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平成16年度第1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４月27日(火) 

場所  メルパルク沖縄１階歓会の間 

（午前９時29分 開会） 

（１）開会 

○事務局（山本）  おはようございます。 

 定刻となりましたので、平成16年度第１回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会

をこれより始めさせていただきます。 

 本日、早朝より、委員・関係者の皆様方、本委員会にお集まりいただきましてありがと

うございます。きょうこれから概ね12時半ぐらいまでをめどとしまして委員会のほうを進

めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 進行のほうはＷＡＶＥ山本が務めさせていただきます。 

 本日の出欠の状況でございますけれども、一応全員ご出席ということでございまして、

小濱先生は15分ほど遅れられます。清野先生がもう少し遅れられるということでございま

す。 

 それから、お手元の資料、少し多うございますが、確認させていただければと思います。 

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

から資料－２（1）人工海浜。資料－２（2）、厚めのものがございます。資料－３（1）環

境利用学習。資料－３（2）がございます。厚めのもの。資料－４（1）でございます。藻

場の関係でございます。資料－４（2）、資料－５、資料－６、参考資料－１と２がござい

ます。過不足ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、まず開発建設部長においでいただいておりますので、佐藤部長のほうからご

挨拶いただきたいと思います。 

○沖縄総合事務局 佐藤部長  おはようございます。 

 本日は、お忙しい中、委員の先生方、それから関係者の皆さん方、環境保全・創造検討

委員会にご参集いただきまして大変ありがとうございます。 

 私自身のことについて申し上げます。 

 私は、本年４月１日付けで総合事務局の開発建設部長を拝命いたしました。佐藤と申し

ます。よろしくお願い申し上げます。 
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 この３月までは、私自身は内閣府本府におりまして、そこでこの泡瀬地区の埋立事業に

ついて着実に推進するという立場で仕事をしていたものでございます。 

 今後は、ところを変えまして、こちら現場におきましてこの事業の推進に携わるという

ことになりました。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 この埋立事業につきましては、皆様ご案内のとおり沖縄県の中部圏の東海岸地域の振興

ということを目標にいたしまして、地元の沖縄市が沖縄県とともに「海に開かれた国際交

流拠点の形成」ということを目指しまして推進をいたしておるところというふうに私自身

理解をしましてこれまでもそのように考え、本府においても仕事をしてまいったつもりご

ざいます。皆様方のご理解もこのようなことでいただいているんだろうということでござ

います。そういう中で国と県が共同いたしまして、地元の強い要請に基づいて事業を実施

しているというような状況であるという認識をいたしております。 

 事業の実施にあたりましては、最大限環境に配慮をして進めていくということが私ども

事業者に求められているところであるという理解をいたしております。このため私ども国

及び県の事業者という立場におきましては、平成13年２月から環境監視検討委員会という

ものをつくりまして、それから昨年度からは少し体制を広げまして事業の実施段階を迎え

たということで環境監視委員会という委員会、それから本日この場でありますところの環

境保全・創造検討委員会という二つの委員会を設置いたしまして、専門的見地からのご指

導・ご助言をいただきながら検討を行ってきたというふうに理解をしております。 

 本日は、昨年度中に、特に後半に実施されました人工海浜、それから環境利用学習、そ

れから海藻草類の三つの専門部会の審議内容について報告がなされるということでありま

すとともに、また、さらに新たな部会の立ち上げについてもご審議をいただきたいという

ふうに思ってございます。 

 また、今年度からは、事業の進捗に歩調を揃えまして十分な態勢を整えて従前に増して

しっかりした体制で進めてまいりたいと考えております。 

 委員の各位におかれましては、引き続きよろしくご指導をいただければというふうに思

っております。よろしくお願いを申し上げます。 

○事務局（山本）  ありがとうございました。 

 佐藤部長は所用のため退席されます。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、議事の進行につきましては、眞榮城委員長よ

ろしくお願いいたします。 
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（２）議事 

○眞榮城委員長  それでは、議事次第に沿いまして議事の進行をしていきたいと思いま

す。 

 （2）の議事でございます。 

 きょうは①から⑥までございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、前回委員会における指摘事項とその対応ということで、ご報告のほうよろし

くお願いいたします。 

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。 

 前回１月13日に行いました委員会でのご指摘に対しての対応ということで、ご説明をさ

せていただきます。 

 まず１点目、浮泥堆積状況調査計画案についてということで、３点ほどご指摘をいただ

きました。 

 １点目、（1）につきましては、堆積厚を測る板の材質についてのお話と、それから設置

について海底面の凸凹にあわせた設置の方法について配慮すべきというご指摘をいただい

ております。 

 ２点目のほうが板状のところの浮泥の調査だけではなくて、そのほか、海草の葉の上の

浮泥状況についても分かるような調査ということで配慮してほしいという。 

 それから、３点目につきましては、調査を行うときの具体的な配置等について事前に委

員会のほうに図ってほしいというご指摘がありました。これらにつきましては、右側に対

応案を書いてありますが、基本的には浮泥調査におきましては、浮泥したものが落ちない

ような材質、研磨加工されてないようなコンクリート材で行いたいと考えております。 

 さらには、設置におきましては高さ等を配慮して行っていきたいということでございま

す。 

 それから、２点目についてのお話では、実際の板のところだけではなく、海草の葉上や

周辺域の岩盤・転石上の浮泥の状況というものを写真撮影なり、目視の監察等で記録をし

ていきたいと考えております。 

 それから、具体的な配置等につきましては、今年度の工事がまだどのような形で行われ

るかということが確定しておりませんので、この工事の状況、工事に伴います汚濁防止膜

の配置、展張状況に応じまして配置を決めていきますので、それらが確定次第、またご報
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告させていただきたいというふうに考えております。 

 続きまして２点目でございますが、人工海浜の関係で県内人工海浜事例について、成功

している事例、環境が悪化している事例がみられるということで、そのへんの事例収集を

してほしいというご指摘がありました。 

 今回の委員会資料、さらにはその前の人工海浜事例ということで一度整理をさせていた

だいたものをご報告させていただいておりますが、今後さらに県内の海浜事例で環境面の

影響等について少し資料を可能な範囲で収集整理いたしまして、この人工海浜計画におい

て参照していきたいというふうに考えております。 

 それから３点目、海藻草類の保全についてということで８点ほどご指摘をいただいてお

ります。 

 最初の１）から４）でございますが、これは今行っております海藻草類のモニタリング

調査、さらにはその解析評価におきまして、科学的根拠が統計的手法を用いれるような評

価を考えていただきたい。さらには統計的な解析が可能なように調査計画を考えていただ

きたいというご指摘。 

 ３点目は、逆に、あまり統計的な手法に頼りすぎると逆に判断を誤る場合もあるという

ご指摘。 

 それから４点目でございますが、さらに定量的な評価を視野に入れてデータ蓄積を現在

行ってきておりますが、さらにそのへんのデータの積み重ねとともに、現象によっては時

空間のスケールが異なる場合があるということで、それをもっと分かりやすいような形で

説明できるような資料というご指摘をいただいたものです。 

 これに対しまして、できるだけ客観的な手法に基づきまして評価をしていきたいという

ふうに考えているわけなんですが、より具体的に保全・創造検討委員会の中でも資料を提

示していきたいと思っておりますので、その段階ごとにご指示・ご指導をいただければと

いうふうに考えております。 

 ２枚目のほうになりますが、５）でございまして、移植の対象の評価を行っております

今の被度50％以上というものについて、これまで追跡調査の中で初期値といたしまして、

必ずしも50％ではない条件で整理をしてきております。もともとの初期値50％以上の被度

を設けているので、初期値としては50％以上ではないのかというようなご指摘をいただき

ました。これにつきましては、前回の委員会の中でも説明させていただいているわけなん

ですが、基本的には手植え移植につきましては、千鳥格子状に移植をしておりますので、
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必ずしも50％以上にはなっていないということでございます。 

