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平成１３年度 第２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 ７月３１日（火）13:15～15:45 
  開催場所：（財）沖縄県青年会館 ２階 大ホール 

 

・委員会出席者 

委 員 長 眞榮城守定 琉球大学 教育学部 教授 
委   員 野呂 忠秀 鹿児島大学 水産学部教授 

池原 貞雄 琉球大学名誉教授 
吉野 哲夫 琉球大学理学部助教授 
金本自由生 愛媛大学 沿岸環境科学研究センタ－ 助手 
細川 恭史 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

沿岸海洋研究部長 
古川 恵太 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 
比嘉 定善 泡瀬自治会 副会長 
桑江 良憲 高原自治会 自治会長 
高江洲義裕 泡瀬第三自治会 自治会長 
長嶺 喜清 大里自治会 自治会長 
永山 盛広 東桃原自治会 自治会長 
宮城恵美子 与儀自治会 自治会長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 稲嶺 盛隆 沖縄市 助役 
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・議事次第 
（1） 開 会 

（2） 議 事 

① 第１回委員会での主要な意見とその対応方針 

② 海藻草類移植・保全ＷＧ報告 

③ 当面の事業の進め方 

 

＜配布資料＞ 

・資料－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 

      における主要意見とその対応方針 

・資料－２ 第２回海藻草類移植・保全ＷＧ報告 

・資料－３ 当面の事業の進め方 
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                             （午後１時 15分 開会） 

○事務局(小田)  それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成 13 年度第２回中

城湾港泡瀬地区環境監視検討委員会を開催させていただきます。 

 本日は、お暑い中、お忙しい中、お集まりいただきまして、どうもありがとうございま

した。 

 まず、本日ご出席の委員の方々をご紹介させていただきます。委員長を務めていただい

ております琉球大学教授の眞榮城様でございます。 

 続きまして、委員の方々でございますが、広島大学教授、岡田光正様。本日はご欠席で

ございます。 

 続きまして、鹿児島大学教授 野呂様でございます。 

 続きまして、琉球大学名誉教授 池原様でございます。 

 続きまして、琉球大学名誉教授 西島様でございますが、本日はご欠席でございます。 

 続きまして、琉球大学助教授 仲座様でございますが、本日ご出席の予定でございました

が、急遽欠席ということになりましたので、席はございますけれども、本日ご欠席でござ

います。 

 続きまして、琉球大学理学部助教授 吉野様でございます。 

 続きまして、愛媛大学 金本様でございます。 

 続きまして、国土交通省国土技術政策総合研究所 細川様でございます。 

 続きまして、同じく国土交通省国土技術政策総合研究所 古川様でございます。 

 続きまして、泡瀬自治会自治会長 池宮城様でございますが、本日は代理で泡瀬自治会副

会長 比嘉様にご出席をいただいております。 

 続きまして、桑江委員でございますが、ご出席との予定でございますが、少々遅れられ

てございます。 

 続きまして、泡瀬第三自治会自治会長 高江洲様でございます。 

 続きまして、大里自治会長 長嶺様でございます。 

 続きまして、東桃原自治会自治会長 永山様でございます。 

 続きまして、与儀自治会自治会長 宮城様でございます。 

 以上で、委員のご紹介を終わらせていただきます。 

 それでは、お手元に配付してございます議事次第に従いまして、議事を進行させていた

だきたいと存じます。 

 （２）の議事につきましては、委員長の進行でよろしくお願いいたします。それでは、
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委員長よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  どうも皆さん、こんにちは。それでは、議事のほうを進行していきた

いと思います。お手元の議事次第で（２）で議事となっております。① 第１回委員会での

主要な意見とその対応方針。② 海藻草類移植・保全ＷＧ報告。③ 当面の事業の進め方と

いうことになっております。 

 それでは、最初に① 第１回委員会での主要な意見とその対応方針について、よろしくお

願いいたします。 

○事務局(小田)  それでは、６月 11日に開催いたしました第１回委員会における主要な

意見とその対応方針。資料－１に基づきまして、説明させていただきます。 

 まず、１ページに目次がございます。大きく二つに分けまして、全般的事項、２として

各ＷＧでの検討成果についてということで、大きく分けてございます。 

 それでは、最初の全般的事項の１点目といたしまして、環境監視調査についてでござい

ます。 

 環境監視調査につきましては、大きく分けて２点ございます。最初が環境調査内容につ

いて。これにつきましては、調査内容の追加の必要性が指摘されまして今後、水質、底質、

河川調査について、新たに調査を追加するという方針で対応してまいりたいと考えてござ

います。 

 それから、オカヤドカリ類の調査時期について、秋季に実施する必要があるというご意

見がございまして、それにつきましても対応してまいりたいということで、ご提案させて

いただいております。 

 次に、結果の整理方法についてですが、生物調査結果で出現した種のリスト等、分布特

性から見た貴重性を整理するということの必要性がございまして、これにつきましても、

広範囲にわたる分布状況を調べ、その分布特性を整理するということにさせていただきた

いと考えてございます。 

 それから、海藻草類について、調査地点の水深を明記する必要が指摘され、これは後ほ

どご提出する資料にも反映させてございますけれども、対処してございます。 

 続きまして、２ページ目は各ＷＧ全体に関わる事項についてでございます。これは新た

に環境創造を行ってまいります人工干潟、人工海浜、緑地などの位置・規模を特定条件と

したＷＧの検討方針に対して、もう少しそれぞれの新たな環境創造そのものの特質、ある

いは機能というものを広い場の中で、位置づけていく必要があるのではないかというよう

なご指摘を受けたところでございます。 
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 そこで、各ＷＧの共通の検討事項としまして、泡瀬地区の沿岸の陸域、干潟域、それか

ら浅海域といったトータルでの機能を分析し、新たに創造する場に求められる機能を、そ

ういった場の中で検討する。そして、それに応じて、位置・規模等を全体的な視点で検討

するという方針を提案させていただきたいというふうに考えているところでございます。

これにつきましては、各ＷＧでこのような検討事項が増えてまいりますので、この場でご

了解を賜れればというふうに考えてございます。 

 次に、各ＷＧでの検討成果でございます。 

 まず、１の陸域環境整備ＷＧの検討成果。これは現状において、人と自然とのふれあい

活動が、泡瀬地区でかなり行われているという現状がある。そういうものを踏まえて、各

施設の計画なり、機能なりを整理していく必要がある。それから、オカヤドカリ類の生息

が埋立後にどのように保全されていくのか、というようなことについても検討し、分析し

ておく必要があるというご指摘でございます。これにつきまして、人々と海とのふれあい

の状況を、もう一度整理いたしまして、その整理した状況を埋立地、これは陸に限らず海

域、人工海浜等も含まれるわけでございますけれども、反映させてまいりたいということ

でございます。 

 それから、オカヤドカリ類の保全につきましても、現生息地における環境条件の精査、

それから埋立地内での生息地の創造について、人工海浜、それから周辺の護岸等のゾーニ

ングも含めて、検討してまいりたいということで提案させていただいております。 

 次に、４ページの海域環境整備ＷＧに関わるご意見でございます。大きく３点に分けて

ございます。 

 まず、１点目が人工干潟、２点目が野鳥園、３点目が生活排水についてでございます。 

 まず、人工干潟についてですが、人工干潟をトカゲハゼとクビレミドロの両者の生息・

生育域とする方針が技術的に困難ではないかというご指摘がされてございます。そのため、

両者の生息・生育域を分離する方針を含めまして検討してまいりたいということで考えて

ございます。 

 次に、野鳥園でございますが、埋め立てによって野鳥の餌が不足し、飛来数が減少する

という懸念があるのではないかということに対しまして、今後、野鳥と底生生物、野鳥の

餌になる底生生物についての追加調査を行い、検討してまいりたいという方針でございま

す。 

 野鳥園の規模が小さすぎるのではないか。それから、比屋根湿地との連携を考慮して、

位置や配置を検討する必要があるというご意見がございまして、周辺における鳥類の利用
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状況に基づきまして、比屋根湿地と野鳥園との連携方法、それから、位置や規模について

は幅広く柔軟に検討していくということで提案させていただいております。 

 それから、生活排水でございますが、陸域からの環境負荷を把握いたしまして、必要に

応じて沖縄市などの関係機関に対して要請を行いたいというような方針。それと、これは

確認させていただいた事項でございますが、人工島から発生する下水については、すべて

新港地区の処理場で処理する計画となっているという点がございます。 

 陸域、海域、両ＷＧに共に関わってくる部分でございますけれども、人工干潟、野鳥園、

人工海浜、それから、陸域の緑地も含めてでございますけれども、これにつきましては、

ＷＧ委員会で幅広くご検討いただき、これまで港湾計画ですとか埋立申請上の土地利用計

画等で示された大枠の姿というのがございますけれども、そういったものに限定せずに、

委員会でご検討いただきまして、その提案を受けて、行政として検討してまいりたいとい

うことで、ご提案させていただきたいと思っております。 

 それで、６ページからが海藻草類の移植・保全ＷＧに関連する部分でございます。ここ

につきましては、後ほど７月９日に開催しましたＷＧで、このご提言を受けた検討を提案

させていただいてございますので、ここでは説明を省略させていただきます。 

 資料－１の説明は以上です。 

○眞榮城委員長  ただいま第１回委員会での主要な意見と対応方針ということについて、

ご報告がございました。 

 先ほどございましたように、海藻草類移植・保全ＷＧに関する事項につきまして、説明

が省略されましたけれども、後ほど、７月９日にＷＧが開催されておりますので、その討

議の内容、結論などについては、別途報告があるということでございます。したがって、

ここでは基本的に環境監視調査、それから陸域ＷＧ、海域ＷＧ、関連する内容について、

討議をお願いしたいというふうに思います。ただいまのご報告、ご説明について、よろし

くご審議を願いたいと思います。いかがでございましょうか。 

 それでは、ご発言いただいた委員の方々、そのご意見に対して対応方針ということで、

示されておりますので、もし問題等がございましたらお願いしたいと思います。 

○野呂委員  今のご説明いただいた資料－１の１ページに表がございますけれども、「比

屋根湿地に流入する河川の水質と周辺の土壌も調査してほしい」というのに対して、「河川

調査を追加する。界面活性剤の指標などを測定項目に加える」とありますが、あの比屋根

湿地を見る限りでは、多分あそこの汚染の一番の問題というのは生活排水、特にリンのよ

うなものとかで、界面活性剤というのは、今流行りで、ついついこういう調査をすると計
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ってしまいがちになりますし、もちろん計るのは問題ないわけですけれども、この測定項

