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令和元年度 

第1回 中城湾港泡瀬地区 環境保全・創造検討委員会 

日時：令和2年2月21日（金）14：00～15：40 

                       会場：沖縄県青年会館 2階 大ホール 

（1）開 会   

○事務局(司会)  それでは定刻になりましたので、ただいまから令和元年度第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。 

 委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しい中、本委員会に御出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

 私、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首藤

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、報道のカメラ撮影についてお願いがございます。 

 場内でのカメラ撮影は議事進行の妨げにならないよう、ただいまから小濱委員長の御挨

拶終了までの5分程度とさせていただきます。御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 また、本委員会は公開で開催しております。報道の皆様や傍聴の皆様におかれましては、

会議中は質問等の発言は御遠慮いただいておりますので、お静かに傍聴くださりますよう

お願い申し上げます。 

 続きまして、委員の異動及び出欠の状況について御紹介させていただきます。配付して

おります議事次第を1枚をめくっていただきますと、委員の名簿がございます。 

 まず新任の委員をご紹介させていただきます。 

 一般社団法人沖縄青年会議所理事長の比嘉大志様ですが、10分ほど遅れるという連絡が

入っております。 

 続いて、委員の出席状況ですが、放送大学理事・副学長の岡田光正委員は都合により御

欠席となっております。 

 次に、事務局の新任を御紹介いたします。 

 内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所所長の原田卓三です。 

○事務局(原田)  原田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局(司会)  同じく中城湾港出張所環境管理官の橋本雷士です。 

○事務局(橋本)  橋本です。よろしくお願いします。 

○事務局(司会)  沖縄県土木建築部参事の與那覇聰です。 
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○事務局(與那覇)  與那覇です。よろしくお願いします。 

○事務局(司会)  同じく港湾課、港湾開発監の前川智宏です。 

○事務局(前川)  前川です。よろしくお願いします。 

○事務局(司会)  同じく中部土木事務所統括の宮里宏和です。 

○事務局(宮里)  宮里です。よろしくお願いいたします。 

○事務局(司会)  以上となります。 

 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。 

 ただいまご覧いただきました議事次第、委員名簿、着席表の下に本日の資料として御用

意してございます。 

 Ａ4で資料-1、前回委員会における意見等とその対応。 

 Ａ3で資料-2、行動計画に関する資料。 

 続きまして、参考資料が1～4まで御用意しております。 

 資料は以上となります。 

 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く存じます。 

 なお、先ほど申しましたとおり、場内でのカメラ撮影については、委員長の挨拶までと

させていただきますので、重ねてお願い申し上げます。 

 それでは小濱委員長、よろしくお願いいたします。 

（2）議 事 

○小濱委員長  どうも皆さん、こんにちは。 

 年に1回の同窓会のようになりましたが、皆さんの元気なお顔をまた見ることができて

大変うれしく思っています。 

 今日も短い時間ではありますけれども、中城港湾の環境保全・創造につきまして、皆さ

んの活発な御意見をよろしくお願いしたいと思います。 

 では、早速でございますが、議事に従いまして進めていきたいと思います。  

 最初は、前回の委員会におけます意見等とその対応につきまして、事務局のほうから説

明してください。 

 ・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  それでは資料-1 を御説明させていただきます。 

 昨年度の委員会は、ちょうど今日と同じ日付 2 月 21 日にこの場所で行われております。 

 下に移っていただきまして、主な意見と対応が並んでいます。 
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 行動計画について、まず中根委員から、トカゲハゼ生息域の底質改良は、ＮＰＯなどへ

の引き継ぎを考えてはどうかと御意見を伺っています。 

 トカゲハゼの底質改良については、工事中は事務局として継続していくものとしていま

すが、供用後については中城湾全体のトカゲハゼ保全の動向も踏まえながら、対応を検討

していきたいと考えております。 

 続きまして、野鳥園について、その面積がそれほど広くないので、人工島全体で野鳥観

察が楽しめる方向にしてほしいという御意見を嵩原委員からいただいております。 

 野鳥園以外の場所においても、野鳥に配慮した植栽を行っていくなど検討してまいりま

す。一部植栽等について計画していますので、後ほど資料の中で御説明いたします。 

 続いて、津嘉山委員と清野委員から、地域の活動や伝統行事の継承を取り組みに加えた

ほうがよいのではないかという御意見をいただきました。 

 また、清野委員からは、塩づくりが泡瀬を代表する文化であったので、それをいかに残

していくかというのが課題になるという意見を伺っております。 

 塩づくりや黒糖づくりなどは、地域の伝統に係る取り組みにつきましては、これまでの

行動計画「⑨干潟生物や野鳥等を対象とした環境学習の取り組み」の一環である試験運用

の中で実践してきております。供用後もこれらの取り組みが継続され、地域の活動や文化

が継承されるよう、引き続き検討を進めてまいります。 

 塩田につきましては、野鳥園の基本設計において環境学習センター近くに整備すること

を現在検討していますので、後ほど資料 2の中で詳しく御説明いたします。 

 続いて、ワークショップについても御意見をいただきました。 

 岡田知也委員から、ワークショップには行政も引き続き参加し、人材の育成や運営資金

の確保といった課題を客観的に整理し、取り組みが継続していけるようにしてほしいとい

う御意見をいただいています。 

 人材育成につきましては、試験運用を実践する中で、ノウハウを伝えるとともにマニュ

アル化を図っていく予定です。また、運営資金については、県内人工海浜の指定管理者制

度等について情報収集を行っているところです。 

 試験運用等を通して、引き続き地域を支援できるよう検討を行っていきたいと考えてお

ります。 

 資料-1 については以上となります。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 
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 ただいまの説明につきましては、皆さんのほうで御意見ございますか。 

 前回のものにつきましては、これで承認してよろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 議題1につきましては承認されました。 

 では、今日のメインでございますが、2番目の行動計画につきまして事務局からよろしく

お願いします。 

 ・行動計画について……資料-2 

○事務局  続いて資料-2、行動計画に関する資料について御説明させていただきます。

Ａ3 横長の資料になります。 

 めくっていただきまして 1 ページ、1.行動計画の全体像です。 

 行動計画ですけれども、大目標である「人工島を活用した地域の発展と調和しつつ、人

工島及び周辺の自然環境を保全・創造し、また適正な利用を図る」という名のもとに、藻

場生態系の保全、トカゲハゼ生息域の保全・拡大などの個別目標のもとに位置づけられた

下に示しています 11 個の環境保全措置です。 

 めくっていただきまして、2ページ目が 2.行動計画の展開状況です。 

 人工島内だけでなく、周辺の干潟域や海域、陸域も含めた幅広い範囲で展開している状

況です。 

 行動計画について一つずつ御説明いたします。 

 まず1つ目、①大型海草の移植につきまして、こちらは平成14年度に手植え法による海草

の移植を実施いたしました。平成15年から21年度にかけて海草藻類専門部会の中でも検討

移植していただいておりますが、移植した藻場について御検討を進めていただいておりま

す。 

 得られた知見としましては、真ん中に示していますように、面積としては再生産も図ら

れ増加傾向。また、被度も維持しているというような状況でございます。 

 平成21年度に一度評価をいただいていまして、手植え移植藻場は安定して、自然藻場と

同様の変動を示しており、生物生息機能も有しているという状況でございます。 

 現在は簡易モニタリングに移行しており、右下の図に示していますように、移植範囲外

に藻場が拡大している状況となっております。 

 今後の方向性につきましては、移植藻場のモニタリングは、埋立地供用後数年程度継続

するとさせていただいております。 
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 めくっていただきまして、行動計画の2つ目、②海草藻類の生育環境の保全・創出です。

