
 1

第３回中城湾港泡瀬地区環境監視･検討委員会速記録 

     

                     日時  平成13年12月25日(火) 

                         場所  沖縄県青年会館 大ホール 

                             （午後１時   開会） 

 

○事務局（小田）  それでは、定刻になりましたので、第３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。 

 私、事務局を担当しております、財団法人ＷＡＶＥの小田と申します。どうかよろしくお願いい

たします。 

 早速でございますが、本日の委員会の出席状況を確認させていただきたいと思います。 お手元

に、議事次第、それかに着席表、それから委員名簿という、それぞれ１枚紙を配布させていただい

てございますが、本日の委員の出欠状況につきましては、こちらに書かさせていただいているとお

りでございます。 

 ご欠席の委員が、広島大学大学院岡田先生、それから琉球大学名誉教授 西島先生、国土交通省

国土技術政策総合研究所 細川部長がご欠席でございます。それから、泡瀬自治会 池宮城自治会長

様でございますが、代理で渡慶次様にご出席をいただいております。恐縮でございますが、渡慶次

様の字が間違ってございまして、｢喜｣ではなくて、同じ「よろこぶ」でも、慶応大学の｢慶｣のほう

でございます。どうも申しわけございません。 

 それから、長嶺委員でございますが、若干遅れてご出席されるという連絡をいただいているとこ

ろでございます。また、東桃原自治会長 永山会長はご欠席ということでございます。 

 続きまして、お手元の資料ですが、以上の３枚紙に加えまして、議事次第に書いております４点

の資料、それぞれ右肩に資料－１、資料－２、資料－３、それから参考資料と書いた４点の資料が

配布されておりますので、ご確認のほうよろしくお願いいたします。 

 資料のほうはよろしいでしょうか。 

 まず、冒頭に一言追加で申し上げることがございまして、本委員会の終了後、本会場の３階の会

議室におきまして、記者会見を用意しております。報道関係の方々、そちらのほうを出席される場

合には、３階の会議室、入口に記者会見会場というプレートが貼ってございますので、そちらのほ

うにご参集いただくようにお願いいたします。時間といたしましては、会議の終了後、大体４時半

をめどにスタートしたいということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、早速でございますが、議事次第２のほうに移ってまいりたいと存じます。 

 議事次第２、議事につきましては、委員長に議事の進行をお願いいたします。委員長、どうかよ

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。年末の大変あわただしい時期でございますけれど

も、第３回の検討委員会、議事の進行を務めさせていただきます。 
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 議事次第にございますように、(2)で議事でございます。①、②、③とありますので、その順序

で進めてまいります。 

 それでは、最初に①で、委員会における主要な意見とその対応についてということで、事務局の

ほうからよろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  では、お手元の資料－１をご覧ください。最初に目次がありまして、次に１

ページ目から全体事項ということで、書いてございます。最初の１ページから４ページにつきまし

ては、前回７月31日に行いました委員会での対応方針という形で報告させていただいておりますが、

その部分について今回対応した事項についてのご説明をさせていただきたいと思います。 

 それから、その後の５ページから８ページにおきましては、海藻のワーキング、７月31日の委員

会での指摘事項に対して対応してきた事項ということで報告させていただきたいと思っておりま

す。 

 それでは、最初に１ページ目の全体事項でございます。 

最初に環境監視調査についてということで、1）につきましては、これは監視点、人工島ができ

た後の背後部の水路部のところでの調査ポイントを４点以上配置したほうが良いというご意見に

対しまして、同様に、水路部にも４点以上配置するという考えで対応したいと思っております。 

 それから、2)でございますが、比屋根湿地部に流入する河川での水質ならびに土壌という調査を

してほしいというご意見です。これにつきましては、今回資料には載せてございませんが、水質調

査につきましては行っております。海藻のワーキングの方で報告させていただいておりますが、こ

の点につきましては平成１３年度監視調査結果の報告ということで、まとめて報告させていただき

たいというふうに考えております。 

 それから、3)オカヤドカリの調査時期の問題についてですが、今回、秋季に、11月の初旬でござ

いますが、調査を行っております。 

 それから②結果の整理方法についてということで、4)につきましては、海藻の出現種の把握、そ

れから、5)につきましては、魚類、甲殻類の整理をしてほしい。それから、6)におきましては、干

潟底生生物の分布から見た貴重性の整理をしてほしいというご意見をいただきました。これにつき

ましては、今回、資料－３のほうで、まず海藻の関係につきましては27ページから28ページのほう

に、それから、魚類、甲殻類については29ページから35ページのほうに、貴重性の整理につきまし

ては40ページのほうで整理してございます。このへんにつきましては、後ほどの資料－３のほうで

説明させていただきます。 それから7）につきましては、海藻の調査地点の水深の記載というこ

とで、これも資料－３の５ページになりますが、等深線という形で載せてございます。 

 続きまして２ページの「(2)各ＷＧ全体に関わる事項について」という中でまず最初に、創造す

る生態系の位置づけの検討ということで、1)では中城湾全体の生態系並びに埋め立てによって消失

する生態系、さらに、これから新たに創造する生態系がどのように位置づけられるかという検討の

視点を加えるというご指摘をいただきました。 

 それから、2)のほうでは、干潟の８割が残るという、いわゆる面積的な評価と、それから生態系
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として残る機能という関係を把握してほしいというご意見をいただきました。今回、いわゆる沿岸

陸域ならびに干潟域、浅海域というところでの生物生息機能や親水性の現状についてＷＧ資料で整

理させていただきましたが、さらに、今あるデータに基づいて、より定量的な評価をしていく必要

があるとのご指摘を海域ＷＧでいただいておりますので、今後、そのような形で進めさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 それから②は、全体的な視点での検討方法ということで、3)では、最大限の機能を今後この計画

の中でつくっていくための、いわゆる埋め立ての中で配置をどのようにしていくかというような議

論が必要ではないかということ。4)におきましては、計画の中で学習や研究の場を設けてほしいと

いうご要望がございました。これらにつきましては、前回の委員会でも申しておりますが、諸施設

の配置につきましては、現計画にとらわれず柔軟な対応でもって進めていくという考えでございま

す。 

 次に３ページ目になります。各ＷＧでの検討結果ということで、まず、陸域の環境整備ＷＧに関

する事項でございます。 

 まず、1)におきましては、これは現在、人ならびに自然のふれあい活動という形で、現況でいろ

いろ利用されておりますが、それが埋立後にどのように補償されるのかというご意見がございまし

た。これにつきましては、今回の資料でも載せてございますが、人と自然のふれあい活動の現状を

分析しまして、今後、予想されます利用人数等、これまた定量的に評価をして、既存の海岸や埋立

地内で計画していくという方向で臨みたいというふうに考えております。 

 それから、2)でございます。これはオカヤドカリの生息に関するご意見ということでいただきま

した。オカヤドカリに関しましては、現在、生息しているところの環境条件等の調査を行っており

ます。今回、資料にも載せてございますが、オカヤドカリの生息に適するような環境条件というも

のをできるだけ維持する。かつ、新しい人工海浜の中で生息できるような環境条件を整えてあげる

というような基本条件を設定しております。今後、そのような形でゾーニングを含めた計画案を提

出させていただきたいというふうに考えております。 

 続きまして、(2)でございます。これは、海域環境整備ＷＧでの検討事項になっております。 

 まず、1)でございますが、これはトカゲハゼならびにクビレミドロというものの生息条件という

ものを考えた場合、同じ場所に同じものを生息させることは困難であろうというご意見をいただき

ました。今回の資料でも載せてございますが、トカゲハゼならびにクビレミドロというものは、底

質条件的にも異なった条件下で生息しておりますので、基本的にはこれらを区分して考えていくと

いうことになるかと思っております。 

 それから②といたしまして、野鳥園でございます。野鳥園の関係につきましては、一つは比屋根

湿地内のベントス量の問題ということでご指摘がありました。それから、面積、当初考えていまし

た面積が小さすぎるのではないかとかいうご意見をいただきました。この件に対しましては、今回

の資料でも整理させていただいていますが、今後干潟内の、いわゆる餌となりますベントス量の量

的な把握、ならびに野鳥の数と干潟の面積の関係等を定量的にある程度整理していき、今後の計画
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案に結びつけていきたいというふうに考えております。 

 ４ページのほうになりますが、４番として、野鳥園の位置のお話で、比屋根湿地との関係につい

てご指摘がありました。これは７月31日の前回の委員会でご回答させていただいておりますが、基

本的には比屋根湿地との連携を図った野鳥園というものを考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、③生活排水につきまして、これも前回対応のところでご説明しておりますので、この

分については割愛させていただきます。 

 続きまして、(3)海藻草類移植の保全ＷＧに関する件でございます。最初に、１番機械化移植に

ついてということで、1)におきましては、移植する海草に対して、台船上に載せた時間というもの

が出てきますので、その部分の干出試験というものの必要性をご指摘いただきました。この件につ

きましては、資料－３のほうで、移植海草保護対策試験というものを今回実施した結果を載せてご

ざいます。詳細につきましては、ここで説明させていただきます。 

 それから、2)及び3)におきましては、これはホンダワラ類など岩礁性の藻場の保全について配慮して

ほしいというご意見です。この件につきましては、今回、資料のほうにも載せてございますが、基本的

には移植先としてのホンダワラ類につきましては、そのような場所を選定しないという考えをしており

ます。 それから、仮に移植先にそのような岩礁性の藻場の基盤がある場合には、それを転石、いわゆ

る移動させるということを考えております。 

 それから、採取するほうの場所、いわゆる将来的には今の埋立計画内にあるものということになりま

すが、その点につきましては、基本的には移植地外、外側に移動させていくということを基本的に考え

ていきたいということでございます。 

 それから４）の移植先の生物環境の把握についてということでのご意見。これにつきましては、移植

先ならびに海草の採取先の生物調査を実施しております。詳細につきましては、資料－３のほうで説明

させていただきたいと思います。 

 続きまして５）の移植先の底質状況の確認ということでご指摘をいただきました。今回広域的なエリ

アで底質の調査を実施しております。これも資料－３のほうで記載してございますので、その部分で説

明させていただきます。 

 それから６）、これは海草の監視点として、いわゆる工事の影響のないようなところにも監視点を設

定する必要があるだろうということで、今回、津堅島のところと、それか奥武岬の先端部の熱田地区と

いうところで２点、そのような対照区域を設けております。 

 ７）でございますが、これは海草ブロック内、いわゆる採取したところの海草内のベントスならびに

生物の生息状況を把握してほしいということです。これにつきましては、実施いたしておりまして、資

料－３の 98 ページのほうに載せてございます。 

 続きまして６ページのほうにまいります。②現況調査ということで、まず最初にご意見いただきまし

た、現況の藻場及び今後の工事後にどのようになるか、調べてほしいということで、藻場の分布状況に

つきましては、今後もモニタリング調査を継続的に実施してその把握に努めたいというふうに考えてお
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ります。 

 それから（2）底質調査につきましては、先ほど述べましたが、５）のほうで同じような意見がござ

いまして、底質調査は今回行っております。ただ、ここで述べてます砂層厚についての把握という点で

ございますが、これにつきましては、将来、深浅測量等を実施致しますので、その時点で砂層厚の把握

を行いたいと考えております。 

 それから（3）、これは空中写真の撮影方法についてのご意見でございますが、これはご提言いただき

ました内容で実施予定です。当初９月時に飛行機を飛ばして航空写真を撮る予定でしたが、９月にニュ

ーヨークで起きましたテロの影響で航空規制が沖縄県内にもひかれました。この影響でまだ飛べてない

状況でございます。今後、チャンスがある段階で航空写真を撮っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それから７ページのほうからは、クビレミドロの保全についてでございます。まず最初に取り組み方

針についてご指摘をいただきました。基本的には室内実験及び現地移植試験の２通りの方法で今後も検

討を進めていきたいと思います。この中で実験内容、工程内容的な体系の組み立てというものが見直し

されているわけですが、この件につきましては、前回の委員会で報告させていただいておりますので、

そのように対応していきたいと思います。ただ、室内実験場の中で、一部培養試験と組織培養の試験を

今回考えておりまして、その部分については、のちほど資料－３のところで説明させていただきたいと

思います。 

 それから２）でＤＮＡ解析等の話で系群解析を当初考えていたわけなんですが、この点につきまして

は、時期尚早ということで、もっと基礎的なデータの整理があるのではないかというご指摘いただきま

したので、そのような対応をしてまいりたいと考えております。 

 ３）におきましては、これは糸状体を実験室に確保できるというようなことが必要ではないかという

ご意見をいただきました。この点につきましても、今回、培養試験という形でそのような対応をさせて

いただいております。 

 次に、２）工事中の監視方法についてということでご意見をいただきました。これにつきまして、現

地の流況ならびに工事前の濁度の状況というものを予備調査でございますが実施しております。 

 この結果に基づいて、今後、必要となってまいります監視計画案、いわゆる監視点の位置とか、監視

基準値とか、バックグラウンドの設定値とか、そのようなものを検討していく考えでございます。今回、

③におきましては、途中の段階でございますが、基本的な監視計画案の考え方について資料を提出させ

ていただいておりますので、のちほど説明させていただきます。 

 ８ページの５）でございます。これは最初に監視項目についてのご意見をいただきまして、濁度だけ

ではなく、流れの諸元ならびに陸水の影響というもので塩分調査等を付け加えたほうがよいというご意

見をいただきました。これにつきましては、今回、流向、流速、塩分というものを監視項目として加え

てございます。 

 それから６）これは河川水の水質調査項目の検討が必要だということで、この件につきましては、生

活排水の影響をみるということで、栄養塩の調査を入れてございます。 
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 それから③保全対策についてということで、前回の委員会で事務局行政側からご提案ありましたが、

