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１．開１．開１．開１．開        会会会会    

 

（開 会） 

（主催者挨拶） 

（沖縄市長挨拶） 

（委員、事務局、オブザーバー紹介） 

（委員会の目的等について） 

（委員長選出） 

 

 

 

２．討２．討２．討２．討        議議議議    

 

（会議の公開・非公開についての事務局説明） 

 

○眞榮城委員長  ただいまの情報公開の考え方について、ご説明がございました。 

委員会終了後に記者会見を実施するとか、ホームページに掲載するとか、資料の閲覧コピーができる

体制を整えると考えているようでございますけれども、いかがでございましょうか。 

 委員会を公開するかどうか、またどのように公開するか、ということが大きな焦点になるかと思い

ますけれども、そのあたりも含めてご意見ございましたら、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 事務局としては、先ほどの説明以外にお考えがございましたらよろしくお願いいたします。 

○事務局（長田課長）  この会議自体の情報公開をどうするかというのは、基本的に委員の皆様方

が議論しやすいパターンが、一番いいのかと思っております。 

 基本的には委員会自体は非公開で、委員会終了後の記者会見を考えていたんですけれども、皆さん

方の総意として、議論自体も公開しても差し支えないというお考えであれば、公開でも構わないと思

います。 

 ただ、一般の方々に入っていただく場合、入場者の方を制限せざるを得ないと考えます。 

 それから、住民参加は住民代表としての自治会長さんの参加により対応したと考えておりますし、

いろいろな方々から寄せられる意見は承って返答していく、ということを考えておりますので、一般

の方々の傍聴は、当初は考えておりませんでした。 

 一方では、地元で注目されている案件として審議状況を適切に公開していく、周知していくことは

大事とも考えております。 

 昨日、記者クラブ、県政クラブ、県庁の記者の集まりがありましたが、そちらのほうから公開して

いただきたいという要請も事務局のほうにございました。 

 ということで、この中で異論がなければ、一般の方やマスコミについては傍聴していただいても構

わないと考えております。 
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 あくまでこれは、事務局の考えで最終的にご議論いただいたうえで、それに従いたいと考えており