こちらは、平成16年から21年度に海草藻類専門部会の中で検討していただいております。 

 具体的には、低天端堤と盛砂という最新の技術的知見に基づく藻場生態系の保全策の高

度化を図るため、さらに藻場移植を行う上での物理的な制約条件の変動を踏まえ、この取

り組みを行っております。 

 得られた知見としましては、その下にあります物理項目4つ、生物項目9つなどがござい

ます。その知見を踏まえまして、平成20年度から21年度に具体的に何かあった場合、海草

を移植する候補地の選定を行いまして、西防波堤背後における具体案というのを作成させ

ていただいております。 

 今後の方向性につきましては、埋立工事中に被度の高い海草群落が確認された場合は保

全対策を講じるとさせていただいております。 

 次の行動計画に移りまして、③クビレミドロの生育に適した人工干潟の創出です。こち

らは、平成15年から21年度、また17年から20年度の海草藻類専門部会や環境整備専門部会

で検討していただいております。 

 それまでクビレミドロの生態については、よくわかっていなかったんですけれども、現

地調査や室内実験等を通じて、下に示していますような生活史を明らかにするとともに、

屋内外での実験で次世代の藻体を確認いたしました。 

 さらに、それらの知見を踏まえまして、右下に示してますように、クビレミドロ人工干

潟の設計条件をとりまとめております。 

 今後の方向性ですが、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。

ただし、環境監視調査で影響が認められた場合は適切に対応するとしていまして、環境監

視調査の中で毎年確認しています。 

 年表の中に生息面積の図が示していますが、近年増えてましたが、昨年度は減っており

ました。こちらにつきましては平成31年の冬季の高水温の影響でクビレミドロが減ってい

ると考察していまして、今年度の環境監視委員会の中でも御承認いただいております。 

 次のページ移ります。 

 ④トカゲハゼの生息に適した人工干潟の創出としまして、現地調査や生息条件の検討を

通じてトカゲハゼの人工干潟の設計条件をとりまとめました。こちらは17年から19年度の

環境整備専門部会の中でも検討していただいております。下に示してますような干潟の設

計条件を検討いたしました。 
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 今後の方向性ですけれども、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。ただし、環境監視調査で影響が認められた場合は適切に対応するとさせていただい

ております。 

 次に7ページに移りまして、⑤既存干潟域におけるトカゲハゼ生息圏の保全について説

明いたします。 

 こちらは平成20年から21年度、人工島環境整備専門部会の中で検討を進めていただいて

おります。底質改良を人力で行いまして、泥分を表層に移動させることで改良区において

トカゲハゼを確認するなど、生息場保全の手法として効果が認められております。直近で

は、平成30年11月に改良を実施し、その後調査で個体を確認しております。 

 トカゲハゼの泡瀬における生息状況ですけれども、下のグラフに示してありますように、

年変動を示しながら生息が確認されています。 

 底質改良区は既存生息地に隣接した場所で行ってますけれども、その生息密度を今回算

定したのが一番下のグラフとなります。算定方法が若干異なるため単純に比較はできませ

んが、青の底質改良区と赤の既存生息地はオーダーが違うとこまではなくて、成魚密度に

極端な差はないと考えております。 

 今後の方向性につきましては、工事中は底質改良等の既存生息地保全の取り組みを継続

してまいりたいと考えております。 

 トカゲハゼにつきましては、沖縄県で中城湾全体におけるトカゲハゼ保全対策報告検討

会を今年度開きましたので、それについて御報告させていただきます。 

 検討会は、令和元年11月15日に開催されております。 

 内容ですけれども、中城湾全域のトカゲハゼ成魚個体数は平成10年から平成17年まで

1,500～2,500個体でした。平成18年度以降、平成22年度に2,000個体になり増加しましたが、

全体的には減少傾向にあります。 

 二大生息地の一つであります中城湾港新港地区では、国内移入種であるマングローブの

一種ヒルギダマシの繁茂、もう一つの繁殖地である佐敷東地区では沖合砂州の自然移動に

伴う内干潟の縮小により個体数が減少している状況でございます。 

 新港地区において行っています大規模なヒルギダマシ駆除について御説明いたします。 

 下の写真にありますように、新港地区のヒルギダマシの駆除は、平成28～29年度に実施

いたしました。その後も取り残した個体や稚樹等を確認した場合は、その都度駆除を実施

しております。その後の調査で、それまでヒルギダマシがあった場所にトカゲハゼを確認
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するなど、駆除の効果は確認している状況でございます。 

 今後の監視及び保全対策について御説明いたします。 

 右の地図の中に移っていただいて、まず新港地区ですけれども、監視調査は継続いたし

ます。ヒルギダマシは今後も監視調査を通じて駆除してまいります。 

 また、試験造成地等における泥質干潟の環境改善策について検討を進めてまいります。 

 泡瀬につきましては、監視調査は継続してまいります。ヒルギダマシも監視調査等を通

じて駆除してまいります。 

 南の佐敷東地区につきましても、同様に監視調査を継続し、ヒルギダマシも駆除してま

いります。ただ、中城湾全体の個体郡維持に寄与していくことを念頭にしながら、定着が

見込めない区域に着底した稚魚につきましては、その場で採取し、生息環境が整っている

場所に放流するとしております。 

 続きまして、9ページ。⑥オカヤドカリ類に配慮し、自然の魅力を持った人工海浜の創出

について。こちらは基本構想や砂浜の安定検討設計を実施しております。 

 砂浜についてはまだ整備が続いている状況ですけれども、イベント時などは一時的に開

放するような状況です。 

 今後の方向性ですけれども、沖縄県を中心に海浜の整備を継続し、整備後は沖縄市・沖

縄県が維持管理を行う予定です。 

 めくっていただきまして、⑦番、⑧番です。護岸整備に関する2つの行動計画です。 

 まず緩傾斜護岸につきましては、人工島から干潟にアクセスできるように導入いたしま

した。また、自然石を用いた護岸の整備、仮設石材やブロックを活用した場づくりの工夫

により生物の生息・生息場を創出しております。 

 今後の方向性ですけれども、国・県を中心に環境共生機能を持った護岸等の整備を実施

し、必要に応じてモニタリングを継続してまいります。整備後は沖縄県が維持管理を行っ

てまいります。 

 続きまして、⑨干潟生物や野鳥等を対象とした環境学習の取り組み。こちらにつきまし

ては、平成15年から16年度に環境利用学習専門部会の中で検討を進めていただきました。 

 それを受けまして右下の写真にありますように、沖縄市で干潟観察会を継続したり、一

部試験運用の中で干潟観察会、野鳥観察会、サンゴ観察会、またビーチフェスタの中で海

水浴、シーカヤック等を実施しております。 

 めくっていただきまして、試験運用につきましては今年度も実施しておりますので、少
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し詳しく御説明いたします。補足として、用意している参考資料-1を使いながら御説明い

たしますので、参考資料-1をご覧ください。 

 試験運用は、今年度で4、5年目になりますけれども、親水域としての保全・利用方針の

検討の一環として、地域住民が運営主体となった試験運用を実施し、地域の自然環境、社

会文化を地域の子供たちに伝えることを目的としております。 

 また、その中で野鳥園等の施設の活用を想定し、地域の方々がスムーズに利活用する上

での課題をとりまとめ検討するとしております。 

 今年度につきましては、カヤック、野鳥観察会、サンゴ観察会、凧作り・凧揚げを実施

しました。 

 最初のカヤックですけれども、11月に人工島の北側から東側砂州に向かってカヤックを

漕いで何ができるかというのを確かめました。参加者は下に「事務局」と書いていますが、

正確に言うと試験運用を行っている事務局ということで、沖縄市観光物産協会ですとか、

中城湾魅力づくりプロジェクトの方にも参加していただいております。  

 めくっていただきまして、北側から出まして東側砂州、このタイミングはちょうど満潮

に向かう時間帯ですけれども、十分砂がある状況で砂州について何ができるかということ

を検討いたしました。 

 各試験運用の中で、参加者や事務局にアンケートを取っております。アンケート結果と

しましては、人工島周辺はカヤックのコースとして適している。季節、天候などによって

さまざまなコース・内容を今後も検討していくのがよいと考えております。  

 そのまとめとして、評価と課題をまとめておりまして、評価につきましては、数年で集

客が見込める魅力的なプログラム内容であり、課題としては、先ほど言いました内容の検

討に踏まえまして、アジサシが夏に営巣しますので、そのあたりなど環境保全の配慮が必

要だというのを課題として上げさせていただいております。 

 続きまして、野鳥観察会＆環境学習会です。こちらは11月23日に行いました。 

 参加者ですけれども、過年度小学生を対象としていましたが、今年度は中学生を対象と

いたしました。講師は、本委員会の委員でもある嵩原先生と県鳥獣保護員の糸数さんにお

願いしております。主催は、地域団体の中城湾魅力づくりプロジェクト。共催として沖縄

市の計画調整課。協力としてワークショップ。実際は自治会さんなどが入った協力団体と

なっております。 

 めくっていただきまして、最初に越来中学校で嵩原先生、糸数さんに学習会を行ってい
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ただいた上で、比屋根湿地、人工島で観察会を行いました。その後、また中学校に戻って

