
日本財団申請事業概要 

プロジェクト中期目標 
島内の小学校全校で、5年生に必ずサンゴリ
テラシー育成プログラム授業がおこなわれる。 

プロジェクト長期目標 

島内住民のサンゴリテラシーが育まれ、日常的にサンゴ礁保全・海洋環境保全が意識され、結果、海洋環境が
良好になるとともに、サンゴ・海が石垣島ブランドとして活性化に寄与するようになる。 

2013年度プロジェクト 

コンテンツバージョンアップと実践人材育成・マーケティング 

2014年度プロジェクト 

地域浸透 

NPO法人沖縄エコツーリズム推進協議会 

島外へのプロジェクト広報及び島外活動のマ
ネジメントをおこなう。 

八重山漁協サンゴ養殖研究班 

養殖サンゴを活用した学習プログラムの開発と
実施をおこなう。 

石垣島沿岸レジャー安全協議会 

サンゴ学習の授業をおこなえる指導者の育成
と、地域に根ざしたサンゴ学習教材を制作する。 

2012年度プロジェクト コンテンツ開発とトライアル 

白保魚湧く海保全協議会 

島内学習拠点としてサンゴ学習設備の開発と
学習を実践する。 

石垣島サンゴリテラシー 
育成プログラム 

組み合わせて、
プログラムレベル
アップをはかる 

島内地域モデル
としての実践 

ﾌｨｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｽﾀﾃﾞｨ 

石垣市商工会 
石垣市観光協会 連携 
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石垣島連携事業概要図（わくわくサンゴ石垣島 ～サンゴ元気で島ハッピー～） 

■プロジェクトのビジョン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■連携事業内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■外部連携 
 
 
 
 
■プロジェクトの中期目標（2014） 

石垣島をサンゴとサンゴ礁について学び、触れ合う事が出来る島にする。 

誰と学ぶのか？ どう触れ合うのか？ 誰が出来るのか？ 

島の人と共に 
 ・島の出身者 
 ・島の生活者 

島の文化を通して 
 ・古くからの文化 
 ・新しい文化 

島に関わる人 
 ・島内の人達 
 ・島外の人達 

（連携） 
【事務局】 
・学校への学習メニューの提示 
・実施スケジュールの調整 
  

【サンゴ学習実施者講習会】 

（団体） 
【サンゴ養殖研究班】 

  ■サンゴ養殖体験プログラム 
【白保魚湧く海保全協議会】 

  ■サンゴ水槽プログラム 
【石垣島沿岸レジャー安全協議会】 

  ■沿岸ヒアリングプログラム 
【NPO法人沖縄県エコツーリズム推進協議会】 

  ■開発サポート 

（連携） 
   「海辺の環境教育フォーラム」 
   「横浜エコアクア」 
   「石垣島サンゴウィーク」 
 
  「プロジェクト新聞】（提案） 

島内小学校でのサンゴ学習 プログラムの開発 島内外広報及び普及啓発 

協
力 

教材 

開催 

準
備 

記事提供 

制作 

連絡会議（石西礁湖・普及啓発ＷＧ） 
環境省・石垣市・沖縄県・教育委員会etc 

石垣市観光協会・石垣市商工会 
八重山漁業協同組合・ＪＡおきなわ 

事業進捗の共有等 提案・調整 コンテンツの紹介 

・石垣島全小学校（5年生500名）へサンゴ学習プログラムを提供する。 
・開発したコンテンツを活用して収益事業の展開を進める。（プロジェクトの継続性） 

 

島内団体（ＮＰＯ等）、サンゴ専門家
学習専門家、水族館、博物館etc 

プログラムの追加 
ブラッシュアップ・ジョイント 
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（連携） 
【事務局】 
・学校への学習メニューの提示 
・実施スケジュールの調整 
  

