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①国立・国定公園総点検事業 
（2006～2010年度 環境省） 

 

 

慶良間諸島が国立公園となった背景① 

生態系の観点で 
重要な地域の抽出 

地形地質の観点で 
重要な地域の抽出 

国立・国定公園の新規指定・
大規模拡張候補地を抽出 

【18地域】 

国立・国定公園との重複状況を分析 
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慶良間諸島が国立公園となった背景① 

白山 

慶良間諸島 
沿岸海域 

三陸海岸 

知床 
半島基部 

日高山脈・ 
夕張山地 

道東湿地群 

佐渡島 

由良川及び 
桂川上中流域 

南アルプス 

東海丘陵の小湿地群 

三河湾 

紀伊半島 
沿岸海域 

錦江湾 

瀬戸内海 

対馬 

やんばる 
（沖縄島北部） 

西表島及び 
その沿岸海域 

奄美群島 赤文字・・・国立公園指定または拡張候補地 
青文字・・・国定公園指定または拡張候補地 
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慶良間諸島が国立公園となった背景② 

②生物多様性条約 愛知目標 
（2010年） 

 

 

■個別目標１～20（愛知目標） 
○目標10 2015年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサン 
       ゴ礁その他の脆弱な生態系について、その生態系を悪化させる複 
       合的な人為的圧力を最小化し、その健全性と機能を維持する。 
○目標11 2020年までに、陸域の17%、海域の10%を適切に保全・管理する。 
○目標12 2020年までに、 既知の絶滅危惧種の絶滅及び減少が防止され、 
       また特に減少している種に対する保全状況の維持や改善が達成さ 
  れる。 

生物多様性国家戦略2012-2020 
（2012年閣議決定）に位置づけ 

■長期目標（2050年）「自然と共生する”Living in harmony with nature”」世界 
■短期目標（2020年）「生物多様性の損出を止めるために、効果的かつ緊急的 
   な行動を実施する。」 
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沖縄海岸国定公園から慶良間諸島国立公園へ 

●サンゴ礁景観 

国定公園時代
の評価 

●多島海景観 

  ⇒大小30あまりの島々が点在 

●多様なサンゴが高密度に生息するサンゴ礁 
 それを中心とする豊かな生態系 

 ⇒日本の造礁サンゴ約62%が生息 

 ⇒沖縄島へのサンゴの供給源 

●透明度が高く青い海 

  ⇒ケラマブルー 

●砂浜海岸・海食崖等の多様な陸域景観 

  ⇒アオウミガメが上陸する白い砂浜等 

慶良間諸島国立公園 

美ら海慶良間―海と島がつくる 
ケラマブルーの世界 

写真提供：座間味村WW協会 

陸から海まで連続した多様な景観を有する公園 

評価を追加 

●ザトウクジラの繁殖海域 

 ⇒慶良間の他は、小笠原のみ 

  ⇒ピークは毎年１月～３月 
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27年ぶり新規指定、31番目の国立公園 
時期（西暦） 新規に指定された（分離独立された）国立公園 累計 

戦前 12の国立公園が指定 12 

1946～1950 伊勢志摩、支笏洞爺、上信越高原、秩父多摩、磐梯朝日 17 

1951～1955 西海、陸中海岸 19 

1955～1960 － 

1961～1965 白山、山陰海岸、南アルプス、知床 23 

1966～1970 － 

1971～1975 西表、小笠原、足摺宇和海、利尻礼文サロベツ 27 

1976～1980 － 

1981～1985 － 

1986～1990 釧路湿原(1987) 28 

1991～1995 － 

1996～2000 － 

2001～2005 － 

2006～2010 －（日光国立公園から尾瀬を分離独立） 29 

2011～2014   （霧島屋久国立公園を霧島錦江湾と屋久島に分離独立） 
慶良間諸島（2014.3） 

30 
31 

分離独立ではない新規指定は27年ぶり 

-５- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

慶良間諸島国立公園指定記念式典 

■記念式典の様子 

記念講演「慶良間諸島国立公園の誕生」 座談会（石原環境大臣、知花くらら氏、
渡嘉敷・座間味両村長出席） 

■除幕式の様子 

渡嘉敷村除幕式 慶良間太鼓による歓迎 座間味村除幕式 -６- 



※沿岸７ｋｍの範囲を公園区域 
 （ザトウクジラの繁殖海域） 

沿岸3km 

知床 
国立公園 

沿岸5km 

慶良間諸島国立公園の区域 
小笠原 
国立公園 

※サンゴが高密度に生息する 
  水深30m以浅を海域公園地区に指定 

0 5 10 15 20 

0 5 10 

0 5 
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 ：クジラ確認地点 

沿岸7km 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

慶良間諸島のサンゴ 

那覇から高速船で１時間弱 

慶良間諸島国立公園のサンゴ 
２４８種 

モルジブのサンゴ 
１８７種 

■ 日本で確認されているサンゴの約４００種のうち２４８種 
   が生息（約62%）⇒モルジブよりも多い 
■ ケラマブルーと呼ばれる透明度の高い海 
■  多様な種が高密度に生息。ウミガメも観察できる 
 