陸からの資材搬入路の構造というものの変更の必要性をご指摘いただきました。今回、資料で載せてご

ざいますが、当初、不透過の構造形態を考えておりましたが、今回、事務局の行政サイドのほうから水

通しのよい構造ということで、透過構造というものをご提案いただいております。基本的にはクビレミ

ドロの生息域に影響がないということで、このへん海草のワーキング等で議論をしてまいりまして、今

回資料－３のほうで出させていただいておりますので、後ほど説明させていただきたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいま委員会における主要な意見とその対応についてご報告をいただきました。 

 どうぞ、確認等いろいろあるかと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 それではまたのちほど、資料の中でも説明する部分もございましたし、その際にでも結構でございま

すから、またよろしくお願いいたしたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。進行してよ

ろしいでしょうか。 

 それでは進行いたしたいと思います。のちほどまたありましたら、お願いいたしたいと思います。 

 それでは議事の②で沿岸域の環境特性及び生態系の保全と利用の方向性について、ということで陸域

及び環境整備ワーキンググループの報告ということで、よろしくお願いいたします。それではこの点に

ついては池原先生の方から、２番目の報告をお願いいたしたいと思います。 

○池原委員  資料－２ですね。 

 検討委員の主に陸域の環境整備についての検討委員会がありまして、そこのほうでいろいろ、いわゆ

る陸域といっても、もちろん陸地もありますし、それから干潟、海岸、海との境目の海岸域、それも関

係してくるわけでございます。ご承知のとおり佐敷、知念の半島といいますか、それが非常に飛び出し

ておると、それから北のほうへ行きますと、そこに勝連半島がある。そこの陸地を見てみますと、佐敷

あたりから陸域の海岸の平地がありまして、連続的にほとんど平らな平地がある。さらに島の分水嶺的

なところには、地殻変動によると思いますけれども、かなり傾斜の厳しい断崖がずーっと続いている。

そこから雨が降ったりすると、土砂が次第に海岸線から湾内へと流れ込んでくる。そのような地形状態

によって、佐敷から泡瀬干潟、湾に至る海岸線に沖縄では最高といっていいくらいの広さの干潟ができ

ておる。陸域の植物が太陽光線と空気中の炭酸ガス、根から吸い上げられてきた水と溶けこんだ物

質を使って、生命維持に必要な有機物で、つくったりもする。そういうようなものが今度は枯れる

と、土壌の生物あるいはカビの類、それが分解する。雨が降るというと地表水あるいは地下水とな

って、海岸の干潟の生物たちの栄養分として供給されていく。それが干潟や海に住んでいる生物、

微生物たちが、またそれを材料にして、有機物をつくって、自分の体をつくり、あるいは生命維持

の役目を果たす物質となって、そこにいろんな生物に供給される。 

 こういうことで、陸地と海とのこの境目、そして海の生物等にもどういう陸地が役目を果たして

いるかというようなことも考え、そういうことで調査された沿岸のいろいろな生物を調べてみた。
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そうしますと、もちろん水鳥類をはじめとしまして、海岸線の林の中、海域、浜辺があれば、そこ

の奥の防風林あたりに、天然記念物に指定されているオカヤドカリも住みついている。 

 そういうような状態で、陸地と海域との境目から続いているこの干潟というものが、非常に大事

な、いろんな、その干潟そのものを生存地とする貝であるとかカニであるとか、トカゲハゼなどが、

適当な環境があるとそこで生命を維持している。そういうことでありますので、人工的な島がつく

られるということになりますと、既存の海岸線の沿岸の陸域と干潟との機能を考慮して構築して欲

しい。今まで全くの干潟で、満潮になると海の底にあったところに島ができて、そこに防風林等が

できたりしますと、海岸沿岸にいるオカヤドカリやトカゲハゼが大事な珍しい動物でありますけれ

ども、ほかにもエビ・カニなど干潟に生育・生息いている生物が生存できるようにして欲しい。 

 一般の人たちが暇のときに貝を取ってきて料理したり、また、子どもたちが干潟で遊んだりとい

うことでありましたけれど、何とかしてそこのほうに島ができるとすれば、新しい海岸もできて、

それなりのこれまで存在する海岸に似たような海岸をつくって、そしてそこでも陸域と干潟という

両方のこの関わりあいが学習できるように構成することは非常に大事なことである。干潟に島をつ

くるとすれば、そこをできるだけ拠点にして、自然がつくった干潟、そこの生態的ないろんな面か

ら学習したり、あるいはそこへ行って、そこでなければ見られない動物がいたり、気がつかなった

が、こういうところにこういうものがいるというようなことを干潟に陸域の島ができるとすれば、

泡瀬干潟の生態的な特徴を学習することに十分配慮して欲しいということが、陸域の会議のほうで

論議をされてきたところであります。 

 詳しいことは事務局のほうから説明していただきたいと思います。大体、考え方はそういうとこ

ろからであります。よろしくお願いします。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして海域のＷＧグループの報告をお願いいたしたいと思います。本日は岡

田委員のほうが欠席でございますので、事務局のほうからご説明、ご報告をお願いいたしたいと思

います。 

○事務局（溝口）  資料－２のほうで、陸域のほうが１ページ目からあります。それから、海域

のほうが４ページ目のほうにありますが、陸域も海域も資料的には同じようなもので、今まで進め

させていただいておりまして、基本的には陸域で人工海浜並びに海岸緑地の部分、それから、海域

のＷＧにおきましては、人工干潟、野鳥園という施設を想定して、これまでＷＧを行っております。 

 海域のＷＧは12月17日に行われまして、ここにあります議事内容、指摘事項というのは、これは

前回のＷＧでの指摘に対してです。 

 ２番目に、泡瀬地区沿岸域の環境特性ということで、現在の泡瀬干潟の部分が、いわゆる中城湾

全体から見た場合、どのような環境特性を持っているのかということで整理を1回しております。 

 それから、その後に、３番目といたしまして、泡瀬地区沿岸域の生態系保全と利用の方向性とい

うことで、今後創造していく施設について、どのような考え方で進めていけばいいのか、またはゾ

ーニングを今後していくわけですが、その上での対応事項というものはどういうことがあるか、と
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いうものを基本的にＷＧでご提言していただくような形で進めてまいりました。 

 それで、海域のＷＧにおきましては、ここに書いてございますが、基本的には陸域のほうにも書

いてある事項と同じになっていますけれど、いわゆる中城湾全体から見た泡瀬地区というのは、地

形や底質などの環境特性から多様な生物が生息できるような場所であると。それから、人が利用す

る場所といたしましても、大変重要な場所であるということを再認識しております。そのような現

状のもとで、今後、現在分かっている資料というものを再整理いたしまして、現況の機能をできる

だけ定量的に評価していこうということで、ご意見をいただきました。 

 例えば、いただいたご意見でいきますと、水深や底質の条件と例えば生物量の関係というものを

今後把握しておく必要があるのではないか。それから、泡瀬干潟のベントス量というのは、ほかの

干潟と比べてどうなんだろうというようなご意見をいただいております。このへんにつきまして、

より定量的な評価をして、今後のゾーニング計画に向けての資料としてご提出して進めていきたい

というふうに考えております。 

 それから、２番目にありますが、泡瀬地区沿岸域の生態系の保全と利用の考え方ということで、

現状の機能、いわゆる先ほど申しました定量的な評価を踏まえて、今後、埋め立てられる環境、そ

れから代替施設が持つべき機能というものを検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、また陸域と海域の連続性を十分に配慮してゾーニングする必要があるというご指摘も

いただいております。今後、その定量的な評価をできるだけ行い、干潟の面積と機能の関係とか、

それから、ＷＧの中でもご意見いただきましたが、新港地区で実際人工島形式の整備がされており

ますので、そのへんのモニタリングデータ等を参考に、今後、どのような形で計画をしていけばよ

いのかというものを審議していくという方向性で再度結論づけられております。 

 詳細につきましては、後ほど資料－３のほうで説明させていただければと思います。以上でござ

いますが、引き続き資料－３のほうを説明させて頂いてよろしいでしょうか。 

○眞榮城委員長  どうぞ。 

○事務局（溝口）  では、お手元の資料－３につきまして、まず１ページ目から70ページまでが

陸域環境並びに海域環境の整備ＷＧで出させていただきました資料です。その資料に基づきまして、

陸域並びに海域でのご議論をいただきました。 

 まず、１ページ目からは中城湾全体から見た泡瀬地区の位置づけということで、最初に２ページ

目のほうの図が中城湾全体の水深、それから３ページ目のほうにありますのが底質の分布状況、そ

れから４ページ目、図的には５ページ目になりますが、藻場の分布状況というものを提示してござ

います。 

 このように、もうご存じかと思いますが、地形的には津堅島並びに久高島に囲まれた湾域性の北

部のほうに泡瀬干潟があるということで、基本的に概要的には台風の来襲で影響するところでござ

いますが、外側の津堅島、久高島付近で発達していますリーフにおきまして、ある程度波の低減効

果があると。むしろ、湾域内での風波の発生要因というものが、外力的には影響を及ぼすような場

所であるというような形になっております。 
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 底質的には、基本的には砂質系の部分が多ございますが、泡瀬の干潟の周辺部におきましては、

サンゴ系から場所的には岩礁系のものがあります。これは中城湾全体からの図でございますので、

泡瀬地区につきましては、後ろのほうで載せてございます。 

 それから、６ページからは海岸線の利用ということで、湾内の海岸性状とアクセス性ということ、

７ページのほうがそのような整理をさせていただいております。 

 それから、８ページ、９ページにおきましては、生物環境ということで、９ページの図がオカヤ

ドカリ類の分布状況ということで、中城湾全体では約 20 ヵ所生息しているというのが確認されてお

ります。 

 それから 10 ページ、11 ページ、12 ページ、13 ページでございますが、いわゆる人間が自然との触れ

合いを行う活動の場としてどういう現状かということで、11 ページが潮干狩り、磯遊びができるような

部分というのがどのへんだろうか。 

 それから 12 ページには釣りとして利用されている部分。それから 13 ページにつきましては、史跡・

名勝等のレクリエーション関連施設の分布を示してございます。 

 まとめとして 14 ページに整理してありますが、基本的には先ほど資料２のほうで述べさせていただ

きましたが、自然環境においても、また人の利用、活動する場としても、泡瀬地区というのは貴重な場

所である、重要な場所であるということが、この図で一目瞭然だと思います。 

 15 ページからは泡瀬地区の状況ということで、まず 16 ページにありますのが、空中写真で示しまし

た今回の泡瀬地区の部分です。破線で埋立計画法線が書いてございます。 

 それから 17 ページは地形の状況、それから 18 ページにはＧＩＳの重ね合わせになっておりますが、

水深並びに底質、それから法線の入ったような状況になっております。 

 それから 19 ページ、図的には 20 ページになりますが、藻場の状況ということで、先ほどの底質、水

深関係のものに藻場の分布状況を整備した形になっております。 

 21 ページに泡瀬地区の藻場の出現状況ということで、大型並びに小型の海草、ホンダワラ類など、水

深帯でどのような出現種、被度はどのようになっているかという整理をさせていただいております。こ

のへんにつきましては、前回の委員会でも提示している部分かと思います。 

 それから 22 ページからは干潟の状況ということで、23 ページには干潟区分を各種の組成を統計的に

分類した形での区分分けというものをしたものを示しております。 

 それから 24、25 ページは区分された部分の現況での写真の状況でございます。 

 それから 26 ページからは生息種の特徴ということで、干潟生物の部分について整理させていただい

ております。 

 27、28 ページは海藻の出現種。それから 29 ページから 35 ページまでが底生生物の出現種という整理

です。 

 それから 36 ページから特徴的な種の分布ということで、クビレミドロなり、トカゲハゼなり、ミナ

ミコメツキガニの分布状況という整理をさせていただいております。 

 それから 40 ページには、魚類の出現状況ということで、41 ページにします２ポイントのところでの
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調査結果でございますが、魚類の生息状況ということです。基本的には、この海域、砂質系から岩礁系、