 ただし、ご指摘のとおり被度につきましては、現在、移植時より低下した状況になって

おりますので、今後もモニタリングを通じてこの状況を注意深く見ていきたいというふう

に考えております。 

 さらに、６点目でございますが、これは防波堤の建設によって藻場が広がっているとい

うようなことをご報告させていただいたわけなんですが、見方によっては逆に藻場の拡大

を止めている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、本編の資料

－４の（2）の１－45ページにも航空写真を載せてありますが、これを見ていただきますと、

やはり防波堤建設後には藻場が広がってきているというふうに判断できるというふうに考

えております。 

 ７点目、８点目ですが、まず7点目ですが、これまでいろいろな調査を行ってきておりま

す。またさらに今後新たな調査を考えているわけですが、その中で新しいデータを取るよ

り解析方法の工夫によってさらにいろんなことが分かるのではないかというようなご指摘。 

さらに８点目としまして、解析方法の工夫例ということで、藻場内の動物の解析等の生態

的特徴を踏まえた藻場とのかかわりなどについて整理してはどうか、という方法論の改善

についてのご指摘がありました。 

 今回、藻場内での生態的な情報を取り入れたものを資料－４（2）のほうで示しておりま

すが、今後いろいろなデータ解析方法について、できるだけ分かりやすく整理し解析して

いきたいというふうに考えておりまして、具体的な方法については、この委員会の中でも

提示していきたいと思いますので、ぜひご指導いただきたいというふうに考えております。

資料－１につきましては、簡単でございますが、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」ということでご説明をいただきま

した。確認をお願いしたいと思います。特に発言いただいた、質問いただいた委員の方々

よろしくお願いします。 

 古川委員のほうが最初にありますけど…。 

○古川委員   国総研の古川です。 

 この資料－１のほうで書かれている指摘事項、また、対話について特段意見ございませ

ん。このとおりの発言をいたしました。 

○眞榮城委員長  分かりました。それでは、仲座委員、よろしくお願いします。 
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○仲座委員   まず確認の前に前回の委員会の中で、ぜひ誤解を解いておきたいことが二

つほどありますので、それを皆さんに聞いていただきたいと思います。 

 まず一つは、この泡瀬の問題というのが沖縄県の問題だけじゃなくて、日本全体、ある

いは世界的にも注目されているということを，私たちは十分認識しておかないといけない

ということです。 

 それからもう一つ、事務局の数人の方から、あなたは海岸工学の専門家なんだから、海

草のことでなく、海岸工学的な発言（人工ビーチのことに）に終始しなさいというような

サゼスチョンをいただいたことがあります。それは大きな誤解です。海草の移植、あるい

は海草の保全というものに関しては、海岸工学的な見地からのサゼスチョンがぜひとも必

要なんです。そのことが環境省のマニュアルにも示されています。ですから誤解のないよ

うにしていただきたいと、ぜひお願いいたします。 

 さて、事務局から今説明のあったことに関してなんですが、２ページ目の一番大事な問

題、６番目に航空写真による判断があって防波堤の建設が（海草の繁茂を）拡大している

と判断できるというふうになっています。私の意見をちょっと見ていただきたいんですけ

れども、そう見えるけども、そうでないという見方もできるというふうに，私の意見はな

っているんですね。それを「できる」というふうに，一方的に判断しようとすると、これ

は相当なデータを出してこないとそう簡単には納得できないんですね。ですから、もうち

ょっと柔らかい表現にしておいたほうがよろしいかと、私は工学的に見て判断します。 

 それから、被度に関しては、後に、海草の移植に関する説明があるでしょうから、その

中で詳しくやっていきたいと思います。 

○眞榮城委員長  分かりました。ありがとうございました。のちほどまた議題のほうで

いろいろ検討する機会があるかと思います。 

 それでは、ほかにございませんでしょうか。特に確認しておきたいという点ございまし

たらよろしくお願いいたします。 

 はい、田中委員。 

○田中委員   ２番の県内の人工海浜事例についてということで、前回、私がちょっと忘

れてしまったんですけれども、事例で環境面だけであって成功している事例とちょっと失

敗したんじゃないかなという、そういう事例が素人なりに私がいろいろずーっと回ってみ

ますとありますね。ところが、ここで考えたいことというのは、環境面で失敗していたと

しても、そこがものすごく利用する方たちが多い、県内の方も地元の方も利用する。ある
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いは観光で見えている方たちも利用する。環境面でうまくいってそこが全く利用されてい

ない。人がほとんど来ないような状態のところもあるという、そういう現実ですよね。で

すからそのへんのところと、それからあと調査、調査と私がこう言っていますけれども、

もう一つ忘れたことというのは、利用している人たちのそういうアンケート的なものとい

うのが今後できないのかな。あるいはそういうものが今現在あるのかなということを事務

局のほうにちょっとお聞きしたいですね。 

○事務局（溝口）  人工海浜だけではないんですが、今後、埋立予定地内に考えており

ます諸施設につきましては、利用する立場の方から、さらには我々が今後ご提案していく

計画の絵を見せて、それに対してどういうようなご意見をもっているかというような随時

アンケートなりヒアリングというもので、使う方に対してフィードバックするような形で

進めて行ければというふうに考えております。 

○田中委員   ぜひ、利用の部分の環境調査的なものも必要だと思いますし、利用する地

元の方の今現在終わっている工事の場所のところがたくさんありますよね。そういうとこ

ろで利用が非常に盛んなところ、それから利用がほとんどされていないようなところ、そ

ういう事例のアンケート的なそういうあれを、今後ぜひお願いしたいなと思いますね。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 いかがでしょう。ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 前回委員会における指摘事項とその対応については、概ね適切な対応の方針が示されて

おります。あと、課題がある点につきましては、のちの議題においてもご議論いただくと

いうことで進行してまいりたいと思います。 

 それでは、次の②第２回人工海浜専門部会報告ということで、この点につきまして入江

座長のほうからよろしくお願いいたします。 

 

②第２回人工海浜専門部会報告 

○入江委員   入江でございます。 

 それでは、最初に人工海浜専門部会、ここで議論されたことをご説明したいと思います。

一応、全体の議論の概要、これを最初に説明しまして、その中身詳細について追ってまた

追加説明があろうかというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 第１回まで人工海浜、自然的、あるいは社会的、あるいは環境的な条件、あるいは観光
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レクリエーションとしての条件、こういう観点から問題を整理し、そして基本方針、こう

