
機関・団体 実施年月日 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21日 ビーチクリーンアップ 西表島鹿の川海岸 ネットワーク会員等６１名
発泡スチロール９袋、プラスチッ
ク製品26袋、ロープ・漁網９袋の
計８０袋、約２トンを回収

5月16日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年生５2名

5月20日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年生５２名

6月1日 環境パネル展 石垣市ハーリー大会会場

6月4日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年1組

6月6日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年２組

6月9日～16日 環境パネル展 石垣港離島ターミナルロビー 環境月間

7月1日 環境教室 八重山特別支援学校　 中学部6名

7月13日 環境パネル展 石垣港離島ターミナルロビー 海の日

7月21日 ビーチクリーンアップ 西表島鹿の川海岸 巡視艇あだん、職員等13名
発泡スチロール９袋、プラスチック製品26
袋、ロープ・漁網９袋の計８０袋、約２トンを回
収

10月9日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年1、2組

10月12日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年1、2組

11月12日 環境教室 石垣市立大浜小学校 4年1、2組

11月16日 ビーチクリーンアップ 轟川河口海岸
株式会社あざみ屋職員会主催会員40
名、/サポート保安部・基地職員6名

発泡スチロール23袋，ペットボトル33袋、プラ
スチック片等23袋、ビン、漁具等の漂着ゴミ
合計96袋，浮玉10個等約1,200キロを回収

12/22～25 環境パネル展 八重山漁協せり市場 お魚フェアー

1月11日 環境パネル展 石垣港離島ターミナルロビー

周年 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(保安部・基地職員)

石垣市環
境課 周年 石垣島内の各種ビーチクリーンアップ回収ゴミの収集運搬処理作業(２０回/会員分)

4月25日 ビーチクリーンアップ 　西表島星砂海岸　 参加者89名 回収総量(45㍑袋)131.1

5月17日 ビーチクリーンアップ 　　西表島上原港周辺　 参加者40名 回収総量(45㍑袋)53.4

6月21日 ビーチクリーンアップ 　　西表島南風見田忘勿石　 参加者96名 回収総量(45㍑袋)51.6

7月19日 ビーチクリーンアップ 　　西表島鹿川　 参加者57名（西表・石垣合同） 回収総量(45㍑袋)80.6

8月30日 ビーチクリーンアップ 　　西表島船浦湾　 参加者7名 回収総量(45㍑袋)108.5

9月29日 ビーチクリーンアップ 　　西表島船浦湾西　 参加者9名 回収総量(45㍑袋)76.1

10月18日 ビーチクリーンアップ 　　西表島船浦湾　 参加者34名 回収総量(45㍑袋)139.7

11月8日 ビーチクリーンアップ 　　西表島中野海岸　 参加者75名 回収総量(45㍑袋)183.4

12月13日 ビーチクリーンアップ 　　西表島星砂海岸　 参加者52名 回収総量(45㍑袋)126.4

1月24日 ビーチクリーンアップ 　　西表島上原港周辺　 参加者36名 回収総量(45㍑袋)102.2

2月21日 ビーチクリーンアップ 　　西表島ユチン海岸　 参加者40名 回収総量(45㍑袋)212.4

3月21日 ビーチクリーンアップ 　　西表島南風見田海岸　 参加者40名 回収総量(45㍑袋)65

7月19日 環境教育・普及啓発

2014/8/12-8/17 環境教育・普及啓発

9月2日 環境教育・普及啓発

環境教育・普及啓発

2014/8/25他 環境対策・普及啓発 沖縄県海岸漂着物対策推進地域協議会（八重山諸島）（全2回）に出席

2014/8/21他 環境対策・普及啓発 沖縄県海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループ（全3回）に出席

西表島における国指定天然記念物の保護・普及啓発のための｢西表島の天然記念物てぬぐい｣ならびにリー
フレットの企画・作成
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八重山環境ネットワーク

