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平成15年度第２回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会 

日時  平成１６年１月13日(火) 

場所  サザンプラザ海邦４階大ホール 

（午後１時29分 開会） 

○事務局（山本）  お待たせいたしました。 

 定刻となりましたので、平成 15 年度第２回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会

を始めさせていただきます。 

 本日、年始よりお忙しい中、委員並びに関係の皆様、本委員会にお集まりいただきまし

てありがとうございます。 

 きょうは、これから概ね４時半をめどに委員会のほうを進めさせていただければと思っ

ております。 

 また、委員会終了後、別室におきまして記者会見を予定してございます。よろしくお願

いいたします。 

 進行のほうはｗａｖｅ山本が進めさせていただきいています。 

 それでは、まず委員の出欠の状況につきましてご報告させていただきます。 

 池原委員と岡田委員がご欠席でございます。 

 また、池原委員につきましては、ご家族のほうからご健康上の理由によりまして、委員

を辞任したいとのお話がございました。事務局として誠に残念でございますけれども、ご

健康上の理由ということでございますので受理するということで考えてございます。 

 それから、お手元の資料をご確認させていただければと思います。過不足ございました

ら事務局のほうにお申し出いただければと思います。 

 まず議事次第が１枚ございまして、それから着席表、委員の名簿がございます。 

 それから資料－１がございます。前回委員会の指摘事項でございます。 

 それから資料－２（1）環境利用学習専門部会。 

 資料－２（2）同じでございます。 

 それから、資料－３が人工海浜専門部会でございますが、（1）と（2）がございます。 

 それから、資料－４、海藻草類の専門部会、資料－４（1）と資料－４（2）がございま

す。 

 それから、以下、参考資料でございますが、先般開かれました第４回環境監視委員会の

資料でございます。参考資料－１、それから付属資料－１、参考資料－２、参考資料－３、
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参考資料－４、参考資料－５、１枚でございます。参考資料－６、参考資料－７でござい

ます。 

 以上、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、以下の進行につきましては、委員長よろしくお願い申し上げます。 

○眞榮城委員長  それでは、議事次第に即しまして議事を進行していきたいと思います。 

 まず、議事、きょうは五つほどあがっておりますけれども、①で前回委員会における指

摘事項とその対応ということでございます。事務局のほうからよろしくお願いします。 

①前回委員会における指摘事項とその対応 

○事務局（溝口）  それでは、お手元の資料－１でございます。 

 これは前回、第１回になりますけれども、環境保全・創造委員会時でのご指摘の内容、

さらにはその対応といった形で整理させていただいたものです。 

 資料につきましては、年末、事前に各委員の方にはご配布させていただいておりますの

で、中身について何かご質問があればあとで承りたいと思います。 

 この資料のうち、後ろのほうにあります添付資料について簡単にご説明だけさせていた

だきます。 

 ３番目の工事中の濁り等の監視についてということで、仲座委員のほうから汚濁防止膜

内で堆積しますシルト等の飛散の状況をモニタリングすべきであるというご指摘。 

 それから、２）関連事項といたしまして、水深方向に濁り等も変化するので層別に監視

すべきというようなご意見をいただきました。 

 本資料の３ページにあります添付資料は、この汚濁防止膜内での堆積したシルトの拡散

状況について、確認をしていくということで計画案という形で添付させていただいており

ます。 

 今年度につきましては、海上工事、現在進められておりませんので、この調査について

は現在行っていないんですが、この調査に記載してありますとおり４ページのほうになり

ますけど、各地点でコンクリート板を置いてこれを５ｍ×５ｍの中で、５ポイントほどコ

ンクリート板を置いて、その板状に溜まりますシルト質について、観測、モニタリングを

していくというような計画になっております。 

 調査時期につきましては、４ページにありますように、毎月１回、さらには荒天後に３

日間、それから汚濁防止膜撤去前に１回、それから撤去後に１回という形で行う予定にし

ております。 
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 観測項目につきましては、堆積状況を把握するということで写真撮影、さらにはその浮

泥厚について測る予定で考えております。 

 それから、５ページ目からにございます添付資料でございますが、２ページ目の一番最

後のほうにあります、同じく仲座委員のほうから、海藻草類の保全についてのところで、

成育面積の計測方法について具体的に示してほしいというご指摘がありました。それを整

理させていただいたものが５ページになります。 

 これまでの海草の生育面積の計測方法ですが、基本的にはダイバーによりましてこの観

察範囲、コードラート内になりますけど、そこでダイバーによるスケッチを行い、そのス

ケッチのデータに基づいて画像解析用のコンピュータを使って面積を計測してきたという

状況でございます。 

 ６ページにイグザンプルという形で、これは写真で分かりやすいように具体的につくっ

てみたものですが、このような形で下のような解析結果を得れてくるわけです。 

 ただ、これはイグザンプルでして、実際はこのモニタリングポスト、真上から観察をし

てスケッチをしているという状況ですので、これは写真に分かりやすく書いた形での表現

でございますので、ご注意願いたいと思います。資料－１については以上でございます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいま前回委員会における指摘事項とその対応ということで、事前にお配りしたので

その確認ということと、それからただいまの２点ばかりご説明ございました。 

 どうぞ確認いただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 はい、仲座さん。 

○仲座委員  ご検討どうもありがとうございました。 

 ４ページ目にコンクリート板を設置してという、この具体的なイメージはちょっと分か

らないんですが、海底に接着する形で設置するんですか。足があるのでちょっと浮いてい

るのか。 

○事務局（溝口）  海底面に設置した形で設置しております。 

○仲座委員  分かりました。あとはお願いなんですけれども、調査期間というところで

すね、汚濁防止膜撤去後３日間とありますけれども、撤去後も堆積したシルトが汚濁防止

膜を取ったあとに拡散してしまったら何もなりませんから、それがきちっとそこに堆積し

ているということを確認するために撤去後も継続的にやってください。 

○事務局（溝口）  撤去後も毎月１回、定期的に計測いたします。 
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○仲座委員  分かりました。どうもありがとうございます。 

 それから、面積に海草分布のスケッチの話です、面積についてはまたのちほど海草の説

明のところで時宜を得て質問したいと思います。 

○眞榮城委員長  それでは、別にいろいろ発言が前回ありまして、対応という形で出て

おりますけれども、そのあたりご確認お願いただきたいと思います。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員  これの浮泥の堆積状況の調査なんですけれども、海底にそういった平らな

表面のつるつるしたものを置いたときに、そのときに溜まったものというのは海底に一般

的に降り積もるものと同じだというふうに考えていますか。すごく微小な流れというのが

浮泥の調査のときには、いろんな厚さだとか粒径とかにきいてしまうと思うんですけれど

も、そのあたりはいかがですか。 

○事務局（溝口）  当然、コンクリート板の上に堆積するシルト分は、その間に積もっ

ていた堆積物ということになるかと思います。ただ、それがいわゆる工事に伴ってそこに

溜まってきたもの、さらには自然の現象でその部分に溜まってきたものというようなもの

が考えられますけど、その部分を区分することはできないかと思います。 

 この最終的な目的は、シルト分がどの程度溜まって、それが汚濁防止膜内であるものが

なくなったときに、どの程度拡散してしまうのかということをみていくことになりますが、

その変化につきましては、測点間の中での状況で、一つはある程度評価できるだろうと。 

 それからもう一つは、生態系というか、生物環境条件等でどういう影響があるかという

ことをみていくことになるかと思いますので、当然このブロック板を置いたところの周辺

部についての、例えば海草類であれば、海草類がどの程度その影響を受けているか、どう

いう状況になっているかというものをモニタリングをしていきますので、併せて評価して

いくことができるのではないかというふうに考えています。 

○事務局（川上）  微視的な環境で違うじゃないかと、確かにおっしゃるとおりだと思

うんです。葉の上に積もる量と、砂の上に積もる量と、コンクリートの上に積もる量と、

当然違ってくるのかなとは思いますけれども、目的が、シルプロの内側に溜まったものが

どれだけ拡散するのかというのを調べようという方法の中で、この方法がシルトプロジェ

クターの中に溜まった浮泥がどういうふうに流れたかを測る方法として、一番簡易かつ分

かりやすいものだろうということで、こういう方法を採用しようということを考えており

ます。 
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○清野委員  セディメント・トラップだとか、そういうふうな方法と比較してこっちの

方法のほうがよりよいというふうに思われましたか。多分、海底面に物を設置したことの

ある人だったら、これで自然の海底と同じものを反映するためには、もうちょっと海底面

にどう置くかとか、高さをこれでいいのかとか、今、川上さんもご指摘になったように、

若干心配なところがあるんですよね。だから、そのあたり流体の先生方もいらっしゃるの

で、もし工夫の余地があるようであれば、できるだけきっちり測れるように。つまり、こ

の上に溜まったものが流れていってしまいやすいと思うんです。だから蓄積して、どの期

間で３日間でとかいったときに、その間も表面で潮が行ったり来たりするときに、そうい

ったものが累積量として測りにくくなるだとか、そのあたり、より私よりもご専門の先生

方もいらっしゃるので、委員の先生も含めてご回答いただけたらと思います。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、今、清野先生のほうからご指摘あったような、

これがどういうような堆積環境が測れるかという視点でみると、例えばセディメント・ト

ラップというのは、いわゆる筒みたいなものを海域、または海底面に置いて、その筒の中

にどれだけ溜まるかというので堆積量をみるという手法ですけれども、それを使いますと

セジメントの堆積量というのは、上から降り積もってくる量と、下から飛んでいってしま

う量、それの差し引きでどれだけ溜まるかという量を測るんですが、セディメント・トラ

ップは上から降り積もってくる量のみを測ることになります。舞い上がっていく、流され

ていく分を過小評価してしまうので、ポテンシャルとしてどれだけ溜まるのか、最大溜ま

る量を測るという目でみると、セディメント・トラップの有利さというのがあるんですけ

れども、おそらくは再懸濁も含めて現象を見ようとすると、こういった平板タイプの舞い

上がりも考慮できるようなセジメントの溜め方、測り方というのが必要なんだと思います。 

 ただし、現場でデコボコしています、当然流れに向いた面というのは流れが強くあたる

のでより強く流される。影になった部分はより溜まりやすくなる。そういうデコボコがあ

るのをこういう平板で平均化してとってやろうというアイディアだと思うんですね。その

ときに気をつけなくてはいけないのは、この表面が本当にガラス面のようにつるつるなの

か、ざらざらしているのか，周辺にある岩と同じような表面形状なのかどうかというとこ

ろだと思います。 

 そういう目で見て、コンクリート板を使っておられるということで、周辺の岩と同じよ

うな流れに対しての抵抗をもって、粗度をもっているという言い方しますけれども、粗度

をもっているというところが担保されているのかなと思います。 
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 気をつける点としては、粗度があまりコンクリート板を使っているからといって、つる

つるに仕上げないということかなと。それと、海底面からの高さというのが周囲の凸凹を

ならしたときの高さぐらいになるように、極力設置する、高くしすぎない、または埋めす

ぎないというところで、五つ同じ領域のところに置きますから、それが微妙に高さが違っ

てそれを平均化することで値が１個、推定できるかなと。そういう意味では平均値をとっ

てくる手法として適当ではないかと、私は思います。 

○仲座委員  この問題は非常に重要な問題ですね。なぜならば工事を進めていく中で、

残された干潟がどんどんシルトで覆いつくされてしまうということも考えられて、つまり

工事が完成する前にも工事の影響で背後の干潟がだめになってしまう可能性もあるので、

この監視は非常に重要ですね。 

 プロテクターを設置しますけど、台風等がきますとプロテクターを引き上げたりするこ

ともあり得るんですね。そうすると、せっかくプロテクターで土砂を堰きとめていたもの

が、台風等で一気に流れ出るということもあります。 

 清野先生の指摘が、私、気づきませんでしたが、非常にいいところを指摘していただい

たと思います。 

 海草などにシルト質をよりよくトラップされますので、そういう意味でも、これも一つ

の方法でしょうが、それと併用する形で別の方法も見出してください。そして、それを私

たちに相談していただけますでしょうか。 

 それとあともう一つ、プロテクターの範囲内にこういう監視点を設けるということなん

ですけれども、プロテクターの外にもやってくださいね。それは大丈夫ですね。プロテク

ターの中だけの話じゃないですよね。 

○事務局（溝口） ３ページのほうにありますように、内側と外側、両方考えております。

３ページの調査地点のところにあります。最後のところですけど、汚濁防止膜内と外に数

点ずつ設定するということで考えております。 

○仲座委員  数地点というのがちょっと分からないので、あとでまたこの点も教えてい

ただけますでしょうかね。 

○事務局（溝口）  はい、分かりました。 

○眞榮城委員長  ほかにございますでしょうか。前回の指摘事項について。 

 はい、清野委員。 

○清野委員  より専門の先生からコメントいただいてありがとうございました。 
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 今、数地点という話が分からないというふうに仲座先生から出たんですけれども、事務

局としては、例えば、この調査計画のときにどのくらいの数のデータをとって、あとはど

ういう地点に設定して平均化したら影響があったとか、ないとかというのを考えています

か。 

 多分、そういう細部のところが記述してないと調査計画の全体が見えないので、なかな

かそれでいいかどうかが判断できないんですけれども。 

○事務局（川上）  シルトプロテクターのところに溜まった浮泥の影響の観測について

は、シルトプロテクターをどのように配置するかによって考えなくてはいけない事項だと

思います。ですが、現時点ではシルトプロテクターを設置するような工事の予定がありま

せんので、具体的な今、数地点というような言い方をさせていただいております。 

 したがいまして、今後、シルトプロテクターを設置するような工事を実施する前に、こ

の定点の位置については、案を作成してご相談させていただきたいと思いますがよろしい

でしょうか。 

○清野委員  数点のデータを比較するということですか、そうすると。だからデータ数

はどのくらいをとって議論したいというふうに思っているんですか。 

○事務局（川上）  方向で、多分、シルトプロテクターがあれば、例えば、東西南北の

内側、外側とか、そういうような形になろうかとは思います。１箇所については５点とい

うことです、これの案では。 

○清野委員  分かりました。多分、きょうの議論で重要になってくるのは、ものごとが

科学的に判断されたというときに、どういうような調査計画法をとるかとか、データ数が

いくつかというようなことを判断するのは、一般的に科学的な調査の中で求められるとこ

ろなんですね。 

 だから、そのあたりも含めてきょうの資料説明で特にご留意いただいて、できるだけ研

究者側の判断を容認していただけるようにというふうに思っております。ありがとうござ

いました。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ。よろしくお願いします。 

○中根委員  中根です。 

 ちょっと調査時期の荒天後３日間とあるんですけれども、その荒天というのはどのぐら

いのところを示して荒天という形にして調査をするということですか。数字的なものは何
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かあるんでしょうか。 

○事務局（溝口）  荒天時ですけど、基本的にはイベントとしては台風が一番想定され

ると思いますが、必ずしも台風以外の影響も含まれますので、例えば大雨が降ったときと

か、それから台風じゃない状況でも波浪、波が高いときということで考えております。 

 ただ、具体的に、ではどのぐらいの波の諸元のときにやるかということについては、現

在考えてないんですが、実は先ほどの調査ポイントとの関係もあるんですけど、いわゆる

施工を行うところがどういうところかによっても、その周辺域、配置の仕方も変わってき

ますので、測点をある程度決めた段階でどの程度の波浪諸元高波浪というふうにいえるの

かということを判断して決めたいというふうに考えております。 

○眞榮城委員長  よろしいでしょうか。 

 仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員  先ほど来言っているように、この問題は非常に重要なことですので、ぜひ

私たちときちっと相談して決めるようにしてくださいね。 

○入江委員  この委員会に初めて参加させていただきまして、最初からこういう問題で

こんなに時間がかかるとは思わなかったんですね。 

 要は、これは施工してることの影響がどれくらい及んでいるのか、あるいはシルトプロ

テクターでどういうようにこれが抑えられているのか、そういうことをモニターするわけ

ですよね。 

 したがって条件としては、浚渫とか何とか、施工ができる条件が海象としてあると思う

んですね。大シケのときは施工できませんから。自然的に大きな波で巻き上がるときは、

これは大変なものが実は巻き上がっているわけです、自然ではね。 

 だから施工している状況で、例えば、非常にこければ施工方法を変えなければいけない

ということも起こるわけですね。だからそういう場合には、今度はやっている条件で、潮

流はどっちへ流れるかによっても測り方は全然違ってくるわけですね。 

 だからこれは、このやり方はもう海上工事で相当慣れている、経験があると思います。

ただ、ここでは環境を相当厳しく見なければいけないと思うので、そのへんの厳しさはも

っとやらなければいかんと思うんですけれども、このへん少し、仲座さんもいろいろ指摘

されておられますけど、ちょっと分かりやすく整理しておく。説明もここですると。そう

いうことは一度必要なんじゃないでしょうかね。ちょっとなんかもう本当に今まで経験し

てやられていることが、どうも説明として十分出てきているように思えないんですよ。そ
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のへんちょっと、少しご検討願いたいと思いますね。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○仲座委員  埋立地が、沖縄でいろんな箇所が行われています。そのほとんどが背後地、

人工島として埋めた背後地がひどい状況になっています。それを決して繰り返してはいけ

ないわけで、そのためにもこのシルト、工事中のシルトがどこに拡散していくかというの

は非常に気をつけないといけない問題となりますので、しつこいようですけれども、この

問題は入江先生もおっしゃっているように、整理して、きちっとまた議論させていただき

たいと思います。お願いいたします。 

○事務局（溝口）  いずれにしましても、海上工事を行う、いわゆるシルトプロテクタ

ーを張るという状況になります前に、事前に確認をしていただくようにしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  それでは、前回の指摘事項については以上でよろしいでしょうか。 

 では議事を進行してよろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまいろいろご意見も出ましたし、この指摘事項等については、適切な