サンゴ礁というような多様な環境状況を有しておりますので、魚類の種類としても多様な種類という形

で出現が確認されております。 

 それから 42 ページから鳥類でございます。43 ページにこういうふうな満潮時におけます鳥類の分布

状況、それから 44 ページのほうが干潮時の分布状況でございます。 

 鳥類に関して見てみますと、基本的な通信施設のある海域、それから比屋根湿地の近郊、大体二極化

されたような分布状況を呈している傾向がございます。 

 干潮時になりますと、餌場として広がりをもっておりまして、44 ページにありますような図の状況に

なっているということです。 

 まとめとして 45 ページから 46 ページに生物生息機能の整理をさせていただいています。46 ページの

図がまとめの意味合いにあげてございますが、先ほどの領域的な特性から見ますと、領域Ⅳというとこ

ろでのクビレミドロの生息域。 

 それから領域Ⅱというところで、これはミナミコメツキガニ等のカニ類の生息域が確認できる領域で

す。 

 それからⅢの領域、比屋根湿地の流入河川部ですが、ここは底質的に泥質の条件になっておりますの

で、トカゲハゼの生息域というような形になっておりまして、基本的には、ある程度、底質の条件で生

物種のゾーニングというものが可能であるというような判断ができるのではないかと考えております。 

 47 ページからは、沿岸域の生態系の保全と利用の方向性についてということで、今のような現状の状

況を踏まえて、今後整備していく諸施設をどのように考えていくかというものについて議論をさせてい

ただいた資料でございます。 

 先ほど述べましたように海域のワーキングにおきましては、これらの条件を勘案し、現況の条件につ

いてもう少し定量的な把握が必要であろうということで、その定量的な把握結果に基づいて実際の例え

ば野鳥園の規模とか、人工海浜の規模とか、それから人工干潟の規模とか、それから配置とかいうもの

を検討していく必要があるだろうという認識でございます。 

 47 ページ、まず最初の基本的な考え方ということで整理させていただいております。生態系保全の基

本的な考え方ということで、まずこれはオカヤドカリを主とした条件になっておりますが、まず既存の

陸域でのオカヤドカリの生息域、いわゆる海岸域になりますけど、その現生息域については第１に残し

ておこうという考えが第一です。 

 それから２番目に人工島におけるオカヤドカリの生息地の創造ということで、既存の海岸域を保全す

ると同時に、新しく設ける人工島内での人工海浜の部分で、オカヤドカリが生息できるような環境条件

を整えてあげようということを書いてございます。 

 そのためには、例えば人工海浜ですと、人の利用も考えておりますので、そこの人の利用とオカヤド

カリの生息域というところの棲み分けをどういうふうにしていくかということで、陸域のワーキングで

議論をしていただいております。 

 資料－２のほうで書いてございますが、参考に申しますと資料－２の２ページのほうに実際のオカヤ
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ドカリの生息域の考え方というものを整理してございます。 

 一応、ここにあります５点というものを今後踏まえてゾーニングを行っていくということになってお

ります。 

 それから資料－３のほうにまた戻りますが、47 ページの③で既存干潟域の保全ということで、今回、

埋立地につきましては、人工島形式になりますので、既存の干潟域というものは埋め立てによって消失

される、面積的には２割程度にというふうになっておりますが、その部分をできるだけ最小化という位

置づけで、既存の部分について影響を極力最小限にしていくということで大前提をおいております。 

 それから、生息する生物に対して影響のないような形をできるだけ考えていこうということで、環境

の維持ということを考えております。 

 それから④で干潟域の創造ということで、これは人工島内に新たに設ける人工干潟ということでござ

いまして、この部分については基本的にはトカゲハゼの生息域並びにクビレミドロの生息域というもの

を両立できるような人工干潟というものを考えております。 

 ただ、この部分、各種生息条件、いわゆる適した生息条件というものが異なってまいりますので、そ

のへんの棲み分けゾーニングというものが今後の課題という形になっております。 

 それから 48 ページになりますが、鳥類の保全ということで先ほど示しました現存の鳥類の陸域とい

うものを踏まえて、今後、鳥の関係で必要となります餌の確保、それから休息場ということについて、

ベントス量との定量的な評価ということは今後必要になるわけですが、そのへんの状況を踏まえた形で

鳥類の保全を図っていきたいと。極論的には、鳥をどの程度まで呼ぶのか、または維持するのかという

ことを今後の定量的な評価結果に基づいてゾーニングしていくことになるだろうと思います。 

 それから、⑥といたしまして、学習・研究の場を確保するということで、これは利用地内でのゾーニ

ングの中でうまく入れ込んでいきたいと考えております。 

 それから（2）といたしましては、利用の基本的な考え方ということで、①といたしまして、まず既

存の海岸線とのアクセスの確保ということを考えております。 

 それから同時に、②で人工島内でのアクセスの確保ということで、人が利用するうえで動線計画を踏

まえた形で利用のしやすいような環境状況を整えるということを考えております。 

 それから、③といたしまして、既存陸域からの景観の保全ということで、埋め立てされることにより

まして、陸域から見た景観特性が変わってしまう、これまた人工島内におけます土地利用の関係も計画

とも関連してくるわけですが、現在、この委員会関係におきましては、基本的には環境の整備という位

置づけでの景観の保全ということを考えております。具体的には緑地の整備の方法ということで、例え

ば緑地内に眺望のいい視点場を設けるとか、そのような利用を考えております。 

 それから④で人工島におきますレクリエーションの場ということで、これまで現在、海岸線として利

用されている状況を踏まえまして、人工島内においても同様な施設を考えていきたいということです。 

 それから⑤といたしまして、自然・生物とのふれあいの場の整備ということで、これは先ほど学習・

研究の場というものもありましたが、それと同じような考えで、地元並びに県外から来られる方も含め

て人が触れ合える場所というものをこの人工島内においても整備していこうという考えでございます。 
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 これは基本的な条件で整理させていただきまして、49 ページ以降、各諸施設に対しての事務局案とい

う形での事例を出させていただきました。 

 まず最初に、オカヤドカリの生息に適した海岸地形の分析ということで、これはオカヤドカリが生息

している海岸について事例分析という形で整理をさせていただきました。50 ページ以降、51 から 53 ペ

ージまでが県内オカヤドカリが生息しています海岸部の条件、それから 54 ページに表３－１といたし

まして、それらの場所での海岸植生なり砂浜の状況等を整理した表を載せてございます。 

 このような結果に基づいて、55 ページにモデルの平面並びに断面案という形で提示させていただいて

おります。この部分につきましては、実は第１回の委員会の場で、このようなモデルの考え方を出させ

ていただいておりまして、今回、数字的な部分がこの事例に基づく諸元ということで記載させていただ

いております。 

 これがオカヤドカリの部分ですが、次に56ページからは人の利用に関しての海浜形状ということで、

県内で人工海浜としての事例の整理をさせていただきました。 

 57 ページにありますのが、表でまとめた基本的には現況の２事例についての整理でございます。 

 人工海浜を人の利用に関しましては、先ほどの生物、言ってみればオカヤドカリになりますが、生物

種との共存という位置づけを考えておりますが、具体的には人が利用する場所とオカヤドカリが生息す

る場所の棲み分けは必要だろうというのが、陸域ワーキングでのご意見でした。 

 その中で当然、中間的な域が出てくることになりますが、そのような場所については、いわゆる先ほ

どありました学習の場、研究の場というエリアとしてゾーニングが考えられるではないかというような

ご意見をいただいております。 

 それから実際に人が利用する海水浴場として、地元からの要望が高いわけですが、この海水浴場とし

て利用する部分の諸元につきましては、利用する人数、いわゆる入り込み人数というものを把握してい

く必要があります。また、砂浜の規模を決めるとなりますと、実際は養浜をすることになりますから、

その養浜材料というものをどういうものにするか、それによっては海浜の安定を図るための諸元と

いうものを、いわゆる海浜勾配とか、さらには異常時の高波浪時の砂の流出の問題とか、そのへん

の整備検討を行った上で、ゾーニングというものを考えていく必要があると考えております。 

 それから、58ページからは、干潟の保全と創造域の関係でございます。まず、干潟の部分につき

ましては、トカゲハゼの生息域の事例分析に基づきまして、地盤高とか底質の条件、泥厚等の諸元

というものを整理させていただいております。 

 それから、63ページからになりますが、クビレミドロの成育に適した干潟条件ということで、こ

れまた泡瀬地区、それから屋慶名の２事例、２ヵ所についての事例に基づいて、地盤高、底質、波

の流れの諸条件等について整理させていただいております。このクビレミドロにつきましては、前

回の７月31日に行いました委員会で報告させていただいております諸元というものがベースにな

っております。 

 67ページからは、鳥類の利用環境の分析ということで整理したものでございまして、69ページの

図にありますような利用環境の分布状況という形になっております。鳥類につきましては、先ほど
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来説明させていただいておりますが、あくまである程度定量的な評価をした上で、そのゾーニング

を考えていくということになっております。 

 参考となりますのは、おそらく現在の泡瀬通信基地の環境条件、それから、比屋根湿地部での環

境条件というものが、新たに人工島内につくる野鳥園を考えていく上でのいい事例になるかと思っ

ております。特に、第１回目の委員会でイメージ図というものを出させていただいておりますが、

淡水並びに海水の池をつくって、生息できるような鳥類というものを呼び込むというような案、こ

ういうものがこの現状の現況分析からある程度イメージできるものかと考えております。 

 一応、はしょった部分も少しあるんですが、先ほど、資料－２のほうにあります陸域並びに海域

の報告概要でありますように、まず人工海浜の部分につきましては、陸域の部分でまとめさせてい

ただいていますように、基本的にはオカヤドカリが生息できる環境条件を既存の海岸にも確保する、

それが第一。それから、人工島内にもオカヤドカリが生息できるような環境条件を整えましょうと

いうことが一つです。それから、当然、海水浴場として利用することを考えておりますので、その

ような状況を考慮した人工海浜をつくっていくということでございます。 

 それから、人工干潟並びに野鳥園につきましては、もう少し定量的な結果を出した上で、もっと

詳細なゾーニング計画というものを今後つくっていくという形で考えております。 

 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。 

 ただいま陸域のＷＧと、それから海域のＷＧの報告並びにその詳細な説明ということで、ご報告

させていただきました。ただいまの報告対して、ご質疑あるいはご確認、ご意見等を賜りたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、金本委員、よろしくお願いいたします。 

○金本委員  21ページの海藻草類の分布ですが、これ大型海草も小型海草も、クビレミドロの海

藻のほうも、すべて０から２ｍのところに分布の中心がきているようですけど、この０から２ｍの

範囲が、ほかの２ｍから４ｍとか、０ｍ以浅とか、そういうところと比べて面積的にはどうなのか、

資料があれば、お願いします。 

○事務局（溝口）  21ページの表２-１のほうにありますように、被度が40％以下というものと

被度50％以上ということで、面積的には区分してございますが、大型の海草域という位置づけでい

きますと、この表にありますような面積程度ということになっております。基本的には、全体の大

型の海草でいきますと、約６割から７割ぐらいが０から－２ｍの水深、それから、小型のもので見

ていきますと、実際の３分の２ですか、そのぐらいの値になるということです。 

○金本委員  ちょっと質問の仕方が悪かったようですけど、海草の分布状態ではなくて、それぞ

れの０から２ｍ、２から４ｍというような区分の割合が知りたいんです。０から２ｍのところが少

ないのに集中してそこに海草類があるのか、それとも単に０から２ｍの面積が広いために、三つと

もそこに集中して分布しているように見えているだけなのか、その点がちょっと知りたいんです。 

○事務局（溝口）  図的には水深のエリアの区分というのは表示してないですが、参考として23
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ページとかの水深のエリアで見ていただいたほうが分かりやすいですね。20ページのほうに色分け

してございます。０から－２ｍが薄めの青です。それから－２から－４ｍがブルー系、４ｍより深

い部分が濃い青系になっているかと思います。 

 基本的には、このエリアを重ね合わせているので、ちょっと見にくいかもしれませんが、基本的

には２ｍから４ｍというものが多く見られるかと思いますが、藻場の分布域としては０から－２の

エリアのほうが広いエリアになっているかと思います。ちょうど藻場の分布の重ね合わせたものと、

その水深の色との部分ということになるんですが、ちょっと見にくくて申しわけないんですけど、

基本的には０から－２のエリアの面積が一番広いというふうになります。 

 簡単に言ってしまいますと、０から－２に、ほとんど海藻の藻場の分布域にあたるのかなという

ふうに見られるかと思います。 

○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかにございませんでしょうか。確認、ご意見、質問よろしくお願いします。 吉野

委員、お願いします。 

○吉野委員  17日の海域のＷＧグループのときに、干潟に見られる生物の詳細な資料を出してい

ただいたんですけれども、私もこれ当日しか見ていないんで、同じものが27ページから35ページに

わたって書いています。それの総合として、26ページが一応そのリストから挙げられたもの、これ

が注目すべき種類だということですね。 

○事務局（溝口）  はい。 

○吉野委員  あのときは、当日見せられたので、ちょっと検討できなかったんですけれども、持

ち帰ってちょっと見させてもらいました。そうしますと、カニなんかでは比較的、沖縄が北限でそ

ういうものがここに出てくるというのは書いてあるんですけれども、貝類についてが全くここに、

備考欄に何もコメントがないというのは、あのときにはお聞きしなかったんですけど、これはどう

いうことかということが、まず１点。 

 それから、おそらく参考にしている資料というのが、35ページに挙がっているいわゆる一般の図

鑑類での分布なんかを基にして出しておられると思うんですが、これらは過去にここにいたよとい

う、そういうデータが載っているだけなんです。現在において、日本の中において、そういう場所

で絶滅しているところがいっぱいあるわけです。現状はこういうような干潟に見られる生き物がど

ういう分布をしているのかという、そういう判断がやっぱり必要になってくると思います。 

 私、一応この表を基にばーっとカウントしてみました。貝だけで200くらいありますか。およそ

30種類が、環境庁又は水産庁、又はＷＷＦＪの絶滅危惧種、それから危急種、絶滅危惧種、それの

カテゴリーに含まれております。そういったものに対して、中のコメントというのは必要ではなか

ろうかというふうに思います。もっと言い替えるならば、トカゲハゼやオカヤドカリと同じような

位置づけとして、やっぱり考慮に値するのではないか。また、そういうものが実際、この干潟のど

こにいたのかというデータもやっぱり示すべきではないかというふうに思います。 
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○事務局（溝口）  今いただいたご意見でございますが、今回ここで提出させていただいた資料

