
平成28年度活動報告
八重山環境ネットワーク

実施年月日 時　間 開　　催　　名　　称 実　施　　場　所 参　加　　者

八重山環
境ネットワ
ーク

7月10日 ビーチクリーンアップ 西表島鹿の川海岸 八重山環境ネットワーク会員

石垣海上保安部

5月8日 終日 海洋環境パネル展 石垣市ハーリー大会会場 石垣海上保安部警備救難課

6/13～6/19 終日 海洋環境パネル展 石垣港離島ターミナルロビー 石垣海上保安部警備救難課

7/13～7/20 終日 海洋環境パネル展 石垣港離島ターミナルロビー 石垣海上保安部警備救難課

5月26日 1400～1530 海洋環境教室 宮良小学校 6年生児童40名

周年（休日、祝日） 実施時 ビーチクリーンアップ 八重山環境ネットワーク会員主催による各種ビーチクリーンに参加(石垣海上保安部・石垣航空基地職員)

石垣航空
基地

周年 フライトにあわせ
海洋汚染、沿岸漂着物
の監視

石垣管内海域 石垣航空基地職員

石垣市 周年 実施にあわせ 石垣島内の各種ビーチクリーンアップゴミの回収作業

海Loveネットワーク

4月5日 1000-1200 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・ボランティア等21名

5月5日 1000-1200 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・ボランティア等２２名

10月30日 0900-1400 海・LoveLoveフェスタ 野底下地海岸 会員・ボランティア等４８０名

11月5日 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・ボランティア等25名

12月5日 ビーチクリーンアップ 米原海岸

1月5日 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・ボランティア等15名

3月5日 1000-1200 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・ボランティア等21名

石垣ビーチクリーンクラブ

11月23日 ビーチクリーンアップ 吉原海岸

12月25日 1000-1200 ビーチクリーンアップ 吉原海岸 会員・一般参加者等

1月29日 1000-1200 ビーチクリーンアップ 吉原海岸 会員・一般参加者等

2月25日 ビーチクリーンアップ 吉原海岸

3月26日 1000-1200 ビーチクリーンアップ 吉原海岸 会員・一般参加者等

八重山土
木事務所

平成28年11月
～　　　　　　　　

平成29年2月

海岸漂着物回収処理業
務委託

西表北東部海岸一帯（船浦橋東、ナダラ
橋西、東、クーラ端東、西、ゲータ川西、
赤離島、赤離島東、西船裏橋北、野原崎
西、由布北）

（有）池村建設及び地元住民

4月17日 ビーチクリーンアップ 星砂海岸 会員及び地域住民　計54名

5月22日 ビーチクリーンアップ 上原港周辺 会員及び地域住民　計44名
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西表島エコツーリズム協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西表島エコツーリズム協会

