
実施年月日 主催者 行事内容 実　施　場　所 参　加　者 備　考

5月31日 石垣海上保安部 環境教室 石垣市立名蔵小学校
１．２年生、３．４年生、５．６年生の
３つの学級総勢２９名

7月5日 石垣海上保安部 環境教室 石垣市立富野小学校
１、２年生４名３、４、６年生８名の
合計１２名

7月13日 石垣海上保安部 環境教室 竹富町立竹富小学校
１、２年生１０名、３年生から６年生
１５名の合計２５名

12月19日 石垣海上保安部 海洋環境指導啓発
未来に残そう青い海・図画コン
クール

石垣

2012/3/2 石垣海上保安部 環境教室 八重山特別支援学校 中等部９名

8月26日 八重山環境ネットワーク 総会 石垣港湾合同庁舎２階（共用会議室） 会員２６名

10月30日 八重山環境ネットワーク ビーチクリーンアップ 西表島鹿ノ川海岸 会員等５３名
ペットボトル、漁具、プラスチック等であ
り、ゴミ袋約１８７袋分

2/16、3/15 海浜清掃 大浜海岸 14人 トラック３台

2/17、2/18、3/15 海浜清掃 白保海岸 ２７人 トラック８台

2月24日 海浜清掃 明石海岸 ２７人 トラック２台

2月25日 海浜清掃 伊土名海岸 ９人 トラック１台

2月27日 海浜清掃 名蔵海岸 ５人 トラック１台

6/25、9/4、12/10、
3/4

海浜清掃 比川浜 ３８人

7/23、12/21 海浜清掃 コンドイ浜 44人

7/30 、11/19、1/21、
3/10

海浜清掃 ナンタ浜 ５４人

7/9、10/8、1/14、3/20 海浜清掃 ダンヌ浜 ３８人

8/15、1/21 海浜清掃 干立海岸 ７７人

8/20、9/25 海浜清掃 南風見海岸 ７７人

2/20、2/21、3/16、
3/17

海浜清掃 伊野田海岸 ３０人 トラック７台

2/22、2/23、 3/19 海浜清掃 野底海岸 ２７人 トラック６台

　①5/14-19
　②9/4-11
　③11/3-9
　④H24/1/5-8

モニタリング調査（地域グリー
ンニューディール基金）

西表島美田良橋（85-01）
西表島星砂海岸（85-11）
西表島高那（86-11）
西表島由布北（86-14）
西表島南風見田の浜（87-09）
与那国島ナーマ浜（89-01）
与那国島祖納港東（89-05）
与那国島ツア浜（90-01）
与那国島カタブル浜（91-04）

平成23年度沖縄県海岸漂着物対
策事業受託業者及び地域住民

11月14日
回収調査（地域グリーン
ニューディール基金）

鳩間島屋良利浜、ナラリ浜、前浜
（83-03、10、11)