というものは、これまで行いました泡瀬地区での干潟の詳細調査ということで整理させていただい

たものです。今後、この資料については、海域のＷＧの中でも吉野先生のほうからご意見いただき

まして、今後、対応ということで考えていきたいというふうに申し上げたんですが、基本的には重

要な貴重種ということであれば、当然、どのように対応していくかということを今後考えていく必

要があるかと思っています。 

 具体的にどの種がどこにいるかというものは、今回の調査で行ったもので確認されたポイントと

いうのは分かると思います。 

 ただ、それが泡瀬全体の中でどの程度いるのかとか、今後それがどういう部分で生息しているかと

いう、いわゆる生息条件というものについての判断が、現在あるデータでどこまでできるかというもの

を持ち帰り検討させていただきたいと思っております。 

 また、このへんの希少種についての扱いですが、より詳細に中身を確認して、今後の対応について、

各委員の皆様方にご協力いただいたうえで対応を考えていきたいというふうに思っております。 

○吉野委員  この資料がそのまま表に出るというと、そういうところをほんまに検討したのかという

ことを、のちのち言われますので、やっぱりそこはワーキンググループとして、一応提出された資料で

はあるけれども、ワーキンググループとして何が問題であったのかというのは、やっぱりちゃんとコメ

ントされるべきだったと思います。そうでないと、こういうことがありましたよと、こういうことも検

討しましたよというふうに、一般的にとられがちなので。やっぱりそのへん、やったこと、何が問題で

あったかというのは、やっぱり包み隠さずはじめに書いておくべきだというふうに理解しています。 

○事務局（溝口）  一応、報告概要の中ではあくまで現状のデータについての再整理、さらにそれを

定量化していくというようなお話をさせていただきましたが、詳細な点で申しますと、今、吉野先生が

おっしゃいましたように、泡瀬干潟の生物種の特殊性、貴重性というものを考えて、トカゲハゼやクビ

レミドロだけが保全対象として考えて良いか、その点については、今後検討させていただきたいという

ふうに考えております。 

○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。 

 どうぞ、ほかに。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ、高江洲委員。 

○高江洲委員  泡瀬第三自治会の高江洲です。 

 ちょっと質問を２、３お願いしたいんですが。 

 現状の干潟における汚染の問題が、前々回に話し合われたんですが、生活用水等の流れ込みによって

干潟が随分汚染されているという話があったように思いますが、そこでクビレミドロに関しましても、

ひょっとして２、３年後にはもう絶滅する可能性もあると、それだけ汚染が広がっているという認識を

もっていたんですが、現状では干潟自体に潮干狩りとかしている方々もおられますし、貝とかを採取し

て、食用に供していると。どれぐらいの危険性があるのかという問題があるのですが、食べても大丈夫

なのか。汚染されてないのか、こういった点ですね。 
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 それと、人工島ができた場合に、干潟がそのまま残った部分で、その干潟はどういう方向になってい

くでしょうか。ある程度の環境の変化というのは避けられないんじゃないかなと思うんですが、どうい

った方向の干潟になっていくのか、精度部分に対する干潟の将来のあり方というのをちょっとお伺いし

たいと思います。 

○事務局（溝口）  ご指摘の内容について、汚染・生活水の影響ということで、先ほど資料－１のほ

うで前回までの指摘に対しての対応ということで、水質調査ということを今回行っております。残念な

がら、資料のほうについては今回の資料に載せてございませんが、先ほど申しましたように、次回の監

視委員会としての、いわゆる監視項目としての報告として、まとめさせていただきたいというふうに考

えております。 

 ここでは、一応、現在分かっている状況でございますけど、確かに流入水路からの水質といたしまし

ては、ＣＯＤとかの値が少し高い傾向が出てございます。 

 では、それが汚染されている状況での生物息に影響を与えているのかということについては、残念な

がらその生物種についての汚染状況というものは現在把握しておりませんので、現段階では分からない

という状況でございます。 

 今後、埋め立て等によって、環境が変化し、汚染状況というものがどうなってしまったかということ

は、環境的にはどうなのかという話でございますが、基本的には、人工島の形状で、海水交換を維持す

るような考えというのが基本になっております。ただし、その影響度というものは、現在、環境アセス

の図書で報告されている内容で提示されているものしかございませんので、今後、その影響度というも

のを海水の流れなり、波の影響なりというものを、諸施設を決めていくうえでも検討していく必要が出

ております。 

 例えば、オカヤドカリなんかは、生まれてから２週間から４週間浮遊するという性質をもっておりま

すので、現存のオカヤドカリの生息している場所の前面に埋め立てができますと、その環境条件いわゆ

る外力等の影響も変わってしまう。それによって帰着する場所も変わってしまう可能性もあるというこ

とで、このへんの影響も今後検討していきましょうという話になっております。そういうことからも今

後の埋め立てによって環境条件がどのように変化していくのか、外力なり環境面で影響するものがどの

程度の範囲になるのか、どのように値が変わっていくのか、というものを詳細に検討していく予定にな

っております。以上でございます。 

○眞榮城委員長  はい、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。はい、どうぞ、仲座さん。 

○仲座委員  今の高江洲委員の質問と関連させて、質問させていただきたいと思います。 

 いくつか質問があるんですけれども、この時点で質問していいのか、あるいは最後にまとめて質問し

ていいのか分からないので、いくつかは最後に質問させていただきたいと思います。 

 まず、今質問があった、今後、干潟がどう変わっていくのかというのは非常に重要な点ですよね。 

 ワーキンググループのときに質問として残していたのが、やはり埋め立ててよいというゴーサインが

出たのは、環境面からですと４点ぐらいの確認事項があるわけですね。一つには出島方式とすることに
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よる環境保全ですよね。それからあとは、干潟が 80％残るという事実。そして今度は移植が成功する。

それから人工干潟、その点が確認されることが埋めることの条件であるというふうに私は考えているん

ですけれども。 

 高江洲委員がおっしゃったように、80％残る干潟が今後どうなるのかということの予測がしっかりと

できてないと、非常に難しいかなという気はしますね。 

 私が思うには、出島方式をとって成功している例というのがほとんど私が見る限りないので、そこら

へんも既存の出島方式のところを調べていただいて、例えば、新港地区に干潟が残っているわけですよ

ね。そういうところはどうなっているのか、80％残るという干潟が将来どうなっていくかという予測は

たてておいていただきたいと思います。つまり、残るということだけが一人歩きしないようにしていた

だきたいということですね。 

 それから、生活排水の問題がありましたけれども、中城湾全体でみるとやはりあの海域というのは、

非常に残された海域、自然のままで残された海域だと私は歩いてみて思いますので、私はここの貝を採

って現在食べていて、非常においしくいただいております。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 どうぞ、ほかにございませんでしょうか。 

 はい、古川委員お願いいたします。 

○古川委員 国総研の古川です。 

 今の残った干潟がどのような環境になるかということについて、考えてくださいという意見が委員の

方々から出ているわけですけれども、それについてはこれから考えていくという方向だとは思うんです

が、そのときに考えていただきたいことを数点申し上げたいと思います。 

 例えば、資料の３の２ページ、３ページというところで非常に大きな図を出されて中城湾というとこ

ろがどういうところなんだろう、これは地形の情報だけですけれども、どういうところなんだろうかと

いうようなことが書かれてある。そうすると埋立後、残ったところがどうなるかということを考えてい

くスタートとして、少なくともこの大きさから考えていただきたい。例えば３ページのところを見てい

ただくと、この中に泥の干潟がどれぐらいあって、先ほどの海藻がたくさん繁るというか、ゼロからマ

イナス２ｍのところがどれぐらいの面積があって、埋めたところはどういうふうに変わるのか。おそら

く波・流れの計算またはシミュレーションの報告によって確かめるという技術がかなり上がってきてい

るはずですので、底質がこのまま埋め立てによってどんなふうに変わるかというのは、まずはこの大き

さのレベルから確認できるのではないかというふうに思います。そうしますとこの地点というのが環境

調査のまとめとして、底質環境と生物の生息状況に対応があるようだという結論も出ていますから、あ

る程度どんなふうな形の生態系になっていくのかなという方向性は、定性的には分かるかと思います。

そういった大きな検討と併せて、17 ページのような実際に人工島をつくって、人工島のどこにどういっ

た施設をつくっていくのかという議論につなげるためには、大きな中城湾だけの議論から一気に飛ばな

いで、またこの大きさでの再度、底質なり、環境変化なりの影響というのを考えていくといったような

段階を追っての検討というのを要所要所でしていただきたい。おそらくその大きな範囲での検討に関し
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ては、定性的なところからということになるかと思うんですが、そういった段階を踏んで、委員の方か

ら指摘された事項について答えていくというプロセスについて、しっかりやっていただきたいというふ

うに思います。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

○事務局（溝口）  貴重なご意見ありがとうございます。 

 基本的には、中城湾全体での今回の埋立域の影響というものを把握したうえで、その定性的な判断を

踏まえつつ、次に泡瀬地区の全体域を見た形で詳細に検討していくという考えで進めたいと思います。 

○眞榮城委員長  さて、大体、時間がまいっておりますけれども、どうぞほかにございましたらよろ

しくお願いいたします。 

 特に、先ほどワーキングのほうの報告としてありました中で、基本的な方向というんですか、方針と

か方向など示されておりました。そういう点についてはここで示された基本方針という形で、ワーキン

ググループのほうからも提示されております。その点についてもご意見等ございましたら、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

 どうぞ、野呂先生。 

○野呂委員  野呂でございます。 

 今、この地域を例えばオカヤドカリの住むところ、それから野鳥が通ってくるところ、それから

水泳をしてレクリエーションするようなところというふうにゾーニングをして、それで利用すると

いうコンセプトが示されまして、私はそれはよろしいんじゃないかと思いますけれども、聞いてて

ちょっと分からなかったんですけど、それはどこにどういうふうにゾーニングするというのは、こ

の資料の中のどこかにあるんでしょうか。 

○事務局（溝口）  その部分については、まだ書いてございません。あくまで、今、考え方を再

整理して、現状をより分析した上で、ある程度定量的な結果に基づき、どの位置にどのくらいの大

きさで考えていくかというものを、今後検討していくというふうに考えています。 

○野呂委員  分かりました。コンセプトとしては非常によろしいんではないかと思うんですけれ

ども、それを現実面に移すときに、非常にこれは大変な問題ではないかと。総論としては非常に言

いやすいところがあるんですけど、どこにどういうふうにつくるということになると、例えば、オ

オヤドカリにすれば、草地があったり、その背後に林があったりとか、そういう環境が必要でしょ

うし、それは水泳のレクリエーション施設とは相入れないものもありますし、これはかなり大変な

問題ではないかというふうに危惧します。どうもありがとうございました。 

○眞榮城委員長  はい、どうもありがとうございました。 

 ただいままでいろいろ確認しながら、また今後、人工島の海岸利用の方向性とか、生態系保全と

の関係とか、様々な課題が整理されてまた示されていくかと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 どうぞ、金本委員。 
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○金本委員  今のに関連してですが、ということは、43ページの図で言えば、人工島の形が大体

決まっていますけど、そのゾーニングによっては、人工島の形自体が変わってくるということでし

ょうか。 

○事務局（溝口）  基本的には、現計画法線について変更する考えはありません。今の法線計画

内の中で、生物の生息域を確保できるような条件を見出し、それをどのポジションにもってくれば

良いのか、ということを考えていきます。ただ、今、想定しています施設の中で、人工海浜につき

ましては、人の利用ということを考えますと、やはり現計画のポジションにならざるを得ないのか

なというふうに考えております。あと、人工干潟、野鳥園の位置関係につきましては、今後、移動

する可能性はあるというふうに判断しております。 

○眞榮城委員長  仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員  人工海浜の位置なんですけど、この位置がここで位置づけられるという理由はどう

いうことなんですか。私が思うには、もし人工海浜をつくるのであれば、総合運動公園がございま

すね、そこに向いた形で置いたほうが、連携して、もうちょっと空間的な利用ができるかなという

気はしますけれども。 

○事務局（溝口）  一つは、人が泳ぐうえでの水深の確保という問題がありまして、ある程度水

深がある場所につくる必要があります。あまり浅いところにつくりますと、遊泳水域の水深を確保

するために掘ったりしなければいけません。また掘ったりしますと、生態系のほうに影響を与える

ことも危惧されます。したがいまして、できるだけ水深が確保できる場所、かつ安全にということ

がありますし、その泳ぐほうの水質環境の維持ということもありますので、できるだけ外洋面に面

したところを考えていきたいというふう思っております。 

○仲座委員  そういうところで、結局、この位置がベストだということですね。 

○事務局（溝口）  はい。 

○仲座委員  私が言いたいのは、人工ビーチの向きを人の集まるところに向く側に、あるいは15

度でもいいですし、45度でもいいです、そういうふうに振った方向がいいのかという気もしました

ものですから。これは些細なことですけど。 

○事務局（溝口）  基本的には、人の利用、文書にもありましたが、アクセス性というものも当

然考えていきますので、それを踏まえた形で計画を進めていきたいというふうに思っております。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 予定の時間を超過してまいりましたので、陸域と海域のほうの討議はこれで終わりまして、後ほ

どまた海藻草類の移植、保全ＷＧグループの報告に入りますけれども、ここで10分程度休憩したい

と思います。45分から再開ということでよろしくお願いします。 

                                （午後２時35分 休憩） 

                                （午後２時45分 再開） 

○眞榮城委員長  それでは、再開いたしたいと思います。 

 海藻草類の移植及びクビレミドロの保全についてということになっていますけれども、海藻草類
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移植ＷＧグループの主査を務めていただいております野呂委員のほうからよろしくお願いいたし

