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ホームページ「質問箱」に寄せられた意見等 

 

 事業者のホームページの「質問箱」には、平成 14 年 9 月以降、8 人の方から計 19 通の

意見がありました。寄せられた意見の要旨とそれに対する事業者の見解は以下のとおりで

す。 

1)事業計画全般に関するもの 

（意見要旨） 

 

 
 

 

 

（

 

ト

域

域

長

 

が

 

に

記

 

2)ホ

（

 

 

 

（

 

 

 

豊かな自然である干潟の埋立てをやめてほしい。
埋立ての必要性を感じない。 

見 解） 

これまでの環境監視・検討委員会でも回答しましたとおり、本計画は国際交流リゾー

や情報・教育・文化、海洋レクリエーションなどの拠点の形成により、沖縄県中部圏

の活性化と雇用の創出を目指すものです。また、中城湾港新港地区の特別自由貿易地

の整備とも一体となったプロジェクトであることから、今後の沖縄振興にとって中・

期的に重要な役割を果たすものと考えています。 

自然や生態系保全の重要性については認識しており、開発と環境のバランスを考えな

ら総合的に判断すべきと考えます。 

そのため、本計画については、環境保全策を盛り込んだうえで、一連の環境影響評価

関する手続きを適正に終了しています。また、事業者としては、環境保全のため、下

をはじめとする対応をとることとしています。 

○ 埋立地を出島形式とすることにより現在の海岸線や鳥類の主な採餌場所となっ

ている干潟の埋立を回避し、埋立面積を縮小しました。 

○ 埋立地に隣接して干潟を造成するなど、新たな環境創造を行います。 

○ 専門家や地元市民により構成される環境監視・検討委員会を設置し、環境監視

結果の評価や環境保全措置の検討を行っています。 

ームページ・情報公開に関するもの 

意見要旨） 

インターネットを利用しない人などのため、メールで意見や質問を受け付けてほし

い。 

見 解） 

ご意見、ご質問は、ホームページの質問箱のほか、書面でも承ります。 
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（意見要旨） 
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質問箱への質問内容を表示してほしい。また、早く答えて欲しい。
見 解） 

ご質問とそれに対する回答は、環境監視・検討委員会において公開していきます。 

意見要旨） 

 

見 解） 

環境監視・検討委員会に報告した上で資料として掲載しています。 

意見要旨） 

 
委員会での配付資料は全て公開してほしい。
見 解） 

資料は全て公開いたします。 

意見要旨） 

 
委員会議事録は速やかに公開してほしい。
質問の回答をＨＰに掲載してほしい。
見 解） 

議事録はできるだけ速やかに公開するよう努めます。 

草藻場移植に関するもの 

意見要旨） 
海草移植の保全対策としての有効性、密生する海草藻場にすることができる科学的

根拠を示して欲しい。 
移植した海草が、移植先で継続的に生育可能であることは確認されていない。 

 

海草は移植して根付くものではない。自然の藻場を失うようなことはやめてほしい。
機械化移植した藻場が台風の影響を受けたのに対し、手植え移植では大丈夫といえ

るのか。 
環境への配慮がなされているとは思えず、工事を中止してほしい。
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（見 解） 

 海草藻場移植の経過やその評価については、環境監視・検討委員会で審議されている

ところです。そして、今まで行なった調査結果や審議経過をまとめて「中城湾港（泡瀬

地区）公有水面埋立事業にかかる海草移植計画」を昨年 12 月に策定・公表したところ

です。 

 「海草移植計画」の中には、目的、現況、これまでの経過と得られた知見、今後行な

う移植計画などをお示ししています。まだ、課題は残されておりますが、必要な実験を

行なうとともに適切にモニタリングを行い、その成果を計画にフィードバックして参り

ます。 

 

4)クビレミドロ保全に関するもの 

（意見要旨） 

 

 

 

第Ⅰ区域埋立てによるクビレミドロへの影響予測は重要であり、環境影響のシミュ

レーション結果を公開してほしい。 

（見 解） 

 第Ⅰ区域のみによる環境影響評価の数値シミュレーション等は実施しておりません

が、工事による影響を監視しながら実施する考えです。 

 そのため、クビレミドロについては生育地及び工事区域を含む周辺海域濁りの環境監

視を行いながら、影響のないよう配慮して工事を進めています。また、監視調査の結果

については委員会に諮るとともに、公開します。 

 

（意見要旨） 

 

 

 

 

