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平成 17 年度 中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会  

第 3 回海藻草類専門部会 

 

 

 

 

＜前回専門部会、委員会における課題とその対応＞ 

Ⅰ.平成17年度第2回海藻草類専門部会（平成17年7月21日開催） 

NO. 課 題 対 応 

① 1）海草移植の評価について 

評価の目的としてアセス書での約束事

を書き入れるべきである。  

② 総合評価の評価結果の文章について

は、大筋で了承するが細かい表現等を委

員の意見を踏まえて事務局で修正してい

ただきたい。 

アセス書、移植計画における約束事を評価の前提

として追加し、評価結果の文章も委員のご意見を

踏まえ修正し了承を頂いた。 

その修正した内容を環境保全・創造検討委員会

（8 月 1 日開催）に報告した。（参考資料-1 参

照） 

③ 2）場の創造実験計画（案）について 

複数種の海草が生育している場での地下

茎の層構造や礫、砂の状況を断面図で示

すことは出来ないか。 

既往の文献や調査結果から種毎には地下部の構造

が把握されているが、地下茎の層構造については

これまで検討しておらず現地でも確認していな

い。これまでの知見から地下部の層構造を図化す

ることを検討する。 

④ 場の創造の実証実験の目的部分にもう少

し経緯も入れて書いた方が良い。 

ご指摘の通り本部会資料に反映させている。 

⑤ 盛砂によってその場に生息している底生

生物や海藻類が影響を受ける。盛砂する

ならもっと小規模に実施してみらたらど

うか。 

アセス書では代償措置として「大型海草の保全を

出来る限りするように」とされおり、その方針に

のっとって既存の生物相にも十分配慮して海草藻

場生態系の保全に努めていく。 

盛砂については、これまでの経緯や必要性、規模

の最小化について検討し本部会資料に示した。 

 

Ⅱ. 平成17年度第1回環境保全・創造検討委員会（平成17年8月1日開催） 

 課題 対応 

⑥ 

 

 

場の創造でどのような底質の場を創造した

いのか。溜めたいのは粗砂か細砂か。それ

を明確にした方がよいのではないか。（入

江委員） 

既存藻場の粒度組成分析結果から中砂を主体とし

て、中砂より細かい成分が 7 割程度、シルト粘土

分は 3％程度、中央粒径 0.5～0.6mm が創造した

い底質の目標となる。 

また、海草の根が伸張しやすいようサンゴ礫が少

ない砂質であり、海草の地下茎の匍匐深度を考慮

してその砂層厚が 10cm 程度以上ある場の創造を

目指している。これらは粒度組成分析及び底質貫

入試験結果を指標としている。 

資料－１
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 課題 対応 

⑦ 潜堤周辺で波だけではなく流れも考慮し

て、砂の動く状況を監視することが重要で

ある。（入江委員） 

粒径と流れは関連しているので、データが

あるならその辺りを含めて整理したらどう

か。（津嘉山委員） 

現在設置している波高計では底層流速の観測も実

施しており、粒度組成に顕著な変化がみられた場

合、波浪だけでなく流れと粒度組成の関係につい

ても検討する。 

 なお、潜堤周辺の流況調査結果によると、平常

時は最大でも流速 4cm/s であり、平成 16 年度に

行った台風時の観測においても概ね 10cm/s 以

下、平均 6cm/s と遅いことが確認されている。こ

れより西防波堤背後域では流れのみに起因する底

質の移動はほとんどないものと考えている。 

⑧ 潜堤を設置して底生生物への影響はどう

か。潜堤をそのまま設置し続けるのであれ

ば、長期的に粒度組成と底生生物の関係を

見て行くのがいいのではないか。（仲宗根

委員） 

実証実験開始前に西防波堤背後域において底生生

物調査行い、この区域一帯は砂礫底に岩盤が点在

している環境がほぼ一様に広がっており、生息し

ている生物も砂礫底や岩盤帯で普通にみられる種

であることを確認している。同様の環境は泡瀬海

域内に広く広がっており、実験規模を最小化する

ことからも影響は小さいと考えられる。 

実験実施に際しては設置後の周辺部への影響の有

無について、底質や底生生物調査を行って監視し

ており、変化が見られた場合には底質と生物相の

関連性も解析する。 

⑨ 泡瀬海域全域で藻場が衰退傾向にあるよう

だが、泡瀬以外の海域も同様に減少してい

るのか。 

広域的な藻場の減少について何か原因が分

かっているか。（津嘉山委員） 

 

