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平成14年度 第 1回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会 

日時  平成 14年 9月 30日(月) 

場所  沖縄県青年会館 2階 

（午後１時27分 開会） 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  若干、早うございますが、委員の皆様、おそろいでございますので、平成

14年度の第１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たいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 本日はお忙しい中、委員の先生方、それから関係の皆様方、本委員会にお集まりいただきまして

ありがとうございます。本日これから４時半頃までを予定してございますが、各ワーキングでの検

討結果も提示されてございますので、よろしくご審議のほうお願いしたいと存じます。それではよ

ろしくお願いいたします。 

 まず、本日の出欠についてご報告申し上げますが、岡田委員並びに長嶺委員、お２人ご欠席でご

ざいます。それから西島委員につきましては、健康上の問題で今年度の委員をご辞退という申し出

がございまして、受理してございます。なお、体調回復後に復帰をお願いしてあるという状況でご

ざいます。 

 引き続きまして、お手元の資料のご確認をさせていただきます。まず A4１枚、議事次第でござ

います。その下に配置上の一覧がございますけれども、この資料が添付されている状況でございま

して、それから着席表というのがありまして、それから委員名簿、本日の資料でございますが、資

料－１、資料－２、資料－３、資料－４（１）、資料－４（２）、それから資料－５でございます。

皆様、ありますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、議事のほう委員長、よろしくお願い申し上げます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  皆さん、こんにちは。 

 それでは、本年度第１回の中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会の議事の進行をしてまいりた

いと思います。議事次第にございますように、（２）のほうで議事が①から⑤までございます。そ

の順序で進めていきたいというふうに思っております。 

 それでは、最初に①で平成 13 年度環境監視調査結果報告ということでございます。よろしくお

願いします。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それでは、お手元の資料－１をご覧ください。 

 これは平成 13 年度、昨年度の１年間の環境監視調査結果の概要ということで整理させていただ
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いております。実は、これは工事着工に伴います環境監視という位置づけで、この調査を行ってい

るわけなんですが、ご存じのように昨年度は工事を着工しておりませんので、いわゆる現況の状況

をもう１年調査をしたというような形になっております。 

 それで、資料の１ページ目に、昨年度平成13年度４月から平成14年の３月までの１年間のスケ

ジュールを記してございます。参考に下のほうには、平成12年度に行いましたスケジュールです。 

 それから、２ページ目のほうに、環境監視の調査の位置を記した図が載せてございます。 

 それから３ページのほうに、折り込みの A3 判でございますが、環境調査の実施状況ということ

で各調査項目、これは左側にあります。それぞれ地点数、それから監視項目、監視頻度、調査方法、

それから工事中の監視基準という形で整理をさせていただいております。 

 12 年度と変わっている部分、海草の監視の部分ですね。地点数が括弧書きで書いてございます

が、対象区という形で２地点追加をしているというところが、昨年の状況と変わっている部分でご

ざいます。 

 それから、調査の結果ですが、４ページ以降にまとめてございます。基本的には現況の状況とい

うことですので、その変化、年候的な変化、季節的な変化というものがあるかと思いますが、その

変動という幅を捉えられたという形になっております。 

 それから、12 年度の段階のものとデータ的に異なっている部分を大きくと言いますか、その要

因を含めた形で変わっている部分をご紹介いたしますと、16 ページにあります海草のところでご

ざいます。これは平成 13 年の冬の段階で、その前の平成 13 年夏時、さらには 12 年度という形で

比較しますと、場所的に被度が減少しているという状況がございます。 

 これは、ご存じのとおり平成13年の９月に来襲しました台風16号の影響で、藻場の部分が影響

を受けたというようなものでございます。 

 それからもう１点、22ページのほうになりますが、これはサンゴの関係でございます。Ｓｔ.３

という、これは西防波堤の背後域が調査ポイントでございますが、ここのサンゴのコードラード内

での枝状のコモンサンゴ類が減少しているという結果が得られています。 

 この原因について確認いたしましたところ、水温が高かったということで、白化現象というふう

な判断をしております。Ｓｔ.３でございますので、いわゆる外洋面に面してないということで、

比較的外洋に比べまして水温が上がりやすいような場所だということ、それから、実際の水温の変

化ということを判断いたしまして、白化現象によるものという判断をしております。 

 以上の２点が大きく変わったところでございます。あとは、基本的にはその年候的な変化、変動
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幅という形でデータはとらえられていると。特に鳥類の個体数とか魚類、甲殻類、それから軟体動

物の生息状況ということで、年候的な変動幅というものが捉えられているというような状況でござ

います。資料－１については以上でございます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいま資料－１の平成 13 年度の結果概要と言いますか、結果報告がございました。どうぞ確

認等ございましたら、よろしくお願いいたしたいと思います。どうぞ野呂委員。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  ちょっと確認というか、お聞きしたいことがあります。 

 例えば、今の資料のとじ込んであるところの３ページなんですけれども、表の1.2.1というとこ

ろでですが、工事中の監視基準ということがありますけれども、この工事中の監視基準ということ

は、この基準をクリアしなかったら、これは工事は一時ストップになるという意味での監視基準で

しょうか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）        一応、工事の着工時についての基準として設けておりますので、この判断で

ストップするべきかという判断はしていきたいというふうに考えております。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  そういたしますと、例えばクビレミドロの分布のところなんですけれども、クビレ

ミドロの分布は工事前の生育状況、これ工事中の監視基準ですけれども、「工事前の生育状況と比

較して分布生育状況が大きく変化しないこと」というのが基準になっておりますけれども、クビレ

ミドロに関して言えば、実は工事の地域そのものに入るような群落でありまして、この記載という

のは適合できないのではないかと。もうちょっと表現を変えたほうがよろしいのではないかという

気がいたしますけれども、いかがでしょうか。 

○事務局（○事務局（○事務局（○事務局（溝口）溝口）溝口）溝口）  この監視基準につきましては、Ⅰ期分の工事について今考えておりまして、

それからクビレミドロにつきましては、これとは別途、濁りの監視という形で実施いたしますので、

基本的にはその濁り域の影響を踏まえつつ工事の状況を見ていくという判断になるかと思います。 

 それでその結果として、クビレミドロの生息分布域の変化というものをとらえた中で、それが工

事着工に起因するものだという判断がなされた場合について、その工事の状況を止めるなり、様子

を見るなりという判断をしていきたいというふうに考えております。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  分かりました。理解しました。 

 同じくクビレミドロに関しての質問なんですけれども、例えば 18 ページにデータとしてクビレ

ミドロの生育面積が書いてあるわけなんですけれども、クビレミドロというのはご存じのとおり非

常に粗になっているところが多いわけでありまして、例えばクビレミドロの生育面積が660㎡とい
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うのは、非常にこれは数字としてしまえば一人歩きする数字なんですけれども、実際に計測すると

きには非常に難しい数字ではないかというふうに考えるわけです。 

 そうすると、この660㎡というのは、少しでも生えているところを全部包括して660㎡にしてい

るというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  ご指摘のとおり、そのような考えでしております。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  ちょっと発言しすぎて申しわけないんですが、実は 28 ページなんですが、ここに

海藻の種組成が書いてあるんですけれども、実は、海藻のほうからいいますと、何種類あるかとい

うことももちろん大事なわけですけれども、何種類あるかということと同時に、どういう種類が生

えているかというほうが非常に大事なわけです。というのはわれわれ専門家のほうはどういう種類

が生えているかが分かれば、どういうふうな環境かというのは類推できるからです。もちろんこれ

はそういう種類が調べられているからこそ種数が出ているんだと思いますけれども、あとで比較す

ることを考えるとどういう種類が目視調査で、例えば図２．１．26（1）にある種類数というのが

どこかに記載されていると、後でいろいろと便利かなというふうな気がいたします。これはまとめ

方に対してのお願いでした。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  はい、分かりました。そのようなまとめ方にしていきたいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。はい、金本先生。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  16 ページの海藻草類のところですが、追加した St.６、St.７のモニタリングのと

ころですけど、これはちょっとSt.１、２、３、４、５の今までやっていたところと比べて海草の

種類組成が違いすぎるので、もっとできればもっと泡瀬に近いような種類組成のところで選んでい

ただけたらと思うんですよ。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  分かりました。そのへんにつきまして、事務局のほうで検討いたしまして、

また、先生方のご意見を伺いつつ検討してみたいというふうに思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  この資料をどうやって環境監視の資料としていいものにしていったらというよう

なところから、一つ提案したい。ご説明の中で台風があったとか、水温が高かったから白化現象が

起きたとかという説明で、原因を説明されてました。それのデータ、つまり気象とか、水温とか、

ここの生物や水質に影響しそうな事象、起きたことも合わせて示していただけるようにしたらと思

います。よろしくお願いします。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  はい、分かりました。 
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○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうぞ、古川委員。 

○古川委員○古川委員○古川委員○古川委員  この環境監視のデータとしては工事を行ったときに、どれだけ影響が出るかという

ことをみるという観点でそれぞれの項目なり、調査のデータがとられていると思うんですが、そう

すると例えば、すごく時間的に短い周期で変動するような要因というものは、ある程度フィルター

をかけてこの中から取り除いておかないと、本当に変化しているのか、毎年、毎年、また季節、季

節でデータが変化してるのか分からないというところが、もしかしたらあるかもしれないと思って

います。 

 30 ページでマングローブの木の本数が出ているんですけど、これは単純に本数だけで次のペー

ジからそれぞれの樹冠投影図が出てますが、本数を単純に数えて数十本のものが 600 本近くまで

St.10であがっている。これはおそらく胎生種子が落ちて発芽したようなものも数えたのでこうい

う数字が出ているのかなと思うと、樹冠図を見ると明らかにそんな何十倍も木が増えてない。ほか

のデータ、太さだとか、高さを捉えているようなので、ちょっと整理の仕方、また、このデータの

出し方というのを考えられないと、何が変わったかと見るときに、工事の原因だけじゃなくて季節

的な、時間的な変化見てしまう可能性があるので、そこらへんのデータの整理の仕方に気を配って

いただきたいと思います。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  ご指摘に踏まえまして、再度、検討していきたいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうぞ。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  27 ページのところで、底生生物ということで、先ほどの藻類のところと同じよう

な話なんですけれども、これは調査地点は24ページに書かれている調査ポイント、10ポイントの

データを基にされて、27ページのグラフが書かれているということですね。 

 これは全部込みですか。つまり、各平成 12 年７月で一つの棒グラフができていますけれども、

これはプールしたデータということですか。つまり、この10地点のデータ。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  各 10地点のデータを合わせこんだ数値です。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  地点ごとの微妙な差というのは、これからはちょっと見にくいので、できたら地点

ごとの差も、もしあるならば分かるような形。ないならば、ないというようなデータを示していた

だけると有り難いかなと。もう少しこのへんがよく分かるかなと思います。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  はい、分かりました。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 お願いします。 



 6

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  私も、さっき古川委員のご指摘のことに似ているんですけれども、それは海草の現

存量を求めるというやり方なんですが、例えば、16 ページにあるようにステーションを設けて、

そのステーションをモニタリングして海草の増減をみるというのももちろん一つのモニタリング

のやり方です。ただ、これはあくまでも点と点を調べているという、非常にピンポイントな調査の

仕方でありまして、泡瀬のように広い海域のことを考えますと、やはり面として考える必要がある

のではないか。それを面とそれから時間と二つの軸を使って解析する必要があるんじゃないかと考

えるわけです。 

 そういうことを考えますと、例えば、私は何回か前にも実はお願いしたとは思うんですが、航空

写真、もしも海草の群落が航空写真でもって捉えられるんでしたら、例えば１年に１回定期的に航

空写真を撮って、それから調べていただくとか、実は、私が住んでおります鹿児島のほうでは濁り

があるもので、海草というのは航空写真では完全にとらえられないんですけれども、もしかしたら

こちらのほうは結構、透明度がいいものですから、もしも航空写真でモニタリングができるんでし

たら、航空写真でモニタリングのデータをつけていただければ、これからずっと先のモニタリング

のいい指標になるのではないかというふうに考えます。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  藻場については別途、広域試験移植等を行っておりまして、その中での広域

的な藻場の状況というのをモニタリングしていこうというふうにしております。航空写真につきま

しては、年１回とか、隔年に１回とかいうレベルで撮れるかもしれませんが、事務局内で協議のう

え、できるだけ広域的な状況というものを捉えていくということで進めさせていただきたいと思い

ます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。はい、金本委員。 

○金本委○金本委○金本委○金本委員員員員  今のに関連してですけど。前に航空写真は非常にこの地域では難しいと言われてい

たので、最近、内地の藻場ですが、カラー魚探を使って画面に海草がちゃんと浮かび上がるほどの

精度の魚探があるように、私の知り合いが開発してますので、もしよければそういう方を委員に加

えていただくか、難しければ私が降りて交替というふうな形でそういうような人を入れれば、野呂

先生が言っていたようなことは、すぐクリアできるんではないかなと思います。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  方法についてはもう一度検討させていただきたいと思います。 

 なお、飛行機が飛べなかったのは、昨年、テロの関係でして、現状では飛べるような状況になっ

ておりますので、そのへんについては今後検討させていただきたいというふうに思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  まだまだ意見を確認すべきところはあるかと思いますけれども、進行しなくて
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はなりませんので、ぜひという方がいらっしゃいましたらお願いしたいと思います。 

 それでは、この議題１につきましては、13 年度、前年度の環境監視検討結果ということでござ

いますので、いわゆる工事着工前であるということでございますので、基本的に報告事項になろう

かと思います。 

 この報告事項について、先ほどいくつかのご質問と確認事項、その他ございましたけれども、特

に新たな調査の面的な広がり方とか、そういう観点などについては、今後、ご検討をいただきなが

ら調査を進めるということでございますので、一応、13 年度の環境監視調査結果の概要について

は、基本的にはこういう報告事項だということで確認、よろしいでしょうか。 

（「はい」という者あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、議題２でございます。前回委員会ワーキンググループの指摘事項とその対応について

ということでよろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それでは、資料２の前回の委員会及び今年度実施しましたワーキンググルー

プにおきます指摘事項とその対応というものを説明させていただきます。 

 資料につきましては、実はあとから出てきます資料３、並びに資料４それぞれ各ワーキンググル

ープの成果報告でございますが、それにリンクしている内容でございます。 

 まず、１ページ目、陸域・海域環境整備についてということで、前回の委員会、平成 13 年度第

４回目の委員会でのご指摘内容について整理しております。 

 １）については、新港地区の事例についての取り扱い。 

 ２）につきましては、総合運動公園前面の砂の状況という形での検討の要請。 

 ３）につきましては、植物についても検討してほしいということ。 

 ４）につきましては、残される干潟の汚染を防ぐという方策について。さらにはその人工島がで

きたあとの性状の変化の可能性についてという検討の要請です。 

 ５）につきましては、今後の泡瀬海域のあり方について、住民の意見を大切にというご指摘。と

いうものがありました。 

 それぞれ陸海の資料のほうに載せてございます。資料－４（1）のほうになりますが、１、２、

３についてはその資料でのちほど見ていただければというふうに思います。 

 それから、４番目にあります人工島背後の性状につきましても、資料－４（1）のほうで述べさ

せていただきたいと思います。 
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 それから、残された干潟の汚染を防ぐということにつきましては、前回等の委員会でも申し上げ

