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平成平成平成平成14141414年度年度年度年度    第３回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会第３回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会第３回中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会第３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11115555年年年年３月１８３月１８３月１８３月１８日日日日((((火火火火))))    

                        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    

（午後１時18分 開会） 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  お待たせいたしました。定刻を過ぎましたけど、３回目の中城湾港泡瀬地区

環境監視・検討委員会を開催したいと思います。 

 本日は年度末の大変お忙しい中、委員並びに関係の皆様方におかれましては、本委員会にご出席

いただきましてありがとうございます。 

 本日はおおむねこれから４時過ぎまで、３時間ほどの内容でございますが、よろしくご討議のほ

どお願い申し上げたいと思います。 

 本日は、進行の方Ｗａｖｅの担当・山本でございますが、務めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、まず資料の確認をさせていただきます。お手元ご確認ください。議事次第ございまし

て、それから着席表、委員名簿、それから平成14年度の工事の資料、２枚ほどの紙がございまして、

資料-1に分厚いのがございます。環境監視調査結果中間報告、それから資料-2、前回委員会の指摘

事項とその対応、続きまして資料-3(1)、海藻草類移植・保全ＷＧ報告概要、資料-3(2)、同ＷＧの

検討成果、それから資料-3(3)、減耗対策工法試験の現状報告、資料-4、泡瀬地区の環境保全・施

設整備方針、資料-5、ＨＰ等に寄せられた意見に対する見解について、資料-6、今後の泡瀬環境監

視検討委員会体制について、それから１枚紙で古川委員ご欠席でございますが、そのコメントがご

ざいます。 

 それから、委員の方々のみ配付しておりますが、抗議文等の別添資料が参考資料としてつけてご

ざいます。 

 以上でございますが、過不足ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それから、本日の委員のご出欠の状況でございますが、資料の３枚目に委員名簿がございますが、

国総研の細川委員と古川委員ご欠席でございます。それから、池原委員もどうもご欠席になったよ

うでございます。 

 それでは、議事のほうに入りたいと思います。委員長、議事のほうを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  それでは、議事を進行していきたいと思います。議事次第がございます。(2)

で議事ということで、本日は①から④までの議事がございます。 
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 それでは、最初の①の環境監視調査結果、これは中間報告ということでございますけれども、そ

れについての説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  それでは、①の環境監視調査結果、中間報告についてのご報告いたしますの

で、ちょっとお時間を借りましてこの間の14年度の工事の実施状況について、この環境監視調査結

果を報告するために必要な状況であると思いますので、これのご説明を先にさせていただきたいと

思います。 

 左肩上に平成14年度工事実施状況と書いてございます２枚紙、こちらをご覧になっていただきた

いと思います。私、沖縄総合事務局那覇港湾空港工事事務所、浦辺でございます。よろしくお願い

いたします。 

 １枚目に、上側に泡瀬地区の実施計画平面図というのが載っております。こちらで、前回の委員

会12月11日の委員会から、きょうの第３回の委員会までの間にかなり工事が進んでございます。こ

の工事を実施した箇所につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 こちらの平面図で少し濃い赤がついている場所がございますが、こちらが今年度工事を行った場

所でございます。現在、ほぼ工事は完了しているという状況でございます。全部で５つの施設につ

いて工事を行っております。 

 まず、左上に仮設道路（橋梁）というのがございますが、こちらについて工事を行っております。

こちらは泡瀬干潟とそれから比屋根湿地の間にあります、国体道路から向かって東南東の方向に約

216ｍの仮設橋梁を建設しております。現在、橋梁部分についてはすべて工事が完了しておりまし

て、きょう現在では、そのこちらの国体道路との取りつけの部分の舗装工事をやっているという状

況になっております。 

 それから、海上部分についてでありますが、海上部分については四つの施設について工事を行っ

ております。左側から説明させていただきますが、余水吐護岸、それからトチリ護岸、仮設道路、

仮設桟橋の４種類の施設でございます。 

 こちらの海上部分につきましては、さらにその少し下のほうに実施状況図というのがございます

が、こちらがこの部分を拡大したものでございます。さらに、その下に実施数量というのが表で載

っております。こちらが実際に工事を行った数量が書いてあるものでございます。 

 余水吐護岸でございますけれども、こちらにつきまして綱矢板形式ということで、打設468枚の

綱矢板を打設済みということでございます。こちらにつきましては状況ですが、１枚めくっていた

だきますと工事の写真が載っております。ちょっと縦と横と、横向きになっておりますが、横向き



 3

に見ていただきまして、右下のところに余水吐護岸の写真が載っております。このような形で矢板

構造の護岸を建設したということでございます。 

 それから、元の今の状況図に戻っていただきまして、トチリ護岸219ｍ、それから仮設道路202

ｍを建設してございます。こちらにつきましても、今の写真にまた戻っていただきますと、写真横

長、右上のほうに仮設道路、トチリ護岸というところの写真が載っております。こちらについては、

石積みの護岸ということで施工を行っております。 

 なお、この石積みの護岸につきましては、最終的な完成断面ということではなくて、暫定的な断

面で仕上げている、将来、仮設桟橋等が全体に完成したときに完成の断面にするという形で計画さ

れております。 

 それから、もう一つが仮設桟橋でございます。仮設桟橋につきましては写真でいきますと左下に

なりますが、Ｈ型杭の矢板のうちのＨ綱の打設を232本行っております。 

 今年度はこの部分までで工事を止めているということでございますが、今後この仮設桟橋につき

ましては、この上にコンクリート製の床板を乗せて、最終的には桟橋の形にして作業船等の係留が

できるようにすると。こういう構造になっております。 

 それから、また１枚目に戻っていただきまして、実施数量の欄をご覧になっていただきたいと思

いますが、ただいま申し上げました５つの施設について工事を行っています。そのほかに、これら

の工事に付随するものといたしまして、藻場の移植、こちらにつきまして芝植え工法で115㎡、減

耗対策試験で225㎡の移植を実施しております。 

 それから、汚濁防止膜ということなんですが、上の実施状況図に汚濁防止膜ということで外側、

内側それぞれ4,860ｍ、1,460ｍという二重の汚濁防止膜を張っています。こちらは海中に垂らした

シートというふうにお考えいただければいいかと思いますが、工事中の濁りを外に漏らさないため

に、二重に汚濁防止膜を展張しております。 

こちらも施工しておりまして、現在、現地の状況でございますけれども、海上部分の工事につい

ては予定されたものはすべて完了しておりまして、現在、汚濁防止膜の撤去作業中でございます。

仮設道路も含めましてこれら全体の工事につきましては、来週の前半ぐらいですべての工事を完了

するという予定になっております。 

 簡単ですが、工事のご説明をさせていただきました。 

○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、資料-1のほうの説明をさせていただきます。お手元の資

料-1、環境監視調査結果中間報告をご覧下さい。 
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 実は、環境監視調査につきましては本来ですと、３月末日、３月31日までの結果に基づいて、こ

れまで環境監視本委員会のほうに上げさせていただきました。今回、とりあえず２月末までの中間

報告という位置づけで、報告させていただきます。 

 最終的には次年度予定しております委員会におきまして、最終的な報告をさせていただきまし

て、関係部局のほうへご報告するという手続きになっていきます。 

 それでは、資料-1の１枚目を開けて目次がありますが、その後１ページほうからご説明させてい

ただきます。環境監視調査の概要といたしまして、最初にスケジュールが書いてございます。それ

ぞれの調査項目、大気質から一番下、比屋根湿地の汽水生物等の調査まで、今年度の各月において、

いつの時期に調査を行ったのかというスケジュールです。 

 それから、続きまして２ページのほうで、各調査の調査地点を提示してございます。それから、

３ページから６ページにおきまして、各調査を行ったときの降水量、さらには日平均気温というも

のを提示してございます。これは、第１回になりますが、９月30日の委員会におきまして細川委員

のほうから、監視調査における環境条件ということで、関係があると推定されます、その環境状況、

降水量、平均気温というものを出してくださいというようなご指示に基づき、この資料を提示させ

ていただいております。 

 それから、７ページのほうにおきましては、今年度に来襲しました台風についての諸元を提示し

てございます。具体的に影響が大きかったのは、７月時の台風５号、７号、それから９月時の台風

16号というのが、最も本島に対して影響が大きかった台風でございます。 

 それから続きまして、８ページ目から環境調査実施状況ということで、Ａ３の折り込みの表にな

っております。それぞれの調査項目、左側でございますが、それに対しての地点数なり、監視項目、

監視頻度、調査方法、それから工事の監視基準という形で整理させていただいております。 

 それでは、具体的に各項目について簡単にご説明させていただきますが、９ページから大気質に

なっております。各調査ポイントで、10ページのほうで二酸化窒素、ベンゼンという形のもので整

理をさせていただいております。 

 上のほうにあります図の実線でちょっと太いものですが、これが環境基準値にあたります。基本

的にはその基準をオーバーした値はないと。ただ、ベンゼン濃度で日平均の最大値という形で過去

には超えている状況がありましたが、平成14年の３月で同じように一つだけ上がっている状況が確

認されております。平均値という形では基準値を超えてないという状況でございます。 

 続きまして、11ページから騒音、振動でございます。 
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 その結果、12ページになりますが、各騒音レベルをデシベルで表示してございます。それぞれ環

境基準を満たしたという形になっております。 

 13ページから水質でございます。 

 各調査地点がございまして、結果につきましては、14ページのほうにあります。 

 工事中の期間、右側のほうにあたりますが、それぞれ環境基準を満足するという状況でございま

す。 

 15ページからが鳥類でございます。 

 それぞれの調査ポイントがありまして、16ページのほうに鳥類の調査結果という形で春夏秋冬分

でそれぞれ出現が見られたポイントということで、その数が記載されています。 

 それらを整理したものが17ページでございまして、上のほうが鳥類の種類の数。それから下のほ

うが個体数という形で整理させていただきました。それぞれ年変動的な状況がございますが、工事

に伴う影響というものはこの間ではないという判断をしております。 

 18ページ、それぞれの上げ潮時の鳥類の分布を示しています。 

 それから、19ページからはオカヤドカリ類でございます。各調査ポイントにおけます結果が、20

ページのほうのグラフでございます。 

 オカヤドカリにつきましても、調査ポイントによって傾向が異なりますが、出現状況から勘案し

ますと、従来の出現状況という形で考えられます。工事に伴う影響というのがこの段階ではないと

いうふうにみております。 

 それから、21ページからは海藻草類でございます。 

 調査ポイント図２．１．15でございますが、実はこの中でSt.８というものが新たに追加されて

おります。これは、後ほど資料として出ておりますが、前金本委員のほうから前回の委員会のとき

に構成種が、泡瀬の構成種と、対象地点としている場所の構成種が異なっているといいますか、類

似していないということでもう少し類似した測点を確認、検討してみてもらえないかというご指摘

に伴うもので、このSt.８というものを追加した形にしております。それぞれの結果が22ページ、

23ページに提示してございます。 

 海草につきましては、先ほどありました台風の影響に伴いまして、St.１、St.２という部分で海

草の減耗というものが確認されております。ほかの地点におきましては、それほど大きな影響は出

てないというような状況かと判断しております。 

 それから、24ページからがクビレミドロの分布状況でございます。 
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 クビレミドロにつきましては、今が一番最盛期でございますが、この調査結果につきましては、

1月時の結果でとどめさせていただいております。 

 現在、３月の調査については整理中でございます。この段階でみますと、従来の１月時の分布図

とほぼ同等という形でみることができるかと思います。 

 25ページからは各調査ごとの分布図を提示してございます。 

 それから、27ページからがサンゴでございます。サンゴにつきましては、28、29のところで各ポ

イント、測点ごとにおける被度の状況を提示してございます。 

 サンゴにつきましては、前回の委員会でもご報告させていただきましたが、平成13年度に水温上

昇に伴います白化現象という現象が確認されております。そのため、St.３のほうに29ページのほ

うにありますが、枝状のコモンサンゴ類がかなり減少したという結果がございまして、現状におき

ましては、５%未満の被度状況という形ですべてが整理されております。 

 30ページからが、トカゲハゼでございます。トカゲハゼにつきましては、泡瀬地区のトカゲハゼ

はスポット的に極力狭い範囲での生息域という形になってございますが、現状でございますと、12

月時の調査で14匹の個体が確認され、その確認された場所の面積を抱絡的にとりますと、400㎡程

度になっていることが確認されています。 

 それから、31ページからは干潟生物生息調査でございます。それぞれ32ページ以降、底質及び間

隙水ということでそれぞれpHからシルト成分等までの整理をしております。 

 それから、34ページからは底生生物という形でマクロベントス、メイオベントス、それから微小

藻、コロニー形成数というようなものを整理しております。 

 35ページからは、各地点毎の底生生物の種類数に対して表示をしております。 

 これは、前回の委員会で吉野委員のほうから、底生生物の種類数については地点ごとに表示して

ほしいというご要望がございまして、その対応を行ったものでございます。 

 36ページ、37ページから40ページまで続いております。それぞれのベントス関係からバクテリア

までの結果でございます。 

 それから、41ページからは目視観察によります、植物動物の影響でございます。植物については

41ページ、それから42ページ以降につきましては、動物関係のものを整理しております。 

 ここでの動植物の変化でございますが、前回の委員会におきまして、野呂委員のほうから種類、

名前まで表示をしてほしいというご指摘がございまして、今回このような整理にさせていただいて

おります。 
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 それから、44ページからが比屋根湿地の汽水生物等の調査でございます。 

 それぞれ、各調査点におけます毎木調査、それから後ろのほうになりますが、51ページのほうで

魚類、甲殻類、軟体動物の生息状況という形での整理。 

 それから、54ページのほうで汽水域の水質調査という形での整理を行っております。 

 55ページのほうは、地盤高の調査を行ってございます。 

 以上が、監視調査結果中間報告でございますが、今年度、海上工事10月時から２月時、現在、先

ほどご説明がありましたように、汚濁防止膜の撤去経過状況までを現在行っているという状況です

が、この間におきます監視状況といたしましては、工事による影響はなかったというふうに判断し

ております。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  どうもありがとうございました。 

 ただいまの環境監視調査結果、これは２月時点までの中間報告ということでございますけれど

も、一応、中間報告という形でご報告をいただきました。 

 14年度の工事実施状況、その前に説明がございました。この分については、基本的には報告とい

うことだろうと思いますけれども、監視調査項目については、ただいまその結果の説明がございま

したので、ご意見等よろしくお願いいたしたいと思います。どうぞ、確認、ご意見、よろしくお願

いいたします。  

 どうぞ、仲座委員。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  前回、委員会に出席できなくて大変申しわけなかったと、まず謝りたいと思います。 

 ちょっと質問を逸してしまって申しわけないんですけれども、まず、私は前回の議事録の確認が

まず最初に行われるかと思っていたんですけれども、それがちょっとないので、私から確認させて

いただきたいんですけれども。 

 前回は非常に重要な委員会だったと私は思うんですね。今、工事に入っていまして、その影響が

どうなっているかというのを報告されたんですけれども、前回は、工事に入るその理由というのが

議論されたと思いますね。その根拠ですね、工事に入れる、現時点で工事を開始できるという理由

が明確に前回に示されたと思います。 

 議事録を見てみますと、あまりその点が明確にされていませんので、もう一度、工事開始を決断

させた最も大きな理由は何であるかというのを説明いただけますか。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  沖総局でございます。 

 まず、議事録につきましては、それぞれ先生に確認をとったうえで、すでにホームページ等に公
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表させていただいているということなので、今回の資料では割愛させていただいております。 