藻場の減少については、対照区として設定した熱

田地区や津堅島周辺でも藻場の被度低下がみられ

ており、泡瀬以外の東海岸の藻場についても航空

写真の解析から藻場が減少していることを確認し

ているので、広域的な減少であると考えている。

藻場の減少については、海水温の上昇等が影響し

ていることも考えられるが明らかではない。（参

考資料-2 参照） 

⑩ 海草だけに注目して場の創造をするとある

が、創造すれば消失するものもあるのでは

ないか。（中根委員） 

現在の埋立形状や位置はトカゲハゼや鳥類の生息

場、休息場である沿岸干潟域の保全、サンゴ群集

の保全、適正な海水流動を勘案して決定してい

る。これに伴って干潟及びサンゴ群集への環境影

響の低減は図られるが、被度 50％を超える藻場が

やむを得ず消失することとなる。アセス書ではそ

の代償措置として、消失する濃生域の海草を疎生

域へできる限り移植し藻場生態系の保全に努める

こととしており、事業者はその方針に沿って環境

保全措置を実施している。 

様々な生物の生息状況のバランスの中で今の埋立

地の形状、位置が決定されており、その中で移植

や場の創造に取り組んでいる。（参考資料-3 参

照） 
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第 2 回 海藻草類専門部会後に追加、修正した箇所 

第 1 回 環境保全･創造検討委員会の資料（参考資料-2（1）P.Ⅰ-1～5、Ⅱ-24）より 

  

Ⅰ．海草移植に関する環境保全措置の前提 
 

１．環境影響評価書における位置づけ 
① 環境影響の回避･低減が困難であることから代償措置を検討したものとして、次のよう

に規定されている。 

 

「貴重種であるトカゲハゼの生息地を含む小鳥類も多い沿岸干潟域の保全、やや

沖合域における比較的良好なサンゴ群集の保全、並びにこれに伴う人工島方式での

適正な海水流動を勘案して埋立地の位置、形状を決定している。これに伴って、干

潟及びサンゴ群集への環境影響の低減は図られる一方、泡瀬地区における生育被度

50％を超える藻場(密生･濃生域)がやむを得ず約 25ha 消失することになる。 

 そこで、埋立てにより消失する藻場(密生･濃生域)のうち主要な構成要素で埋立

計画地周辺一帯に多く生育している大型海草種であるリュウキュウアマモ及びボウ

バアマモを用いて、埋め立て計画地の東側の現況において砂質底で海藻草類の生育

被度が 50％未満の疎生域に出来る限り移植し、藻場生態系の保全に努めることとす

る。なお、熱帯性海草の大規模な移植及びその管理については、不確実性を伴うた

め、実施に当たっては専門家の指導･助言を受け、慎重に行うこととする。」 

 

 

② 移植先の海草、藻場の状況について、次のような監視基準が規定され事後調査を実施す

ることとされている。 

 

「移植時と比較して海草の生育被度が高くなっており、藻場に多くの生物が出現し

ていること」 

 

 

２．「中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業にかかる海草移植計画」における位

置づけ 
  環境影響評価書における海草移植の実施に関して、移植の目的や移植後の評価につい

てより具体的且つ明確に示すこととして、平成 14 年 12 月 16 日「中城湾港(泡瀬地区)

公有水面埋立事業にかかる海草移植計画」を策定し公表した。以下に、その一部を示

す。 

 

１．海草移植の目的 

１－１はじめに 

 中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業を行うにあたっては、関連法令に基づき手続

きが進められてきた。環境影響評価書（平成 12 年 3 月）では、海草類で構成されて

いる藻場については、埋立工事による影響の回避、低減は困難である一方、当該地

区の生態系における海草藻場の役割が重要であることから、海草藻場の消失に伴う

生態系全体への影響は大きいと予測された。そのため、埋立事業者として実行可能

な範囲内で、埋立により消失する海草藻場（密生・濃生域）のうち主要な構成要素

の大型海草をできる限り移植し、もって当該地区の生態系の保全に努めるとしたも

のである。 

 なお、熱帯性海草の大規模な移植及びその管理については、不確実性を伴うため、

実施に当たっては専門家の指導・助言を受け、慎重に行うこととした。 

 

