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Press Release 2008年7月3日

 

日本サンゴ礁学会保全委員会とＷＷＦジャパン 南西諸島の保全すべき重要サンゴ群集154域を選定 

 

参考４ 

南西諸島重要サンゴ群集域 一覧 その１（大隅諸島―奄美諸島） 

ID コード 島名 群集域俗称 
起点 

地名俗称 

終点 

地名俗称 
選定者 

1 大隅F1 屋久島 タンク下 ― ― 松本 毅 

2 大隅F2 屋久島 志戸子 ― ― 松本 毅 

3 大隅F3 屋久島 元浦 ― ― 松本 毅 

4 大隅F4 種子島 浦田 ― ― 松本 毅 

5 大隅F5 口永良部 西の湯 ― ― 松本 毅 

6 大隅S1 屋久島 センロク ― ― 松本 毅 

7 大隅S2 屋久島 栗生 ― ― 松本 毅 

8 大隅S3 口永良部 寝待 ― ― 松本 毅 

9 大隅S4 口永良部 岩屋泊 ― ― 松本 毅 

10 大隅S5 馬毛島 州鼻 ― ― 松本 毅 

11 大隅S6 種子島 黒瀬 ― ― 松本 毅 

12 大隅S7 種子島 浜津脇 ― ― 松本 毅 

13 奄美F3 奄美大島 和瀬 ― ― 興 克樹 

14 奄美F4-1 

15 奄美F4-2 

16 奄美F4-3 

17 奄美F4-4 

奄美大島 大島海峡 安脚場 デリキョンマ 興 克樹 

18 奄美F7 徳之島 畦 ― ― 興 克樹 

19 奄美F8 沖永良部島 ワンジョ ― ― 興 克樹 

20 奄美S1 奄美大島 須野 須野 万屋 興 克樹 

21 奄美S2 奄美大島 用安 和野 神の子 興 克樹 

22 奄美S3 奄美大島 崎原 戸口 崎原 興 克樹 

23 奄美S4-1 

24 奄美S4-2 

25 奄美S4-3 

26 奄美S4-4 

奄美大島 大島海峡 安脚場 デリキョンマ 興 克樹 

27 奄美S7-1 

28 奄美S7-2 

29 奄美S7-3 

30 奄美S7-4 

奄美大島 笠利湾 白浦 久場 興 克樹 

31 奄美S9 沖永良部島 西原 出花 西原 興 克樹 

 

 

 



 

  

 

 

     南西諸島重要サンゴ群集域 一覧 その２ （沖縄諸島：沖縄島、伊平屋島、伊是名島） 

ID コード 島名 群集域俗称 
起点 

地名俗称 

終点 

地名俗称 
選定者 

32 沖縄F1-1 

33 沖縄F1-2 

34 沖縄F1-3 

沖縄島 大浦湾 安部 平島 長田・山川・酒井 

35 沖縄F2 沖縄島 宮城島南 宮城島南 宮城島南 長田・山川・酒井 

36 沖縄F3-1 

37 沖縄F3-2 

38 沖縄F3-3 

沖縄島 中城湾 泡瀬通信施設 知念岬 長田・山川・酒井 

39 沖縄F4-1 

40 沖縄F4-2 

41 沖縄F4-3 

沖縄島 沖縄島南 コマカ島 名城 長田・山川・酒井 

42 沖縄F5 沖縄島 那覇南 瀬長島 瀬長島 長田・山川・酒井 

43 沖縄F6-1 

44 沖縄F6-2 

45 沖縄F6-3 

46 沖縄F6-4 

沖縄島 沖縄島西 西洲島 美浜 長田・山川・酒井 

47 沖縄F7-1 

48 沖縄F7-2 
沖縄島 

本部半島 

（水納島を含む） 
運天 我部 長田・山川・酒井 

49 沖縄F8-1 

50 沖縄F8-2 
沖縄島 沖縄本島北西 喜如嘉 奥間 長田・山川・酒井 

51 沖縄S1-1 

52 沖縄S1-2 

53 沖縄S1-3 

沖縄島 沖縄島北 辺戸岬 安田 長田・山川・酒井 

54 沖縄S2-1 

55 沖縄S2-2 

56 沖縄S2-3 

57 沖縄S2-4 

沖縄島 沖縄島北東 ギナン崎 安部オール島 長田・山川・酒井 

58 沖縄S3 沖縄島 伊計島東 伊計島東 伊計島東 長田・山川・酒井 

59 沖縄S4-1 

60 沖縄S4-2 

61 沖縄S4-3 

62 沖縄S4-4 

沖縄島 沖縄島南東 浮原島 久高島 長田・山川・酒井 

63 沖縄S5 沖縄島 沖縄島南 新原ビーチ 名城ビーチ 長田・山川・酒井 

64 沖縄S6 沖縄島 那覇南 大嶺崎 儀間の瀬 長田・山川・酒井 

65 沖縄S7-1 

66 沖縄S7-2 

67 沖縄S7-3 

68 沖縄S7-4 

69 沖縄S7-5 

70 沖縄S7-6 

71 沖縄S7-7 

沖縄島 沖縄島西 宮城 安冨祖 長田・山川・酒井 

72 沖縄S8-1 

73 沖縄S8-2 

74 沖縄S8-3 

75 沖縄S8-4 

76 沖縄S8-5 

77 沖縄S8-6 

78 沖縄S8-7 

沖縄島 

本部半島 

(水納島、伊江島含

む） 

崎本部 古宇利島 長田・山川・酒井 

79 沖縄S9-1 

80 沖縄S9-2 

81 沖縄S9-3 

沖縄島 沖縄本島北西 奥間 宜名真 長田・山川・酒井 

82 沖縄S12-1 

83 沖縄S12-2 

84 沖縄S12-3 

85 沖縄S12-4 

86 沖縄S12-5 

伊平屋・伊是名 伊平屋・伊是名 伊是名 伊平屋 長田・山川・酒井 



 
 

