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１．環境保全措置の概要
(1)希少生物（トカゲハゼ、クビレミドロ）の保全

埋立計画地及びその周辺には、絶滅危惧種であるトカゲハゼ（魚類）とクビレミド
ロ（藻類）が生息・生育しているため、これら希少生物を保全していくため、それぞ
れ適切な保全策を実施する。

種　類 現　　　状 保　 全　 策

トカゲハゼ ・泥質性干潟に生息する干潟性
魚類（絶滅危惧種）。

・国内では中城湾のみに分布。

・この中城湾が世界の分布の北
限。

・近年次第に増加し、中城湾全
体で約 2,700 匹が生息。

・このうち泡瀬地区には 10 数
匹が生息。

・トカゲハゼが生息する現存の泥
質性干潟を埋立区域から除外し、
その保全を図る。

・トカゲハゼが生息できる人工干
潟を埋立地周辺に創出。

・既に確立された室内増殖技術を
維持、管理。

クビレミドロ ・砂質性干潟に生育する黄緑色
藻類（絶滅危惧種）。

・国内では、沖縄本島沿岸域の 3
箇所のみに分布。

・泡瀬地区の生育域は約 1.7ha。

・本埋立計画により、泡瀬地区
の生育域のほとんどはやむを
得ず消失する見込み。

・クビレミドロの生育域が約 106ha
と広範囲に分布する隣接の屋慶
名地区に一時移植した後、埋立地
周辺に整備される人工干潟に再
度屋慶名地区から移植。

・室内増殖技術を開発。

トカゲハゼ クビレミドロ
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(2)海草類の移植保全

本埋立事業の実施により、やむを得ず一部の藻場が消失するため、消失する藻場の
うち約25haの密生濃生域の海草については、埋立地周辺に移植する。
泡瀬地区では、糸満市南浜地先や石垣市新川地先での移植事例を踏まえつつ、平成
10年７月から海草移植実験を実施しているが、多くの台風襲来にもかかわらず、これ
までのところ良好な成績を得ているため、移植は技術的に可能と考えている。

糸満市南浜地先でのボウバアマモの移植試験　　  中城湾港泡瀬地区でのﾘｭｳｷｭｳｱﾏﾓの移植試験

(移植後 2年半経過)

（平成 9年 4月移植時） (平成 10年 7月移植時)

(移植後 2年経過)

移　植

密生濃生域
約 25ha
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(3)新たな環境創造

平成７年10月、全国初の港湾環境計画として、環境と共生する港湾のあるべき姿と
その達成に向けたソフト、ハードの諸施策を取りまとめた「中城湾港泡瀬地区の港湾
環境計画」に基づき、緩傾斜護岸の採用や干潟、野鳥園、海浜等の整備を推進してい
く。

①環境に優しい緩傾斜護岸の積極的な採用
植物や動物の生息環境を確保するため、埋立地の外周護岸に自然石を用いた緩
傾斜護岸を採用する。
②干潟、野鳥園、海浜の整備による新たな環境の創出

干潟や野鳥園の整備により、トカゲハゼ、クビレミドロなどの干潟生物の生
息環境や、野鳥の休憩や繁殖の場となる湿地生態系を創出するとともに、自然
教育の場としても活用していく。また、自然海浜に類似する海浜を整備する。

(4)工事中の環境保全措置

項　目 環　　境　　保　　全　　措　　置

大気質 ・トラックや作業機械が集中しないよう工事工程を調整。
・作業機械に良質燃料を使用し、大気汚染物質の削減に努力。

騒音・振動 ・できる限り低騒音型、低振動型の作業機械を使用。
・住宅地域をできる限り避けて搬入経路を設定。
・資材搬入が集中しないよう工事工程を調整。
・車両の整備・点検、適正走行に努力。

水　質 ・濁りの生じる可能性のある工事が集中しないよう工事工程を調整。
・工事区域周辺に汚濁防止膜を設置。
・土砂投入は護岸等外周施設の締め切り後に実施。

生　物 ・トカゲハゼへの影響を極力避けるため、繁殖行動時期（4～7 月）や
仔魚の移動、着底時期（6～7 月）における海上工事の制限など、工
事の時期や工法に留意。
・鳥類の生息環境への影響を極力少なくするため、不用意な鳥類生息
域への立ち入りや威嚇等を行わないよう施工業者等への指導を徹
底。

