
平成29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 備　考

八重山環
境ネットワ
ーク

7月9日 1000～1200 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 58人参加、漂着ゴミトン袋１３．５
袋、瓶缶４５ℓ５袋

石垣海上保安部

5月29日 0800～1330 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 環境月間

6月21日 1600～1700 海洋環境教室
石垣市字大浜　 
学童保育竹の子クラブ 児童生徒54名 石垣警備救難課職員４名

7月10日 1400～1445 海洋環境教室 石垣市大字浜　大浜小学校 3年生64名 石垣警備救難課職員４名

7月17日 1000～1600 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 
石垣航空基地

石垣港みなとまつり

7月22日 0900～1300
海洋環境保護教室 
ビーチクリーン　　　　　　　　
　　　　

白保公民館、白保海岸 白保小中学生徒50名
海保職員60名、地域住民20
名

7月22日 0900～1500 海洋環境パネル展 石垣市総合体育館 石垣海上保安部警備救難課 環境省主催

8月30日 1300～15１0
海洋環境教室 
漂着ゴミの観察会

船浮小学校、イダの浜 生徒4名
教職員及び父兄10名 
石垣警備救難課職員4名

10月12日 1000～1130 海洋環境教室 石垣市字大川　海邦保育園 保育園児等70名 石垣海上保安部職員5名

11月7日 1000～1045 海洋環境教室
石垣市字真栄里　 
アスク真栄里保育園

保育園児51名 石垣海上保安部職員３名

周年（休日、祝日） 実施時 ビーチクリーンアップ 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
ゴミ袋36袋、大型のゴミ91個
（マットレス、布団含）

4月22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20名 ゴミ袋57袋、ブイ31個等

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50名 ゴミ袋８３袋、ブイ19個等

10月30日 0900～1400 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・ボランティア等　　名 ゴミ袋57袋、ブイ31個等

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
ゴミ袋22袋、大型のゴミ
14個

12月5日 ビーチクリーンアップ 米原海岸 ゴミ袋57袋、ブイ31個等

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
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）

3月4日 1030～1330 ビーチクリーンアップ 平野海岸 会員・一般参加者等１４５名 ゴミ袋４００袋等

3月18日 1000～1200 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・一般参加者等１７名 ゴミ袋４０袋等

石垣ビーチクリーンクラブ

4月22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20名 ゴミ袋57袋、ブイ31個等

5月5日 1000～1200 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員・一般参加者等50名 ゴミ袋８３袋、ブイ19個等

5月28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25名 ゴミ袋83袋等

12月23日 1400～1600 ビーチクリーンアップ 吉原海岸 会員・一般参加者等25名 ゴミ袋１００袋、冷蔵庫ドア等

1月27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23名 ゴミ袋44袋等
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2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27名 ゴミ袋80袋等

3月4日 1030～1330 ビーチクリーンアップ 平野海岸 会員・一般参加者等１４５名 ゴミ袋400袋等

3月18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17名 ゴミ袋４０袋等

八重山土
木事務所 7月27日

平成29年度河川・海岸愛
護月間　海岸清掃

大浜海岸
建設関係業者、地方公共団
体職員、地元住民など146名
が参加

一般ゴミ及び産業廃棄物
合わせて2㌧トラック4台
分のゴミを回収。

      西表島エコツーリズム協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西表島エコツーリズム協会

4月16日 ビーチクリーンアップ 星砂海岸
会員及び地域住民　 
計53名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）101.4袋

4月
小冊子「西表島　浦内川
の魚」制作・発行

4月23日
フォーラム「西表島　浦内
川の魚」開催

約80名

5月21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３０名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（45㍑袋）39.0袋

6月18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９８名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（45㍑袋）52.8袋

7月9日 ビーチクリーンアップ 鹿川海岸
八重山環境ネットワーク会
員、地域住民５８名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（45㍑袋）248.8袋

8月2日
世界遺産に関するレクチ
ャー「世界遺産を学ぼう」
開催

西表ヤマネコクラブメンバー・
サポーター約20名対象

8月13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

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）128.6袋

8月13日～ 
8月19日

島内小中学生向け環境
教育プログラム実施

延べ参加者54名 全７プログラム

9月10日 ビーチクリーンアップ 船浦湾西
会員及び地域住民　 
計9名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）87.9袋