石
垣
海
上
保
安
部

「エコツー夏休みこどもウィーク」において環境教育プログラム「無人ビーチのゴミはどこからくるの？」を実施
参加者12名

エコツー夏休みこどもウィークにおいて島内小中学生向け環境教育プログラムを実施　全6プログラム　延べ
参加者61名

京都精華大学環境教育実習（西表実習）において海岸漂着ゴミに関するレクチャーと回収体験を実施
（京都精華大学学生・教員19名対象）



機関・団体 実施年月日 開　　催　　名　　称 実　施　場　所 参　加　者 備　考

2014/10/18
2015/1月

環境対策・普及啓発 沖縄県海岸漂着物対策推進事業/沖縄・台湾漂着ゴミ対策交流事業（全2回）に参加

2月27日 環境対策・普及啓発 沖縄県｢地元連携による漂着ゴミ対策に係る普及啓発活動（波照間島）｣に協力

4月5日 ビーチクリーンアップ 吉原ヒュっタ海岸 石垣市民　　　40名
燃える燃えないなど127袋袋に入り
きらない大きなゴミ110個回収

4月6日 ビーチクリーンアップ 吉原ヒュっタ海岸 石垣市民50名
燃える燃えないゴミ112袋、袋に入り
きらない大きなゴミ６５個、ロープ100
キロ回収

10月19日 ビーチクリーンアップ 吉原海岸
石垣市民、台湾、宮古、沖縄本
島、から800名

燃やす燃やさないなどの袋372袋、
袋に入りきらないゴミ277個回収

11月5日 ビーチクリーンアップ 米原海岸 石垣市民　　12名
燃える、燃えないなどの袋ゴミ54袋、
大きいゴミ21個回収

12月5日 ビーチクリーンアップ 米原海岸 石垣市民　　13名
人数が少ないためペットボトルを中
心に回収データなし

2014/10/18
2015/1月

環境対策・普及啓発 沖縄県海岸漂着物対策推進事業/沖縄・台湾漂着ゴミ対策交流事業（全2回）に参加

9月7日 ビーチクリーンアップ 真栄里海岸 IBCC・一般市民 ゴミ袋63袋、ブイ25個等を回収した。

10月5日 ビーチクリーンアップ 大崎海岸 IBCC・一般市民 ゴミ袋57袋、ブイ6個等を回収した。

11月9日 ビーチクリーンアップ 大崎海岸 IBCC・一般市民 ゴミ袋26袋、ブイ5個等を回収した。

12月7日 ビーチクリーンアップ

吉原海岸（小学校南）

IBCC・一般市民

燃えやさないゴミ16袋、燃やす2袋、
漁具2袋、ビン1袋、 ペットボトル32
袋、発泡スチロール30袋　ブイ54
個、発泡大2個等90袋、57個を回
収。

1月17日 ビーチクリーンアップ

吉原海岸（小学校南）

IBCC・一般市民
燃えやさないゴミ16袋、燃やす16
袋、 ペットボトル33袋、発泡スチロー
ル32袋　ブイ14個等を回収。

2014/10/18
2015/1月

環境対策・普及啓発 沖縄県海岸漂着物対策推進事業/沖縄・台湾漂着ゴミ対策交流事業（全2回）に参加

2月5日 ビーチクリーンアップ 吉原海岸（小学校南） IBCC・一般市民

燃えやさないゴミ14袋、燃やす1袋、
漁具3袋、ビン1袋、 ペットボトル32袋
発泡スチロール16袋　ブイ6個、発泡
大7個等71袋、36個を回収。

3月29日 ビーチクリーンアップ 吉原海岸（小学校南） IBCC・一般市民

燃えやさないゴミ37袋、燃やす5袋、
漁具6袋、ビン4袋、 ペットボトル26袋
発泡スチロール13袋　ブイ24個、発
泡大5個等96袋、46個を回収。

4月26日 ビーチクリーンアップ 　西表島星砂海岸
西表エコプロジェクト及び地域住
民、スポーツ少年団91名

漂着ゴミ　トン10袋回収

42136 危険生物講習会 中野わいわいホール会議室 沖縄県カヤックガイド協会員
西表島の自然と危険生物に
ついて

5月13日 環境教育 上原小学校 上原小学校の小学生
クリーン作戦　漂着ゴミにつ
いて説明

5月18日 ビーチクリーンアップ 上原港周辺海岸
西表エコプロジェクト及び地域住
民、スポーツ少年団40名

漂着ゴミ　トン4袋回収

5月20日 ビーチクリーンアップ 　西表島中野海岸 上原小学校全生徒、先生 漂着ゴミ　トン4袋回収

6月18日 上原港清掃作業 　西表島上原港
西表エコプロジェクト及び
ダイビング、遊漁船、カヌー組合員 11名

草・軽トラック7台、ゴミ・トン1
袋回収

6月22日 ビーチクリーンアップ
　西表島南風見田海岸・忘
勿石

西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団96名

漂着ゴミ　トン3袋回収

7月20日 ビーチクリーンアップ 　西表島鹿川海岸
八重山環境ネットワーク、こどもエコクラ
ブ、西表エコプロジェクト、地域住民　61
名

漂着ゴミ　トン7袋回収

8月31日 ビーチクリーンアップ 　西表島船浦湾西
西表エコプロジェクト及び地域住
民7名

漂着ゴミ　トン9袋回収

9月2日 環境教育 まるま荘 京都精華大学18名 西表島の自然環境について

9月3日 ビーチクリーンアップ 　西表島ナータ浜 京都精華大学18名
漂着ゴミ　トン3袋、大型冷蔵
庫1台回収

9月20日 ビーチクリーンアップ 　西表島船浦湾西
西表エコプロジェクト及び地域住
民9名

漂着ゴミ　トン6袋回収

10月19日 ビーチクリーンアップ 　西表島船浦湾東
西表エコプロジェクト及びカヌー組
合員34名

漂着ゴミ　トン11袋回収

11月9日 ビーチクリーンアップ 　西表島中野海岸
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民　75名

漂着ゴミ　トン13袋回収

12月14日 ビーチクリーンアップ 　西表島星砂海岸
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域住民　52名

漂着ゴミ　トン9袋回収
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機関・団体 実施年月日 開　　催　　名　　称 実　施　場　所 参　加　者 備　考

12月18日 上原港清掃作業 　西表島上原港
西表エコプロジェクト及びダイビン
グ、遊漁船、カヌー業者52名

草・軽トラック10台、ゴミ・トン
5袋回収

1月25日 ビーチクリーンアップ 　西表島上原港周辺海岸
西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団36名

