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平成平成平成平成 14141414 年度年度年度年度    第２回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会第２回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会第２回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会第２回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会    

        日時日時日時日時        平成平成平成平成 14141414 年年年年 12121212 月月月月 11111111 日日日日((((水水水水))))    

        場所場所場所場所        沖縄県青年会館沖縄県青年会館沖縄県青年会館沖縄県青年会館    2222 階階階階    

（午前９時 15分 開会） 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  平成 14年度第２回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会を開催させていただ

きます。 

 本日は、年末の大変お忙しい中、委員並びに関係の皆様におかれましては、本委員会にご参集いただ

きまして本当にありがとうございます。 

 本日は、11 時 45 分まで、約２時間半を考えてございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げ

ます。 

 本日は、お手元の議事次第にございますように、環境省から求められております海草移植計画案につ

いて、ご審議を賜りたいと存じます。 

 本日の出席の状況でございますけれども、仲座委員、吉野委員、金本委員の３名の方は欠席でござい

ます。 

 それから、長嶺委員、島袋委員、永山委員、宮城委員、遅れていらっしゃるようでございます。 

 それから、金本委員につきましては、本委員会の委員を辞任したいという申し出を受けてございまし

て、現段階で正式な辞任の届けが出ておりませんので、今回、欠席扱いにさせていただいております。 

 それから、お手元の資料の中にありますが、吉野先生より意見書が提出してございます。各委員に事

前に今回の資料をお送りしまして、意見があれば出していただくように事務局のほうからお願いしてご

ざいまして、その結果、ご提出いただいております。 

 主として委員会のあり方でございますとか、手植え移植についてのご意見でございまして、のちほど

個別にご審議いただきたいというふうに思ってございます。 

 仲座委員、金本委員からの正式なご意見はございませんでした。 

 それでは、資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 議事次第がございまして、着席表。委員名簿、それから工事の概要。それから吉野委員の意見書。吉

野委員の意見書に対する事業者の見解。それから資料－１委員会資料、海草移植計画案。それから資料

－２海草移植（芝植え工法）施工及び管理マニュアル。資料－３海草移植（減耗対策工法試験）施工及

び管理マニュアル（案）。それから、参考資料が一部ついてございます。 

 資料、過不足ございませんでしょうか。 
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 それから、先ほどの補足いたしますが、仲座委員から事務局のほうへいくつか意見をいただいてござ

いますが、正式なコメントとしていただいていないということで、今回もペーパーとしては用意してご

ざいません。 

 それでは、次第に従いまして進めたいと思いますが、具体的な議事に入る前に、２点ほどご確認をさ

せていただいて、あるいはご報告の事項がございますので、それを進めたいと思います。 

 まず、委員会と事業者の役割の再確認ということでございまして、すでにご存じのとおり事業者でご

ざいます沖縄総合事務局のほうは、10月７日に海上工事着手を表明されまして、その後、本委員会の一

部の委員から「事業者と委員会との信頼関係が損なわれた」などの発言がございました。今回、吉野委

員からも同趣旨の意見書が出てございますけれども、本委員会の運営を行っております私どもといたし

ましても、大変遺憾な状況になっているというふうに認識してございます。このような状況になった原

因の一つとしては、そもそも本委員会の役割についての認識の違いというようなものがあるというふう

に考えてございます。したがいまして、具体の議事に入る前に、再度、本委員会の役割についてご確認

をさせていただきたいというふうに存じているわけでございます。 

 資料の、一番最後にありました参考資料のほうを見ていただければと存じます。 

 これは一番最初に開催いたしました平成12年度の第１回の本委員会、13年２月28日に開催してござ

いますが、そこで提出された資料の抜粋等も含んでございます。 

 まず、１ページ目に設置の目的等が書いてございます。設置の目的のところを読まさせていただきま

す。 

 「中城湾港泡瀬地区の埋立事業については、埋立計画区域及びその周辺に干潟や藻場等の環境保全上

重要な役割を果たす要素が各所に分布していることから、事業実施に際しては、環境に対する十分な配

慮が必要である。 

 また、環境影響評価準備書に対する県知事意見において、事業実施に伴う環境への配慮については専

門家等の指導・助言を得て対応するよう指摘されているほか、地元沖縄市長も環境保全に関する検討委

員会の設置と同委員会への市民参加を要望している。 

 このため、専門家や地元市民などにより構成される環境監視検討委員会を設置し、事業実施に伴う環

境監視や環境保全対策、新たな環境創造手法等の検討を行うこととする」。というのが、委員会設置の

目的でございます。 

 これに基づきまして、委員会設置要綱を設置し、委員会の運営をするということになってございます。 

 次のページに、この委員会の設置要綱が書いてございます。このペーパーで（案）がついてございま



 3

すが、これは一番最初でございましたので案がついているわけで、現時点ではついてございません。 

 ここの第２条で目的がございます。読まさせていただきます。 

 「委員会は、中城湾港泡瀬地区の公有水面埋立事業において望ましい環境保全及び創造を行うため、

環境監視、環境保全対策並びに環境創造手法等のあり方を幅広い視点から審議し、事業実施者に対する

指導・助言を行うことを目的とする」ということでございまして、この要綱が13年２月28日から施行

されておるということでございます。 

 この２条から分かりますように、本委員会はこの埋立事業を前提といたしまして、環境保全、環境創

造を行うための方法や手法についてご審議をいただき、できるだけ環境に配慮した形でこの事業が進め

られるように事業実施者に主として技術的アドバイスを行うという役割を担っているということでご

ざいます。 

 以上が、本委員会の役割でございまして、再確認していただければというふうに思ってございます。 

 これに関連しまして、吉野先生の意見書に委員会の役割にかかわる部分がございますので、ご参照い

ただきたいと思います。 

 吉野先生の意見書を見ていただきますと、かいつまんでご説明させていただきますが、第２段落のと

ころから委員会運営のあり方についての先生のご意見が出てございます。 

 まず、開催の日程設定について、年末での時間調整は非常に困難であり問題があったというご指摘が

ございます。むしろ緊急に委員会開催の必要性があったのは、10月の泡瀬埋立事業着工の直後であって、

その点では…。 

 何でしょうか。 

○傍聴者○傍聴者○傍聴者○傍聴者  事務局の方、お名前を最初におっしゃっていただけませんか。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  私は、ＷＡＶＥの環境研究部長の山本でございます。よろしゅうございますか。 

 その時点では、何ら対応しなかったことが問題であるというご指摘でございます。 

 それから、金本委員の辞意表明についてご指摘がございます。 

 特に今回の検討委員会では、海草専門の金本委員１名のみならず、沖縄在住の専門家の委員２名を欠

いておるということで、実質的に検討委員会としてのいびつな状況での開催ではないかというご指摘を

いただいてございます。 

 それから、次の段落でございますけれども、今回の委員会の目的が「環境省対策」であるというご指

摘と、続いて２枚目にいきまして、今回の事業着手については、沖縄総合事務局が独断で行ったことで

あり、沖縄総合事務局自体を公的に説明責任を果たす必要がある。 
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 検討委員会に後始末をさせるような行為は責任転嫁であり、無責任極まりないというような非常に厳

しいご指摘をされておられます。 

 その次の段落は、海草移植計画のご意見でございますので、のちほどまたご議論いただければと思い

ます。 

 最後の段落のところで、引き続き委員会と事業の関係についてのご指摘がございまして、最後のペー

ジのところでは、必要な委員全員が揃うときに参加する機会が与えられてこそ本委員会も正常に機能す

る。 

 それから、内外の多くの意見を参考にし、禍根を残さぬように審議を尽くすことを今一番求められて

いるというようなご指摘をいただいてございます。 

 こういうようなご指摘をいただいておりますので、これを含めましてご意見等ございましたらよろし

くお願いしたいと思います。 

 事業者のほうペーパーを用意していただいておりますので、最初にお願いしたいと思います。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  ただいまの吉野委員の意見書に対しまして、事業者でございます沖縄総合事務局

のほうで見解を用意しておりますので、沖縄総合事務局開発建設部の坂井でございますが、ご紹介させ

ていただきます。 

 まず、委員会開催に至る経緯でございますけれども、事業者でございます沖縄総合事務局では 10 月

18日の環境省から内閣府に対して口頭で伝えられた意見を踏まえまして、海草移植計画を作成すること

といたしました。 

 移植計画は、環境監視検討委員会における技術面の指導・助言を踏まえまして、事業者の責任におい

て作成すべきものでございます。 

 委員長及び各ＷＧの主査と移植計画の作成までの進め方についてご相談しまして、海草移植に関しま

しては、過去の委員会等での検討の蓄積はあるものの、移植計画について助言を求めるならば改めて委

員会を開催することが適当とのご示唆を受けましたので、今回、委員会を開催するに至りました。 

 委員会開催の日程につきましては、委員会の主催者にて日程調整を行いまして、すべての委員のご都

合のよい日はなかったものの、委員長、主査はじめ極力多くの委員がご出席いただける12月 11日、本

日を開催日に決定いたしました。 

 また、委員各位には事前に移植計画案をお送りし、ご欠席の場合にもご意見を賜りたい旨ご依頼して

おり、本日の委員会では欠席された委員のご意見も踏まえつつ、ご出席いただいた各委員により、専門

的な観点からのご助言がいただけるものと考えてございます。 
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 金本委員が辞意を表明されたことにつきましては、これは大きな損失であることは事実であり、慰留

したところでございますけれども、意志が固い模様でございまして残念でございます。辞意表明を受け

て委員会としてどう対応していくかについては、委員長や主査と相談しました。今回の委員会でご審議

いただく移植計画案につきましては、金本委員にもご出席いただいた過去のワーキングや委員会の審議

経過を踏まえたものでございます。 

 今後につきましては、委員の追加、委員会構成の見直しを行う方向で検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 次に、前回委員会の結果についてでございますが、前回委員会では、審議過程におきまして各委員の

様々な意見があり検討が進められましたが、最終的に藻場移植については委員長より、 

一つ目、手植え移植は４年間の実験成果から条件が整った場所においては良好な成育が確認されて適

用性が高いこと。 

 二つ目、機械化移植の工法につきましては、さらなるモニタリング及び減耗対策が必要であること。 

 三つ目、機械化移植の実験に基づき水深や底質等の移植地選定の条件が確認され、西防波堤の背後を

移植地とすることが適当との旨のとりまとめがなされました。 

様々な意見がある中でも、最大公約数としてとりまとめられたものと理解してございます。 

 なお、移植につきましては、前回委員会でご審議いただいた内容をさらにブレークダウンし、移植計

画として本日の委員会にお示ししております。前回、委員会でご検討いただけなかった移植計画の詳細

についても、本日の委員会においてご助言いただけるものと考えてございます。 

 次に、事業の進め方についてでございます。 

 これまでの環境監視検討委員会でも、委員長それからわれわれ事務局から繰り返しご説明してまいり

ましたように、本委員会には環境面の指導・助言をお願いしているものでございます。事業の進め方自

体については、基本的に事業者にて決めるべきものでございます。 

 本年３月に内閣府より、第１区域の事業について進めるという方針が打ち出され、可能なものから作

業を進めているところでございます。 

 その後、９月に開催された第１回環境監視・検討委員会の意見を踏まえつつ、共同事業者でございま

す沖縄県、それから地元の沖縄市と協議いたしまして、必要な移植については、当面手植えで行うこと

を前提に、10月８日より海上部分の工事に着手したところでございます。 

 吉野委員のご指摘のように、関係者に対する説明は重要なことでございます。今回、海上部分の工事

に着手するにあたりましても、沖縄県、沖縄市と協議をしたことに加え、環境省等の関係省庁に対して
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も事前に概ねの進め方をご説明するとともに、環境監視・検討委員会の各委員に対しても極力事前にご

説明するように努めたところでございます。しかしながら、われわれの件からのも正式発表の前の調整

段階におきまして新聞報道が先行したこともございまして、一部の委員に対しては結果的に事後的な説

明になってしまいましたことについては、事業者として反省し今後改善していくべき点でございます。 

 今後、吉野委員のご指摘も踏まえ、審議の参考としていただくべく委員会にて事業の予定、それから

民間団体からの意見をご報告するなど、改善を図ってまいりたいと考えてございます。以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  各委員から委員会のあり方についてご意見等ございましたら、よろしくお願い申

し上げます。 

 よろしいでしょうか。 

○傍聴者○傍聴者○傍聴者○傍聴者  今まで委員会を開かなかったのはなぜですか。なんで今頃開いているわけ？何の意見もな

いんですか。委員の方は。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  フロアは静かにしていただきたいと思います。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  委員長、よろしゅうございますでしょうか。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい。 

 ただいま開会に引き続きまして、委員会と事業者の役割再確認ということでご説明ございましたけれ

ども、吉野委員の意見につきましてもご披露し、それに対する事業者の見解ということでご報告いただ

いたことでございます。 

 ただいまの説明についてご質問等ございましたらお願いしたんですけれども、いかがでございましょ

うか。 

 委員会のあり方について、私自身理解している点は、先ほど来、出ておりますように、委員会という

のは専門家として意見を述べる機関だというのが第１点であります。したがって事業の進行適否、可否

を判断するとか、代替案の提案とかを検討するものではない。これは先ほど説明があったとおりでござ

います。 

 したがって、委員会の意見はアドバイスということでありまして、それをどう判断して事業に反映さ

せていくかは、事業者の責任においてやるべきことであるというふうに理解しております。 

 もちろん事業者は委員会の意見を尊重して判断するべきで、おそらく信頼関係というのはそういうこ

とだろうと思います。 

 ９月 30 日、先の委員会で今回の事業者にあたっては、事業の着手を委員会における最後のとりまと
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めということで、手植えは適用性が高いという意見に従って判断したというふうに考えております。し

