
 

 

１

  平成１３年度 第1回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会 
議 事 録 

 

 

開催日時：平成１３年６月１１日(月)午後１時８分～午後４時３分 
  開催場所：沖縄市福祉文化プラザ ２階 交流ホール 

 

 

（１）開   会 

（２）主催者挨 

（３）出席者紹介 
 

（資料１についての討議） 

 

○眞榮城委員長  ただいま平成 12 年度環境監視調査結果の概要ということ

で、資料１を説明いただきました。資料１についてご討議お願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○野呂委員  海藻草類のことが 21 ページ、22 ページに書いてありまして、

22 ページにはリストが載っております。表－２．８ですけれども、表－２．８

の右欄に環境影響評価時の出現種が載っていますけれども、これをきちんと種

まで落としてリストにしてあげていただくと、あとで中間評価、それから事後

の評価のときの対象になりますので、非常に便利かと思います。 

 もちろん枠取りの調査も重要なんですけれども、量的に少なくてもどういう

種類が生えていたかというのがリストにありますと、変化を推測する手がかり

になりますので、もしもできたら他調査での出現種のリストというのを、お出

しになったらいかがでしょうかという気がいたしました。 

 私の専門ではありませんが、魚類のことがありました。64 ページに魚介類と

甲殻類の状況がありましたけれども、ご説明によりますとここは多分、比屋根

湿地のものではないかと思うんですけれども、このような甲殻類とか魚類のリ

ストというのは、埋め立てをするところではおやりになってはいないんでしょ

うか。 
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○事務局(長田)  まず１点目ですけれども、海藻草類の部分ですが、調査の

中で継続していると思いますので、そのあたりちゃんと整理したいと思います。 

○事務局(細谷)  補足的に説明いたします。海藻草類の詳細な調査結果とリ

ストを合わせて干潟生物のリスト及び干潟に出現する干潟性魚類のリストを見

て、追加的に補足的に調査をしております。 

 平成 12 年度に１年間調査した結果として、いわゆる種のリスト、インベント

リーを作成いたしまして、結果の方は整理してございます。 

 資料の方はまた後ほど整理してご提示したいと思いますが、一応全部すべて

の標本につきまして整理をしてますので、出現種のリストに対応する標本はす

べて残してあります。 

 それで今後の監視調査の結果と合わせて、比較できるような検討をしており

ます。 

○眞榮城委員長 どうぞ。吉野委員。 

○吉野委員   同じようなことなんですが、干潟生物詳細調査結果というこ

とで、55 ページに動物のリストが出ています。 

 特に、軟体動物が出ているんですけれども、なかなかこれは専門家でないと、

分からないですね。ただ、私は専門ではありませんけれども、これを見ますと、

分布の点でかなり面白い軟体動物が見かけられるんです。 

 例えば魚におけるトカゲハゼのように、沖縄以外ではあまり見られないもの

がありますので、できましたら一般の方にも分かるように、それぞれの種類は

どういう分布をしているのかを整理し、分布の点から稀少なのかどうなのかが

判断できる資料を作成していただきたいと思いました。 

○事務局(長田)  範囲は、どのあたりまででしょうか。 

○吉野委員  アジアですね、極東域でしょうね。 

 というのは、これは私の仕事でやっていることとかかわるんですけれども、

実はこの中城湾には、かつて琉球列島が大陸とつながっていたときに、その残

存と言うんですか、遺存ですね、そういう種類が結構いるんです。魚でいきま

すとトビハゼとトカゲハゼがまさにそれですね。それが軟体動物のリストにか

なり見られるのです。そのうちのいくつかはＷＷＦの報告書にも出ております

けれども、資料としてまとめていただきたいと思います。 
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○事務局(長田)  今のご意見を踏まえて、分布域のわかるリスト等をつくっ

ていこうと思います。 

 ただし、現状での知見に基づく整理は可能だと思うんですが、他の地域の調

査までというと、私どもの立場を越える部分もございますので、中城湾とその

周辺を対象に既存データをもとにすれば可能だと思います。そういう観点でよ

ろしいでしょうか。 

○吉野委員  同定をきちんとやってください。非常に微妙な種類があるんで

す。既存の図鑑だけであてはめることはせず、できたら分からないところは専

門家の意見を聞いて同定し、この分布はどうかということも、情報を集めてや

っていただきたいと思います。 

○事務局(長田)  そのような形で対応したいと思います。 

○高江洲委員  泡瀬第３自治会の高江洲です。 

 干潟の範囲についてですが、沖縄市から、干潟は 82％残るという話が出てい

ますが、ある団体から言えば、ほとんどの干潟は失われるという話もあります

けれども、実際、沖縄市では 82％は残る。その範囲がどこからどこまででしょ

うか。 

 中城、北中城も相当大きな干潟があります。そこらの線引きがどういうふう

にされているのか。干潟の定義ですね、それを教えていただきたいと思います。 

○事務局(長田)  今回の調査では干潟の定義を、干満の差の一番大きいとき

の平均低潮面から満潮面の間ということで、調査を行っております。 

 したがって干潟生物の調査範囲は、泡瀬の通信施設の先の方から総合運動公

園の南端部分までなので、約 260ha 干潟があるということになります。 

 今回、埋め立てで消失する部分というの約 49ha ぐらいですので、そこをとっ

て８割程度という話を、沖縄市さんがされているのだろうと思います。 

 環境庁の定義とか、いろんな定義があるんですけれども、通常一番潮が引い

た時の平均値でやっているので、今回の調査でもそうさせていただいておりま

す。 

○眞榮城委員長  基礎的なことですので、できるだけ分かりやすい表現でお

願いしたいと思います。 

○金本委員  干潟の範囲に関連しますが、21 ページの St.1，St.2，St.3，St.4，
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St.5 は干潟ではないと思います。22 ページの方を見てもらいますと、St.1 は