ワークシートで当日観察した野鳥の種類を確認するという内容でした。 

 アンケート結果ですけれども、参加者の先生からは、有意義なフィールドワークとなる、

生徒の方からは、普段見れない鳥を見ることができたというような好意的な意見をいただ

いております。スタッフからは、参加者が中学生となり過年度より学習内容の理解が高ま

った。また、当日ちょっと不測の事態もあったんですけれども、それにうまく対応できて、

参加者の集中力が持続できるように運営ができたという意見をいただいております。 

 評価としましては、今年度中学生となって野鳥観察会として年齢的な拡張ができました。

また、魅力プロジェクト、地域団体が中心となって運営はほぼ滞りなく実施できておりま

す。 

 課題としましては、早期の日程調整、あとは野鳥園の利活用を見据えて、それに向けて

の取り組みが必要だとさせていただいております。 

 続きまして、サンゴ観察会ですけれども、こちらも11月末に泡瀬公民館と人工ビーチで、

小学生26名、引率者10名を対象に行いました。主催は魅力づくりプロジェクト。共催とし

まして沖縄県土木建築部港湾課。協力としてワークショップ。あと今回特別協力として沖

縄市漁協さん、あわせはまや里海漁業協議会さんに御協力いただいて、下の写真に示して

いますような稚サンゴを提供していただきました。 

 めくっていただきまして、最初の写真に示していますように、サンゴ礁の生態系ジグソ

ーパズルを実施した後に人工島に移りまして、子供たちの目の前で先ほどの稚サンゴを見

せてから、ダイバーさんが直接潜って植えつける様子をモニターで子供たちに見てもらう

というような取り組みを行いました。それ以外に、水中ドローンの操作体験ですとか、サ

ンゴの生態の解説、人工島の解説等を行っております。 

 アンケート結果ですけれども、参加者からは、学習会がわかりやすかった。安全管理の

体制がよくて子供たちを安心して見ていられたという御意見をいただいております。 

 評価ですけれども、同じく当日の運営は滞りなく実施できています。また、協力団体が

増えて内容の充実が図られました。 

 課題としましては、やはり早期の日程調整。あとは、もう少し対象年齢を広げていくと

か、ほかのシュノーケル、カヤック等との組み合わせを検討してもいいのではないかと考

えております。 

 続いて、最後の凧作り・凧揚げ＆文化学習会です。 
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 こちらは実施して4年目となっております。主催は魅力づくりプロジェクト。共催は沖縄

市となっております。 

 今回新たに沖縄市観光物産振興協会に御協力いただきまして、初めてＳＮＳを使って広

報を行ってみました。凧作りと凧揚げは違う日に行っておりまして、まず凧作りにつきま

しては12月27日に泡瀬公民館で、子供13名、大人7名を対象に行っています。講師は引き続

き、和宇慶朝健さんに願いしております。 

 凧についての学習会を行った後、和宇慶さんに作り方の説明をしていただき、実際に子

供と大人が一緒になって凧作りをしております。当日はテレビと新聞の取材も入っており

ました。それが後日放送されまして、それを見て次の凧揚げに参加する方も何名かいらっ

しゃいました。 

 その凧揚げですけれども、1月18日の土曜日に人工島ビーチで行いました。子供30名、大

人22名の計52名が参加して、去年は雨で途中で中止になったんですけれども、今年は順調

にできまして、凧揚げを参加者の皆さん楽しんでいらっしゃいました。 

 アンケートですけれども、参加者の皆さんからは、大人も子供も家族で楽しめたという

好意的な御意見をいただいております。スタッフからは、日程が急に変更になったりもし

ましたので、その辺を早期に調整できると良いというような意見が出ております。 

 評価としましては、運営は滞りなく実施できていると。また、テレビ・新聞等でも報道

されていますので、人工島を利用した地域の取り組みとして認知が県内では広がっている

というような状況でございます。 

 めくっていただきまして、試験運用を平成27年から始めて今年度で5年になりますけれ

ども、これまでの成果というのでまとめさせていただいております。 

 1つ目が、関連団体が増えて広報の手段が増えたり、内容が充実してきている。また、機

材など手配・準備は周到にできている。あとは、実施当日は柔軟に運営ができているとい

うところが成果となっております。 

 参加者について、継続的に実施している凧作り、野鳥、サンゴについてはまとめてさせ

ていただいております。人数がちょっと伸び悩んでいるように見えるかもしれないんです

けれども、この辺は実際に人工島に入ったりするので、バスの手配等である程度上限があ

りますので、その中で参加者は結構いっぱいいっぱいになりながら、順調に参加者は集ま

っているような状況でございます。 

 今後の課題もありまして、先ほど来説明していますように、日程調整等の事務局機能の
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強化が必要。特に事務局として資金、人材が問題というところが過年度より引き続き挙げ

られております。それ以外に、日程調整とか広報活動、さらなる内容の充実を課題として

挙げさせていただきました。 

 このとりまとめた課題につきましては、課題の解決策として幾つか上げさせていただい

ております。 

 まず人材と資金につきましては、将来的にビーチがどのような管理になるかわかりませ

んけれども、県内では幾つかのビーチが指定管理者制度を採用していますので、それにつ

いてどのようになっているかというところを検討させていただきました。数か所指定管理

者へヒアリングをしていまして、その中では運営体制として1つの団体が中心となり、施設

全体の管理を行って、その団体に委託等をしていると。 

 資金につきましては、自主事業のバーベキューや海洋レジャーの利用料金で収益を上げ

ていくというような状況でございました。 

 ですので、今後、地域団体が目指す方向としましては、スライド67に示していますよう

に、泡瀬の人工ビーチには、県内の他ビーチにはない体験型施設が整備される予定で、供

用後は長期施設を活用した運営が必要になる。これまで取り組まれてきた環境保全を引き

継いでいくために、地元が運営に関わることが望ましく、試験運用を継続してノウハウを

蓄積しながら、指定管理者の一部となれるような体制を整えるのがよいのではないかと考

えております。 

 続きまして、資金につきまして企業のＣＳＲ活動の一環である助成の活用について検討

いたしました。 

 めくっていただきまして、大企業による助成金はよく知られていますが、中小企業さん

による助成も行われてまして、今回は特に中城湾新港地区立地企業さんにアンケートを行

いまして、試験運用等を助成していただけるか、参加していただけるかというところを確

認しました。 

 回答があった企業の80％が地域団体・住民による活動へ関心があり、助成や参加の可能

性があると回答をいただいておりますので、今後資金を解決する手段として、そのような

企業からの支援を受けやすい内容を実施するのがよいと考えております。 

 また、広報活動については、さまざまな広報活動を行ったり、試験運用の内容でこれま

でやってきました干潟、サンゴ、野鳥、塩、黒糖づくり等、再度対象を増やしながら実施

していったり、海ごみ清掃と環境学習会を開いたりしていくのがよいのではないかと考え
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ております。 

 この内容を踏まえまして、資料-2に戻りまして13ページの赤枠で示してありますように、

地域住民に御参加いただいたワークショップを実施いたしました。その中で、今御説明し

た参考資料-1の内容を御紹介しまして、意見をいただいております。 

 試験運用につきましては、今後も継続していくということで共有しております。 

 今後の課題につきましては、何らかの形で地域が関われるように準備を進めていくのが

よいのではないかという御意見をいただいております。 

 この後説明いたしますが、野鳥園の基本設計についても御報告していまして、塩田につ

きましてはクミの保全とか入浜式の再現についても御意見がありました。 

 次の行動計画に移ります。14ページ、⑩干潟域と一体となった野鳥園の整備につきまし

ては、平成26、27年度に環境整備専門部会で基本方針を検討していただきました。 

 その基本方針を受けまして、沖縄県のほうで基本設計を行っておりますので、今回沖縄

県から報告させていただきます。 

○事務局(県)  沖縄県港湾課から御説明させていただきます。今回御説明させていただ

きますのは、15ページからでございます。 

 「干潟と一体となった野鳥園の整備」基本設計の報告ということで、人工島の外周の緑

地につきましては沖縄県のほうで設計及び整備をしていくことになっておりますが、全体

的には現在土地利用の見直し等を行っておりまして、まだ十分固まっていない面がござい

ます。今回、野鳥園及び自然観察ゾーンについては、概ねこの形で設計が固まったもので

すから、本委員会に御説明するものでございます。 

 15ページの左下に地図がございます。人工島の南西側の赤い四角で囲まれた区域が本区

域でございます。図面にいきまして、上から健康・医療施設用地1というのが民間分譲地が

ございまして、図面を横切る形で臨港道路がございます。それを挟みまして健康・医療施

設用地2がございまして、それに隣接する形で今回このゾーンの設計をしたところでござ

います。 

 図面の左側から野鳥園がございまして、中央部分にサンセットヒル、隣接する形で自然

観察ゾーン、また塩田ということで、前回委員会で御提案のありました塩田について多少

でありますが検討しております。それから、オカヤドカリ浜ということで全体的に設計し

たところでございます。 

 ただし、この塩田につきましては、人工島内での設置を検討した関係上護岸の背面に設
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置することから、これまで泡瀬地区で実施されてきたような自然の干満を利用したような