当局調査によるクビレミドロの生育面積は、少しでも生育しているところを包括し

たものであるにもかかわらず、市民団体が調査したものより著しく小さい。調査方

法及び分布図作成の際に基づいたデータを公開してほしい。 

（見 解） 

 本調査は、現地に調査員が入り目視で観察をしています。この種の調査では一般的に、

生育面積は各調査時においてクビレミドロが安定的に生育しているまとまりのある範

囲の面積を示しており、偶発的に数群体が散在しているような箇所や、分布が途切れて

いる範囲については含めていません。これが、市民団体の方の調査結果と異なる理由で

あると考えます。 

 当方の調査結果については、整理した上でお示ししたいと考えています。 
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前回委員会（９月３０日）以降に事業者に寄せられた要請等 
 
１． 概 要（受け取った要請等の一覧） 
 
平成 14 年 10 月７日 
「泡瀬干潟埋め立て、海上工事の着工に強く抗議する」 
要請者：ＷＷＦジャパン 
 
平成 14 年 10 月９日 
「泡瀬干潟埋立の海上部分の工事着工に抗議し、埋立中止を求める要請」 
要請者：泡瀬干潟を守る連絡会 
 
平成 14 年 11 月 12 日 
「中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業工事着工に抗議し、同事業の即時中

止と泡瀬干潟の保全を求める要望書」 
要請者：日韓共同干潟調査団 
 
平成 14 年 11 月 13 日 
「手植えについての疑問及び公開質問、資料の提供について」 
要請者：泡瀬干潟を守る連絡会 
※手植え移植に関する事実関係に関する質問であり対応済み。 
 
平成 14 年 11 月 13 日 
「中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業工事着工に関連し、比屋根湿地前の

仮設橋梁予定地の生態系保全を求める要望－同地に生息する貝類の調査結果か

ら－」 
要請者：貝類保全研究会 
 
平成 14 年 11 月 13 日 
「泡瀬干潟（中城湾港（泡瀬地区））埋立事業及び海上工事に対する意見書」 
要請者：財団法人 日本自然保護協会 
 
平成 14 年 12 月 11 日 
「本日の環境監視検討委員会を中止すること」 
「海上工事、仮設橋梁建設工事を直ちに中止せよ」 
要請者：泡瀬干潟を守る連絡会 
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平成 14 年 12 月 27 日 
「中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業にかかる海草移植計画」に対する意

見」 
要請者：財団法人 日本自然保護協会 
 
平成 15 年 2 月 17 日 
「泡瀬干潟の海草移植に関する論文ならびに中城湾港泡瀬地区における海草移

植に関する公開質問状 
要請者：貝類保全研究会 
 
平成 15 年 2 月 27 日 
「環境監視・検討委員会についての要請」 
「泡瀬干潟埋立事業を中止し、環境保全策の実施を求める要請」 
要請者：泡瀬干潟を守る連絡会 
 
平成 15 年 2 月 27 日 
「クビレミドロに関する情報公開のお願い」 
要請者：琉球湿地研究グループ 
 
 
２．事業者の見解 
① 埋立事業に関するもの 
意見要旨 
事業をやめるべき（重大な環境破壊、無駄な公共事業、合意形成を無視）。 

 
移植する行為は代償措置にはならない。よって、事業は見直されるべき。 

事業者見解 
 これまでの環境監視・検討委員会でも回答しましたとおり、本計画は国際

交流リゾートや情報・教育・文化、海洋性レクリエーションなどの拠点の形

成により、沖縄県中部圏域の活性化と雇用の創出を目指すものです。また、

中城湾港新港地区の特別自由貿易地域の整備とも一体となったプロジェクト

であることから、今後の沖縄振興にとって中・長期的に重要な役割を果たす

ものと考えています。 
 環境や生態系保全の重要性にはついては認識しており、開発と環境のバラ
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ンスを考えながら総合的に判断すべきものと考えます。 
 そのため、本事業については、住民意見を取り入れ埋立面積の縮小や地形

