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第４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14年2月22日(金) 

                      場所  メルパルク沖縄 翠麗の間 

                             （午前9時30分開会） 

（1）開会 

○事務局（小田）  では、定刻となりましたので、第４回中城湾港泡瀬地区環境監視検

討委員会をただいまから開会させていただきます。 

 会議に先立ちまして、本日の委員の皆様の出欠状況でございますが、お手元にお配りし

ております資料の中３枚目に委員会名簿というのが入ってございますので、恐縮でござい

ますが、そちらのほうをご覧いただくようにお願いいたします。 

 なお、この中で長嶺委員でございますが、本日急遽ご欠席されるということでご連絡が

ございましたので、訂正をお願いいたします。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 かなり多くの資料を配付させていただいておりますが、まず、それぞれ１枚の資料で議

事次第、着席表、委員名簿という３枚の資料がございます。 

 それから、あとはそれぞれ右肩に資料の番号を入れた資料になってございますが、資料

－１、それから資料－２（1）、資料－２（2）、それから資料－３（1）、同じく資料－３（2）、

それと参考資料というそれぞれ綴った資料が６種類の資料が配付されているかと思います。

資料のご確認よろしくお願いいたします。 

 不足のものがございましたら、お申し出いただくようお願いいたします。 

 資料はよろしいでしょうか。 

 よろしいようでございましたら、早速ではございますけれども、議事に移ってまいりた

いと存じます。 

 議事の２につきましては、眞榮城委員長より進行をお願いしたいと存じます。委員長、

よろしくお願いいたします。 

 

（2）議事 

①委員会の指摘事項とその対応 

○眞榮城委員長  では、議事にしたがいまして、①委員会の指摘事項とその対応、本日

は議事が三つございます。 

 ②が海藻草類移植・保全ＷＧの報告。３点目が③で、第３回陸域環境整備・海域環境整

備ＷＧの報告となっております。 

 最初の①の委員会の指摘事項とその対応について、よろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは資料－１をご覧ください。 
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 前回の委員会までにおきますご指摘いただいた点につきまして整理いたしまして、その

対応を右側のほうに記してございます。 

 まず、最初に１ページですが、陸域環境整備ワーキング及び海域環境整備ワーキングの

関係する部分の内容になっております。 

 最初に１）で、泡瀬地区の機能と埋め立てによる変化の評価についてということで、そ

れぞれご意見いただきました。 

まず①から⑤に関しましては、その機能評価をしていくうえでの必要性なり、評価の仕

方ということでご指摘をいただきました。①では泡瀬の環境を正しく評価しましょう。そ

れから貴重性というものを認識していきましょうというご意見。それから、②につきまし

ては、埋め立てによる干潟の残存性、いわゆるこれまで面積的に８割が残るというお話に

対して、これらにつきましては干潟の機能的な面で評価すべきだろうというご指摘をいた

だいております。 

 それから（2）からは、いわゆる③から⑤ですが、その評価の仕方ということでご指摘を

いただきました。具体的には現存の現有の状況から将来にわたって機能評価については極

力定量的に行うべきだろうと。④といたしまして、表示の仕方として最悪のシナリオなり

最良のシナリオという、いわゆるある程度の前提条件の中で、今後どのようになっていく

のかということを、幅を持たせて示すべきではないかというご指摘。それから、⑤につき

ましては、泡瀬だけではなく中城湾全体の視点から見るべきではないかというご指摘をい

ただきました。 

 これらに関しましては、今後、定量的な評価を行いつつ、将来の埋め立てによる影響と

いうものを加味した形で検討していく考えでおります。 

 それで今回、のちほど説明させていただきます資料－２のほうで、この定量的な評価を

していくうえでの考え方というものをご提示しておりますので、その中で詳細に説明させ

ていただきたいと思っております。 

 それから、（3）でその機能評価の方法についてということでございますが、まず、細川

委員のほうから底生生物に関してみますと、水質なり底質なりを区分できるのではないか

というような具体的な方法論についてのお話がありました。それから⑦ですが、今後、埋

め立てによる予測というものを、底質の変化からみることができるのではないかというご

意見をいただきました。それから⑧では、野鳥園の検討に際してですが、いわゆる鳥の行

動というものをよく把握して、それを踏まえて野鳥園というものを考えていくべきではな

いかというご指摘。それから⑨におきましては、人工島形式、いわゆる出島方式による影

響事例として、類似している新港地区の事例というものを参照すべきではないかというご

意見をいただきました。 

 これらに関しまして、資料－２のほうで評価の仕方という形で整理しております。今回、

生物の生息状況というものを踏まえ、かつ定量的に考えていく。それから将来を見ていく

うえでどういうふうに考えていくかという方法論を提示しておりますので、そちらのほう
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でまたご説明させていただきます。 

 なお、⑨の新港地区の事例に関しましては、資料－２の付属資料のほうで現有の資料に

基づきます解析を行っておりますので、のちほどまたご提示させていただきたいと思いま

す。 

 続きまして２ページのほうになりますが、２）環境保全・創造についてということで、

これから埋め立て地内につくる予定でおります環境保全施設についてのご意見をいただい

たものを整理しております。 

 まず、①については人工海浜の件でございますが、新しい海岸を考えるのではなく、現

存の類似した機能、類似した海岸を考えていけば良いのではないかというご意見。それか

ら②につきましては、人工干潟の配置なり、検討時においての具体的なご意見をいただき

ました。それから③につきましては、野鳥園の件についてのご指摘をいただいております。 

 これらにつきましては、現在、定量的な評価をしていく中でどのような施設が、今、考

えております人工海浜、緑地、それから人工干潟、野鳥園という諸施設を考えているわけ

ですが、それらを設定していくうえでの根拠といいますか、規模、配置というものをこれ

らを踏まえて考えていきたいというふうに考えております。 

 それから３）は、貴重種への配慮についてということで、中城湾泡瀬におります貴重種

について提示すべきだろうと。それから、どこにどのくらいいるのかということを把握す

る必要があるのではないかということで、吉野委員のほうからご指摘をいただきました。 

 この件につきましては、今回の資料－２のほうで 18 ページ以降に希少性のある出現種と

いうことで整理をさせていただいております。 

 それから、付属資料のほうには、泡瀬で確認されました希少種の出現ポイントを表示さ

せていただいております。 

 なお、この件の資料につきましては、今後、吉野先生のご指導を仰ぎながら、さらに新

たなデータ等がございましたら付加し、今後評価していきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、３ページのほうになりますが、海藻草類移植保全ワーキングに関する内容で

ございます。 

 まず①では海草移植がこの海域の環境保全に寄与するかどうかという検討が必要である。 

それから②につきましては、これを受けまして移植後のモニタリングが重要であろうとい

う点。それから、③におきましては、採取したところのモニタリングもする必要があるの

ではないかというご指摘、ご意見をいただきました。 

 これらに関しましては、今後、移植海草の生息状況と並行して、移植先の環境条件とい

うものをモニタリングしていく考えでございます。また、採取地点についても同様にモニ

タリングをしていく予定でおります。 

 それから④でございますが、これは前回の委員会におきまして、金本委員のほうから海

草と岩礁性の藻、ホンダワラ類ですね。これらは共存可能であるいうことで、移植先のい
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わゆるホンダワラ類の基盤をわざわざ移動させる必要はないのではないかというご指摘を

いただきました。それから、移植地の地盤ならしという行為に対して、生物等に配慮すべ

きだろうというご意見をいただきました。 

 これらにつきましては、基本的にはこれまで行っておりました広域試験移植の段階にお

きましては、基盤を動かすような状況というものはありませんでした。ないといいますか、

むしろそういう場所を設定しないで移植試験を行ってきたという経緯がございます。した

がいまして、今後もそのような対応をしていきたいと思いますが、どうしても動かさざる

を得ない状況ということも考えられますので、そのときには施工的に考慮いたしまして、

対応していきたいというふうに考えております。 

 それから⑤では、これはコアマモの状況のご意見といいますか、ご質問という形であり

ました。これにつきましては、今回の資料－２のほうになりますけど、新たに 11 月時点で

の調査結果として、最新の藻場の分布図を掲載しております。そのところでコアマモの確

認がなされております。なお、増えているか増えてないかという点につきましては、比較

対照データが今のところありませんので、今後のモニタリングでそのへんの状況をつかん

でいき、適時ご報告させていただければというふうに考えております。 

 それから、２）では、クビレミドロの保全についてということでございます。 

最初に、クビレミドロの移植技術は難しいというお話がございました。それから、②に

おきましては、クビレミドロの生息地の環境状況ということで、汚染状況がどうであるか

というご指摘をいただきました。 

 ①につきまして、現在行っております移植技術というものをさらに推進してまいりまし

て、その移植技術を確立する努力を続けていきたいと考えております。それから②につき

ましては、今回の資料で 57，58 ページに掲載してございますが、泡瀬地区、並びに比屋根

湿地部の水路部からの汚染状況といいますか、水質の状況ということで資料を提示してご

ざいます。 

 ③でございますが、これは監視計画におきまして、濁りの発生源というものを工事区域

側にあるか否かという判定が重要ではないかというご指摘をいただいております。 

 この件につきましては、今回、資料のほうでご提示させていただいておりますが、監視

計画案で工事区域とクビレミドロの生息地間に監視点を数点設けまして、発生源が判断で

きるような計画をしております。このへんにつきましては、のちほど説明させていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

 

○眞榮城委員長  はい、どうもありがとうございました。 

 ただいまのこれまでの委員会における主要な意見、指摘事項といいますか、それに対応

した結果について報告をいただきました。 

 どうぞ、ご確認等よろしくお願いいたしたいと思います。 
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 後ほどの資料の説明の中で、また、この具体的な内容等は説明するということもござい

ましたけれども、これまでのところでご確認の必要なところは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。 

 後ほど資料の説明の中でも、対応の内容について説明するということでございましたけ

れども、そういうことで、この資料に対しては、一応、事務局のほうで適切な対応をして

いこうという姿勢といいますか、そういうことの適切な対応をなされたということを一応、

確認しましてのちほどの議題の中でまた具体的に確認いただきたいと思います。それでは

進行してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 では、進行させていただきます。 

 

②第４回海藻草類移植・保全ＷＧ報告 

 議題２の第４回海藻草類移植・保全ＷＧの報告ということでございます。 

 まず、主査をしていただいております野呂先生のほうからご報告いただいて、のちに資

料－２のほうを事務局のほうからご説明いただきたいと思います。 

 それでは、野呂先生よろしくお願いいたします。 

○野呂委員  私、海藻草類の移植・保全ワーキンググループの主査をしております野呂

でございます。 

 私たちの海草移植グループのほうでは、２月６日にワーキンググループの会議を現地で

行いました。 

 午前中は、われわれ全員海に入って、移植試験をしたところがどういう具合であるかと

いうのを観察いたしました。午後はその結果と、それから事務局の報告、資料を検討いた

します会議を行いました。 

 その会議の結果、到達した結論を皆様のところには資料－２（1）という４枚綴りの資料

でお配りしてあります。 

 まず、その際に得られた結論を箇条書きにして書いてありますので、その結果を報告い

たします。 

 まず、移植実験のことですが、これは３ha を移植する、これはあくまでも試験ではあり

ますが、その試験の移植実験をするということが、すでに平成 13 年７月のわれわれ監視委

員会のほうで決まっておりまして、それに基づいて行われたわけです。 

 実際にその３ha 予定してあったところですけれども、その中でも実際に潜ってみますと、

海草が生えていないところ、それから生えていたとしても非常に密度が少なくて生育状況

が悪いところなどがございました。生育条件の悪いところは除外いたしまして、比較的健

全な海草が残っているところの１ha を中心に機械化移植工法で採取し移植実験を行いま

した。 

 その結果をわれわれ検討したわけですけれども、実際に事業者側が行ったのはバックホ
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ウによる機械化工法という、非常に大規模な今まであまり行われていなかった手法で行わ