たがって、事業者と委員会との信頼関係云々の問題ではなくて、委員会の意見に対して事業者サイドで

そういうふうな見解に立って事業を判断したというふうに、私自身は理解しているわけでございます。 

 また、当然ですけれども、委員会の委員はそれぞれ個別にそれぞれの知見に照らしてご意見をもって

おられます。それが共通する意見もあれば、委員によって意見の幅があるということは当然でありまし

て、そういう点では意見はときには複数存在しますし、しかしできるだけ委員会としては最大公約数的

な意見の集約ができればというふうに考えてはおります。それに努めたいとは思いますけれども、委員

はそれぞれ立場、それぞれの観点からの意見が複数あるという前提にたって委員会は運営されていると

いうふうに考えております。そんなふうに私自身考えておりますけれども、委員会と事業者の役割、再

考について、特に委員の皆さんからご意見等ございましたらよろしくお願いいたしたいというふうに思

います。 

 どうぞ、古川委員。 

○古川委員○古川委員○古川委員○古川委員  国総研の古川です。委員会開催についての前提条件というのがご説明されたわけで、そ

れについてはそれを承知してここに座っておるというふうに理解しておりますが、事業着工についての

いきさつのご説明がございました。それに関しては、事業着工につきましては、沖縄総合事務局の専任

事項であるということですけれども、その事業着工がすなわち、例えば環境監視のやり方、また、事業

の中で問題になってくる環境対策の検討といったものが決定されたということではないというふうに

理解しています。 

 ですから、環境対策というのは、事業が進み始めたから、ある形で決まったということではなくて、

まだこの環境監視・検討委員会の中でどういう対策がよろしいのか、また、環境に対しての監視をどう

いう形で進めていくのがよろしいのかということに関しては、事業と並行して考えていける機会を与え

られているというふうに認識をしておりますので、これからどのように事業をやりながら何ができるの

かという議論を、次の中身の移植計画の議論の中でさせていただきたいというふうに考えてございます。

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  はい、分かりました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、ただいまの「委員会と事業者の役割」ということは終わりまして、次に工事の概要につい

て事業者のほうからご説明いただきたいと思います。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  沖縄総合事務局那覇港湾空港工事事務所所長の浦辺でございます。 
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 議題の工事の概要につきまして、ご説明させていただきたいと思います。申しわけありませんが、着

席のままでご説明をさせていただきます。 

 資料でございますけれども、右肩に平成 14 年 12 月 11 日と、特に資料番号がついてございませんけ

れども、中城湾港泡瀬地区埋立事業工事の概要という表題がついている３枚ほどの紙がございますが、

こちらに従いましてご説明をさせていただきたいと思います。こちらにつきましては、今回、特にご審

議いただくという観点というよりは、とりあえずご報告という位置付けで説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず１番目としまして、これまでの経緯ということでございますが、こちらにつきましては一部過去

の検討委員会でもご説明をしている内容が含まれておりますので、最近の部分についてのみご説明をさ

せていただきたいと思います。平成14年９月30日に前回の本委員会が開催されて以降、新たな動きが

ございましたので、これについて再度ご説明させていただきたいということでございます。 

 一つ、資料に間違いがございまして、訂正をさせていただきたいと思います。 

 １．これまでの経緯という中で、平成 11 年からこれまでのこの事業の経緯が書かれています。下か

ら３段、「平成13年３月工事着手」と書いてある以下ですが、「平成13年」となっていますが、いずれ

も「平成 14 年」の間違いでございます。申しわけございません。お詫びしまして訂正させていただき

たいと思います。したがって平成 14 年３月に、先ほどの本委員会の役割分担というところでもご説明

がありましたが、平成 14 年３月に工事着手を具体的にしておりまして、やれるところから工事を着手

しているという状況でございます。本委員会は９月 30 日にございましたが、こちらでは先ほどご説明

があったとおりですけれども、芝植え工法が４年間の実験成果から条件が整った場所においては、良好

な成育が確認され適用性が高いこと。 

 それから２点目としまして、機械化移植の工法については、さらなるモニタリング、減耗対策が必要。 

 それから３点目としまして、機械化移植の実験に基づき水深や底質の移植地選定の条件が確認され、

現在の西防波堤の背後を当面の移植地とすることが適当というとりまとめがなされたということを事

業者として認識いたしました。 

 この結果、沖縄県，沖縄市の関係者と協議を進めまして、平成14年 10月８日に海上部分の工事に着

手したということでございます。 

 それからさらに、この海上部分の工事着手を受けまして、平成 14 年 10 月 18 日に環境大臣が本事業

についてコメントを発表しております。こちらのコメントの内容でございますが、かいつまんでご説明

いたしますと、私どもでしておりますこの事業に関する環境影響評価書に書いてあります環境保全措置
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につきまして、事業を進めるにつきましてこれを徹底してくださいということ。 

 それからもう１点が、本日、審議事項にございます藻場の移植計画を策定しこれを公表するようにし

て事業を進めるべきであるという、こういうコメントをいただいております。 

 大きな流れとしては、こういった流れで本日の委員会に至っているということでございます。 

 事業の工事の概要について次に説明をさせていただきたいと思います。 

 ２．事業の概要というところがございます。こちらをご覧になっていただきたいと思います。 

 こちらの数字はⅠ期分のみ、それから沖縄総合事務局の施工分のみを示してございます。埋立面積が

96ha、それから工事として整備します護岸の工事を考えております。こちらが延長が 4,586ｍ。このう

ち自然石、捨石式の護岸が3,983ｍ、それから道側との仕切りの部分になりますが、矢板式の護岸が603

ｍ計画されております。 

 それから、一部船が着けるような構造にする物揚場という部分がございます。こちらの延長が535ｍ。

こちらにつきましては、上に構造物が載るということでして、現地の地盤の悪いところがございますの

で、地盤改良工事といたしまして、１万3,410 ㎡の地盤改良工事を実施する計画となっております。 

 それから一方で、こちらⅠ期分の埋立地から陸上からもこちらにアクセスできるようにして、仮設の

橋梁工事を計画しておりまして、こちらが延長で804ｍということになっております。 

 それから、埋立地に入れる土ですけれども、こちらにつきましては作業用航路で 55 万  、それから

新港地区で３１０万 をこちらの埋立地に入れるという計画になっております。 

 ２ページ目をご覧になっていただきたいと思います。 

 事業スケジュールとしましては、現在の時点では、３．今後の事業スケジュールというふうに書いて

いる形で全体の事業のスケジュールを考えてございます。 

 ただいまご説明しました護岸工事につきましては、平成14年度から19年度ということになりまして、

⑤の浚渫工事のところをご覧になっていただきたいと思います。実際に中城湾港の新港地区の土砂を入

れ終わるのが、平成21年というふうになっております。 

 なお、このスケジュールでございますけれども、各工事が年度ごとにずっと連続して工事をやるよう

なイメージになっておりますけれども、４月から７月までにつきましては、トカゲハゼの対策というこ

とで、海上工事をしないということになっており、実際には４月から７月は各年度工事をしないで、切

れ切れに実際は工事をするというイメージでございます。 

 本年度の工事でございますけれども、現在、行っているものを含めましてご説明させていただきたい

と思います。 
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 ４．本年度の工事でございますが、全体の概要といたしましては、工事の区域からの濁りを拡散する

のを防止するために汚濁防止膜の展張工事を行っております。こちらが工事区域を大きく囲むようにな

っております。約３kmの汚濁防止膜の展張をしております。これは現在すでに完了しております。 

 それから一方、この汚濁防止膜の中で護岸工事の一部を実施する予定でございまして、現在は、今年

度は約１キロの工事を行うということで考えております。 

 それから、３ページ目に工事の位置図が書いてありますので、こちらと併せてご覧になっていただく

と、このへんの状況が分かりやすいかと思いますが、仮設桟橋というのがございます。仮設桟橋という

のはどういうものかと申しますと、３ページの工事の位置図でご覧になっていただきますと、仮設桟橋

というふうに引き出しがあるところがございますが、これは埋立地の護岸を主に石を撒きだしてどんど

ん護岸を形成していくという工程になりますが、現位置が非常に水深が浅いということで、船が直接入

れないということでございまして、右側のほうに作業用航路－3.5ｍというのがありますが、こちらか

ら船でこちらの仮設桟橋に資材等を運んで順次、沖のほうから護岸を築造していくということでござい

まして、そのために必要な仮設桟橋と、それからその左側の仮設道路というものをつくる予定でござい

ます。その後、各護岸をつくっていくという予定でございます。 

 それから、２ページ目に戻っていただきますと、今ご説明した仮設桟橋、仮設道路の下に仮設橋梁と

いうのがございまして、延長 234ｍでございますが、これは今の３ページ目の工事位置図で見ますと、

左側のほうに陸上部とつながっているところに仮設道路（橋梁）というのがございますが、こちらのこ

とでございまして、沖側から護岸をつくるとともに、陸側からも護岸をつくって工期を短縮することを

考えておりまして、そのために必要な仮設の橋梁、これは工事完了後は撤去する予定でございますが、

こちらを 234ｍ、今年は赤い印の付いているところですが、こちらを実施させていただくという予定で

ございます。 

 スケジュールについてでございますが、２ページの下のほうに②のスケジュールというところにある

とおりでございます。こういったスケジュールで進めさせていただければということを考えております。 

 簡単でございますけど、工事の概要の説明をさせていただきました。どうもありがとうございました。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  以上、工事の概要についてのご説明でございましたけど、何かご質問等ございま

すでしょうか。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  １ページの、「２．事業の概要（Ⅰ期、沖縄総合事務局施工分のみ）」と書いてあります

が、沖縄総合事務局施工分以外の事業というのはあるんでしょうか。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  ございます。３ページ目の工事位置図でご覧なっていただきたいと思いますが、
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赤及びピンクで塗っているところが沖縄総合事務局の施工範囲でございまして、実際にⅠ期分といいま

すと白になっているところがいくつか見受けられると思いますが、例えば、仮設桟橋とその仮設道路の

周辺に少し埋立地が残っていますが、こういったところは沖縄県施工分ということになっておりまして、

それを併せてⅠ期分としています。今回ご説明したのは、そのうち当面とりかかる沖縄総合事務局の分

のみのご説明ということになっております。以上です。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  併せて２ページ目の「４．本年度の工事」というところに概要が書いてありますが、こ

こは沖縄総合事務局施工分のみとなって、本年度の全部の工事がここに書かれているということでしょ

うか。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  そういうことです。本年度、工事が予定されているのは沖縄総合事務局施工分の

みということでございます。こちらはちょっと説明が足りませんでしたが、全部沖縄総合事務局施工分

のみ書いてあり、これですべてだということでございます。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  そのほか、ご質問。 

○岡田委員○岡田委員○岡田委員○岡田委員  確認しておきたいんですが、２ページ目の今後のスケジュール、これは２．と同じよう

にⅠ期分ですね。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  そうです。Ⅰ期分でございます。 

○岡田委員○岡田委員○岡田委員○岡田委員  それと、環境創造とか環境保全措置で一部、例えば工事を伴う場合、そのへんは大体い

つ頃までに確定して、いつ頃からスタートできるかというのは、このスケジュールでいうとどのへんに

なりますでしょうか。もちろんラフで結構ですが。全部終わってからというわけでもないでしょうし、

少し同時並行的なところはあると思いますが、デッドラインとしてどのぐらいになりますでしょうか。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  藻場の移植みたいなものですと、工事そのものにかかわりますので、例えば①の

護岸工事であれば、その都度、工区ごとに直前にある程度のものを決めておかなければならないという

ことになると思いますが、一方で環境創造のいろいろな施設についてでございますけれども、こちらに

つきましては、特にデッドラインということではなく、全体が竣工する時期よりあとでも間に合うもの

もあるかもしれませんし、その前にやらなければいけない場合もある、このあたりの施設は県のほうで

施工されるものも多いので、十分まだ詰めてないところなんですけれども。 

○岡田委員○岡田委員○岡田委員○岡田委員  少なくともまだ数年の余裕は、もちろんあるというふうに考えてよろしいんですね。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  というふうに認識しております。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  その他、ありますでしょうか。 

 どうぞ、野呂先生。 
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○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  委員の野呂ですけれども、同じ資料の２ページ目の②のスケジュールのことですが例え

ば平成 14 年度に汚濁防止膜を 10 月から 11 月にかけて展張して、すぐに撤去してそのあと護岸工事と

か、桟橋工事とかが始まるんでしょうか。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  すみません、これについては、訂正します。間違っています。展張・撤去となっ

ていながら、展張しか入っておりませんで、うっかりしました。平成 15 年３月の１カ月間に防止膜の

撤去がありますので、護岸工事が平成 15 年２月までで止まっていますのは、３月の１カ月間撤去にか

かるために、ここで護岸工事を終えるということになります。線が抜けております。すみません、こち

らも資料が不備で申しわけございません。お詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。３月い

っぱい、これがもう１回撤去があるということでございます。15年の３月です。スケジュール表の右側

のほうになります。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  はい、分かりました。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  そのほか、ご質問等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 すみません、仲座先生からのご意見が先ほど提出されたようでございますので、今、コピーしており