ておりますが、基本的には背後域からの生活排水、いわゆる生活排水を防ぐことによって負荷を軽

減できると。そのためには下水道整備が必要であろうということになっております。よって、下水

道整備の推進という形でこのへんの対応を図っていきたいと思います。 

 それから、５）の住民の方の意見を大切にということにつきましては、対応のほうに書いてございま

すが、本委員会でも自治会の代表の方が出席されております。 それから、現在、市の方では「まちづ

くり委員会」というものを設立しようという動きがございます。そういう中でできるだけ住民の方の意

見を聞いていく。ＰI 的、パブリック・インボルブメントという、いわゆる住民参加型の形をできるだ

け取り入れていくというような方向で進めていきたいというふうに考えております。 

 それから、下段のほうからは今年行いました第１回の陸域・海域の合同ワーキングにおきます指

摘事項を整理してございます。最初に機能評価について、いわゆる埋め立て前と後の機能の変化と

いうものについて、８点ほどご指摘をいただいております。 

 そうした中で、後ほど説明させていただきますが、機能の変化の方向性というものを今回資料の

中でご提示しております。また、埋め立て後の機能の変化に伴いましての保全策というものをご提

案しております。 

 それから８番目にありますように、局所的な生物の生息しているところ、いわゆる希少種的な判

断というものについての評価というもの、これについては今後の課題というふうに考えております。 

 それから、最後にあります保全対策というものについてですが、これらの人工島ができることに

よる環境の変化、機能の変化というものを踏まえて、その結果を反映した形で保全策を考えるとい

う形で、後ほどの資料－４（１）のほうでご説明させていただきたいと思います。 

 それから、３ページ目からは海藻草類に関することでございます。前回の委員会におきましては、

海草について３点、クビレミドロについて１点のご意見をいただいております。 

 １番目につきましては、海草の移植に際しての適地条件という位置づけになるかと思いますが、

そのファクターを一つに限定しないで多角的に見て評価すべきであるという意見。 

 それから、２番目におきましては、サンゴ礫と生育の状況の関係があるようだということで、そ

の状況を示してほしいというご意見。 

 それから、３番目につきましては、干潟の埋め立てた後の状況下での移植した海草の生育に対す

る評価を努力してほしいというようなご意見をいただいております。 

 これらにつきましては、各資料でまた述べさせていただきたいと思いますが、１番につきまして



 9

は、当初、水深の問題なり、施工的な問題なりというものがございましたが、施工的な問題につき

ましては、その技術の向上を図っているという状況でございますし、移植の適地条件というものに

ついては今回整理しておりますので、その中の説明で述べさせていただきたい。 

 それから、２番目につきましては、今回、手植えを行いました、いわゆる芝植え法による場所で

すが、そこの藻があるところと藻がないところの底質の貫入試験というものを行っております。こ

れは根が生える、生えやすい、生えにくいという、いわゆる底質のかたさについて検討を加えてみ

ました。 

 その結果、後ほど説明いたしますが、藻が生えやすい部分、生えやすい条件という傾向がとらえ

られておりますので、これらの指標を使って今後進めていくというような資料の整理をさせていた

だいております。 

 それから、３番目につきましては、埋め立ての影響のないところで今試験移植というものを行っ

ております。今後につきましても、後ほど別途資料－４（２）のほうの資料で説明させていただき

ますが、埋め立てによる影響のないような場所で、最初に移植を行っていく考えでおりますので、

その状況を踏まえ、かつモニタリングの生育状況を監視して、今後の判断につなげていきたいとい

うふうに考えています。 

 それから、クビレミドロにつきましては、この監視の方法について前回の委員会で答申させてい

ただきましたが、一応、工事上の濁りの監視計画という位置づけでの調査でございます。生物なり

底質などの長期的な変化については、別途監視調査、先ほどの資料－１のほうでご提示いたしまし

た広域的な監視調査という中で見ていくという形になっております。 

 それから４ページ以降に、今年度実施しましたワーキングでのご指摘内容を、かなり量的には７

ページまで書いてございます。これらにつきましては、後ほど説明させていただきます資料－４

（２）のほうで対応しておりますので、その中で順次確認をしていただければと思います。 

 特に、今回の資料におきましては、移植方法の適用性についてまとめております。それから、移

植の適地条件の選定方法について明確にし、次の移植候補地というものをご提示しております。そ

れから、機械化移植の実施に向けて、今後のモニタリングのあり方、やり方ということで、できる

だけ定量的な評価を行っていくとういことを前提に、モニタリングポストを増設するというような

形で対応させていただいています。 

 それから、先ほど台風の影響等があったという報告をさせていただいておりますが、ことしの７

月に５号、７号、それから９月には 16 号という３回の大きな台風を経験しております。そうした
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中で、これは昨年度の台風の影響下を確認した段階で、当初考えていたものでございますが、台風

による減耗並びに初期のいわゆる移植直後の減耗というものへの対応が必要であろうという判断

をしておりまして、そのための減耗対策というものを今回ご提示しております。その内容について

は、後ほど説明させていただきたいと思っております。 

 簡単ですが、資料－２については以上でございます。 

○眞榮城委○眞榮城委○眞榮城委○眞榮城委員長員長員長員長     どうもありがとうございました。 

 資料－２につきましては、前回の委員会、それから今年度に入りまして、これまでのワーキング

の中で指摘された事項ということでございます。したがいまして、資料－４（１）とか４（２）で

説明をしたいというふうに、太字で書かれた項目については、後ほどそこを含めてご報告があると

いうことでございます。 

 ただし、１ページのほうの前回委員会における対応の中で、例えば５）の仲座委員の意見につい

ては、こういう対応をしたいという答えがございます。そういう点で、意見を出された委員の方々

が、ご指摘したとおりの趣旨になっているかどうかというのを確認していただきたいということで

ございます。 

 特に、後ほど資料の説明の中でその対応を詳しく述べていくということでございますので、そう

いう点をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、１ページのほうで例えば仲座委員の５）の中での対応等について、仲座委員、これで

よろしいかどうかとか、そのあたりございますか。どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  分かりました。 

 ただ誤解されないようにちょっとつけ加えておきたいんですが、「将来の泡瀬干潟のあり方につ

いて、住民の意見を大切にすべきである」。まさしくそのとおりなんですけれども、言っている意

味をちょっと誤解していただきたくないんですけれども。 

 住民の意見を大切にすべきであるんですけれども、住民に対して私たちのようなそれぞれの専門

家が言っていることを詳しく説明する、その住民に説明するということがまず大前提であります。

住民が分からなければ何にもなりません。住民にいかに何が正しくて、何が違うかということをき

ちっと説明するということが大事ですね。 

 ですから、事務局側がこういうふうに意見を聞く機会を設けていくというふうにありますけれど

も、その対応をどういうふうな形でなされてくるかというのがちょっと心配ですね。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。ご指摘している点を
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特に留意していただいて。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  以上の件につきましては、今後、具体案を考えていく中で、キャッチボール

しながらやっていきたいというふうに考えてます。具体的なやり方については、ちょっとまだ検討

中ではございますけれども、こういう専門家の方々の意見を説明し、こちらからの住民の方々の意

見もくみ上げるというような形で進めていければと思っております。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  高良さん。 

○オブザーバー（沖縄市○オブザーバー（沖縄市○オブザーバー（沖縄市○オブザーバー（沖縄市    高良助役）高良助役）高良助役）高良助役）  本日は、当検討委員会にオブザーバーとして出席をさせ

ていただいて、誠にありがとうございます。沖縄市の助役の高良です。 

 今、議題に上がっております（１）の第４回検討委員会における意見の対応ということで、特に

４番につきまして、残された干潟の汚染を防ぐ方策。対応について沖縄市の下水道整備によって、

下水道整備の排水汚染防止が進められる計画であるということでうたっておりますけれども、本市

といたしましても、当然、環境を保全しながら開発を進めていただくということを十分認識してお

ります。 

 したがって、周辺都市形成のできております地域には、海洋汚染、水質悪化を招かないように、

私ども下水道の早期整備を十分進めながら対応してまいりたいと、このように思っております。 

 現在、その都市地域の下水道整備は 66.3％ということで、既に敷設されておりますけれども、

これからの計画についても、この東部海浜開発にご迷惑のかからないように、しっかりと周辺の水

質悪化を招かないよう早期に事業を進めてまいりたいと、このように思っておりますので、４番の

対応について以上補足をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、この議題につきましては、前回及びワーキングの中でご意見を述べられた委員の皆さ

んには、また後ほど資料説明の中でご意見等いただきたいと思いますけれども、特に‥。吉野委員、

お願いします。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  前回の陸域・海域ワーキンググループのときに、少し意見を言わせてもらったんで

すけれども、われわれが一応こういう委員会で意見を言うということだけでなしに、いろいろな人

の意見を取り入れて考えていく必要があるだろうということで、NGOなんかの意見、そういうもの

も事務局にあれば、それをまとめていただきたいというふうに、確か申し添えたと思います。 

 恐らくそれが今回、資料－５という形で出てきているのは、それに該当するのかなと思っている

んですけれども、そうでしょうか。 
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○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  その点、お願いします。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  すみません。総合事務局の野澤でございます。今回の資料－５のほうは、NGO

さんの意見というよりは、うちのほうでホームページをつくってございまして、だれでも書き込め

るような形になってございます。それについての意見に対する回答というものをつくってまいりま

した。 

 それとは別に、総合事務局、一応事業者という立場でおりまして、いろいろな方からご意見は賜

っております。それについては、ちょっと今回いただきました要請を、私のほうでコピーして持っ

てまいりましたので、それをちょっと後で先生のほうにはお配りしたいというふうに考えておりま

す。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  私だけでなしに、やっぱりそういうものは委員会の委員に閲覧できるような態勢に

していただきたいというふうにお願いいたします。やはりその中で検討すべき課題があれば、われ

われとしては説明責任がある以上、やっぱりそういうものの討議は考える必要はあるというふうに

思います。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  承知いたしました。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは、金本委員。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  ５ページの③、④ですが、これに対する事務局の資料がないので、ちょっと私のほ

うから補足させてもらいたいんですが。 

 海草は１年生のものがほとんどということで、前に意見述べたんですが、まだ種子すら見つかっ

てない種類もあって、１年生というのは一部の種類でちょっと撤回させてほしいのと。新芽が出る

のはそういう種類でも時期によって地下茎で伸びていきますので、地下茎の先から新芽が出るとい

うことはありますので、その点はよろしいので、あと野呂先生のほう意見があればお願いします。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  あとで資料－４(2)の説明のときにさせていただきます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  そうですね。内容については資料－４(2)のほうの説明に出てまいるようでご

ざいますので、そこのほうでお願いしたいと思います。 

 それでは、指摘事項についてよろしいでしょうか。 

 それでは、進行したいと思います。 

 のちほどまたこの指摘事項等について、関連してご意見お願いいたしたいと思います。 

 それでは、議題１の③番目でございますけれども、これまでの検討結果及び今回委員会の検討課

題ということで、事務局のほうから説明お願いいたします。 
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○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それでは、資料－３のほうの説明をさせていただきます。 

 この資料は題にありますとおり、これまで行われてまいりました検討会で確認、了承された内容、

さらに今回の委員会での概要的な整理と今後の課題的な整理を行っております。 

 最初の１ページにあります諮問内容という、これはこの本委員会並びにこの下部にありますワー

キングにおけます位置づけを再整理させていただいたものです。 

 一応、本委員会につきましては、事業実施に伴います環境監視の意味合い、その結果について評

価し、その対応策を考えていくという位置づけになっております。 

 それから、ワーキンググループの陸域・海域整備ワーキンググループにおきましては、人工海浜・

海浜緑地・外周護岸・景観などのいわゆる陸域の環境施設に求められます機能やその仕様に関して

検討していくという作業部会になっております。 

 それから、（3）番目ですが、海域環境整備ワーキンググループにつきましては、人工干潟、野鳥

園などの海域環境施設に求められます機能、並びにその仕様について検討を行うというワーキング

グループです。 

 それから、（4）番目にありますのは、海藻草類移植保全ワーキンググループでございますが、こ

のワーキンググループにおきましては、藻場、いわゆる海草類の効果的な移植の方法なり移植先と

いうものについての検討、さらにはクビレミドロの移植の方法や移植先となる干潟造成の指標に関

する検討というような位置づけで成り立っております。 

 ２番目につきましては、前回委員会までの検討結果ということでまとめてあります。 

 まず、（1）事業実施に伴う環境監視調査。これにつきましては、先ほど資料１に述べましたよう

に、現状ではまだ工事着工されておりませんので、現状のデータについて蓄積したというところで

す。 

 先ほど、ご意見いろいろいただきました。そういう中でより適切かつ見やすい、分かりやすいと

いう表示を心がけていきたいというふうに考えております。 

 それから、（2）の陸域環境整備ワーキンググループでございますが、一応、現段階におきまして

整備方針というものが確認されております。 

 １）にありますように、基本理念といたしまして生態系の保全、人の利用、景観というようなキ

ーワードに対して、陸域・海域の自然的一体的整備。陸から海域までの連続性というものを踏まえ

た形での整備という形で取り組んでいくという考えになっております。 

 それから、２番にありますように生態系の保全、これは海浜部ということになるかと思いますが、
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食物連鎖上、高位に位置しますオカヤドカリ類を指標といたしまして、生態系の全体の保全を目指

すというような形で考えています。 

 それから、３）でございますが、一体的整備のイメージについてということで、生態系保全の観

点、人の利用の観点、景観の観点というようなことを具体的にして今後の検討に進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 それから（3）ですが、これは海域環境整備ワーキンググループといたしまして、これまで整備

方針という形で以下の点が確認されているということを記載してございます。 

 １）におきましては、周辺生態系の保全向上に寄与し、鳥類、トカゲハゼ、クビレミドロをはじ

めといたします干潟生物の多様性、そういうものを形成しております生息環境を踏まえつつ創出し

ていくということ。それから、人と自然の触れ合いや環境教育の場となるような沖縄らしい生態系

の創造を図るという方針でおります。 

 それから２）ですが、埋立背後の水路部、並びに埋立周辺部で残されます干潟の浄化機能を保全

するという目的で、生物活動に基づきます浄化作用が生物生息なり食物連鎖によって達成されます

という論理のもとで、生息生物や環境条件の調査を今後継続して行っていくという位置づけになっ

ております。 

 そうした中でワーキンググループでいろいろご指摘を受け、今回、のちほどご説明いたします資

料のほうで、これまで行ってきました干潟の機能の評価についてなどを行ってきております。 

 また、評価方法といたしまして、２ページの上のほうに書いてございますが、現状の生態系の機

能というものが底質の性状なり、地盤高いわゆる水深という場の特性ということに依存されている

という考えが示されております。その考えに基づきまして、今後、埋め立てることによっての機能

の変化というものを、機能が依存する場の面積というものを用いて、その評価を行っていくという

ことにしております。 

 それから、（4）でございますが、海藻草類の関係でございます。 

 藻場、海藻草類の移植につきましては、平成 10 年度７月時において芝植え法、これは手植えの

方法ですが、移植実験を行ってきました。 

 それから２）にありますように、昨年度、平成13年 11月時から広域的な機械化によります、い

わゆるバックホウを用いました機械化移植工法の試験移植を行ってきたという経緯。 

 それから３）に書いてございますが、これは前回、この委員会でおきましてバックホウの機械化

移植工法につきましては、技術的には可能であろうという判断がなされている。そうした中で現在、
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モニタリングを継続して行っております。そうした中での生育の状況についての要因分析なり、さ