参考資料-1
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１－２中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業における藻場生態系保全の

基本的な考え方 
 リュウキュウアマモ、ボウバアマモ等の海草類で構成される海草藻場（アマモ

場）は、海水の浄化や底質の安定化の機能を有するとともに、生物の産卵・稚仔魚

の保育場・餌場となるなど、生物の多様な生息環境を提供する重要な場である。事

業者としては、本事業により海草藻場の生育地の一部が消失することとなるが、残

される藻場が保全され機能が発揮されるとともに埋立の代償として藻場造成を図る

ことによって、海域全体の生態系機能の減少を低減していくことが最も重要である

と考えている。そのため、埋立工事中は海藻草類の生育している海域の水質の保全

等に努めるとともに、海流や波浪の変化などによる藻場への影響を把握しながら工

事を進める。また、監視点を設け、平成 12 年度から海草藻類の継続的なモニタリン

グを行うとともに、平成 13 年度より、広範囲な海草藻場の現況調査を継続的に行う。

加えて、藻場機能の減少を低減していくために、埋立区域内の藻場のうち濃生域の

海草を移植し藻場造成を図るほか、常に生態系全体の状況を確認しながら事業を進

め、海草の移植以外にも海草藻場生態系に適した場の創出のための努力や生育域の

自己拡大への配慮、並びに事業の進捗により新たに生育条件の整った場の活用など、

状況に応じて海草の移植以外にも種々の対応策を講じる考えである。 

  

１－３藻場生態系保全措置における海草移植の位置づけ 
  海草移植は、上記のように、生物の産卵・稚仔魚の保育場・餌場となることに着

目し、消失する海草藻場機能の一部を移植された藻場が代償することで、泡瀬地区

の海域全体の生態系機能の減少が低減され、本海域の生態系全体の保全を目指すも

のである。事業者としては、その移植を当該海域における藻場機能保全の一手段と

して認識している。これは、そのまま埋立が行われれば消失してしまう海草を有効

利用して、新たな藻場の造成を図ることによって、工事に伴う藻場の減少を低減し

ようとする考えによる。 

しかしながら、海草移植は、生育している場所から生育していない場所へ移すも

のであるため、その行為はリスクを伴うことと、熱帯性海草の移植及び管理につい

ては事例も少ないことから、環境監視・検討委員会より指導・助言を受けながら適

切にモニタリングを行い、順応的な管理を目指す。当面、移植のリスクとして小さ

くないと考えられる移植後の初期減耗対策や、台風対策を検討しながら実施する。 
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４．海草藻場の移植計画 

４－３移植結果のモニタリング 

 海草移植は様々な不確実性を伴うため、気象条件や水深等の条件の調査はもちろ

んのこと、次項のモニタリングを継続し、海草の生育状況を適宜評価しながら、必

要に応じて計画・施工・モニタリング手法にフィードバックさせることが不可欠で

あると認識している。また、このプロセスにおいて、環境監視・検討委員会の指

導・助言を適宜受けることとし、モニタリング結果は随時公表する。  

 

①移植場所の詳細モニタリング（モニタリングポストの設置による方法） 

 海草を移植した場所には、モニタリングポスト（10m×10m のコードラート）を適

切に設置し、生育面積及び被度など生育状況を示す定量的なデータを測定するとと

もに、生育状態の観察（枯死、葉枯れ、地下茎の露出、埋没）などを行う。さらに、

モニタリングポストの中に詳細な観察枠（2m×2m のコードラート）を設け、生育面

積及び被度等の基本的なデータに加え、構成種調査、優占種の葉長測定、底質状況

を把握するための貫入試験、砂面変動測定等を行う。 

 頻度は、移植直後（10 日程度以内）にモニタリングポストの設置及び初期状態の

観察を行う。引き続き、移植後１ヶ月に第１回目の調査を行い、以降移植後の成長

停滞期（ラグフェイズ）を経た後１年間の経過について１ヶ月に１回の頻度、その

後は年間２回程度の頻度で経過を観察する。なお、台風により相当量が減耗するこ

とも予想されるため、台風通過後は、上記スケジュールにかかわらず観察を行う。 

  