いうものを検討してまいりました。基本方針の設定というのをまずやらせていただいたん

ですが、それに引き続きまして第２回の委員会を開かせていただいております。それはご

く最近、２月だったと思いますが開いております。 

 そこではそういうふうな基本方針に基づきまして、機能配置の検討ということをやって

おります。あの人工海浜のエリアが各々その特徴、目的に応じて、いろんな機能を有しな

ければいけない。だからまずその機能がどういうふうな機能であるべきか。そしてまたそ

の機能を果たすにはどういうふうな施設を導入すべきかということですね。そして具体的

に一つの案としてどのような配置になり得るのだろうか、そういうふうな議論をやってお

るわけでございます。 

 そういう中で、いろいろ質疑がございました。その概要を簡単に説明しますと、まず原

風景というのがよく出てまいります。これはよく調べて、よくヒアリングをやって、よく

まとめておきなさい。そういうことがあったわけでございます。 

 そこで、ヒアリング結果があったんですが、その中で景観とか動植物、環境、そういっ

た区分、カテゴリー、観点、それに基づいて得られた原風景の図面、写真がございます。

そういうものの説明、これを整理しておいてくださいというふうな依頼がございました。 

 それから、導入施設についてでございますが、これは部会が環境利用学習関係とか、同

時並行的に進んでいるわけでございます。環境利用学習部会での検討結果、そういうもの

と私どもがここでエリアを計画する、そういうものとの整合性、こういうものをしっかり

と見ていかなくてはいけないじゃないかということの確認、これが行われたということで

ございます。 

 それから、ビーチの背後のほうに汽水域ということを計画することも考えております。

汽水域と申しますのは、干潮で変化します。そうしますとそれによって水位が上がってく

る、そして水が満たされる。そしてまた雨水が雨のときはそこにも流れ込む。そういうふ

うな自然環境からみれば非常に大事な水域なんでございますけれども、そういうものを計

画している。しかし、これを実際、実行するにはまだまだ、水理学的にも難しい問題があ

る。十分検討しないといけないんじゃないかという話がございました。 

 しかし、その結論としてはこういうふうな自然環境というものをそこで再現し、保全し

ていく。そういうことを一つやろうじゃないかということの方針は確認されたということ

でございます。 
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 それから、砂浜につきましてはオカヤドカリ、これの生息することを目標にしているわ

けでございますけれども、そのためには砂、あるいは底質の質そのもの、環境としての場、

生育の場、保育の場、こういうものを創造するということを十分考えなければいけないと

いう重要性が指摘されております。 

 それから、マングローブにつきましては、比屋根、ここのあり方もございます。それで

マングローブの生育は水面の状況をその植生の存在によって条件が変わっていくわけです

から、そのことによる野鳥への影響、こういうことを十分配慮して計画すべきではないか、

そういうふうなご指摘もございました。 

 ３番目に水域利用、これから県内、あるいは地域の人たち、あるいは外からの人たちが

ここでレクリエーションを楽しむ場として整備されていくことになるかと思うんですが、

その場合に、今日的には水域利用というのは、大変多様化している。そういうものをどう

取り入れるか、あれもしたい、これもしたい。水上バイクとか、スキンダイビングとか、

そういう要請が実際あるわけでございます。しかし、非常に利用形態として、そういうも

のがすべて並列できるのか、あるいは制限が必要なのか。そのことについては十分な規制

方針、あるいは規制というのはなるべくなくして、自由に水域を利用することも必要では

ないかということから、それに即したエリアの水域計画、こういうことも含めて検討すべ

きじゃないかと。これも今後の大きな課題であるというふうな議論でございます。 

 それから、海浜の安定性、まさに人工海浜というのをつくるわけですから、この沖縄と

いう海域に対して、海浜が安定するためにはどうしたらいいのか、このへんは技術的には

最も難しい技術課題の一つでございます。その周辺海域というのは非常に単純ではなくて、

いろいろな地形をしております。そういうことを通ってやってきた波、その結果として砂

浜が落ち着くわけですね。だからそれをどうやって落ち着かせるのか、どういうふうに落

ち着くかを予測するのか、こういうことの課題がおるわけでございます。これは鋭意、逐

一ここへやってくる波の年間のいろんな特性の波、これを考慮しまして結果としてこうな

る、その試算も出ております。しかし、もっともっと慎重に落ち着くべき砂浜というもの

を予測して、それと今の基本計画、埋立計画の保全計画、こういうものとの調整、ギャッ

プ、こういうものについて十分考えるべきじゃないか。これは人工海浜部会の大変大きな

課題ということが言えるかというふうに思います。 

 また、人工海浜に砂をつくりますと、波がまいりますので、砂が沖側へ逃げていく。流

出していく。これは十分考えられるわけですね。そうするとそのことによって起こる沖合
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の植生に関する影響、これは非常に心配される。したがっていったん砂を置いたはいいが、

それが流出することがないようなそういう手だて、これを十分考慮すべきであると。そう

いうふうなご指摘もいただいております。 

 磯場の設計、汽水域の設計、こういう課題についても十分検討していこうじゃないかと、

そういうふうな議論もされております。 

 そしてまた環境利用学習部会によって、環境教育ですね。学校の生徒さんであるし、あ

るいは社会の人たち、そういういろんなプログラムを考えてございます。そうしますとそ

のプログラムと我々がこれから計画していく水域、あるいは植生、こういうものとの整合

性、そういうものは十分考えていかなければいけないだろうと。こういうふうな議論もな

されております。非常に自然豊かなエリアを片一方につくったと、そうすると常時人が入

らなくても時期を決めて入っていって学ぶ。こういう深い自然の学習というのもあるんじ

ゃなかろうかということがいろいろ考えられるかと思います。 

 ちょっと長くなりました。ということで議論の概要について説明させていただきました。

よろしくお願いいたします。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうから詳細説明よろしくお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、お手元の資料－２の（2）の資料について説明させてい

ただきます。 

 １枚目には１回目の専門部会での検討の概要をまとめたものでして、２枚目に２月26日

に開催しました人工海浜の専門部会での検討枠の赤枠でくくってあります、機能配置の検

討ということで行っております。 

 先ほど、入江委員のほうからご説明ありましたように、海浜の安定性については９のほ

うにあるわけですが、２回目の専門部会におきましては、この途中経過という形で報告を

させていただきました。 

 それでは、機能配置についての中身でございますが、開けていただきまして１－１ペー

ジからなります。 

 機能配置の検討につきましては、下の図の１－１にありますように前回まで確定してお

ります基本方針五つありますが、この基本方針に基づきまして、どういうものが今後導入

施設として必要になってくるのか、さらには土地利用等を踏まえてどういうものをつくっ

ていけばいいのかということを整理していっております。 
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 まず最初に、それぞれの基本方針に基づきますキーワードというものをピックアップい

