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６．東よか干潟拠点施設基本構想 

（１）基本構想の概要 

東よか干潟の「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の 3 つの視点より抽出した課題

には、“関係者間の情報交換や交流の場がない”、“誘客や環境学習を進めるための施設がない”な

ど、拠点施設の整備をなくしては、今後の取り組みの展開が望めないものが多々あります。 

東よか干潟拠点施設は、「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の取り組みを進める

ための拠点施設として位置付けられるものです。 

ここでは、本施設の設置の必要性及び社会的意義を確認し、立地条件の整理、基礎調査、資源

解析、整備方針の検討などにより施設の方向性を定めるものです。 

 

（２）基礎調査及び資源解析結果 

東よか干潟及びその周辺の環境条件、周辺施設など、東よか干潟拠点施設に関連する情報を以

下に示します。 

 

１）自然的条件 

①地形・地質など 

東よか干潟は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の 4 県に跨がる有明海の佐賀県地先に位置しま

す。本庄江、八田江に挟まれた干潟面は、有明粘土層と呼ばれる軟弱な粘性土から構成されます。 

②植生 

東よか干潟と干潟よか公園の間に位置する 2km ほどの堤外地にはシチメンソウの群生による

湿生植生群落が分布しています。さらにその後背には広大な農地が広がり、筑後川右岸地区の主

要な穀倉地帯となってい

ます。集落は農地内に点

在して分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 19 東よか干潟及びその周辺の植生図  

※環境省 自然環境保全基礎調査 植生自然度調査 植生調査（第 6-7 回 1999～2012-2013～） 

1/2.5 万現存植生図を基に作成                 



63 

東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

③動物 

秋から春にかけて約 9,000 羽（5 ヵ年平均数）のシギ・チドリ類が渡来し、東アジア地域にお

ける重要な渡りの中継地・越冬地となっています。また、クロツラヘラサギ、ズグロカモメ、ホ

ウロクシギなどの絶滅のおそれのある種が毎年訪れます。 

また、干潟を生息地とする底生生物として、サルボウ、ハイガイなどの二枚貝類やヘナタリ類

などの巻貝類、シオマネキ、アリアケガニなどの甲殻類、ゴカイ類が多数生息します。ムツゴロ

ウ、トビハゼなどの魚類も多く見られます。 

 

２）社会的条件 

①アクセス 

市外からのアクセスは、佐賀市内への交通手段としては、JR 長崎本線、九州佐賀国際空港な

どの公共交通機関がありますが、いずれも東よか干潟までのアクセスに車での移動が必要となる

ため、長崎自動車道などを利用した自動車によるものが中心となります。 

東よか干潟までの所要時間は、JR 佐賀駅より車で約 35 分、九州佐賀国際空港より車で約 10

分、佐賀大和 ICより車で約45分です。隣接する干潟よか公園には整備された駐車場施設があり、

干潟への来訪者も同施設を利用しています。 

②漁業 

東よか干潟内及びその周辺一帯では、ムツゴロウなどを対象とした共同漁業権が設定されてい

ます。また、登録区域外の前面海域には海苔養殖が盛んに行われており、佐賀海苔は販売量、販

売金額ともに日本一を誇ります。 

③ライフライン 

東よか干潟のある大授地区は農業集落排水処理施設による汚水処理が行われているほか、上水

道普及率が約 96％（平成 27 年度佐賀県の水道より）と、主要なライフラインは整備済みです。 

 