れたわけですけれども、その結果を見る限りではわれわれは当然、当初考えておりました

手植えによる小規模なものに比べると、比較的結果がよろしいのではないかということが

率直な意見でありました。 

 昨年は台風が沖縄の周辺にまいりまして、その結果、一部移植した群落がはげていると

いうところ、それから枯れているというところも実際にわれわれは見ることができました。 

ただ、その一部剥離したところを天然の群落と比較いたしましたところ、天然の群落のほ

うでもやはり台風による被害というのは出ておりまして、両者の間にさほど優位な差はな

い。つまり、移植しても移植しなかったところでも台風の影響は出ているということを、

われわれは実際に潜って確認いたしました。 

 そういうことを考えまして、私たちとしては少なくともこの半年間、観察した結果によ

れば、バックホウによる機械化移植というのは、移植の方法としては今考えられる中では

一番いい方法ではないかという結論に達しました。 

 資料の２枚目に表がございます。 

 この表は事務局のほうでまとめたものでありますけれども、これでいきますと、例えば

12 月までに移植したところの結果を検証いたしまして、四つの段階に出しております。Ａ

ＢＣＤですけれども、ＡとＢが比較的移植後に残っているところ、ＣとＤはちょっと生育

が悪いところ、生育が悪いというのは葉が少し枯れかけたり、根が少しもろくなったりと

いうところがありました。 

 その結果をみると、合計のところで比較していただくとよろしいんですが、Ａのところ

が 15％、Ｂが 49％、そういうふうに考えますと、半分以上 50、60％以上がＡとＢに含ま

れる。それからＣとＤ、ちょっと悪いようなところが 36％ということでしたけれども、12

月までの結果、１月以降の結果は、やった場所に違いがありますので、これはまたさらに

検討を重ねていくというか、観察をしていく必要があるのではないかということをワーキ

ングでは申し上げました。 

 さらに、ワーキングでは、このＣとＤに相当するところが、何が原因でこういうふうに

うまくいかなかったかということをいろいろ検討いたしました。 

 その検討した結果が実は資料の２枚目にも書いてありますけれども、２枚目の終わりか

ら３枚目に書いてあるんですけれども、まず一番問題だったのが海草を移植した際の、移

植先の水深が不適切であっただろうということが一番問題になりました。 具体的にいうと、

本来生えている深さとはちょっと離れた、ちょっと浅めのところに移植してしまったため

に枯れたというブロックがいくつかあったということをわれわれは確認いたしましたので、

そのことを改めるようにお願いいたしました。 

 さらに、実際にバックホウで、これは３枚目の資料でありますけれども、実際にバック

ホウで採取をしたあとに、どうしても作業上の手順がございまして、台船の上に長時間野

積みにしておくと、そのままにしておくということが行わざるを得ないことがありまして、
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そういうふうに長時間台船の上に置いておいたものは、どうもそのあとの生存が悪いとい

うことも資料から私たちは考えました。 

 ３番目に、これは３ページ目のｂ）として書いてあるところでありますけれども、サン

ゴ礫がいっぱい含むところに生えている海草を移植すると、どうもあとの生育がよくない。

というのは、サンゴ礫が多くある海草ブロックを移植しますと、その中の海底の土砂がど

うしても流れで流出されるということで、かすかすのスポンジ状になりますので、そのあ

との生育が悪いということを、われわれはデータから確認いたしました。 

 今回の実験は、事業者側が実験として行われたものでありますから、今回の実験結果を

詳細に検討いたしまして、どういう状況が海草の移植によいのか、悪いのかということが

得られたのではないかというふうに私たちは判断いたしましたし、その点に関して技術的

なことは提言申し上げました。 

 実は移植実験は２月の上旬に終了しているわけでありますけれども、今後はこのモニタ

リング、移植したあとの環境、それからその海草の成育状況というのを定期的にモニタリ

ングして、追跡調査をする必要があるだろうということもお願いいたしております。これ

は４）の②に書いてあることであります。 

 さらに③に書いてありますけれども、この移植の実験結果は概ね順調だったわけですけ

れども、細かくみるといろいろ技術的な問題点がやはりありました。例えば、先ほど申し

上げたように、野積みにしておくこととかいろいろあったわけですけれども、そういうも

のは改善されるべきであるということを提言いたしました。 

 それから、④ですけれども、前回の移植実験のときに汚濁防止膜が海底を傷つけている

というご指摘は実はありまして、一部マスコミのほうからもご指摘を受けていたと思うん

ですけれども、その結果、そのあと事業者側はいろいろ改良なさった工法をなさったわけ

ですけれども、例えば、カーテン部が海底を傷つけないようなこととかをなさっているよ

うなんですけれども、そのあとがどうなっているかということを前回のワーキンググルー

プの前に潜水調査をして確かめました。その結果、去年の暮れに擦れて海底のアマモがな

くなっているようなところから、新しいアマモの芽が出ているということを確認いたしま

した。再生しているのであろうということをわれわれは考えました。 

 以上は、海草のほうでありますけれども、さらにもう一つ海藻のほうとしては、これは

４ページ目、最後のページでありますがクビレミドロの保全に関しても検討いたしました。 

 その中で問題点というか、われわれが話しましたことは二つありまして、一つ目は今期、

仮に工事が行われるであろうときには、どういう項目に気をつけて監視調査を行うべきだ

という具体的な数値目標を出しました。それは濁度で２mg/L 以上の濁度が増えたときには

工事を中止する、状況を見るということを提言いたしました。 

 それから、（2）に書いてございますが、クビレミドロというのは前回の委員会でも指摘

がありましたように、非常に生物学的に分かっていないことが多いわけでありまして、今

後、移植試験を行うにあたっては、例えば現場での生態的な知見、それから生物学的な知



 8

見、例えばどういう条件で生殖細胞、卵をつくるかとか、そういうことをきちんと踏まえ

た段階で今回、研究がなされるべきであるということを提言いたしました。 

 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、事務局のほうからまた資料－２（2）、よろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、資料－２（2）のほうの資料をご覧ください。 

 最初のほうに海草藻場移植に関しての資料をまとめてございます。 

 最初に、既存藻場の変遷と現状ということで、これまでの資料、委員会で提示させてい

ただいたものを、ちょっと見にくかったと思いますので、それを各年ごとに分けたもので

す。 

 それから、４ページからが最新の藻場分布ということで、平成 13 年の 11 月時で行いま

した藻場分布の状況でございます。５ページが藻場の状況でございまして、緑色系のもの

が大型海草、それから青系のものが小型の海草、茶から赤系のものがガラモ場でございま

す。それぞれこの中に測点、10 ポイントを提示してございますが、６ページのほうにその

10 ポイントにおける状況ということで、表１．１－１ですが、各代表測点の水深、それか

ら底質の状況、海草出現種のそれぞれの被度状況でございます。それら代表的なものを写

真で７ページのほうにご提示させていただいております。 

 ここで、先ほどご指摘事項のところでコアマモの件がございましたが、St.６のほうで被

度 30 という形で確認をされている状況でございます。 

 それから、８ページからが広域移植試験の状況でございまして、試験に関しましてのス

ケジュール、経緯というものをまとめたものが表１．２－１でございます。 

 最初に 10 月時におきましては、保護対策試験という形で前回までの委員会等でご報告さ

せていただいておりますが、今回９ページ以降に報告事項がありますが、前回までは１週

間後までの結果ということでご提示させていただいております。今回、１カ月後並びに３

カ月後という形で、移植した海草分布、生育面積というものを提示してございます。 

 それから、広域試験は 11 月時から１月時まで、実際は２月ぐらいまで行っておりまして、

今回ご報告させていただいておりますのは、11 月から１月時に移植したものの生育状況で

ございます。 

 それで９ページのほうから、まず 10 月時の保護対策試験の経過でございますが、保護対

策試験は表１．２－２にありますように、試験時間として一晩おいたもの、それから採取

から移植まで６時間、それから同様に３時間というそれぞれのケースに、保護対策として

養生マットを敷設したり、海水を噴霧したり、それのあり、なし、という状況の試験でご

ざいます。 

 前回も報告では、移植直後，１週間後という形で載せてございましたが、１週間後とい

うのは移植直後と全く変わりませんでしたので、今回、移植直後というものだけを載せて
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ございます。 

１カ月後、３カ月後、それぞれ面積の経過が数字的に提示しておりますが、下のほうに

グラフがございます。 

 保護対策を行わなかった場合と、保護対策行った場合、それぞれ全体的には１カ月後、

３カ月後という時点では、移植直後に比べまして多少面積が減っている傾向です。 ただ、

この移植直後から２、３カ月後におきましては、株なり生育面積というものが全体的に減

る傾向というものがあります。これは次の 10 ページのほうを見ていただきたいと思うんで

すが、これは平成 10 年に行いました芝植え工法による経過の状況でございます。これを見

ていただきますと、７月時に移植いたしまして、10 月時の段階では、これは株数になって

おりますけれども、株数が減ったという状況になっております。このように一度、移植い

たしますと、いったん減る方向にありまして、そのあと４、５カ月後以降、徐々に増えて

いくというような傾向があります。 

 したがいまして、現段階におきましては、これは途中段階でございますので、このよう

に減ってもやむなしというか、自然の流れではないかという判断をしております。今後、

これは春先、いわゆる３月、４月以降に関しましては、この面積が増えていくことが期待

できるのではないかという判断をしております。 

 あと、保護対策のあり、なしについては前回ご報告させていただいておりますように、

今回の結果においても、保護対策がないものに比べまして、保護対策を行っているものの

方がよい傾向になっております。したがいまして、移植事業、本格的に行ううえでもこの

保護対策を講じていくことになると思います。 

 11 ページ、12 ページには１カ月後、３カ月後の移植藻場の面積分布でございます。それ

から、13 ページ目からが 11 月移植のいわゆる広域試験移植の状況でございまして、まず

モニタリングポストを 14 ページのほうの計７点を設置してございますが、現在、そのうち

の４地点ａ，ｂ，ｃ，ｄにおける状況を整理しております。これは移植してから１カ月後

の状況でモニタリングポストを設定しております。まだ移植してから日が浅いものについ

ては、設定しておりますが、その後の調査という形での結果はまだ出ておりませんので、

この４点について報告させていただきます。 

 15 ページの表１．２－３でございますが、ａ，ｂ，ｃ，ｄのそれぞれのポイントでの状

況でございます。12 月末の時点、それからそのあとの１月末の時点という形で移植から２、

３カ月後の変化の状況でございます。 

 結論から申しますと、一部数字が変化している点がありますが、全体的には変化してい

ない、変わっていないという状況と判断できます。 

 それから 16 ページ以降、それぞれのａｂｃｄの４地点での 10ｍ×10ｍのモニタリング

ポスト内での藻場の分布状況です。 

 緑色の部分が移植藻場の状況でございまして、濃淡で被度の状況を表しております。そ

れから、茶系から赤、黄色というものが既存の藻場です。それぞれ被度の状況で色分けを
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しております。 

