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第1回「やいまSDGsシンポジウム��THE�EARTH�VOICE�」
報告書

（コンセプト・ノート）

  私たち、やいまSDGsシンポジウム実行委員会（実行委員長：当銘由羅、
県立八重山高等学校2年生）は、去る令和3年11月20・21日付けにて、
ANAインターコンチネンタル石垣リゾートにて、第1回やいまSDGsシンポ
ジウム“THE EARTH VOICE”を開催しました。
 
 日頃より、海岸への漂流漂着ごみや、海水汚染と地球温暖化による石西礁
湖のサンゴ礁生態系崩壊といった社会問題に晒されている八重山だけあり、
地域住民のSDGsへの関心が高まり始めたタイミングであったことにも助け
られ、述べ来場者数は1,350人に上り、開催後には地域内外の多くのメディ
アに取り上げられるなど、これまでの八重山にないムーブメントを感じさせ
るイベントとなりました。
 
 また、当シンポジウム開催の　数ヶ月後に、現石垣市長は「大学誘致」
を、次期市長選対立候補者が保革対立構造でない「対話型政治」を志向する
趣旨を公言なさいました。これらは、何れも当実行委員会が最大限に歓迎す
るものです。また、当実行委員会は、ローカルSDGsの設計は民意主導でな
くてはならないと考えています。ですので、八重山では当シンポジウムの志
向と行政の目指すところが合致しており、私たちは、これが地域住民の心強
さや安心に繋がっていくことを、丁寧に心掛けていかなければならないと考
えています。
 
 さらに、令和4年秋に、「第2回やいまSDGsシンポジウム」を開催するこ
とが決定しました。主催は、当実行委員会から、第1回時に採択され八重山
を代表して石垣市長に授与された宣言書に記載の「八重山ローカルSDGs推
進協議会（仮）」に変わります。既に、実行委員会の首脳メンバーが、協議
会設置に向けて行政と調整を始めました。
 
 当シンポジウムをきっかけに、SDGsの理念の下、「心も、経済も、自然も
豊かな八重山」の未来創りに向けて、冒険に向けた八重山の大きな第一歩が
踏み出されました。
 
 本書では、私たちが開催した、第1回やいまSDGsシンポジウム
“THE EARTH VOICE”の詳細をご報告します。
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ローカル SDGs（≒地域循環共生圏）の実現を行政だけで
推進することはできません。民間・コミュニティの理解と
参画が求められており、つまり地域住民が SDGs を自分事と
して理解し、生活や仕事、コミュニティ活動で実践していく
ことが正否のカギと言っても過言ではありません。裏を返せ
ば、SDGs は、行政だけでなく、民間・住民すべての責任に
おいてけん引していくべきものであり、そうでなければなら
ないということです。
 
 多様な主体で、八重山のローカル SDGs を具現化するため
に、地域循環共生圏の理念に基づいて議論を行い、地域住民
及び関係者の SDGs の本質への理解を深めていただき、未来
へ向けた目標（宣言）を採択し、実践する場（協議会）を作
って、これを地域社会と共有すること。これが、私たち「や
いまSDGs シンポジウム 〜THE EARTH VOICE」のチャレン
ジです。
 
宣言は、生物多様性、サステナブル・ツーリズム、ワーケー
ション、教育のパネルディスカッションを経て、これらを
包括する地域循環共生圏パネルで協議し、会場参加者からの
拍手とともに採択され、閉会式において石垣市中山義隆市長
に授与されました。その内容は、以下の通りです。

�2015�年に国連総会で採択された「持続可
能な開発⽬標（SDGs）」が⽰す持続可能な
社会を実現するカギは地域（ローカル）に
おける理念の浸透、つまり�SDGs�マインド
の醸成と、その実践にあります。

01�イベントの⽬的
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 一　私たちは、次の取り組みを行います
 ‣官民一体となって、陸から八重山の海を守る
   ための指針を定めるために必要な取り組みを
   協議し実行します
 ‣官民一体となって八重山の自然資産保護に
   資するツーリズムやワーケーション文化を
   世界に発信するためのブランディング戦略
   を構築し実践します
 ‣官民一体となって、人権や多様性が尊重され
   る社会を実現するために、弱者にも機会が
   平等で、キャリアにつながる安価な高等教育
   を実現するために、より多くの関係者と協議
   し行動します
 

