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第６回 石西礁湖における航路計画検討委員会 

主要意見と対応案 
 

◆日時 ： 平成 22 年 3 月 12 日(金) 9:30～11:30 

◆場所 ： ホテル日航八重山 珊瑚の間 

◆参加者： 委員４名（津嘉山委員長、岡本委員、鹿熊委員、灘岡委員） 

 

◆主要意見と対応案： 

1.環境保全対策の検討 

①各段階における環境配慮 

No 主要意見 対応案 

① 資料―５ p.3-4 海草類の分布で小浜

―竹富間の現状は海草であるが本来はサ

ンゴがあった。注釈で「死んだサンゴの上

に藻類が繁茂している」などコメントした

方が良い。 

・ 小浜－竹富間の海草分布について、左

記事項に関する注釈を追記した。 

【付属資料－３－１ P.3-4】 

② 工事中の濁りについて、汚濁防止膜だけ

で大丈夫か？濁りのモニタリングの計測

は SPSS ではなく濁度で測定する必要があ

る。濁りはダイビングにも影響するため、

ダイビング業者への説明も必要である。 

・ 汚濁防止膜、濁度測定の詳細検討は、

今年度実施する予定である。検討内容

について今年度第２回以降の委員会で

報告したい。 

・ ダイビング業者への説明は、上記検討

を実施しながら、随時実施したい。 

③ 自然自体の変化があるので、サンゴ中心

の生態系の変化が工事の影響であったこ

とを言い切るのは難しい。このため、生態

系についても空間的な広がり、場としての

変化を把握するため、バックグラウンドを

とることを考える必要がある。 

・ バックグラウンドの詳細検討は、今年

度実施する予定である。検討内容につ

いて今年度第２回以降の委員会で報告

したい。 
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No 主要意見 対応案 

④ サンゴ礁域は約 38ha 減少する（p.6-31）

とあるが、どの場所で 38ha かを明示する。

また、海水交換が促進されるのは 38ha の

どこか対象の数字を入れる。 

・ 航路位置最終案に対する掘削面積は約

12ha である。掘削場所の明示について

対応し、追記した。 

【付属資料－３－１ P.6-31】 

・ 海水交換の促進は、対象箇所の特定や

定量的な評価を行うことが現段階では困

難であるため、あくまで可能性として予測

されるという表現に修正した。 

【付属資料－３－１ P.6-4】 

・ また、環境影響評価については、今年度

検討を実施し、平成 22 年 12 月上旬を目

標に、県条例アセスの「評価書」に相当

する「準評価書」を作成することとし、その

旨を追記した。 

【付属資料－３－１ P.6-25，6-31】 

④ 航路を掘ることによるプラスの効果に

ついては不確実性が高いので表現を注意

して欲しい。サンゴ移設についても枝サン

ゴは移設できないので、問題ないといった

表現には違和感がある。生態系の比較で

は、現状の石西礁湖が瀕死の状態なので工

事に係わらず変化する可能性があるため、

淡々と記述することが望ましい。 

・ 環境影響評価については、今年度検討

を実施し、平成 22 年 12 月上旬を目標

に、県条例アセスの「評価書」に相当する

「準評価書」を作成することとし、その旨を

追記した。 

【付属資料－３－１ P.6-25，6-31】 

・ 現段階については、航路を掘ることに寄

るプラスの効果など、評価することが困難

であるため、「評価結果」ではなく、「予測

される環境への影響と対応」として整理し

た。 

【付属資料－３－１ P.6-25，6-31】 

⑤ P.6-31 は、(3)評価結果という表現で良い

のか？ 

評価結果ではなく、たとえば評価項目な

らわかる。現時点ではポジティブな影響か

ネガティブな影響かわからないので、評価

すべき項目をあげ結果は書かない方が良

い。 

⑥ P.6-36 のタカセガイ礁は、もともとアウ

ターリーフ上に置くものである。石垣港内

の海域で中間保育層として設置するのに

は、サイズが合わない。 

・ 中間保育層のサイズについての検討は、

今年度実施する予定である。検討内容

について今年度第２回以降の委員会で

報告したい。 

⑦ 赤土の堆積や濁りについては、環境省の

モニタリングサイトの102点のデータはあ

るのでそれを利用し、補足するような調査

を行うと良い。SPSS は簡単な調査である。

・ 左記の事項について、モニタリング計画

に明記した。 

【付属資料－３－１ P.6-22】 
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②詳細ルート（第二段階）の検討手法（案） 

No 主要意見 対応案 

① 黒島北について、船会社は迂回は現実的

でないとのことであるが、ロス時間は２～

３分である。「環境及び航行機能に配慮し

たルート」とあるが、石西礁湖では環境が

圧倒的に優先されるべきであり、環境保全

を最優先で船会社と交渉して欲しい。 

・ 左記の事項について、現在実施してい

るパブリックインボルブメントの中で

実施する船社ヒアリングにおいて、意

見を聴取する予定である。 

 

2.パブリックコメント用資料（案） 

パブリックコメント等の実施について 

No 主要意見 対応案 

① サンゴの被度の表記は誤解を招く。図の

説明の前にサンゴの被度の求め方を定義

した方が良い。 

・ パブリックコメント用資料において、

サンゴ被度分布の考え方について追記

した。 

【付属資料－３－１ P.13】 

② 石西礁湖の白化後の回復状況の経年変

化などの情報も欲しい。 

・ 左記の事項に対応し、石西礁湖のサン

ゴの白化、回復の経緯について追記し

た。 

【付属資料－３－１ P.13】 

③ p.34 生活保全航路の整備のメリッ

ト・デメリットはもう少し詳しく記述した

方がよい。メリットにある「安全・安心を

確保した航路を利用」と「船舶によるサン

ゴの影響が減少」は比率では 99：1 程度で

あり、「◎」「○」「・」などの重み付けが

必要である。 

・ 左記の事項について、３つの概略ルー

トにおける環境面やサンゴへの影響に

着目したメリット、デメリットを文章

で追記した。 

【付属資料－３－１ P.30】 

④ 航路整備によってサンゴは減ることは

書いた方が良い。施工中だけでなく、航路

の存在によるデメリットはあるがメリッ

トがあることなど、できるだけ客観的に書

いて、評価は皆さんにお任せするというス

タンスが必要である。 

・ 左記の事項について、今年度 7 月に設

置した「第 1 回竹富南航路計画策定Ｐ

Ｉ評価委員会」委員会を通じて、ＰＩ

の中で以下のように対応した。 

・ 航路の施工中、供用段階におけるサン

ゴや貴重種への影響について、事業者

の対応と併せて記述した。 

【付属資料－５－１ ＰＩ資料 P.7】 

・ 概念的ルートの比較評価、関係者との修

正経緯を客観的に延べ、最終案を提示し

て住民や関係者の意見を聴取した。 

【付属資料－５－１ ＰＩ資料 P.11-15】
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(2) 海藻類 