たしまして、それに基づいての導入施設、導入機能というものを整理しております。 

 １－２ページ目のほうに、その基本方針と導入機能ということで整理をしたものを新た

に設けておりますが、主に利用に寄与する機能というものと、環境に寄与する機能、さら

には利用と両立する機能。それから、各導入機能に付帯する機能という大きく四つの区分

に分けられるという形で整理をしております。 

 それから、１－３ページからは、それぞれの機能に対してそれぞれどういうようなイメ

ージで配置していけばいいのかということを整理しております。ここでは先ほどの基本方

針からキーワードに基づいて創造できるシーンとここでは言っておりますが、それをイメ

ージし、それぞれのエリアというものを導き出しているということでございます。主に生

物生息、学び、安らぎ、賑わいというような四つのシーンがそれぞれ得られている。それ

ぞれのシーンに基づいて生物、学習、憩い、遊びというようなエリアをイメージしている

ということでございます。 

 そのイメージと計画地周辺での土地利用との区分を整理したものが１－４ページのほう

になります。 

 背後域におきましては、これは埋立予定地の人工島での背後域になりますが、観光商業

施設や教育文化施設、マリーナ施設や、業務研究施設、それから宿泊施設等の背後域に基

づきまして、先ほどのシーンというものと結びつけていってみよう。そのものが１－５ペ

ージに折り込みでありますＡ３の図面になります。 

 埋立予定地内でのそれぞれの背後域を踏まえ、生物のエリアゾーンというものを人工島

内、西側のほうに想定しております。 

 さらには右側のほうには、マリーナ等の施設がございますので、遊びのエリアというエ

リアを想定した。さらには、その間に憩いのエリア、さらには学習のエリアというような

ゾーニングをしております。 

 学習のエリアにつきましては、のちほど環境利用学習という専門部会でのほうでの議論

も含まれてくるわけなんですが、その生物とのエリアゾーンとの結びつけということでこ

のような位置がよいのではないかというような考えで想定しております。 

 では、それぞれの機能の配置について検討していったものが１－６ページからでござい

ます。 

 先ほど示しました生物のエリアから憩い、学習、遊びというようなそれぞれのエリアに
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対して細かい活動するメニューという形でどういうものが必要なのかということを整理し

ております。 

 それら具体的な導入施設については２－１ページから、それぞれのマリンレクリエーシ

ョン機能やマリンスポーツの機能、イベント、交流、商業機能と、２－５ページまで最後、

管理機能というところまで13種類の機能を区分しまして、それぞれの活動メニュー、それ

に基づく導入施設というものを検討してきております。 

 それらを整理したものが２－６ページの表２－１になります。 

 それぞれの各導入機能が左側にありまして、真ん中に活動メニューという形でまとめて

おります。それに基づきまして導入施設というものが右側に位置するという整理でござい

ます。 

 それから、２－７ページからは施設規模の検討ということで、各機能の所要規模という

ものを推計しております。推計方法につきましては、これは将来の入込み人数の推定や利

用状態、利用する上での快適性などを考慮しまして規模を検討してきているという状況で

ございます。 

 それで砂浜の規模なり、駐車場の規模というものをそれぞれ計算したものが２－14ペー

ジまでまとめてありまして、それらを総括した一覧表が表２－７ということで２－15ペー

ジのほうにまとめてございます。 

 今回の施設規模の算定に基づきまして得られた諸施設の規模というものがこの表の２－

７の２番目の欄、２列目の施設規模という形で設定をいたしました。 

 それぞれの施設の規模に際してのより詳細な内容につきましては、後ろの参考資料のほ

うに整理をしておりますので、詳細につきましては、そちらをご参照していただければと

いうふうに考えております。 

 続きまして、施設の配置でございますが、先ほどのエリア別の導入機能を踏まえ諸施設

の配置というイメージをつくってみました。それが３－２ページでございます。 

 先ほど来申し上げております生物のエリア、学習のエリア、憩いのエリア、遊びのエリ

アという形で、現状の人工海浜の形状におきまして貼り付けてみますと、このような貼り

付け方があるのではないかということです。これはあくまで、まだ今の段階ではイメージ

でございますので、これが確定したということではありませんのでご注意いただきたいと

思います。基本的には生物と学習を結びつける、さらにはその学習エリアから憩いのエリ

ア、さらには遊びのエリアということで、マリーナ施設等のほうには、いわゆる東側のほ
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うに賑わいを求めたようなエリアゾーンをしている。逆に西側のほうは生物を主体にした

エリアゾーンにしているということでございます。 

 それぞれのイメージから、もう少し具体的な諸施設はどんな感じなのかということでそ

の裏になります３－３ページのほうへ写真等で貼り付けてみました。 

 それに基づいてこんなイメージではいかがでしょうかということで、３－４ページのほ

うに基本構想イメージ図ということで絵を描いてみました。 

 ここの中で先ほど、入江座長のほうからご報告がありましたように、例えば生物のエリ

アゾーンの中でマングローブ林と汽水域というような文字があるわけですが、この汽水域

の構造設計において本当にできるのかどうかというような問題が、ご指摘をいただいてお

ります。 

 また、この海浜の安定性ということにつきましても、のちほど途中経過については報告

させていただきますが、現在のこのような特定配置、磯場も含めたような形での特定配置

になっておりますけど、こういうもので海浜安定が本当に図れるかというものを今後より

詰めていくことになっております。 

 さらには、この諸施設の検討に際しては、やはり身障者に配慮した配置、いわゆるバリ

アフリー化した配置というものが必要になってくるでしょうということ。さらにはその利

用施設やその配置について、環境利用学習専門部会のほうで、この海域での環境資源を使

って環境利用学習、総合学習というようなことを考えている専門部会と連携した形で進め

ていくべきではないかというご指摘をいただいております。 

 事務局といたしましては、今後、環境利用学習専門部会と併せて、合同部会という形で

この利用施設等については検討していくことが必要だというふうに判断しております。 

 先ほど、入江座長のほうからも報告がありましたように、例えば３－３ページのほうで、

今、遊びのエリアのところで水上バイクとシーカヤックやスキンダイビング等という文字

で写真と一緒に入っておりますが、やはりこのへん共存の問題があります。水上バイクに

つきましては、遊泳している者に対しては危険なものになりますので、やはりある程度規

制をするなり、共存するための考えというものを整理していく必要があると思っておりま

す。具体的な検討については、今後検討していくということになるかと思います。 

 導入施設、施設配置等については、以上のような形になっておりまして、そのあと参考

資料で先ほどの入込み人数と利用推計に基づいた資料を添付しております。 

 そのあとに人工海浜専門部会における海浜の安定検討という形での項目があります。目
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次的には汀線変化の解析ということで空中写真から解析したもの。それから、人工海浜の

