
 

第 28 回 石西礁湖自然再生協議会 

 

日時：令和３年７月 27 日（火) 12：30～16：00   

       場所：オンライン形式                 

メイン会場は WebEx によるウェブ会議システムを使用  

サブ会場（傍聴席）は Zoom ウェビナーを使用       

 

 

議 事 次 第 

 

１．開会 

 

２．途中参加委員の承認 

 

３．報告 

（１）第４回部会、WG の開催報告 

（２）環境省事業の実施状況について 

（３）竹富南航路整備事業について 

 

４．議題 

（１）石西礁湖の現況等を表すマップについて 

（２）「八重山の海を守るフレンドシップ（仮称）」検討 WG 設立について 

 （３）石西礁湖ポータルウェブサイト改修について 

（４）行動計画 2019-2023 概要版について 

 （５）自然再生施設の撤去と育成中のサンゴの活用について 

 

５．取組発表 

（１）ベルモントフォーラム国際公募プロジェクト COAST Card の紹介 

ならびに協働のお誘い 

 

６．その他 

 

７．閉 会 

  



 

会議資料一覧 

 

議事次第、資料一覧、第８期委員名簿 

資料１： 第８期石西礁湖自然再生協議会 途中参加希望者の紹介 

資料２－１：第４回部会の開催結果 

資料２－２：令和３年度協議会委員の取組シート 

資料３－１：環境省事業の実施状況について 

資料３－２：石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査の結果速報（2021 年６月時点） 

資料３－３：石西礁湖サンゴ群集修復事業（2020-2024）事業実施計画の概要 

資料４：竹富南航路整備事業について  

資料５－１：石西礁湖の現況等を表すマップについて 

資料５－２：マップ案 

資料６－１：「八重山の海を守るフレンドシップ（仮称）」検討ワーキングについて 

資料６－２：八重山地方の農地の土壌保全ガイドライン（案） 

資料７：石西礁湖ポータルウェブサイト改修について 

資料８：行動計画 2019-2023 概要版について 

資料９：自然再生施設の撤去と育成中のサンゴの活用について 

資料 10：ベルモントフォーラム国際公募プロジェクト COAST Card の紹介 

 ならびに協働のお誘い 

資料 11：令和３年度石西礁湖自然再生協議会のスケジュール 

資料 12：自然再生協議会全国会議について 

参考資料１：「石西礁湖自然再生協議会」の会議のルール 

参考資料２：石西礁湖自然再生協議会規約 

参考資料３：第 26 回石西礁湖自然再生協議会 議事概要 

参考資料４：令和２年度第１回自然再生専門家会議 議事概要 



個人 46 第27回協議会（2021年２月）承認版　

団体・法人 46

地方公共団体 28

国の機関 9

計 129

No.