 

 

注：死滅したサンゴの上に藻類が繁茂している。 
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6-3-7.航路構造への環境配慮のゾーニング 

生活保全航路の整備にあたっては、航路構造の工夫やサンゴ移築等により、石西礁湖全体の環境保全・再生を目指す。 

航路施工時には、サンゴの移築や濁り、富栄養塩の発生などの環境への影響も懸念されるが、航路浚渫による地形の改変等が発生する場合には、6-4.で示した移築や航路法面での環境配慮手法導入により、石西礁湖全体

の環境向上を目指す。 

サンゴの保全・再生のための移築先、再生寄与の箇所は、環境省による重要海域（保存区、再生区）が決定した後に選定することとし、環境保全策を検討する。 

航路構造の導入と、石西礁湖の環境保全・再生のゾーニングを以下に示す。（現況航路法線を対象としたイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3.7 航路構造のゾーニング図（現況航路法線を対象としたイメージ）

：法面に着生基盤や海水交換の水みちを設けるゾーン 

：海水交換等によりサンゴ等の環境保全が期待されるゾーン 

：地形改変（増深）により流れの強化が期待される方向（イメージ） 

：着生基盤の設置等によりサンゴ等の環境を再生するゾーン 
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6-6.モニタリング計画 

石西礁湖における安全・安心な航路の確保に当たっては、サンゴの高被度域を回避するなど計画段階で環

境影響の回避・低減措置を取り入れているものの、実際に航路整備に着手している時、また完成後に供用を

開始している維持管理時において、周辺への環境影響を最小限にするためにモニタリングを続けることが必

要である。 

航路整備時及び維持管理時のモニタリングについては、「平成 21年度 竹富南航路周辺環境影響評価業務」

において検討されており、環境保全措置や事後調査等の検討結果について以下に整理する。事前予測に際し

て実施された現況調査（事前調査）の調査項目、測点、頻度、調査結果は、参考資料に示す。 

また、モニタリングにあたっては、環境省が推進する「モニタリングサイト 1000」において設定された石

西礁湖内のモニタリングポイント 102 地点のデータを活用する。 

なお、図 6-6.1 に事前予測（環境影響評価）とその後の施工中・維持管理時の環境監視との関係を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6.1 事前予測（環境影響評価）とその後の施工中・維持管理時の環境監視との関係 

 

 

6-6-1.環境影響評価の概要と対応（航路整備時） 

航路整備時にアセスメントを実施する環境要素は、沖縄県環境影響評価条例（平成 12 年 12 月 27 日沖縄

県条例第 77 号）第 4 条第 1 項の規定、沖縄県環境影響評価技術指針（平成 19 年 9 月 28 日沖縄県告示第 600

号）、「港湾分野の環境影響評価ガイドブック 1999（(財)港湾空間高度化ｾﾝﾀｰ 港湾･海域環境研究所）」、に準

拠し、以下のように設定した。 

 

表 6-6.1 アセスメントを実施する環境要素と選定理由（航路整備時） 

環境要素の区分 環境影響評価の項目の選定理由 

水環境

赤土等によ

る水の濁り

航路標識設置の工事及び浚渫の工事に伴い濁りが発生し、水環境に影響

を及ぼすおそれがあるため選定する。 

水象 
浚渫の工事による地形の変化に伴い、水象に影響を及ぼすおそれがある

ため選定する。 

海域生物 

航路標識設置の工事及び浚渫の工事に伴いサンゴ、海藻草類、定性生物、

魚類等の生物の生息・生育場の直接改変や濁りが発生し、海域生物の生育

及び生息環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。海域生物のう

ち、特にサンゴ類については、他の環境影響評価項目と同様の「工事着手

前の現況把握」のみならず、「環境保全措置の検討」のための事前調査も

実施する。 

廃棄物等 
航路標識設置の工事及び浚渫の工事に伴い、廃棄物等が発生するおそれ

があるため選定する。 

 

 

事前予測：環境影響評価 

環境の現況把握 

環境保全措置計画 

事後調査計画 

計画の概要 

影響予測と評価 

＜施工中＞ 

・浚渫工事の影響予測と評価 

・航路設標設置工事の影響予測と評価 

＜維持管理時＞ 

・航路の存在の影響予測と評価 

・航路の供用の影響予測と評価 

施工中の環境モニタリングと環境監視

維持管理時の環境モニタリングと環境監視 

影響の検証 No:改善 

Yes:継続 

 

 

 

 

 

 

環境監視と情報公開 
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(3) 予測される環境への影響と対応 

現段階で予測される環境への影響と対応について、以下に示す。 

環境影響評価は、県条例アセスに準じ、「準方法書」「準準備書」「準評価書」の作成及び公告・縦覧を行

う。「準方法書」は平成 22 年 5 月、「準準備書」は平成 22 年 8 月に公告・縦覧を実施し、「準評価書」につ

いては、平成 22 年 12 月上旬を目標に作成し、その後公告・縦覧を行う予定である。 

 

 

①赤土等による水の濁り 

＜環境影響の回避・低減に係る予測＞ 

工事の実施に伴って発生する水の濁りの発生を抑えるために、以下の環境保全措置を講じる。 

 浚渫の工事による水の濁りの影響を低減させるため、薄層浚渫や密閉蓋式グラブを適切に使用す

る。 

 浚渫の工事による現地盤の損傷を低減させるため、スパッド式の浚渫船を適切に使用する。 

 浚渫の工事及び航路標識設置の工事による水の濁りの影響を低減させるため、汚濁防止膜や汚濁防

止枠を適切に設置・使用する。 

 汚濁防止膜については、作業前には現地盤の損傷の有無を確認し、損傷が確認された場合は作業を

一時中断し、速やかに補修する。 

 環境保全措置が速やかに講じられる監視体制を構築して環境監視調査（SS、濁度）を実施し、調査

結果を踏まえて、環境影響の低減に必要な措置を講じる。 

拡散シミュレーションにより試算したところ、「水産用水基準（2005 年度版）」（社団法人日本水産資

源保護協会、平成 18 年）の「人為的に加えられる顕濁物質は 2mg/L 以下であること」で定められてい

る濃度以上の分布範囲は、施工場所の 100～150m 程度と予測され、水の濁り（SS）が局所的に広がる結

果となった。また、濁度（濁度物質の粒径）についての監視調査結果を踏まえて、上記の環境保全措置

を講じることで、水の濁りの分布に対する環境影響をさらに低減できるものと予測される。 

以上のことから、事業者の実行可能な範囲で環境影響の低減を目指す。 

 

