2012 年 9 月 4 日

屋久島町長 荒木 耕治 殿
子々孫々の口永良部島を夢見る えらぶ年寄り組
代表 後藤利幸

要請書
口永良部島における「生態系維持・回復事業計画」の支援を要請し
ます。
屋久島国立公園を構成する口永良部島に暮らす私たちには、島民として国立公園の生態
系を守り、園内の文化遺産を保全する責務があります。
口永良部島では、生態系の維持・回復計画の対象とすべき課題があり（表１）、それぞれ
にボランティア活動を行ってきました。また、早急に取り組むべき課題として別紙（資料１）
のような事業計画を立案し、その実現に向けて活動を行っています。
屋久島町長に、口永良部島における私たちの活動をご理解いただき、行政的な支援をい
ただけるように要請します。

記
１）国立公園・生態系維持回復事業計画について
環境省により 2012 年 3 月から実施されている、「国立公園・生態系維持回復事業計画」の
うち、屋久島国立公園に関わる計画（表２、ヤクシカの採食圧による影響の低減）」では、
対象とされる地域が「屋久島国立公園のうち屋久島に係る地域」と限定されており、口永
良部島が除外されています。
屋久島国立公園に編入された口永良部島も、環境省による事業計画の対象に含めるよう、
屋久島町が環境省や関係省庁に働きかけることを要請します。
２）子ガメ救出と向江浜復元プロジェクトについて
口永良部島の島民による「屋久島国立公園・口永良部島におけるウミガメ産卵・孵化保全
のための向江浜復元プロジェクト（略称、「子ガメ救出と向江浜復元プロジェクト」、別紙、
資料１）」をすすめています。
「子ガメ救出と向江浜復元プロジェクト」が、鹿児島県における環境保全事業や、環境省に
よる「国立公園・生態系維持回復事業計画」として採用されるよう、屋久島町の支援を要請
します。
３）エラブオオコウモリ
エラブオオコウモリの保護のために、モニタリング調査の対象とするよう、屋久島町の支援
を要請します。
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表１ 口永良部島における生態系の維持・回復計画の課題
解決すべ
き課題
ウミガメ保
護と産卵場
（向江浜）の
環境回復

シカ食害に
よる生態系
破壊の拡大
防止

オオコウモ
リの保護

表２

問題点

活動の内容

ウミガメ産卵場である向江浜では、砕石残
土が放置されて砂浜が荒れており、シカ路
が原因となるガケ崩れによる川水の濁りの
増加など、ウミガメ産卵場（向江浜）への悪
影響がある。さらに、長期的なシカの食害に
より山林の植生が変化し、山林の保水力が
弱まるために土砂崩れが頻発し、浜への悪
影響の可能性も高まっている。
いずれにしても、往時と比較すると、産卵地
の環境が悪化したため、ウミガメの上陸頭
数、産卵数が減少している。
１）食圧による林床植生の消滅による森林
生態バランスの変化（人目に付く道路わきだ
けでも、ここ 2 年ばかりの間に、鬼ユリ、テッ
ポウユリ、ヒメヒオウギなどが絶滅です）
２）これらに伴い、エラブオオコウモリのエサ
となる果樹の減少など生息環境の悪化が懸
念される。
３）素人の体感としても、シカダニ、ヒルなど
の増加など、生態系の変化がある。
４）シカ路が原因となるガケ崩れ、およびそ
れに伴う川水の濁りの増加がある。
などの課題があるにも関わらず、2012 年 3
月に開始された環境省による生態系維持回
復事業計画（屋久島）には、口永良部島が
対象から除外されている。
シカ食圧による林床植生の消滅による森林
生態バランスの変化に伴い、国指定天然記
念物、レッドデーターブック絶滅危惧種であ
るエラブオオコウモリのエサとなる果樹の減
少など生息環境の悪化が懸念される。