方向といいますか、そういう形で進めていくという、そういう検討になろうかと思います。

また意見がございましたら、後ほどの議題の中でも出していただければというふうに思い

ます。 

 それでは、議事次第の２番目以降ですけれども、これは各専門部会の報告ということで、

まず②のほうで第１回環境利用学習専門部会の報告ということでございます。これは小濱

座長のほうからよろしくお願いいたします。 

 

②第 1 回環境利用学習専門部会の報告 

○小濱委員  名桜大学の小濱でございます。 

 環境利用学習専門部会の内容を報告したいと思います。資料はお手元にございます、資

料－２（1）と（2）です。 

 私たちの部会では環境利用の方向性ということで、五つの方向性を考えていますが、環

境利用学習推進のためのシステムの構築以下、資料－２（2）、８－１ページに五つ書いて

ありますので、それをご覧になってください。 

 専門部会としましては、少しでも早く利用の可能性を考えていくためにできるものから
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始めようという考え方をしています。 

 ただ、利用に際しましては、環境利用するルールづくりも大変重要なことですし、また、

自然体験型学習ですとか、自然体験型観光を持ち込んでくる場合には、そのガイドの人材

育成ということも重要だと考えています。 

 また、干潟等におきましては、環境を錯乱したまま放置しましたり、大量に人が来るよ

うな利用の仕方ということになりますと、今、議論がありましたように、いろんな面で工

事に気を遣って環境への影響を考えている一方で、人的な自然破壊ということも考えられ

ますので、このルールにつきましては、部会のほうでも集中審議をしまして、慎重に扱っ

ていこうと考えているところです。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 事務局のほうから補足してお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、簡単に資料－２（2）のほう、資料構成に基づいて簡単

にですけど説明させていただきます。 

 まず、資料－２（2）を開けていただきますと、目次がありまして、そのあと自然条件の

把握ということで整理をさせていただいております。 

 このへんは前回の委員会におきましても、自然条件についての資料を整理させていただ

きましたので、ここの部分については割愛させていただきます。 

 ただ、本環境利用学習の専門部会におきましては、この自然環境をどのように使ってい

くかという位置づけ、さらには１－13 ページにあります、将来予定されております人工島

内での整備ということを踏まえ、どの場所でどういうことをするかということ。さらには

そのために必要な諸施設を、この人工島内、もしくはその周辺域に整備していくという考

えで行なっております。 

 続きまして、２章のほうですが、これは社会環境条件について整理したものです。 

 後背地もしくは将来の人工島内でどういう社会環境条件があるのか、またそれが期待で

きるのかということでの整理をさせていただいております。 

 それを踏まえ、３章からですが、３－１ページからになりますけど、活用資源の抽出整

理という形でこの自然条件、さらには社会環境条件というものを再度整理しなおしており

ます。 

 それから、４章からは、環境学習事例の収集整理ということで、全国、内地で行われて

いるもの、さらには沖縄県で現在行われているもの、さらには諸外国での実施というもの



 11 

を整理をさせていただいております。 

 そのあと６章になりますが、地域住民の意向についても整理を行っております。これは

平成５年７月になりますが、東部海浜開発にかかわる市民アンケートというものを整理さ

せていただいております。 

 現在、この東部海浜開発にかかわる、ある種、地元の要望という観点で捉えております

が、現状においては観光資源が少ない、さらには市内での就業機会が少ないというような

こともありまして、いわゆる地域経済の活性化というものが求められているというのが状

況でございます。 

 そういう中で、一つは中城湾港を国際港湾というような位置づけでの開発が進められて

いる状況でございますし、将来、人工海浜等の埋立地内で整備を進めていくという形にな

っております。 

 この市民アンケートを見ていただきますと分かりますように、この埋立予定地に期待さ

れているという状況が分かるかと思います。 

 そういう状況を踏まえ、７章におきましては、この環境利用学習実施上の問題、課題と

いうものを整理しております。その問題点、課題を踏まえたうえで、これからどのような

方向性でこの環境利用学習専門部会を進めていくかということで、先ほど小濱委員のほう

からご説明がありました方向性というものを１から５をあげております。 

 この中で特に重要だというふうな認識をしているものは、やはり市民レベルでこの環境

利用学習というもの、自然体験というものを行えるようにしていきたいというふうに考え

ております。 

 特に、そういう状況下におきまして、インタープリターの育成やハード面でいきますと

背後地におけます、例えば、子ども未来館とかの学習施設がありますので、そういうとこ

ろとこの埋立予定地内で計画されるものがうまく連携できるように考えていきたい。さら

にはソフト面等でそういうメニューづくりと、プログラムづくりというものが重要になっ

てくるかというふうに考えております。 

 社会環境を活用した学習の推進ということで方向性にあげてございますが、この人工島

内で整備されます環境資源を有効に活用するということもありますが、もう一つ、後背地

におきます、例えば世界遺産とか運動公園というような資源もありますので、そのへんの

連携を図っていく。さらには、地元が使いやすいような、皆さんでこの既存資源をうまく

使っていけるような形での運営体制と運営組織をつくっていくということが重要かと思っ
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ております。今後は、このような観点で具体的なプログラムを検討していくことになるか

と思っております。 

 また、埋立地で具体的なプログラムを運営していくうえで必要な諸施設というものを、

今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

 資料－２につきましては、以上でございます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの環境利用学習専門部会、これで１回開かれておりまして、その報告というこ

とでございました。どうぞ確認、ご意見等よろしくお願いいたします。 

 はい、清野委員。 

○清野委員  沖縄市の市民の方がどういった意識をもっておられるかということに、私

は関心がありまして、資料を拝見させていただきました。 

 ６－１の東部海浜開発にかかわる市民アンケートということで、平成５年に行われてい

るんですが、これの調査の手法といいますか、何人ぐらいの方に、市民といってもどうい

うふうな抽出の仕方をしたのかとか、沖縄市といってもかなり海の近くと、またコザ市の

地区のほうとあるので、そのあたりの調査法について教えてください。当時というか、も

う 10 年ぐらいになってしまうので。 

○眞榮城委員長  10 年前のことですので。 

○清野委員  あとでご回答いただくというような形で。 

○事務局（沖縄市）  そうですね。これは平成５年７月の東部海浜に係る市民アンケー

トということで、沖縄市のほうで行われております。 

 それに先ほど清野委員からおっしゃったように、細かい方法とか、そういうものは、今、

手元のほうに資料として持っておりません。そういうことで後ほどそういうものを調査い

たしまして、提出したいと思っております。 

○清野委員  そしたら、お手間をかけます。というのは、このアンケート結果を見て、

かなり沖縄市の方の特徴なのかなと思うのは、６－２ページで「公的機能として整備する

ことが望ましい施設」という中で、「大規模な人工海浜」というふうに書いてあって、どう

いうふうな質問の仕方で大規模といったときに、どういうサイズなのかというのも、市民

の方のイメージというのがあるので大事だと思うんですね。 

 それから、「港に何を要望するか」という中で、６－１ページの「市に要望する行政施策

の中で国際港湾の開発」というのを半分の方が提案されていて、結構、こういう要望とか、
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一般市民の人だと、国際港湾の要望が自分の生活に何なのかというのは、よほどの意識が

高くないと分からないと思うんですね。だから、ちょっとそういった一般市民アンケート

としては特徴のあるご回答の結果のように思うので、そういった点で関心をもたせていた

だきました。今後重要な資料だと思いますのでよろしくお願いします。 

○小濱委員  せっかくの清野委員のご発言ですが、部会の委員長しては、その調査の必

要、回答の必要は認めておりません。 

 これはこの資料のまま、清野先生、ご理解いただきたいと思います。 

 と言いますのは、これは 10 年前の調査でして、このときバブル崩壊直後ですので、今か

ら見ると内容的にはかなり偏っているとお考えください。ですから、これを改めまして先

日、先日ということもないんですが、市民アンケートを改めてとっておりますので、それ

を改めて報告させていただくということで、私と沖縄市のほうで調整いたします。 

 新しいアンケートにつきましては、母集団は沖縄市に居住する人、あるいは勤務する人。

単純無作為抽出によって約 1,000 名の方をとっています。回収率は 71.9％。社会調査とし

ては十分たえられる数字になっています。この中で新しいアンケート調査がありますので、

こちらのほうを清野先生含めて、皆さんにご提示したほうが建設的かなと思います。今か

ら役場の資料を引っ掻き回して、10 年前のものを探すのも大変ですので、へたすると破棄

されている可能性もございますから、そのへんはあまり行政をいじめないで、新しい資料

を提示するように沖縄市のほうに私のほうからもお願いしておきましょうね。それでご理

解ください。 

○眞榮城委員長  よろしいですね。10 年前のことですので、時代も違っておりますし。 

○清野委員  では新しいデータを提示していただくということで。 

○眞榮城委員長  それではほかにございますでしょうか。はい、仲座委員。 

○仲座委員  決して行政をいじめているわけではなくて、私は実に助けたいという信念

だけで質問させてください。よろしくお願いいたします。 

 確かに、この６－１から２であるアンケート調査というのは、やはり非常に問題がある

わけで、これを通すわけには絶対いかないと思いますね。新しくまたやられたということ

で、非常に期待します。 

 ちょっと気をつけなければいけないのは、このアンケートの質問項目ですよ。質問項目

が全くなってないというか、この反対側にある意見というか、今ここに項目としてあがっ

ているのは、すべて開発すべきである、何であるというのがメインになっているわけです。
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それで反対側にある選択の余地がないアンケートになっているわけです。ですから、今度

出てくるアンケートには、そういうのがないようにお願いしたいと思います。 

 それからもう一つは、これも沖縄市のために、私は声を大きくして言いたいんですけれ

ども、私も泡瀬干潟を車でよく通っていました。何十年間も通っていましたけれども、か

くも生態系が多様であって、そして私たちがこれまで沖縄に住んで、滅多に経験してない

ような生態系が残されている。本当に古代生態系とでも言うんでしょうか、それに私は気

づいたんです。 

 ところが、車に乗っている一般市民は、それを知る機会もなかなかありませんので、私

がそうであったように車から通りながら、どうもこの海は汚いな汚れているな、だとする

と少々埋めてもいいのかなという意見をもつ可能性もあります。 

 この小濱部会長から出された１ページ目なんですけど、泡瀬においてはエコツーリズム

の実現性が低いというふうに評価されていますけれども、私はこの評価がどうかなという

疑問をもちますね。ここらへんをちょっとご説明いただけませんでしょうか。 

○小濱委員  私の委員会ですので、私の評価で問題ないんじゃないでしょうか。どうで

すか、先生。 

○仲座委員  ちょっとびっくりしますけれども。この作業部会というのは出席されてい

る委員の方々に対しては屈託のない意見を出していただきたいと。それがゆえに非公開と

なっているということなので、ぜひここらへんはどういう意味でこういうような評価とな

ったのか。これが結論だというふうにしても、何らかの理由があるわけでしょうから、こ

のへんを説明していただきたいと思います。お願いいたします。 

○小濱委員  書いてあるとおりです。先生のご発言している内容を僕も理解できません

が、先生はあの地域をエコツーリズムができると思っていらっしゃるんでしょうか。 

○仲座委員  はい、もちろんです。これはもうとてもできないなんて私は…。 

 私の友人にエコツーリズムをやっている、実際に事業されている方もいますし、またそ

の写真の専門家や、それから生態系の専門家などもいっぱいいます。その人たちが口を揃

えてその可能性を私には説明してくださいますけれども。 

○眞榮城委員長  ちょっと事務局のほうから少し。 

○事務局（溝口）  実は、この議論は第１回の保全創造委員会のところでもうすでにさ

れていたと思います。確か、中根委員のほうから「エコツーリズム」という言葉に馴染ま

ないのではないかというようなご意見をいただいたと思いましたので、私ども事務局側と
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しては、エコツーリズムとして成り立たないようなものを初めから出すのもおかしいとい

うことで、表現上も変えたり、「自然体験」という位置づけでこの環境利用学習というもの

を進めさせていただければというふうに考えております。 

○眞榮城委員長  中根委員、どうぞ。 

○中根委員  エコツーリズムを使うべきではないんじゃないかという意見は、確かに私

のほうで申し上げました。私自身がエコツーリズム研究所ということでやっているわけで

すけれども、あくまでも埋め立て後の活用ということであれば、あえて、ある素晴らしい

自然を、あえて活性化という目的で埋め立てていくわけですね。そういう状況の中ではこ

の素晴らしい自然を一度犠牲にするという意味では、エコツーリズムという理念的なもの

からすると、そぐわないんじゃないかという意味合いで環境学習自然体験学習的な言葉に

改めたらどうだということを私は申し上げました。 

 ですから、今、現時点で泡瀬がそのままの今の状態でエコツーリズムをやろうとすれば、

私は可能じゃないかと。その言葉を使ってもいいんじゃないかと思います。その違いであ

ります。 

○眞榮城委員長  はい、小濱先生。 

○小濱委員  ご意見ありがとうございます。しかし、私はその言葉は使いません。自然

を大事にしないという意味じゃないですよ。「自然体験学習」という言葉を使うというふう

に言っています。「エコツーリズム」という言葉は、非常に理解の仕方が曖昧で広範囲にな

ってしまいますね。ですからそれがかえって怖いということを言っています。ですから自

然を壊すとか、自然のレベルが低いということじゃなくて、言葉として利用をイメージし

た言葉というんですか、豊かな自然を使って学習的な機能を前に出していこうとか、ある

いはその中で保全を学んでいこうということが言いたいものですから、あえて僕はエコツ

ーリズムという言葉にこだわっておりませんし、むしろエコツーリズムという言葉が一人

歩きしてマスツーリズム的になっていくのが大変怖いと思っています。そういう意味でつ

っぱねているわけですけれども、環境利用学習の専門部会では、むしろ、今、巷にあふれ

ているエコツーリズムというのは、どうもあまりお行儀がよくないものですから、よくな

い人たちも多いものですから、ここはやっぱり自然体験学習という表現でご理解いただき

たいと思っております。内容的にはもちろん仲座先生がおっしゃることや、中根さんがご

指摘のことは十分理解しているんですよ。ですからそこは誤解してほしくないんですけれ

ども。そういうことです、私が言っているのは。 
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 だから、エコツーリズムの定義がこうだからここに合わないという、こういう話をして

いるわけじゃないんです。仲座先生がおっしゃるように、そこは重要だということは十分

理解しているんだけれども、これが一人歩きしてマスツーリズム的にみんながわいわい使

ってしまうということが怖いということを申し上げています。 

○仲座委員  安心しました。私の誤解も解けました。この文章から、言葉を修正してい

ただきたいと思いますね。 

 例えば、北海道などでもマリモというのがありますね。私たちはマリモを見るがゆえに

観光に行く人もいるわけです。 

 ですから、泡瀬はこれから説明が行われていくと思いますけれども、海草類、それから

貝類から見ても、決して私たちがほかに探すことのできない地域となっていますので、ぜ

ひここらへんは慎重に言葉を選ばれたらいいかと思います。小濱先生の趣旨はよく理解で

きました。 

○眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 環境利用学習専門部会は１回開かれたものでありますから、ただいまの議論を踏まえな

がら今後、運用していただけるものだと思います。ここではおそらく取り組み内容が確認

されたという、了承されたというご報告でございました。 

 それから、泡瀬地区の環境条件、あるいは社会環境条件、これを基にして環境利用の方

向性、これを確認して今後具体的なプログラムを検討していきたいということでございま

す。 

 また、併せて埋立予定地内に必要となる諸施設というのがどう提案されるかということ

なども検討していく予定というふうなことで確認をいただけたらと思います。よろしいで

しょうか。 

 はい、どうぞ、野呂先生。 

○野呂委員  野呂です。今の２－７の資料で２章７ページに人工島をどういうふうに使

って、いろんな活動をしていくかということが、箇条書きに書いてあるわけですけれども、

この中でお願いしたいことがあります。 

 泡瀬復興期成会の方々はこれまでに開かれた勉強会の中で、泡瀬の人工島をいわゆる退

職者を中心としたもっと穏やかな、今どきの言葉で言えば、スローライフというんでしょ

うか、そういう退職者が悠々として暮らせるようなまちにしたいおっしゃるんです。そう

いうことがここにはちょっと載ってないような気がいたします。 
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 これは我々よそ者が喜ぶ案ではなくて、実際に住んでいる方が満足して喜ばなければい

けない、そういう使い方をしなければいけないわけですから、もう少し地元の意見を反映

させるような項目もあってほしいと。その点で先のアンケートの問題も生きると思うんで

す。 

 それから、この中に栽培漁業施設というのがあるんですけれども、実は沖縄県にはもう

すでにこれに類した施設がいくつかあります。そういう施設があるのに、また作るという

ことですが、地元のニーズがどういうふうになっているのかということも調べていただき

たい。 

 例えば、この泡瀬は水質の面からして水産養殖施設をつくるには、決して適地ではない。

養殖施設というのは、非常に水がきれいで生物の培養に適するところでないと、なかなか

できないことがあります。 

 多分、その他の項目に関しても各々の専門家が見たら私と同じようないろんな意見が出

てくると思いますので、これは第１回目の頭出しという点では私は評価いたしますけれど

も、これを具体化させる点では、ぜひ専門家を巻き込んだ形で、具体的な討論をお願いし

たいと思います。 

○眞榮城委員長  どうぞ、小濱委員。 

○小濱委員  野呂先生、どうもありがとうございます。 

 先生のご指摘は十分理解しております。 

 これは下に出典が書いてございますけれども、事業の概要パンフレットをとっておるん

ですが、今、三つある専門部会とそれから保全・創造委員会とは別に、みなとまちづくり

懇談会というのが地元の皆さんと一緒に開かれております。私はその座長もやっているん

ですが、その中で、改めてこの土地利用というんですか、どういう使い方をしたらいいか

ということの再検討を含めて話しておりますので、今、先生のご指摘になっている事項も

含めてこの上にどんな絵を描いていくのかということは、まさに地元の皆さんと共に考え

ながらやっておりますので、また、この保全・創造検討委員会が進むにつれまして報告で

きるタイミングがございましたら、また沖縄市を通して報告申し上げたいと思っておりま

す。 

○眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。それでは、環境利用学習専門部会の報告については以上というこ

