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平成27年度  

第1回 中城湾港泡瀬地区 環境保全・創造検討委員会 

日時：平成27年12月14日（月）14：33～16：20 

                       会場：サザンプラザ海邦 

（1）開 会 

○事務局(小田)  定刻を少々過ぎておりますので、ただいまより平成27年度第１回中城

湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会を開催いたします。 

 本日は12月に入りましてご多忙のところご出席をいただきまして、本当にありがとうご

ざいます。 

 私は、本日の委員会の進行を務めさせていただきます、一般財団法人みなと総合研究財

団の小田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、委員の出欠状況を報告させていただきます。お手元に配付している議事

次第の下に委員名簿がございます。そちらをご覧ください。 

 ご欠席の委員等の方だけ紹介させていただきます。 

 本日、入江委員、清野委員、津嘉山委員、中村委員がご欠席です。 

 それから、沖縄青年会議所理事長の山内委員でございますけれども、本日は代理で新垣

副理事長に出席をいただいております。 

 委員の出欠状況につきましては以上です。 

 なお、本委員会は公開で開催しております。報道の方や傍聴の方が入場されていらっし

ゃいますけれども、そういった方々の質問等の発言はご遠慮いただいておりますので、会

議中は静かに傍聴していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料ですが、まずそれぞれＡ４の１枚もので議事次第、委員名簿、配席表がござい

ます。それから右肩に資料番号を振ってございますけれども、資料-１、２、３。資料-１

がＡ４の資料、資料-２と３はＡ３横長の資料です。それから、参考資料-１、２、３とい

う資料が配付されております。資料の不足等はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。もし、後でお気づきの点がありましたら、事務局のほうまでお申

し付けいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、委員長にお願いしたいと存じます。委員長、

よろしくお願いいたします。 
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（2）議 事 

○小濱委員長  皆さん、こんにちは。久しぶりでございます。 

 毎回言うことですけれども、だんだん同窓会っぽくなってまいりました。一年に一度皆

さんとお会いできるのを非常に楽しみにしております。 

 きょうは２つ議事がございますので、いつものように活発なご意見をいただければと思

っております。 

 では、早速始めましょう。 

 まずは、前回委員会における意見とその対応につきまして、事務局のほうから説明をお

願いいたします。 

 ・前回委員会における意見等とその対応について･･････資料‐１ 

○事務局(小田)  それでは、資料-１をご覧ください。 

 前回、平成26年度の第２回の委員会の意見とその対応でございます。 

 まず主な意見でございます。 

 これは野呂委員から第１回の委員会でいただいた意見でございますけれども、資料-２の

行動計画の中で海草の移植というものがございました。具体的には２ページをご覧いただ

きたいのですけれども、２ページの中段ぐらいに行動計画の中で大型海草の移植、それか

ら海藻草類の生育環境の保全・創出という欄がございまして、その中で元々の資料の中で

は「移植対象藻場が確認された場合はできる限り移植する」という文言になってございま

した。これについて「移植」という文言について再整理をすべきであるというご意見をい

ただきまして、野呂先生とも調整させていただき、本日、資料にありますような「移植対

象藻場が確認された場合は保全対策を講じる」という文言に変更させていただいてござい

ます。 

 それから、意見の２点目でございます。 

 干潟を中心とした親水域の保全・利用方針の検討について。その中でパンフレットの作

成を現在進めております。そのパンフレットにつきまして、英語、中国語バージョンがあ

ってもよいのではないかというご意見。 

 それから、歴史や地域・文化的な内容のものを作成するなど、シリーズ化することも必

要ではないか。 

 それから、動植物への親しみやすいような工夫、例えば方言名を付記するなどというご

意見をいただいてございます。 
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 それに対応いたしまして、現在、作成しているパンフレットでございますけれども、一

般用と子ども用の２種類を作成しており、別途開催をしておりますワークショップでの意

見交換なども踏まえた内容を精査しているという状況でございます。 

 一般用につきましては、干潟の特徴や生物、人の暮らしとのかかわりなどをまとめたも

のであり、子ども用につきましては、より具体的に子どもたちが干潟に出て遊ぶときに、

直接参考になるようなガイドブック的な内容ということでまとめてございます。 

 それから、パンフレットなどの情報発信ツールについては、ご指摘いただきましたよう

にさまざまな展開が考えられますので、今後の参考にさせていただきたいというふうに考

えております。 

 続きまして、親水域の保全・利用方針の検討の干潟の利用ルールについてでございます。 

 干潟の生物（特に水産資源）の採捕については、地域の慣例的な要素があるので、地元

の方々の意見を聞きながら調整が重要であるというご意見。 

 それから、レクリエーション利用が拡大していくと、漁業者との軋轢が懸念される。生

業にしている漁業関係者の意見も収集し、とりまとめるとよいというご意見。 

 それから海に親しむ機会を規制によって減らすことにならないよう、地元の理解を得な

がら調整するとよいというご意見をいただいております。 

 これにつきましては、干潟の利用ルールの具体的な内容につきましては、これも同じく

現在ワークショップの中で地域住民の代表の方々、漁業関係者の方などと意見を聞きなが

ら調整していくということで、現在も議論を継続しているところでございます。 

 続きまして、情報公開についてです。 

 情報公開について、人工島の整備に関連してさまざまな検討がなされてきており、これ

らの検討内容については整理して、他の事業に生かしていくことも重要であるというご意

見を頂戴しました。 

 これに対しまして、ご承知のとおり、既に委員会、部会資料についてはホームページで

公表しているところでございますけれども、別途、現在、環境情報に関するデータベース

の構築も検討しているようなところでございます。 

 このような取り組みを通じて事業で得られた成果について、各所で役立ててもらうよう

に進めていくということで考えてございます。 

 また、本日ご欠席の清野委員から、前回の意見と対応について説明させていただいたと

ころ、事前説明の際に環境データベースについては、持続性、汎用性に留意しつつ先進事
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例も参考に、幅広い観点から情報収集に努め、検討を継続してほしいというご意見をいた

だいております。あわせてご報告させていただきます。 

 裏をご覧ください。 

 続きまして、野鳥園及び人工海浜に関する基本方針についてでございます。その中で淡

水池について、何点かご意見をいただいてございます。 

 淡水池の課題は止水域の水質悪化が懸念されるので、水量の確保についても検討を進め

てもらいたいというご意見。 

 それから、淡水池は水質管理が問題となる。 

 同じく水質池については富栄養化が懸念されるので、今後の部会での議論に期待すると

いうところでございます。 

 それにつきましては、後ほど資料-３のほうで詳細に説明させていただきますけれども、

淡水池の水質管理につきましては、適切な維持管理を実施していく上で重要な観点である

ため、維持管理、運営の提言に盛り込んでいくということで考えてございます。 

 それから、水量確保につきましては、想定される必要水量(水深１ｍ程度)につきまして

は、陸上の周辺エリアからの集水により、年間を通じて確保されると考えてございます。

導水設備や貯留用の施設につきましては、整備コストや維持管理の観点から今後、引き続

き課題として検討させていただきたいということでございます。 

 それから、植栽する植物につきまして、オキナワキョウチクトウについてお二人の委員

から意見をいただきました。 

 オキナワキョウチクトウのような毒性のある植物については、その植物の毒を利用して

魚を取っていたこともあるということで、民俗学的なかかわりを環境学習に生かせること

も考慮したほうがよい。また、毒性があるということをしっかり教えないと安全が理解さ

れないので、毒性のある植物についても植栽して、危険性の学習の場として活用してほし

いというご意見をいただいております。 

 このようなご意見を受けまして、オキナワキョウチクトウについては、利用者の安全に

配慮した上で植栽することを検討しております。また、環境学習センター内においても写

真パネル等を展示することを検討していくということでございます。 

 それから、野犬、野良ネコなどの侵入については、どこかのタイミングで議論をしてほ

しい。同じくワークショップの中で市民の啓発を図る必要がある。早い段階での条例が制

定されるとよいというご意見をいただいております。 



5 

 

 野犬、野良ネコ対策としましては、野鳥園の計画地外周部分にフェンスを設けるという

ことで侵入防止に努めることにしてございます。 

 また、沖縄市では適正飼育に関するチラシを毎年、全戸配布しているところでございま

して、このような取り組みを通じて市民への啓発を図ってまいりたいと考えてございます。 

 それから、最後のご意見でございますけれども、野鳥園だけではなく人工島全体を捉え

たフィールドミュージアム的な考え方を念頭に、部会の検討を進めていただきたいという

ご意見をいただいております。そのために必要な人材、施設も検討して、観光・教育の拠

点として整備していくことが望ましいと考えるというご意見をいただいてございます。 

 このご意見につきましては、多様な主体との連携や人材育成等の重要性について、維持

管理・運営の提言に盛り込んでいきたいということで考えてございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございますか。 