＜環境の保全に関する施策との整合性に係る予測＞ 

沖縄県が平成 15 年 4 月に策定した沖縄県環境基本計画によると、「事業別環境配慮指針」として「埋

立て及び干拓の事業」において、「環境に影響の少ない工法の開発、推進に努め、特に工事中の浚渫、

掘削、余水排水等による濁水の防止に努める。」と示されており、汚濁防止膜及び汚濁防止枠を適切に

設置・使用し、水の濁りの拡散を低減させることから、指針との整合は図られていると評価した。 

また、「水産用水基準(2005 年版)」（社団法人日本水産資源保護協会、平成 18 年）には、「人為的に加

えられる懸濁物質は 2mg/L 以下であること。」と定められているが、拡散シミュレーションの試算によ

る予測結果では、2mg/L を超える範囲は施工場所の 100～150m の範囲に限られる。 

以上のことから、環境の保全に関する施策との整合を目指す。 

 

 

②海域生物 

工事による濁りの発生や土砂の堆積が海域生物に及ぼす影響を抑えるために、以下の環境保全措置を

講じる。 
 施工による水の濁りの影響を低減させるため、汚濁拡散防止膜（汚濁拡散防止枠）を設置する。 
上記、環境保全措置を講じることを前提に海域生物に及ぼす影響を予測した結果、浚渫箇所近傍での

濁りの拡散が抑えられ、濁りの拡散範囲の低減が図られる。 
しかしながら、汚濁拡散防止膜（汚濁拡散防止枠）の展張内やその近傍では濁り（SS、濁度）やその

堆積が考えられることから、海域生物、特に移動能力のないサンゴ類、海藻草藻類、貝類等に影響を及

ぼす可能性が考えられる。 
このため、事業の実施にあたっては、より環境影響を低減するために以下の環境保全措置を講じるこ

ととする。 
 浚渫及び航路標識設置の工事箇所の周辺には、サンゴ類、海藻草類、底生生物、魚類等の海域生物

が存在することから、汚濁拡散防止膜（汚濁拡散防止枠）の設置に当たっては、可能な限り海域生

物の生息域を回避することとする。 

 浚渫及び航路標識設置の工事箇所にサンゴ類が生息する場合は、移築を行い、サンゴ類への影響を

回避・低減することとする。 
 上記により、事業実施区域周辺に生育・生息する生物（重要な種を含む）への影響を回避・低減す

る。 
以上のことから、事業者の実行可能な範囲内で影響の低減を目指す。 
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(5) 事後調査（施工時に調査が必要な環境要素） 

予測・評価結果より、対象事業実施区域を含む周辺地域の環境への影響については事業者の実行可能な範

囲において、回避・低減が図られているものと考えられるが、予測の不確実性の程度が大きい評価項目につ

いて環境保全措置を講ずる場合又は保全措置の効果が不確実と考えられるものについては、事後調査を行い、

環境保全措置の効果並びに環境影響評価の結果を検証することとする。 

なお、事後調査の結果により、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、その原因につい

て学識経験者等の指導・助言を踏まえ検討し、関係機関と協議するとともに、必要に応じて追加調査を行う

など、適切な措置を講ずるものとする。 

また、事後調査の項目及び手法は、調査結果を踏まえ、事後調査の開始後（現地着手後）１年ごとに再検

討するものとする。 

 

 

表 6-6.5 航路整備時の事後調査 

環境要素の区分 事後調査 

水環境

赤土等によ
る水の濁り

赤土等による水の濁りに係る予測・評価の結果によると、環境保全措置を
講じることにより、周辺の水環境に及ぼす影響の低減化を図ることとしてい
るが、気象・海象の要因も複雑に関係することから、環境保全措置の効果に
不確実性が生じることが考えられる。そのため、工事中は事後調査を実施し、
環境監視等に努め、予測結果を検証するものとする。 
ｱ)調査項目 

SS、濁度（濁度物質の粒径） 
ｲ)調査手法 

試料を採取後、試験室に持ち帰り、定められた方法に従って分析を行う。
ｳ)調査地点 

浚渫近傍及びその他、周辺の濁りを監視できる地点 
ｴ)調査時期 

浚渫工事時 

水象 

水象に係る予測・評価の結果によると、環境保全措置を講じることにより
影響の低減化を図ることとしている。また、予測手法についても、科学的知
見にも基づいて設定されたものであり、予測精度も良好で従来より数多くの
適用実績があることから、予測の不確実性は小さいものと考えられる。 

従って、水象に係る事後調査は事後調査は行わないものとする。 

海域生物 

海域生物に係る予測・評価の結果によると、環境保全措置を講じることに
より、周辺の海域生物に及ぼす影響の低減化を図ることとしているが、工事
中の不測の事態に配慮する必要があることから、工事中は事後調査を実施し、
環境監視等に努め、予測結果を検証するものとする。 
ｱ)調査項目 

サンゴ類、植物プランクトン、動物プランクトン、魚卵・稚仔魚、底生生
物、大型底生動物、魚類 

ｲ)調査手法 
サンゴ類は、分布が確認された区域内で周辺の状況を代表する定点を設定
し、現地で潜水目視観察を行う。植物プランクトン、動物プランクトン、
魚卵・稚仔魚、底生生物は、試料を採取後、試験室に持ち帰り、定められ
た方法に従って分析を行う。大型底生動物、魚類は現地確認調査。 

ｳ)調査地点 
浚渫区域周辺及び浚渫区域から離れた区域 

ｴ)調査時期 
浚渫工事時 

廃棄物等 

廃棄物等に係る予測・評価の結果から、環境影響の程度は小さく、工事中
における環境保全措置を講じることにより環境影響の低減化を図ることとし
ており、予測の不確実性は小さいものと考えられる。 
従って、廃棄物等に係る事後調査は行わないものとする。 
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6-6-2.環境影響評価の概要と対応（維持管理時） 