目については、またちょっと検討を必要とするのではないかというふうな気がいたしまし

た。 

○事務局（長田）  詳しい中身についてご指導いただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

○野呂委員  もう一つなんですけど、やはり資料－１の１ページの「結果の整理方法に

ついて」の対応方針ですけれども、「干潟生物詳細調査による出現種を種ごとの分布を調べ

てその分布特性を整理する」と、そういうふうに対応しますというふうにあるのですが、

ここに出てくる種類というのは、膨大な種類でありまして、それをいちいち東南アジアま

での範囲で分布を調べて、その分布特性を整理するというのは、これはかなり現実的に不

可能なところがあるのではないか。ここに出てくる主な種、重要な種に関しては、もちろ

んこういう処理は必要でしょうけれども、全部をこのようにやるのは、時間的にも労力的

にもちょっと無理ではないかというふうな気がいたしました。 

 要は、押さえるべきところの資料をきちんと押さえれば、済むことではないかというふ

うな気がいたします。 

○事務局（小笹）  分かりました。また先生方のご指導を受けまして、主要な種に特定

してやりたいと思います。 

○眞榮城委員長  どうぞ、いかがでございましょうか。資料－１の２ページ、３ページ

につきましては、今日は仲座委員がご欠席と言うことで、吉野委員の意見がありますが、

吉野先生、この対応方針に対して、特に異存はございませんでしょうか。 

 ほかの委員の方々でもどうぞよろしくお願いいたします。 

 ４ページ、５ページは、海域環境整備ＷＧの検討成果についてということで、人工干潟

や野鳥園、生活排水等について、その意見について対応方針を示されております。 

 それでは、よろしいでしょうか。ただいま、第１回委員会での主要な意見とその対応方

針につきましては、意見に対して対応する方針ということで整理をされておられます。先

ほど野呂委員のほうからありましたように、この場での意見につきましても対応するとい

う方針でということで、事務局のご回答等ございましたので、この事務局報告をここでは

了解をしたいというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。それが第１点でござ

います。 

 特に人工干潟、人工海浜、野鳥園等の計画にあたっては、各施設の地域ごとについて、



 

 

8 

第１回委員会の意見を受けて、事務局から全体的な視点でということでの提案がございま

した。それぞれのＷＧの中だけではなくて、それぞれ重なりあう部分を含めて、全体的な

視点ではこういうことになります。これについては、ＷＧのほうでの検討事項は、範囲が

広がってまいりますけれども、よろしくお願いいたしたいと思います。全体的な検討とい

うことで、事務局の提案を了解するということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、議事 ① 第１回委員会での主要な意見とその対応

方針については、先ほどの意見等も含めて、事務局が示されたことを了解するということ

で、議事を進行させていただきたいと思います。 

 それでは、②のほうで海草藻類移植・保全ＷＧの報告がございます。その点についてよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

○事務局（小田）  それでは、続きまして、資料－２のほうでございますが、まず、こ

の資料－２のＷＧ報告につきましては、主査の野呂先生からご報告をいただきまして、そ

の後で、詳細につきまして事務局のほうからご説明させていただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  野呂先生よろしくお願いいたします。 

○野呂委員  それでは、私が行いますけれども、多分言い忘れたところなどは、ほかの

委員の先生方に補足していただきたいと思っております。 

 実は、７月９日に移植保全のワーキングを開きました。そしてこれを開くに先立ちまし

て、当日の午前中に実際に私たちワーキングが藻場に潜って、そして調査するということ

を行いました。 

 実は、その前に、私たちのワーキングの金本先生のほうでも独自に潜ってデータを出し

てはおられるんですけども、そういふうな結果が資料－２にまとめてございます。資料－

２の１ページをご覧ください。ここにありますのは、７月９日にわれわれが調査を行った

場所を示すものでありまして、①、これは藻場があるところなんですけれども、①それか

ら②は、機械化工法による移植試験地。それから③は手植えによる、芝植えによる方法で

移植試験をしてあるところ。それから④、⑤は、今藻場はないのですけれども、将来的に

こういうところに移植の可能性はどうだろうかということで、この何箇所かを潜水で調査

をいたしました。 

 ２ページをごらんください。写真がございます。船を使いまして、それから実際に船か

らわれわれ飛び込みまして、素潜りによる調査をいたしました。 

 今までも実は私を含めて、何回かこういうところには潜ってはいるのですけれども、い

ろいろ新しい発見もありました。 
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 というのは、まず一つは、機械化による移植のための、機械化工法の予備実験をしたと

ころに、実際に潜ったわけですけれども、実際に、機械化移植をしたところの様子が３ペ

ージの上にあります。この茂みは実は、海草が生えているところから、実際にバックホウ

でもって移植をしたもので、もともとここは海草がなかったところだそうです。われわれ

は、こういうふうに移植をしてもかなり根付かないのではないかと。こういう方法で移植

をしても、非常に無理があるのではないかと考えていたわけですけれども、予想に反しま

してと言うか、予想以上に、実はきちんと移植ができているというのが実感としてありま

した。 

 移植を試みたのは、今年の３月だそうですので、４ヶ月ほど経っているわけであります

けれども、それなりに海草は青々と繁っておりました。 

 それから、３ページの下にありますのは、平成 10 年ですから、もう３年ほど前に植えた

藻場のその後の様子でした。植えたところは、実はロープでもって囲われておりまして、

潜るとどこに植えたのかというふうなことが分かるようになっておりました。そこに案内

していただきまして、私たちはそこで潜ったわけですけれども、そこの藻場は、もちろん

前には藻場がなかったところですけれども、非常によく生えておりまして、当初植えたと

きに比べますと、藻場の面積としてもだいぶ広がっているという感じを受けました。 

 いずれの藻場も１ページの①の既存の藻場のところを移植したわけでありますけれども、

既存の藻場があるところは、私たちも東南アジアも含めて、いろいろこういう熱帯、亜熱

帯の藻場は見ているつもりなんですけれども、かなり面積的にも広いし、それから生えて

いる海藻としても、非常に健全なものが生えていると。藻場としては非常にいい藻場であ

るなという感じがいたしました。 

 潜った後に、実は、バックホウによる移植のテストをデモンストレーションで見せてい

ただきました。その様子が資料－２の５ページにあります。これは多分、後でビデオでも

って、もう少し生の映像を見せていただけるのではないかと思いますけれども、実際に海

でやったわけではありませんので、実は陸で雑草を掘り起こすというふうな設定でもって

やったわけでありますけれども、これは多分、オペレーターの腕のよさもあったのでしょ

うけれども、これもやはり、われわれ予想していた以上に、うまく雑草が移植できるとい

うか、きれいにはぎ取って、それから別のところにもっていける工法であるなという感じ

がいたしました。 

 これの様子を、ビデオに撮ってありますので、事務局からそのビデオを見せていただけ

ませんか。 
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                 （ビデオ説明） 

○野呂委員  どうもありがとうございました。 

 こういう具合で、海草の移植を実際にするという場合の技術的な問題は実際に海で調べ

たわけでありますけれども、もちろん前回の７月９日のワーキングでは、このような屋外

作業ばかりではございませんで、実は、これが終わりましてから、室内に帰りまして議論

をしたわけです。 

 その議論の結果が、資料－２の６ページと７ページにまとめて書いてあります。われわ

れの議論の結果は出た結論なわけでありますけれども、まず一つは、アマモの移植、海草

の移植がこの場所で可能であろうかという問題があったわけです。結論としては、非常に

難しいであろうけれども、技術的にはかなり可能性があるのではないかということが、結

論として出ました。その結論が、６ページの（２）の１）に書いてあります。 

 ただ、どこに植えるかという問題でありますけれども、どこに植えても生えてくるとい

う問題では実はございません。現在、海草が生えていないということは、例えば流れとか、

深さとか、いろいろな問題がありまして、必ずしも海草の生育には適していない可能性が

大きいわけです。そういうことも考えますと、深さ、照度、流れ、そういうことを加味い

たしまして、いわゆるＧＩＳの手法を使った形で、どこに移植するのが適当であるかとい

うことをきちんと見極める必要があるだろうというふうに考えます。 

 それから、もう一つは、移植の細かな技術の問題ですけれども、いろいろ技術的に解決

しなければいけないであろうことがワーキングの中で出ました。例えば、時期的な問題が

あります。実際に前回、３月という非常に水温が低いときにやって、そして成功はしてい

るわけですけれども、これが例えば夏の暑いときに、台船の上に海草を置いておくという

ことは、熱でもって移植前に海草が枯れてしまう、枯死する可能性もあるわけです。 

 そういうことを例えば何時間ぐらい陸上に干出することに耐えられるか。例えばそうい

うふうな細かな技術的な問題を一つずつ解決していかないと、いきなり、植えたからとい

って成功するものではないと考えています。 

 それから、例えばバックホウでやった移植ですけれども、今までは１個しかやっていな

かったわけですけれども、もう少し数を増やしてやってみる必要があるのではないかとい

うこともわれわれの議論の中で出ました。 

 さらに移植をする場所でありますけれども、例えば西堤防とわれわれが称しているとこ

ろがあるわけですけれども、事務局が配ってくださった航空写真で言うと、防波堤西と書

いてありますけれども、この裏側などというのは、海洋生物をやっている人間からみます
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と、藻場が生えてもよさそうなところだというふうな感じがしております。 