の変更を行った上で港湾計画に位置づけられています。また、人工干潟の造

成や海草の移植など様々な環境保全策を実施することとし、環境影響評価や

埋立申請など一連の行政手続きを経て事業化に至っています。 
 事業に対して、賛成・反対双方の意見があることは承知しており、反対意

見の方のご懸念は環境悪化にあるものと考えております。そのため、環境監

視・検討委員会を設置し、影響を確認しながら事業を進めることとしていま

す。更に委員会は公開とし、ＨＰにも結果を公開して透明性の確保にも努め

ております。 
 なお、海草移植については、泡瀬地区全体の藻場生態系機能への影響を低

減するために行っていく考えです。 
 
意見要旨 
事業を中止し、エコツーリズム等泡瀬干潟の自然を生かした地域づくりの

場を設けるべき。 
事業者見解 
 事業の必要性や経緯については、前述の通りですが、海洋性レクリエーシ

ョンの拠点形成が本事業のコンセプトですので、海や干潟などの自然の観光

資源を活用したエコツーリズムの進展にも対応して参ります。 
 
 
② 海草移植に関するもの 
意見要旨 
海草移植に膨大な税金を使うことは無駄遣い。 

事業者見解 
 海草の移植は、海草藻場を造成し当該海域の生物に多様な生息環境を提供

するために行っており、また、環境影響評価書に記載した環境保全上の措置

であります。当然、コストや効率性にも配慮する必要があり、機械化移植の

実用化に向けた試験を行っているところです。 
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意見要旨 
移植実験が生態系を大規模に改変。これが環境保全事業というのが問題。 

 
海草藻場生態系を二重に破壊。底生生物にも影響を与えた。 

 
移植地は自然の藻場の一部であり、移植により破壊した。 

 
これまでに撹乱した移植地および採取地の海草藻場の復元を図るべき。 
【海草移植計画に対する意見】 
事業者見解 
 海草移植は、環境に及ぼす影響が皆無とは認識しておりませんが、「大規模

な改変」や「破壊」という言葉から連想される壊滅的なダメージを与えてい

るとは思えません。 
 海草の採取先においては、一定面積の海草の消失は避けられません。した

がって、採取先は埋立予定区域とし、そのまま埋立が行われれば消失する海

草を有効に利用しようとしています。 
 移植先においては、砂地が藻場になることにより環境変化はありますが、

海草が定着することによって、藻場に依存する生物が生息していくものと考

えます。 
 
意見要旨 
海草移植は技術が確立されていない。移植実験は明らかに失敗。 

 
海草移植技術が確立されていない。移植計画を策定する段階でない。 
【海草移植計画に対する意見】 
事業者見解 
 手植えによる海草移植の方法については、適用性が高いと評価しています。

しかし、海草移植はリスクが伴う行為であり、適切にモニタリングを行いそ

の結果を計画にフィードバックしようとする順応的管理を行う計画です。 
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意見要旨 
海草移植が著しく困難な時期に移植を行っている。 

事業者見解 
今回海草を移植した 12～２月ごろは、ご指摘のとおりリュウキュウスガモ

の種子ができる時期でもあり、また、自然の藻場においても葉枯れが生じる

など、移植に不利な時期かもしれません。しかし、昨年度行った深部の機械

化移植実験（２月に実施）においては、台風期まで順調な生育を続けたこと

から、著しく困難であるとも思えません。 
ご意見については今後の移植の参考とさせていただきます。 

 
意見要旨 
底質の粒経組成を反映していない。 

事業者見解 
 「海草移植計画」にお示ししたとおり、海草の活着に影響を与える因子は、

地下茎及び根の伸長の障害となる地中の転石の存在が大きいものと考えてお

ります。よって、貫入試験によって確認することとしています。 
 
意見要旨 
藻場生態系保全の目標が欠落しており、移植計画としては致命的。 
【海草移植計画に対する意見】 
事業者見解 
 今まで行った海草移植実験から、移植した海草は、初期減耗、ラグフェイ

ズの減少過程の後、生育面積の拡大過程に入りますが、台風による相当量の

減耗を経験した後再び回復（拡大）過程に入ります。 
 委員会資料にお示ししたとおり、今後は、生育面積の変化を整理して総合

的に評価していただく予定です。また、移植藻場の生物相についても併せて

モニタリングする予定です。 
 
意見要旨 
機械化移植実験による藻場の破壊が把握されていない。誤った現況を基に

した移植計画。 
【海草移植計画に対する意見】 
事業者見解 
 平成 14 年 11 月に当該海域全体の広域的な藻場分布調査を行い、「海草移植

計画」の基礎資料としています。広域的な調査はメッシュの関係で海草を採
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取した地点の状況が表現されていませんが、実際の移植に際しては、詳細な