入浜式での塩田の設置というのは、人工島内では構造上難しいということで、100㎡程度で

すけれども、この程度であれば何とか設置できるのではないかということで、今回計画を

させていただいたところでございます。 

 めくっていただきまして16ページでございますが、淡水池ゾーンにつきまして御説明い

たします。 

 16ページの右側に平面図がございます。 

 野鳥園の面積が青の一定斜線で囲まれた区域でございまして、9,980㎡、約1haとなって

おります。設計説明につきましては、左側のほうで説明いたします。 

 淡水池につきましては、野鳥の生息場とか渡り鳥の休息場となるように、ヨシ原、浅瀬、

深みなど、それからカワセミを想定いたしました営巣壁など多様な環境を設けることとし

ております。 

 淡水池の水ですけれども、人工島内周辺からの雨水活用を基本としておりまして、淡水

池そのものを周辺よりも2ｍほど避けまして、自然環境になじむエコ水路より集水するこ

ととしております。 

 今申し上げました営巣壁とかエコ水路につきましては、16ページの右側に写真を提示し

ております。水路につきましては自然石を敷き詰めまして、環境に配慮した形で集水をす

る計画となっております。 

 左側に戻りまして、主要施設でございますが、野鳥園が先ほど申し上げました1ha。淡水

池につきましては約4,000㎡を計画しております。それから、観察小屋、営巣壁、エコ水路

等を設置することとなっております。 

 16ページの中央部分に四角で囲んだところでございますが、淡水池ゾーンの目標像と目

標種群ということで、水辺種、カモ・サギ類、ここに提示してございます種類を目標種群

としております。 

 16ページの最下段は、淡水池の横断図でございます。図面左側が海側となっておりまし

て、L.W.L+2.1ｍの設計上の位満潮位となっております。 

 若干右にいきまして、護岸の天端が4.3ｍ。図面の中央に＋4.5と書いておりますが、淡

水池の満水位が4.5ｍ計画しておりまして、4.5ｍを超える分につきましては海域にオーバ

ーフローするという計画でございます。 

 それから、横断図の一番右側に、先ほど申し上げました臨港道路がございまして、歩道
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の計画高6.5ｍとなっておりますので、こちらと淡水池の間をマウントアップ、それから植

栽によりまして臨港道路からの騒音とか光を緩和する計画となっております。  

 17ページ、淡水池ゾーンの植栽計画でございます。 

 基本的には、在来種。基本方針では、自然の遷移に任せるということを基本方針として

おりましたが、外来種を防止するために、あらかじめ外来種植栽を施す計画へと変更して

おります。 

 階段部分につきましては、階段側からツル～低木～高木といった沖縄の従来の海岸植栽

を再現いたします。淡水池周辺につきましては、水性植物による水辺環境の再現。それか

ら臨港道路側につきましては、道路からの視線や騒音を和らげる緩衝緑地ということで整

備を予定しております。 

 めくっていただきまして、18ページ。自然環境ゾーンの植栽計画でございます。 

 基本的には、先ほどと同様でございますが、1点基本方針と変更した点がございまして、

図面の中央部分ですが、黄緑色で表示している部分につきましては、サンセットと調和し

たヤシ・特殊類と芝の構成による開放的な空間ということで、草地を好む野鳥に配慮して、

森林ではなくて開放的な空間を設けたほうがいいのではないかということで、その点を変

更しております。 

 図面の下に四角で森林の目標像と目標種群を提示しております。樹林種としてメジロ、

ヒヨドリほか。猛禽類としてミサゴ、ハヤブサ。草地・市街地種としてセッカ、リュウキ

ュウツバメ等を想定しております。 

 それから図面の中央部分下に西側突堤がございまして、その突堤部分につきましてはガ

レ場ということでシギチドリ類、アジサシ類のねぐら・休息・繁殖などを想定した設計と

なっております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○事務局  野鳥園につきましては、今後は沖縄県を中心に設計・整備を行ってまいりま

す。供用後ですけれども、野鳥園につきましては沖縄市・沖縄県が維持管理を行うとさせ

ていただいております。 

 最後の行動計画になります。19ページ、⑪比屋根湿地及び泡瀬地区海岸の再生です。 

 こちらにつきましては、平成16年から19年度の比屋根湿地泡瀬地区海岸専門部会の中で、

下に示しています比屋根湿地整備方針を検討いただいております。その後、平成20年から

23年にかけて比屋根湿地の整備を行ってまして、現在は右下に示している写真のような状
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況でございます。野鳥観察会を行ったり、清掃活動を行っているというような状況でござ

います。 

 今後の方向性につきましては、沖縄県を中心に比屋根湿地の維持管理を行う。泡瀬地区

海岸の具体化検討は、埋立竣工に合わせて実施するとさせていただいております。 

 最後のページになりますけれども、こちら環境保全・創造の取り組みに関する今後の動

向案を年表形式でまとめさせていただいております。 

 一部繰り返しになりますが、まず最初の①と②海草につきましては、供用までは埋立工

事中に被度の高い海草群落が確認された場合は、保全対策を講じます。 

 供用後につきましては、モニタリングは埋立地供用後数年程度継続するとさせていただ

いております。 

 ③と④、クビレミドロとトカゲハゼの人工干潟の創出につきましては、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。ただし、環境監視調査で影響が認められ

た場合は、適切に対応するとさせていただいております。 

 供用後ですけれども、クビレミドロ、トカゲハゼの生息・生育状況の監視は埋立地供用

後の数年程度継続する予定でございます。 

 ⑤のトカゲハゼの生息地の保全につきましては、工事中は底質改良等の既存生息地保全

の取り組みを継続してまいります。 

 供用後どのようにするかについては、現在検討中でございます。 

 続いて⑥人工海浜の創出につきましては、現在まだ人工海浜の整備を継続している状況

でございます。 

 供用後につきましては、沖縄県・沖縄市で維持管理を行ってまいります。 

 ⑦、⑧の護岸につきましては、緩傾斜護岸、生物に配慮した護岸については既に整備済

みでございます。必要に応じてモニタリングを継続してまいります。 

 供用後につきましては、沖縄県が維持管理を行う予定でございます。 

 ⑨環境学習の取り組みにつきましては、先ほど御説明しましたように、試験運用等を通

じて地域との協働の取り組みを継続してまいります。 

 供用後は、地域が中心となった取り組みに移行する予定となっております。 

 ⑩野鳥園の整備につきましても、実施設計、整備を現在実施している状況でございます。 

 供用後につきましては、沖縄市・沖縄県が維持管理を行ってまいります。 

 ⑪比屋根湿地等につきましては、比屋根湿地の整備は実施済み。維持管理を現在沖縄県
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を中心に実施を継続している状況でございます。 

 供用後ですけれども、泡瀬地区海岸の具体化検討は埋立竣工に合わせて実施する予定と

させていただいております。 

 長くなりましたが、資料-2についての説明は以上となります。 

○小濱委員長  丁寧な説明、どうもありがとうございました。 

 それでは皆さん、御意見ございましたらお願いしたいと思います。 

 嵩原先生、ワークショップで何かつけ加えることありますか。 

○嵩原委員  特にありませんけれども、今回は中学生の皆さんで理解力も高くて、非常

に関心も高まったのではないかという感じを持ちました。 

○小濱委員長  どうもありがとうございます。 

  野呂先生、お願いします。 

○野呂委員  私もモニタリングのごくごく初めの頃にはお手伝いした経験があるので、

ちょっと気になっているんですが、例えば資料-2の4ページ②の海草藻類の生育環境の保

全・創出のところの二重の四角で囲った中に、赤で今後の方向性というのが書かれており

ます。 

 そこに「埋立工事中に被度の高い海草群落が確認された場合は保全対策を講じる」と書

いてあるが、これと同じことは、実は今説明いただいた最後の20ページの3の泡瀬地区にお

ける環境保全云々のところにも、今後の見通しの①、②のあたりに同じようなことが書い

てございます。  

 具体的にお聞きしたいんですけれども、例えば4ページで言いますと、今後の方向性で工

事中に被度の高い海草群落が確認された場合、これ被度の高いというのは、多分我々の会

議の中では被度が50％というのだと思うんですけれども、その50％の被度の海草群落がど

こに確認された場合のことを想定しているんでしょうか。 

 2ページ目の地図で①の大型海草(密生・濃生域)の移植というところがありますけど、こ

のあたりに出てくるということなんでしょうか。 

 もう1つは、それに関連して保全対策を講じると書いてあるんですけど、この保全対策と

いうのは具体的には何を想定なさっているんでしょうか。教えていただきたい。 

○小濱委員長  事務局のほうでよろしくお願いします。 

○事務局  1番の回答ですが、被度の高い海草類が確認されたというものの対象区域と

しては工事実施箇所を考えております。と言いますと、護岸周辺とこの航路のところであ
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ります。 

