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第 10 回航路整備技術検討委員会の主要意見と対応方針 
 

（1）第 9回委員会における主要意見と対応方針（資料-3） 

No 主要意見 対応方針 

①  「石西礁湖における航路整備技術記録(仮称)」

の骨子案(以下、骨子案とする。)の「6.モニタ

リング計画」について、事業実施中であるため、

まとめられる内容は限られると思うが、モニタ

リング計画だけではなく結果についても要点

を整理して欲しい。(鈴木委員) 

 

ご指摘を踏まえて、今後、技術記録に整理する。

 

②  骨子案の項目立てについて、「6.モニタリング

計画」は全体のモニタリング計画だと理解して

いるが、サンゴ類や濁り監視などの各項目にも

モニタリングが含まれるはずであり、実施とモ

ニタリングはペアで行っているので、それらが

分かる様な項目立てにしてほしい。 

（灘岡委員、津嘉山委員長） 

③  骨子案「4.環境に配慮した施工方法」が最も重

要になると思う。技術記録の中心になるようま

とめて頂きたい。そうすることで、日本のみな

らず世界で今後参考にされると考える。ガイド

ラインとしてまとめ過ぎず、実際に現地で行わ

れた細かい手順や技術手法などについても詳

細に記載してほしい。(鹿熊委員) 

④  航路整備技術検討委員会の今後のスケジュー

について、平成 30 年度には技術記録の取りま

とめや委員会を実施しないこととなっている

が、本委員会は長い期間継続してきたので、も

し委員会を実施しないことについて特段の理

由が無いのであれば、開催してほしい。(鈴木

委員)  

浚渫施工の実施報告、航路保全計画の策定、ま

た、航路整備技術記録の取りまとめ状況の報告

等、ご意見を伺いたい項目もあるため、平成 30

年度に委員会の開催を予定する。 
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（2）平成 28 年度 浚渫施工の実施報告（資料-4） 

No 主要意見 対応方針 

①  浚渫中の濁りの超過率が平成28年度は増加して

いることについて、浚渫箇所の地形条件の影響

を受けているのであれば、そのような記載をし

た方が良い。（鹿熊委員）  

ご指摘を踏まえ、平成28年度報告については以

下の2つの点に留意し修正する。 平成29年度報

告については同様の趣旨で整理する。 

 平成28年度は、主に既存航路の拡幅工事で

あることから、汚濁防止膜を地形に合せて

設置することが難しい状況であった。また、

流れについても航路であることからこれま

での浚渫箇所に比べて速い状況であった。 

・ 超過率2％の上昇の意味合いは、2週間の工事

期間中に超過が1,2回増加することを意味し

ており、これを超過率の増加と評価するか否

かの判断は主観により異なると考える。  

 

100回測定/2回超過  

＝25周測定/2回超過  

＝14日測定/1～2回超過（1～2周/日） 

②  今後の工事オペレーションに活かすため、濁り

の発生と流速との関係を整理して欲しい。 

（灘岡委員、鹿熊委員）

 

 これまでも濁りの発生と流速の関係につい

て整理しているものの、それらの関係性は

確認できていない。 

 流速を把握することで濁りの発生を抑える

ようなオペレーションは現在のところ困難

である。流速が一定速度以上になった場合

に、直ちに工事を中止することは、工事実

施の観点からは有効な方策にはなりにく

く、総合的な観点から工事オペレーション

を実施することが適切であると考える。 

 現場では潮位表により、概ね潮どまり

や流速が緩やかな時間帯を把握し、浚

渫作業を行っている。 

 工事の一時中断は、基準を超過した場

合以外に、汚濁防止膜が捲れあがって

いないか、着底面の隙間から濁りが流

出していないか、目視による確認が最

も重要な判断材料と考える。 

 今後の工事オペレーションにつながるよう

に、浚渫施工(濁り発生の低減)に係る現地

での留意事項は記録に留める。 
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（3）航路埋没の可能性の検討について（資料-5） 

No 主要意見 対応方針 

①  航路埋没の可能性について計算をする際に平均水

位を調整しているようだが、環境省の潮位実測デー

タがあるので、それを考慮しながら、現実とかけ離

れた調整はしない方がよい。信頼性が低くなると考

える。（灘岡委員） 

石垣港の潮位データ及び石西礁湖常時モニ

タリングシステム(環境省)の水位データを

確認し、 

今後の影響予測については、実測データと

の整合性に留意して検討を行う。 

②  今年度は海浜流だけで航路埋没の可能性を評価し

ているが、それ以外の吹送流、潮流も含めた評価を

検討してほしい。 

(灘岡委員、津嘉山委員長) 

今年度の結果は外海からの波浪と風波によ

る検討を行った。 

今後は、ご指摘を踏まえて、平成28年度の

計算条件に潮流、吹送流の影響を追加して

検討する。 

 

（4）移設サンゴの状況（資料-6） 

No 主要意見 対応方針 

①   サンゴ移植について寄せ植えという方法があ

るが、同種でも遺伝的に異なる場合は通常は融

合しない。ところが本事業では、別種のサンゴ

類を寄せ植えしても融合するという結果があ

るので、技術記録として残すと良い。 

 P32「③死サンゴ礫が新規加入サンゴの着床基

盤となる可能性がある」については、「死サン

ゴ礫を固定することで新規稚サンゴの着底基

盤となる可能性がある」など表現を工夫すると

良い。(鹿熊委員) 

