセレモニー 中止 

（２）環境パネル展示等 

  ① 6/10~7/1 道の駅いとまん 情報館      

  ② 7/20~9/1 泊ふ頭旅客ターミナル 

  ③ 7/21~8/31 沖縄美ら海水族館   

  ④ 7/5~9/5  パレット久茂地前大型 

         モニターによる周知 

 

 

（３）OCCN参加メンバーへの清掃用具提供 

  ① 軍手 1520双（大人用 1092双・子供用 428双） 

       （前年 840双「大人用 600・子供用 240」） 

  ② ゴミ袋 約 3,620枚（前年「約 1700枚」） 

  ③ 幟   0枚（前年３枚） 

  ④ 幟防  0本（前年１本） 

 

 

（４）OCCN参加メンバーが主催する清掃活動 HP掲載 

  ① おしらせ     11件（前年 37件） 

  ② 清掃計画（予定） 53件（前年 39件） 

  ③ 活動結果報告   68件（前年 49件） 

          合計 132件（前年 125件）  

 

（ 事務局からお願い ） 

    OCCNの HPでは、ボランティア団体だけでなく、企業様が実施した活動についても

掲載しております。 

    活動報告は義務ではありませんが、皆さまの活動をより多くの方に知って頂き、環

境保全に関する意識高揚に繋げたいと思っていますので、清掃活動を計画・実施され

た際は事務局までご報告ください。是非とも OCCNの HPの有効活用を！ 

    活動報告に必要な事項は、次のとおりです。 

①  活動日時及び場所 

②  参加した人数 

③  回収したゴミの量（例：約○㎏・約○袋） 

④ 実施状況の画像１枚以上（できれば２～３枚あると幸甚です） 
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（５）ボランティア証明書発行 

   証明書発行件数 114 （学生 91件）／「前年 41 件（学生 34件）」 

 

2021年８月１日以降からボランティア証明書が新しくなりました。 

また、「電子」証明書の運用も開始！ 

データで管理することで紛失のリスクを抑え、ペーパーレスにも繋がるとの思いで作

成しております。 

「電子」証明書を希望して頂けると作成した担当者が喜びます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 現在、ボランティア証明書は、「紙」「電子」の２種類ですので、どちらかを希望して事

務局まで連絡下さい 

※ 証明書は、OCCN参加メンバー登録された方にのみ発行しますのでご留意方下さい 

 

 

５．OCCN参加メンバーの活動紹介（※ 報告のあった件数で紹介） 

  

2021年も昨年同様、コロナ禍で、会員の皆様も活動が思うように行かない中でしたが、

78件（昨年 48件）の活動報告がありました。 

○ 参加人数 延べ 2,180人（前年 1,499人） 

○ 回収ゴミ 約 11,700㎏（前年約 4,000㎏） 



メンバー名 お手を拝借プロジェクト
実施回数 22回
実施日 （1/10）（2/13、14、20、28）（3/13、21）（4/3、10、11、18）（5/16）（7/18）（9/26）

（10/10、16、30）（11/9、21、28）（12/4、18）
実施場所 しおさい公園海岸（豊見城市）／港川漁港（糸満市）／玻名城ビーチ（糸満市）／知名崎海岸（南城市）

水鳥湿地センター付近海岸（豊見城市・那覇市）／伊奈武瀬海岸（浦添市）／漫湖公園側海岸（那覇市）
報徳川付近（糸満市）／村の浜ビーチ（今帰仁村）／潮崎ビーチ（糸満市）／プチプチビーチ（糸満市）



メンバー名 琉球ビーチクリーン
実施回数 2回
実施日 1/10、1/24
実施場所 サンセットビーチ（北谷町）、アラハビーチ（北谷町）



団体名 Grateful Rainbows
実施回数 2回
実施日 1/10、3/23、3/28、4/1、4/5
実施場所 サンセットビーチ（北谷町）／瀬名波ビーチ（読谷村）／秘境ビーチ（うるま市）

奥武島ビーチ（南城市）



団体名 Chura～ｍura
実施回数 4回
実施日 2/14、3/28、10/9、11/14
実施場所 長浜ビーチ（読谷村）／谷茶ビーチ（恩納村）／瀬名波ガー海岸（読谷村）



団体名 久米島ビーチクリーン
実施回数 ３回
実施日 3/13、11/23、11/28
実施場所 久米島漁協車海老養殖場入口付近海岸



メンバー名 ハイサイクリーン隊
実施回数 ４回
実施日 3/7、7/11、10/3、10/10
実施場所 安謝川付近（浦添市）／ウッパマビーチ（今帰仁村）／津波ビーチ（中城村）