 ただ、それをやった後で、きちんとモニタリングをする必要があると考えております。

例えば移植をした海草、アマモがきちんと根が活着して、地面に着いたか。そういうふう

なことを調べなければいけませんし、移植をした後にきちんとそれが生えて、成長してい

るということもチェックをする必要があります。 

 もちろん、移植に伴いまして、いろいろベントス、底生生物が一緒に移ってしまうわけ

でありますけれども、そういう底生生物がどのぐらいの量が移ったかというふうな、そう

いうベントスのほうの調査もきちんと行われないといけない。そういうことをある程度の

時期を使いまして、モニタリングをして、それで移植が可能であるということをきちんと

押さえる必要があると、私たちは考えております。 

 もちろん、移植をすれば、藻場がすべて助かるというふうに単純なものではございませ

んで、国内でも、国外でも移植というのは非常に難しいということは、これは定説がある

わけです。 

 ただ、幸いにして、沖縄の近郊では、２年、３年のタイムスケジュールでいきますと、

かなり成功している例があるというのが、一つは救いであるわけですけれども、それが４

年、５年たって、10 年たったときにきちんと残っているかどうかというのは、まだ分かり

ません。そういう例がないわけですので、われわれとしても科学的にきちんと生えるであ

ろうということは言えないわけであります。 

 さらに、もう一つ、二つ、注意しなければいけないのは、移植によって、第２の環境破

壊が起きるということは、戒めなければいけないことでありまして、移植をしようとして

いる海域にもそれなりの生態系が残っているわけです。確かに海草は少ないんですけど、

ほかのベントスが多いという生態系があるわけですから、そういうのを破壊しないような

形で移植地をきちんと選ぶ必要があるというふうなことを考えました。 

 アマモに関しては、そういうことなんですけれども、もう一つ、われわれが課題として

おおせつかっているのに、クビレミドロという藻類があります。クビレミドロに関して、

７ページのほうに要点を書いてございます。 

 単刀直入に申し上げまして、クビレミドロが生えている泡瀬のところというのは、非常

に環境が汚れております。例えばＣＯＤで申し上げますと、12～10ppm ですけれども、と

いうのはざらに出てくるような、非常に富栄養化した、生活排水の影響が強いところであ

ります。このままいっても、非常にクビレミドロは壊滅的な被害を受けるであろうという

ふうな地形なわけでありますけれども、クビレミドロに関しては、ほとんどのことが実は
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まだ分かっておりません。今の段階では、これを移植する、又は人工的にクビレミドロの

生育地をつくるということが簡単にはできません。そのためには、またいろいろ解決しな

ければいけないターゲットがあるわけですけれども、例えば、クビレミドロの生活史がま

だきちんと分かっておりません。生活史というのはどういうふうな一生を送るかというこ

とですけれども、その生活史がきちんと分かっていないと、移植もままならないわけです。 

 そういうことで、われわれとしてはクビレミドロの生活史を含めた生態的な知見を、例

えば研究機関、大学とか水産試験場とか、そういう専門家がいるところに委託をして、き

ちんと調べてもらうのがまず第一歩ではないか。急がばまわれなんですけれども、第一歩

ではないかと考えます。その技術を使いまして、この泡瀬の近くの汚染が少ないところ、

例えば、われわれとしては屋慶名などを考えておりますけれども、そういうところに移植

をするという実験を積み重ねていく必要があるだろうというふうに結論づけております。 

 以上でございます。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きこの資料－２の説明をお願いいたしたいと思います。 

○事務局（小田）  それでは、引き続き資料－２の説明をさせていただきます。 

 ただいま、資料－２の７ページまでを野呂先生のほうからご報告をいただいたので、そ

れ以降を説明させていただきます。 

 次の８ページ、９ページでございます。これは野呂先生からかなりの分ご紹介をいただ

きましたけれども、第２回ＷＧで出ました主要なご意見を整理したものでございます。こ

の点につきましては、11ページ以降の資料で、基本的は関連する記述をさせていただいて

おりますので、８ページから 10 ページまでは省略させていただきます。 

 それでは、11ページから、海草藻場移植とクビレミドロの保全についてということで示

してございます。 

 まず、１点目の海草藻場移植につきまして、先ほど野呂先生からのご指摘がございまし

たＧＩＳ的な手法を用いて、現状の藻場の状況を整理し、今後の移植適地の選定に用いて

いくということで整理したデータがございます。 

 12 ページに計画地周辺の水深。それから 13 ページに、底質の状況、泥質であるか砂質

であるか、あるいは礫質であるか、岩礁であるかといったようなことを整理してあります。 

 それから、14 ページから 17 ページまでの間で、観測された流速の状況を整理してござ

います。そして、18 ページでその絵に藻場の分布の状況を重ね合わせてございます。 

 藻場といたしましては、大型の海草類、小型の海草類、それからホンダワラ類のほうの
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海藻類ということで、分類した分布状況を重ね合わせてございます。 

 それから結論といたしまして、11ページに戻っていただきまして、海藻草類分布域の環

境条件の特徴を整理してございます。 

 大型の海草は、水深が－４ｍより浅く、＋0.5ｍより深い砂質のところに分布し、そのう

ち被度が 50％以上という密生している部分は、水深が０から－４ｍ程度の水深地帯という

結果が得られております。 

 それから、小型海草につきましては、大型よりも少し浅い陸側に寄ったところに分布し

ている。 

 ホンダワラにつきましては、埋立地内でも一部岩礁のところがございまして、そういう

ところに分布しているという結果が得られてございます。 

 その海草類の生育面積別の広さがどの程度あるかというのを、19ページに示してござい

ます。これは調査区域内すべてでございますので、埋立地計画地以外のところも含まれて

ございますけれども、大型海草で約 140ha、小型海草で全体で 40ha、ホンダワラ類の海藻

で約 24ha 程度という結果でございました。 

 それから、20 ページから 23 ページまでに、周辺海域を含めた海草の藻場分布状況を示

してございます。これによりますと、泡瀬地区より南側の奥武岬という岬が泡瀬地区の南

にございますけれども、そこを隔てた南側あたりでも、分布された海草の藻場が観測され

てございます。 

 それから、次に 24ページでございます。これは先ほど野呂先生のご指摘にもございまし

た、沖縄における既存の海草移植の事例でございます。これまで糸満市、石垣市、それと

当地区、先ほどビデオをご覧いただいたものでございますけれども、泡瀬で海草の移植の

事例がございます。 

 まず、糸満地区ですけれども、平成９年に手植えによって単独の種類をそれぞれ植えて

いく、あるいは複数の種類を植えていって、その追跡調査を行ってございます。それによ

りますと、２年後ぐらいで比較的順調に増加してございました。ただ、その後襲ってまい

りました台風によって、一部藻場が消失したり、減少したりということがございますけれ

ども、藻場としては維持されている状況というのが、現在でも確認されてございます。 

 次に、石垣市の新川地区につきましても、これはリュウキュウアマモという種類ですけ

れども、藻場の移植を平成８年に行ってございます。１年後に 4,000 株だったのが１万

5,000 株強に増え、４年後、株数そのものは若干減少してございますけれども、藻場自体

はその面積を広げて、拡大していっているというのが確認されております。 
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 先ほど、泡瀬地区についてのビデオを一部ご覧いただきましたが、泡瀬地区につきまし

ては、32 ページの St.Ⅰ～Ⅲという３地点で、手植えでございますけれども、試験を行っ

てございます。移植の時期は平成 10 年７月でございます。 

 その後の株数の推移を、33 ページのグラフに示しております。これによりますと、St.