一　2022年11月に、第2回やいまSDGsシン
ポジウムを開催し上記取り組みの進捗を点検評
価します
 

一　自然も心も経済も豊かな八重山の地域循環
共生圏のために、そのプラットフォームとし
て、八重山ローカルSDGs推進協議会を設立し
ます

私たち、

やいまSDGsシンポジ

ウム実行委員会は、

左記の通り宣言します

01�イベントの宣⾔
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私たちは、2020年11月、環境省と石垣市の後援を得て、「石垣SDGsシンポジウム」
を開催し、一定の成果を収めました。その時に見えた課題が、以下の通りです。

1.石垣島に限定せず周辺離島を含む
   八重山地域全体とすること
2.SDGsの理念に適った事業や活動に
   従事する住民にフォーカスすること
3.シンポジウム自体が持続可能である
   こと

02�イベント開催の背景と趣旨

ムーブメントを作る

地域住民の「地域で活動している、より多くの住
民に光を中てて欲しい」や、昨年のイベントにご
登壇頂いた環境省中井徳太郎事務次官の「ムーブ
メントを作ることが大切。これを作っていただけ
れば、環境省が応援します」、日本環境設計岩元
美智彦会長の「助成金がないと続けられない事業
はSDGsとは違う」などのご意見から得た学びを
通じて生まれたものです。

地域循環共⽣圏

包摂的な地域住民参加主導型の協議を通じて、自
分事として定まる目標を宣言として採択すること
を目指しました。この過程と結果を、SDGs政策
を推進する皆さま、またSDGsに賛同する地域内
外の皆さまと共有させていただきました。こうし
た取り組みが、自律した地域循環共生圏の確立に
向けた八重山地域の重要なファーストステップと
なることを目指しました。

全員参加

SDGs未来都市における政策も経済活動もは、最
後にはSDGsに合致したものしか残り得ません。
SDGsとは、草の根の活動だけではなく主要な経
済活動に組み込まれることでインパクトが大きく
なります（全員参加）。これを持続的に動かして
いく支えるには、地域環境に関する関わるすべて
のステークホルダーの深い理解を得ることが必要
です。

SDGsプラットフォーム

あらゆる活動・SDGsのゴールものが、全て相互
に関係性を有していることへの理解を基礎に、行
政と民間の相互理解、経済活動を行う異業種間を
含む事業者の相互理解、一人一人の思いや行動を
ローカルSDGsの推進力にするための仕組み（プ
ラットフォーム）が必要です。地域で共有した理
念の下で動くこのプラットフォーム作りは、これ
までの八重山にない、初めての取り組みですが、
このチャレンジの好機は今しかありません。

 「八重山が中と外でつながり、八重山SDGsを本気で実現する！」
採択された宣言にある『八重山ローカルSDGs推進協議会』は、

地域が一体となってこれを実現する目的を有しています。
やいまSDGSシンポジウム
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参加者数

1350

03�イベントの概要

前夜祭 参加者数

84

 地球の声に耳を傾け、世界の傾きを変える。
 

「エスデージーズってなにね？」
「ここではみんな昔からやっとることさ～」

やいまこと、沖縄の八重山諸島の現地の方の言葉。
 もともとは、自然への深い感謝から、海を汚さない生活をしていた。

 それが、島の収入の大半を観光業が占めるようになり、ものに溢れる島に変わった。
 石垣島と西表島の間に広がる日本最大のサンゴ礁も、危機的な状況。

食物連鎖の原点である八重山のサンゴの絶滅は、
やがて日本の海、そして世界の海を不毛へ向かわせる。

 2030年には天然の魚を食べられなくなるという説を否定できる人は誰もいない。
 石垣市はSDGs未来都市に認定され、西表島は世界遺産に登録された。

 もう元に戻すことはできないけど、これからの行動を変えることはできる。
 日本列島を回る潮の流れを変えながら、経済を回していく。

 THE EARTH VOICE in YAIMA は、そのきっかけに過ぎない。
 

04 イベント全体のテーマ 
  〜THE EARTH VOICE〜
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イベントの様子（動画）

やいま百貨店
 【参加者：740名】

八重山産のエシカルフードや、民芸
品の出店・ワークショップ

Sunny Time、ぱち農、大里売店、
Baraque、EDISG、民具かなぎり、
Sun Rise、SUN KISS、やちむん館
事業部、よなは民具、ばんちゃん、
もだま工房、やえやまファーム、
大浜農園、プラウ、TIDA PANA、
earth request　　　（計17店）
   