 それから 18 ページのほうには対照区ということで、これはいわゆる移植地点だけを見て

いくのではなく、自然の気候上の変化とか、広域的な変化の影響などの要因を見ていくう

えで対照区２地点、熱田地区と津堅島のところに設けているわけですが、そこの状況でご

ざいます。今回、９月時点の結果だけでございまして、これは半年ごとに調査を行うこと

になっておりますので、次回３月ぐらいに結果としては出てきますので、その時点で対比

できるということになっております。あくまで今回の資料におきましては、途中の段階と

いうことでご了承お願いいたします。 

 それから、19 ページ以降につきましては、先ほどの 10ｍ×10ｍのモニタリングポスト内

での中で、代表的に２ｍ×２ｍのモニタリングポストの図です。これは詳細な藻（海草）

の状況を見ていくという目的でポイントを設定したものでございます。 先ほどの 16、17

ページの図のほうで、青い枠で囲った部分、ここが２ｍ×２ｍの部分です。その部分が 19

ページから 21 ページのほうに示してございます。 

 この変化について結論的にみてみますと、藻場の面積状況というものはあまり変わって

いないというのが状況でございます。ただし、被度の状況が多少変化している、いわゆる

被度が小さくなっている部分が少し増えているような状況でございます。 

 このへんにつきましては、あくまで途中でございますので、今後、モニタリング調査を

継続していきます、そのうえで結果を随時報告させていただきたいと思っております。 

 それから 22 ページからは大型底生生物の生息状況ということで、23 ページには、移植

した海草ブロック内での生物の生息状況を確認した結果です。 

 それから 24 ページのほうが、海草の葉長の状況を経過的に見ております。12 月時及び

１月時の変化ということで、葉の長さを見ていきますと、St.ｂにおきましては、葉が伸び

ているという傾向が見られますが、その他ａ、ｃ、ｄの箇所では、少し葉の長さが減って

いるという状況、少なくなっているという状況です。数字的に平均値、それからその下に

標準偏差という形で、いわゆる評価したデータの誤差的な値を提示させていただいており

ます。標準偏差としましては、１月時に小さくなっておりますので、葉の長さは減ったも

のの、葉の集まり、データがある程度まとまってきている傾向が見られます。自然の流れ

としての葉の生育，変遷状況というものを表しているのではないかというふうにみており

ます。 

 それから 25 ページからは、全域の生育状況の調査ということで、26 ページにあります

のが移植地点、広域試験移植を行いました地点でのそれぞれのブロック、ブロックといい

ますのは、海草の一つ一つのブロックではなく、ある移植した時期を一つのブロックとい

う形で評価したポイントです。 

 それから 27 ページのほうに海草の評価をするうえでの凡例という形で、葉っぱの状況を

示したものです。上のほうは良好な生育状況のものと悪い状況のものの代表ということで

写真を載せております。 
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 それから、28 ページは、地下茎の状況ということで、白くなっています地下茎は健全に

生きているというものです。それから黒くなっているもの、これが生育が悪い状況で、ほ

とんど死にかけているような代表例の写真です。 

 それから 29 ページは、地下茎が露出している割合状況の判定、評価した代表例の写真で

ございます。 

 このように葉の緑色の部分の状況、さらには地下茎の状況、それから移植したブロック

の外に露出している地下茎部の割合、いわゆる土砂として安定していないような状況の評

価というようなことに基づいて、それぞれ評価したものが 30 ページ以降で、表といたしま

しては、32、33、それから 34、35 ページという形で評価結果を載せてございます。それぞ

れの評価を行った流れ、いわゆるＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという４評価をしているわけですが、そ

れらを評価しました定義的なものが 31 ページの図でございます。 

 今、申しましたように地下茎の露出部の割合というものがどうなっているか、パーセン

トで４区分しております。それから、次に地下茎の生残率、これが実際露出している割合

から残っているものがどのくらいあるのか。また、生きているものがどのくらいあるのか。

次に、葉に占める緑色の部分の割合、それからその他という形で、これはブロック全体、

これは一つの海草移植のワンブロックですが、形状が崩壊的なのか安定しているのかとい

うような評価をそれぞれ総合しまして、成育状況ということでのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価を

行っております。 

 それぞれ具体的に評価したものが 32 ページ以降です。まず 32 ページのほうは St.１か

ら St.35、それから 33 ページのほうは St.36 から St.69 というふうに分けてございます。

これはどうして分けてあるかといいますと、一つは移植時期がまず違います。St.１から

St.35 につきましては、11 月、12 月時に移植、それから St.36 から St.69 につきましては、

１月時の移植でございます。それぞれ１月中旬時の評価、並びに１月移植が１月末という

ことでの評価になっております。 

 また、先ほど、野呂先生からお話がありましたように、前回の１２月の委員会および海

草ワーキングにおいて、水深条件を改善すべき点をご指摘いただきました。それを受けて

１月時からは水深条件に注意して移植を行っておりますので、この時点での評価結果を見

比べているということでございます。 

 それぞれの測点における評価結果は、34 ページに色分けした形で分布図となって示して

おります。それから 35 ページ及び 36 ページでは、それぞれの移植履歴と生育状況という

形での表。 それから 37 ページのほうには、採取した日と移植した日の関係に基づきます

ＡＢＣＤの評価結果。38 ページ、39 ページには水深別にみました生育の状況。40 から 41

ページには採取から移植にかけての時間に対する評価の分布という形でグラフ化したもの

でございます。 

 巻末の付属資料には、各測点における代表的な状況写真と評価結果を提示させていただ

いております。 
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 このような評価を行った結果といたしまして、先ほど、野呂先生のほうからご報告があ

りましたように、図的に見ていただきますと、38 ページ、39 ページでまず見ていただけれ

ばよろしいかと思いますが、水深の関係で見ていった場合に St.１から St.35 は、左手の

38 ページの図でいきますと、どうも水深が浅い部分で、Ｄの評価の部分が多くなっている

という傾向が確認されました。 次に、改善を受けましたものが 39 ページのほうでござい

ますが、比較的水深の浅い部分の移植個数、図の上のほうが個数になっておりますが、個

数は当然減っているわけなんですけど、全体的に深い部分での移植を行っております。こ

うした状況においてＤの評価が少ないという形になっております。 

 それから、そのほかといたしまして、先ほどの底質の状況、いわゆるサンゴ礫を多く含

んだ海草ブロックを移植したものについては、そのあと潮流なり、波なりに伴い、底質の

砂質的な成分が流出しているというような影響もございまして、必ずしも浅い水深だけの

条件ではないということが推察されました。 

 したがいまして、移植海草ブロックの土砂、砂質系の土砂の安定ということを今後考え

ていく必要があるのではないかと思っております。 

 サンゴ礫を含まないところの被度の高い海草を選んで、移植していくということができ

れば本来そういう形をとっていきたいんですが、なかなかそのような判断ができないとい

うのが実状でございます。したがいまして、サンゴ礫を含んだものでも、被度が高い海草

というものをこれまでどおり採って、そのあとの移植先での土の安定ということを考えて

いく必要があるのではないかと思っております。 

 それから、40 ページから 41 ページの採取から移植までの時間に関しての状況でござい

ますが、これは基本的には、採取してから移植するまでを短時間で移植していくというこ

とが望ましいと考えております。 

 ただし、これまでは広域試験という形でいろんなパターンを試しているわけですが、実

際の移植という形の事業に入った場合には、やはり工事稼働ということを考えますと、一

つは潮位の変化に対応して作業船が入れる、入れないという状況。さらには海象の条件と

いうことで、いわゆる施工の安全性を確保しながら行う工事であるということを考えます

と、常に短時間でという状況はなかなか難しいところがあるかと思います。ですが、やは

り保護対策を講じた中で、できるだけ採取した海草の生育を安定させる努力をしていく考

えでおります。 

 続きまして 42 ページのほうですが、これは来年度以降の移植候補地の状況について調べ

たものでございます。 

 45 ページの図を見ていただきたいと思います。現存の海草の状況、海藻類も含めた形の

海草の状況です。それから、定置網の状況を踏まえまして、現在これは７月末日の委員会

のときに提出させていただいたと思いますが、西防波堤の背後部を基本的に今後の移植地

点として考えております。このうち斜線部になった部分が新たな移植可能な部分という判

断をしておりまして、このうち赤枠で囲った３箇所の部分を今後の移植地点というふうに
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考えていきたいと思っております。 

 以上が、海草の資料のご報告でございます。 

 それから、47 ページからがクビレミドロの保全関係でございます。クビレミドロに関し

ましては、今回、今後の工事に伴います監視のやり方というものをご提案をさせていただ

きたいと思います。それから、クビレミドロの生息、これまでの移植試験並びに実験室内

での状況ということで、これは経過報告でございますが、資料としてまとめてございます。 

 まず、監視計画でございますが、監視計画の立案にあたりまして、これまで予備調査と

して現地の濁り及び流速の観測等を行ってきております。これは前回の委員会でもご報告

させていただいておりますが、48 ページのほうにあります調査地点で予備調査を行いまし

た。それぞれクビレミドロの生息地の付近を対象に基本監視点、補助監視点、それからバ

ックグラウンド地点として奥武岬のほうの St.７というものを設定して予備調査を行って

おります。 

 その結果が流れ、濁度という形で 50 ページ以降、図も含めまして 56 ページまで提示し

てございます。 

 ここで一つご確認いただいておきたいことは、52 ページのほうでございます。 

 私ども監視計画をつくるにあたりまして、工事による濁りとそうではない濁りという判

断を行ううえで、バックグラウンドの値というものを検討してまいりました。その点とし

て先ほどの調査地点 St.７というポイントを設定したわけですが、実際、予備調査を行っ

てみますと、その St.７で起きました結果が、この 52 ページの図２．１－３の青いライン

でございます。 

 この結果をみますと、基本監視点、補助監視点と設定いたしました、いわゆるクビレミ

ドロ生息付近の濁度の状況と少し条件といいますか、出ている結果が異なっている、特性

が異なっているということが確認できております。 

 したがいまして、この結果をそのままバックグランド値として使うわけにはいかないと

いう判断をいたしまして、具体的にはバックグラウンド値として、今回得られましたデー

タ、St.１から St.６の値の中で比較的高めに出ております値、濁度としては５の値でござ

いますが、例えば８月６日の大潮時なり、８月９日の中潮時、それから 10 月 20 日の状況

なり等をみていきますと、比較的高めに出ている部分での値、濁度５ぐらいのものがバッ

クグラウンドとして出現する値であるという判断を一つさせていただいております。 

 それから 57 ページのほうからは、流入水路の水質状況でございまして、これは指摘事項

に関係して、ご報告しなければいけない点でございます。 

 泡瀬地区の水路部並びに比屋根湿地部の水路部、２箇所におきまして水質調査をした結

果が 57 ページの表、並びに 58 ページの表でございます。 

 結論的には、泡瀬地区では COD なり、濁度，MBAS というものが数値的には高いという傾

向がございます。比屋根湿地部におきましては、窒素、リンなどの項目が高いという結果

になっております。 



 14

 それから 59 ページのほうは、プランクトン類、クロロフィル－ａと COD の分析結果を提

示したものです。 

60 ページからが監視計画の点でございまして、監視点につきましては、まず図の２．１

－５、これを監視点の配置案として考えていきたいと思っております。 

 基本的には海域での工事区域、汚濁防止膜で囲まれた部分でございますが、その部分と

クビレミドロの生息地の間に基本監視点というものを４点設けます。 

 それから、工事からのいわゆる発生源が工事であるかというものを判断するうえでの補

助監視点というものを３点、これは汚濁防止膜に近い部分で設定しております。 

 それから、背後域、いわゆる陸域からの先ほど水路部の水質がありましたが、背後域か

らの流入の影響をみるために、測点Ａ、Ｂという点を設定しております。この配置でクビ

レミドロ生息地に対する監視計画ということを行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それから、61 ページがその監視にあたってのフローでございます。 