-８- 



地域の自然環境保全の取り組み 
（サンゴの保全） 

■主な地域の実施主体 

  あか・げるまダイビング協会 

  座間味ダイビング協会 

  渡嘉敷ダイビング協会 

  阿嘉島臨海研究所 

■オニヒトデやシロレイシガイダマシの駆除 

■係留ブイの設置による利用船数制限 

■サンゴのモニタリング（リーフチェック） 

■サンゴの移植 

シロレイシガイダマシ（2～4cm程の小さな巻貝） 
（座間味ダイビング協会提供） 
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地域の自然環境保全の取り組み 
（ザトウクジラの保全） 

■主な地域の実施主体 

  座間味村ホエールウォッチング協会 

■ホエールウォッチング自主ルールの制定 
 ・対象鯨より100ｍ以内を侵入禁止水域とし、 

  ホエールウォッチングボートはこの水域に進入してはならない。 

 ・1頭または1群の鯨に対してウォッチングボートは3隻までとし、 

  2時間を超えてはならない。 

■モニタリング（確認頭数、個体識別） 

ホエールウォッチング（座間味村ホエールウォッチング協会） 

ホエールウォッチングハンドブック 
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慶良間地域エコツーリズム推進全体構想の認定 
（エコツーリズム推進法） 

• 認定日 2012年６月２７日（全国で2番目の認定） 

• 認定団体 

– 渡嘉敷村（渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会） 

– 座間味村（座間味村エコツーリズム推進協議会） 

• 慶良間のサンゴ礁を保全するため、利用人数の適正化
や、利用ルール等についての条例が検討されている。 

2012年7月3日 認定書の手交 （環境省ＨＰ） シーカヤック（渡嘉敷村） 
-１１- 



慶良間地域の文化・歴史 

• 沖縄島から中国への唐船貿易の中継地 

– 高良家（船頭主家、国の重要文化財） 

 

• 各集落での大漁・豊漁等を祈願した祭祀 
– 海神祭、浜下り等 

 

• 明治期からはじまった鰹漁業と二次林 
– 「ケラマ節」の製造のための薪として使用 

 

• 沖縄戦における米軍最初の上陸地 

– 集団自決地は戦後米軍ミサイル基地 

– その後、「国立沖縄青少年交流の家」設置 

 

とうせん 

かいじんさい はまう 

せんどうすーや 

国の重要文化財 高良家（慶留間島） 

たからけ 

げるま 

国立沖縄青少年交流の家（渡嘉敷島） 
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慶良間諸島国立公園のさらなる飛躍へ 

• 陸と海のつながりを意識（陸域も重要） 

–雄大な海食崖 

–慶良間諸島成立の地史を考える上で重要な地質 

–優れた植生（風衝植生） 

 

 

慶良間諸島国立公園がより魅力的に 

人間活動と自然環境が持続的に両立するモデルに 
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奄美琉球の世界自然遺産登録に向けて 

奄美琉球地域の世界自然遺産への登録 

仲間川展望台から 

世界自然遺産推薦候補地域 

奄美大島・徳之島・やんばる地域・西表島の４島を、奄美琉球世界自然遺産候補地科学委員会が選定。 

保護担保措置 

【徳之島地域】※新規指定 
特徴：多くの固有種や絶滅危惧種が生息。     

【奄美地域】※新規指定 
特徴：アマミノクロウサギなどの固有種の 
   生息地。海域まで亜熱帯雨林が広がる。     Ｗ 

【西表石垣国立公園（西表島）】※区域拡張 
指定：昭和47年５月15日 
価値：イリオモテヤマネコの生息地。山頂から海岸 

    まで保護された亜熱帯雨林景観がみられる。     

【やんばる地域】※新規指定 
特徴：ヤンバルクイナをはじめ、多くの固有種や 
   絶滅危惧種が生息。1250種の植物が生育。     

国立公園指定 
イリオモテヤマネコ 

アマミノクロウサギ 

ヤンバルクイナ 

仲間川展望台より 

金作原原生林 
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