Ⅱ、Ⅲは、一部増えたり減ったりしている部分がございますけれども、全体として順調に

増えていっている。St.Ⅰは、うまく活着しなかった状況になってございます。この違いは、

やはり底質の条件の違いではないかというふうに考えてございます。St.Ⅰは、もともとサ

ンゴ礫などの礫質のところでございまして、こういうものが影響していたのではないかと。 

 それから、St.ⅡとⅢを比べますと、ⅡのほうがⅢに比べると生育の状況がいいと。これ

につきましても、ⅡとⅢで比べますと、海底面の砂の移動が、Ⅱのほうが少なかったので

はないか。これは台風時ともかなり海底面ですので影響しますけれども、Ⅱのほうが少な

かったということが想定されるのではないかというふうに考えてございます。 

 それで、37ページに、先ほどと同じようなものですが、再度、移植適地の要件を整理し

ております。 

 水深としましては、先ほど申しましたような－４ｍ以浅。それから底質としては砂質域

で、礫質あるいはサンゴの多いところは避ける。それから土壌が安定して、波などによる

砂の移動が大きくないところがよい。それから、先ほど野呂先生からのご指摘にございま

したけれども、現存の海草藻場の被度の低いようなところですとか、海草の高被度域に隣

接して、移植によって高い活着率が望めるような場所を適地として選定していく必要があ

るだろうということでございます。 

 それで、埋立地周辺でこういう条件に基づいて、どういうところが移植の候補地になる

かというのを整理いたしました。 

 底質の条件、土壌の安定性、それから海草の分布という観点で整理して、埋立地周辺を

ゾーニングいたしましたのが、41 ページに示してございます。 

 埋立地周辺で、ＡからＨまでの八つのエリアを設けまして移植の可能性を、底質の面、

土壌の安定性、海草の分布ということで整理してございます。その結果、Ｄ、Ｅという地

区、これは先ほど野呂先生からもご指摘ございましたように、防波堤背後、既存の藻場の

周辺といいますか、そういったところでございますけれども、そういったところが比較的

適している。それ以外に、Ｂの既存の藻場があるところ、それから、Ｇ、Ｈのところにも

既存の藻場がございますが、こういうところについても、移植の可能性が想定されるので

はないかという整理をしてございます。 
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 なお、当初計画しておりました移植の予定先としましては、このＤ、Ｅのエリアでござ

います。 

 これに基づきまして、おおよそのゾーニングをやるわけでございますけれども、今後、

より詳細な調査をやり、移植候補地の評価選考となってまいりたいと考えてございます。 

 次に、より広域的な選定ということで、42 ページをお開きください。泡瀬地区を含め中

城湾のより広域の地図を示してございますけれども、これぐらいのエリアで航空写真を撮

ります。この航空写真、お配りしているのを見ていただきますと分かりますように、藻場

の部分というのは、航空写真で撮りましても、黒っぽく見える部分が既存の藻場でござい

ます。こういうふうに確認できますので、航空写真と実際の現地の潜水踏査を含めまして、

より広域でのエリアを探して、検討してまいりたいと考えてございます。 

 それから、43 ページですが、機械化工法の適用性。概要につきましては、今ごらんいた

だきましたので、詳細な説明は省略させていただきますが、移植の利点といたしまして、

土ごと一緒に取れるということで、根を痛めずに大きな厚みで採取・移植できる。また大

量、かつ迅速な採取・移植が可能である。 

 それから群落ごとの移植ができるということで、大きく環境を変えずに移植ができるだ

ろうと。 

 それから、手作業で１本１本植えていくのに比べますと、海草本体の安定度が高く、活

着の度合いも高まるのではないかということで考えてございます。 

 それで、先ほどビデオでご紹介しました３月の試験的に実施したものの結果をまとめて

ございます。 

 55 ページをご覧ください。 

 機械化移植の適正な実施を行なっていくということでの留意点、あるいは方策をまとめ

てございます。 

 まず１点目といたしまして、試験施工及び過去の移植事例から見た工法上の工夫という

ことで、転石やサンゴ片による生育阻害への対策を行っていく必要がある。 

 それから、急激な砂の堆積や浸食による海草の埋設、流出対策を行う必要があるという

点がございます。 

 転石やサンゴ片につきましては、大きなものを除去して、ある程度移植前に環境に合わ

せておく必要があるだろうということを考えてございます。 

 また、アマモの中に混在しております転石には、ホンダワラが生えている場合がござい

ますので、こういうホンダワラが生えているような石については、除去をして、適切な場
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所に移すという対策が必要と考えてございます。 

 それから、砂の堆積や浸食への対策として、移植したものを隙間無く植えて、全体とし

て広いエリアを一挙にやるということで、流出なり、堆積なりが防げるということを考え

てございます。そのポンチ絵を 56、57 ページで示してございます。 

 それから、55ページ②の管理上の課題と今後の進め方ですが、これは先ほど野呂先生か

らございました海草が空気中にいったん出されるわけですから、それによって乾燥する、

あるいはストレスが蓄積されるというようなことも考えられますので、どの程度の時間で

あれば、移植した後に影響がないかということを、58ページに示すような方法で。何ら対

策をとらないもの、それからマットで海草を覆ったもの、さらにマットで覆ったうえで、

水を噴霧してやるような方法。こういう方法で３時間、６時間ということで、泥温別とか、

海草の状況を確認しながら、その海草の様子を確認してやる。またこういったものを移植

いたしまして、それの状況を確認していこうと考えてございます。 

 以下、施工方法の提案ということで、同じような内容になりますので、省略いたします

けれども、工法面、管理面、それから移植の時期、移植の時期につきましては、日差しの

強い盛夏を避けることが必要ということで整理して、施工方法の提案を行ってございます。 

 それで、全体をまとめましたものが 60、61 ページでございます。 

 基本的には同じことでごさいますけれども、現況調査として、藻場の分布と底質を詳細

に調査して、移植候補地を精査していく。 

それから、監視調査といたしまして、５地点での生育状況確認、それから津堅島、熱田

地区周辺の藻場への対照区を設けて、この海域全体の藻場の追跡調査を行っていくという

ことでございます。 

 それから、移植後の追跡調査、それから移植後、台風等による影響場所の補修・補完。 

 最後に、移植工事としての対応方針ということで、９月ごろに開始し、年内はいわゆる

計画的に実施していきたいと。 

 それから、移植場所、いわゆる次年度の移植場所についての考え方、保護対策等がござ

います。 

 64 ページに海草藻場の中で、どういう生物が生息しているか、確認を行っている調査を

簡単に実施してございます。 

 次にクビレミドロでございます。 

 まず、クビレミドロの生態、それから既存の生育場所の状況等、65 ページからまとめて

ございます。 
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 クビレミドロは沖縄で、３カ所確認されていまして、この泡瀬地区、勝連半島を隔てま

した屋慶名地区、それから恩納村で現在生息が確認されております。 

 それから、これは前回の委員会等に出してございますけれども、生活史、既存の生育場

所の資料を整理してございます。 

 このクビレミドロがどういうところに生育しているのか、72、73 ページをご覧ください。 

 泡瀬地区でクビレミドロが生育している場所にラインを設けまして、そこの底質状況、

とその周辺にどういう海草なりが生えているかということを整理いたしました。 

 その結果が 73 ページにございます。これを見ていただきますと、クビレミドロというの

は、比較的水深の浅い、水深でいいますと、±０ｍから＋１ｍぐらいの範囲、底質でいい

ますと、かすかに泥と混じったような砂のところで流れが極めて緩やかなところ。波の影

響等も少ないと考えられるところでございます。 

 それから、小型海草が生育している場所にクビレミドロが生育していると。マツバウミ

ジグサですとか、ウミヒルモ、コアマモといった小型の海草と共存していくという状況が

確認されてございます。 

 同様な調査をお隣の屋慶名地区においてもされておりまして、その結果を 74、75 ページ

にまとめてございます。 

それで、現在まで室内実験を行ってきた結果を 76 ページにまとめてございます。 

 クビレミドロの培養実験は、平成 12年度から着手いたしまして、夏眠卵の発芽実験と、

藻体の実験を行ってございますが、現在のところ発芽の確認、卵の発生等の確認はできて

ございませんが、一方、移植を行ってございます。70ページに、試験的に屋慶名地区、勝

連地区ということで移植を行ってございます。そのうち屋慶名地区へ移植をしたものにつ

きましては、マリモ状態になった丸いもの、そのものを移植したもの。それから砂を移植

したもの。その両方ともでそこから成長したと考えられる藻体が確認されているところで

ございます。 

 次に、77 ページに戻っていただきまして、もう一つの検討として、工事期間中にクビレ

ミドロが生息しているところをどのように、保全していくかということでございます。 

 これは 87 ページをご覧ください。図面を見ていただきますと、埋立地の中で工事箇所、

それからクビレミドロの生育箇所という形でございますけれども、基本的には工事箇所周

辺に汚濁防止膜を二重に展張し、濁り水の発生を押さえる。 

 それから、陸から第Ⅰ工区の工事までつながっております仮設の道路につきましては、

流れを阻害しないような橋梁構造等の構造にするというような対策を講ずるということに
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してございます。 

 併せまして、工事箇所とクビレミドロの生育地の周辺で監視地点を設けまして、ここで

クビレミドロを監視して、生育状況を併せて監視しながら、支障がないように工事を進め

ていきたいということで、考えているところでございます。 

 監視の方法等につきまして、提案させていただいてございますが、まだデータを取り始

めた段階でございます。データが取得できた時点で、併せて報告させていただいて、ご議

論をいただければというふうに考えてございますので、詳細は省かせていただきます。 

 88、89 ページをごらんください。 

 ここがクビレミドロについて、今後の取り組みを全体としてまとめたものでございます。

先ほど申しましたけれども、屋慶名地区へ泡瀬から移植したものについて、あそこで移植

したものがちゃんと生育しているところが確認されてございますが、実験室内ではまだ生

育なり、卵の発生なりがうまくいっていない状況でございます。そこで現況調査といたし

まして、クビレミドロの生育環境条件を把握するための詳細な調査を行っていこうという

ことをまず理解して考えてございます。 

 そして先ほど申しました環境監視をはじめとする現在の生育場所での保全対策でござい

ます。 

 それから第３点目として、移植でございます。この移植につきましては、第 1期の工期

内の５年間程度で屋慶名地区に計画的に移植を行いまして、生育状況の追跡調査、環境調

査を行っていく。 

 移植の量、時期等につきましては、今後ワーキンググループ委員会でご審議をお願いし

たいと考えてございます。 

 それで、中城湾内での環境条件を調査し、さらに複数の候補地を考えておく必要がある

のではないかと。そして、複数の候補地を設けまして、屋慶名から試験的に移植して追跡

調査を行っていくというようなことも考えられております。 

 これはさらに長期的な課題、テーマになってまいりますけれども、泡瀬地区への再移植

にあたりましては、こういった結果から移植場所の選定、あるいは移植場所の創造という

のを行っていきたいということでございます。 

 それとクビレミドロ、トカゲハゼ、それぞれにつきまして、生息域が混在したような形

で、ちょっと前回の委員会で提案させていただいたところでございますけれども、あれは

あくまでもポンチ絵というつもりではございましたけれども、そこは確実に分離したよう

な形での計画を検討してまいりたいということを考えてございます。 
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 次に４点目といたしまして、移植候補地の選定でございます。 