（質疑・異議なし）  

 先回の意見とその対応につきましては、皆さんご了承いただいたということで、次にい

きたいと思います。 

 では、次に行動計画につきまして、事務局のほうでご説明をお願いいたします。 

 ・行動計画について･･････資料‐２ 

○事務局(小田)  それでは、続きまして、Ａ４横長の資料-２をご覧ください。 

 行動計画に関する資料、１ページをめくっていただきますと、全体の人工島周辺の平面

図の中で、それぞれ実際どんなことを行っているのかというのを地図に落とした資料がご

ざいます。その中で赤で書いているのが今年度、特に重点的に実施している事項でござい

ます。それから青で書いておりますのが、継続的にモニタリング等を実施している項目で

ございます。 

 今年度実施している内容、赤で書いております干潟を中心とした親水域の保全・利用方

針の検討でございますけれども、これはワークショップを開催して、パンフレット、干潟

の利用ルールなどについての検討を行ってございます。また、人工海浜の試験運用の一環

としてスノーケリングの体験教室等も実施してございます。その状況を右のほうに写真と

簡単な説明を加えさせていただいております。 

 それから、大きな２点目といたしまして、野鳥園及び人工海浜、これは人工海浜の中の
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左の部分にあたります生物エリア、学習エリアの基本計画の検討を進めてございます。こ

れにつきましては、人工島環境整備専門部会を設けまして、そこで検討を続けているとこ

ろでございます。その状況でございますけれども、後ほど資料-３で詳細に説明いたします

が、野鳥園及び人工海浜の一体的整備に向けた検討を実施しております。 

 先月11月９日に部会を開催いたしまして、基本方針に基づいて基本計画、場の配置計画、

それから動線計画、施設計画、植栽計画を検討していただくとともに、維持管理、運営に

かかる提言について審議しているところでございます。 

 それ以外の行動計画の取り組み状況でございますけれども、これは後ほど詳細にご覧い

ただきますが、比屋根湿地の維持管理、トカゲハゼについてのモニタリング、環境学習の

継続、クビレミドロの調査状況のモニタリング、それからホ護岸という人工島背後の護岸

の一部でございますけれども、ここについてもモニタリング等を継続してございます。 

 それから、手植え移植した海草藻場のモニタリング等の継続というようなことを、現在

続けているところでございます。 

 続いて１ページをめくっていただきまして、２ページ目でございます。 

 これは行動計画の全体像を、そのスケジュールとともに示した資料でございます。 

 先ほど説明いたしました今年度重点的に取り組んでいる事項が赤字の部分でございます。 

 先ほど説明いたしましたので、詳細については省略させていただきますが、人工海浜に

つきましては、平成31年度まで整備を続けまして、その時点で供用に移っていくというこ

とを考えております。 

 人工島全体につきましては、32年度の整備完了、33年度からの供用開始に向けて取り組

んでいくということになってございます。これにつきましては、従来見ていただいたとこ

ろでございますが、先ほど前回委員会の意見のところで紹介させていただきました海草の

移植についての文言が若干、野呂委員との調整の上で修正させていただいております。 

 それから、３ページ目をご覧ください。 

 これにつきましては、もう一度行動計画につきまして、大目標、個別目標等で現在実施

している項目の関連性を整理したものでございます。これについても従来からご覧いただ

いているところでございますけれども、行動計画という真ん中の緑の欄の中で、先ほど申

しました海草の移植についての今後の方向性のところが、若干修正を加えさせていただい

たところでございます。 

 続きまして、個別の検討内容の説明に移らせていただきます。 
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 ４ページをご覧ください。まず、個別の取り組みの状況でございますけれども、最初に

干潟を中心とした親水域の保全・利用方針の検討でございます。これにつきましては、平

成25年度からワークショップを開催し、今年の９月まで５回のワークショップを開催し、

人工島の親水域の保全・利用方針について検討してまいりました。 

 その中でさまざまな議論をずっとしてきているところでございますけれども、大きな点

といたしまして、パンフレットの案について、干潟の利用ルールについて、泡瀬地区等に

おける地域協働の取り組みについて、それから、干潟などの利用に向けた取り組み、人工

海浜の試験運用ということでございます。この中で今年度新たに大きなテーマとして取り

組んだのが地域協働についてと、人工海浜の試験運用についてでございます。その意見交

換の概要というのを赤枠で囲った中の右のほうにまとめてございます。 

 パンフレットについては、トカゲハゼやクビレミドロなどの貴重な生物が生息・生育し

ていることも記載したほうがよいということでございます。今後、ワークショップでの意

見を踏まえてパンフレットについては取りまとめていく方針でございます。 

 それから、干潟の利用ルールにつきましては、レクリエーションが海を荒らすことが散

見されるので、漁業資源や環境についての注意事項の伝え方を検討していただきたい。 

 それから、ルールを条例化できれば罰則規定も明確になるが、一部の悪質行為を除けば

独自規制でも大変有効ではないかというご意見をいただいております。このようなルール

につきましては、さまざまな方が関与してきますので、今後も丁寧に意見集約を続けてい

くということにしたいと考えてございます。 

 それから、地域協働の取り組みについてでございます。泡瀬地区においても取り組みの

主体となる組織が必要であることについて、ワークショップの参加者の間で共有させてい

ただきました。 

 それから、人工島の一部供用に対応していくことも念頭に、組織化に向けた取り組みを

推進していくことについても共有させていただいたところでございます。 

 これを受けまして、早期に組織づくりに着手していく。活動の目的は、人工島の利活用

を中心としつつも周辺地域と連携していくことも視野に入れる。取り組みやすい切り口も

念頭に検討していくことが必要だろうということで考えてございます。 

 最後に試験運用でございます。これは具体的にはスノーケリングの体験教室を行いまし

たけれども、このようなイベントは広報をしっかり行い、参加を多く募っていくというこ

とも重要ということで、ご意見をいただいてございます。 
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 これにつきましては、組織づくりとも呼応して試験運用に地域住民等が参加することを

検討していくということで考えてございます。 

 今後でございますけれども、引き続きワークショップを継続していくということで、こ

れらの検討を鋭意続けていきたいと考えてございます。 

 その上で26年度と27年度にかけまして、まずは短期目標として利用ルール案の策定、広

報パンフレット案の作成を行う予定でございます。 

 それから、来年度28年度までの中期目標として、地域参加型の運営・管理の素案の作成

と試験的な実施を試みていきたいと考えてございます。 

 さらにそれ以降の長期的な目標としまして、地域参加型かつ環境にも配慮した運営形態、

これは人材とか資金とか施設についてです。それと制度に関連する方向性の検討、具体的

な策定について取り組んでいくということを考えてございます。 

 それでは、個別の取り組みの内容でございますけれども、まずパンフレット案です。先

ほど申しましたように、パンフレットは一般用と子ども用の２つに分けてございます。一

般用につきましては、泡瀬干潟の自然環境、それから環境保全の取り組みの必要性と、現

在どのようなことを取り組んでいるのかということ。それから、泡瀬地区の歴史的な状況、

社会的な状況も踏まえた人と自然とのかかわりというようなものまで含めた形でまとめて

いきたいということで考えてございます。 

 パンフレットの案として、一般用パンフレットと書いてある上から左端の部分に４枚の

資料として現在まとめております。 

 それから、子ども用につきましては、「干潟はふしぎなワンダーランド」と題した干潟を

実際に体験するためのガイドブック的なものということにしております。そのため服装で

すとか、干潟の仕組み、役割といった野外活動を実際子供たちが行っていく上での必要な

事項、また、安全確保に必要な事項等を盛り込んでおります。 

 一番下にワークショップでの主な意見をまとめてございます。 

 これは先ほども申しましたとおりでございますけれども、トカゲハゼの生息地になって

いるなど、貴重な生物が生息していることも記載してはどうかということでございます。 

 今後でございますけれども、先ほど申しましたとおりワークショップでご意見をいただ

きながら、パンフレットの内容についてはまとめていく。それから、必要に応じて更新を

していくということで考えてございます。 

 次に５ページの右のほうでございますけれども、干潟の利用ルール案についてです。 
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 これにつきましては、構成として大きく分けて、「はじめに」、それから「保全・利用の

心得」ということで具体的なルールを記載しております。 

 はじめにの中では、干潟利用の増加や新たな利用形態で、社会・自然的環境に悪影響を

及ぼすのではないかという懸念を中心として、泡瀬干潟という自然資源を次世代に引き継

いでいくために干潟の利用ルールを作成するということを明記しております。 

 それから、保全利用の心得につきましては、大きく分けて３つのポイントがございます。

まず、自然環境への配慮です。これはそこにある自然を大切にするというだけではなく

て、よそから動植物を持ち込まないようにしましょうといった点についても触れてござ

います。 

 それから、安全の確認については、干潟を実際に利用していく上でどのような点に注意

しなければいけないかということについて、自己責任をベースとしてそれぞれ注意してい

ただきたいことをまとめております。 

 地域とともにというところでは、迷惑になる行為はやめましょうですとか、それから地

域の祭事や伝統に敬意を払いましょう。それから漁業との共存、漁業活動を妨げないよう

にしましょうといったような点に触れてございます。 

 その中でワークショップの中でいただいた意見が下に書いているとおりでございます。 

 漁業との共存を図り、漁業活動を妨げないということは重要な項目であると。漁業につ

いては、漁業者が熟知しているので、漁業者から海のレクリエーション業者に海の守り方

を伝えていくことも大切である。レクリエーションが海を荒らすことも散見されるので、

漁業資源や環境についての伝え方を検討していきたいというご意見。 

 それから、地域の方や干潟を生活の場、生業の場として利用している方もいるため、さ

まざまな意見のすり合わせを含めて検討していくことが重要であるということ。 

 それから、ルールを条例化できれば罰則規定も明確になるけれども、悪質行為を除けば

大丈夫じゃないかという、先ほど申した意見をいただいております。 

 引き続き、丁寧に意見集約を試みていきたいということで考えてございます。 

 次に、６ページをご覧いただきたいと存じます。 

 泡瀬地区における地域協働の取り組みについてでございますが、これはワークショップ

の中で既存の先行的な先進事例のご紹介をしつつ、組織づくりについてのご議論をいただ

いたところでございます。 

 この取り組みの目的といたしましては、地域が主体となり人工島を含む開発地域の利活



10 

 