 ただ、そのあとそのときに指摘いただいた対応については、順番が問題あったかどうかはよく分

かりませんが、資料２のほうで引き続きご説明する予定であります。 

 前回の委員会では、工事を実施するにあたって移植計画を作成をいたしまして、その移植計画に

ついてご議論いただいたということでございます。 

 泡瀬地区の工事につきましては、平成14年の３月の時点で工事を着工いたしているということに

なっております。そのときには、いくつかのメルクマールがあったと思っております。一つは、土

地の需要の件、それから、住民の意向という点、それから海草移植といった３点でもって、平成14

年３月の末に工事着工ということでございます。 

 実際に海上部分着手につきましては、平成14年９月末の第１回目の委員会におきまして、移植の

方法についていくつかの手法が検討されていたわけですが、手植え工法というものが適応性が高い

というような判断はされたということでございまして、それでもって事業者として他の関係部局等

とも調整いたしまして、海上部の工事に入ったということでございます。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  分かりました。私は、環境のことについて議論するために出てきていますので、環

境に限ってもう一度質問させていただきたいんですけれど。 

 要するに手植えにせよ、機械化にせよ、私の感触では非常にあやしい、唯一の専門家である金本

委員などは「絶望的だ」ということを提言されていたわけですね。 

 しかしながら、工事の開始直前までに前回の委員会では手植えであるならば、間違いなく成功で

きるという、工事を、つまり開始を決断させるだけの理由があったわけですね。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  金本委員が「絶対できない」というふうな発言があったかどうかというのは、

ちょっと私の記憶の中ではございませんけれども、ちょっと確認してないのでよくわかりません

が、海草移植について絶対できるというようなことは、海草移植はワーキングの中でも結論が出さ

れているというわけではございません。 

 手植え移植につきましては、今までの限られた地点の中で適応性が高いというような判断がなさ

れたということでございます。当然、その中にはリスクがあるということはワーキングの中でも議

論されておりまして、そのリスクを低減させるために、例えば適地選定をやったとか、あるいは今

後もモニタリングをしながら、その順応的管理といった考え方を採用するというようなことになっ

たというふうに覚えております。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  はっきりさせておきたいのは、私、ハワイ大学にいて、私以上に関心をもたれてい
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る方々が、私に常に聞いていた。いろんな恥ずかしい思いもしてきたものですから、この点だけは

明確にしておきたいと思うんですよ。 

 私たちが前々回の委員会で議論したのは、機械化にとってはもう絶望的だと。とりあえず、失敗

と私は発言していますね、失敗だと。それから、人力についても怪しいということを言っています。 

 ただし、その前々回の委員会から転じて手植えという工法が工事を再開させるだけの根拠づけに

なっていったわけですよね。それでよろしいですね。手植えというのは、金本委員が委員として参

加された時点では、機械化工法についてはさらに見きわめていく必要があると。それが委員会の一

致でしたですね。前々回の委員会です。 

 そこに手植えという工法が入ってきました。そして、手植えというのを見ていくと、非常に成功

率が高いと。手植えという工法を選択することによって、当面の保全が図れるのではないかという

ことが根拠になったわけですね。 

 つまり、手植えについては、それでよろしいですね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  ９月30日の委員会のときの議論、その前のワーキンググループのときの議論

になると思います。すみません、名前を言うのを忘れました。沖縄総合事務局・野澤でございます。 

 確かあのときのワーキングの議論としては、まず機械化移植工法については台風でかなり減耗が

ありましたので、それに対して、何らかの対策が必要ですという話が出ています。それについては

今、減耗対策試験をやるということになっています。 

 もう一つは、機械化移植工法についてはその観察期間が短いのではないかというご指摘がありま

した。観察期間が短いので今年の５月まで、別な言い方では、ラグ・フェイズプラス１年間、様子

を見ましょうという結論になっています。 

 したがって、絶望的という事ではなくて、もう少し様子を見ようという事になっております。 

 機械化移植工法の欠点として指摘されたのが、観察期間が短いのではないかという事、それに対

して、手植え移植は平成10年７月に始めた工法で４年間に渡り一応海草が生育している。その間、

台風の来襲があり、一定の減耗があって、また回復があって、こういった過程をたどって４年間も

ったという実績があります。 

 ここのところは確認していただいたんですが、手植え移植実験というのは、似たような条件の場

所に植えたので、まだまだいろいろな条件の場所で確認すべきではないかというご指摘がございま

した。 

 その指摘がありましたので、手植え移植にご疑問をもたれているのではないかと思っております
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が、手植えについては地点数は少なかったんですが、４年間以上にわたる観測結果があります。 

 手植え移植実験の問題点を補う話、移植適地の話につきましては機械化移植実験より判断してい

ます。この機械化移植工法は広域的にいろんな場所に植えました。その結果、水深の浅いところで

だめになった海草ブロックもございましたが、深いところでは台風前まではある程度、正常な生育

が保たれたというところから、機械化移植実験の知見としては、移植適地についての選定方法とい

うのが、大体できてきたんじゃないかと考えています。 

 手植えという移植の方法は長くもった実績があります。どこに植えたらいいのかということにつ

いては、機械化移植実験である程度、知見が備わりました。その二つを組み合わせていけば、生物

の事ですから。100％活着できるということにはならないんですが、おおむね手植え移植で行えば

海草移植が一応できるという判断に立っているということであります。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  今のところなんですけれども、かなりやっぱりそれぞれ誤解があると思うんですよ

ね。私は常にこういうのは予備実験と、本実験という言葉で言い表してきましたけれども、あそこ

でこうやったから、こういう条件でこうだったと。こういう方法でやったから、こうだったと。そ

れをうまく組み合わせたら違う場所でうまくいくだろうと。これは実験にならないんですよね。 

 ファクターはある程度絞ることができても、やはり舞台が違えば全然話が違ってくるということ

で、その都合のいいところだけピックアップするというのは、やっぱりやり方としては問題がある

んじゃないかと。 

そこで、やはり一番の考え方の食い違いというのが生ずるところじゃないかなと思うんです。何

をすればある程度、我々も納得できるような線が出てくるのかと。そういうところの詰めがなかっ

たということを仲座委員は言いたかったと思うし、私もそうだと思っています。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ちょっともう一度補足しますけど、私もその海岸工学の専門家として出ています

し、それ以外のことは何も私はわかりません。要するに藻場環境を維持する、その海岸工学的な問

題を、私からは理解できるわけです。 

 私や吉野委員、あるいは金本委員の専門家が、これは厳しいという見解を示していたわけです。

それを越えるだけの根拠があったのかどうかというのを私は聞いているんです。 

 これから、手植え実験の結果が報告されるはずですね。その前に明らかにしておきたいんです。

私たち３人の専門家として提言しているものを越えるだけの根拠があったのか。それで非常に大き

な決断ですよね。それを示してくださいと、もしあったならば。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  多分、９月30日の委員会のことをおっしゃっているのかなとは思うんですけ
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れども、その時点で、最後に今委員会の結論として最終的にすべての委員の方がすべて同じ意見を

もったかというと、それはそうではなかったのかもしれないとは思っております。 

 ただ、あのときに取りまとめていただいた結論について、そこまでいうほどの反対が、意見が述

べられたというようなことはなかったのではないかなというふうには思っているというのが正直

な気持ちでございますが、予備実験と本実験というような考え方、これも物事へのアプローチの方

法として、いろいろあるというのも理解できるところでございます。 

 例えば、手植え試験については３カ所しかやっていない、24㎡しかやっていないから、それでも

ってどうなのかということもございます。 

 ですから、それについてはあのときは糸満ですとか、石垣の事例でもって、要は成功した事例が

あると。あるいはその後で、私のほうでいろいろ勉強してみますと、海外のほうでも、これはアメ

リカのほうだと思いますけど、基本的には手植えというやり方をやって、100％成功したというよ

うな事例すらあると。それは０％という結果もある。いろんな結果があって、かなり広く行われて

いると。 

 そういうことを考えてみると、やっぱり手植えという方法そのものについては、あの９月30日の

場に適応性が高いというような判断をいただいたというのは、科学的にも正しかったと考えられる

と思います。それについてご反論ある方もいらっしゃるのかなと思いますけども、正しいものであ

ると信じております。 

 それから、それに適地選定の手法を組み合わせることの可否ということについても、ワーキング

の場でご議論があったというのも記憶しております。ただ、適地選定というのは手植えでやらない

と適地選定がわからないのか、機械化じゃないとわからないのかというのについては、やはり機械

化でいろんな場所をやったことによって適地選定の知見が集まるというのについては、どう考えて

もそれでいいのではないかと、今でも考えております。 

 さらに、当然いろいろな要因が移植の適地というのにはあるというのはわかっておりますが、そ

れをすべて解明しない限りはだめだという方法では、工学的には正しくないというふうに思ってお

ります。 

 それは、もうちょっと何ですか、物理学なのか、電子なのか、よくわかりませんけど、ちょっと

違う研究という観点では正しいかもしれませんけど、実際に適応するということでは、よろしいの

かなと思っているところです。 

 そこで、順応的管理の方法ですとか、その他自然藻場に近いところに置こうとか、そういうこと
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でリスクを低減してやることで、それなりの適応性が高いというような判断になったということで

考えておりますし、それで正しいと思っているところです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  これから、試験が進んでいったり、工事が進んできます。ですから、結果は多分す

ぐに出てくることだと思うんですけども、ですから結果は今後、はっきりしてくると私は思うんで

すね。もっとはっきりしてくる、結果がですね。ですから、責任をきちっとしておきたいんですよ。

どういうレベルで判断したのか、だれが判断したのか、どういうそれが根拠に基づくのか。これか

ら工事が進むにつれて、干潟やそれから生物相、それから海草、そういうのが影響受けていくはず

なんですね。みるみる変化は起きていくはずなんです。 

 その時点で逃げのないように明確にしておきたいということですね。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  そういう意味で、このモニタリングを行って問題があるかないかは逐一、来

年度以降もそうですけども、環境監視委員会等にデータを示し、そういう失敗がないように最善を

尽くしていきたいと思っているところです。 

 責任云々といいますと、基本的には事業者のほうで判断しているということでございます。 

○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。 

 それでは、今は工事着工決定に至る経緯等々についての、その根拠ということを確認していただ

くというふうなことでございます。 

 先ほどの中間報告、これについて、各項目についてお気づきの点がございましたら、ご意見をち

ょうだいいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 吉野委員どうぞ。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  34ページのところで、底生生物、これもバクテリアから全部含めてやっていただい

ていると思うんですけども、34ページのところのグラフで微小藻類とバクテリアというのが出てい

ますけども、特にそのバクテリアのところでちょっとお聞きしたいんですが、好気性のバクテリア

がかなり変化していますよね。工事の着工後と前と。 

 上の文章を読みますと「好気性バクテリアのコロニー数は工事中に多かったが、13年度以降増加

傾向にあり、年変動によるものと考えられる」という結論を述べておられるんですが、これの根拠、

その理由をもう少しはっきり説明していただけますでしょうか。 

○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）  年変動によるかどうかというところは、平均で見ますと、確かに最新の結果

でほかの調査時期に比べて上がっているようには見えておりますので、正確には今後何らかの方法

で評価をしていく必要があろうかと思っております。 
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 ただし、地点別の結果を40ページのほうに示させていただいておりますけれども、例えば、St.

８のところを見ていただきますと、平成15年１月よりもむしろ平成14年１月のほうが多かったとい

うところもありまして、かなりバクテリアのコロニー数というのは変動が大きいものではないかと

いうふうに見ております。 

 したがいまして、明確に年変動であるという根拠というところになると、今後の課題のというこ

とになるかもしれませんけれども、そういったところで解釈をしております。 

 また、全体的に工事中に向けてあがっている傾向が見られまして、全体的に14年以降、上昇傾向

にあったというところで、工事中になって突然あがったというところでもないというふうに考えて

はおります。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  やっぱり、こういうふうには慎重に書かれたほうがいいと思います。年変動といっ

たら通常起こる年変動なのか、それとも何か理由があるのか。判断の根拠はどういうものかという

のは、慎重に書かれたほうがいいと思いますが。 

 40ページの各ステーションごとのデータから、34ページの下の図というのは、これはトータルと

して出されているんですか。 

○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）  そうです。平均をとらせていただいております。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  ちょっとそのへんが分からなかったんです。これはトータルか、平均か。またその

へんでどれくらいふらつきが場所ごとにあるのかという、やっぱりデータとしてはそれを示してい

ただきたい。平均を出されるのも結構ですけれども、データとしては何箇所をやってNがいくらで、

どれぐらいのふらつきがあったのか。それからして示していただけると有り難いと思います。 

○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）  分かりました。表示のうえで工夫を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、仲座委員。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ２ページのほう、１ページでもいいんですけど、水質があって、底質がないんでち

ょっと気になりますね。汚濁防止膜を離れて工事をされて、現在、撤去中だというお話をされまし

たですね。その汚濁防止膜を撤去しているということに対して驚いたんですけれども、溜まった底

質は撤去後はどうなるんですか。それと底質の取り組み状況を教えていただけませんか。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  確認したいんですが、底質というのは、仲座先生のお話から判断すると濁り

の拡散のことですか。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  シルト質が沈殿しているはずですよね、浮遊して。 
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○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  工事した区域、つまり、石を投入した場所ですか。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  そのために汚濁防止膜があるわけですよね。シルト質を拡散しないようにですね。

その汚濁防止を張った区域外には出てないというのが、水質データを見ると確認できるようなんで

すけれども、その汚濁防止膜の中に沈殿したシルトはどうなったんですか。 

 私が心配するのは、今、工事されているところの全面に藻場が広がっているものですから、置い

た底質の現在の分布状況ですね。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  工事の状況そのものはちょっとまず詳しくご説明させていただきます。 

 シルトの溜まる可能性のある工事としては、捨て石のほうに石に付着しているもの、これだけで

す。それで石は実は投入する前に、すべて水洗いをしておりますので、実質にはあまり濁りそのも

のは出てないということで、現地で何かお伺いした場合では、当初の底質と、これは目視なのでき

ちんと調べたということではありませんが、沈殿するようなものすごい濁りが出ているという報告

は今のところはありません。 

 ということで、底質はほとんど当初のものと変わってないものというふうに現地では判断して、

水洗いして、基本的には濁りも出ないようにしてから、二重に汚濁膜防止膜を展張して、念のため

ということもありましてやっておりまして、非常に濁りが出にくいという工事だったので、全くゼ

ロということはないと思いますけれども、そんな状況です。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私、非常に危惧するんですけれども、工事するのはいいんですけれども、汚濁防止

膜を今撤去しているということに非常に危惧したのは、クビレミドロに今後、影響が出てくるんじ

ゃないか、それと海草のほうにね。 

 私は、おととい現地を潜ったりして見てきたんですけれども、中心の部分に入れなかったので、

その中心部分の付近の状況が全く読めないんだけれども、それから離れた具合から見ると、これは

ちょっと深刻かなというふうに見て通ったんですね。ただ、その場にダイブしなかったのがちょっ

と残念ですけれども。ですから、これは非常に、あのボートから見た限りでは深刻かなという気は

しましたけどね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  深刻というと、すごく濁っているという状況ですか。その中だけが濁ってい

ると。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  シルト質の発生がね。シルト質がものすごい勢いであるんじゃないかと、防止膜の

中に。それが現在、浮遊しつつあるんではないかというのが心配なんですけど。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  のちほどの説明になるかと思うんですが、実は、資料－３（２）の28ページ
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で、石材投入からの濁りをずっと観測しておりまして、むしろこれでいきますと、傾向としては、