 屋慶名地区以外にもクビレミドロの当面の移植が可能な適地を、中城湾及びその近傍で

もう一度調査を実施していきたいと考えてございます。 

 それから、培養試験についてですが、培養試験につきましては、水温、明るさ等の条件

をいろいろと変化させまして、出芽の条件を見出す実験を繰り返して行いたいと考えてご

ざいます。それで、さらに藻体そのものの培養、これは大きく分けまして三つの点でござ

いますけれども、卵、藻体の培養。２点目の藻体の培養につきましては、水温、明るさ、

栄養塩の添加、撹拌等の条件を変えながら、好条件を見出していきたい。それから、細胞

そのものといいますか、藻そのものの培養につきましても、実験を新たにやっていきたい

ということで考えてございます。 

 この全体の流れのフローを 91ページ、それから 93 ページに藻体の成育条件、そのもの

を管理するための室内実験の内容を整理してございます。 

 資料の説明は以上で終わらせていただきます。 

○事務局（長田）  引き続きまして、資料－３のほうを説明させていただきます。今ま

でＷＧ、それから委員会でいろんなご指摘、ご意見があったわけですが、事業者として今

後どのような形でそういったものを踏まえて、事業を進めていくかという考え方を、今回、

まとめて提示させていただいたものでございます。 

 当面の事業の進め方。事業といいますか、今回、海草移植の進め方についての提案でご

ざいます。最初の紙に考え方を書いてございます。泡瀬地区の整備については、港湾計画

策定段階から市民の意見を反映して、環境保全の観点が配慮された計画と。出島形式にし

たり、あるいはいろんな海岸線を保全するといった形の計画となっております。また、全

国で初めて、港湾環境計画を策定する等の取り組みが行われてきてございます。 

 今回、事業に際する環境保全措置、いろんな措置があるのですけれども、それ以外にも

港湾環境計画を踏まえた形のものとなっております。干潟の造成、野鳥園の造成、それか

ら石積み護岸の採用とか、トカゲハゼの保全、そういったものが入ってございます。計画

段階からこういった形での環境保全の取り組みをやってきたわけですけれども、当然なが

ら、事業を進めるにあたりましても、そういった環境保全に配慮していかなければならな

いというふうに考えてございます。 

 特に、当面、整備を予定しております第Ⅰ工区におきましては、先ほどから話題になっ

ています海草移植について検討することが重要であるという認識をもっております。 

 海草の移植手法につきましては、先ほどＷＧの結論と資料－２のほうでも示されており
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ますけれども、これまでの実績から、比較的小さい範囲での移植、小規模な移植では有効

性が確認できているのですけれども、事業者といたしましては、環境保全検討委員会、こ

の委員会での意見等、これまでの意見等を踏まえまして、さらに広範囲の移植に対しても

その有効性を確認するということが必要と考えております。 

 有効性を確認することによりまして、今後、その環境と共生した事業の展開を着実、あ

るいは安心して事業を進めることができるというふうに考えているところでございます。 

 したがいまして、以下が結論ですけれども、当面、広範囲な海草移植、本年度は３haぐ

らいを考えておりますけれども、広範囲な海草移植に取り組みまして、海草の成育状況等

を本委員会の中で検討していただき、その後、結果等を踏まえまして、港湾工事等の実際

の埋立事業への着手を総合的に判断したいというふうに考えてございます。 

 元々の工程ですけれども、移植を行いまして、移植を終えたところから順次工事に入っ

ていこうというのがそもそもの工事工程でございました。今回、環境保全に万全を期すと

いう観点からこの工程を見直しまして、移植のほうを先行し、その状況を見ながら実際の

工事に入っていこうということでございます。 

 次のページに、工事の概要を示させていただいております。 

 下のほうに枠でくくってある部分でございます。当面、着手部分の工事を行うという予

定で、工事自体は資材を海上から搬入するといったことから、その中で作業用航路という

ものが書いてございます。こちらの航路を設けて、そこから資材を運ぶという計画でござ

います。そのために、作業用航路から出る浚渫土砂を何らか処分しなくてはいけないとい

うことで、図の真ん中、中仕切り護岸とか書いてございますけど、この枠をまずつくりま

して、この中にそういった土砂を入れていくということを当初考えてございました。それ

に接するような形で、仮設道路ですとか仮設桟橋、そういったものの整備を進めるという

のは当面の事業の中身でございます。 

 工事内容ということで、右下に表が書いてございます。六つの工事が書いてございます

けれども、この順番でそういった工事を進めていこうというふうに考えてございます。 

 まず１点目が、汚濁防止膜の展張でございます。汚濁防止膜につきましては、先ほど説

明ありましたとおり、外側のほうに大きく汚濁防止膜を張りまして、横が 1,000ｍ、長さ

660ｍの範囲を囲います。それぞれの工事を進める部分につきましても、二重ということで、

３枚目のページに汚濁防止膜という外側のほうに青色の線で書いてあります。実際工事を

行う部分につきましても、汚濁防止膜(移動式)と書いてありますが、こういったものを張

りまして、二重の汚濁防止膜を張った中で工事を進めていくと。汚濁防止膜につきまして
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は、着底式ということで海底面まで届くような形の張り方を行う予定にしてございます。

こういった汚濁防止膜を張った上で、海草をとったり、あるいは実際の工事を行っていく

ということを計画しております。 

 先ほど申したとおり、今回、工程を見直しまして、海草移植のほうを先行するというこ

とを考えてございます。２枚目のＡ３図面ですけれども、真ん中のほうに緑色で着色して

ある部分が、今回、移植対象として考えている海草でございます。海草類は約３ha弱でご

ざいますけれども、この部分を右のほうにハッチを示している防波堤とか、そのあたりに

ハッチを示している部分ありますけれども、そちらのほうに移植を行っていくということ

でございます。その結果を見ながら、実際の工事に入っていくと。 

 最初の紙に戻っていただきたいのですが、そのスケジュール案を若干示してございます。

環境監視委員会・海草移植・地元説明会という表がございます。きょう７月 31日で、環境

監視委員会を開催させていただいています。私どもからこのような考え方で今後移植を進

めていきたいという提案を行いまして、この方針が了承されれば、申し上げた方針に沿っ

た形で移植のほうを進めていきたいと考えております。そういった内容につきまして、も

う１回地元での説明会、これは事業者としての対応ですけれども、こういったものを行っ

た上で、８月半ばくらいから汚濁防止膜を設置すると。これが必要海域ですので、１ヵ月

程度かかるであろうと考えてございます。 

 また、ＷＧでの意見、先ほどありましたとおり、移植時間ですね、藻場の移植でどのく

らい時間を置いたら枯れてしまうものか、そういったものを把握しなさいというご意見が

ございまして、これに対する試験を、その藻場設置をしばらく行うと。その後、実際の移

植を行っていきたいというふうに考えてございます。当然、移植したものから成育状況の

把握を行っていくという予定でございます。成育状況につきましては、委員会のほうに報

告していくというような形で当面のスケジュールを考えているところでございます。 

 補足で、２ページの図のところで、先ほど右側の表の説明を始めたんですけど、海草移

植の下に、護岸築造とか仮設の桟橋道路等、橋梁等、そういった工事を書いてございます。

当面こういった工事は考えていたんですけれども、先ほど、海草移植の後にこういった工

事の着手を判断するということでございまして、当面、海草移植のほうを進めた上で、そ

の以下の工事について、実際の着手を判断すると。説明不十分だったので、補足させてい

ただきます。以上です。 

○眞榮城委員長  どうもご苦労様でございました。 

 ただいまの第２回海藻草類移植保全ＷＧの報告で、資料－２がございます。それから、
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資料－２のご説明と、さらに事務局のほうから事業の進め方ということで、当面の事業の

進め方ということでご説明がございました。 

 前回の委員会とか、あるいはＷＧの検討を踏まえて、事業者としての環境保全に万全を

期して事業を進めていきたいという、そういう真摯な態度といいますか、そういう取り組

みをお示しいただけたというふうに考えられます。 

 資料－２及び資料－３を含めまして、これから委員の皆さんのご討議をお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 先ほど、ＷＧの報告で、野呂先生のほうからも報告がございましたし、資料－２の説明