３）東よか干潟の周辺施設と利用状況 

東よか干潟は、大授地区の農村地域の地先に位置します。干潟へのアクセスは佐賀県道 313 号

飯盛戸ヶ里港線より南下することになりますが、農道へ侵入することになるため農作業や地域の

生活道としての機能に配慮する必要があります。 

また、駐車場、トイレなどの人の活動に不可欠な施設は、隣接する干潟よか公園の付属施設を

利用しています。そのほか干潟利用のための関連施設として、堤内のシチメンソウヤードに遊歩

道と案内板を、堤防には大型の案内サインと望遠鏡を設置しています。平成 27 年 10 月からは干

潟よか公園内の紅楽庵に東よか干潟ガイダンスルームを設置し、パネルや模型、大型モニター、

デジタルサイネージなどで干潟の風景やそこに暮らす生き物などを紹介しているほか、東よか干

潟ボランティアガイドの待機所となっています。また、公園入口に位置するシチメンソウの里休

憩所では地元の女性が中心となり、公園や干潟への来訪者を迎える活動を行っています。 

東よか干潟では現在、ボランティアによる海岸清掃活動、シチメンソウ保全活動、定例探鳥会、

干潟交流学習会、ラムサールクラブなどの活動が行われていますが、屋外での活動が基本となっ
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ています。 

なお、周辺一帯は海岸保全区域に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 干潟利用のための諸施設配置などの状況 

   

■双眼鏡（東与賀海岸堤防・西側）           ■道路誘導看板（佐賀県道 49号） 

   

■シチメンソウ案内サイン（東与賀海岸）       ■干潟の生き物と野鳥案内サイン（東与賀海岸） 

 

■案内サインと活用状況                  
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４）現況の問題点と課題 

東よか干潟において「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の取り組みを進める上で

の主な問題点や課題を以下に示します。 

 

・干潟の恩恵を体験・体感し、干潟のなりたちや、生物の多様さ、産業・歴史との関係について

の情報を入手し発信できる場所がない。 

・有明海や干潟の歴史や文化、各種調査研究の情報や成果を集積し共有できる場所がない。 

・全天候型の施設がないため、観光や学習のための来訪者を容易に受け入れることが困難。 

・現地に施設がないことにより、将来の保全や利活用を担う子ども達の体験や学習が進まない。 

・清掃ボランティアや各種活動団体などが自由に集う場所がないため、団体間の情報共有や意見

交換が困難であり、団体同士の連携が進まない。 

・東よか干潟のシンボルとなる施設があれば、誘客が進み、それにより交流人口が増え、地域の

振興にもつながる。 

 

５）東よか干潟拠点施設の整備に関する意見など 

「東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会第 2 回部会（平成 29 年 3 月 22 日、23 日

開催）」で抽出された、東よか干潟拠点施設の整備に関する意見などを示します。 

 

項 目 東よか干潟拠点施設の整備に関する意見など 

整 備 場 所 

・干潟の展望がよく、野鳥が見える必要があるため、海岸に近い場所がよい。 

・施設への潮風・台風の影響、人の活動が見えることによる野鳥の忌避行動が懸念され
るため、堤外の設置が望ましい。 

・干潟よか公園内はさまざまなイベントで使用しているため避ける必要がある。 

・干潟よか公園を目的に訪れた利用者の目にとまるよう、公園入り口から見える場所が
よい。 

・堤防構造に影響がない場所を選定する必要がある。 

・公園通路の西側付近（シチメンソウの里休憩所の南側）が適当ではないか。 

施設の機能 

・生物の標本や資料を展示・保管するスペースが必要。 

・展示物は入れ替えが容易にできるように固定と可動式を検討する。 

・干潟の風景や生き物を室内から観察するためのモニターや望遠鏡の設置を検討する。 

・干潟での活動を想定し、施設の外に洗い場が必要。 

・生物調査や研究を目的とした流し場のあるスペースが欲しい。 

・お土産や物産品などの販売スペースが必要。飲食店の必要性は諸条件が明らかになっ
てから検討すべき。 

・生き物の展示、ふれあいのためのスペースがいるかどうかは検討の必要がある。 

・交流学習を推進するための専門職員と解説員の配置が必要。 

集 客 

・集客イベントを定期的に企画することが必要。 

・イベントの企画に関しては、専門のマネージャーなどが必要なのではないか。 

・自然を売りにした観光商品はツアーを組みにくい。全天候型の施設が現地にあればツ
アーを組み集客しやすい。 

 