【サンゴ学習実施者講習会】 

（団体） 
【サンゴ養殖研究班】 

  ■サンゴ養殖体験プログラム 
【白保魚湧く海保全協議会】 

  ■サンゴ水槽プログラム 
【石垣島沿岸レジャー安全協議会】 

  ■沿岸ヒアリングプログラム 
【NPO法人沖縄県エコツーリズム推進協議会】 

  ■開発サポート 

（連携） 
   「海辺の環境教育フォーラム」 
   「横浜エコアクア」 
   「石垣島サンゴウィーク」 
 
  「プロジェクト新聞】（提案） 

島内小学校でのサンゴ学習 プログラムの開発 島内外広報及び普及啓発 

協
力 

教材 

開催 

準
備 

記事提供 

制作 

連絡会議（石西礁湖・普及啓発ＷＧ） 
環境省・石垣市・沖縄県・教育委員会etc 

石垣市観光協会・石垣市商工会 
八重山漁業協同組合・ＪＡおきなわ 

事業進捗の共有等 提案・調整 コンテンツの紹介 

島内団体（ＮＰＯ等）、サンゴ専門家
学習専門家、水族館、博物館etc 

プログラムの追加 
ブラッシュアップ・ジョイント 

■連携事業内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■外部連携 

「わくわくサンゴ石垣島 ～サンゴ元気で島ハッピー～」 プロジェクト担当者 

島内サンゴ学習 
担当者：大堀健司 
「石垣島沿岸レジャー安全協議会」 
090－6865－8061 
 

プログラム開発 
担当者：上村真仁・赤嶺真 
「白保魚湧く海保全協議会」 
0980－84－4135（しらほサンゴ村内） 

島内外広報 
担当者：平井和也 
「ＮＰＯ法人沖縄エコツーリズム推進協議会」 
090－7472－3688 

プロジェクト事務局 担当者：小林鉄郎 
「八重山漁業協同組合観賞用漁業部会サンゴ養殖研究班」  

090-4519－4520 
 

担当者は、プロジェクトの各事業エリアの情報を縦に集約・把握し、連携団体と外部連携の調整を行う。 
事務局担当者は、プロジェクトの全般的な情報を集約・把握し、連携団体への伝達・調整を行うと共に各担当者を補佐する。 
事業責任及び決定は、あくまでも各団体が有するので、プロジェクトの担当者はプロジェクトの推進に対する役割を負う。 

定例ミーティング 
各団体の事務担当へ 
ＭＬで連絡 

資料2 

資料2-1 



 
フィールドでの体験を通してサンゴの生きている姿を学び、 

サンゴ礁の環境問題を考えるきっかけとする活動 

 

「スノーケリング体験」 

  スノーケリングでサンゴ礁の生物観察を行う 

「サンゴの養殖体験」 

  サンゴの生態を学び、サンゴ礁に関わる仕事を体験する 

「コーラルウォッチ体験」 

  干潮時のサンゴ礁で調査活動を体験する 

 

「わくわくサンゴ石垣島 ～サンゴ元気で島ハッピー～」 学習プログラム（平成２４年度Ver.） 

 
室内においてサンゴとサンゴ礁の基礎を確認し、この後の活
動への動機付けを行う活動 

 

「サンゴのフリップクイズ」 

  楽しみながらサンゴの基礎知識を確認する 

「サンゴ礁ジグソーパズル」 

  サンゴ礁の生物のつながりを学ぶ 

「サンゴってなんだろう」 

  サンゴ礫の観察を通してサンゴの特徴を学ぶ 

 

起 「サンゴってなに？」 サンゴとサンゴ礁のことを知る 承 「サンゴに会いたい」 サンゴ礁でサンゴに出会う 

 
サンゴ礁に起きている環境問題への理解を深める活動 

 

「サンゴのテリトリーウォーズ」 

  ゲームでサンゴの生態を学び、長期的な環境問題を知る 

「サンゴ島会議」 

  架空の島を舞台に自然環境の保全と適正利用を議論する 

 

 
サンゴ礁保全につながる具体的な行動を起こす活動 

 

「誰かに伝えよう」 

  自分たちが学んだことを多くの人に伝える 

 

 

 

転 「サンゴも困ってる」 サンゴ礁の環境問題を知る 結 「サンゴを守りたい」 サンゴ礁保全に関わる 

学習計画案 
 Ａ．１年間でサンゴ礁を学ぶプログラム 
   ４月～５月 「サンゴってなに？」  ６月～７月「サンゴに会いたい」  ９月～１０月「サンゴも困ってる」  １１月～１２月 「サンゴを守りたい」 
 Ｂ．短期間で集中的に学ぶプログラム 
   １日目 午前 「サンゴってなに？」 午後「サンゴに会いたい」  ２日目 午前「サンゴも困ってる」 午後「サンゴを守りたい」 
 Ｃ．半日程度の室内活動プログラム 

