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沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特色特色特色特色(1)
Characteristics of Okinawa

� 亜熱帯亜熱帯亜熱帯亜熱帯のののの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい自然環境自然環境自然環境自然環境

Beautiful sub-tropical 

natural environment  

� ““““東洋東洋東洋東洋ののののガラパゴスガラパゴスガラパゴスガラパゴス””””とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの島島島島

Rich biodiversity called as 

“the Galapagos of the East”

� 青青青青いいいい空空空空、、、、青青青青いいいい海海海海、、、、白白白白いいいい砂浜砂浜砂浜砂浜

Blue sky, blue sea and white beach



沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特色特色特色特色(2)
Characteristics of Okinawa

� 長寿長寿長寿長寿のののの島島島島、、、、健康食材健康食材健康食材健康食材のののの島島島島

Island of longevity and healthy food 

� これらはこれらはこれらはこれらは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの宝宝宝宝でありでありでありであり、、、、基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの観光業観光業観光業観光業のののの

魅力魅力魅力魅力のののの源泉源泉源泉源泉

These characteristics are the treasure 
of Okinawa and the source of 
attractiveness for the tourism, the main 
industry of Okinawa.



しかししかししかししかし・・・・・・・・・・・・However,…
�われわれはわれわれはわれわれはわれわれは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの宝宝宝宝をををを食食食食いつぶしつついつぶしつついつぶしつついつぶしつつ

あるのではないかあるのではないかあるのではないかあるのではないか?

Aren’t we eating up our precious 
treasure?

�沖縄沖縄沖縄沖縄のののの宝宝宝宝をををを次次次次のののの世代世代世代世代にににに引引引引きききき継継継継ぐことができぐことができぐことができぐことができ

るのかるのかるのかるのか?

Is it possible for us to hand over 
this treaure unspoiled to the next 
generation ?



糸満工業団地糸満工業団地糸満工業団地糸満工業団地（（（（1986年撮影年撮影年撮影年撮影））））

Itoman Industrial Park (photo 1986)

自然海岸自然海岸自然海岸自然海岸のののの喪失喪失喪失喪失

Loss of Natural Seashore



すさまじいすさまじいすさまじいすさまじい自然改変自然改変自然改変自然改変のののの速度速度速度速度

Incredibly Accelerated Destruction of Nature

� 埋立埋立埋立埋立によるによるによるによる県土拡張県土拡張県土拡張県土拡張がががが全国全国全国全国でででで最最最最もももも急激急激急激急激にににに進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる県県県県がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県。。。。

Territorial expansion through land reclamation is very 
aggressive in Okinawa. 

� 2000年度年度年度年度のののの場合場合場合場合、、、、全国埋立面積全国埋立面積全国埋立面積全国埋立面積のののの4分分分分のののの1がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にありにありにありにあり、、、、これこれこれこれ

はははは全国第全国第全国第全国第1位位位位。。。。One forth of seashore reclamation in fiscal 
year 2000 in Japan was done in Okinawa. 

� 復帰後復帰後復帰後復帰後35年間年間年間年間のののの埋立面積埋立面積埋立面積埋立面積はははは与那国島与那国島与那国島与那国島のののの面積面積面積面積をををを超超超超えるえるえるえる。。。。

Total reclaimed area in the last 35 years (after 
reversion) is more than the area of Yonaguni Island.

� かくしてかくしてかくしてかくして、、、、自然自然自然自然のままののままののままののままの海岸線海岸線海岸線海岸線やややや湿地湿地湿地湿地はははは、、、、いまやいまやいまやいまや極極極極めてめてめてめて希少希少希少希少なもなもなもなも

のとなったのとなったのとなったのとなった。。。。So, very little natural seashore and wetland 
is left unspoiled in Okinawa. 



開発開発開発開発でででで失失失失われるわれるわれるわれるヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの緑緑緑緑

Destruction of forest in Yanbaru

土木工事土木工事土木工事土木工事のためののためののためののための林道林道林道林道のののの建設建設建設建設

Construction of forest road….
for what purpose?