とにしまして、次に、人工海浜専門部会ということで入江座長のほうからまず報告をお願
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いして、あと、事務局のほうから補足をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

③第 1 回人工海浜専門部会報告 

○入江委員  それでは、資料の３－１ですね、それに大体、議論の内容というのをかい

つまんでまとめてありまして、そのほかに３－２、これで少し具体的な内容というのが出

ております。 

 まず、どんな議論があったかということを紹介しまして、今までの議論を踏まえてちょ

っと私の見解、そのへんもちょっと申し述べさせていただければというふうに思います。 

 この委員会では、まずは、とにかくここは人工海浜を人工島形式の埋立地につくるとい

うことを具体化していく過程でございます。 

 地元、みなとまちづくり、今もお話がありましたけれども、なかなかいい議論がされて

いるようでして、そういうところの調整ですね。これは十分やっていくんだというふうな

ことですね。 

 それから実際、力学的にやっぱりしっかりしたベースをもってこの計画をしていかない

と、砂浜ですからできません。だからそういう意味で、実際の現地の波浪観測、こういう

ものもしっかりやっておりますということですね。 

 それから、植生、これについては自分たちでこうじゃないかという点を出しつつも、ほ

かの部会からも意見をいただきながらということになるんじゃないかと。そういうふうな

議論もございました。 

 それから実際の計画対象地域、それの現況と課題ということでちょっとあげさせてもら

いますと、どうもあそこの泡瀬地区には、非常に特徴的な砂嘴というのができておりまし

て、これはいろんな意味で大事にしていきたいという意向がございます。実際に砂の上を

歩いて、相当沖まで行けるという素晴らしい砂嘴があるわけですね。そういうものについ

て大変興味がある現象であると。今後、埋立地をつくる中で、これがどう保持されていく

のか、これは相当しっかりと研究していかなければいけないだろうというふうには踏まえ

ております。 

 ここで長周期波というのがありましたけれども、いろんなことを考えなければいけない

と、そういう可能性もある。私も、海岸工学者にあの写真を見せてまわったです。やっぱ

り明確な回答はございませんでした。結構、これは強敵な難しい問題のようでございます

けれども。 
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 それから、あそこでの大切なオカヤドカリ、これについての生態、そういう話とか、そ

れから特にこれをあそこでこれから生育させていくという場合の条件設定ですか。陸域と

海の連続性、そういうものを保ってはじめて両方にまたがって生活している生態、こうい

うものを保つ。こういうことの留意も十分必要であるということですね。 

 それから、周辺緑地、これについては先ほど申しましたとおり、基本的にはいろんなと

ころで議論されるべきだけれども、一応こっちからも提案していくということも可能じゃ

ないかという議論がなされたということでございます。 

 それから、人工海浜整備計画という、基本計画の話をちょっとしますと、戦前の情報と

いうのはずいぶん出ました。やはり沖縄というのはいろんな目に遭ったということで、破

壊に至る前の状況というのはどうなのかという関心があって、これはよく調べましょうと

いうことです。特に泡瀬の干潟の原風景、こういうものについても極力、お年寄りの方々

にアクセスすることで調べていこうというような話も出ております。 

 これを早くほしいのはビーチですかね、そういうキャッチフレーズということもやって

いくべきじゃないかという話ですね。 

 そして、最後のほうに箇条書き的に目標として当面、目指しているものは何かというの

で、地域に根ざした、地域のための海洋レク空間の整備、利用と環境に両立する共存空間

の創出、それから地域を代表する生物の生息環境基盤の確保、地域と調和する人工海浜の

景観演出の実現。背後観光レク施設との連携。それから地域活性化に寄与するというふう

ないろいろな方針というものを一応確認しあったという状況でございます。 

 私は、人工海浜の計画、出来上がったものを一応、計画描かれたものを眺めさせてもら

っておるんですけれども、一つ先ほどもいろいろ議論がありました自然の体験とか、そう

いうふうなことの議論がいろいろ出てきて、それがなかなか定まった気持ちにならないと

いうのも、一体、我々がつくる人工海浜がどんなものかということをもう少し位置づけを

これから勉強すべきだと思います。 

 例えば、この沖縄という島でございますけれども、西側には大変立派な人工海浜を目指

していただきました。ところが東側には自然条件が整ってないものですから、そういう砂

浜がないというふうな状況ですね。 

 これで今朝、私は飛行機で着くときに見たんですが、今、冬でございますね。かなり相

当の波が北からやってきておりますね。やっぱりそういうふうにして冬というのは、どう

もこの沖縄は、今、人工海浜がたくさんあるところは波がどんどんきて、しかも風が吹い
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てきている。なかなか利用しがたい面があるだろうと。 

 ところが反対側の、もしここにこういうものがあったとすればの話ですけれども、人工

海浜が泡瀬にあったとすれば、そこはわりかし、静穏であって、そしてどうやらいろいろ

お聞きすると海水の温度は高いんですね。じゃ冬、あそこで楽しめる方法があるのかとい

うと、まず波が北からきません。遮蔽されますから静かな海域になります。そういうふう

なところで温度が高い。そこで沖縄の人でも海に浸かれるぐらい温度が高いんだというこ

とですね。 

 そうしますとスキューバダイビングとか、潜っていろいろ学問をする。いわゆる体験学

習みたいなものを含むと思いますけれども、大変希少価値のある生物がたくさんいるわけ

ですから、それを学習の場として、あそこを冬も自然を勉強できるんだと。そういうふう

な展開。それで冬泳げるということは、内地、本土、北海道の人たちの夢なんですよね、

自然の海で泳ぐことは、そんなことはあり得ないですよ。 

 しかし、ここでは私は可能と思っています。だから冬に向こうの方々がやってきて泳ぐ

こともいい、そういう意味での活性化された自然利用、そういうことも検討してみてはど

うかと、その中で、今のような自然の体験学習とか、先ほどおっしゃいました退職者の方々

も楽しめるという話。それもここでは冬にそれだけ南に向かって静かなものがあるという

こと、自体、十分可能性を備えている。もっとあの自然をよく捉えて、そして沖縄のポジ

ションというものをよく捉えて、そして内地には絶対にない、（内地というんですかね、今

でも…ちょっとおかしいかもしれませんが）そういうふうな自然を、しかも先ほどの自然

学習あるいはエコツーリズムも大体同じようなことを言っているんですよね。だからそう

いうことで自然を大切にする、勉強をする、学習をする、それが内地の人が、子どもたち

が勉強すれば、そういう開拓の方法もあるわけです。何かもう少し夢をもった方向へ考え

たらというのが、人工海浜を担当して日頃ちょっと感じていることでございます。以上で

ございます。 

○眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、お手元の資料－３（2）を簡単にご紹介させていただき

ます。 

 最初に立地条件の整理ということで、自然条件の把握、社会条件の把握、それから地域

指定条件の把握、環境条件の把握というような形で整理をさせていただいております。 
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 この表示の仕方が若干異なりますが、先ほどの環境利用学習、さらには前回委員会での

自然条件の把握というところでダブる資料になっているかと思います。 

 ここの人工海浜の計画をするうえで当然、上位計画に位置づける内容も３章のほうで整

理をしておりますし、また２章のほうでは、観光・レクリエーションの実態整理というこ

とで、この周辺域で予定されます入り込み人数との状況について把握をしているというこ

とです。 

 ただ、このへん最新の情報をより加えて、最終諸条件を今後設定いたしまして、人工海

浜の規模や機能配置について検討を進めていくということになるかと思います。 

 それら問題点を整理したものが、５章のほうで５－１ページのほうで、Ａ３の折り込み

のところですが整理をしております。項目的には社会特性、自然特性、環境特性、上位関

連計画ということで整理をしております。 

 当然、一つは先ほども環境利用学習のほうで少し述べましたが、地元の要望、さらには

その地域の活性化という観点からこの人工海浜を使って、地元の利用、さらには県内、県

外の方も含めた形で広く利用できるようなものをつくっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 さらには、豊かな自然を踏まえ、特に海岸部ではオカヤドカリという天然記念物が存在

しておりますので、将来的にこの人工海浜のところでもオカヤドカリが生息できるような

環境場というものを併せてつくっていきたいというふうに考えております。 

 それから植生等、さらには先ほど入江委員のほうから報告がありましたように、原風景

という観点からも、この計画面で検討を行い、青写真を整理していきたいというふうに考

えております。 

 ６章のほうから基本方針の設定ということで、下のほうにまとめてございますが、１か

ら５、五つの方針を設定いたしました。これにつきましては、先ほど入江委員のほうから

ご報告していただきましたが、特に６－２にあります地域に根ざした、地域のための海洋

レクリエーション空間の整備という位置づけで、地元が要望しております大規模な人工海

浜ということ、それを踏まえ地域に根ざした利用面におきましても素晴らしいものをつく

っていければというふうに考えております。 

 また、６－３にありますように利用と環境が両立する共存空間の創出ということで、生

物にやさしい、さらには快適な住環境、観光レクリエーションのスポットという位置づけ

でこの人工海浜を整備していければというふうに思っております。 
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 そのほか、３、４といろいろ記載してございますが、先ほど言いましたような形で今後

検討を進め、最終的にはよりよい形、形状での人工海浜を整備していくということになり

ます。そのうち、もう一つ問題という形になってくるかと思いますが、先ほど説明があり

ましたけれども、砂嘴の形から今後、計画します人工海浜の安定形状についての検討とい

うものも発展的に検討を行い、最終的に整理、検討、まとめていくということになるかと

思います。 

 さらには、養浜という形の手続きをしていきますので、その養浜砂をどういう形のもの

にするのか、そういうことも具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの人工海浜専門部会のご報告がございました。どうぞご確認、ご意見よろしく

お願いいたします。 

 清野委員、お願いします。 

○清野委員  日本の人工海浜の設計の中で、多分この図面が書かれたときにはこういう

形で砂を抱き込んでというような形が流行っていたり、あるいは養浜砂を入れてそれが流

出しないという管理上の問題もあってこういう形状になっていたと思います。 

 その一方で、人工海浜の生態系の研究とか、あるいは海岸生物学者のほうからの様々な

意見が入る中で、もともと海浜というのがなぜ砂浜かという中で、砂が置いてあって抱き

込んで移動しなければいいということだけではなくて、やっぱりその中の砂の間に入って

いる水が動くとか、砂自体がある程度動くということがあって、その中で生き物も生きて

いるということが分かってきたわけですね。だから平成の初めの頃に考えられたよりも、

そういう管理上の問題以外はやっぱりこういう形の海浜がいいかどうかというのは、いろ

んな議論があると思いますので、そういうプロの先生方もいらっしゃる中で、ぜひもうち

ょっと開放的な海浜といいますか、砂を抱き込んで安定させるという思想だと棲める生物

の種類とかも変わってしまうので、砂が逆にダイナミックに動くという中でそれでもなお

安定しているというような、工学的には難しいと思うんですが、そういうことが可能であ

ればチャレンジしていただきたいと思います。 

 先ほど、入江先生からご説明ありましたように、泡瀬の方々は、砂洲の観察をずっとさ

れている中で、ものすごく砂のダイナミズムについては詳しくて、きっと何かいろんなア

イディアをもっておられるかもしれないし、まさにそういうオープンにサンゴ礁、干潟の
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表面を動き回る砂があるところに砂浜に溜まり、砂洲に溜まるという中で、有孔虫の殻が

溜まったり、いろんな生物が棲めたりという、すごくそういった微妙な空間が展開されて

いるので、ぜひ人工海浜としては新しい技術のステップになると思いますけれども、そう

いったものが反映できるような技術論ということで、楽しみにしておりますというコメン

トと、あと抱き込むという形だと、多分、生態系的には厳しいかなということでコメント

差し上げました。 

○入江委員  私が申し上げたいことを全部おっしゃったので、もう言うことはありませ

ん。おっしゃるとおりです。だから今は、今の人工海浜をああいうふうに囲んで砂を閉じ

込めるなんていう考えはもう古いです。私もだから、そうじゃない工法を考案しておりま

す。それが波がよく来るし、生態系も違います。だからそろそろやりましょう。そういう

ことで生き生きとした海岸。先ほど何と言ったのかな、雄大な…規模の大きい海岸とか何

とかそういうイメージございましたね。やはりそれは大事だと思うんです。浜に立ってい

て、自分の視野の中に障害物が入らないくらいの砂浜、それも目指したいと思うんですよ

ね。そういうことも考えていくべきだと思います。 

 それで砂浜の価値ですけれども、これは例えば家族が行きますね、そうすると子どもた

ちは砂というのは自由自在に変化します。それがいいんですよね。 

 私はニースに行って、あそこの砂浜で家族づきあいをしたときに、なぜ砂浜がいいのか

といったらそのことばっかり言っていましたね。いや、ニースじゃないカンヌです。失礼

しました。それでニースに行ったら礫なんですよね。礫浜。礫浜だったら砂遊びできませ

んね。だめじゃないかと言ったら、そこに寝ているマドモアゼルが「いや、いいんだ、足

が汚れない。車に直接乗れる」と。いろんな面があるんです、こういうのは。だから何を

生かすかということは、むしろつくるほうの発想、使うほうの発想なんですよ。 

 そういう意味で、今の清野さんの話でも、ひょっとしたら、ああいう砂浜をつくるのを

ネガティブなそういうイメージをおもちでしたら、そうじゃなくて、それが本当にその地

域の生態とか、環境を活性する要素も十分あるんだということも踏まえながら、何か我々

一緒に考えることができたらというふうな気がいたします。どうも失礼しました。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。田中委員。 

○田中委員  田中です。人工海浜の資料 13 ページに参考資料ということで、現在の沖

縄の人工ビーチの２例しか出ていないんですけれども、実は私は希望としては、14 年前に

つくられているところ、この２例とも完成したのはわずか去年かおととしなんですね。で
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すから 14、15 年前に一番はじめにつくられた場所、その場所というのは、もう現在、本当

によく自然に戻っている状態なんですね。そういうところもあります。そうかと思うと７、

８年前にできているところで、本当に市街地の中にあるところなんですけれども、そこは

夏場になるとちょっとネットを張ってしまうんですね。ハブクラゲが出ますのでね。そう

すると、そのネットに１、２週間するともうものすごい藻になってしまって、そのネット

の中というのは水が完全に死んでよどんでしまう。そうすると夏場の６月から８月いっぱ

いまでの３カ月の間に、砂がヘドロの状態になるところもあったんですよ。ですからそう

いうところを現状として 15 年経ったときに、非常にうまくいっているビーチと、それから

もう一つは７、８年になりますけれども、管理が非常に難しい、常にクラゲ除けのネット

を常に掃除しておかなければいけないですとか、あるいは衛生的にもそういう状態になっ

て砂の中がヘドロの状態になるところもあるんですね。ですからそういう事例、うまくい

った事例、それからもうちょっと考えておけばよかったんじゃないかなという、そういう

事例というものもぜひ事務局のほうでいろいろ検討していただいて、もし今後つくるので

あれば一番安全に利用しやすい、そういうものを検討していただく必要があるんじゃない

かなと思います。 

○眞榮城委員長  仲座委員、どうぞ。 

○仲座委員  私は二つの観点からちょっと意見を述べたいんですけれども。 

 一つは人工島をつくるという観点で、できた人工ビーチですね。先ほど来、砂が移動す

る、あるいはしない、生態系がどの形態がいいんだというふうな話がありますので、非常

に重要になっていくでしょうね。今の田中さんの意見もありますように。私も非常にこれ

は心配で、この人工ビーチが、またこれは保全との兼ね合いになりますけど、まわりの海

草にどういう影響を及ぼしていくかというところも考えないといけないでしょうというこ

とですね。 

 それからもう一つは、今度は人工島に人工ビーチをつくらなくてもいい案もあるという

ことですね。それは東海岸に確かにすごい長い砂浜をつくる、それは重要なことだと思い

ます。ですけども、何も埋立の前につくらなくても、私たちの身の回りに、ここに砂浜を

戻したいという人がいくらでもあります。それが重要ですね。 

 それから内地から冬場、観光客を沖縄に呼んで泳がすというものは、非常に今後のツー

リズムとして重要性を帯びてくると思いますけれども、例えば今、泡瀬干潟がどういうふ

うに利用されているかというと、冬場は海の幸、幸のそのものを、野呂先生が先ほど、昔
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の老人が悠々とそこで暮らせる、それが足りないというふうに先ほどありましたけれども、