らなる移植技術の向上というものについて努力をしているということで現在に至っております。 

 それから、クビレミドロのほうの関係でございますが、これは前回の 13 年度の状況でいきます

と、屋慶名地区等に藻体のもの、さらには卵のものという形での移植実験を行っています。 

 移植実験につきましては、１年目のシーズンにつきましては、発芽が確認されたという状況でご

ざいますが、２年目でその発芽が確認されていないという結果になっております。 

 それから、室内実験につきましては、一応、卵からの発芽というものが現在確認されているとい

う状況です。 

 そうした中で３番目以降、今回の委員会における検討内容という形で整理をさせていただいてお

ります。 

 そのあとに４番という形で、今後の課題という形になっております。 

 今回の（1）にあります事業実施に伴います影響監視調査につきましては、先ほど報告させてい

ただいた内容でございます。 

 あと、第１回陸域・海域合同ワーキンググループ、さらには海藻草類のワーキンググループとい

うことにつきましては、このあとワーキンググループ主査であります池原先生、並びに野呂先生の

ほうから簡単にご説明していただければというふうに考えております。 

 一応、資料－３につきましては、のちほどの資料－４と関係しておりますので、このあとにまた

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○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料－３についてご確認等ございましたら、よろしくお願いします。 

 これは前回までについては、議論の内容を整理したものでございます。今回、あるいは今後の課

題ということで、今回の検討内容と今後の課題ということで、二つに分かれていまして、今回の検

討内容、課題についてはのちほど資料－４以降の説明でご報告があるということでございますけれ

ども、いかがでしょうか。 

 基本的には議論の内容を前回までの部分については整理したものでありますし、また議論すべき

今後の内容を整理したものだということで、ご了承いただいて進めてよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事の④でございます。泡瀬地区の生態系の機能と保全対策についてというとことで、
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事務局のほうから。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  すみません、最初に陸・海の合同で行いましたワーキンググループ、実は岡

田先生に主査としてとりまとめていただいたのですが、きょう岡田先生はご欠席ですので、すみま

せんが池原先生のほうから簡単にご説明していただけますでしょうか。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  分かりました。それでは、陸域・海域の合同ワーキンググループの概要報告と

いうことで、池原先生のほうからよろしくお願いいたします。 

○池原委員○池原委員○池原委員○池原委員  これは陸域・海域環境整備合同ワーキンググループの報告ですけれども、ワーキン

ググループは人工海浜や海浜の緑地、人工干潟などを陸域と海域の環境保全施設の整備に関する検

討を進めております。 

 これらの施設整備は、埋め立てに伴って生ずる環境の変化より詳細に捉えたうえで行う必要があ

るため、泡瀬地区の生態系機能の現状及び埋立後の変化を踏まえて、全体的な保全対策の方針をま

とめた上で行う必要がある」と、こういうふうにやっております。 

 また、「地域から干潟域・浅海域を一体的に検討する必要があることから、陸域環境整備ワーキ

ンググループと、それから海域環境ワーキンググループが合同して対応をする」ということで、な

お人工島建設後の変化を定量的にとらえる試みは、前回委員会より継続して行われておるわけであ

ります。 

 前回は、現状の生態系機能が水深や底質などの場の特性に依存するという考えに基づきまして、

場の面積を指標として埋め立て前後の機能変化を定量的に評価する方法を基本とすることが確認

されております。これを踏まえて、７月 12 日にワーキンググループを開催して、泡瀬地区の機能

の状況や埋め立てに伴う変化、これを踏まえた機能保全の方針について引き続き審議いたしておる

ところであります。 

 大体、基本的なことは以上ですが、次いいですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  詳細につきましては、事務局のほうで説明させていただきます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは、事務局のほうからお願いします。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  引き続き資料－４（１）になりますが、ワーキングでご審議いただいた内容

についてご報告させていただきます。 

 実は、７月に行いましたワーキングでいろいろなご指摘、先ほどの資料－２のほうにありました

指摘事項というものがかなりありまして、それを踏まえて今回、ワーキング資料をバージョンアッ

プした形でご提示させていただいております。 
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 特に、課題となりましたのが、いわゆる物質循環なり、食物連鎖などを考慮いたしまして、その

生物間や機能間の連関、さらにはその物質循環機構というものを踏まえた上で、機能の変化を可能

な範囲で取り入れていくべきであろうというご意見をいただきました。そうした中で、今回ご提示

させていただいています資料の中で、さらにそのへんを詰めました形で今回ご報告させていただき

たいと思います。 

 まず資料の１ページ目には、泡瀬地区の特性、さらには形成要因というものを考察した資料でご

ざいます。具体的には、３ページのほうにあります資料を見ていただきたいと思うんですが、当海

域につきましては、前回の委員会でもご提示致しました泡瀬の生物生息の環境条件というものを調

べてみますと、水深、いわゆる地盤高との関連、さらに底質の性状、いわゆる泥、砂、礫というよ

うな条件下でそれぞれ生物が生息していると。そういった中で、泡瀬干潟の多様性というものは、

このような場の性状ということに起因していると思うんですが、そういう中でそれぞれの場という

ものが、今回３ページにありますような図で底質の性状がどういうふうになっているのかというも

のを調べてみました。 

 まず右側の通信基地前面側にある砂州の部分から、この砂州形状に囲まれた部分で、波、流れに

伴います沖からの砂の供給ということが一つ挙げられる。そうした中で、今クビレミドロ等が生息

しております砂質系の干潟というものが成り立っているというのが一つでございます。 

 それから、もう一つは比屋根湿地部からは泥質化、いわゆる泥の部分の供給がされているのでは

ないかと。現地を見ますと、実はこの比屋根湿地部の前面、局所的ではございますが、トカゲハゼ

が生息しているエリアがあります。実は現地を見ていただきますと分かりますように、周辺の部分

については砂、礫の部分のほうが多くございまして、本当に局所的な限られた部分で、泥質の干潟

部があるという状況になっています。 

 沖からの砂の供給に伴いまして、それでは生物相というものがどのようになっているかというの

が４ページ以降、５ページの図のほうに書いた模式図でございます。いわゆる場の特性に応じまし

て、それぞれの生物相が分類されるということで、先ほど申しました地盤高の関係と底質の性状、

砂質系、それから泥、それからガラモ場に代表されますような岩礁系というような考えで生育して

おります。 

 場を特性的に整理をした段階で、次６ページ、７ページにありますのは、この泡瀬干潟で確認さ

れております希少種についてリストアップをしております。これにつきましては、今までの調査に

基づきまして、その分布域というものをまとめております。 
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 特に、今回の埋め立てに伴いまして、その希少種が確認されているポイントというものがどうな

っているかということで、表の種名の隣に生息地点数ということで、現状と埋め立て予定地内とい

うような数字を記載させていただいています。 

 場の特性なり、生物相の確認をした上で、それでは泡瀬地区の機能というものはどうなっている

かというものを８ページ以降に整理しております。９ページの模式図がありますが、これは泡瀬の

機能とその場の特性、さらにはその環境要因との連関というものをあらわした図でございます。そ

れぞれ底質の性状に基づいて、その底生生物なり、鳥類、成魚というようなもの、さらには水質浄

化という観点のものの関連を、この図でまとめております。 

 このような関連づけに基づきまして、次に 10 ページ以降に環境変化のシナリオというものを考

えてみました。11 ページにあるものが、このまとめたシナリオのものを模式化したものでござい

ます。 

 これは、埋め立て前と埋め立て後の底面の摩擦速度というものについて検討したものに基づいて

おります。ここに数字であらわれていますのがその比でございますが、100より小さい数値という

ものは、底面摩擦速度は小さくなる。いわゆる底質が動きづらくなるというような状況になるとい

うことでございます。 

 そうした場合、まず先ほどの砂の供給ということを考えますと、通信基地前面側からの砂州の部

分は沖合からの砂が供給されているというふうに考えているわけですが、その人工島、埋め立て形

状になりますと、外力等の遮蔽に伴いまして、砂の供給が少なくなるだろうというふうに考えてお

ります。 

 それから、背後域につきましては、流入河川が少ないということ。それから、泥の供給につきま

しては、比屋根湿地部に限定されるというような状況を考えておりますが、背後部で砂が動きづら

いということになりますと、逆に陸からの泥の成分というものはたまりやすくなるだろうというよ

うな変化の方向性について考えております。 

 そうした中で、砂の供給が減りかつ背後からの泥の供給があるんですが、その砂の供給が減るこ

とによって、逆にその背後部で礫化する可能性はあるというような考えになっております。 

 実は、このへんの根拠にしていますのが、後ろの巻末のほうにあります37ページになりますが、

新港地区の事例というものに基づいてこの判断をさせていただいております。括弧書きの 37 ペー

ジですが、新港地区におきますと、Ｓｔ.３、４、５、６というポイントでのシルト化並びに礫化

という部分が見えてきます。砂の部分は減っているということですね。そういう状況下でございま
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すので、傾向的にはこのような方向になるのではないかと。 

 ただ、新港地区と泡瀬地区の背後条件というものを考えていきますと、まず新港地区につきまし

ては、背後に農耕地が多くございます。それから、流入する河川も広域的に分布しているという状

況で、かなり泥の成分というものは背後から供給されやすいという状況です。 

 それから、もともとありました干潟部というのも泥の成分が強いところでございます。そのよう

な状況下で、泥がたまりやすいという状況もありまして、さらに、礫化ということについても、先

ほど言いました砂の部分の供給が減って、かつ背後からの泥が増え、かつその流れ的なものもある

と。強ければその泥の成分が抜けますので、そういう意味で礫化というものが、場所的には進行し

ているというような状況でとらえています。 

 そういう状況、泡瀬について比較して考察してみますと、泡瀬につきましては、先ほど言いまし

たように、背後域からの流入する泥質の成分が強い流入というものがほとんどありません。比屋根

湿地部に限られている状況です。 

 したがいまして、泥の部分の広がりというものは、今、破線の青い斜線で提示してございますが、

このような広いエリアにいくかどうかということ、広く分布するというようなことは考えづらいと

いうふうに考えています。それは、今の供給的な話。それから外力自体も、先ほどの新港地区は幅

50ｍの水路になりますが、泡瀬につきましては200ｍの幅ということで、海水交換等の状況を考え

ますと、広域的に泥質化になるという恐れは少ないのではないかというふうに考えております。 

 このように、埋め立てに伴いまして、底質の性状が変わっていくだろうということに基づきまし

て、その後の保全の仕方というものについて考えてきております。 

 12 ページにありますのは、先ほどの底面摩擦速度の変化、それぞれ現況時並びに埋め立てをし

た場合ということでの計算結果を提示してございます。 

 13 ページ以降で、14 ページの図を見ていただきたいと思いますが、先ほど提示しました場の特

性というものから、機能の変化についての伝搬経路というふうになっています。下のほうにもとも

との底質性状、その中で先ほどの摩擦速度の計算結果を踏まえて、赤い枠でくくった部分ですが、

このような底質の性状の部分が、礫化なり泥質化する可能性があるだろうと。その結果を受けて、

直接的に底生生物などが影響を受ける可能性がある。さらには間接的になりますが、その底生生物

を餌としています鳥とか、成魚の関係の部分が変化していく可能性があるだろうというような方向

性を考えています。 

 それぞれの変化の方向性というものについて、15 ページ、16 ページのほうの表にまとめてあり
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ますが、各生物相が左側にあります。それぞれ底質の変化の可能性について礫化するのか泥質化す

るのかという、それぞれの生物相の生息域での影響、さらには機能変化の可能性ということで、右

側のほうに大、中、小というような３ランクの評価となっております。 

 そうした中で、このような変化が起こり得るのではないかということで、17 ページ以降、それ

ぞれの機能変化についての評価、さらには今後の保全の方針と保全の考え方というものを整理して

ございます。 

 折り込み 18 ページ以降になります。 まず、先ほどありましたように、それぞれの生物相とい

うものを分けた形でその生物としての生息、並びにその機能という形で依存する場の区分、いわゆ

るこれが先ほどの水深の条件、並びに底質の条件という形になるかと思います。そうした中で、今

数字が出ておりますが、これはこの埋め立てによりまして、直接、減り残った部分の割合という形

で数字を出させていただいております。これは先ほど申しましたように、生物の生息が場の特性と

いうものに既存する。その場の特性というものを面積的な表示でその変化というものを捉えている

ということです。 

 これはあくまで埋め立てに伴って減って残った割合を数字化したものです。そのあとに、人工島

背後の底質の変化というものについての大、中、小という礫化する方向性、さらには泥質化する方

向性というような形で分けまして、それぞれ変化の可能性を踏まえた形での機能保全の方針、並び

に考え方という形で提示してございます。 

 具体的には埋め立てに伴います変化というものは、今後のモニタリングを行いながらその変化と

いうものを捉えていく必要があるというふうに考えておりますので、これまでの整理した形の中で

事務局サイドとして、このような保全の考え方でよいかという形で整理をしたものですので、のち

ほど討議をしていただければというふうに思います。 

 その保全についての整理したものが21ページ以降にありますが、最終的には24ページにありま

すような形で対応を今後考えていきたいというふうに思っております。 

 具体的には、一つは先ほどの底質の変化を考えていきますと、まず泥部、トカゲハゼ等の保全と

いう位置づけで考えた場合、泥の干潟というものはどうも比屋根湿地部前面部付近に考えていくの

が適切ではないかというふうに思っております。 

 それから、人工海浜につきましては、一つは遊泳水域を確保するという条件がありますので、あ

る程度、水深があるところが適するだろうと。ただ、海浜を形成いたします養浜の部分ですが、そ

の養浜部の安定を図るということも必要になってきますので、そのためには外洋からの波を制御し
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ていくということが必要になってきます。そういうことを考えた場合には、できるだけ遮蔽的な範