Yanbaru
quail is 
eaten by 
stray 
cats.

沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムス

Okinawa Times

2001.12.19



沖縄にしかいないヤンバル

クイナ

沖縄沖縄沖縄沖縄のののの固有固有固有固有

種種種種ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル

クイナクイナクイナクイナはははは環環環環

境省境省境省境省のののの絶滅絶滅絶滅絶滅

危惧種危惧種危惧種危惧種ののののリリリリ

ストストストストにににに含含含含まままま

れているれているれているれている。。。。

Yanbaru
quail, an 
endemic 
specie of 
Okinawa, 

is now in 
danger of 
extinction.1981198119811981年発見年発見年発見年発見

Discovered in 1981



台風台風台風台風14号号号号(2000年年年年9月月月月13日日日日)でででで流出流出流出流出するするするする赤土赤土赤土赤土
Redsoil runoff after the typhoon 14  is 
suffocating the coral of Okinawa.



赤土赤土赤土赤土のののの堆積堆積堆積堆積でででで側面側面側面側面がががが白化白化白化白化したしたしたしたハマサンゴハマサンゴハマサンゴハマサンゴ類類類類（（（（白保白保白保白保））））

沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムス２００２２００２２００２２００２・・・・１１１１１１１１・・・・２０２０２０２０夕刊夕刊夕刊夕刊

Bleaching is taking place because of red soil in world 
famous coral system in Shiraho, Ishigaki Islands.



““““超超超超””””クルマクルマクルマクルマ社会沖縄社会沖縄社会沖縄社会沖縄

Okinawa, “super” automobile
dependent society

安里交差点安里交差点安里交差点安里交差点2005年年年年5月月月月13日日日日AM8：：：：00
Asato crossover in Naha City



温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量がががが急増急増急増急増するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄(1)
Greenhouse effect gas (GEG) emission in 
Okinawa is skyrocketing. (1)

� 1997年年年年12月月月月のののの京都会議京都会議京都会議京都会議でででで、、、、日本日本日本日本はははは2010年年年年のののの温室温室温室温室
効果効果効果効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量をををを1990年年年年にににに比比比比べてべてべてべて6%減減減減らすことをらすことをらすことをらすことを

世界世界世界世界にににに約束約束約束約束。。。。

In December 1997, in Kyoto, Japan pledged 
to reduce GEG emission by 6% until 2010 
compared to that in 1990. (Kyoto Protocol) 

� しかししかししかししかし、、、、日本日本日本日本全体全体全体全体でででではははは、、、、2000年年年年にはにはにはには1990年年年年のののの8%増増増増

したしたしたした。。。。However, Japan increased GEG emission 
by 8% in 2000 compared to that in 1990. 



温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量がががが急増急増急増急増するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄(2)
Greenhouse effect gas (GEG) emission in 
Okinawa is skyrocketing.(2)

�沖縄沖縄沖縄沖縄のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量はははは、、、、1990年年年年
からからからから2000年年年年までまでまでまで、、、、何何何何とととと31%増加増加増加増加したしたしたした。。。。
GEG emission in Okinawa increased by 31% 
in 2000 compared to that in 1990.

�沖縄沖縄沖縄沖縄でででで温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスをををを一番出一番出一番出一番出しているのしているのしているのしているの

はははは、、、、自家用車自家用車自家用車自家用車であるであるであるである。。。。

No.1 generator of GEG in Okinawa are 
automobiles.



透明透明透明透明なななな沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海海海海をををを次世代次世代次世代次世代にににに渡渡渡渡せるのかせるのかせるのかせるのか？？？？

Is it possible for us to hand over this pristine sea unspoiled to the next generation?

海面上昇海面上昇海面上昇海面上昇しししし砂浜砂浜砂浜砂浜がなくなったらがなくなったらがなくなったらがなくなったら沖縄沖縄沖縄沖縄はどうするはどうするはどうするはどうする？？？？

What should we do if white sand beaches disappear because of sea level rise? 