05�各種プログラムについて

伝統芸能ライブ
【参加者：740名】
・ 県立八重山高等学校郷土芸能部　　
　（2021年全国高文祭第3位）
・琉球祭り太鼓
・大石定治（とぅばらーま大会優勝者）
・JOE（ハンドパン奏者）
・八重山モンキーYoshitooo!

https://www.youtube.com/channel/UCfxKbzrTiZI8j1wDQBXiBSw/featured

アイスブレーク
【参加者：84名】

登壇者、投資家、出展（店）者、メディ
ア関係者向けに、イベント本番前の交流
の場として開催しました。
                            

やいまSDGSシンポジウム
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SDGsボードゲーム⼤会
【参加者：180名】

小学生から遊べるSDGsボードゲー
ム“Get The Point”を用いたゲーム大
会を通じて「競争より協調が豊かさを
生む」ことを老若男女に関わらず疑似
体験学習。当日は中高生ファシリテー
ターが進行を務めました。また地域の
方々に理解しやすい八重山オリジナル
版を開発するためにクラウドファンデ
ィングを実施したところ目標額の100
万円を70％上回る支援を頂きました。
会場は、全ラウンド満席となり、参加
者は心も経済も自然も豊かな未来を築
くための「協調」の大切さを学びまし
た。また八重山版ゲームは全小中学
校・高校に教育委員会等を通じて寄付
されました。

ホワイトナイト
スタートアップ⽀援プログラム

【参加数：16名】

ホワイトナイトには「白夜」とファイ
ナンス用語の「白馬の騎士」の２つの
意味があります。時間を気にせず交流
を深めていただきたいという意味に加
え、投資家を求める「起業・事業化プ
ログラム」ピッチコンテストのプレゼ
ンテーターと国内外の大小の投資家の
間に良縁を生む機会です。結果、投資
検討額で50万円から50億円と、幅広い
事案4件が、一般財団法人ローカル
SDGs推進機構のコンサルテーションを
無償で受けることとなりました。 
支援対象となった分野は、農業、観光
業、IT業などの従事者です。

 対象
 1. SDGsの理念に合致する事業（起業前のアイデア可）
 2. 未上場であること
 3. 本店所在地や事業所が八重山にあること
 4. 公序良俗に反しないこと

 審査 ： 一般財団法人ローカルSDGs推進支援機構

やいまSDGSシンポジウム
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サステナブルツアー
石垣島だけでなく、世界自然遺産に認定
されたばかりの西表島や情緒あふれる竹
富島など八重山の島々で自然に触れなが
らSDGsを学びました。
   
 ①ANAトラベラーズ「サバニ乗船＆ビー
チクリーンツアー」

 ②星野リゾート竹富島・小浜島・西表島
にて１日５組の限定エコツアー
   

パネルディスカッション配信動画
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ObuNlOQ-aeg&feature=youtu.be

パネルディスカッション
国内最大のサンゴ礁である八重山の石西礁
湖は、世界有数の生物多様性を抱える奇跡
の海です。この奇跡の海が日本の食卓を支
える豊穣な黒潮を作っています。しかしこ
の生物多様性が、プラスチックごみや農業
廃水、生活排水による汚染や、また近年で
は地球温暖化の影響で失われつつありま
す。古代人類の数々の文明は、人工増殖と
自然を食べ尽くすことで滅亡しています。
今、私たちが向き合っている滅亡の危機は
『全地球』規模の危機であり、過去のあり
とあらゆる文明において未経験の危機で
す。
八重山では、日本の食卓を支えるこの海
を、如何に守り、如何に再生し、そして如
何に「持続」するか、その可能性と取り組
むべき姿を模索します。サスティナブルな
地域をつくる八重山在住の挑戦者にスポッ
トライトを当て、彼らがパネリストとして
登壇します！