玻名城ビーチ（糸満市）



メンバー名 NPO法人 宮古島海の環境ネットワーク
実施日 3/14
実施場所 狩俣東海岸（宮古島）



メンバー名 Blue Back
実施回数 ５回
実施日 3/27、4/24、7/10、10/9、10/23
実施場所 吉の浦公園海岸（中城村）／北浜海岸（中城村）



メンバー名 那覇クリーンビーチクラブ
実施回数 7回
実施日 5/16、6/20、7/18、8/15、9/19、10/17、11/21
実施場所 瀬長島海岸（豊見城市）



メンバー名 琉球大学エコロジカル・キャンパス学生委員会
実施回数 ２回
実施日 3/25、9/27
実施場所 百名ビーチ（南城市）／吉の浦公園側海岸（中城村）



メンバー名 Let’s keep the earth beautiful
実施回数 ４回
実施日 10/3、10/23、11/20、12/12
実施場所 安田ビーチ（国頭村）／奥ビーチ（国頭村）



メンバー名 オフィスこらんでぃおん
実施日 10/31
実施場所 那覇市沿岸沿い



メンバー名 沖縄コカ・コーラボトリング（株）
実施回数 ２回
実施日 6/2、11/5
実施場所 根路銘海岸（大宜味村）／パルコシティー前の海岸（浦添市）



メンバー名 いであ株式会社
実施日 11/27
実施場所 屋我地ビーチ（名護市）



メンバー名 ２１１２沖縄
実施日 12/11
実施場所 北浜海岸（中城村）



メンバー名 FRT株式会社
実施日 12/４
実施場所 サンエーパルコシティー前海岸（浦添市）



メンバー名 JSL日本アカデミー
実施日 12/10
実施場所 具志川ビーチ（うるま市）



メンバー名 恩納村社会福祉協議会、恩納村
実施日 12/４、12/18
実施場所 仲泊海岸（恩納村）※ 軽石撤去



メンバー名 八重山環境ネットワーク
石垣海上保安部・環境省・竹富町役場・環境ボランティアエコプロジェクト
池田米倉蔵・マリンレジャー金盛・ダイビングチーム・うなりさぎ・西表港運

NPO法人西表エコツーリズム
実施日 10/20
実施場所 鹿野川海岸（西表島）



メンバー名 沖縄クリーンコーストネットワーク事務局
（沖縄県・沖縄総合事務局・環境省・第十一管区海上保安本部）

協力者 豊見城市役所、セブンイレブン・沖縄、日本たばこJT沖縄支店、お手を拝借プロジェクト
（公財）海上保安協会沖縄地方本部

実施日 11/9
実施場所 しおさい公園側海岸（豊見城市）



 

別紙 

 報告の無かった活動も多くあります。 

 報告の時期が遅れても問題なく、活動を HPにて紹介しますので、実施の報告を事務局ま

で連絡下さい。 

 皆様の活動を心よりお待ちしております。 

これからも、清掃計画（予定）・実施結果をホームページで紹介していきますので、無理

のない範囲でご報告頂きますよう宜しくお願い致します。 

 

 

６．令和４年活動計画（案） 

（１）海岸清掃情報発信 

   通年、参加メンバーが主催する最新の清掃活動情報等を HP等に掲載 

 

（２）まるごと沖縄クリーンビーチ 2022 

   「県下一斉清掃期間」を設けず通年の活動を「無理なく、出来る範囲で」実施 

   オープニングセレモニーは実施しないが、事務局等関係者で清掃を実施する 

 

（３）新規会員の加入促進 

  ・学生等若い世代を重点に加入促進を図る 

 

（４）清掃用具の提供 

  ・ボランティア団体等の要望により、９０ℓ用ゴミ袋の提供数を増加 

 

（５）ボランティア証明書の発行 

  「電子」活動証明書の推奨 

 

 

2021年の活動及び 2022年の活動計画（案）が実施できるのも、協賛して頂いている企業

様等のご尽力があるからです。 

この場をお借りしてお礼申し上げます。 

これからも、OCCNの活動にお力添えをくださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

お問合せ先：沖縄クリーンコーストネットワーク事務局 

      第十一管区海上保安本部 警備救難部   

      環境防災課 担当：兼島         

      TEL/FAX：098-861-5839         

      メール：occnchuraumi@gmail.com    

mailto:occnchuraumi@gmail.com