もございました。そのへんの確認とか、あるいはご意見等もよろしくお願いいたしたいと

思います。 

○金本委員  内容のことではないのですが、資料－２の 60 ページ、調査項目の３、移植

後の追跡調査の真ん中あたりに、大型底生生物とマクロベントス、それから 64 ページに、

もう一つ、採取した海草の大型底生生物、一番下のところで、メガロベントスという、ま

た新しい言葉が出てくるので、これは何か同じことを別の言葉で言っているような気がす

るので、どれかに統一してもらえればと思います。 

○事務局(小田)  はい。整理させていただきます。ちょっと不用意で、幾分直りきって

ない点がございました。失礼いたしました。 

○眞榮城委員長  金本先生、報告で補足する点がございましたら、よろしくお願いいた

します。 

○金本委員  バックホウによる移植のところで、非常にいい方法だとは思うのですが、

もうちょっとやり方として、非常に密度の高いところから採取するということで、それで、

その前に私が見た場合に、うまくいっているところはサンゴ片とかそういうのが一緒に採

られてなかったところだと思うんです。それで、うまくいってないところはサンゴ片とか

がバックホウで採取したときにかなり混じっていて、それが藻場を採る場合のサンゴ片に

ひっかかったりとかいろいろあって、かなり乱れたのか、そういうところの海草はかなり

活着が弱かったような気がしますので、底質をよく見てくださいと言ったのは、そういう

ふうにあらかじめ底質を見ておけば、採取する場合にかなり効率よく移植できるんではな

いかなと思っています。 

 それとあと、野呂先生が言われたホンダワラ類の場合、そういうところもやっぱり避け

て採取されたほうが、ホンダワラの場合はかなり礫とか、環礁に活着しているものが多い

わけですし、そこを大型底生生物、その分布に関しても、礫とか、岩礁のところには、昼
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間はウニ類とかは、かなりそっちのほうに集まっていて、移植した場合には、ウニ類は多

分一緒には行かないと思います。それで、ウニ類は、かなり海草を食害する生物ですので、

考え方としては、海草が根づいてしまってから後でウニ類がいくと、そういうほうが私は

いいのではないかと思っているので、この場合、ウニ類をわざわざ移す必要はないかなと

思っております。以上です。 

○吉野委員  藻場の移植のことなんですけれども、移植先のほうがどういう環境かとい

うのは、底質の中から示されていますけれども、そこのイメージがもう一つ分かりにくい

んです。移植することによって、その場所がまた別の撹乱を受けるということもあります

ので、そこにどういう生き物がいるようなそういう環境なのかと言うことがある程度われ

われにも分かるようにデータを示してほしいというふうに思います。 

 この資料－３ですか、Ａ４見開きの図の網掛けしてあるんですか、これが藻場の移植先

ということですか。 

○事務局（長田）  そうです。 

○吉野委員  もちろんここでいう生物を含めたそういう調査というのは、やっておられ

るわけですね。移植場所については。 

○事務局（小田）  それについてもこれから移植と平行しながらやっていくことを考え

てございます。それで移植の場所なんですけれども、資料－２のほうで、41 ページなんで

すけれども、これは非常に、これだけ見ていただいてもよく分かるというわけではないん

ですけれども、移植の予定地はゾーニングでいきますと、Ｄ、Ｅに相当するところになっ

てございます。このＤのほうが、大型海藻類が生えてはいるんですけれども、比較的被度

が低いところ。移植先Ｅのほうは、大型海藻類が生えている場所の少し陸側といいますか、

それに隣り合うような場所になっております。Ｄのほうでは、現在、藻場がそれほど密で

はないんですけれども広がっておりまして、その中で、現在海草がパッチ状に生えていな

いような箇所がありますので、そういうところを選定して、移植先としてやっていくべき

ではないかということで考えてございます。 

 今回、ここの点につきましても、詳細なデータはちょっとございませんので、またまと

めまして、ご報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○吉野委員  航空写真のほうでいきますと、こっちのほうが分かりやすいような気がす

るんですけれども、Ｄのほうは、枝の航路がありますよね。航路予定と言うような、それ

の左側で、黒く写っているのが藻場ですね。 

○事務局（小笹）  そうです。 
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○吉野委員  それの下側にちょっと白く抜けたような場所、こういうようなところを想

定されているわけですか。 

○事務局（小笹）  黒く写っているのが、実はアマモ場です。黒が密集しているところ

が濃生域でアマモがたくさん生えているところです。点々と写っているようなのが疎生域

と申しますか、そういうところですが、濃生域に隣接して、それを少しずつ広げていくよ

うなところに移植していこう、こういうことを考えております。 

 Ｄがそういうところです。41 ページのＥはどういうイメージのところかと申しますと、

防波堤の西の陸側で濃生域が黒く、大型海草の被度が 50％以上のところがございますが、

その北側と。そこだと伸びた感じで、底質条件からいっても、また先ほど申し上げました

ように、濃生域を広げていくという観点からもいいのではないかと。そういったふうに考

えております。 

 一方、防波堤西のＦのところですが、例えばこういったところが、防波堤西の背後なわ

けですが、どうも潜った感じでは底質条件等が向いてないんじゃないかということで、そ

ういうところは移植からは外していくと。そういったことをやっております。 

○眞榮城委員長  どうぞご意見ございましたら、よろしくお願いします。 

○細川委員  藻場の移植の話で、資料－２の 41ページの絵が出たので、質問が一つと、

それから提案を一つしたいと思います。 

 41 ページのＤというところ、があるいはＥというところが、藻場の移植先として非常に

有望であるといういろいろ状況を調べて見ると、そういうことだというふうに整理されて

きたところですが、Ｄというゾーンの中に、今回、実験をした St.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと三つのス

テーションが含まれていて、St.Ⅱではかなりうまくいっているようですけど、St.Ⅰ、St.

Ⅲでは、あまりうまくいってないようなことも見られた。だから同じＤというゾーンの中

に、さらにうまくいきそうな場所と、うまくいきそうでないような場所と、今までの実験

では、このＤの中にもありそうだというようなことじゃないのかなと思うのですが、この

Ｄのところにかなり大規模に、３ha程度の藻場ということのようですし、それからバック

ホウを用いた根を生やしている底質も一緒に移植するというような技術を適用するという

ことで、St.Ⅰとか、St.Ⅲで見られたような弱さというか、これがかなりの部分カバーで

きるのではないか、というようなことでデモを含めてかなり広い範囲で一遍に移植すると

いうことで、条件として多少の弱さがあったとしても、それをカバーできるような技術、

あるいはそれを解決する方向にある技術というふうに考えてもいいものなのでしょうかと

いうのが一つです。もし、別途こういったところを含めて検討するということであれば、
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その３haの狙い場所というのを、さらにＤとか、Ｅの中で精査してみつけていくというよ

うなことを、少し検討されたらどうでしょうかというのが提案です。 

 併せて、田植え方式と言うのですか、手植え方式では、かなりうまくいっているといっ

たことで、規模はなかなか稼げないけれども、丁寧に植えるという技術としては、一つ確

立された技術のようであるので、植え方によって、うまくいったり、うまくいかなかった

りという心配があるのであれば、大規模に植えるという両方で、田植え方式、手植え方式

のものも併せて、対照区として植え方の違いを見るというような比較ができるような植え

方、これをどこか１箇所でも構わないと思いますが、やってみたらどうでしょうか。以上

です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

○事務局（小笹）  まず、St.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲですね。資料－２の 32 ページに載っておりま

すが、Ｄと書いてあるところの St.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとに違いがあるじゃないかと。St.Ⅰについ

ては、田植え方式でやる場合には、あまり成功してないんじゃないかと。33 ページの図に

載っております St.Ⅱについては、株数が順調に増加しております。St.Ⅲについては、い

ったん増えた後にまた減って、若干増えたとなっております。こういうご指摘だと思いま

す。 

 St.Ⅲについて減った理由につきましては、35 ページの図１－７に載っておりますが、

砂面が変動したんじゃないか。砂をかぶったんじゃないかと。こういうご指摘でございま

して、確かに今、ご指摘を受けましたように、現地の状況は、例えば 35 ページの写真１－

４に載っておりますが、パッチ状に海草が生えているんですね。それでそういった中で、

St.ⅠとⅡとⅢにあるように、昔から差違があることも事実でして、その中で、やはりＤと

いう場所の中で差違というものについても、重々注意を払いながらやっていかなければい

けないんじゃいなかと。そういふうに思っております。 

 それから、こういったものを保全する技術としてなければ、金網をかぶせるとか、いろ

いろあるのですが、実は田植え方式でやった場合、この前、機械化方式でテストしたとき

も、そういったことをテストしているのですが、外国の技術等、いろいろ調べまして、そ

ういったところを調べながらやっていきたいというふうに考えております。 

 それから、やっぱり田植え方式でもやってみろということですね。実は田植え方式とい

うのは、これはポンプで掘り起こして、一株一株植えていくような方式なので、われわれ

としては、先生方にもご指摘を受けまして、機械形式の方が土ごともっていくわけですか

ら、ベターなのではないかと思っておりますが、それもやってみてみろということだった
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ら、もう一度テスト的にやってみることも十分検討に値するのではないかと、こういふう