用について、地域ニーズを持続的に反映し、海域環境、文化等に配慮しつつ、地域の新た

な魅力を創出。開発効果の持続的な地域還元を目指すということとでございます。 

 先進事例としましては、佐賀県の鹿島市七浦地区、ここは全国的にも名前が知られてい

るガタリンピックをやっているところでございますけれども、地域で会社組織などを設け

て、地域が主体的に運営していく仕組みができあがっているというところが特徴でござい

ます。 

 それから、沖縄のナハ・シー・パラダイス協議会の取り組みを紹介させていただきまし

た。これは那覇港、それから周辺地域の活性化及び賑わいの創出を図るということで、近

隣の自治会を含めた地域や企業等が参加して設立されたＮＰＯです。 

 特に近隣の自治会の会長の方が理事に名前を連ねて、それぞれの地域が主体となって取

り組みを実践するといったような点が非常に大きな活動の特徴となっております。 

 具体的な活動内容としては、人材育成や情報発信などのほか、クルーズ船の受け入れに

伴う歓送迎のセレモニーなどの取り組みも行われているところです。 

 では、具体的にワークショップで出た意見でございます。 

 大きく集約しますと、1点目は泡瀬地区においても取り組みの主体となる組織が必要であ

ることを共有したという点。 

 ２点目として人工島の一部供用に対応していくことも念頭に、組織化に向けた取り組み

を推進していくことを共有したという点でございます。 

 具体的には地域振興に向けて組織化は、１つの大きなけん引になるだろうというご意見。 

 それから、法人格を持っていると助成を受けやすくなるといったご意見。 

 それに対してまずは協議会からスタートさせて、徐々に法人化するということも考えら

れるというご意見。 

 クルーズへの対応等、さまざまな視点があっていいというようなご意見。 

 それから、より広域な活動を展開していくべきではないかというご意見もいただいてお

ります。 

 今後といたしましては、早期に組織づくりに着手する。組織の活動目的は人工島の利活

用を中心に、周辺地域と連携していることも視野に入れて取り組みやすい切り口も念頭に

検討していくということを考えてございます。 

 続きまして、干潟等の利用に向けた取り組みと人工海浜の試験運用でございます。これ

につきましては、今年度２回スノーケリングの体験教室を人工海浜の一部完成していると
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ころで行いました。対象は小学校の中高学年です。 

 参加者の感想、これは子どもたちから直接聞いた感想ですので、「楽しかった」「きれい

だった」「また、やってみたい」という意見です。 

場の評価としてはインストラクター関係者から後ほど意見を確認して、以下にまとめて

ございます。 

 環境学習の場としての評価、ここについては人工海浜と自然海浜の違いが学習できると

いったご意見、それから必要と考えられる施設についても、そこにあるようなご意見をい

ただいております。 

 それから、必要と考えられる機能として、生物が利用できる多様な環境、安全管理、多

様な主体との連携・協働、多様な利用者、高齢者、障がい者、児童などへの対応が必要で

はないかといったご意見をいただいております。 

 これにつきましては、組織づくりと対応いたしまして、地域住民等の方に参画していた

だけるよう、今後とも検討、継続していきたいと考えてございます。 

 続きまして、その他の行動計画の取り組み状況の報告でございます。 

 干潟生物や野鳥などを対象とした環境学習の取り組みといたしまして、人工島内で開催

されたイベントの中でパネル展ですとか、タッチプール、それから水質体験、ＲＯＶによ

る海中観察などの環境学習にかかわる出展を行っております。これにつきましては、他の

イベントとあわせてございますけれども、300名余の方に参加してご覧いただいたというと

ころでございます。 

 それから、地域の小学校の児童による環境学習、環境体験を通じて事業を紹介するとい

う取り組みを行ってございます。そこにありますように、高原小学校の140名、それから比

屋根小学校の３年生、２年生、５年生を対象とした干潟観察会、それから人工島の現状に

ついての観察会などを行っているところでございます。 

 それから、比屋根湿地及び泡瀬地区海岸の再生ということで、比屋根地区につきまして

は、７ページの下でございますけれども、さまざまな生物が確認される状況になってござ

います。それで今年の10月には住民の方々や企業、それから行政が参画して清掃活動の取

り組みを行ってございます。その状況を写真で示しております。 

 続きまして、８ページでございます。生物の生息・生育環境に配慮した護岸の構造等の

工夫ということで、２点まとめてございます。 

 １点目は、仮設の石材の移動でございます。これにつきましては、仮設石材の中でヒメ
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ジャコの生息が確認されたものがございます。これを人工海浜の突堤の外側の海域に移設

しまして、モニタリングを継続してございます。モニタリングの設置の状況が、そこの図

に示しますような形で石材を移設し、その中でモニタリングを継続しております。モニタ

リングについては、平成26年９月、平成27年６月の２回実施しておりまして、ヒメジャコ

につきましては、個体数は若干減少傾向でございますけれども、生息がしっかりと確認さ

れているというところです。 

 底生生物については、増加の傾向が見られてございます。 

 海藻類については、特に光合成を阻害するような状況は確認されていないということで

ございます。 

 続きまして、ホ護岸のモニタリングについてでございますけれども、ホ護岸は８ページ

の右側にございますように、直立の護岸になってございます。ある程度水深が深いところ

ですので、そこで既存のストックとしてございましたＸブロックを、図にありますような

形で設置して、そこに海藻類が生育するかどうかということも含めまして、生物の生息環

境の改善を図るということで考えてございます。 

 そのモニタリングの結果でございますけれども、魚が蝟集しているという状況が確認さ

れてございますけれども、ホンダワラ類等はまだ確認されてございません。ただ、近接す

る緩傾斜護岸には海藻が生息しておりますので、ホ護岸についてもホンダワラ類等が生息

する可能性は十分あるのではないかということで、引き続きモニタリングを継続していく

ということで考えてございます。 

 続きまして、大型海草の移植の状況の確認でございます。 

 当初、移植した状況から徐々に生息域を拡大していっているという状況が確認されてご

ざいます。その状況を９ページの左上の図に示してございます。 

 当初植えた四角い濃い線から現状で確認されている青いところまでの拡大が見られると

いう状況でございます。 

 続きまして、クビレミドロの生育に適した人工干潟の創出でございますが、クビレミド

ロにつきましては、生息域が徐々に拡大していっている傾向が確認されてございます。特

に今回、モニタリングした平成27年３月では、約４万2,900㎡と過去最大の生息域を確認し

ているところでございます。 

 それから、その下でございますけれども、新たな生息域が確認されました。それは下の

図のオレンジで囲っているところでございますけれども、ニ護岸付近でクビレミドロの新
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たな生息息が確認されました。ここの生息域につきましては、生育状況、生息環境のモニ

タリングを継続し、引き続き注視していくということで考えてございます。 

 それから、次にトカゲハゼの生息に関した人工干潟の創出というところでございますけ

れども、トカゲハゼの生育状況につきましては、横長のグラフがございますけれども、平

成27年度のモニタリングにおいても、もともとの生息域で16個体、それから底質改良区で

３個体ということで、生息が確認されているところでございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

 ちょっと長くなりましたけれども、引き続き本日、欠席されている委員の皆様からいた

だいている意見についてご紹介したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、紹介させていただきます。 

 まず、ワークショップについてでございますが、清野委員からご意見をいただいてござ

います。ワークショップについては、沖縄市の学芸員等の参画を求めるべきではないか。

また、将来的な人材育成を見据えて検討を行ってほしいというご意見をいただいてござい

ます。 

 続きまして、パンフレットについてのご意見をいただいております。同じく清野委員か

ら干潟生物など通常見られる生物などもピックアップするなど、多様な生物を紹介するよ

う配慮してほしい。 

 それから、津嘉山委員からパンフレットのリニューアルやシリーズ化を検討していくこ

とがよいのではないかというご意見をいただいております。 

 続きまして、利用ルールについて、津嘉山委員から干潟の使い方は今と昔で異なってい

るかもしれない。そういったことも念頭に地元の方々と意見交換していくことも大切であ

るというご意見をいただいております。 

 それから、同じく津嘉山委員からルールはどのような周知の仕方を考えているのか。ま

ず、地元や観光客にルールを知ってもらうことが重要だろうというご意見をいただいてお

ります。 

 続きまして、組織づくりに関連してでございます。 

 組織づくりに関連して、中村委員から地域協働の取り組みについては、ワークショップ

での前向きな意見も多く、引き続き議論を継続しながら丁寧に進めていってほしいという

ご意見をいただいております。 

 また、津嘉山委員から地元の方の中には、人工島の使われ方が理解できていない部分が
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あると思うが、ワークショップ等を通じて理解を促進していけば、いろいろな活動の発想