 2番目の質問は？ 

○野呂委員  保全対策というのは何でしょうかという。 

○事務局  2つ目のご質問ですけれども、保全対策の具体的な内容については、もしそう

いう状況になれば、委員会に諮りながら検討していくということになろうかと思いますけ

れども、現時点では、これまでやってきました①、②で得てきた知見を活用したものとい

うふうになると考えております。 

○野呂委員  移植も前提にありの保全対策ということなんでしょうか。 

○事務局  保全対策の一つとしては、そういうものもあるのかなというふうに思ってい

ます。 

○野呂委員  わかりました。 

 私、海草の委員会の中でも、ずっと言ってきたんですけれども、移植が保全の大前提と

いうのは、海の生態系を研究している人間には非常に異様に聞こえるんです。また、そう

いう事態が起きたときには、またいろいろ意見を言わせていただきたいと思います。 

○小濱委員長  そうしたら、基本的にそういうのが見つかった場合には、また委員会で

報告されるとかいうことなわけですね。 

○事務局  はい。被度が高い、ここで具体的に言うと50％以上の海草群落が工事実施区

域内に見つかった場合に何らかの手当をするというのは、環境影響評価での約束事項でも

ありますので、当然専門化の御意見も聞きながら対応していくということになります。 

○小濱委員長  わかりました。  

 そのほかいかがでしょうか。お願いします。 

○津嘉山委員  ⑨干潟生物や野鳥等を対象とした環境学習の取り組みということで、沿

岸の整備については県のほうの基本方針ということで説明いただいたんですが、前回私も、

それから清野先生も指摘されたんですけれど、地域のいわゆる伝統文化というんですか、

いわゆる塩田について、我々昔から泡瀬と言えば「マースヤ(塩屋)」という塩田を中心の

した文化だったように思うんですね。 

 この計画の中に、15ページに小さく塩田100㎡と書かれているのですが、これがどういう

形になるのか気になります。この地域の郷土歴史の中で塩田は特有の文化と思いますので、

関係団体等とも打ち合わせされて、単に模型的に置くというよりも、塩田の文化の流れを

何らかの形で伝えていけるようなものなればいいのではないかと思うのですが、その点、
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県の方ではどのようにお考えでしょうか。 

○小濱委員長  では、県のほうでお願いします。 

○事務局(県)  沖縄県でございます。 

 塩田につきましてですが、やはりかつてここにあった塩田というのは、今なかなか残っ

ていなくて、1カ所程度残っているようなお話は聞いておりますけれども、そこもやはり砂

の堆積等があって、現状ではなかなか使えないのかなと考えております。 

 ここで、単純に塩をつくるためだけに塩田をつくったからといって、かつてここで行わ

れていた塩田の文化というのが継承できるのかというところは、私どもとしてもちょっと

どういうふうにしていったらいいか現在考えているところでございまして、前回の本委員

会で意見をいただきまして場所を探したところ、ここにこういう程度のものであったら何

とか設置できるという形で今回絵をかかせていただいておりますけれども、これそのまま

このとおり塩田をここに設置して、実際その運営ができるのかというところ、維持管理が

できるのかというところ、それから塩をつくる文化がこれで継承できるかというところは

まだ検討が必要かと思っておりますので、そういった現在残っている施設ですとか、あと

は隣接している環境学習センター等の整備も計画しておりますので、その中で展示するな

り、そういった形での文化の継承というところは、今後検討の余地が十分にあるというふ

うに考えているところでございます。以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 先生、どうですか。 

○津嘉山委員  やはりその地域では、いろいろな共同体があって昔から特有の歴史文化

があると思いますので、その地域の皆さんと何らかの形の話し合いを持ちながら進めてい

ただければというふうに思います。 

○小濱委員長  清野先生、いかがですか。 

○清野委員  できるだけ穏やかに言いたいと思っているんですけれども、泡瀬干潟のこ

の開発のときに、地元が大切にしてきた塩の文化をどう残すかというのは最大の課題でし

た。それがこういう小さな池に集約され、かつ塩水をポンプアップしますということと、

ニーズがあったときにポンプを動かしますというふうな御回答が事前にあったことが、結

構衝撃的でした。 

 これをこのまま進めた場合は、泡瀬の開発は一種の国家プロジェクトだったのですが、

その地域の自然とか文化、それをめぐる理解がこの程度だということになってしまうので、
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本当によく考えていただきたいと思います。 

 津嘉山先生がおっしゃるように、なぜ地元の方とのお話が大事かというと、多分実際に

塩田で働かれていた方との対話をして何か一緒に設計していくというのは、10年間はとれ

なくて多分数年とか5年とか、もうわずかな時間しか残されていません。その中で実際にこ

この干潟であったさまざまな人の営みをどういうふうに再現するかということも、すごく

大事なわけです。 

 したがって、塩水が張ってあって、時々乾かして見せればいいということだと、ある意

味、泡瀬の方がなぜ干潟にこだわってきたかとか、水質のことにずっとこだわりながらい

い塩をつくりたいというふうに言ってきたかという話を、一種のきちんとした技術的なこ

とを返せないとか、認識が返せないということになるので、地元にこれを示されたかもし

れませんが、そういう意味で心配をしています。 

 それから、事務局の方にはお伝えをしてきましたが、湿地公園というのはもうアジアの

中で結構各地レベルが高くなっているので、地域の文化なり自然を再現するとかいうこと

であっても、多分今ここに書かれているような話ではないと思います。 

 全国の中で塩田を再現しているところとしては、三河湾の吉良上野介のいた吉良だとか、

あるいは徳島の鳴門の塩田がありますけれども、やはりあまり人工的すぎるとその地域が

大事にしてきたものがひどく矮小化されて、逆に悲しくなるような状況もあります。 

 なので景観設計とか、文化的なものとか、それから周辺の景色の中にどう存在させるか

というのはもっとレベルが高くなっていると思いますので、それを期待したいと思います。 

 それと、塩田をこの人工島のこの地盤高につくるということで、塩田も野鳥公園もどう

しても物理的な制約が出てきてしまっているというのがあると思います。 

 そもそもこの干潟域と一体になった野鳥園の整備とか、あるいは塩田を残すといったと

きに、この人工島の中だけではなくて、もしかするとその周辺の残された部分についても

もう一回考えて、干潟と一体になった自然とか、文化とか、何かというのを少し広めにと

って考えていただくということも必要ではないかと思っております。 

 以上、ちょっと厳しめで申しわけありませんが、このままつくってしまうよりはと思っ

て申し上げております。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 沖縄市のほうで何か意見ありますか。 

 では、県のほうで。 
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○事務局(市)  この塩田の件につきましては、先ほどワークショップの中でも御意見が

ございまして、資料13ページの下の赤枠のその他のところなんですが、塩田について、ク

ミ跡の保全や入浜式塩田の再現についても御意見があったということで、今、委員の御指

摘のとおり、この塩田の計画につきましては私ども調査ですとか、地元の方々の御意見等

を踏まえて、そのあたりがちょっと不足していたというふうに考えておりますので、今後

また再度検討しまして、どういった形で残すのが望ましいかというところを検討していき

たいと考えております。以上です。 

○清野委員  多分こういうのを設計される事務所もしくはコンサルタントの方がおら

れると思うんですけれども、この事業の重要性というのを考えて、きちんとその泡瀬の地

元の方が出されてきた本を読んでいるのかなと思います。 

 泡瀬復興期成会が塩田に対してもすごく分厚い「泡瀬誌」という本を出していたり、塩

田だけではなくて、アダンの森をつくるとか、海岸林をつくる人の結束だとか、そういう

ものもこの開発事業の中できちんと地元が残さなければいけないということで、自費出版

みたいな形で残されているわけです。 

 ワークショップも開いているわけですから、設計に生かしてほしいです。これまですご

いたくさんの調査をしたり、多くの方が協力したのに、最終的な構造物とか成果物の公園

というものにそういった生態系や文化に関するものが反映されないと、やっぱりそういう

評価に終わってしまうと思います。 

 ですから、港湾に関しては、多分高度開発経済期からいろいろな工夫を港湾関係持って

いて、いろいろな野鳥園を残したり、地域を残すということをしてきたと思いますので、

ぜひ設計される方々には、正直言ってもっと勉強して、いい公園をつくってほしいなとい

うふうに思います。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 沖縄市どうですか。 

○事務局(市)  沖縄市でございます。 

 ただいま清野委員からも御指導、御助言があったと感じております。 

 今、泡瀬復興期成会、沖縄市東部地域の発展を考える会、両団体からも沖縄市の教育委

員会にも、泡瀬地域に由来する比屋根地区に在住する塩田跡地の保全という要請がきてお

ります。その中で泡瀬地域の方々は、ここが今の地域に発展するまで最初に入植した方々

から250年ほどの歴史があると聞いております。明治から昭和にかけて、この塩田が生産的
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には当時沖縄県の中でも有数であったと。 