他の地点よりマツバウミグサが多いので、やや浅く干潟に近いかもしれません

が、ほかのところは深いような気がするので、水深を示す資料がありましたら

お願いいたします。 

○事務局(長田)  手元にデータがないんですけれども、計測しておりますの

で、提示させていただくようにいたします。 

○仲座委員  基本的なことをお聞きします。先ほどの高江洲委員からあった

んですが、干潟の８割は残るということに関しての説明がありましたけれども、

一方、生物相とかの面から見たときに、２割というのはどういう意味をもって

いるんでしょうか。面積は８割ですが、生態系から見たら 99％になるとか、あ

るいは逆に 10％になるんだとか、そういう点はいかがですか。 

○事務局(長田)  まだ説明はしていませんが、資料の２のⅡ－23 ページで、

今回の干潟の範囲で 260ha というのはこの色のついている部分、干潟の土の性

質からみて、礫質から細砂質、粗砂質、泥質の部分で分布しているという状況

でございます。 

 基本的に各干潟で、消失する部分も当然あるんですけれども、全くなくなる

というのは今回ないというふうに考えてございます。 

 実際、なくなってしまう部分がどの程度生態系に及ぼす影響があるのかとい

った点は、なかなか難しいお話だと思います。今回、埋立地ができて、潮流と

か、水質等の面で、現状に大きな変化はないだろうということで、残された干

潟の部分、それ相応に保全されるんではないかというふうに考えております。 

 生物につきましては、底生生物等調査をやっておりますので、今後追跡調査

を行ったうえで、埋め立てに伴う影響を把握していきたいと考えております。 

○仲座委員  埋めるにせよ、どうするにせよ、現状というものをきちっと把

握しておかないといけないと思います。私は生態系の専門ではありませんが、

この埋立区域に入る干潟部分は、生態系から見ても面積比ぐらいのウエイトを

もっていくという認識をもってもいいということですが、その程度のウエイト

をもってきますよということの理解でよろしいんでしょうか。 

○仲座委員  吉野先生いかがでしょうか。 

○吉野委員  なくなる部分の質の問題だと思うんです。これは単純に面積で
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表せなくて、実際に今まで果たしてきた機能、また、そこにいた生き物、それ

に実際上どの程度影響があるか。それは埋め立てがもし行われた場合に、その

失われる部分だけの話ではなしに、そのまわりに与える影響ということも考え

なくてはいけない。 

○事務局(長田)  先ほど言いましたとおり、環境影響評価の中で、埋立地が

できた段階での潮流とか水質とかの予測を行ったうえで、その残された部分の

影響というのは、それほど大きくないだろうと予測しましたが、環境監視調査

を続けて、その予測が妥当であったかどうかを確認する必要があると思ってお

ります。 

○金本委員  さっきの干潟の件ですが、もう１回 21 ページを見てもらって、

埋立地のところが点線で囲ってあるんですが、通信施設の南側のところにちょ

うど砂洲がありますが、今回の埋め立てで、この砂洲がなくなるように思える

のですが、仲座先生、そういう予測資料があれば、教えてほしいですが。 

○事務局(長田)  潮流等の計算では、埋立地ができることによって波当たり

が弱くなり、砂洲自体は残ると考えています。 

○仲座委員  せっかくのご指名ですので、私からも。私の想定では砂洲がそ

のままの形で残るということはなく、形状はがらっと変わっていくんじゃない

かと思います。 

 ただ、砂浜そのものが完全になくなっていくかと言うと、それはちょっと分

からないんですね。ただ、形状はそのままの形では安定しないだろうという気

はいたします。 

○金本委員  そうすると、私の研究歴から考えると、海藻分布をみるとここ

は外洋性の高い海域じゃないかなと思うんですが、埋め立てで、流れが弱くな

るんでしたら、橋のかかっている部分とかが、非常に富栄養化して、生物があ

まりいなくなるかもしれないと考えているんですが、本当に流れが弱くなって

しまうんでしょうか。 

○事務局(長田)  人工島と陸域に挟まれた 200ｍの水路部分については、潮

流自体は若干強くなる方向だと思います。計算結果では、１回の潮汐で大体

60％の水が入れ替わるという結果が出ておりまして、水が溜まっているという

ことはないと考えております。 
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○仲座委員  今の関連でぜひお願いしたいところは、14 ページにある水質調

査監視地点なんですけれども、沖側だけに配置されていますので、200ｍの残っ

た水路の部分にあと４点ぐらい配置して監視していかれたらと思います。やは

り最も影響を受ける内側のほうで水質監視をやられたらいかがかと思います。 

 それと同時に、水質もそうなんですけど、51 ページにある底質の点も併せて、

今の残る水路の部分、最も影響を受けそうだと思われる地点で、少なくとも４

点以上は配置して監視されたらと思います。 

 あと、もう一つだけついでに言わせていただきたいと思います。 

 19 ページに、オカヤドカリの監視調査結果というのがありますけれども、こ

れで確認させていただきたいのは、調査期間が平成 12 年 11 月 29 日から 30 日

で、これはよろしいでしょうか。 

○事務局(長田)  はい。 

○仲座委員  そうですか。冬場ですのでヤドカリの調査をやるというのであ

れば、やはり４月、あるいは６月から 11 月の間、むしろその期間にやっていた

だかないと、あまり本物を見ていることにはならないと思います。以上です。 

○事務局(長田)  いろいろご指摘があったので、調査内容を検討させていた

だきまして、またご報告させていただきたいと思います。 

○長嶺委員  大里の長嶺です。 

 先ほどもありましたけど、水質調査の 14 ページです。比屋根湿地帯への流入

河川、泡瀬地区に流れ込む川があると思うんですが、川の水はその状況がだい

ぶ違ってくると思いますので、できたら流れ込む河川水質、土壌も調査の対象

にしてはどうかと思います。 

○事務局(長田)  分かりました。調査内容をもう少し検討させていただきま

して、また提示させ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。 

 これは 12 年度の環境監視調査結果の報告でございまして、事前調査と工事中

の調査を含めていろんな調査の仕方等についてもご意見も出ておりますので、

次のワーキンググループの検討課題になるかと思います。一応 12 年度の結果の

概要については以上で、先に進めてよろしいでしょうか。また戻られても結構

でございますので、では進行したいと思います。 
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 それでは、資料２の説明よろしくお願いいたします。 