が出てくるだろう。そういう意味で話し合いを継続していくことが重要というご意見をい

ただいております。 

 続きまして、環境学習につきまして清野委員から泡瀬の事業経緯を踏まえ、開発と環境

の共生をテーマに実施していくことがよい。埋立地ではおのずと自然海岸とは景観、生態

系の変化や安定化などの現象が異なることを関係者が意識すること。それが島内の他のエ

コツアーのプログラムと違った視点を提供する学習となるというご意見をいただいており

ます。 

 それから、先ほど説明しましたホ護岸に設置したＸブロックについて、清野委員からで

ございますけれども、これはＸブロックについてというよりは、ホ護岸全体についてです

けれども、ホ護岸の直立部の景観配慮を検討してほしい。これについては委員会において、

公園だけではなくて護岸構造を検討すべきであったなということの観点からのご意見です。 

 陸側から見た人工島の景観は、今のままでは殺風景なものになるので、２期工事がなく

なった時点で全体のバランスを考え、細部まで考慮すべきではなかったのかというご意見

をいただいております。 

 それから、クビレミドロにつきましては、中村委員と清野委員からご意見をいただいて

おります。 

 過去、委員会において、クビレミドロの生息環境について、定量的な検討を行っており

ますけれども、その成果を活用すればクビレミドロの増加要因、検討に役立つのではない

か。同じく同様の意見を清野委員からもいただいております。 

 それから、トカゲハゼについてでございますけれども、清野委員からトカゲハゼ保全の

取り組みについては継続していってほしいというご意見をいただいております。 

 それから、その他といたしまして、この泡瀬の取り組みを対外的にどうしていくのか、

将来的にどうしていくのかという観点でご意見をいただいております。 

 中村委員からは、泡瀬地区の環境保全創造にかかる取り組みについて、学会や自然再生

の現場などに報告・発信していくことが重要ではないかというご意見。 

 それから、清野委員から行動計画の具体的な内容については、将来的にとりまとめ、引

き継いでいけるようにしたほうがよいというご意見をいただいております。 

 資料の説明は、長くなりましたけれども以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 
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 ただいま説明していただきました行動計画に関する内容ですけれども、皆さんいかがで

しょうか。ご質問、ご意見等ありましたら、お願いいたします。 

○岡田知也委員  地域協働の取り組みについてというところですが、この利活用を考え

るときに、海域環境だけではなくて、文化であるとか地域資産にも配慮して考えていくと

いう考えというのは非常に重要であって、この考えはすばらしく、賛同したいと思ってお

ります。 

 この利活用において、例えばこの資料において、「クルーズ船」という言葉や、５ページ

の「はじめに」の概要のところに、観光資源にもなり得るとか、「観光」という言葉がちら

ほら出始めています。 

 ですので、ここの場を考えるときに、クルーズ船とか、あと後ろのほうの資料を見てい

たら、どうもここにホテルのような絵も描いてあったりして、ハードだけではなくて、も

う少し人工島の干潟の部分とか野鳥の池とかをフィールドミュージアムとして活用してい

くという環境の視点というのも、少しずつ考え始めていく必要があるのかなと思います。 

 例えばパンフレットのところで、一般用と子ども用という扱いがありますが、場合によ

っては次のステージ、今の段階ではこのままでもいいかもしれませんが、次のステップに

なったら地元の人用とか、観光客用とか、伝えるときのメッセージもいろいろと考えてい

く必要があるのかなと思います。 

その点に関して現時点で事務局のほうで何かお考えがありましたら、お願いいたします。 

○事務局(名嘉)  ご意見ありがとうございます。 

 先ほど観光の話がよく出てくるというお話だったんですが、どうしても地域の方たちと

ワークショップの中でお話していく中では、その地域の方たちはやはり沖縄は観光がリー

ディング産業ということで、そういった話題がよく出てくるというところで、資料の中に

もそういった形で反映されているというところでございます。 

 一方では、今おっしゃられている環境への関心というのがないわけではなくて、今、環

境の取り組み等についてもどういった形で検討を進めていくべきか。要は、具体的にどう

いった形と連携していけば、その持続性であったりとか、運営をうまくやっていけるのか

というのを模索しているところでございます。 

 今ご指摘があったように、観光とかそういったところに軸足を置いているわけではなく

て、この資料-６の中でもご説明があったところなんですが、今は取り組みやすい切り口か

ら入っているというところです。それはあくまで取り組みやすい切り口から入っていると
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いう現時点での話であって、環境についても今後いろいろ勉強していきながら進めていき

たいというふうに考えております。 

○小濱委員長  どうぞ。 

○嵩原委員  要望なんですけれども、先ほど欠席された委員のほうからコメントがあり

ましたよね。できれば文書として書いてもらえれば、その文書ありましたか。ないですよ

ね。 

 たくさん非常に大事な指摘かなと思うんですよね。ですから、その意見も取り入れなが

ら検討できたらいいと思うので、文字化してちゃんと提示してもらえれば理解しやすいか

なと思います。 

 それで、私のほうは利活用等に関して、将来的には野鳥園の整備も始まっていきますの

で、地元の学校教育との関わりとか、もちろん干潟の部分と比屋根湿地の部分で、両方い

い環境がありますので、両方使える形になると思うんです。ですから、そういう関連でパ

ンフレットの作成も含めて、いろいろなバージョンが出てきそうな感じを受けるんです。 

 観光との関わりでは、中城湾にクルーズ船をというニュースが以前あったんですけれど

も、そういったことがどんどん今後は出てくるのかなと思うんですけれども、佐賀県の取

り組み等について、道の駅的な展開をしているところがあるんですけれども、ここでそう

いう取り組みがどこまでできるのかな。 

 例えばパヤオの食堂、パヤオを中心としての展開が、よく観光客がいっぱい来ているん

ですけれども、果たしてこの場所でそういうのが向こうとの関わりでどれぐらい展開でき

るのかなというのは、ちょっとアイデアを凝らさないと難しいのかなと思ったりするんで

すけれども、そういう観光資源、あるいは環境教育等とうまくリンクしていければ非常に

いいのかなと。 

 それから、人材育成のところで、ここを活用するときに、学芸員をワークショップ等に

参加させて一緒に考えてもらったらという話がありますので、沖縄市のほうは実際に使っ

ていくところですよね。あるいは施設の管理も含めて将来的に出てくると思いますので、

ぜひその辺はこの場でもいいですけれども、話を聞いてお互い共有しておくことが大事か

なと思います。 

○小濱委員長  ありがとうございました。事務局から何か補足ありますか。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。まず先ほどご欠席の委員からのご意見につい

ては、１つは議事録でとりまとめさせていただいて、こちらの議事録は全て公開になって
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いますので、その公開するというのが１点目と、あと、今出てきた意見に対しては、また

次回の委員会において、そのご意見に対してとその対応ということで、また再度とりまと

めさせていただきますので、その辺はご了解ください。 

 あと、先ほどいろいろあったお話なんですが、先生からもたびたびご意見が出るそのフ

ィールドミュージアムの構想等があると思います。 

 清野委員からも、こちらは通常の海岸域の活用ではなくて、開発と環境の共生をテーマ

に実施していくことがよいといった意見を頂いています。もしかしたら修学旅行生の受け

入れとか、そういったものが模索できるのではないのかなというふうに考えているところ

です。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょう。 

○岡田光正委員  いろいろなパンフレットが必要だとか、それからパンフレットは更新

しなければいけないとか、きちんと継続しないといけないとか、そのとおりなんですが、

それをずっとやっていくと非常に大変になるし、常にアップデートで刷っていくというの

は、やはり環境に対しては紙の無駄になりますので、もう少しネットを活用するとか。そ

れからパンフレットのままですと一方向性ですから、現場にＱＲコードとか何かを置いと

いて、ＳＮＳみたいに見た人の意見を募集しながらその内容を更新していくとか。今のや

り方をもう少し積極的に入れていただければと。今どこまであるかなと思って調べたんで

すが、お役所の文書しか入ってないです。これは今は仕方ないんだけれども、せっかくこ

れからやっていくときに、特に対外的な取り組みとか、それから言葉を何にしろといって

も、パンフレットで印刷するのは大変ですが、ネットで英語や中国語にするのは、多分そ

んな大した手間もかからないと思うし更新も簡単ですので、ぜひその辺の使い方を検討し

ていただければいいのではないかなと、思いつきですけれども、思います。 

○小濱委員長  どうぞ。 

○嵩原委員  最近のデータというのは、パソコン上でうまくいろいろな形で展開できる

と思うんですけれども、個人的な使い方ですが、野鳥図鑑をｉＰａｄに入れて野外で使お

うとしたら、テカテカと光ってなかなか見えないんです。室内だったらいいかもしれない

けれどもねというのがあって、その辺の使い方については、多分今後そういうｉＰａｄみ

たいなものが普通に使われていくでしょうけれども、うまく見やすい工夫みたいなものが

必要なのかなと思ったりするんですよね。 
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 ただ、私が重宝に考えているのは、やっぱり学校教育の場では１人１人にパンフレット

