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１ 保護に関する指針等

（１）特別保護地区の名称

名蔵アンパル特別保護地区（区域の拡張）

（２）特別保護地区の区域

名蔵アンパル鳥獣保護区のうち、神田橋左岸下流側を起点とし、県道石垣浅田線を南東に進み

神田原４００番地の北端に至り、同所を南西に進み神田原３９９番地の北端に至り、同所を南東

に進み神田原３９６番地東端に至り、同所を北上し県道石垣浅田線との交点に至り、同所を南東

に進み神田原３９５番地の１に至り、同所を南西に進み神田原３９３番地に至り、同所を南東に

進み神田原３８５番地との交点に至り、同所を南進し神田原３５８番地の１の東端に至り、同所

、 、を西進し神田原３６０番地の１との交点に至り 同所を南進し浦田原排水路右岸との交点に至り

同所を西進し公有水面界との交点に至り、同所から公有水面界を北上し名蔵川左岸との交点に至

り、同所を東進し起点に至る線で囲まれた区域並びに平地原１０５７番地の５の東端と県道新川

白保線との交点を起点として、県道新川白保線を南西に進み平地原１０５９番地の１の東端に至

り、同所を北西に進み公有水面界との交点に至り、同所を北上し浦田原排水路左岸との交点に至

り、同所を浦田原排水路沿いに南東に進み神田原３６３番地の１の東端に至り、同所を南進し平

地原１０９１番地の西端に至り、同所を南東に進み起点に至る線で囲まれた地域。

（３）特別保護地区の存続期間

平成１６年１１月１日から平成３５年１０月３１日（１９年間）

（４）特別保護地区の保護に関する指針

①国指定鳥獣保護区の指定区分

希少鳥獣生息地の保護区

②特別保護地区の指定目的

名蔵アンパル鳥獣保護区は、水鳥類の東アジア・オーストラリア周辺地域渡り経路上に位

置するとともに、亜熱帯地域における典型的な湿地であるマングローブ林、干潟、海浜、海

面、原野、海岸林等の多様な自然環境がまとまって存在している。

このため、当該鳥獣保護区は、シギ・チドリ類、カモ類等の水鳥類の中継地又は越冬地と

、 、 、なるとともに 八重山諸島特有の猛禽類 森林性鳥類等多様な鳥類の生息の場となっており

水鳥類ではクロツラヘラサギ、セイタカシギ、アカアシシギ等、猛禽類ではカンムリワシ、

リュウキュウツミ、チュウヒ等、森林性鳥類ではキンバト、オオクイナ等の「改訂・日本の

絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－鳥類 （環境省編）に記載された希少」

鳥類の生息が確認されている。

、 、 、 、特に 当該鳥獣保護区の中でも 干潟及びマングローブ林を中心とする区域は 底生生物

稚魚等が豊富であり、静ひつで安全な環境であることから、水鳥類の採餌の場又は休息の場

として利用されている。また、原野を中心とする区域はカンムリワシの採餌の場等として利

用されている。このため、当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域として、当該区域を鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律第２９条第１項に規定する特別保護地区に指定し、当