まして、コピーしたあとご配布いたしまして、ご審議いただきたいというふうに思っております。 

 時間の関係もございますので、審議のほうは引き続き進めさせていただきたいと存じます。 

 それでは、議事に入らさせていただきたいと存じます。眞榮城委員長、よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは、議事に入っていきたいと思います。 

 今回の委員会開催の経緯ですけれども、９月 30 日の委員会においてはいろいろな意見がございまし

た。最大公約数と、先ほどご説明がありましたように、手植え移植については適用性が高いというまと

めであったと思います。この委員会の意見を事業者がいろいろな観点から判断して、先ほどもありまし

たように海上部分の工事に着手をしたわけでございます。 

 その後、環境影響評価等において必要とされた環境保全措置、藻場の移植が確実に実施されるべきと

の観点から移植の計画を策定し、公表されるべきとの意見が環境省から表明されたということでござい

ます。 

 この移植計画はそもそも事業の計画であり、事業者が作成するものというふうになっております。今

般、事業者が作成した移植計画（案）について、専門家の指導・助言を得たいとの依頼が事業者側であ

り、今日この委員会を開くということでございます。 

 環境監視委員会は、先ほど申し上げましたように、事業の可否や藻場移植の可否を議論する場ではな

いんですけれども、純粋に技術的なあるいは科学的な観点からアドバイスするための機関でありまして、
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したがって本日はこの事業者がとりまとめた移植計画に対して、技術的な意見を述べていただくという、

そういう趣旨でございます。そういうことで本日、開催をしたということでございます。 

 それでは、議事のほうで①で海草移植計画案についてということでございます。事務局のほうからご

説明お願いいたします。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  沖縄総合事務局の野澤でございます。 

 海草移植計画案につきまして、ご説明させていただきます。 

 海草移植計画をつくる経緯につきましては、眞榮城委員長のほうから適切な説明がございました。し

たがいまして、私のほうは内容について説明させていただきたいと思います。 

 資料１というのが海草移植計画案、これが海草移植計画の本文であります。本文に付属しまして、手

順書をまとめました海草移植（芝植え工法）施工及び管理マニュアル案これが資料２、同じく手順書に

なります、海草移植（減耗対策工法試験）施工及び管理マニュアル案これが資料３ということになって

おります。 

 本文は、海草移植計画、資料１でございまして、これを中心に説明したいと存じます。 

 ページをめくっていただきますと、まず目次が書いてあります。海草移植の目的から始まりまして、

最後は総合的な対策により海草藻場機能の保全というところまで書いてあります。 

 海草移植計画そのものは、４番の海草藻場の移植計画になりますが、海草移植を行う目的であるとか、

今の現況であるとか、今までどういった実験をやってきたんだというところを１から３のほうにまとめ

てございます。 

 それと、この移植計画は、海草藻場自体が変化するというようなことを大前提としてつくっておりま

す。それと、沖縄における海草移植につきましても、技術的にそんなに蓄積がないというところから、

この計画自体もモニタリングをして、その結果を踏まえて当然見直されるものという認識でございます。

そのへんを５番、６番のところにまとめてございます。 

 ページをめくっていただきますと、１ページ目に海草移植の目的というところを書かせていただいて

おります。長々と文章を書いてございますが、一言で言いますと、環境を保全しながら事業を進めると

いうことを事業者は目指しておりまして、その環境要素の一つのパーツとして、アマモ場というのがあ

ると。そして、埋め立てによってアマモ場の消失というのが避けられないという計画になってございま

す。事業者としましては、残される藻場が健全にその機能が発揮されるというのが一番重要だというこ

とでございます。 

 それに加えまして、埋立地にある藻場を代償措置として移植して藻場造成を図ると。それをもちまし
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て、この海域全体の藻場機能の減少を低減していくんだということが、海草移植の大きな目的というこ

とでございます。 

 そのため、事業者としましても海草藻場が健全な形で保たれるように、藻場の環境監視というのを十

二分に取り組むとともに、平成 13 年度からはこの海域全体の藻場の調査というのを継続的に始めてい

るところでございます。 

 いずれにしましても、海草生態系の保全というのが大きな目的でございます。そのために海草移植が

一つの手段としてあると捉えておりまして、目指すところは藻場の生態系の保全ということであります。

海草移植計画ということにはなっておりますが、藻場機能の保全のためには環境変化を積極的に捉えま

して、藻場の創造であるとか、移植以外の種々の対応策を講ずるという事業者の考えを入れてございま

す。 

 次の下のほうに書いてあります１－２の藻場生態系保全措置における海草移植の位置づけを説明し

ます。しからば保全措置の中の海草移植の位置づけはどうなっているんだというのを特出して整理いた

しましたのが、１－２でございます。 

 これは、先ほども言っていますとおり海草藻場は一部が埋め立てによって消失してしまいます、この

消失する藻場の機能を移植された藻場が代償するというなことで、なるべく藻場機能の減少を低減しよ

うということが海草移植の位置づけであるということを書いてございます。 

 いずれにしましても、当然海草移植そのものが藻場生態系保全のすべてということでは、ないという

ことから、藻場機能保全の一手段というような形で認識してございます。 

 それとこの委員会で海草移植を専門家の先生のアドバイスを聞きながら行うということを後段に書

いております。海草移植は、海草があるところから取って、ないところに移植しているということでご

ざいます。当然、リスクの伴う行為ということを認識してございます。それと海草移植ということにつ

いても事例が少ない、糸満や石垣の事例も紹介してございますが、事例も少ないということから適切に

モニタリングを行っていく。海草移植も何年かかかるわけですから、指導・助言をいただきながら実施

することということが必要であると整理してございます。 

 ページをめくっていただきたいと思います。２ページ目に海草藻場の現況ということで書かせていた

だいております。 

 この写真につきましては、委員会で何度かご紹介させていただいておるところでございます。この写

真が示しますところは海草藻場というのは、自然の様々な作用を受けながら絶えず消長というものを繰

り返しているんだと、こういうものであるということを示させていただいております。 



 15 

 ページをめくっていただきたいと思います。 

 ３ページ、２－２海草藻場の現況です。しからば一番最新のデータで藻場の現況がどうなっているの

かというのを３ページに示させていただいております。 

 これは事業者のほうで 11 月に海草藻場の実態調査ということで、この海域における広域的な調査を

やらせていただいたと結果を載せてございます。 

 

 ページをめくっていただきたいと思います。４ページです。前の３ページにはアマモ場であるとか、

ガラモ場であるとかといった区分けで現況が載せてございます。それに対して構成種について記載して

いますのが４ページでございます。全域について構成種を探るというのはなかなか難しいことでござい

まして、定点において構成種の調査を行っております。この定点における調査は、今回行いました１０

点の海草藻場実態調査の他に、平成 14 年８月の調査、これは環境監視調査の一環として５点、観測点

を設けており、その場所の調査でございます。この調査から分かりますのは、この地域の海草藻場はい

ろんな種類が混成して生えているところかなというコメントを書かせていただいております。 

 ページをめくっていただきまして、５ページでございます。 

 ５ページからがこれまで行ってきた海草移植実験の経過と得られた知見ということで、いわば、これ

がわれわれがこれから藻場移植を行っていく考え方のベースということになろうかなと思います。この

図も以前より委員会でお出ししている手植え実験の株数の変化のグラフであります。これは泡瀬地区に

おいて行いました移植株数の変化ということで、これまで委員会等でも報告させていただいております。

グラフを見れば分かりますとおり、状況のいい地点におきましては、株数というのは増減を繰り返しな

がらも、ある水準を保っているということでございます。 

 この表、グラフについて若干、補足の説明をさせていただきますと、委員会におきましては平成 14

年８月時点までのデータしか整理されてなかったんですが、台風のあとの平成 14 年９月のデータを付

け加えてございます。 

 ページをめくっていただきたいと存じます。 

 ６ページに株数とともに成育面積の変化というのを棒グラフにして添付しております。これは委員会

等で紹介させてもらった図でございます。こちらは８月までしか入ってございません。 

 これら３地点における成育状況というのは、水深であるとか、波のあたる状況であるとかそんなに変

わらない条件下にあるんですが、ばらつきがあるということがございます。これにつきましては、成育

状況の違いというのは地下茎や根が伸張する深度、20cmぐらいになろうかなと思いますが、その中に根
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の伸張を妨げる礫とか転石、これがあるのかないのかということが反映されているものというものと考

察してございます。これにつきましても、委員会でご紹介させていただいた考え方でございます。 

 ページめくっていただきたいと存じます。 

 ７ページに、これは泡瀬以外の他海域における例ということで紹介させていただいております。泡瀬

の前に行われましたのは、糸満市南浜というところの海草移植、それと石垣市の新川というところにお

ける海草移植の結果がございます。 

 ７ページには糸満で行いました、海草の手植え移植実験、これは種類ごとに書いてございます。上段

がベニアマモ、ボウバアマモのグラフであります。下段がリュウキュウスガモのグラフで、こちらにお

きましても４年間にわたり藻場が維持されてきたということが確認されてございます。 

 ８ページには、石垣市のリュウキュウアマモの手植え移植の観測例で、これも平成８年から平成 10

年ですから、概ね２年間ぐらい藻場が維持されてきたという例を示させていただいております。 

 泡瀬の例、それから糸満、石垣の例から手植え移植は条件が適応する場所においては、移植の手法と

しては適用性が高いという評価ができるということを考えてございます。 

 ページをめくっていただきまして、８ページでございます。 

 ３－２というところに機械化移植実験ということでまとめさせていただいております。機械化移植実

験につきましては、委員会がスタートしてから機械化移植実験も始まったわけです。平成13年 11月か

ら平成14年２月、去年の秋から冬にかけて移植を行っております。それで、この移植につきましては、

バックホウという機械を使って移植できるという特徴がございまして、かなり広範囲に移植を行ってお

ります。そのときに移植適地としましたのは、ページをちょっとめくっていただきたいと存じますが、

９ページに大型海草藻場の水深帯ごとの成育面積ということで、棒グラフがつけてございます。こちら

は、自然の藻場の水深別の成育面積の棒グラフであります。これを見ていただきますと、大型海草藻場

というのが、＋0.5ｍから－４ｍまでの間に成育しているということが読みとれます。こういった自然

の藻場の状況、自然の藻場が形成される条件を踏まえたうえで、機械化移植を行ったのが去年の機械化

移植実験でありました。しかしながら、実際のところは、場所により成育状況にかなりの差が出てきた

というところであります。 

 移植実験は、水深は＋0.3 から－1.2 という自然の藻場がある範囲内に移植はしたんですが、その状

況は水深と、これも委員会に出したグラフですが、水深と成育状況の関係というところで示しています

とおり、浅いところにおいては干出等の影響を受けて成育状況が悪かったということが分かっておりま

す。今回、この移植実験によりまして、移植適地に関する条件、これが結果的に検証されたというふう
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に思ってございます。 

 生育場所の条件以外にも、例えば、施工上の要因とかということでだめになったものもございまして、

それについては移植適地の話と切り離して考えるために、それぞれその原因を逐次解析してございます。 

 ページをめくっていただきまして、９ページでございます。 

 こうして海草移植をやって台風がくるまで観測をずっとしてきたんですが、実は今年７月に台風が二

度きたと。それから９月にまた一度きたということで、台風で結構、移植の藻場もダメージを受けたし

自然の藻場もダメージを受けたというところから、とにかく台風対策というのが必要ということが導き

出されたということが一つあります。 

 それと金本先生のほうからも、台風以外にも気象イベントというのは年間続いていろいろあるわけで、

１年間ぐらいはモニタリングをすべきというご意見をいただきまして、機械化移植につきましては、ま

だモニタリングの途中というところであります。 

 今回は、ページもちょっと限られておりますので、深部のデータとしまして St.ｌの経時変化の棒グ

ラフを示させていただいております。９ページには棒グラフということで、台風との関係だけ言わせて

いただきますと、平成 14 年９月、これは台風がきたあとに測定した棒グラフであります。隣にありま

すのが 10 月に測定した棒グラフで、台風も１カ月でありますが、若干データはとれているというとこ

ろであります。 

 これは平面的に表しましたのが、次の10ページ目でございます。 

 平面的にはこういう分布の状況が変化しているというふうなところであります。 

 以上が、手植え移植実験、それから機械化移植実験でそれぞれ分かってきたことというのを紹介させ

ていただいたところでございます。 

 11ページを見ていただきたいと思います。 

 11ページでまとめをさせていただいております。移植工法につきましては、手植えとそれから機械化

と二通り検討しました。 

 その中で手植えというのは、事例的には少ないが長年にわたり良好でした。したがって条件が整った

ところでは適用性が高いという評価になっていると。 

 一方、機械化移植ということにつきましては、ボリュームは多い。またそれから生態系の保全という

観点では、土に棲んでいる生物ごと移植できるということで、ある程度評価が高かったんですが、台風

の耐性ということにつきましては、今回、かなりの影響を受けたということで、現時点の適用性という

のは低いというか、まだちょっと判断する状況にないということでございます。 
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 一方、移植適地につきましては先ほど言いましたとおり、自然の藻場から大体、移植適地というもの

の条件を導き出しておりまして、それを機械化移植実験の結果から検証したというような状況になって

ございます。 

 そこで、設定しましたのが水深、外力、底質、それから自然の藻場に近接していること、この４条件

を委員会に提示させていただいております。 

 いずれにしろその事業者のほうで考えてございますのは、海草移植といいますのは海草を活着しやす

い方法で移植の適地に生える場所に移植するというのが必要な条件だろうということで考えておりま

して、現時点では移植の方法、これにつきましては手植え移植、機械化移植の二つをやっている。それ

から、適地選定につきましては、自然の藻場の分布から得られた知見を機械化移植の結果で検証するこ

とによって、適地選定の知見というのが備わってきたと。この二つの技術を組み合わせまして、当面、

手植え移植でやりましょうという方針を出したということでございます。 

 これは、それぞれ技術の組み合わせというになっておるんですが、それにつきましてはモニタリング

を行いながら適宜修正していくと、そういうことが可能であるということから、この手植え工法で移植

を始めるという結論に至っているわけでございます。 

 以下、12ページから13ページまで適地に関するデータをいくつか並べてございます。 

 ページをめくっていただきますと 12 ページに、棒グラフが出てございます。この棒グラフにつきま

しては、藻場が成育しているところを50ｍピッチの間隔で切り取りまして、その場所の底面せん断力が

いくつのところで、水深がいくつのところに存在しているのかというのをグラフにしたところでありま

す。これによりますと、底面せん断力としては 10 から 20、21 から 25 のこの範囲、それからもうちょ

っと上の範囲でもあるんですが、山としては16から20の範囲にあるだろうと。それから、水深帯につ

きましては、プラス、マイナスゼロから１ｍ。それから、マイナス１ｍからマイナス２ｍの範囲。それ

と＋１ｍというところも結構大きな山があります。 

 以上、底面せん断とその水深との関係を実際の藻場分布ということで示したグラフであります。これ

につきましては、委員会に提出させていただいております。 

 このグラフからボーダーラインとしては底面せん断力としては、40以下のところに設定しようという

ことを提案しているところであります。 

 それと次の下の表ですけれども、これは手植え移植地における底質貫入試験の結果というところであ

ります。これは先日のワーキング及び委員会で提示させていただいたものですが、やはり St.Ⅰ、St.