６）ラムサール条約湿地などにおける拠点施設 

全国のラムサール条約湿地などの拠点施設においては、環境保全や学習活動、観光への利用な

ど、それぞれの湿地などの特性に応じた利活用や管理運営がなされています。  
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■タデ原湿原：長者原ビジターセンター 
（大分県九重町） 

■漫湖：漫湖水鳥・湿地センター ※ジオラマ 
(沖縄県豊見城市) 

  

■藤前干潟：稲永ビジターセンター 
（愛知県名古屋市） 

■藤前干潟：藤前活動センター ※タッチプール 
（愛知県名古屋市） 

  

■谷津干潟：谷津干潟自然観察センター 
（千葉県習志野市） 

■ふなばし三番瀬環境学習館 ※展望施設 
（千葉県船橋市） 

  

■重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム 
（鹿児島県姶良市） 

■佐賀県有明水産振興センター ※有明海の漁具 
（佐賀県小城市） 

図 21 ラムサール条約湿地などにおける拠点施設  
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（３）東よか干潟拠点施設の整備の理念・基本方針 

１）整備の理念 

「東よか干潟環境保全及びワイズユース計画」の目指すべき将来像である「未来につなぐ 湿

地と私たちの持続可能な暮らし」を実現するための取り組みを展開するための施設とします。 

 

２）整備の基本方針 

整備の理念に基づき、拠点施設の整備に関する基本的な方針を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、拠点施設の利用が屋内にとどまることなく、周辺及び地域の自然と拠点施設の利用が一体的

に促進されるよう配慮する必要があります。 

 また、拠点施設は、優れた自然環境の周辺に設置されるものであることから、整備に当たっては、

立地する場所の自然環境の特性を十分に把握して適切に保全するとともに、管理・運営面にも配慮し

た施設とすることが必要です。 

 

３）拠点施設に求められる機能及びスペースの構成の考え方 

整備の基本方針に基づき、拠点施設に必要な機能及びスペース構成について、次のように整理

します。 

なお、考え方の整理にあたっては、「自然公園等施設技術指針（平成 25 年 7 月環境省自然環境

局自然環境整備担当参事官室）第 3部施設別技術指針第 4章博物展示施設（ビジターセンター等）」

を参考とします。 

 

＜拠点施設に必要な機能＞ 

①利用のための案内・情報提供機能 

  利用者の適正な利用活動を助けるため、利用地点や興味地点の案内、自然の状況や利用状

況に関する情報、天候、潮汐、野鳥の渡来情報などのリアルタイムに近い各種情報の提供を

行うもの。 

②自然及び人文の解説機能 

  利用者の東よか干潟周辺の利用に際しての理解を深めるため、東よか干潟及び周辺地域の

＜施設整備に関する基本的方針＞ 

・自然とのふれあいや体験が推進される施設 

・環境教育や環境学習が推進される施設 

・各種モニタリングや調査研究が推進される施設 

・保全と活用を担うさまざまな主体が交流し、情報を共有し発信できる施設 

・季節や天候に左右されず、年間を通じて干潟の魅力を体感できる施設 

・有明海や地域の歴史や文化を学ぶことができる施設 

・観光拠点としての機能を有する施設 

・地域の振興に資する施設 

・国際的な視点に立った施設 
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地形、動植物、自然現象、歴史、文化などに関する解説を行うもの。 

③自然とふれあうことができる体験の指導・促進機能 

 利用者が直接自然にふれ体験するための支援や誘導を行うもの。 

④休憩・避難・便益のための機能 

 快適な休憩利用、急な悪天候時などの避難場所などの提供を行うもの。 

⑤調査・研究のための機能 

  情報提供や解説のための機能を充実するため、対象とする地域の自然環境や利用状況に関

する調査、研究、情報収集を行うもの。 

⑥管理・運営のための機能 

  拠点施設及び周辺における利用施設や自然環境などの点検や維持管理、簡易な補修などの

保守、清掃などの活動と、これらの活動や情報提供、ふれあい体験指導などに要する人材育

成などを行うもの。 

⑦情報交換・交流のための機能 

 東よか干潟に関わるさまざまな団体や個人などが容易に情報交換や交流などを行うもの。 

⑧地域振興のための機能 

 海産物や農産物などの地域の特産品をＰＲし販売を行うもの。 

 