 それと、今隣に県の総合運動公園がございますが、クミ跡が遺構として残っております。

そういった歴史とか、文化とか、泡瀬地域に住んでいる人たちからこの人工島にぜひ反映

していただきたいという熱い思いを直接お伺いしておりますので、今後沖縄県さんといろ

いろ協力をいただきながら、この塩田、クミについては保全に努めていきたいと考えてお

ります。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 では、仲宗根先生、どうぞ。 

○仲宗根委員  18ページに「イソヒヨドリ等」と出てますけれども、イソヒヨドリは桑

の実をよくついばんでるんですね。それを植生の中に桑の実が入ってないんですが、これ

は追加して餌の植物として可能ですか。その点をお伺いいたします。 

○小濱委員長  ちょっと待ってくださいね。では、先に今の塩田の話を終わらせちゃい

ましょうね。 

 事務局の方に聞きたいんですけど、塩田をどうするかという話もこの環境保全・創造委

員会のテーマですか。そこまでは突っ込まない？ 

 検討してください。もしその野鳥園の話もそうだったし、それから人工ビーチの話もそ

うだったけど、これも一つのディテールだと思うんですよね。そこについてもここで話し

合いましょうという話になれば、津嘉山先生からも、清野先生からも御指摘がありました

ので、次回開くときにそれなりの資料が必要かなと思ったりしますが、それはもうこの委

員会から手が離れて県と市がやる話なので、ここでは要望だけ出しましょうという話であ

れば、またそれはそれで県に対して要望お願いしますということで決着という感じなんで

すけど。 

○事務局  はい。ここでもちろん御議論していただいた意見等につきましては、事務局

の中でも検討して、また沖縄県、沖縄市の中で、今後の設計の中に生かしていくことにな

るかと考えております。 

○小濱委員長  わかりました。 

 清野先生。 

○清野委員  それから植栽に関してですけれども、これも地元の泡瀬の復興期成会から

は、泡瀬地区はその海岸林をサンゴの石を積んで、砂を溜めて、そこにアダンを植えてと

いうことで、それをずっと守ってきたということをさんざん御要望いただいて、それがな
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かなか伝わりにくいようでしたので絵まで描いていただいて、冊子までつくられているん

です。 

 そういった地元のほうからの部分的でもいいから残してほしいとか、あるいは人工島の

中に再現してほしいというものに関して、樹種とかを見てもそういったものとかが反映さ

れていないんです。過去の議事録を見ていただくと、そういうプロセスが7、8年前だと思

いますけれども、あると思いますので、そこは確認していただきたいと思います。 

 この海岸林をつくるということが、やはり共同作業をするであるとか、砂州の上に立地

した集落がどういうふうに環境と防災と地域づくりをやってきたかという一つの象徴的な

ものがアダンの海岸林だったので、それに関しても塩田だけではなくて記載はありますの

で、ぜひ考えていただきたいと思っているところです。 

○小濱委員長  植栽の話は仲宗根先生からも御指摘があったので、一旦置いといて。 

 塩田の話は事務局のほうで一旦引き取ってもらって、次回また塩田については進捗を県

のほうから伺うという、そんな段取りでよろしいということですね。 

○事務局(県)  はい。 

○小濱委員長  わかりました。それでは、事務局のほうで少しもんでいただいて御準備

ください。 

 では、次の話題ですけれども、仲宗根先生、清野先生から植栽について御指摘がありま

した。18ページあたり、これにつきまして事務局のほうでお答えください。 

○事務局(県)  お答えいたします。 

 今、今回提供させていただいております図面にはそういった図示がされてないんですけ

れども、実際にはそこまで細かく書いていないだけでございまして、今、御指摘のあった

樹種についても検討はしているところでございます。 

 図面で言いますと、例えば今の18ページの左に書いてございますが、それだけでなくて

下にＡ・Ｂ・Ⅽ・Ⅾということで書いておりますけれども、そういった幼木の植栽も考え

ておりまして、その中にあえて細かい樹種を書いていないんですが、今御指摘いただいた

ような樹種もこの中で検討しているということでございます。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 中根さん、どうぞ。 

○中根委員  これは沖縄市のほうに要請を出したいんですけれども、ワークショップの

ときに参加させていただいているんですが、いろいろな関係団体、任意団体含めて一生懸
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命に地域を魅力ある場所にしようと動いているというのは理解できているんですけれども、

この人工島の中に環境学習センターというものがつくられるということであれば、どうし

ても教育委員会に入っていただきたいんですよ。観光一辺倒で地域づくりが何となくイメ

ージされているのかなと。 

 しかし、塩田も含めて環境・文化学習センターという形になれば、そこは教育委員会も

しっかりとこの人工島の中に、非常にすばらしかった干潟をつぶしてまでこういう状況を

つくってきた中に、環境学習センターという補っていただきたい施設をつくるというので

あれば、やっぱり教育委員会の人たちもこれを活用するという形で輪の中に入っていただ

きたいなと。 

 子供会任せになっている、公募ばかりしているというような形。ですから、学校教育の

中にどう取り入れるかというところがもっと地元の文化を伝えていく中で必要なのに、そ

れはまだされていないような気がします。何とか教育委員会も間に入れていただきたいな

と希望します。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 先ほどの植生の件については、次回にはパースがあるとわかりやすいと思いますので、

今いただいた御意見を聞いてますと、植生計画が平面図であるんですけど、イメージでき

るパースがあるともっと理解しやすいと思いますので、御用意ください。 

 では、嵩原先生。 

○嵩原委員  少し関連して、植生の問題です。 

 別の委員会で野鳥園の建設についての委員会がありまして、元琉球大学の新城先生を中

心に植物の専門ですから、できるだけ在来種をという方向で、しかも海岸林の保全、しか

もオカヤドカリ類の保全地域にもなりますので、そういうゾーニングをきちんとして海岸

林を復元をして、その内側にできるだけ野鳥が来るような、先ほどありました木の実をつ

けるような桑の実やガジュマルとか、そういう話をした覚えがあるんですけれども、その

点の反映があまりされてなくて、今日見たら、例えばヤシ類でもビロウ、ナツメヤシ、他

にもゴバンノアシ、インドソケイ、ベンガルボダイジュとか、そういうのが目立って取り

込まれているなという感じを受けているんですけど、そのあたりの整合性というか、当時

の議論されていた植生図の状況、植生の推薦された樹種等々の検討については、もう一回

見てもらいたいなという気がします。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 



 24 

 1つ前の話題、中根さんからご指摘がありました件、沖縄市のほうはお答えになりますか。 

○事務局(市)  中根委員からありました教育委員会の件に関しましても、前回も同じよ

うな話があったと思います。特にちょっと先ほどもご説明いたしましたが、泡瀬復興期成

会、東部地域の発展を考える会の要請も実は教育委員会にも出されている要請書がありま

す。我々のほうもこの要請書を入手しておりまして、今後教育委員会、特に子供たちが将

来ここでいろいろ学習できるような連携を、教育委員会とも協議しながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