たいと思います。 

○野呂委員  海藻の移植ＷＧの野呂でございます。私どものＷＧグループは既に３回のＷＧ委員

会を開いておりまして、その結果は資料－２の５ページに書いてございます。私のほうから前回の

ＷＧでやったことの概略を説明いたしまして、あとは事務局のほうから具体的な詳細なことを説明

していただこうと思っております。 

 私たちＷＧのほうでは、既に３回やりましたけれども、毎回、会議の前に実際にわれわれ委員が

海に潜って、調べるということを繰り返しております。それから、委員の中には、そのほかにも当

該海域でもって独自に調査をされているという方も実はございます。 

 そういう結果を踏まえてのＷＧでございますけれども、前回ＷＧが行われましたのは11月28日で

ございました。その際に、議題に取り上げられたのは、主に二つのことがあります。一つは、海草

の藻場が移植をされたわけですけれども、それは事業としての移植ではありませんで、実験として

の移植なわけですけれども、その実験結果がどうであったかということが一つのわれわれの検証す

る課題でありました。それから、もう一つは、やはり絶滅危惧種としてのクビレミドロがその後ど

うなっているかということについての論議を行いました。 

 まず、一つ目の海草の移植に関してでありますけれども、本年度に入りましてから数回に分けて

移植が行われているわけでありますけれども、その結果、移植試験が行われたところをわれわれ実

際に潜ってみましたところ、うまく移植が成功しているところもあり、また一部枯れているところ

もあるということでありました。 

 ただし、誤解のないように申し上げますと、これは陸で芝を植えるのとは随分わけが違いまして、

環境も随分違います。それは流れもあります。台風もあります。そういうことでありまして、陸の

感覚としては多少枯れたところがあって、それは失敗だというふうにとられるかもしれないんです

けど、われわれとしては、今ある技術として行っている限りとしては、かなりうまくいっているほ

うではないだろうかと。台風の結果を差し引いてもという感じは実は見てました。 

 ただ、実際に見てみますと、枯れている場所もいくつかございました。枯れている場所がなぜ枯

れたかというのは一つ重要な問題になるわけでありますけれども、われわれとしては、採った海草

の健康状態、生理状態が一つには悪かったのではないかと。そういうところを、要するに生理状態

の悪いような海草を移植するべきではないというようなことを申し上げましたし、それから、深度

を間違えてどうも移植してしまったようなところも、わずかではありましたが見られました。これ

も事業者側には「われわれが申し上げるような深度に従ったほうがよろしいですよ」ということは

申し上げました。 

 それから、さらに事業者側といたしましては、移植をする際に養生マットというものを使いまし

て、海草が枯れないような工夫をしておりましたけれども、これは非常に効果がよろしいんではな

いかということを申し上げましたし、それから、事業者が移植場所として選定しているところに、

かなり力学的な計算をいたしまして、その結果に基づいて決定しておりましたけれども、それはわ
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れわれ生物屋が見る感覚的な移植先としても大体合っているのではないかということも実は申し

上げました。 

 前回の移植試験では、移植する海草をまばらに置くというような目途がありまして、そういうと

ころは実は台風の被害を受けて枯れる、もしくは流されるということがありましたので、ある程度

まとめて移植する必要があるのではないかということも申し上げましたし、さらに、具体的な移植

試験をした後のモニタリングの方法がやはり問題なわけでありますけれども、そのモニタリングの

方法に関しては、具体的な方法をいろいろと進言申し上げました。 

 海草を移植する際に、今回非常に問題になりましたのが、沖縄にこの９月に非常に停滞型の大型

の台風がまいりまして、その前に移植試験をしたところがかなり剥がれたということが実はありま

した。われわれはその移植をした場所と、それから天然の藻場を併せて潜りまして、その結果、台

風の被害というのは移植をしたところだけにあったわけではなくて、自然の藻場にもかなりあった

ということを確認しました。これは藻場というものがかなりこういう自然の力に弱いものでありま

して、そういう面でいろいろそれを回避する上でのいろいろなアイディアというのも、実は申し上

げました。 

 さらに、今回移植をする際にかなりマスコミなんかに取り上げられまして問題になった汚濁防止

膜の件でありますけれども、その汚濁防止膜が張られた結果、かなり海底が削れているという状況

も、実際にわれわれは潜って確認いたしました。確かに、そういうふうにマスコミで報じられてい

るようなところも、私たちは目にはいたしました。ただ、それに関しまして、例えば、どういう部

分がどういうメカニズムで海底を破壊しているかということを、もう少し具体的に検証してほしい

ということを事業者側に申し上げまして、そのすぐ翌日から、実は事業者のほうではそれに対応し

ていろいろな調査を行っております。その結果、海底のチェーン、それからそのチェーンの上にあ

るスカート部と申しましょうか、布地の部分、そういうところが海面を削っているという事実が分

かりまして、それを回避するためのいろいろなアイディアが示されました。 

 ただ、そういうふうに海底面が削れた部分でも、われわれはその下に海草の芽がかなり残ってい

るということを、やはり観察で確認はいたしました。ただ、その後、それがうまく生えてくるもの

かどうかというのは、これからのモニタリングの結果を待たないと分からないところがありまして、

それはこれからわれわれも注目して観察していきたいと考えております。 

 それから、もう一つ絶滅危惧種のクビレミドロでありますけれども、これに関しましては、さら

に基礎的なデータを追加して研究していかないと、なかなか移植というのは難しいということも再

確認いたしました。さらに事務局のほうから伺っておりますのは、卵子の発芽試験が一応成功して

いると。これは実験室レベルなんですけれども、卵のほうからきちんと芽が出てきたという結果を

報告されております。このようなバイオ技術というのは非常に難しいものですから、初期段階では

ありますけれども成功したというのは、かなり本種の保全に関しましては明るいニュースではない

かというふうにわれわれは理解いたしました。 

 さらに、陸域と埋立部を結ぶ、仮設の橋梁部をつくると、その場合、透過構造にするというアイディ
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アを事務局のほうから伺いまして、それに関しましては従来考えられていたような透過部の無い構造に

比べますと、クビレミドロの生息地にとっては非常にいいことではないかというふうなことは、われわ

れ一致した意見として申し上げました。 

 以上でございます。細かいことは、事務局のほうからお願いいたします。 

 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは事務局ほうから詳細な説明をお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それではお手元の資料３の 71 ページからになります。 

 最初に、海草藻場移植－機械化移植実験に向けた取り組みということで、71 ページにあります図は、

既存藻場の変遷の状況を示してございます。 

 これまでの調査結果に基づいて、この泡瀬地区の藻場がどのように変わっていっているのか、いわゆ

る自然のものですから、環境条件に伴いましてこのような藻場の分布域が変わっていくということでご

ざいます。 

 続いて、72 ページには空中写真におきまして、藻場の変遷状況を整理したものを載せてございます。 

 73 ページは海草の成育状況の監視ということで、これは監視調査の関連でございます。先ほど前述申

しましたように、監視点として熱田地区及び津堅島の２地点を対照区として、この図でいきますと、73

ページの図１．１－３の図でいきますと、St.６、St.７というポイントが新たに追加した点でございま

す。 

 この７点について、今後監視調査点として設定いたしまして、モニタリングを継続していくというこ

とになります。 

 調査方法については、これまでご報告させていただいていますが、表１．１－１のほうにありますよ

うな調査方法を行っていきたいと思います。 

 74 ページにその調査概要という形で書いてございます。75 ページにその写真、76 ページもその対照

区も含めた写真を掲載してございますが、基本的には現状の状況としては、あまりこれまでと変わって

ないという状況で、これは全体的な被度の分布状況が、図１．１－４のほうにありますが、全体的に 55％

から 75％程度の被度の観測をしています。 

 新たに追加した対照区につきましては、熱田地区ではボウバアマモとか、マツバウミジグサという、

比較的小さい小型種のものが多くございまして、被度は 50％程度。それから津堅島のほうにつきまして

は、リュウキュウスガモが多く見られまして、被度的には 45％、泡瀬地区の被度状況に比べまして若干

低い傾向でございます。図で見ますと St.２、St.３の被度が小さくなっていっている傾向があります。

逆に St.５に見られます西防波堤の背後では被度が大きくなるというというような状況がございます。 

 それから、77 ページからは、移植予定地の環境条件と生物の状況ということで、前回の第２回委員会

におきまして、機械化移植工法というものは、海草移植の工法として適当と、いわゆる方法論といたし

ましては、認められたという認識をもってございます。そのうえで移植適地を設定する際に、ここにあ

ります①から③の条件というものを検討材料として候補地を選んできております。78 ページの図のほう
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に整理したものがありますが、先ほど野呂先生のほうからご説明がありましたように、９月の初旬に来

襲しました台風16号によりまして、既存の藻場の周辺がかなり被害を受けたということがありました。

この点今回、16 号の外力条件というものを推定いたしまして、底面せん断力と私ども申しておりますが、

いわゆる波あたりの強い・弱いところという判断をいたしております。波が強いといわゆる底質を動か

してしまうということを、この底面せん断力という指標で評価を行っております。 

 この結果が 78 ページにあります。図で見ますと、ちょうど赤いコンターのラインで囲ったようなと

ころ、20 や 40 より大きいものというので記してございますが、このように地形の条件に伴いまして、

波の来襲する、いわゆる波が高くなるところの分布が異なってきます。それに応じて、そこの藻場の分

布状況と重ね合わせたものを見てみますと、波当たりが弱いところに海草の分布が見られるという結果

になっております。 

 79 ページからは海底の状況ということで、これは移植予定地の海底状況、先ほど底質調査を広域的に

やりましたということでお話しましたが、今回の移植、いわゆる広域試験のエリアでありますが、そこ

の底質条件について調べております。 

 81 ページにありますのが、底質粒度の組成でございまして、図の１．２－４にありますのが、この移

植予定エリアの 10 ポイントに対して、既存の藻場との底質の条件を比較した図でございます。 

 これで見ていきますと、西防波堤の東エリアにあたりますポイント、St.８、St.９、St.10 の組成は、

既存の藻場の組成にかなり似た状況になっております。 

 それから St.１から７のポイントですけど、その点につきましては、シルト系の成分というのは多少

少ないという傾向がございますが、砂質系の成分という形で見ていきますと同じような性状をもったと

ころということが言えるかと思います。 

 下のほうには中央粒径の分布がありますが、今申しました組成の違いで既存藻場 0.551mm 程度の中央

粒径値を示しておりますが、東エリアでは同じような数値になっています。西側のほうでは多少粗い傾

向がございます。 

 82 ページから生物相でございます。これは移植予定地並びに藻場を採取したポイントでの状況を生物

的に比較したものです。83 ページにあります上から藻場の被度の状況ですね。それから中段部が大型底

生生物の種類数の変化。それから下のほうは魚類の種類数ということで、整理させていただいておりま

す。 

 藻場の被度の状況につきまして、当然、移植予定地には藻がないような状況のところに移植しますの

で、このような違いが出てくるということです。 

 それから中段の底生生物につきましては、最終予定地に比べて移植予定地は当然種類が少ないという

状況のものでございます。 

 この結果から端的に言えば、底生生物の生息場としての機能は藻がないところはやはり低いというこ

とがいえるかと思います。 

 それから魚類につきましては、これは逆に移植予定地のほうが多い傾向が見られております。これは

魚類につきましては、生息条件というものは魚の種類に応じて異なってまいります。逆に藻場がなくて
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砂地があればいいという魚類も多少がございますので、そのような種が見られたということでこのよう

な結果になってございます。 

 続きまして、84 ページからは移植海草保護対策試験ということで、前回の委員会、ワーキングでもご

指摘をいただいた、いわゆる干出試験の状況、結果についてまとめたものでございます。 

 試験方法といたしましては、海草を採取してから３時間、６時間、それから一晩という形で放置した

ような状況を設定しております。 

 それから、干出時間毎に対して保護対策というものを講じていまして、先ほど野呂先生からもご説明

ありましたように、養生マットというもので採取した株を覆うと。それから、さらに必要に応じて海水

を噴霧するというようなケースを設けてございます。 

 一応それらの保護対策試験に対して移植したエリアが 85 ページのほうに、東側のエリアの端っこ、

右かどのほうに移植しております。 

 86 ページは海草の採取、移植の状況ということで写真を載せてございます。86 ページの下が台船、

並びが海草採取状況。87 ページのほうが移植をする前の、いわゆる採取した状況の写真でございます。

それから同じ図の下段のほうは、これは採取した海草のうち、うまく採れなかった状況のものを示して

ございます。 

 今回この試験におきまして、基本的にどのような諸元のものを採るかということを管理マニュアルと

いうものを設定して行っております。基本的には土壌厚というものを 20cm 以上確保するということで

決めております。これは採取した海草の根を確保する、維持するんだということでこのような条件を設

けております。 

 それから、採泥率、いわゆる根についた土をそのまま維持しようということで、これを採取のときに

７割以上確保するということで決めております。 

 これは周縁部、どうしてもこのブロックで採りますと周縁部の土が崩れてしまうということをある程

度許容してみなければいけませんので、その許容値を除いた部分がちょうど 70％ぐらいの値です。した

がいまして、その７割を確保するということで、条件を設定しております。 

 このような形で、土壌かつ土壌厚を確保した中で、被度を 50％以上という基本条件として設けており

ますので、これらの条件を確保できたものを移植していくという形にしております。 

 今回、この試験の中でうまく採れなかったのは、判定といたしまして土壌としてうまく採れなかった、

それから土壌厚として確保できなかったというようなケースで、いずれかのケースがだめだったという

ことで、Ｂ評定ということで出しておりますが、この二つのものが好ましくないという形で今回写真を

出しております。 

 ただし、移植に際してはＡのものを当然入れているんですが、Ｂのものについても今回は移植をしま

した。これは仮に土壌厚が 20cm もない場合どうなるのか、それから土壌というものがうまくとれなく

ても今後どうなるかというものをモニタリングしていこうということで、移植はしております。 

 それから、88 ページは移植状況の写真でございまして、89 ページのほうが移植した海草ブロックの

状況写真でございます。上のほうから一晩おいたもの、それから中段が同じように一晩おいたもので５
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日目のほうです。これはのちほど出てきますが、移植したとき、うまく置けかなったという状況がこの