ます。以上です。 

○眞榮城委員長  どうぞ、吉野委員。 

○吉野委員  設置要綱のところに、この委員会とそれの子にあたるワーキンググループというのが

ありますが、そのワーキンググループというのは、イメージ的にどのようなことをやるのか分かりま

せんけれども、今の情報公開の点でいきますと、例えば、ワーキンググループの中で実際に審議され

たことは、親委員会を通したフィルターでしか一般の人には公開できないのか。ワーキンググループ

の公開性については、どのように考えておられるのか。 

○事務局（長田課長）  現在、事務局の考え方としては、ワーキンググループはたたき台をつくる

というイメージで考えております。それを委員会で議論していただこうと思いますけれども、この委

員会にその考え方を提示、報告して、議論していただいたうえで、最終的に決定しようと考えており

ます。 

○野呂委員  鹿児島大学の野呂でございます。 

 沖縄に住んでいない人間がやってきて、いろんなことを言うのはせん越とは思いますが、ただ今の

ことですが、私個人としては公開するべきではないかと考えております。 

 まず一つは、これは国民の税金を使ってやる事業ですから、あえて非公開にする理由がないという

のが一つ。これを非公開にすると密室でやられたということで、その後の対応が非常に大変になるの

ではないか、あえてオープンにしたほうが風通しもいいし、そのほかの議論も、その後の議論もオー

プンになると考えるわけです。 

 例えば、非公開でやった場合は、多分、会議が終わってから、もちろん記者会見はあるし、ホーム

ページ等を使っての情報公開もあることは分かりますが、委員のほうにマスコミのほうから、実はど

うなんだという照会が多分くると思います。そうすると、対応に統一性を欠くこともあるし、やっか

いなことになることもあると考えます。 

 そういうことを考えますと、いろいろ問題はありますが、最初からガラス張りでやったほうが、後々

便利と考えます。 

○眞榮城委員長  ただいまの野呂委員のほうからは、公開すべきというご意見がございました。 

 ほかにございませんか。 

○吉野委員  私も今の意見に賛成です。と申しますのは、この会議に出るまでの何日前かに委員全

員の名前が新聞に出ましたので、いろんなところから問い合わせがあるわけです。私もどこまで答え

ていいのか、自分もこれから参加するので言えないことがいっぱいあるわけです。できるだけ公開し

た方が良いと思います。個人のルートを通すとあとで誤解を招く結果が考えられます。 

○眞榮城委員長  他の委員の方々いかがでしょうか。公開という方向でよろしいでしょうか。 

         （「はい」と言う者あり） 

 では、公開という方向にしたいと思いますが、公開の方法が問題と思います。 

○事務局（長田）  委員会の公開の方法ですけれども、おそらく会場の制約が出てくると思います

ので、通常は前もってはがき等で受け付けて抽選あるいは先着順などの方法がありますが、そのあた
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りを事務局のほうで考えたいと思います。 

 それにはここにおられる委員の皆さんの了承がぜひとも必要ですが、公開すると外からお話を聞か

れることが多くなると思います。委員の皆さん方よろしければ事務局としては、委員会は公開という

方向で対応していきたいと考えております。 

○眞榮城委員長  例えばプレスだけを公開するとか、一般の方々にも入れるようにするとか幅があ

ると思います。プレスを通して公開する、あるいは入場制限して一般に公開する、いろいろございま

すが。 

○野呂委員  私は会場の許す限り、社会的常識で考えて入れる程度の人だったらプレスも一般の人

も入っていただいてよろしいのではないかと思います。ただ、狭い部屋で多くの人に取り囲まれて、

衆人環視のもとでやるというのは、好まないところです。例えば、こういう部屋であれば奥に20人く

らいいても構わないのではないか。 

 ただ、われわれがきちんと個人として発言するのを保証していただきたい。というのは、ヤジ、怒

号があると委員としての職務を全うできません。発言の自由を事務局のほうで、きちんと保証してい

ただければよろしいと思います。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、公開のルールを作って委員会を公開することでよろしいでしょうか。 

              （異議なし） 

 では、そういう形でいきたいと思います。 

○事務局(長田)  先ほど退出したプレスの方や環境グループの方は公開がオーケーになれば入りた

いということで、これから人数的に先ほどの方ぐらいになりますが、了承していただいたので入場し

ていただこうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○眞榮城委員長  よろしいんじゃないでしょうか。 

○事務局（長田）  これからオープンに致します。 

 次回の委員会からは事務局で傍聴なり、記者の方の入ってくるルール、手続ききちんと整備し、ま

たそれにつきましては皆さん方にお諮りしたいと考えております。きょうは、臨時的にこういうよう

な扱いにさせていただきます。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、議題１の情報公開については、そのように取り扱うということで決定いたします。 

 それから、２番目ですけれども、事業の概要や環境関係調査等に関するこれまでの経緯の紹介とい

うことをお願いいたしたいと思います。 

           （資料２説明） 

           （資料３説明） 

○眞榮城委員長  事業の概要が資料、環境関係調査が資料３ですが、ここでご質問やご確認すべき

事項があれば、委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

○野呂委員  念のためにお伺いしたいのですが、資料３ですが、10ページ目のグラフですが、ここ

に株数が出ておりますけれども、株数の１万とか１万2,000の分母は何でしょうか。 
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○事務局（長田）  ２ｍで区画を区切り、そこにパッチ状で植えています。その中で、どの程度、

