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　永田浜では、関係行政機関や地域関係者の話し合いにより、
「永田浜ウミガメ観察ルール」が決められています。ウミガメのシーズ
ン中、夜の永田浜への無秩序な立入りはご遠慮願います。

このルールには法的拘束力はありませんが、
ウミガメ保護のため、

ご理解とご協力をお願いします。
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浜に設置されたウミガメ保護柵

5/1～5/14 ：観察会等は開催されていません。
 　永田浜への立入りはご遠慮願います。

5/15～7/31 ：ウミガメ観察会（p.7参照）にできる
かぎり参加し、スタッフの案内に従っ
て、ウミガメ観察（産卵の観察）を
行ってください。

8/1～8/31 ：夜間臨時開館（p.8参照）にできるか
ぎり参加し、スタッフの案内に従っ
て、ウミガメ観察（子ガメの放流の見
学）を行ってください。

●夜の永田浜への立入りはご遠慮願います

●ウミガメ観察は、
　できるかぎり観察会等に参加し、
　スタッフの案内に従って、行ってください

・無秩序な浜への立入りは、上陸するウミガメや地中の子ガメに
悪影響を与える恐れがあります。

●ウミガメ保護柵内には立ち入らない
●全日適用されるルール

・永田浜では、ウミガメの産卵巣
の多い区域に子ガメの保護の
ための柵を設置しています。
・地中の卵や子ガメを踏みつけ
る可能性があるため、ウミガメ
保護柵内には立ち入らないで
ください。

●焚き火をしない
・砂浜のいたる所にウミガメの卵が産み
落とされています。
・焚き火をすると、地中の卵や子ガメが焼
け死んでしまったり、子ガメが焚き火に
飛び込んでしまう恐れがあります。

●キャンプをしない

対象期間
5月1日～8月31日
19:30～翌朝5:00

※8/1以降は産卵の観察会は行っておりません。

・キャンプ中の明かりは上陸するウミガメ
や帰海中の子ガメに影響を与えます。
※永田浜（国立公園特別地域）において
テントを張る行為は、自然公園法で原
則禁止されています。

●砂を採らない
・ウミガメの産卵・ふ化場所である砂浜の
減少につながります。
※永田浜（国立公園特別地域）において
土石（砂）を採取する行為は、自然公園
法で原則禁止されています。
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5/15～7/31（産卵期）に訪れる方は
◎ウミガメ観察会への参加をお願いします。

8/1～8/31（ふ化期）に訪れる方は
◎NPO法人屋久島うみがめ館が夜間臨時開館を
　行っています。ご希望の方は、屋久島うみがめ館に
　お問い合わせください。

◎夜間臨時開館は実施できない場合があります。７月中旬
　に永田浜ウミガメ保全協議会までお問い合わせください。
　連 絡 先：0997-46-2992（環境省屋久島自然保護官事務所）

「ウミガメ観察会」－永田ウミガメ連絡協議会－

集合時間：20:00～20:30
　　　　　　（20:30以降は受付できませんので、必ず時間内にお越し下さい。）

開催時間：20:30～23:00

開催場所：永田いなか浜（p.17参照）

協 力 金：大　人800円
　　　　　高校生500円
　　　　　中学生以下無料
　　　　　※但し、修学旅行等の団体の場合は、１人300円の協力金をお願い

します。

定　　員：80名　事前の予約が必要です！

連 絡 先：090-8768-4281（永田ウミガメ連絡協議会）

予約受付時間：13:00～17:00

※ウミガメ観察会は、ウミガメの保護を目的として、地元の永田
集落の方々の手で開催されています。　

「夜間臨時開館」－NPO法人屋久島うみがめ館－
開館時間（夜間）：20:00～21:30
入 館 料：中学生以上500円、小学生100円
　　　　　幼児・島内　無料
連 絡 先：0997-49-6550（NPO法人屋久島うみがめ館）　

ウミガメは自然の生き物です。
産卵を観察できないときもあることを十分ご理解
の上、観察会にご参加願います。

自然状態で海に帰る子ガメと人間が遭遇する可能性は極
めて低いです。無秩序に浜で子ガメを探し回ると、地中の
卵や子ガメが踏まれて死んでしまう可能性があります。

子ガメの放流が見学できない場合もあります。

　例年は、NPO法人屋久島うみがめ館が夜間臨時開館を行っています。同団体の
活動（調査、夜間開館等）はボランティアの手によって支えられています。夜間臨
時開館の実施は、ボランティアの参加状況によって７月中旬に決定します。

ウミガメ保護のためにボランティアに参加を！
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＊屋久島の海岸において、ウミガメの捕獲及び卵の採取等を行うことは、
  鹿児島県条例及び自然公園法で原則禁止されています。

願います。
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調査報告～子ガメのふ化について～
情報提供：NPO法人屋久島うみがめ館

　永田浜では、産卵巣から脱出できずに死んでいる子ガメが確
認されています。この原因の一つとして、踏圧によって、砂浜が
踏み固められていることが考えられます。

　近年、永田浜では、ふ化し
た子ガメが海に帰っている
割合は、35～50%程しか
ありません。
　将来、永田浜に帰ってくる
ウミガメを増やすために、永
田浜ウミガメ観察ルールへ
のご協力をお願いします。

○子ガメのふ化状況

子ガメが脱出した場合

子ガメが海に
帰っている割合

無事にふ化して海に帰っていくことができた子ガメの数
浜に産み落とされた全ての卵の数

子ガメが脱出できずに死んでいる場合

（下記【観察予約受付】期間以外はつながりません）

URL:http://www.env.go.jp/park/yakushima/ywhcc/np/umigame_kaigi.htm

＝

子ガメが海に帰る割合
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