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１．陸域・海域環境整備について 

（１）平成13年度第４回検討委員会における意見と対応 

主 な 意 見 対 応  

1) 新港地区の事例については、ひきつづ

き議論していきたい。（仲座委員） 

新港地区における最近の調査結果を示し

た。【資料-4(1)付属資料 p.(33)-(37)】 

2) 総合運動公園付近の砂の堆積等、地形

の変化を検討してほしい。（島袋委員） 

航空写真に基づき、昭和 20 年以降の泡瀬

地区の地形変化を整理し、その概要を示

した。【資料-4(1)付属資料 p.(30)-(32)】 

3) ビオトープや環境復元の意味から、植

物についても検討してほしい。（渡慶

次委員代理） 

沖縄の代表的な海岸植生であるヒルギ類

について、生育機能を検討した。【資料-4

付属資料 p.(7)】 

保全対策の検討にあたっては、現存植生

の保全や新たな植栽についても検討す

る。【資料-4(1)p.23 表 2-3(2)】 

4) 残される干潟の汚染を防ぐ方策を検

討してほしい。また、人工島の遮蔽効

果による性状変化の可能性について

も検討してほしい。（高江洲委員） 

沖縄市の下水道整備によって排水による

汚染防止が進められる計画である。 

人工島の遮蔽効果による背後の底質変化

の 可 能 性 に つ い て 検 討 し た 。【 資 料

-4(1)p.10-12】 

5) 将来の泡瀬海域のあり方については、

住民の意見を大切にすべきである。

（仲座委員） 

当委員会で自治会の委員を通じて把握す

ることや、市が予定している「まちづくり

委員会」を通じて把握することのほか、住

民の意見を聴く機会を設けていく予定で

ある。 

 

(２)平成14年度第１回陸域・海域環境整備合同ＷＧ 

主 な 意 見 対 応 

1)機能評価について 

1) 生物が棲むことによって他の生物が

棲める場になるなど、機能は面積だけ

で表現されるものではない。（吉野委

員） 

2) 生態系は常に動いているものである

が、面積変化に基づく評価では変化の

方向性をふまえることができない。

（古川委員）  

 

生物生息や機能を定量的に評価する上で

面積の評価を基本的なものとして位置づ

け、生態系の食物連鎖や種間競合、生物

活動や海水の移動に伴う物質循環など、

複雑で動的なシステムであることを考慮

し、生物間や機能間の連関、物質循環を

通じた場と場の間の連関について検討し

た。【資料-4(1)p.8-9、13-16】 

3) 物質循環からみると、底面摩擦速度を

指標にしていくつかのユニット（平面

的な区分）に分けられる。埋立てによ

って、循環を担うユニットや構成要素

の割合が大きく変わらないよう配慮

すべき。（古川委員）  

底面摩擦速度の変化を考慮して環境変化

のシナリオを検討し、物質循環機構を考

慮した機能変化のシナリオを検討した。

【資料-4(1)p.10-16】 
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主 な 意 見 対 応 