汀線、海岸のラインになりますが、その汀線の安定性を検討するため1-Lineセオリーとい

う数値解析法を用いて検討を行っているものでございます。 

 ここでは、当海域周辺域での汀線の変化特性というものをまず把握しまして、その中で

1-Lineセオリーの再現ができるような場所の選定、さらにはその海域での再現計算という

ことを行っております。資料では、再現計算を行ったところがページ資料－11まででござ

います。この再現計算ではホワイトビーチのところを対象に再現計算を行っております。

計算結果は資料－11ページの図－1．８というのが計算結果でございます。それぞれ計算結

果が赤いラインで示され、再現検証した汀線と比較した形で示しております。 

 再現計算は、この１ケースを考えておりましたが、専門部会の中でもう１ケースやって

ほしいというようなご指摘をいただきましたので、現在、もう１ケース追加をして再現性

の検討を行っている状況でございます。 

 資料－12からは1-Lineモデルの予測計算という形で検討を進めたものです。現在の計画

法線、図－１．９、図－１．12まで、資料の目次のページが見づらいですが、縦の資料－

14ページから資料－15ページになりますが、現存の法線形に対しての1-Lineでの汀線の予

測をしてみました。10年後、資料－15ページの図－１．12を見ていただきますと、計画し

ております法線形でいきますと、養浜部の南側のあたりに護岸部まで到達して浸食してし

まう、逆に西側のほうに砂が溜まっていくというような傾向が予測されておりまして、今

の状況、今の法線形では、海浜の安定を図るのは少し難しいのではないかというようなこ

とが分かってきております。それに対する代替案を考えていきましょうということで、今、

資料－16ページにありますような両サイドの突堤形状を変えてみたもの、さらには対策案

③というものが島堤的なものを配置したものということで、あらあらですが外郭法線に対

しての検討を行っております。 

 どうも今の形状でいきますと、両サイドの突堤の長さなり、法線方向を変えて海浜の安

定化を図る必要があるだろうと。この海浜の安定化の形状が決まりますと逆にその背後域

の施設が、先ほど貼り付けております施設の面積域とか場所が変わってきますので、海浜

の安定化を図った法線形状に基づいて、先ほどの施設配置等を再検討していくことが必要

になってくるということで、次回以降の人工海浜の専門部会でこのへんの検討をさせてい

ただくということになるかと思います。 

 あとは参考資料ということで、平成15年度に深浅測量等を行っておりますので、その深



 15 

浅測量を海底地形図という形でそれぞれ向きを変えた形で資料を整理したものを後ろのほ

うへ載せてございます。 

 資料－２の（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。 

 ただいま人工海浜専門部会の全体の報告と詳細説明ということでいただきました。どう

ぞ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。 

 古川委員。 

○古川委員   国総研の古川ですけれども、理念をまず最初に出されてそれに対しての機

能を絞り込んで配置まで検討されたということで、その理念から機能への絞り込みに関し

ては意見ありません。非常に具体的な機能が絞り込まれてきているのかなと思うんですが、

そこから配置にいく段階で、まだイメージ図ということでなされているんですが、資料－

２（3）のところに、例えば生態系保全、創造の機能に関しての導入施設の検討が書かれて

おります。「アダンの茂み」「マングローブ林」「汽水域」｢干潟｣「磯場」「砂浜」という六

つのコンポーネントが示されているんですけれども、生態系の保全なり創造なりについて

考えるときには、その機能のもとになる構造についてのご配慮をぜひお願いしたいと思い

ます。例えば六つのコンポーネントですけれども、アダンの茂みと磯場と砂浜というのは、

これは一つのグループになるのかなという気がしますし、マングローブの林と干潟という

のは構造としては一つの同じグループに分かれてくるのかなと思います。 

 最後のイメージ図にこだわることではないとは思うんですが、今のマングローブについ

ては内側にあって、その外側にアダンの茂み、磯場、砂浜があるというような配置になっ

てございます。おそらくマングローブ林というのは比屋根湿地での観察例からみてもお分

かりになりますし、自然の状態でもそうなんですが、ものを溜め込んで自分の陸地をだん

だん広げていく、陸化して全面に出ていくというような、そういう広がりを前提とした生

態系になっています。内側にそれを囲い込んでしまうと行き場がなくなるということも考

えられますので、いくつかのグループを配置するときに、生態系の機能のもとになってい

る構造というものにご配慮いただいて、今後の配置計画を進めていただければと思います。 

○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。 

 どうぞ。野呂委員。 

○野呂委員   委員の野呂ですけれども、非常によく細部にわたって検討されている計画
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だとは思うんですが、海草のほうから見るといくつか指摘させていただきたいところがご

ざいます。 

 例えば、これはイメージ図というきれいな図がついております。折りたたんであるもの

ですけれども、人工海浜基本構想イメージ図、これでいきますと、もちろんこれはもう決

まったものではないということは理解しておりますけれども、磯場というのができている

んですけれども、このあたりに例えば岩を配置して、その左の図にあるような磯場、イメ

ージ図の左のほうを開くと図が出てまいりますけれども、こういう磯場というのは、多分

ここにはできないだろうなという気がいたします。というのはここが非常に泥っぽいとこ

ろで、仮に最初にこういう岩を配置したとしても、ゆくゆくはすぐまた埋まってしまう、

どろどろになるというふうな地形のような気がいたしますので、そこは海岸工学というか、

そういう分野の人と検討なさっていただきたいというのがこれがまず１点。つまり、いわ

ゆる磯浜をここにつくってもなかなか残らないのではないかというのが１点。 

 それから２番目の指摘といたしましては、砂浜をつくった場合、こういうふうにイメー

ジ図にあるように完全に閉鎖形にしてしまうと、この中にどんどん、どんどん砂が入って

きてしまってかなりどろどろになってしまうので、砂だけではなくて浮泥が入ってきて溜

まるようなことにはならないだろうかと、これは素人考えですけれども、これも専門家と

協議していただきたい、これが２点目。 

 ３点目は、やはりこの場所の特徴としては、広大な干潟があって、そこに例えばクビレ

ミドロのようなものが生えて、希少種ですけれども、そのクビレミドロの生えるところに

はコアマモのようなものが生えて、それからそのほかの小型の藻類が生えてというふうな

具合になりますので、干上がったときに干潟が沖のほうに残るような地形にしますと希少

種がかなり残るのではないか。そういうことを考えると、地上部は非常に大切なんですけ

れども、このイメージ図に見えない下のほう、この図からいうと南側と言いますか、下側

のほうの水面下の部分も配慮しないとうまく水面上のものが残らないのではないかという

気がいたします。以上の３点を指摘させてください。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 はい、どうぞ、溝口さん。 

○事務局（溝口）  今のご指摘の件ですが、一つは埋立予定地内の南側にこの人工海浜

を今計画しておりますので、現存の水深帯としましては、大体水深３～４ｍのところにこ

の人工海浜が位置するかと思います。 
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 したがいまして、この人工海浜を計画していく部分では、埋め立てによります護岸がで

き、その護岸部からこういう海浜緑地のところから海浜、砂浜をつくっていくということ

になるかと思います。 

 したがいまして、野呂先生がご指摘の浮泥の影響というものについては、確かに閉鎖性

の海域をつくりますので、そのような要素ができる可能性はあるかと思いますので、その

ようなことがないような配置を考えていきたいというふうに思います。 

 さらに、磯場の件ですが、これはまだイメージ図で実際にこのような形につくるという

ことではありません。ただ、今、私どもが考えておりますのはオカヤドカリの生息域も考

えるということで、オカヤドカリにつきましては、その磯場的なところの、いわゆるマキ

ガイが実は必要になってくるということで、マキガイが生息できるような環境場がまず必

要かなということで、このような磯場のイメージを絵としてあげております。 

 将来的にはオカヤドカリが生息するためのアダンの茂みとか、先ほど古川委員のほうか

らご指摘ありましたような、マングローブについては、当然そのような生息環境条件とい

うものをもう少し整理した形でここの絵をつくっていく必要があるかと考えております。 

 それから、磯場自体の安定性ですが、海浜の砂浜の安定が図られれば当然、磯場の海浜

の安定を図れる。ただし外洋面に面している部分につきましては、確かにこの磯場だけで

は安定が図れないということは想定できますので、このへん実際の構造設計という形の検

討になってくるかと思いますが、耐波的にも安定な構造形態で外郭施設を整理、検討して

いくということになろうかというふうに思っております。以上でございます。 

○眞榮城委員長  どうぞ、赤嶺委員。 

○赤嶺委員   赤嶺です。 

 導入施設の中の表３－３ですが、ここに水上バイクは危険があるので検討したいという

ことだったんですが、私はダイビングのほうもシーカヤックも検討していただいて、人工

ビーチ、本当に泳げるビーチにするという意味で、特に身障者の方々もリハビリを兼ねた

ビーチにしてもらうと。そのためには水深をいくつかに分けて、その機能を併せた泳ぎが

できるような施設をつくるべきではないかと思っております。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ。小濱委員。 