 基本的な流れが図２．１－６でございまして、そのあと 62 ページのほうに水質基準、い

わゆる監視基準というものを設定した内容でございます。基本的には、まずクビレミドロ

の貴重性というものを勘案いたしまして、水産用水基準というものがあるんですが、その

中の SS 基準で最も厳しい２mg/L という値をまず設定いたしました。 

 それから先ほど来、予備調査で出てきました、いわゆるバックグラウンド値というもの

を決めるうえで、結果、自然状況の値から濁度５というものに相当する５mg/L というもの

を設定しております。すなわち、２ mg/L と５mg/L を足したような状況の値が許容値という

形で判断をしていきたいということです。 

 62 ページの下のほうでございますが、濁度と SS の関係というものを予備調査結果に基

づいて設定しております。具体的には監視調査では濁度を測って見ていきますので、実際

バックグラウンド値、濁度が５でございますので、SS 基準値２mg/L というものを濁度とし

てどうみるかということになると思いますが、ちょうど２mg/L のものでみていきますと、

分布的にデータがばらついておりますが、この範囲で見ますと、２に対しては濁度２イコ

ール SS２という判断をさせていただいております。 

 評価するうえでの流れが 63 ページでございます。 

 言葉的に書いてございますが、先ほどの 61 ページの監視フローに基づいて見ていきます

と、まず①で監視点で観測した濁度の値が監視基準値を満足するかどうかという判断をさ

せていただきます。そこで満足していれば、工事上の問題ではないという判断でございま

す。もし、基準を超えておれば、次に②基本監視点と補助監視点の間のデータを見ます。

これは基本監視点で数値が超えていれば、当然、工事の発生源、濁りの発生源に近いとこ

ろの補助監視点で数値は高くなるというふうに考えられます。したがいまして、ここで基

本監視点の値が補助点より高い場合、これは工事からの発生ではなく、ほかの要因、いわ

ゆる陸域なり等の要因でその点で高くなっているのではないか、という判断ができます。
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逆に補助点より小さい値かつ基準値を超えていたという場合には、これはひょっとしたら

工事上の問題なのかということで、３日間その状況が続くかどうかの判断をさせていただ

きます。この３日間というのは、測定に要する日数、さらには他要因による局所的、一時

的な数値の高まりということも当然考えられますので、それらの様子をみるうえでの日数

ということで３日間という日数を設定させていただいております。 

 基本的には、他の事例でもこのような考えをしておりますので、今回、このような監視

フローに基づいた評価を行って監視を行っていきたいという考えでございます。 

 それから続きまして、64 ページからがクビレミドロの現状におきます報告でございます。 

 まず、クビレミドロの現地移植試験、勝連地区並びに屋慶名という地点で昨年度から行

っている経過でございますが、66 ページにその移植地点の位置ですね。それから、67、68

ページにそれぞれの移植結果、移植の状況という形で提示してございます。 

 まず、屋慶名地区で見ていきますと、12 年２月時並びに 12 年９月時、これは砂床移植

でございますが、それぞれ移植したその年度には藻体が確認できたという報告を前回させ

ていただいているかと思いますが、その後、継続してきたものについての確認は現在、こ

れは今年１月末の段階でございますが、確認はできていないという状況です。 

 それから 13 年時３月に移植したものにつきましては、今回、14 年時、約１年経ったあ

とでも藻体として確認ができております。 これは１月末の段階です。 砂床につきまして

も、いわゆる砂床の卵からの発生状況ですが、これにつきましても、藻体が確認できてい

る状況です。 

 それから勝連地区 68 ページでございますが、昨年の結果でいきますと、これは１年後に

おきましては、藻体、砂床の卵からの状態からも移植は確認できなかったという報告をさ

せていただいております。今回、これを継続して行ってきておりますが、同様に１月末時

におきましては、藻体は確認できておりませんが、今回、新たに砂床からの移植に関して

は、初めて群体という形で確認できたということで一歩前進した結果になっております。 

 それから 69 ページからは培養実験であります。 

はじめに、卵からの出芽実験での出芽状況ということで 70 ページのほうにまとめてあり

ます。それから、71 ページからは培養実験で、結果として 73 ページから 75 ページに写真

が提示してございます。基本的には卵からの出芽というもの、それぞれ条件を変えていろ

いろ行った結果、光合成に対して適している光色といわれております長波光の部分、さら

に栄養塩を付加した、添加したものという条件下におきますと、卵から発芽しやすいとい

う結果を得ております。 

 このような形で卵からの出芽の確認というものを、実験室内でも確認できているという

ことでございます。 

 それから 76 ページでは糸状体培養ということでの条件を整理してございますが、これら

については今後の実験ということで、状況を確認していきたいと思っております。 

 なお、鹿児島大学の水産学部のほうで現在、卵並びに藻体からの培養試験というものを
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お願いしてございます。これは１月末時で一度藻体を採取しております。それから２月、

今月末にもう一度採取する予定でおりまして、これにつきましては、まだ採取したばかり

でございますので、結果については次回の委員会になるかと思いますが、適時報告させて

いただきたいと思っております。 

 最後、77 ページ、クビレミドロの今後の取り組みとしてまとめてございますが、これに

つきましては、前回の委員会等でもご説明させていただいておりますとおり、現地での移

植実験というものを、できるだけ広域的に考えて努力していきたい。それから実験室内に

おきましても、さらに今後移植技術の確立に向けての実験に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○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、第４回の海藻草類移植保全ワーキンググループの報告ということで、野呂先

生のほうから主要な結論と議論のポイントのご説明、それから全体について事務局からご

ざいました。 

 ここで一つは海草移植についてということと、クビレミドロの保全についてという２点

がここでの検討課題でございます。 

 それでは、皆さんのただいまの報告について確認したい点、あるいはご意見等よろしく

お願いいたします。 

 どうぞ、金本先生。 

○金本委員  昨日、沖縄に来てちょっと２月７日の沖縄タイムスを読む機会があったん

ですけど、それで委員会の海藻草類移植保全ワーキンググループ野呂委員長名で、５、６

月をめどに工事を着工したいというような記事が載っていたんですけど、こういうのは私

たち委員としては全然記憶にないんですが、これはどういうことなんでしょうか。 

○事務局（坂井課長）  総合事務局でございますが、その記事につきましては、野呂先

生のほうから着工のめどについてご発言があったという趣旨ではなかったように記憶して

おります。あくまでわれわれ事業者の側でいろんなことを総合的に勘案しまして、着工と

いうことは判断していくということにさせていただいております。この委員会またワーキ

ングでは環境面に関する技術的なご助言、ご指導をいただくという、そういう場と思って

おります。記事の見出し等のイメージと実際のお話されたことというのは、違っておるん

だろうというふうに思っております。 

○金本委員  野呂先生は全然知らないんですか。 

○野呂委員  はい。 

○眞榮城委員長  それではほかにございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○仲座委員  質問は結構あるので、できればほかの委員とも代わりながら質問させてい
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ただきたいと思います。 

 バックホウを使った移植が今、説明されましたね。その前に手植えによる移植が行われ

ているわけですね。その推移は現在どうなっていますか。 

○事務局（溝口）  手植えに関しては、平成 10 年時に移植を行っていまして、その状況

につきましては、台風の被害も受けずに生育は今のところ順調にいっております。 

○仲座委員  順調という結論ですね。 

○事務局（溝口）  はい。 

○仲座委員  分かりました。 

 じゃもう一つだけ質問させていただいて、またほかの方に代わりたいと思います。 

 ちょっと分からないのは、資料の説明のところで分からなかったのは、37 ページ、比率

というのがありますね、この比率というのはどういうことなんですか。 

○事務局（溝口）  全体の移植したブロック数に対してそれぞれＡなり、Ｂなり、Ｃな

り、Ｄの評価をしたものの割合でございます。 

 それぞれ当日移植、翌日移植というふうに分けたもの、それからそれを全体的にトータ

ル的に考えたものという形での評価をさせていただいております。 

○眞榮城委員長  よろしいですか。 

○池原委員  今回の環境調査は詳細で、海草類移植実験をしたり、いろいろ細かいとこ

ろまで行われていると思います。それよりも先に行われた、中城湾地区の浅海域や干潟地

区では、かなり多くの埋立工事が実施されてきた。これら既設の事前調査の中で、何か今

回の場合に参考になるような、そういう調査結果がありますでしょうか。ありましたら一

つお知らせお願いしたいと思います。 

○眞榮城委員長  よろしくお願いします。 

○事務局（細谷）  ただいまの質問に関して回答させていただきます。 

 干潟の環境につきましては、中城湾と新港地区などの埋め立てがこれまでに行われてき

ておりますので、干潟の残される形状というのは泡瀬地区と、また若干違う点はあるんで

すが、参考にするためにワーキングでのご指導受けまして、今後残されている干潟の状況

についても調べて、これまでのデータからは陸域・海域のワーキングのほうで、またご報

告がありますが、一部、新港地区の状況を見ております。 

 ただ、海草藻場については、これから大きく埋め立てによってなくなったという場所が

それほど大きく近いところにはございません。したがって埋め立てによって消失した海草

に関しては、環境の変化による状況の把握というのは、これまで中城湾に対しては行われ

ておりません。以上でございます。 

○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。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。 

 はい、金本委員。 

○金本委員  資料－２（2）の 15 ページの表１．２－３ですけど、これは出現種類数が
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全部で７種類しかないんですが、11とか13とか全然合わない数字になっているんですが、

この点ちょっと説明していただきたいと思います。 

○事務局（溝口）  ここに今、出しているのは海草類の種類でございまして、このほか

に実際ガラモ類のものが確認できております。出現種的に 11 なり、13 という種類の確認

ができているんですが、申しわけございません、この表には海草類だけで海藻類が抜けて

おります。ガラモ類も含めた形で、今度提示させていただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  どうぞよろしくお願いいたします。 

○仲座委員  ほかの方の質問のつなぎに…。 

 まず、調べられたことは非常にすごいことなので、まず総合的な評価、私個人からする

ならば、評価される点が二つあって、一つは藻場群落そのものを移植するという試みです

ね。この試みがもしかすると成功になるようだというご説明でしたので、それは今の学説

を覆すようなことになりますので、これはもう世界的なサイエンスマガジン、要するに「ネ

イチャー」とか「サイエンスマガジン」に投稿できる内容ですね。もう一つ、クビレミド

ロの発芽というのがありますので、その件はまたさらに「サイエンスマガジン」やら「ネ

イチャー」に載せるような成果だと私は思いますけれども、どうでしょうか。 

○事務局（溝口）  これはまだ生育結果につきましては、今後もモニタリングして確認

していくということで、まだ現段階ですべてがうまくいっているというものではないとい

う認識をもっております。したがいまして、これまでの技術確立、いわゆる海草の移植な

り、クビレミドロの移植技術の確立なり、うまく成功した暁には、そのような学会等の投

稿も可能な内容だとは認識しておりますので、最終的にはうまくいって、そのような発表

をしていきたいというふうには思っております。 

○仲座委員  ぜひそうなることを願っています。 

 それで、質問なんですけれども、資料－２（2）、38 ページにある資料ですけど、このへ

んで説明されたのは、要するに移植というのは非常にセンシティブだと、移植された海草

は非常に物理的な条件に対してもセンシティブになっているということですね。例えば、

水深が 20cm ぐらい変わるだけでランクが大きく変わっていくということですよね。 

 38 ページにあった図を見てみると、横軸に以浅とか以深とかありますけど、これはどう

いう水深のことなんですか。例えば、０から－0.1 とありますね。この数値は何を意味し

ますか。 

○事務局（溝口）  水深に関しましては、工事基準値の C.D.L.の基準値の水深表示にな

っております。潮位基準ちょっと小さい値、低い値になってまして、ローウォーター時で

確かプラス 0.04m とか、統計年によって変わりますけど、ほぼプラス・マイナス０ｍの部

分がローウォーター時の水深基準にあたるようなものでございます。 

○仲座委員  D.L.表示の水深ですね。 

○事務局（溝口）  そうです。 

○仲座委員  DL での水深で、メーター単位だということですね。 
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○事務局（溝口）  そうです、すみません、図には単位が抜けておりました。 