4) 人工島背後の静穏性が高まることに

よる底質変化について、評価を深める

べき。（細川委員）  

干潟域における底質特性の形成要因を考

察するとともに、埋立てに伴う変化につ

いて、可能性のあるシナリオを示した。

【資料-4(1)p.1-2、p.10】 

5) 新港地区における埋立て前後の底質

調査結果をみると、埋立て後は必ずし

も細粒分だけが増えているわけでは

なく、地点によっては礫分も増えてい

る。解釈を深めてほしい。（吉野委員） 

地形、流況の変化をもとに、底質の変化

メカニズムについて考察した。【資料

-4(1)付属資料 p.(33)-(37)】 

6) 肯定的な予測だけでなく、否定的な負

の評価もしてほしい。（吉野委員）  
人工島背後域の環境（底質）が、現状ど

おりに残されず、変化する可能性につい

て示すとともに、それに伴う機能変化の

可能性を示した。【資料-4(1)p.10-20】 

7) 評価の対象範囲は、岬と岬の間など、

自然の条件をふまえて設定するべき。

（吉野委員）  

評価の対象範囲について、地形、底質、

生態系などの状況をある程度のまとまり

でとらえた。この結果、地形や生物の状

況からみて岬状に張り出した泡瀬通信施

設前の干潟域から奥武岬の間を基本とし

て、地形と生物相によって連続性を考慮

した最小限のまとまりをもつ範囲になっ

ていると考えられる。【資料-4(1)p.1-9】 

8) トカゲハゼなどは生息域が極めて局

所的である。評価は慎重に行うべき。

（吉野委員）  

現状のトカゲハゼ生息地では底質などの

環境変化が生じる可能性は低いと考えら

れるが、モニタリングによって生息状況

を監視するとともに、新たな生息地の創

出を検討する。【資料-4(1)p.19 表 2-2(2)】 

クビレミドロについては生育地の大部分

が消失するが、海藻草類移植・保全ＷＧ

において移植技術の確立に向けて検討中

である。【資料-4(1)p.19 表 2-2(2)；資料

-4(2)p.63-86】 

2)保全対策について 

1) 保全対策を行う位置やその規模は、人

工島建設による環境変化がどこでど

のように生じるかの検討結果を反映

させるべき。（細川委員）  

 

環境（底質）変化が生じる可能性のある

範囲を示した。【資料-4(1)p.11 図 2-1、

p.24 図 2-4】 
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２．海藻草類移植・保全について 

（１）平成１３年度第４回委員会 

主 な 意 見 対 応  

1)海草藻場移植について 

① 海草の生育状況は水深、粒度、崩れや

すさ等のファクターが複合して決定

されると思われるので、評価が低い原

因の分析では、ファクターを一つに限

定せず、多角的にみて評価してほし

い。（吉野委員） 

 

水深や移植初期のブロックの崩れなどか

ら総合的に考察した結果、移植当初の C、

D 評価の要因としては、水深が浅く、干出

することによる海藻の成長障害や、施工

上の要因が考えられる。【資料-4(2)p.20】 

 
② サンゴ礫の多さと生育状況の関係が

わかるように、写真でもよいので底質

の状況を示してほしい。（細川委員） 

芝植え法による試験移植地点で鉄筋棒を

用いた底質貫入試験を行い、移植海草の

生育との関係を検討した結果、根の伸張

を阻害するサンゴ礫が少ないことが、移

植先の条件として重要であることが明ら

かになった。【資料-4(2)p.13,14】 

③ 干潟を埋立てた後、移植先の海域の環

境が変化するかもしれない点も含め、

移植した海草が健全に育つかどうか

を評価する努力をしてほしい。（仲座

委員） 

基本的には埋め立ての影響が及ばないと

ころに移植する計画であるが、資料-4(1)

に示した環境変化の検討結果をふまえて

様々な要因に基づくシナリオを想定し

て、モニタリングによって生育状況を監

視、評価していく。【資料-4(2)p.49-53】 

2)クビレミドロ保全について 

① クビレミドロの監視は、濁度だけでな

く、底質や他の生物なども含めて総合

的に行うべき。（仲座委員） 

 

 

濁りの監視計画は、工事の直接的な濁り

がクビレミドロの生育に与える影響を避

ける目的で策定した。底質や生物など長

期的な変化が予想されるものについては

別途監視調査を行っている。【資料-1】 
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（２）平成14年度ＷＧにおける意見と対応 

主 な 意 見 対 応  

1)海草藻場移植について 

a.広域移植実験結果の分析について 

①海草の生育状況と水深の関係の分析で

は、-0.2ｍ以深についても 0.1ｍきざみで

表示する。（金本委員） 

 

 

水深帯区分はすべて 0.1ｍきざみで表示

した。【資料-4(2)p.21 表 1.3-1、p.22 図

1.3-2、表 1.3-2】 

 