○小濱委員   施設配置について、施設規模に関連してですが、どのぐらいの人たちが利

用するかによってその施設規模が変わってくると思いますけれども、この方法については
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一言申し上げたいと思います。 

 これは参考資料のほうの１ページ、２ページに背後圏域の動向と計画地利用者の設定と

いう項目があって、ここで検討されているようです。 

 ここでのやり方が偉いなと思うのは、既存の需要をくってしまうのではなくて、新規需

要の増えた分の何パーセントがここの利用者になるという想定をしているところは方法論

的には優れていると思っております。つまり、既存の需要をくってしまうのではなくて、

新規需要を開拓しながら利用促進を図るという方針が出されていますけれども、そこをも

う少し強調して書かれたらいかがかなというのが１点目です。 

 しかしながら、直す必要はありませんけれども、こういう考え方があるというのは専門

家として申し上げますけれども、これは沖縄県の観光が伸びていくということを前提に算

出していますけれども、いずれ沖縄観光はどこかで安定しますので、その場合には、最小

値情報による需要予測というのがうまく合わない場合が出てくることが想像されるという

ことです。 

 それからもう１点は、基本になる数字というのは、観光入込み客数は実数になっていま

すけれども、それぞれの観光客の皆さんは滞在しますので、施設規模を想定していく場合

には延べ人数と言いますか、単位は人泊で求める方法もございますので、今後はそういっ

た考え方も少し参考になされたらどうかなと思います。 

 特に、参考資料21ページのところに、県外からの観光入込み者数の推計、増加分の推計

になりますけれども、ここの数値は観光客数の実数で計算しておりますので、年度が経つ

にしたがいまして宿泊日数がやや延びてきておりますから、実際の利用者数は、おそらく

これよりも多いだろうなということが予想されてきます。 

 このやり方はこのやり方で徹底して一本筋が通っておりますので文句はございませんけ

れども、そうでなくて延べ人数で考えるという考え方もあるということも少しお考えいた

だきたいということです。以上です。 

○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。 

 清野委員。 

○清野委員   今の小濱先生のお話で、もしこれではなくて環境利用学習のほうの話でし

たらそのときでも結構なんですが、人泊ということで泊まるということと、泊まって滞在

するということと、ここのビーチの利用の算出というのがどういうふうに考えられるのか
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というのをちょっと教えていただけたらと思います。 

 それと、既存のビーチを沖縄で人工ビーチをつくられた中で、やっぱりいろんな観光関

係とか学校関係に聞いてもいろんな評価があるんですね。 

 例えば、先ほど野呂先生がおっしゃったような形で海面の下に入ったときのいろんなア

メニティの問題だとか、それからいろんな環境学習ということで、実際、人工海浜のクオ

リティが高いのかというシビアな意見もあると思うんですよ。ですから、今回、わりと楽

観的な数字とか評価が多いんですけれども、結構シビアな評価のほうも見ていただかない

と、トータルに沖縄県の観光客の中でどのぐらいがここに期待をしてくれるのかというこ

とが分からないと思うんですね。ぜひそこらへんも教えてください。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○小濱委員   今の清野委員の最初のほうの質問ですけれども、実数計算の場合には観光

客が計算上、１回しかそこに立ち寄らないという前提になると思います。 

 ここに宿泊ということを考えますと、その人が沖縄県に滞在してあちこち行くわけです

から、もし気に入ったところであれば１日目にも、２日目にも行くということが考えられ

ますよね。ですから延べ人数で考えるということは、おしなべて平均しまして、沖縄県に

延べ何人の人が来るということを基データにして、何パーセントの人がここを利用すると

いう母数の決め方の問題ですけれども、そういう立場に立つ場合と、今ここでやっていま

すように、あまりそういうことは考えない。沖縄県に来た人、あるいは県民が1回はここに

来るということを前提に計算をするという立場とあると思っております。 

 今回は、延べ人数を考えないで実数の伸び率で計算しておりますので、ここに来た観光

客の皆さんが大体1回は来るだろうということが前提になっていますね。そこが少し違うと

ころだと思います。 

 清野先生、２番目のほうの問題につきましては専門外ですので、また別の委員の方にお

答えいただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○入江委員  私自身はこの人工海浜というものが大変特徴のある人工海浜として開発

されることになるだろうというふうな気がしておるんですね。 

 今の延べ人数のことでございますけれども、彼らは、この計画する人は従来の実績に基

づいて面積を求めていく、こういう作業が通常どこのビーチでも行われているわけです。
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その考え方をアプライしてきたということで、したがって、どのビーチでも複数の日数お

る人も多分おるかもしれません。だからどのビーチというわけにもいきませんけど、そう

いうところもあるでしょう。そういうことの中での活用ということで、今のような計算の

仕方が一つはあるのかなというふうに思います。 

 今一つは、この人工海浜に特徴を一つ認めて、これも評価しておくことも面白いだろう

と。それは私は本当に思うんですが、沖縄の海水浴場がすべて西側に存在すると。真夏は

非常によく使われるけれども、冬になると、あるいは秋になるとなかなか使いづらいと。

ところが全然違う向きに、今の新しいビーチはございますので、むしろ冬のほうも大いに

使えるということもあるかもしれない。そうするとそれによって我が国内の、特に北の海

域、日本だったらどこでも寒いですから、そういう方々が26℃、27℃の海水のもとでエン

ジョイできる。そうするとこれはまだ実績があるわけじゃないですけれども、将来の可能

性のある一つのキャパシティを用意する必要があるんじゃなかろうかと。そうなってくる

とこれは従来にはない数値でございますので、いろんな延べ日数を含めた滞在のタイプを

想定して評価していくということもあるんじゃないかと。こういう先々に夢のある話も少

しは評価しておいてもいいんじゃなかろうかという気がしております。以上でございます。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 清野委員。 