平成23年度沖縄県海岸漂着物対
策事業受託業者及びNPO法人西
表島エコツーリズム協会、地域住
民

回収量24

11月25日
回収調査（地域グリーン
ニューディール基金）

波照間島港東（84-01） 同上　計15名 回収量25

11月28日
回収調査（地域グリーン
ニューディール基金）

小浜島港南、トゥマールビーチ
（81-01、02）

同上　計54名 回収量59

12月21日
回収調査（地域グリーン
ニューディール基金）

竹富島港南（78-07） 同上　計28名 回収量39

八重山土木事務所
回収事業（地域グリーン
ニューディール基金）

石垣市北部海岸一帯
石垣市北東部海岸一帯
西表島北西部海岸一帯
西表島北東部海岸一帯
与那国島海岸一帯
のうち、土木建築部所管海岸

回収事業受託業者（及び地域住
民）

八重山農林水産振興
センター

回収事業（地域グリーン
ニューディール基金）

石垣島東部海岸一帯
石垣島西部海岸一帯
小浜島海岸一帯
与那国島南海岸一帯
のうち、農林水産部所管海岸

回収事業受託業者（及び地域住
民）
回収量等は現在整理中

八重山農林水産振興
センター

回収事業（地域グリーン
ニューディール基金）

石垣漁港
波照間漁港
西表漁港
久部良漁港の隣接海岸

回収事業受託業者（及び地域住
民）
回収量等は現在整理中

4月16日 うるずんの西表島干潟観察会 後良川河口 地元住民等15名
環境教育
干潟の観察会

5月18日
5月19日

子ども自然ふれあい事業
サンゴって何だろう～コーラル
ウォッチ

真栄里多田浜 八島小学校5年生　計54名
環境教育
イノーの観察会

6月10日
子ども自然ふれあい事業
一握りの砂に～タイムライン

明石小学校 明石小学校　計13名
環境教育
海岸についての環境学習

6月13日
子ども自然ふれあい事業
会いに行こう！一番長生きな
生き物に

明石東海岸 明石小学校　計13名
環境教育
スノーケル観察会

6月15日
子ども自然ふれあい事業
マングローブの七不思議

名蔵アンパル
環境省主催
八島小学校5年生　計57名

環境教育
干潟の観察会

6月17日
子ども自然ふれあい事業
地域の何でも年表をつくろう

明石小学校 明石小学校　計13名
環境教育
海に関する環境学習

8月24日
8月26日

美ら海観察会
海の自然教室（真栄里海岸）

真栄里海岸
八島小学校5年生と保護者　計10
名

環境教育
スノーケル観察会

9月19日
美ら海観察会
海の自然教室（米原）

国際サンゴ礁研究・モニタリング
センター

一般参加者34名
環境教育
海に関する環境学習

10月30日 コーラルウォッチ 八島小学校
八島小学校1年生と保護者　計55
名

環境教育
イノーの観察会

平成23年度　活動実施状況

沖縄県環境整備課

八重山土木事務所

環境省
石垣自然保護官事務
所
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実施年月日 主催者 行事内容 実　施　場　所 参　加　者 備　考

10月31日
子ども自然ふれあい事業
サンゴのテリトリーウォーズ

八島小学校 八島小学校5年生　計55名
環境教育
海に関する環境学習

11月2日
子ども自然ふれあい事業
漂着物って何だろう

明石小学校 明石小学校　計13名
環境教育
漂着ゴミの環境学習

11月8日
子ども自然ふれあい事業
海を旅するゴミたち

八島小学校 八島小学校5年生　計55名
環境教育
漂着ゴミの環境学習

11月16日
～11月19日

マリンワーカー事業
海底堆積ゴミクリーンアップ

竹富島北側海域
石垣島マリンレジャー協同組合　計
34名

海底堆積ゴミ清掃
タイヤ12本、船舵１個、漁網２束、フェン
ダー1本、鉄網1枚、ロープ類3束、ビー
チチェア、アンカー3本

12月27日
マリンワーカー事業
海底堆積ゴミクリーンアップ

竹富島北側海域
石垣島マリンレジャー協同組合　計
3名

2月12日
グリーンワーカー事業
白保海岸清掃

白保海岸
白保魚湧く海保全協議会・白保公
民館・白保中学校生徒・その他　計
100名

海岸清掃
燃えるゴミ5袋、燃えないゴミ40袋、資源
ゴミ60袋、有害ゴミ10袋、その他50袋を
回収（2.2t)

2月25日 名蔵アンパル干潟観察会 名蔵アンパル 一般参加者　20名
環境教育
干潟の観察会

3月4日
グリーンワーカー事業
伊原間海岸清掃

伊原間海岸 伊原間公民館・その他　計350名
海岸清掃
燃えるゴミ7袋、燃えないゴミ102袋、資
源ゴミ54袋、有害ゴミ9袋を回収（1.3t)

3月9日
3月10日

海の自然教室
イノーのコーラルウォッチ

真栄里多田浜
八島小学校5年生　計55名
一般参加者　計55名

環境教育
イノーの観察会

3月11日
グリーンワーカー事業
明石海岸清掃

明石海岸 明石公民館・その他　計80名

海岸清掃
燃えるゴミ2袋、燃えないゴミ17袋、資源
ゴミ3袋、有害ゴミ3袋、その他63袋を回
収（0.8t)