Ⅱ、St.Ⅲ、手植え移植のところは同じような条件にもかかわらず成育状況に差が出ていると。その原
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因は地面より下の話であろうと、こういった仮説をたてておりまして、それを検証するために行った貫

入試験であります。植える前の貫入試験状況はどうだったのかということはさかのぼれませんので、一

応、藻場外のところが植える前、藻場内というところが植えたあとというふうな理解でこのデータを使

っております。藻場外のこういった状況のところに藻場を形成させると、藻場内においては砂がたまっ

て柔らかくなると。こういった見方になります。ただ、このグラフを見ていただきますと、植える前、

藻場外というところですが、底質に明らかにばらつきがあります。それと海草の成育状況にも明らかに

ばらつきがあるというところであります。 

 私のほうで思っていますのは、この St.Ⅲというのが藻場の成育としては、まあまあのところという

捉え方をしておりまして、St.Ⅲぐらいの成育を目指したいというところからSt.Ⅲのところの底質を見

てみると、だいたいではありますが、概ね貫入試験において５cm以上、これを20回行ってそのうち15

回以上クリアしていくというふうな条件が設定できるのではないかと考えてございます。 

 それを次の 13 ページに、表を載せてございますが、これを今回の移植予定地にあてはめて貫入試験

をやってみました。当たり前の話ですけれども、藻場内におきましては５cm 以上、15／20 以上という

のを圧倒的に満足するような結果と。藻場外におきましては、大体、半々ぐらいの結果という結論が出

たわけであります。 

 いずれにしろ、藻場外にあっても藻場に近接するところというのは、この貫入試験の結果がわりとい

い状況が出ているというところから、われわれとしては貫入試験の結果を一つの絞り込む要素と設定す

れば、海草移植の活着が高められるというふうに考えているところでございます。 

 ページをめくっていただきまして、14ページであります。 

 これからが海草移植計画の本文というところであります。図面に書いてありますのは、先ほどの実態

調査に基づきまして、藻場の分布域を描いたところに工事区域を重ねたものであります。海草移植は工

事にかかるところを移植するというような考え方になっておりまして、それぞれ年度ごと、それから施

設ごとに色分け、それからハッチがしてございます。この中で斜線部が引かれているところが平成 14

年度の移植予定区域というところであります。これを移植候補海域、約 15ha の黒の斜線のところに移

植しようというのが、海草移植計画の概略であります。 

 ページをめくっていただきますと、15ページに今年度行う海草の移植先、採取元の状況が出ておりま

す。 

 50％以上の濃密生域を移植対象とするのが原則だという説明をしたんですが、実は海草藻場の実態調

査をしましたところ、被度50％以上というところはこの工事区域からなくなってしまいました。しかし
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ながら、実際、海に潜ってみますと海草はある塊をもって存在しています。それがこの図面に 15 ペー

ジに示しているような図面でありまして、これが一応、移植対象となる部分であります。青の斜線のと

ころが大体250㎡、移植対象の海草が見つかりました。赤の横線のところが大体100㎡見つかりました。

それと赤の斜線のところが移植すべき海草がなしと書いてあります。これは海草が全然ないというわけ

ではなくて、まばらに生えていて移植するということはできないぐらいの生え方ということでございま

す。 

 いずれにしろ、範囲を決めて見てみると移植対象となってきているのが、トータルで350㎡であると。

これは委員の先生方に事前にお配りしたデータには入ってなかったのですが、今回、調査をしまして数

字を今回の委員会の資料に入れてございます。 

 計画には書いてはないんですが、次年度以降はどうなるんだということを若干補足したいと思います。 

 海草藻場は変化するという話を何回も何回もしているところで、将来の状況を見積もるのはなかなか

難しいところではあるんですが、平成 14 年度の調査結果からいきますと、例えば 250 ㎡移植するとい

うところは、元々の移植対象としたエリアの面積が5,000㎡であります。したがいまして、実際の対象

エリアに対しての比率は５％ぐらいということになります。それと100㎡移植するというところは、元々

の移植対象面積というのは１万 9,000 ㎡であります。それで 100 ㎡ですから、比率としては 0.5％、こ

んなふうな試算になるわけです。 

 一方、15 年度以降というところで見ますと、前のページに沖縄県の分とそれから 15 年度以降の国の

分と両方、移植対象面積が書いてあるんですが、それぞれ国が16万㎡、それから沖縄県施工が21万6,000

㎡という数字になっております。足し算しますと、約 38ha ということになろうかなと思います。それ

に先ほどの 14 年度の面積と、実際に移植する回数の比率、多いほうの５％を掛けてみますと、大体２

ha ぐらい海草を移植する。実際に採って植えるのが２ha ぐらいになるであろう、こういった試算であ

ります。それに対しまして、移植適地というのは大体 15ha ぐらいあるというのが将来の状況というよ

うに考えてございます。 

 続きまして、16ページをめくっていただきたいと思います。 

 移植予定先のことについて書いてございます。これは先ほど、こういった水深、こういった外力の条

件、こういった底質のところということをご説明しておりまして、この図につきましては委員会で提示

させてもらった部分ですが、一番下の部分に書いてあるところが、今回の新しい考え方ということにな

ってこようかと思います。 

 底質を確認して海草を移植するんだということを考えてございまして、この移植適地と示された範囲
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におきましても、植える前には現地の確認をいたします。この現地の確認のときに貫入試験をするとい

うことです。これは逆に考えますと、どういった底質のところに海草を植えたのかというデータが、こ

うすることによって取れるという事業者の考えでございます。 

 ページをめくってもらいまして、17ページであります。 

 先ほど、貫入試験をやりましたという話をしたんですが、貫入値５cm 以上が 15 回以上あったところ

はどこだというのがこの赤丸で示してある場所でございます。この赤丸で示してあるところに、さらに

移植適地を絞り込んだということでございます。 

 そして、今年度の移植候補地としておりますのが、図の中にちょっと見づらいかもしれませんけれど

も、赤枠で下のほうにあります。番号にしますと 76、75、77、この赤枠で囲んだところが大体１ha 強

移植先として考えているところでありまして、このへんで平成 14 年度の移植試験を行いたいと考えて

ございます。 

 続きまして、４－２の移植の方法であります。 

 これは具体的にどんな方法で移植をするのかということでございまして、これについてはマニュアル

をつくることによって、施工業者にも手順が明確になるし、明文化しておけばモニタリングの結果を今

度、マニュアルを改訂するということで順次、補正できるということからマニュアルをつくっておりま

す。これについてはあとで説明したいと存じます。 

 それと３番目、移植結果のモニタリングでございます。モニタリングにつきましては、従来から行っ

ているんですが、若干、新しい提案をさせていただきたいと思います。モニタリング結果につきまして

は、今まで委員会にお出しするという形で公表していたんですが、委員会も毎月、毎月開催されるわけ

でもない、それに対してモニタリングは大体月いっぺんぐらいのペースでやっております。当然のこと

ながら、モニタリング結果というのは、われわれが手を加えることなく出してきたわけでございますの

で、適宜公表するという考え方にしてございます。 

 委員会においては、一定期間の変化状況というのをとりまとめたうえで、事業者のほうから適宜報告

させていただきたいという提案をしてございます。 

 ページをめくってもらいまして、18ページであります。 

 18ページからは具体的にモニタリングの方法を書いてあります。何を書いているかというと、モニタ

リングポストを設けて成育面積とか被度とか、定量的なデータをとっていくというのをモニタリング方

法の基本にしましょうということを書いております。 

 それと従来からやっている方法ですが、その中に詳細の枠を設けて構成種の調査であるとか、優占種
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の葉の長さの測定であるとか、底質の状況、底質も多分変わっていく可能性も非常に高いので、底質の

状況なんかを順次測定していくというふうな考えをしております。 

 それと、後段にはモニタリングの頻度というのを書いてございまして、ラグフェイズプラス１年とい

う最低限観察が必要な期間においては月１ぐらいの頻度でやると。その後が年間２回の頻度でやるとい

うことを想定してございます。 

 それに加えまして台風でかなり影響が出ますので、台風通過後は上記スケジュールにかかわらず観測

をするというようなスケジュールを考えてございます。 

 それと、今のは移植した海草の話でございましたが、②で当該海域における藻場全体像の把握という

ことで、３ページに示しましたような図を毎年、毎年というか、年に２回ぐらい描いていきたいと思っ

ております。これを行うことによって全体像というのが分かってくるということで、この全体像の調査

につきましては、なるべく長期間の観測を今考えているところでございます。 

 続きまして、４－４移植結果の評価というところであります。 

 海草移植は、どのぐらいだったら合格なのかという指標もない状況であります。いろいろご意見につ

いては承っていますものの、そういった状況ですので、移植結果の評価ということを書いておりますが、

何点だったら合格だというのは書いてございません。いずれにしろ、今までの委員会の中でご議論いた

だいてきたのは、年間を通じてどうなのかというのを見なさいということを言われておりますので、評

価という観点ということで示しておりますが、四季を通じた気象条件下における耐性、台風であるとか、

大潮時期の干出であるとか、そういったところの耐性というのを見る必要があるだろうと。そのデータ

としては、モニタリングポストにおける成育面積及び被度、これが基本指標になってくるでしょうとい

うことを書いています。当然のことながら、移植したところだけで評価するということは適切ではない

ので、藻場全体の変化、自然の藻場を含めた全体の変化というのも当然、参考にしながら見ていくんだ

ということを視点として書いております。こういったことを視点として総合的評価をして、適宜計画の

見直しが必要かなと思っております。 

 これが基本的な考え方ですが、下に留意点ということを書いております。 

 まず、台風の話です。台風では、自然の藻場もやられますので自然の藻場との比較というのが重要と

いうことを①で書いております。 

 ②、③では、植え方が悪いとか移植場所が悪かったということも多分ゼロではないということに対処

するために、モニタリングを待たずに原因の解明が必要だということを書いております。 

 ページめくっていただいて19ページです。 
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 ④では藻場も新しい芽が出てきたり、新しい根が生えてきたりということがあるので、そういった状

況も確認していきましょうということを書いていると。 

 ⑤では移植しますので、条件が変わるということが出てまいります。そうなると種組成が変化すると

いうことも考えられるといったことが評価の視点としてあるのではないかということです。 

 留意事項みたいなところで①から⑥まで記載させていただいております。 

 ５．本計画の見直しというところであります。 

 モニタリングを行って、より技術を高めていくということは当然のことであります。そのときにモニ

タリング結果がどんなところにフィードバックできるんだ、といったところを①から③のところに書か

せていただいております。 

 まず、植え方が悪いということであれば植え方を変えましょうということで、マニュアルの改訂が一

つ、フィードバック先としてあげられます。 

 それと移植適地の話です。移植適地については結構、広域的に条件を調査しましたところデータの集

積が進んできたというふうに思っております。しかしながらなお不確実性というのを伴う。これは避け

られない話でありまして、モニタリングを通じて移植適地の条件がもうちょっとクリアというか、もう

ちょっと分かってくると移植の活着率というのがあがってくるのではないかとわれわれは思っており

ます。 

 ここの書きぶりは「精緻なものとすべき」と、目標設定的に書いてありますが、気持ちとしてはむし

ろモニタリング結果も活用できてくるのではないかということで書いてございます。 

 ③としましては、台風対策ということであります。台風対策はちょっと切り離して考えるべき自然現

象だと思っていまして、これは減耗対策試験という特別な試験を今年度実施する予定であります。この

効果を検証しながら適切な対策をとっていくというふうな形で対処したいと思っております。 

 それと最後は６．総合的な対策による海草藻場機能の保全ということであります。 

 これは、移植以外にもこういった藻場保全機能という方法があるのではないかというところを紹介さ

せていただきまして、さらには事業者としても移植以外のそういったものを、今後とっていくんだとい

う考え方を示しております。 

 いずれにしろ、移植が万能というわけではなくて、むしろ環境条件が創造されることもある。特に西

防波堤の背後で藻場が増えたという実例もあることから、埋め立てが必ずしも藻場の成育に悪影響だけ

を及ぼすものではないと思っております。そういった環境条件の変化を捉えまして、そういった藻場が

生えやすくなったところにおいては、例えば種を蒔くであるとか、株分けをするであるとか、こういっ
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た形で藻場の拡大を図るような対応というのがあるのではないかと考えてございます。 