○仲座委員  非常に重要なんです。それがないともう意味はありませんね。分かりまし

た。確認できました。 

 それで、38 ページ、39 ページを見てみますと、38 ページの１から 35 の移植では、プラ

ス１ぐらいのところに入れたほうが生育状況は非常によいのだという結果ですね。 

○金本委員  逆です。グリーンの濃いほうがいいんですよ。 

○仲座委員  ですよね。ですからプラス１のほうにグリーンの濃いのは出ているんじゃ

ないですか、38 ページは。プラス１から 0.0。ところが 39 ページにいきますと、マイナス

20cm のところに出ていますね。 

○事務局（溝口）  Ｄの評価の部分でしょうか。 

○仲座委員  はい。 

○事務局（溝口）  これは 39 ページのほうのマイナス 0.2ｍ以深のところでＤが一部あ

りますが、これは水深の条件が悪くてこの評価をされたのではないという判断をしており

ます。 

 先ほど、野呂先生からのご報告にもありましたが、いわゆる採取してきたものでサンゴ

礫が多く含んでいるものを移植しても、流れ等によって砂が流出したり、海草ブロックの

周縁部の土砂が安定しないという状況下で生育状況が悪くなっているというようなものが

評価が入っております。 

○仲座委員  それで 38 と 39 は矛盾するものではないということですね。ちょっと私が

直感的に見ると、どうも逆のような気がするんですけど。 

○事務局（溝口）  水深的な判断という形では問題ないというふうに思います。いわゆ

る移植した海草ブロックが最干時になっても空気中に出ないというような条件、環境をつ

くれば、あるいは水深を選べば、うまく生育していく環境条件が得られるであろうという

判断をしております。 

○仲座委員  分かりました。それでは、もう一つ簡単な質問なんですけれども、移植し

たのがＡからＤまで幅広く分布しているということについてなんですけれども、結局、礫

質を多く含むものはばらけてしまって、細粒分が流れてしまって、移植してもうまくいか

なかったということを考えてみますと、結局、移植した後でよいというふうに判断を受け

ている状況というのは、例えば今ある状況の土を、底質をそのまま持っていって置いた。

そうするとしばらく放っておくと、今ある栄養分、藻を保持している底質の状況というの

は変わっていくことはないんですか。 

 すなわち、あと１年間とか、２年とか放っておくと変わっていく。結局は礫質だけを持

ってきた状況と同じ状況にはなりはしないかということです。 

○事務局（溝口）  その点につきましては、今後モニタリング調査をしてその生育状況

を見ていく必要があると思っているんですけど、今お話ありましたように、砂の流出とい

うものはかなり重要な問題だというふうに認識しております。したがいまして、出ていか
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ないような対策というものを考える必要があるわけです。 

 それから、移植した先の底質との関係でございますが、基本的には砂質分が全然ないと

ころを選んでいるわけではございません。いわゆる事前調査におきまして、その底質を調

べ、今、生えている所の底質状況と類似した底質をもっている所に移植しておりますので、

そのような問題はあまり大きく出てこないのではないかというふうに推定しております。 

また、海草がどこから栄養分摂っているかということと関係してくると思うんですけど、

今までワーキング等でお話を伺っている中では、基本的には根からのものと、それから葉

からの光合成という両方が考えられるんではないかというお話でした。 

 私ども、基本的には、根が生きていれば葉っぱが枯れても、そのあとにまた新芽が出て、

葉は出てくるだろうというお話を伺っておりますし、そういう認識もしております。した

がいまして、できるだけ根を生かすような環境条件を維持するということを、今後考えて

いきたいというふうに思っております。 

○事務局（坂井課長）  今の件なんですけれども、今回の移植は、全く藻が生えてない

ような荒涼としたところに移植しているということではなくて、被度の小さい、藻の生え

ているところもあれば、生えてないところもあるところに移植しております。その藻が成

長するのに必要な条件が何もないというようなところではないということを一つ認識して

います。 

 それと、この資料の 10 ページあたり見ていただきたいんですが、これは機械化移植では

なく芝植え工法で移植したものですが、これも同様に環境が変わってどうかということに

ついては、同じような状況に置かれたものだと思うんですけれども、実際、移植した先で

繁殖していっているような状況になっておりますので、今回の機械化移植についても同様

な傾向を期待しているというところでございます。以上でございます。 

○吉野委員  資料－２（2）の 23 ページ、大型底生生物の生息状況と浮泥の堆積状況と

いうふうに表が出ているんですけれども、ちょっと意味が分からないんですね。これはａ、

ｂ、ｃ、ｄの４箇所を２回、時期を変えて測定しておられるわけですよね。これはコドラ

ート内に出現した個体数だけですよね。浮泥の堆積状況というのはどこにあるんですか。 

○事務局（溝口）  浮泥の堆積は…、すみません。どこかで抜けてしまっていますね。

ワーキングのときに、提示させていただいていたと思ったんですけど、確か、基本的には

資料には今載せてありませんが、浮泥の堆積状況については、ほとんど変わっていないと

いうのが結果であったと思います。すみません、資料的にはちょっと抜けておりました、

申しわけございません。 

○吉野委員  どういうデータですか、浮泥というのは。何を測定されたんですか。 

○事務局（溝口）  移植した海草ブロック上にどのくらい新たに浮泥が溜まっているか

というものを見ているわけでございます。 

○吉野委員  浮泥の量の評価の仕方をちょっと聞きたいんですが。 

○事務局（溝口）  目視で前に植えたときに比べて多くなっているか、少なくなってい
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るかというような状況を見ております。 

○吉野委員  総体的に何段階かに分けてそういうふうなことを、あてはめたということ

ですね。 

○事務局（溝口）  そのとおりでございます。 

○吉野委員  もうちょっと分かるようにしていただきたいです。 

○事務局（溝口）  はい、申しわけございません。 

○吉野委員  それから、先ほどの A、B、C、D の四つの評価ということなんですけれども、

この A、B、C、D というのは 31 ページにあるように、結局、結果としてブロックにどれだ

けどういう形で生育したかということで、段階分けされたわけですよね。 

 その場合、結局、その A、B、C、D、結果論としてどのように生育しているかということ

なんですけれども、それを決めているようなある程度考えられるファクターですね。物理

化学的なものを決めまして、そういうものをちょっと絞るといいますか、一応考えられる

範囲内の列記する必要はあるんじゃないかと思うんです。 

 先ほど、水深の問題も出てますし、それから粒度の話も少しありましたですよね、崩れ

やすさとかそういうもの。結局、そういういろんなファクターが複合していると思います

ので、一つのことだけで推し量るというものを、やっぱり客観的にある程度評価できるよ

うな形に整理していただけないかなという希望をもっています。 

○事務局（溝口）  その点につきましては、今、そのための広域試験という形で行って

きておりまして、水深については先ほど来のワーキング等でのご指摘を受け、分かってき

た話でございます。 

 当然、今、サンゴ礫との関係とかを認識しておりますので、そのような要因に分けた形

での整理というものを心がけていきたいと思っております。 

○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○細川委員  今のご質問と同じことかもしれませんけれども、40、41 ページあたりまで

の解析の中には、水深を横軸にとったグラフがあります。しかし、粒度、あるいは砂質系

の割合を横軸にとったグラフというのが見あたらないように思います。 

 野呂先生のおまとめになった概要書のほうの３ページ目には、サンゴ礫を多く含み構造

的に不安定な基質の海草群落、これは基質の土砂が流出して、どうもうまくなさそうです

というまとめをされています。こういうことを思いつくに至ったというのは、そこの現場

で潜ってみれば大体、サンゴ礫が多く含むようなところはそうなっているという判断がで

きたと言うことだと思います。目視で分かるようでしたらば、何か A、B、C、D の場所で目

視で見てやっぱり不安定なものはどこどこに多いというような定量的なデータになるよう

なまとめ方というのをやっていただきたい。野呂先生のおまとめになった文章としてはあ

るんだけれども、資料－２（2）のデータ集のほうには何もデータがないというのは寂しい

ので、何か目視でサンゴ礫まじり、そうでないという区分でもいいですから、半定量的で

も良いですから比較していただくというのが今の吉野先生ご指摘の第一歩だと思います。
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整理をよろしくお願いしたいと思いますが、可能ですか。 

○野呂委員  先生のおっしゃった話は、ごもっともな話で、ぜひ事務局のほうにそれを

何か残るような形でお願いしたいとは思うんですけれども、私どもが判断いたしましたの

は、例えば今の資料－２（2）の資料の後ろに写真集がございます。（4）とか、（5）の５ペ

ージと書いてあるところなんです。だいぶ後ろのほうなんですが、例えば私どもがサンゴ

礫が多いところで非常にうまくいかなかったというふうに、まず書類の上で判断いたしま

したのは、例えば（5）の St.27 とか、29 の図です。これで見るともう明らかに移植した

あとのアマモが枯れております。そういうところの底質をよく見ると、かなりサンゴ礫が

多いというのが分かります。この比較の例として例えば、左のページに（4）ページがあり

ますけれども、St.19 の総合評価でＡをとったところがあります。こういうところはきち

んと底質が残っているというところがあります。これは一つには流れのことも考えなけれ

ばいけないわけでありますけれども、まず、私たちワーキングとしては、これを見てどう

もそういうことではないかということを考えました。 

 その次に、実際に現場に潜って、あ、確かに私たちがこの写真で見たものは間違いでは

なかったというふうに結論づけました。 

 ただ、今、おっしゃるように、それが数字としてなっておりませんので、あとに残るよ

うな資料としてはちょっと工夫をお願いしたいと思います。 

○金本委員  今の補足ですけど、前々回ぐらいの委員会のときに、この移植に関しては

なるべくサンゴとかを入れないように採取するということで、その方法としては棒を差し

込んで、底質の中にすっと棒が入るようなとこだったら底質の中にサンゴが含まれてない、

これはどういうことかと言いますと、表面上は細かい砂でも 30cm ぐらいの管で砂を取りま

すと、下のほうが粒子が粗くて上のほうは細かくなっていることが多いので、そういうこ

とをやればあらかじめできるんじゃないかなということでやった結果ですが、やはりある

程度はサンゴが入ってしまう。その場合に一番問題なのが、大きなサンゴ片がバックホウ

にひっかかって、海草の整列していたものを乱してしまうと、それが非常に移植した場合

に影響が出るのではないかということで、２ページの St.９とか、３ページの St.17、これ

はＢ評価になっていますが、非常にサンゴ片が多いんですが、これは海草を乱さないで取

れたんじゃないかなというふうに思っております。そういうことで非常に難しいでしょう

が、なるべく採取するときに気をつけてやれば、今よりはよい結果が得られるんじゃない

かなと思います。 

○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（住田所長）  お答えしてよろしいでしょうか。 

 ご指摘ありがとうございます。現地では濁った汚濁防止膜を巻いた中で作業をしていま

す。なかなか難しい作業でございますけれども、そのあたり移植のほうの技術をさらに高

めていく努力を是非させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 
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○仲座委員  ２の（2）の５ページをご覧いただきたいと思います。 