 

      （資料２についての討議） 

 

○眞榮城委員長   資料が大変膨大で、時間も経過しましたので、休憩した

ほうがよろしいんじゃないかと思います。５分ぐらい。 

○事務局  それでは、休憩をはさんで進めさせていただきます。 

○眞榮城委員長  では５分ほど休憩いたします。 

              (午後 2時 53 分 休憩） 

              (午後 2時 58 分 再開) 

○眞榮城委員長  それでは、再開いたします。 

 ただいまの資料２について、ご説明いただいたわけですけれども、ワーキン

ググループにおける検討成果ということでございます。 

 陸域、海域、海藻草類という三つのワーキンググループがございますので、

それぞれ順を追ってご討議お願いしたいと思いますけれども、まず、１ページ

から５ページほどまでは、前回も提示されましたけれども、ワーキンググルー

プの基本的枠組みということになっております。確認しておきたいことがあり

ましたら、よろしくお願いいたします。 

 じゃ、この章はまた何かありましたらのちほどご指摘いただくことにしまし

て、まず陸域環境整備ワーキンググループにおける検討成果ということで、黄

色い合い紙の入ったところからでございます。 

 まず、その点についてご討議いただきたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

 仲座委員、何か補足ございますか。 

○仲座委員  特にありませんが、Ⅰ－15 ページの今後の検討事項ということ

で、海浜安定性については大きな問題はないということですが、大きな問題は

ないというのは、あっても技術的に対処可能であるということで酌み取ってい

ただければと思います。 

 やはり人工的につくるものですから、それに対しては技術的に対処可能であ

るということですね。 
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○眞榮城委員長  ここでは、基本理念でオカヤドカリを一つの指標にして、

陸域と海域が自然的、一体的整備を図りたいという理念で、あとはもう整備の

方針といった、整備にあたっての配慮事項ということだと思いますね。 

○岡田委員  海域ワーキングの主査を担当させていただいております岡田で

ございますが、陸域のほうでオカヤドカリの生息環境を、今後考えていくんだ

ろうと思いますが、そのときに野鳥園とどういう関係になるのか。私はオカヤ

ドカリは野鳥に捕食されるのかどうかよく知らないんですが、海域ワーキング

のほうからの情報もできる限り、早くお出しするようにいたしますが、人間と

オカヤドカリの棲み分けは一応あるようですが、オカヤドカリと野鳥はどうな

るのか、そのへんのところを、専門の先生から意見をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○事務局(長田)  両者、基本的に現状と同じような形で共存はできるんじゃ

ないかなと考えているところです。 

 ただ、生態面のご専門の先生方に確認したうえで整備を図っていきたいと考

えております。 

○吉野委員  今のオカヤドカリの件ですが、陸域ワーキンググループでやら

れていますのは、埋立地内ですが、埋立地外の泡瀬側の方の海浜は入っている

のでしょうか。 

○事務局(長田) ４ページにはおよその各ワーキンググループの検討対象を入

れてございます。海浜緑地ならびに人工海浜と書いてありますけれども、この

部分を検討対象をということではオカヤドカリについては考えております。 

 また、埋立地の外周緑地についても、陸域環境整備のワーキンググループの

方の検討対象でございます。ただし、周辺については砂浜というよりは護岸構

造になっておりますので、オカヤドカリ類の生息場として、海と陸とのつなが

りという観点からみると、海浜部分で整理しております。 

○吉野委員  海浜部分というと、現在の海岸線ですか。 

○事務局(長田)  現状の海浜部は環境監視調査では入ってきておりますけれ

ども、陸域ワーキングの検討対象ということでは考えておりません。 

○吉野委員  そしたらその場合、オカヤドカリのメインの棲み場所は、どこ

と考えておられるんですか。埋立地の中ですか。 
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○事務局(長田)  埋立地と周辺海域で、今回考えております。 