その老人が悠々と生きている姿というのは、干潟を歩いている姿なわけです。イノーを歩

いている姿が私たちの老人のこれまで見てきた姿なわけですね。これはなかなか冬場に幸

を獲りながら、そして、その恵みをそのまま受けながらというのは、水の冷たさから県外

ではなかなか考えられません。そういう限りない可能性もあるんです。 

 それも言ったうえで、それはそうなんだけれども、人工島をつくり、そしてビーチをつ

くるというふうな言い方をしていかないと、情勢というのはどう転ぶか分からないんです。

今後、そのままの案でこの計画がいけるかどうかも分かりません。 

 そのときに決して間違いを引き継がないためにも、今ある環境というのをきちっと評価

して、そのうえでこういうビーチをつくっていくんだという言い方をしていかないといけ

ないのかなというふうに思います。 

○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。 

 それでは、人工海浜専門部会のご報告、先ほどございましたように埋立予定地の人工海

浜整備計画、これを進めるうえで部会のほうでは検討内容が確認されて了承されたという

ご報告でございました。 

 それから、人工海浜を整備するうえで、上位関連計画とか、観光・レクリエーションな

どの実態が整理されて、今後の人工海浜の機能配置といいますか、そういうものをどうす

るかという検討が必要であるということでございます。 

 それはいろんなご意見が出ましたように、いろんな観点から検討して人工海浜そのもの

の考え方、あるいは整備のあり方といったものが検討されていくことだろうと思います。

特に海浜の安定性というような検討で現況海岸とか砂嘴の形状、そういうことに詳細にこ

れを分析していって、安定的な海浜形状といいますか、これの検討を進めていくという、

そういうことが人工海浜専門部会のほうでは確認されて作業をしていただくということに

なろうかと思います。 

 それでは、３点目に移ります。 

 海藻草類専門部会の報告ということで、これは座長の野呂先生のほうからまずお願いし

ます。 
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④第２回海藻草類専門部会報告 

○野呂委員  私たち海草の専門部会のほうでは、11 月５日に分科会を開きました。 

 論議になったことは資料－４（1）と資料－４（2）に示してあります。 

 資料－４（1）に基づいて説明をさせていただきます。 

 まず当日の会議でもって最初に問題になりましたことは、貴重種、それから新種、そう

いう新しい海草、例えばリュウキュウイワズタとかヒメウミヒルモとか、こういうものが

新しく見つかったわけですけれども、それをどういうふうに扱うかということがまず冒頭

で問題になりました。 

 結論的に申し上げますと、我々の海草の部会のほうでは、県の環境部と事業者側が協議

中でありますので、その成り行きを見たいというのもありましたし、それからほかに監視

委員会というのがございますので、その希少種の監視のほうはその監視委員会のほうに託

すべきではないかという意見が主流を占めたというふうに思っております。 

 ただ、我々の部会としても監視委員会のほうから付託された場合は、取り上げないでも

ないけれどもということに落ち着きました。 

 さらに当日問題になりましたのが、海草の移植関係の効果をどういうふうに判断するか

ということが問題になりました。移植の前に実は第１回目の委員会のときに我々としては

自然の藻場をもう少しきちんと見て、どういう海域で実験がうまくいっているか、それか

ら自然の藻場でも少なくなっていることもありますので、その少なくなった原因が何かと

いうことを把握すべきだということを話し合っていたわけなんです。具体的に申し上げま

すと、実は被度 50％以上の大型海草藻場というのが実はあとで事務局のほうから資料の提

示があると思いますけれども、この１年間でかなりの量が減っております。この減った原

因が何かということで、台風の影響があるのではないかというようなことがありまして、

そのデータを詳細に検討いたしました。 

 さらに移殖の問題でありますけれども、移殖は実は事業者側では手植えの移殖と機械化

の移殖のこの二つを試験的に行ってきたわけであります。手植えの移殖に関して言えば、

生育面積は増加しており、被度は減少している、または横ばい状態にあるということで、

今後モニタリングを進めていって、この移殖方法が果たして良いかどうかということを検

討すべきだということになりましたし、機械化移殖の方に関していっても、その問題点を

解消するために、いろいろな補足的な実験工法をやってきたわけですけれども、掘削して

砂を埋める工法は今のところでは一番いい方法なわけですけれども、これももう少し時間
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をかけてみていくべきだと話し合われました。 

 それから、今後の方向なんですけれども、これは単に移殖をすることによって藻場を保

全するという考え方ではなくて、その生態系全体を捉えて、例えばその生態系の生物の多

様性を維持するためにはどうしたらいいかという視点をもう一度考え直すべきですし、そ

れから移殖さえすればすべて解決だという考え方ではなくて、移殖をしないでも藻場がで

きるような生態系の構造を利用した藻場造成ということも考えてみる必要があるのではな

いかということが話し合われました。 

 さらに、この話の中で、一部委員から事業者側がやっているモニタリングの方法という

のは、方法的に問題があるのではないかというようなことを申して、その方法に関して、

さらに我々としてはいろいろ具体的な事例をもとにして討論をいたしました。 

 結局、結論を得ることはできなかったわけですけれども、そういう話も行われました。 

 さらに、希少種として泡瀬の場合はクビレミドロがあるわけですけれども、このクビレ

ミドロに関して言えば、かなりの移殖の技術的な根拠がかなりたってきたということで、

今後、条件が揃った場合は移殖が可能であろうということが事業者側から説明がありまし

た。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 では事務局のほうからお願いします。 

○事務局（溝口）  それでは資料－４（2）について、簡単に補足させていただきます。 

 まず最初の１ページには、先ほどご説明ありましたが、平成 13 年から 14 年にかけての

大型海草が減少してきた原因についての解析を行っております。 

 ２ページ目のほうにありますように、広域分布調査におきまして大型海草と称している

のは 50％以上の被度が平成 13 年 11 月時で約 56ha ありましたが、平成 14 年 11 月時でそ

れが 20ha になっているということでございます。 

 それについて原因分析を行ったものが３ページ、４ページの結果でございますが、それ

ぞれ４ページ目のほうにあります図で分かりますように、平成 13 年、それから 11 月時と

14 年までの減少した分布を記述してございます。その図面中には高波浪時の底面のせん断

力との関係が分かるようにしてございます。 

 この結果を見ていただきますと分かりますように、大略的でございますが、多くの場所

でいわゆる外力条件という形でかなり厳しい条件があったということで、どうも多くの場

所では台風による影響ではないかというふうな判断をしております。 
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 ただ一部それだけでは説明がつかない箇所があります。その部分については何であろう

かということを専門部会のほうでは議論していただきましたが、一部では工事の影響では

ないかというご意見、さらにはホンダワラ類などが逆に増加しているという条件がありま

す。２ページのほうを見ていただきますと、ホンダワラ類、50％被度が 13 年 11 月は３ha

ぐらいでしたが、14 年 11 月時では 3.5 から被度が薄い部分については、16 から 57 という

ふうに増えてきている状況が確認されておりまして、こういうことから海藻類の競合によ

るものではないかというようなご意見がありました。 

 工事の影響については個別的な局所的な観点ではなく、将来的、生態系を全体で捉えた

うえで評価をしていくべきではないかというようなご意見がありました。 

 今後、今年度につきましても、台風の影響等が出ている部分もありますので、継続して

今後も広域の藻場分布の変遷については検討していきたいというふうに考えております。 

 それから続きまして、Ⅰ－１のほうから海草の移植保全の関連でございます。 

 まず手植え移殖に関してでございますが、これまで海草の移植条件につきまして、Ⅰ－

４ページのほうに整理をさせていただいております。 

 先ほど、野呂委員のほうからご説明ありましたように、手植え移殖につきましては、上

の図にありますように生育面積については増えているという状況でございます。しかしな

がら、下段のほうにあります図が被度の状況でございますが、被度につきましては減少、

もしくは横ばいの状態という状況になっております。 

 手植え移殖につきましては、やっと１年を経過した状況でございますので、初期減耗と

いうことを踏まえますと、さらに今後モニタリングを継続してこの変遷過程について調査

を行い評価をしていきたいというふうに考えております。 

 併せてⅠ－６ページからは海底地盤等の、いわゆる物理環境の安定性についての整理を

したものでございます。 

 それから、Ⅰ－９からは動物の移入・定着状況ということで整理をさせていただいてお

ります。 

 続きまして、Ⅰ－12 からが機械化工法による移殖でございます。広域移殖実験の結果を

整理したものがⅠ－14 ページになります。代表的な生育状況についてはⅠ－15 ページの写

真、スケッチでございます。同様に動物の移入状況、定着状況がⅠ－16 で示してございま

す。 

 これまで機械化移殖につきましては、広域の状況で見てきたものに今回、減耗対策試験
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ということでⅠ－18 ページからなりますが、今回の台風期にこの試験を行っております。

今年は残念ながら直接、台風が来たのが１回でございまして、あとは東海岸を直接といい

ますか、西海岸側経路を通過した台風が２回ほどありました。 

 この間で減耗対策の工法１、２、３、それぞれ行いました結果がⅠ－21 ページのほうか

らになります。 

 まずⅠ－21 ページは、移殖海草の生育面積の変化を表しております。 

 これを見ますと初期値の条件が工法によって多少異なっている面がありますが、工法 1

の条件、工法２の条件、工法の３という条件に関して、それぞれ初期的な回復に近づいて

きているという状況でございます。状況についてはⅠ－22、23 にそれぞれ写真とスケッチ

を載せてございます。 

 それからⅠ－24 では、減耗率について評価を行っております。自然藻場であります St.

イから St.ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉという状況での減耗率、それと各工法１、

２、３についての減耗率を比較を行っております。 

 結果といたしましては、Ⅰ－25 ページのほうにグラフで示してございますが、15 年の台

風時の状況といたしまして、一番右側が減耗対策試験のものでございます。このように減

耗率的には、約 15％前後の値を示してございます。それぞれ移殖海域、さらには既存の海

草移植地との変動幅の中である程度、入っているという状況でございます。 

 Ⅰ－26 からは、物理環境的な条件について整理したものでございまして、台風前後での

砂面の変動量について評価をしております。Ⅰ－26 ページでございますが、一番右側にあ

ります三角形、それぞれ青が工法１、緑が工法２、赤が工法３でございますが、このよう

な砂面の変動幅であったということです。 

 このうち工法１から３を比較しますと、工法３のものが比較的変動幅を小さくしている

ということで、この三つの工法の中で優位ではないかというような判断をしております。 

 同様にⅠ－27 ページのほうが、砂面変動と海草の生育面積との関係について整理をした

ものです。 

 同じように、28 が各測点での変化を示してございます。 

 このように機械化移植の減耗試験につきましては、工法３という掘削を行いまして、そ

こに海草のブロックを置きまして、隙間に砂を詰めていったというような工法が最も砂面

変動の変化が小さいというような結果が得られました。 

 ただ、海草自体の生育状況につきましては、まだ状況的には決していいといえる状況で
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はないようなところもありますので、今後、継続して観察を続けていきたいと考えており

ます。 

 それからⅠ－30 ページからは今後の方向性ということで、藻場が形成される諸条件につ

いて整理をしてきております。これまで１－35 のほうに整理してございますが、これまで

の移殖において水深の条件や底質、さらには外力の条件というようなことから、適地条件

を選定し、これまでの移殖を行ってきたという経緯がございます。 

 ただ、先ほどの減耗試験の結果、さらには現状の移殖の状況と、移殖の海草の生育状況

ということを踏まえますと、より精度を高めた条件を模索する必要があるのではないかと

いうふうに考えております。 

 特に、水深に関係してきますが、海草面に到達する光量の問題、さらには、やはり外力

で影響してきますが、砂地盤の安定性の問題というものがかなり厳しく見ていく必要があ

るのではないかと考えております。 

 それから、Ⅰ－41 のところまで整理をしてございますが、今後、そのへんの生育条件に

ついての精度を高める調査をさらに進めていきたいというふうに考えております。 

 それから先ほど、野呂委員のほうからお話がありましたけれども、このような海草の生

育条件について整理を行いまして、移植だけでなく藻場の形成が成り立つ場づくり、いわ

ゆる人的改変によりまして、海草が自然にでも生えるような環境場というものを新たに考

えていくということを検討していきたいというふうに思っております。 

 それから、２章のほうは、クビレミドロの保全でございますが、クビレミドロにつきま

しては、昨年度と同様に現地での移殖試験、さらには実験水槽の中での培養等を進めてき

ております。ちょうど時期的に今ごろから３月時までが最盛となってきますので、このへ

ん各検討結果につきましては、次回の専門部会さらには保全創造委員会のほうでご報告さ

せていただきたいと思います。 

 資料－４（2）につきましては、以上でございます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの海藻草類専門部会の報告ということでございました。どうぞ、ご確認、ご意

見よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 清野委員、お願いします。 

○清野委員  モニタリングという議論の中で、８日に行われた委員会も含めての、ちょ
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っとどういう議論になっているか教えていただきたいんですけれども。 

 こういった海草についてとか、いろんな調査をされた中で、一つはモニタリングをして

影響があったとか、ないとか、あるいはどこを判断基準として考えるかというのが、あま

り判断基準が示されないで資料がつくられているんですね。それは多分、結論を書いたほ

うがきっと分かりやすいからということで資料をつくっていただいていると思うんですけ

れども、その判断がもうちょっと、例えば、どういうデータの特性があって、どういう分

布を示すデータで、統計的に優位だから相関がある、ないとか、そういう議論は全然なさ

れてないと思うんですよ。 

 今後、そのモニタリングだとか、この海草のいろんなデータを考えるときに、そういっ

たデータの科学性とか、実験計画の進め方について、何かそういったビジョンがあれば教

えていただきたいんです。そうじゃないと個々の調査はなされていて、表にまとめられる

んだけど、全体を見て、それがシスティマティックにモニタリングだとか、計画のフィー

ドバックされるのかどうかというのが分かりにくいので、そのあたり、もし、これはとい

うような資料の提示がありましたら、それを基に説明していただいても結構ですので、ち

ょっと大づかみの質問で申しわけないんですが教えていただけたらと思います。 

○事務局（川上）  すみません、ちょっとよく分かりにくかったので、少なくとも海藻

草類部会の今説明でしたので、海藻草類のところで具体的にどこが、例えば統計的な検討

がなされていないので不十分だとか、そういうような具体的なご指摘をしていただかない

と、ちょっとよく分からなかったんですが。 

○清野委員  例えば、Ⅰ－３ページで表の１－１、評価の視点と調査項目というのがあ

ると思うんですね。この表の１－１の一つ一つについて検討されていて、それでどうして

この指標を選んだのかとか。ある指標に注目したら、それ以外の環境条件はなぜ棄却して、

それに注目したのかとか。そういったものの整理になっていないような気がするんですよ。

いろんなデータはとっておられるんだと思うんですけれども、非常にシグナルの強いパラ

メーターと、そうじゃなくて参考にするパラメーターというのは、分けるというような習

慣が必要になってくると思うんです。そうじゃないと項目だけがどんどん出ていってしま

うということになると思うんですね。 

 あるいは参考の 19 ページで言うと、移殖計画における適地条件の考え方というふうなこ

とがあるんですが、例えば、それの項目でいう底質で、底質の適地条件の判断は砂質かつ

貫入深度５cm 以上を 20 回、15 回以上としたということなんですけれども、ここはある程
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度、定量的に書いてあるように見えて、じゃこの５cm という判断が何から判断してこれで

いいということになったのかというのが、ちょっと分かりづらいんですけれども。 

○事務局（川上）  事務局からでよろしいですか。 

 私からお答えさせていただいて、もし不足でしたら追加していただければと思います。 

 まず最初のⅠ－３ページの評価の視点と調査項目等について、これはⅠ－２ページにあ

るような考え方ですね。何を代表してみるのかということは、このへんで整理したうえで

評価の視点としては海草の成長だとか、物理環境の安定性、動物の移入定着というものが

必要だということで、それを代表する指標としてこれを選んでおります。 

 どんな指標が候補としてあったかというのは、参考までに１－45 というところに、さら

に追加で把握する必要があるでしょうかということで、いくつかだーっと出しています。

その中で今のところは、目的、評価の視点という目的から、この指標を、それから調査の

容易性ですとか、それから調査の継続性とか、そのへんから判断してこれをやっていると

いう趣旨でございます。 

 それから、さっきの貫入深度の 20ｃｍ以上、20 回で５cm 以上という件につきましては、

昨年度の海藻草類専門部会を中心に、適地条件の検討の中でこういったデータを導き出し

てきておりまして、今回は資料につけておりません。必要であれば海藻移植計画というよ

うなものをペーパーとしてまとめておりますので、また今度印刷してご説明にあがっても

構わないかと思いますが、その中でこういったデータを導き出しているということになり

ます。 

○清野委員  委員の方の中で、実験計画法とか、統計学についてご関心のある方がおら

れましたら、私が何が言いたいかということをある程度、想像していただけるかと思うん

ですけれども、膨大なデータをとって、それが優位かどうかを判断するかという、この手

のアセスが膨大なデータはあるんだけれども、最終的に影響があるとか、ないというふう

に判断するときの科学的な基準というのが徐々に厳しくなってきているんですよ。それは

なぜかというと、今までほとんどの結論が影響ないというものが多かったので、データが

あるんだったら解析をきちんとして、今、統計のパッケージとかもあるんだからそれにか

けて検定をするとか、そういうことが昔よりもはるかに早くできるようになっているので、

科学論文の世界では、相関があるとか、影響があるというときには、はるかにもうそこの

レベルを計算しないと、結論じゃないというふうに言われながら、大学の研究者とかやっ

ているし、大学の理科系の学生とか、社会系の学生を教育しているんですよ。そうすると



 33 

これだけのデータがありながら、最後の結論のところがもうちょっとそこを、もしやって

おられるとしたら出していただければ読んでいる側もすごく安心できますけれども、そう

じゃないと、もしかして判断するときにそういう知識がないんじゃないかというふうに邪

推せざるを得ないんです。だからそのあたりは、細かすぎるから出さないとしたら、また

べつにいただいても結構ですので、そういうことで一般的な科学的にものを言っていいと

いう基準にできるだけ合わせて判断していただきたいというふうに思います。 

 多分、委員長先生もご存知の、例えば、日本水産学会誌とか、ああいうところだってデ

ータの科学的かどうかという、そういうことまで書いてこないと受理されないというとこ

ろまできているので、昔よりもはるかにその部分の判断はシビアになっているんですね。

ですから、ぜひそこをご意見として申し上げますが、もし対応しているようだったら後日

また説明してください。 

○眞榮城委員長  はい、野呂先生。お願いします。 

○野呂委員  統計的な解析の重要性というのは、おっしゃるとおりで全然異論はござい

ません。 

 ただ、これは事業者側に今後そういうことで解析に耐え得るような実験計画を立ててい

ただくというふうなところでお願いするしかないかと思っております。 

 我々もかなりこれに関与はしておりますけれども、実際は計画の段階では、委員会とい

うのは入っておりません。出てきたデータがどうのこうのというところでやっています。

ですから、あるデータを使ってそれで可能な限り何が言えるかというようなことを導き出

すのに苦労しております。 

 多分、統計パッケージにかけたら、これは母集団が不足だとか、資料数が少ないとかで

もって却下されることが多いと思いますけれども、それは室内でやることとは違う、それ

から計画を組み立てて実験を始めるのとは違って、もうすでに我々がタッチしたときには

というか、この委員会がタッチしたとき、作業部会がタッチしたときにはもうすでに走っ

ているのだというところをご理解いただきたいと思います。 

○清野委員  そうすると、この結果に対して専門家として責任がもてますかというとき

に、非常に微妙な立場にあって、計画の段階ではタッチできないから、出てきたものにつ

いてできるだけベストなアドバイスを差し上げるということはできるんだと思うんですよ。 

 ただ、今後は野外科学であっても、とにかく出かけて行ってデータをとりましたという

だけじゃなくて、もっとさっきの一番最初に私が申し上げた浮泥の溜まり方についても、
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ずっとどういうふうな計画を立てて決め落ちするかということが大事になってくるので、