に思っております。 

○細川委員  土ごと持っていくほうがベターだということが判っているのであれば、あ

えて田植え方式、より危ないほうの技術を併せてやる必要はないと思います。 

○眞榮城委員長  ほかに質問や、あるいは確認、ご意見等お願いしたいと思います。 

○野呂委員  実は、最初バックホウの話を伺ったときに、非常に大胆な工法であるなと

いうイメージがありました。それで、バックホウ一つ、それから手植え法でやったのを数

カ所やって、その結果を何十 ha という藻場の移植にいきなり展開するというのは、非常に

そういう面では飛躍があるなと、私個人的には実は考えておりました。その点、今回、事

務局がお考えになっている、一段階クッションを置くといいますか、３haまずはやってみ

ようと。その結果、モニタリングしてみようと。これはぜひモニタリングをきちんとして

いただきたいと実は思っているところですけれども。そういうことをするというのは、非

常にわれわれとしても好意的に感じる次第です。 

 それで、多分、手植え法とバックホウでやるやり方というのは、手植え法でうまくいっ

たからバックホウでうまくいくという問題でもないし、その逆もまたしかりで、非常に方

法としては違うのではないかというふうな気がしているんです。というのは、金本先生が

おやりになっている底質との関係の予備調査を見せていただくと、やはりアマモがあると

いうのは、それなりの底質、つまり非常に細砂といいますか、砂の目が細かいところに生

えているというふうな性質があるような気がいたしますので、そうすると、それから実際

にわれわれが潜ったときに、アマモが生えていないところというのは、所々に生えていな

いところが、アマモが生えている藻場の中にも生えていないところというのが点在するわ

けですけれども、そういうところを見ると、やっぱり砂が非常に荒い。サンゴが混ざって

いるとか、そういうふうな底質に問題があって生えないのではないかというふうな気がす

るわけです。その点、バックホウでもって土ごとというか、細かい砂ごと持っていって、

そこにポンと置くと、もしかしたらそこで根が活着して、そこに新しい藻場ができるかも

しれないなという点では、一つは非常におもしろい発想でなさるんだなというふうな気は

いたしています。 

 ただ、底質とアマモの関係、アマモが生えたから底質が細かくなったのか、つまりアマ

モが生えると、そこでもって流れがやはり少なくなると思いますので、それでもって流れ

がおさまったために、流速が少なくなったために底質が細かくなったのか、底質の細かい

ところにアマモが増えてきたのかはちょっと、どっちが先か、因果関係が分からないとこ



 

 

27 

ろですので、やってみないとちょっと分からないなという気はいたします。 

 それから、もう一つは、これだけ大胆な工事をするのは、今の時点ではどうせ、つぶし

てしまう可能性のある藻場を救おうということで、そういうふうに移植するというのは分

かるんですけど、ここに埋め立てが仮にできて、人工島ができたとすると、それによって、

それからもちろん航路を掘り起こすという作業も後であるわけですので、そういうふうな

大規模な工事が起こった後は、これまた別な話だなという気はいたしております。という

のは、そういう工事がありますと、地形も変わりますし、流れも大々的に変わります。今、

人工島がないときに、予想しているのとはかなり大規模な流れの変化ができるわけであり

まして、それが予想されるわけでありまして、その後、藻場がどうなるかというのは、今

の段階では非常に予想ができないのではないかというふうな気がしました。 

 その点、さっき資料－２の 42 ページで、航空写真を撮るという提案がありました。航空

写真がいいのか、実際に潜って丹念に調べるのがいいのかはちょっと議論の分かれるとこ

ろだと思いますけれども。いずれにしろ、その方法は別としても、何かの方法で今ある藻

場というのをきちんと調べて、それから、工事に伴う変化というのも当然きちんと調べる

という作業はやっていただきたいというふうな気がいたします。感想を述べました。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

○事務局（小田）  今、ご指摘いただいた点でございますけれども、既存の藻場のモニ

タリングなり、変化の状況といいますのは、これから移植先の選定の候補をより広げてい

くということも含めまして、各種の調査を展開していきたいと思っております。その中で、

藻場の状況と底質の関係というのは、ご指摘いただいたとおり最もポイントになるところ

でございますので、それでデータの蓄積を十分やり、その変化の状況なり、どういう形で

動いていくかというのを、広域的にとらえながら、事業を進めていくということになろう

かと考えております。 

○事務局（長田）  あと、事業者のほうですけれども、ご指摘いただいた調査、また、

きちんとこちらのほうで調べていきまして、今後、ワーキンググループなり委員会のほう

でご報告させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○野呂委員  そのモニタリングをする上での一つお願いがあるんですけど、例えばこの

中でモニタリングをするというのは、非常に工事に関係する、いわば当該地域の中を対象

にしていろんなモニタリングをやっているところがありまして、基準点をこの中で設けて

も、そこですら工事の影響を受ける可能性があるわけです。そういうことを考えると、こ

の海域で少し離れたようなところ、ちょっと私、地理にあまり詳しくないものですから分
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からないんですけれども、工事の影響を受けない、もしくはちょっと離れたところ、沖合

の島かなんかがあったら、そういうところでも結構ですけれども。そういうところを一つ

対照点に選んで、この海域がどういうふうに変わっているかというふうな調査をするとき

の基準点にして調査をなさったら、いろいろ便利かというふうな気がいたしております。 

○事務局（小田）  実は、ワーキングの際にも、野呂先生から同様のご指摘をいただき

まして、資料－２の 63 ページを見ていただきたいのですが、63 ページに中城湾全域の、

かなり広域の地図が載っておりまして、その中で、奥武岬の南側の部分と、それから津堅

島の裏側の部分、ここに対照区というのを二つ書いてございますが、この２地区で監視調

査を、工事区域周辺といいますか、人工島周辺の藻場と並行してやっていこうじゃないか

と。一つは、奥武岬の南側というのは、比較的地形的な条件なりが似たところで、岬を一

つ隔てた南側。それから、津堅島の裏側といいますのは、広域的に見ると同じ中城湾の中

ということになるわけですけれども、工事箇所とは相当離れた地区でのアマモがあるとい

うことで、この２ヵ所を監視調査といいますか、成育状況の確認を行っていく調査の対照

区として設けてみたらどうかということで考えています。 

○細川委員  対照区の選び方の中で、一つだけ確認させていただきたいんですけど、奥

武岬南の対照区候補地、ここの付近には大きな川の流入というのはありますか。 

○事務局（小田）  若干、流入するところ、大きな川という意味ではございません。背

後からの流入は若干あるようでございますけれど、大きな流入するような河川はない場所

です。 

○細川委員  分かりました。ありがとうございます。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 今のポイントというのは、資料－２の６ページ、７ページにも、結論といいますか、調

査での現時点でのポイントが示されております。おそらくここを基準にして、資料－３の

当面の事業の進め方をどう判断していくかということが、本日の委員会の大きなポイント

じゃないかというふうに思いますけれども、このへんについて野呂先生のほうからのご感

想といいますか……。 

○野呂委員  実は、前回の検討委員会でも私こういうことを申し上げたような気がする

んですけれども、この海域の環境をどう考えるかというのは、実はきょうは私のＷＧでや

ったことを紹介させていただいたんですけど。ここにある生物は海草ばかりでは実はござ

いませんで、そのほかに動物も、ベントスも、それから野鳥も渡ってまいりますし、いろ

んな多種多様な生物なりいるわけでありまして、その生物の多様性、それから地域の発展
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の可能性、そういうことを総合的に判断するのは、実は住民の方ではないかというふうな

気がしているわけですけれども。その中の一つの判断材料として、海草の専門家の意見を

述べさせていただければというふうな気がいたしまして、私なんかは話しているわけです

けれども。 

 海草のほうよりも、実はクビレミドロのほうが非常にそういう意味では難しいし、クビ

レミドロの難しさは、多分、絶滅に瀕しているトキを保存するというのと同じ程度の難し

さではないかというふうな、実は気がしているわけです。 

 そういう面で、工事をするときに、第Ⅰ工区の工事のときには、いろいろ汚濁防止膜を

張るとか、いろいろ考えておられるようですけど、もちろんそれも大切ですけど、生えて

いるところを見た限りでは、ここにいろんな護岸というか堤防というか、橋というか、そ

ういうものがいろいろつくられるのではないかと思うのですが、潮通しが、多分この種類

にとっては一番大切になるわけで、島ができてしまった後でどこかに移植をするというこ

とであれば、それはそれで結構ですけれども、工事をやっているときに、なるべく影響を

少なくしようというのであれば、例えば護岸をつくるときに、潮通しのいいような、私は

それはちょっと専門ではありませんので分かりませんけど、例えば、櫛の歯のように水が

自由に通るような構造物にしていただくとか、何かそういうことにすれば、クビレミドロ

の今の群落が、多少なりとも生き延びるのには便利かなというふうな気がいたします。い

きなり潮が通らないような、全然潮通しの悪い護岸をつくってしまえば、もう明らかにそ

れは工事の着工と同時になくなってしまう可能性があるわけでありまして、今、移植とか

基礎的な研究をやっている最中でありますから、それがその技術が開発されるまでに、少

しでもクビレミドロに配慮するということであれば、そういう潮通しのいい方法をひとつ

採用していただきたいなという気がいたしております。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

○事務局（長田）  今の件ですけれども、事業者のほうからですが、先ほど資料－３に

Ａ３の図面を付けさせていただいたんですけど、それで対応のほうをご説明したいと思い

ます。資料－３の２ページ目、工事の図面ですけれども、その図面の中で、右上のほうに

仮設橋梁という表示がございます、比屋根から入ってくる橋梁ですけれども、こちらのほ

うの橋梁から一部資材を入れるということを考えてございます。工事が第Ⅰ工区、第Ⅱ工

区と別れておりまして、当面の工事につきましては、下の第Ⅰ工区を先に行うという予定

にしてございます。当初の予定では、第Ⅰ工区の方へ資材の関係する仮設橋梁から、第Ⅱ

工区周辺の護岸を利用いたしまして、第Ⅰ工区の方に資材をもってくるということを考え
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てございました。 