○吉野委員  私の感じでは、現在棲んでいる場所の問題の方が大きいと思い

ます。埋立地にそういうものを創造するかどうかというのは、埋立地の土地利

用を総合的に考えて検討することですが、それよりも現在の海岸線をオカヤド

カリが自然の棲み場所としているわけです。どうでしょうか。 

 オカヤドカリの生息する現在の海岸線の状況をどういうふうにしていくので

しょうか。 

○事務局(長田)  埋め立て等で現状の海岸の改変というのは考えてはおりま

せん。 

○吉野委員  そうしたら、埋立地に新たにオカヤドカリを移すとか、またそ

こに自然に増えてくれるのを待って、それが海と行き来するのを妨げないとい

う、そういうことを考えておられるんですか。 

○事務局(長田)  ご指摘のとおり、考えております。 

○吉野委員   埋立地で新たな生息場所が創成される、そういうところでオ

カヤドカリが棲める、それは結構なことだと思うんです。だけど、今棲んでい

るところの保全措置も合わせて検討すべきだと思います。 

○事務局(長田)  そもそも土台になっている港湾環境計画では、主に新たな

環境を創造する部分を対象に検討しており、今回ワーキンググループでも検討

させていただきましたが、現状の海岸は監視調査結果を踏まえ検討いたします。 

○仲座委員  今の話は先ほどの説明した平成 12 年度の環境監視調査結果と

もかかわりあっていて、資料－１の 19 ページの現在の海岸線については St.17

から St.20 に関してモニタリングしていくということですよね。この埋立地の

影響負荷が、どういうふうにオカヤドカリの生息に及んでいくかというモニタ

リングをやっていくということですね。 

 それから、今、説明されたのは、人工ビーチや緑地帯、海岸線をつくってい

くときに、オカヤドカリも棲めるような海岸線を目指して形成していくんだと

いう理解でよろしいですか。 

○事務局(長田)  はい。 

○仲座委員  ですから見捨てることにはなっていないということなんですね。 
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○事務局(長田)  おっしゃるとおりです。 

 人工海浜をつくっていく場合においても、今のオカヤドカリの生息地の調査

を行ったうえで、知見を反映してつくっていくことをワーキンググループの中

でもご検討いただいているところでございます。 

○吉野委員  資料－１の５ページにオカヤドカリの調査地点がありますが、

埋立地ができた場合にどう変化するのか、それともここにいるものを保全して

いくのか。それは一つの大事な観点だと思います。 

○事務局(長田)  保全するためには監視調査を続けていくことにしておりま

す。必要に応じて保全措置を検討します。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

○仲座委員  ここで確認させてください。 

 資料－２のⅠ-7 をご覧いただきたいんですけれども、当海域の利用形態とい

うのがありまして、こういう具合に人々に利用されているという現状があるん

ですね。非常にこのデータとしては面白いデータで、中城湾の全体で見通した

ときに、今こういうふうに利用されている海域がほかにあるのかどうか、これ

が埋め立てられた後、それがどこで補償されるのかを、ぜひ提示していただけ

ればと思います。 

 今後のお願いなんですけれども、ぜひこれだけの利用がされている場を、ほ

かに求めるとすると、こういうところもありますよ、というところを示してい

ただければ非常に有り難いと思いますね。 

○事務局(長田)  検討させて、また提示させていただければと思います。 

○古川委員   このワーキンググループの役割というものの確認と、ご提案

を一つさせていただきたいと思うんですけれども。 

 このワーキンググループの役割というのは、それぞれメニューとして出され

ている環境創造の技術的な担保ができるのかどうかということや、それが本当

に環境創造事業として生態系の保全という立場から、意味があることなのかど

うなのかということを確認する、検証する、技術的に検討するというのがワー

キンググループの役割と思っております。 

 ただ、対象区域の埋立地に実際につくる、この資料２の４ページ目のところ

で、すでに人工干潟がここ、人工海浜がここ、緑地がここという形で分けられ



 

 

１１ 

ている、この場所に関して検討しなさいよということで、前提条件が与えられ

ているものですから、ワーキンググループの報告といったものが、つくるもの

はこういうものができますという視点になると思うんです。そういうことで吉

野先生の危惧が出てきているのかと思います。 

 前半の議論の中でも、「この湾全体での生態系のロスというのはどれぐらいな

んでしょうか」というご指摘が、仲座先生の方から出されておりますけれども、

このワーキンググループの検討事項の一つとして、今、ある生態系と比べて、

またロスする生態系と比べて創造する生態系というのがどういうふうに位置づ

けられるのか、定量化は難しいかもしれませんけれども、ロスする側の生態系

を見る視点と、保全する手法を考えているグループの視点が同じモノサシを使

わないと、比較にならないということがあるかと思いますので、ワーキンググ

ループの中での検討事項の一つとして、全体の生態系との位置づけをしっかり

見るといったことを付加されてはどうかと思いますが、これはご提案です。 

○事務局(長田)  私どもとしても、資料等を提示いたしますので、広範囲の

観点からご議論いただくため、先生方の意見がそういう方向であれば、検討項

目を付け加えるよう検討します。 

○仲座委員  先ほどの５分間の休みの時間に、私、吉野先生と実は雑談して

いて、もう一つワーキンググループの追加を検討されたらというお話をしてい

たばかりなんで、タイミングいいご提案だと思います。 

○事務局（橋立）  もしそういうことで、ご提案いただければ私どもそうい

う方向で対応したいと思いますので、ぜひご指導よろしくお願いしたいと思い

ます。もともと、これは新たな創造だけじゃなくて、工事に伴ってどう環境を

監視していくかということも大きな目的でございますので、先生方からの提案

への対応を早急にやりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○眞榮城委員長  ただいまのご提案にもありましたけれども、あとの二つワ

ーキング資料を終えてからお諮りしたいと思います。資料－２の方では、これ

から創造してくるようなワーキングの内容というのが芯になっているようです

が、海域・陸域等の環境監視も重要という気がいたします。 

 それでは、あともありますので一応、陸域の方は以上にしまして、それでは

海域の方に移っていきたいと思います。 
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 めくって黄色い合い紙がありまして、Ⅱ－１というところからでございます。