をちゃんと配布して、その中にワークシートをつくるわけですよ。ガイドブックプラスワ

ークシートですね。どういう視点でものを見るかとか、そういう意味ではこういう紙媒体

というのも非常に大事かなと思うんです。 

 そして、帰ってネット上で見るとか、あるいはこれから学習センター等、ビジターセン

ター等整備していきますので、その中でこういう繰り返し振り返りをやるというのがリン

クできればいいかなと思うんですけどね。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。先ほどの電子化のお話については、こちらの

ほうも電子化はするべきかなというふうに考えていて、当面の間は例えば今うちの事務所

のホームページ等がございますので、そういったところから配信していくのかなと。 

 あと、双方向というお話があったんですが、こちらは直接パンフレットというわけでは

ないんですが、資料-１の中でご説明したデータベースというお話が出ていたと思うんです

が、これは事例なんですが、本土の事例で、そのダイバーであったりとか、釣り人であっ

たりとか、そういった方たちがネットへアクセスすると。そこは博物館が運営していると

ころなんですが、そこへ撮った写真、いつ、どこで撮った、体長どれぐらいとかいうデー

タをアップすると。アップすることによって簡易的な魚図鑑ができる。これをうまく整理

すると学術的にも使えるというふうな、双方向のやりとりをしているものがございます。

そういったものも併せながら、情報が双方向にやりとりできるように、将来的には考えて

いきたいと思います。 

 あと、２点目に紙のお話がありましたが、確かにおっしゃるとおり、必ずしもすべて電

子化というふうには考えていなくて、例えば学習の観点であれば、Ｑ＆Ａではないですが、

ある程度生徒が学んでいくものを促進するようなつくりが必要になってくるのかなと。そ

の点も少し丁寧に進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。 

○小濱委員長  どうぞ。 

○嵩原委員  今、説明があったデータベースの構築というのは、ある一定の専門的な観

点で分類学的あるいは形態学的に、細かいつくり方によってかなり専門的な要素が入って

くるし、誰がそれを具体的に運用していくかというような、その辺で例えば撮られてきた、

提供された鳥の写真でも、どういう鳥であるか鑑定しないといけないわけですよね。種を

同定しないといけないわけですね。そういう意味ではかなり専門性が要求される部分があ

りますので、さっき言った学芸員の参加をというのがありましたので、そういう意味から
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はやはり人材育成も含めてキュレーターというか学芸員の参画というか、施設の管理、デ

ータベースの管理といったことも含めて今後検討していく必要があるのかなという感じを

受けましたね。 

○小濱委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 野呂先生。 

○野呂委員  委員の野呂でございます。 

 折角の調査報告なので、今後は学会誌に投稿することをお考えになってはいかがでしょ

うか？また、学会誌に出すことは、後世に結果を伝えるという意味では非常にいいことだ

し、査読者の意見もきちんと入りますので、これはお互いのために非常にいいことではな

いかと思います。 

 また、報告書と違いまして、論文にするためにはしっかりした実験計画が必要で、思い

つきでデータを出してもなかなか論文にならないところがあります。  

 例えば、この報告書の資料-２の８ページですけれども、左側に表でヒメジャコの個体数

云々の表がありますけれども、これなんかも上のほうは26年９月のデータ、下のほうは27

年６月データで、時期の異なる海藻相を比較しても意味がありません。上のほうは11種類、

下のほうは19種類ですが、これは年による違いではなくて、実は月による違いでしょう。 

 つまり、６月は海藻が非常に多い時期ですので当然多く見積もられるし、夏過ぎという

のは夏枯れの後だから少ないだろうなと。そういうことを考えると、論文にするというこ

とをお考えになって、調査前に計画しないと論文にならないでしょう。でも、ぜひやって

いただきたいと思って、応援のつもりで言っておいります。 

 それからもう１つ。同じ８ページに、これは海藻の専門家として言わせていただきます

と、今言うのもちょっと変なんですけれども、ホ護岸のところですけれども、こうやって

改めて写真を見せていただくと、ここはやはり海藻が少ないところですね。非常に泥っぽ

いところではないかなと思います。 

 それから、ブロックを入れたのは27年３月、実際に観察しているのは27年11月、この間

にあまり海藻は生えてなかったと言っておられるのですが、これはもう１年見ないと、海

藻が生えるか生えないかは分からないないだろうと思います。 

 つまり、この11月というのはまだ小さい時期ですから、かなり慣れた人でないと何種類

あるとか、そういうことはわからないはずで、あと半年か１年たって次の年、つまり来年

の春から夏の初めにかけないと、海藻が生えたかどうかわからないと思います。 



20 

 

 つまり、この11月というのはまだ小さい時期ですから、かなり慣れた人でないと何種類

あるとか、そういうことはわからないはずで、あと半年か１年たって次の年、つまり来年

の春から夏の初めにかけないと、海藻が生えたかどうかわからないというふうな気がいた

しました。印象とコメントを述べさせていただきました。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。おっしゃるとおり学術的なデータとなってく

ると、いつというところとか、そういったものが非常に大切になってくると思いますので、

今後はそういったものも考慮しながら、観察をしていきたいというふうに考えております。

どうもありがとうございます。 

○小濱委員長  事務局、前に今まで出した論文の一覧か何か資料で出したことありまし

たね。 

○事務局(名嘉)  昔の。 

○小濱委員長  昔のものね。またそろそろあれ出しておいたらどうですか。今までのも

ので長いから、どの学会に誰が発表したみたいな、またこれから予定があればそれもお示

しになったらどうでしょうね。 

○事務局(名嘉)  いろいろ先生方からも、そろそろとりまとをもう１つやったほうがい

いのではないかというようなご意見もございますので、今までやってきたこと、これから

やるようなことをイメージしつつ、次回にはお示ししたいというふうに考えています。ど

うもありがとうございます。 

○仲宗根委員  ちょっとお伺いいたしますが、パンフレットの件ですけれども、文字が

小さくてよくわからないんですけれども、大人用と子ども用でどういった点を使い分けて

いるのかという中身がよくわかりません。 

 あと、護岸ですね。琉球石灰岩、緩傾斜護岸がございますね。そこに付着する生物と干

潟生物の違いとかもその中に入っているのかどうか。 

 それから全体、比屋根湿地も全部ひっくるめましてフィールドミュージアムとしてお考

えになるのであれば、比屋根湿地の生物相と泡瀬干潟の生物相の違い、そういうものも含

まれているのかどうかと。その辺、文字が小さくて私の目にはよく見えませんけれども、

そういうものも入っているのであれば、ご教示をお願いしたいと思います。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。 

 まずご質問の１点目ですね。大人用と子ども用の差なんですが、大人用はどちらかとい

うと、図鑑をコンパクトにおさめた感じですね。ここにこういった生物がすんでますとい
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う視点で整理しています。 

 一方で子ども用のほうは学習、もしくはそのフィールドに行って何らかの行為をする。

そのガイドライン的なつくりになっています。ですから、どちらかというと、どういった

ものがすんでますというデータは少なくなっています。 

 ２点目のご質問の件ですが、護岸とかにすんでいる生物とかの件なんですが、先ほども

あったとおり護岸生物については今モニタリング中でございます。ですから、本格的に調

べたものがないので、そこはパンフレットにデータをおさめている状態ではございません。 

 ３点目のフィールドミュージアムの件は、今あるのはあくまで既存の干潟に対してのデ

ータがあるというところで、おっしゃられているように比屋根湿地とか、そういう多様な

生態系を比較したような形にはなってません。これはいろいろなシリーズ化とかがありま

すので、今後膨らませていくところなのかなと考えているところです。ありがとうござい

ます。 

○仲宗根委員  わかりました。 

○小濱委員長  中根さんもしゃべらないといけないですね。 

○中根委員  地域の組織づくりのワークショップの中でパンフレットを見せていただ

いたわけですけれども、そのときから感じていることではあるのですが、このパンフレッ

ト自体は、いつ、どこで、誰に配布するのかということを考えたときに、誰が必要とする

のか、それは地域の人なのか、観光で来る外部の人なのかとか、そういったことを諸々を

感じるんですけど、それを対象別に考えていくときりがない。まず予算がない。当然考え

られますね。 

 そうすると、最低限統一的に誰にでも対応できる一般的なもので私は構わないと。ただ

し、それを活用してインタープリテーションしていく人が必要があるというような形にも

っていけばいいんじゃないのかなと思います。だから、人材の育成ということになると思

うんです。 

 大人用と子ども用というのは、確かに子どもの環境教育用という形では、多少難しい生

物やあまり見られない生物は入れる必要はないでしょうし、そういったところで、いつ、

どこで、誰にどういった場所でというものは、ちょっとこういう言い方でいいのか、大ま

かでいいんじゃないのかなと思っております。 

 ただし、今の体験型の観光は環境教育がバックボーンにあるような気がするんです。き

のうも伊武岳のモニタリングをしてきたわけですけれども、結局、説明することは歴史で
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あったり、植物のことであったりするけれども、やはり環境教育的な内容も入っていくん