②同分析において、Ａ、Ｂ評価だけを示

すのでなく、Ｃ、Ｄ評価も表示すべき。（石

垣課長） 

生育状況はすべてＡ～Ｄのランク別に表

示した。【資料-4(2)p.22 図 1.3-2、表

1.3-2】 

③Ｄ評価の要因が施工にある場合の改善

の仕方と、水深が深くても生育がよくな

い場合の対応について説明してほしい。

（久米参事） 

当初は海草ブロックが採取時や移植時に

崩れたり、褶曲して海底面にフラットの

状態でおけないで移植後に崩れたりした

ものなど、主にオペレーターの運転によ

ると考えられたが、１月、２月には習熟

度が上がって、改善できたと考えている。 

ただし、オペレーターの習熟でカバーし

きれない面については施工上の工夫が必

要と考えられるため、移植海草の減耗を

最小限にする工法の検討を行った。【資料

-4(2)p.54-62】 

④これまで、評価が先にあってその要因

を探るという手法で検討してきたが、今

後はうまくいく条件から整理して、その

結果Ａ～Ｄがどのような割合になるか整

理する必要がある。（古川委員） 

移植がうまくいく条件（移植適地の条件）

を整理し、その条件に合う場所を選定し

た。【資料-4(2)p.37-48】 

今後はモニタリングポストでの調査に重

点を置き、環境条件と海草の生育の関係

を評価していく。【資料-4(2)p.49-53】 

施工に関する要因については、施工方法

を改善するとともに、その効果を検証し

ていく。【資料-4(2)p.54-62】 

⑤生育状況調査のＡ～Ｄ評価はブロック

群を対象にしており、個々のブロックを

みているものではない。何を対象にして

いるのか混乱しないよう、注意すべき。

（古川委員） 

評価がブロック群を対象としていること

が明確になるよう、記述を修正した。【資

料-4(2)p.20】 

b.広域移植実験の評価について 

①海草の生育状況を１年間以上は継続す

るという観点で、台風後の回復状況につ

いて移植藻場と既存藻場のモニタリング

することが必要である。（金本委員） 

 

当面、来年の台風シーズン前までは 1～3

ヶ月に１度の頻度で、モニタリング（コ

ードラートによる定量調査）を継続する。 

【資料-4(2)p.49-53】 
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主 な 意 見 対 応  

②バックホウでこれまで移植したブロッ

クは、残っている割合が手植えの場合よ

りも低い。確度の高い手植えでいくか、

確度の低いバックホウでいくかというこ

とを検討する必要がある。そのためには、

バックホウで移植したものがこれから回

復するのか、消滅してしまうのか、最低

１年はみる必要がある。（金本委員） 

③１年というのはラグフェイズがおわっ

てから１年はみる必要があるというこ

と。海草は１年生のものがほとんどなの

で、１年経てばどの種についても新芽の

時期を確認でき、藻場として継続してい

くかどうかが判断できる。（金本委員） 

④移植当初から６月にかけて面積が増加

し、その後の台風で減耗した結果、現時

点では移植当初と比較して、条件の適し

た場所では多目にみて５割くらいが残っ

ているという感触を持っている。これは

移植のリスクが同程度あることを意味し

ている。台風時には天然の藻場でも破壊

されるので、仮に５割なくなっても必ず

しも失敗ではない。（野呂委員） 

当面、来年の 5 月頃までモニタリングを

継続し、その時点で機械化移植の評価を

行う。【資料-4(2)p.49-53】 

 

c.広域移植実験のモニタリング手法につ

いて 

①モニタリングポストは、移植海草と既

存藻場が区別できるように設定すべきで

ある。（金本委員） 

②移植先と同じ水深、同じ環境条件で自

然の藻場が生えることを確認できるよ

う、対照区の設定が必要。（古川委員） 

 

 

移植海草藻場のほか、対照区として既存

藻場の中にモニタリングポストを設け

る。【資料-4(2)p.50,51】 

 