維持管理時にアセスメントを実施する環境要素は、沖縄県環境影響評価条例（平成 12 年 12 月 27 日沖縄県条例第 77 号）第 4 条第 1 項の規定、沖縄県環境影響評価技術指針（平成 19 年 9 月 28 日沖縄県告示第 600 号）、「港

湾分野の環境影響評価ガイドブック 1999（(財)港湾空間高度化ｾﾝﾀｰ 港湾･海域環境研究所）」、に準拠し、以下のように設定した。 

 

表 6-6.6 アセスメントを実施する環境要素と選定理由（維持管理時） 

環境要素の区分 環境影響評価の項目の選定理由 

水環境 
赤土等による水の濁り 船舶の航行により、底質が巻き上げられるおそれがあるため選定する。 

水象 航路の存在により、水象に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。 

海域生物 航路の存在による海水の流れの変化に伴い、海域生物の生育・生息環境に影響を及ぼすおそれがあるため選定する。 

 

(1) 維持管理時の環境影響予測手法 

維持管理時の効果の検証にあたって、選定した環境要素について供用時の環境への影響を予測する。維持管理時の環境影響予測手法を以下に示す。 

 

表 6-6.7 維持管理時の環境影響予測手法 

環境要素の区分 予測項目 予測方法 予測地域 予測地点 予測対象時期 

水環境 

赤土等によ
る水の濁り 

航路の出現に伴う流況の変化に
より巻き上げられた濁り（SS） 

多層レベルモデルにより流動計算を行った後、境界条件とし
ての底面のシルト・粘土分の堆積量及びパラメータとしての
限界せん断応力を踏まえ、巻き上げ・沈降量を算定し、SS 濃
度を予測。 

影響を受けるおそれがある地
域に加え、その周辺海域も含め
た範囲。 

流況の変化の大きい地点のう
ち特定区画漁業権区域及びそ
の周辺における地点。 

航路完成後の流況が定常状態
となる時期。 

水象 

航路の存在による流況の変化。 流動モデルを用いた潮汐流、吹送流、海浜流及びリーフ内
の干出を考慮できる多層レベルモデルにより予測。 

事業実施区域周辺の流れを予
測するため、名蔵湾の地形を考
慮した波浪計算を行う必要が
あることから、影響を受けるお
それがある地域に加え、その周
辺海域も含めた約 35km×約
40km の範囲。 

事業実施区域及びその周辺海
域の全域を対象。 

航路完成後の流況が定常状態
となる時期。 

海域生物 

航路の存在による生育及び生息
環境への影響の程度。 

航路の存在に伴う、水環境の変化や生育及び生息環境への
影響の程度に関する類似事例等を参考に定性的に予測。 

 

海水の流れの状況を勘案し、
影響を受けるおそれがある地
域として、事業実施区域及びそ
の周辺海域。 

事業実施区域及びその周辺の
影響を受ける生育及び生息環
境。 

環境影響を的確に把握できる
時期として、航路浚渫の工事が
竣工した時期。 

 

(2) 評価の手法 

施工中の環境モニタリング計画と同様に、「環境影響の回避、低減に係る評価」、「国、県又は関係する市町が実施する環境の保全に関する施策との整合性に係る評価」を行う。 
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(3) 予測される環境への影響と対応 

現段階で予測される環境への影響と対応について、以下に示す。 

環境影響評価は、県条例アセスに準じ、「準方法書」「準準備書」「準評価書」の作成及び公告・縦覧を行

う。「準方法書」は平成 22 年 5 月、「準準備書」は平成 22 年 8 月に公告・縦覧を実施し、「準評価書」につ

いては、平成 22 年 12 月上旬を目標に作成し、その後公告・縦覧を行う予定である。 

 

①水 象 

＜環境影響の回避・低減に係る評価＞ 

航路の存在による水象の変化は、浚渫箇所近傍で流速の増加・減少および高波浪時の波高の増加・減

少が生じる。この水象の変化は、浚渫箇所周辺で認められる。しかしながら、現航路を極力活用するこ

とにより、浚渫量を低減し、環境影響が大きくならないように配慮している。 
以上のことから、事業者の実行可能な範囲で環境影響の低減を目指す。 

 
＜環境の保全に関する施策との整合性に係る評価＞ 

沖縄県が平成 15 年 4 月に策定した沖縄県環境基本計画によると、「事業別環境配慮指針」として「埋

立て及び干拓の事業」において、「水質の悪化や生物への影響を低減するため、埋立地、堤防等の位置

や形状は、潮流が大きく変化することのないよう配慮する。」と示されている。航路の存在による水象

の変化は、浚渫箇所近傍で流速の増加・減少および高波浪時の波高の増加・減少が生じる。しかしなが

ら、現航路を極力活用することにより、浚渫量を低減し、環境影響が大きくならないように配慮してい

る。 
以上のことから、環境の保全に関する施策との整合を目指す。 

 

②海域生物 

施設等の存在に伴う生育・生息場の減少、潮流・波当たりの変化、基盤の変化による影響は以下に示

すものが予測される。 

 航路の存在（掘削）により、サンゴ礁域は約 12ha が減少する。（図 6-6.5） 

 航路の改変域で確認されたサンゴ類は 68 種である。 

 サンゴ礁域に生息する魚類、底生生物等の生息場が減少する。 

 一方で、航路の浚渫箇所の周辺域は、流速増加等による海水交換が促されることから、サンゴ類の

生息環境の健全化が期待できる。また、現状の海域生物の出現状況とはことなるものの、浚渫箇所

を利用する新たな生物の生息場として期待できる。 

また、浚渫量、標識設置数を低減できるよう航路計画（位置・幅・水深）を検討している。 

以上のことから、サンゴ礁域の減少はあるものの、航路の存在により、サンゴ類の生息環境の改善が

期待できること、浚渫箇所が新たな生物の生息場として期待できることから、事業者の実行可能な範囲

内で影響の低減が図られているものと予測される。 
しかしながら、改変区域で確認されたサンゴ類については、航路の存在により消失することになるた

め、一定の群体サイズで影響を受ける頻度の高い種から移植・移築候補を選定し、さらなる環境保全措

置としてサンゴ類の移植・移築についての検討を行う。 
 

 
 

 

図 6-6.5 航路の存在によるサンゴ礁域の減少箇所 
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(4) 環境保全措置 

①水 象 

ア 浅海域における航路の通過を極力回避することにより、水象の変化の低減に努める。 

 