②当該海域における藻場全体像の把握 

 航空機による写真撮影や現地における潜水調査などを組み合わせ、当該海域の藻

場全体像を把握する。藻場の分布は、大型海草藻場、小型海草藻場、ガラモ場など

藻場の種類ごとに区分するとともに、被度ごとにも区分する。また、調査の頻度は

年間２回程度とし、季節的な変化も併せて把握する。本調査は藻場生態系の長期的

な推移を観察するためのものであるため、なるべく長期間モニタリングを行う。 

 

 

４－４移植結果の評価 
 移植海草は活着後、周囲に地下茎が伸長することから、ラグフェイズ後の生育面

積の変化状況などを調査することにより、活着が確認できるものと考える。また、

藻場の安定という観点では、通年の気象条件下における耐性も必要であることから、

モニタリングポストにおいて年間を通じて測定した生育面積及び被度を基本指標と

し、藻場全体の変化も参考にしながら、以下に示す視点及び想定される変化に留意

して総合的に評価し、適宜計画・施工の見直しを行う。特に変化の兆候を検知した

場合は、想定される原因に対応した応急手当を行う。さらに、その後の変化を観察

し、原因を解明することによって、対策の立案につなげていく。なお、変化の原因

や対策の内容についても参考としたうえで評価する。 
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①移植適地の評価：移植適地の条件について生息状況からその妥当性を評価し、移

植候補地の選定にフィードバックすることが重要である。 

 

②台風に対する耐性の評価：台風時においては、自然の海草も相当量の減耗を避け

られず、減耗の程度は台風の規模により異なるため、台風に対する耐性は、周辺

の自然藻場のデータと比較して評価する必要がある。 

 

③初期減耗の評価： 

・ 移植直後は、作業による地下茎の切断や移動に伴うストレスなどで、状態の悪い

部分が枯死するが、大きな減耗が１ヶ月以上継続する場合は、生育条件に不適合

な要素があると考えられ、年間の測定を待たず早期の解明が必要である。 

・ 移植後３ヶ月程度までは、ラグフェイズの期間に当たり、その間は顕著な成長は

みられないが、この間も大きな減耗が観察される場合は、生育条件に不適合な要

素があると考えられ、年間の測定を待たず早期の解明が必要である。 

 

④藻場の再生産の評価：生育面積や被度の変化に加えて、藻場の再生産という観点

から、葉長の変化や新芽の生育などの状況も勘案する必要がある。 

 

⑤海草種の遷移の評価：海草藻場の構成種は混生することが多いが、種間の競合や

種ごとに適合する水深帯が異なることが考えられるため、移植による環境の変化に

よって種組成が変化することも考えられる。 

 

⑥広域的な評価：移植海草にしろ、自然海草にしろ長期的には植生が遷移する可能

性が考えられるため、移植海草の追跡だけでなく、藻場全体からの広域的な評価も

重要である。 

 

５．本計画の見直しについて 
 リュウキュウアマモ、ボウバアマモなどの熱帯性海草は、移植事例も少なく学術

的に確立されたものでないため、モニタリングを適切に行い、その結果を環境監

視・検討委員会に諮り、指導・助言を受けたうえで、以下のように移植計画・施工

にフィードバックさせていくこととする。なお、平成 15 年度以降については、機械

化移植の実用化の動向も十分見極めていく必要がある。 

 ①移植の方法は、現場において適切な移植が行われるよう、マニュアルを策定し

留意点などを遵守させる。モニタリング結果等を分析し、採取方法、運搬・保護方

法、移植方法などを見直し、順次改訂する。 

 ②移植適地については、生育条件に関するデータや知見の集積が進み、かなりの

確度で生育ポテンシャルの高い場所が選定されるようになったが、不確実性を伴う

ため、モニタリングを行い引き続き検証していく。モニタリングを通じて得られた

知見は、移植適地の条件や選定方法の精査に活用できるものと考えられている。 
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特に、今後行う移植は、移植地点の貫入試験結果が得られることから、生育状況の