山口正行氏による、子ガメ救出活動が
続けられてきた。また、島民有志による
ウミガメ上陸観察・調査活動もある。今
後も、これら活動が続けられるよう島民
ボランティアで支援する。
また、独自に計画した 「屋久島国立公
園・口永良部島におけるウミガメ産卵・孵
化保全のための向江浜復元プロジェクト」

が、環境省の生態系維持・回復計画と
して採用されるよう申請を行う。
行政による実態調査、本格的な学術調
査を要請する。
2012 年 3 月に開始された環境省による
生態系維持回復事業計画（屋久島）へ
口永良部島を含めるよう要請する。
屋久島地域との連携を図る。

島民有志で、研究者を招へいし、講演
会と意見交換を行った（2010 年）。市民
参加型のモニリング調査への参加や研
究者、トカラ地域との連携を図る。行政
による実態調査、本格的な学術調査を
要請する。

国立公園・生態系維持回復事業計画（環境省、2012 年 3 月実施）

公園名

屋久島国立公園

策定者

農林水産省 環境省

事業を行う区域

屋久島国立公園のうち屋久島に係る地域

事業を行う期間

平成 24 年 3 月 16 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

事業の目標

ヤクシカの採食圧による影響の低減等を通じて、屋久島国立公園の生態系の維持又は回復
を図ることを目標とする。

事業計画書

屋久島生態系維持回復事業計画 [PDF 129KB]
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資料１
「屋久島国立公園・口永良部島におけるウミガメ産卵・孵化保全の
ための向江浜復元プロジェクト」
立案：2012 年 9 月 3 日
子々孫々の口永良部島を夢見る えらぶ年寄り組

[１]プロジェクトの概要
（１）背景とプロジェクトの趣旨
口永良部島では、往時の勢いはないがウミガメの上陸・産卵が、細々ながら継続している。
しかし、わずかに残された産卵場である向江浜は、砕石残土が砂浜に放置されており、さ
らに、砕石場の跡地復元の不十分さなど、産卵環境が悪化した。そのため、せっかく上陸
したが産卵できず引き返したり、力尽き浜で死んでいた親ガメも観察されるなどしている。
また、無事に産卵・孵化しても、残土にかかわる小石や漂着物に妨げられて地上に達せ
ず、死んでしまう子ガメが数多くみられる。
現在、島民の有志（山口正行氏）が、海岸を整備するとともに、放卵された卵の安全を監
視したり、砂地から出遅れた子ガメを海に放流するなど、長年にわたり個人的なボランティ
ア活動を続けてきた。また、向江浜におけるウミガメの上陸の観察を続ける島民もおられ
る。
今後の課題は、産卵を阻んでいる砕石残土を浜辺から取り除き、昔通りの向江浜を復元
することで、ウミガメ産卵・孵化の環境整備をすすめるとともに、ウミガメの保護活動をより
組織化することにある。
ウミガメ保護と産卵場の環境整備は、全島が国立公園とされた口永良部島の環境の保
全・充実、生態系の回復・維持のプロジェクトの一つとして重要な課題である。
（２）プロジェクト遂行で予測される成果
向江浜（産卵場）の環境改善と、ウミガメ産卵の増加、子ガメの孵化率、脱出率の改善が
見込まれる。
（３）プロジェクトの推進方針
１）方針
環境省による国立公園の、生態系の保全計画の一環として採用されるよう関係する屋久
島町に提案する。
２）環境省への働きかけ
屋久島地区には、環境省による「生態系維持回復事業計画」のプロジェクトがある（表２）。
しかし、口永良部島地区には、同じ屋久島国立公園でありながら、同様の計画がない。口
永良部島にも、屋久島と共通する課題があり、また独自の課題もあるので、環境省の事業
計画に組み入れてもらえるように働きかける。そのためには、ウミガメ上陸・孵化の現状を
明らかにし、今後の保護活動の充実を図るなど、島民としても努力する。
３）環境省以外のプロジェクトへの申請を模索する。
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[２]具体的な活動計画
（１）向江浜の復元・環境整備
１）砕石残土の撤去や砕石跡地の環境回復の徹底などによる向江浜の復元・環境整備
２）漁港の整備工事にともない廃棄される海砂を利用した向江浜の回復・維持
近く予定されている漁港の整備工事の際に、廃棄される予定の海砂を利用して、砕石残
土の上にかぶせるだけでも、養浜効果が見込まれる。
３）砕石残土は、砂浜奥の私有地に移動する方法が簡便である。そのための用地は私有
地であるので、地権者との交渉を準備する。
（２）ボランティア活動
１）ボランティアを募る
２）日常的なウミガメ保護体制を作る（山口正之氏などの手伝い）
出遅れた子亀救出、向江浜見回り、ウミガメの行動記録など
３）養浜活動
向江浜はもちろんであるが、将来的には、砂浜がある「西の浜」にも対象を拡げる。
４）屋久島における生態系保護活動と連携を図る。
５）金岳小中学校と連携を図り、島の子供たちにもウミガメの保護活動に参加してもらう。