のちほどご説明があると思いますが、濁りはむしろ海上の工事部分よりも、クビレミドロの生息し

ている陸岸に近いほうがはるかに濁りは全体として多いという結果になっていまして、むしろ工事

の濁りがクビレミドロのほうにいっているという状態は、今回の日々の観測の中では見られなかっ

たということなんですが。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  水質をやると、今、工事中だったら深いですからね、すぱっと取ってしまうと、そ

れは沖のほうがきれいと出てきますよ。 

 私が言っているのは、ほんのごく薄い底の層で、そのシートフロー状態に浮遊してきますので、

台風がもし…、もし万が一、今その工事区間の中に沈殿しているならば、台風がきたら全部すっ飛

びますよね。ですから、今、あるものはどれぐらいの量が沈降していますかということをお聞きし

たかったんです。それがなければ、もう全く問題ない話ですよね。ただ、私がボートで見ながら透

視度を確認しながら行った限りでは、中央部のほんとの中央に私は行くことができませんでしたの

で、それは何とも言えませんけれども、防止膜のぎりぎりのところでは、非常に結構なものだなと

いうふうに私は感じたんでね。 

 これは防止膜を撤去されている方がいるわけですよね。実際、見ているはずなんですけどね。 

○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）○事務局（浦辺）  ちょっとデータをきちんととってないので、見た感じでは、当初の海底とほ

とんど変わってないというのが現地を見た感じではあります。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私の感触とちょっと違うものですから、このへんはもう一度検討されて、のちほど

報告していただきたいと思います。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  あと、底質のデータについては、31ページのところに三角がありますけど、

St.１から10がありますが、ここでシルト分の調査はしております。汚濁防止膜の中じゃないです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  もうここでキャッチされるようでしたら、もう終わりですよ。もう工事中止ですよ。 

 今やっている防止膜の中に、とりあえずどれぐらい、もし何もなければ防止膜などもあと半分の

規模ぐらいで済みますからね、経済的にもなりますしね。あるいは、設置しなくてもよいというこ

とも出てくるかもしれませんし。もし、防止膜の効果が出ているのであれば、張った付近に落ちて

いるはずですから。落ちたものを撤去するというんでしたら、話は分かるけども、防止膜を撤去し

てしまうと、それどこかいきますよね。その心配はないんですかということですね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  当然、濁りが発生して下に沈んでいれば、汚濁防止膜を撤去すればどこかに

いくということにはなろうかなと思います。ただし雨が降った場合にも陸上部から結構な量の濁り
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は海に流れ出ているわけです。それに対し、今回の工事により発生するものがどれだけのスピード

でまわりに拡散していくのかということも関係してくるのかなというふうに思います。 

 今仲座先生のご懸念のほうも分かりましたので、うちのほうも調べてみたいと思います。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私が気にしているのは、海草の説明でのちほど出てきますけど、あのあたりにすご

い海草が広がっているから心配しているわけですよ。それが問題なければもう堂々と、全く問題あ

りませんのでね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  ですから、多分、今のお話だと、濁りが発生するのではないかと、汚濁防止

膜の効果で濁りが中に閉じこめられているのであれば、汚濁防止膜の際のへんに、シルトが多分、

溜まっているだろうと。そんなことが多分想定されるわけですね。 

 ですから、そのへんを外す前に確認して、溜まっているようだったらば取るとか、そういった措

置があるんじゃないかと思っております。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  そういうことで、いろんな観点から検討していく、監視していく必要があると

いうことだろうと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。時間も押してまいったんですけれども、次に進行してよろしい

でしょうか。いかがでしょうか。 

 

 それでは、進行していきたいと思います。 

 それでは、②で前回委員会の指摘事項とその対応について、ということでご説明よろしくお願い

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２のほうの説明をさせていただきます。 

 前回委員会の指摘事項とその対応でございます。 

 前回委員会といたしまして、１ページ目を開けていただきますと、第１回委員会が行われました

９月30日の内容からでございます。 

 まず、最初（1）で平成13年度環境監視調査結果について、ということで６項目あがっておりま

す。このうち、先ほど、環境監視の資料のほうでご説明させていただきました内容については、１

番の内容、それから２番の内容、それから３番の内容、それから５番の内容ということになってお

ります。 

 したがいまして、この部分についてはこの記述のとおり、先ほどの資料のほうでも確認できたか

と思います。したがいまして、残り４番と６番についてですが、４番につきましては、古川委員の
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ほうから季節変動などの短い周期による変化、変動、その影響というものについて、フィルターを

かけた形で評価した方がいいというようなご指摘を受けております。 

 これにつきましては、季節的な変動幅というものを把握したうえで、その変動幅をもとに判定を

していきたいというふうに考えております。 

 それから、６番目の話ですが、これは野呂委員のほうから海藻草類の分布におきまして、航空写

真などで面的な調査も必要でしょうというご指摘です。これにつきましては、14年２月に行い、今

後、15年の４月以降に航空写真による撮影を行って藻場分布の確認をする予定でおります。一応、

年１回程度の割合で今後実施していければというふうに考えております。 

 続きまして、（２）の前回委員会のＷＧの指摘事項とその対応ということで、２点ございます。 

 １点目、仲座委員のほうから住民に対して専門的な内容を分かりやすく説明することは重要であ

るということで、今後のつくっていきます資料についても、できるだけ分かりやすい表現、図やグ

ラフという形で努力したいというふうに考えております。 

 それから、２番目ですが、ＮＧＯからの意見を委員に報告してほしいということで、吉野委員の

ほうからご指摘がありました。これにつきましては、今回、資料５の中でホームページへの質問も

含めた形でご意見等が出ております内容について、ご紹介させていただきます。 

 それから、２ページからが陸域・海域環境整備ＷＧの内容でございます。 

 １番目としてはオキナワモズクが生育することを加えるべきだということで、その対応をしてま

いりたいと思っております。 

 それから、２番目ですが、これは場の面積の変化からみたオカヤドカリ類の生息機能は100％確

保できるという表示させていただいておりますが、浮遊幼生期のことを考えますと、これは過大で

はないかというご指摘をいただきました。 

 これにつきましては、現在、幼生としての生息場による知見を高める努力をさせていただいてお

りますが、そうした中で今後の影響というものについて、より精度を高めた形での機能の評価に努

めていきたいと思っております。 

 また、今後、整備予定もあります人工海浜におきましては、オカヤドカリ類も生息できるような

機能を確保するというようなことで考えていきたいと考えております。 

 それから、３番目でございますが、これは新港地区の埋立前後によって、かなり変わっていると

いうことでのご指摘で、泡瀬のほうの残される干潟についても大きく変わるんではないかというご

指摘です。 
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 これにつきましては、これまで同様の検討をさせていただきまして、その中で変化の幅をある程

度もたせた形でのご報告をさせていただいております。今後、この残る干潟についてはモニタリン

グをはじめ、各検討の中でより精度を高めるような形で再検討して続けていくという形で思ってお

ります。 

 その結果を踏まえて、今後、整備予定であります環境創造施設について反映していくというふう

に思っております。 

 それから、４番目でございます。これも人工島背後の問題でございますが、底面摩擦速度がやは

り小さいということで、高波浪の波ではなく、日常的な波でも検討すべきだろうというご指摘です。 

 これにつきましては、これまで人工島背後域の影響につきましては、底質の変化というものに着

目した形で、その影響度が大きいと現在考えられております高波浪時の波を対象に検討を行ってき

ております。 

 今後さらに、その機能変化の予測につきましては、精度を高める努力を行いますし、先ほども言

いましたが、モニタリングを行った上でその結果を反映させていくというふうに考えておりますの

で、以後このような中で検討をしていきたいというふうに思っております。 

 それから５番目ですが、海藻草類やガラモ場の保全で魚類の生息機能を保全するとあるが、藻場

はウニや貝類などの生息場になるということで、これまでの資料では魚類についての記述でござい

ました。それに加え、ウニや貝類なども生息するということですので、そのような生息機能が保全

できるようにしていきたいというふうに考えております。 

 さらには、そのモニタリング調査の中で、当然、ウニや貝類などについても着目した形で資料の

提示を行いたいというふうに考えております。 

 それから、６番目でございます。６番につきましては、ガラモ場の基盤についてのお話でござい

ます。これにつきましては、今後人工島周辺部の護岸部におきまして、ガラモ場が生息できるよう

な可能性はあるのではないかというふうに実は思っておりますが、そのほか、埋立地内で大きな岩

礁等があります。そのものにつきましては、今後のガラモ場の基盤という形で配置する、埋立地外

へ出すというようなことについても考えていく予定でございます。 

 それから、７番目でございます。これは藻場の機能保全という位置づけで、移植すべてが保全で

はないのではないかというようなご指摘です。 

 これにつきましては、移植による機能の保全効果について、今後モニタリングを通じて確認をし

てまいります。さらに、その移植以外ということで基盤整備ということも当然必要となる場合もあ
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るかと思います。そのような状況になりましたら、藻場の機能保全という位置づけで種々考えたい

というふうに思っております。 

 それから、８番目でございます。８番目は生態系の影響について、埋め立てに伴います結果が影

響が小さいという言葉を記述させていただいておりますが、その表現に十分気をつけるべきだとい

うご指摘です。この件につきましては、先ほどもいいましたが、今後モニタリング、さらには機能

の精度を高める努力ということをしてまいります。そうした中で、その評価というのを再認識する

とともに、できる限り客観的な表現を用いて今後の資料の中で努力していくという形で考えており

ます。 

 それから、３ページからが海藻草類の移植保全ワーキングの件です。まず、１番目に広域移植実

験ということで、最初に前金本委員のほうから海草を採取した場所にもモニタリングポストを設け

てほしいというご要望です。これにつきましてもモニタリングポストを設けております。今後その

ポイントもモニタリングを行っていく予定にしております。 

 それから、２番目が採取した藻場というところが環境条件がよいということで、この部分で海草

を採取し、そのところで同じような環境条件がよいと判断される場所に再度移植していってほしい

というご要望です。これにつきましても、同じように採取した場所で機械化移植方法により取った

ものをそのポイントへ再度移植したという実験を行っております。 

 それから３番目ですが、海草のモニタリングポストですが、対象区、今イロハという３地点、移

植地に近いポイントで設けているんですが、その対象区としてそこだけでよいかを検討してほしい

というご指摘がありました。これにつきましては、現在のイロハの３ポイントにつきましては、移

植した海草と同様な環境条件の場所に自然藻場としてどのようになっているかというものを見る

ために設けたものでございます。 

 そのほか、もっと広いエリアでということにつきましては、先ほど資料のほうでご説明しました

が、環境監視調査のほうで対象区、津堅島と熱田地区の２地点、計３地点で設けておりますので、

そのポイントで評価をしていきたいというふうに考えております。 

 それから、手植え移植につきまして、吉野委員のほうから底質の貫入試験の結果、これを用いる

ことについて、基準としてまだなり得る段階ではないのではないかというご指摘がありました。 

 これにつきましては、統計的に私ども検討を行い、これが基準として使える、使えないという判

断は、とりあえず今のところこれで絶対いけるという確信はもっておりませんが、一つの指標とし

てこのやり方を使えるのではないかという位置づけで場所選定を行ってきております。 
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 そのようなことから、今後この形で選定しました場所を海草のモニタリングを通して、その基準

というものが適切かどうか、妥当性があるのかというものを見ていきたいというふうに考えており

ます。 

 当然、その結果を踏まえて、より良い方法が出てきましたらそのような形で改善していきたいと

いうふうに思っております。 

 それから、最後に第２回委員会12月11日に開催されました会議でのご指摘事項で、古川委員のほ

うから海草移植に際して不確実性が残っているので、仮説を立て、モニタリングによって検証を行

い、フィードバックするようなシステムは重要であるというご指摘でございます。 

 海草の移植に際しましては、移植計画並びに施工管理マニュアルというものをこれまでつくって

きて実施しております。今後、このような形でつくったものをモニタリングを通して、その状況、

さらにはそのマニュアル等の改善が必要であれば、その都度改善していきたいというふうに考えて

おります。 

 今回も後ほどご説明いたしますが、一部マニュアルの改定についての資料を提示させていただい

ておりますので、このような形で必ずフィードバックするような形で対応していきたいというふう

に考えております。 

 資料の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  はい、ありがとうございました。 

 ただいまの前回、前々回といったほうがいいのでしょうか、２回の委員会の指摘事項とその対応

についてのご説明がございました。この件につきましては、意見を出した委員の方々でそれぞれ確

認をしていただきたいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 そして、その対応でよろしいでしょうか。 

 仲座さん。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私の２ページ目の３番目、新港地区の干潟は埋め立て前から大きく変わっている

と、そういうところでこれに付随して私がお願いしていたのが、要するに新港地区で水質がどう変

わったかをデータで見せていただけませんかということを再三お願いしていたかと思いますけど

も、前回見せていただいたのは何か半分つくった後の水質と、全部できたときとの比較でしたので、

そうではなくて、つくる前の水質、いわゆる今の泡瀬のような状況ですよね。そのデータがあるは

ずです。それと、現在のものと比較して示していただけませんかということなんです。 

 というのは、今、製糖工場があって、その隣に小さな集落がありまして、あそこの住民たちがど
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う思っているのかということが非常に興味深くありますので、その定量的なデータももちながら、

この点を今後探っていきたいと思いますので、どうぞ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）  水質区分につきましては、前回の委員会だったと思うんですが、ワーキング

でも出しているかと思いますので、再度もう一度この資料をお出ししてご説明させていただきたい

と思います。 

○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、事務局の野澤です。仲座先生、今、半分埋め立てたというおっ

しゃり方されましたが、前回出したデータは確か平成４年の２期地区が着工する前のものを出して

いたと思うんです。新港地区は１期と、それから２期と両方ありますけれども、その１期が埋め立

てされていたということを指して、半分埋め立てされたということをおっしゃられたわけですか。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  そうなんですか。この背後のデータと一期の工事の終わった後、終了時の背後のデ

ータと、２期工事が終了した時点でのデータを比較されていたものですから、それはちょっと話が

違うんじゃないかということで、すなわち比較するんでしたら何もない状態のデータをお示しくだ

さいということなんです。 

 ですから、一番簡単なのは今の泡瀬の状況のデータですね。現新港地区のデータを比較してみた

らいかがかと思いますけど。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  私もたまたま10年前沖縄に居ましたので、事情が何となくわかっているんで

すけども、１期が終わっていて、２期の埋め立てにそろそろ入ろうかという時期だったんです。ト

カゲハゼが沿岸に生息しているので、トカゲハゼの生息地を残すということで陸地から離したとい

う形に、沖縄県さんが計画を変更されています。前は２期地区の埋立地形はいわゆる陸続きで計画

されていて、私もその計画を見たことがあるんですけども、１期の着手前のデータというのは見た

ことがないんですね。残っているかどうか、探してみますけど。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ですから、何もない状態では今の泡瀬のような状態だと思うんですね。であったと

想定できるわけよね。ですから、今の状態と新港地区とを比較されることも、いい案だと私は思う

わけです。 

 要するに私がいうのは、干潟は今後残っていくわけですけども、その残っていく状態がどういう

状態になっていくのかというのを、我々も予測しておいたほうがいいわけですよね。それをいち早

く住民のほうにも説明しておく、また義務もあるでしょうし、我々の覚悟も必要なわけですよ。 

 ですから、ぜひ定量的なデータと、それから住民の人たちがどう変わっていったのかと、生活が

ですね。そういうものも、その点は私が調べていきますので、水質に関する定量的なデータを教え
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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）  水質の件ですけど、アセスでやっているのが恐らく埋め立て前の状況だと思