 藻場の分布の状況がありますけれども、結局、この藻場がどうしてこういうふうになっ

て分布しているかということを考えるときに、やはり白くなっている陸域側、白く、藻場

のないところは水深が浅い干潟になっているけれども、そこでは藻が繁殖できない限界の

水深だと思いますけど。 

 考えてみますと、通信基地のあるところの先端側と、それから今の運動公園のあるちょ

っとした岬のある先端側、その２箇所を起点とする藻場になっているように見えますね。

それを航空写真で見ると、やはり干潟という生産の場、それが流れていくところに藻場は

分布していると思えるんですね。 

 現在、干潟がある状態で移植していますから成功しています。将来は、そういう流れが

大幅に変わっていく方向にもあります。 

 ですから、短絡的にすぐに成功だという方向にもっていくんじゃなくて、このもう一方、

埋めたときに、海域側が変わってその結果としてその藻場が、あるいは今ある藻場も健全

に育っていくというような方向性の示せるシミュレーションみたいなものを見出していく

努力をされるといいと思いますね。一応、藻場に関してはそれだけです。 

○事務局（溝口）  一応、そのへんにつきましては、のちほどの陸域、海域のほうの関

係ともありますけど、影響評価を含めた形での検討はしてまいりたいと思います。 

 ただ、今のところ私どもの手元にある資料におきましては、その埋め立てによる影響の

ないところということで、今の移植エリアを考えておりますので、そのへんはもちろん再

確認するということも必要だとは思っていますけど、一応そういう前提で広域試験移植エ

リアを決めているということをご理解いただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 ご意見もまだあるかと思いますけど、もう一つ議題がございますので、これまでの海藻

草類移植保全ワーキンググループの報告につきましては、一応これまでご討議いただきま

したように、まず海草移植についてですけれども、これまで途中経過ではあるけど、概ね

生育は順調であるという結果だったのではないかと思います。いわゆるご確認いただきた

いと思いますけれども、その生育状況の評価ですけれども、評価方法としては、課題はい

くつかありますけれども、妥当であるということではないかと思います。 

 それから、生育状況、この評価結果ですけれども、差が生じた要因の一つとして、先ほ

どありましたように水深条件だとかいろいろございますけれども、前回の委員会のご指摘

等ございまして、１月以降の試験移植では水深条件の改善を行ったということで、その結

果、ほぼ順調に生育しているというふうなご報告であったと思います。 

 今後は、移植海草の生育状況、それから移植地の環境条件、これを引き続きモニタリン

グしていくようでありまして、そういうことを行うことによって生育の評価をしていくと

いうことだろうというふうに考えております。このようなことをこの委員会で確認してお

きたいと思います。それが１点。 
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 ２点目はクビレミドロの保全でございます。 

 先ほど来、出ておりました移植監視計画案というのをフローでも説明ございましたけれ

ども、それに基づいてやっていくということで、引き続きクビレミドロの保全については

監視計画案についてはご了承いただきたいというふうに思っております。 

 海草移植とクビレミドロの保全、この二つについて以上のように確認してよろしいでし

ょうか。 

○仲座委員  監視フローに関しては、ちょっといろいろ条件をつけたいんですけど、申

しわけありません。 

 監視フローに関しては、これではちょっと問題がありかなという感じがしますね。 

 濁度だけを監視するというのが 61 ページの趣旨になっていると思いますね。濁度だけを

測ってもあまり分からなくて、例えば工事をやっていく中で監視するのであれば、そのま

わりの環境、例えば砂州が今置かれた状況でクビレミドロというのはあるわけですね。で

すからその砂州の状況、それから底質の状況とか、生物相がどう変わっていくというのも

常に監視しながらやらないと、水質だけをもってくると例えば、新港地区の水質をもって

きて、泡瀬の水質をもってきて比較してもほとんど変わらないとか、そういう結果になる

と思います。ですから、モニタリングすべきものは水質ではない、濁度ではない、と私は

思いますね。 

○事務局（小田）  すみません、62 ページ、63 ページのところの工事監視点についての

ご指摘ということでよろしいでしょうか。 

○仲座委員  はい。 

○事務局課（小田）  これは工事の直接的な濁りを避けるという意味での監視計画でご

ざいます。ですから、実際、工事をやっている直陸側での監視点を設けて、工事による濁

りが発生しているかどうかということについての監視を行っていくと。それが発生してい

た場合に、適切な対処を講じるということでの監視計画でございます。 

 それで、先ほど先生がご指摘いただきました砂州の状況でございますとか、底質，生物

の変化の状況というのは、もっと長期的なものとして考えられますので、その長期的なも

のについては別途、現況監視という形の中でのモニタリングを続けていくということにな

るかと思います。 

 あくまでもこの 62、63 というのは工事を直ちに、場合によっては中断する、あるいはス

ローダウンする、原因を究明していくというような、即座に講ずるべき、濁りが発生して

いた場合に、直ちに講ずべき措置をとるかどうかという判断をするための基準、監視とい

うことでございます。 

○事務局（住田所長）  ちょっと補足させていただいてよろしいでしょうか。 

 仲座先生のご指摘の点につきましては、これに書いているのとは別途に、環境監視検討

調査をやっておりまして、それとさらにクビレミドロの対策として、それに加えて調査を

すると、こういうふうにご理解いただきたいと思います。 
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 ご指摘の点は別途調査しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○仲座委員  分かりました。その点もぜひ明記してくださいね。監視のフローの中に、

全体的なバックグラウンドというのがあって、そしてその中で濁度というのもあるんだと

いうのを見えるようにしていただけますか。 

○事務局（住田所長）  まとめ方は検討させていただきたいと思います。ご趣旨に沿う

ようにまとめたいと思います。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 先ほどの２点の海草移植については、報告のとおり一応、了承するということでよろし

いでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございました。それからクビレミドロの件については、工事との関連での監

視計画案ということで、仲座先生がおっしゃったように全体的なことを当然踏まえて、そ

ういう意味での監視計画案について先ほどのようなやり方で考えていきたいということに

ついては、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 どうもありがとうございました。 

 

③第３回陸域環境整備・海域環境整備ＷＧ報告 

○眞榮城委員長  それでは、議題の③のほうに移らさせていただきたいと思います。第

３回陸域・海域環境整備ワーキンググループで検討してまいったワーキンググループの報

告を、主査を務めていただいております岡田先生のほうからポイントをよろしくお願いい

たしたいと思います。 

○岡田委員  海域のワーキンググループの主査を務めさせていただいております、岡田

でございます。 

 資料－３（1）にございますように、今回は陸域とそれから海域、両方の合同のワーキン

ググループを開催させていただきました。 

 なぜそういうことをやったかといいますと、一番上に書いてございますように、陸域か

ら干潟域、浅海域への連続性に配慮する必要があるということで、池原主査の陸域環境整

備ワーキンググループと、海域をばらばらにやるのはよくないだろうということでこうい

う形になりました。 

 今回は、海域の部分が多いということで、私、岡田のほうからご報告をさせていただい

ております。 

 何を中心に議論したかと言いますと、生態系の現状の機能、それから人工島建設後の機

能がどういうふうになるかということを中心に議論しております。すなわち面積がこのく

らい変わるという数字だけですと、正しい生態系の評価はできないと。仮に面積が半分に

なっても、これは非常に極端な例ですけれども、面積が半分になっても機能はそのまま残
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るという場合もありますし、面積は 10％しか減らないけど機能は半分になってしまったと、

これでは困るという観点で行ったわけです。 

 ３の審議結果のところにございますように、現在の泡瀬地区がもつ機能と埋め立て後の

機能変化について、できるだけ定量的かつ客観的に評価しようということで、議論を行い

ました。どうやって評価するかということがその次に書いてございます。 

 まず①にございますように、現状の生態系、これは均一ではなく、様々な生物がそこに

住んでいるということを考えております。すなわち底生生物、これも砂がある場合、多い

場合、多い底質、それから礫が多い底質、それぞれ種類が異なります。 

 それから場所によって、深さによって、底質によって、魚も異なる、鳥も異なるという

ことで現状の生態系機能が水質や底質などの場の特性に依存しているという観点から水質

と底質によって、この中城湾の区域を分けて、どんな機能がどのような面積の分だけある

かということを明らかにしようということを行いました。 

 そういう意味で現状の生態系的な機能を特徴づけるということをまず行いました。それ

から、予想される環境変化が場の特性にどういう変化を及ぼすか、要は場の変化によって

最終的にどんな生物種にどんな変化が出るだろうかいうことを示そうということを考えま

した。 

 なんでこんなことをやったかというと、今の得られている情報と、例えば何か工事を行

った場合、完璧に生態系がどういうふうに変化するかというのを、完璧に予測すると、フ

リーハンドで予測するというのはやっぱり非常に大変だということで、今の状態をきちん

と評価することによって、将来の状況を推定していこうという、比較的当たり前といえば

当たり前なんですが、新しい方法をとろうとしております。 

 具体的にどんなことをこれからきちっとやっていこうかということで、委員会でいただ

いたご意見が次の２ページにまとめられております。 

 ①番として、評価対象とする範囲の考え方と妥当性を示す必要があると。要は元々の生

態系の範囲を沖縄全体、もしくは日本全体ととれば、少々工事をしようが何しようが、0.00

何パーセントにしかならないという当たり前の理屈でございますので、どこまでを対象と

して考えていくか。 

 それから、浅海域とかその藻場についてももう少し適切に評価しよう、それから機能の

中で、前回の議論では主として生態系、生物的な機能を重視しておりましたが、それだけ

ではなくて人の利用というような面でももう少しきちっと明らかにしていこう。 

 それから、次にございますこういう機能の現状の評価、それから評価を行って最終的に

これが変化する可能性があるわけです。その場合、評価の上限、下限、要するにおいしい

ものの見方だけではなくて、先ほどの一番最初にご報告いただいた議事録にもございまし

たが、最悪のシナリオも考えていこうということをやっております。 

 それから、最後に今ある機能を守るだけでいいのか、場合によっては、ある貴重種、今

までこの地区で、本来はいたはずですが、最近あまり見られそうもないという、例えば希
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少種とか、それから場合によっては全然違う向きですが、人間が釣りに行けるというよう

な機能を付加することも考えていこうというようなことを配慮して、このような検討を今

後継続していくというのが、前回の委員会の概要でございます。 

 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。 

 それではまた、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）  はい、それでは資料－３（2）のほうをご覧ください。 

 今、岡田先生から大変分かりやすい説明をしていただきましたので、要点のところだけ

説明させていただくようにします。 

 まず、１ページ目のほうに基本方針ということで、下のほうに検討フローがございます。

今、岡田先生にご報告していただいた内容を、このようなフローに基づいて行っていくと

いう考えで進めました。 

 ２ページ目からは、生態系機能の特性整理ということで、まず、生物の場への依存性の

検討ということで、地形、底質、藻場、サンゴというものをそれぞれ３ページ以降の資料

でご提示させていただいております。 

 これら現存生物が生息する場所というものの状況をこのように整理したうえで、８ペー

ジ以降、生物の分布からみた場の特性という整理をさせていただいております。 

 ここでは先ほどご説明ありましたように、生物が生息している底質や水深の状況という

ものを整理したものでございます。結論的には９ページのほうでその水深帯、等深線があ

りますが、平面的に生息している各生物の分類を凡例にありますような４種類に大まか分

けることができると思います。それらを水深並びに底質の条件で見ていきますと 10 ページ

のような整理ができるということです。 

 Ａ群はホウキガニ科を指標とします生物群、それからＢ群がイワフジツボ科ですね。そ

れから、Ｃ群についてはバカガイなど、それからＤ群についてはイワガニ科など、このよ

うな４種類の生物群は、水深と底質の条件、すなわち場の特性により分けられる。 

 Ａ群に関しましては、比較的水深が深いという海域、海側にいる。それからＢとＣにつ

きましては、ちょうど干出するようなD.L＋0.5から1.2ｍの範囲の水深帯で多く見られた。

Ｄの生物群に関しては、＋1.2ｍのいわゆる陸域に近い部分で多く見られたというような状

況に整理されるということです。 

 では、それら生物群が底質的にはどうなのかというものをみたものが、中段の図でござ

います。 

 それぞれＡに関しては細砂から礫性の部分も両立しておりますが、Ｂ群につきましては、

岩質系、いわゆる岩礁系のところに、それからＣ群につきましては、逆に砂質系の成分が

強いようなところにいる。それからＤ群につきましては、岩性系から礫性の部分も比較的

広い範囲というような整理ができたということで、それらを複合化させた整理が 10 ページ
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の下の図になります。 