です。これ海も一緒だと思うんですよ。 

 ですから、観光と環境はだんだん近寄ってきていると思いますので、その辺のところが

意識されればパンフレットはいいんじゃないかなという気がしております。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。先ほど、まずはどういったところで誰をター

ゲットに使われるかというところがあったんですけど、まず当面の間は例えば環境学習を

したりとか、そういった子どもたちに配布したりとか、次年度からはその人工ビーチが暫

定的に利用される形になりますので、そこに来られる来訪者の方たちとかにご利用してい

ただくことになるのかなというふうに考えています。 

 ただ、先生がおっしゃられているみたいに、そもそもまだターゲットがはっきりしてい

ない、どういった切り口で打ち出すのかもはっきりしていない。包括的なパンフレットに

なっていますので、運用していく中で、実際、地元が受けるときにはどういった切り口が

いいのかとか、そういったものを少し勉強していきながら、更新更新をしていくのかなと

いうふうに考えています。かつ、その中で可能であれば人材育成というところまで、ある

程度機転をもってとりかかれるようであればいいのかなと考えております。ありがとうご

ざいます。 

○小濱委員長  新垣さん、何かご感想でもあればお願いします。 

○山内委員(代理 新垣)  ありがとうございます。私どもは自然と環境の専門家でもな

いので何とも言い切れないですけれども、僕らはやっぱり子どもたちの人材育成だったり、

そこに何かしら経済が生まれてくるというところでしかお話はできないんですけれども、

これが沖縄市だったり、沖縄県の起爆剤といいますか、何かしらの起爆になっていただけ

れば本当に幸いだなというところでございます。 

 小学生を何校か、比屋根小学校、泡瀬小学校とかということでやっているんですけど、

まずは沖縄市の小学校全部であったりというようなところから広げていって、沖縄市のあ

っちっていいよという地元の人たちが、いいよ、だからこっちにおいでよという何かしら

人口の流動があったりというようなところを、希望をしているところでございます。 

 すみません。こんな意見しかできませんが、よろしくお願いします。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。先ほどあったように、来年の１月、山内小学

校も環境学習にお呼びしようかなと思っていますので、できるだけ広く環境学習にご参画

いただければなというふうに考えております。 



23 

 

○小濱委員長  では、そのほかいかがでしょうか。 

 岡田さん。 

○岡田知也委員  ホ護岸のことについて教えてください。 

 この計画の中で、私はホ護岸の前面の水深が深くなっていて、そこの水質が担保できる

かというところをずっと気にしているのですが、そういう意味で、ここの環境というのは

ぜひモニタリングで注視していっていただきたいと思います。 

 それに関連して、今回この８ページのところで、Ｘブロックの上に浮泥が見られました

という話があります。写真が下に４枚あるのですが、右上の平らな部分のところがＸブロ

ックですか、どれがＸブロックですか。 

○事務局(名嘉)  今、写真でよろしいですか。 

○岡田知也委員  はい。 

○事務局(名嘉)  写真は、これ基本的には全てＸブロックです。 

○岡田知也委員  そうすると、右上のところの平らなところにふわふわしているのが浮

泥であるという認識でよろしいですか。 

○事務局(名嘉)  右上ですか。 

○岡田知也委員  下に４枚で右側の上。 

○事務局(名嘉)  そうですね。こちらのほうが今おっしゃられているような浮泥です。 

○岡田知也委員  浮泥と言われるようなもの。 

○事務局(名嘉)  はい。 

○岡田知也委員  今日はデータを示していただいてないので、また次回か次々回か教え

ていただければと思うのですが、こういうところにどのくらいの浮泥が溜まっていて、こ

の浮泥の要因というのはどんなものであるのかというのを、ぜひモニターして教えていた

だきたい。 

 もし今わかるのならば、例えばこの堆積量というのは想定内というか、このくらい溜ま

るものでしょうと思う程度のものなのか。いやいや、ちょっと想定外だったのかという印

象がもしあれば教えていただきたいですし、ホンダワラ類の着底の阻害要因になっている

かどうか、そういう感触みたいなものも今の段階でわかっていたら教えてください。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。 

 まず、今この浮泥がどれぐらい堆積しているかというのは、きちっとはかったわけでは

ないのでわからない状況です。こちらのほうはモニタリングのところで確認させていただ
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きます。 

 ホンダワラ類の着底に影響するかどうかという点なんですが、ご説明の中でも隣接する

ニ護岸の被覆石にホンダワラ類が着底してますというお話をしました。同じように、被覆

石のほうにも同様な程度の浮泥、これを浮泥と言うのが正しいのかは別なんですが、見た

目は一緒のものが同じ程度堆積しています。 

 ただし、その堆積した状況でもホンダワラ類は着底していて、非常に増えている状況と

いうところです。この隣のニ護岸に関してはですよ。 

○野呂委員  ９ページにクビレミドロの調査結果が出ているんです。これは非常に控え

めにご説明なさったんですけれども、これはすごいことだと思います。つまり量的にもの

すごく増えていること。それから、クビレミドロ自身が非常に貴重種であるということ。

それが今回、今これで見た限りではここ数年間に３倍ぐらい増えているのかなという気が

します。 

 場の創造をした結果、予期したかもしれないですけれども、私としては予期した以上に

こういう貴重生物が増えたということは、これはまさにもうきちんと学会誌に発表したほ

うがいいという結果だというふうに思っています。 

○事務局(名嘉)  ありがとうございます。こちらのほうはクビレミドロが増えた要因、

要は外的な要因なのか、それともこちらがイベント的に増えているものなのか。 

 また、以前こちらのほうでは、元々クビレミドロを移植するとかそういった話もあった

ので、いろいろな研究が進められています。そういった研究成果を踏まえた上で、今まで

の知見を集約した形で、どうして増えたのか、どういった状況になったら増えるのか、何

がよかったのかというところをとりまとめていきたいというふうに考えております。 

 そのとりまとめに際しては、今現在も香村委員のほうからご助言をいただきながら調査

を進めているところですので、それを継続した形で何らかの結果を出したいというふうに

考えております。以上です。 

○小濱委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○中根委員  平成31年までかな、２ページの項目の中でトカゲハゼにちょっとコミット

してみたいんですけど、トカゲハゼの生育に適した人工干潟の創出という事業で、今現在

どのような形で創出されているのかどうか。ちょっとお聞きしたいです。 

○事務局(名嘉)  こちらのほうは、資料の中を見ていただいたらわかるんですが、こち
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らに書いているとおり、「環境監視結果を注視し、既存の生息地・生育地の保全に努める。

(人工干潟の整備は当面行わない)」というふうになっています。ですので、あくまで今は

モニタリングを続けていくというところですね。 

 あと、もう１点トカゲハゼのところは、従来から既存の生息場について改良を行ってい

るところなんですが、こちらのほうは適宜継続していくというところでございます。 

○中根委員  ということは、この行動計画の中で創出という部分は今やっていないです

ね、言葉的に言えば。 

○事務局(名嘉)  そうですね。あくまでこちらの行動計画の中で創出というふうに書か

せられている。 

○中根委員  必要であればやるというような意味ですか。当面は行わない。 

○事務局(名嘉)  当面は行わない。「影響が認められた場合は」というところと、あと、

整理の仕方として、元々２区域があるときに立てられた行動計画なので、こちらの行動計

画のインデックスのほうは、どうしてもその当初のインデックスになっていると。 

 更新されているのは、今後の方向性等が現時点の状況を踏まえたものになっているとい

うことで、ご理解いただければと思います。 

○中根委員  特にあの地域をうまく改良を加えながらもう少し増やしていくという意

味合いにとられかねないような気がするんですが、今のところこの部分はまだですか。 

○事務局(名嘉)  今のところは監視を継続していくというところでございます。 

○小濱委員長  そのほかいかがですか。 

 それでは、今ご説明、ご審議いただいた行動計画についてですけれども、この内容で皆

さんご承認いただけますでしょうか。 

(異議なし) 

 異議ございませんようですので、本委員会として行動計画承認をしたということにしま

しょう。 

 それでは、続きまして専門部会の話でございます。人工島の環境整備専門部会につきま

しては、まずは仲宗根先生のほうからお願いできますか。 

 ・人工島環境整備専門部会報告･･････資料－３ 

○仲宗根委員  人工島の環境整備専門部会が11月９日に行われました。その概要を簡単

にご報告申し上げます。 

 かいつまんで何点か申し上げますが、１番目のフィールドミュージアム。これについて
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は前回もご報告したと思いますが、泡瀬干潟全体をミュージアムとして考えて、環境教育