 いずれにしろ今後、海草移植につきましても順次モニタリングをして、その技術をまた次年度にフィ

ードバックするというふうなことが基本方針というように思っております。 

 それに加えましてモニタリング結果ということから、移植だけに頼らない総合的な藻場機能の保全策

というのも、また併せて検討していくということが必要と思っております。 

 本文の説明は以上であります。 

 時間がだいぶ過ぎてしまったので、移植マニュアルの部分を若干説明したいと思います。 

 今まで手植え移植につきましては、専門のコンサルの方がやられてきたんですが、今度は施工業者さ

んがやられるということになりますので、しっかり手順書というのを残しまして、現場の品質管理を行

っていく、こういった目的でつくったものでございます。 

 やり方のところをフローで説明したいと思います。２ページをめくっていただきたいと思います。 

 簡単に言いますと、海草を取って運搬をして植えるというのが大まかな手順であります。その植え方

をもっと詳細に示しましたのが３ページであります。 

 これが採取の部分であります。例えば50％以上の濃密生域を採るであるとか、汚濁防止膜をまず張っ

てその中で採るであるとか、そういうところが書いてございます。 

 この採取が終わりますと、次に運搬ということで４ページの作業に移ります。 

 非常に当たり前の話を書いているのかもしれませんけれども、海草収納容器を手渡して船上にあげる

とか、船の上では平置きするとか、海草についてはその保護対策として水をかけるとか、こんなところ

までこと細かに書いてございます。 

 最後、５ページのところが移植の方法であります。 

 ここでちょっと海草移植、手植え独特の話になるのかもしれないんですが、配置としては千鳥格子状

に海草ブロックを植え付けます。これは図で示しますと、９ページであります。 

 ９ページの４に示す 20cm×20cm の海草株をそれぞれ穴をあけて、その穴の中に入れてまた埋め戻す

ということをするわけです。そのときに隙間をあけて行うということであります。これは手植え移植実

験とまるっきり同じ方法だということであります。こんな形で海草移植を行いますということを手順書

として示してございます。 

 続きまして、減耗対策試験にまいります。 

 減耗対策試験は、これは手植えじゃなくて機械で行う方法の試験でございます。今年度につきまして

は、１ページのところの一番下の③のところに、面積を書かせてもらっておりますが、今回は委員会で
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紹介しましたとおり、三つの試験工法を行います。一つの試験工法で50ボックス、約75㎡、これが大

体、隙間を含めますと大体モニタリングポスト10ｍ×10ｍぐらいのサイズにおさまります。このぐらい

の面積で行いたいと思っております。採って植えるという作業については、今までやってきた機械化移

植実験と一緒と。 

 ３ページをめくっていただきますと、フローでそれぞれ３工法の特徴が示しています。①が間を詰め

て移植する方法で、これはどちらかというと②、③の比較対象になるような方法かなと思っております。

これはただ採取して植えるだけと、ただそのときに隙間をできる限り詰めるということを行うだけです。 

 ②の土嚢の袋で囲うという方法ですが、これは①で行ったあと周りに土嚢を積むという工法になりま

す。海草ブロックと海草ブロックの間には、隙間がございます。土嚢を積んだあとでその隙間に砂を詰

めるということを行います。こうすることによって海草ブロックが座布団のように上に出ていて、角が

削れるというようなことがないように配慮するというのが②の方法であります。 

 ③の方法は、それを埋めるという方法じゃなくて、先に砂を掘削しておくと。海底面をまず掘ってし

まう。掘ったあとに海草ブロックを並べて、間にまた砂を詰めると、このような３工法を比較してみた

いというふうに思っております。 

 いずれにしても、減耗対策試験というのは、台風に対する効果、効果というのはどれだけこの工法を

行うことによって生き残る率が高くなったのかということを検証する試験でございますので、これのモ

ニタリングのチェック時期としては台風通過後という頃を考えてございます。 

 マニュアルにつきましては、ざっと紹介しましたとおり、また、事前に遅らせていただいたというこ

ともございまして、一応こんな形でやるというところであります。そして、マニュアル類として現場に

配布するんですが、海草移植計画という大元があってのマニュアルでありますので、現場におきまして

も海草移植計画の趣旨であるとか、なぜこんなことをやるのかというところの周知を徹底してやってい

きたいと思っております。 

 ちょっと長くなりましたが、説明は以上であります。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  どうもご苦労様でございました。 

 ただいまの海草移植計画（案）、それとマニュアル（案）についてご説明がございました。 

 どうぞ、確認、ご意見等、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  委員長、申しわけございません。仲座委員のご意見が出てございますので、ちょ

っと中断させていただいて、そちらのほうと、それから吉野委員の手植えの意見もございますので、併

せて先にご紹介させていただいて、事業者のほうからも答えられるところは答えていただくという形で
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進めさせていただきます。 

 まず、吉野委員の意見書ですと、先ほど、事業者のほうから回答されておるんですけれども、手植え

の海草移植計画の意見がございました。吉野委員の意見書の２ページの中ほどでございます。 

 機械移植に関して問題が多く、この手法の採用には全くめどがたっていない。手植え移植については、

あくまで機械移植との比較で示されたものであり、参考または予備実験の域を出ない。結論として手植

え移植でさえ、あくまでも予備実験の範疇にあり、何ら本格的評価の対象とはなり得ないのが実情であ

る。 

○傍聴者○傍聴者○傍聴者○傍聴者  すみません、もっとはっきり読んでいただけませんか。聞こえないです。 

○傍聴者○傍聴者○傍聴者○傍聴者  聞こえないです。 

○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。 

 お手元に資料がございますので、今のポイントのところを読まさせていただきましたけれども、手植

え移植でさえあくまで予備実験の範疇に、何ら本格的評価の対象とはなり得ないのが実情であるという

吉野委員の意見でございます。 

 それから、仲座委員からのものでございますけれども、質問及び要求のところを読まさせていただき

ます。 

 「１）金本、吉野、仲座委員を欠いての委員会の妥当性について、金本、吉野、仲座委員は沖縄の海、

特に泡瀬の海に関する専門家としてこの委員会に参加しています。 

 ほかに海岸、干潟、藻場等の専門家委員として参加されており、それぞれの専門家としての手腕が高

く評価されます。しかし、残念ながらいずれも沖縄の海や泡瀬の海に関しては、必ずしも専門家でない

ものと判断されます。 

 これらの３人の専門家を欠いての今回の委員会開催には、専門的な立場からその意義が見いだされな

いものと判断いたします。特に、沖縄の海草の専門家である金本委員を欠いての委員会の開催に疑問を

抱かざるを得ません。 

 ２）委員の構成について 

 本委員会の委員の構成についても再考をお願いしたいと思います。なぜなら委員の構成が沖縄・泡瀬

の海を議論していながら、海の専門家が地元から二人しか出ていないものも問題と判断します。私の知

っている限り、琉球大学に多くの関連する専門家がおられます。現在、本委員会で議論されている内容

から判断し、沖縄の海・泡瀬の海を知り尽くした地元の専門家の助けが必要不可欠と判断されます。 

 現在の委員会が議論する内容は、委員会の当初設定された内容を越えるものとなっていることをご理
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解いただければと思います。 

 また、本委員会が環境に関する問題の議論であり、沖縄市や沖縄県側からの代表者は環境保全にかか

わる部署からの代表者でなければならないものと判断されます。 

 もし、現在の代表者が事業推進の立場にあられる方々とするならば、それは事務局側に所属すべきと

判断されます。 

 さらに、委員長の専門的立場からの適切性に関して委員会の目的からも判断し、問題が多いものと判

断されます。 

 ３）ＮＰＯからの参加者について。これまで、事務局が発表してきたデータに関する説明と、ＮＰＯ

等が公表しかつ説明されてきた事項等を比較してみると、ＮＰＯ等からのデータに高い信頼性が確認さ

れることなどや、ＮＰＯからの委員参加などが世界的趨勢であることを勘案すると、公にこれだけ関心

がもたれている委員会にあっては、ＮＰＯ等からの参加が必要と判断されます。 

 ４）会議後の記者会見において、委員会としての意見が述べられる場合においては、委員全員の確認

が必要であると判断されます。また、意見を述べる場合にあってもどの委員が賛成しどの委員が反対の

意見を述べたかを明確に記すべきであると考えます。 

 ５）さて、今回の委員会では、自然藻場の手植えによる移植の妥当性が議論される予定のようです。

また、台風等で影響を受けた場所を除く箇所を中心とする移植計画が議論されるとのことですので、こ

のことについても次のような意見を述べたいと思います。 

 これまでの手植えに関する議論は、藻場全体の移植を前提とした機械化による移植の規模と比較し、

極めて規模の小さいものとなっています。 

 喩えて言うならば、やんばるの森から数本の木を移植し、それが成功であると議論しているようなも

のです。これまでの委員会では、このように数本の木々を移植できても、森そのものを移植するという

試みが極めて困難であるということでした。今、環境省からクレームが出されています。その要求とは、

藻場一つをとってみると、藻場の完全なる保全であり、移植の成功のみでなく、藻場としての機能その

ものが保全されることとなっています。 

 前回の委員会では、これまでの試験結果から藻場移植の妥当性を判定するのは困難であり、来年まで

様々な試験を試みなければならないとという判断が下されています。委員のだれ一人として「手植えに

よって藻場の移植が可能である」とする判定を下していません。議事録を再確認されることをお勧めい

たします。このようなことから判断し、事務局側がとった事業開始の条件は整ったとする判断を誤りだ

ったと判断されます。また、これまでの委員会での議論や経緯等を勘案するとき、その判断を委員会に
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問うことが求められたことは、だれの見た目にも明らかであったと判断されます。 

 また、今回、台風によって影響を受けた自然藻場をはずし、健全と思える？藻場を対象の中心とした

移植計画は次のような大きな問題点を踏んでいるものと判断されます。 

 まず、陸上の木々を見ていますと、台風後、枝葉はもぎ取られ、ほとんど枯れたかと思わせるほどの

様子を見せます。しかし、数カ月も経つと、新芽が出て、かつての台風後の様子を想像させぬほどに見

事に再生し、活力ある森を形成させてくれます。 

 海の海草にあっても同じで、台風後、枝葉がすっかりなくなったように見える海草であっても、数カ

月すると、あるいは新緑の季節になると見事なまでの藻場を再現させてくれます。また、大きな浸食が

起こり地形が動き、ごっそり藻場が消滅しても、決まってその近くには新たな藻場が形成され、また見

事なまでの藻場がつくられます。 

 今回、台風による藻場のダメージとありますが、その考え方には問題があり、むしろ台風による変化

は、藻場やそれを中心とする生態環境への新たな活力剤と判断すべきものではなかろうかと考えられま

す。 

 ほんの少し待ってみると、自然藻場は必ず蘇生し、あるいは想像を絶するほどの新たな藻場を形成さ

せるのが自然の倣いなのではないでしょうか。 

 環境省が指導するように、求められているのは藻場が取り持つ生態系を含めての藻場の保全であって、

けして単なる藻場の移植ではありません。 

 したがって、台風後の藻場の状況を正しく判断するには、時期尚早であり、少なくともうりずんの季

節後の様子を見る必要があるものと判断されます。このことが前回の会議の結論であったのではないの

でしょうか。 

 台風後の自然の藻場の状況に対し、人工的に移植したところはどうでしょうか？根こそぎ持っていか

れたところが多く、確かに災害と呼ぶに相応しい状況です。元々、海草などなかったところなですので、

台風後いくら待ってもその場所に藻場が現れることはないといえるではないのでしょうか。その点が自

然の藻場との大きな違いと言えます。 

 したがって、今回のように、目視調査で判断し、健全と思える海草のみを移植の対象とする計画には

大きな落とし穴があるものと判断されます。 

 いずれにしても、前回の委員会の結論の状態に戻すことが、今後の委員会の健全な運営につながるも

のと判断いたします。また、これだけ公の注目を集めている委員会である以上、委員会の開催にあたっ

ては全員が参加できる体制でなければならないものと判断いたします。 
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 以上、極めて限られた時間の中で、上記のような質問と要望を書かせていただきました。ご検討のほ

どよろしくお願いします」。 

 以上であります。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  沖縄総合事務局の川上でございます。 

 この意見書につきましては、きょうの朝７時 15 分に着いたということでございまして、かなり前に

意見紹介はさせていただいておりましたが、このようなばたばたと資料を今、下でコピーをして配らせ

ていただくという不手際になりましたことをお詫び申し上げたいと思います。 

 これについて急ではございますが、事業者のほうの考え方を簡単に述べさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、最初に書かれております、まず、委員会の延期、それから中止ということにつきましては、仲