ご指摘を踏まえて、今後、技術記録に整理

する。 

死サンゴへの稚サンゴ加入状況について

は、今後のモニタリングで注視する。  

②   今年度サンゴ類の大規模な白化が生じたが、中

には白化していないものもある。サンゴの種類

以外に白化の有無に係る環境条件があれば整

理し、移設先の選定条件やゾーニングの議論と

して今後活用できるかもしれない。 

 白化の要因としては水温の影響が最も大きい

が、潮通しが良い場所、海草の生育する付近な

どでもサンゴの白化状況が異なる場合がある。

（津嘉山委員長、灘岡委員、香村委員、鹿熊委員）

事業を通じて、以下知見を得ており、今後

活用できると考える。 

白化が比較的軽微であったのは、ミドリイ

シ属以外の種類を中心に移設した場所や白

化後の平成28年12月以降に移設した場所で

あった。 

一方、地点や水深による差はみられず、広

範囲で白化による被度低下が確認された。

 

③   移設したサンゴの評価については、事業者とし

て責任をもつ項目(移設数量等)と移設後のモ

ニタリングで行われる評価(指標項目による移

設サンゴの評価)があるため、混同しない様に

記載の工夫が必要である。 

 本委員会ではかなり高度な指摘もあるが、事務

局の対応方針は実務ベース(事業者が実施可能

な範囲)で検討を行うとよい。白化などの自然

環境の変化についても考慮しながらまとめる

と良い。（鈴木委員） 

 ご指摘を踏まえて、事業者として責任

をもつ項目(移設数量等)と移設後のモ

ニタリングで行われる評価(指標項目

による移設サンゴの評価)に分けてと

りまとめる。 

 白化については、白化前と白化後に分

けて評価をとりまとめる。 
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前回委員会資料 3の添付資料(再掲) 

「石西礁湖における航路整備技術記録(仮称)」に係る参考資料 

 

石西礁湖における航路整備技術検討委員会の今後のスケジュール(案) 

 

⽵富南航路整備の⼯事は、平成 29 年度以降、平成 31 年度まで継続実施予定である。平成 29 年度は、

平成 19 年度からの検討業務及び関連調査等から得られた知⾒を取りまとめ、航路整備に係る技術記録

を作成する予定である。サンゴ移設は平成 29 年度からは実施しない予定であり、事後調査として平成

31 年度まで実施する計画である。現段階の今後のスケジュールを以下に⽰す。 

 

項目 ＼ 年次 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 備考 

施工実施（報告）    H31 に工事完了予定 

サンゴ移設の 

モニタリング調査

（報告） 

   移設は H28 で終了予定 

事後モニタリング H31 まで実施

予定 

技術記録の 

取りまとめ 

   
H29 に暫定版、H31 に完成 

委員会    H29 に 11 回、H31 に 12 回 

 

 

(仮称)石西礁湖における航路整備技術記録(サンゴ礁海域における浚渫工事・サンゴ移設に

係るガイドライン)・作成に関する骨子案 

 
○ 技術記録作成の趣旨と目的 

 

⽵富南航路の整備に伴い、過年度より環境に配慮した施⼯技術やサンゴの移設やモニタリング、航路

保全に関する知⾒を集積してきた。今後のサンゴ礁海域での浚渫事業に資するため、サンゴ礁海域での

浚渫技術、浚渫⼯事に関する留意事項、サンゴ礁を保全する対策などの留意点を整理する。 
 
 
 
 

第 10 回委員会では、取りまとめの⾻⼦案を提⽰し、委員からの意⾒を踏まえて基本⽅針を整理する。

【第 9 回委員会における委員意⾒】 

 今後の重要なサンゴ礁海域での浚渫工事モデルとして、これまでの経験をマニュアルといかなく

ても資料として残してほしい。（鹿熊委員） 

 サンゴの移設事業について、台風の影響や海藻の影響を考慮した移設先の適地選定論のようなこ

とがガイドラインとしてまとめられると良い。（灘岡委員） 
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○ 骨子案（目次構成）の作成 

 
１．技術記録作成の目的 

・ 平成 19 年以降の検討成果をまとめる 

・ 今後のサンゴ礁域での工事のための参考資料とする 

・ 他のサンゴ礁海域における浚渫施工の参考になるような取りまとめとする 

 

２．竹富南航路の概況 

・ 地域自然特性（地形、地質、波浪、流動、水質、生物） 

・ 航路計画（地形・サンゴ分布等を踏まえて） 

・ 航行安全及び関係者合意形成 

・ 検討・工事のタイムテーブル 

 

３．航路埋没に係わる物理的要因 

・ 高波浪の出現状況 

・ 波浪影響 

・ 流れ及びその他の影響 

・ 埋没対策 

 

４．環境に配慮した施工方法 

・ 工事工法 

・ 濁り監視基準 

・ 監視調査結果 

 

５．サンゴ移設 

・ 移設方法 

・ 移設場所選定方法 

・ 移設分布図 

・ 移設後の経過（白化の影響を含む） 

 

６．モニタリング計画 

・ 調査項目 

・ 調査期間・時期 

・ 調査地点 

 

７．あとがき 

・ 課題など  
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