今後の調査のコスト配分だとか、計画によって、本当にいい結果を出してみんなで安心し

てモニタリングだとか、結論に対しての評価ができるように、調査計画の時点からそうい

った先生方にご指導いただきながら、できる限りのことをしていただけたらと思います。 

○事務局（川上）  ちょっと、あれなんですけど。調査計画をこちらで全部立ててとい

うのではなくて、多分、野呂先生がおっしゃったのは、個人の計画とか、移植をするとい

うことになっているとか、そういうようなことについては、確かにアセスの段階でそうい

うような記述をさせていただいておりますので、それを渡してお願いしますという言い方

をさせていただいておりますが、委員会ができたのが平成 13 年ぐらいからですか、少なく

ともその３年ぐらい前から、こういった被度の調査ですとか、生育面積の調査のやり方等々、

こういった形態でいきたいというのは、ワーキング等のご指導を賜りながらきているとい

うふうに理解しておりまして、要は事業者のほうで成育面積をはかるぞと決めたというこ

とではなくて、これでいいというようなことをご議論していただいたうえで、こういった

指標、あるいはこういった調査でいこうということになっていると思うんですけど、違い

ますでしょうか。 

○野呂委員  建前としては、そういうことになると思いますけれども、ただ、委員会と

しては、もうある意味でかなり具体的に調査計画が立って、これでやるしかないような感

触を受けて、そこでもって関与するという分が多いわけでですね。あの時了解していたか

ら、あなた方も関与しているんだというふうに簡単にはいえないところがあると思います。 

○入江委員  今、ずーっと議論をお聞きしまして、清野さんのような非常に統計的な結

果、結論にあまり頼りすぎると危険だろうと思うんですね。物事のハプニング、事象とい

うのは、いろんな要素がたくさんある。特に自然界でいろんな調査をやっていると、いろ

んな要素が多分あるんだろうと思います。だから、限られた情報から、人間の統計的な数

値の違いじゃなくて、五感、経験、そういうものでもって判断していくという要素が僕は

非常に大事だろうというふうに思うんですよね。 

 例えば、アメリカのミチゲーションにしても、彼らがミチゲーションというものを事業

化する際に、いろんな判断をしているときに、ここでやられているような調査から見れば

相当いい加減ですよね。実際にできないです、広い範囲ですから。だけどもそれを判断し

ているという面がある、一面はあろうかと、私もこういう議論は別に専門ではないから、

あまり口出してはいけないんだけど。やはり私はここにある資料だけでも、九州から持っ
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てくるのは大変でした。大変な作業をやっておられます。だからこうやって可能な限り、

予算と時間と知力、能力で最大限やるという努力、これは一つかわなければいけないだろ

うというふうに思うんですよね。 

 だから、統計値で判断する、母集団の話もありました。その違いがどれぐらいか、確か

に統計的な評価はできると思います。思いますけれども、それだけに頼るとひょっとして

違うファクターで違っている場合にどうかという、見方を失う可能性もないとはいえない

し、できるだけ起こっていることに対して正しく判断をするという、もう一つの五感みた

いな、人間にはそれがあるわけですから。そういうことも使って判断するという努力も一

方では必要ではないかという気がちょっとしております。 

○清野委員  多分、土木工学と、それから生物学の両方の分野が今回の対策の中で重要

なんだと思うんですけども、両方の先生からの代表的な意見をいただいたと思います。 

 だから、経験工学としての土木のそういった部分というのは、私も重要だと思いますし、

一方で農業統計みたいなものから積み上げてきた、本当にばらばらなデータの中からで、

もうちょっとエッセンスをとろうとしてきた生物学のほうの方法論も必要とされているし、

両方全部やれということではなくて、入江先生がおっしゃったみたいに、これだけの厚み

のデータをとるんだったら、もっと最初の段階できちんと計画したらもっとよくなるよと

いうことを申し上げたいんです。 

 それから、いろんな自然界の変動というものもどうなるかということで、地球環境の議

論が代表的ですけれども、そういう大きい変動だとか、いろんな時空間の大きい中から、

何をシグナルとして取り出すかという分野は、今すごく出ているんですよ。 

 同じ議論がずっと昔からあって、それで国総研も多分よくご存知だと思いますけれども、

アメリカのミチゲーションでのいろんな手法で、経験工学的なものと、科学的にものが言

えるところを折り合わせるようないろんな手法が出てきていると思うんですね。 

 だから、できたら今後、モニタリングだとかそういう話が論点が出てきた時点で一度、

国総研の方からも私はコメントいただきたいと思いますけれども、もうちょっとシスティ

マティックにやる方法が世の中にあって、海外でも同じ議論がだいぶ前になされて、ＨＧ

Ｍとか、何が現実的かということもなされているので、そういうアドバイスをいただきな

がら調査をやっていかれるのを進めたいなというふうに思います。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、この調査計画に対してより先見の明をもって

挑みなさいというようなご指摘かと思うんです。 
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 それについては、私は、この調査計画について非常に肯定的な意見をもっていて、そう

いうことを考えられたうえでこの計画が立てられていると。それの説明が不十分であるか

もしれないんですが、中身として、例えば対照区域をきちんととらないと、統計的にそれ

が自然の変動なのか、人為的な変動なのか抽出できませんね。だから対照区域をとります

というような地点設定がなされていたり、底質が安定しているかどうかということの支配

要因として、一義的には波当たりということで波のシミュレーションをしたり、観測をし

たりされているんだけれども、それが確実に検証できるかどうか、補てんする意味で、底

面の変動を直接測りなさい、それでその項目が実際に測られているというようなこと。 

 先ほどの鉄筋棒の話についても、鉄筋棒という新しい調査方法ということもあって、そ

れの適用に関しては、ちゃんと標準偏差がとれるようなサンプル数をとって、その手法が

適用できるのか、できないのかいうような検討をされるだけの回数、施工されているとい

うふうに思っています。 

 例えば、じゃアメリカ型のミチゲーションのＨＧＭであるとか、ＨＥＰであるとか、そ

ういったものが定量的であるからそれを参考にできないのかというふうにしますと、この

調査計画というのは、最終的にどこのところまでいって定量的な評価にするのかというも

くろみというのは、シミュレーションになっているわけですね。シミュレーションという

のはアセスのときにされていますけれども、今も一部されているというふうに聞いていま

すが、領域をメッシュ状に例えば１キロなら１キロ、200ｍなら 200ｍで区切って、それぞ

れの平均的な場において何が起こっているかというのを取り出して、外力はどう、水質は

どう、それに対してその場において生物はどんなふうに生きるかということを確認すると

いう作業、シミュレーションでしている。そのためのデータをここでとっているというこ

とです。 

 ＨＧＭとかＨＥＰでも、その場所が生物にとってどれだけ適応可能なのかということ、

例えばゼロから１というような客観指標と呼んでいますが、専門家が勝手につける点数で

す。その点数を面積を掛けて計算してくる、その面積については、メッシュ状の計算では

なくて、例えば５ｍの浅いところが何ヘクタールあるから、それに対して 0.5 点をつけま

す。５ｍから 10ｍの範囲に関しては何㎡ありまして、それに対しては 0.8 点つけますとい

うようなことで評価をしている。その精度からいけば今やっている検討というのは最終的

にメッシュ計算のデータとあわせるがためのシミュレーション、あわせるがための努力を

されているということですから、最終的な目的、もっていっている場所というのは、非常
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に定量的な議論をされようとしているし、それのためのデータが集まってきているんだと

思います。その説明が足りないというご指摘であれば、それはまさにそのとおりかなとい

う気がします。その足りなさを補うためには、この調査で検討しているスケールが、空間

的にはどれぐらいの幅のもの、また時間的にはどれぐらいの期間のものを平均したものを

再現しようとしているのか、それを目標値としようとしているのかというような議論が、

実は藻場全体の話をしているときと、ある種の保全の話をしているときでスケールが違う

んです。違うのに、同じ調査の結果だけが出てきてしまうと、片方から見ると点数とりす

ぎじゃないか、片方から見るととらな過ぎじゃないかという議論が出てくるので、その背

景になっている環境を見ている視点の大きさみたいなものを併記することで清野先生が今

ご指摘されたような疑問点というのは解消できるのではないか。そのへんについての十分

な情報というのはとられる努力をされているのではないかというふうに考えています。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 仲座委員。 

○仲座委員  ちょっと長めの意見を述べたいと思います。 

 海のこと、私たちは陸上で植物を移植したり、簡単にできます。花壇に持ってきてやっ

たりします。それは陸上のことは私たちはよく知っているからなんです。だから月にも行

けるんです。 

 ところが、海のことはほとんど分かっていない。分かってないのがありすぎるんですね。

だからこの実験もなかなか厳しいものがあるわけですね。 

 それで、この泡瀬干潟、何度も言っているように、干潟というのは、渡り鳥からみると

日本で３番目の地点だと位置づけられています。日本の３番目ですよ。それから、貝類の

発見数は沖縄本島一だと言われているわけです。 

 それから、皆さんが利用している、干潟を日曜日に行って利用している利用度にしても

沖縄本島で一番高いと言われている。 

 すなわち、私たちにとって、現状はものすごい価値があるわけです。その埋めてもちろ

ん発展を図ろうとしている沖縄市の計画性も、よく私は理解しているつもりなんですけれ

ども、だからこそ、その自然を一滴でも残したいと私は思うわけですね。 

 残念ながら、先行事例となっている出島方式がほとんどですね。けして当初掲げた理念

どおりになっていない、環境の面でね。それはやはり私は直に見て学ぶべきだと思うんで

す。 
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 私は海岸の専門家でここに参加しているわけですけれども、それ以上のことは言えませ

ん。 

 大事なものを皆につないでいきたいと、皆さん同じ意見だと思いますので、決してまた

かと思わないように聞いていただきたいと思います。 

 さて、質問ですけれども、ここに実験が行われています。移植実験です。この移殖とい

うのは、ここにある大事な環境を、藻場を移殖して、保全する、それが保全処置ですね。

その保全処置ができなければこの埋め立てはもちろん法律上実現できません。その保全処

置ができるかどうかという実験を今ここで行われているわけですね。 

 しかし、その実験が決して思っているように運んでいないということですね。ここでき

ちっとしておかないと、この成果は別の地域でも使われてきます。ですから、ここでこそ

きちっとしておくべきだと思うので、ぜひ意見を述べさせてください。 

 まず、Ⅰ－４というページをちょっとご覧いただけますか。図１.1-3、それから図 1.1-4

というのがあります。結局、移殖しました。移殖しましたが、移殖の対象となったのは、

海草が 50％以上被度で占めている、それを移殖しました。 

 ところが、平均しますと、10％になっているということなんですね。例えば、この図 1.1-4

という出発点は、決して 30 ではなくて 50 以上です。50 以上を対象としましたので、もし

50 以下であるならば、それは当初持ってきたのが失敗である。対象は 50％以上を対象とす

るというふうになっているので、それは出発点は 50 です。 

 今度は９月になると、結局 10％しか残ってないんです。移殖したものの、被度は 10％で

す、今残っているのは。ところが面積は増えています、というふうに 1－3 ではなっていま

す。1-3 の面積とは何か、先ほど説明がありましたけれども、ちょっことでもそこに海草

があればそれを面積とカウントするというような定義になっています。 

 例えば、今度はその右側のページをちょっと見ていただきますと、移殖直後という写真

と同時に絵があります。このように写真のように移殖されたわけですよね。その1株が50％

以上を占めるようなものを持ってきて置いたわけですね。 

 ですから、移殖直後というところになっている色、グリーンの色がありますね。それは

事業者側の定義でいくと、真っ黒になって、つまり 50％以上を示していなければおかしい

ですね。50％以上のものを持ってきたわけですから。 

 そしてもう一つは、見せ方に問題があって、色の定義なんです。例えば、ちょっといき

ますけど、Ⅰ－21 をご覧ください。Ⅰ－21 ページに試験移殖海藻類 50％以上となってい
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ますから、50％以上を持ってきましたので、当初は真っ黒です。黒っぽいグリーンなわけ

ですね。 

 ところが、移殖して、その後どうなったかというのを色で示していますけど、ほとんど

変わってないように見えますね。40％程度ぐらいにグリーンの色が推移していますので、

変わってないように見える。 

 ところが、その色は何を示しているかというと、右側に凡例というのがあって、10％か

ら 50％の色になっています。10％から 50％の色が色分けされているわけですね。40％を推

移しているように見えるけれども、実はこの 40％ではなくて、先ほどの１－４ページにあ

るように、10％しか残ってないです。10％の被度しかないんです。50％植えたものが 10％

しか残ってない。それが現実なんですね。 

 つまり、移殖したものはほとんどないんです。ないんですよ。それを目のあたりにして

いるわけですね。面積で何て言っていますけれども、潜ったってないんです。古川さんや

野呂先生は潜られたわけですよね。ありましたか、そこに。 

○古川委員   そこにというのは、どこだか指定する、特定できませんけれども、ある

ところにはあるところにはありました。ないところにはなかった…。 

○仲座委員  ありますよね、確かに。あるところにはありますよね。ところが、概して

全体的に評価して残っていませんよね。 

○古川委員  今、ご返事差し上げてよろしいですか。 

 一つは最初が 50％じゃないかというのは、これは事業者の方に確認していただきたいん

ですが、50％のものを持ってきて千鳥格子状に植えていますから、平均の被度は 50％でな

いはずです。隙間をおいて植えているので、このコードラート内のスタート地点は 50％で

はないということが一つあります。 

 それと、どの密度から生えているとするのか、これは定義ですので 10％で線を引きまし

ょうということで、我々はモニタリングをスタートしている。その線を見て実際に潜って

みて 10％程度、本当にちょろちょろとあるところはその範囲に生えているなというのを確

認していますから、その写しとられた図が間違いであるとか、どこか違う描き方をしてい

るという判断はしていません。それは私の見解です。 

○仲座委員  私は写真を実際に撮ったりしてまして、ここで実際に比較できないのが非

常に残念なんですけれども、写したときの 50％以上、つまり 60％、70％のもあるわけです

よ。ですから、平均したら 50％になっているだろうというふうに私は言っているわけです
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ね。少なくともそれに近い数値だろうと。今残っている 40％に見せているのは、ほとんど

10％ですよ。10％～40％というふうに枠がありますけれども、それは 10％なんです。それ

がⅠ－４に表示されていますよね。全体的に被度でみると 10％しか今はありませんと言っ

ていますので。私が潜って調べても、あるいはほかの先生方が潜ってみても同じようなこ

とを私と議論しているわけですね。 

 この試験というのは非常に重要なことで、これが一人歩きしていきますので、これはし

っかりとやっておく必要があるわけですね。現にこの工事が開始された、今、ストップし

ていますけど、スタートした根拠となったのは手植えですよね。手植えで間違いなく自信

があるといってスタートしたわけです。ところが手植えはどうなっているかというと、も

うほとんどないんですよ。ＡからＤまで評価していたのがありましたね、これまで。それ

で見るともうほとんどＤなんですね。ですから、何ら根拠がない。つまり移殖によって保

全できるという根拠は何らないと、私たちはここで評価すべきじゃないかと、私は野呂先

生、思いますけどいかがですか。 

○野呂委員  今、仲座先生の指摘したことは非常に重要な問題、それは私も理解できま

す。どういうふうに答えたらいいかちょっと迷っているところですけれども。 

 海草の研究者としては、私は黒を白と言ったり、白を黒と言ったりしたくないところが

あるわけです。それで確かに今、先生がおっしゃったように、植えた直後というのは減っ

ているというのは、私もそれは理解できます。というか、私も同意見です。 

 ただ、生物を、例えば試験管がありまして、そこの試験管に細菌を 100 個入れて植えた

ときに、その 100 個がすぐそのまま増殖はしていきません。最初の数時間、もしくは数日

は若干減ります。これは我々はラグフェーズと言ってますけれども、ラグフェーズがあっ

て然るのちに増える可能性もあるわけです。我々はだから１年間モニタリングしたり、少

なくとも半年以上はモニタリングしたりとかいろいろ言ってきたのは、１年を経たときに

この群落がどうなっているかどうかというのをきちんと確かめたいという意味で、モニタ

リングをしたり、その群落がどういうふうに増えているかというのを見たいと思っており

ます。 

 はっきり言えることは、移殖をするのは藻場を増やす方法ではありません。それは最初

のボタンのかけ違いなんです。私、これはもう最初から何回も言っているんですけれども、

最初の免許の方法が土台、自然科学者からみたら間違いなんです。つまり、移殖をしなさ

い、移殖をすれば保全になりますよ、だから移殖の部会ができて、海草の部会ができて、



 41 

私もそこに連ねたわけですけれども。 

 その最初の考え方、海草の生態、つまり泡瀬の干潟を保全するということと海草を増や

すということがまずイコールとして考えられているというのが、これがまず一つの最初の

間違いなんですよね。 

 海草も、ホンダワラも、サンゴも、それからそのほかのベントスも、あそこにはいろん

なものがいて、そのいろんなものがハーモニーをもっているからこそ自然の生態系がある

わけで、その中の一つのものだけを増やすというのは生態学の考え方ではない。つまり、

今、希少種が出たり、絶滅危惧種が出たりして、じゃその絶滅危惧種、希少種だけが残れ

ばいいのかというとそういう問題ではなくて、それが残るような環境こそが大切なわけだ

と思うんです。 

 ですから、非常に大切なのは海草を増やすということが、そこの生態系を守るというこ

ととイコールと考えるのはまず生態学の考え方ではないということが一つ。 

 それから二つ目は、海草を増やすということをするにあたって、移殖をするのがいいこ

とか、悪いことかと言うんですけれども、私たちは移殖をすれば生えてくるというのは、

それは陸上の芝の考え方であって、海はそういうふうにはいかないと思ってます。 

 ですから、私は事業者側には何回も言っているんですけれども、移殖だけにそんなにエ

ネルギーを費やして考えても、それは実際に海で仕事をしている人の納得が得られないん

じゃないでしょうかということを盛んに言っているんですけど、そういう面では仲座先生

の今おっしゃることに私も同感です。 

 ただ、私たちの部会としては、もうこの事業が、この試験がいろいろ経緯がありまして、

始まって、最初の免許の段階でもこういうことで免許がおりたという段階がありますから、

とにかく１年間はモニタリングをしてどうなっているかをみましょうというところをいっ

ているわけであって、我々は先生がおっしゃるように、生えてないものを生えているとか、

なくなったものをなくなっていないとか、そういうことは実は一言も言っておりません。

そのことだけ強調したいんです。 

○仲座委員  分かりました。私と同じ考えであるということが理解できました。 

○野呂委員  ちょっと違うと思います。 

○仲座委員  ああ、そうですか。今、野呂先生がおっしゃったのは移殖によっては保全

できないということを断言されたわけだから、それは非常に重く受け止めないといけない

というわけですよね。それからモニタリングは必要であると、ですから工事は早急である
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ということを意味するかもしれませんが、そういうふうに私は理解します。 