[３]ウミガメ上陸・産卵と産卵場の現状
（１）保護の状況
１）これまでのウミガメ上陸・産卵回数など（推定）
表２

山口正行氏や島民有志によるウミガメ保護活動の経過（2012 年 8 月２１日現在）

年度

上陸回数

産卵

子ガメの救助＊

子ガメ放流（頭数）

2012 年
2011 年まで
1990 年まで

約２０回
ここ 10 数年変化なし
卵を掘り出し、孵化施設
に移したうえで、孵化援
助・放流を行っていた。

約１３か所

１３ヵ所

放流５回（約３５0 頭）

1990 年 代 以 前
は、現在より多く
のウミガメが上
陸していた。

＊子ガメの救助＝大部分の子ガメが地上に出た後、砂地から出遅れている子ガメを掘り起し、海に放
流する。

（２）海岸の現状
１）産卵適地の向江浜
産卵適地の向江浜には、Ａ、Ｂ（図１、写真１）の砂浜がある。
Ａ が １８０ｍ×４０ｍ Ｂ が ９０ｍ×４０ｍ 合計＝Ａ ＋ Ｂ ＝約１１０００㎡
２）放置された残土Ｃ
さらに加えて、本来は砂浜であったＣ （図１）には、丘状に砕石残土が残されている（写真
２）。
Ｃ＝１００ｍ×２０ｍ＝約２０００㎡、残土量、１００ｍ×２０ｍ×高さ５ｍ＝約１００００立方ｍ
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表３

産卵場の現状

産 卵 可 能 な 本 来 の 産 卵 適 地 の 浜 残土の置かれた、 残土量
浜辺、Ａ＋Ｂ 辺、Ａ＋Ｂ＋Ｃ
元浜辺、Ｃ
１３０００㎡

１３０００㎡

約２０００㎡

約１００００立方ｍ

本村港

向江浜

Ａ
Ｃ 砕石残土
Ｂ

図１

向江浜と産卵適地、砕石残土の位置関係

写真１ Ｂからドンドロ方面を望む

写真２

注）向江浜は、国立公園内の「普通地域」に位置している。
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Ｃの砕石残土の丘

「子々孫々の口永良部島を夢見る えらぶ年寄り組（略称、えらぶ年寄組）」とは
「えらぶ年寄組」の目的：
口永良部島の生き物や環境、歴史遺産をまもり、それらを子々孫々に伝えたいと願い、暮
らしに忙しい働き盛りの人たちの役に立ちたいという想いを持つ年寄ボランティアの集まり
です。島民であれば誰もが参加でき、地区の活動とは、ひと味違う潤いのある活動をめざ
します。
代表者：後藤利幸
連絡先：〒891-4208 屋久島町口永良部島本村 379-1
電話 0997-49-2715 、携帯 090-4990-0897
Email：yama3hide3@gmail.com
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