③モニタリングポストは平均値をとった

り偏差を小さくするという面で、多い方

が望ましい。（金本委員） 

移植海草が現在も残っている地点におい

て、新たにモニタリングポストを追加設

定する。【資料-4(2)p.50,51】 

④わずか数ｍの違いで海草が残っている

ところと、消失しているところがあり、

その原因について検討すべき。（金本委

員） 

台風による減耗は局所的な乱れと海草ブ

ロックの根の活着の程度およびそれをき

める環境条件（主に底質）によって左右

されていると考えられることから、コー

ドラート内で貫入試験を行い、生育状態、

減耗と底質の関係について検討する。【資

料-4(2)p.53】 
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主 な 意 見 対 応  

⑤移植ブロックの中にはいろいろな海草

が入っており、浅いところ、深いところ

に適した種がそれぞれ生き残って再生産

し、藻場が根付くと考えられる。そのた

め、種と水深を限定しすぎないようにす

べき。そのためにも移植後の経過は１年

以上みるべき。（金本委員） 

モニタリングポストでは当初から海草の

種ごとの被度を確認しており、浅い場所、

深い場所ともに調査を継続する。【資料

-4(2)付属資料 p.(22)付表 2-1】 

芝植え法による試験移植場所において

も、本年 8 月から全海草種の記録を開始

した。 

⑥底質貫入試験では、用いる棒を規格化

するなど方法を統一しておくべき。（古川

委員） 

貫入試験方法を標準化して示した。【資料

-4(2)p.53】 

⑦台風でえぐられ、藻場が消失した所に

も新しい芽が出ている。今のうちに目印

をつけるなどして追跡してはどうか。（金

本委員） 

モニタリングポストでは、コードラート

内の藻場分布位置の変遷をスケッチで記

録しているため、その継続によって消失

箇所の回復を把握する。【資料-4(2)付属

資料 p.(5)-(16)付図 2-1】 

⑧広域的な藻場の変遷を追跡することも

必要である。（古川委員） 

これまでの分布調査と合わせて監視調査

の中で実施する。【資料-4(2)p.50】 

⑨移植後の生育状況を評価する際の対照

とするため、採取地においても調査が必

要。（金本委員） 

長期的に継続調査が可能な場所を選定し

て実施する。【資料-4(2)p.50】 

d.移植適地について 

①波あたりが強く、海草がもともと生え

ていないような場所への移植は難しい。

防波堤をつくって流れがかわるとか、土

のうを積んで一時的に藻場を生えやすい

状況にするなど考えるべき。（金本委員） 

 

波の影響については、底面せん断力の分

布をもとに適地評価を行った。【資料

-4(2)p.45、p.47,48】 

当面は適地条件を精査するとともに施工

法の改善で対応していき、状況をみて環境

条件を改善することも検討する。 

e.芝植え法による移植の適用性について 

①適用性評価の文中の「条件が整えば良

好に生育する」という記述は、「条件が整

った所において」という記述の方が適し

ている。（古川委員） 

 

修正した。【資料-4(2)p.19】 

②芝植え法の試験はいずれも同じような

水深の場所で行っているため、水深に対

する適用性の評価ができない。今後、異

なる水深帯で実験を行う必要があるので

は。（金本委員） 

今後芝植え法による移植を行う際には、

機械化移植による広域実験からの水深に

対する知見をもとに、水深に配慮する。

【資料-4(2)p.19】 
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主 な 意 見 対 応  

③機械化移植で適地に関する知見が蓄積

されたこと、芝植え法での試験移植がう

まくいっていることからみると、今の適

地選定方法と芝植え法による技術で、移

植の可能性はかなり高いと思う。芝植え

法による適地の条件が機械化移植による

条件と異なることが明らかになったら、

その時点で柔軟に対応すればよいので

は。（古川委員） 

芝植え法による移植の際にモニタリング

を行いながら柔軟に対応する。 

f.機械化移植における減耗対策について 

①砂が堆積したところで新たな芽が生え

るのであれば、移植後に砂で被うといっ

た方法も考えられないか。（石垣課長） 

②施工の際のオペレーターの習熟度が上

がっても、ブロックをきちんと並べるた

めにガイドをつけるとか、ブロックの周

りの溝を埋めるように土のうや砂をいれ

るということを検討し、施工の改善を図

ることが必要。（金本委員） 

③これからも台風がくることが予想され

るので、台風対策として土のうを置いて

ブロックの安定を図るとか、網でおさえ

るとか検討する必要がある。（山田局長） 

 

海草の減耗を最小化するための施工法の

改善案とブロックの安定化対策案を検討

した。今後、それらの対策工法について

試験を行い、効果を検討していく。【資料

-4(2)54-62】 

 

 

④現地の状況をみると、減耗は藻場の端

部や窪みで生じており、ブロックによる

凹凸が減耗原因になっているように思

う。これに対し、芝植え法による移植地

点では藻場が周囲になじんでいる。機械

化移植でも凹凸がなくなるような工夫を

行えば、減耗率は低くなるのでは。（久米

参事） 

ブロックと現地盤の間の凹凸をなくすこ

とが減耗低減に重要と考えており、減耗

対策工法試験の内容は、そうした考えに

基づいている。【資料-4(2)54-62】 

⑤ブロック間を埋めるのに購入砂を用い

る場合、粒径が細かすぎて流されてしま

う可能性がある。浚渫土の方がいいので

は。（野呂委員） 

購入砂を用いる場合には、粒径に留意す

る。 

2)クビレミドロの保全について 

①クビレミドロ分布域についての文中の

生育面積の値が間違っており、「平成 13

年度は 3 月に 12,640 ㎡」に修正する。（金

本委員） 

 

修正した。【資料-4(2)p.65】 

②クビレミドロの移植実験、培養実験等

の計画については、これまでに達成した

こと、現在行っている内容、将来的な計

画のそれぞれがわかるように表示する。

（古川委員） 

修正した。【資料-4(2)P.64】 
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