生育したかといったその株数を数えています。 

○野呂委員  われわれが普通使う単位ではないので、株数の下に分母、例えば平方米当たり何株と

か、１海域当たり何株というふうにやったほうがいいのではないかという趣旨でご質問しました。 

○事務局（細谷）  ちょっと追加させていただきます。 

 調査方法については、移植時は２ｍ四方の試験区の中に、ダイバーが20cm四方ぐらいの芝生状の海

草の地下茎ごと、千鳥格子状に隙間をおきながら移植しています。一つ一つの芝生状のものには、地

下茎から立ち上がる主枝というのが何本もあるわけですが、その地下茎から立ち上がる主枝、枝を１

株として数えております。したがって、移植したときの数は実数です。 

 その後、地下茎は伸びまして周囲に広がりながら主枝を増やしていきます。したがって株数はどん

どん増えていくので、計測可能な範囲では全数を数えますが、一面に覆われると数える労力を要しま

す。そのため、一定の面積、例えば 30cm 四方、50cm 四方そのときに応じて決めますが、その中の株

を数えて、全体面積に比例して全体株数を出しております。 

 したがって、当初は２ｍ×２ｍという中での移植した数ですが、何年か経ちますとそれを超えて広

がることもありますし、さらにその枠内に収まることもあります。 

○野呂委員  細かい話ですので、あまり時間をとっては、あとに響きますので控えますが、株数の

把握の仕方に問題があると考えます。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、事務局のほうからご説明、資料４でございますけれども、ご説明お願いいたします。 

           （資料４説明省略） 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいま資料４の説明をいただきましたけれども、検討体制及び今後の調査検討予定として、ワー

キングの体制等が重要かと思います。10ページ以降については、ワーキングがこれから取り組んでい

く具体的な検討事項です。それでは、委員の方々からご質問、あるいは確認すべき事項等についてよ

ろしくお願いいたします。 

○池原委員  一つお伺いしたいのですが、人工島を干潟の中に造成する場合、その島の占める面積

の干潟はなくなり今までなかった陸地の島が海岸近くにできる。そうすると、そこの干潟は潮の干満

が毎日２回ぐらいはあるし、さらに台風があります。そのときに、潮の流れによってあるところは浸

食される、あるところには土砂が堆積していく場合がある。通常、海岸で漁港をつくる、突堤をつく

るときに、それがあちこちに見られるわけです。 

 そして、この潮汐によって、あるところは一定の生物が棲める環境条件を揃えておったけれども、

流れが変わって棲めなくなって変化していくという心配されるわけです。そのへんの潮汐がどうなっ

ているか。台風という、ここでは非常に厄介な条件というのも揃っていますが、それに対しての何か

対策、あるいは潮流の流れ、あるいは模型をつくって、それに対する対策を検討したか、そのへんお

伺いしたいですね。 

○事務局（長田）  埋め立ての際に、今回の環境影響評価もそうですし、公有水面の免許の際もそ
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うですが、どの程度の潮流の変化があるかはシミュレーションを行ったうえで、水路部で潮流が早く

なるということはありますが、総じて大きな影響はないという計算結果が出ています。 

 ただ、先生ご指摘のように現在の海岸線だけについても、今後、事後調査で海岸線の変形みたいな

ものはモニタリングしていく予定はしております。 

 また、人工干潟をつくる際に潮流でどのような影響を受けるかという問題については、土の投入だ

けでは干潟の安定は図れないと思いますので、今後検討していこうと考えております。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。高江洲さん。 