囲というのも望ましいんですが、そのへん海浜の安定、さらには利用性、アクセス性というような

ことを踏まえつつ、今後、具体的な環境保全施設の位置を決めていきたいというふうに考えており

ます。 

 それから、鳥等の問題ですが、実は今回の資料にちょっと出ておりませんで、前回のワーキング

グループでご提示しているんですが、餌の供給量についての検討を行っています。現段階におきま

しては餌の供給については、残った干潟域での状況で確保できるだろうというような資料を実はワ

ーキンググループでお出ししておりますが、現段階では、この底質の変化ということを捉えつつ、

今後、さらに検討していきたいというふうに思っております。 

 それから、人の利用に伴いまして鳥など外圧を受けますので、その影響、さらには海浜部ではオ

カヤドカリというところの考えもありますので、いわゆる人の利用と各種生物との棲み分けという

ことについて、さらに今後検討して具体的な案というものをつくっていきたいというふうに考えて

おります。 

 あと、付属資料が巻末のほうにございます。それぞれ泡瀬地区の機能の現状なり、環境変化の事

例分析ということで新港地区、さらに機能の変化の検討ということでの資料をまとめてあります。

資料としましては以上でございます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 陸域環境整備、それから海域環境整備のワーキンググループの概要の報告と説明がございました。 

 泡瀬地区の生態系の機能と保全対策ということで、報告があったわけでございますけれども、ど

うぞご質問、ご意見等お願いいたしたいと思います。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  今の資料４ページですけれども、生物生息の特性ということで、総括的というか、

概括的にいろんなことを述べておられて、それは考え方としてはそのとおりだと思いますけれども、

一つ抜けているのではないかということを指摘したいと思います。 

 それは、オキナワモズクの件です。われわれ海藻を専門とする者から見ると、このあたりはオキ

ナワモズクが非常によく生えているという特異性があります。オキナワモズクというのは基本的に

は海草とか、それから海藻の上につくものでありますけれども、そういうことでオキナワモズクの

ことを、このページにやはり書いておく必要があるのではないかというふうに考えます。定性的な

記載でもいいと思いますけれども、このままではあくまでもというか、オキナワモズクのことが完

全に抹殺された記載になってしまいますので、オキナワモズクのことも忘れないで入れていただき
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たいというふうなことが一つ。 

 それから、オカヤドカリの件なんですけれども、私は専門家ではないわけですけれども、例えば、

折り込みに書いてある 18 ページの下に海岸生物（オカヤドカリ）の生息ということで、オカヤド

カリの影響がどういうふうに変化するであろうかというふうなことが書かれているわけですけれ

ども、これが実は、オカヤドカリの棲んでいるところと重複しないということで、面積変化に伴う

変化が100％、つまり現状維持するであろうというふうに解析なさっているんですけれども、私は

この100％という数字はちょっと過大というか、いいところばかりを見た数字ではないかと。もう

少し下げるべきではないかというふうな気がいたします。というのは、確かに親が住んでいるとこ

ろは今回の埋め立てとは直接関係しないわけですけれども、当然、オカヤドカリの場合は幼生期が

あります。幼生期の場合は海におりていってそこで暮らすわけですので、そういうことを考えます

と、幼生期のオカヤドカリが成育する場所は狭まるということを考えると、この100％という数字

は多分あり得ない数字であると。過大に評価しているだろうというふうな気がいたします。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  今のオキナワモズクの件につきましては、検討してその種自体を今抜けた形

で評価しておりますので、もうちょっと考えたいと思います。 

 それから、オカヤドカリの件でございますが、今、ここにあります100％という数字はあくまで

埋立後の面積との表示ということでの数字です。したがいまして、当然、右側にありますように、

埋め立てを行うことによって環境条件が変化していくということで考えてはおります。そうした中

で、まずオカヤドカリにつきましては、既存の生息場、いわゆる現海岸線につきましては、保全を

図っていくというふうに考えております。そうした中で新たに創る人工干潟という中で、オカヤド

カリも生息できるような環境を整えてあげるというふうに考えております。ですから、どの程度、

埋め立てによって影響が出るかというような問題も今後のモニタリングを通して、検討していきた

いと思っております。できるだけ保全を図る、100％にできるだけ近い値に、むしろ 100 を超える

場合でも望まれると思いますので、そのような対応で考えていきたいと思っております。 

 なお、指標としていますオカヤドカリの幼生の保全については、さらに今後の具体的な案を考え

ていくという中で検討していきたいというふうに思っております。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。 

 はい、仲座委員。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  35ページをちょっとご覧いただきたいんですけれども。 
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 流れのベクトル、矢印をベクトルというふうに言うんですけれども、赤色の矢印が書いてあって、

流れはこうなる、下げ潮時、上げ潮時がこうなるというふうに書いてますけれども、その下に凡例

として10m/s となっているけれども、その流れ、どういうことですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  10cm/s の間違いです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  これはどういうふうに測定されたんですか。ちょっと大きいような気がするんです。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  これはこのポイントに流速計を設置しまして、 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  どういう流速計ですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  携帯式の電磁流速計です。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  その下げ潮時の最大流速をプロットされたんですか。それとも、どういう流速なん

ですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  ある時間の数分間の平均値でございます。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  分かりました。10cm ですね。ちょっと大きい、すごい大きいですね。私の想像を

はるかに越えている流れになっているので、あとでもう少しこの点は調べてみたいと思います。 

 それから、37 ページをちょっと教えていただきたいんですけれども、St.３、St.４というふう

に底質の変化を調べているんですけれども、それはどの位置の底質なんでしょうか。どの位置で、

どういうふうにとった底質ですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  これは水路部の表層部、そのポイントですね。そのポイントでちょっと岸よ

りの部分になっていますが、その表層の部分を採取しております。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  採取の仕方によるんだけれども、ほとんど礫であったり、砂分であるというような、

ちょっと私これ驚きなんですけれども、もっと泥が出てくるんじゃないかという想像したんですよ。

ですから、これは見せ方にもよりますよね。そのへんをちょっと後で調べさせてください。 

 ここで注目すべきは、やっぱり３、４、あるいは５で泥が、つまり施工後出てきているというこ

とですよね。これは、何もこういうふうに科学的に調べなくても、ここに立って見れば一目瞭然で

分かることで、向こうに立って見たときに、非常にこれが残った干潟と言えるかという表現にふさ

わしい干潟だと、私は判断するわけですね。 

 ですから、新港地区で例えば34ページをちょっとご覧いただきたいんですけれども、34ページ

の一番上の写真にあるのは、第１次埋立地というのがあって、これは干潟域というふうに書いてい

ますね。昔の干潟域はこういう姿であったわけですね。それが現在は 34 ページの下にあるような

ものができていると。そこに立って見たときに、あるいは後ろに住んでおられる昔からの住民の
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方々の意見を考えたときに、ここから学ぶべきことがある。 

 つまり、環境ははるかに変わった。つまり想像を、当初ここで調査した環境アセス的な、あのと

きに予測された予想をはるかに超えた。つまり、環境はもう立ち直れないぐらいに変わってしまっ

たということを学ぶべきではないかと思うんですけれども、さっきおっしゃっていたのは、200ｍ

にするのでほとんど影響はないんじゃないかというふうに判断されたとおっしゃってましたね。そ

れは、どういうことなんでしょうか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  新港地区につきましては、元々このような写真にありますように、泥質の干

潟部であるということで、背後域からの流入なり、その周辺部からの供給ということでこういう干

潟ができたんだと思うんですが、これが泥質だからその変化というのは特に大きいというふうに考

えています。 

 特に、この人工島の流れが出ていますけど、泥質群でありますと、やはりその動きというものが

多くなってくる。そうした中で遮蔽をされることによって、その部分がたまりやすくなってくると

いうことは言えるかと思います。 

 じゃ、それを泡瀬のほうへ考えていったときにどうだろうかということになるかと思うんですが、

まず泥質につきましては先ほど説明しましたように、背後域からの流入というのはかなり局所的で、

かつ量も少ないだろうというのが現状だと思っています。そうした中で、今、砂質系の干潟部が広

くあるんですが、その部分につきましては沖側の供給が少なくなってくるということを想定します

と、その砂自体、いわゆる砂質の部分というのは減るというような傾向はあるのではないかという

ふうに考えています。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  というのは、その判断の仕方であって、つまり新港地区から学ぶべきことは、結局、

今私たちが影響が少ないという言葉ではなくて、影響ははるかに大きいことが想定できる。されど

も埋めるという表現にすべきではないかということを、私は言っているんですけれども、 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  細川委員。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  ワーキンググループの中で、どんな議論がこの件について行われたかというところ

を少しご紹介させていただきたいと思います。 

 新港地区背後水面の土の粒径などを調べたという理由は、ここで起こったことが予測と合ってた

か違ってたか、干潟であったのか、干潟でなくなってしまったのかという議論をするためではなく

て、泡瀬で干潟をつくったり、人工的な砂浜をつくったりというようなときに、どこの場所にどん

なふうにつくるのが自然の摂理と言いますか、自然の動きにそんなに逆らわないことになるんだろ
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うかを検討するときの参考とするためです。人工島ができたときの環境の変化の方向を見ることが

大事なので、新港地区でのいろいろな知見をここに援用できないだろうかということで、新港地区

を調べたといったことです。 

 それで、この資料の 11 ページなどで、人工島の背後で比屋根湿地のほうから泥が供給されると

いうようなことが想定されるとか、あるいはその下の数字に書いてあるように、人工島の背後が少

し静穏になって泥を動かす力、底面摩擦速度が少し小さくなるというようなことが推定されますが

そうしたときに一体どんなことが起きるんだろうかといったときの参考に、新港地区を調べたとい

うことです。 

 それで、ワーキンググループの議論でも指摘がありましたが、新港地区のどこでこの土の粒径を

調べたのかは注意が必要です。岸近くか、あるいは流れの澪筋の崖っぷちのところで調べたのかと

いうようなところでかなり土の粒径というのは変わってくる可能性はあります。流れが早くなって

いるところでは粒径も確かに荒くなるし、流れが少しよどむような場所では粒径が小さくなるとい

うような、小地形での変化というのがデータに反映されてしまうので、そこらへんの注意は今後と

もしていく必要があると思います。流れのデータや粒径のデータが正しく得られていれば、今度は、

どのような現象が起こってこんなふうな粒径になっているのか考えることができます。動かす力と

それから土のあるいは砂の供給とのバランスで粒径が変わってくるというふうに考えるのがいい

んじゃないかということを、この新港地区のデータから得たと思います。 

 そこで、動かす力は分かったけれども、その砂の供給のされ方はどうなっているのかといったと

ころも加味して考えると、もしかするとこんな方向に変化するというようなことで、10 ページの

ような図をまとめてみたといったところです。 

 個別にここの地区、人工島の背後の水路の底質粒径がどうなるかという予測というのを、今ここ

ですぐに十分なだけの詳細な知見まではない中で、だけれども、自然の摂理に逆らうような計画を

つくらないようなためには、どういうふうにデータを整理したらいいかといったようなところで知

見の整理を行ったといったところです。 

 新港地区の水路部あるいは干潟部に対する評価といったところは、またそれはそれで議論がある

ところだと、私は個人的には思っておるところです。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  仲座さん、どうぞ。 

○仲○仲○仲○仲座委員座委員座委員座委員  ちょっと今の細川委員の意見を、あまり私は理解できなかったんですけれども、ち

ょっと 11 ページの数値の根拠を教えていただきたいんですけれども、左端には 100 とかいう数値
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が見えますね。それから人工島の背後地域には 65 とかいう数値が見えますけど、これはどういう

ことなんですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  これは、図の右上のほうにありますように、埋め立て前の底面摩擦速度と、

埋め立て後の底面摩擦速度の比になっていますので、100より小さい値というのは、埋め立てに伴

いまして遮蔽効果が出て、底面摩擦速度が小さくなってくるという、その割合です。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私が言っているのは、どうやって求めた数値でしょうかということです。すみませ

ん。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  これは、次の 12 ページのほうにありますが、この海域、実は波と流れの要

因があるわけなんですが、それを個々に検討してみますと、波による影響というものが大きいとい

う結果を得ております。その結果に基づきまして、では高波浪時を対象にそのときの底面摩擦速度

はどのように分布するかというのを計算いたしまして、それぞれその限界流速摩擦速度というもの

をとらえたという形です。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員 高波浪時のですね。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  台風時のです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  台風時の波浪を計算したということですね。 

 それは、高波浪時のせん断力で判断してよろしいものなんですか。すなわち、もうちょっと日常

的な年平均的な波浪の話が重要ではないかと思ったもんですから。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  実は、ここの底質の性状がどういうときに一番変化するかというのを考えて

みました場合、やはり台風による底質の変化というのが一番大きいだろうというふうに考えて、こ

の条件を使っています。ただ、通常しけ時、いわゆる年最大値的な諸元と台風時というものは、こ

この海域の場合前面側で約４～５ｍの水深帯になってきますので、ある程度水深で規定されるよう

な、いわゆる限界波高という形になるかと思います。したがいまして、その波高値につきましては、

それほど年最大的なものと今選んでおります台風時の諸元というものの差は、あまり大きく出てこ

ないというふうに考えています。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私が言うのは、驚きとしているのは、将来残る水路のような狭い調査区の海域の波

のせん断力がさほど落ちてないというところで、ちょっと驚きを感じているところです。もっと落

ちていくんじゃないかと想像したもんですから、その点また後でしらべさせてください。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  細川委員、何か。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  いろいろな波で計算してみたらという、仲座委員のご指摘であります。計算すると
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いうことは、多少お金がかかるにしても今できることなので、いろいろ検討するということのサジ

ェスチョンとして承りました。できることならば意味のある計算ならなるべくたくさんやって、デ

ータとしてたくさん持っていたほうが判断は間違いないので、難しくなくすぐできるようなことで

あれば、なるべく試みたらいいのではないかと思います。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  そうですね。すみません。このへんは専門的なところになりますので、後で資料を

見せていただければすぐ分かります。どうもありがとうございました。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  こちらこそいろいろなご指摘ありがとうございます。そういう方向でいろいろ幅広

く検討すべきだと、私も思っています。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ありがとうございました。かなり専門的な話になってきて、分かりにくい点も

あるかと思いますけれども、要するに泡瀬地区の機能について現況と埋め立て後の変化というのを

どう見るかということで、一つはこの方法論として定量的な評価をやろうというときに、先ほど出

ていましたけれども、その定量的な評価というやり方が、第１ステップとしてこういう評価の仕方

でよろしいかどうかという議論が１点。 

 それからもう一つは、人工島ができてその背後域の機能変化というものがどういう方向、変化の

方向性がどうなのかということで、いろいろ新港地区のところなども調べて、その変化の方向を考

えてみたというふうなことだろうと思いますけれども、どうぞご議論、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

 どうぞ、金本先生。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  ほかの議題ですけど、22 ページの表ですが、海草藻場の保全とガラモ場の保全も

含めてですが、干潟の保全する機能ということで、生物生息とかいろいろ魚類の生息・生産機能し

か書かれてないんですが、藻場はウニ、シラヒゲウニとか、かなりの生物とか貝類がたくさんいる

ので、これ干潟のほうに比べて少な過ぎるので、追加してほしいと思います。 

 それから、８ページの図で幼稚魚の生育ですか。その機能で海草藻場まで含まれていて、ガラモ

場、サンゴ礁は含まれてないんですが、吉野先生にお伺いしたいんですが、これガラモ場とかサン

ゴ礁は、幼稚魚はどうなんでしょうか。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  幼稚魚ということになりますと、ガラモ場は非常に限られると思います。限られた