モニタリング結果と組み合わせることにより、底質条件の検証ができるものと考え

ている。 

 ③台風対策は、沖縄において特に留意すべき事項である。バックホウによる機械

化移植実験においては、台風対策を施さなかったが、７月及び９月に来襲した台風

によって相当量の減耗が見られたことから、平成 14 年度に、移植海草ブロックの隙

間をできる限り詰めての移植や、移植した海草ブロックが周囲に崩れないように土

嚢を配置するなどの減耗対策試験を実施し、その効果を検証し適切な対策を施す。 

 

６．総合的な対策による海草藻場機能の保全 
 事業者としては、上記のように、海草移植に取り組み、事前に行うことが可能な

代償措置を講じているところである。一方、近年、西防波堤の背後において、新た

に藻場が発達したことから、埋立等による海流や波浪などの環境変化は、むしろ海

草藻場生育場の拡大につながる場合もある。したがって藻場機能を確保する手段と

しては、事業の進捗により新たに移植適地となった場を活用するなど、他の方法に

ついても検討することが必要であると考えている。例えば、今後工事がある程度進

んだ時点で、生育適地となった場所において、播種や株分けにより藻場の拡大を図

るなどの対応を検討する必要がある。 

 いずれにしろ、当該海域における海草藻場機能の保全の目的は、海域全体の生態

系機能の減少をできるかぎり低減することであり、海草藻場全域におけるモニタリ

ングを継続する必要がある。また、モニタリングの結果を注視し、移植だけに頼ら

ない総合的な藻場機能の保全策についても検討する必要がある。 
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3.手植え移植藻場の総合評価 
 

環境影響評価書によれば、移植先の海草・藻場の監視基準は「移植時と比較して海草の生

育被度が高くなっており、藻場に多くの生物が出現していること」となっている。 

一方、手植え移植藻場の評価指標である被度、面積、生物生息状況を総括すると、以下の

とおりである。 

 

表 8 手植え移植藻場の総合評価 

被度 手植え移植藻場の被度については、平均で移植後 2 年間

（H15.2～H17.3）で 30％から 10％に減少しその後増加するまで

にはいたっていない。 

 泡瀬干潟における既存藻場の被度の状況は、近年全体的に減少

傾向であり、既存藻場内で監視調査を行っている 13 地点中 11 地

点で減少が確認されている。13 地点平均で被度は 39％から 15％

に減少していた。 

移植後 2 年間で移植藻場の被度は減少しているものの、その変

化は既存（自然）藻場と同程度であると考えられる。 

面積 手植え移植藻場の面積については、全体で移植後 2 年間（H15.2

～H17.1）で約 2 倍に増加しており、海草が生育していない場に

手植え移植することで現在約 200m2 の藻場が形成されている。 

泡瀬干潟における既存藻場の面積は、大きく変動しながら、こ

こ 2 年間は、236～277ha の範囲である。 

移植後 2 年間で移植藻場の面積は拡大した。これは、再生産が

順調に行われていることの表れであると考えられるが、被度の増

加が同時的に起こっていないこと、海草種の遷移が進行している

ことなどから、まだ定常的な消長ではなく、移植後の遷移的な拡

大が進行している状況にあると判断される。 

生物生息状況 

 

 

 

 

 

手植え移植藻場に生息する生物の生息状況については、移植後

2 年間（H15.1～H17.1）において、種類数、個体数はそれぞれ、

2～16 種類と 3～59 個体（2ｍ枠内）である。また、フトコロガ

イなどのアマモ場でよくみられる生物も確認されている。 

泡瀬海域の既存藻場における代表地点の生息生物の種類数は 3

～20 種、個体数は 5～218 個体である。 

移植藻場では移植直後は種類数、個体数ともに少なかったがそ

の後増加し、現在では周囲の既存（自然）藻場と同程度の数が確

認されている。また、確認されている種についても同等であると

確認されていることから、移植藻場は底生生物の生息場としての

機能を果たしていると考えられる。 

 

【評価結果】 

移植後 2 年が経過した現時点の移植結果を各種評価項目から総合的に判断すると以

下のとおりである。短期的にみれば、被度においては一旦減少した後増加するまで

にはいたっていないが自然藻場の変動の範囲内であること、藻場の面積、生物生息

状況においては概ね良好な結果が得られており、移植海草の再生産は図られ、生物

生息環境も進展していると判断されることから、藻場生態系が維持されている。長

期的にみれば、大型海草群落は遷移の途中ともみられ、今後もモニタリングを継続

していくことが重要である。 
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第 1 回 環境監視委員会 資料-2（P.2-44 ～48）より引用 