現地調査を行い被度の高い区域の存在を確認した上で行う旨、「海草移植計

画」に記載しています。 
 
意見要旨 
海草の種ごとの残存量が把握されていない。 

事業者見解 
 移植した海草全部ではありませんが、モニタリングポストにおける種ごと

の生育状況の調査結果は委員会にお示ししています。また、自然藻場の環境

監視点（モニタリングポスト）において、同様の調査を行っています。 
 
意見要旨 
杜撰な移植適地の選定。実験結果と移植適地の条件が矛盾している。 
底質から見て適さないとした地点において、手植え移植実験の成功点があ

る。 
【海草移植計画に対する意見】 
事業者見解 
 岩盤が露出した場所は、移植適地として適さないので、その地点は「底質

からみて移植適地に適さない地点」として「海草移植計画」に記載していま

す。図面上では St.Ⅱの点が「適さない地点」に入ってしまいましたが、精度

の異なる各種調査を同一図面上に表現した結果であり、現地調査でも確認さ

れているとおり、St.Ⅱの点は砂地であり移植適地と判断できます。 
 
意見要旨 
今後のモニタリングは、専門家の指導・助言を受け定量的な調査を行い科

学的なデータに基づき評価すること。 
事業者見解 
 「海草移植計画」にお示ししたとおり、モニタリングポストにおいて生育

面積及び被度を基本指標として継続的なモニタリングを行う予定です。 
 
意見要旨 
移植実験が底生生物に及ぼす影響のモニタリングを行っていない。 

事業者見解 
 機械化移植実験の前に採取先及び移植先の生物相の調査を行いました。移

植先についてはその後も継続しています。採取先については埋立予定地内で
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すので、調査は行っていませんでしたが、委員会資料にお示ししたとおり、

採取先の藻場のモニタリングを行う予定ですので、生物相の調査を併せて行

う考えです。 
 
 
③ 海草移植（手植え移植）に関するもの 
意見要旨 
手植え移植は St.1 で不良。成功ではない。 

 
手植えによる移植は多くの問題点がある。委員会で決定されていない。 

事業者見解 
 海草移植はリスクを伴う行為であり 100%うまくいくものとは考えており

ません。しかし、数次にわたる台風に耐え、４年間にわたり良好な生育状況

を保ったという客観的事実に基づき、移植適地に移植すれば生育していくも

のと判断しています。なお、移植後は適切にモニタリングを行い順応的管理

を目指す考えです。 
 
 
④ 海草移植（機械化移植）に関するもの 
意見要旨 
新たな実験(減耗対策)をすること自体、移植が失敗であることを認めるも

の。 
 
機械化移植は経過観察中であり、着工は許されない。 

事業者見解 
 機械化移植については、台風時に相当量の減耗が認められたため、台風後

の回復状況をモニタリングしているところです。そのため、台風対策（減耗

対策試験）を行い技術向上を図る考えです。 
 
意見要旨 
バックホウによる機械化移植は海草の生育特性に反した方法。 

事業者見解 
 「海草移植計画」にお示ししたとおり、機械化移植は土塊ごと移植する方

法であるため、海底面との段差が生じ浅海域においては、基盤（砂）の流出
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が顕著であったたことから、ある程度深い位置に移植することといたしまし

た。 
 また、減耗対策試験を行い海底面との段差をなくすことによって、地下茎

の露出等を防ぎ活着を促進させるものです。 
 
意見要旨 
機械化移植は生態系に大きな影響を与える。 

事業者見解 
 昨年度行った機械化移植実験において、浅海域に移植した海草が消失した

ことにより、海草ブロックとともに一緒に移された貝類が死滅したことを意

味しているものと解釈しております。 
 機械化移植は土塊ごと移植できるため、移植のストレスを低減する点や底

生生物ごと移植できるのが利点であり、移植後の活着を促進することで底生

生物の死滅も低減できるものと考えます。 
 
 
⑤ 委員会のあり方に関するもの 
意見要旨 
委員会で沖縄県及び沖縄市の早期着工を誘導する発言は批判されるべき。 

事業者見解 
 委員会の場で真栄城委員長が注意したとおり、委員会の場にそぐわない発

言であったかもしれませんが、関係者として、それぞれの考えを示したもの

と思います。 
 
意見要旨 
海草の専門家が欠席のまま海草移植計画を審議するのは問題。 

事業者見解 
 前回（12 月）の委員会でご説明したとおり、スケジュールが合わず委員長

及び主査の日程を優先させていただきました。また、事前に資料を配付しご

意見をいただき、委員会にも報告させていただきました。 
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意見要旨 
委員会には、海草、鳥類、底生生物、自然保護の専門家、市民団体の委員

を参画させるべき。 
 
委員会には、ＮＰＯを複数入れるべき。 

事業者見解 
 委員体制等に関する事項であり、今回の委員会で議論する事項です。 
 
意見要旨 
推進を前提とした委員会でなく、委員会として（賛否）の結論を出すべき。 

事業者見解 
 本委員会は、一連の手続きを経て事業化され、環境影響評価書に記載した

事項を具体化するために事業者が設置した委員会です。よって、賛否を決め

る場ではないと考えます。 
 
意見要旨 
委員会の結論は多数決で決めないこと。 

事業者見解 
 本委員会は、調査結果を審議し委員各位より事業者に指導・助言を与える

ものであり、多数決で決めるような性格の会ではないと考えますし、いまま

でもそういう運営がなされてきたところです。 
 
意見要旨 
委員会、各ＷＧは公開すべき。 

事業者見解 
委員体制等に関する事項であり、今回の委員会で議論する事項です。 
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⑥ 生態系の保全対策に関するもの 
意見要旨 
保全対策の議論は、海草、クビレミドロ、トカゲハゼに偏重。全体的な生