種類のものがそこにつくということはありますけれども、むしろそれよりは海草藻場の役割のほう

が大きいと思います。サンゴ礁についても同様で、一般的な言い方をしますと、おそらくリクルー

トしてきた一番弱い小さい時期のものは、海草藻場、それから順次大きくなるに従ってサンゴ礁と



 28 

いうふうに移っていくと思いますので、そういう観点からいきますと、そういう保育場としての役

割ということになりますと、海草藻場が一番大きいんじゃないかというふうに思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうぞ野呂委員。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  海藻と海草の藻場のことでちょっとサゼスチョンをしたいと思うんですけど。 

 例えば18ページの織り込んである表なんですが、表の２－２（1）というところに、今もちょっ

と話題になりましたように、魚類の成育場、特に幼稚魚というか、稚仔魚というか、そういうもの

の成育場としてガラモ場と海草のところが出てきたわけですけれども、例えばここの表でいきます

と、左からいきますと成魚の生息、それから上のガラモからいきますと、機能保全の方針というと

ころがぶつかったところに、例えばガラモ場をつくって、正確にいいますと人工島周辺の護岸等を

新たなガラモ場の云々と書いてありますけれども、実は泡瀬のあたりに生育しているガラモ場、ホ

ンダワラ、実はホンダワラは世界で400種ぐらいある実に大きな属なんでありますけれども、ここ

らへんに生えているものは残念ながら護岸には着かない種類です。実は、本土のほうに生えている

ホンダワラ類の中には、こういう護岸とか、浅瀬に好んでつく種類、例えばヤツマタモクとか、マ

メタワラとか、そういうものがあるんですけれども、このあたりには実はそういう種類がありませ

ん。ヤツマタモクが実は何回か前の会議のときにリストとして出ていたことがあるんですけれども、

実はあれは本土のヤツマタモクとは別のものでありまして、非常に分類的にはちょっと再考を要す

る種類なわけであります。 

 そういうことはともかくといたしましても、ガラモ場を護岸につくるというのは、ちょっと技術

的にここは無理で、じゃどういうところにつくるかというと、多分、ここの場所でしたら水深が２

ｍ前後のアマモ場が生えているところにある転石の上にホンダワラの藻場がつくわけであります

けれども、そういうことがありますので、この護岸に藻場をつくるというのはちょっと表現を変え

たほうがよろしいんじゃないかということが一つ具体的な提案です。 

 もう一つ、考え方の提案というのがあります。 

 それは、例えば消失する海草藻場の移植を行うということなんですけれども、これは当然、藻場

を増やそう、それからなくなったところの藻場を再生しようということで、こういうふうにお書き

になったのは非常によく理解できるんですけれども、われわれ海洋生物というか、海藻のことを専

門にやっている人間からすると、実は保全の機能というのは移植だけというわけではないわけです。

ほかにもいろんな方法がありますし、移植がすべてというわけではないし、移植ができればすべて

それでよしというわけとも考えておりません。 
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 ですから、こういう保全の機能をもたせる藻場を残すということを考えるときに、多分これは最

初にこの原案をつくるとき、人工島をつくるというときの最初の案をつくったときに海藻の専門家

がそのグループの中にいなかったという不幸があって、こういうことになったのではないかと思い

ますけれども、そういうことも含めてかなり根本的なところというか、重い問題ではありますけれ

ども、ここですぐ事務局からお答えを頂戴したいというつもりで言っているわけでは実はないんで

すけれども、そういう根本的な問題があるということをわれわれはしっかり胸に考えて、そのうえ

で今後のことを対応すべきだというふうに考えております。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  今のご意見で、一つガラモ場の件でございますが、現在、これはこれまでの

ワーキンググループ等の中でもご指摘いただきまして、岩着性の基盤も含めて保全をしましょうと

いうようなご指摘をいただきました。そうした中でガラモ場の基盤であります岩礁性のものをでき

るだけ埋め立てるのではなく、そのものをできるだけ活かそうというような考えでおります。した

がいまして、今、野呂委員のほうからご指摘ありましたような生物種、藻の種類と生育条件という

ものを踏まえて今後考えていきたいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  要するに何を議論したかというと、結論はどういうふうに位置づけたかというとこ

ろも大事だと思いますので、これは慎重にしていただきたいんですが、言葉を選んでいただきたい

んですけれども、影響が少ないとか、影響が少ないと判断されるという書き方は慎重にしていただ

きたいと思います。 

 それから、８ページにも書かれているように、一番下側のある１行だけを読んでみますと、干潟

というのは非常に複雑に相互に関連しているわけですね。そういう関連したところにしかも、ハー

トとなっていたようなところを今後埋めていくわけですね。ですから、これから事業でやっていこ

うとしているところと、生態系のいわばハートとなっているようなところを埋めていこうとしてい

るわけですよね。ですから、これが今後、影響が小さいとかいうのはどう考えても、私の中では出

てこないんですね。ですから、言葉を慎重にしていただきたいと思います。根拠がもしなければ、

小さいということは書かないと。 

 それから、18 ページの表欄を見てみますと、もし泥質化していくと、どういう影響が出てくる

かというのがシナリオとして出ていますけれども、この中にあるように小という評価はないわけで
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すね。非常に平均的に見ても、もし汚泥化していくと致命的であるというふうになっているわけで

すよね。ですから、決して影響が少ないという言葉が一人歩きしないように配慮していただきたい

と思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 陸域と海域について、機能変化によってその変化をどう捉えるかということと、変化の方向をど

うするかということと、保全についてどういう考え方で臨むかという方針、これがここでの主なテ

ーマだというふうに思います。 

 18ページから19ページにありますけれども、場の面積が変化して、その指標として量的に何と

か捉えたいということで、量的評価の方法ということを１点出て、このパーセンテージが、という

形で一応考えられているわけです。いろいろ課題は残るでしょうけれども、定量的評価が第１ステ

ップとしてこういう作業というのが妥当かどうかというふうなことで、その点について第１ステッ

プとしては概ねこういう方法でよろしいのではないかというんですかね、そういうふうなことが１

点でございます。 

 あとは、機能保全の方針ということで、その保全対策と考え方なども含めて、このような方針や

考え方でよろしいかどうかということを、そういうようなご検討をお願いしているということでご

ざいますけれども、いかがでしょうか。 

 次の課題も残っておりますので、一応こういう形で一つ、現況と埋立後の変化については作業を

進めているということで、ご了解いただきたいと思いますけれども、そういうことで前に進めてよ

ろしいでしょうか。 

 それではそういうことにしたいと思います。それでは、議事の③番目については以上のご議論という

ことで、議事の④番に入るわけで、その前に休憩を３時半まで休憩をいたしたいと思います。３時半か

ら再開いたします。 

（午後３時22分 休憩） 

（午後３時31分 再開） 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは再開したいと思います。 

 議事の５番目、⑤の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で、海藻草類移

植・保全ワーキングの報告をお願いいたしたいと思います。 

○○○○吉野委員吉野委員吉野委員吉野委員  委員長、その前に一つだけお願いできますでしょうか。 

 先ほど陸域・海域のワーキンググループの一つのまとめが出てきたわけですけれども、18 ペー
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ジから後に折り込みの部分で、具体的にどういう変化が考えられるかというようなものが表として

まとめられたわけなんですけれども、それぞれの表の右の二つ、機能保全の方針、保全対策の考え

方というのは、実は検討をまだしていないんです。 

 あくまでも、そこまでのそれよりも左側、その他までのところということで、方針それから考え

方については、今後検討を深めていくということでご了解いただきたいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい。分かりました。機能保全の方針というところまで、まず検討していて、

それからあとのほうはまだ今後のワーキングで検討していくということでございます。よろしいで

すか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  はい。今、吉野委員のほうからお話ありましたように、現段階ではその変化

の方向性を踏まえた機能の変化というものをとらえて、それをベースに今後の保全の方針、考え方

というのを今回出させていただいていますので、今お話ありましたように、具体的なお話というの

は今後の作業になります。 

 当然、そのためにある程度定量的な評価をしていく必要もありますでしょうし、最終的にはこの

埋め立てた影響についてはモニタリングを続けて、随時見ながら、その調整を図っていくというこ

とになるかと思いますので、最終的にはそのような方向で進めていくということになると思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  分かりました。どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  モニタリングを進めながらとおっしゃっていますけれども、その前にステップとし

て予測をするわけですね。そうですね。総合的に予測して、１期あるいは２期というふうに工事の

入り方にいくわけですね。 

○事務局○事務局○事務局○事務局（溝口）（溝口）（溝口）（溝口）  当然その埋め立てに伴いまして、必要な環境施設を考えるということになり

ますので、その影響度というものについては、定量的な評価並びにその物理的な問題というものに

ついて考えていく必要があるかと思っています。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  今のお話ですが、前回の陸域・海域のワーキングのときにも話題に出たんで

すけれども、場の環境の変化については、かなり技術的な制約と言いますか、今まで積み重ねてき

ている成果の、われわれ含めての技術上の制約がございまして、何もかもすべて解明して予測が何

もかもついてからと。でなければ物事は始まらないということになれば、もうこれは今の技術では

不可能でございますので、今 18 ページからとりまとめておるんですけれども、量的な評価として

今この現状の場の割合はどう変わるかというのを示したのと、あと定性的なものとしてこの右側の

二つ、いろいろな可能性について整理したのとありますが、これをできるだけ今後定性的な部分に
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ついても、なるべく詳細に反映できるようにという努力はしてまいりますが、すべてのことを定量

化するというのは、なかなか困難だと思っています。 

 そういう意味で、モニタリングを組み合わせて、実際の場の変化がどうなるとかいうようなとこ

ろを、適宜把握しながら進めていくと。こんな形で考えてございます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうぞ。 

○傍聴席○傍聴席○傍聴席○傍聴席  傍聴席からですが、ただいまの事務局の発言された方はどなたなのか、お名前をおっ

しゃっていただかないと、どういう立場でおっしゃったのかがよく分かりづらいので、言ってもら

えれば。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  沖縄総合事務局でございます。 

○傍聴席○傍聴席○傍聴席○傍聴席  今の発言で、すべてのことを定量化するのは困難というのは、これはアセスメントを

冒涜するもので、とんでもない発言です。そう思います。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  すみません。不規則な発言は注意してください。一応ここは委員会として成

立しておりますので、よろしくお願いします。 

○傍聴席○傍聴席○傍聴席○傍聴席  でたらめなときは発言しますよ。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは、仲座委員。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  頭の中がごちゃまぜになってしまったんですけれども。 

 私が一つ質問したのは、つまりワンステップ、もうステップ置いて工事に入っていくと。つまり

モニタリングで入っていくという段階には、もうワンステップあるんでしょうかという質問なんで

すね。総合的な評価をきちっとやった上で、要するに環境アセスでゴーサインが出ているのは、幾

つかの条件が課されているわけですね。その条件が工事を進行していく中で、きちっとクリアでき

るかということを、もう一段階で総合的な判断、すべてを満たすのはもちろんありませんよ。です

けれども、総合的に判断してゴーサインを出すような場があるんですよねという確認なんです。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  今のゴーサインというのは、あくまで私ども今考えていますのは、環境創造

施設をどこの位置に、どのような形でつくっていったらいいのかというものについての判断をする

ということで、その形ではもうワンステップ、ワンステップで済むかどうか分からないんですが、

当然あるだろうと。そういうふうに認識しております。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  基本的に陸域・海域のワーキングのときもご検討いただいておるのは、先ほ

ど資料－３のところで、これまでのワーキング委員会に対するご検討していただくべき事項の中身

と、あと今の検討状況についてご説明させていただいたところなんですけれども、陸域・海域のワ
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ーキングにつきましては、特にこの泡瀬地区の開発に伴って、環境保全を創造していくような意味

で、野鳥園であるとか、人工干潟であるとか、海浜であるとか、そういったものを形成していくわ

けなんですけれども、こういったものをいかに整備していくかと。そういったことをご検討いただ

くという目的。 

 それから、工事にあたっての環境監視という意味での役割というようなことでとらえておりまし

て、今行っております残された干潟の詳細な調査の部分につきましては、どう変わっていくかとい

うのは、詳細にご指導いただきながら検討しておるんですけれども、これはあくまでそういった検

討につなげるという意味でやっておるわけでございまして、これは環境アセス、既に定められた手

続きの環境アセスとわれわれは重要視しておるんですが、そういったことも再度やり直すと。これ

を何かやった上で、何かまとめた上で着工するというようなことではなくて、基本的には並行的に

今後そういった環境保全であるとか、そういったもののための整備を行っていくことも検討に資す

るために、並行的に進めていくべきものであるというふうにとらえてございます。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  後でまたお願いします。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  分かりました。 

 それでは、議事を進行していきたいと思います。それでは、⑤の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で、海藻草類移植保全ワーキングのほうの報告をいただきたいと思い

ます。まず、野呂先生のほうから。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  海草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。私ども

のワーキンググループといたしましては、資料－３の最初にも書いてあります、資料－３の最初に

１の諮問内容として、われわれのワーキングではどういうことをやるべきかというのが書いてあり

ます。それがその（４）だと思いますけれども、簡単に言いますと、海草を移植した場合、どうい

う技術が可能であるか。その技術を使った場合、どの程度の成功率があるのか。それから、移植の

場所としてはどういうところが適当か。そういうことを諮問されているわけです。 

 もう一つは、もちろん絶滅危惧種のクビレミドロを移植する場合には、やはり同じような問題が

どういうふうに出てくるかということを委嘱されているわけです。 

 われわれが検討している資料は、実は数年前に手植えでもって移植した海草の群落。それから平

成 13 年、去年でしょうか、機械化移植、いわゆるバックホウと言われているもので移植したもの

が、その後どうなったかということに関して出てきたデータを検討しているわけであります。 

 この検討の前には、われわれ実際は午前中、潜りまして、その報告書を検証しながら、この討論
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を重ねているということをやっております。 