座先生のご意見は委員会が事業を前提としたものであるということが無意味であるというようなご意

見、ご趣旨かなというふうに理解しておりますが、これにつきましては、先ほども再度、Waveのほうか

らも説明がありましたように、委員会の設置要綱等でご説明させていただいたとおりでございます。 

 ただ、日程につきましても、仲座先生のほうと都合をとりたいということで、何回かお願いしたとこ

ろでございますが、どうしても都合がつかないということで、今回、このような意見をペーパーでいた

だいたということでございます。 

 下の質問及び要求というところでございますが、まず、３先生を欠いての委員会の妥当性ということ

でございます。欠席の３先生につきましては、それぞれご都合ということで欠席となったということで

ございますが、今回の移植計画につきましては、過去のワーキング、それから委員会の議論の経過を踏

まえたものであるというふうに考えておりまして、事務局といたしましても事前に意見聴取にも努めて

おりまして、委員会の開催は意味がないということは指摘にあたらないというふうに考えているところ

でございます。 

 先ほども申し上げましたが、欠席される委員については、事前に資料を送付し、書面にて意見をいた

だくように努めていたところでございまして、今回、このようにいただいたということで、意味がない

という指摘はあたらないのではないかと考えているところでございます。 

 それから、委員の構成につきましては、おっしゃられるとおり先ほどとの繰り返しになりますが、金

本先生が辞められたということで、それについてはわれわれとしても大きな損失であるというふうに考

えております。今後、委員長や主査ともご相談をしながら、今後の委員の追加ですとか、あるいは委員

会構成の見直しといったことを検討してまいりたいと思っております。 



 30 

 ただ、委員につきましては、基本的に１年間単位での、年度単位での委嘱をさせていただいている関

係上、次回の委員会において委員会の構成等についてご提案し、次年度からという形にさせていただけ

ればなというのが事務局側の希望でございますが、このへんも含めて委員長等とご相談していきたいと

思っているところでございます。 

 ２枚目にいきまして、県、市の代表者が不適切ということにつきましては、基本的にはオブザーバー

としてご出席していただいておりますが、個人としてご出席いただくというよりも、組織代表として来

ていただいておりますので、このようなご指摘はあたらないと思っております。 

 委員長の適切性というような厳しいご意見がありますが、眞榮城委員長におかれましては、かつて沖

縄県の環境保全計画の会議におきまして副会長を務めていらっしゃるとか、環境に関しても知見が深い

というふうに存じ上げているほか、社会、経済、そういった面からもまとめていただくには非常に適切

な方だというふうに事務局としては考えているところでございます。 

 それからＮＰＯからの参加者につきましては、基本的に本委員会もそうですけれども、資料も含め情

報公開をこのようにしているところでございます。 

 そのほか、ＮＰＯ等からの質問状については、それぞれ回答しているところでございますし、共同調

査を実施するというようなことで十分な情報交換、意見交換をさせていただいているところでございま

す。 

 環境監視検討委員会につきましては、先ほどの設置要綱にもありましたように、専門家の指導・助言

をいただくという観点、それから直接関係ある市民の代表の方の意見をいただくというための委員会で

あるということでございまして、ＮＰＯの参加は不要と考えております。 

 次に、記者会見につきましては、委員会でまとまったことを基本的に述べているということでござい

まして、個別の意見につきましては、議事録を見ていただければ分かるということでございまして、特

段、個別の意見をそれぞれ発表する必要性については時間等の関係もあり、不必要と考えております。 

 それから、藻場移植に関する５）に関する意見につきましては、基本的に吉野先生に対する事業者の

見解としてとりまとめたもの、前回の委員会におきまして手植え移植の適用性が高いと。それから、機

械化移植についてはモニタリング及び減耗対策が必要と。それから、移植地としては西防波堤の背後地

を利用することが適当というような結論を得て進めているところでございます。 

 仲座先生のご意見の中心として、藻場機能の保全は移植じゃないんじゃないかというようなご指摘だ

と思います。これにつきましては、一部ご指摘のとおりだというふうに考えておりまして、今回の移植

計画の中にも書きましたけれども、移植のみで藻場機能の保全がすべて 100％図られるというようなこ
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とを考えているつもりは全くございません。移植計画は、藻場機能保全の一つの助けであるというふう

に考えておりまして、それ以外の方法についても、今後、検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 それから、台風後、自然藻場は生き返るというような話が書いてあったかと思いますが、このご指摘

についてもそのとおりでございますので、機械化移植の部分については９月の時点で機械化移植の判断

をするのではなく、さらに回復状況についてもモニタリングしようということになったということでご

ざいまして、そのとおり進めているところでございます。以上でございます。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  委員の皆様方、今の内容につまして、ご意見、ご質問等ございましたらよろしく

お願いいたします。 

 

 よろしいでしょうか。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  今、仲座先生の意見に関してということですね。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  よろしゅうございますか。 

 

 それでは、議事を戻してよろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは、議事を再開いたしたいと思います。 

 先ほど、海草移植計画（案）についてマニュアルも含めてご説明ございました。 

 また、関連して吉野委員、仲座委員からの移植計画（案）についてのコメント等もご披露いただいた

ところでございます。 

 それでは、海草移植計画（案）について、説明いただきました点についてのご意見等を承りたいと思

います。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  移植ワーキングの野呂でございます。 

 移植計画なんですけれども、実はこの前から何回も申し上げていることで、また言っているというふ

うに言われるかもしれないんですけれども、やはり大事なことですので、一つ確認をしたいと思うこと

があるんです。 

 というのは、この委員会では海草の移植ということだけに非常にすべてを託しておられる。つまり、

ここの環境というのは海草だけでなっているわけではありません。底生生物（ベントス）とか、それか

ら鳥のようなものもありましょうし、そのほかの動植物、すべてが一体となって生態系を形成している

わけなんでありますけれども、例えば、今回の事業に関して事業免許が起きるときに、「クビレミドロ
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とか、海草のことに注目します」というふうなことで計画が始まったり、それから、今回、環境庁のほ

うから出てきたものにも、やはり「海草の移植のことをきちんとやるように」というふうに言われてい

る。 

 私、海草移植のワーキングなんですけれども、こういうふうな考え方というのは、海草の移植という

ことに切り札として過大な要求をしているというふうにしか考えられない。 

 今、事務局ほうから出た移植計画の最後のほうにも、実は「移植だけがすべてではありません。全体

を見た形でここの藻場の生態系が保全するようにやります」というようなことが、少し書かれてはあっ

たんですけれども、まさにその部分が重要なことであります。これは特にここで聞いているマスコミの

方にお願いしたいところもあるわけなんですけれども、「海草の移植」というのは非常に耳障りがいい

し、素人にも非常に分かりやすいもので、常にそこのところだけが強調されて、海草の移植さえすれば

すべてが済むのではないかというふうな形で世論が動いているというのは、私、専門家としては非常に

問題だと考えております。 

○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（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  もともと埋め立てを行う前に環境アセスという手続きをとっているわけです。そ

の中で海草藻場の保全ということをうたっていて、今回の考え方の中にも環境アセスの準備書なり、評

価書なりをちょっと引っぱり出してきて、そのときどういう考え方をしたのかという点を確認して、少

し記述はさせてもらっています。 

 野呂先生ご指摘のとおり、やっぱり海草藻場の生態系の保全というのが第１の観点でありまして、海

草移植というのは、あくまでもそれを達成していくために一つの手段としてやるというような形で整理

させてもらったところであります。 

 いずれにしろ、われわれも海草移植自体は計画にも書いてありますとおり、あるところから取って、

ないところに移植する。あるところから取るという行為自体は、あるところが埋立地になってしまうの

で、その埋立地になってしまう場所の海草を何とかうまいこと使って、ほかで藻場を造成しようと、そ

んな考え方になってございまして、いろんな先生方からご指摘のあるとおりだと思っております。 

 ある程度、今回の計画には書かせていただいたかなという認識でございます。 

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

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  この移植計画が環境省からの要請ということもあって、事業者側がつくりますというご

説明だったと思います。その計画書に書き込まなければいけないことはどういうことなのかというとこ

ろを踏まえて、書き込まなければいけない、環境省が書いてくれといったことは書かなければいけませ
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ん。加えて、今、事業者側と野呂先生との議論をしたその気持ちを、少しずつでもこの計画の中に書き

込んでいくというんですか、反映させていくというような努力をして、少し書き込んだらどうでしょう

か。具体的には例えば、右上にＰ１と書いてあるページで、「海草移植の目的」とか、その下のパラグ

ラフの「海草移植の位置付け」という文章の中に、後段で減耗対策ということも書いてあるので、例え

ば、「移植地や周辺地について条件を整備することなどにより、活着の促進や藻場の自己拡大を応援す

るようなことを考えます」とか、あるいは、「台風等のイベントによる減耗を極力減らすとともに、減

耗からの自己修復を応援します」とか、というような記述を、書き込んだらいかがでしょうか。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  減耗対策試験が例示として、細川委員のほうからも出たとおり、そのまま単に移

植したのではちょっと具合が悪かったというのが、われわれ事業者の機械化移植の反省でもあります。

生えるべき環境のところじゃないと生えないというのは当たり前のことでありまして、しからば生える

べき環境を併せて創造していくという考え方は、非常に大事な考え方だろうと思います。 

 ただ、藻場を生やすということ、あまりそればかりに固執して、例えば、静穏海域だったら生えるの

で防波堤までつくってしまいましょうとかいう考え方は、リーズナブルではない。そこのところは海域

全体に影響がないような形で、なおかつ条件整備が必要なのかなとに思います。 

 アイディアとして今のところ減耗対策という一つの手法は出ているんですが。多分、モニタリングと

か何かやっていけば、それだけでなくてもうちょっと何かいいアイデアというのも出てくるんではなか

ろうかというようなことは考えております。 

 意見については、文書の中に入れさせていただきたいと考えております。 

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

○高江洲委員○高江洲委員○高江洲委員○高江洲委員  泡瀬第３自治会の高江洲です。前から疑問に感じていた点があったんですが、それち

ょっとご質問したいんですけれども。 

 藻場の範囲の経年変化、資料１の２ページ目にあるんですが、昭和52年の資料と平成８年以降では、

藻場の範囲が随分３倍ぐらいになっているんですよ。このへんの海に関しては、環境がどんどん悪化し

ていくと、そういう方向にあると思うんですけれども、それでも藻場としては範囲が拡大している。こ

のへんの評価を一応どうなっているのかなという、そういう疑問があります。 

 それと、藻場の移植の適地ですけれども、これは埋め立てで島ができたときに、このへんが適地だろ

うということで移植地を一応選定されているのかどうか。今、藻場の変化がこれだけ激しいと藻場自体

は自然に放っといても、その環境が整えばできてくるんじゃないかなとそういう感じもしますけれども、

そのへんはどうでしょうか。 
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○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  環境が悪化しているのに対して、藻場が増えているという、一番最初のご質問で

すが、私も素人なので国土環境さんあたり見解があったら補足してほしいんですが。 

 エリアを見ますと、防波堤が平成３年からできていまして、防波堤の陰に結構藻場が増えているとい

うのは、この写真の中から見てとれるかなと思います。 

 藻場が生える条件として、一つに波当たりの強さというのを指標としてあげています。 

 今回、増えた原因につきましては、静穏な海域ができたこと。これは私の素人考えで恐縮なんですけ

れども、台風でやっぱり藻場は取られると思うんですね。それが取られなくなってそこに藻場が定着し

たのかなというのが、52年、それから平成３年の写真を見比べてのコメントであります。 

 それと、移植先は、基本的に埋立地の陰というところじゃなくて、すでにできた防波堤の陰を今のと

ころ予定しています。埋立地の陰になれば、多分、波あたりは弱くなって藻が生えやすい条件というの

ができるということは、定性的には思えるんですが、今のところ、この埋立地の陰の場所については、

水深的に浅いので、ちょっと藻が生える条件としては厳しいのかなと思っております。ただ、いずれに

しろ全体の調査をやりますので、こちらが適地ということであれば、こちらに藻を移植する。または、

移植ということじゃなくて、例えば、藻を植えるというような方法も出てくるだろうと思っております。 

  

 一応、考え方を整理しますと、防波堤ができて波あたりがなくなったというのが、とりあえず私の考

えです。 

 移植候補地については、埋立地の影響と直接関係はない、防波堤の裏を一応、今のところ適地として

考えています。 

 埋立地ができることによっても環境が変わってくるということについては、まさにそのとおりで、藻

場のモニタリングを経年的にやっていきますので、そこでここが適地になってきているということであ

れば、その場所に移植するとか、藻を植えるというような方法も考えていきたいということであります。 

○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。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  今の高江洲委員の、なぜ藻場が増えたのだろうかということなんですけれども、私なり

の解釈を披露したいと思います。 

 それはまず一つは、資料－１のページ２の図をご覧になっていただきたいんですが、昭和 52 年はま

だ西防波堤ができる前で、そのあとで西防波堤ができてからこの図を見る限りでは西防波堤ができてか

らどんどんと藻場が広がってきたわけですけれども、実はこれは泡瀬だけではありませんで、日本各地

でもってこういう人工構造物ができると増えるという事例は知られております。 
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 私、鹿児島に住んでおりますけれども、鹿児島県でもこういう事例はあります。 