2100年年年年のののの海面上昇海面上昇海面上昇海面上昇がががが対対対対1990年年年年でででで59cmとなったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、

沖縄沖縄沖縄沖縄のののの砂浜砂浜砂浜砂浜はははは100%消失消失消失消失するとするとするとすると専門家専門家専門家専門家はははは予測予測予測予測。。。。

Experts’ prediction is that all sand beaches in Okinawa will disappear
if  sea level rise in 2100 is ５９５９５９５９cm compared with 1990. 



地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖化化化化・・・・

海面上昇海面上昇海面上昇海面上昇はははは

既既既既にににに進行中進行中進行中進行中

Global warming 
and sea level rise 
are now in 
progress. 



沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をまとめればをまとめればをまとめればをまとめれば・・・・・・・・・・・・(1)
Summarizing the present situation of Okinawa……(1)

� 地元経済地元経済地元経済地元経済がががが（（（（安直安直安直安直にににに））））潤潤潤潤うことをうことをうことをうことを優先優先優先優先

Priority has been given to easy booms in local  economy. 

埋立埋立埋立埋立・・・・土地改良土地改良土地改良土地改良・・・・林道建設等林道建設等林道建設等林道建設等

工事工事工事工事のためののためののためののための工事工事工事工事。。。。多多多多くのくのくのくの

埋立地埋立地埋立地埋立地はははは利用利用利用利用されずされずされずされず遊休化遊休化遊休化遊休化

Public works for their own sake such as land reclamation, 

land improvement and forest road construction.  Many of the 
reclaimed lands are not used and idle.



沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をまとめればをまとめればをまとめればをまとめれば・・・・・・・・・・・・(2)
Summarizing the present situation of Okinawa……(2)

� 生活生活生活生活のののの利便性利便性利便性利便性のののの追求追求追求追求

Pursuit of convenient life

極端極端極端極端ななななクルマクルマクルマクルマ社会社会社会社会

温暖化温暖化温暖化温暖化ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量のののの急増急増急増急増

沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未来未来未来未来へのへのへのへの死死死死のののの宣告宣告宣告宣告

Extremely automobile dependent society

Rapid increase of GHG emission

Death sentence to the future of Okinawa 



沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をまとめればをまとめればをまとめればをまとめれば・・・・・・・・・・・・(3)
Summarizing the present situation of Okinawa……(3)

� 歩歩歩歩かないかないかないかない生活生活生活生活

� ファーストフードファーストフードファーストフードファーストフードのののの蔓延蔓延蔓延蔓延

Lack of exercise

Proliferation of fast  food

� 全国一全国一全国一全国一のののの肥満県肥満県肥満県肥満県

Worst 1 fat prefecture



沖縄沖縄沖縄沖縄のののの““““超超超超””””楽天主義楽天主義楽天主義楽天主義

“Super” optimism in Okinawa

� 「「「「快適快適快適快適なななな日日日日々々々々のののの生活生活生活生活のののの追求追求追求追求」」」」とととと「「「「素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全」」」」がががが両立両立両立両立しがたいしがたいしがたいしがたい

ところにまでなっているところにまでなっているところにまでなっているところにまでなっている。。。。

“Pursuit of comfortable daily life” and “conservation of 
beautiful natural environment” are becoming incompatible. 

� にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、われわれのわれわれのわれわれのわれわれの対応対応対応対応はははは、、、、概概概概ねねねね「「「「なんなんなんなんくるないさくるないさくるないさくるないさーーーー」」」」であるであるであるである。。。。言言言言いいいい換換換換

えればえればえればえれば・・・・・・・・・・・・・・・・

However, our response is generally “something will come of it”.   
In other words,……

� 現実現実現実現実をををを直視直視直視直視しないしないしないしない。。。。

We don’t face the reality directly.

� 今今今今さえさえさえさえ良良良良ければければければければ良良良良いいいい。。。。

It’s OK as long as it’s OK now.

� このこのこのこの社会心理社会心理社会心理社会心理をどうみるのかをどうみるのかをどうみるのかをどうみるのか？？？？どうすればよいのかどうすればよいのかどうすればよいのかどうすればよいのか？？？？

How do you evaluate this social psychology? What should we 
do?