6月19日 ビーチクリーンアップ 南風見田忘勿石 会員及び地域住民　計95名

7月10日 ビーチクリーンアップ 鹿川海岸

8月14日 ビーチクリーンアップ 船浦湾西 会員及び地域住民　計11名

8月19日～　　
24日

環境教育・普及啓発 西表島 党内小中学生延べ48名

10月29日 ビーチクリーンアップ 船浦湾東 会員及び地域住民　計44名

11月2日 協議会 沖縄県海岸漂着物対策推進地域協議会

11月6日 ビーチクリーンアップ 中野海岸 会員及び地域住民　計42名

11月28日 協議会
沖縄県海岸漂着物の発生抑止対策ワー
キンググループ

12月17日 ビーチクリーンアップ 星砂海岸 会員及び地域住民　計29名

1月22日 ビーチクリーンアップ 上原港周辺 会員及び地域住民　計60名

2月10日～　　　
12日

沖縄県漂着物対策推進
事業

東アジア地域漂着ゴミ交流事業に参加

2月19日 ビーチクリーンアップ ホネラ海岸 会員及び地域住民49名

3月15日 協議会
沖縄県海岸漂着物の発生抑止対策ワー
キンググループ

3月20日 ビーチクリーンアップ 南風見田海岸 会員及び地域住民73名

3月20日 ビーチクリーンアップ 南風見田海岸 会員及び地域住民

西表エコプロジェクト

4月17日 1130～1700 ビーチクリーンアップ 星砂海岸
会員、上原ストームズ　　　　　　　　
上原ドリームズ、一般　計54名

4月13日 0830～1100 ビーチクリーンアップ 中野海岸 会員、上原子供会、一般

5月22日 1100～1630 ビーチクリーンアップ 上原港周辺海岸
会員、浦内子供会、上原子供会　　
　一般　計56名

5月30日 1130～1530 漂着ゴミ撤去運搬 上原港～鳩間島 西表エコプロジェクト

6月19日 1400～1730 ビーチクリーンアップ 忘勿石
会員、大原スポーツ少年団　　　　　
大原中バスケ部　計95名

7月11日 1500～1630 漂着ゴミ撤去運搬 上原港～鳩間島 上原港～鳩間島

8月14日 1300～1900 ビーチクリーンアップ 船浦湾西 会員及び地域住民

10月6日 漂着ゴミ撤去運搬 上原港～鳩間島 上原港～鳩間島

10月29日 1600～1820 ビーチクリーンアップ 船浦湾東 会員、地域住民　計43名

11月6日 0900～1130 ビーチクリーンアップ 中野海岸
会員、西の子ミニバスケ部、白浜
子供会、西表中学校バトミントン
部、剣道部、一般　計81名

12月17日 1330～1700 ビーチクリーンアップ 星砂海岸 会員、地域住民　計29名

1月22日 1300～1700 ビーチクリーンアップ 上原港周辺
会員、上原ストームズ　　　　　　　　
上原ドリームズ、一般　計59名

2月14日 1330～1530 ビーチクリーンアップ 船浦港北海岸 会員、沖縄森林管理所

2月19日 1400～1730 ビーチクリーンアップ ホネラ海岸
会員、大原スポーツ少年団　　　　　
一般　計49名

3月20日 1320～1700 ビーチクリーンアップ 南風見田海岸 会員、大原スポーツ少年団　　　　　
一般　計78名

アウトフッ
ターユニ

オン

9月11日 サンゴの大規模白化空
撮

米原Ｗリーフ

10月２４
アメリカザリガニ生息調
査

荒川の滝

10月30日 海Loveフェスタ協力 野底下地海岸

 2



環境省　石垣・西表自然保護官事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境省　石垣・西表自然保護官事務所

5月29日 子供パークレンジャー事業 吹通川下流-上流（野底）
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　10名

5月31日 子ども自然ふれあい事業 真喜良小学校 真喜良小学校　61名

6月9日 子ども自然ふれあい事業 真喜良小学校プール 真喜良小学校　61名

6月16日 子ども自然ふれあい事業 フサキリゾートビレッジ 真喜良小学校　61名

6月24日 子供パークレンジャー事業 野底林道太平洋側（伊野田北方）
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　　　14名

6月28日 子ども自然ふれあい事業 真喜良小学校 真喜良小学校　61名

7月12日 子ども自然ふれあい事業 真喜良小学校 真喜良小学校　61名

7月15日 子供パークレンジャー事業 平久保川中流(平久保)
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　　　12名

7月29日 子供パークレンジャー事業 平野海岸
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　　　1３名

9月10日 海の自然教室 米原海岸 一般参加者　１６名

9月10日
マリンワーカー事業(石垣地
域)ウミガメ繁殖地等保全事
業

明石海岸
石垣市観光交流協会　明石
公民館　36名

9月24日
マリンワーカー事業(石垣地
域)ウミガメ繁殖地等保全事
業

白保海岸
石垣市観光交流協会　NPO
法人夏花　24名

10月1日
マリンワーカー事業(石垣地
域)ウミガメ繁殖地等保全事
業

米原海岸
石垣市観光交流協会　米原
公民館　15名

10月1日
マリンワーカー事業(石垣地
域)ウミガメ繁殖地等保全事
業

先枝海岸
石垣市観光交流協会　崎枝
公民館　34名

10月2日
マリンワーカー事業(石垣地
域)ウミガメ繁殖地等保全事
業

伊原間海岸
石垣市観光交流協会　伊原
間公民館　24名

10月2日
マリンワーカー事業(石垣地
域)ウミガメ繁殖地等保全事
業

川平海岸
石垣市観光交流協会　川平
公民館　24名

10月10日 子どもパークレンジャー事業 野底多良間の浜
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　20名

11月10日 子ども自然ふれあい事業 真喜良小学校 真喜良小学校　61名

11月19日 子どもパークレンジャー事業 平野ー明石
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　11名 

11月27日 子どもパークレンジャー事業
国際サンゴセンター、八重山漁協サンゴ養殖体
感施設

北部地域在住小学3年生～
中学3年生　10名

１０月８日～　　
３月２３日

オニヒトデ駆除業務 崎山湾網取湾自然環境保全地域
竹富町ダイビング組合　延べ
110名

通年 マリンワーカー事業
竹富島、小浜島、黒島、西表島、鳩間島、波照間
島

西表国立公園を美しくする会　
延べ687名

通年
マリンワーカー事業（オニヒト
デ駆除）

マーサグチ、タキドングチ海域公園地区、石西礁
湖北礁斜面～ヨナラ水道、竹富島南、ゴノカタ、
黒島北、パナリ西、インダビシ付近

石垣島マリンレジャー協同組
合　延べ264名

WWWサン
ゴ礁保護
研究セン
ター／ 

白保魚湧
く海保全
協議会／
NPO夏花

4月23日 環境教室 大浜小学校 4年生95名

4月24日
16周年記念イベント　　　　
　楽しいサンゴ礁の生き
物　のお話　　　

白保サンゴ村 石垣市民等２０名

9月15日
八重山サンゴ白化情報
プロジェクト説明会

白保サンゴ村
八重山地域のエコツアー、ダイビ
ング業者、主ノー家リング業者、環
境保全ＮＰＯ等15名

1月16日 サンゴ認定制度勉強会 大浜信泉記念館多目的ホール
認定制度に興味を持つ事業者、石
垣市･竹富町役場関係者等25名

2月24日
米原海岸利用ルール作り
検討会

環境省国際サンゴ礁研究・モニタリングセ
ンター

米原公民館長、観光事業者、石垣
市役所関係者、海上保安庁職員、
八重山漁業協同組合関係者等22
名

2月25日～　　　
3月12日

サンゴ礁ウィーククイズラリ
ー

白保サンゴ村 参加者89名
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3月5日 サンゴの日イベント 白保サンゴ村
白保中学校生徒8人、地域住民十
数名