 ただ、この護岸を捨石でマウンドをつくっていくということで考えていたのですけれど

も、先ほど野呂先生のほうのご指摘があったとおり、ここにそういった構造物をつくりま

すと、潮通しが悪くなるということもございます。この構造自体を今検討してございます。

潮通しがいい、通水性があるような形で橋梁タイプみたないものになると思いますけれど

も、そういったもので仮設橋梁から下の搬路、搬入路も確保していきたいというふうな対

応を今考えております。以上です。 

○眞榮城委員長  どうぞお気づきになった点がございましたら、地元側の皆さんの意見

もよろしくお願いします。 

いかがでしょうか。ほぼ質問も意見も出たかというふうに思いますけれども、おそらくこ

れはワーキングを踏まえて考えたら、海草のほうの移植ということと、今野呂先生からご

指摘のあったクビレミドロの保全の問題、これが大きな課題になっております。事業者の

方から提案があった方法で海草の移植を実施していくと。その生育状況をワーキンググル

ープの方、あるいはこの委員会で検討した上で、埋め立て工事の着手等について判断をし

ていくということになろうかと思います。先ほど、事業者から提案がありましたのは、当

面の事業の進め方ということで、まず汚濁防止膜を設置して、移植の試験、生育状況の観

察をしながら進めていってはどうかというふうな、そういう事業者の考え方というのが、

示されております。これが海草にかかわって判断をしていくというふうなことでございま

す。クビレミドロのほうは、まだまだ時間をかけてその生態を含めて検討していく必要が

ありますので、一応、基礎データを積み重ねながら、増殖技術の開発を進めていこうとい

うふうな考えだろうというふうに思います。 

 特に工事中のクビレミドロの監視というのは、先ほどご意見がございましたように、し

っかりした監視計画をつくられて、移植保全を考えている。特にワーキンググループ、あ

るいは本委員会で検討しながら、進めていくというふうなのが趣旨ではないかと思います。 

 そのへんと、そのあたりで海草の移植と、事業の進め方というのは、提案のような手順

がひとつ事業者の考え方が示されております。 

 それをどう考えていけばいいのかというのが大きなテーマではないかというふうに思っ

ております。 

○事務局（橋立）  私どもの考えをもう一度補足させていただきたいと思うのですが。

私どもの担当が説明しましたように、小規模という狭い範囲の海草の移植試験について、

ある程度の成果は出ているわけですが、先ほど野呂先生もおっしゃいましたように、これ
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に対していきなり相当大規模というよりも、やはり３ha 弱の移植をおこなって、そうする

ことによって、より環境に万全を期すことができるなというふうなことで、今回、こうい

う工事の工程を変更させていただいたわけで、これによりまして、私どもより一層環境と

共生した事業の展開が図れるのではないかというふうに思っております。 

 そういったところで、３ha弱の海草移植に取り組みまして、海草の生育状況等を環境監

視検討委員会で検討していただきまして、その結果等を踏まえ、総合的に判断しまして、

護岸工事などの埋立事業への着手というようなことを判断していきたいというふうに思っ

ておりますので、ぜひご検討の程よろしくお願いしたいと思います。 

○眞榮城委員長  いかがでございましょうか。 

○池原委員  私は陸域の検討委員の１人でございますけれども、泡瀬の浅瀬海域一帯の

近くに国際的な国の遺産もあるし、そういうような中城、それに勝連城のちょうど中間的

なところに沖縄でもすばらしい干潟があると。そういうところで人為的な一つの島をつく

る。今、そこのほうは一般の人が浅瀬によく来たり、あるいは遊びに行ったりしている。

島ができたならば、その島をつくる目的ですね。事業、テレビ、その他のもので見ると、

ホテルとかがいっぱいあるけれども、そこのほうで、今のようないろんな対策が知恵を絞

ってやっておる、例えば、トカゲハゼなどの場合は、人工干潟をつくって、そこに陸から

続いた陸水と海水の触れ合いのある環境の中に、マングローブを植える。そういったとこ

ろにトカゲハゼがたくさん棲みつく。 

 そういうようないろいろな配慮もして、残っておりますので、干潟の一部に島ができた

ならば、そこのほうは、その干潟の一般的な学習、自然の仕組み、あるいはそういう特徴

のあるところ、単に人工的につくった中城城址あるいは勝連城址を見るのでなくして、ち

ょうどそこに適当なすばらしい自然があるということであれば、そのできた島の中に、今

まで研究、例えばトビハゼ、トカゲハゼ、それが浅瀬のどういうところに巣穴を掘って、

どのような形になって、卵をどういうところに産んでというようなこともこれまで調査さ

れてきたりしております。その干潟におる貝類であるとか、そういう標本も並べる。いろ

いろなことが、例えば今日見せていただきましたアマモを機械的に移植する。あるいは手

で植え付けると。そして、そこへ来たときにこういう配慮もしながらやっておるというよ

うなこととか。 

 そしてその干潟に、一般の人が来て、ただ遊び場に使うのではなくして、どこか大事な

ところを保護区にして、学習や研究の場にする。うまい具合にそういうところも残して、

できたら新しくできる島の中に研究施設と言いますか、そこの大事なもののこれまでの標
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本の類であるとか、そこへ来てすばらしい干潟、陸域とのかかわり、あるいは海岸際の木

に渡り鳥たちが、潮が適当なときにやってきて、またそこの上に休んだりすることを見た

り、何かそこにそういう目的のものも、ぜひとも説明してほしい。それがひいては地域の

ただ個々のものを見るのでなくして、海のものも、陸の人工的な文化財も含めて見ていく。

そういうふうなものとして、海岸線であるとか、中に植栽する植物の数種類、そういうこ

とにも十分配慮して、良い学習の場、あるいは観光地としても、使えるようなことを行政

関係ですかね、いろいろ配慮して、この事業を進めていただきたいと思います。 

○事務局（長田）  貴重なご意見、ありがとうございます。事業者といたしましても、

共生といいますか、環境保全に配慮した形での事業推進というのは大事だと思っておりま

す。また、将来できた環境の人工島、そういったものは環境面に対して、環境の観点から

も使えるということは大切だというふうに思っております。 

 前回のＷＧ、あるいは委員会の中でも、土地利用の観点から、いろいろな問題点も含め

て、環境保全の面から少し検討が加えられないかというご意見がありまして、今回も提案

させていただいております。私どもといたしましても、広範囲な検討をこの委員会でして

いただいた上で、最大限、行政のほうに反映していくということは必要だというふうに考

えております。ですので、今のご意見等を踏まえまして、ＷＧでの議論、あるいは委員会

での議論の中で方向を出していただけたら、私どもとしても一生懸命それに対応させてい

ただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○眞榮城委員長  課題はいろいろたくさん出てまいります。おそらく、別個に土地利用

の問題も、それは検討されているでしょうし、また、検討するところがあるかというふう

に思います。ただいまのご意見も、大変貴重なご意見でございますので、おそらくそこに

反映していただけるものじゃないかというふうに考えるわけです。 

 本日のこの委員会で、特に、了解というか、確認をしておきたいという点は、先ほど事

業者のほうから提案がありました約３ha の海草の移植。それをそこのほうからひとつ考え

て、進めていきたいというふうなことでございます。 

 そのことが、海草という一つの点からは、おそらく先ほどのＷＧの結論といいますか、

ございましたように、一つの方向性は提示できると思います。ただ、全体にまたがる様々

な課題があるわけですけれども、それを踏まえながら、実際モニタリングして、あるいは

かなり慎重に配慮しながら事業に取り組んでいただくというふうなことで、この時点で委

員会としての考えを示していけたらというふうに思っているわけです。 

 この点について、大方の委員の皆さん、いかがでございましょうか。そういうことで、
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一応、委員会の意見として、事業者のほうでもお考えいただいて、ご判断いただくという

ふうなことになろうかと思いますけど。 

 そういうことで、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、クビレミドロについては、先ほど示されていたような方針というのがござい

ます。そこのところをきちっと考えていただきたいということでございます。 

 あと、事務局のほうから何かございますか。 

○橋立部長  開発建設部長の橋立でございます。本日は、長時間ご討議いただきまして、

誠にありがとうございました。 

 私ども、今、委員長にとりまとめていただいた方向に沿いまして、すなわちモニタリン

グ調査の実施など、そういう調査を実施するとともに、先ほどの海草移植をやりまして、

その成育状況等をまた本委員会で検討していただいた上で、護岸等の埋立工事の着手につ

いて判断するというふうな考え方で、当面対応したいと考えておりますので、今後ともご

指導のほど、よろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○事務局（小田）  事務局として、特に追加させていただく点はございませんけれども、

今後の本委員会、それから三つのＷＧの検討でございます。 

海草移植保全ＷＧにつきましては、本日いただいたご意見等を踏まえまして、また、さ

らにいろいろと検討していく必要があると考えてございます。 

 また、陸域、海域のＷＧにつきましても、第１回の委員会を受けまして、本日、対応の

方向を示させていただきましたが、秋ぐらいには両ＷＧも含めて三つのＷＧを開催いたし

まして、いろいろ検討を重ねてまいりたい。 

 それから、海草の移植につきましても、また、その状況を見ながら、ＷＧでご検討いた

だき、委員会に報告してまいりたいということで考えてございます。 

 その日程につきましては、今後いろいろ調査の進捗の状況を見ながら、各主査、それか

ら委員長ともご相談して、日程を確定させていただきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 事務局のほうからは以上でございます。 

○眞榮城委員長  それでは、これをもちまして第２回の検討委員会を終了したいと思い

ます。 

 どうもありがとうございました。 

                             （午後３時 53分 閉会） 