このこのこのこの社会心理社会心理社会心理社会心理をどうみるのかをどうみるのかをどうみるのかをどうみるのか？？？？

How do you evaluate this social psychology?

� 自然自然自然自然のままにのままにのままにのままに任任任任せていればせていればせていればせていれば何何何何とかなったとかなったとかなったとかなった豊豊豊豊かなかなかなかな亜亜亜亜

熱帯環境下熱帯環境下熱帯環境下熱帯環境下ではではではでは、、、、このこのこのこの社会心理社会心理社会心理社会心理はははは当然当然当然当然であるであるであるである。。。。容容容容

易易易易にはにはにはには変変変変えられないえられないえられないえられない。。。。 This psychology is quite natural 
in subtropical environment where everything is easygoing.   
It is tough to change this social psychology.

� 「「「「かくあるべきかくあるべきかくあるべきかくあるべき」」」」というというというというべきべきべきべき論論論論ではではではでは人人人人はははは動動動動かないかないかないかない。。。。

「「「「我慢我慢我慢我慢しろしろしろしろ」」」」ではではではではダメダメダメダメ。。。。We cannot convince people 
through such messages as “you should …” , “we should
…” , “be patient” and “deny yourself”.



我我我我々々々々のののの課題課題課題課題

「「「「快適快適快適快適なななな日日日日々々々々のののの生活生活生活生活のののの追求追求追求追求」」」」とととと「「「「素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい自自自自

然環境然環境然環境然環境のののの保全保全保全保全」」」」をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして両立両立両立両立させさせさせさせ、、、、われわれわれわれ

われのわれのわれのわれの日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をををを持続可能持続可能持続可能持続可能なものにするなものにするなものにするなものにする

のかのかのかのか？？？？

Our Challenge       

To make our comfortable daily life compatible with 
the conservation of beautiful nature.

To change our daily life into a sustainable one.



どうすればどうすればどうすればどうすれば良良良良いのかいのかいのかいのか？？？？

How to achieve it?

� 満足感満足感満足感満足感、、、、達成感達成感達成感達成感をををを得得得得るるるる方法方法方法方法をををを変変変変えていくことえていくことえていくことえていくこと。。。。新新新新しいしいしいしいスタイルスタイルスタイルスタイル

（＝（＝（＝（＝環境環境環境環境にににに大大大大きなきなきなきな負荷負荷負荷負荷をかけないをかけないをかけないをかけない））））でででで““““気持気持気持気持ちよいことちよいことちよいことちよいこと、、、、嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい

ことことことこと、、、、誇誇誇誇らしいことらしいことらしいことらしいこと””””をををを実現実現実現実現していくことしていくことしていくことしていくこと。。。。

To change the ways to get satisfaction and sense of 
accomplishment.  To become comfortable, happy and proud 

through a new eco-friendly lifestyle.

� モノモノモノモノややややエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーなどなどなどなど多量多量多量多量のののの資源消費資源消費資源消費資源消費でででで満足感満足感満足感満足感をををを得得得得るるるる社会社会社会社会かかかか

らららら別別別別のののの形形形形（＝（＝（＝（＝環境環境環境環境にににに大大大大きなきなきなきな負荷負荷負荷負荷をかけないをかけないをかけないをかけない））））でよりでよりでよりでより大大大大きなきなきなきな満足満足満足満足

感感感感をををを得得得得られるられるられるられる社会社会社会社会へへへへ。。。。

To change current society where we get satisfaction through 
mass consumption of resources into a society where we can 
get greater satisfaction in a different eco-friendly way.   



例例例例えばえばえばえば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

For example…

� 足元足元足元足元のののの街街街街づくりへのづくりへのづくりへのづくりへの参加参加参加参加でででで自己実現自己実現自己実現自己実現。。。。

Self-fulfillment through the participation in community 
activities. 