   「サンゴってなに？」３０分～１時間  「サンゴも困ってる」１時間から１時間３０分 
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資料 2-2 

平成 24年度日本財団助成事業「地域連携による石垣島の活性化」 

石垣島地域連携事業（仮称）計画 

 

【事業期間】 平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日 

【事業予算】 8,464,000円（各団体：約 200万円） 

【事業概要】 

 ・石垣島内全小学校へのサンゴ学習の普及及び提供計画に基づく実施事業 

 ・広報・啓発事業の実施 

 ・連携団体及び地域団体との交流事業の検討 

 

※連携団体事業一覧 

八重山漁業協同組合観賞魚部会サンゴ養殖研究班 

 １．サンゴ学習事業 

    島内サンゴ学習実施校へのサンゴ養殖体験学習の実施 

 ２．学習プログラム開発事業 

    サンゴ水槽学習プログラムの開発 

石垣島沿岸レジャー安全協議会 

１． サンゴ学習事業 

    島内サンゴ学習実施校へのサンゴ学習授業の実施 

２．学習プログラム開発事業 

    地域の生活とサンゴ礁との変遷調査を主としたプログラムの開発 

３．人材育成事業 

    サンゴ学習指導者講習会の開催 

白保魚湧く海保全協議会 

１．サンゴ学習事業 

 島内サンゴ学習実施校への水槽を活用したサンゴ学習の実施 

２．サンゴ水槽設置事業 

 しらほサンゴ村へのサンゴ水槽の設置と学習プログラムの開発 

ＮＰＯ法人沖縄県エコツーリズム推進協議会 

１．学習プログラムに関する支援事業 

    サンゴ学習事業・学習プログラム開発のサポート 

２．連携事業の広報 

 県内外への広報企画とその実施 

その他連携団体全体での島内外広報及び啓発事業として 

 １．平成 24年 6月：アクアマリン福島での「海辺の環境教育フォーラム」への参加 

 ２．平成 24年 9月：「横浜エコアクア」への参加 

 ３．平成 25年 3月：「石垣島サンゴウィーク」への参加 
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崎枝 川平 白保 吉原 伊野田 富野 大本 八島 平久保 野底 明石

２００２（平成１４）年度 ＪＰＲ ヒメジャコ

２００３（平成１５）年度 ヒメジャコ ＪＰＲ

２００４（平成１６）年度 ヒメジャコ ＷＷＦ

２００５（平成１７）年度 ＪＰＲ ヒメジャコ ＷＷＦ ＪＰＲ ＪＰＲ 沿・ダ

２００６（平成１８）年度 ヒメジャコ ＷＷＦ ＪＰＲ ＪＰＲ ＪＰＲ 沿・ダ

２００７（平成１９）年度 ヒメジャコ ＷＷＦ ＪＰＲ ＪＰＲ ＪＰＲ 沿・ダ

２００８（平成２０）年度 ヒメジャコ ＷＷＦ ふくみみ ＪＰＲ ＪＰＲ 沿・ダ

２００９（平成２１）年度 サンゴ養殖
ヒメジャコ，
サンゴ養殖

ＷＷＦ 学校主体 ＪＰＲ/沿・ダ

２０１０（平成２２）年度 サンゴ養殖 ヒメジャコ ＷＷＦ 学校主体 ＪＰＲ/沿・ダ

２０１１（平成２３）年度 サンゴ養殖 ヒメジャコ ＷＷＦ 学校主体 ＪＰＲ 沿・ダ ＪＰＲ/沿・ダ

２０１２（平成２４）年度 サンゴ養殖 ヒメジャコ ＷＷＦ 学校主体 ＪＰＲ 沿・ダ ＪＰＲ/沿・ダ
わくわくサンゴ
石垣島

崎枝 川平 白保 吉原 伊野田 富野 大本 八島 平久保 野底 明石

ＪＰＲ 環境省子どもパークレンジャー活動

ヒメジャコ 沖縄県水産海洋研究センター石垣支所ヒメジャコ放流

サンゴ養殖 八重山漁協サンゴ養殖部研究班活動

ＷＷＦ ＷＷＦしらほサンゴ村サポート

ふくみみ エコツアーふくみみ活動

沿・ダ 石垣島沿岸レジャー安全協議会・八重山ダイビング協会北部支部サポート

学校主体 学校主体で計画及び実施

石垣島における小中学校のサンゴ礁体験学習　履歴及び計画