②海域生物 

ア 事後調査を実施し、当該項目について環境保全措置が速やかに講じられる監視体制を作り、適切

に対処する。 

 

 

(5) 維持管理時に調査が必要な環境要素 

予測結果より、対象事業実施区域を含む周辺地域の環境への影響については事業者の実行可能な範囲にお

いて、回避・低減が図られているものと考えられるが、予測の不確実性の程度が大きい評価項目について環

境保全措置を講ずる場合又は保全措置の効果が不確実と考えられるものについては、事後調査を行い、環境

保全措置の効果並びに環境影響評価の結果を検証することとする。 

なお、事後調査の結果により、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、その原因につい

て学識経験者等の指導・助言を踏まえ検討し、関係機関と協議するとともに、必要に応じて追加調査を行う

など、適切な措置を講ずるものとする。 

また、事後調査の項目及び手法は、調査結果を踏まえ、事後調査の開始後１年ごとに再検討するものとす

る。 

 

表 6-6.8 維持管理時の事後調査 

環境要素の区分 事後調査 

水環境 水象 

水象に係る予測・評価の結果によると、環境保全措置を講じることにより
影響の低減化を図ることとしている。また、予測手法についても、科学的知
見にも基づいて設定されたものであり、予測精度も良好で従来より数多くの
適用実績があることから、予測の不確実性は小さいものと考えられる。 

従って、水象に係る事後調査は事後調査は行わないものとする。 

海域生物 

海域生物に係る予測・評価の結果によると、環境保全措置を講じることに
より、周辺の海域生物に及ぼす影響の低減化を図ることとしているが、施設
の存在に伴う不測の事態に配慮する必要があることから、供用開始後数年は
事後調査を実施し、環境監視等に努め、予測結果を検証するものとする。 
ｱ)調査項目 
サンゴ類、植物プランクトン、動物プランクトン、魚卵・稚仔魚、底生生物、
大型底生動物、魚類 

ｲ)調査手法 
サンゴ類は、分布が確認された区域内で周辺の状況を代表する定点を設定
し、現地で潜水目視観察等を行う。 
植物プランクトン、動物プランクトン、魚卵・稚仔魚、底生生物は、試料
を採取後、試験室に持ち帰り、定められた方法に従って分析を行う。大型
底生動物、魚類は現地確認調査。 

ｳ)調査地点 
浚渫区域周辺及び浚渫区域から離れた区域 

ｴ)調査時期 
影響を受けた時点から、その後一定期間を経て環境が安定した時点とし、
供用後生息状況は定常状態と認められた時点で終了する。調査頻度は、年 2
回とする。 

廃棄物等 

廃棄物等に係る予測・評価の結果から、施設等の供用時における環境影響
の程度は小さく、さらに環境保全措置を講じることより環境影響の低減化を
図ることとしており、予測の不確実性は小さいものと考えられる。 

従って、廃棄物等に係る事後調査は行わないものとする。 

 

 

(6) サンゴ増殖・運用（ポジティブな影響が認められた場合の対応） 

事後調査の結果により、サンゴ増殖・運用においてポジティブな環境への影響が認められた場合には、必

要に応じて追加調査を行い、引き続きサンゴ増殖・運用を行うものとする。 

 

 

(7) 海域生物 

具体的な内容については今後検討を行うこととしたい。 

 

 

(8) 環境監視体制 

事後調査を通じて、環境保全措置が速やかに講じられるよう、航路整備時と同様に環境監視体制を組織す

る。 

  



 

 

 

 



第１回 石西礁湖における航路計画検討委員会 議事概要 

 

１．開催日時 

平成２０年１月３０日（木） １４:３０～１６:３０ 

 

２．開催場所 

ホテル日航八重山 １階 珊瑚の間 

 

３．出席者 

津嘉山 正光   琉球大学工学部 名誉教授 

鹿熊 信一郎   沖縄県八重山支庁 農林水産整備課 漁港水産班 主幹 

岡本 峰雄    東京海洋大学 海洋環境学科 准教授 

灘岡 和夫    東京工業大学 大学院情報理工学研究科 情報環境学専攻 教授 

古川 恵太    国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 

 

４．主な議題 

（１）委員会の進め方等について 

（２）航路整備計画の検討手法について 

（３）検討フローについて 

 

５．議事概要 

（１）検討手法に関する意見 

１）航路利用面 

① 地域の現況、環境の現況を把握する際には、水産業、レクリエーション利用者、観

光業など、同じ海域を利用する人の情報を調べることが重要である。 

② 石西礁湖内を航行する船舶は、猛スピードで航行しているため、モラルを向上させ、

コンセンサスを図る必要がある。 

③ 珊瑚礁、国立公園地区ということを理由に、船舶の速度規制または船舶が巻き上げ

る砂の影響を回避することが必要である。 

④ 航路諸元は、地域が航路をどのように利用するのかというシナリオに合わせて設定

する必要がある。 

⑤ 航路幅員について、夜間や早朝の航行に対応するために、60m もの幅が必要なのか。 

⑥ 航路を観光のために利用するのであれば、受益者負担による整備も考えられる。 

⑦ 航路が整備された場合、夜間において石西礁湖内に遊漁船が侵入し、漁業者へ影響

を与えることが懸念される。 

⑧ 交通容量をどのような想定の下で設定したのかを整理し、想定した条件と対で諸元

設定が行われるべきである。 

⑨ 資料-3、P.7 の漁業権は古い情報が記載されているため、更新する必要がある。 

付属資料-３-２ 



２）環境保全面 

① 珊瑚礁海域での航路整備手法は、グレートバリアリーフマリンパークオーソリティ

の報告書や、航路整備のプロセスが参考になる。 

② 珊瑚礁に関わる専門部会を設置し、生物面の専門的な検討が必要である。 

③ 航路整備により石西礁湖が資質的にどう変わるかを判断するのは、専門家でも判断

が難しいと思われる。 

④ 欧米では、珊瑚礁保護のためには基本的に一切手を加えないという考え方に立って

いることから、日本の考え方は非難されることがある。 

⑤ 環境省が実施している様々な調査を参考に、珊瑚の現状を把握しながら検討を進め

る必要がある。 

⑥ 住民が珊瑚と共存していくような方策が必要であり、バランスが重要である。 

⑦ 再生区域、海上公園などの保護しなければならない場所を図面で整理し、航路との

位置関係を確認する必要がある。 

⑧ 石西礁湖内には、枝珊瑚の死骸が瓦礫となって覆っており、珊瑚が着生できない状

態となっているため、これらを取り除くか固める方策が必要である。 

⑨ 現在、石西礁湖の北側でリーフの再生が進んでおり、石西礁湖が北側に移動した状

態となっている。次のステップとして南側の再生に着手する必要がある。 

⑩ ミティゲーションの考え、方法、コンセプトを明示しておく必要がある。航路を整

備することにより、潮通しが良くなり閉鎖性海域の環境が良くなることもあり得る。

できるだけ良い効果が生まれるように進めるべきである。 

 