� 緑緑緑緑のまちづくりでのまちづくりでのまちづくりでのまちづくりで歩歩歩歩きたくなるまちをきたくなるまちをきたくなるまちをきたくなるまちを創造創造創造創造。。。。

Greening of my town making it attractive to walkers.

� 地産地消地産地消地産地消地産地消でででで地域内産業連関地域内産業連関地域内産業連関地域内産業連関をををを強化強化強化強化しししし（（（（エコエコエコエコ観光観光観光観光→→→→健康食品健康食品健康食品健康食品→→→→

地元有機農業地元有機農業地元有機農業地元有機農業）、）、）、）、環境環境環境環境にににに大大大大きなきなきなきな負荷負荷負荷負荷をかけないをかけないをかけないをかけない新新新新しいしいしいしい仕事仕事仕事仕事をををを創創創創

出出出出。。。。それにかかわることからそれにかかわることからそれにかかわることからそれにかかわることから生生生生まれるまれるまれるまれる誇誇誇誇りりりり。。。。

Strengthening of inter-industrial relationship in the region 
through “local consumption of local products” (eco-tourism 
→→→→healthy foods→→→→organic farming) and creation of new eco-
friendly jobs.  Involvement in this mission will create pride. 



形形形形をををを変変変変えたえたえたえた天天天天のののの恵恵恵恵みみみみ

Blessing in Disguise

� 三位一体改革三位一体改革三位一体改革三位一体改革によるによるによるによる沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの補助金補助金補助金補助金のののの削減削減削減削減はははは、、、、軌道修正軌道修正軌道修正軌道修正、、、、

スタイルスタイルスタイルスタイル変更変更変更変更のののの絶好絶好絶好絶好のののの機会機会機会機会。。。。

Reduction of subsidy to local governments such as Okinawa 
through “trinity reform” is a good chance for us to change 

our track and style.

� おまかせおまかせおまかせおまかせ民主主義民主主義民主主義民主主義やたかりやたかりやたかりやたかり根性根性根性根性にににに決別決別決別決別しししし、、、、自自自自らのらのらのらの手手手手でででで地域社地域社地域社地域社

会会会会をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく参画型民主主義参画型民主主義参画型民主主義参画型民主主義をををを実践実践実践実践しようしようしようしよう。。。。

Let’s put an end to our sponging mentality and irresponsible 
democracy that gives free hand to others.  Let’s practice 
participatory democracy building local communities by 
ourselves.



まずはまずはまずはまずは足元足元足元足元のののの大学大学大学大学をををを環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい大学大学大学大学にににに！！！！

Let’s change the university campus into an eco-friendly one!

Okinawa University



●●●●沖縄大学沖縄大学沖縄大学沖縄大学01010101・・・・10101010・・・・26262626

ににににエコエコエコエコ・・・・キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス

宣言宣言宣言宣言

●●●● 02020202・・・・05050505・・・・17171717にににに九州九州九州九州

沖縄地区沖縄地区沖縄地区沖縄地区のののの大学大学大学大学としとしとしとし

てててて初初初初めてめてめてめて環境環境環境環境ISOISOISOISOのののの

認証取得認証取得認証取得認証取得

Okinawa Univ’s Eco-
Campus Declaration 

(2001.10.26)

Acquisition of ISO  
14001 certification 
on 2002.5.17
(First univ. in   
Kyushyu-Okinawa  
area)



学内各所学内各所学内各所学内各所ででででエコキャンパスエコキャンパスエコキャンパスエコキャンパスであることをであることをであることをであることを広報広報広報広報

Eco-Campus Declaration Signboard 



エコバッグエコバッグエコバッグエコバッグをををを手手手手にしたにしたにしたにした新入生新入生新入生新入生エコバッグエコバッグエコバッグエコバッグをををを手手手手にしたにしたにしたにした新入生新入生新入生新入生

New Students with EcoNew Students with Eco--bagsbags



沖縄大学沖縄大学沖縄大学沖縄大学のののの駐車場問題駐車場問題駐車場問題駐車場問題

Shortage of parking area in Okinawa Univ.