やいまSDGSシンポジウム
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ご来場の皆様、今日は「第1回やいまSDGsシンポジウム　The Earth Voice」 にご来場いただきまして
誠にありがとうございます。そしてコロナ禍、シンポジウムの開催に関してご尽力頂いた方々に、この場
を借りて深く感謝を申し上げます。世界では今、格差、貧困、飢餓、気候変動などの社会問題が日に日に
浮き彫りになり、それらの解決が急がれています。今回シンポジウムの議題となっているSDGsにおいて
も、主にそれらの社会問題の解決が目標とされています。 「幸いにも八重山では世界的な課題との繋がり
が大きく目に見えない。」 と僕は思っていました。それは本当なのでしょうか。格差や環境破壊というも
のは、見ようとしなければ見ないで済みます。わたしたち人間の目には都合の悪いものは入りづらいと思
います。今まで僕たちは目の前にあるものばかりを見つめてきたのではないでしょうか。 多様化社会、発
展していく社会を「当たり前」として生きてきた私たちは、それによって複雑化した社会も目の当たりに
してきました。 その社会で新たに生まれた課題を、新たな技術、ツールを使って解決しようとしている人
たちも同世代に多くいます。僕も課題の複雑さや大きさの前に、挫折し、無力感を覚えました。しかし、
何かを解決すれば、新たな問題が出てくるのは常です。それを1つ1つ解決していくことで、社会は作られ
ていくと今は感じています。 家を出るとき、自分の部屋の電気がつけっぱなしであることに気づいた僕は
こう思います。「今消しに行くのは面倒だな。つけっぱなしでも良いか。」でもそんな時、未来の自分達
や子供たちの姿が浮かびます。自分が今電気を消せば彼らは少しでも長く、幸せに生きられるのではない
か。そう考えながら面倒を押して、部屋の電気を消します。こんな小さな行動でもみんなが起こせば、
「少しずつ」、でも、「大きく」。未来は変わると信じています。 ただ、目の前にもし危機が迫っていて
も、僕達子供にはそれを見つけ、 声を上げる事ことしかできません。だから大人の方々に少しでも早く動
いて欲しいのです。 私たちは非力です。 SDGsには「誰1人取り残さない」というスローガンがありま
す。この言葉の意味が、「皆が思い通りに生きる社会をつくろう」だとすれば、僕達はそれがかなり不可
能に近いことを知っています。何故なら、人間だからです。誰しもが誰かと対立をしたことがあると思い
ます。何故か? 皆違うからです。多様だからです。どこからどこまでも同じ人なんか一人もいません。で
も人間はその多様性を武器にして、混ざり合って繁栄してきました。みんなが描く世界を1つ1つ全て作っ
ていくことが、不可能と分かっていても、僕は「それでも」と言い続けたい。大きすぎる問題の前に、絶
望しそうになっても、誰かのために一歩を踏み出し続けたい。今こそ混ざり合ってこそ生まれる強さを見
せる時です。時には対立しても、話し合って、認め合って、創造していく。僕はそんな八重山をつくって
いきたい。 今日、ここから八重山は将来のためにスタートダッシュを切ります。未来への道のりをみんな
で走り続けましょう。これより第1回やいまSDGsシンポジウム"The Earth Voice"の開会を宣言します。 

第1回やいまSDGsシンポジウム実行委員長　県立八重山高等学校2年　当銘由羅

06�シンポジウム�振り返り
開会宣⾔
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開会挨拶

石垣市長　中山 義隆

プレゼンテーション

市立平真小学校６年　浦添昴　
(マインクラフトカップ2020全国大会大賞)

＆ CODER DOJO ISHIGAKI

06�シンポジウム�振り返り



（内容）サンゴ礁が隆起してできた八重山諸島で、島の農・漁・観光経済や集落
の暮らしを守ることは、サンゴを守ることとも等しい。基調講演とディスカッシ
ョンから、いかに生物多様性が生活の中の建築や祭事、観光を支えているかと、
その経済価値が示された一方、現状の八重山周辺水質がサンゴ礁の生存率を確保
できないレベルまで汚染されていることも認識として共有されました。
隆起石灰岩の地質は地下への汚染浸透も速いところですが、山の保水力を保つこ
とで、危機に瀕するサンゴ礁に、湧水による避難場所をもたらします。サンゴや
生物多様性の保全に向け、美しい総論は作っても、各論としての実効性が生まれ
ていない実態も取り挙げられました。水の循環の体系化が必須であり、これを基
礎として、サンゴ礁を守ることを目的とした水質基準の設定が提案され、農業、
畜産、住環境などにまたがる山から海までの様々な課題を統合的に管理して、サ
ンゴが住める環境を取り戻すため、今後はステークホルダー全体で具体的な取り
組みを考えていく必要性が打ち出されました。そのためにも、官民一体となっ
て、サンゴを取り巻くすべてのステークホルダーと共に、水質に影響を与え続け
ている様々な課題を整理し、長年のデータや事例をもとに検討課題を抽出し、早
急な対策を策定する必要があります。