３）ステークホルダーとの調整 

① 水産業や観光産業など、自然再生以外のステークホルダーと情報交換を行うチャネ

ルを持って事業を進める必要がある。 

② 漁業者のチャネルが細いため、漁業者が集まりやすい夜などに意見を聞くプロセス

が必要である。 

③ 漁業者へ意見収集を行う際には、八重山支庁の水産普及員、石垣市、竹富町の水産

関係部署に同席してもらうと発展的な議論ができる。 

④ 本委員会では、航路検討の手助けをするという位置づけであり、地元とインタラク

ティブに検討していくことを整理しておく必要がある。 

 

（２）検討フローについての意見 

① オフサイトも考慮に入れて検討するのであれば、環境配慮の具体化方策について、

検討フローの P-4 と並行して明示しておく必要がある。 

② 航路計画策定以後のモニタリングや維持管理の考え方も提示しておく必要がある。 

③ 検討フローは、各検討段階の主体が混在している。将来のビジョンをフローの中に

示し、委員で共通認識を持っておく必要がある。 

④ 検討フローに、重要な要素であるコストについての検討を加える必要がある。 

⑤ 検討フローの P-1 現況把握において、鉄道から引用した項目は選定という表現にな



っているが、条件設定という表現の方が良い。他の事業から引用した項目は、今回

の検討フローに合わせた表現にする必要がある。 

⑥ 検討フローの P-1 現況把握において、船舶利用状況の把握は、船舶だけでなく海域

とすべきである。 

⑦ コントロールポイントという表現は、他分野では異なる意味で用いられることから、

表現を変更する必要がある。 

⑧ 浚渫量は、航路諸元に関係することから、船の諸元を検討する前に、環境への配慮

について検討する必要がある。 

 

 



第２回 石西礁湖における航路計画検討委員会 議事概要 

 

１．開催日時 

平成２０年１２月２４日（水） １３:３０～１６:３０ 

 

２．開催場所 

ホテル日航八重山 １階 珊瑚の間 

 

３．出席者 

鹿熊 信一郎   沖縄県八重山支庁 農林水産整備課 漁港水産班 主幹 

岡本 峰雄    東京海洋大学 海洋環境学科 准教授 

灘岡 和夫    東京工業大学 大学院情報理工学研究科 情報環境学専攻 教授 

古川 恵太    国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 

 

４．主な議題 

（１）概略ルートの検討 

１）航路計画の検討フローについて 

２）石西礁湖周辺おける社会条件等の現況 

３）石西礁湖周辺における自然環境の現況 

４）石西礁湖周辺における海域利用・地区指定の現況 

５）航路諸元 

６）航路整備・維持管理に関わる環境配慮  

７）概略ルートの検討（第一段階） 

（２）生活・利用に関する検討部会 進捗状況報告 

 

５．議事概要 

（１）航路計画の検討フローについて 

１）航路の選定、評価を行って行く上で、将来ビジョンが大切である。地元自治体と随

時連携を取りながら検討を進めていることを示す上でも将来ビジョンを仮にでも

設定する必要がある。 

２）地元の要望を反映するスキームが必要であり、自治体で考える航路整備の方針やニ

ーズと、環境保全の社会的要請の摺り合わせを、技術論の前提として行う必要があ

る。 

３）航路整備計画策定後に、地元自治体・県と調整するのではなく、調整しながら策定

する必要がある。竹富町での将来構想の策定が困難であれば、彼らが苦手な絵を描

く部分、資料作成をこちらが裏方としてサポートして行けば、将来構想が策定でき

ると考える。 



（２）航路諸元について 

１）航路整備は船会社が利益を受けるので、整備と同時に船社に旅客船の共同運航や速

度低減（環境面等のメリットが大きく、航路需要も低くできる）を要請すべきであ

る。 

※ 便数が減っても、幅員には影響が無い可能性が高い。 

２）航路整備の目的は、地元住民の安全・安心を確保することであり、観光客を増加さ

せるためではないことを認識しておく必要がある。 

３）生活保全航路の本来の目的は、夜間の緊急搬送を可能にすることであるが、より交

通量の多い観光需要に基づき諸元を決定することになり、季節変動も考慮してピー

ク時の安全性を確保することになると思われる。 

４）一方通行の航路を 2本整備する方法もある。往復の航路 1本より、一方通行の細い

航路を 2本通す方が環境への影響が少ない状況もあると思われる。 

※ 立標の数が多くなると維持費用も増えるので適用場所を考える。 

５）航路幅を狭くすることによる影響の軽減度合いが明らかになったら、航行制限等の

工夫で環境へ配慮することができることを示す。逆に広い航路幅が必要と判断する

ならば、その際の環境影響を評価しておく必要がある。 

６）観光利用とは分けて考える。夜間の緊急搬送に対して必要な場所と航路幅を、整理

しておく必要がある。夜間航行は、急患搬送を目的とするため、石垣港までの所要

時間を設定して航路諸元を決める。航路幅は途中で変えない方が良い。将来予測は、

右肩上がりの 10 年間で 1.12 倍となっているが、キャパシティは、季節性等を考慮

しピーク時に安全に通せるかで決まってくる。 

７）夜間と早朝の定期船がないと生活保全航路としての価値は下がる。 

８）定期船の大型化や高速化に繋がる航路整備は危険である。生活保全航路としての安

全性を 低限確保し、次の段階で航路幅を広げる場所を検討する二重構造の検討が

必要である。 

 