○清野委員   ちょっとこの人工海浜をつくるということだけじゃなくて、海岸について

の基本的な認識についての方法論的に伺いたいんですけれども、今回、対象区域で勝連の

ほうの人工ビーチを検討されているんですけれども、そこの元々の地形特性だとか、波の

入り方とか、全面の水深というものと、それから今回計画されている位置、元々そこの場

がどういう場であるかというような認識が、今回いただいた資料の中でなかなかないんで

すね。それで、実際に生態系であるとか、あるいは地域の人が思う原風景というのは、本

当にこの予測で見られるような海岸線付近の砂の存在の仕方というだけではなくて、もう

ちょっとマクロな環境特性によるものなわけです。泡瀬という名前自体も地名の起こりと

か、郷土史を見ると、本当に勝連半島のほうから来る潮と、中城湾に入ってくる潮の出会

うところでできた砂洲の島だといういわれがあって、そういう中で元々の砂洲だとか、あ

るいは昔、塩田だったような場所の風景というのがあるわけですよね。それを箱庭的につ

くろうというようなこともいいのかもしれないんですけれども、何かそれを切り取った風

景であったりとか、すごくそれが縮小されたものであるという基本的な認識をもたないと、
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ほかの人工海浜、一般も私そうだと思いますけれども、すごく全体の認識がない中で行わ

れると思います。 

 例えば、ここのビーチで言うと、先ほど水深の話がありましたけれども、前面の水深が

深かったりとか、ビーチが面した場所の方向だとか、それから海底の形状だとかというの

は、おそらく従来、港湾海岸で考えられてきた以上に効いてくるわけです。 

 それで港湾海岸の設計の中で、これもご専門の先生がいらっしゃると思いますけれども、

もうちょっとマクロなことを考えていかないと、ビーチ付近の砂が安定するかどうかとい

うことだけじゃなくて、前面の微地形とか、海岸付近の地形、それから先ほど古川さんが

おっしゃったマングローブ的なものと砂浜の共存というような長い時間をかけて形成され

ていくようなダイナミズムというのが、海岸としても予想が外れていっているというもの

はいくつかあると思うんですね。ですから、そこでにむしろ新しい設計思想ということを

取り入れられるとしたら、元々どういう場所にどういう生態系ができるかというのはかな

り分かってきたはずですので、それを反映する設計にどういうふうにつながっていくのか

という道筋も含めて検討していただけたらと思っております。そのあたりもし設計論とか

あったら、教えてください。 

○入江委員   私は、海の現象というのは極めて強力な生態的能力、物理的能力があるだ

ろうということを経験してきております。 

 例えば、何もないじゃないかというところへ砂を撒きます。我々、港湾工事をよくやり

ました。波が来ますね。するとそこにはクルマエビ等々、極めて豊かな生態がつきはじめ

て、砂もふるいわけされて、勾配も外力に従ってならされて新しい環境をつくっていく。

これはすごい自然の力がこのビーチにはあるというふうに思うんですね。だから、そうい

うことで我々がここで人工海浜をつくったら、そこに来る波、先ほどそこにあった元々の

自然といいますか、こういうものをちゃんと踏まえなければいけないと、それが少し足り

ないというご指摘もあったんですが、実は我々は力学的にこれを予測しなければいけない。

そうなってくると、外側からやってくる全部の波、全部の波の成分、そしてそれがあそこ

のリーフから入ってきて、非常に複雑な地形を通って浜までやってくる。それも計算して

それを年間、全部合計してその砂を再現すると。すなわち外力のほうから現存する条件を

求めているということじゃないかと思うんですね。そしてそのうえで、今度はその波が作

用することによってふるいわけとか、それからずっと起こってきます。もちろんそれは周

辺の自然に対して悪い影響を与えないような当初の計画をやりますけれども、あとは自然
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に任せて、相当そこに独自の自然環境をつくっていってくれる。これはまた間違いない。

我々はあらかじめこの状況を、形成される自然をどれぐらい予測できるか。これは我々に

対する試練だと認識しておりますけれども、ある程度はやっぱり自然にも期待できる。そ

ういうふうな気持ちでおるということでございます。以上でございます。 

○眞榮城委員長  時間がほとんどありませんので、よろしくお願いいたします。 

○清野委員   そしたら、エンジニアリングの結果として、これは自慢の人工海岸で生態

系的にもそういう検討というのは何十年もあるので、ここはやっぱりうまくいっていると

いうところがあったら教えていただければと思います。 

○入江委員   うまくいっているということは、そういうふうに奢った言い方は我々でき

ないと思うんですね。できるだけ望ましい格好へもっていって、あとは自然がつくってく

れる。その意味でだったら、相当、私はいろんな干潟、実例の中で現存するというふうに

思います。 

○眞榮城委員長  簡単に、簡潔にお願いいたします。 

○仲座委員   お願いしたいんですけれども、利用客数の算定があって、それが当たって

いるのか、当たっていないのかを，私たちは見ただけでは分かりませんので、ぜひ既存の

ビーチがありますので、具体的に良い例として宜野湾市にあるトロピカルビーチなどがあ

りますので、それを対象に利用人数がこの算定法で合っているかどうか？というような現

状の算定結果を示していただけませんか。それは非常に重要なことですね。 

 あともう一つは、駐車場の件が非常に気になります。沖縄県は駐車場が至るところで足

りなくて非常に困っています。 

 例えば、３－４の図面を見ると、駐車場がピーク時の30％にしか対応できないようにな

っているというのがあります。それはむしろ人工ビーチの内陸の方にもっと確保すべきだ

と思うんです。冬場、いろんな考え方があると思います。駐車場は駐車場でしかないとい

う考え方はだめなんですね。駐車場の有効利用もあるんです。冬場とか、夏場であっても。

しかし、ピーク時にはきちっと駐車場で使えていけるという発想もあります。駐車場がな

いというのは非常に致命的ですね。 

 それから、もう一つ重要なことをお願いしたんですけれども、ここに示された絵は非常

にいい絵だと私は思うんですけれども、しかし、こういう絵が埋め立てを前提にしなけれ

ばできない、埋め立てをやらなければこれだけのビーチが沖縄市にはできないという理屈

が分からない。どうして今の海岸線を対象にこれだけのビーチができないのかです。そし



 23 

て、目の前に自然が残せないのか。そういう発想がどうして出でこないのか。逆に土捨場

は別のところに探すという発想があってもいいわけです。 

 ですから、私としては頭では分かっていても、体が言うことをきかないということなん

ですね。それが私からのお願いというか、私が思うことですね。 

 それからビーチの形状ですけれども、パブリックのスペースをつくるということが非常

に重要で、今の沖縄市の計画ですと埋めて、住宅地としてまわりの市価の半額で埋め立て

土を売って、投資した予算を回収できる。という積算がありますね。ですけれども、元々

この海域というのはパブリックのスペースだったんです。それを沖縄市が埋めて、お埋め

立て費用を回収していくという発想ではなくて、むしろパブリックのスペースをパブリッ

クに返していくという発想が求められると思うんです。ですから、住宅地と計画されてい

る所は、むしろパブリックのスペースとしてオープンに開けておくという発想もあると思

います。私が見てきた諸外国では、大体そういうふうになっています。一つの意見として

紹介させてください。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 まだまだ意見はあると思いますけれども、時間がだいぶ押してしまいましたので、溝口