＜拠点施設に必要なスペース＞ 

①基本スペース 

 拠点施設の目的と機能を発揮するために欠くことのできない基幹となるスペース 

 ・利用者案内カウンター 

 ・展示室 

 ・多目的ルーム（会議、講演室） 

 ・トイレ 

 ・事務室 

 ・管理用倉庫 

②充実スペース 

 自然への理解を深め、人と自然のふれあいを推進する拠点施設として、施設の機能と価値の

向上に必要なスペース 

 ・休憩室（ボランティア控室） 

 ・図書コーナー 

 ・研究室（資料室） 

 ・シャワー、手洗い場、足洗い場 

③特別スペース 

 東よか干潟の特性に応じて導入するスペース 

 ・展望室 

 ・物品販売コーナー 
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（４）概略施設構成の検討 

１）施設の配置及び導線 

拠点施設の配置や周辺環境の利用を考慮した導線について、その基本的考え方を以下の概念図

に示します。 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 拠点施設の概念図 

 

２）規模 

国内のラムサール条約湿地に整備された施設を参考とし、延床面積は約 700 ㎡規模の施設を検

討します。  
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（５）東よか干潟拠点施設に求められる立地条件の整理 

拠点施設の位置は、利用性の確保、管理・運営上の利便性、計画・設計上の自由度などを総合

的に勘案し、施設の配置を定める必要があります。 

また、東よか干潟と隣接する干潟よか公園には駐車場が設置されており、干潟への来訪者は現

在この施設を利用しています。農業地域に位置する後背地の状況を考慮すると、現在の駐車場施

設を共同で使用できる範囲での拠点施設の整備が望まれます。一方干潟よか公園は、敷地内の開

放空間を活用したイベントが行われることが多く、敷地内への建設は避ける必要があります。 

以上のことから、干潟よか公園の西側の敷地境界に隣接する佐賀県が管理する国有地を、施設

整備の候補地として選定します。なお施設用地の要件として、以下の視点を考慮する必要があり

ます。 

 

●全天候型施設として、施設の屋内から有明海の広大な干潟を望むことができる施設とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 東よか干潟拠点施設の設置にあたっての条件整理と設置候補地 

 

 

（６）整備スケジュール 

  東よか干潟拠点施設は、平成 28 年度税制改正により創設された「地方創生応援税制（企業版

ふるさと納税）」を活用して整備します。そのため、制度の終期である平成 31 年度までの完成を

目指します。 

  

 ＜概略スケジュール＞ 

   平成 29 年度 建築基本設計・展示基本計画 

   平成 30 年度 建築実施設計・展示実施設計 

   平成 31 年度 建築工事・展示物製作・外構工事 

   平成 32 年度 供用開始 

 

（７）管理運営計画 

管理運営計画については、東よか干潟拠点施設の設置者となる佐賀市だけではなく、地元自治
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会やまちづくり協議会をはじめ、東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会などでの検討

が必要です。 

また、現在、東よか干潟には、保全とワイズユースを担うさまざまな主体が関わっていること

から、地域住民や関係者の参画により、管理運営体制の検討もあわせて行う必要があります。そ

の際、将来的には自立した施設としての運営も視野に入れ検討する必要があります。 

また、東よか干潟を広く一般に周知し、健全な状態を維持するためには、渡り鳥が飛来する時

期のみでなく、その他の季節についても多くの方々に来訪してもらう必要があり、既存のプログ

ラムを基盤として、実施主体間の連携・調整を密接に行いながら、年間を通じた効果的なイベン

ト展開を図っていくことも必要です。 

 

 

■現在の東よか干潟に関する主な活動状況 

 

 

  