よろしくお願いいたします。 

○野呂委員  クビレミドロのことについて、ちょっと感じたことを申し述べ

ます。 

 クビレミドロに関しては、まだほとんど分かってなく、分布区域がやっと分

かって、それから生活史が大体おぼろげに分かっている程度で研究の手がつい

てないということが一つはあるんですけれども、これを人工的に生やすという

のは、かなり大変なことです。 

 ただ、私、ここの泡瀬のあたりを拝見したところ、かなり生活排水が入って

います。ですからこのままの条件でも、多分クビレミドロというのは、あと数

年もしたら多分、この海域からなくなってしまうであろうというふうな気はい

たします。 

 その面では、例えば、今、培養実験とか、移植実験をやっておりますけれど

も、特に培養実験の方をやるのは、海藻の生態解明にとっては非常に大きな進

展というか、寄与になるという気はいたします。 

 ただそれとは別にそれをやったからといって、その問題をすぐあと３年とか、

５年とか、そういうタイムスパンでもって、すべて明らかにしてそれを増殖し

て、ここらへんの海岸に増やすということは、非常に難しいだろうという気は

いたしております。 

 それから、例えばそれはⅡ－12 ページに模式図でもって環境創造地を書いて

あります。黄色の格子状で書いてありますけれども、これはあくまでも模式図

だと思うんですけれども、こういうふうな場所はどうしても泥っぽくなりやす

いところですから、クビレミドロが生える場所には適さないでしょう。特に水

路のあたりとか、消波構造物で囲ったあたりとかというところは難しいという

気がします。 

 それから、卵を室内で培養し資料－１の 41 ページに書いてあるように、いろ

いろ実験をなさっているんですけれども、結局、発芽がなかった。これに関し

ては、後で個人的にこれをやった方にどういう条件で実験をなさったのかとお

聞きしたいとは思っているんですけれども、何か特殊な発芽機構を持っている

のではないか。普通の藻類でしたらこういうことをやると、全部は発芽しない
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にしろ、１割、２割ぐらいは発芽して、それを手がかりにどうやって成長させ

たらいいかが分かるんですけれども、海に馴れておられる方がこれだけの実験

を踏んでやって、発芽しなかったというのは、本種の増殖は難しいことではな

いかなという気がします。 

 ただ、これ試験管で、もしかしたら栄養細胞を培養することができますので、

もしかしたら無菌状態で試験管の中、もしくはシャーレの中で栄養細胞を培養

しておいていただければ、種が滅びるということには最悪の場合はならないん

じゃないかという気はします。 

○事務局(長田)  クビレミドロについては、昨年から実験を始めたばかりで、

ご指摘のとおり、まだうまくいってない状況でございます。引き続き調査の方

を行っていきたいというふうに考えております。 

 実際、クビレミドロの方の生育区域というのが、陸に近い、いわゆる２期工

事の方ですので、そちらの方を着手までにそういった移植を可能にできればと

いうふうに思っております。 

○野呂委員  もう一つ、野鳥のことなんですけれども、もともとここは南か

ら北に渡る野鳥の休憩地としているんだと思うんです。そうすると、この野鳥

というのは干潟全体に結局舞い下りてきてそこにいるベントス、底生生物を食

んで栄養をつけて、また隣のところに飛んでいくという中継基地と思うんです。

そうすると中継基地が比屋根干潟に押し込められるように受け止められるので

すが、これは野鳥にとって、いいサンクチュアリなのかと思います。面積的に

いって、あれだけ大きな干潟のところに来て食べるベントスの量に比べると、

残った干潟のベントスの量というのは、限られるわけですから、この量で収容

できる野鳥の数というのは、どうなのかという気はいたします。 

○眞榮城委員長  よろしくお願いいたします。 

○事務局(長田)  野鳥園のほうですけれども、現状として土地利用のほうか

らここで計画しています。 

 ６月７日に海域ワーキンググループがあったんですけれども、周辺の干潟と

の連携を考えていく必要はあると思っております。 

 そういったことも踏まえながら、この検討の方を行っていきたいというふう

に思っております。 
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○野呂委員  そうしますと、仮に埋立地の中に野鳥のサンクチュアリのよう

なものを一角つくるとか、そうすれば例えばオカヤドカリにとっても、海岸近

くにモクマオウがいっぱい植えてあって、とってもハッピーだと思うし、それ

からそういうモクマオウなんかの林ができれば、その前の砂浜と言うか、シル

ト質の浜に、もしかしたら藻類もわくかもしれない。そういうことを考えると、

つくった干潟を全部人間のためだけに利用するのではなくて、そういうふうな

サンクチュアリとするという考えもいいのではないかと思います。 

 それからもう一つは、生活排水が周辺の人家、施設から全部流れるわけで、

そうすると今ですらＣＯＤで汚れているのに、いろんな構造物がつくられてさ

らに汚れるわけでありますから、サンクチュアリをつくると同時に汚水処理施

設をきちんとつくることを考えないと汚れてしまう気がいたします。 

○事務局(長田)  まず最初に、サンクチュアリの観点ですけれども、土地利

用の観点があり、私どもだけですぐそうしますというようにはなかなか言えま

せんので、与条件的なものの中で最大限配慮していくということで考えていき

たいと思います。 

 ２点目の汚水処理ですけれども、現状としてまだ沖縄市自体それほど下水道

の整備が進んでいないというのが現状だと思います。50％か 60％の間ぐらいだ

ったんじゃないかなと思っております。 

 現在、沖縄市さんとしても整備の方を進めておりますので、今後、整備率は

どんどん上がってくるだろうというのが１点。それから泡瀬の方の下水ですけ

れども、これは新港地区のほうの下水処理場のほうで処理するということにし

ておりますので、島自体から雨水とは別ですけれども、汚水的なものはないと

いうふうに考えてございます。 

○仲座委員  今、野呂先生がおっしゃられた生活排水という面は、非常に重

要で、もしあそこに水路を残して、それを保存するというのであれば、陸から

の負荷量を極力止める。ぜひ沖縄市側には、自然海岸を保全していくのであれ

ば、陸域からの負荷をどうするかというのは、現時点でもう戦略的に考えてお

く必要はあると思います。 

○高江洲委員  今、意見が出たとおり、一応こちらに住んでいる者の感覚と

しては、以前に比べますと、干潟は非常に悪くなってきているんですよ。それ
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は干潟の奥の陸地は以前はすべて湿地帯及びアシの原、無人地帯だったんです。