 それから、Ⅰ－30 ページをご覧いただきたいと思います。 

 Ⅰ－30 ページには言葉で書いてあるように、藻場分布というのは、藻場というのは分布

は移動してきますということですね。確かに写真が見せるとおりですね。ですから私たち

は移殖によって、それを固定して何とか生きながらえようとしているわけです。でも、台

風や自然条件によって自然の藻場というのはたえず、絶え間なく形態を変えていくはずで

すよね。ですから、そこに実験の難しさがあるし、人工的に干潟をつくっていくところに

難しさがあろうかと思います。 

 防波堤のところを見ていただきますと、見方によっては、防波堤をつくったから藻場が

増えたという見方もできます。 

 ところが、この写真をよく見ると、逆。防波堤が藻場の分布をとめているという見方も

できます。ここらへんは非常にきちっとやってほしいところなんですけどね。 

○眞榮城委員長  はい、川上さん。 

○事務局（川上） 貴重なご意見ありがとうございます。 

 いろんな事象を右と左と両方のほうから見ていきたいと思っております。 

 先ほど野呂先生のご意見の中でもありましたけれども、我々も海草の移植がいいと言っ

ているわけではなくて、海草を移殖することによって海草が生えるような生態系をつくっ

て、それでもって泡瀬における生態系全体のボリュームの減少をなるべく少なくしようと

いうことで、この海草の移殖というものをメニューにしているわけでございます。 

 すなわち、草１本１本を守るのではなくて、草が生えるようなところによって全体での

ポテンシャルをあげようということでございます。 

 それから、移殖によっては保全できないというのは、まさにそれがそういう流れだとい

うことも存じ上げておりますけれども、移殖するときに当然、何もしないところに単に草

を植えても、そのままでは生えない、生えないところには生えないというような考え方で

ございますので、それに伴って底質の改善ですとか、あるいは波の制御ですとか、そうい

うようなことを図りながら、海草が生えやすいような環境をつくっていくというようなこ

とを今回も手植え、あるいは機械化において同時に行うということによって、その海草が

増えるような環境をつくっていくというようなことをしている、というふうに考えている

ところでございます。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 
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○仲座委員  100 持ってきたものの 10 しかないんですよ、そこに。それをもって、保全

できるというふうな表現でいっているところに問題があるんです。 

 もしそうであるならば、そこらへんは非常に重要なところなので、環境省と、もうちょ

っと具体的な連携をもっていただきたいと思います。環境省が申し入れたときの文書の中

ではきちっとそういうところがうたわれていますので、もう一度ちょっとそこらへんは連

絡をとってやっていただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  はい、どうも。 

 いろいろ課題がたくさんありますけれども、この海藻草類専門部会におきましては、こ

れまで一つは調査をした、もう一つは海草の移殖実験を行ったということで、その経過を

見ながら検討を重ねていると。手法論では先ほどいろいろ出ましたように、いろんな課題

がありますけれども、そういうことで見たら現在の時点では、例えば被度 50％以上の大型

海草の分布域というものについては、台風の要因で減少していると。しかし台風だけでは

説明つかないことで、工事の影響とか、あるいは海草類の競合とか、様々な要因について

考えているので、生態系全体を捉えた判断というものがこれからの課題だと。今、自然の

バランスについては、そういうご議論あったわけであります。 

 それから手植え移殖については、今後、継続でモニタリングをしていこうということで

の、また、海草が遷移過程にあるというような認識でモニタリングを進めていこうという

ふうなご報告がございました。 

 機械化移植についてはいろいろありますけれども、工法を三つやったら掘削した方法が

変動幅が小さいということでありますけれども、このことについてはしばらく観察が必要

である、続けていくと、今そんなふうなことでございました。 

 今出されました様々な意見も含めて、今後の方向性というのが検討されていかなくては

ならないということでありますけれども、先ほど来、出ていますけれども、生態系の多様

性といいますか、そういう考え方が非常に重要ですので移殖だけではなくて藻場がどう成

立するかという、そういう成立の場をつくるということをどうすればいいかというふうな

こと等を含めて議論していると、そういう段階だと思います。 

 まだ経過を見なければこの部分については、何度もシミュレーションしながら考えてい

くことだろうというふうに思います。 

 以上、課題がいろいろございますけれども、海藻草類専門部会の報告とそれに対する委

員のご意見、ご指摘ということで、一応、議事進行としては、この海藻草類専門部会の報
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告を以上にしていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 清野さん、手短にお願いします。 

○清野委員  お願いなんですが、これだけのデータセットがあれば、解析の方法とか、

いろんな先生方からご指摘いただいたのを、新しいデータをとるよりも、やっばりデータ

解析だとか、そういうリクエストに応えて、例えば 10～50 の間じゃなくて、もっと細かく

分けた表をつくるとか、そういうご努力によって随分いろんな疑念が晴れたり、いろんな

ことが分かったりすると思うので、あとで結構ですのでそういったデータ解析の方法論の

改善のめどについて、きょうの委員会の最後のほうでも結構ですので、事務局のほうから

ご回答いただけたらというふうに思っております。宿題ですっと出していつになってとい

うんじゃ分からないので、宿題をいつぐらいまでにやれそうかというのは、あとでお願い

します。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○中村委員  港湾空港技術研究所の中村です。 

 最近、内地といいますか本州の藻場を少し研究の対象としておりまして、アマモ藻場で

すから必ずしも沖縄の藻場とは関連性があるかどうかは私も自信がないんですが、藻場と

いうのは、やはりそれだけではなくて、そこにいろんな生き物が集まってまいりますので、

そこの沿岸海域の環境度の多様性を担保しているいい指標ではないかというふうに考えて

おりますので、おそらくこの藻場がいろいろ議論になっているのもそういう背景があった

んだろうというふうに思うわけです。ですからこの議論というのは、必ずしも藻場単独の

ある種だけではなくて、やはり泡瀬の干潟全体の生態系を豊かに保つ、一つのいい指標と

して、一生懸命移殖したり、保全したりというふうな方策がとられているんだろうなとい

うふうに私は理解しております。 

 清野先生の最後の宿題に関連するかどうか分からないんですが、例えば動物がたくさん

集まるというふうに申し上げましたけれども、藻場を利用する動物にもいろいろございま

して、藻場を食べてしまう生き物もいれば、卵を植え付けて利用する生き物もいれば、そ

れから藻場にとって非常に阻害要因になるのは浮泥でありますが、その浮泥を舐めつくし

て掃除してくれる動物もおります。そういうふうないろんな機能が分かれておりますので、

多分これは調べられた種を整理していけば分かるんだろうなと思いますので、例えば動物

の移入定着というページがありますので、そこを少しそういった機能別に分けて整理して
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みるとどうかなと。食べる食害になるような生き物は幸い出てないとかですね、そういう

ふうな整理ができるんじゃないかというふうに考えます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 手法についてご助言するのもこの委員会の役割でもありますので、そういう点でいろい

ろありがとうございました。 

 それでは、もう時間が押しておりますので、あと一つ議題が残っておりますから休憩な

しで、⑤のほうのその他に移らせていただきたいと思います。 

 事務局のほうでよろしくお願いします。 

 

⑤その他（環境監視委員会における議事概要及び今後の検討体制等） 

○事務局（川上）  資料の説明に入る前に全体の資料構成について簡単にご説明させて

いただきたいと思います。 

 この資料はこの間の１月８日、第４回環境監視委員会に出した資料をベースとしてつく

らせていただいております。それに議事概要等を付け加えただけでございます。 

 今回、この資料の中身でございますけれども、新種等と言われているようなそういった

種についての対応策をまとめているものでございます。 

 参考資料－１につきましては、そのような新種と言われているようなもの種の発見状況、

それからその発見状況を踏まえたうえでの対応策、それには監視ですとか、保全策ですと

かが含まれているわけですけれども、そういった対応策をどうしようかといったものを一

度環境監視委員会、11 月の中旬に開いて、そこでご意見を伺ったうえでまとめて県のほう

に出しております。出したものが、この参考資料の１番ということになります。 

 それで附属資料－１はそれのエッセンスをまとめたものだけのものでございます。 

 参考資料－２は、その 11 月中旬の環境監視委員会で、一部の委員から追加調査のご要望

がありましたので、それに対応した追加調査をしたといった中身でございます。 

 その結果を踏まえて、先ほどのあった参考資料の１番にあるような最終的な報告書をつ

くっているということでございます。 

 この件に対する報告、日にち的には 12 月 19 日に県のほうに出しまして、それに対する

県知事からの意見、これが参考資料－３という形で 12 月 26 日、年末ですけれども、この

保全策についてどうであるかといったことが出されています。 

 内容的には事業の実施にあたって、つくった対応策を慎重に実施すべきと。それからモ
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ニタリングの結果をきちんとフィードバックさせなさいといったようなご意見をいただい

ております。 

 そのような県知事意見で慎重に実施、それからモニタリングとフィードバックをきちん

とやれというようなことですので、具体的にどういうふうにしていこうかということで、

その具体的な方法として三つ考えておりまして、その三つが資料の４、５、６でございま

す。資料－４については、慎重にやる、あるいはモニタリングをきちんとやるといったよ

うな観点から、監視をきちんとやりましょうということで監視計画をつくっております。 

 それから、資料－５では、事業区域以外の主要な生息分布域をきちんと守るというよう

な観点から、広域的な環境保全計画を作成しようということを対応策の中に入れておりま

すので、それの具体化に向けた案を作成しているものが資料－５でございます。 

 それから、資料－６ですが、これは我々が検討して想定しております仮設橋梁工事を利

用いたしまして、先ほどの慎重に実施、あるいはフィードバックといったものを実践して

みようと、要は施工方法に関する順応的管理手法を実践して、今後に役立てていこうと。

それから、今後の予測精度の向上といった観点で、それをモニタリングの台として活用し

ていこうといった計画をつくったのが参考資料－６でございます。 

 あと参考資料－７は、これは事務局のほうで勝手に作成しておりまして、委員のほうに

は流しておりませんが、ご参考までに議事概要ということでまとめております。 

 その参考資料の中の４枚目には、新種に関するこれまでの経緯を簡単にまとめたもので

ございます。 

 今、ご説明したところでございます。 

○事務局（冨田）  資料のご説明に入らさせていただきます。 

 最終的に県知事のほうに報告をさせていただきました。12 月 19 日に最終報告をさせて

いただきましたが、その資料が参考資料の１、丸々１冊になってございます。 

 この中身を細かく説明すると非常に時間がかかりますので、それを分かりやすくまとめ

たものが付属資料－１だというふうにご理解いただければ有難いと思います。 

 付属資料－１を説明させていただきます。 

 Ａ４の横表になっているものでございますが、海草類、これが全部で５種類ほどござい

ます。ウミヒルモ、ウミヒルモ sp.、ヒメウミヒルモ、ホソウミヒルモ（仮称）、リュウキ

ュウズタとこの５種類でございます。 

 それと甲殻類としまして、オキナワヤワラガニ、カニでございますが、これが１種類確



 47 

認されました。 

 それから貝でございますが、ニライカナイゴウナと呼ばれる新称のもの、それからオボ

ロヅキ（新称）、それからスイショウガイ、この３種が新しいものであるということでご報

告があり、調査してまいりました。 

 それから最後に、ジュゴンの食み跡、それから糞の写真の報告がございましたので、こ

れについても私どもなりに調査をいたしました。その結果を県に報告し、知事意見をいた

だいたという流れになってございます。 

 まず、海草類のウミヒルモ、ウミヒルモ sp.、ヒメウミヒルモ、ホソウミヒルモ（仮称）

でございますが、希少性の評価としまして、これは私ども自身で事業者でやるというより

も、レッドデータブック等の記載を参考にしながら、希少性の評価というものを今までや

ってきてございますので、それに基づいて各種の希少性の評価をやってみました。 

 ウミヒルモ sp.、それからヒメウミヒルモ、ホソウミヒルモ（仮称）と。ウミヒルモ sp.

とホソウミヒルモについては未記載種ということでございましたので、希少性がある種と

いう扱いをとりあえずするということで、ずっと調査をやってまいってきてございます。 

 それから、ヒメウミヒルモについても絶滅危惧Ⅱ類ということでございまして、希少性

がある種だということで扱うという考え方をしてございます。 

 その調査の結果でございますが、簡単にざっと見やすいところを説明したいと思います

が、第４章の追加調査結果報告という青い中仕切りの紙が入ってますが、その章の１－６

ページ以降に、海草各種の調査結果を載せてございます。１－６がリュウキュウズタ、そ

れから１－７がウミヒルモの分布、それから１－８がヒメウミヒルモ以降、ずっと１－９、

１－10 というところで分布の調査結果を載せてございますが、この結果、大きく分布して

いるところは埋立区域の南側に広い分布区域がありますねということをご報告し、南側が

主な生息区域であるでしょうというようなことを環境監視委員会の中でご理解いただき、

私どものそうやって説明をさせていただいてきてございます。 

 分布域が主要な分布域は埋立区域の外にありますということをご報告させていただいて

おります。 

 それと検討策の検討の前提ということで、これらをどうやって保全するかというような

考え方をここに前提としてまとめさせていただいています。 

 １番として今申し上げましたように、埋立予定地から離れた海域にあるということ。そ

れから埋め立てによって消失する埋立区域の中に一部ございますが、その割合は非常に小



 48 

さいこと。それからアセス時、これは現アセス時でございますが、工事中の SS のシミュレ

ーション結果から、その主要生息域の環境変化が非常に小さいという、今、現アセスの評

価がある。それから流況の変化予測においても、埋立地の存在による流況の変化は非常に

小さいということを踏まえたというようなことでございます。この検討の前提があるとい

うことでございます。 

 その結果、私どもの対応策でございますが、生育環境に対する工事中の水質汚濁の監視

ということで、工事をやるにあたって、水質監視を徹底しますと、これはあとでのちほど

監視計画のほうで詳しくどういう監視をするかというのをご説明させていただきます。 

 それから、生息状況の監視、これも監視計画の中に含めて説明していきますが、要する

に濁りを出さないという監視をきちんとやりますと。それから、その生息区域を生育状況

に変化がないかというのを併せて監視をしていきますというような監視計画をつくってご

ざいます。 

 その二つ、要するに監視を続けながら異常が確認された場合、工事を一時中断し、改善

策を講じていきますということで、そこでいったん止まって改善策を考えましょうという

計画でございます。 

 それから四つ目ですが、事業区域外の主要分布域の保全計画の作成ということで、先ほ

ど申し上げましたように、主要な分布域は南側に大きく広がっているということがござい

ますので、その部分を守っていく大きな計画をつくりましょうということを考えてござい

ます。 

 これは事業区域の外、主要な分布域というのが事業者が管理できる事業区域の外になり

ますので、これは事業者自らやるよりも中城湾港全体の港湾の管理をやっている港湾管理

者の立場であったりとか、その他周辺の自治体にご協力をいただいたりとか、そういう広

域の保全計画をつくりましょうと。そういう形で守っていきましょうという計画づくりを

考えてございます。 

 それと右側に、今申し上げました対応策というのは、第３回の環境監視委員会の中にご

報告したわけでございますが、その後、さらに県との調整を踏まえる中で、もしくは環境

監視委員会の議論を踏まえた中で追加対応策を入れさせていただいてございます。１個目

の「・」は保全計画を作成するよう港湾管理者に要請するというのは、先ほど申し上げた

とおりでございます。それと当たり前ですが、工事の実施にあたって汚濁防止対策を徹底

してやりますと。 
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 それから三つ目なんですが、シミュレーションを行い、生息環境変化予測の精度の向上