� 沖大沖大沖大沖大ではではではでは駐車場利用希望者約駐車場利用希望者約駐車場利用希望者約駐車場利用希望者約1000100010001000名名名名にににに対対対対しししし駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペース

がががが約約約約430430430430台台台台とととと圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに駐車場不足駐車場不足駐車場不足駐車場不足。。。。

Although more than 1000 students and staffs want to have 
their parking spaces, the capacity is only for 430.

� 都市内都市内都市内都市内のののの大学大学大学大学のためのためのためのため駐車駐車駐車駐車スペーススペーススペーススペースのののの確保確保確保確保がががが極極極極めてむずかめてむずかめてむずかめてむずか

しいしいしいしい。。。。

It is quite difficult to acquire additional parking areas 
because Okinawa Univ. is located in urban congested area.

� 教職員教職員教職員教職員・・・・学生学生学生学生のののの通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学にににに支障支障支障支障をきたすだけでなくをきたすだけでなくをきたすだけでなくをきたすだけでなく、、、、

路上駐車路上駐車路上駐車路上駐車などでなどでなどでなどで地域社会地域社会地域社会地域社会にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をかけているをかけているをかけているをかけている。。。。

Problem of transportation is quite serious for students and 
staffs.  Road side parking is also very troublesome for 
neighbors. 



脱脱脱脱クルマクルマクルマクルマ社会社会社会社会をめざしたをめざしたをめざしたをめざした沖大沖大沖大沖大のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ(1)
Okinawa Univ’s endeavor to establish a post-automobile society (1)

� ２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍ以内居住者以内居住者以内居住者以内居住者にはにはにはには駐車許可証駐車許可証駐車許可証駐車許可証をををを発行発行発行発行しないしないしないしない

（（（（障害者障害者障害者障害者をををを除除除除くくくく）。）。）。）。

Not to issue parking permits to the students living within 
2km radius from the University (except handicapped 
students).

� 2003200320032003年年年年11111111月月月月からからからから、、、、専任教職員専任教職員専任教職員専任教職員にはにはにはには駐車許可証駐車許可証駐車許可証駐車許可証をををを

発行発行発行発行せずせずせずせず、、、、周辺周辺周辺周辺のののの民間駐車場民間駐車場民間駐車場民間駐車場をををを斡旋斡旋斡旋斡旋。。。。

Not to issue parking permits to faculty members 
and university staffs except part-time teachers 
since Nov. 2003.



脱脱脱脱クルマクルマクルマクルマ社会社会社会社会をめざしたをめざしたをめざしたをめざした沖大沖大沖大沖大のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ(2)
Okinawa Univ’s endeavor to establish a post-automobile society (2)

� 構内構内構内構内駐車場駐車場駐車場駐車場についてはについてはについてはについては、、、、学生学生学生学生についてもについてもについてもについても、、、、2004200420042004年年年年5555月月月月からからからから

低額低額低額低額のののの料金料金料金料金をををを徴収徴収徴収徴収。。。。学外駐車場学外駐車場学外駐車場学外駐車場はははは、、、、引引引引きききき続続続続きききき無料無料無料無料。。。。

To charge low-rate parking fee on students in the case of on-
campus parking area.  Parking is free in the case of off-
campus parking areas (3 within 7 minutes walking distance 
from the campus) .  

� 公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの利便性回復利便性回復利便性回復利便性回復のののの努力努力努力努力。。。。

Endeavor to recover the convenience of public transportation 
service. 

� 足元足元足元足元のののの地域地域地域地域からのからのからのからの歩歩歩歩きたくなるまちづくりきたくなるまちづくりきたくなるまちづくりきたくなるまちづくり。。。。

Participatory town planning to convert the neighboring area 
into an area attractive to walkers. (Greening of nearby areas 
by planting jasmine trees)  



有料化有料化有料化有料化したしたしたした構内駐車場構内駐車場構内駐車場構内駐車場

on-campus pay car park



沖大沖大沖大沖大のののの構想構想構想構想（（（（１１１１））））Idea (1)
パークアンドライドパークアンドライドパークアンドライドパークアンドライド方式方式方式方式のののの活用活用活用活用

Use of Park and Ride System

� 南北南北南北南北のののの適当適当適当適当なななな場所場所場所場所

にににに駐車場駐車場駐車場駐車場をををを確保確保確保確保するするするする

ことがことがことがことが困難困難困難困難。。。。

It is not so easy to acquire 
sites for North and South 
car parks.