その他 ・環境監視調査の適切な実施。
・異常な事態が予想される又は発生した場合は直ちに原因の究明を
行い、すみやかに所要の措置を実施。
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２．環境影響評価準備書、評価書（補正前）及び公有水面埋立承認（免許）
に関する今回の環境監視・検討に係るおもな意見について

(1)準備書に関するもの

①関係地域住民等の準備書に対するおもな意見
・ 沖縄本島東海岸域でのホテルやビーチの造成は不適当
・ 環境破壊に繋がる埋立ては中止すべき
・ 沖縄市の唯一残った市民の憩いの海をそのまま残すべき
・ 工事関係車両による騒音・振動・大気による影響への格段の配慮
・ 埋立てにより形成される水路の外海との海水交換の悪化の懸念
・ 既存陸域と埋立工事現場を結ぶ仮設道路による海域環境への影響の軽減
・ 北中城村地先（埋立区域より南側）への汚濁による漁業影響の懸念
・ トカゲハゼを全滅に追い込むような埋立ては避けるべき
・ 藻場は漁民の生活の場であり、埋立てによる消失は避けるべき
・ 藻場環境の創出の前にまず実証試験を願う

②沖縄県知事の準備書に対するおもな意見
ア．総括的な事項に関すること
・ 自然環境の保護・保全に配慮するよう事業実施計画に反映すること。
・ 人工干潟の造成については、有機物の供給が可能と考えられる埋立地内の
陸域側で潮流の穏やかな奥部に内湾的な環境を創出すること。

・ 野鳥園の造成は、鳥類の採餌・休憩の場としても利用できるよう人工干潟
と連続して設置すること。

イ．自然環境の保全に係るもの
・ 埋立地周辺に残される干潟については、干潟の浄化機能や生物の生息状況
の変化等について調査を行い、その結果を踏まえ「干潟環境の創造」に努
めること

・ 比屋根湿地の保全に努めること。
・ 泡瀬地区のトカゲハゼの生息に万全な対策を講じること。
・ 泡瀬地区と新港地区を含めたトカゲハゼ保全対策事業を引き続き実施す
ること。

・ 海草の移植については、移植先で海草の生育が可能であることを確認した
うえで行うこと。

・ 海浜整備に当たっては、海域と陸域との分断が生じることのないように配
慮し、実施計画の段階でさらに詳細に検討すること。

・ 事業実施前に干潟生物（海草類、底生生物）の詳細な調査を実施すること。
・ 工事中に貴重な動植物が確認された際は、関係機関に報告するとともに、
適切な措置を講じること。

ウ．公害の防止に係るもの
・ 建設機械及び工事車両は低公害型の機種を用い、良質な燃料を使用し、大
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気質への負荷の低減に努めること。
・ 埋立用材投入後の裸地については、粉じん飛散対策を講じること。
・ 工事車両が一時期に集中することのないよう平準化に努め、走行ルート、
走行速度及び時間帯等を考慮した適切な運行管理体制を確立すること。ま
た、埋立地からの発生交通量の抑制、分散、公共交通機関の整備及び新た
な交通網　の整備等に取り組むこと。

・ 埋立地の各施設からの汚水等は供用と同時に下水道へ接続すること。埋立
地背後地域の下水道整備について、関係機関に対し要請すること。また、
水路部については、海水汚濁が懸念されるため、埋立工事中においても事
後調査を行うこと。

・ 事業の実施に伴い発生するＳＳについて事後調査を行い、その結果を踏ま
え、適切な措置を講じること。また、大雨等の異常時における発生濁水に
対しても適切な対策が迅速に行えるよう、管理組織体制の整備を行うこと。

エ．事後調査、その他に関すること。
・ クビレミドロの生息・生育調査、トカゲハゼの生息数調査、比屋根湿地の
ヒルギ類の毎木調査、オカヤドカリ類の生息数調査、鳥類の確認調査及び
飛来数調査、移植先での海草の生育調査及び藻場の調査、大気質の状況調
査、潮流の調査及び汀線の状況調査について、事後調査項目を追加するこ
と。

・ 事後調査の結果に基づき関係者間での調整のうえ保全措置を講じること。
・ 事後調査終了後、すみやかに県に報告すること。
・ 関係地域住民から当該事業に対する苦情があった場合は、適切な措置を講
じるとともに、県に報告すること。