を継続して測るということで、今後、主要分布域を守るにあたっていろんな各種のデータ

取得を努めていき、精度向上を目指すようなシミュレーションを常に継続してやっていき

たいと。 

 要は、予測の不確実性を補うためのモニタリングを行うとともに、工事中による影響が

確認された場合、工事の一時中断等の改善策、これは先ほど申し上げたとおりでございま

す。 

 それからもう１点、１番最後は、生育状況の監視についてということで、監視計画の中

でやるわけですけれども、これは今、ホソウミヒルモ、それからウミヒルモ SP.等につい

ては、新しく確認された種ということもございますので、当面１年間は年変動等のいろん

な把握をするために、生息状況をきちんと把握していくと。水質も当然ながら年１回はき

ちんとやっていきたいと、そういう計画でございます。 

 それから、オキナワヤワラガニでございますが、カニについては、比屋根湿地と言いま

して、この参考資料－１で申し上げますと、先ほどの第３章の希少甲殻類・新種貝類等確

認調査結果報告という参考資料の第３章でございますが、そこの 11 ページに調査結果を載

せてございます。Ａ４横の図面でございますが、赤く○とか、□とかで表現しているとこ

ろにオキナワヤワラガニという甲殻類が確認されてございます。主に比屋根湿地の前面の

干潟域で発見されたという状況になっております。 

 このカニに対してどういう対応策をとるかということでございますが、対応策の検討の

前提としましては、先ほどのアセスの条件をそのまま考えさせていただいております。 

 対応策でございますが、同じように生息状況をきちんと監視します。それから生息環境

もさらに監視しますということで、比屋根湿地の観測調査、それから干潟生物の観測調査

として底質及び間隙水質の監視調査を追加して行うということでございます。 

 比屋根湿地の監視というのは、前回の委員会の中で、陸上からの生活水の流れ込みとい

うのが影響するだろうから、そこの管理をきちんとするようにというご指摘を踏まえてや

っていくものでございます。 

 さらに、右側の追加対応策でございますが、比屋根湿地並びに沿岸部の環境保全につい

て検討するというのは、まさにオキナワヤワラガニの生息環境を検討していきましょうと。

そういうことも含めてでございます。 

 それから、シミュレーションの精度の向上を継続して図っていくということについては



 50 

同じような対応でございます。 

 次に、ニライカナイゴウナという貝類に入っていきたいと思います。 

 貝類３種類ほどございました。ニライカナイゴウナ、オボロヅキ、スイショウガイでご

ざいます。そのうち、まずオボロヅキのほうからいきたいと思いますが、これは貝殻が発

見されたというご報告がございまして、その貝殻に基づいて泡瀬干潟の中を調査したわけ

でございますが、精いっぱい杯調査をやったわけですけれども、事業者として確認するこ

とができませんでした。どういう貝だったのかというのはちょっとよく分からなかったわ

けですけれども、当面、私どもとして確認することができなかったので、とりあえずは特

段の対応をすることが具体的にできないわけでございます。 

 さらに、今後、調査する中で確認された場合には対応策をまた考えていきたいというふ

うに考えております。 

 それから、スイショウガイという巻貝の貝でございますが、これも今後さらに調査をや

っていきますが、希少性の評価の中で、普通種という扱いになってございますので、特段

の対応を行う予定はないという扱いにさせていただいてございます。 

 最後に、ニライカナイゴウナという貝でございますが、これはまさしく新しく確認され

た貝で、非常に学術的に意味がある貝だというご専門の先生のご意見をいただきました。

これの対応についてでございますが、同じように生育環境に対する工事中の水質汚濁の監

視…、すみません、その前に分布域を少し見ていただきたいと思います。４章の追加調査

結果報告の中の２－８になります。 

 図の２－１、ニライカナイゴウナ（新称）広域確認調査結果というところのＡ４の横表

を見ていただきたいと思いますが、これはソメワケグリガイという二枚貝に寄生するニラ

イカナイゴウナという新しい貝だという報告をさせていただいております。ソメワケグリ

ガイというのが赤くおむすび型のちょっと大き目の表示になってございます。それにニラ

イカナイゴウナ（新称）という赤い小さい点が横に振ってあるものが、ニライカナイゴウ

ナが観測、確認された地点ということになってございます。 

 埋立区域の周辺部で確認されているというところ、将来の港湾になる部分でも一部確認

されてございます。 

 それと沖合いの津堅島、こちらでニライカナイゴウナを確認することができたと、そん

な調査報告でございます。 

 この結果でございますが、同じように生育環境に対する工事中の水質汚濁監視というこ
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とで、濁りを出さないというのが一番最も有効なことだろうということで、濁りを出さな

いように監視をしていきますと。それとさらに主要な生息域における生息調査、実際いる

かどうかの確認をやっていきますというようなことを対応策に考えてございます。 

 それから、同じように１番、２番の監視の中で異常が出てきた場合には、いったん止め

て改善策を考えます。 

 それから先ほど、ウミヒルモ類と同じように分布域の保全計画をつくるということで、

これは津堅島沖合いの分布域をきちんと保全していきますということを指しますが、そう

いうことをやっていきたいというふうな保全策の提案になってございます。 

 それと右側にもう１点ウミヒルモ類と、基本的には同じなんですが、１点だけ追加させ

ていただきました。 

 工事の実施にあたっては、汚濁防止対策を徹底するとともに、工事区域内に生息する個

体にとついては、可能な限り生息し、生息可能な区域に移動することとするということで、

将来の工事区域の中に生息されているものについては、できる限り生息可能な区域に移動

するというようなことを今、事業者としてはやろうと考えてございます。 

 一番最後、ジュゴンでございますが、埋立区域に糞があるということの写真をもってそ

の報告がございました。その結果、私どもその報告を受けてかなり詳細な調査をやったつ

もりでございますが、そういう中で糞の確認、それから食み跡の確認というものができな

かったということで、現在のところ特段の対応を行うという用意はありません。 

 ただ、今後、実施していく中で、環境省の調査結果等も参考にしながら確認された場合

は、それを取り込んでいきたいというふうに考えているところでございます。以上でござ

います。 

○事務局（川上）  続きまして、資料－２は省略させていただきまして、参考資料の３

でございます。 

 今ありました報告書は県のほうに出しました結果、いただいたご意見、県知事からのご

意見でございます。ご意見は二つありまして、一つはこの新種に関することということで、

１ページ目に書いてあることでございます。読ませていただきます。 

 件名につきましては、このようについてということでございますが、記ということで希

少種、重要種に相当する種で『中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業に係る環境影響評

価』に記載されている動植物以外の種に対する対応策については、事業の実施にあたって、

上記報告書の内容にしたがって、十分かつ慎重に実施すること。 
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 また、それらの種に対する今後の環境調査の結果を、それらに種に対する対応策の内容

に反映させること。 

 というのをいただいております 

 それからもう一つは、年度ごとに環境監視を行って、その年度報告書を提出しておりま

すので、それについても併せて意見が出ております。 

 これは３ページでございますけれども、環境影響に対して事業の実施に伴う環境影響に

対して実施している環境保全措置については、今後とも十分かつ慎重に実施することとい

うようなご意見をいただいているところでございます。 

○事務局（溝口）  参考資料－４でございますが、希少種及び重要種と思われる海草類

等の監視計画（案）でございます。 

 これは、先ほど報告ありました海草につきましては、最初のページから記載してござい

ますが、主要分布等になっています埋立地の沖合い側の部分を保全をするという位置づけ

で今後の海上工事における監視をどういうふうにしていくかということでまとめたもので

す。具体的には３ページにありますような形で、ウミヒルモの群生地を確認したうえで５

ｍ間隔で 10 ポイントを平行の２本線を設けまして、そこで１ｍ×１ｍのコードラート内で

その出現種と被度について観察していく。さらにはその写真撮影をしていくということで

ございます。さらに生育の環境調査といたしまして、底質の粒度分析や水温、塩分などの

鉛直測定、さらには水質の環境監視測点におきまして、SS や濁度、COD、栄養塩類等の調

査を行っていくという形にしております。 

 調査は年２回を基準に考えておりますが、当面、この１年間につきましては月１回の割

合で進めていくというふうにしております。 

 評価の仕方でございますが、５ページにありますようなこれまでの初期値に対してどの

ようになっているかということで比較をしていきたいというふうに考えてございます。 

 それから７ページからは、甲殻類でありますオキナワヤワラガニ、それと貝類のニライ

カナイゴウナについての監視でございます。これにつきましても、基本的には先ほどの海

草類と同様に生息の状況調査、さらには水質の調査、環境調査というような形で行ってい

きたいと思います。時期につきましても、年２回を基本として考えておりますが、当面１

年間につきましては、年変動等についての把握をするために月１回のペースで行いたいと

いうふうに考えております。 

 参考資料－４については以上です。 
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○事務局（傍士）  県の土木建築部でございますが、参考資料－５、カラー刷りの裏表

の１枚ペラの資料でございます。これについてご説明を申し上げます。 

 ヒルモ類、リュウキュウズタ、そしてニライカナイゴウナ、いずれも貴重種、重要種と

いうことでございますが、これらについては、事業区域の外に主たる生息域があるという

ことで、それらをいかに保全していくかということでこの中城湾港環境計画というものを

立てていこうということにしたわけでございます。 

 私ども県の土木建築部というのは、沖縄総合事務局とともに、この事業に取り組んでお

ります事業者でありますが、同時に、この中城湾港という港湾区域を管理しておる立場で

もございますので、この計画につきましては、港湾管理者の立場から策定していこうと、

こんな性格にしてございます。 

 タイトルといたしまして、中城湾港港湾環境計画と書いてございますが、よりその計画

の中身を明確に示すためにちょっと小さい字で恐縮ですけれども、泡瀬周辺海域において

新たに発見された貴重種、重要種に相当する種の保全のための環境計画、これをつくって

いこうということでございます。 

 その計画の基本的なところは４点ほど記述してございます。 

 まず１点目につきましては、先ほど触れましたけれども、新種の海藻草類等の保全策の

一環として、私ども港湾管理者は策定するものであるということですね。 

 それから２点目としまして、この計画を策定するにあたって専門家、関係行政機関等が

参画する委員会を設置して検討していこうということでございまして、このページの中段

にブルーの濃い色で中城湾港環境計画検討委員会、これは仮称でございますけれども、こ

ういった委員会を今後つくって検討していこうということを考えているわけでございます。 

 ちなみに、この表の左側、ピンクで書いております部分につきましては、もうすでに事

業者が設置しております本委員会も含めた事業者の委員会という位置づけでございまして、

事業者の委員会とは基本的には別個の形で、この委員会を新規に立ち上げていこうという

ことでございます。 

 それから３番目でございますけれども、この環境計画の中で対象としていく区域、これ

につきましては中城湾港の港湾区域、このうちで新種等の生物の主要な生息域、そしてそ

の生息に関連を有する区域ということで考えてございまして、これにつきましては裏側の

ページに大まかな図面を書いてございます。下のほうの図面でございます。ちょっとのち

ほどもう少し詳しく触れたいと思います。 
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 それから４点目としましては、この委員会の事務局としまして、私ども土木建築部がや

るんだというふうに申し上げましたけれども、文化環境部でございますけれども、これと

連携しながら、この計画をつくっていこうじゃないかということが書いてございます。 

 この委員会の構成につきまして、若干触れておきます。この緑の中身でございますけれ

ども、何を検討するんだということでございますけれども、貴重種等の主要生息域、これ

におきます保全措置をどうすればいいかということですね。具体的に、どんなことが今の

時点であり得るのかなというのを下の箱の中に例示をしてございますけれども、一つには

海面の開発の抑制措置を講じていく必要があるのではないかということであります。新種

の藻等については、人工島の南側、熱田の海域と呼ばれておりますけれども、このあたり

に相当の群生をしているということで、ここの開発規制、どんな形でこれを規制できるか

というのは、今後の検討課題でありますけれども、ここが潰れてしまわないような措置を

講じていくということが重要なんだろうというふうに考えております。 

 また、もう一つとしましては、陸域から汚濁が流れ込んで、この熱田の海域の草類を潰

してしまう、あるいは津堅島のニライカナイゴウナの生息に影響を及ぼすことがないよう

な、そういった措置を考えていく必要があるだろうということでございます。 

 こういった保全措置を検討していくための環境現況の把握等についても、今後努めてい

きたいということでございまして、この委員会については、平成 16 年度、来年度から設置

をしてまいりたいなというふうに考えてございます。 

 それから、この資料の中で、実は今申し上げた話とは全然別個の話ではあるんですけれ

ども、この委員会に諮らなければいけない話が入っておりますので、これも併せてご説明

申し上げますと、このピンクの部分で、保全・創造検討委員会のもとに、今すでに三つの

専門部会があるわけでございますけれども、これに加えまして周辺の沿岸域の専門部会、

これは現時点では仮称でございますけれども、比屋根湿地をはじめとします対岸の海岸線、

あるいは海岸域をどんなふうに今後保全していくかということについて、新年度から新た

な部会を設けて検討をしていく時期にきているのではないかということで、ここでご提案

を申し上げている次第でございます。 

 ざっと裏側のページにまいりまして、新たな部会で検討すべきであろう事項をいくつか

例示してございます。上の絵の中で、これまた緑書きで吹き出しになっているような事項

でございますけれども、例えば、現海岸線では消波ブロックがずーっと並べられているわ

けですけれども、これを撤去するなりして、原風景を再現していく必要があるのではない
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かという話。それから下水が大変に入り込んでおりますので、その下水の流入負荷をいか

に軽減していくかというような話。 

 それから比屋根湿地、カニの生息にも大いなる影響を持ち得ると言うことでもございま

すので、比屋根湿地の保全整備についてどう取り組んでいくかという話。そして、比屋根

湿地に飛来する野鳥、あるいは人工島の中に今後整備していこうと考えております野鳥園

のあり方、こういったもの、この緑の部分について、今後、本委員会のもとに新年度から

つくる専門部会の中で検討することとしてはいかがかなという提案でございます。 

 話があちこちいって申しわけないんですが、下半分の絵がまさに今回の保全策として貴

重種、重要種を守るべきエリアということでございまして、ピンクでぼーっと示したとこ

ろが、現時点で新種等が確認をされている水域となろうかと思います。 

 ただ、ここだけということではありませんで、これを包含します中城湾港の港湾区域、

台形の部分ですね。上のほうは金武湾の港湾区域ということになりますので、下のほうの

大きな台形の部分、これ全域にわたって計画を新種の保全のために今後つくっていこうと、

こういう計画でございます。以上でございます。 

○事務局（川上）  駆け足ですけれども、最後に資料－６でございますけれども、資料

－６は、事業者として現在、実施を検討している工事についての説明でございます。 

 なぜこの工事の実施を検討しているかと申し上げますと、理由が大きく分けて四つござ

います。 

 一つは、モニタリングをしてフィードバックしていくというような、その順応的管理と

いいますか、そういったゆっくりやるというような方法の実践と、そのやり方の向上に役

立つであろうというふうに考えていること。 

 それから、将来的には埋め立てによる物理環境の変化をシミュレーションで予測してい

るわけですけれども、その精度向上に役立つような監視台として使えるというふうに考え

ていること。 

 それから３点目は、トカゲハゼの産卵地に影響を与えないような期間に工事が可能であ

ろうというふうに考えていること。 

 それから環境への影響が非常に小さいというふうに考えているということでございます。 

 具体的な内容でございますが、施工期間は約１、２カ月でございます。場所は昨年構築

された橋梁の延長部分で約 100ｍほどでございます。内容は杭を地面に打ち込んで、その

上に板をのせていくといったものでございまして、杭の打設は振動式のもので、ほとんど
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濁りとか発生しないものですし、騒音もかなり小さいものというふうに考えております。 

 作業機械等から油脂等が流れ落ちる可能性があるので、巡視点検に努めて、そういうこ

とがないようにやっていきたいというふうに考えておりますし、モニタリングとフィード

バックということにつきましては、ここに計画をつくっておりますが、５ページですけれ

ども、泡瀬全体すべての事業に関しての基本的な考え方として、モニタリングとフィード

バックの考え方です。モニタリングをものによっては毎日、ものによっては四半期に一つ

というような形でしょうけれども、現地観測をして、その異常の有無、これは事業者のほ

うで判断します。この結果は当然ホームページ等にも公表していきますが、そこで評価し

て施工上の簡単な問題、例えば汚濁防止膜が破れているとか、そういうような簡単に分か

るようなことであれば、その場ですぐ対処をします。 

 ただ、理由が分からないような状況の場合は、環境監視委員会のほうですが、これを臨

時に開く、あるいは１年間に１回の定期定例委員会を開く。その場で理由、原因究明、そ

れから対応策の検討ということをしていこうと思っております。 

 その対応策の検討の中で、技術的な検討が必要なもの、例えば、断面を変更する必要が

あるとか、そういうようなことがあれば、それは環境保全創造委員会のほうに検討を委ね

たいと。とりあえずは、そういった技術的な課題なしに対応策がつくれるような場合はそ

のままそこで対応策を考えるというようなやり方を原則として考えております。 

 今回の仮設橋梁につきましては、６ページ目に具体的な細かいデータをどういうふうに

とるかということをまとめております。常時としては先ほどの油脂等、目視で施工管理を

していくというようなこと。 

 それから、一番直近には、オキナワヤワラガニがいるわけですけれども、オキナワヤワ

ラガニへの最も生息に与える要因としては、濁水、水が汚れること、それからもう一つは

陸からの影響であろうと、これがオキナワヤワラガニの専門家からのご意見でございまし

たので、陸からの水についてと、それから濁水について監視をしていこうということでご

ざいまして、それが７ページ目にあるのが、工事によって汚濁が発生しないかどうかを測

っていくためのモニタリングポイントでございます。これは基本的に毎日測っていくとい

うようなことで考えておりますし、陸からの水につきましては、ちょっと資料がばらばら

になって申しわけないんですが、先ほど参考資料の４の一番最後のページで 12 ページで、

比屋根湿地から出てくる水について監視するというふうに考えているところでございます。 

 そのほか、当然ながら、アセスのほうで監視する要素にされたような大気質ですとか、
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騒音ですとか、水質ですとか、サンゴですとか、そういったことについても当然ながら調