 これはあくまで現有の資料に基づいての整理でございます。 

 11 ページから今度は藻場のほうの分布ということで、水深はある程度深いところを想定

しておりますが、13 ページにありますように、大型海草、小型海草、それからガラモ場と

いうような藻場の状況を見てみますと、水深的にはゼロからマイナス２ｍの水深帯に多く

あるというような状況です。当然、ここに記してはございませんが、大型海草、小型海草

類は底質が砂質系の成分のところに主にいると。それからガラモ場につきましては、岩礁

系のところにいるということはご理解いただけると思います。 

 それから、14 ページからはサンゴの分布状況でございます。 

 サンゴの被度分布については、図２．１－10、14 ページのほうでございます。 

 それから参考的にサンゴの調査、今回 15 ページにありますが、３地点ほど行っておりま

して、そこの調査結果が巻末のほうで申し訳ございませんが、後ろの付属資料のほうでサ

ンゴの種類等の調査結果を提示しております。ページ資－１のほうから資－７のほうまで

あります。資－１のほうを見ていただきますと分かりますように、今回の埋立地予定地内

での調査ポイント（調査点）につきましては、資－２以降の調査点の番号に丸印が書かれ

ております。そのポイントにあるサンゴ種が埋立計画地内にあるということでございます。 

 埋立地内、周辺域、一部被度が高いところがございますが、埋立地内については被度の

小さいようなサンゴ類が確認できているという状況でございます。 

 16 ページからは干潟～浅海域の場の特性区分ということで、先ほど水深、底質というこ

とで整理したものが干潟域並びに浅海域ということで、それぞれその他の領域を入れます

と８区分に大まか整理できるだろうということです。その図が 17 ページでございます。そ

れぞれの場の特性状況を分けますとこのようになります。 

 18 ページ以降、生物の場の依存性ということで、まず希少性のあるものの出現種を植物、

動物というものを 19 から 21 ページに提示してございます。22 ページのほうには、希少種

というものは、先ほど区分いたしました領域のどこで確認できているかというものを提示

したものでございます。 

 それから、23 ページのほうでは魚類の場の依存性ということで整理したものでございま

して、24 ページにその魚類の依存性、大まかにいいますと、岩礁、サンゴ礁等に依存する

魚類と、海底の地盤が砂質のところというような２種類の魚類に大まか区分できるという

ことであります。 

 それから 25 ページからは、鳥類の場への依存ということで、それぞれ夏季、秋季、冬季

という形で調査した結果が 26 ページに図として表示してございます。 

 27 ページにつきましては、確認されました種類、それからそれらの食性と、どこでいた

かということを提示した表でございます。 

 28 ページには餌となりますゴカイ類の出現状況についての資料でございます。 

 26 ページを見ていただきますと分かりますように、鳥に関してはシギ、チドリ類が多く
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来集するということで、特に冬季に多く見られるということが確認されております。 

 この図の棒グラフの中の色分けでございますが、これは鳥類が確認された場所を示して

おります。下の右の凡例図で緑色の部分というのは、総合運動公園で確認されたというも

の、それから青の部分ですが、これは干潟域、ちょうど青の枠で囲ってあります干潟域、

いわゆるこれは干潮時に多く見られますので、おそらく餌等を採取していたんではないか

というふうに推定できます。 

 一応、このような各生物群がどのような場所にいるかということを整理いたしまして、

次に 29 ページに場の形成要因ということで、地形・地質並びに 31 ページのほうには外力

ということで、波の出現状況や波高分布という形で 32 ページ、33 ページに提示させてい

ただいております。 

 これはあくまで埋め立て地がない状況下でのデータでございますので、そのへん今後、

埋め立てに伴います環境要因の変化について検討を加えていく考えでございます。 

 それから、34 ページからは埋め立てによりまして、場の面積がどう変化するかというこ

とを整理したものでございます。表２．３－１、上段のほうは干潟域、先ほどの区分１か

ら５のエリアが主に干潟域に相当いたしますので、その部分の現存量と埋立後による残存

量、それを割合で示した残存率というもので評価をしております。現存の干潟約 266ha ご

ざいますが、その部分について今、面積的には約８割残るという評価になっております。 

 それから、下のほうは浅海域の区分でございまして、主に藻場，サンゴ礁の部分、それ

からその他という領域でございます。 

 私ども今後の機能評価ということを行っていくうえで、先ほどは対象域をどうするかと

いうお話がございましたが、34 ページの図２．３－１にありますようなエリアを想定して

考えていきたいと思っております。 

 35 ページからが機能変化の考え方ということで、36 ページの図が結論的に整理したもの

でございます。現存の形でございますが、一応、場の特性の区分ということで先ほど示し

ました８領域、藻場・サンゴにつきましては、もう少し区分した６、７というふうに分か

れておりますが、藻場も砂質系の海草類と岩礁系の、いわゆるホンダワラ類などの海藻と

の区分の必要性を考えておりますので、今、８区分とありますが、９区分になる可能性は

ございます。 

 このような区分に基づいて、場の形成、先ほどの地形・水深、底質という形のもので一

度整理させていただきます。それに応じた場所での生物の生息群というものをそれぞれ評

価していこうという考えです。 

 当然、今、埋め立ての影響についてはこの中に入っておりませんので、場の形成要因と

いうものが、今後の埋め立てに伴いましてどう変化していくか、底質なり、水深なり、そ

ういう生物相なりがどのように変化していくのか、というものを今後検討していくという

考えでございます。それらについては 37 ページ、今後の取り組みという形で提示させてい

ただいております。 
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 先ほど来、岡田先生からご報告ありましたように、生物機能だけではなく、さらに人の

利用とか、それから新たに埋立地内に創造する予定でおります人工干潟なり、人工海浜な

り等のいわゆる環境保全施設における機能というものも含めて、前提条件を整理し、ある

程度の、先ほどの話ですと最良なり、最悪というシナリオというものをモデル化して、検

討していきたいというふうに考えております。 

 付属資料のほうで新港地区の事例ということでの整理、あと、希少種が確認された場所

の地図を載せてございます。 

 新港地区の事例分析につきましては、資料の 21 ページからありますが、基本的には人工

島ができて、その後どう変わっているかというものを、現在もっている資料に基づき結果

を整理しております。資料 24 ページのほうで水質、水質に関しては COD、SS、pH、DO とい

うものについて見ておりますが、結論的には埋立前と後の変化というのは、それほど大き

くないという結論になっております。 

 それから、新港地区におきましては、トカゲハゼの生息ということが重大な要因として

計画されました。その関係が 32 ページのトカゲハゼの保全状況。それから鳥類に関しまし

ては 31 ページのほうに埋め立て後の状況ということで整理してあります。 

 現在のところ 31 ページにあります鳥に関しては、埋立前と後の鳥の出現種の比較状況だ

けの話になっております。 

それからトカゲハゼに関しましては 33 ページにありますように、新港地区の埋め立てに

伴う経過とトカゲハゼの確認生息数ということで整理したものです。平成４年時までは減

少していたトカゲハゼですが、現在、試験放流という事業、並びに人工干潟、いわゆるト

カゲハゼを生息させるための人工干潟というものをつくってきておりまして、その効果を

受けまして、トカゲハゼは徐々に増えているというような傾向がございます。 

 簡単ですが以上でございます。 

 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、陸域及び海域環境整備ワーキンググループの報告ということで、ご議論お願

いしたいと思います。 

 ここでは特に、人工島建設に伴って干潟の機能変化の評価方法ということが、大きなテ

ーマになろうかというふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○仲座委員  質問ではないんですけど、要望ですね。 

 最後の資料、新港地区の調査結果がありましたですね、資料の 21 ページ以降でしょうか。

これはぜひ時間を設けて次回の検討委員会あたりにでも議論していただいたほうが、私た

ちにとっては非常に参考になると思います。あるいは住民側から参加したり、沖縄市側か

ら参加している方々もいますので、ぜひできれば次回に議論していただければとお願いい

たします。 
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○眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 はい、よろしくお願いいたします。 

○島袋委員  資料２番の４ページですけれども、県総合運動公園、そこの地域に私住ん

でいるものですから、県の総合公園ができてから、結構、県の総合公園の護岸から砂がだ

いぶ堆積しまして、結構、毎年毎年、陸地部分、砂の部分ですね、結構多くなっていると

思うんです。それで県総合公園の護岸のほう、あのへんにベンチがありますので、そのへ

ん護岸のほう掘り起こせば大体何年にどのぐらいの堆積があるんじゃないかという調査が

可能じゃないかなと思いますので。確か私どもが小さい頃よりもずーっとそういう部分で

は、あのへんは陸地部分が結構、砂の部分が多くなっていますので、そのへんの調査がで

きましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 特に、護岸のほう、県総合公園ができた時点は、おそらく護岸の階段になっていると思

いますから、そこを掘り起こせば結構、何年ぐらいで堆積したかというのが分かるかと思

います。そのへん一つよろしくお願いしたいと思います。 

○眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 ご意見よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。 

○渡慶次委員（代理）  資料－３（2）、36 ページに関連するんですが、その中に植物、

多分、鳥類、魚類を中心にしたものだと思うんですが、今後は植物、特に私の小さいとき

は海水浴ができたんですよ、あの地域ですね。そういう意味でも現時点ではできないとい

うことですよね。ですからこれを現状としても汚れていく、なおさらそれだったら今後そ

ういう環境の保全、環境の復元、それを含めてぜひ今後は鳥類、魚類のみならず植物関係

も今後やってほしいと思います。そのへんで、もしそういう報告がありましたら、ぜひお

願いしたんです。次回でも構いませんので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 事務局のほうで何かございませんでしょうか。 

○事務局（溝口）  今の植物というのは、海浜部の植生ということで理解してよろしい

でしょうか。陸域というか、どちらまでの陸域と考えたら。 

○渡慶次委員（代理）  今、ビオトープという考え方が出てきていますよね。環境を元

へ戻そうと、そういう視点でやってほしいということなんですよ。そういうことです。 

○岡田委員  今、ご指摘の点は、特に池原主査のほうから前回のワーキンググループで

ご意見をいただきまして、例えば人工島の中の野鳥園だけではなくて、護岸のへんにどう

いう植物を植えて、それが住民の方々の場合によっては海水浴も、今のところは陸側を、

人間が住んでいるところを勝手に変えられませんから、新しくつくるところにどういう植

物、それからそれにつながる干潟、野鳥園というものをつくっていくかということは、議

論を始めたところでございます。もちろん検討させていただきます。ありがとうございま

した。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 
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○高江洲委員  人工島ができたあとのことなんですが、取り残された水路が一応できる

わけですけれども、その水路のほうの干潟、そこのほうの環境ですけれども、汚染の状況

が一応、陸路側なっているのは非常に悪いと思うんですが、その方向の汚染はこれ以上悪

くさせない、また、よくしていく方策というものも考えないといけないんじゃないかなと

思います。それと陸によって遮られるわけですから、将来的に比屋根湿地と同じレベルの

そういう湿地に変化していくという方向も考えられないでしょうか。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 では、住田さんのほうから。 