○高江洲委員  泡瀬第３自治会の高江洲でございます。一つご質問させてください。 

 人工島をつくるということで、そこに野鳥園が計画されていますが、現在のところも湿地帯に野鳥

の観察地がございますが、この人工島ができたときに、その野鳥の観察場所がどうなるのかというが

一つあるんですが。 

 それと、人工島につくる野鳥園との関連性ですね。どういうことでつくられるのか、それと前の野

鳥の箇所に何らかの影響があるか、その点です。 

○事務局（長田）  野鳥の観測場所というのは、比屋根のことでしょうか。 

○高江洲委員  比屋根湿地、はい。 

○事務局（長田）  今回の埋め立ては沖合人工島形式ということで、直接、比屋根湿地のほうに埋

め立て自体の影響はないというふうには考えてはおります。人工島形式としたことで、ある程度、鳥

の採餌場所を外しているので、影響としてはそれほど大きくないだろう。ただ、全く影響がないとい

うことはないわけで影響の程度を予測しましたが、地元調査というのは先ほど申したとおり、鳥につ

いても数えていくことが必要と考えています。 

 一方で、採餌場部分が少なくなる部分があるので、その対策として人工干潟や野鳥園の造成を行い、

鳥の生息場を確保するということで、今回、計画の中に盛り込んでいるところです。 

 比屋根湿地は、鳥の営巣地としていい環境が残されていますので、それとの連携が図れるようにし

たいと考えております。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○細川委員  先ほどの池原先生のご指摘の件ですが、人工であれ、自然であれ、自然の波や流れを

受ける干潟の地形というのは、時間とともに少しずつ地形を変えながら存在している。今の通信施設

の前の砂州も毎日、毎日、少しずつ変わりつつあそこにあると思います。 

 ですから、人工的に干潟をつくるというときも、先生のご指摘のように、台風などの大きな力が働

くことも想定しながら、地形安定化の検討対策が必要と、私も思います。 

 それで、事務局が準備したこの資料の13ページにも、人工干潟の造成にかかる検討ということで、

地形安定の課題検討が必要という整理になっていると思います。 

 非常に専門的な議論も必要だし、先生は場合によっては模型実験とおっしゃられましたが、模型実

験とか数値計算とかもあるいは必要となってくるかもしれません。ですから、事務局がここで提案し

ているようなワーキングを設け、詳細に専門的な議論をするのがいい方法と思います。 
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○眞榮城委員長  ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 ただいまの調査検討項目等について、事務局の提案に対する委員の方から意見もございました。そ

れも含めてこういう検討項目でよろしいかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 

 はい、野呂委員。 

○野呂委員  例えば、資料４の５ページ目についてなんですが、折ってあるところですが、これを

拝見しますと、水質環境調査で例えば、水質でＣＯＤとＳＳ、二つを調査することになっております。

これは私たちが普通調査する場合は、この二つでは十分ではないと考えます。 

 例えば、ＳＳは水中の懸濁物のことですけれども、これは付近に住んでおられる人は経験的に分か

っていると思いますが、雨の降ったあとでは非常に汚れ、濁るわけですし、そうでないときには非常

に澄むわけです。これを月１回以上となっています。月１回ぐらいでしたらよろしいですが、年２回

ということが９ページに書いてあります。ＳＳを年２回計るというのは、サンプルが少ないんじゃな

いかということが１点あります。つまり、サンプリング頻度が少ないということを一つ指摘したい。 

 それから、もう一つは項目ですけれども、ＣＯＤとＳＳだけですけれども、これは不十分であると

考えます。 

 例えば、栄養塩の類が入っておりません。それよりももっと基本的な、例えば水温とか、塩分とか

測定機器を投げ込めばすぐ計れるというようなものが入っておりません。こういうものもきちんと計

るべきだと思います。具体的に言いますと、水温、塩分、ｐＨ、それから栄養塩になります硝酸態窒

素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素、それからリン、全リン、ケイ素、そういうものを計っていか