査して問題があれば、フィードバックさせていくというようなことをしたいと思っており

ます。 

 今回の工事は、仮設橋梁の工事ということで、杭の打ち込みによって、濁水が出るとい

うようなことはまず考えられないというふうに我々は自信をもっておりますけれども、万

が一のためにオキナワヤワラガニに影響を与える可能性がある濁度について測っていこう

ということでございます。 

 埋立工事を今後やるという方向に向けて、こういった小規模な工事で、こういったモニ

タリングとフィードバックといったことをやって、本格的なときのためにそのやり方を今

のうちにもっと精度を向上していくというようなことが、今後、将来やるときにはいいこ

とだろうというふうにも考えているところで、県知事意見の慎重に実施といったものにも

対応したものではないかというふうに考えているところでございますが、委員のご意見を

いただければと思っております。 

○事務局（溝口）  それでは、参考資料－７ということで、先日の１月８日に開催され

ました環境監視委員会での議事概要を抜粋事項でございますが、まとめてございます。 

 ８ポイントほどご指摘、議論された内容を書いてございます。 

 順番で見ていきたいところなんですけど、ちょっと時間的なものもありますので、一つ

大きな形で言われましたのは、浅場の調査結果から小型海草の取り扱いについて考える必

要があるということで、２点目のところに記載してございますが、そのようなご意見があ

りました。 

 それから、シミュレーション等の話もございました。当然シミュレーションモデルにつ

きましては、再現を行って検証していくことになるんですが、その物理的な変化、生物の

生息にどう影響していくのかということについては、シミュレーション的な精度の問題等

もありますので、今後検討進めていくことで考えています。 

 あと、スイショウガイの取り扱いについて一つご指摘をいただきましたが、この件につ

きましては、県の環境部局との調整において、そのようなご指摘を受けていないというよ

うな事務局の回答を行ってきています。 

 それから、監視計画につきましては、監視ポイント、監視項目について追加する必要が

あるというご意見をいただきました。これについても今後検討していきたいと考えており

ます。 
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 それから、地元の方、自治会の代表の方からでございますが、周辺の沿岸域、専門部会

の立ち上げについては、歓迎されるということで、今後、背後域、特に生活排水や海岸線

の整備というところについての検討をしてほしいというようなご意見をいただいておりま

す。 

 それからもう一つ、工事をやたら遅らせるべきではないというようなご意見もいただい

ております。 

 それから最後に、合同委員会を開催し、新種の保全策を検討すべきというご意見もいた

だいておりますので、この件、本委員会のご意見もお聞かせ願えればというふうに考えて

おります。以上でございます。 

○事務局（傍士）  時間ない中で、１点だけ補足をさせていただきたいと思います。 

 環境監視委員会の中で、県知事意見について、ややもすれば、初めに結論ありきではな

かったのかというような、そういった議論も出たように聞いておりますが、それについて

私、県の環境部局とも相当な調整をした立場から補足をさせていただきますと、回数的に

いっても十数回の議論をいたしまして、そんな中で追加の調査なり、あるいは期日の大幅

な変更、さらには先ほどご説明しました環境保全計画というもの自体、その議論の中から

出てきたアイディアということでもございます。 

 かくのごとく大変真摯な議論を尽くした結果として県知事意見が出たものだということ

を一つご説明申し上げたいと思います。 

 その県知事意見を非常にかいつまんで申しますと、主たる生息域について十分な保全措

置を講じることによって埋め立てそのもの、浅場の人工島の部分の埋め立てそのものは、

これは許容されるものであるということ。 

 それから、環境保全計画については、先ほど申し上げましたように、今後、時間をかけ

て検討していくべきものでありますので、それのアウトプットを必ずしも待たなくてはい

けないということではなくて、それと平行して事業は進めるものだということが、我々事

業者サイドからのポイントかというふうに思っております。付加させていただきます。 

○眞榮城委員長  以上ですか。 

 予定された時間がもう過ぎてしまっておりますけれども、若干時間を延長しまして、そ

の他といいながらかなり膨大な説明をいただいたわけでありますけれども、特に、この検

討委員会と関連するのでは、周辺沿岸専門部会を設けるとかということ等もございますし、

このあたりについても直接的には関係が深いということだろうかと思います。ご確認、ご
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意見お願いします。 

 はい、赤嶺委員、よろしくお願いいたします。 

○赤嶺委員  私は、阿波根湿地で子どもたちとずっと野鳥の観察をしているんですけれ

ども、10 年前に比べるとかなり条件が悪くなったということで、今度、県と市と検討され

ている出島方式の中に野鳥園ができるということはどういうことになるんだろうと、すご

く関心をもっています。 

 そういう意味では、今の比屋根湿地がなぜこういうふうになっているのか、そこでも野

鳥観察はできなくなっているというのは、原因を突き止めると。先ほど、背後地からの泥

の流入とかあったんですが、私は必ずそれだけでもないし、今のマングローブの繁茂の仕

方があまりにも急で、もう餌場がなくなっているから野鳥は来ないんだという形になって

いると思います。このままの状態ですると、やっぱり湾内全体が悪くなっているというこ

とを考えますと、やっぱり湾をきれいにするためにも、今の比屋根湿地をきれいにすると

いうことが大事なことだと思います。 

 私は、比屋根湿地を中心にずっと見ていたんですが、実際、今回、開催に先駆けて、何

日も前からこの資料をいただきまして、入江先生がおっしゃったように膨大な資料をいた

だきまして、かなりまとまっているし、これをずっと読んでいきますと、まだ私は潜った

ことはないんだけども、湾内がいかに豊かだなということが分かりました。 

 そういう意味では、今後、湾の振興、工事にどういうふうな結果が出ていくのかとすご

く関心をもっています。 

 それから、参考資料－１のジュゴンのところですが、関心をもっているところは、調査

したときにダイバー２人の方が、以前に海草が食べられた跡を確認していると。さらっと

書いてあるんですけれども、私はその方の意見もあと１枚ぐらいつけてほしい。いつ頃だ

ったのか、それからその方がもし食べられた跡の写真を持っているんだったら、それも見

たいなと。私、個人的にもその方と会って話をしたいなと思っております。そういう意味

では比屋根湿地、それから湾内の開発について、今後、県のほうが新たな委員会もつくる

ようですので、私はすごく関心をもっています。期待をしております。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 はい、仲座委員。 

○仲座委員  一つだけ話したいことがあります。 

 ここに新種の発見が次々と説明されました。ニライカナイゴウナ、それからウミヒルモ、
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これはもう新種の大発見ですね。生物学的には、もうこんな発見がこれほど出てきたのは、

これ歴史的なことだと思います。残念ながら今の説明にこの歴史的な発見をされた方々の

貢献が出てこない。これはやっぱり残念なことですね。これを発見してくれた、そしても

うちょっと潜ったら、このほどまでにも海草があるということを私たちに教えてくれた、

それからニライカナイゴウナとかの発見をもたらした、この方々にぜひ私はここで拍手で

表したいと思いますけれども、皆さん、どうですか。この発見者に…。 

 事業者からは何ら拍手はなかったですけれども、これはやっぱり寂しいですよね。 

 それと県にお願いしたいのは、その発見者がいるわけですから、その委員の方々に発見

者の方々をぜひ入れてください。以上です。いく種類もありましたので、その方々をぜひ

入れてやっていかれてください。お願いいたします。 

○眞榮城委員長  喜久山さん。 

○喜久山委員  青年会議所の喜久山です。 

 専門分野ということではなかったので、ずっと聞き役にまわってどのような意見で発言

していこうかと考えていたんですけれども、先ほど入室する際に、泡瀬干潟を守る連絡会

の方々から資料をいただいて、会議前に若干、目を通させていただいたんですけれども、

私たち会員が泡瀬干潟の周辺、中部で生計を立てている会員が多いということでここの委

員に選ばれてはいると思うんですけれども、やはり中部の活性化につながるという意味に

おいては、いかんせん干潟を埋め立てざるを得ない部分というのも了解はしていたんです

けれども、それで自分たちが大切にしている自然がどれだけ失われていくのかなという部

分で、だいぶ心を痛めたというよりも、自分の中では結果を求められなかったことで今日

いろんなことを聞かせていただいた中で、仲座先生は先ほど藻場の移殖に関して、10％と

おっしゃっていまして、10％から 50％の移殖可能であれば、野呂先生がおっしゃっていた

ようなだいぶ厳しい中でも、それはぜひ事業者間においては移殖に関してもぜひ平行で臨

んでほしいと。もちろん埋め立てする中で海流が変化して、藻場が移動するという部分の

資料の中で、新しい藻場ができるようなそういった環境づくりが整備でき得るならば、き

っと新しい新種がまた見つかってくるのかな。今現在ないような新種が、新しい藻場が形

成されるような環境監視をお願いしたいなという部分があります。 

 できる限り汚濁防止、そして既存の下水道の流入の減少、そういった部分が行われてい

くならば今現在、赤嶺委員がおっしゃったような、悪くなっていく部分を少しでも食い止

めてどうにか、工事したから失った部分が大きいのではなく、工事して失った部分以上に
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何かしら新しいものができるならば、というような考えをもたせていただいています。 

 先ほど、堤防の件で、仲座先生は堤防をつくったから減ったような部分があったという

ことだったので、私が資料をずっと眺めていく中で、堤防ができて海流が変わって新しい

藻場が生息して広がっていった部分もあるのではないかなと思います。そのへんもちろん

海流の資料も見たんですけれども、その中でできる限りどういったふうな新しい生態系が

生まれてくるのか。 

 全体的に考えて中城湾港見ていく中で、泡瀬地区、パーセンテージにするとまだ低い。

そこで失われた部分を中城湾港全体の中で捉えて、先ほど周辺沿岸域専門部会ですか、そ

ういったもののほうから中城湾港すべてで環境監視を行っていただいて、泡瀬地区で多少

なりとも失われていくものを、どうにかカバーできる新しい生息域とかを模索できないの

かなということを考えておりました。そのへんは事業者に対して強く要望して、工事の早

期再開等を要望したいなと思います。 

○眞榮城委員長  この会場は５時までしか使えないということですので、特にポイント

としてあるのは、周辺沿岸域の専門部会を、環境保全創造検討委員会の中に加えるという

提案がございます。 

 それからもう一つは、今後の工事の予定についてという説明等ございました。いくつか

あると思いますけれども、できるだけポイントを絞って、ご意見をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 清野さん、はい。 

○清野委員  きょう議論して分かったのは、多分、希少生物のことがずっと議論になっ

てきたわりに、生態系保全とか、食物連鎖だとか、保全生態学に関する基本的な整理とい

うのが、多分、環境部局とか、河川とかではもうとっくの昔にされているような議論がな

くて、ずっと種と対応という表が出てくるということで、そこは今後、本当にねじを巻い

てあるスタンダードに達するように考え方を勉強していただきたいんですよ。 

 だから、私が何を言っているのか、この間から分からないということなんだけれども、

そうじゃなくて、もう希少種というのをいちいち対応するのは、今後、続々出てくる可能

性もあるから限界なんです。だから群集とか生態学とか、そういう点でもうちょっと資料

を整理しなおすということをお願いしたいと思います。 

 それから、委員会としてこういう形でずっとやりとりしていくと、多分、なかなかレベ

ルがデータはあるけど解析のレベルが上がらないので、そういったタスクホースみたいな
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形で集中して、データのまとめ方だとか、並べ方をやり直すというプロジェクトを短期間

やっていただきたいというのがあります。 

 それと、最後になりますが、それがどういうふうにレベルアップしていただくのかとい

うのが分からないと、私としてはモニタリングというのが本当にできるのかとか、順応的

管理も可能なのかというのが不安なんですね。ですから、そういったところのご指摘をさ

せていただきたいと思います。 

 きょう午前中に泡瀬期成会の方に昔の海の話を伺いました。そしたら昔の生態系につい

てのすごくいろんな重要な情報を教えていただいたんですね。ですから、今後の検討の中

に、きょうは私たちの科学論のことでずっと言いましたけれども、実際、再生とか、どう

いうレベルに維持していくというのは、多分、地元の方の知恵の中にものすごくいろんな

ことがあると思いますので、ぜひ時間スパンの長い話とか、もうちょっと代表的な種類が

何かということは、地元の方のヒアリングを基に、もうちょっと計画も、地元を含めた沿

岸の対応とか、保全の計画というようなスコープをつくっていただけたらと思います。以

上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 小濱さん。 

○小濱委員  きょう議論を聞きまして、今、清野先生がおっしゃいましたけど、専門部

会で話し合うべき事項がかなりこの部会に持ち込まれているような気がしました。 

 海藻草類の移殖に関して、あるいはモニタリング等については専門部会が設けられてい

るわけですから、その手法ですとか、あるいは結果については、専門部会で話せばいいの

であって、ここではいかに環境を保全していくかということと同時に、創造していくかと

いうことのほうに力点を置くべきだと僕は思っています。今までの議論というのは、100

ある自然を 90 になってしまうのをどう食い止めるかという議論ばかりしていますけれど

も、実はそうではなくて、100 ある自然を 110 とか、120 にしていくためには何が必要かい

う議論をすべきだと僕は考えています。 

 それから地元の人たちとの意見を反映させるということにつきましては、沖縄市が設置

していますみなと街づくり懇談会のほうで話し合われておりますし、また、先ほど申し上

げましたように、アンケートのほうも開示されると思いますので、そういったルートを通

して市民の皆さんの意見を反映していけばいいのだと考えているところです。 

 私たちの環境をどうやって使って学習させていくかという部会を預かっているわけです
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が、この保全創造検討委員会につきましても、もう少し話全体がポジティブに、いかに工

事を早く進めて、いかに市民の皆さんが利活用できるのかということと、そのとき自然が

減るという心配をするよりは、自然を増やそうという議論をしていくべきだということを

申し上げておきます。 

○眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。 

 仲座委員。 

○仲座委員  もう事務局から出された資料に関してじゃありませんが、きょう私いただ

いたワーキンググループの内間委員からいただいた資料があります。その中でちょっと心

配なところがありまして、ちょっとこれはあとで結構ですので、きちっと説明されるよう

にしてください。その内容はそのデータが不一致であるというのがあって、ちょっと過激

な言葉ではあるけれども、何か騙しがあるんではないかというのもありますので、ここら

へんが私、委員としてきちっとここは見極めたいと思いますので、これは説明よろしくお

願いいたします。 

○眞榮城委員長  よろしくお願いします。 

○中根委員  環境学習利用ということで、私は委員になっているわけですけれども、や

はりこれだけ細かい委員会をつくって、これだけのいろんな話し合いをしながらやってい

るけど、おそらく目的は一つだろうと思っております。 

 ただ、そのときに、その目的が達成されるときに、泡瀬がだめになるのか、だめになら

ないのかという重要なポイントを境にしていろんな委員会を今開いているわけですから。

ただ、工事が再開する云々以前に、私たち環境学習としては、この委員会がどんどん深め

ていって、できるだけいい状況で工事が再開されるということがあるのであれば、その結

果として出来上がった人工島で環境学習ができるということは、そこが先ほど清野先生か

らも言われましたけれども、生態系を含めて保全が相成ったという結果を求めて環境学習

が重要になってくると思うんですけれども、これが結果的にもしだめになったということ

になると、例を出すと非常に申しわけないんですけれども、水俣のような形になって負の

環境学習からスタートするのか。 

 それとも保全がきいて、ここはまさに人間が一生懸命やって検討を重ねた結果、成功し

た例だということで環境学習が進む場所になるのか、この１点でそこに期待をして私は委

員をしておりますので、その１点をもって、この委員会を本当に深めていければと思って

おります。 
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○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 もう時間が押してまいりましたので、そろそろとりまとめたいと思いますけれども、提

案のありました周辺沿岸域専門部会については、これは了承という形でよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

 では、そういうことで 16 年度新設を検討することについては、この委員会としては了承

をしたいというふうに思います。 

 あとは１、２分程度で、ご意見ございましたらよろしくお願いします。 

 野呂委員、どうぞ、お願いいたします。 

○野呂委員  後半の部分の一番大切なところが見つかった希少種をどうやって保全し

ていくのか、どういう調査をするのかというところで、そういうふうな話になったのは、

私は非常に大切なことだと思うんですけれども、具体的なこと、今ここで見せてもらった

調査案というのは、たたき台ではないかと思いたいんだけども、かなり海草屋から見ると、

いやこうしたほうがいい、これでは多分分からないだろうという細かな点がいっぱいあり

ます。ただ、この場はそういう場ではありませんので、私、いちいち申し上げませんけれ

ども、この案をもう１回きちんと練り直す必要がある。この案のまま、つまり広い海域を

１年に２回調べてという調査では、ここの希少種をどうやって保全するかという結論が出

ないと思います。 

 例えば、非常に細かいところを、丹念に調べる方法とか、いわゆる我々海草屋が普通に

やる方法をとったほうがいいと思うんです。 

 こうやって案が出てしまうと、案が一人歩きしてしまって、あのときああやって会議が

終わったから、会議で決まったからということで、一人歩きされるのが一番恐ろしいわけ

で、もしも可能だったら海草部会でもって、この案をもうちょっときちんと見る場を設け

させてほしいなという気が、個人的にはいたします。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 はい、１点、じゃお願いいたします。 

○清野委員  私も文句を言うだけではなくて、今、野呂先生がおっしゃったみたいにど

ういうふうにするという、そういうタスクホースみたいなのを公開で開いてほしいんです

よ。だから、部会なのか、それともワーキングなのか、新しい組織、難しかったらせっか

くこれだけのデータを生かしたらきっと泡瀬の人たちとか、港湾事業者とか、管理者の人
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が、今はすごくつらいんですけれども、これを越えてくれたら絶対いい仕事ができるよう

にレベルアップをするように、この委員の人たちも手伝えると思うので、ぜひこの機会を

逃さずにということでお願いしたいと思います。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、予定の時間をだいぶ越えてしまいました。委員の方にはまたいろいろご都合

もあるかと思います。 

 それでは、第２回の環境保全創造検討委員会、いろんな膨大な資料もあります。また、

それから様々な課題も残っておりますけれども、そういうことをそれぞれの専門部会でま

た再度ご検討いただきながら委員会としての務めを果たすということではないかと思いま

す。 

 本日は、大変熱心で活発なご議論、ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして環境保全創造検討委員会を閉じたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

○事務局（山本）  どうもありがとうございました。 

 いろいろと宿題であるとか、ご指摘いただいておりますので、また事務局のほうで検討

させていただき、また個別にちょっとご指導いただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、引き続き廊下を出ていただきまして左奥の会議室で記者会見を行いたいと思

いますので、該当の方はよろしくお願いしたいと思います。 

 概ね５分程度のうちに始めたいと思います。きょうはどうもありがとうございました。 

（午後４時 56 分 閉会） 

 