10月17日 JICAエコツーリズム研修 JICA中南米研修員10名
漂着ゴミに関するレクチャー
及び回収体験を実施

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40名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）125.5袋

11月5日 ビーチクリーンアップ 中野海岸
会員及び地域住民　 
計66名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）104.7袋

12月19日
沖縄県海岸漂着物の発
生抑制対策ワーキング
グループ出席

12月16日 ビーチクリーンアップ 星砂海岸
会員及び地域住民　 
計27名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）５２．４袋

1月11日 西表ボタル観察会 参加者42名

1月21日
講演会「砂浜と生き物の
かかわり」開催

参加者51名

1月21日 ビーチクリーンアップ 上原港周辺海岸
会員及び地域住民　 
計67名

西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（45㍑袋）103.0袋

2月9日～ 
2月11日

沖縄県海岸漂着物対策
推進事業　東アジア地域
漂着ゴミ交流事業参加

2月18日 ビーチクリーンアップ ホネラ海岸 会員及び地域住民　計41名 西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）203.9袋

3月28日 ビーチクリーンアップ 中野海岸 会員及び地域住民　計39名
西表エコプロジェクトと共催 
回収総量（４５㍑袋）８２．０袋

12月16日～　　
　1月21日

沖縄県美ら島財団エコク
ーポン事業の活用

周年
西表島浦内川における
絶滅危惧魚類の調査・保
全

周年
白浜林道におけるアメリ
カハマグルマ駆除活動

  西表エコプロジェクト　　　　　　　　　    西表エコプロジェクト

4月16日 ビーチクリーンアップ 星砂海岸
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民５３名

漂着ゴミトン袋８袋 
瓶缶４５ℓ３袋
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4月26日 環境教育 上原小学校 上原小学校生徒
クリーン作戦、漂着ゴミの説
明

5月2日 ビーチクリーンアップ 中野海岸
上原小学校生徒及び教員 
「中野クリーン作戦」

漂着ゴミトン袋４袋

5月21日 ビーチクリーンアップ 上原港周辺海岸
エコプロジェクト及び子供会 
地域住民３０名

漂着ゴミトン袋３袋 
瓶缶４５ℓ２袋

6月9日 環境教育 古見の浦海岸
古見小学校生徒及び教員 
「ごみゼロ運動」

漂着ゴミトン袋２袋 
瓶缶４５ℓ４袋、冷蔵庫

6月18日 ビーチクリーンアップ 南風見田海岸・忘勿石
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民９７名

漂着ゴミトン袋５袋 
瓶缶４５ℓ５袋

7月9日 ビーチクリーンアップ 鹿ノ川海岸
八重山環境ネットワーク会
員、地域住民５８名

漂着ゴミトン袋１３．５袋 
瓶缶４５ℓ５袋

7月18日～ 
7月1９日

上原港清掃作業 上原港
エコプロジェクト及び地域住民２４
名

漂着ゴミトン袋２袋 
草軽トラ１７台

8月13日 ビーチクリーンアップ 船浦湾西側マングローブ林
エコプロジェクト及び地域住民１１
名

漂着ゴミトン袋５袋 
瓶缶４５ℓ７袋

9月5日 環境教育 祖納ニシの浜 神戸動物環境専門学校生徒５２名 講話と海浜清掃、トン袋１袋

9月10日 ビーチクリーンアップ 船浦湾ヤシミナト川周辺 エコプロジェクト及び地域住民９名
漂着ゴミトン袋７袋 
瓶缶４５ℓ３袋

10月29日 ビーチクリーンアップ 船浦港東側
カヌー組合員及びエコプロジェクト
及び地域住民４０名

漂着ゴミトン袋１０袋 
瓶缶４５ℓ２．５袋

11月5日 ビーチクリーンアップ 中野海岸
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民６６名

漂着ゴミトン袋９袋 
瓶缶４５ℓ１０袋

12月16日 ビーチクリーンアップ 星砂海岸
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民２６名

漂着ゴミトン袋３．５袋 
瓶缶４５ℓ３袋

1月21日 ビーチクリーンアップ 上原港周辺 西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民６６名