� まちまちまちまち全体全体全体全体としてのとしてのとしてのとしての

都市計画都市計画都市計画都市計画がががが不可欠不可欠不可欠不可欠。。。。

Urban planning that covers 
the whole city is necessary.

北部駐車場北部駐車場北部駐車場北部駐車場

南部駐車場南部駐車場南部駐車場南部駐車場

沖大沖大沖大沖大

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

North Car Park

South Car Park

Shuttle Bus

Shuttle Bus

Okidai



沖大沖大沖大沖大のののの構想構想構想構想（（（（２２２２））））Idea (2)

循環循環循環循環コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

バスバスバスバスのののの導入導入導入導入

introduction of circular   
community buses

寄宮寄宮寄宮寄宮

国場国場国場国場与儀与儀与儀与儀

沖縄大学沖縄大学沖縄大学沖縄大学

路線路線路線路線バスバスバスバス

路線路線路線路線バスバスバスバス

路
線

路
線

路
線

路
線
バ
ス

バ
ス

バ
ス

バ
ス

沖大前沖大前沖大前沖大前

（（（（注注注注））））

現在現在現在現在、、、、修正修正修正修正したしたしたした路線路線路線路線でででで構想構想構想構想がががが実現実現実現実現

（ＥＣＯ（ＥＣＯ（ＥＣＯ（ＥＣＯままままーーーーるいちゃりるいちゃりるいちゃりるいちゃりバスバスバスバス））））

Modified service is now in operation. 

bus on a regular route

bus on a regular route

bus

Okinawa Univ.

Yogi Kokuba

Yorimiya

Okidaimae
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Okidai’s idea is 
now implemented
after modification. 
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過剰使用過剰使用過剰使用過剰使用によるによるによるによる水水水水資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇

Water resource shortage is quite serious in Okinawa.

Fukuchi Reservoir



雨水利用雨水利用雨水利用雨水利用にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ沖縄大学沖縄大学沖縄大学沖縄大学((((２２２２号館屋上号館屋上号館屋上号館屋上))))

Rooftop Rainwater Storage in Okinawa Univ. (Building No.2)



沖縄大学沖縄大学沖縄大学沖縄大学のののの下水処理施設下水処理施設下水処理施設下水処理施設

Waste water treatment facility of Okinawa University



故故故故宇井教授宇井教授宇井教授宇井教授のののの環境教育環境教育環境教育環境教育（（（（沖縄沖縄沖縄沖縄のののの水問題水問題水問題水問題））））

Environmental education conducted by the late Prof. Ui
on the issue of water resources in Okinawa.



雨水雨水雨水雨水とととと処理水処理水処理水処理水ををををトイレトイレトイレトイレでででで使用使用使用使用

Reuse of Rainwater and Treated Wastewater in Toilets



ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ

ト
イ
レ
にに にに
雨
水

雨
水

雨
水

雨
水
やや やや
下
水
処
理
水

下
水
処
理
水

下
水
処
理
水

下
水
処
理
水
をを をを
再
利
用

再
利
用

再
利
用

再
利
用

し
て
い
る
こ
と
を

し
て
い
る
こ
と
を

し
て
い
る
こ
と
を

し
て
い
る
こ
と
を
知知 知知
ら
せ
る

ら
せ
る

ら
せ
る

ら
せ
る
掲
示

掲
示

掲
示

掲
示

Notice about
the reuse of 
treated 
wastewater
in toilets



ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

Thank you for your kind attention.

沖縄大学沖縄大学沖縄大学沖縄大学学長学長学長学長

桜井国俊桜井国俊桜井国俊桜井国俊

Kunitoshi Sakurai, PhD
President, Okinawa University