 今年は、７月24日と９月11日に２回ワーキングを開きました。と申しますのは、実はことしは

非常に大きな台風が数個立て続けにやってまいりまして、その台風の影響をきちんとデータにする

必要があるということと、それから台風が来たおかげで、実際に海でやった調査がなかなか予定ど

おり進まなかった。資料のとりまとめに時間がかかったということもありまして、こういうふうに

変則的にやったわけであります。 

 詳しいことは、後で事務局のほうから資料に基づいて出てくるのではないかというふうに考えま

すけれども、基本的に分かったこととしては、台風の影響はやはりかなりあるということは、それ

はもう隠しようもない事実であるというふうに認めております。 

 前回、私ワーキングのときにまだ資料がきちんとまとまっていないときに、インプレッションと

してというふうに但し書きで、「よく言って50％ぐらい残ったかな」というふうなことを申しまし

たら、この会議が始まる前に、泡瀬干潟を守る連絡会のほうからこの会場で資料をいただきました

けれども、「それはきちんとした数字ではない」と。「そういうふうないい加減なことを言うな」と

いうふうなおしかりを受けた記載が、実はこの中にありましたけれども、実際に潜ったときは、私

はとにかくよくて半分残ったかなというふうな感じがしました。 

 その詳しい数字は、後でまた事務局のほうから出てくると思いますけれども、台風がない場合は、

深場に入れた場合は６割、７割が残っていたというものが、台風によってかなりなくなった。ただ、

これは実際に移植をした藻場も被害を受けたけれども、天然のほうでもかなり被害を受けていたと

いうことで、移植と天然の藻場が、移植のほうが多少その被害は多かったわけでありますけれども、

次元が違うくらいに違うものではなかったというふうに、私は考えております。 

 さらに、この実験を通じまして、どういう水深、どういう水質、どういう底質、それからどうい

う外力が来るところに移植をすると比較的残るかということも、かなり詳細に分かっております。 

 ただ、今回分かったことは、やはり手植えのほうがかなり後の生き残り率がいい。手植えのほう

は３年、４年経過しているわけですけれども、そこでもってきちんと活着しているということも、

われわれは確認しております。 

 今後の問題としては、この移植に関して言えば、やはり台風の影響を受けた後の群落がどのよう

にこれから再生していくのかということをきちんとモニタリングして、データとして残すべきであ

ろうというふうに考えますし、技術的なことで言えば、バックホウというのは、やはり多少問題が

ある。その問題を取り除くという形で、幾つかのアイデアが出されております。それも検証しよう
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ということになっております。 

 クビレミドロに関して言えば、非常に生活史を解明するというところが難しゅうございまして、

実は研究室でも、それから実際に屋外でもいろいろ方法をやっておりますけれども、発芽をする初

期発生の段階までは行き着くんですけれども、その後がなかなか行き着かないということで、今苦

慮しているところというふうに理解しておりますけれども、これも関係者が誠意、実験を重ねてい

るというのも理解しております。詳しいことのほうは事務局のほうにお願いいたします。以上です。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。それでは、事務局のほうからよろしくお願い

いたします。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それでは、引き続きまして資料－４（2）の資料をご説明させていただきま

す。 

 最初に１ページ目に海草藻場移植の可能性と題しまして、これまでの実験概要についてまとめて

あります。 

 今、お話ありましたように芝植え法、これは手植えですが平成 10 年７月時から始まりまして、

モニタリングについては現在に至っていると。 

 それから、機械化移植工法につきましては、昨年の 13 年３月に施工性を確認するという目的で

行われました。 

 それから、昨年 10 月時に保護対策試験と称しまして、移植海草の活性を配慮する方法を検討し

ております。 

 それから、同年 11 月から広域試験移植ということでバックホウを用いました機械化移植の広域

試験を行っているという状況です。 

 ２ページ目には海草の実験地の環境条件を整理してございます。 

 ３ページからは、芝植え法、手植え法によります海草移植の適用性について検討を行っておりま

す。移植する海草株の採取から移植の状況ということで、３ページ以降整理してございまして、５

ページにつきましては、手植えにおきます状況ということで６ページになりますがSt.１から３に

おけます移植前と移植後、これは14年８月時の状況でございますが、写真を載せてございます。 

 それから、それぞれのステーションにおけます生育面積の変化というものを図化したものが７、

８、９ページにございます。 

 その手植えによります移植株の成長について、グラフ化したものが10ページでございます。 

 11ページにつきましては、生育面積の変化ということで12ページにありますような生育面積の
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変化と成長率という形での整理。それから、生育条件の検討ということで、これまで一般的に理解

されています水深なり、水質なり、それから底質という条件下の中でさらにワーキング等でご指摘

いただきました根が生育していくという条件で、底質の柔らかさというものを確認しているという

状況です。 

 それで、結果についてはこの表に載せてございますが、結論から申しますと、先ほど野呂委員の

ほうからご説明ありましたように、手植えについては条件が整えばかなり活着が期待できるという

ことで、特に St.２とか、St.３の生育面積の変化をみていきますと、既存藻場と混生するような

状況になっております。 

 St.３につきましては、この間の台風の影響を受けている状況がありますが、それまでの変化と

いうものについては、活着しているという判断をしております。 

 先ほど示しました 14 ページのほうにあります図ですが、これは今回新たに提示させていただき

ました資料でございまして、その底質の性状、いわゆる砂質性で粒径が0.5から 1ミリぐらいとい

う形でこれまで選定してきておりますが、その移植海域のところを選定するうえで、根が生育しや

すい条件というものをこの図で明らかにしております。これは手植えを行いましたところの藻が生

えているところ、これは藻場内です。それから、藻が生えてないところは藻場外という表示になっ

ておりますが、こういうところで鉄筋棒を用いまして、どのぐらい潜る、どのぐらい貫入されるか

という頻度をグラフ化したものが下のほうに書いてございます。いわゆる砂地で柔らかいか、柔ら

かくないかという判断をしたというものです。 

 これでいきますと、傾向的にはある程度、藻が生えている部分については貫入の 10cm 以上の部

分の頻度というものが多くなってくる。逆に藻が生えてない部分については、10cm どまりになっ

ている部分があるというような判断をしています。 

 実は、もともとそういう状況であったかというのが現段階では分かりませんので、ある程度、藻

が生えてから砂がたまってきたという条件も考えられますし、もともとそういう環境であったとい

うことも考えられます。このへんを踏まえまして、今後、移植適地を選定するうえでこの指標を取

り入れていこうというふうに考えております。機械化移植のほうの話で、あとのほうで出てきます

が、これらを参考にその指標を考えたということです。 

 その他、手植えについて他事例を見ていったものが 15 ページ以降、糸満の地区と石垣の地区、

そこで行った状況を見ております。他の地区につきましても、現存している部分につきましては、

かなり繁茂して、藻場として形成されているという状況があります。 
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 ということで 19 ページに適用性の評価ということでまとめてありますが、先ほど申しましたよ

うに、条件が整えばこの手植えによる、いわゆる芝植え法による移植工法というものはかなり期待

できるだろうというふうに考えております。 

 続きまして、20ページ目から機械化移植についてのものでございます。 

 まず最初に、これまで行ってまいりました広域試験移植の移植ブロック群におけます生育の状況

という形でまとめてあります。 

 21ページにありますように、今年の台風５号前までの条件でいきますと、６月25日～28日以前

での評価ということになるんですが、現状況におきましては台風の影響を受けまして、ブロック群

といたしましては、Ｃ、Ｄという評価になっているという状況でございます。 

 それらの広域試験を踏まえまして、ではどういう条件下でこのような評価になったかとうことで

22 ページに示したものが水深との関係でございます。これはこれまで浅く植えた部分の評価が悪

い、活着度が悪いというような状況がありましたので、２月以降の移植におきましてはそれらを考

慮した形で、比較的水深がある部分に植えているという状況です。 

 このような水深的な条件が見いだされ、かつ 23 ページからはモニタリングによる調査を行って

きたものを提示しております。最初に、24 ページからは今年の台風を受ける前までの生育面積の

推移ということで、25ページから30ページまでのものが、台風を受ける前の条件でそれぞれ成長

率等の変化も含めてまとめております。 

 それから 31 ページからが台風の影響を受けましたあとの経過を同様に、生育面積についての変

化を経時的に表現してあります。 

 この中で移植藻場、それから既存藻場という条件でそれぞれ評価を行っております。既存藻場、

移植藻場、ともに台風の影響を受けたというようなことがこの図から分かるかと思います。 

 そうした中で整理したものが35ページの表になっております。 

 上のほうの表１．３－５におきましては、台風５号時、並びに７号時通過後の藻場の減耗率とい

うものの評価を整理したものです。 

 今、赤枠でくくっている部分でございますが、現在、水深が比較的深いところという位置づけで

ｊ・ｋ・ｌという部分を囲っているわけですが、台風通過時の減耗率に対して見てみますと、この

深いところに関しましては既存藻場と同様な値になっているというような傾向がございまして、水

深的な条件というものはある程度、適切ではないかというような考えをしております。 

 下段のほうの表は、実は８月時の面積との評価をしております。これは台風通過後から１カ月内
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の評価ですので、ここでは面積表示だけにとどめております。１カ月しか経っておりませんで、そ

の変化というものは増えているところもありますし、減っている部分もあるということで、このへ

んにつきましては引き続きモニタリングを続けて評価をするということになります。 

 36 ページのほうで機械化移植工法の適用性についてまとめてありますが、ワーキンググループ

の議論の中で機械化移植工法につきましては、今後、ラグフェイズという観点も含めてモニタリン

グをして評価をしようというふうに考えております。 

 ただ、今回の台風もそうですが、昨年度の台風の影響を考えまして、当初、減耗対策ということ

を考えておりました。今年度７月時に来襲しましたので、私どもが考えていたものよりちょっと早

かったんですが、この減耗という、台風による影響、それから移植した直後の減耗というものにつ

いて、特に底質の基盤の安定性というものがかなり重要であろうというふうに考えております。そ

ういうことで、その減耗を対策する、できるだけ活着性のいい方向性でこの移植を行っていこうと

いうことで、このあとになりますが、今年度、減耗対策というものについての試験を行いたいとい

うふうに考えております。 

 それから、37 ページからは移植適地の検討ということで検討したものです。37 ページにありま

す表２．１－１は、これは一般的に言われます海草の生育条件について関連性をまとめたものです。

水質、水深、底質、外力、それから自然藻場といろんな形でこれらの関連する項目、右側にありま

すが、そういうふうに配慮した形で移植適地を明らかにしていくという形です。それを泡瀬地区に

ついて見ていったものが 38 ページ以降でございます。水質に対しましては、現在、濁り SS とか

CODとの水質の変化をみておりますが、現状については海域の工事も行われておりませんので、問

題ないと判断しております。 

 それから、39 ページにあります水深につきましては、先ほどの広域試験移植、さらには現況、

既存の藻場の生育水深帯の分布状況、これは上のほうの図ですが、やはり水深的には C.D.L－0.5

ｍから－４ｍぐらいの範囲で植えていくのがよいだろうというような判断をしております。 

 それから、41 ページには底質の条件でございますが、基本的には砂質系の成分であるところで

考えておるわけなんですが、さらに先ほどの手植えの部分で出てきました底質の柔らかさ、いわゆ

る根の張りやすい条件ということで、貫入試験の指標を取り入れまして、適地条件というものに活

かしていきたいというふうに考えております。 

 そういう意味で貫入試験を行いまして、その貫入度が10cm以上あるような、いわゆる10cmに満

たないような底質の固さの部分はできるだけ避けているといくような考えをもっております。 



 39 

 それから、42 ページから外力とありますが、外力と称していますけど、基本的には海草の活着

基盤である底質の安定性を判断する条件にしております。 

 42 ページの図２．１－６にありますのは、現状の藻場の分布域がどのような底面せん断力の中

で分布しているかというようなものを出したものです。これを見ますと、せん断力といたしまして

は、20dyn/c㎡あたりを中心に藻場は生育していると。広域的に見れば40dyn/c㎡ぐらいまでの値

で分布しているのではないかという判断をしております。 

 43 ページ以降そういう高波浪時の状況下で、底面せん断力の分布を踏まえた形で、移植を見て

いったものを図化したものでございます。 

 45 ページのほうにあります図が、これは今年受けました台風５号時の底面せん断力の結果を提

示しております。 

 46 ページのほうは、自然藻場の分布。これは移植する海域を選定する上で、海草が疎生してい

るところ、さらには濃生域に近いところということで、いわゆる自然の藻場も近くにあるような環

境条件の部分をできるだけ選ぶことがよいのではないかという判断をしているということです。 

 それから、移植適地選定に対してのまとめたものが 47 ページの表 2.3-1 でございます。この適

地条件というものをもとに、今後の移植候補地というものを選んでおります。その図が 48 ページ

でございます。現段階におきましては、西防波堤の背後域を想定しております。この部分について

の試験、先ほどの条件を照らし合わせて、最終的に必要な面積分をこの中で確保していきたいと。 

 ただ、実はまだ貫入試験等を行っておりませんので、その試験によってはこのエリアの中でも根

の生育が制御される、いわゆるかたいような部分があるかもしれませんので、その可能性を踏まえ

まして、今、赤印の破線で丸が囲ってありますが、移植地としての可能性があるところということ

での表示をさせていただいております。 

 このへんにつきましては、今後の移植候補地の条件を照らし合わせ、かつその必要性に応じて、

この部分の調査をしていくという考えでございます。 

 それから、49 ページからが機械化移植工法の実施に向けてという形でまとめたものです。一つ

は、モニタリングの調査の方法ということです。50 ページにモニタリングの考え方を整理してご

ざいます。 

 基本的には、定量的な評価をこのモニタリングポスト内で今後続けていきたいという考えです。

ただ、これまでモニタリングポストは、51 ページの下のほうの表にありますように、ａからｌの

12 ポイントでしか設定しておりません。この部分は水深が浅い海域、さらには深い海域という形
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でつくっておったんですが、今後、移植に関しては水深がある程度あるところを選んでいくという

ことで、さらに５地点を新たに増設いたしまして、このモニタリングポスト内で評価を行っていき

たいということです。 

 それから、既存藻場との比較という形でこれまで台風の影響なり、移植の適用性なりを行ってき

ておりますが、実は移植海草と同様の環境条件下での海草というものは、今までモニタリングポス

トという形では設定してきておりません。したがいまして、今回、新たに対照点という形で３地点

を既存藻場という形でのモニタリングポストを増設しまして、この３地点の評価と含めて移植海草

のブロックについての評価を行っていきたいというふうに考えております。 

これらのポイントを示したのが52ページのほうの図でございます。 

 それから、調査のスケジュールですが、基本的には初回移植時からラグ・フェイズの考え並びに

その再生産の期間というものを考慮いたしまして、当面１年半程度を考えております。来年の５月

時付近で、その移植効果について評価したいというふうに考えています。 

 それから、調査の頻度ですが、今３ヵ月に１回程度考えております。ただ、これにつきましては、

必要に応じてこれより細かくやるという考えを持っております。 

 それから、調査内容ですが、コードラート内で生育面積並びに被度という形で評価をしていくと

いう形に考えております。 

 続きまして 54 ページからは、移植海草の減耗対策試験についての検討です。先ほど申しました

ように、初期減耗並びに台風による減耗ということが、海草移植についてはかなり重要だという認

識をしておりますので、これらについて三つの方法で、この減耗対策の効果について検討したいと

思っています。 

 まず１番目に、55 ページのほうに図がありますけど、これまで移植に際しましては、比較的隙

間をあけずに置こうというような形で進めてきたわけですが、どうしても施工的な面を重要視した

ことがありまして、必ずしもうまくその隙間を詰めた形で置けていないということ。さらには濁り

との問題で、オペレーターとの問題も確かにあったということです。 

 それを今後改善するために、ガイドロープというものをあらかじめ移植する場所に引いておきま

して、そのガイドロープに沿った形で個々に移植していく。できるだけ隙間を詰めて行っていくと

いう考えが１点です。 

 それから、２番目に 58 ページのほうに図がありますけど、今の①のガイドロープに沿った形で

隙間なく植えた形に、周りを土嚢で囲む。それで、隙間の部分に目詰めを行うという形で、海草の
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活着基盤である土砂の安定化を図るという位置づけで、この方法を考えております。 