漂着ゴミトン袋１１袋 
瓶缶４５ℓ５袋

2月18日 ビーチクリーンアップ ホネラ海岸
西表エコプロジェクト及び子供エコ
クラブ、地域住民４２名

漂着ゴミトン袋１４袋 
瓶缶４５ℓ１２袋

3月9日～ 
3月10日

上原港清掃作業 上原港
西表エコプロジェクト及地域住民２
４名

漂着ゴミトン袋６袋、草軽トラ
１５台

3月28日 ビーチクリーンアップ 中野海岸
西表エコプロジェクト及び子供エコ
クラブ、地域住民、ＨＹ　３８名

漂着ゴミトン袋６袋、瓶缶４５ℓ
１０袋

アウトフッ
ターユニ

オン

3月12日 ビーチクリーンアップ 米原海岸 会員、ボランティア１５名

燃えないゴミ、ペットボトル、
漁具、発砲スチロール等３９
袋 
大きなブイや大型ゴミ３６個

     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　  　　環境省　石垣・西表自然保護官事務所
4月29日 イノーの生き物調査体験 多田浜海岸 一般参加者１６名

5月30日 子ども自然ふれあい事業 新川小学校 新川小学校５年生８０名 さんごってなに？

5月30日 子ども自然ふれあい事業 新川小学校 新川小学校５年生　８０名 サンゴの観察

6月9日 子ども自然ふれあい事業 新川小学校 新川小学校５年生　８０名 プール学習

6月11日 子ども自然ふれあい事業 フサキリゾートビレッジ 新川小学校５年生　８０名 シュノーケリング

6月27日 子ども自然ふれあい事業 新川小学校 新川小学校５年生　８０名 学習のふりかえり

7月1日 石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

野底林道太平洋側（伊野田北方）
北部在住小学校３年生～中
学３年生　１５名

夕暮れ時の生き物調査

7月22日
サンゴ普及啓発シンポジュウ
ム

石垣市総合体育館 一般参加者　１，５００名 ゲスト　さかなくん

7月28日
石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

平野地区
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　1３名

平野鍾乳洞探検

8月12日
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園（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　２０名

トラック１台 
正味重量２７０kg

8月23日
海の自然教室 
スノーケル観察会

国際サンゴ礁研究・モニタリングセンタ
ー 一般参加者　７名

荒天のため室内の講義
に変更して実施

8月26日
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園（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　２２名

トラック１台 
正味重量２７０kg
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8月30日
海の自然教室 
スノーケル観察会

米原海岸 一般参加者　１１名

9月9日
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園（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　3０名

トラック１台 
正味重量１５０kg

9月10日
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園（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　４５名

トラック１台 
正味重量５００kg

9月17日
ママリンワーカー事業西表石
垣国立公園（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　２１名

トラック１台 
正味重量２９０kg

9月30日
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園（石垣地域）ウミガメ
繁殖地等保全事業

名蔵海岸
石垣市観光交流協会　 
名蔵公民館　2２名

トラック１台 
正味重量１９０kg

10月10日
石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

吹通川下流ー上流（野底）
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　1４名

吹通川たんけん隊

10月29日
石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

野底地区
北部地域在住小学3年生～
中学3年生　1０名 

カンムリワシ看板設置

12月17日 石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

石垣島北部地域
北部地域在住小学３年生～
中学３年生　１２名

カンムリワシ看板設置

1月14日
石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

野底マーペー
北部地域在住小学３年生～
中学３年生　１０名

野底マーペー登山

1月27日
石垣島北部地域子どもパー
クレンジャー事業

平久保安良越地
北部地域在住小学３年生～
中学３年生　１２名

安良越地チャレンジ

３月中旬
グリーンワーカー事業西表石
垣国立公園海岸清掃

西表島ホネラ海岸
西表島エコツーリズム協会 
２７日

総収量４０㎥

５月～１月 自然環境保全地域対策事業
崎山網鳥湾オニヒトデ駆除

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４５名

オニヒトデ総駆除数 
１１４匹

通年
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園（竹富地域）清掃活
動業務

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

総収量３２１㎥ 
総日数４３日

通年
マリンワーカー事業西表石垣
国立公園におけるオニヒトデ
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２７６名

オニヒトデ総駆除数 
４２匹

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
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。

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
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。

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
サンゴや環境保全に関するク
イズを館内3箇所に設置

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１
０数名

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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