態系の保全対策が検討されるべき。 
 
貝類の希少種の存在を認識し、全体的な生態系の保全対策についての見解

を明らかにすること。貝類の調査は不十分。 
事業者見解 
 クビレミドロ、トカゲハゼは絶滅危惧種第Ⅰ類にランクされており、特段

の保全対策が必要であり、環境影響評価書に保全対策を記載しております。

また、海草の移植については、現在移植実験等を行っているため、必要な審

議時間を設けています。 
 全体的な生態系の保全対策については、環境影響評価に加え、委員会の意

見である「良いシナリオ及び悪いシナリオを想定し、幅を持った予測結果を

示す」検討を行い、保全対策の考え方も含めて委員会にお示ししたところで

す。 
 
意見要旨 
仮設橋梁工事は渡り鳥の飛来に大きな影響を与える。また、仮設橋梁周辺

には貴重な貝類がいる。 
 
仮設橋梁建設予定地の評価と保全の方針が明確化するまで着工は見合わせ

ること。 
事業者見解 
 仮設橋梁（工事用道路）は、トカゲハゼの生息地を避けるとともに、クビ

レミドロや底生生物に及ぼす影響を低減するため、海面を埋め立てない桟橋

形式を選定しています。 
 工事に当たり水質調査を行うほか、干潟に生息する底生生物の調査を定期

的に行い、その結果を委員会にお示ししております。 
 
意見要旨 
クビレミドロやトカゲハゼの保全措置についても科学的根拠がない。 

事業者見解 
〈クビレミドロ〉 
埋立申請承認書の留意事項に記載されているとおり、生息地の工事に着手
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するまでに、移植技術の確立に向けた調査を行うこととされています。第Ⅰ

区域は生息地ではありませんが、工事による濁りの監視を行いながら実施し

ております。 
〈トカゲハゼ〉 
保全期間に工事を行わないほか、人工干潟を設けて生息地の拡大を図る計

画です。なお、沖縄県が新港地区において干潟を造成した実例があります。 
 
 意見要旨 
良好なサンゴ群集や藻場の調査内容についても検討すること。 

事業者見解 
 サンゴ及び藻場の生育状況については、平成 12 年度より監視調査の一環と

して監視点を設けモニタリングを行っております。また、広域的な藻場の分

布調査を平成 13 年度より行っております。 
 
 
⑦ 希少種の発見 
意見要旨 
絶滅危惧種ヒメウミヒルモが見つかった。埋立地は自然藻場として貴重な

場所。 
事業者見解 
 ヒメウミヒルモは過去のモニタリングで１度だけ１地点で確認されている

が、水深の深い場所に分布する種であり、埋立地周辺の浅い海域が生育の中

心とは考えられません。専門家の意見を伺い今後の調査に役立てて参りたい

と考えています。 
  

 意見要旨 
仮設橋梁建設位置で希少種の貝類が発見された。 

事業者見解 
 希少種の発見情報が寄せられた場合には、本委員会に報告するとともに、

監視調査の際の参考とさせていただきます。その結果、環境保全上重要な種

が確認された場合には、当該種の保全における本海域の位置づけや本事業を

実施するにあたっての配慮事項を整理し、ご検討いただく考えです。 
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⑧ クビレミドロに関する情報公開の要請 
 意見要旨 

以下の情報公開を要請する。 
① クビレミドロ保全の全体計画と進捗状況 
② 今年度の調査計画と進捗状況 
③ クビレミドロの分布に関する調査方法 
④ 分布図を作成する時に用いたデータ 
⑤ 台風による底質の変化に関する調査結果 
⑥ 工事の影響をモニタリングするための調査計画 
事業者見解 

 ①②⑥については、今回の委員会資料にお示ししているところです。 
 ③については、現地に調査員が入り目視で観察をしています。 
 ④については、測量した位置情報、群体数の計測結果、長径の測定結果がデ

ータとして取得されています。 
 ⑤については、クビレミドロに関連しては実施しておりませんが、砂州の経

年的な移動は航空写真により整理しております。 
 なお、当方の調査結果については、整理した上でお示ししたいと考えていま

す。 
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