の場とか、あるいは観光の場として一体的に捉えていくというご意見がありました。 

 それから、エコツーリズムですが、そういう調査データといいますか、それらの地域を

含めてそのためのデータをとってほしいということだったと思います。 

 それから、取り上げたいのは植栽の７番ですね。植栽の経過イメージについてですが、

これは委員会の中で委員会の懸念の１つとして出てきましたけれども、例えば植栽はした

と。しかし、これは何年後ぐらいで鳥がすみつくような森林というのか、そういう植栽が

でき上がるのかという、そういうイメージを持っておいたほうがよさそうだということで

すね。 

 例えば淡水池もできた、あるいは植栽もしたけれども、鳥も来なかった、あるいは植物

もあまり伸びなかったということではまずいのではないかと。そういう懸念が委員の方々

から出されました。 

 それから、外来生物に対する対策ですが、ここは在来種だけを扱う場だということで外

来種の持ち込みは御法度だというようにして、それはちゃんとして看板を立てて訴えるべ

きだというご意見がありました。 

 それから、モニタリングですが、一応淡水池とか、あるいは人工島の環境が整備された

んですが、そういう整備した後、実際どういうふうに変わっていくかというようなことも

含めまして、このモニタリングを継続していって、データをとるべきじゃないかというご

意見でした。 

 あちこちでそういう工事とかいろいろ行われてきておりますけれども、植栽もたくさん

なされてきているんですが、その後のモニタリングがあまりなされていないので、そこに

どういう生物がすみついて、植えた植栽との関係はどうなっているかと。そういうモニタ

リングした調査データがありませんので、委員会でもそういうものがあれば、もっとイメ

ージとしては考えも浮かんでくるんですが、そういう過去のデータがないので、これはぜ

ひ実験の場として今後モニタリングして、データをとってほしいという要望がかなり出さ

れておりました。できれば、季節ごとの年４回でもお願いしたいというご意見がありまし

た。 

 それから、地域との係わりですが、これは地元の比屋根自治会長の宮里さんから、こう

いう立派な施設ができればすばらしいことで大変喜ばしいことですと。地元としても積極

的に協力していきたいということで、大いに期待しているようなご意見がございました。 
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 簡単に申し上げましたけれども、いろいろな説明については、こちらに嵩原委員と中根

委員がおりますので、後で補足説明をお願いしたいと思います。それから事務局のほうで

いろいろと細かいところはご指摘、あるいはご教示をお願いしたいと思います。 

○小濱委員長  続きまして、事務局のほうから資料の説明をお願いしたいんですが、事

前説明でひととおりやってますので、時間も押してますので５分ぐらいでおまとめくださ

い。 

○事務局(佐藤)  それでは、同じ資料の２ページから簡単に部会での議論内容、基本計

画の内容をご説明したいと思います。 

 まず２ページには、人工島環境整備専門部会の次第と委員の名簿を掲載しています。３

ページに、今回の基本計画の策定フローを左側、右側に基本計画の構成を記載しておりま

す。基本計画につきましては４つの個別計画、場の配置計画、動線計画、施設計画、植栽

計画からなっております。 

 あと、それとは別に、将来の維持管理に携われる方に向けて引き継いでいくことを考え

て、維持管理・運営に係る提言というものもとりまとめてございます。具体的な結果の内

容については、次のページ以降にお示ししております。 

 まず４ページ、場の配置計画(ゾーニング)でございます。 

 ゾーニングについては、左側の図１にありますような５つのゾーンを設定しております。

海浜ゾーン、ガレ場ゾーン、拠点施設、淡水池ゾーン、森林ゾーン、それぞれご覧の図の

ような格好で検討をしてございます。 

 次の５ページから６ページに関しては、それぞれのゾーンのイメージをお示ししており

ます。 

 ５ページの左側では各計画地内の断面図、右側には海浜ゾーンのイメージ、ここではオ

カヤドカリ類の生息に適した海岸を整備するということで、平面図、断面図と下の写真２

枚に海岸のイメージ写真を掲載しております。 

 ６ページは淡水池についてまとめておりまして、こちらも平面図、断面図といった形と、

あとは比較的イメージが近い写真を２枚掲載しております。 

 ６ページの右側にはガレ場ゾーンということで、これは人工海浜の突堤をガレ場ゾーン

というふうに位置づけて、コアジサシ等が活用できるように必要に応じて小石、サンゴ礫

といったようなものをまき出していこうということを計画しております。 

 続いて、７ページが動線計画でございまして、動線についても７ページの左側の図にあ
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るような動線を検討しております。 

 主だったところですけれども、この野鳥園、人工海浜の出入りについては環境学習セン

ター、図の右側のオレンジ色の枠に環境学習センターを配置いたしますけれども、その近

くにある管理要ゲートからの出入りを基本とするということで、どこからでも野鳥園内に

入れるような形ではないと。ここである程度移動をコントロールしようという考えで、出

入口を１カ所に定めさせていただいております。園内の移動については、図の赤い線に沿

ったような動線を適切に配置していくという考えでございます。 

 あとは、立入制限についてもこの動線計画の中で検討しておりまして、７ページ右下に

箇条書きが３点あります。  

 １つ目は、今申し上げた出入口は１カ所ですよというところ。２つ目が、計画地とその

周辺ではマリンアクティビティー、あるいは釣りといったレジャー目的による利用は制限

しましょうということ。３点目が、海浜ゾーンについては環境学習等以外の利用は制限し

ようということで検討をしたところでございます。 

 続いて８ページ、施設計画でございます。 

 施設についても図面で表示させていただいておりますけれども、具体的に設置を検討し

ました施設については右側の表に示したものでございまして、環境学習センター、看板。

看板については、解説用と注意喚起用を設置しようという考えでございます。 

 あとは野鳥の観察壁。あと、野ネコ・野犬の侵入予防のフェンスということで、これに

ついては計画地をぐるっと囲むような形で、全体にフェンスを囲むといったようなことで

ございます。 

 あと、ベンチ・東屋、管理用のゲート、遠路、駐車場といった施設をそれぞれ配置して

いく考えでございます。駐車場につきましては、隣接する人工海浜の駐車場を活用すると

いう考えでございます。 

 また、環境学習センターでございますけれども、隣接する人工海浜の管理棟などと併設

する可能性もございます。  

 それぞれの施設のイメージ写真というのを、９ページから11ページにかけてお示しして

ございます。 

 続いて、12ページが植栽の計画でございます。 

 植栽につきましては、12ページ右上にあります表に、それぞれの場所ごとに植栽する樹

種といったものをリスト表形式で整理しています。砂浜部、アダン林、アダン林後背、野
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鳥園内部(森林)といったことで、グループごとにどういった樹種を植えるかといったもの

をまとめております。 

 その下に植栽にあたっての留意点について幾つか整理しております。 

 ここでまず１つ目ですけれども、先ほど仲宗根委員のほうからご報告がありましたとこ

ろにつきまして、少し対応させていただいた部分がありますのでご紹介したいと思います。 

 植栽が10年程度で下の写真の海岸林が形成され、野鳥が利用することを想定し設計する

ということで、植栽の将来のイメージがないと、今後設計等々を行うときに思ったような

タイムスパンで森林が形成されないんじゃないかといったようなご意見がありましたので、

それに対応する形でこういった写真を入れさせていただいてございます。  

 あと、留意点幾つかありますけれども、記載のとおりということで詳細は省かせていた

だきます。 

 13ページには、同じ植栽計画の断面図、植栽断面のイメージをお示ししております。 

 下のほうでは、淡水池周辺の植栽についてコメントしておりまして、淡水池周辺箇所に

つきましては、植栽は行わずに自然の遷移に任せるということで、下の写真のように自然

に風等で飛ばされてくる種子で、植生が形成されることを想定しております。 

 最後は14ページでございますけれども、将来の維持管理される方に向けて留意していた

だきたいことを、あらかじめまとめていこうということで整理したもので、維持管理・運

営に係る提言としてまとめています。 

 維持管理につきましては、野鳥園及び人工海浜は地域を代表とする生物の生息・生育場

として、また、自然観察・学習の場として整備されるものであり、これを持続可能な形で

継承していくために、各施設の維持管理を適正かつ順応的に実施していくことが重要であ

るという考え方を最初に記載させていただき、植栽の維持管理、淡水池の維持管理、その

他施設の維持管理と項目ごとにその考え方を整理してございます。 

 運営につきましても、冒頭部分に当園全体をフィールドミュージアムとして捉え、運営

していくことが望ましいということで、各委員からご指摘がありましたフィールドミュー

ジアム的(地域における自然史系博物館)的な考え方で、いろいろな施設展示とかイベント

等を考えてほしいと。そういった趣旨のことを、この中でも記載させていただいておりま

す。 

 資料については以上でございまして、関連しまして欠席委員から、野鳥園に関しても幾

つかコメントをいただいていますのでご報告します。 
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 まず清野委員からガレ場について。ガレ場は砂などを入れて、コアジサシが営巣しやす