 だからといって人工構造物をつくればすべて海草が増えるかというわけでは実はないわけですけれ

ども、科学的にはそれがどういう効果をもたらしているのかというのは、きちんと研究はされておりま

せんけれども、経験的にはこういう防波堤ができて潮の流れが変わって、さらに母藻がそのあたりに滞

留するようになると、それが引き金になって増えるという事例は非常に多いです。 

 こういう事例は、物理的な条件でもって増えたというふうにわれわれは言っているんですけれども、

もう一つ増える要因としては、化学的な要因で増える可能性もあるわけです。 

 この場合は、この泡瀬のあたりは汚水が結構入ってくる、その窒素とかリンとかが栄養になっている

かなという気がします。 

 これもまた両面がありまして、汚水が入って汚れてくれば、アマモが生えるかというと、そういうわ

けでもありませんで。それが過度になりますと、当然、今度は逆になってそれが原因でなくなるという

こともありますので、これも先ほどと同じように汚れれば生えるというわけではないわけです。そうい

うことが重なってここに生えてきたんじゃないかと思いますし、そういうことでアマモが増えるという

のは、実はそこの海域の環境条件が揃えば、人間が移植しなくても増えるところには増える、今、おっ

しゃったようにですね。そういうことは多いわけでありまして、そのことは私がさっきから申し上げた

移植だけが増やす条件ではありませんということにつながるんだと思っております。 

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

 海草移植計画（案）に対して、追加したほうがいい事項とか、あるいはご質問等お願いいたします。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  今度は、移植そのものの話でちょっと意見を述べたいと思います。 

 移植のワーキングでは、今までどういう場合が移植の適地であるか、適するかということを何回も討

議を重ねてきたわけでありますけれども、その中でわれわれとしては、ワーキングとしては、やはり試

験をきちんとしてどの条件で生えるのか、どの条件で生えないのかというのをきちんと見定めるべきで

ありましょうという話は申し上げております。 

 特に、前回、金本委員からそういうことがかなりきちんと出まして、「では、きちんとモニタリング

をしましょう」ということに、実はなりました。 

 それは、当然、われわれワーキングの中で話し合ったことですので、それを親委員会のこの委員会に

上申はしたわけでありますけれども、そういうことをどういうふうに加味して実際の事業に生かすかど

うかというのは、言うなれば事業者側の判断に委ねるところがありますので、私たちとしては「科学的

に言えば、実験データというのは決して十分とは言えない。モニタリングをきちんとしながらいい方策
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を考えてください」ということを具体的な事例も含めて、前回、ワーキングの意見として上申したとい

うふうに理解しております。 

○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。 

 どうぞ、古川委員。 

○古川委員○古川委員○古川委員○古川委員  国総研の古川です。 

 私も、同じくその海草のワーキングのほうに出させていただいて、そして科学的なモニタリングを続

けていくことが非常に重要であるということは、今、ワーキングの主査のほうから言われたとおりだと

思っております。 

 ただし、それが事業のやり方に対してどういうふうに反映されていくのかというところに関しては、

ワーキングの委員としての責任から外れるかもしれないんですが、この計画書についての意見を言える

という機会を利用しまして申し上げたいことがあります。 

 と言いますのは、試験をしていくとき、なぜ試験をしていかなければいけないかというと、様々なと

ころに不確実性が残っているからということだと思っております。 

 それは例えば、環境が変動します、また、環境を保全するための移植元の海草、移植先の海草群落の

海草藻類の群落の変動なり、自己修復性というのがよく分かってないというところもさりながら、事業

の方向性、今後、環境の修復策も考慮に入れると言われていますが、それに対しても不確実性が残って

いるということが、そういった試験をしていかなければいけないという根拠になっているかと思います。 

 その際に、じゃその不確実性を含んだ事象に対して科学的にアプローチするときに、一つ一つの手順

についての提案をする、これが海草ワーキングで行われていることです。モニタリングの方法はこうし

てください、頻度はこうしてください、何年間見てくださいというような意見を申し上げているところ

ですけれども、もう一つ重要なことは、そういった検討する仕組みをきちんと考えていただくことだと

思います。 

 例えば、順応的管理の手法というのが、今、自然再生の手法、また、自然修復の手法として全国で取

り入れられつつあるところであります。それは例えば、仮説をたてる、これをこういうふうにしたなら

ば環境がどう変わるかという仮説をたてる。それに対して実験なり事業を行った後、それがちゃんと行

われたどうかの検証をする。そういう三つの過程を踏んで、それがひととおり終わって、事業が終わり

ということではなくて、検証の結果をもう１回その仮説が正しかったかどうかに立ち戻ってフィードバ

ックをするという手続きであるというふうに理解されています。 

 ですから、本事業におかれても、今この計画の中で材料としては仮説の話、どんな条件が藻場の適地
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でしょうかという話、実際の実験、事象実験としての事業のやり方、検証の仕方というのが書かれてお

られるのですが、それをどういうふうにシステマティックに手法として確立するのか、だれがどういう

タイミングでそれを進めていくのかということについての見通しが少し分かりにくくなっているのか

なというふうに思います。 

 ですから、先ほど、細川委員のほうからも、実際に具体的に文章の修文がありましたけれども、この

計画の中でどういう仮説をたてて、どういう事業をされて、検証された後、いつ、どんなタイミングで

フィードバックがかかるのかというところまで説明されるということを期待したいと思います。 

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

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  沖縄総合事務局の川上でございます。 

 今、ご意見いただきましたことにつきましては、誠にそのとおりだというふうに理解しているところ

でございます。 

 環境監視検討委員会については、先生の都合等もあるので、原則として１年間に２回程度、半年に１

回程度というふうに考えておりますので、まずはその半年に１回の環境監視検討委員会におきまして、

データ等はご披露し、止まるべきか、進むべきかを判断していく必要があろうかというふうに、環境監

視検討委員会の評価をもって事業者として止まるべきか、進むべきかを判断していく必要があると思っ

ております。 

 また、大きな節目といたしましては、今回、１期事業に着手したわけでございますが、Ⅱ期事業の着

手につきましては、もうちょっと大きな意味でのフィードバックといいますか、事業の計画の再検討と

いったことも含めてフィードバックをしていきたいというふうに思っております。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  藻場移植に限定して申しますと、17ページのあたりに今回の移植をやったうえで

どういうふうにモニタリングをしていくかということについて、記述をさせていただいておるところで

ございます。モニタリング結果を公表するということと、一定期間の条件変化をとりまとめたうえで環

境監視・検討委員会に報告しますというようなこと、それから、モニタリングの方法等についても記載

をしているところでございます。これについてさらに具体的に記述するべき点等ございましたら、また

御相談させていただきまして、適宜記述を追加するなど、より適切なものにしてまいりたいというふう

に考えてございます。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  細川委員、お願いします。 

○細川委員○細川委員○細川委員○細川委員  まず今の議論に対する追加をちょっとだけ言わせていただいて、そのあとに気づいた細

かい点を少し言わせていただきます。 
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 今の議論ですけど、18 ページの下の欄、「評価」という項目が４－４にあります。その下のほうに①

から⑥まで書かれていまして、これが移植に関する「仮説」に近い記述になっています。こんなことが

想定されるというふうに読めるんですね。だからこれにあとは適地の選定の話なども加えることで、「仮

説」づくりができるので、これを充実していただいたらいいかなと思います。 

 加えて次の 19 ページには、「見直しもします」と書いてあります。「モニタリングして検証して、そ

れでフィードバックします」という気持ちがもう入っているので、18 ページから 19 ページの記述につ

いてのシステム的な、古川委員の言葉で言うとシステム的な記述の充実というのを図っていただけると

よくなる、見やすくなると思います。それが気がついた点です。 

 加えて、ちょっと細かい気がついた点を言わせていただきます。14ページ、15ページに14年度はこ

うこうこうしますというふうに丁寧な計画が書いてあります。14ページのタイトルには移植計画と書い

てあるので、計画というのは 14 年度にこうこうしますということを書くのではなくて、こういう段取

りでやりますという段取りを書いたほうがいいと思います。１番目にこういうことをやって、２番目に

こういうことをやってということの段取りをまとめて、特に 14 年度はこういうふうにしますというよ

うな書きぶりのほうがいいんじゃないでしょうか。 

 もし、この文章、この冊子が、海草移植計画が毎年度つくられるのであれば、14年度版とかというサ

ブタイトルをつけておいていただいて、14年度はこういう考えですと。14年度の結果を見て15年度見

直ししたら 15 年度版の計画をつくりますというのだったらこれでいいと思います。しかし、そうでな

くて一応、適宜見直しをするんですけれども、計画としてまとめましょうというのであれば、14年度は

こうしますというようなことと、翌年度はこうしますというようなことを書くよりは、手順を整理する

ということを心がけたほうがいいんじゃないかと思います。 

 ついでに細かい点を言わせていただきます。 

 図表番号が通し番号でついてないので非常に見にくいので、図番号、表番号は通し番号でつけていた

だきたいと思います。 

 それから、細かい点ですみません。 

 11 ページのところに、イ、ロ、ハ、ニの下の一文なんですけれども、「海草移植は……で、……の二

つが必要条件」とあるんですが、二つと書いてあるんだから、二つについてそれぞれ１、なんとか。２、

何とかと書き分けておいていただきたい。ぱっと読んだときにどの説明か分からないということがあり

ます。 

 16ページの図ですけれども、青い丸がありますが、この青い丸は何かという説明が書いてないような
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ので、書いておいていただきたいと思います。 

 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  ありがとうございました。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  細川委員の意見は、古川委員から出された意見について補足いただいたものです。

まさにそのとおりで、仮説はここに書いたようなこと。今回、一番大きなところは適地選定のところか

なと思っております。それを充実していきたいと思います。特に、適地選定のところは貫入試験を行っ

て、その結果を適地選定の一つのファクターとしていくというふうな考え方を出しております。 

 今後、移植を行う場所につきましては、移植する前に貫入試験を行いまして、まさにその場所がどの

ぐらいの貫入量があったのかというようなデータが当初からとれますので、今回の仮説の検証となる新

しいデータが出てくるだろうと思います。 

 今後の話につきましては、システム的にどういった場で、どういったものを見直すということを追加

したいと思います。 

 14 年度の特出しの話ですが、14 年度はどうするのという具体的な問い合わせがあったので書かせて

いただきました。私も 14 年度だけ特出しで書くというのはどうかなと思ったんですが、そういった事

情で書いているところがあります。 

 確かに、これから数年にわたって行う計画なのに 14 年度だけ書くというのもちょっと奇異な感じが

するので、今後こういったことで海草移植が行われるというのは手順的なものをまず述べたうえで、特

に14年度については、というふうな形で整理はしたいと思います。 

 あとは、図の番号の通し番号については、それからほかの二つについてはちょっとこちらのほうで説

明が抜けていたので訂正したいと思います。 

 特に、16ページの青丸につきましては、委員会に出した図ではあるんですが、強いて説明いたします

れば、適地とならないところということで入れています。凡例は変えます。すみませんでした。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  はい、どうも。よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  すみません、今度はまた移植のことなんですけれども、例えば今の資料の１の 15 ペー

ジなんですけれども、これを見ます今回、移植をしようというところが実際に調べてみると非常に少な

くなっていて、わずか100㎡しか残っていないのだと。だから100㎡移植するのだという話なんですけ

れども、予想以上に台風の影響、多分、台風の影響だと思うんですが、台風の影響で少なくなったなと

いう感じはいたしました。 
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 実は、ここそのものは私、見てはないんですけれども、泡瀬の近くをきのうの午後にちょっと見て回

った感じでは、あまり感じで言うとあとで叱られるんですけれども、感じでは、随分、今年は海草が少

なくなったかなという気がいたしました。ここの部分が100㎡になっているというのは、多分あり得る

数字だなというふうな気もしました。 

 この印象をおいてなんですけれども、実際にここに例えば、15ページの青い部分のところ、つまり国

側の、事業者側の担当としては100㎡かもしれないんですけれども、例えばその一つ前の14ページに、

藻場移植面積というところがあって、図の中ですけれども、赤い斜線で縦線で書いてあるところがあり

まして、ここは県でやるところだと思うんですけれども、県でやるところも今回、移植の対象にはなら

ないんでしょうか。ちょっとお聞きしたいんですが。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  県でやるところは今年度の移植の対象にはなっておりません。 

 施工の手順の話になってしまうんですが、先ほど冒頭で浦辺のほうが説明した図が、当面工事を行う

ところでありまして、県が埋め立る区域はあるんですが、こちらの埋め立てについては、県の事業スケ

ジュールにのっとってやるということになろうかと思います。いずれにしても県の部分というのは平成

14年度の事業計画には入ってない。さらに言うなら平成15年度も一部入るぐらいのことになります。 

 質問としては県のことはどうかということでしたので、一応 14 年度の対象にはならないというのが

結論であります。 

 それとちょっと海草が少なくなったという話が野呂先生から出たので一言。私も今回、調査結果を見

てびっくりしたところがあります。藻場の実態調査をやりましたという話をＰ３のほうに載せたんです

が、去年やっぱり同じ時期に実態調査をやって同じような図面をつくって載せています。これについて

は 12 月４日にプレスに投げ込みはしたんですが、あまり記事になりにくい性質のものなので記事には

なってないんですが。13 年にやった藻場実態調査と、14 年にやった藻場実態調査の比較を面積の変化

として載せています。特に、被度 50％以上というところが大体 50ha 近く去年はあったんですが、今年

は 20ha まで減っているということで、薄くなったという感じがこの結論から分かったというところで

す。しかもこんなに減ったのかという感じを正直いって受けています。 

 野呂先生がちょうど９月のワーキングか何かのときにちょっとご覧になって、台風のあと藻場がどの

ぐらい減っているのか、半分ぐらい減っているんじゃないのかというご感想を話されております。その

ときはそんなに減っているのかなという感じはしたんですけども、これを見ると半分というよりは、も

っと薄くなっているなというところが今回の調査で分かってきたなと、そんな感じもしております。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  それでは、ほかにございませんでしょうか。 
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 はい、古川委員。 