（３）航路整備・維持管理に関わる環境配慮について 

１）基本方針について 

① 基本方針－３（施工にあたっては、濁りの発生を出来る限り抑制し、周辺への影響

を 小限にする）と４（施工により減少したサンゴに替わり、出来る限りサンゴを

増加出来るように努力する）は、順番を入れ替えた方が良い。 

２）サンゴ移植・移築について 

① 移植先は、環境省が選定した場所が良いはずである。選定当時と石西礁湖の状況が

変化し見直しも必要であるため、環境省と連携を図る必要がある。 

② 移植先は、自然加入の少ない場所を選定する必要がある。環境省はあまり考慮して

いないが、礫や漂砂が確認される場所には移植できない。また、オニヒトデを駆除

する重要保全区域が基準の 1つになる。 



③ 南側のリーフを再生すれば良いと考えているが、台風の影響でリーフの上の方まで

砂が埋まっている場所では、リーフに直接移植するとサンゴが死滅する恐れがある。

南側リーフから一歩引いた場所、パッチリーフ内の上面が良いと考える。 

④ 移植・移築という言葉について、定義を明確にして港湾工事等の場合は移築に統一

した方が良い。 

３）航路浚渫について 

① 浚渫土を処分するための新たな埋め立ては避けたい。 

４）航路構造でのサンゴ着生について 

① 航路構造でのサンゴ着生を目指す時に、航路全域で同じ対策を導入するのではなく、

適材適所の対策を検討する必要がある。 

５）石西礁湖全体でのサンゴの再生への寄与について 

① タカセガイ礁の導入は良いが、もっと簡単な構造でも良い。 

② 生活保全航路により潮通しが良くなり、海水環境を改善できる可能性、サンゴ幼生

の分散パターンが変化する可能性がある。これらを、定量的に検討しておく必要が

あり、シミュレーション等の技術的協力はしたい。環境に貢献できる可能性のある

ところは、検討したという姿勢を示す。 

③ パッチリーフ周辺の瓦礫の問題が発生しているため、航路周辺だけでも対策を行う。 

④ インドネシア・バリ島のデンパサール空港近くで、水深が深い場所に自然石を投入

し水深を浅くし砂や瓦礫の影響を避け、基盤を確保して自然加入や移植でサンゴが

再生している例がある。アーキテクチャル・リーフと呼ばれている。砂が入ってき

ても環境が維持できる工法を考えた方が良い。 

⑤ 航路付近にブロックを置く等の環境配慮方策は、どうせ航路を整備するのであれば、

トータルポジティブになるようにすると考えるべきである。配慮方策を行うので航

路を整備しても良いという「罪ほろぼし」的な考え方ではない。 

⑥ サンゴ幼生が入ってくるように上流の環境を整えることも必要である。 

⑦ プラスアルファの手当をするという方向で保全再生のゾーニングをするべきと考え

る。 

 

（４）概略ルートの検討（第一段階）について 

１）竹富島北での利用面の評価が高すぎる。北側は季節風で冬季にしけるため、上原航

路はかなり欠航する。海が時化ていて通れない航路は話にならない。上原航路の欠

航率を挙げると説得力があると思う。 

２）竹富町住民にアンケートを実施すれば、ほとんどが竹富南ルートを選択すると予想

されるが、概略ルートの検討は必要なステップである。国民全般の環境に関心のあ

る人に対するアカウンタビリティという位置づけで、環境面では問題がある可能性

があるが、経済面、生活面を考慮すると竹富南ルートしかないという説明ができれ

ば良い。 



３）環境の視点の航路の存在による影響は、砂地、礫、水深等どこを通るのかというよ

うな地形の対比は、比較しやすいかもしれない。対比できないものは、特記できる

特徴（保全再生に寄与する可能性の有無等）を記述する 

４）維持浚渫や航路標識の維持管理面も経済面で整理しておく必要がある。 

５）比較検討項目のうち、 も重要な要素は何かが見えてこない。生活保全航路として

低限満たすべき条件というフィルターがあり、さらにオプションで条件を付ける

という評価の方が良い。 

 



第３回 石西礁湖における航路計画検討委員会 議事概要 

 

１．開催日時 

平成２１年２月２４日（水） １３:３０～１６:３０ 

 

２．開催場所 

チサンリゾート石垣 蘭の間西 

 

３．出席者 

津嘉山 正光   琉球大学工学部 名誉教授 

鹿熊 信一郎   沖縄県八重山支庁 農林水産整備課 漁港水産班 主幹 

灘岡 和夫    東京工業大学 大学院情報理工学研究科 情報環境学専攻 教授 

古川 恵太    国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 

 

４．主な議題 

（１）前回の主要意見と対応案 

（２）将来ビジョン・ルート検討等 

１）将来ビジョン（案） 

２）航路計画の検討フローについて 

３）石西礁湖における社会的条件等の現況 

４）石西礁湖周辺における自然環境条件の現況 

５）石西礁湖周辺における海域利用・地域指定の現況 

６）船舶諸元 

７）航路整備・維持管理に関わる環境配慮 

８）概略ルート（第一段階）の検討 

９）詳細ルート（第二段階）の検討手法（案） 

（３）住民説明用資料（案）について 

 

５．議事概要 

（１）将来ビジョン(案)について 

１）サンゴ、自然という言葉が使われているが、サンゴやサンゴ礁だけでなく、サンゴ

礁の生態系を意味していることが分かるように、言葉を吟味して使用した方が良い。 

２）「富栄養塩」という言葉はなく、栄養塩が流出して富栄養化するということである。 

３）ビジョンの要旨、特に生活航路が目的であることが容易に理解できるように、ビジ

ョンの 1ページでまとめたものを最初に付けた方が良い。 

４）竹富町は世界遺産登録を目指しており、サスティナブルツーリズムを考えていると

思われる。航路整備が観光に対して変な呼び水効果をもたらさないように整理して

おく必要がある。 



（２）航路諸元について 

１）定期船の乗船率は、共同運行の検討を行うために必要な情報である。 

２）生活保全需要は、具体的なターゲットを明確にして、昼間の貨物輸送、夜間の緊急

搬送の需要を推計する必要がある。 

３）夜間の需要は、キャパシティよりも安全に航行できるかが重要である。また、貨物

か緊急搬送かでは、船型に関わってくる。 

４）航路は、まずは 1 列分は通す必要があり、2 本にしなければならない時には、その

根拠を需要予測できちんと示す必要がある。 

５）基本はワンレーンで、一部二股に分かれたり方向転換が必要な箇所などに限って広

げた方が良い。 

６）航路利用者は竹富町の住民がメインとなるが、ステークホルダーは石垣市にも存在

し、航路整備に対する意識が異なる。航路整備の技術が格段に向上し、影響が少な

いことを示す必要がある。 

７）工事の際には、モニタリングによりソフトの管理を行い、基準値を超えた場合には

工事を中止するなどの措置を取ることにより、工事に反対する人との信頼関係が築

ける可能性がある。 

８）航路が礁池のエッジ部分を横切るような場合は、なるべく直角に横切った方が影響

は軽微である。これには航路の屈曲角の許容範囲が関係するが、詳細検討で検討す

るのか。  

 