2012/3月20～21日
グリーンワーカー事業
黒島海岸漂着ゴミ清掃

黒島西の浜及び北側海岸 地域住民　計32名
海岸清掃
トン袋16袋分の廃プラを回収

3月25日
グリーンワーカー事業
名蔵海岸清掃

名蔵海岸
アンパルの自然を守る会・その他
計40名

海岸清掃
燃えるゴミ12袋、燃えないゴミ9袋、資源
ゴミ11袋、有害ゴミ3袋を回収（0.3t)

通年
マリンワーカー事業
オニヒトデ対策事業

ユイサーグチ周辺
竹富北～タキドングチ海域公園地
区

八重山漁協　660回（タンク本数）
オニヒトデ駆除
ユイサーグチ周辺　133個体
タキドングチ 5,829個体

4月2日 伝統漁具海垣の修復作業 白保竿原
白保中学校生徒会、白保魚湧く海
保全協議会、白保サンゴ村

4月5日 海垣漁体験 白保竿原
白保魚湧く海保全協議会、白保住
民、白保中学校、しらほこどもクラ
ブ、しらほサンゴ村

2011/7月5日～7日 アオサンゴ群落調査 白保アオサンゴ群落
しらほサンゴ村、白保魚湧く海保全
協議会、駒澤大学鈴木倫太郎氏

7月7日
白保小学校シュノーケル観察
会

白保サンゴ礁
白保小学校6年生対象、白保魚湧
く海保全協議会、しらほサンゴ村で
実施

8月28日
グリーンベルト大作戦
(月桃植え）

白保カラ岳
白保魚湧く海保全協議会、しらほ
サンゴ村、アサヒワンビールクラブ

月桃の苗600本

2011/9月23日～25日 やまんぐぅ自然学校 平久保、白保
白保魚湧く海保全協議会、しらほ
サンゴ村、沖縄大学、しらほこども
クラブ

しらほこどもクラブを対象とした自然体
験

10月21日
グリーンベルト大作戦
(月桃植え）

白保カラ岳
白保魚湧く海保全協議会、しらほ
サンゴ村、白保地域住民

月桃の苗1,300本

10月23日 海浜清掃 白保集落前～白保竿原
白保ハーリー組合、白保魚湧く海
保全協議会、しらほサンゴ村

軽トラック10台分のゴミを回収

12月18日
グリーンベルト大作戦
（月桃植え）

白保カラ岳
白保魚湧く海保全協議会、白保中
学校生徒会、しらほサンゴ村

月桃の苗700本

12月18日 海浜清掃 白保集落前～白保竿原
白保魚湧く海保全協議会、白保中
学校生徒会、白保住民、しらほサ
ンゴ村

軽トラック14台分のゴミを回収

3月10日
グリーンベルト大作戦
（月桃植え）

白保カラ岳
八重山農林高校、白保魚湧く海保
全協議会、しらほサンゴ村

月桃の苗1,000本

3月24日 伝統漁具海垣の漁体験 白保竿原
白保魚湧く海保全協議会、しらほ
サンゴ村、白保地域住民、しらほこ
どもクラブ

2011/6月～9月 ウミガメ産卵調査 白保海岸
白保中学校、しらほサンゴ村、地域
ボランティア

4月26日 ビーチクリーンアップ 船浦湾西・上原港掃除 24 名
軽トラック4 台分、トン袋13 袋、発泡ス
チロール運搬

4月29日 ビーチクリーンアップ ヒナイビーチ 船浦中

5月1日 ビーチクリーンアップ 星砂の浜

5月9日 環境学習 上原小学校 上原小学校

5月14日 環境学習 上原小学校 上原小学校 海山の危険生物探し

5月15日 ビーチクリーンアップ 中野海岸 22名
　発抱スチロールトン袋入れ運搬、18
袋上原港へ（油化作業準備）

5月16日 環境学習 上原小、上原幼稚園 上原小、上原幼稚園 海・山の危険生物について

6月6日 ビーチクリーンアップ 中野海岸 上原小58名

6月15日 ビーチクリーンアップ 上原港 19名 漂着ゴミ、流木撤去作業