 

南西諸島重要サンゴ群集域 一覧 その３ （沖縄諸島：慶良間諸島、久米島、大東諸島） 

ID コード 島名 群集域俗称 
起点 

地名俗称 

終点 

地名俗称 
選定者 

87 沖縄F9-1 

88 沖縄F9-2 

89 沖縄F9-3 

90 沖縄F9-4 

91 沖縄F9-5 

92 沖縄F9-6 

93 沖縄F9-7 

94 沖縄F9-8 

慶良間諸島 座間味・渡嘉敷 嘉比島 阿波連 長田・山川・酒井 

95 沖縄F10-1 

96 沖縄F10-2 

97 沖縄F10-3 

久米島 久米島東 奥武島北 ハテノ浜南 長田・山川・酒井 

98 沖縄S10-1 

99 沖縄S10-2 

100 沖縄S10-3 

101 沖縄S10-4 

102 沖縄S10-5 

103 沖縄S10-6 

104 沖縄S10-7 

105 沖縄S10-8 

106 沖縄S10-9 

107 沖縄S10-10 

慶良間諸島 慶良間諸島 慶良間列島全域 長田・山川・酒井 

108 沖縄S11-1 

109 沖縄S11-2 

110 沖縄S11-3 

111 沖縄S11-4 

112 沖縄S11-5 

久米島 
久米・粟国・ 

渡名喜 
久米島 渡名喜島 長田・山川・酒井 

 

113 大東S1 南大東島 本場階段前 ― ― 木村 匡 

114 大東S2 南大東島 
アカツキポイント 

（水深20m） 
― ― 木村 匡 

115 大東S3 南大東島 キノコのじゅうたん ― ― 木村 匡 



 

  

 

南西諸島重要サンゴ群集域 一覧 その４ （宮古諸島、八重山諸島） 

ID コード 島名 群集域俗称 
起点 

地名俗称 

終点 

地名俗称 
選定者 

116 宮古F1-1 

117 宮古F1-2 
池間島 池間島北東 池間島北カギンミ 池間島東チュラビジ 梶原 健次 

118 宮古F2 大神島 大神沖離礁群 ― ― 梶原 健次 

119 宮古F3-1 

120 宮古F3-2 

121 宮古F3-3 

宮古島 東平安名崎東岸 新城海岸 保良漁港 梶原 健次 

122 宮古F4 宮古島 上野博愛漁港沖 ― ― 梶原 健次 

123 宮古F5 水納島 水納島南西岸 水納港 水納島北 梶原 健次 

124 宮古S1 池間島 
八重干瀬 

スムトゥビジ周辺 
― ― 梶原 健次 

125 宮古S2 池間島 
八重干瀬 

カナマラ南西 
― ― 

梶原 健次 

126 宮古S3-1 

127 宮古S3-2 

128 宮古S3-3 

池間島 池間・大神礁斜面 池間島東チュラビジ 大神島北 梶原 健次 

129 宮古S4 宮古島 高野漁港沖 ― ― 梶原 健次 

130 宮古S5 宮古島 東平安名崎東岸 新城海岸 保良漁港 梶原 健次 

131 宮古S6 下地島 渡口沖離礁群 ― ― 梶原 健次 

132 宮古S7 伊良部島 伊良部島北 白鳥崎西 佐良浜漁港 梶原 健次 

133 宮古S8 宮古島 狩俣西 ― ― 梶原 健次 

134 宮古S9 水納島 水納島北 水納島北 浜崎沖 梶原 健次 

135 宮古S10 多良間島 多良間島北 アウルツブリ ふるさと海浜公園沖 梶原 健次 

136 八重F1-1 

137 八重F1-2 
石垣島 平久保半島東側 平野集落前 伊原間集落前 吉田 稔 

138 八重F2 石垣島 白保 通路川 クロレラ工場 吉田 稔 

139 八重F3 石垣島 川平 川平石崎 ヤマバレー 吉田 稔 

140 八重F4-1 

141 八重F4-2 

142 八重F4-3 

143 八重F4-4 

石西礁湖 石西礁湖 全域 
亀崎 直樹 

吉田 稔 

144 八重F5 西表島 舟浮・網取・崎山 パイミ崎 サバ崎 
酒井 一彦、 

吉田 稔 

145 八重F6 西表島 鳩間南 ― ― 吉田 稔 

146 八重F7 西表島 上原沖 バラス島 ― 酒井 一彦 

147 八重S1 石垣島 石垣島南 白保崎 竹富島南 吉田 稔 

148 八重S2 石垣島 石垣島西 屋良部崎 平久保崎 吉田 稔 

149 八重S3 石西礁湖 石西礁湖北 ヨナラ水道 竹富島南東 吉田 稔 

150 八重S4 西表島 西表島西 パイミ崎 サバ崎 
酒井 一彦、 

吉田 稔 

151 八重S6 西表島 西表島北東 赤離島北 野原崎 上野 

152 八重S7 西表島 西表島南 南風見崎 鹿川湾 
亀崎 直樹、 

酒井 一彦 

153 八重S8 鳩間島 鳩間島外周 鳩間島西 鳩間島東 吉田 稔 

154 八重S9 黒島 黒島南 黒島北東部 西の浜東 
亀崎 直樹、 

吉田 稔 

 
      

 

 