（３）航路整備・維持管理に関わる環境配慮について 

１）サンゴの中間育成槽は良い方法であるが、あまり表に出さない方が良い。 

２）掘削面積の最小化など、環境に対してミニマムインパクトにすることと、法面に通

常行わないようなサンゴ再生のための工夫をすることは、仕分けして議論した方が

良い。 

 

（４）概略ルートの検討（第一段階）について 

１）概略ルートが決定した後、詳細ルート検討時にどのくらいルート選定の自由度があ

るのかを、住民に伝えておいた方が良い。 

２）環境配慮について、計画、施行、管理など、それぞれの段階で配慮することが分か

るように整理した方が良い。 

３）住民説明の際に情報を公開すれば、反対の行動を起こされる可能性があり、反論す

る材料を準備しておく必要がある。 

 



第４回 石西礁湖における航路計画検討委員会 議事概要 

 

１．開催日時 

平成２１年７月２８日（火） １３:３０～１６:３０ 

 

２．開催場所 

ホテル日航八重山 １階 珊瑚の間 

 

３．出席者 

津嘉山 正光   琉球大学工学部 名誉教授 

鹿熊 信一郎   沖縄県八重山支庁 農林水産整備課 漁港水産班 主幹 

岡本 峰雄    東京海洋大学 海洋環境学科 准教授 

灘岡 和夫    東京工業大学 大学院情報理工学研究科 情報環境学専攻 教授 

 

４．主な議題 

（１）前回の主要意見と対応案 

（２）生活・利用に関する検討部会、住民説明の進捗状況等 

（３）詳細ルート検討等 

１）航路計画の検討フローについて 

２）石西礁湖における社会的条件等の現況 

３）石西礁湖周辺における自然環境条件の現況 

４）船舶諸元 

５）航路整備・維持管理に関わる環境配慮 

６）詳細ルート（第二段階）の検討 

 

５．議事概要 

（１）需要予測について 

① 基本は生活保全航路に対する需要を予測し、観光の需要は別途整理にすべきである。

生活保全航路としての整備が必要な箇所がどこなのか明示する必要がある。 

② 本委員会は、航路というインフラ整備の議論をする場であり、共同運航などのソフ

トの話は別途行うべきである。 

 

（２）航路諸元について 

① 航路幅は最低限にする方向で考えてもらいたい。掘削量を減らし、最低限必要な航

路の確保でなければ実現可能性が低くなる。 

② 生活保全航路がメインであり、その他はプラスアルファであるというスタンスを明

確にしておく方が良い。 



（３）環境配慮について 

① 基本方針の中で、「幅広くモニタリングして影響が確認された場合は対策を行う」と

いう表現は曖昧であり、範囲、期間、影響について明確にしておくべきである。 

② サンゴの中間保育層を置くには設置水深が深すぎるので、使い勝手、メンテナンス

を検討する必要がある。 

③ 航路整備により潮通しが改善することは考えられるが、オニヒトデの幼生が入って

くる可能性がある。 

④ 開口部を設けるなどの配慮方法について、現段階では考え方を示し、最終的に具体

的な航路法線に対して検討を行う必要がある。 

 

（４）詳細ルート（第二段階）の検討について 

① 必要な航路幅に対して掘削することになるため、掘削量を少なくするために竹富南

の現状ルートを移すというロジックだが、航路幅の方針を決めてからルートを検討

する方が良い。 

② 船舶航行の障害となっていることの明確化が必要である。 

③ 航路から外れて航行しないようなルール作りが必要である。 

④ 生活保全航路としてクリティカルでない部分は除いて、生活保全航路として整備し

なければならない部分を整備する案として整理してもらいたい。 

 

 



第５回 石西礁湖における航路計画検討委員会 議事概要 

 

１．開催日時 

平成２１年８月１０日（月） １３:３０～１６:３０ 

 

２．開催場所 

ホテル日航八重山 １階 珊瑚の間 

 

３．出席者 

津嘉山 正光   琉球大学工学部 名誉教授 

鹿熊 信一郎   沖縄県八重山支庁 農林水産整備課 漁港水産班 主幹 

岡本 峰雄    東京海洋大学 海洋環境学科 准教授 

古川 恵太    国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 

 

４．主な議題 

（１）前回の主要意見と対応案 

（２）詳細ルート検討等 

１）航路設定の基本方針と現状の航路 

２）各段階における環境配慮 

３）詳細ルート（第二段階）の検討 

 

５．議事概要 

（１）航路設定の基本方針と現状の航路・各段階における環境配慮について 

① 環境監視幅について、モニタリングは影響がないところまで監視する必要がある。

事例から、設定している環境監視幅 250m は妥当である。 

② 環境保全に関しての説明責任は、環境に関心の高い一般国民である。その際、竹富

町の生活保全のために必要な航路で、環境にも配慮しているということを説明する

必要がある。 

③ 環境に配慮しているという基本的な考え方に基づき、航路の規模設定において、環

境面の配慮について明確にしておくべきである。 

 

（２）詳細ルート（第二段階）の検討について 

① 漁業者等の海域利用調整を方針として明記してもらいたい。 

② 複数案の比較評価において、区画漁業権にかかっていなければ影響がないわけでは

なく、近くを通ると影響があるため、評価を再考してはどうか。 

③ 航路設定におけるサンゴの回避について、現在の状況で判断しているため、施工時

の段階での将来評価について検討してもらいたい。 



④ 漁業者は、船舶が航路以外を航行した際に、フーカー潜水のホースを切断されるこ

とを危惧していることから、航路以外を通らないルールづくりなど、漁業者と船社

の調整が必要となる。 

⑤ 竹富島北西～小浜島のエリアは、石西礁湖を貫く大きな澪筋となっており、広域の

海水交換を司る場所であると推測される。開削することはサンゴに対して直接的な

負の影響があるかも知れないが、海水交換に対しては良い影響がある可能性がある。 

⑥ 詳細な航路を検討する場合、細かい分布状況を見て、泥が流れ込まない場所を選定

することも必要である。竹富島北西～小浜島のエリアでは、泥が溜まっていないか

を確認して決断した方が良い。 

⑦ 黒島北のエリアにおいて、海水交換が良くサンゴが回復しやすい場所となっている

ため、航路を移動させることを検討してもらいたい。 

 

 