それがここ 10 何年かのうちに全部住宅、店舗、そのほかできまして、その生活

排水は直接、間接に比屋根湿地帯・海に流れ込んでいるような状況ですので、

悪くなるのは当然だと思います。 

 それで環境をよくするためには、やはり陸の環境をまず調査してから、海に

直接流れ込む前に浄化するということが必要ではないかと思っております。今、

先生が言われた指摘は本当にそのとおりだと思います。 

○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。 

 時間もあまりありませんので、次の海藻草類移植の方に移りながら、また、

まとめて結構でございますから、移らせていただきたいと思います。 

 Ⅲ－１から、黄色い合い紙のところでございます。海域とともにご検討いた

だければというように思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  野呂先生、補完することはございますか。 

○野呂委員  ここのワーキンググループは、私が主査として参加しています

が、事務局がおっしゃったことに補てんする感じで言いますと、５月２４日に

集まりがありまして、かなり議論がありまして、平たく言えば本当にアマモが、

海草が移植しても生えてくるんだろうかという、基本的なところが問題になっ

たわけです。 

 これも実はさっきの海藻と同じように非常に難しいとは思います。植えたか

らといって、私は生えてくる確率は決して 100％ではないと、個人的には何の

根拠もないんですけれども、生えてくるか、生えてこないかの確率は半々ぐら

いがいいところかなという気がしています。というのは、過去何十年、何百年

の歴史がありまして、そこにアマモが生えている、生えていないというのが決

まっているわけですから、すぐに種がきたから、生えるというわけにはいかな

いだろうなという気がいたします。 

 ただ、そのときに、生えているところの水深、底質、それから流れ、そうい

うものは大体今回の調査で分かっているわけです。そうすると流速、水深、底

質がどういうところではいっぱい生えている、少ないか分かるわけですから、

この海域の図をつくり、それを三つ重ね合わせたところ、いわゆるＧＩＳの手

法になるわけですけれども、そういう意味で生える可能性のあるところをもう
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１回、机上で考えて、そこにもう移植するしかない。学問的に裏付けされて生

えるとか、生えないとかということをきちんと言えない段階ですので、ある意

味ではカケのようなところがありまして、そこは行政的な判断だと思うんです。 

 ただ、防波堤が沖にありまして、その防波堤の陰はかなりアマモが生えてい

るところがあります。アマモというのは意外とそういう人工物の陰の微妙に潮

流が変わったところにぽっと出てくるということもありますので、意外と人工

物の影に出てこないとも限らない。バケット法にしろ、これは試行してみない

と分からないと思っております。 

 時間的な、それから労力的な検討の余地があるんだったら何十ヘクタールも

いきなりやるんじゃなくて、１ha ぐらいで試してみるという手ももちろんある

わけですけれども、そこらへんは行政的に可能なのかどうか。 

○事務局(長田)  移植場所の選定ですけれども、きょうは資料をちゃんと用

意していないんですけども、水質、底質、流れ、そういったものを全部考慮し

たうえで、今の点が最良であろうということで移植地点を決めてございます。

その辺データをきちんと整理したいというふうに思います。 

 ご指摘のとおり、なかなか難しい点もあるかと思います。ただ、実際移植し

たものについてある程度の活着がみられるということで、今回、機械化の手法

で移植を進めていけたらというふうに考えております。それについては、移植

後きちんとモニタリングしていくということも、当然ながら対応したいという

ふうに思っております。 

○吉野委員  海草についてはあまり分からないんですけれども、今まで海草

藻場の造成に関しては、あちこちでやられていると思うんです、世界中で。未

だかつて成功したという例は私は聞いたことがないんです。あるかもしれませ

んけれども。今まで世界各地でやられたそういう藻場造成の大きな問題点、ま

たはうまくいったのか、いかなかったのか。今ここでやられているケース、こ

れが確かに 100％成功するかどうか分かりませんけれども、藻場造成が実際に

どれほど難しいことであるのか、または何を今やろうとしているのかというの

を一般の人に分かるようにしていただけないかなと。何かテクノロジカルに全

部できるような雰囲気になっているようなところがあるんですね。 

 今の野呂先生のお話を聞いて、あ、やっぱりそういうものなのかというふう
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に、われわれが分かる、オープンな情報をほしいなと思っております。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。この点については金本先生、よ

ろしくお願いいたします。 

○金本委員  私の力不足を言われているようで、誠に恥ずかしいです。 

 今のところ底質と水深とかということについては、かなり明らかになってき

たんですが、生えないところには同じ水深でも全く生えないで、それは砂の動

きとかそういうのがあるらしいということは分かってきて、研究中の段階です。 

 それとさっきのことに関連しまして、この前５月２４日のワーキンググルー

プでも話したんですが、防波堤の近くに移植するということで、その場所の選

定がよく私には理解できないんです。移植したすぐあとに航路を掘るみたいで

すし。それから移植地は比屋根湿地から非常に離れているので、移植地と比屋

根湿地の間に埋立地をつくって、また野鳥サンクチュアリが西側の方になると

思いますので、それを考えますと、餌場として移植地が適当なのかどうか、な

ぜそこを移植地に選定したのかご説明いただきたいんです。 

○事務局(長田)  先ほどと重複するんですけれども、今までの調査研究の成

果、それを踏まえて重ね合わせていって、一番海草が生えやすい適地というの

は、このへんだろうということで選定したものでございます。 

 今回、詳しい資料は載せてないので、一般の方にはちょっと分かりづらい、

ご指摘のとおりだと思いますので、そのへんきちんと整理したうえでまた提示

したいと思います。 

○仲座委員  これまでの説明を聞いて思うことは、非常に事務局サイドのご

苦労が伝わってきます。調べた結果に対して非常に、深いところまで調べられ

ているということは、伝わってきますけれども、もう一段かなと、やはり具体

的になってくるともう一段、難しいところがあるのかなという気がしますね。

やっぱりこれまでは総論で、各論というか、やはり目の前にしてきたときに、

難しさがあるというふうなことを感じます。やっぱりあれだけの海域を埋める

んですから、物理的にも流れ的にも、あるいは生態系にとっても影響がないと

いうことはないだろうし、影響としては計り知れないと思うんですよ。その計

り知れない影響がどこまで及ぶのか、あるいは現在もっているポテンシャルは

何なのかというのをきちっとやっておいて、そこに何か構造物ができたときに、
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それが今までのものが何をやっていたのかというのが分かれば、その対策とい