1 青木　康夫 リストアップ石垣島エコツアー、石垣島エコツーリズム協会

2 アニー・クラウス

3 飯泉　佳子 日本大学文理学部地球科学科

4 池原　吉剋

5 石山　由夫

6 入嵩西　正治

7 大野　寿一 Sanufa（サヌファ）

8 大堀　健司 エコツア－ふくみみ

9 岡地　賢 （有）コーラルクエスト、日本サンゴ礁学会等

10 岡本　峰雄 元 東京海洋大学海洋科学部海洋環境学科

11 鹿熊　信一郎 沖縄県海洋深層水研究所

12 鹿島　基彦 神戸学院大学

13 勝見　輝夫 八重山サンゴ礁保全協議会

14 苅谷　直生子

15 川﨑　哲朗

16 木村　匡 （一財）自然環境研究センター

17 熊谷　直喜 国立環境研究所

18 嶋倉　康夫

19 鈴木　豪 （国研）水産研究・教育機構西海区水産研究所亜熱帯研究センター

20 鈴木倫太郎 公益財団法人WWFＷＷＦジャパン 自然保護室南西諸島プロジェクト担当

21 鈴木　款 静岡大学創造科学技術大学院

22 砂川　拓也 沖縄県農業士会

23 竹内真一 竹富町ダイビング組合、西表エコツーリズム協会

24 竹川　大介 北九州市立大学文学部人間関係学科

25 田渕　直樹 マリンサポートブルーナ、八重山ダイビング協会

26 土屋　誠 琉球大学名誉教授

27 内藤　明 エコツアーりんぱな

28 長井　敏 （国研）水産研究・教育機構中央水産研究所

29 長田　智史 （一財）沖縄県環境科学センター

30 中村　隆志 東京工業大学

31 中村　崇 琉球大学

32 灘岡　和夫 東京工業大学大学院情報理工学研究科、日本サンゴ礁学会

33 野口　定松 竹富町ダイビング組合

34 野島　哲 　元 九州大学理学部附属天草臨海実験所

35 名波　敦 （国研）水産研究・教育機構西海区水産研究所亜熱帯研究センター

36 藤原　秀一 いであ（株）国土環境研究所

37 波照間　博 ユネスコ一般会員

38 藤村　弘行 琉球大学理学部

39 干川　明 特定非営利活動法人　石西礁湖サンゴ礁基金

40 水谷　哲也

41 安田　仁奈 宮崎大学

42 安元　剛 北里大学海洋生命科学部

43 安元　純 琉球大学農学部

44 吉田　稔 八重山サンゴ礁保全協議会

45 鷲尾　雅久 特定非営利活動法人　石西礁湖サンゴ礁基金

46 渡邉　敦 海洋政策研究所

石西礁湖自然再生協議会　第８期委員リスト
（五十音順、敬称略）
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個
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No.

1 アグロフォレストリーいしがき

2 アンパルの自然を守る会

3 石垣市商工会

4 石垣島アウトフィッターユニオン

5 石垣島ドリーム観光(株)

6 一般財団法人　竹富島地域自然資産財団

7 （一社）石垣市観光交流協会

8 （一社）沖縄県建設業協会八重山支部

9 いであ株式会社沖縄支社

10 WAKE UP CALL

11 NPO法人たきどぅん

12 NPO法人日本ウミガメ協議会付属黒島研究所

13 エム・エム ブリッジ株式会社

14 沖縄環境調査（株）

15 鹿島建設（株）沖縄営業所

16 株式会社　石垣の塩

17 株式会社　エコー

18 （株）沖縄環境保全研究所

19 （株）沖縄総研

20 （株）環境技建ウエーブ

21 （株）シー・テクニコ

22 （株）C.P.Farm

23 株式会社東京久栄

24 （株）DREAM SKY

25 （株）はいむるぶし

26 公益財団法人世界自然保護基金ジャパンWWFサンゴ礁保護研究センタ－

27 （国研）水産研究・教育機構西海区水産研究所亜熱帯研究センター

28 コ－ラル・ネットワ－ク

29 コーラルバンク

30 セーブ・ジ・オーシャン・プロジェクト（STOP）

31 竹富町ダイビング組合

32 地域広報サポート石垣島

33 美ら島流域経営・赤土流出抑制システム研究会

34 特定非営利活動法人　石西礁湖サンゴ礁基金

35 特定非営利活動法人　夏花

36 日本工営（株）沖縄事務所

37 文部科学省科学研究費補助金（新学術領域研究）サンゴ礁学

38 八重山観光フェリー（株）

39 八重山漁業協同組合

40 八重山漁業協同組合　サンゴ種苗生産部会

41 八重山漁業協同組合　資源管理委員会

42 八重山漁業協同組合　青年部

43 八重山ダイビング協会

44 八重山マリンレジャー事業協同組合

45 （有）東洋工業

46 わくわくサンゴ石垣島

団体・法人名

団
体
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No.

1 沖縄県衛生環境研究所

2 沖縄県環境部環境保全課

3 沖縄県環境部自然保護課

4 沖縄県教育庁八重山教育事務所

5 沖縄県土木建築部下水道課

6 沖縄県土木建築部港湾課

7 沖縄県八重山事務所総務課

8 沖縄県八重山保健所

9 沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課

10 沖縄県土木建築部八重山土木事務所河川都市港湾班

11 沖縄県水産海洋技術センター　石垣支所

12 沖縄県農業研究センター　石垣支所

13 石垣市市民保健部環境課

14 石垣市企画部企画政策課

15 石垣市企画部観光文化スポーツ局観光文化課

16 石垣市教育委員会学校教育課

17 石垣市建設部港湾課

18 石垣市建設部下水道課

19 石垣市農林水産部水産課

20 石垣市農林水産部畜産課

21 石垣市農林水産部農政経済課

22 石垣市農林水産部むらづくり課

23 竹富町観光協会

24 竹富町教育委員会教育課

25 竹富町政策推進課

26 竹富町まちづくり課

27 竹富町産業振興課

28 竹富町役場世界遺産推進室

No.

1 内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所技術調査室

2 内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所

3 内閣府沖縄総合事務局農林水産部農村振興課

4 林野庁九州森林管理局西表森林生態系保全センター

5 水産庁漁港漁場整備部整備課

6 石垣海上保安部

7 沖縄気象台地球環境・海洋課

8 石垣島地方気象台防災管理官

9 環境省沖縄奄美自然環境事務所
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方
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