・ 工事中の事後調査において、異常な事態が想定・発生した場合には、適切
な措置を講じるとともに、県に報告すること。

(2)環境影響評価書（補正前）に関するもの

①中城湾港港湾管理者の長の環境影響評価書（補正前）に対するおもな意見
・ 埋立計画地におけるクビレミドロの確認調査を行い、その対処について環境影
響評価書に記載されたい。

・ 事業実施に際しては、本環境影響評価書の遵守に努められたい。

(3)公有水面埋立承認（免許）に関するもの

①沖縄県知事の公有水面埋立承認（免許）に際しての留意事項等
・ クビレミドロの移植技術確立のための調査を継続して行い、移植が技術的に可
能と判断された後に、クビレミドロが分布する干潟域の埋立に着手すること。
また、干潟生物及びクビレミドロに適した環境条件を詳細に調査し、流況及び
底質の状況も併せて、人工干潟の環境条件を決定すること。
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・ 海藻草類の事後調査においては、移植先の海草藻場の質的向上を達成できるよ
う、維持管理及び移植技術等の研究推進に努めること。

・ 埋立地の供用時における大気質の事後調査、埋立地の存在時における底質の事
後調査、利用時における人と自然との触れ合い活動の場の事後調査、利用時に
おける鳥類の事後調査、利用時における移植先の海草、藻場の事後調査、利用
時における底生生物の事後調査、について事後調査を追加すること。また、利
用時において、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応方針、
事後調査の結果の公表方法、関係地方公共団体等が把握する環境の情報を活用
する場合の対応方針、について沖縄県文化環境部に報告すること。

・ 埋立地の利用時における廃棄物発生量の抑制及び廃棄物の適正処理について、
埋立地進出企業に対し適切な措置を講じること。
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３．これまでの環境関係調査、実験等の状況
(1)トカゲハゼ保全計画

①概要
沖縄県ではトカゲハゼの生息に配慮した港湾整備を実施すべく昭和63年度以降、
トカゲハゼに関する調査・研究を継続しつつ保全対策を行ってきた。
具体的には、平成２～３年度に開催した「中城湾港干潟生物生息環境等保全検
討委員会」でのトカゲハゼに関する調査・保全対策等の提言を受け、中城湾港新
港地区事業において実施することとした。
さらに、平成７年度には湾全体における保全対策の基本方針を示した「中城湾
全体におけるトカゲハゼ保全計画」を策定した。

＜トカゲハゼ保全の基本施策＞
ａ．トカゲハゼの生活史を考慮した現在の生息域の保全
a成魚生息地における生息環境条件の保全
b成魚生息地と沖合海域との自然な連続性の確保
c浮遊中期仔魚の分布域の保全及び繁殖期における攪乱の防止
d各種工事等におけるトカゲハゼ生息圏への配慮
ｂ．新たなトカゲハゼ生息地の創造
a人工干潟の造成
ｃ．人工増殖技術の確立
a生活史全体を通した完全飼育技術の確立
b着底幼稚魚の中間育成
c飼育個体の放流実験

その後、平成10年９月にはそれまで各事業主体で実施されている調査内容を踏
まえ「中城湾全体におけるトカゲハゼ保全に係る監視調査計画」を策定し、調査
監視・保全対策の計画的な実施を図っている。
現在、港湾等の建設工事において定期的にトカゲハゼの生活史の各段階におけ
る生息状況の監視等を行い、また新港地区においては新たな生息地として人工干
潟を造成し、トカゲハゼの人工増殖試験や放流実験の実施等を進めているところ
である。
なお、調査結果に基づく知見の集積がかなりの程度に至っていることから、「中
城湾全体におけるトカゲハゼ保全計画」の達成状況を総合的に判断し、「中城湾全
体におけるトカゲハゼ保全に係る監視調査計画」を必要に応じ見直し、再検討す
るための「中城湾全体におけるトカゲハゼ保全対策報告検討会」を本年３月に開
催することとしている。
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②泡瀬地区における港湾整備に伴うトカゲハゼ保全対策
－「中城湾全体におけるトカゲハゼ保全計画」での泡瀬地区関連記載部分抜粋－