大きな水循環から見たサンゴ危機には「陸」の課題は山積みです。

科学的な根拠を背景に課題を抽出し、パネルディスカッションの
全てのテーマに繋がる議論を展開しました。
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（内容）「観光」を織りなす旅行業・宿泊業・ツアー業に携わる各業種のパネリス
トの視点から、新たな旅の形、そして「持続可能な観光」について議論しました。
八重山諸島の美しい光景は多くの人々の心を魅了しています。その反面で、開発や
オーバーツーリズムによる環境破壊が現実の脅威となっています。
観光産業を持続させていくには、その基盤である自然や地域の文化を守ることが不
可欠です。これを実現するために、業種を超えた新しい時代に相応しい旅を定義
し、環境保全の意識を高める新たなツアープログラムの構築が必要と考えます。
地域と共に歩むビジネスモデルなどの具体的な取り組みなどが紹介され、その可能
性が確信に至りました。
議論の結果、自然環境や文化を意識した地域作りを八重山諸島に根付かせ、観光に
訪れる人たちに伝え、共に意識と資質を高めることの適う、八重山でしか生まれな
い『価値』をブランディングしていくことを目標として掲げました。

オーバーツーリズムによる自然への影響、サステナブル・ツーリズム
の経済価値と可能性について議論されました。
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（内容）テーマに関連する事業者、実践者など多様なメンバーが集い、八重山なら
ではワーケーションの形、在り方を模索しました。議論を重ねる中で、ワーケーシ
ョンは、都市部の閉塞感を払拭し、人の生き方を見つめる機会になり得るという本
質が見えました。自然のなかで心身が癒やされる、人々と交流ができる、更には地
域課題を地域の人と共に解決していく等、楽しみ方には幾つかの段階があり得ます
が、総じて地域を活用し豊かにする交流人口を増やす関わりしろとなり得るとの見
解にたどり着きました。
今後は各パネリストの立場を超えた集合体を組成し、地域や自然資産保護に資する
ワーケーション文化の醸成、ワーケーションの聖地として発信していくためのブラ
ンディングに取り組んでいく決意を表明しました。
本会では交流アプリ「Shake」を活用することで、登壇者と聴衆者の双方向で意見
を交えつつ議論が進み、会場全体で八重山のワーケーション文化を共創する良い機
会となりました。

すでに八重山で始まっているワーケーションの事例を紹介し、さらに
一歩踏み込んだ八重山ならではの在り方（目標）について議論しました

やいまSDGSシンポジウム
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（内容）八重山の子どもたちの多様性には目を見張るものがあります。この多様性
の先にこそ、心の豊かな未来があるはずであり、そうあるべきです。しかし、残念
なことに、30歳前後を境に、その多様性はここ八重山ではほとんど見られなくなり
ます。日本の義務教育も大切ですが、八重山の地域に相応しい教育は、教育の段階
が上がれば上がるほど薄まっていくという、多様なキャリア実現に教育が結びつか
ない現実があります。
平和教育も、戦争被害者としての視点だけでなく、なぜ戦争が起きたのかなど、戦
争加害者の実情も含む多面的な視点での「理解」にたどり着かなければ、真の平和
教育とは言えず、怨恨だけが受け継がれていくものとなってしまいます。
また、八重山の多様性の芽を摘んでいるのが私たち大人である可能性に真摯に向き
合い、社会全体で点検と自省がなされた上で、今後の政策に反映されることに期待
が示されました。
八重山の多様性は、子どもたちだけではなく、自然資産そのものが多様性の宝庫で
す。この豊かな自然が、子どもたちの多様性の基礎の一部ともなっています。
リベラルアーツの理念から、八重山に必要な高等教育（高専や大学）を実現するべ
きであるとの結論に至りました。その延長にこそ、心も自然も経済も豊かな八重山
の社会が待っています。
八重山に必要な高等教育の実現に向けて、官民一体となって取り組む決意を、
パネリスト全員が確認しました。