いよう配慮いただきたいということ。 

 同じく清野委員から、海浜部から陸域に砂が移動することがあると思われるが、それは

撤去せずに自然に委ねることが望ましいというコメント。 

 あと、その他ということで同じく清野委員から、計画段階から住民、地域の専門家の参

加、人材育成が不可欠であるといったようなコメントをいただいております。 

 あと、中村委員から、整備後のモニタリングについては、どのような仕組みで行うか。

順応的管理の考え方も参考に検討していくことが望ましいといった助言もいただいており

ます。以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 嵩原委員、何か補足ありますか。 

○嵩原委員  改めて申すことはないんですけれども、植物の専門の新城先生は、海岸林

というのは単層林ではなくて複層林ですね。要するに階層構造、下の草本層からちゃんと

整備をしていくという中で、鳥が運んだり、あるいは風で来たりといういろいろな種子散

布の性質、植物の戦略がありますので、それをうまく活用しながら森林が10年ぐらいでし

ょうか、そのあたりでちゃんと形成されて、野鳥のすみかとなれるような景観ができれば

いいなというような方向性だと思います。 

 それから、フィールドミュージアムとしては前から言っているように、やっぱり学芸員

が、ファシリテーターというのか、施設の管理をすべて行うというような形ですね。そう

いう意味からすると、ぜひ沖縄市のものは自然史系の学芸員、今、郷土博物館に１人いま

すけれども、そういう方々を参加させて、そういう方々を中心に、例えばさっきいったデ

ータベースの話ですね。せっかくたくさんのデータがありますので、それをうまくパソコ

ンの中、あるいは紙媒体でもいいんですけれども、すぐ提供できるような形でいけるよう

な人がどうしても必要だということですね。 

 さらには、清掃活動の話もあったんですけれども、ちょっと話が飛躍するかもしれない

のですが、天久の新都心は県立博物館ができたんですけれども、商業施設もいっぱいでき

たんですけれども、元々は牧港住宅地ということで更地にされて非常にいい環境が残って

いて、池もあったものですから100種類以上の鳥が記録されていたんです。 

 ところが、建物が建って今何も残ってないんですけれども、ただ一画にちょうどジミー

の裏手のほうに池が残っているんです。有志の方々が、今日はどういう鳥が来たとか、カ
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ワセミが来たとか、それを定期的に清掃活動しながら地域住民といいますか、発信してい

るんですよね。 

 ですから、そういう取り組みを組織的につくっていくような、ここでもそういうのがで

きるのかなと。そのためには、ギブアンドテイクで常に情報をお互い共有する仕組みが必

要なんです。ですから、そういった意味でもキュレーターがいて、学芸員がいて常にガイ

ド養成、あるいはインタープリター養成、そういうことをしながら両方にメリットがある

ように、ボランティアの皆さんにとってもメリットがあるような仕掛をつくっていければ、

うまく機能していくのかなと。 

 先ほどデータベースの話があって、子どもたちが学習して実際にパソコンで調べたり、

そういう媒体で調べたり、家に帰ってから振り返りをするという意味でも、いろいろなデ

ータを置いておくようなホームページ、あるいは学習センターをそういうシステム的につ

くっておくと。 

 先ほどデータをどうやって集めるかという話があったんですけれども、ホームページの

中に必要な項目を置いて、携帯電話からデータが寄せられるような仕組みなどもあるんで

すよね。福岡県はそういうことはやっています。そういうのがあればいいんですけれども、

ただ、そのデータの正確性は誰が判断するかということなんです。いい情報かもしれない

し、間違った情報かもしれないですね。ですから、それを判断できる学芸員というのはど

うしても不可欠になっていくということですね。 

 沖縄県は国立の自然史博物館をという大きな構想があるんですけれども、そういったも

のとまたリンクしていけるように、大きな構想でいければ、中部におけるそういう自然史

系の博物館の整備につながるのかなと思ったりするんですけどね。以上です。 

○小濱委員長  中根委員、どうですか。補足があればどうぞ。 

○中根委員  大丈夫です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 それでは、皆さんただいまご説明いただきました人工島の環境整備専門部会からの報告

でございますが、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

 岡田さん、どうぞ。 

○岡田知也委員  もしかしたらここの場の質問にはふさわしくないかもしれませんが、

ちょっと説明を聞いていて気になったのでお伺いします。 

 野鳥公園をつくるにあたって、淡水池の水の集め方に関しては非常に配慮されているな
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と思っております。その後を考えたのですが、余水の水というのは一体どこに出るのだろ

うかというところが１つ引っかかってます。 

 それから、多分ここから先はここの議論ではないと思うのですが、ここの島全体の雨水

であるとか、下水であるとかは一体どこに出すのだろうかというのは、やっぱりここの周

辺環境を考えるにあたって、今後非常に重要になってくると思いますので、ぜひ、いつか

どこかのタイミングで配慮していただきたいと思います。 

○小濱委員長  沖縄市さんがいきますか、県がいきますか。 

 県のほうでお願いします。 

○事務局(上原)  沖縄市さんは下水道整備が進まれていて、今現在、新港地区のほうに

具志川下水道の浄化センターがございまして、この流域幹線につなぐといいますか、泡瀬

のほうの処理分区も新たに設けた形で既設の県の幹線につなぐ公共下水、まだ認可の段階

ですかね。 

○事務局(上地)  調整中です。来年認可です。 

○事務局(上原)  来年の認可ですか。県の下水道課のほうと沖縄市のほうで新たな処理

分区をつくってやるという方向らしいです。すみません、私は中部土木事務所の者です。 

○岡田知也委員  いろいろと難しいところもあると思いますが、ぜひ配慮していただけ

ればと思います。あと雨水も。 

○事務局(上地)  沖縄市です。雨水のほうにつきましては、今そのまま海域のほうに流

してく形で考えております。 

○岡田知也委員  場所は。 

○事務局(上地)  雨水の放流先についてですが、何カ所かに分ける形になる方向で今検

討していまして、ただ、詳細についてはこれから設計等入れて決めていく形になります。 

○岡田知也委員  わかりました。ありがとうございます。そうすると、この淡水池の水

の余水吐を通じて一回雨水のパイプのほうに入って、適切に出していくという解釈でよろ

しいですか。 

○事務局(上地)  いえ。淡水池については、また別途検討していく形になるかと考えて

います。 

○岡田知也委員  わかりました。 

○小濱委員長  どうぞ。 

○中根委員  この委員会のほうでは、淡水池に水がどれぐらい溜まるのか、余剰水がど
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のぐらい出てくるのかということのほうが逆に心配で、本当に干上がらないだろうかとい

う心配のほうがあっての話し合いが中心になっておりました。だから、できるだけいろい

ろな形で水を集める方法を考えてくださいというような形で、話は進んでいたかと思いま

す。 

○小濱委員長  そのほかご指摘等ございますか。 

 それでは、ただいま報告ありました人工島環境整備専門部会についてですけれども、た

だいまの排水系、雨水系の問題、それから学芸員のご指摘もございました。それ等含めま

して、事務局のほうで進めてください。 

 親部会としましては、今回報告があった内容についてご承認をいただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございました。 

 それでは、以上で審議事項は終わりまして、続きまして事業進捗状況、それから 27年度

の工事予定、設置要綱について、事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局(名嘉)  お手元の資料の参考資料-２というので、まずは事業進捗状況及び平

成 27年度工事ということでご説明させていただきます。 

 ページをめくっていただくと写真のほうがございます。まず事業進捗状況としては、こ

の写真をご覧になっていただいたらわかるんですが、ホ護岸、え護岸、う護岸、い護岸、

チ中仕切護岸というのがございますが、そちらの護岸は既にもう全部つながったような形

になっておりまして、今こちらのところは全て閉めきられた形になっております。こちら

のほうが進捗状況になっております。 

 続いて、めくっていただいて、工事の予定ということで、既に工事は８月から工事着工

させていただいております。 

 工事内容としては、まず国のほうで護岸工事、浚渫工事、岸壁工事というふうに書かせ

ていただいております。こちらのほうは下の写真で赤に塗られているところになっており

ます。 

 沖縄県さんのほうが養浜工事、仮設航路浚渫工事、地盤改良工事、橋梁／仮設桟橋工事

ということで、こちらは黄色塗りのほうの工事になっております。 

 工事につきましては、こちら右側のほうは工事の状況になっておりますが、次の最後の

ページをめくっていただきますと、こちらに書いてあるとおり、工事を行う際にはまず石
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材等についてはきちっと洗浄してますというところでございます。海上で工事をする際に

関しては、汚濁防止膜を二重に展張して濁りの拡散を防止しているというところでござい

ます。かつ、その濁りについては午前・午後、日々その濁りが海域に流れ出てないかとい

うところを監視して工事を進めているところでございます。以上が、事業進捗状況及び平

成 27年度の工事ということでございます。 

 引き続いて、参考資料-３で設置要綱のところがございます。こちらのほうは特に変更は

ございませんので、後日ご覧になっていただければと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまご説明いただきました進捗状況等につきまして、ご意見とかご質問ございます

か。大丈夫ですね。ありがとうございました。 

 それでは、以上で審議事項は全て終了いたしました。事務局のほうにお戻しいたします。 

(3)閉 会 

○事務局(小田)  委員長、進行どうもありがとうございました。 

 委員の皆様におかれましては、貴重なご意見、ご指導いただきまして誠にありがとうご

ざいました。 

 本日いただきましたご意見を踏まえて、引き続き作業を進めてまいりたいと存じます。

本日はどうもありがとうございました。 

 これで、本日の委員会を閉会とさせていただきたいと存じます。引き続きまして、この

会場の向かいにあります小会議室において記者会見を予定しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 記者会見につきましては、記者、事務局関係者以外の方々の立ち入りはお断りしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これで平成 27年度第１回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会を閉会

させていただきます。本日はご多忙のところ、誠にありがとうございました。 