○古川委員○古川委員○古川委員○古川委員  藻場の面積が変動しておって、今年少ないので少ない分を移植しますという計画書にな

っておるわけですけれども、そういった変動についても自然の藻場というのが変動するということを承

知したうえで、変動しているものを変動する先に移植するというアイディアだというふうに理解してお

ります。 

 そうだとすると、例えば、資料－１の 16 ページのところで移植先、予定先というところで図の中に

候補地が書いてあるわけですけれども、この中で移植候補地として確保されなければいけない面積とい

うのは、おそらく今ある二つ足した250㎡と100㎡のものが入ればよろしいということではなくて、こ

れらの藻場が元々もっていた潜在的な大きさ、広がれる可能性というものも含めて移植候補地の先で確

保しておかなければいけないということだと思います。数字的にどれぐらいというのを書くのは難しい

ですけれども、そういうことも考えて余裕代を見ての候補地だということ。また、それが足らないとい

うことであれば、環境創造についての積極的な環境創造・修復といった事業実施も視野に入れて検討を

されていくことをぜひどこかで書いていただきたいというふうに思います。 

 あと、資料２、３については、今、よろしいでしょうか。 

 これが施工業者へのいわゆるクオリティーコントロールのための文章ともなるという視点で１点だ

け申し述べさせていただきたいと思います。 

 資料２でいけば２ページのところに移植の手順として、手順がこまごまと書かれております。クオリ

ティーコントロールの中で、例えばこういう自然修復のための事業で、特に重要なことは、この中の手

順がきちんとされているということも非常に重要なんですが、実際それを施工される方がその目的を理

解して、それがちゃんとその目的に沿って行われたのか。手順がマニュアルどおりに行われたというこ

とではなくて、その目的に沿ってその手順が実行されたのかというところが大切だと思いますので、こ

の準備・出港の前段におそらくは施工目的、またはこの事業の目的についての周知徹底、事前のレクチ

ャーというのが必要だと思いますし、あとにどういう形になるか分かりませんけれども、報告または反

省、そういったことというのも大切なことになるかと思いますので、実際のマニュアル化されるときに

は考慮していただきたい。これは資料３についても同じように、そういった目的を明確に書いてその目

的を周知徹底させるというプロセスと、それが実行されたかどうかの報告を求めるという手順が必要か

と思います。以上です。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  ありがとうございました。 

 確かに、変動するものを変動する環境に移植するということになりますのでご意見はもっともだとい
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うことで、広い範囲を確保するという観点で考えております。 

 とはいえ、変動するものなので、今これだけですよという数字も書きづらいというところがあって、

書いてないということもあります。 

 先ほどちょっとコメントしましたが、試算ですけけれども、今のところ平成 14 年度の、移植面積が

250 ㎡という部分ですけれども、これの対象面積が 5,000 ㎡ありまして、その中で移植するのが 250 ㎡

ということになっています。 

 単純に５％という割合なので、この５％の割合を将来の移植面積にかけると、大体、試算ですけれど

も、大体２ha弱ぐらいのネットでの面積が必要になってくる。 

 ご指摘のとおり、藻は増えるわけでありまして、増えしろみたいなところを確保する。特に、手植え

移植の場合には千鳥に植えますので、大体、面積的には４倍ぐらいエリアとして当面、必要だなと。増

えしろとして、更に、必要だなということで、今のところ約１ha強ぐらいのエリアを今年度の移植先と

して考えてございます。 

 それと、移植すべきボリュームが増えるということも想定されるわけでありまして、今の 15ha の中

でおさまらないということも可能性としてありますので、逆に移植適地を環境創造の中でつくっていく

というふうな観点も取り入れてやっていきたいと思っております。 

 それとマニュアルについては、このフローの中に入れまして、さらに現場においても施工業者に事業

者から徹底するということを行いたいと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  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。 

 予定の時間が迫ってまいっております。どうぞ、ございましたらお願いします。 

 本日、海草移植計画（案）というのが議事にございますけれども、ただいま事務局から出されました

案について、委員の皆さんから数多くのご指摘がございました。特に野呂委員、古川委員というワーキ

ングのほうのメンバーである委員のほうからも細かくご指摘いただいたところでございます。 

 それから、細川委員のほうからもご指摘いただきました。このようにご指摘いただいた意見について、

対応についても回答があったわけでありますけれども、この海草移植計画（案）に十二分に盛り込んで

いただいて、そして、より充実した計画にしていただきたいというふうに思うわけであります。 

 ただいま出された意見をこの海草移植計画（案）に盛り込むという形で、この委員会として、この海

草計画（案）について了承していいかどうかというのをお諮りしたいんですけれどもいかがでしょうか。

特に、留保すべき点、いろいろあるかと思いますので、そのへんを含めてご意見いただきたいと思いま

す。 
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○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  ちょっとすみません、総合事務局の野澤です。 

 事業者のほうとしては、いろいろ意見はいただいておりますが、今こういうふうに直しますという即

答ができてない状況であります。したがいまして、修文等をして、意見を仰られた委員の先生にこう直

しましたという照会をやろうと思っています。事業者と委員の間で調整させていただきまして、ご了解

いただいたのち委員長のほうに最終的に事業者がこういうことでまとめましたと報告し、これで公表し

ますという形で進めさせていただければと考えています。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ただいま、事務局のほうからそういう説明がございました。そういう形で海草移植

計画につきましては、出された意見を事務局のほうで一応は、それを盛り込んだ形にしまして、またも

う１回意見を出された委員の方々にフィードバックして、とりまとめていくと。この計画案は、環境省

に出すとともに公表するというふうな形になっておりますので、そういう手順を経て公表にいたるとい

うふうなことで、またいろんな点からのご意見等もそれについて出てくるかと思いますけれども、そう

いうふうな計画ということになろうかと思います。 

 では、そういう手順を踏んで、この計画案をつくり上げていくということでこの委員会では了承する

ということでよろしいでしょうか。 

（異義なし） 

 どうもありがとうございました。 

 先ほど来、古川委員からもありましたけれども、例えば、藻場についての潜在的な可能性というのも

かなりあるわけですから、そのあたりはかなり流動的な要素も想定しながら、海草移植計画は今回で終

わりということではなくて、また次の段階でまた出てまいると思いますので、そういうことで十分に対

応していただきたいというふうに思います。 

 それでは、議事のあと、その他というのがございますけれども、特にそのあたりについていかがでし

ょうか。 

 すみません、野呂委員のほうから。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  その他のことなんですけれども、これは委員会の構成とか運営のことで皆さんに聞いて

いただきたいと思っているんです。というのは、実は仲座先生のｅ-メールの配布資料の中にも２）で

委員の構成についてということがありましたし、吉野先生の資料の中にもそれらしいことは書いてあっ

たんですけれども、やはりこの委員の構成というのは、今もう１回見直されるべきではないかと考える

わけです。この委員会の中で例えば、何回も指摘がありましたように海草の専門家というのが、ちょっ

といろいろ事情があって欠けているということもあります。ほかの、例えばベントスのこととか、鳥の
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こととか、そういうのもやはり考えるべきではないかと考えますし、確か、仲座先生が「地元の委員を、

地元の研究者をもっと入れるべきだ」というふうなことが書かれていますけれども、まさにそれは正論

でありまして、それは今後、われわれは１年間の辞令をもらってやっているわけですので、今度の３月

の終わりまでが任期だと思いますし、それまでは一生懸命やろうと思ってやってはいるわけですけれど

も、やはり任期が変わるときに向けて、やはりすぐに変わるというわけにはいきませんので、交替の時

期というか、辞令の期限の時期をゴールといたしましてというか、目的として委員をどういうふうにす

るかというのをきちんともう１回組み直すときではないかというふうに考えます。それがまず第１点。 

 それから、２点目といたしましては、今度はワーキングのことです。 

 実は、ワーキングが始まったときには、確か、これは非公開でもってずっとされてきたと記憶してい

ます。それが１、２回前から実は公開になったわけですけれども、結論的に言うとこれも非公開にする

ことを私は提案したい。というのは、ワーキングというのはあくまでもこの委員会の技術的なところを

検討する場であるわけです。本来ならば、ワーキングでは技術的な委員が集まって、出された資料に関

して本当に技術的なことを検討する場であるわけです。そこでは、例えば、政治的なこと、経済的なこ

とというのは別なことでありまして、そういうことを考えると、きちんとワーキング本来の仕事ができ

るようにするためには、実質的な会議ができるようにしていただきたい。なぜそれを非公開にしなけれ

ばいけないのか、これだけ情報公開の時代になぜそういうことをしなければいけないのかということを

おっしゃるかもしれませんけれども、それはそこで出したものは私たちのワーキングの意見としてこの

委員会にきちんと出すわけです。ところが公開にしてしまいますと、まだこの委員会でもって承認され

ていない意見があたかももう決まってしまったように、マスコミでもって流れてしまうわけです。私が

もしも眞榮城先生の立場だったら、それは怒ります。なぜ、たかがワーキングの主査が結論を出したこ

とが、あたかもこの委員会でもうすでに承認されたような形でマスコミに流れるんだということになっ

てしまいます。 

 この環境監視委員会でもって承認されてこそ初めてワーキングの意見が外に出されるべきでありま

して、その内部の過程をつまびらかに全部さらけ出すというのは、ワーキングのきちんとした議論を行

う障壁になりますから、私は非公開でやっていただきたいと、そういうふうに提案いたします。 

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

 ただいまのその他ということで、委員会運営について野呂委員のほうからご意見があったわけでござ

います。それにつきまして、先ほど川上さんのほうからも今後の委員会運営についてご指摘あったと思

いますけれども、どうでしょう、再度ご説明。 
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 じゃ山本さん。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  私のほうからちょっとお答えさせていただきます。 

 委員会の運営につきましては、私ども Wave のほうも非常に不手際が多くて恐縮しているところでご

ざいます。 

 今、ご指摘のとおりでございまして、委員の構成、補充拡充につきましては、また関係者の皆様とも

相談して検討させていただきたいと思います。 

 それから、ワーキングの公開の問題であるとか、監視委員会の役割自体も含めまして、今年度にもう

一度委員会をお願いすることになると思います、そのときに何らかの案を提案させていただきたいとい

うふうに思っております。よろしくご指導お願いいたします。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  検討すべき内容もそれぞれ段階があってくるとか思いますので、特にこの監視検討

委員会についての、先ほどの野呂委員からもご意見があったように、委員会としても委員会の構成、そ

れからやり方等についても十分にご検討していただきたいと思います。 

 一応、年度内の任期ということで３月 31 日まで一応の任期があります。その中でいろいろご検討の

ほうをよろしくお願いいたしたいというふうに思います。 

 その他はもうほかにございませんでしょうか。 

 それでは、池原委員のほうから。 

○池原委員○池原委員○池原委員○池原委員  私は、海草については皆さんが一生懸命やっておられることに、保護、増殖、これは非

常に大事な問題で、これはぜひともまとめておいていただきたいと思います。 

 私は、そのほかにこれから島ができたら、その海岸べり、地形、あるいはそのほかいろいろなことが

検討されなくてはいけない。総合的に今、生態系としてこの島が果たす役割と申しますか、エコツーリ

ズムであるとか、いろんな問題がありまして、そこのほうにいきさえすれば干潟である、あるいはその

まわりの海底等にいろいろな海草類があって、工事中に移植したのもあれば新しく別のところにも発生

するようにしたとか、いろんなことがありまして、干潟のあれだけのほうが自然からなくなる、それの

埋め合わせといったらちょっとおかしいけれども、そのときに例えばそこにこれまで皆さんが一生懸命

そこの保護や活用について努力されてきた、何かリストなり、あるいは研究されたならばいろんなもの

を並べる。そうして潮がひいたときには、団体であればそれを指導者が下りて、いろいろなことを説明

をすると。そうして周辺に陸域になって、そして海岸に防風林的なもの、あるいは波打ち際にいろいろ

の植物が生えておる、そのためにそこにまた別の個体、動物もそこに住むようになる。あるいは、陸域

からそこのほうへコウモリであるとか、カラスであるとか、ヒヨドリ、メジロ、そういうものも来るし、
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あるいは干潟に餌を食べておったりしたものが、潮が満ちてくるとそこの近くに木が生えて、近いとこ

ろの大きな木があればそこで一休みして、潮が引いてからそこから下りていくというふうなことに。こ

れはああいう特別な地形をどのようにうまく教育といいますか、自然に対していろんな専門の方々が工

夫して、それの効果といいますか、役割というものが非常にいろいろ勉強できると。こういうふうなこ

とにもなると思いますので、今回の海草類の保護、増殖だけでなしに、やっぱりトータル全体の島をつ

くる全体の活用をどのようにすればいいかということについても検討していただきたいと、そういうふ

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  池原委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、時間ですのでこれをもちまして第２回の委員会、終了いたしたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

（午前11時 51分 閉会） 