6月19日 ビーチクリーンアップ 中野海岸 17名

西表エコプロジェク
ト

環境省
石垣自然保護官事務
所

白保魚湧く海保全協議
会&白保サンゴ村

2

kenichi-nakasato
-15-



実施年月日 主催者 行事内容 実　施　場　所 参　加　者 備　考

6月29日 ビーチクリーンアップ うなり崎 漂着ゴミ回収

7月18日 ビーチクリーンアップ
船浦湾西
上原港デンサ前浜、漁港船揚場

カヌー使用（7 名）
48名 トン袋4 袋

2011/8/14・15・16 ビーチクリーンアップ 船浦湾 漂流漂着ゴミ回収（カヌー）

8月27日 ビーチクリーンアップ マーレ 3名 漂着ゴミ回収運搬

8月29日 ビーチクリーンアップ ミミキリ浜 漂着ゴミ拾い

9月2日 ビーチクリーンアップ ナータ浜 京都精華大学（17 名）

9月2日 環境学習 京都精華大学（17 名）

9月3日 ビーチクリーンアップ 上原漁港 港内清掃、漂着ゴミ回収

9月5日 ビーチクリーンアップ ミミキリ浜 漂着ゴミ回収

9月11日 ビーチクリーンアップ ハトバナレ島 子供エコクラブ
漂着ゴミ回収、袋入れ、運搬（2 名） トン
袋6 袋

9月18日 ビーチクリーンアップ 西ゲータ 7名  トン袋6 袋

10月30日 ビーチクリーンアップ 鹿川 57名  トン袋13 袋4t ュニック車使用

H24.1.22 ビーチクリーンアップ 船浦湾西 12名 軽トラック3 台トン袋6 袋

2月12日 ビーチクリーンアップ 船浦湾西 14名 軽トラック4 台トン袋10 袋

2月16日 海岸調査 東京海洋大学大学院（3 名）

2月20日 ビーチクリーンアップ とぅどぅまり浜 回収漂着ゴミ分別、運搬

2月25日 ビーチクリーンアップ 南風見田 11名
軽トラック1 台トン袋3 袋 　運搬17 : 00
～ 18 : 30

2月26日 ビーチクリーンアップ 中野海岸 漂着ペットボトル運搬

2月19日 ビーチクリーンアップ 大崎海岸 IBCC・一般市民
燃えやさないゴミ23袋、ペットボトル10袋
発泡スチロール12袋、缶3袋、ビン4袋
等、中国からのバルーンを回収した。

3月24日 ビーチクリーンアップ 川平・ホーニフの浜 IBCC・一般市民
燃えやさないゴミ9袋、ペットボトル32
袋、発泡スチロール31袋、漁具5袋、ブ
イ53個等を回収した。

4月16日 ビーチクリーンアップ 白保・轟河口海岸 IBCC・一般市民
燃えやさないゴミ16袋、漁具5袋 ペット
ボトル20袋　発泡スチロール10袋　ブイ
55個等を回収した。

5月16日 ビーチクリーンアップ 白保・轟河口対岸
石垣島沿岸レジャー安全協議会・
IBCC（共催）

燃えやさないゴミ18袋、漁具5袋 ペット
ボトル35袋、発泡スチロール23袋と51
個、ブイ99個等を回収した。

10月9日 ビーチクリーンアップ 真栄里海岸 IBCC・一般市民 タバコフィルター2520本、他回収

11月13日
海Loveフェスタ実行委
員会

第３回海・LoveLoveフェスタin
石垣島

明石海岸
海Loveフェスタ実行委員会・一般市
民・観光客　732名

燃えやさないゴミ93袋、漁具27袋 ペット
ボトル95袋　発泡スチロール108袋　ブ
イ155個等を回収した。

石垣島ビーチクリーン
クラブ

西表エコプロジェク
ト
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