うのも見えてくるんじゃないかと私は思うんですよ。ですから、ぜひ、難しい

問題は難しい問題として置いておいて、今あるこの場所のポテンシャルをもう

一段、再評価が必要かなという気が私はいたしますね。 

 それとあと、200ｍ残したというのも希望的観測で、将来 200ｍぐらいあれば

いいだろうと思うんですけれども、現在ある新港地区と比較したときに、今あ

るのが 100ｍぐらいですか、それを２倍にしたときに、70ｍでも、それを２倍

にしたときにそのまま保全されていくというのはとても思えないんですね。 

 先ほど私が申しましたように、沖縄市側にとってもそれを保存するという姿

勢であるならば、戦略的な陸側の対策も必要でしょう。それから藻場の移植に

関しても、先ほど来、話が出ているように、何のために移植するのか。今あっ

たものを、今生えているものを保全するために移植するのではないと思うんで

すね。それを移植してそれが従来あった機能を発揮していくというために、私

たちは移植するというふうに考えていいんじゃないかと思うんですね。ですか

ら、それが移植先が防波堤の背後だったときに、将来これが２倍にでも繁殖し

たときに、まわりの生態系にとってこれはどういう働きになっていくのかとか。

これまでの資料に関しては非常にご苦労なさっているというのは、ひしひしと

伝わってきますけどね。これからが大変じゃないかという気がいたします。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 おそらくそういうことだというふうに思います。陸域については、自然への

負荷を今できるだけ、先ほどオカヤドカリという例にもありましたように、そ

れが生息できるような自然海岸に近づけるような形のやり方等、そんなふうな

配慮の仕方もあるでしょうし、海域についても海域の環境と言いますか、先ほ

どの藻場にしても藻場の持っている機能をどう再生していくかというのが重要

な視点だと思いますので、ただ、それが全体としてどうかかわるかということ

を常に考えながら、検討していく必要があるだろうというふうに考えます。 

 いろいろありますけれども、ワーキングのほう大変ご苦労をかけているわけ

ですけれども、そういう形でこれからまた検討いただくというふうな形になり

ます。 

 時間もあまりありませんので、そろそろまとめに入りたいと思いますけれど
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も。 

 １点は、現在進めているワーキングの仕事、それについて先ほどいろいろな

注文も出ました。それも含めて単に埋め立てた陸域という視点だけではなくて、

現在ある陸域の監視も続けながら、環境創造の検討とか、あったわけです。三

つのワーキングのうえに、さらにあと一つ要るんではないかというご提案等ご

ざいましたけれども、この点についても事務局の方でも検討していただくとい

う方向がよろしいんじゃないかと思いますけれどもいかがでしょうか。古川委

員の提案でございましたけれども、今すぐここで設置しましょうということで

はなくて、それを含めてご検討をいただくということでよろしいでしょうか。 

○事務局(橋立)  委員長はじめ皆さんの委員の方でご提言いただければ、わ

れわれはそれに従いたいと思いますので、われわれとしてはやはりよりよい監

視をぜひしていただきたいと思いますし、新たな環境の創造ということも大事

ですし、そういう観点からぜひご指導いただければ、そのとおりにしたいと思

います。 

○眞榮城委員長  もう少しご発言いただきましょうか。古川委員のほうから

一つお願いしたいと思います。 

○古川委員  先ほど提案させていただいた関係から、進め方について、もう

少し具体的なご提案をしたいと思います。 

 各ワーキンググループで自分たちがこういう形にもっていったほうがいいん

じゃないかというふうに議論を進めていく中で、周辺の状況を知らないと、も

のが申せないという認識で、それぞれのワーキンググループの中で、すでにそ

のように動いていると感じております。 

 ですから、具体的に例えば、海藻草類のほうのワーキンググループの方では、

全体の提言の中でも出ていますけれども、全体の分布をまず航空写真で撮って

みて、広域の分布を見てから、そこが本当に適地なのかどうなのかということ

も含めて検討対象としましょうというような提言をしています。 

 干潟の中でも、この資料Ⅱ―６ページ、底生生物がどんな形で分布しておっ

てというような分布状況の調査をされておられるようです。きっとこれの延長

線上に、今失うものはどういうことで、これからつくるものはそれに対してど

んなふうな位置づけになるのか、という検討が進んでいくのかなというふうに
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思っております。 