八重山の地域社会に根付き、地域経済に貢献する教育とは何か。

島の子どもたちの多様性と才能の豊かさを生かせる教育を10年かけ

てでも必ず実現したい思いを語り合いました。
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内容）サンゴ礁保全/生物多様性、サステナブル・ツーリズム、ワーケーション、
教育のパネルディスカッションを通じて定まった目標を、実際の行動とともに実現
するために、第２回目以降のやいまSDGsシンポジウムにおいて検証し、官民一体
となってこれを継続的にブラッシュアップしていく取り組みを実現するためのプラ
ットフォームを設置する必要があるとの共通認識に至りました。
その結果、官民一体となって、持続可能で、心も自然も経済も豊かな八重山の未来
作りに向けて地域住民全員参加型で協議する協議会（八重山ローカルSDGs推進協
議会：仮称）を設置することを目標として掲げました。
ここでの議論は、閉会式で石垣市長に授与され会場で
採択された、やいまSDGsシンポジウム実行委員会 
“THE EARTH VOICE” の『宣言』に、
そのまま織り込まれました。

100年後に生きる八重山の子どもたちにどんな未来を残すべきなの
か？ 全てのパネルディスカッションを包括した目標を掲げ、
その達成のために必要な包摂的なプラットフォームを描きました。

やいまSDGSシンポジウム
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メンバーの多くは、その職責において、国内外でトップクラスの実績例を持つ、課題解決力の
高いエッジの効いた実力者です。財団としての活動は、日本全国の様々な地域における地域循
環共生圏の実現をご支援することを事業の目的とするものです。メンバーが八重山を最初に取
り組む地として選んだ理由は、八重山のポテンシャルの高さにあります。
そのポテンシャルは、人や自然の多様性にあります。裏を返せば、今はとても勿体ない状況で
す。その一方で、石西礁湖のサンゴ礁を筆頭に、その生物多様性が待ったなしの危機にさらさ
れ、社会に目を移せば、同調圧力の強い文化が若者の可能性や多様性の芽を摘んでいる現実が
あります。自然も人も、その多様性が脅かされている現実があるということです。
今取り組みを始めれば、社会構造が進化するだけで、心も自然も経済も豊かな八重山の未来の
実現は、十分に可能です。逆に、今具体的な取り組みを始めなければ、実現可能性は日に日に
小さくなっていくでしょう。これからの時代の八重山に相応しい知識集約型社会の構築を目指
さなくてはなりません。「地域住民が、胸を張れる共通の明るい未来に向けて、歩みを進める
第一歩。財団メンバー全員にとって、このようなシンポジウムをご支援できたことは、とても
光栄なことでした。」（一般財団法人ローカルSDGs推進支援機構代表理事）

宣言書作成の時間を活用し、今回シンポジウム運営費用を寄付した
一般財団法人ローカルSDGs推進支援機構のメンバー紹介が行われました

⼀般財団法⼈ローカルSDGs推進⽀援機構�紹介
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当銘由羅 やいまSDGsシンポジウム実行委員長が冒頭の宣言書を読み上

げ、中山義隆石垣市長にこれが授与され、会場からの満場一致の拍手に

より宣言が採択され、宣言書授与式の後、閉会が宣言されました。
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✨1 後援

�⽯垣市
�⽵富町
�⽯垣市教育委員会
�⽵富町教育委員会

07�後援・協⼒・協賛

✨2
⽇テレアックスオン
すなばコーポレーション
⽯垣サンサンラジオ
⼋重⼭⻘年会議所
川平⾃治会

✨3
�アンパルの⾃然を守る会
�⽯垣市公営塾
�⽯垣島アウトフィッターユニオン
�⻄表島エコツーリズム協会
�うゆう
�海中景観研究所
�かびらスタイル
�川平⾃治会
�合同会社グリーンズファーム
�サステナブルアイランド⽯垣
�サステナブルアカデミー
�しまんちゅリパブリック
�縄⽂企画
�⽵富島地域⾃然資産財団
�星野リゾート
�ホリラボ

✨4

特別協力

協力

 みちくさ��
 �立�重��等��
 �重�⻘年���
 吉⽥サバニ���

 ABILIIY
�ANA
�Baraque
�EDISG
�FREEDOM
�Hilgi
�KLATCH
�MARINE�ALGAE�RESEARCH

�
�
��

��＜シンポジウム＞
�ローカルSDGs推進⽀援機構
�ユーグレナ�����������������������������
�ウィンスター�������������
�かねひで総研�����������������
�豊島�������������������
�エルコム�����������������������
�オンワード商事�

��＜クラウドファンディング＞�������������
�かびらスタイル
�カヤックゼロ����������������
�ベレーザノス�������������������
�るらりや�������������������������
�AKKA�HAKKA���������������
�MERCURY�CAPITAL��

協賛
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主要なパフォーマンス項目を
ここに記入する

WEB テレビ/その他新聞

八重山毎日新聞
八重山日報

 南山舎

08��メディア協⼒

出店者や出演者によるラジオプロモーション
【放送回数：２５回 】https://www.yaimasdgs.com/radio

県立八重山高校生によるイベント記者会見地元新聞 掲載９回

Forbes
https://00m.in/FcWg3

 

HUB沖縄
https://00m.in/D4TaP

 

コクリコ
https://00m.in/ZECFk

 

FMいしがきサンサンラジオ
 

石垣ケーブルテレビ
FamilyMartポスター掲載
教育機関へのチラシ配布

オンワード商事公式サイト
豊島公式サイト

やいまSDGSシンポジウム
THE EARTH VOICE

プレスリリース ：　HTTPS://PRTIMES.JP/MAIN/HTML/RD/P/000000001.000088411.HTML



協賛

�Sunny�Time
�ぱち農
�⼤⾥売店
�Baraque
�EDISG

�⺠具かなぎり
�Sun�Rise

�やちむん館事業部
�よなは⺠具
�ばんちゃん
�もだま⼯房

�やえやまファーム
�⼤浜農園
�プラウ
�SUN�KISS

�

�ローカルSDGs推進⽀援機構��
�ユーグレナ���������������������������������
�ウィンスター��������������������������� �
�かねひで総研���������������������������� ��
�豊島�������������������������������������������
�エルコム������������������������������������� 
�オンワード商事������������������������ 
�カヤックゼロ���������������������������� 
�かびらスタイル����������������������� 
�るらりや������������������������������������ �
�AKKA�HAKKA��������������������������
�MERCURY�CAPITAL�������������
�ベレーザノス��������������������������� �
�クラウドファンディング�� 

寄付

※出店売上額の⼀部を寄付

09 収益金の使途
 
 
 

やいまSDGsシンポジウム実行委員会は、その収益金の全額を、
12月24日に石垣市役所新庁舎において、以下の団体に寄付しました。

 
 

・一般社団法人 石垣市ひとり親家庭福祉会（石垣市職員推薦）
 

・サステナブルアイランド石垣（やいまSDGsシンポジウム実行委員　田中すみれ推薦）
 

・竹富島地域自然資産財団（やいまSDGsシンポジウム実行委員　藤田信太郎推薦）
 

・パーマカルチャーセンター八重山（やいまSDGsシンポジウム発起人　藤本雄一推薦）



https://yaimasdgs.com/

https://00m.in/I1Ktq

連絡先
一般財団法人ローカルSDGs推進支援機構

沖縄県石垣市川平967-1
080-2773-5557

【ボランティアスタッフ】
　域内）　
　アーヤ藍
　青木智成
　上里早穂
　荒井美佐子
　石井大輝
　石塚輝美
　市原大和
　井上明子
　浦添一
　大川みさ子
　大嶋弥生
　太田博正
　大堀則子
　岡田智貴
　勝俣愛莉
　川﨑洋美
　木村圭佑
　小山隼人
　小山里佳子
　新野慶子
　竹屋奈津江
　田中秀典
　当銘さおり
　当銘由之祐
　当銘海桜
　福田彩生
　藤岡千聖
　藤田理生
　前田竜太郎
　松本亮
　真鍋翔
　水鳥奈美
　宮尾将平
　本村郁美
　山崎拓也
　吉岡正道
　域外）
　栗俣義樹
　柳沼涼太

やいまSDGsシンポジウムTHE EARTH VOICEを開催
するにあたり、多くのご支援をいただき感謝致します。

10 やいまSDGsシンポジウム実行委員会

【実行委員】
　当銘 由良（実行委員長）
　藤本雄一（発起人）
　山下翔一（スーパーバイザー）
   域内）
　田中すみれ
　大堀健司
　水野景敬
　寺澤カンナ
　鈴木陽介
　船越裕康
　森下直紀
　阿部和慶
　大川みさ子
　三谷絵磨
　宜保真理子
　花谷史郎
　奥谷麻衣子
　綿貫円
　田村陽子
　長山家康
　Jacky Ko
　住吉優
　佐藤ひろこ
   域外）
　藤田信太郎
　門川良平
　山田珠妃
　佐々生陽介
　高田洋平

やいまSDGシンポジウム
報告書2021

yaimasymposium@gmail.com

https://00m.in/GRyc3

https://yaimasdgs.com/