○小濱委員長  その件お願いいたします。  

 どうぞ、続けて。 

○嵩原委員  関連して。私は、ずっと博物館との関わりをちゃんとやったほうがいいん

じゃないかなということで教育委員会との関わりをぜひという話をやってきたつもりなん

ですけれども、将来的に環境学習センターをつくるわけですから、その中で多分塩田の話

や野鳥の話とかいろいろ出てくると思うんですよね。 

 現在の博物館は街の真ん中にあって、なかなか火が使えないところがあります。ですか

ら、こういったところで例えば黒糖づくりとか豆腐づくり、塩田の塩を炊くとか、そうい

う外での活動がまさにできるようないいポイントになるのかなと思うんですね。 

 ですから、今ある博物館のサテライト的な博物館としてここに学習センターを位置づけ

て、そうすると、使い道についても中の学芸員が関わって、自然系の学芸員が関わってい

ろいろ展開ができるのではないかなと。現在、昆虫の専門がいるんですけれども、昆虫採

集等々も植生が回復すればできるのかなという感じを持っているんですね。 

 ですから、ぜひ博物館、教育委員会、そういうところとの教育の連携と言いますか、地

域と行政が資金を出し合ってもいいと思うんですよ。そういうことが両輪のごとくいけれ

ばいいのかなと考えています。 

 実は、名護博物館などは、各小学校の高学年の子供たち数名募集して集めて、子供博物

館というのを展開するんですよね。それで野鳥観察したり、黒糖づくりをやり、豆腐づく

りを行ったりする。あとは稲刈り学習などもあります。そうすると道具も使えるわけです

よ。道具の使い方が今の子供たちわかりませんので、実際そういう現場で使うことによっ

て直接学べるわけですよね。そういったことも展開できるのが博物館なんですよね。そう

いうところと連携をうまくしていけば、将来の活用についてもうまくいくのかなという感

じを持っております。ぜひこうした観点での利用の仕方もお願いしたいと思います。 
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○小濱委員長  ありがとうございます。 

 事務局のほうで試験運用をいろいろやっているじゃないですか。その試験運用の一番最

後のところに塩づくりの話も、黒糖づくりの話も出てくるんですけど、今後試験運用でそ

ういうものはどんな扱いになるんでしたっけ？ 

○事務局  人工ビーチや環境学習センターの管理運営の具体方法については、現在検討

中であります。  

 御指摘のような直営もありますが、近年は指定管理に出すことが多いです。いずれの方

法で管理運営されるとしても、何らかの形で地元が関わりを持てるようなことが重要であ

ると考えております。 

 また、博物館が持つ知見・ノウハウも重要であるので、両者が連携できるよう今後も留

意していきたいと考えております。 

○小濱委員長  それで試験運用は？ 

○事務局  試験運用の内容につきましては、毎年初めに地域の方と一度集まって今年は

何をしましょうみたいな話はさせていただいています。塩づくりを以前一度やりましたが、

地域の方も要請があったように、塩づくりの文化を残していきたいという思いもあります

ので、塩づくりについては来年度はぜひやろうと今考えております。 

○小濱委員長  とにかく試験運用を実際にできるかどうかというお試しですからね。 

 今の御意見だと、博物館だとか教育委員会と協力して、そのノウハウも生かしながらや

ったほうがいいという話だとか、それから中根さんからも意見ありましたけれども、ただ

人が集まればいいってもんじゃないでしょうと。もう少し教育的な意味を持たせた、そう

いう感じにレベルアップしていく必要があるというような御意見もあったと思うので、今

後の試験運用につきましてまた地元の皆さんとよくその辺も話しながら、来年度の内容を

決めていっていただければ、今日の皆さんの意見は反映できるのではと思うところです。 

 そのほか御意見いただきます。 

○中根委員  沖縄市さん、先ほどの部分にちょっとつけ加えたいんですけれども、私が

なぜ教育委員会を絡めていただきたいかと言ったのは、環境学習センターを仮に特別授業

として使える状況になったときには、その環境学習センター自体の設計図にも影響してく

ると思うんですね。 

 例えば私の地元の国頭村の安田のヤンバルクイナの施設を取り上げてみますと、ただ見

せるだけではなくて、環境学習として使いたいので1クラスは座って話が聞けるような設
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計図を要望して、そのとおりにつくっていただきました。今、修学旅行の体験学習の中に

入っていただいて、1クラス分の1バスが座って、いろいろな守った経緯や生態を説明する

という形を、構造上見ながらできるようにしてあるんですね。 

 ですから、そういったことなんです。だから、学校の教育関係が入ってこういう形だっ

たら使い勝手、環境学習としては使えるというようなところの意見を吸い上げていかない

と、観光だけのイメージで先走ってしまうと、どうも環境学習施設も何か違うものになら

ないのかなという気がするので、どうしても教育関係者を中に入れていただきたいという

のはそういうことです。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 先生、どうぞ。 

○津嘉山委員  伺っていて心配になってきたのですが、埋め立てでつくられた土地のス

ペースは限られているんですよね。 

 その中で、今お話のようないろいろな計画を盛り込んでいくとなると、どうも基本的な

土地の用途の区分の問題等まで関わってくるような気がしますので、これはやっぱり国や

県および沖縄市での連絡調整で詰める必要があると思われますので、協議会あるいは連絡

会なりできちんと基本的な考え方についてのすり合わせや意見を交換が必要ではないかと

思われますがその点いかがでしょうか。 

○小濱委員長  どうでしょう、事務局。これは国のほうで答えますか。 

○津嘉山委員  今、最終段階にきているので、今からできるかどうか私はよくわからな

いですが。 

○小濱委員長  前からそういう連絡会はありましたよね。そこで議題になっているかど

うかは問題ですけど、事務局、何か言ってください。 

○事務局  土地の利用計画については、今、沖縄市さんを中心に検討されていまして、

それについて国と県と市も協力して協議している最中ということでございます。 

 おっしゃるとおり、人工島の中は土地は限りがありますので、周辺も含めての対応だと

思ってございますので、この辺意見をいただいたものをどこまでできるか、国としてもで

きる範囲は限れてございますので、そのあたり国としてできる範囲でやっていきたいとい

うことでございます。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 時間も限られてきたので、そのほかの御意見いただきましょう。どうぞ。 



 27 

○中村委員  意見というか確認ですけれども、先ほど来出てきております環境学習セン

ターの位置づけをもう一度確認させてください。 

 こういう施設をつくるのは、忘れましたけれども、公の県か市かがつくられて、まだ決

まっていないのが、誰がどういうふうに運営を担うかというのが決まっていないと。もち

ろんメニューもまだ決まっていないと。 

 ここの会議では、それに対する意見を出してもいいという会議と。そういう認識でよろ

しいでしょうか。確認させてください。 

○小濱委員長  どうぞ。 

○事務局  はい。そのとおりでございます。 

○小濱委員長  よろしいですか。 

○中村委員  わかりました。今までのやりとりを聞いてそうかなと思ったんですけれど

も、久しぶりに出てきましたのでちょっと確認をさせていただきたいと思いました。 

 試験運用のいろいろなメニューはかなり活発化してきてすばらしいなと思いますので、

これはもうほとんど独り立ちできそうな寸前まできているのではないかと思います。 

 ぜひこの学習センターを、こういう活動の拠点として誰が担うのかというところに向け

てもうそろそろ決めていかないと、うまく橋渡しもできないタイミングではないかなと思

います。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 では岡田委員、どうぞ。 

○岡田知也委員  私も似たような基本的なところをお伺いしたいんですが、ここでの活

動の対象者は地元住民なのか、それとも観光客なのか。両方だと思うんですが、どちらに

軸足を置いているんでしょうか。 

○小濱委員長  どうですか。 

○事務局  将来、泡瀬人工干潟の学習センター等を利用する方、両方を考えております。 

○事務局(県)  環境学習センターの件ですが、今の段階で考えているのは、県が整備を

して管理運営については市のほうが担ってということを基本的には考えておりまして、た

だ、管理運営の仕方についても市が直営するという方法もありますし、また指定管理者を

導入するということもありまして、この辺はまたさらに詳細な運用に仕方というのは、県

と市の中で協議しながら決めていきたいと考えております。 

○岡田知也委員  運営側のほうではなくて、対象、ターゲット、お客さんのほうが地元
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住民の方を対象とした、例えば環境学習をメインとした地元の文化を守るための場なんで