いますので、そのデータと、それから埋め立て後の水質についてはこれまで委員会でも出していま

すが、同じように出せると思います。 

 ただ、ポイントが必ずしも一致していないということがありますので、ある程度定性的といいま

すか、そういうふうな状況での判断ということになるかと思いますが、いずれにしろ、その今ある

データについてはやっていますので、それはご提示させていただきます。 

○眞榮城委員○眞榮城委員○眞榮城委員○眞榮城委員長長長長  はい、そういうことで、そのデータについては確認をしていただきたいという

ふうに思います。 

 それでは、はいどうぞ。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  単純な質問なんですけれども、モニタリングポスト藻場の話が出てますが、これと

は別に環境庁が同じようなこと考えていますよね。そういう計画が出されていると思いますが、そ

ういうものと何か環境庁のほうからそういう問い合わせなり、お互いに横の連絡というのはあるん

でしょうか。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  沖縄の環境省さんの出先の事務所がございますけれども、そことは定期的に

情報交換会というのはやっているんですけれども、この泡瀬に限ってという、中城湾ですが、それ

については特にデータのやりとり等のご連絡はいただいておりません。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  別にデータのやりとりはなくていい、横の関係ということですが、一応、それとは

関係なしにモニタリングポスト、それぞれで設けてやるということですね。そう了解しておけばい

いですね。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  はい。 

○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、ついでで恐縮なんですが。先生、今、環境省さんも調査をされ

ているというのは、確か昨年度ぐらいから環境省さんがやられているジュゴンの餌場の関係で藻場

の調査をやられていることを指しての話なんですか。 

○吉野委員  モニタリングサイト1000の調査です。 

○事務局（野澤）  モニタリングサイト1000の話ですか。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  はい。 

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

○事務局（坂井）  モニタリングサイト1000の調査位置はまだ決まっていないとのことなので、
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調査はされていません。 

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

 では、②の前回委員会の指摘事項とその対応については、ご指摘いただいた委員の方々、確認し

ていただいてこの報告を了承していただいてよろしいでしょうか。 

              （「はい」と言う者あり） 

 それでは、ありがとうございました。 

 それでは、進行いたしたいと思います。 

 ③ですけれども、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、これはＷＧの

主査の野呂先生のほうからご報告をいただいて、また詳細は事務局のほうからよろしくお願いいた

したいと思います。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  海草移植のＷＧの野呂でございます。 

 ２月19日に、実は今年度第３回目なんですが、海草移植保全のＷＧが開かれました。午前中は私

たち委員と、それから保護団体の方々の何人かの方が一緒に現場に行きまして、我々のほうは潜っ

て、午後のほうは実は会議を開きまして、そこで一緒に見た結果を合わせながら検討をしたわけで

す。 

 当日、議事を行いましたのは大きく分けて二つあります。 

 まず、第１点目は海草の移植についてであります。第２点目はクビレミドロの保全についてであ

ります。移植についてでありますけれども、手植えの移植とそれから機械化の移植のこれらの実験

が行われていたわけですけれども、その結果を我々は見まして、それからアセスのほうから出てま

いりましたデータなども検討いたしました。 

 例えば、手植えのほうにいたしますと、やはり一部で葉が枯れた状態が出ているということを私

たち確認いたしました。これは多分、移植に、移し替えたときのストレスが原因になってそういう

ことができたのではないだろうかというふうに考えましたけれども、結局、２月に見た時点という

のは、この海草にとりましては、成長期ではございませんので、この海草の類が成長をはじめる５

月、６月の頃まで待って観察をしないと、最終的なことは見えないだろうということになりました。 

 ただ潜っていて気になりましたのが、実は、移植をした後の移植先のほうなんですけれども、そ

この土が黒っぽく変わっているというところが、実は何箇所かございまして、それは我々のほうで

いうと、還元層という本来ならば表面に出てこない海底の底にあるべき土壌だったわけですけれど

も、それがどういう具合でそういうふうになったかというのは、ちょっと興味がありまして、この
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成長と同時に観察を続けていくことが必要であろうというふうに考えました。 

 工事自体は海中の工事で手植えでやるというのは、非常に難儀な工事でありますけれども、予想

以上にきちんと移し替えるという工事自体は、うまくできていたというふうに私たちは見ましたけ

れども、その成果がきちんと出ているかどうか、つまり、そのあと成長するかどうかということは、

この２月のＷＧのときまでは判断できませんで、これから数カ月にわたって観察を続けていく必要

があるであろうというふうなことを考えました。 

 それから、機械化移植の実験のその後でありますけれども、これもやはり台風の被害がかなり出

たところでありまして、これは前回この委員会で報告があったことだと思いますけれども、そのあ

とはどうなっているかということを私たちは気にしておりまして、それも観察いたしました。やは

り、台風の被害がそれなりに残っておりますし、その被害から回復しているという状態にまではま

だ至っていないということを、私たちも実際に見て確認いたしました。 

 ただ、これも手植えと同じように、今が繁茂期ではございませんので、この残った機械化移植の

株が、その後どういうふうに増えていくのか、もしくは増えていかないのか、これは慎重に見てい

く必要があるだろうと。それを見てからこの機械化移植の実験の結果がきちんと分かるであろうと

いうふうなことを考えました。いずれにしろ、来年度の５月以降の観察によることが必要であろう

というふうに考えました。 

 今度は、この次に希少種のクビレミドロのほうでありますけれども、このクビレミドロのほうは、

あとで事務局のほうから具体的な数字が出てくるとは思いますけれども、かなり今年度は分布域が

増えているということが分かりまして、それは今回、工事も行われたわけですけれども、その工事

も今のところではクビレミドロにはさしたる影響が出ていないであろうというふうに考えました。 

 移植実験のほうですけれども、こちらのほうも何箇所かに移植いたしまして、その移植した部分

でもってクビレミドロが活着していると、生育を続けているということを確認しております。これ

は大きな進歩であると思います。 

 それから、もう一つは実験室レベルでありますけれども、クビレミドロを培養するということが

去年から始まっているわけでありますけれども、まだ完全にこれは実は成功しておりませんが、初

期発生のレベルでもっては培養できるようになった。ただそれが、あとの大きくなるというところ

まではまだいっておりませんで、今後、この基礎実験は必要であろうというふうなことを考えまし

た。 

 ただ、これは海草のほうからだけのことでありますけれども、我々はこの海域の生物というのは、
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藻場と言いましても海草だけではありませんで、そのほかのベントスとか、そういう生物も一緒に

なっているのを藻場の生態系でありますので、そのような藻場の生物の追跡調査も今後やっていく

必要があるのではないかということを事務局にお願いした次第であります。以上です。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それでは、引き続きその検討会の資料という形で、検討成果ということで資

料－３（２）について、ご説明させていただきます。 

 主要な部分を野呂主査にご説明いただきましたので、資料の中身を簡単に説明させていきます。 

 まず、１ページ目ですが、海草藻場移植の手植えによる移植工事の状況ということでございます。 

 12月24日から今年の１月31日にかけまして、約115㎡にあたります海草を手植えで移植しており

ます。 

 ２ページ目にあります上のほうの図が海草を採取したところが赤い斜線、それから西防波堤の背

後、ちょっと小さくて見にくいですが、移植したポイントについてです。その部分を拡大したもの

が下のほうですね。図1.1-3でございます。このうちの20ｍ×50ｍの中の青図にかかった部分で手

植えの移植を行ったということです。 

 それから、そこを拡大したものが３ページ目の図になります。それぞれ移植時期によって凡例、

色をかえてございます。 

 それから、４ページのほうに移植した海草の状況の写真を提示してございます。 

 ５ページからは移植した海草の状況ということで、これは初期状況という位置づけで確認をして

おります。それぞれ先ほどありました格子状のポイントで、被度、枯れ葉状況、地下茎の露出・剥

離の状況、埋没の状況というようなものをみております。 

 表の見方ですが、５ページ、６ページにある表でございますが、まず上のほうに調査地点、１Ｇ、

１Ｈとありますが、これは先ほどの２ページのほうの下のほうの図で、Ｘ軸方向に１から25の数字、

それから縦軸方向にＡからＪのアルファベットという形で、これを組み合わせたポイントの格子を

これで示しております。それぞれの格子状のところで全体の被度の値を出し、かつ構成されており

ます海草の種類ごとにリュウキュウスガモから６番目のマツバウミジグサまて、それぞれ確認され

たものについての被度について整理をしております。 

 それから、その下に葉の枯れた状況、それから地下茎の露出・剥離。移植海草類の埋没というこ

とで、それぞれの状況について、○、×、△という形で表示しております。 

 同様に、６ページのほうは２月時の調査、２月７日、10日の地点での調査結果を提示してござい

ます。 
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 この間、手植え移植の工事をやっている中での調査でございますので、同じ場所で重複している

ものは、その間、約１カ月弱ですが、その中での変化というものが見えております。それが７ペー

ジのほうの図で、上のほうが１月、下のほうが２月という調査結果で見ることができます。 

 それぞれ、このときの状況でございますが、地下茎の露出・剥離、それから海草のほうの砂によ

る埋没という状況は初期状態では確認されなかったということで、影響はなかったというふうに見

ております。 

 ただし、葉の枯れた状況というものが、先ほど野呂主査のほうからご報告がありましたが、海草

のストレスというものと見ておりますが、黒っぽく変色したという形で枯れた状況という判断をさ

せていただいております。そのポイントごとによってその変化というものを今後見ていくことにな

るかと思います。 

 その状況が８ページのほうの写真でございます。 

 ９ページからは、今後のモニタリングと管理計画とありまして、それぞれモニタリングにつきま

しては、今後、ラグ・フェイズの終了後から１年間にあたっては、１カ月に１回程度の頻度で調査

をしていきたいと。その後につきましては、年間２回程度の頻度でモニタリングを行っていく予定

にしております。 

 まず、モニタリングの中身でございますが、まず移植場所全域の調査と詳細調査という形で分け

ております。移植海域全体につきましては、先ほど提示しました生育面積、被度の変化、それから

枯れた状況なり、根の剥離状況なり、埋没状況というようなものを見ていきます。 

 それから、詳細調査ですが、これは先ほどの図の７ページのほうにあります青い枠でくくったポ

イント、２ｍ×２ｍのモニタリングポストというふうに位置づけまして、その枠の中で先ほどの調

査のほかに底質の変化とか、砂面の変動とかいうような調査を行っていくというふうに考えており

ます。 

 それから、３番のｃ）という形で出てございますが、その藻場生物調査を行っています。それぞ

れ夏季・冬季におきまして、自然藻場の監視調査に合わせてこの２ｍ×２ｍのコードラート内でそ

れぞれの大型底生生物なり、魚類のようなものについて目視観測するということです。 

 それから10ページからは、移植海草の評価と対応ということで記述してございますが、これは、

海草の移植自体が先ほど、古川委員のほうの意見という形で捉えているものでございますが、不確

実性がありますので、そのモニタリング等でその状況を見ていくんですけど、その中でそれぞれ図

1.1－6にありますような、今後予想されます海草の変化というものをある程度、仮定をしておりま
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す。その仮定に基づいて実際の状況として確認できたものにつきましては、それぞれの対応してい

くということで右側のほうに書いてございます。 

 特に、最初からある程度の期間については、生育面積が増えないとか、台風以外の減耗があると

か、そういうものについては不適合な要素が考えられますので、そのようなものについての解析を

試みているわけです。 

 それから、一番懸念しておりますのは、下にあります台風時の影響、台風時による減耗というこ

とを考えております。これにつきましては、機械化移植工法のほうで、現在、減耗対策というもの

を進めておりますので、その結果については、今年度、台風がくればある程度効果も確認できます

ので、その結果を踏まえてその対応を考えていくことにしております。 

 それから、11ページ目からが機械化工法による移植実験ということで、平成13年度に行いました

機械化移植の結果のモニタリングの経過報告でございます。それぞれ12ページにありますような測

点、もともと測点と設定いたしましたａ～ｌまでの12ポイント、それから新たに５地点設けました

St.ｍ～ｑのポイント、それから自然藻場のイロハの３地点ということでの調査結果です。 

 13ページからが台風後の移植藻場の変化ということで、13ページにはSt.ｌの経時変化が書いて

ございますが、15ページ以降に各ａから、先ほど言いました対象区まで含めた形での経時変化を示

してあります。 

 ここでは台風前ということで移植直後、平成13年12月から平成14年２月時まで行った直後と、そ

れから台風前の状況、それから台風後の平成14年９月以降という形での結果を示しております。 

 巻末のほうの資料になりますけど、各それぞれその間に行いましたモニタリングの結果を載せて

ございますのでご参照ください。 

 14ページのほうが、生育状況の面積についての比較したものを表に載せてございます。この結果、

上のほうで移植海草、下のほうが既存藻場ということで、それぞれ状況を示してございますが、先

ほどもご報告ありましたように、平成15年１月時ですから、この時点ではそれほどの回復がまだ見

られてないという状況です。これから海草が繁茂してくる時期になりますので、先ほどお話ありま

したように、５月以降のモニタリングにおいて、その評価をある程度していけるのではないかとみ

ております。 

 それから、17ページには移植区域全体という形での面積表示がしてございます。18ページのほう

にはその昨年の７月下旬時、それから15年１月ということで下段のほうに資料の状況を示してござ

います。この面積だけで見ていきますと、全体的に移植藻場面積は平成14年７月時と15年１月時で



 28 

約24haということで、共に同等の値になっております。 

 実は、昨年の14年９月にも台風16号が直撃しておりまして、そこで１回、減耗をしております。

したがいまして15年１月の面積から見ますと、その９月の台風でやられた部分が回復しているのか

なというふうに見ることができるかと思います。 

 それから続きまして、19ページからは減耗対策工法の試験でございますが、これは工法１から工

法３についての表示をしてございます。実は、海草のワーキングを行いました時点では、これは工

事中でございまして、現状を見ていただくことができませんでした。これにつきましては、後ほど

の資料-3(3)のほうの資料でご説明させていただきたいと思っております。 

 さらに、20ページからは機械化工法導入に向けた課題ということで、今後ラグ・フェイズ終了か

ら１年間、平成15年５月時が目途になっておりますが、その段階で生育面積なり、被度という形で

の評価をしていきます。それぞれ、今後台風期を迎えることになりますので、その台風期に伴いま

す減耗対策の効果ということも、その減耗対策試験におきまして確認し、有効に働かせていきたい

というふうに思っております。 

 それから、21ページ目からはクビレミドロの保全でございます。22ページに折り込みのＡ３であ

りますが、それぞれのクビレミドロに対する取り組みでございます。基本的には昨年度ご提示して

いる内容と同じでございます。 

 23ページからクビレミドロの生育分布図ということで、15年１月時までの調査結果までを提示し

てございます。クビレミドロにつきましてはご存じのとおり、３月期が最も生育面積的には増えて

いるという状況になるかと思います。このへん、現在調査を行いまして資料の整理を行っている最

中ですので、次回委員会においてご報告させていただきたいと思っています。15年１月時の状況を

見ますと、図の2.2-1でございます。平年の変化とほぼ同等というような生育面積が確認されてお

ります。 

 ただ、文書中にもありますけど、今年度につきましては、昨年に比べまして密生域が多くあると

いうことで、密度は濃いような状況が確認されております。それぞれの結果、24ページにご掲示し

ております。 

 それから、25ページのほうには、各年月日におきます生育分布の変化を提示してございます。 

 27ページからは生育地の環境ということで、平成14年10月時から海上工事が行われまして、その

間におけるクビレミドロ生息地に対する環境監視の濁度、濁りの結果を28ページのほうで提示して

ございます。 
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 先ほども一部資料のお話がありましたが、この凡例にありますように、ちょっと見にくくて申し