 ですから、やらなければいけないことが、それぞれのワーキンググループで

すでに始まっておるというふうに、私は見受けられるものですから、今のワー

キンググループの体制の中で検討していくという方が、それぞれを見る立場の

視点が一緒になるということではよろしいんではないかというふうに考えます

が。 

○眞榮城委員長  はい、分かりました。ほかにございませんでしょうか。 

 いずれにしましても、各ワーキングで調査も検討も手がかけているわけです

から、新しいワーキングをつくっても、なかなか難しいと思います。ですから

今のワーキングの中、基本は委員会ですけども、その中から、例えば情報交換

ということで、そのようなワーキングの何名かの方々でご検討いただくとか、

そういうふうなこともできるんじゃないかなというふうに考えます。 

 いろんなやり方がありますけれども、そういう方向でご検討させていただき

たいと思いますけども、いかがでしょう。 

       （「はい」と言う者あり） 

 ありがとうございました。事務局とも相談しながら進めていきたいと思って

おります。 

 今すぐこういう機能、課題をもったワーキングをつくれというわけにはなか

なかまいりませんので、そういうことを検討していきたいというふうに思いま

す。 

 それでは、一応ワーキングが今なさっている仕事は、これまで、今まで出さ

れたことも含めて、そういう形で検討していただくということで了解してよろ

しいでしょうか。 

       （「はい」という者あり） 

 ありがとうございました。 

 先ほど来、出ている課題も含めてご検討いただくということでございます。 

 はい、どうぞ。 

○吉野委員  資料２の４ページ、このへんに人工干潟をおいて、そのへんに

人工海浜をおくということですね。 

 そういうものの位置、面積がもし限られているならば、その機能を最大限に
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生かすようなやり方ですね、そういうものが討議できるのは一体どこなのかと。

各ワーキンググループの中では、それぞれの個々の細かい話になってしまう。

全体のこういう埋立計画の中でそういうものを話し合う場というのは、われわ

れには一切与えられてない。そのへんのところをちょっとお聞きしたいんです

が。 

 例えば、なぜそういうことを言うかというと、野鳥園でしたか、あれが南側

にございますと。２月２８日の委員会議事録の５ページの真ん中あたりのとこ

ろに、 

比屋根湿地とのかかわりあいで、「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」

と。どうも今出ている案では、連携が図られてないように思うんですが、そう

いうものをやっぱり議論できる場というのは、一体どこでやったらいいんでし

ょうかと。 

○事務局(橋立)  貴重なご意見ありがとうございます。 

 できれば、各ワーキンググループの中で、野鳥園なら野鳥園を検討していた

だいている中で、こういう位置であればもっと効果が最大限発揮できる、ある

いはこういう位置だとこうだとか、そういう比較検討も提示していただければ、

その提案に対しまして、われわれ沖縄市とか、沖縄県とも相談しながら最大限

そういう機能が大きくなるようなところで努力していきたいと思いますので、

ぜひワーキングの中で提案していただきたい。 

 各ワーキングの集積がこの委員会に結果が諮られて、全体の調整をやってい

ただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長 よろしいでしょうか。ほかにございますか。それでは、本日

の議事は以上でございます。 

 あと、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○事務局(長田)   事務局の方が参考資料ということで、ホームページに寄

せられた意見に対する見解についてというペーパーを配らさせていただいてお

ります。 

 事業者として、前回の委員会でお話しましたとおり、ホームページでいろん

な意見を受け付けようということで、これまで来た意見についての見解のとこ
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ろでまとめさせていただいております。時間があまりないので、詳細について

は読んでいただけたらなと思います。 

 その際に、意見が来ましたら、事業者の方でまとめて、本委員会に公表する

という発言を前回の委員会でしております。ただ、寄せられた意見が広範囲に

及んでおりまして、委員会に関するもの、従来のアセスとか、埋め立ての必要

性みたいなものに関するもの、またはそれ以外のものという形でいろんな観点

の意見が出ています。そうしたすべてを、この委員会で対応するといったこと

ではなくて、今後は、この委員会の方にお諮りして検討すべきものというのは

当然あると思いますが、それ以外のものにつきましては、事業者の方で随時、

ある程度、見解をまとめた形で返していきたい。あまり期間があいてしまって、

意見言った方に対して失礼にあたる部分もございますので、そうしたような対

応で今後は進めていきたいというふうに考えております。 

 これまでに書いてありますけれども、５月末までに５名の方から計 12 通の意

見が寄せられておりまして、事業内容、環境影響評価に関するもの、それから

環境影響評価委員会に関するもの２通と書いてありますけれども、委員として

委員の話ですとか、モニタリング調査の話等、公表されていないとか、そうい

った意見でございます。こういった意見についてはきょうモニタリング調査の

結果等出しておりますので、こういった形で対応していきたいというふうに思

っております。 

 それ以外につきましては、直接この委員会という形ではないと思いますので、

こういった形での回答を考えてございます。 

 詳細、ご説明できませんが、今後の対応についてはそのようにさせていただ

ければというふうに思います。 

○眞榮城委員長  そういうふうな対応でしていただいて、結構でしょうか。 

        (「はい」と言う者あり) 

 ありがとうございました。 

 それでは、今日の議事は以上でございます。 

○事務局(小田)  本日は、長時間にわたりまして、貴重なご意見をいただき

まして、どうもありがとうございました。 

 特に、事務局の方からの連絡事項というのはございませんが、先ほどご案内
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いたしましたとおり、それぞれのワーキンググループで進めていきますが、海

藻草類の移植保全のワーキンググループにつきましては、８月下旬から９月頃

に次回を開催するというような内容です。 

 それから、他の陸域環境、それから海域環境の二つのワーキンググループに

つきましては、11 月頃を目途に開催ということで、またそれぞれ日程の調整な

りをさせていただきます、よろしくお願いいたします。 

 また、３回のワーキンググループをやりましたのちに、本年度の第２回目の

委員会を 12 月か、あるいは年明けの１月あるいは２月頃に設定させていただき

たいと考えております。また、これも近づきましらご連絡をとらせていただい

て、いろいろ調整させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

 事務局の方からは以上でございます。 

 それでは本日の委員会、これで終了させていただきたいと存じます。本日は

長時間にわたりまして、ご意見をいただきましてどうもありがとうございまし

た。 

                （午後 4時 3分 閉会） 