 それから、３番目におきましては、61 ページのほうにありますけど、あらかじめ海草ブロック

を置くところにつきまして、床堀するような、いわゆるある程度平たく掘削し、底の部分に海草ブ

ロックを隙間なく植えていき、かつその掘削した土を使って、隙間部分を埋めていくということで

す。言ってみれば、手植えの方法をこの大規模に機械化工法で行うというような考えに基づいたも

のです。 

 以上、この３種類の減耗対策というものを、今後実施していきたいというふうに考えています。 

 62 ページのほうに、主要な検討課題ということでまとめてありますが、今の減耗対策の試験に

応じて、この検討課題についての評価を行っていくという考えです。移植時期はやはり台風期の後

に移植することが望ましいというふうに考えています。できるだけ海草の根の活着に要する時間を

確保するという観点から、台風期を過ぎた後に移植を行いまして、その減耗対策に応じて、来年度

の台風の影響を見るというような考えになっております。 

 それから、63 ページからクビレミドロの保全の関係です。クビレミドロにつきましては、今後

これまで 13 年度に行ってまいりました内容と同じようなものを提示させていただいています。64

ページにありますのが、全体計画のフローになっております。 

 これまでクビレミドロの生活史を把握していくということでの現況調査、さらには工事着手時に

おける濁りの環境監視調査の方法等、それから現地移植の実験、これは屋慶名地区などにおきまし

て糸状体、藻体のものを移植した場合、さらには砂床と一緒に卵を移植した場合という２種類の方

法を行っておりますが、この現地移植実験。 

 それから、室内実験のほうで培養試験も含めた形での調査というふうなことを考えております。

それぞれ成果につきましては、このフローの中の二重の枠組みで囲ってありますが、その後のほう

65ページ以降等にこれまでの状況の整理をしております。 

 生育分布の変化については65ページにあります。 

 分布図としては 66、67 ページと。それから、生育地の環境の状況ということで 69 ページ以降、

濁り等の調査を行った結果。 

 それから、74ページからはクビレミドロの移植実験ということでの成果。 

 それから78ページからは、培養実験という形での成果をとりまとめております。 

 基本的には、クビレミドロにつきましては、昨年度の調査状況から見ますと、１年次の糸状体並

びに卵からの発芽というものは確認できたと。ただし、２年次以降については確認できていないと
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いうことで、それぞれ改善すべき点がありますので、それらを含めた形で今年度実施していくとい

う状況です。 

 それから、室内実験のほうにつきましては、特に培養実験におきましては、先ほど野呂主査のほ

うからお話ありましたように、初期の段階での生育と言いますか、培養発芽状況というのは確認さ

れたんですけど、やっぱりその後、珪藻類の付着によりまして、それが長く続かないというような

問題があります。このへん、いろいろ化学的な方法で取り除けるだろうという判断をしております

ので、今年度も引き続きこのような調査を続けたいということです。 

 特に、培養実験につきましては、鹿児島大のご協力を得まして、84 ページ、85 ページにあるよ

うな成果を得ております。一応、生殖器官、この写真では雄の部分がありますけど、卵の生殖器官

についても確認できているというご報告をいただいておりますので、この形成後のサイクル的な問

題というものを、今後この培養実験のほうで確認していくというふうな考えにしております。 

 あと巻末のほうには、付属資料が提示してございます。これはこれまでの状況についての写真等

がありますので、ご参考までにということです。資料－４（２）については、以上でございます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうもご苦労様でした。 

 ただいまの議事の５番目の、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で、海

藻草類移植保全ワーキンググループの詳細な報告がございました。どうぞご議論をお願いいたした

いと思います。 

 金本委員、お願いします。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  先ほど野呂先生に質問しようと思ったんですが、先生のほうからさっき言ってくれ

ましたので確認とれましたけど、移植藻場がやられていても、自然藻場も同じようにやられている

ので、問題ないと。問題ないとは言えませんが、同じようにとらえてもいいんじゃないかというこ

とでしたが。 

 ということは、今までやってきた移植地の大半は、移植地として不適当、適当ではないんじゃな

いかなと思うんですが、そのへんは事務局のほうどういうふうにお考えでしょうか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  今回、対象種としていますのが、いわゆる大型海草、リュウキュウアマモ、

ベニアマモなり、ボウバアマモ、リュウキュウスガモという形で検討しているわけなんですが、こ

れらの生息域の条件から考えますと、確かに水深条件という形では浅い部分でも生えて、既存藻場

としては生えているという状況があるかと思います。 

 そうした中で、今回台風等の影響、特に台風の影響が強かったと思うんですが、そのものがやら
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れてしまったという状況につきましては、これはいわゆる外力との関係で、その活着して底質の基

盤が流れてしまったというふうに理解しています。 

 したがいまして、今後の海草の移植に関しましては、できるだけ活着する底質の基盤の安定化を

図った上で行うことが望ましいのではないかということを踏まえまして、水深条件については、先

ほどありましたような比較的深い水深帯を選んでいこうという考えにしています。 

 ですから、浅い海域については当然その適正というものがあるかと思います。特に、その根が生

えている部分について安定が図られれば、浅い部分でもいけるとは思うんですが、今の海草の移植

に関しましては、より活着する基盤の安定を図るために、このような水深条件を設定させていただ

きたいという考えでございます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  それとモニタリングポストですが、採集した地点についてもやってくださいという

ことを前にお願いしていたと思うんですが、そのへんについてはいかがでしょうか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  一応、採集する地点についての状況については、今後もみていきたいという

ふうに考えております。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  採集した地点の回復状況というものをモニタリングしてほしいという金本先

生のご要望、以前から聞いていたんですけれども、今まで採集してきたところは埋立予定地に入っ

ておりまして、短期間で埋め立てされてしまうという前提のところから海草を採っておりましたの

で、今まで採ったところはまだやっておりません。基本的には数年間モニタリングをすることが必

要というふうに考えておりまして、埋立予定地から若干外れますとか、あと埋立予定地の中に入っ

ていても少し時間がとれる、埋め立てされるまで時間があるところでモニタリングポストを設定し

てまいりたいというふうに考えております。 

○傍聴席○傍聴席○傍聴席○傍聴席        傍聴席から聞いていますと、どなたの発言か全然分かりませんので、冒頭にだれが発

言しているということを、お名前紹介いただけませんか。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  委員のほうは申し上げます。金本委員、お願いします。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  ちょっと別の仕事で泡瀬のほう、採集地のほうもちょっと見てきたんですが、かな

りいい状態で残っていると思います。それで私が採集地にこだわっていたのは、採集地がすごくい

い状態の藻場なんじゃないかなと。そこもやられているようだったら、今回の台風でほかのところ

もやられてもしょうがないかなと思っていたんですが、見た限りですが、それほど科学的にきちっ

と調査したわけではありませんから、それは今後またやっていただくとして、野澤さんのほうから
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さっき採集地は近々埋め立てられるから、別のところを掘って、そこから採集して、そのあとモニ

タリングしたいと言われたんですが、そのときにお願いがあるんですが、来年、今、バックホウは

継続中で一応来年の５月、１年３カ月経った時点で成功しているかどうか、そういう結果が出ると

思うんです。そのときまでにこれからでもいいですから、バックホウで採った海草の一部を今まで

採集していた埋め立てる予定の地点、そこに戻してみて、今までとやり方と同じで土嚢とか何もな

くて、そのままで入れておいて、それがちゃんと活着していくのかどうかという、そういうモニタ

リングですね。そういうことによって、今やっている移植地、それが非常にこれからやっていける

場所なのか、それとも今度の台風でやられたからそれほどよくない場所なのか、そういうことを多

角的にやってほしいです。イロハという新しく追加する地点も今回の地点にすごく近いわけでして、

そこでモニタリングすることだけでいいのかということですね。そのへんもう１回ちょっと検討し

ていただければと思います。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  そのへんにつきましては、検討してまいります。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい、仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  53 ページにある調査スケジュールというところなんですけれども、とりあえず 15

年の５月の時点で移植効果を評価するとあるわけですよね。ということは来年度の５月ということ

は、台風を経験させない前に評価してしまおうということなんですか。今回は台風を評価してそれ

に問題があったので、方法を変えましょうということで、それは分かりました。しかし、来年度

15年度は台風がこない前に評価してしまうんですか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  このモニタリングにつきましては、これまで行ってまいりましたところの、

いわゆる広域試験移植で比較的水深のあるところも含めた形で移植したものでございます。したが

いまして、これは方法論的にはこれまで行いましたバックホウで、そのまま採集したものをおいて

あるということで、先ほどの減耗対策のところとは異なりますので、あくまでこれはこれまでの方

法で移植したものについて、モニタリングポストを増やしてさらに今後みていく。ですから、現段

階でいいますと、台風の影響もすでに受けて残っている部分、もうなくなっている部分もあります

けど、そういうところを含めた形で評価をするということです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  これまで 14 年度まで施工してあった、移植してあったものについてのモニタリン

グですね。分かりました。 

 それでは、今後はこの工法を変えてこれからやるわけですけれども、そのことの評価が出るのは

台風を通過して、平成16年度の５月頃まで待たないといけないということですね。 
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○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それは減耗対策のことをおっしゃっているんだと思うんですが、今後、減耗

対策として行うものについては、当然、台風の通過を待った形でその効果は評価するということに

なります。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  分かりました。もう一つ質問させていただきたいんですけれども。 

 ちょっと私が分からなかったのは、前回の委員会の確か最終的なワーキンググループの判断は、

とりあえず工法としては順調にいっていると。結論を申し上げると、大体オーケーとして判断して

いいんじゃなかろうかという判断をされていたわけですよね。ですけれども、台風がくるとそれが

大きく被災したということですよね。それはどういうことですか？。すなわち私が言っているのは、

結局、ある程度、前提をたてて実験をやりました。結果はきちっと評価しないといけないけれども、

それをスキップさせて焦点をずらしてしまっているということなんですね。ですから、いったん私

が思うには、事業者側が当初計画した前提とやった結果を評価すると失敗だったと。いったんは言

ったうえで、それからじゃまた前提条件を大きく変えましょうというふうなものの言い方をいって

いかないといけないんじゃないかということなんですけれども。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  これまでの試験につきましては、資料にもありますけど、機械化移植につい

てみますと、機械化移植の工法自体の適用性というものについては、概ねうまくいくんではないか

という判断がこれまでされたと。そうした中で結果をモニタリングしていったときに、台風の影響

というものがかなり大きいということが明らかになってきた。そういうことで方法論、移植する方

法ともう一つ台風によってなくなったというものについては、移植適地の条件という問題があった

のではないかというふうに考えているわけです。ですから今後、移植適地を選定するうえで底質基

盤の安定化を図って、かつその他水深なり、底質の条件なりというものを踏まえてやっていけば、

機械化移植による移植というものは今の状況よりもいい方向へ向くだろうという判断をしている

わけです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私たちが普通、物事を判断するときにはある前提でやって、その結果、大幅にその

前提条件が失敗であったなら、その実験は失敗であると、私たちはそういうふうな判断をしてきた

んですけど。 

 今、方法を大幅に変えていくということが、提案されているんですけれども、もし今後やってい

ってまた同様な結果が出てくると、さらに生き残ったところだけをみていこうという方法をいって

くるのかどうかですね。総括して、前提としてやったものは、とりあえず大幅に失敗であった。た

だし、ある光は見える。その点を今後試みていきたいというようなものの言い方をいっていかない
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と、ちょっとどうだろうかということですね。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  あくまで適地条件下にかかっているんではないかという判断をしているわけ

です。先ほど言いましたように、活着する底質土砂が安定化すれば、このような評価にはなってこ

なかったんじゃないかという考え。あくまで機械化移植工法ということについては、施工的な問題、

それから移植の適地の条件という問題ということで整理してきておりますので…。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ですから、工法を議論したときに見せられたデータは、すべてのデータを見せて議

論してきたわけですね、これまで。ところがきょうの時点でいきなりそこはみませんというふうに

なったものですから、これまでデータを見せながらこれだけ活着しているんだどうのと、議論して

きたものは何なのかというふうになってしまいますので、やっぱり…。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  見せてきたというのは、いわゆる広域的な移植ブロック群の評価について、

このあと出ないのかという話でしょうか。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  要するにすべての地点を対象に移植について議論してきたわけですよね、データを

見せながらですね。ですからそれで何パーセントぐらい生き残っているという議論を前回までして

きたわけです。ですから、このままいくと順調ですねという話を前回の委員会では確かやったと思

うんですね。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  あくまでこれは試験でございますので、そういう試験の中でどういう条件を

採択していくとうまくいくのか、うまくいかないのかというものを明らかにしてきたつもりです。

ですから、そういうことでうまくいかない条件というのは、当然分かってきたわけですし、逆にそ

れを直していくことによって移植が成功するという方向性について、分かっていくだろうという判

断をしているわけです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  とりあえずこの議論は以上で控えたいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい、どうぞ。吉野委員。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  移植先の適正をみる一つの指標として、貫入試験をやられるということですけれど

も、その貫入試験である程度、貫入試験というのは有効だという基になるデータが 14 ページの表

に示されているものでしょうか。１．２－１。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  はい、現段階ではそうです。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  じゃちょっとお聞きしますけれども、どういう検討をやられましたか？これ。私の

判断では、例えばSt.１の藻場内とSt.２の藻場外とこれは統計的に優位の差があるか。同じくSt.