わけございませんが、四角い青の線が生息地にあたるところです。それから、基本監視地点という

ことで、工事の27ページの図を見ていただきますとわかりますように、汚濁防止膜で囲ったところ

から補助監視点というのを設け、その補助監視点と生息地の間に基本監視点というものを設けてお

ります。 

 このような形で監視を行いまして、基本的には今、生息地の濁りが高いような結果になっており

ますが、これが逆転するような状況、かつ監視基準値を超えるような状況ということになった場合

に、これは工事による影響が出てきたというような判断がされることになります。現状、この期間

におきましては先ほど監視報告にもありましたけど、影響がないような状況が提示されておりま

す。 

 それから、29ページからクビレミドロの移植実験です。それぞれ移植実験につきましては、藻体

をある程度群体という形でまとめた形で、勝連並びに屋慶名というところに移植しております。そ

れから、砂床移植試験と言いまして、砂床の中にクビレミドロの卵が含んだ砂床を同じように屋慶

名、勝連の２地区に植えております。 

 その結果がそれぞれ30、31でございます。まず、藻体、群体の移植した結果でございます。15

年１月期に、屋慶名地区において藻体の確認ができたということです。それから、同じようにSt.6

という屋慶名の本来のクビレミドロ生息地でないところの部分でも、同じ移植したものが出ている

という結果です。 

 それから、31ページのほうが卵を含んだ砂床を移植したものです。これにつきましても屋慶名で

藻体が確認できたという形になっております。それから、勝連地区については確認されてない状況

に今、この表の2.4-2ではなっているんですが、実は32ページのほうに記載してございますが、設

定したモニタリングのところの隣のところに新たにクビレミドロが確認できました。そもそも勝連

地区は屋慶名と異なりまして、クビレミドロがもともと生えていないところでございます。そこに

新たに生えたということが今回確認できたということで、新たに一歩進んだというふうに考えてお

ります。 

 33ページにつきましては、クビレミドロの生息地の環境条件について整理をさせていただいてお

ります。この中の下のほうに、植生という形でマツバウミジグサ等の小さい、小型の海草類の生息

が一つのキーポイントかというふうに見ております。この小型の海草の生息に伴いまして、砂地が

安定化している、もしくはクビレミドロの卵が安定化できているというふうなことが、重要ではな
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いかというふうに考えております。 

 それから、34ページからが培養実験でございまして、一つは卵の出芽発生状況を解明するための

実験、それからもう一つは藻体の生育状況の解明にあたる実験ということです。今回、水槽からの

実験につきましては、残念ながら藻体については確認ができてない状況でございます。それから、

恒温庫における、いわゆるフラスコの中での実験では一つ藻体が確認できたという状況でなってお

ります。このへんにつきましては現在も実験を続けている最中です。 

 それから、36ページからが糸状体培養実験でございます。これも昨年度、ご報告させていただき

ましたが、昨年度の培養で藻体から糸状体での培養が卵からもできたと。それから、その結果とし

て生殖器官等の確認ができたという状況でございました。ただ、その後が生育できたなかった、珪

藻類の影響によりまして大きくできなかったという失敗がありましたので、今年度その改善を図っ

たやり方で続けております。 

現状、これも中間報告という位置づけになりますが、39ページの写真にありますように藻体の培

養はできている状況です。それから分枝等の状況も確認できているということで、３月、４月にあ

たってさらに実験続けておりますので、今後の結果について次回以降の委員会でご報告させていた

だきたいと思っております。 

 あと、その他は資料編のほうに詳細なデータ等を提示してございますので、ご参照いただければ

と思います。 

 それから、資料-3(3)の、いわゆる減耗対策の話でございますが、これは資料-3(3)減耗対策工法

試験の現状報告という形で報告させていただきます。 

 開けていただいて目次の後、１ページ目から概要ということで先ほど(2)の資料にもありました

が、工法の種類を整理したものです。それぞれすき間を詰めて移植し、砂を詰める工法。それから

土嚢で周りを囲って砂を詰める工法、それから工法３がもともとの海草ブロックの厚みと同程度、

20ｃｍ程度掘りまして、その掘ったところに海草ブロックを置き、間詰めをして砂を埋めていくと

いうような、手植え移植に類似した機械化工法という位置づけでございます。 

 それぞれこの工法１と２の比較で、土嚢を積むことによる安定度というものについての効果を見

ようと思っています。それから２と３の比較で、ある程度、現地盤の海底面と同等の高さにした安

定化方法がよいのか、また土嚢のような形である程度砲台状にした形でも対応できるのかというよ

うな比較をする予定です。 

 ２ページのほうが、それぞれこの減耗対策を行う上での海草を採取した場所、それからその移植
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した場所ということで西防波堤背後域、３工法の拡大図がございます。 

 その状況でございますが、３ページ以降になります。実は３ページのほうを見ていただきますと、

最初に施工いたしましたものについて、この写真にありますように塚状のような、こんもりと膨ら

んだ形での状況で移植されておりました。 

 ４ページのほうに模式図がございますが、このような塚状の状況になってしまいました。これは

採取した海草ブロックの底質がかなり軟弱であったというようなことで、このような状況になって

いるかと思います。これに対して、それぞれ４ページの下のほうにありました砂詰めという形で、

このこんもりとしたところの間を埋めるような形で対応しております。 

それからもう一つ、ブロックのこんもりとした状況というのは、実は13年度の広域試験の中でも確

認された所がありますが、これを改善するためにブロックの平坦化ということで、６ページのほう

に模式図がありますが、このような塚状のものを平たい鉄板を用いて、塚状の中の砂を排砂させ、

それから、根切りができなかった部分については下のほうの図がありますけど、根切りをしまして

平坦化させている。この根切りをしたものについては、別途、別の場所に埋めているという状況で

ございます。 

 写真は７ページ以降、それに関する写真を提示しております。 

 10ページからは、このような塚状になったことに対しての改善を行う必要があると判断いたしま

して、行っております。10ページにありますように、バックホウ上に図３－２にありますようなス

キー板のような鉄板を入れ込みまして、海草の採取をしています。 

 その採取したものを設置するときに、その鉄板を引き出しながらバックホウでおろしていくとい

うやり方でございます。 

 このような改良を加えたことによりまして、11ページのほうの写真にありますように、先ほどの

塚状のものよりも平たく置けたという状況でございます。 

 12ページのほうにマニュアルの改訂ということで項目を載せてございますが、これまでにつくっ

ております「海草移植（減耗対策工法試験）施工管理マニュアル」並びに「海草移植工事管理マニ

ュアル」というところで、この工法の改訂に伴います記述をさせていただいております。 

 一つは、実は工法１というのは、もともとガイドロープ沿いに海草ブロックを詰めた形で植える

というマニュアルにしておりました。また、そのような工事をやる予定でございました。しかし、

先ほどありましたように、塚状の状況が発生したということで、その隙間をさらに砂で埋めるとい

う形の工法に改めております。 
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 それから、②のほうでは移植手順ということで、先ほどの鉄板を差し込んだ形で海草を採取しま

して、それを使った形でさらに平坦に置くために、この鉄板を使った形での移植を行うというもの

に改訂し記述しております。 

 それぞれ13ページからは移植直後のモニタリング調査結果ということで、それぞれの工法に対応

する生育面積の被度という形での整理をさせていただいております。 

 資料３につきましては以上でございますが、きょうご欠席の古川委員のほうから、この資料のと

ころで一部ご意見が出ております。Ａ４版で１枚紙でお手元にあるかと思いますが、資料－３（3）

について、ということで２点ほどご指摘をいただいております。 

 まず、１点目につきましては、これまで経験したことのない塚状の変形ということが発生したこ

とによりまして、この改良を行ってきたということで、一つその中で、塚状の海草ブロックを形成

してしまいました原因というものについて把握してほしいということです。そのために、移植ごと

のブロックの採取場所の選定手順や移植工法についての改訂というものが必要であれば、その検討

も行ってほしいというご指摘です。 

 それから、２点目は、ブロックの平坦化を行ったもので、その際に人為的に底質を排出している

という状況がございます。それに伴いましてそのブロック内、地盤内における粒径の変化なり、空

隙というものが問題になるのではないかということで、そのへんをモニタリング等で砂面変動の状

況とか、あと、初期状況での陥没の状況なり、粒径の極端の変化というのがあるのかないのかとい

うものを確認してほしいというご指摘をいただいております。 

 この件につきましては、このご指摘に沿う形で随時確認をしたいというふうに考えております。 

資料３につきましては、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  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料３（1）から（3）までございますけど、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ＷＧの報告ということで

ご説明をいただきました。 

 ご確認、あるいはご意見、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 どうぞ、仲座委員。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ＷＧのほうで現地を視察されたということなんですけれども、野呂主査、現場を潜

られてどのような状況であったんでしょうか。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  今のご質問は手植えをしたほうでしょうか、それとも機械化のほうでしょうか。 
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○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  もし、両方ご覧になっていたら両方の評価を率直に言っていただきたいし、自然藻

場のほうもご覧になったんですか。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  もちろんです。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  その両者を比較してあるんですね。実際、目で見た…、今、データが示されたんで

すけれども、見た直感的な判断というか、そういうのを聞かせていただければと思います。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  あまり直感的なことを申し上げますと、あとでいろんな方面からお叱りを受けるも

のですから、私としては非常に言いづらいところがあるんですけれども、あえて今直感的にと言わ

れたもので、自由に言わせてください。 

 確かに植えたほうは、自然の藻場に比べると、自然の藻場よりは生理状態が悪かったです。やは

り、当然、海草というのは季節的な変化があります。繁茂しているときと、それから停滞期とがあ

りますから、そういうこと、それから自然の藻場との関係を見ないと、これが健全なほうであるか

どうであるかというところは言えないわけです。 

 先ほど、私が一番最初に、事務局が言う前にまとめの形で言いましたように、やはり生理状態は

決してよくない。その生理状態がよくないのは、自然の藻場に対してどうかと一つポイントがある

わけですけど、自然の藻場に対してもけしてよくはない。よくはないけれども、完全に死んでしま

っているというわけでも実はない。この移植したのがきちんと今度は芽吹くかどうかというのが、

一つの判断の基準だと思うんです。何を判断基準にして成功したかと、成功しなかったというのを

判断するのは自由だと思いますけれども、そういうことを考えると、先ほど事務局の溝口さんのほ

うからも説明がありましたように、４月、５月、６月頃の繁茂期を待って、そのときに海草といっ

ても１種類じゃなくて複数のものが入っているわけですので、どの種類のものがどのくらい残って

どういうふうに伸びてきたかというのを見るのがいいんじゃないか。つまり、今の段階ではちょっ

と判断しづらいけれども、生理的にはちょっとストレスが多くて、まだ判断のしようがないという

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  はい、ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 この分について、ＷＧの報告ということでございますけれども、ＷＧの主査の野呂先生のほうか

ら資料－３（1）で、１枚紙のほうで要点といいますか、ご説明ございました。大きくは三つでご

ざいます。手植え移植に関すること、機械化移植、それからクビレミドロについてです。こちらの

ほうの報告の確認といいますか、これについて。 
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 仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  次にお願いします。すみません。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  ほかにいらっしゃいませんでしょうか。 

 手植え移植については、ここにもご指摘ございますように、引き続きモニタリングを続ける、そ

れから還元層の出現している場所を注視するというふうな方針が述べられております。そういうふ

うな段階ですので、そういう報告をご了承いただきたいと。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  クビレミドロの保全についてなんですけれども、一番クリティカルな場所に生えて

いる藻類ということで、実際にこれをモニタリングしていって、それが状態が健全な状態なのか、

それともこのままいったらだめなのかという、その判断基準ですね。どれだけ想定できるか、なか

なか微妙な場所に生えていると。１年中いつも目に見える形であるわけではないと。そういう非常

に難しい対象の生き物ということで、もしできましたらＷＧの野呂先生のほうから意見いただけた

ら。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  クビレミドロに関しては、実は生物学的にも分かっていないことがまだいっぱいあ

ります。例えば、生活史も本当のことを言うと、まだ完全には分かってないというところがあって、

それを見るためには室内培養をきちんとしないといけないということがあります。そういう点で何

を判断基準にして生き延びるかどうかというのを基準にするかというのは、非常にやっかいな問題

でありますけれども、作業のしやすさ、それから観察のしやすさから考えると、まず一つは分布域

の広さだと思います。つまり、何ヘクタールもしくは何アール分布しているところを輪郭として見

た場合に、何ヘクタールあるか、それが一つだと思います。 

 それから、もう一つは密度だと思います。点々とあって広くなっているというのももちろん重要

ですけれども、もう一つはやはり繁殖することを考えますと、かなり密度が高くなって、そこがあ

る程度の子孫をつくるのに必要な程度の大きさに保たれるということが必要だと思います。そうい

うことを考えますと、密度がどのくらいで、それから広がり、分布がどのくらいであるか、この二

つはやはりきちんとモニタリングする必要があると思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  最後にしようと思ったんですけども、ここで説明しておきたいんですけれども、私

がいろいろ厳しいコメントをしたり、質問をしたりするのはこういう理由なんですね。 

 当然、皆さんご存じなことなんですけれども、泡瀬干潟というのは、シギ・チドリ類の渡り、越

冬地として沖縄では一番大きいわけですね。多いですね。全国で見ても第４位ぐらいなんです。そ
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れに対して藻場がありますね。藻場がこれほど生息している海域が沖縄県にあるかというと、もう

第１位にランクしていいぐらいの海域ですね。それから、クビレミドロがありますね。絶滅危惧種

ですね。それから、最近出てきました絶滅危惧種、海草の新しい種が出てきましたね。 

 そういうふうに考えてこの海域がトータルで見ると、世界一かもしれないんです。日本一である

ことは間違いなくて、世界一であるかもしれない、トータルで見るとですよ。ですから、私たちは

きちっと示していく義務があるわけです。私が言っていることなんて、多分、きついことを言って

いるようですけれども、私は当然のことだと思って質問させていただいていますので、ぜひ私をに

らみつけることがないように、これは国民から言わせれば当然のことだと思いますので、これにう

ち勝ってこそやっぱり皆さんもやりがいがあったということになると思いますね。ですから、ぜひ、

またかというふうに言わないように、歓迎していただければと私は思います。 

 質問させていただきます。 

 水質の調査が28ページに出ています。その水質SSの出し方なんだけれども、水質といえども表層

なのか、低層なのか、中層でやっているのか、水深もいろいろ変わってきます。浅場から深いとこ

ろまでいきますので、見せ方によってものすごくばらついたりすると思いますので、そのばらつき

をきちっと押さえるためにも、表層、中層、低層ですね。できれば水深を10とすると、一番下ボト

ムですね、それから３いったところです。あとは７いったところぐらいですね。そこで取っていた

だけるとばらつきも少なくて下から入ってきているのか、あるいは上からきているのかも把握でき

ると思いますので、その点を、見せ方を努力されていただきたいと思います。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  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）  今の濁りの調査ですけど、ここに提示させていただいているのは、底質から

表層までの平均で提示してございます。いわゆる水深方向、鉛直方向の平均値という形での表現で

ございます。 

 今後、今、仲座委員のほうからおっしゃいました、各ポイントでの数値ということについて、見

せ方というお話がございましたけど、どういう結果になっているかというのが総体的に出るものに

ついては、考えてい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  よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ワーキングの審議結果ということ、先ほど申し上げましたけれども、手植え移植については、引
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き続きモニタリング、それから還元層の占める場所を注視すると。今、そういう方針ということで、

それから機械化移植につきましても、これはモニタリングを続けていくというふうなことは前回も

確認しておりますけれども、そういう状況だろうと思います。 

 それから、減耗対策については、台風通過後に評価したいというふうなことでございます。そう

いう点で、機械化移植については引き続きモニタリングを続ける。当面は本年5月までというふう

な方針がございました。 

 あとは、クビレミドロの状況について、これも引き続き実験を継続するというふうなこと等がご

ざいます。 

 仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  海草の移植については、引き続きモニタリングするということなので、私の潜った