 

広域的な環境変化について 

 

広域的な藻場の分布状況の変化を検討するため、沖縄本島における主な藻場分布域の

うち、大きな流入河川や開発行為がない場所を対象として、1993 年以降から最新 2005

年の写真を入手し、藻場の変化を検討した。その結果は図 1 に示すとおりであり、藻

場の判定精度等に課題が残されるものの、藻場の分布域や生育被度は、泡瀬海域以外の

人為的な改変がない海域においても大きく変動していることが確認された。 

これらの広域的に確認された藻場分布域の減少や生育被度の低下については、その要

因は明らかではないものの、工事等の人為的な影響ではなく、広域的な環境の変化が関

与している可能性が考えられる。 

広域的な藻場分布の減少要因の一つと想定される水温について、平成 12 年 1 月～平

成 16 年 12 月の表面水温平年偏差を図 2 及び表 1 に示す。これによれば、沖縄島本島

南部の表面水温は、平成 14 年 5 月以降、平年値より高い状況が続いている。特に 5 月

の水温は、平成 14 年以降 3 年連続して「かなり高い」状況にあり、平年偏差でみると

0.5～１℃高い傾向にある。 

本監視調査結果によれば、泡瀬地区の春季から夏季にかけての藻場周辺の水温は、

26～32℃になる。本土におけるアマモの例では、このような高温下でのアマモの補償

点光量は急激に増加することが知られており（図 3）、水温 26℃から 1℃上昇すると補

償点光量は 2μＥ㎡/s 高くなる。 

沖縄の海草についても水温上昇によって補償点光量の上昇がおこれば、海草の呼吸量

が増加し結果的に純生産量が低下する。したがって、藻場の被度の低下を招く要因とな

る可能性があると考えられる。 

 

 

参考資料-2

2-44

※委員会後専門家の指摘を受け、文章を一部補足した。
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図 1(1) 空中写真から判読した藻場とその変化（名護市嘉陽） 

 

名護市嘉陽（1993 年）

藻場が消失している 

凡 例 

 

 

 

空中写真か

ら判読した

藻場分布域
 

※空中写真で

判読可能な藻

場は被度が比

較的高く、水

深も浅い箇所

に限られる。

 

嘉陽 
辺野古 

平安座 

泡瀬 
10km 

名護市嘉陽（2003 年）
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図 1 (2) 空中写真から判読した藻場とその変化（名護市辺野古） 

 

名護市辺野古（1993 年） 

名護市辺野古（2003）

凡 例 

 

 

 

空中写真か

ら判読した

藻場分布域
 

※空中写真で

判読可能な藻

場は被度が比

較的高く、水

深も浅い箇所

に限られる。
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図 1(3) 空中写真から判読した藻場とその変化（うるま市平安座） 

 

 

うるま市平安座島（1993 年）

凡 例 

 

 

 

空中写真か

ら判読した

藻場分布域
 

※空中写真で

判読可能な藻

場は被度が比

較的高く、水

深も浅い箇所

に限られる。

うるま市平安座島（2005 年）

藻場が消失

している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2005 年（下図）の空中写真撮影範囲
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図 2  沖縄本島南部（沖縄島南）の海水表面水温の平年偏差 

注）1．平年値は 1970～2000 年の 30 年間の平均値 

2．赤ﾌﾟﾛｯﾄ：毎月上旬、中旬、下旬の観測値、青線：１ヶ月移動平均値 

3．資料：沖縄県水産試験場 HP 漁海況情報 

 