３の藻場内とそれからSt.２の藻場外、どうもこれは、例えば、われわれ簡単にやります有機検定
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なんか、こんなもん５％のあれでは出てこないような気がするんですよね。少なくとも言えること

は、同じ近いSt.１の中同士の藻場内と藻場外でしたら、藻場内のほうが貫入の深さは深いですよ

ということしか言えないんじゃないでしょうか。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  その点につきましては、海草ワーキンググループの中でご指摘いただいて、

もともと植える部分についての底質のかたさ、柔らかさというものを見ておいたほうがいいですよ

というご指摘をいただきました。それを踏まえて、今回、芝植え、手植えの部分について行ったも

のが、このような評価になっています。 

 今後、移植する部分については、同じような評価を行って、その状況を見て今後も実際にもとも

とあった底質のかたさ、柔らかさというものを踏まえてモニタリングを行い、その評価をしていき

たいという考えです。 

 ですから、現時点では必ずしもこれでいい条件が選べるという判断をしているわけではなく、こ

のようなことが有効だというご指摘を受けておりますので、それを踏まえて今後の移植海域の条件

を明らかにするために、このような指標を取り入れてさらに進めていこうという考えでございます。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  言っておられることは分かるんだけど、先ほどは貫入深度が 10 ㎝を超えるか超え

ないかという、何かその絶対レベルの話をされていたんですけれども、そういうことは言えないわ

けですよね。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  きちっとしたこの 10 ㎝がどうのこうのという判断のデータではないかもし

れません。ただし、今ある現存のデータに基づいて判断した場合、およそ 10 ㎝より深いような柔

らかさのある部分に植えていけばいいのではないかという判断をしているという状況です。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  確かに柔らかいほうがよさそうだということは分かるんですけれども、柔らかくな

い、例えばＳｔ.１なんかは10㎝より入らないところでも十分藻場ができているわけですよね。Ｓ

ｔ.１の藻場内というのは。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  もともとがどうであったかというのは、今の時点では分かりませんので、こ

れは藻が今あるところ、ないところだけの判断で行ったデータですので、そのへんについては先ほ

ど言いましたように、海草が生えた後に砂がたまって柔らかくなるということも考えられますので、

そのへんを認識し、どのようになるかということを明らかにするために、今後の調査に活かしたい

ということでございます。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  そういうふうに言ってもらえれば分かるんですけれども、これが一つの有効な手法

だから、これで測るというふうに聞こえたのでね。どうもそれのもとのデータとしては、やっぱり
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弱いのではないかなというふうに思ったわけです。 

○金本委員○金本委員○金本委員○金本委員  今のは、私が指摘したことで、「ひょうたんから駒」ではないんですが、バックホ

ウで採取する際について、柔らかいところからとればいいんじゃないかなと言ってたんですが、結

果的にはこういうふうに出てしまいまして、バックホウで採取する場合にも、やはり貫入試験をや

ってからとられたほうが効率はいいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。仲座委員。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ちょっと私はたまたま今ハワイにいまして、ハワイの海洋学者といろいろな話を、

私の英語がきちっと通じているかどうかという不安もありますけれども、議論するたびに、クレー

ジーだという話しか（聞こえてきません）。私がうまく説明できなったというところもありますけ

れども、私が精一杯のあれで説明すると、そういう意見しか出てこなかったので、非常に移植に対

して危惧するわけですね。 

 私が心配しているのは、バックホウ、バックホウということが議論されているけれども、「木を

見て森を見ず」ということのように、今やっていることが一体何なのかということを、私たち科学

者のような人たちは議論せんといかんだろうし、そういう意味で、今の藻場を移植するということ

が、移植後どういうふうになっていくのか想定できますでしょうか。そこらへんはぜひワーキング

グループの野呂委員長、どういうふうに、藻場の移植というのは、今後成功していくでしょうかね。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  野呂委員、どうぞ。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  それを判断する資料が、非常に今のところ少ないです。例えば、沖縄のすぐ近くの

海でそういう結果が分かっていれば、それを適用するのが一番いいと思いますけれども、例えばこ

れを同じアラスカの藻場でやったのをすぐ適用するというわけには、ちょっと飛躍があると思いま

す。 

 そういう角度を考えると、亜熱帯性の藻場で、大体構成種も似たようなもので、そういうので検

討するのがいいと思いますけれども、残念ながら今それをきちんと判断するだけのデータを持ち合

わせていませんというのが、生物学的な答えだと思います。 

 ただ何ヵ所か、例えばここの報告書でも出ていますけれども、石垣だったでしょうか、それから

あと糸満だったでしょうか。比較的数年やっているというところのデータがあります。それから、

泡瀬でも比較的手植えの場合は３年、４年やっていると。そこから今推測するしかないんですけれ

ども、それもかなり大胆なところがあります。 

 ですから、ワーキングの中で今出ているのは、もう少しモニタリングをしようじゃないかと。も
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う少し説得力のあるデータを出そうじゃないかという話になっております。そこらへんを突かれる

と非常に弱いところが、実はあります。 

 それから、「木を見て森を見ず」の議論の答えにはなっていないんですけれども、そこのところ

は正直言って、私さっきも話をしましたブレイクの前の話にもなりまして、非常に重い問題で、今

ワーキングの中でもちょっと悩んでいるところで、今この段階で私ワーキングの意見として集約で

きておりません。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

○沖縄県（久米参事）○沖縄県（久米参事）○沖縄県（久米参事）○沖縄県（久米参事）  沖縄県庁の代理の久米と申します。 

 藻場の移植につきましては、お手元の資料－４（２）の 12 ページでございますけれども、芝植

え法による実験において、Ｓｔ.１についてはいろいろ地盤条件等もあってかなり厳しい結果とな

っています。しかし、そのＳｔ.２、Ｓｔ.３については、４年、５年を経過して、十分それなりの

活着をしているということが、この図1.2-5 から受け取れるというふうに考えております。 

 沖縄県では、泡瀬の事業につきまして、環境影響評価を行っておりますが、その際の免許権者と

しての県の判断といたしましては、事業者においていろいろ実施してきた移植実験の経過、これは

芝植え工法のことでございましたが、概ね生育状況は順調、良好であるということを確認しまして、

藻場の移植は可能であると判断のもとは、本工事の埋立を免許・承認したという経緯がございます。 

 そのときからさらに約１年、２年程度を経まして、今日この図1.2-5 を見ますと、埋立の免許及

び承認に際しての考慮していた芝植え工法にある移植実験については、十分良好な生育状況である

と確認できたと考えております。 

 しかし、実際、工事を進めるにあたりましては、大規模な藻場移植となりますので、より効率的

な方法として、機械化施工をしていかないといけなくなりました。この環境監視・検討委員会には

どのような形の機械化移植工法とすれば、十分手植え、いわゆる芝植え工法と同じような効果が得

られるのかというところを、主にご議論していただいて、さらなる藻場の移植の有効性を高めてい

くことを期待しているところでございます。 

 ○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうぞ、沖縄市の高良助役。 

○オブザーバー（沖縄市○オブザーバー（沖縄市○オブザーバー（沖縄市○オブザーバー（沖縄市    高良助役）高良助役）高良助役）高良助役）  オブザーバーの沖縄市から。 

 本日の環境監視検討委員会の委員の先生方が、専門的な視点から慎重なご審議を長時間いただき

まして、感謝を申し上げたいと思います。 

 沖縄市として、事業者のほうに強くお願いを申し上げておきたいんでございますけれども、沖縄
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市は市域面積の 36％が軍事基地にとられておりまして、過密化した既成市街地に開発する余地も

ございません。そういう意味では、今一番ホットな大学院大学の誘致にも、ほかの市町村と一緒に

正々堂々と手を挙げる、そういう余裕もない。こんな状況が沖縄市の現状でございます。 

 沖縄市は、ご承知のとおり旧コザ市と美里村が、昭和 49 年に合併をいたしまして発足をいたし

ました。その背景にあったのは、現在も今建設が進められております中城湾港の港湾の建設、これ

を建設して東部海浜に将来の都市づくりの目標を定めないと、今の嘉手納基地の状況では都市の発

展が考えられないということで、歴代の市長が保守・革新を問わず、この東部海浜開発事業につい

ては一生懸命取り組んできた経緯があるわけです。 

 そういうことで、ぜひこの事業を推進していただいて、中部圏並びに県の経済活性化、そして雇

用の拡大、そういう側面からも進めていただきたいなというふうに思っております。 

 沖縄市民の多くは、この事業の本格着工を一日千秋の思いで、首を長くして待っております。ど

うかひとつ本日の検討委員会の検討結果を踏まえて、環境保全にも最大限の配慮をしつつ、一日も

早くこの事業の着手をしていただきますよう、沖縄市の行政の立場から強くお願いを申し上げます。

よろしくお願いします。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  この件は、この検討委員会とは議論の場が違いますので、それは事業者のほう

への要望ということで承っておきたいと思います。 

 いかがでしょうか。議事５について特にまだご意見残っておりましたら、仲座さん、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  今度は提案なんですけれども、議論ではなくて提案として受け止めていただきたい

んですけれども、私たち委員のみで話し合ったときに、非常に頭を悩ませるわけですね。いろいろ

な判断を私たちは迫られています。確かに眠れないぐらいに考えていくということが非常に多いわ

けですね。これはもう各委員が共通した点だと思います。 

 私は、ちょっと過去のいろいろなアセスの問題を振り返ったときに、例えば新石垣空港というの

があります。当初は、だれもが海を埋めてつくるというのに賛成したわけです。ところが、時間が

たってみると、今振り返ってみると、あの当時の海につくるという意見を言ってくる人はだれ一人

としていません。 

 ですから、この環境アセスで免許がおりたから、これを何が何でも通そうという意見を事業者側

が、この委員会の場で言うことはぜひ控えていただきたいと。これはいろいろな議論をした上で、

そして最終的な意見が集約されると思いますので、裁判だって１審、２審、最高審まであるわけで

す。 
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 ですから、一旦決まったから、もう元に戻って議論するのは駄目だというのは、私はナンセンス

で、むしろいろいろな気づかなかった点が、むしろ今この時点で振り返ってあるならばそれを大い

に取り入れて、そしてそのことに対しても、事業者は説明責任を果たしていくということが求めら

れると思うんですね。 

 ですから、ぜひ拒むのではなくて、大いに結構なことだと歓迎していただかないと、私たちはな

かなか議論の余地にならない。例えば、裁判で言うならば、今一方的に事業者側の意見だけが述べ

られているわけですね。もう一つの弁護側の意見がないわけです。それを私たちが注意深く見守る

しかないわけですね。 

 ですから、議論として 10 年後に戻ることもあるかもしれませんので、そこらへんも受け止めて

いただきたいと思います。 

 それで、もう一つの提案というのは、今ワーキンググループが三つ、陸域、それから海域とか藻

場ありますね。もう一つ、もしそれがクレージーな意見でなければ、ぜひ議論していただきたいん

ですけれども。代替案の作成、つまり、本当に今のものがベストなのか、このまま突き進んでいく

のか、あるいはもっと別の代替案があるんではないかという、代替案を練るワーキンググループと

いうのをおくのもやぶさかではないかなという気がいたします。どうでしょうか。 

○沖縄県（久米参事）○沖縄県（久米参事）○沖縄県（久米参事）○沖縄県（久米参事）  沖縄県ですけれども、この泡瀬の事業については長年の経緯があって、

それで諸手続を踏んで、環境アセスメント、それから公有水面埋立という手続きを経てやってきて

おります。それから県、市におきましては、この藻場の移植について広範囲の移植実験をやってい

る期間を利用して泡瀬地区の土地利用、更には関連します新港地区の港湾整備の緊急性、そういっ

た計画そのものの確認作業をやってきております。その成果を本年の３月に発表したわけでござい

ます。県としましてはこの土地利用の妥当性、更には港湾整備の緊急性については、もちろんいろ

んな地元の努力、いろんな条件整備は必要ですけれども、目標として目指すべき方向として間違い

はなかったことを確認しております。更には、慎重を期すという観点から、全体工区に直ちに着手

するのではなく、第１工区から着手をするということを示しております。 

 ご審議頂いている環境面につきましても、特に、４－（１）のところでご議論いただきました干

潟等での環境保全についても、実際には第１工区からスタートすることとなりますので、モニタリ

ングをしていく期間というものは十分あるわけです。事業者、国・県、市は、三者で十分慎重にこ

の環境監視検討委員会のご意見をお伺いしながら、踏まえながら検討していくというスタンスで、

柔軟に対応させていただくというふうにご理解いただきたいと思います。 
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○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  時間がだいぶ超過してまいりました。 

 そもそもその諮問内容というのが、資料３のほうにございますように、この環境監視検討委員会

というのは、埋立事業というのが認可されて、その事前にどういう監視をするか、あるいは工事の

間でどういう対策をするかと、検討していくかというふうなことを主題にした委員会であるわけで、

埋め立ての是非を問う委員会ではもともとないわけであります。したがって、そこからのスタート

であるということはお互いに認識して始めなければならない。もし、スタート地点はまた別のとこ

ろで仕切り直すということであれば、それはまた別個のところで検討するところがあろうと思いま

すので、ここではあくまでも客観的に科学的に、そういうモニタリングという形で検討していきた

いと思っております。 

 そのような形で進めていくのがこの委員会の趣旨だと思いますので、よろしくご理解いただきた

いと思います。 

 それから、もう時間がございませんで、今の議題の⑤のほうに焦点をとりまとめさせていただき

たいと思います。 

 海藻草類の移植とクビレミドロの保全についてということで、これは特に海藻草類移植保全ワー

キンググループのほうの報告を基に議論していただいているわけであります。 

 ２点ありまして、海藻移植について、報告の中から考えてみますと、要するに移植の方法が二つ

ある、芝植え、手植えのほうと機械化移植のほうであると。これまでのモニタリングを通じて分か

ってきたことは、移植の方法として手植え、芝植え移植のほうは適用性があるというふうな判断に

立っているという報告であったと思います。 

 それから、機械化移植については台風等いろいろあって、これはこれまで植えたものについては

モニタリングを来年の５月まで継続すると、そのうえでその方法が適用性があるかどうかというこ

とを判断するというふうなことだと思います。 

 それから移植予定地とか、予定地についてですけれども、先ほど説明がございましたけれども、

西防波堤背後を当面の工事というふうに考えたいというふうなお話等ございました。そういう意味

では、移植適地の条件というのが水深条件を含めて、水深条件を特に大きな条件として明確な形で

提案されたということではないかというふうに思います。 

 それから、今後のモニタリングについてはポストの増設ということがあります。それの位置につ

いてご意見を踏まえて考えたいということであります。 

 その他、いろいろございましたけれども、こういうふうな形で進めていきたいということでござ
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います。 

 それから減耗対策という形で三つの方法ということでやっていきたいと、土嚢とか、掘削してや

るとか、あるいは隙間を詰めてやるといったような、そういう三つの方法で考えていきたいという

ことで、こういう実験を行うことをご了承いただきたいということであります。 

 以上が、海草移植についての今までの報告の要点ではないかというふうに思っております。 

 それから、クビレミドロにつきましては、昨年度の実験結果について報告がございました。その

報告としてこれを了承していきたいということと、今年度も実験計画を続けていく、今年度実験に

ついてご了承いただきたいということでございます。 

 それが大体、⑤番目の議事の要点ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。特にご意

見ございますでしょうか。 

 そういう理解でよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 では、ありがとうございました。以上で、議事の①から⑤まですべて終了いたしております。予

定の時間、だいぶオーバーしてしまいまして、大変申しわけございません。以上が議事でございま

す。それでは、事務局のほうに。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  資料－５につきましては、今、お手元にありますけど、時間の都合上、説明

については割愛させていただきますけど、内容について見ていただきましてお気づきの点がござい

ましたら、後日、事務局のほうへ言っていただければというふうに思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○事務○事務○事務○事務局（山本）局（山本）局（山本）局（山本）  どうも長時間にわたりまして、貴重なご意見、たくさんいただきましてあり

がとうございます。 

 表記についてのご指摘から、基本的な工法論でございますとか、スタンスの問題につきまして、

非常に幅広いご意見をいただいております。これを踏まえまして、各ワーキンググループにおきま

して検討を進めますとともに、必要な試験を引き続き進めたいと思っておりますので、今後ともご

指導のほどよろしくお願いいたします。きょうは本当にありがとうございました。 

 それでは、引き続き記者会見のほうを隣の部屋のほうで行いたいと思っております。５時過ぎぐ

らいから始めたいと思っております。委員長及び主査のほうよろしくお願いいたします。 

（午後４時54分 閉会） 