限りでは、もう少し、やはり見る必要があると思いましたので、何もコメントがないじゃなくて、

次回、議論させていただければと思います。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  わかりました。この２月の時点までのことということでございますので、次回

の委員会で、その後の経過が報告されると思いますので、いずれにしましても引き続きモニタリン

グを続けるということで、ご了承いただいてよろしいでしょうか。 

 では、ありがとうございました。 

 それでは、議題があと一つ残っておりますけれども、ちょっと時間がありますので、ここで10

分間ほど休憩をいたしたいと思います。３時半から再開したいと思います。 

（午後３時19分 休憩） 

（午後３時29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  議題としては最後になりますけれども、④の泡瀬地区の環境保全・施設整備に

ついてということで、事務局のほうからご説明お願いします。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  それでは、資料４の泡瀬地区の環境保全・施設整備方針ということで、資料

をご説明させていただきます。 

 １ページ目から、環境保全・整備に向けた今後の検討計画というふうにまとめてございます。 

これまで、本委員会におきまして、実は、陸域、海域のワーキングにつきましては７月に１回や

った状況でございまして、その後、詳細な検討というものは進めておりません。本年度の状況とい

うことで１回整理させていただきまして、次年度の検討内容について、ご報告させていただきたい

と思います。 
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 まず、１ページの図１－１でございますが、これまでの環境保全・整備計画に関わる検討フロー

を示してございます。既存の機能保全対策という位置づけで､今計画されています人工干潟、人工

海浜、それから消失する海藻藻場の移植、それから護岸等、緑地関係、環境教育的な学習・観察の

場というようなそれぞれの保全がございます。 

 これまで、現有の資料に基づいて、埋めることによる残された干潟の機能につきまして、検討を

進めてきました。 

そうした中で、今後の具体的な環境保全対策・整備という位置づけでの項目を検討していく予定

でございます。 

 そのうち、実は２ページのほうにありますが、埋立工事と環境整備の工程というような予定があ

ります。これを見て頂きますと、実は、人工海浜につきましては、来年度から整備を進めたいとい

うような事業者側のご意向がございます。それぞれ機能保全というものを確認しておりますが、陸

域のワーキングにおきましては、４ページにあります人工海浜につきまして二つの方針が既に出さ

れております。一つは、オカヤドカリ類の生息を指標といたしまして、陸と海が連続した海岸環境

の整備を図りましょうということ。それから、もう１点、海水浴に適し、地域の自然や文化に見合

った景観をもつ海浜整備を行いましょうというような、二つの方針が提示されております。この点

につきましては、既に委員会等でもご報告させていただいております。 

実際の海浜整備にあたりましては、これまでの委員会の中でも何回かご説明させていただいてお

りますが、一つはオカヤドカリの生息面ということと、それから、当然人が泳ぎますので、人が使

う利用面という位置づけで、位置、規模というものを設定していき、さらに詳細な計画を行ってい

く必要が今後ございます。 

 ということで、これまで機能保全等を検討された中で、人工海浜につきましては、今、示してい

ます５ページもしくは６ページのほうにあります図で、埋立予定図がございまして、そのうちの南

側のエリア約900ｍの延長線がございますが、そのエリアを対象に今後具体的な人工海浜の整備に

対する検討を進めさせていただきたいということでございます。 

それから、７ページ以降は人工干潟について記述してございますが、人工干潟につきましては、

今後も機能的な面も含め、より詳細な検討を行いますので、それも含め、かつ埋め立てによる影響

ということもモニタリング、さらには精度の高い予測等を行った上で、この人工干潟機能について

は考えていきたいと思いますので、このへんスケジュール的にもまだ時間がありますので、より詳

細な検討を踏まえた中で、今後またご提示していきたいというふうに考えております。 
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 以上、資料４につきましては、これまでの行ってきた内容をまとめた内容になっております。そ

れを踏まえまして、人工海浜の部分につきましては、このポジションで次年度以降、詳細な検討を

進めていきたいというふうに考えております。 

 資料４の説明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。 

 議題４、環境保全・施設整備につきましては、ただいま説明ありましたように、前回まで決まっ

たこと、この確認が１点であります。 

 それから、人工海浜のこと等ありましたように、今後の検討スケジュールといいますか、これに

ついてご検討いただきたいというふうなことでございますので、そのあたり、ただいまの説明に対

する確認と、それから質問、あるいは意見等をよろしくお願いいたしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

○野呂○野呂○野呂○野呂委員委員委員委員  移植ワーキングの野呂でございます。今の資料のいろんなところに見受けられるん

ですけど、例えば、１ページです。ここに図１－１で検討フローというのがありますけれども、こ

こに15年度以降にやることとして、海草、それから海藻の藻場の移植というのが書いてあります。 

 これに関してなんですけれども、これはこの海域の保全を考える上に、非常に基本的なことであ

りますから、皆さんにお願いしたいことがありまして、今までこの保全のワーキングの中でも、そ

れから、この検討委員会の中でも、この藻場の保全をするということが、即移植をすれば済むのだ

ということでずっと話が進んできたと思います。それは、実は、この埋め立ての免許とかに関して、

移植ということが前提になりましたから、そういう考えできたんだと思いますけれども、実は、海

洋生物のほうからというか、生態学のほうからいきますと、移植をすればそこの藻場が保全される

という考え方は、実は我々は持っておりません。これは多分、工事をされている事業者側と、我々

自然科学を研究している者とのずれだと思いますけれども。 

 この際、今がちょうどいい機会ですので、15年度以降の泡瀬の環境を保全するということを考え

る上では、移植ということだけにあまりにも固執なさることじゃなくて、もっとこの場所を総合的

に保全するということを考慮して、これからのいろんな事業計画を策定すべきではないかと思いま

す。 

 というのは、我々は、海草が移植によって陸上の芝を植えるような形で100％残るとは、実は考

えておりません。どだい、それはなかなかできない相談で、技術的にもできない相談で、我々は今

までやってきたのは、今の技術をもってすれば、これはどのくらい残るか、それから、移植した藻
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場がどの程度健全であるかというのをコメントする立場でやってきたわけですけれども、やはり基

本的な考え方として、藻場の移植は保全と等価であるというふうに考えるのは、ちょっと無理があ

るんじゃないかというふうに考えます。 

そういうことを考えまして、例えば具体的な提案としては、海草藻場の移植ということを図１－

１でうたっていますけれども、こういう書き方ではなくて、例えば、藻場生態系の保全とか、藻場

の保護とか、そういう形でとらえて、視点を変える形で今後の保全をされたほうが、よりいいんじ

ゃないかと思うんです。 

マスコミとか、それから海洋生態学をやっていない人にとっては、藻場を移植すれば何となく保

全されるような形がというか、聞こえがいいところがありまして、そういう形でこの言葉が歩いて

しまったところがあると思いますけれども、ぜひ、藻場の移植ではなくて藻場の保全という考え方

で、今後、進めていただけたら幸いです。 

○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。 

 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）  総合事務局の野澤でございます。今の野呂先生のご意見、移植がすべて、移

植イコール保全ではないというお考えというか、確かに私どももそのとおりだというふうに思って

います。 

 以前、12月に海草移植計画を策定・公表するため委員会でご意見を伺ったときに、藻場保全の中

の海草移植の位置づけというところにまとめさせてもらったんですが、埋め立てしますが、アマモ

場についてはかなりの部分は残るという事実があります。むしろ残る藻場のほうが多くて、埋立地

域から移植される藻場というのは実はあまりないというのが、昨年の11月に行った現況調査で分か

ってきました。 

 いずれにしろ、我々としては、この海域全体の藻場がどんな形で残っていくのかというところが

ポイントであって、移植された海草が残るかどうかということよりも、そちらのほうに力点を置き

たいと考えてございます。そのために何をやるかということも、海草移植計画には示させていただ

いております。移植した海草だけをモニタリングするということではなくて、当該海域の藻場全体

を多頻度でモニタリングすべきということで、昨年度に引き続きまして、今年度も11月に全体の藻

場の分布面積を測定させていただきました。 

 これについては、１年に１度という頒度だったのですが、それを更に多頻度に半年にいっぺんぐ

らいにして全体の藻場がどういう状況にあるのかを常に把握しながら事業も進める方針でおりま
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す。 

 したがいまして、野呂先生の意見というのは、広く藻場の保全が図れるのが大事だろうと。移植

というのはその一つの手段と理解しており、我々の考えとも一致している思っております。 

 ただ、生態系についても見ていくことはみていくんですが、まず海草というフィールドがあって、

そこに生態系ができてくるという考え方をしていますので、第一に海草の広がりは全体的に見てい

きますが、生態系については、モニタリングポストをいくつか設けて、そのモニタリングポストの

中で、生物相がどういうふうに変化していくか、という方法でフォローは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  よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんか。吉野委員。 

○吉野委員○吉野委員○吉野委員○吉野委員  同じように人工干潟の整備と人工海浜の整備という二つの項目があるんでけれど

も、こういう設計上、何か人工海浜はここだけに、南側というふうなことで考えておられますが、

沖縄の場合、こういう南に向いたところというのは、夏の波の影響、特に台風ですね。これをもろ

に受けてしまうわけです。やはり、そのあとの維持管理というのはものすごく大事なことなんです。

ものをつくってそこへ砂入れてしまえば終わりというんでは、絶対にだめだと思うんです。同じよ

うに干潟もそうなんですね。 

 表１－１で、環境整備の行程ということでつくってしまった後、ぽつっと切れているというふう

なことになっていますけれども、今、例えば人工干潟と、トカゲハゼに対してもあちらこちらで中

城湾の中でつくっておりますけれども、少なくとも３年に一度は手を入れてやらないと、維持でき

ないということは分かっております。こういうものの設計にかかわるだけではなしに、これをだれ

がどのような形で維持管理して、その分の補償をしていくかという、そういうところが非常に曖昧

な形で終わってしまうということが多いです。こういうようなメンテを考えていくという、絶対に

そこまで出してこないとこういうものは維持できないというふうに私は思います。 

○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（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  今のご意見ですが、当然、人工海浜、人工干潟という位置づけでは底質の変

化というのは検討していきます。そういう中で、できるだけメンテナンスフリーに近い形を望むわ

けですが、当然、台風の影響等によりまして養浜をした場合には、砂の流出ということも当然ある

と思います。ですが、できるだけそれが流出しないように、極力メンテナンスの費用を低減させる

という努力はできるかと思っております。 
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 あと、今のこのポジションにつきましては、実は、遊泳水域をとるうえである程度水深の確保が

必要でございます。ほかの場所ですと、残念ながら掘削をしなければいけないということで、限定

されてしまっているという状況がございます。今後、そのへん影響度のないような場所をかつ、先

ほど言いました砂の流出等がないような形というものは、今後、シミュレーション、モニタリング

というようなことで検討していき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  今のところで一番いい場所というのが、もし狭まったとしても絶対にメンテナンス

フリーというのはあり得ないと思います。だからそこだけは必ず心得ておいていただきたいという

ことです。 

○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）○事務局（溝口）  申しましたように、あくまでメンテナンスフリーを目指すというか、努力を

するということで申し上げました。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  野呂先生がおっしゃった保全という観点からの考え方が必要であるというのには、

全くの賛成です。ですけども、事務局がそのあと補足説明した分でちょっと分からない点が出てき

ましたので、質問させてください。 

 これまで、環境省では広く説明してきたと、藻場の保全というのは移植をもって行うというふう

に説明されてきたわけですよね。環境省からの申し入れがありました、それに対する説明はどうい

うふうになさいましたか。藻場の保全をどういうふうに今後していくという方向での回答になった

か、説明していただけますか。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  環境省さんからの申し入れというのが、10月18日にあったわけですが、環境

省さんのご意見は、海草移植の話に限って言えば、環境保全措置に記載した事項を確実に履行する

ために、海草移植計画をつくって公表しなさいということであります。我々は海草移植計画を作成

し、それを環境省さんのほうにお届けしました。また、同時に、皆さんには公表しています。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ですから、その保全、これまでみんなが納得しているのは、移植をもって藻場が保

全されるというふうに説明してきたと思うんですよ。そうでなかったですか。環境アセスではどう

いうふうに説明されていますか。私はそういうふうに読んでいますけど。皆さんのホームページに

そういうふうに書かれています。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  環境アセスでは、埋め立てによって藻場が消滅しますので、大型海草種であ

るリュウキュウアマモやボウバアマモを用いて埋立地の東側の現況において砂質で、海藻草類の被

度50％未満の疎生域にできる限り移植し、藻場生態系の保全に努めるものとすると。 
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 なお、熱帯性海草の大規模な移植及びその他については、不確実性を伴うため実施にあたっては

専門家の指導助言を受け慎重に行うこと。というのが記述されておりまして、これをしっかりやっ

てくれということが環境省さんからのご意見で、それをやるために海草移植計画をつくって、皆さ

んに公表した。それに対してご意見をいただいて、それを踏まえてより確実に移植ができるように

するというのが、意見に対する対応と思っているんですけど。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私もこの委員に出て、全く私が言っているように、藻場は移植をもって保全すると

いう、その方向で進んできたと思うんですよね。ここにきて移植は保全の手段ではありませんなん

て言われたら、じゃ保全をどうしていく、それを示さないといけないですね。その方法論をですね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  一応、方法論としては残る藻場を健全に保つというのが一つと。 

 移植をすることによって新たに藻場を創生する。この二つであると思います。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  移植というのは捨ててないということですか。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  捨ててないというか、いずれにしろ、移植が成功したから環境が保全された

ということにもならないと思うんです。ほかの藻場が枯れてしまうという状況になればですね。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  当然です。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  逆にあまり想定したくないですけれども、仮に移植が失敗したとしても藻場

自体が健全であれば、環境に対してはそんなに影響がなかったということにならないですか。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  皆さんが説明してきた大きなテーマが三つあるんですね。干潟は80％残る。それか

ら、藻場は移植によって保全する。それから、ミチゲーションを図る、今の議論されている、人工

干潟ですね。その三つがあるんですよ。そのうちの一つ大きな柱だと私は思っているんですね。そ

れを変えるんでしたら、これはちょっとどうですかね。もう少し議論が必要でしょうね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  藻場移植をやらないということは言ってないと思うんですが。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  移植によって保全することですよね。埋没すべきところですね。 

○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）○事務局（野澤）  埋め立てにより消失するところを移植をして、そこで海草藻場を造成して、

影響を低減するという方法ですよね。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  野呂先生がおっしゃりたかったことを、我々が理解するのは、移植が目的で

はなくて、藻場の生態系の保全が目的ですよと。だから、移植が成功したとか失敗したことにそん

なにとらわれる前に、まず生態系を保全するということの大きな目的のほうから掘り起こしてくれ

と。それに移植がどれぐらい役に立つのか、立たないのか、そういった観点から検討を進めていき

たいというふうな趣旨だというふうに理解しております。 
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○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  いや、もともとそういう趣旨ですよ。その趣旨でもって議論してきているんですよ。

生態系の保全のための手段として…。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  そのとおりですが、要はとらえ方として移植が成功したとか、失敗したかと

にあまりにも焦点がある。それよりももうちょっと生態系の保全という、保全ができているのかで

きてないのかといった観点でもっと議論がされるべきだということをおっしゃったと思います。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  分かりました。移植を成功させずして、埋没する藻場がどうやって保全されるんで

すか。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  個別の種の移植というか、移植した草が育つというよりも、例えば移植した