試験で確認できました。それは一晩置きますと、どうしても底質の条件がシルト系のものが多くござい

ますので、水分が抜けますと回収ブロック、いわゆるアタッチメントの鉄板部に土砂がくっついてしま

うので、うまく移植するときに落ちなかったという状況がありました。これを一番最初の日に確認でき

たわけなんですが、それ以降こういう問題があるということで、対策といたしまして、移植する前に必

ずバケツ等で水を入れて、濡らした形で移植すれば比較的うまくできたということが確認できておりま

す。 

 下段のほうが６時間後、次の 90 ページのほうで３時間後での移植という写真を載せてございます。 

 次に、（3）で保護対策試験結果ということで整理したものが、表１．３－４それからそれらの状況写

真が 91 ページのほうに載せてございます。 

 保護対策の試験結果といたしましては、保護対策を行わなかった場合と、行った場合ということで、

一目瞭然のような形で判断できております。ちょうど 91 ページの写真で、左側が保護対策を行わなか

った場合、そのまま放置しておいたものですね。それから右側が養生マットで覆ったケースのものです。

これを見ていただきますと、中段の4.5時間後の状況で見ていきますと、保護対策を行わなかった場合、

かなりしおれが目立ちまして、変色も多いということが見られるかと思います。一晩置きますと下段の

ようになりまして、外見上かなり違う結果になっております。 

 この結果の写真のとおりでございまして、外見上の評価といたしましては、養生マットを敷くことに

よって、海草の活性力をかなり保護できるという結論を得ております。 

 この結果を受けまして、そのあとの広域的な試験移植、現在実施しています移植試験につきましては、

すべて保護対策を行う、この養生マットを敷く。できるだけ海水を噴霧したような形でおいておくとい

うことを実践しております。 

 92 ページには追跡調査結果ということで、この試験を採取してから直後と、その１週間後という形で

93 ページ及び 94 ページのほうに分布状況を載せてございます。 

 これは移植した直後および１週間後ですから、分布図からの面積評価といたしましては、変わってお

りません。この状況から見ますと、１週間経っても面積が変わらなかったということで、根の活力は維

持できているものだというふうな判断をしております。 

 また、一晩干出させた場合も、保護対策を行っていくことによって、活着というものが期待できるだ

ろうという判断をもっております。 

 なお、11 月 28 日に行いました第３回の海草ワーキングの時点で、保護対策を行った結果がちょうど

１カ月に当たるときでございましたので、ワーキング委員の方には、その１カ月後の状況ということで

見ていただいております。ここには、ちょっと図的には載せておりませんが、保護対策を行ったものは、

１ヵ月後の状況もあまり大きな変化は見られておりません。うまく移植できて置けたものについて

は、成育がよい傾向が見られております。 

 ただ、場所的に先ほど言いました、一晩置いてうまく移植できなかった、93ページの図のとおり、

見ていただきますと分かりますが、ちょうど右側のほうの23日に移植したエリアで、部分的に細長
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くなっているような移植ポイントがあります。これは実は移植するときにうまく移植できなかった、

いわゆるアタッチメントからうまく落ちなかったために、丸まってしまったというような状況の分

布でございます。 

 それを先ほど言いましたような、水をかけることによって移植すれば、上のような図の、これは

26日の移植の図ですが、このような形で、ある程度ブロックのエリア面積を確保できるような形で

移植が可能であるという認識でございます。その状況写真、95ページ以降に載せてございます。 

 それから98ページは、これは移植ブロック中の生物相についての結果をまとめたものです。 

 それから99ページは、移植工事の手順及び配慮事項ということで、先ほど少し述べましたが、い

わゆるマニュアルというものを、暫定案ですがつくっております。その流れ、手順を示したものが

図１．４－１でございます。 

 それから、100ページになりますが、移植工事の上の配慮事項ということで整理させていただい

ております。①が海草採取の時点での配慮事項ということです。それから②が、採取した海草の保

護・運搬という形での配慮事項。③が海草の移植という上での配慮事項を書いてございます。 

 海草の採取につきましては、先ほど言いました被度50％以上、土壌厚を20cm以上確保して、土壌

をそのまま移植するんだという考えです。それから、保護・運搬につきましては、先ほど来の養生

マットを敷設して、搬送する上での保護対策を講じたい。それから、海草の移植におきましては、

あらかじめ底質条件というものを調査しておりますが、やはりサンゴ礫等が多くある海域もござい

ます。そういう部分については、ある程度海底をならした上で、土壌と一緒に根が活着しやすい状

況を確保するということで、1)。それから、2)におきましては、できるだけ移植するブロックを密

に移植してあげる。それから、海底が凸凹しているところについては、出ている部分ではなく、へ

こんでいる部分に移植していこうという考えでございます。 

 それから、④これは岩礁性の、いわゆるホンダワラ類等の岩着性基盤の保全、配慮についてでご

ざいます。これは資料－１のほうで説明させていただきましたように、適切な場所へ移動するとい

う考えをしております。 

 101ページからは、移植した藻場をモニタリングしていく上での方法、評価の仕方というものを

整理しております。 

 まず最初に、移植代表区域における海草の活着・成育状況の調査ということで、図１.５－１に

ありますような、モニタリングポストというものを設定いたしたいと思います。 

 移植の活着状況につきましては、まず１ヵ月経過したポイントでこのモニタリングポストという

ものをつくります。その後、この１ヵ月後のブロック面積を100％といたしまして、生存面積の割

合を１ヵ月から３ヵ月と追跡して、さらには６ヵ月、１年後というような調査を考えております。

最終的にはＷＧ、もしくはこの委員会という中で審議を経まして、この活着の判定ということに結

論を出したいというふうに考えております。 

 102ページのほうにつきましては、モニタリングポスト内での調査の内容について記してござい

まして、これは基本的には73ページの表１.１－１に示しました調査項目を同じように行うという
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考えでございます。 

 それから、(2)では移植区域の藻場分布調査ということで、これは今回の移植エリア全域を対象

にモニタリングして、藻場の分布状況を把握していきましょうという調査です。これは基本的には

２月と８月という、年２回を基本月といたしまして調査を行いたいというふうに考えております。

その上で、台風によります影響等がこの藻場については変化が生じる可能性がありますので、台風

来襲時におきましては、スポット的に別途調査を追加していくという考えでおります。 

 それから、104ページからは、今後の移植先ということで整理させていただいております。これ

までの委員会におきましても、基本的には移植エリアの条件といたしまして、一つは水深、先ほど

野呂先生からありましたが、当初はC.D.L.＋０．５から－４ｍの水深エリアを設定してございます。

ただ、今回の一部枯れたような場所があるというご指摘で、先生方のほうからＷＧでのご意見とい

たしまして、±０より浅いところはどうかと、問題があるんではないかということで、できるだけ

海草ブロックが干上がらない水深を確保するということで、条件を考えていきたいというふうに思

います。 

 それから、もう一つ、底質の条件でございますが、これは海草の場合ですと、やはり砂質系の底

質が必要でございますので、そのような性質のある海底地盤に移植を考えていきたい。 

 それから、もう一つ、波あたりの状況、いわゆる海底の底質が安定して維持できるというエリア

を考えていく必要があるということで、今回、高波浪時の台風の条件で、計算上得られました底面

のせん断力という分布状況の結果を参考にいたしまして、検討を行いました。その結果、隣の105

ページにあります図１.６－１ですが、西防波堤の西側エリアから北側のエリアを新たな移植先と

いうふうに考えていきたいと思っております。これは現在、広域的な試験を行っていますエリアの

隣ということになってきますが、基本的にはこの部分でうまく移植できるのではないかという判断

をしております。 

 それからもう一つ、これは今後、移植エリアが必ずしも波あたりの弱いところばかり移植できる

とは限りません。そういう意味で、今後、高波浪時、いわゆる台風にも対応できるような場所とい

うこと。それから、そのために何らかの対策が必要ではないかという判断をしておりますので、で

きれば近いうちに、そういうエリアに移植をして、来年の台風来襲時期に台風対策という位置づけ

の試験というものをやってみたいというふうに考えております。その場所といたしまして、今あり

ます西防波堤の前面域のところ、この部分である程度波あたりが強い部分でございますが、検討し

ていけるのではないかというふうに考えております。 

 続きまして106ページからは岩礁性藻場の保全対策ということで、いわゆるホンダワラ類の岩着

基盤というものを移動させようという考えです。これは最終的にまだ結論は出ておりません。とい

うのは、一つは移植先のところでこのホンダワラ類がある活着性の部分については除いて移植して

いるという状況がありますので、すぐには出てくる問題ではない。それから、もしすぐ出てくると

いう話でいきますと、採取先の状況ということになりますが、これはまだ工事が開始するという状

況では今ありませんので、その部分についての条件も、まだ時間的には余裕があるということでご
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ざいまして、さらに検討を進めたいと思っておりますが、とりあえず今の検討の中では、西防波堤

の前面域、いわゆる防波堤の前面のマウンド性状に即した部分のところに、このような岩着基盤を

置いておけば、ホンダワラ類が維持できるのではないかというふうに考えております。 

 将来的な埋立地内にありますホンダワラ類の岩礁性の基盤につきましては、このエリアに移動す

ることも考えておりますが、将来、創造します人工海浜なり人工干潟というところのゾーニング内

での、再利用という言葉を申していいのかよく分かりませんが、いわゆる今ある岩礁性の基盤とい

うものを新しく創造する施設の中で、有効に使っていこうという考えを持っております。 

 そういうことでの整理をさせていただいたのが108ページのほうに、とりあえず案という形でご

ざいますが、候補地としての位置を示してございます。 

 海草についての今後の取り組みについては、１.８にありますように、現況の調査、監視調査、

維持管理と移植藻場の追跡調査、それから(4)移植にした藻場群集の調査。これは移植によって新

たに造成された藻場というもので、生物相がどうなっていくかという調査でございます。それから、

また次年度以降の移植候補地の選定という作業を行っていきたいと思います。 

 

 続きまして、110ページ目からはクビレミドロについてのお話でございます。これにつきまして

は、前回の７月31日の委員会で掲載させていただいた計画、111ページにございますが、その計画

案に沿った形で計画を組んでおります。113ページにあります、仮設橋から水路護岸に至る、陸上

部の道路に対する構造の部分でございますが、これは行政サイドのほうから、先ほど野呂先生のご

説明でありましたように、不透過の構造から透過構造に、図２.１－２にありますような橋梁形式

の構造に変更したいということで意見をいただいております。 

 115ページが現況調査ということで、これは平成13年の５月、６月の調査を追加したものでござ

います。 

 それから、116ページが監視計画の検討ということで、今回クビレミドロ生息地に対しての濁り

等の調査を予備的に行っております。一応、予備調査ポイントというのが116ページにあります図

２．３－１のポイントで行いました。 

 監視計画案ということで、117ページに載せてございますが、一応、この結果に基づいて、今後、

監視計画というものをつくっていく必要があるんですが、その中で今ご提示できますのが、120ペ

ージの監視フローでございます。 

 監視の考え方といたしましては、監視基準値を設定いたしまして、基本監視点で濁度の観測を行

います。そして、その値が基準値を満足しているかどうかという判定をいたします。当然満足して

いれば問題ないのですが、越えていれば、次に②で、基本監視点と補助監視点による比較というも

のを行います。 

 工事のエリアには、汚濁防止膜を張り、濁りが出ないように防止していますが、もし工事により

発生した場合、一番最初に感知できるようなポイントということで設けている点が補助監視点ですが、

その点と基本監視点との比較を行います。当然、工事による影響であれば、工事現場に近い補助監視
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点の方が基本監視点よりも濁度の値は大きくなります。逆であれば、工事以外の要因による濁りで

あると認識判断することになります。 

 そういうことで、その場合においてはクリアということになりまして、その状況に応じて補助点のほ

うが高いという結果が続けば、当然これは監視基準を超えてということになりますけれども、そういう

ものが続いた場合に、今の案では 3 日以内というような前提をつけておりますが、そのような監視の結

果でいこうかというふうな考えです。ただ、ここで３日以内という監視がありましたが、この３日につ

いては今後議論することになっております。 

 それから 121 ページの評価方法ということで、これは予備調査に基づいての現状ですが、濁度とＳＳ

という形での基準の評価でございますが、基本的には監視は濁度で行う必要があります。したがいまし

て、監視基準でありますものが、今ＳＳで評価、基準値を設定しようとしていますので、濁度とＳＳの

関係というものを把握しておく必要があるということで、今、図２．３－５というものを提示してござ

います。 

 ただ、これはデータが少ない状況でございますので、今後データを追加してこのＳＳと濁度の関係と

いうものを設定して基準値というものを設定していくことになります。 

 それから、122 ページからは培養試験の計画の概要でございます。 

 これは基本的に実験体系を組みなおすということで、前回の委員会でご指摘いただきまして、今回、

このような表２．４－１にあるような計画を立ててございます。 

 基本的には、スタンスといたしまして、これまでどおり、現地への移植技術の確立、さらに実験室内

での組織培養というような形での検討になっておりまして、このうち３）の培養試験の中でも組織培養

実験につきましては、新たに鹿児島大学の、これは野呂先生のところではございませんが、鹿児島大学

の水産学部に研究を委託する考えでございます。 

 以下、123 ページからはこれまでの卵、藻体からの培養試験の経過ということで報告を書いてござい

ます。 

 12 年度の結果は、既に報告したとおりで、発芽の確認はできなかったんですが、13 年度の実験につ

きましては、先ほど野呂先生のご報告ありましたように、８月１日に最初に出芽の確認というものがで

きました。 

 それから 11 月末現在では、出芽個体というのは 102 個あります。そのうち分枝、いわゆる枝分かれ

しているような個体もいくつか確認できているという状況でございます。 

 以下、状況整理まとめたものがありますが、126 ページには鹿児島大学のほうに研究委託する内容に

ついて試験内容、実験内容を書いてございます。 

 それから 128 ページにつきましては、クビレミドロの保全、今後の取り組みということで、先ほど来、

現況におけます調査というものを今後続けていく形になっております。 

 それから、監視調査のいわゆる工事前の濁り調査の結果を今後も追跡していくと。 

 それから、培養試験については先ほど述べました通りに。 

 それから移植候補地の検討ということで、これは今後、現地調査に基づきまして、移植条件、いわゆ
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る地盤高とか、底質の条件とかというのを詳細に検討していく考えてございます。 