ないと、工事によって海域がどのように変化したかが把握する指標にはなりません。 

 つまり、項目を増やしたほうがよろしいのではないかということを感じました。 

 それから、同じ５ページですけれども、海草類、これを計るときに、先ほども私ちょっと気になっ

ていましたが、移植したところを計るだけでは不十分だと思います。 

 というのは、対照区が設けられておりません。つまり、対照区というのは移植も何もしなかったと

ころで、どう増えるか。もしくは減るか、そういう基準点がないわけです。基準点をつくらないで、

ただ移植したところだけを調査いたしますと、それは移植によってそういうふうに増えたのか、もし

くは海洋の環境が変わって、そのまわり全体が少なくなった、もしくは増えたのか、そういう比較が

できません。ですから対照区を設けるべきですし、当然、少なくなるとは思いますけれども、その対

照区の一つの中に浚渫工事、もしくは埋め立て工事を行うあたりも入れるべきだと考えます。 

 それから、今この話では、海草、アマモノ類とクビレミドロだけが、なせが非常にクローズアップ

されているんですけれども、私がきょう早目にまいりまして、通信基地のまわりとかをちょっと歩き

回りました。そうしたら、潜ったわけではないですので、褐藻のホンダワラの類が非常に多いです。

ちょっと１時間ぐらい歩いただけで、実はこのぐらい採れました（海藻標本掲示）。ここに生えている

ホンダワラの類は、普通の日本の図鑑には出ていない、むしろ東南アジアのほうで知られているよう

な種類が非常に多くて、びっくりしたんですけれども、これは埋め立てをしようとする海域の中には

ないけれども、きょうの風は南東のほうから吹いておりますので、そちらのほうから流れてきたんだ

と思うんですけれども、近所の漁業者に聞いてみましたら、沖の瀬に生えているということを言って
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おりました。 

 アマモももちろん非常に大切な海草です。漁業者にとっても、それから沿岸の環境、特に沿岸から

流れ出したいろんな汚染物質を吸収するということで大切ですけれども、その沖に生えているであろ

うこのホンダワラの類も見過ごすわけにはいかないと思います。ホンダワラの生えている藻場はいろ

んな魚の餌場になりますし、産卵場所にもなります。これをきちんとつくるということは、沿岸漁業

にとって非常に重要な藻場の大事な作業でありまして、ぜひホンダワラのほうもきちんと調べた方が

良いと思います。 

 それから、私はきょう来たばかりですが、例えばこのあたりにもしかしたら、沖縄モズクの養殖場

がないでしょうか。とすれば、そこらへんのこともきちんと見ておかないと、今までは調査してなか

ったけど、工事が終わったあとにモズクに影響が出たということになると、対応のしようがありませ

ん。モズクも産業的にも重要なわけですし、お考えになったほうがよろしいかという印象をもちまし

た。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 事務局のほうからはよろしいですか。 

○事務局（長田）  調査項目につきましては、今後、またご相談させていただきたいと思います。 

 今までのアセス書に基づいた形で記載していますが、工事の影響として考えられる項目をあげてい

ます。ご指摘のとおり、ほかの影響部分が何かしらあれば、その項目については少し検討させていた

だきたいと思います。 

 それから、一応９ページの事後調査の関係で、年２回というのは少なすぎるという話でしたが、埋

立工事が終わってから、上物の土地利用が始まってからの話なので、現段階ではあくまで構想として

ご理解いただけたらなと思います。 

 それから、周辺の環境への影響、特に海草藻類についての影響については、ご指摘の点、まだホン

ダワラとか、モズク関係の影響、環境影響評価の中では潮流等のシミュレーションである程度押さえ

てはいるつもりですけれども、その栄養塩への影響、そういった点についても今後検討項目として、

事務局のほうでも検討させていただきます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ワーキングの段階でより詳細な項目を検討していただけたらと思います。 

 さて、検討体制については事務局から三つのワーキンググループの設置が提案されました。 

 ３ページ目には陸域と海域と海草、藻類の移植・保全ワーキングというこの三つのグループに分け

て設置してはどうかという提案でございます。この体制でやっていってよろしいでしょうか。 

          （「はい」と言う者あり） 

 ありがとうございました。 

 この三つのワーキンググループで進めてまいるわけですが、中心となってそれぞれとりまとめてい

ただく委員の先生を決めておく必要があるかと思います。 

 この点で事務局のほうに、何かお考えございますでしょうか。 

○事務局（小田部長）  それでは、事務局のほうで考えております素案と言いますか、腹案がござ
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います。 