すよということなのか、それとも観光客をメインの対象として観光客に地元の文化をアピ

ールするような場、どちらに軸足を置いたような場づくりをしていくんだろうかというこ

とです。 

○事務局(県)  対象とするターゲットという御質問でしたが、今この人工ビーチ延長

900ｍほどありまして、その背後には宿泊施設も計画しているということがありまして、ビ

ーチの利用者も今想定としては、そういう観光客と地元のパブリック的な利用というのも

考えておりまして、そうしますと、今の環境学習センターというものも、当然観光客、地

元ということで、特に今どちらをターゲットにするかという部分は、まだ決まってないと

いう状況でございます。 

○岡田知也委員  わかりました。試験運用のプログラムだけ見ていると、地元の方に特

化している感があって地元なのかなという印象もありましたし、あと関連して、参考資料

-1の69ページの資金についてというところがあって、地元立地企業のＣＳＲに関するアン

ケートというのを見ると、お金を出すんだったら地元の活動にはお金出しますよ、そうい

うところには興味ありますよとなっていて、あまり観光に対してはお金を出す気はないみ

たいな感じがあるんですね。 

 そういう資金を出す側の思いとここでやる活動というのが、どの程度マッチングしてい

るのか。そこらへんはどのようにお考えですか。 

○事務局  ここのアンケートについては今年度実施したところで、まだ実際に試験運用

には反映してません。今後どのような試験運用をやっていくか、あとどのような内容にす

れば地元の企業から助成とか協力いただけるかというてんについてアンケートを行ったと

ころです。 

 今回の結果で、街中とか海岸の清掃活動に関心があるというところがわかりましたので、

そのような意見を踏まえて今後試験運用で何かできれば、具体的には海ごみ清掃とか、最

近マイクロプラスチックとか問題になっていますけど、そのあたりについても環境学習会

を試験運用として実施していければいいのかなというような段階です。 

○岡田知也委員  わかりました。先ほど来出ているここでの設計条件とか、ここの活動

の大きな問題になっている資金とか、そういうところにも関わってきますので、対象をど

うするのかというのも、両方だと思いますけれども、この活動に関してはこういう人たち

を対象としているとかという、活動ごとに整理をちゃんとしておいたほうがいいかなと思
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います。お願いします。 

○小濱委員長  どうもこの環境学習センターも塩田も、それから植栽もそうなんですけ

れども、まだ県のほうでも、市のほうでも、検討している段階のようですので、次回まで

少し時間があると思いますから、基本計画なりコンセプトとなり、そのときにお示しいた

だければまた皆さんで意見が出るのかなと思います。今日のところは皆さんの意見、要望

として捉えていただければと思います。 

 最後になりますけれども、比嘉さんお願いします。 

○比嘉委員  ありがとうございます。初めての参加というところで恐縮なんですけれど

も、沖縄青年会議所の比嘉と申します。 

 仕事柄、まちづくりを担うＮＰＯの団体に勤めているんですけれども、商店街に関わっ

てやっているんですけど、今参考資料-1の事務局機能とか資金、人材とかいろいろな運営

上の課題があると思うんです。 

 私が今いるＮＰＯの例をとると、10年前、商店街と行政、要はお金を出す側とそれを受

ける側で、それをどうにかしてくれよというけんかではないですけど、そういうおんぶに

だっこみたいなやりとりが続いていたなというふうに感じています。 

 今、手前みその話ではないんですけれども、私たちのＮＰＯがやってきてちょうど10年

たって、地元の声を聞いて行政に投げる。行政も地元とどうにか調整してくれみたいな感

じで声を落とし込む。落とし込まなくてもどう思うかみたいな、そういう車輪みたいな関

係になって、車輪の軸というかスポーク、そんな関係になっていて、先ほど中村委員から

もありましたけれども、次誰が担うかというタイミングでそういった機能を持った地元の

ＮＰＯさんもあるのかなと思いますので、そういう地域を愛する団体さんであったり、そ

ういったところも今後こういった委員会であったり、別の検討委員会があるのであればそ

ういったところにも参画をお願いしたほうがいいのかなと感じております。 

 初めての参加ですけれども、参考になればと思います。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 今日のところは、もうこれで皆さんから御意見を聞くのを終わりにしようかなと思うん

ですが、この試験運用は一生懸命やられて随分充実してきたと思うんですけれども、これ

さえまだきちんとした形になっていなくて、いろいろな試行錯誤が繰り返されていますよ

ね。テーマも組織もそうですけど、やっと主催する組織が固まってきたところですよね。 

 ですから、そういったところに、比嘉さんがおっしゃるようなＮＰＯの皆さんも参加し
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てもらって、まずそこの試験運用というのはやることというか、ものもそうですけれども、

組織づくりみたいなものも試験運用の対象のはずですので、それでトライ＆エラーを繰り

返しながら、ここができた暁にはこんなふうにしましょうねという参考になると思うので、

そちらのほうで生かしていただければと思いました。  

 私のほうからですけど、やっぱり今日盛り上がったのは、県の担当されていた淡水池の

ところと植栽の話、それからそれに関連して環境利用学習の話と野鳥園と塩の話が出まし

た。 

 色の話というのは出ないのかなと思って聞いていたけど、誰も言わなかったので、花と

は言わないけどカエンボクみたいな色のつくやつがあるじゃないですか。これから詰めて

いくと思いますけど、植栽の話が出てましたので、色のバランスというか、そういうのも

加味されるといいのではと思いました。 

 それから、これはこのエリアではなくて沿道に植えればいいのかなと思ったのが花でし

た。花をどうするのというのもありました。特に草花系ではなくて、木に咲く花はイジュ

の花とかあるじゃないですか。桜もそうですけれども、ああいったものの扱いをどうする

のというのもちょっと気になったところです。なければないでいいですし、それはまた別

の場所と言えばそれでもいいんです。というところでございます。 

 では、今日出されました行動計画。我々の要望事項も盛りだくさんでありましたが、事

務局でまとめていただきまして、今度の行動計画はこれで承認していただいたということ

でよろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 ありがとうございます。では、事務局大変だと思いますけど、今日出されました諸々の

御要望をくんで、次回またよろしくお願いしたいと思います。 

 では、大急ぎで報告事項、3分でお願いします。 

○事務局  参考資料-1、2は既に説明していますので、参考資料-3について説明させてい

ただきます。 

 ・事業進捗状況及び令和元年度工事について           ……参考資料-3 

○事務局  参考資料-3です。お手持ちの資料を1枚めくってください。 

 泡瀬の人工島があります。これ去年の人工島の写真で、左下が今年の1月に撮った写真で

す。護岸の背後に土砂が入って増設されつつあります。  

 めくりまして、令和元年度工事の内容です。 
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 赤い色が国、県が黄色です。国は浚渫工事、県は橋梁工事をやっています。その隣です

が、令和元年度の工事概要です。浚渫工事を行っており、浚渫工事の土砂運搬や護岸の背

後、護岸の上部工、完成断面に持っていっています。 

 めくります。これも護岸の上部工と仮設橋梁がありまして、仮設橋梁は沖縄県の仮設橋

梁が完成したということで、国の橋梁は撤去しております。上ですが、舗装しているのは

荒天時に護岸の背後の土砂が流出しないように舗装しております。 

 隣にいきます。沖縄県の仮設橋梁工事の状況であります。下は人工ビーチの養浜の状況

です。 

 めくりまして、工事に伴う汚濁防止対策です。先ほど海の中をグラブ浚渫船で掘ってい

るんですが、汚濁防止膜や汚濁防止枠を適切に配置して濁り防止に努めています。橋梁撤

去工事も同じです。下の写真が水質調査を濁り防止監視のためやっております。 

 隣が沖縄県の橋梁工事です。同じように汚濁防止膜を巻いて、護岸の築造工事や人工ビ

ーチの工事、また下は水質監視を行っております。護岸で使う石については洗浄し、また

濁りの多い橋梁のトレンチ部、橋梁の基礎部分については濁水処理をして、水をきれいに

して海に流すようにしております。 

 以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。  

 あと、委員会設置要綱は別に説明いらないですね。変更ありませんので、これは説明を

割愛させていただきます。 

 以上で、今日皆さんに審議していただく内容は全て終わりました。そのほか後からまた

気がつくことがありましたら、直接事務局にメールをしてください。今日は特に県の主管

されるところで話が随分時間をとってしまいましたけれども、計画がだんだん見えてきて、

細かなディテールに入ってきたんだなということを感じました。 

 それから、その中でも最初に話題になっていた地域の人たちの歴史や文化や生活、風俗

みたいなものをどうやって生かしていくのかという話は、毎回委員会のたびに出る話です

けれども、これを具体的にどういう形にしたらいいのかというのは、そろそろ本気になっ

て考えていかないといかんなということを感じた次第です。ものができちゃいますからね。 

 どうも皆さん、議事進行ありがとうございました。 

 事務局にお返しいたします。 

○事務局(司会)  小濱委員長、まことにありがとうございました。 



 32 

 委員の方々もいろいろ貴重な御意見、御指導をいただきまして、まことにありがとうご

ざいました。 

 いただきました御意見、御指導を踏まえまして、引き続き事業及び検討のほうを進めて

まいりたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、これにて令和元年度第 1回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会は閉

会とさせていただきます。 

 なお、この後、15 時 45 分より 1 階の珊瑚の間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。 

 なお、記者会見場には、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、御注意ください。 

 本日はまことにありがとうございました。 

(3)閉 会 