 それから、移植群生形成の調査ということで、これも引き続き行っていくということでございます。

以上でございます。 

○眞榮城委員長  どうもご苦労様でございました。 

 だいぶ膨大な資料で、時間がかかっておりますけれども、さらに金本委員、独自でつくられた資料に

つきまして、ご説明いただければよろしくお願いいたします。 

○金本委員  直筆の部分がちょっと読みづらいと思いますが、ご勘弁ください。 

 1 枚目の資料は、私がやっている石垣島のものですが、1998 年 10 月から 1999 年３月、この間に偏西

風の影響で下に書いてある底質の部分ですね。大部分が砂地ですが、しけのために砂が飛ばされて、岩

礁が出てきている部分が図の中の 300ｍから 600ｍのあたり、このあたりに多く見られます。それから

逆に 1,000ｍ付近の岩礁のところには礫が積もって、礫が多くなったような、そういう変化かがみられ

まして、それに伴い分布している海草、特にウミジグサが減っていること。それからこれちょっと段が、

左側のウミジグサ、マツバウミジグサ、ちょっと段がずれているんですけど、４番目のリュウキュウア

マモこのあたりが変化に伴い被度の違いが見られます。被度全体にしましても、これの５段階にやって

いるんですが、全体的に被度が下がっている。藻場というのは、ここ泡瀬では台風とか、そういうもの

でしょうが、常に一定ではなくて、底質も変化すれば被度も変化するということです。 

 次に、２枚目の図を見ていただければ分かるんですが、これは名蔵湾と石垣の調査地点ですが、これ

は今年の 11 月に泡瀬に来る前に調査したものです。見ていただければ分かるように、グリーンの部分

がいわゆる海草で、茶色で背の高いものがホンダワラです。これをなぜ見せたかといいますと、今回の

委員会の中の資料で、移植地のホンダワラを移動するというような話があったんですが、海草とホンダ

ワラ、そういうものは別に競合するものではないので、わざわざ移植する必要はないと、そういうこと

を言いたかったわけです。 

 次の図も同じですが、これはちょっと種類が分かりません。野呂先生が詳しいと思うんですが、非常

に、これは水深が１ｍちょっとですが、長さにすれば３、４ｍにもなるようなホンダワラが生えていま

して、その影になる部分でも海草はちゃんと生えています。移植の必要はないということです。 

 それから、４枚目、これも泡瀬の移植予定地にあった石ころというか、岩礁ですが、もともとサンゴ

だったと思うんですが、そこにウニが 7 個ほど見られます。その岩礁とかをならしてよけるようなこと

をいっていたんですが、こういうふうにウニの生息場として非常に貴重ですので、こういうことは、あ

まりドミノ倒しというか、ここに海草をもってくるから、そこにあるものをまたよそへよけるというよ

うな、そういう考えではなくて、生態系を考えたうえで、共存させるようなものを考えてほしいという

ことです。 

ちょっと見にくいんですが、右側のほうに海草、いわゆる草が見られます。 

 一番最後の図ですが、これは泡瀬の移植地に見られた移植海草にウニがついている状態です。これが

直径 10cm 足らずですかね。そのウニがついていたんですが、この検討会の資料では１㎡あたりの４個

崩して中にいた生物を調査しているんですが、その中ではウニは一緒にはついてきてなかったんですけ



 31

ど、これはもともとここにいたウニか、たまたま一緒についてきたウニかは分かりませんが、海草を餌

にするウニとしては非常に、海草がくることは望ましのではないかということで、移植先の環境をなる

べく壊さない範囲で移植してもらいたいと、そういうことです。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、討議に移りたいと思います。 

 これまで、野呂先生や、事務局の説明等ございました、よろしくご討議お願いいたします。 

○眞榮城委員長  どうぞ。 

○仲座委員  まず簡単な質問からです。 

 移植先にこれまで海草が生えていなかった理由は何でしょうか。 

○事務局（溝口）  基本的には、生えてないところに移植しているということなんですが、例えば 71

ページに先ほど変遷を示した図がございます。これを見ますと、藻が生えている分布というのが、その

年によって変わってきているわけなんですが、一つはもともとあったものが繁茂して広がっているとい

うのが条件が一つあります。それからもう一つ、今回の例えば台風でやられますと、その周縁部につい

ては、とれてなくなっていくというような変化もございます。 

 そうした中で、例えば水深帯と底質の条件によっては、海草の場合は砂質系のものが主になりますの

で、その砂質成分が移動し、抜けていくという状況があります。 

 したがって、そこに残る底質が、例えばここにありますようにサンゴレキとか、ある程度粒径の粗い

底質成分が残ってしまうと、そこに海草が生育できず、いわゆる伸びることが困難になってくるような

ことが考えられます。 

○仲座委員  ということは、もともと生育できないような環境にとりあえず移植したと。移植した

ら、育っているように思えると。放っておくと、これは海底の地質条件を決めているのは波浪条件

ですから、波と流れの条件でしょうから、いずれまたそういうふうになっていくということにはな

りませんか。指導するようで申しわけないんですけど。 

○事務局（小笹）  技術の認識として、生えてないところに移植するということじゃないと思う

んです。疎生域に移植するのであって、生えているところに移植するんです。ただ、たくさんある

ところからまばらになっているところの空いているところに移植するというわけで、そのあたりの

ところに藻場としていける条件があるか、あるいは底質の条件が可能か、せん断力がどうかという

ことですね。そのへん総合的に考えて、移植するところを考えていると、こういったことだと思う

んですけど。 

 例えば、西防波堤の北側の東側というのは生える可能性がないわけです。そういったところはも

う除外しております、初めから。 

○事務局（溝口）  ちょっとＯＨＰつけていただけますか。 

                  （ＯＨＰ） 

 78ページに、今回、底面せん断力との関係で示してございますが、ちょっとこの図分かりにくい

ところがありますので、ＯＨＰで説明させていただきたいと思います。 
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 これは高波浪時に当海域に来たときの波高分布、ちょっと数字が見にくいですけど。それで、こ

れが西防波堤です。この青い線、ちょっと見づらいかもしれませんが、これが現地盤、±０ｍのラ

インです。いわゆる陸域という形になります。この色が付いている、ちょっとオレンジっぽいとこ

ろが、これは海草の被度が40％以下。それからピンクのところが、これは被度が50％以上。いわゆ

る藻としてかなり濃いところというエリアです。これは波の変形計算をしまして波高分布を出した

ものです。藻場と波高分布を重ねて見てみますと、やはりある程度波高が小さくなっているところ

に藻場として残っている。それから、もう一つ、この部分を見て頂きたいんですけど、ここの部分

は、逆に波高が高くても海草が残っているというところです。こういうところで海草の被度が高い

ものが残っている。これはどういうことかというと、先ほどありました変遷状況を考えますと、や

はりもともと藻場が存在していた。被度が高まるほどある程度長く藻場を形成していた。しかし、

そうした中で、台風などで藻場の周縁部が徐々にやられてきて、残っているのがこういうところに

なってきているのではないかというふうに考えています。また、水深が深いところから浅いところ、

海底勾配が急なところですけど、波の進行方向に対して影になる部分、岩礁の側面的なエリア、こ

ういうところも、やはり藻場として残っているという状況です。 

 次に、底面せん断力の分布という形で見ていきますと、波高だけですと、当然水深が深い部分に

ついては波高が大きくなりますけど、海底の底面に対しては影響が少なくなります。それでこうい

う底面のせん断力というのを出して、先ほどの図と同じように整理させていただいております。同

じように数値を見ていきますと、値的には20ぐらいのせん断力の部分が藻の成育条件として適して

いるのではないかというようなことが、工学的な検討で推定できていると思っております。一部、 

数値的には40ぐらいのエリアでも藻が生存しておりますが、この部分は、先程述べました台風で残

った部分や波の進行に対して影となるような部分と一致しています。 

今回、移植候補地を検討する上でも、この結果を今後利用して、ある程度波あたりが強いか弱い

か、底面せん断力の値を見て、移植エリアを設定できるのではないか、というような判断をしてお

ります。 

○眞榮城委員長  さて、ほかにございませんでしょうか。 

○野呂委員  今の仲座先生のご指摘は、実は非常に重要な指摘だと私も思っています。実は、同

じようなことを、これの第１回目というか、13年度の初めの頃にも私は申し上げたような気がする

んですけど。 

 実は、この委員会というのは、監視検討委員会の下にＷＧグループがいくつかあるわけです。私

は、実はその中の海草の移植のＷＧグループに入っているわけですけれども、そのＷＧグループの

やろうとしていることは、移植をした場合、それが技術的に可能であるかどうかということを検討

する委員会だというふうに私たちは理解しています。ですから、移植がまず一つは大前提として、

そこから加勢する技術的な問題をわれわれが検討してきたというふうにご理解ください。 

 私も海藻の研究者なんですけれども、そういう私から見ても、この移植の技術的な問題というの

は、かなり世界のトップクラスにあるというふうに私は見ております。その移植の工学的な手法、
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それから、そこの流れをシミュレーションする技術、それから移植する株を保管して持って動かす

技術。こういうのはいずれをとってみても、きちんと国際学会誌に書けば学術的に公表できる技術

であろうというふうに思っております。そういう面では、これを企画している方々の努力はすごい

なというふうに理解しております。 

 ただ、それともう一つ、別の次元の問題が実はあります。移植をしてこの海域の保全がなるかな

らないかという問題、それは私たちＷＧでは、実はできない問題です。ここの監視検討委員会、つ

まり私たちのＷＧの親委員会の場できちんと話をするべきではないかと思います。 

 今、仲座先生からご指摘があったのは、非常にそれのいい突破口を開いてくださったんじゃない

かと思うわけですけれども、まず一つ、私たちから見てというか、海藻の研究者から見て、一つ論

点として、移植をすれば必ずそこに海藻がきちんと残って、ここの藻場がきちんと保護されるとい

うふうに考えてしまうのは、移植に対して過大に期待していることだというふうに思います。われ

われはそろそろ、ここまではできるけれども、ここは無理だということをきちんと対外的に言って

おく必要があるのではないかと。無理に黒を白と言い、白を黒というふうな議論を重ねて、住民を

混乱に陥れるのは、これはわれわれ専門家としてはちょっとまずいなというふうに、私個人的には

考えています。 

 ちょっとくどくど言ってしまいましたけれども、具体的に言いますと、海藻というのは、生えて

いるところが常に同じところに生えているものではありません。ちょうどアメーバーがぐにょぐに

ょ動きながら成育するのと同じように、海藻も底質、流れ、そういうものを総合的に判断して、そ

れで、常に生えているところは年とともに変わってくるわけです。そのいい例が、先ほど金本先生

が実際に潜って調べられた結果なんですけど、これを見ても、底質ですら年によって違っているわ

けです。ですから、ましてや今回移植をしても、そこにきちんと根づくかどうか。数年は根づくと

私たちは思っています。ただ、それが５年、10年たったときにきちんと根づくかどうかがまず一つ

問題だということで、さらに事を複雑にしているのは、その近所に水路が掘られます。水路が掘ら

れることによって、かなり流れが違ってくると思いますけれども、それによってもやはりかなり影

響を受けると思います。 

 ですから、私、ここで特に皆さんに聞いていただきたいのは、移植をしたからといってきちんと

そこに海藻が生えるかどうかはやってみなければ分からないというところが正直なところです。そ

こらへんのことは、かなり今後、技術的な問題とは別に、もう少し上位の問題として、この委員会

で議論をしなければいけない問題ではないかというふうに考えております。 

○池原委員  私は陸上の生物を主にまわり歩いて見ているものですが、今回の海藻草類の移植の

問題、それを確か第２回目の会議のときに、ビデオか何かで掘削したりするのを見たりもした覚え

がありますが、現在のこれまでのいろいろと調査研究されてこられた結果、写真入りで報告してい

ただき、まだ問題は残っているとも伺いましたけれども、これはいずれはどこかにある程度安定し

ている、現在そこに生えている、成育しているものも、台風があったりすると、ある程度移動した

りということがある。それに対して、今、一生懸命取り組んでおられるものの経緯について、ある
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程度ビデオか何かやって、ある程度まとめて、そこへ例えば修学旅行生や旅行団体が行って、ある