草が種になって、そこの部分の被度が上がったというようなことがあった場合には、それは移植が

成功したというのか、失敗したというのかよく分かりませんけれども、生態系の保全には役に立っ

た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  根から出ようが何しようが… 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  呼び水といいますか。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  ですから、そこに移植したところで、藻場としての生態系が確立していくんでした

ら、それは成功ですよ。移植も成功だと言えるんじゃないですか、それで。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  いろんな方からお叱りを受けているのは、例えば、手植え移植のところにつ

いて、あれは成功じゃないという言われ方をしている方が結構いらっしゃいます。それはなぜかと

いうと、それは植えたものじゃなくて植えてないものが広がってきたんじゃないかというようなこ

とをもって失敗だというような方はいらっしゃいますけれども、我々は、あれは実際ＤＮＡ鑑定し

たわけじゃないですけれども、その移植したやつじゃないかもしれないけど、その移植したやつが、

種といいますか、あるいは種というより、種子という意味じゃなくて、呼び水という意味での種で

すけれども、になって、手植え移植した場所のあたりの被度が上がったと。要は藻場生態系のたか

だか24㎡かもしれませんが、そこの生態系の向上が図られているというふうに判断して、成功だと

思うと。 

 ただ、その移植した株は死んでるかもしれません、そういう意味では移植は成功、不成功という

と不成功だったかもしれないという、そういう批評の仕方もあると。そういうふうにあんまりとら

われることなくという意味で、だと理解しております。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私が議論して、ここまで突っ込んでいるのは、とにかく今の泡瀬干潟の生態環境と

いうのは世界一だというのは、皆さんも納得ですよね、そうですね。その世界一の干潟が、工事完
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成後も少なくとも維持されていくというのを私は望んでいるわけです。それを言ってきたわけです

からね、皆さんもですね。ですから、それに向かって進まないといけないわけで、今の事務局の説

明はちょっとどうですかね。もう少しはっきりしておかなければならないことが多いかなという気

がいたします。濁してはいけない問題で、もう一つ、重要なものなので、もう少し、もし議論が必

要なら議論しても、明確にすべき事項だと私は認識しています。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  環境アセス時に、我々は藻場の移植ということの位置づけについてなんです

けれども、海草移植のときに、埋立地のほかにも藻場が広範囲に生息していると。しかし、埋め立

てによってその一部が消失すると。ただ、この藻場というのは重要でありませんで、その埋立地周

辺に生息している藻場を健全な状態で保つ必要がある。そのための手段として、埋立地内に生息す

る藻場のうちの大型海草の被度の高いところ、これを周辺の藻場の生育被度の低いところに移植す

ることによって、周辺の藻場の健全な生育というのを確実にしていきましょうといいますか、移植

によって周辺の藻場を健全な状態にしていくというのが目的でございます。 

 したがいまして、先ほど、移植する中の藻場を保全するために外に移すというお話があったんで

すけど、これは少し違っておりまして、周辺の藻場を健全な状態にするために、埋立地の中の藻場

を移植するというのが、実際に環境影響評価のときに必要な事項とされておることでございまし

て、そういう意味で、周辺の藻場が健全な状態に保たれる結果というのが非常に重要なことである。

そのためには、その藻場の移植というのも確実に実施していく必要がありますよということで環境

省さんからご指摘受けておりまして、そのご指摘についてはその移植計画を策定するなりして、確

実に実施できるように努力していくという今の状況でございます。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  私が環境省からの申し入れの文章を読む限りでは、埋め殺しになるであろうところ

の藻場を移植して、その移植した藻場がきちっと繁茂して、そして新しい環境を整えていくという。

そこをきちっと示してくださいというふうに、私には読めたんですけど。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  環境省さんからの申し入れの藻場の移植に関するところというのは、環境影

響評価時に必要とされた措置について、確実に実施するようにしてくださいと、そのためには移植

計画を策定してくださいということと、機械化移植についてはさらに慎重にモニタリングをして、

その上で判断してくださいということ。それから、クビレミドロの移植について慎重にやってくだ

さいと、この３点でございます。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  それはちょっとどうかな。今のはちょっとこれ、皆さんのホームページをもう一度

確認されていただきたいですね。それから、パンフレットなどを確認していただきたいんですけど
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も。きちっとその藻場を移植しますというふうに書いてますからね、保全を図ると。 

  

○久米オブザーバー委員○久米オブザーバー委員○久米オブザーバー委員○久米オブザーバー委員  沖縄県庁土木建築部の参事の久米でございます。 

 県の立場で言わせていただきたいと思います。この泡瀬の事業については、まず、事業の必要性

を考える必要があります。沖縄経済の発展のための特別ＦＴＺ、沖縄市の施策としての東部海浜開

発計画など、事業の必要性が合意され、地元の方々の合意を経て、計画として位置づけられた訳で

す。その際、どうしても埋め立てが必要となるエリアが生じ、その中に藻場や干潟を始め、貴重な

自然環境が存在している訳です。そこで、埋め立てられる、通常であれば、なくなってしまうもの

を、いかに生かし、周辺藻場などの環境を保全していくかという観点から、県の文化環境部から、

生態系の環境の保全のために、移植という一つの手段が提示され、移植先の海草藻場の質的向上を

図ることが本事業実施にあたっての配慮事項として示されたわけです。 

 それに対し、事業者として、県も、国も、その配慮事項への対応に努力をしているわけです。そ

の際、移植した海草が、100％生存することが必要かと言えば、相手が生き物ですので、やはり可

能な範囲があります。事業者としての移植技術向上の努力の中で、70％生存させることができるか、

50％なのか、など歩留まりが決まってくるものと思っております。 

 ですから、沖縄県の意見としても、例えば100％達成しなさいとか、そういうことを言っている

わけではありません。どうしても必要性があって、埋め立てざるを得ない部分の海草を生かして、

移植先の環境の保全をさらに高めていく一つの手段として、移植について言っているわけです。い

ろいろな検討の中で、海草の手植え、移植、更には、機械移植についてどれだけ技術を高めていけ

るか、この貴重な、泡瀬の干潟、藻場を保存していく上で、どれだけ移植の歩留まりを上げていけ

るかが、私ども事業者の努力目標であると考えております。 

  

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  成功率を上げていくという、私ももちろん賛成です。それから、事業の必要性とい

うことに関しても、十分認識しているつもりです。 

  ただし、何度も言うようですけれども、環境が世界一であることも間違いないです。これを残

していかなければならないんです、ですよね。そのために私たちはこんな議論しているわけですか

ら。 

 それをよりよく残すためにはどうすればいいかというのを、私は議論しているつもりなんです。

その方法をですね。ですから、責めないでいただきたいです。それを乗り越えていただきたいんで
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す。 

 ですから、この世界一ですよ、世界一で、私たちが今後つくっていくホテル群やいろんな人工構

造物があります。それをもって世界一になれるかどうか分からないです。でも、自然は世界一であ

るということを私たちに訴えているんです。 

○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）○事務局（坂井）  若干、もう少し補足しますと、環境影響評価をやったときの記述で、こうい

うのがございます。「藻場の生育地は埋立計画地外にも広く散在している状況にあるが、やむを得

ず一部が消失することになるため、埋立事業区域外の藻場の保全に万全を期し、大型海草の移植に

より、藻場の拡大に努める。」というようなことでございまして、藻場の移植がすべではないんで

すけれども、周辺の藻場の保全に万全を期すということと、それに加えて移植をやって、さらにそ

れを確実なものにしていくということが目的だというように考えていまして、移植自体は失敗して

もいいじゃないかみたいな話ではないかというふうにとられているかもしれないですけど、それは

間違いでございまして、移植自体はそれは確実にやっていくということが環境省から求められてお

りまして、これについては、我々としましては、移植計画も策定して、それに従って着実にやって

いきたいと思っておりますし、途中で出てきたモニタリング結果等については、また、委員会等に

お諮りして、いろんなアドバイスを受けながら、さらによりよい移植のやり方というものを、どん

どん技術を高めていきたいというふうに考えているところでございますので、今後ともご指導のほ

どよろしくお願いいたします。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  もう最後です。わかりました。もちろん藻場の移植というのを重要視していくとい

うことも回答いただけましたので、分かりました。 

 最初に戻るようですけれども、やはり、工事開始に至った経緯もここらへんにあるわけですから、

何かひっくり返すようなことをぜひなさらないで、もうしそうであるならば、ちゃんとした説明、

時間をかけた説明をしていただければ納得できることも十分あると思いますので、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  はい、ありがとうございました。 

 それでは、議題の４番目につきまして、これは前回で決まったことの確認が一つと、あとは、人

工海浜については15年度から検討に入りたいという。干潟等はまだまだ時間があるというふうなご

説明でございましたけれども、そういうことで確認してよろしいでしょうか。いかがでしょう。 

 はい、どうぞ。 

○野呂委員○野呂委員○野呂委員○野呂委員  今、お配りになった資料の４ですけれども、その中の３ページ目に、図１－３のカ
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ラー刷りの図があるわけですけれども、これの凡例の中にちょっと出ていないので確認をしたいん

ですけれども、例えば、赤い点々と赤い実線と、それから赤い実線に斜めで線が引いたところがあ

るんですけど、これはどういう意味があるんでしょうか。 

 例えば、赤い実線のところは15年度にやるとか、何かそういう意味があっての、これは図なんで

しょうか。教えてください。 

○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）○事務局（三島）  特に年度で分けているという意味ではありませんで、現時点でのいろいろな

整備を行っていく上での、おおむね、このあたりの位置が適当なのではないかと、現時点での位置

を示させていただいているもので、その内容につきましては、赤い字で引き出しをさせていただい

ておりますけれども、例えば、人工島の北側の斜線を引いてあるところでは、右側に⑩番という引

き出しをさせていただいておりますけれども、周囲の水辺における景観形成というような面で整備

を行っていくことになるのではないかと。 

 あるいは、左側の人工干潟の整備という点線枠のところがありますけれども、おそらく干潟とし

てはこのあたりが候補地になるであろうということで、現時点での案ということで書かせていただ

いているものです。点線実線の３につきましては、特に区別したものではございません。 

○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長○眞榮城委員長  いかがでしょうか。議題４はそういう形で進めさせてよろしいでしょうかとい

うことでございます。 

 それでは、そういう方向で進めさせてもらいます。 

 以上で、本日の議題 ①から④は、以上のとおりでございます。 

 この環境監視検討委員会というのは、事業について、いろんな視点から検討していくということ

でございますので、かなり厳しい視点があって当然のことでございますから、そういうことを委員

の皆さんも遠慮なさらずに、自らの知見に照らして、ご質問、ご意見等がいただけるということが

基本だというふうに思いますので、そういうことは事業者のほうでも当然そういうことの前提で、

委員会は運営されていくということだというふうに思います。 

 それでは、本日の議事、以上①から④、これで終了して、あと、その他というのがございますけ

れども、そこからは事務局のほうに進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（○事務局（○事務局（○事務局（山本山本山本山本））））  どうもありがとうございました。 

 それでは、その他ということで、あと資料５と６をお配りしておりますけれども、まず、「ホー

ムページ等に寄せられた意見に対する見解について」ということで、ご説明させていただきます。 

○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。資料５につきまして、ご説明させてい
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ただきたいと思います。 

 委員会発足当時から、いろんなご意見を受けるためにホームページを開設しております。その意

見については、環境監視検討委員会にご報告した上で、ホームページにまた掲載するルールにして

ございました。 

 今回、ホームページの質問箱に寄せられました意見を集約させていだきまして、それに対する事

業者の見解というのを、言葉足らずになっているかもしれませんけど、書かせていだいた次第であ

ります。 

 それに加えまして、我々事業者に対しまして、ホームページ以外にも要請を受けたり、抗議文を

頂戴したりすることが結構ございます。それについては、前回の委員会の中で報告してほしいとい

うご意見がございましたので、その二つを併せた形でホームページ等に寄せられた意見に対する見

解という形でまとめさせていただいております。 

 まず、１番目、ページを開いていただきますと、ホームページの「質問箱」に寄せられた意見と

いうことで、まず事業計画全般に関するもので、二つほど意見を集約しそれについて、埋め立ての

必要性という観点で見解を述べさせてもらっています。 

 事業者としては、環境が大事というのはそれはそのとおりだとは思うんですが、その一方で開発

というのも当然必要なものというふうに考えていまして、開発と環境のバランスを考えながら総合

的に判断すべきこというふうな見解であります。それに従って我々は、環境に配慮しつつ開発を進

めることをしているわけでございます。 

 ２番目が、ホームページ・情報公開に関することで、これは要旨と答えのとおりです。 

 ３番目、海草藻場移植に関するものということで、いくつか科学的な根拠を示してほしいとか、

本当に大丈夫なのかというご質問もいただいております。これについては、海草移植計画を、我々

は12月に公表し、この中に考え方を示させてもらったと思っています。とはいえ、今までご議論の

あるとおり、本当に完全なものかと言われると、植えたら100％根付くということじゃなくて、多

分、70％、50％、そんなところかなと思います。適切にモニタリングしながら計画にフィードバッ

クして、歩留まりを上げていきたいとの考えを書かせてもらっております。 

 その次、クビレミドロの保全ということで、Ⅰ期埋め立てによるクビレミドロへの影響というご

質問でございます。ただ、第Ⅰ期という半分の形での環境影響評価は、特に数値シミュレーション

というものはしておりません。したがいまして、工事による影響を監視しながらⅠ期地区について

は進めるという見解を書かせてもらっております。 
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 次に、クビレミドロの生育面積の話がございます。 

 これは、後ろの要請のところでもちょっと出てまいりますが、こちらのほうで少しまとめてお話

したいと思います。 

 我々が調査をしている、それと市民団体の方が調査している。当然、違う日であります。また、

調査される方の人数も我々とは違っているので、結果が全く一致したものにならないのは当たり前

だと思いますが、我々の調べて生息域とした範囲が市民団体さんの調査よりもかなり小さいという

ところから、分布域の図を作成したときに用いた、またそのときに撮影したデータを出してくれと

いう要請であります。これについては今のところまとめて回答できるような状況じゃないので、整

理したうえでお示ししたいということをコメントに書かせてもらっているんですが、先ほど休み中

に何度も要請しているのに、対応してないというお叱りもうけたんですが、お伺いするとそういっ

た基礎的なデータをお示しするとともに委員会で議論してくれという話でした。データのほうはお

示ししていきたいと考えてございます。 

 以上が、ホームページに寄せられた意見であります。 

 その次が、前々回委員会の９月30日以降、事業者に寄せられた要請等ということで、一番最初に

一覧でまとめさせてもらっております。一番最初は10月７日、埋め立てに抗議するということで、

ＷＷＦジャパンさんから。それと９日には中止を求める要請ということで泡瀬干潟を守る連絡会さ

んから。それと11月に入りまして、事業の中止と泡瀬干潟の保全を求める要望書ということで、日

韓共同干潟調査団さんから。それと、手植え移植について公開質問ということで、泡瀬干潟を守る

連絡会さんから。これは手植え移植に関する事実関係の確認に近い質問でありましたので、これに

ついて答えを返しております。 

 それと、同じ13日に貝類保全研究会さんから、仮設橋梁予定地に貝類がいるということでありま

す。 

 それと同じく11月に意見書ということで、日本自然保護協会さんからということであります。 

 それと12月11日は、まさに委員会の日だったんですが、環境監視検討委員会を中止しろというこ

とと、仮設橋梁の建設工事を中止しろという要請をいただいております。 

 それと、年末でありますが、海草移植計画ができた後に、それに対する意見書ということで、自

然保護協会さんから。 

 それと、２月に入りまして、貝類保全研究会さんからまた改めて公開質問状をいただいておりま

す。 
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 それと、２月27日に泡瀬干潟を守る連絡会さんのほうから、委員会のあり方についての要請、そ