八重山サ
ンゴ礁保
全協議会

6月28日～　　　
7月4日

野底つんだら祭りへのリユー
ス食器貸出

野底小学校 100名

10月27日～　　
31日

海・LoveLoveフェスタへのリ
ユース食器貸出

野底小学校 ２００名以上

2月5日～8日
トレイルランへのリユース食
器貸出

伊原間 200名

2月13日～　　　
14日

石西礁湖自然再生協議会総
会へのリユース食器貸出

石垣市保健福祉センター 100名

2月～3月
サンゴ礁ウィークの実行委員
として参加

沖縄本島 200名以上

3月2日～6日 石垣島ＳＵＰグランプリ大会
へのリユース食器貸出

底地ビーチ

2月20日～　3
月16日

大東文化大の石垣島キャン
プへのリユース食器貸出

石垣島 30名
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八重山環境ネットワーク

備　考

中止

環境月間

環境月間

海の日

植竹海上保安協力員1名　　　
　　　　　　　石垣警備救難課
職員2名

ゴミ袋36袋、大型のゴミ91個
（マットレス、布団含）

ゴミ袋40袋、大型のゴミ31個、
コールタール1袋

発泡スチロール等154袋と大
型ゴミ335個を回収

ゴミ袋22袋、大型のゴミ
14個

ペットボトル、発砲などの拾っ
たゴミ袋、大型のゴミ32個（ロ
ープの塊含）

ペットボトル、発砲などの
拾ったゴミ７１袋、大型の
ゴミ138個（ロープの束
含）

雨天のため中止

ペットボトル26袋、発泡スチロ
ール23袋等78袋とブイ（大）8
個、発泡（大）20等を回収

ペットボトル26袋、発泡スチロ
ール23袋等78袋とブイ（大）8
個、発泡（大）20等を回収 
＊ペットボトル生産国調べ（中
国280、韓国40、ベトナム13、
日本8、台湾7、マレーシア
3、/本数）

雨天のため中止

ペットボトル35袋、発泡スチロ
ール25袋等111袋とブイ（大）
111個、発泡（大）3個等を回
収 
＊ペットボトル生産国調べ（中
国389、台湾21、日本19、マレ
ーシア13、ベトナム11、韓国
11/本数）

プラスチック類40.５トン

西表エコプロジェクトと共催

〃
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〃

中止

西表エコプロジェクトと共催

エコツー夏休み子供ウィーク
環境プログラムを実施　全6プ
ログラム

〃

八重山地区

西表エコプロジェクトと共催

西表エコプロジェクトと共催

〃

西表エコプロジェクトと共催

西表エコプロジェクトと共催

〃

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋13袋）

トン袋6袋

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋13袋）

発泡スチロールトン袋15袋

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋13袋）

発泡スチロールトン袋13袋

西表島エコツーリズム協会と
共催

発泡スチロールトン袋10袋

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋15袋）

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋６袋）

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋5袋）

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋7袋）

トン袋13袋

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋４袋、大型冷蔵
庫）

西表島エコツーリズム協会と
共催（トン袋5袋）

ドローンにより発火状況を撮
影しＹｏｕＴｕｂｅに投稿した

外来生物アメリカザリガニの
捕獲情報のあった荒川の滝
を調査した
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吹通川たんけん隊

養殖サンゴの観察

プール学習

ボートスノーケリング

夕暮れ時の生き物調査

フサキの絵巻作り

人に伝える方法を考える

平久保のサガリバナ群落
ボランティア作業

平野スノーケリング

スノーケル自然観察会

トラック１台（３８０ｋｇ）

トラック１台（１８０ｋｇ）

トラック１台（２００ｋｇ）

トラック１台（３５０ｋｇ）

トラック１台（２４０ｋｇ）

トラック１台（２８０ｋｇ）

自然の恵みを体感！お
かず取り入門

学習発表会

平野ー明石凸凹道サイク
リング

北部ＪＰＲ実験室

オニヒトデ総駆除数１，０
７５匹

総収量８９．１５袋（トン
袋）総日数２９日

オニヒトデ総駆除数７１匹

潮間帯観察会予定が悪
天候のためサンゴ村館内
でレクチャーした。

潮間帯観察会予定が悪
天候のためサンゴ村館内
でレクチャーした。

サンゴや環境保全に関するク
イズを館内3箇所に設置
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ＷＷＦ、ＮＰＯ、夏花の活動発
表。白保中学生徒の環境学
習キャンドル作りワークショッ
プ。
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