該区域に生息する希少鳥類の生息地の保護を図るものである。

管理方針

・干潟及び原野は水鳥類及び猛禽類の採餌の場として、また、マングローブ林は水鳥類の採

餌の場又は休息の場として、さらに、モクマオウ林は森林性鳥類の生息の場としてそれぞ

、 、 、 、れ重要な場所であることから 干潟 原野 マングローブ林及びモクマオウ林については

現状のままの保護を基本とする。

・区域内の河川及び用排水路の整備並びにモクマオウ林内の道路の改修等に当たっては、鳥

類の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、関係地方公共団体及び関係機関との調



整を図る。

２ 特別保護地区の区域を拡張する理由

名蔵アンパル鳥獣保護区は、平成１５年１１月１日付けで県設名蔵鳥獣保護区が国指定名蔵ア

ンパル鳥獣保護区及び同特別保護地区に指定されたところであるが、今回拡張する区域は、既指

定特別保護地区の後背部に位置し、カンムリワシや水鳥等の休息、採餌の場としてきわめて重要

な場所であり、現在の特別保護地区と一体で管理する必要があることから指定するものである。

３ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 １５７ｈａ（７４ｈａ）

内訳

ア 形態別内訳

林 野 １７ｈａ（ ９ｈａ）

農耕地 ５ｈａ（ １ｈａ）

水 面 ６０ｈａ（６０ｈａ）

その他 ７５ｈａ（ ４ｈａ）

イ 所有者別内訳

国有地 －ｈａ（－ｈａ）

制限林 －ｈａ（－ｈａ）

都道府県有地１ｈａ

（１ｈａ） その他 １ｈａ（１ｈａ）

地方公共団体有地３ｈａ

（３ｈａ）

制限林 －ｈａ（－ｈａ）

市町村有地等２ｈａ

（２ｈａ） その他 ２ｈａ（２ｈａ）

保安林 ８ｈａ（－ｈａ）

制限林 ８ｈａ 砂防指定地 －ｈａ（－ｈａ）

（－ｈａ）

私有地９４ｈａ その他 －ｈａ（－ｈａ）

（１１ｈａ）

普通林 ９ｈａ（９ｈａ）

その他 ７７ｈａ（２ｈａ）

公有水面 ６０ｈａ （６０ｈａ）

（注 （ ）は既指定の区域面積）



ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域

自然環境保全法による地域 －ｈａ（－ｈａ）

自然公園法による地域 －ｈａ（－ｈａ）

文化財保護法による地域 －ｈａ（－ｈａ）

４ 指定区域における鳥獣の生息状況

（１）当該地域の概要

ア 特別保護地区の位置

当該区域は、面積は約２２９km の沖縄県石垣島の名蔵川下流部に位置し、干潟、原野、マ2

ングローブ林及びモクマオウ林がこの区域に含まれる。

イ 地形、地質等

当該区域は、海に開けた窪地状となっており、その窪地に土砂が堆積した結果、マングロ

ーブ林が広がり、海岸部には砂嘴が形成し、全体としてラグーンを形成している。
さ し

河口から約３㎞上流付近の河床下まで沖積層が分布し、軟弱なシルト・粘土が堆積してい

る。また、海岸沿いは、新期砂丘層が分布し、現世サンゴ礁堆積物の破片によって構成され

ている。

ウ 植物相の概要

当該区域はマングローブ林を主とし、その構成種は、オヒルギ，メヒルギ、ヤエヤマヒル

ギ、ヒルギモドキ、ヒルギダマシ及びマヤプシキの６種である。

マングローブ林の後背地にはシャリンバイ、シマシラキ、ミフクラギ等が見られる。

また、浜堤上の防風防潮林としてモクマオウ林が植林により広がっている。

エ 動物相の概要

当該区域は、鳥類では、餌動物である底生生物や魚類が豊富であるため生息数が多く、平

成１４年度の調査で、３５科１３１種の鳥類の生息が確認されている。また、哺乳類として

は、ヤエヤマオオコウモリ及びリュウキュウイノシシの生息が確認されている。魚類では、

ニシン科、サヨリ科、ボラ科等の生息が確認されている。底生生物では、キバウミニナ等の

、 。 、 、貝類 ミナミアシハラガニ等の甲殻類の生息が確認されている また 両生類・爬虫類では

サキシマヌマガエル、ホオグロヤモリ、サキシマハブ等の生息が確認されている。

（２）生息する鳥獣類

別表のとおり

（３）当該地域の農林水産物の被害状況

・平成１２年度 有害鳥獣捕獲許可件数 該当なし

・平成１３年度 有害鳥獣捕獲許可件数 １件

加害鳥獣 カモ、バン、タシギ

被害作物 水稲

・平成１４年度 有害鳥獣捕獲許可件数 ２件

加害鳥獣 イノシシ

被害作物 サトウキビ サツマイモ

・平成１５年度 有害鳥獣捕獲許可件数 該当なし

５ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第３２条の規定による補償に関する事項

当該特別保護地区内に鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設を設置することにより損失を受けた



者に対しては、通常生ずべき損失の補償をする。

６ 特別保護地区の指定及び維持管理に関する事項

①特別保護地区用制札 ５ 本

②案 内 板 １ 基



（別表）
ア　鳥類

目 科 種または亜種 種の指定等
カイツブリ カイツブリ ○ カイツブリ
ペリカン ペリカン モモイロペリカン

ハイイロペリカン
ウ カワウ
グンカンドリ コグンカンドリ

コウノトリ サギ サンカノゴイ ＥＮ
ヨシゴイ
オオヨシゴイ ＥＮ

○ リュウキュウヨシゴイ
ズグロミゾゴイ ＮＴ

○ ゴイサギ
ササゴイ
アカガシラサギ

○ アマサギ
○ ダイサギ
○ チュウサギ ＮＴ
○ コサギ

カラシラサギ DD
○ クロサギ
○ アオサギ
○ ムラサキサギ

コウノトリ コウノトリ ＣＲ、国天、国内希少
トキ ヘラサギ DD

○ クロツラヘラサギ ＣＲ
クロトキ DD

カモ カモ ハイイロガン
マガン ＮＴ、国天
ヒシクイ ＶＵ、国天
オオハクチョウ
アカツクシガモ DD
ツクシガモ ＥＮ
マガモ

○ カルガモ
○ コガモ

オカヨシガモ                                                                                                      
ヒドリガモ
オナガガモ
シマアジ
ハシビロガモ
キンクロハジロ
スズガモ