漂着ゴミ　トン9袋回収

2月1日 ビーチクリーンアップ 　西表島船浦北海岸
主催：沖縄森林管理署/西表エコ
プロジェクト及びカヌー組合　22名

漂着ゴミ　トン13袋、テレビ1
台、冷蔵庫1台

2月22日 ビーチクリーンアップ
　西表島ユチン・マングロー
ブ林

西表エコプロジェクト及びスポーツ
少年団、地域、環境省49名

漂着ゴミ　トン32袋回収

3月22日 ビーチクリーンアップ 　西表島南風見田海岸
西表エコプロジェクト及び地域、ス
ポーツ少年団46名

漂着ゴミ　トン4袋回収

4月25日 ビーチクリーンアップ 川平湾内 12名参加、雨の中一般参加あり 湾内の奥に吹き溜まったゴミを回収

2月14日 ビーチクリーンアップ 野底下地の浜 36名参加　一般参加あり
清掃後、公民館でおいしいコー
ヒーの淹れ方を学び、コーヒーを
飲みながら交流を深めた

2014/10月
2015/1月

環境対策・普及啓発 沖縄県海岸漂着物対策推進事業/沖縄・台湾漂着ゴミ対策交流事業（全2回）に参加

5月9日
子ども自然ふれあい事業
サンゴ礁の浜辺の基礎学
習

石垣島明石小学校 明石小学校　20名

5月16日
子ども自然ふれあい事業
コーラルウォッチとサンゴ礁
の不思議生物探し

石垣島大浜海岸 大浜小学校　52名

5月21日
子ども自然ふれあい事業
スノーケル観察会

石垣島明石東海岸 明石小学校　20名

5月28日
環境学習協力
コーラルウォッチ

石垣島真栄里海岸 八島小学校　45名

5月29日
子ども自然ふれあい事業
コーラルウォッチ

石垣島富野小学校 富野小学校　6名

5月30日
子ども自然ふれあい事業
調査体験（水平透明度、海
岸漂着ゴミ）

石垣島明石小学校前の海岸 明石小学校　20名

5月31日 うるずん西表島干潟観察会 西表島後良川河口干潟
西表石垣国立公園ﾊﾟｰｸﾎﾞﾗﾝﾃィｱ
6名、一般参加者　17名

6月20日
子ども自然ふれあい事業
スノーケル観察会

石垣島米原海岸 富野小学校　8名

7月15日
子ども自然ふれあい事業
コーラルウォッチ

石垣島富野海岸 富野小学校　6名

7月27日
海の自然教室
スノーケル自然観察会

石垣島真栄里海岸
西表石垣国立公園ﾊﾟｰｸﾎﾞﾗﾝﾃィｱ
4名、一般参加者　22名

8月16日
海の自然教室
スノーケル自然観察会

石垣島米原海岸
西表石垣国立公園ﾊﾟｰｸﾎﾞﾗﾝﾃィｱ
5名、一般参加者　14名

9月9日
子ども自然ふれあい事業
コーラルウォッチ

石垣島富野海岸 富野小学校　6名

9月19日
子ども自然ふれあい事業
ヒアリング調査体験

石垣島明石小学校 明石小学校　9名

10月9日
子ども自然ふれあい事業
調べ学習

石垣島大浜小学校 大浜小学校　52名

10月31日
子ども自然ふれあい事業
海岸清掃

石垣島富野海岸 富野小学校　8名

11月30日
グリンワーカー事業
清掃活動事業

石垣島真栄里海岸
石垣市観光交流協会
石垣市商工会女性部　20名

計230kgのゴミを回収

12月7日
グリンワーカー事業
清掃活動事業

石垣島白保海岸
石垣市観光交流協会
白保魚湧く海保全協議会　27名

計650kgのゴミを回収
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機関・団体 実施年月日 開　　催　　名　　称 実　施　場　所 参　加　者 備　考

12月13日
グリンワーカー事業
清掃活動事業 石垣島伊原間・明石海岸

石垣市観光交流協会
伊原間公民館　35名
明石公民館　15名

計290kg（伊原間）
計300kg（明石）
のゴミを回収

2月22日
マリンワーカー事業
海岸清掃事業

西表島ユツン海岸 株式会社ｱｲﾗﾝﾄﾞｴｺﾛｼﾞ-　43名 計1,080kgのゴミを回収

3月5日
グリンワーカー事業
清掃活動事業

石垣島米原海岸
石垣市観光交流協会
海Loveネットワーク　10名

計210kgのゴミを回収

3月3,6日
マリンワーカー事業
海岸清掃事業

黒島伊古桟橋周辺