表 1  沖縄本島南部（沖縄島南）の海水表面水温の平年偏差 

年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

平成 12

年 
高め 高め 平年 

やや

低め
低め 平年 平年

やや

低め

やや

低め 
平年 

やや

高め

やや

高め

平成 13

年 

やや

高め 
平年 平年 平年 平年 平年

やや

高め

かなり

高め

やや

低め 

やや

低め 
平年 平年

平成 14

年 
平年 

やや

低め 
平年 

かなり

低め

かなり

高め
平年

やや

低め
平年 平年 

やや

高め 
平年 平年

平成 15

年 
平年 平年 平年 

やや

低め

かなり

高め

やや

低め
平年 平年

かなり

高め 
平年 平年

やや

高め

平成 16

年 

やや

高め 
平年 平年 平年

かなり

高め
平年 平年 平年 平年 平年 

やや

高め

やや

高め

注）1．網掛け青：平年値より低いことを示す。網掛け赤：平年値より高いことを示す。 

2．平年比較の高低の程度は以下のとおり。「はなはだ」：約 22 年に１回程度の出現確率、「かな

り」：約 7 年に 1 回程度の出現確率（±1.5℃）、「やや」： 約 3 年に 1 回程度の出現確率（±

1.0℃）、「平年並み」：約 2 年に１回程度の出現確率（±0.5℃）（西海区水産研究所） 

3．出典：沖縄県水産試験場 HP 漁海況情報、各月の「表面水温平年偏差」より転記 

図 3 水温とアマモの補償点光量の関係 

資料：森田・竹下（2003）土木学会論文集 N741/Ⅶ-28，39-48 
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環境影響評価書に示されている主な環境保全措置（海域に関する事項） 

＜できる限り影響を回避・低減させるための措置＞ 

① 鳥類の主な分布域の保全 

・ 鳥類の採餌、休息場となっている沖縄総合運動公園、泡瀬通信施設先端付近の埋立

ての回避 

・ 工事施工中は、施工区域以外の鳥類生息域に立ち入ることを慎む 

以上を実施し影響の回避・低減を図る。 

 

② 自然海浜の保全 

・沖縄総合運動公園、泡瀬通信施設付近の自然海浜はオカヤドカリ類等が生物が生息

していることから埋立を回避 

・埋立地の海浜整備は、オカヤドカリ類等の海と陸を行き来している生物の生息環境

を創造する。 

以上を実施し影響の回避・低減を図る。 

 

③ 干潟域の保全 

潮間帯生物や鳥類の生息場となっていることから、埋立計画地を沖側に離し干潟域の

埋立てを出来る限り回避して影響の回避・低減を図る。 

 

④ トカゲハゼ生息圏への配慮 

・トカゲハゼの生息地及び生息地と沖合いを結ぶみお筋の埋立ての回避 

・トカゲハゼの生活史をふまえ仔魚の行動期である 4 月～7 月の海上工事は、仔魚の

分散に影響を及ぼさない工事に留め、6 月～7 月については浚渫工事や汚濁防止幕

の展張する工事を行わない。 

・トカゲハゼの現状の生息地は地形改変されないが、学術的に貴重であるため人工干

潟を創造し、生息環境の保全、拡大に努める。 

以上を実施して影響の回避・低減を図る。 

   

⑤ サンゴ類の保全 

やむを得ず被度の低い（被度 0％～10％）の生息域は一部消失するが、相対的に高被

度である生息被度 10～40％未満の区域については埋立てを回避し、全体としてサンゴ

類への影響の低減を図る。 

 

＜影響の回避・低減が困難で代償措置を検討するもの＞ 

① クビレミドロ生育域       ←回避・低減は困難 

 代償措置 

埋立地に創造する人工生育地への移植及び増殖技術の開発 

 

② 藻場（海藻草類（濃生、密生域））←回避・低減は困難 

 藻場生態系が果たす役割は重要であり、藻場生態系の消失は泡瀬海域全体の生態系へ

の影響が大きいものがある。 

 

 

上記の通り鳥類の休息場やトカゲハゼ等の生息場である干潟域、サンゴ類の保全を

するために現在の埋立地の位置、形状が決定している。 

これに伴い干潟域及びサンゴ群集への環境影響が低減される一方、生育被度 50％

を超える藻場がやむを得ず消失する。 

そこで回避・低減が困難な藻場（密生・濃生域）のうち主要な構成要素である大型

海草類を用いて、実行可能な範囲内で埋立計画地東側の海草類疎生域に移植し、当

該海域の生態系保全に努めることとする。 

 

代償措置 
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（参考） 

 

評価書で示されている移植予定地 

 

 

 

 

現在の藻場分布域 