○事務局（住田所長）  陸域のほうからいろいろ生活排水とかありますが、私ども聞い

ておりますのは、あと数年で今、下水道のほうが整備されておりまして、まだ整備率が

100％でないようでございますけれども、それを 100％に向けて今努力中というふうにやっ

ておりますとのことで、陸域からの負荷は軽減されていくんじゃないかということを期待

しております。 

○事務局（溝口）  あと、２点目のほうですが、比屋根湿地のような状況になるのでは

ないかということですけど、まず、これはもうちょっとこれから調べていくことになると

思いますが、湿地部についてはシルト系の成分というものが局所的にしかございません。

いわゆる比屋根湿地の排水路部のところに今限られていまして、その後、埋め立てによっ

てそのへん広域的に広がってしまうのか、またもしかしたら逆に砂質系のものも含めて動

いてなくなってしまうのか、ということを今後検討していく予定にしておりますので、そ

の検討結果が出次第、随時こ報告させていただきたいというふうに思っております。 

○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。 

○仲座委員  今の話は非常に重要で、沖縄市側では私が第１回の検討委員会で戦略的に

排水対策をしておかないと間に合いませんということを申し上げました。ですから、ぜひ

沖縄市側には私からお願いしたいのは、排水対策に対して、具体的な戦略を出していただ

きたいですね。要するに今度は工事をやっていきますね、工事監視のもとでやっていきま

すけれども、そういう監視体制だけではできない問題も出てきます。政治的にも判断しな

ければいかんところも出てくるでしょう。海側からだけ軽減していくというのじゃなくて、

ぜひ広い意味で、市民レベル、あるいは政治レベルでも参加していくということが必要に

なるかと思います。 

 それで住民側の方が参加されていますので、ぜひ私が聞きたいのは、今後、人工島をつ

くって背後に水域が残されます。その残された水域はどういうレベルで残っていくという

ことを期待されていますか。現状のままなのか、それとも新港地区ぐらいだったら許せる

範囲だとお考えなのでしょうか。どの程度のことが今後残されていくというふうに、想定

していますか。よろしくお願いいたします。 

 あと一つ、お聞きして申しわけありません。 
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 要するに私が思うのは泡瀬新港地区の皆さんが、もうちょっと関心をもってもいいのか

なというふうに、私は感じているところで、非常に住民にいろんなことを分かっていただ

けるということは、環境監視のアカウンタビリティの一つでもあるでしょうし、ですから

ぜひ住民側の意見も聞いて、将来この海域がどうあるべきか、どのような状態を望んでい

るかというのも示してくださればと思います。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○事務局（小田）  委員の方からご発言がないようでございますが、今の仲座先生のご

意見を受けまして、事務局のほうでまた個別に委員の皆様方にヒアリング、あるいはご意

見を頂戴いたしまして、とりまとめさせていただければと思いますが、いかがでございま

しょうか。もし、よろしければ、今後そういうことをさせていただければと思います。 

○仲座委員  すみません。具体的なものじゃなくていいんですけど、委員というよりも、

地域の住民たちの皆さんがどういうレベルでの埋立後の環境を期待しているんだろうかと

いうのを知ると、私たちも環境監視に対して役立てられると思いますので、もし困難でな

ければ示してくださればと思うんですが。 

○事務局（溝口）  一応、地元の方のご意向というものを、私どもは沖縄市さんあたり

から間接的ですけどお聞きしております。それらを踏まえますとともに、今、事務局側で

実際に各自治体の方にヒアリングをしてもいいのかなというふうに思ったりもしています

ので、そのような対応で、もちろん今後の影響の状況がある程度お示しするとともに、そ

ちらの背後域にお住まいの方の期待されているものというものを考えて、当然、今後の施

設の配置等も考えていく必要があると思いますので、そのへん整理させていただければと

いうふうに思います。 

○事務局（坂井課長）  若干補足させていただきます。今回、環境監視委員会に地元の

自治会の皆さん委員に入っていただいたりしております。まさにそのへんのことについて、

先ほどもご意見の中で魚類だけじゃなくて、植物、また泳げるような場所が必要であると

か、そういう意見をいただいたところです。そういった観点で、この人工島につきまして、

どういうものを地元で望まれているか、今後、人工干潟であるとか、海浜であるとか、野

鳥園であるとか、また残された干潟部分、そういったところをどういうことを期待されて

いるとか、何か工夫の方向性について、こういう場も通じて教えていただければと思いま

す。また、われわれのほうもできるだけデータも提供していきますので、この委員会を有

効に活用していければというふうに思っております。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。 

 住田さんありますか。 

○事務局（住田所長）  少し蛇足になりますけど、仲座先生から新港地区と比較してと

いうようなご意見もありましたので、ちょっと付け加えさせてください。 

 新港地区とこの泡瀬の人工島、共に人工島でございます。少しコンセプトが背後の残っ

た水路という意味では、コンセプトが違いまして、泡瀬の視点につきましては、今のとこ
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ろすべて干潟でございますし、環境保全という趣旨で人工島になっております。 

 それから、新港地区のところにつきましては、現在、少し割り込んで全部干潟ではない

わけでございますけれども、逆に当時の考え方としては、人工島をつくると背後の静穏な

海域も利用しようと、地元の方々のためにですね。実際、そういう使われ方もしておりま

して、ご存じのように競技用ボートの練習場にも使われてるわけです。非常に静穏な海域

でございます。沖縄で競技用ボートができる数少ない海域になっておりますけど。その人

工島、背後の水路の使い方のコンセプトはちょっと違いますので、その点をご理解をいた

だきたいと思います。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 残された干潟、今現在でも人の利用があるわけですから、その利用を十分考慮しながら

検討していくと、いうことだろうというふうに思うわけです。 

 陸域及び海域のこのワーキンググループの報告は、主として人工島建設に伴って干潟の

機能変化をどう評価するかということでございます。 

 先ほど、説明がございましたように、いろいろ課題はございますけれども、一応、評価

方法は生物の場の依存性ということと、場が成り立つ立地要因ですか、環境要因ですか、

それらを把握して、場の変化、人工島ができるというそれに伴う生物、生息の変化につい

て定量的に評価する方法ということをお示しいただいたんじゃないかと思うわけでござい

ます。 

 この評価方法について、方法論としてワーキングのほうではそういう形でいきたいとい

うことでございます。委員会としてこの方法論に関して、ご承認いただきたいというふう

に思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 どうもありがとうございました。 

 それから今後の取り組みですけれども、人工島建設等に伴う環境要因の変化を加味した

評価を行っていく予定だということでございます。いろいろ留意する事項、先ほど来、出

ておりましたし、そういうことを十分検討して留意点を出していく必要があるだろうとい

うことでございます。 

 意見多々あるかと思いますけれども、あと時間が 12 時までわずかしかございませので、

特にという方ございますでしょうか。 

 仲座さんどうぞ。 

○仲座委員  最後に、すみませんね。 

 今後、監視していくんですけど、ぜひお願いしたいのは、県の環境保全課が事務局とし

てもうちょっと前面に出てくるようなシステムはつくれないかというのが一つですね。 

 もう一つは、この環境監視にあたってはＮＰＯ等との連携も深めながら、いろんな知識

をもっている方々がいますので、ぜひそういう知識も取り入れてやっていくという積極的

な姿勢のほうがいいかなという気がいたします。 



 35

 それからもう一つ、委員長にぜひお願いしたいのは、きょうのニュースを見ますと、市

町村合併というのを、今後やっていくのが出ていました。片側に北谷町があって、そして

また東海岸沿いを見ますとこの海岸域は中城湾、沖縄市、それから具志川市が一つの線上

に並んでいます。このＦＴＺとか、沿岸沿いを今後活性化するためには、３市町村が一体

となって沿岸開発を考えないといけないと思いますので、ぜひ３市町村にまたがった県の

調整役のようなことをぜひやっていただきたいとお願いしたいと思います。 

○事務局（坂井課長）  今、いただきましたご意見の中で、一つ目の県の自然保護課の

件につきましては、定期的に自然保護課のほうに、われわれのほうの環境監視の状況をご

報告するような仕組みになっております。そういう形、われわれとしては取り組みを進め

てまいりたいと。 

 それから二つ目でＮＰＯと連携のお話でありますけれども、これにつきまして前向きに

検討させていただきたいと思っております。 

 三つ目の話は、これはこの場の議論の範疇でないんだろうと思うんですけれども、それ

については、きょう沖縄市の方も出席されてますので、またご検討いただければと思いま

す。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 仲座委員のご意見も要望としても大変重要だというふうに思います。 

 中城３市町だけでなくて、湾を取り巻く広域的にももっと考えていく必要があるんだろ

うと今は思います。 

 さて、時間がほとんどまいりましたので、本日の委員会の取り組み事項といいますか、

それを改めて確認しておきたいと思います。 

 １点は海藻草類移植保全ワーキンググループについては、海草移植実験を総合的に検討

した結果、バックホウによる機械移植工法により海草の移植が可能であるということだっ

たというふうに思います。 

 ２点目は、移植地の環境条件と生育条件を今後モニタリングすることによって、移植技

術の向上が図られるべきこと、というご報告があって、それはいろいろご議論いただきま

して、一応そのことが了承されたということでございます。 

 ３点目は、陸域環境整備ワーキンググループ及び海域環境整備ワーキングについてです

けれども、先ほどありましたように人工島による干潟環境、生態系機能の変化等について

現在までの検討状況及び今後の作業方針が示された、報告されたということで、その評価

方法について先ほどご承認いただいたというふうなことでございます。 

 以上で、本日の検討委員会、議事を終了いたしたいと思います。 

 それで、ほかに連絡事項等ございますでしょうか。 

○吉野委員  すみません、ちょっと。 

 一つだけ参考資料、これ説明受けなかったんですけれども、これはまたいずれ改めてお

話になるということでしょうか。 
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○事務局（溝口）  参考資料につきましては、汚濁防止膜の状況の現状についてのご報

告となっております。先ほど来、新たに説明はしなかったんですが、野呂先生のほうから

概要報告でありましたように、汚濁防止膜で削られた海草が現在、新芽が出てきていると

いう状況の参考資料でございます。 

 この内容について、もしご質問等がございましたら、申しわけございませんが委員会終

了後でもお話をいただければと思います。 

○吉野委員  これは事務局から出されたというものですか。それとも藻場のワーキング

グループのもの、あれですか。 

○事務局（溝口）  基本的には沖縄総合事務局さんのほうで、現在の状況ということで

ご報告いただいた資料でございます。あくまで汚濁防止膜の影響について、今、どうなっ

ているかという参考資料です。 

○吉野委員  そうすると、この委員会そのもの、それからワーキンググループそのもの

とは、直接は関係ないわけですね。 

○事務局（溝口）  あくまで前回のワーキング、委員会でこの問題がありましたので、

その報告という意味合いでの資料でございます。 

○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。それでは事務局のほうにお返しします。 

○事務局（溝口）  きょうご意見いただいた内容につきましては、次回の資料等に反映

させていただきまして、またご報告させていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 

（3）閉会 

○事務局（小田）  本日は、どうもありがとうございました。このあとでございますけ

れども、ちょうど 12 時になりましたので、５分ほど時間を空けまして、記者会見の場を設

けてございますので、関係する方はそちらのほうにご移動いただくようにお願いいたしま

す。 

 場所は、このちょうど真下にあります１階の「歓会の間」というところでございます。

よろしくお願いいたします。 

 次回につきましては、今回が今年度最後の委員会でございます。次回につきましては、

年度をあけてそれほど時間をおかずに比較的早い時期に設定させていただきたいと考えて

ございます。詳細につきましては、また個別にご連絡させていただいて調整をとらせてい

ただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、これで本日の環境監視検討委員会を終わらせていただきます。どうも長時間

にわたりまして、ご討議いただきありがとうございました。 

（午前 12 時 2 分 閉会） 