れから環境保全策の実施を求める要請がされております。 

 それと、先ほどのホームページの一番最後にありました「クビレミドロに関する情報公開のお願

い」というのを要請書でいただいております。 

 要請に対しましては、面談をしてお答えしているものや、データの提供を行っている場合もあり

ます。また、要請をいただいたところにご訪問してご報告したというものもございます。そういう

ものもあるんですが、一応、見解という形で今回はペーパーにまとめさせていただきました。 

 埋立事業に関することにつきましては、先ほどの事業の必要性ということで、ホームページに寄

せられた意見と同様の見解を書いてございます。 

 それと、２番目、事業を中止し、エコツーリズムと泡瀬干潟の自然を生かした地域づくりの場を

設けるということですが、必要性があって事業を進めているという認識でございますので、事業を

止めろということについては、回答ができないんですが、エコツーリズムについても考えてまいり

ますというのが、２番目の見解であります。 

 それと、海草移植にかかるものということで、いくつかもらっていますが、ちょっと時間も過ぎ

ていますので、かいつまんでポイントだけ言いますと、海草移植に関するものは、移植する行為自

体が自然を破壊しているのではないかというご指摘をいくつかいただいております。確かに海草移

植自体が、環境そのものに対しはストレスを与えていることになるかなと思います。 

 採取先については、海草がなくなってしまいますから、環境面ではマイナスの方向に働くだろう

と。そのため、我々は採取先を埋立予定地内に求めているということを書かせていただいておりま

す。 

 移植先につきましては、砂地が藻場になるということですので、環境が変化するということにな

るんですが、海草が定着することによって、海草藻場に依存する生物が生息していく、そういうこ

とで生態系には役立っているという見解を書かせていただいております。 

  

 ８ページにまいりまして、いくつか個別の疑問についての見解を書かせてもらっています。海草

移植計画以降に頂戴した意見についてだけ説明させていただきたいと思います。 

 目標が欠落しているという意見も、自然保護協会さんからいただいております。今まで海草移植

ということを実験のレベルでやってきたんですが、分かってきたことは移植した海草はいろんな過

程で増減を繰り返すということです。いずれにしろ、定量的なデータをお示ししたいと思っており
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まして、計画の中でも述べてますとおり、生育面積の変化を整理して総合的に評価していただくと

いうことで考えてございます。 

 それと、２番目、機械化移植によって藻場が破壊されている、これがどうも移植計画の中に反映

されてないのではないかというご意見をいただいております。 

 我々の調査の内容としては、海域全体の藻場の分布調査をやっております。ただ藻場全体の分布

調査ですから、調査のメッシュというのは、そんなに小さくない、海草を採取した部分の状況とい

うのはこのメッシュでは表現されておりません。しかしながら、実際の海草の移植では、海にダイ

バーが潜りまして、詳細な現地調査を行って被度の高い区域の存在を確認した上で行っておりま

す。 

 藻場全体の分布調査のメッシュでは表現できてないですけれども、実際は、現地を確認してやっ

てございます。 

 それと、次の９ページのずさんな移植適地の選定というご意見で、実験経過と移植適地の条件が

矛盾していますとのことであります。移植計画の資料中に移植適地じゃないというところを図示し

ておりますが、移植適地じゃないと表示したところに手植え移植実験で非常に良好な結果だった

St.２が入っているところが問題だと書かれておりました。これは図の精度の関係であります。手

植え移植したSt.２というのは砂地であって、実際に見てみますと移植適地であると判断ができる

ことを書かせてもらっています。 

 あとは、海草移植についてはちょっとはしょりまして、それで11ページにいきます。 

 委員会のあり方に関する意見をいくつかもらっております。 

 特に、委員会の体制を見直すという話を前回の委員会でいっておりますので、それについてこう

いう専門家を入れるべき、それからＮＰＯを入れるべき、委員会では事業を前提としないで委員会

として結論を出すべきとか、委員会の結論は多数決で決めないようにとかいう、いろんなご意見を

いただいております。これについては、この次の資料－６でお話したいと思います。 

 最後に、15ページのところにクビレミドロに関する情報公開の要請ということで、こちらのほう

はちょっと個別の要請に対する答えの形を示させてもらっております。①、②、⑥について今回の

委員会資料で書いてございまして、②、④については、簡単に書いてしまいましたが、データの提

供をしていかなければというふうに思います。⑤につきましては、台風による底質の変化というこ

とを書かれております。これは、クビレミドロの生息地という部分については、台風の前後でどう

いうふうに底質が変化したかという調査は実はしてございません。しかしながら、全域的に砂州の
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経年的な移動というのは、航空写真レベルで整理しているような状況であります。 

 ただ、いずれにしろ今の整理が求められている精度かどうかということにつきましては、またお

話をして必要な調査については対応していきたいと考えているところでございます。ちょっと長く

なりましたが、以上であります。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  とりあえず、ホームページ等にいただきました意見に対する見解ということ

で、ご紹介をさせていただいております。 

 いろいろご意見があると思うんですが、時間の関係がございますので、もし、これにつきまして

ご意見等ございましたら、事務局のなり沖総のほうにメール等でご意見をいただくということで、

とりあえず進めさせていただきたいと思います。 

 もう１件、今後の体制について、ちょっとご説明させていただきます。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  資料６をご覧になってください。 

 今後の泡瀬の環境監視検討委員会体制（案）ということでございます。来年度、４月以降ですけ

れども、この委員会をこのように改組して続けていきたいというような案を提示させていただいて

おります。 

 １．基本的な考え方として、委員会の位置づけについて再度お示ししてございます。 

 最初の○でございますけれども、中城湾港埋立事業については、東部海浜地区の活性化を図るた

め、沖縄市を中心に検討されてきたこと。当初の計画を環境意識等の高まりを踏まえて、約半分の

面積に変えて出島方式とする内容の港湾計画の改訂を平成７年に行っているということ。 

 それから、その後、環境影響評価及び埋立承認時等において、住民意見等の聴取等の必要な手続

きを踏まえて事業化に至ったということ。 

 それから、事業の見直しについては、当然、事業を取り巻く環境状況も変化することから、進行

中の事業について時期を見て行う必要があるということは当然でございますが、一方で、上記のよ

うに法律等に基づく手続きを踏まえて、事業がスタートしているということも、特に事業者として

は重視せねばならないということをご理解いただきたいということで つらつらと書かせていただ

いております。 

 下に、簡単な時系列で並べたことを書かせていただいております。 

 ２ページ目に移りまして、このようにして事業化に 至った本事業について、この事業を実施す

るにあたり、事業者において実施することとした環境監視調査（事後調査）や、環境保全措置につ

いて指導助言を得るために、事業者が設置したものでございます。ということで、あくまで専門的
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な見地から 事業者に対するアドバイスを行うこと。住民代表の方にも入っていただいております

が、これは特に日常生活に影響という観点から入っていただいているというふうにも理解させてい

ただいております。 

 ということで、事業を実施することの可否の検討や事業方法についてのコンセンサスを得るため

のものではないというふうに考えているところでございまして、そこはぜひご理解いただきたいと

思っているところです。 

 次の○でございますが、そういうことで、本埋立事業については環境に配慮して進めていくとい

うことが必要だということでございます。そのために適切なご議論をしていただくということを第

一に考え、事業が進捗し工事実施段階を迎えたということなので、監視調査の役割を独立強化させ

る。本日の資料で言うと、資料１番にあたる部分でございますが、独立強化させるということ。そ

れから、委員会の役割を一層明確化するということで、工事中の環境監視調査に係る環境監視委員

会、それから、環境保全措置に係る環境保全創造検討委員会、この２つに分離したいということが

大きな体制の変更でございます。 

 それぞれの委員については、後でご説明しますが、前者については監視項目に応じた専門家、そ

れから後者についてはエコツーリズムなどの新しい視点を取り入れ、より幅広い専門家等から構成

することとしたい。専門検討課題をさらに詳細に検討するためには専門部会を下部に設置したい。 

 それから、最後の○でございますが、委員会の公開方法について、上位の委員会については従来

より資料や議事内容開示を公開としており、今後も透明性を確保するというような観点から同様と

したいと思っています。 

 それから、下位のワーキング、今後は専門部会というような名前に変える予定ですが、従来より

資料や議事内容を公開として、14年度からは会場も公開としておりますが、今後、専門部会につい

ては、活発かつ実質的な技術上の意見の交換を促すということで、会議そのものの会場での公開は

しないこととしたいと考えております。 

 なお、そのワーキングまたは専門部会の終了後速やかに議論の内容と使用された資料を公表す

る。それから、現地調査等は公開するということで、透明性についても十分確保していきたいと考

えております。 

 次に、具体的なメンバー構成等について書かせていただいています。時間もあまりないので簡単

にかいつまんでご説明いたします。 

 ２．環境監視委員会でございますが、検討課題としましては、工事によって発生するいろいろな
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環境への影響を監視するといったことでございまして、異常な事態が予測される場合もしくは発生

した際には原因を究明し、速やかに所要の措置を検討するということでございます。この検討結果

については、毎年度報告書を作成し、沖縄県文化環境部に提出するということにもなってございま

す。 

 (2)に、今、申し上げた検討項目を書かせていただいておりまして、(3)に、３ページですけれど

も、具体的な環境監視項目を挙げております。 

 委員会の構成につきましては、基本的にはこれらの環境監視の項目に応じたそれらのデータをご

判断いただくということ。それから、もし何かあったときには対策工法を考えるというような観点

から、そういった項目の選定、それから土木工事とかの選定に入っていただきたいと思っておりま

す。 

 この環境監視に特に、今回の報告みたいにあまり問題がなければ淡々とやれば結構ですけれど

も、急に何か生じたというような場合には、緊急招集みたいなこともあり得るというようなことを

考慮して、基本的には地元沖縄に近い、基本的には沖縄の方を選んでいきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、環境監視データでは判断できないような環境への影響というような観点から、住民代

表の方にも入っていただきたいと思っております。 

 それから、４ページ目でございますが、環境保全創造検討委員会でございます。これは環境影響

評価等の中で環境保全措置等を講じることとしているので、それについての指導助言をいただくと

いうことでございます。 

 (2)に検討項目は書かせていただいております。環境保全措置等の技術的提案、環境保全措置等

の総合的な評価、予測ということで、専門検討項目としては現段階では、この①から⑥に書いてあ

るような項目を考えておりまして、必要に応じて追加していくということで考えています。 

委員会の構成については、５ページでございますけれども、このような構成にしたいと考えてい

ます。 

 専門家については、それぞれのワーキングの代表となるような先生方、それから、総括的な環境

一般ですとか、そういった関係の専門家に入っていただきたいと。それから、今後利用する、ある

いは地域のＮＰＯといった関係の方にもご参画をお願いしたいということで、現段階では３団体ぐ

らいからお選びしたらどうかなというふうに考えております。 

 ちょっとこれ、専門家のところでいろいろ１から８とかありますけど、これは８人という意味で
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はなくて、重なれば８人かもしれませんし、例えば魚類と底生生物とそれぞれ別々になって、人数

がそれより増えるとか、あるいは海生生物と陸生生物で全部合わせて見れる方とか、もしいらっし

ゃれば減ると、そういうような分野の数を書いてるものですので、ちょっと誤解されないようにお

願いします。 

 それから、専門部会については、ここにあるような、５ページの下にあるような①から⑤を現段

階では考えておりますが、先ほどの、工事工程との関係もありますので④⑤については、もうちょ

っと検討が今からしなくてももうちょっと後でいいかなと思っておりまして、とりあえず①②③、

海藻草類、それから人工海浜、それから環境利用学習。環境利用学習というのはエコツーリズムで

すとか、あるいは人工海浜のところで、例えばビーチバレーやりたいとか、そういった観点からの

要望といったものをまとめていただくという観点でございます。それぞれについて、専門家、それ

から、関係のＮＰＯ等の方に入っていただければと思っております。 

 ６ページに、今、ご説明を申し上げた委員会の体制を模式図にしたものでございます。環境監視

委員会と環境保全創造検討委員会がございます。それから、別途、沖縄市さんのほうでみなとまち

づくり懇談会というものが設置される方向で検討が進められてると聞いております。これは泡瀬の

埋め立てができた後に、そこにどんなものをつくっていくかといった観点で検討が進められるとい

うふうに聞いております。 

 環境利用学習については、環境保全の観点、それからみなとまちづくりの観点、両方に絡むもの

ですので、両方でご報告していただいて検討していきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 最後のページに大まかな予定が書かれております。これは、本当に適当にといいますか、大体の

ことを書いておりまして、実際の月ですとか回数については、進めていく中で変更が十分あり得る

とは思っていますが、基本的には環境監視委員会は年に２回程度やりたいと思っています。前年度

分の環境監視データのとりまとめという観点で、３月末のデータがまとまる５月ぐらいに１回、そ

れから、年度途中の工事の途中に１回ということでございます。 

 それから、環境保全創造検討委員会については、とりあえず今年度については海藻草類の専門部

会にちょっと引っ張られるような形で、こういった６月とそれから秋と、それから年度末というよ

うな形でやろうかなと思っているところですが、状況に応じてちょっと変更があり得ると思ってお

ります。 

 以上でございます。 
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○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  来年度からは、こういう形で工事中の監視をしっかりやる委員会と、それか

ら、環境保全であるとか創造について技術的・専門的立場から議論を進めていくという委員会とい

う２本立てで考えておりまして、ちょっと時間過ぎていて非常に恐縮なんですが、何かアドバイス

いただけるようでしたら、よろしくお願い申し上げます。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  これが逃げにならないことがぜひとも必要ですね。どんな構成をやってもそれが逃

げに通じたら終わりですね。ですから、これまで委員会をここまで慎重に審議してきたのは、だれ

かをきちっと評価して、そして私が海草の移植実験から絶対に外されないようなことをしてくださ

い。 

 それから、吉野委員も両委員会に入るように、配慮してください。でしたら、大丈夫です。 

 私は、ほかの委員も受けていますけど、同じ工事現場でも二つの委員に入っている例もあります。

工事、監視、それから環境の両方に入っている具体例もありますので、それをもし避けるようなこ

とがあるならば、これは逃げですね。と思われても仕方がないと。配慮してください。よろしくお

願いいたします。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  また、相談させていただきたいと思いますけれども、ちょっと先生、具体的

に我々とお話ししたときと違う言い方をされるので非常に困っておりますけれども、メンバーにつ

いては全体の中で話させていただきたいと思います。 

 基本的には監視と、創造は別の方、重ならないというイメージで考えておりました。それから、

専門部会は４、５人ぐらいかなと思っておりまして、その中の座長さんに保全・創造の委員会に入

っていただくと。それだけでも10人ぐらいになってしまいますので、日程調整で非常に開催がフレ

キシブルにできないということになるので、ご理解いただければと思います。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  何をご理解いただけるんですか。私が、何から外れるということですか。それとも

二つに入れていただけるんですね。 

○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）○事務局（川上）  現段階ではご返事しかねるんですけれども、海藻草類のほうは海藻草類の専

門家に入っていただく…。 

○仲座委員○仲座委員○仲座委員○仲座委員  いや、ですからね、海藻草類であろうが、それは海岸工学という見地がなければだ

めですよ。 

○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）○事務局（山本）  ご要望は十分承りましたので、検討させていただきます。 

 そのほか、アドバイスいただけるようなことがございましたら、よろしくお願いいたします。 

 それでは、こういう方向で少し委員会の構成等を変えて進めていきたいと思いますので、引き続
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きご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 きょうは、少し時間が過ぎて申しわけございませんでした。 

 では、委員会のほうを終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

                                （午後４時38分 閉会） 