日本ウミガメ協議会付属黒島研究
所、黒島観光協会等　30名

計1,440kgのゴミを回収

3月8日
グリンワーカー事業
清掃活動事業

石垣島川平海岸
石垣市観光交流協会
石垣島エコクラブ　15名

計230kgのゴミを回収

2月10日～
3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・南、屋良部崎、名
蔵湾、川平湾

石垣島ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ協同組合　42名
タイヤ1、魚籠5、その他計
290kgのゴミを回収

2月15日～
3月15日

自然環境保全地域対策事
業
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  25名 オニヒトデの回収量：1,649匹

通年
マリンワーカー事業
オニヒトデ駆除

タキドングチ海域公園地区 八重山漁業協同組合  200名 オニヒトデの回収量：2,526匹

4月4日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 ユーグレナ関係者

4月28日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 HISスタディツアー

5月10日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 住友生命職員

5月11日 海浜清掃 白保海岸 住友生命職員

5月27日
赤土堆積量調査（春
季）

白保サンゴ礁、しらほサンゴ
村

白保魚湧く海保全協議会他6名

6月17日 サンゴ学習 しらほサンゴ村 白保小学校6年生

6月29日 わくわくサンゴ隊 しらほサンゴ村 島内小学校6名

7月16日 シュノーケル観察会 白保サンゴ礁 白保小学校6年生

7月29日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地
かすみネイチャーキッズ（首都圏
の小学生）

8月20日
赤土堆積量調査（夏
季）

白保サンゴ礁、しらほサンゴ
村

白保魚湧く海保全協議会他6名

8月4日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 こども環境調査隊

8月24日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 HISスタディツアー

9月11日 シュノーケル観察会 白保サンゴ礁 白保中学校2年生

9月28日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 HISスタディツアー

10月6日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 駒澤大学地理学科

11月27日 グリーンベルト大作戦 轟川流域農地 東京農業大学
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機関・団体 実施年月日 開　　催　　名　　称 実　施　場　所 参　加　者 備　考

12月7日 ビーチクリーンアップ 白保海岸 会員や地域住民等28名参加
漁具、発泡スチロール、ペッ
トボトル等軽トラ8台分回収

12月28日
赤土堆積量調査（秋
季）

白保サンゴ礁、しらほサンゴ
村

白保魚湧く海保全協議会他6名

2月10日
赤土堆積量調査（冬
季）

白保サンゴ礁、しらほサンゴ
村

白保魚湧く海保全協議会他6名

2月 ビーチクリーンアップ 白保海岸 白保地域住民

7月20日 ビーチクリーンアップ 大浜海岸(魚供養碑の前)
地元住民や大浜海を守る会会員
等約100名参加

12月14日 ビーチクリーンアップ 大浜海岸(魚供養碑の前)
地元住民や大浜海を守る会会員
等
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