タカ タカ ○ ミサゴ ＮＴ
オジロワシ ＥＮ
リュウキュウツミ ＶＵ
ハイタカ NT
ケアシノスリ
ノスリ
サシバ
カラフトワシ
カンムリワシ ＣＲ、国天、国内希少
ハイイロチュウヒ
マダラチﾕウヒ
チュウヒ ＶＵ

ハヤブサ ハヤブサ ＶＵ、国内希少
チゴハヤブサ

○ チョウゲンボウ
キジ キジ コウライキジ

インドクジャク

ツル ミフウズラ ミフウズラ

クイナ オオクイナ ＶＵ
○ リュウキュウヒクイナ
○ シロハラクイナ
○ バン

ツルクイナ



チドリ レンカク レンカク
タマシギ タマシギ
チドリ ○ コチドリ

イカルチドリ
○ シロチドリ
○ メダイチドリ

オオメダイチドリ
○ ムナグロ

ダイゼン
ケリ
タゲリ

シギ ○ キョウジョシギ
トウネン
ヒバリシギ
オジロトウネン
ウズラシギ
ハマシギ
サルハマシギ
オバシギ
ミユビシギ
エリマキシギ
ツルシギ
アカアシシギ ＶＵ
コアオアシシギ

○ アオアシシギ
○ クサシギ
○ タカブシギ
○ キアシシギ
○ イソシギ

ソリハシシギ
ダイシャクシギ
ホウロクシギ VU

○ チュウシャクシギ
コシャクシギ CR

○ タシギ
ハリオシギ
チュウジシギ
オオジシギ ＮＴ

セイタカシギ セイタカシギ ＥＮ
ツバメチドリ ツバメチドリ VU
カモメ ユリカモメ

セグロカモメ
ズグロカモメ VU
ミツユビカモメ
クロハラアジサシ
ハシブトアジサシ
エリグロアジサシ ＮＴ
コアジサシ VU

ハト ハト カラスバト ＮＴ、国天、国内希少
ベニバト

○ リュウキュウキジバト
キンバト ＥＮ、国天、国内希少

○ チュウダイズアカアオバト
フクロウ フクロウ ○ リュウキュウコノハズク

○ リュウキュウアオバズク
アマツバメ アマツバメ アマツバメ
ブッポウソウ カワセミ ○ リュウキュウアカショウビン

ナンヨウショウビン
○ カワセミ

スズメ ツバメ ショウドウツバメ
○ ツバメ

リュウキュウツバメ
コシアカツバメ
イワツバメ

セキレイ イワミセキレイ
○ マミジロツメナガセキレイ

ツメナガセキレイ



○ キセキレイ
○ ハクセキレイ

セジロタヒバリ
ムネアカタヒバリ
タヒバリ

サンショウクイ ○ リュウキュウサンショウクイ
ヒヨドリ ○ シロガシラ

○ イシガキヒヨドリ
モズ チゴモズ VU

○ シマアカモズ
ツグミ ノゴマ

イソヒヨドリ
○ アカハラ
○ シロハラ

ツグミ
ハチジョウツグミ

ウグイス ○ リュウキュウウグイス
オオヨシキリ
カラフトムジセッカ
キマユムシクイ

○ メボソムシクイ
○ セッカ

ヒタキ リュウキュウキビタキ
エゾビタキ

カササギヒタキ○ リュウキュウサンコウチョウ
シジュウカラ ○ イシガキシジュウカラ
メジロ ○ リュウキュウメジロ
ホオジロ コホオアカ

アオジ
アトリ アトリ

マヒワ
ハタオリドリ ニュウナイスズメ

○ スズメ
ムクドリ ギンムクドリ

シベリアムクドリ
カラムクドリ
ホシムクドリ
ムクドリ

カラス ○ ハシブトガラス
合計（種・亜種） 170

イ　獣類

目 科 種または亜種 種の指定等
オオコウモリ ヤエヤマオオコウモリ
イノシシ ○ リュウキュウイノシシ

合計（種） 2
（注）
１．鳥獣の目・科・種（和名）及び配列は、日本野生鳥獣目録（平成１４年７月、環境省自然環境局野生生物課）に拠った。
２．種の指定等の要件は次のとおりである。
　　　　　　国天：国指定天然記念物
　　　レッドデータブック（平成１４年、環境省）
　　　　　　　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、ＮＴ：準絶滅危惧、ＤＤ：情報不足
　　　　　　　ＬＰ：絶滅のおそれのある地域個体群
　　　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　　　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
３．○印は当地域で一般的に見られる鳥獣。アンダーラインは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第７条第５項第１号により
　　特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣及び天然記念物に指定された鳥獣。
　　