いは海へ潜ってそれを見てくるわけにもいかないでしょうし、あるいは船に乗っていって見ること

もあるかもしれませんけれども、できたら海藻にも、この泡瀬干潟のほうにあって、それについて

はこういう研究もしてきたという、この非常に大事な取り組みの様子をビデオか何か、あるいは写

真入りで、報告書としては出てきますけれども、一般の人でも分かるような、何かそういうことに

ついても将来考えていただきたいと、そういうふうに思います。 

○事務局（坂井）  総合事務局の港湾計画課の坂井でございますが、今、池原委員からご指摘の

あった、後世の方々の資料になるようにビデオ等で残していくという件については、そういう方向

で検討をしていきたいと思いますので、引き続きご指導のほどをよろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  それでは、古川さん、よろしくお願いします。 

○古川委員  国総研の古川です。仲座先生からのご質問のお答えの足しになればというコメント

と、野呂先生のほうから問題提起されたことに関して、補足の意見を述べたいと思います。 

 一つは、西防波堤のところで、疎生状態であって、あんまり生えてないところに持っていくとい

うことの意味ということでございますけれども、今回、機械化移植の今までの移植方法と違うとこ

ろと申しますのは、底質も一緒にある程度の面積をもって移植できるということです。それと、移

植先で置いた海草大きな群落として移植ができるということだと思います。これを力学的な視点か

ら見ますと、例えば波あたりが強くなると、砂粒が動きます。ただ、そこに海藻があると、その砂

粒が動く限界の波の強さというのが変わってきます。 

 例えば、今は自然のだんだん増えてくるスピードに任せていますから、徐々にしか根が張っていかな

いので、結果として台風がくると流されてしまうということがあるにしても、ある限界値を超えた密生

した藻を持っていくと、もしかしたらせん断力が高くても流されないということは十分起こり得ること

ということで、ある程度の面積をもって移植の実験をしている位置づけというのが、そこらへんにある

のかなと思います。 

 ですから、今、何ではえてないか、何で生えているか、ということが一つのとっかかりとしてＯＨＰ

でも説明なされましたけれども、そういったせん断力からの検討をしてみると、ある閾値を超えたとこ

ろで、移植が可能になる可能性もあると、そこらへんの検討をしているということだと私は認識してい

ます。 

 ただし、それは野呂先生もご指摘になったように、技術的な検討をしているということで、それが本

当によろしいのかということの検討を、次にはしていただかなければいけないと思っております。その

ところで例えば資料の３ですけど、101 ページのところから追跡調査方法というのが出てきています。

代表種では１カ月、３カ月追跡します。局地的な調査です。それから 102 ページのところでは、全域調

査、それが６カ月ごとに例えば２月と８月を基本とし、台風時期には行っていくということ。 

 また 104 ページの説明のところでは、台風対策の試験というような位置づけでの試験をされていきた

いというような説明があったかと思うんですが、これと全体の計画との関連、この調査をしたらば、こ

こが分かるから次にはこういう判断をしますという（委員会が示した判断を元に事業者の方が判断され
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る）ことがあるかと思います。われわれの検討した結果がどこにどういうふうに反映されていくんだと

かいうようなこと、スケジュールも含めて示していただけると、より野呂先生が指摘されている議論と

いうのが進められるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

○事務局（小笹）  環境影響評価の問題は、多分すべて予測できるほど科学技術は進んでないと思う

んですよ。例えば底質の粒度の変化から地形の変化から、なかなか難しい問題があって、今の環境影響

評価もそうだし、それに沿った形で土木事業というものの考え方は、やっぱりこういった自然があると

ころでは、むしろ自然のレスポンスというのはしっかりモニタリングしながら、またその結果を受けて

計画をフレキシブルにやろうと、そういった考え方になってきていると思うんですが、そういった意味

で、ここではやっぱり、先生方のご検討というのを十分に生かしながらモニタリングして、それでまた

計画についてもフレキシブルに先生方からご指導をいただいてものを進めるという、そういったことだ

とわれわれ考えております。 

○眞榮城委員長  どうぞ、はい。 

○金本委員  10ｍ×10ｍのモニタリングポストの件ですが、これは海草だけ、移植地だけを見るわけ

ですか。採取地のほうもできればモニタリングポストをつくって、１ｍ×１ｍ以上の大きさで切り取る

わけですから、海草を取られたほうも非常にストレスがかかると思いますので、そのときにその藻場、

切り取った部分からだんだん藻場が衰退していくのか、それがもともとあったところだから活力があっ

て、どんどんほっておいたらまた増えていくのか、そのへんを取ったほうと取られたほうと両方をきち

っとやっておいてもらいたいと思います。 

○事務局（小笹）  貴重なご指摘だと思いますし、分かりました。 

○眞榮城委員長  どうぞ、はい。 

○野呂委員  当然、事業者側というか、事務局のほうは一生懸命これの研究をして実証試験をしてい

るわけですから思い入れもあって、技術的にもかなりいい線はいっていると思いますけれども。 

 先ほど確か高江洲委員からのご指摘があった、じゃ一体ここは工事が行われたら干潟はどうなるんだ

という、あそこが実はここに住んでおられる方の正直な意見ではないかと思います。その際、われわれ

は言い方なんですけれども、いや、ここの藻場は、確かに埋め立てのところはなくなりますけれども、

ほかのところできちんと保証されますよというふうに言うのか、それとも実は生物屋としてはそれはか

なり危険な言い方ではないかと思ってはいるんですけれども。もう一つ最悪なシナリオの場合はこうな

りますよと、うまくいったらこうなりますよと。そこの最大値と最小値の間、この間でこの間の可能性

はありますよということを、住民の方にお示しして、さらにその範囲の可能性はありますけれども、そ

れでもってあなた方はここにこういう構造物をつくりますか。つくるか、つくらないかはやっぱり住民

側の裁量ではないですかというふうなものの言い方が一つあるんじゃないかというふうな気がいたし

ます。 

 （航空写真掲示）具体的に言いますと、例えばここに人工物をつくった場合ですけれども、最悪のシ

ナリオの場合は、私はここに人工物をつくったのと同じような海洋環境がここに生まれる可能性もあり



 36

ますよということは、やっぱり公平にみた場合は、それは見て見ぬふりはできない問題ではないかと思

います。 

 さらに、ここに水路ができた場合、水路ができたことによってこれは最良のシナリオですけれども、

ここに水路ができたことによって潮通しが非常によくなって、ここらへんの藻場が今と同じぐらい、も

しくはさらによくなる可能性がありますよということも、私は言えるんじゃないかと思います。フレキ

シブルの範囲が、その間とこの間の間で、それでもってどうするかというのは、われわれが決める問題

ではなくて、住民の方がきちんとそれを考えて決めるべきではないかと思います。 

 もう一つ、クビレミドロの問題ですけれども、クビレミドロに私は過大に期待をしてしまっていると

ころがあるんじゃないかと思うんです。 

 そこにクビレミドロがあって、クビレミドロがまるで水戸黄門の印籠のような形で、今、歩いている

ところがあるんですけれども、はっきり申し上げてここでもって今のままでクビレミドロを天然で生育

させるというのは、かなり難しいところがあって、ここの場所でどうしてもクビレミドロを増殖させて

保護するとしたら、保護区というか、サンクチュアリというか、ちょうど動物園でパンダをいろんな環

境でもって飼うような、あれぐらいの技術というか、努力をしないと、ここでは生えないところがあっ

て、クビレミドロ一つだけというのに注目して、すべてをそこに判断の基準、埋め立てをするか、しな

いかの基準を預けるというのはこれは酷だと思うし、常に今までの会議でいろんな先生が指摘したよう

に、クビレミドロだけが大切なわけではなくて、海草だけが大切じゃなくて、ここの生態系全部をやっ

ぱりとらえる視点というのが必要で、その点この検討委員会とその視点をたって、ここからここまでは

可能性がありますよというのを対外的に、そろそろ言うべき時期ではないかというふうな気がいたして

おります。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ、仲座さん。 

○仲座委員  資料３の３ページの地図でもよろしいんですけれども、沖縄市側にとって海というのは、

今、対象として挙がっているところが残された海域だというのは事実ですね。 

 これだけの非常に貴重な海だからこそ、こういうふうに環境監視委員会を設けられたうえで事業がな

されていくと私は思いまして、非常にいいことだと思いますけれども。 

 まず私たちが専門家として呼ばれている意味は、ある問題を出されて、それを専門的に、私の知って

いる範囲で意見を述べよと任されていると思うので、それで述べていますが、それが素人的な意見にな

っている部分もあろうかと思いますけども。 

 専門家が出てきているし、それから住民側が出てきています。住民の参加が重要になりますので、住

民側だけが議論してもそれはその議論の対象として専門的な要素も入ってくるので、私たちのような専

門家も必要になると。 

 もう一つ重要なことは、住民が参加しても、あるいは専門家が参加しても、専門的に判断できないこ

ともあるわけですね。それは例えば、第六感のようなものであるし、あるいは地域でずっと根ざしてき

たものですね。それは住民側から言ってもらうしかないんですね。第六感のような、あるいは宗教的な
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こととか、それは専門家では何ともし難いものです。ぜひそこらへんも、ここらへんは例えば聖地であ

ったとか、その聖地もこういうふうにして守っていこうとか、そういう意見も出てきたらよろしいかと

思いますね。 

 それに関連してちょっと長くなりましたが、意見を述べますけれども。 

 この資料をずっと見ていまして、私が当初、委員になる前よりもだんだん勉強してくると、やはりこ

の会議はいかに重要な会議であるか、中城を見渡したときにも非常に重要なポイントとなっていると、

喩えて言うならばオアシス的な空間になっているというのが、だんだんと分かってきました。また、こ

の資料においても実にいろんな状況が判断されていて、この海域は非常に貴重な海域であるということ

をうたっていますね。それをうたいつつ、事業を進めていくというところがあると思います。 

 環境が非常に素晴らしいんだということを認めることは、決して事業者側にとってはマイナスではな

くて、むしろ戦略的にこれまで考えてこなかったこともさらに考えて、さらに対策をとり、10 年先、あ

るいは 100 年先をよんだ対策をとることができると。それはなぜか、これだけ大切な環境があるからだ

と逆に言うこともできるわけです。あるいは予算だって取れるかもしれない。 

 ですから、決して私たちが環境に対して深く議論することをマイナスにはもっていただきたくない、

ぜひプラスにもっていただきたいと私は願ってやみません。よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 かなり本質的な議論が入ってきているというふうに思います。 

 野呂委員、あるいは仲座委員、ほかの方々からも出ましたように、一つの委員会で議論していくとい

うことは、いわゆる一つは技術的にどういう工法と可能性があるかということであると同時に、そのこ

とが全部ではないということがあろうかと思います。 

 したがって、いろんな判断をするときの議論といいますか、データというか、これがここで渡されて

くる。それはこういう変化があるときには、住民側からは感じられている、あるいは危惧する、懸念さ

れること等があればどんどん出していただいて、それは技術的にどの程度クリアできる、しかしできな

い部分もあると。そこを含めて一つの判断材料をこの委員会として提供していくかという中で、大変重

要なポイントというふうに思っているわけであります。そういう点では、先ほどから出ております議論

というのは、これから当委員会でもっと深めていくことが、当然ですけれども求められているというこ

とだろうというふうに思います。一つの政策判断というか、一つの判断というのは、その判断材料を提

示することがこの委員会の一つの役割だし、そのもとでその幅をどうするかということが、そういう認

識が大変重要だろうということは、ご指摘のとおりじゃないかなというふうに思いますので、そういう

点もまたこれから今後の委員会で討議していきたいと思っております。 

○事務局（坂井）  沖縄総合事務局港湾計画課の坂井でございます。先ほど、野呂先生、仲座先

生、皆さんからご指摘のあった点でございますけれども、われわれ事業者の側としましても、この

海域について、環境は非常に重要だと考えておりまして、そういう意味でこういう委員会であると

か、その下部にＷＧですとか設けて、ご議論をしていただいているところでございます。その中で、

埋立人工島ができることによって干潟がどうなるかとか、いろいろご心配な点はあろうかと思いま
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す。われわれは以前、人工島の形状を工夫した現計画についてシミュレーションをやって、それに

ついては概ね問題ないだろうというふうな、判断をしているところでございます。先生方ご指摘の

点につきましては、今後また各委員会ですとかＷＧで議論を進めるとともに、また、適切なモニタ

リングですとか、そういったことも行っていきたいというふうに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。 

○眞榮城委員長  さて、予定の時間をだいぶオーバーしてしまいましたけれども、特にございま

すでしょうか。 

 それでは、時間でございますので、第３回の検討委員会、これで終了ということになります。 

 一応、この委員会のもっている役割というのは、要するに埋立前の事前の監視をどうするか、そ

れから、工事中の監視の検討をどうするか、その後の検討をどうするかという、そういうふうな前

提のことでの委員会であるということは当然、そういう形で踏まえておりますので、その事業を進

めていくにあたって、できるだけ極力、最大限にそういう調査をし、配慮しながらやっていただく

というふうなことが、この委員会が設置されることによって、よりこの海域を含めて、貢献してい

くことだろうというふうに思っております。 

 長々となりましたけれども、予定の時間をオーバーしましたけど、これで第３回の検討委員会は

終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました。 

○事務局（小田）  本日は、どうもありがとうございました。いただきました貴重な意見に基づ

きまして、また三つのＷＧを開催させていただきまして、鋭意検討してまいりたいと思います。引

き続き、よろしくお願いいたします。 

                                （午後４時13分 閉会） 