●中城湾のトカゲハゼ分布（平成12年３月）

計画中の埋立地の存在により、トカゲハゼ生息地と沖合海域は幅150～250ｍ程度の干潟域を

通して連絡することになる。そこで、生息地と沖合海域とを結ぶ自然な状態で連続したみお筋

を確保することとしている。また、埋立地等の存在・利用により流況や水質の変化する海域は

埋立地等の近傍に限られ、トカゲハゼ仔稚魚の成育場となっている中城湾中央部の海域への影

響はないと考えられる。一方、泥質を用いた人工干潟造成による新たな干潟生物の生息環境の

創造を計画しており、中城湾全体のトカゲハゼ資源量の維持にも貢献する予定である。

今後の港湾計画の実施に際しては、トカゲハゼ仔稚魚の分散・移動時期である４～７月につ

いては海域での工事はできるだけ行わないこととし、特に湾央部から沿岸域へ接岸・着底する

６～７月については厳に海域工事中止を遵守することとする。また、工事の施行に際しては工

事区域外への濁りの流出を防止する措置を確実に講じることとする。
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(2)海草類（藻場）移植実験

海草類の移植調査は、大型熱帯海草であるリュウキュウアマモとボウバアマモが当
水域では優占して生育していたためこの２種を選定し、平成10年７月に泡瀬地区の西
口航路の西側海域（図－１参照）で海草類がまばらに生育する海域３地点にて移植試
験を行った。移植方法については「芝植え手法」を採用し、両種とも各地点で２ｍ×
２ｍの区画内に移植して試験を開始した。その後、追跡調査を平成10年10月～平成12

年２月に計６回実施した。
海草を移植した３カ所では移植した海草がほとんど活着し（根付き）、そのうち２カ
所では、順調に生育し藻場を形成している。他の１カ所では、生育環境条件があまり
良くなかったことから、海草が活着したものの藻場の形成には至っていない（表－１、
図－２参照）。この結果から、当水域での海草類の移植は技術的に可能であると考えて
いる。
また、大規模な土木的海草移植工法については、平成11年度に５ケースの工法を比
較・検討した結果、バックホウと回収ボックスを組み合わせた工法が当水域における
海草類の大規模移植を実施する場合に最適であると判断された。

図－１　　　海草類移植地点（Ｓt.Ⅰ～Ⅲ）
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表－１　　　移植した海草株数の変化

図－２　　　移植した海草株数の変化
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(3)クビレミドロ移植実験

クビレミドロは緑黄色藻類の１種で、国内では沖縄島の与那城町屋慶名地先（生育面
積は約 106ha、平成 12年２月、図－３参照）、沖縄市泡瀬地先（生育面積は約 1.7ha、
平成 12年３月、図－４参照）、恩納村太田地先（生育面積は約２ha、平成 12年３月、
図－５参照）の３海域で、マツバウミジグサ等小型海草類の生育する干潟上の砂の移
動がほとんどない場所にその生育が知られている。本種は、水温が高い夏場には卵の
状態で砂中に夏眠（藻体が枯死）し、水温の低い冬場のみに藻体が出現するものであ
るため、肉眼で藻体が確認できるのはほぼ１～５月頃と限られている。
クビレミドロの成熟が確認された平成 12年２月には、泡瀬地区から屋慶名地区と勝
連地区にクビレミドロを移植した（図－６参照）。その結果、移植後約１か月目には
70～80％の群体が活着した。クビレミドロは１年生のため、その後、春～夏にかけて
枯死流失し、藻体は消失したが、卵は移植地の砂中で夏眠し、平成 13年１月には屋慶
名地区へ移植した３カ所のうち２カ所で再び藻体が出現していることを確認した。
また、平成 12年９月下旬、泡瀬地区の砂中で夏眠している卵を屋慶名地区へ移植し
たところ、約４か月後の平成 13年１月下旬には移植した３カ所のうち１カ所で藻体の
出現を確認した。
クビレミドロの卵は大きな拡散はせず、翌年また同じ場所に発生することがわかっ
ている。したがって、移植場所において表面の砂の移動や地盤高等の条件が保持され
れば、周年にわたってクビレミドロの生活サイクルを存続させることが可能になると
考えられる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）調査期日：平成 12年２月 22日～25日
図－３　　　屋慶名地区におけるクビレミドロの分布状況
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図－４　　　泡瀬地区におけるクビレミドロの分布調査結果（生育確認地点または範囲）
　　　　　　　　　　（注）調査期日：平成 11年 12月 22日（確認できず）、平成 12年１月 20,21日、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 12年２月 21日、平成 12年３月 22日



14

図－５　　　太田地区におけるクビレミドロの分布状況
　　　　　　　　　（注）調査期日：平成 12年３月 24日
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図－６　　　クビレミドロの移植試験位置
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