 それぞれのワーキンググループのとりまとめをお願いする主査の委員の方でございますが、陸域環

境整備のワーキンググループにつきましては、池原委員、海域環境整備のワーキンググループにつき

ましては、本日、ご欠席でございますけれども、岡田委員にお願いしたいと考えてございます。 

 海草・藻類移植保全ワーキンググループにつきましては、野呂委員に主査をお願いしたいと考えて

いるところでございます。 

 そこで、岡田委員についきましては本日ご欠席ですが、先日、きょうの委員会資料を事前説明させ

ていただきました際に、これは事務局限りということでお伺いしたんですけれども、主査を引き受け

ていただけるかどうかを打診させていただきました。それで岡田先生からはご内諾をいただいている

ところでございます。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの事務局の考えについて、陸域については池原委員、それから海域については岡田委員、

海草・藻類移植については野呂委員というご推薦がございました。岡田委員については、ご本人の内

諾を得ているということでございます。 

 どうでしょうか。ただいまの三つのワーキングをとりしきる委員を、事務局推薦ということで、ご

本人の承諾も得ていただきますけれどもよろしいでしょうか。 

           （「はい」と言う者あり） 

 ありがとうございました。 

 事務局推薦に基づいて、それらの方々にとりまとめのお仕事をお願いいたしたいと思います。 

 さて、本日のこのお集まりの委員の中で、どのワーキングに入りたいという希望があれば、この場

で発言いただいても結構でございますし、またあとで事務局のほうに連絡いただいても結構でござい

ますけれども、特にここに入りたいというご希望についてはいかがでしょうか。 

 後ほど事務局のほうから相談していただいて、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○事務局（小田部長）  それでは、主査の方以外のワーキングのメンバーにつきましては、今後、

主査の方と個別に相談させていただきまして、メンバーの選定をさせていただきたいと考えておりま

す。 

 両先生、よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  ワーキングの主査の方には、大変お忙しいところ恐縮ですが、事務局からワーキ

ングメンバーの選定、あるいは運営方法、スケジュール等については相談があると思いますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 さて、時間も予定の時間をオーバーしてしまいましたけれども、以上で本日の議事は概ね終了とい

うことでございます。 

 本日の委員会全体を通して結構でございますけれども、何でも結構ですので、ご質問、ご意見等ご

ざいましたら、最後に承っておきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。 

○吉野委員  調査のことなんですが、それぞれ細かく区分されていて、例えば珊瑚だとか、藻場だ

とか、いろんなふうになっています。中城湾については、トカゲハゼがいるとか、クビレミドロがい



 

１

るという、そういう生物がいるということだけではなくそういう生物を育む環境が大事だと思うんで

すね。 

 環境と言った場合に、個々の生物がばらばら生きているわけではなく、太陽エネルギーを基にして、

一つの生態系ができていますが、個々の調査の関連性を見る項目がないと思われます。調査区分はば

らばらで、ここの生態系はどういうものなのか、何が重要なのかということが見えてこない。ですか

ら、総合的に横の連関を見ていくような調査、まとめ方を工夫していただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、予定の時間もオーバーしておりますので、これで委員会を終了しまして、あとのスケジ 

ュールもあるようですので、進行を事務局にお返しします。 

 

 

 

３．閉３．閉３．閉３．閉        会会会会    

 

○事務局（小田部長）  それでは、眞榮城委員長、どうもありがとうございました。 

 委員の先生方、ご熱心にご討議いただきまして、どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局からこのあとの予定について連絡させていただきます。 

 このあと約１時間程度現地視察がございます。視察コースとしましては、比屋根湿地、泡瀬の通信

基地の手前のところで現地を見通せる場所、クビレミドロの室内培養実験を予定しております。また、

新港地区の人工干潟も予定しております。 

 そのあとこの会場で、懇親会を１時間程度開催したいと思っております。お時間のご都合が許す方

は懇親会のご出席をお願いいたします。 

 また、次回の委員会でございますが、平成12年度は今回限りとさせていただき、平成13年度の第

１回目は、５月を想定して今後日程調整を行いたいと考えております。 

 これで第１回委員会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。 