さん。 

○事務局（溝口）  今の仲座委員のご指摘についていくつか答えをさせていただきたい

と思うんですが。 

 １点目の利用推計に対しての精度ということでのお話だと思います。既存のビーチを対

象に検討してみたいというふうに考えております。 

 それから、２点目の駐車場の件ですが、駐車場の有効利用ができるというお話がありま

したので、ぜひ次回の人工海浜の専門部会のほうでそのへんのご指導をお願いしたいとい

うふうに考えております。 

 それから、３点目のなぜ埋め立てしないとこの人工海浜ができないのかというお話です

が、これはそもそも埋め立ての事業があっての人工海浜計画ですので、これが前提となっ

ておりますので、それを踏まえてのこういう計画をしているということでご理解いただき

というふうに思います。以上でございます。 

○眞榮城委員長  田中委員。簡潔にお願いします。 

○田中委員   一つお願いがあるのは、今後の計画の中に学習専門部会、例えば人工海浜

部会との早く交流をお願いしたいと思います。 
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 もう一つ、この人工海浜の中で、どうもちょっと私が心配になるのは、真ん中にここで

また一つ磯場というような感じで、ここが二つに分かれてしまうというのは、やはり野呂

先生のほうからのご指摘もありましたけれども、どうも左のほうの狭いほうの地域のあれ

が少し気になりますね。浮泥が溜まるような、そういう状況が出てくるのかなと、そんな

感じもします。 

 それからもう一つ、この磯場というところなんですけれども、これは素晴らしいことで

すね。今までになかったものだと思います。沖縄の中でも人工海浜はつくられていますけ

れども、こういう磯場を自然に近いような状態でつくれる、もしそれがつくれるとしたら

これは本当に素晴らしいことだと思います。 

 そこからもう一つ発展しますと、この磯場というのは、要するにこちらの左のほうの写

真を見ていただくと、これ人工のイノー（礁池）なんですよね。沖縄の本当に自然の豊か

な小さな生物がたくさんいるイノーなんですね。このイノーが人工的に再現できるのかど

うかという、それが最大の一番のポイントになってくると思うんです。というのは、この

人工のイノー的なものがもしできたとすると、そこで環境利用学習、小学生、中学生が安

全にここで生物の観察や、自然観察や、そういうものができるようになるのかなと、その

可能性が秘められていると思うんですね。本当に大きな可能性だと思います。 

 なぜそういうふうに私が思うのかというと、例えば、美ら海水族館の入り口のところに

あります７ｍぐらいの人工のタッチプールというのがあるんですけど、あそこから子ども

たちが30分も動かないんですね。それはなぜかというと、その中に自然の手に触れて普通

に、本来この沖縄のイノーの中にいた生物がたくさんいるからなんですよね。だからその

再現がここでできたらいいなと。そうするともう一歩進むと、この環境学習センターの中

に50ｍのタッチプールができたら素晴らしいなと、そんなふうにも思っておりますが、今

後の検討課題としてぜひお願いしたいと思います。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。人工海浜部会の検討ということにしたいと

思います。 

人工海浜の機能配置案が示されておりますけれども、整備方針に即して基本構想イメー

ジを描いていると、そういう提案でございました。 

 特に、今後は今回出されましたご意見等を踏まえながら、環境利用学習専門部会との連

携、これを図っていくということで、先ほどありましたバリアフリーというんですか、そ

ういうことを配慮した利用施設等々ございますけれども、そういうことを検討して進めて
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いくということでございました。 

 汽水域の設計とか、海浜の安定性等についていろいろ水理学的な検討といいますか、さ

らに進めなくてはならないということもございます。きょうの委員の皆さんのご意見も踏

まえて、より適切な人工海浜を整理して、それを提示していただければというふうに思い

ます。 

 以上で、議題②の第２回人工海浜専門部会報告に関する検討といたしまして、次、③の

ほうに移りたいと思います。 

 環境利用学習専門部会の報告ということに、まず小濱座長のほうから全体の説明をいた

だいて、のちに事務局のほうから詳細な説明をいただきたいと思います。 

 では、小濱座長よろしくお願いします。 

 

③第２回環境利用学習専門部会報告 

○小濱委員   お手元の資料３－１をご覧ください。 

 環境利用学習専門部会の小濱でございます。 

 本部会では、主に三つ検討いたしました。まず、環境利用の学習プログラムについてで

すが、この地域でどんなことが学習プログラムとして可能かということを様々な側面から

考えております。いろんなテーマですとか、あるいは目的ですとか、考え方がありますの

で、それをまず整理しまして、地域の水域環境だけではなくて、後背地域の社会文化等も

含めて環境利用学習プログラムというものを提案しています。 

 こういったものの中に、結構身近な素材をテーマにしたものが数多くありますので、こ

れらは人工的な埋め立てが終わらなくてもすでにすぐに始められるものもございます。そ

ういったものにつきましては、方法をどんどん考えて前倒しでやっていこうというような

ご意見が出まして、これが合意されております。 

 それから、今、人工海浜部会のほうのゾーニングの話も出ていましたけれども、レクリ

エーションを利用する場所と、それから環境学習で利用する場所のゾーニングについてと

いうことにつきましては、人工海浜エリアのほうで磯場の話が出ましたが、埋立地全域と

しましては、そのほかにも環境学習で利用できる分は数多くあるだろうということ。 

 それから、埋立地以外に現在の海岸線を使っても環境学習で利用できる部分があるだろ

うということで、これらにつきましては、いろんな守るべきところと、それから利活用し

ていくところのゾーニングをはっきりさせながら、特に生き物の採集をするようなところ、
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それから、利用というか、見たり触ったりするような場所、このへんのめりはりもつけて

いくことが必要だということが指摘されています。つまり、貴重な生物を子どもたちに言

ったときに取ってはいけない場所と、それからオカヤドカリのように手にとって見るもの

と、あるいは昆虫のように取って持って帰ってもいいもの、いろんなレベルがあると思い

ますけれども、これらについてもここはどういうエリアだよということを細かく考えてい

く必要がある。これらにつきましては、港湾関係者、水産関係者並びに地域の生物とか環

境に詳しい方々とよく話しながら、今後、ゾーニングをしていこうということが確認され

ています。 

 それから、環境利用学習の促進に向けた導入施設につきましては、入江座長のほうから

も報告がありましたが、人工海浜部会のほうで環境利用学習センターの提案があります。

この学習センターにつきましては、今、皆さんご覧になっております見開きの図の中にも

ございましたが、人工海浜に面して、このセンターをつくるのが適当か、あるいは人工海

浜のほかの場所につくるのが適当かは今後の検討かもしれませんけれども、いずれにしま

しても、この埋立地のみならず、中城湾全体を見れるような環境利用の中核施設、こうい

ったものをつくって、一つのへそにするべきだということを提案しています。 

 また、この機能につきましては、今後の検討だと思いますけれども、私たち環境利用を

学習的に見ていく立場から検討しますと、この中である程度、子どもたちや利用者に対し

て情報発信の機能ももってほしいというぐらいは意見として出ております。 

 そのほかに環境利用学習センター、先ほどの田中委員のご発言もありましたが、タッチ

プールとか、ふれあい施設まで設けて機能を膨らませていくかどうかについては、本部会

か、あるいは人工海浜の部会か、あるいは今後できます周辺沿岸域、環境整備検討委員会

のほうからどこかの委員会でまとめて集中的に審議する必要があるだろうということを感

じました。 

 それから、比屋根湿地の整備につきましては、現在の比屋根湿地の状況が、必ずしも望

ましい状況にないという報告がありまして、この比屋根湿地を中心に動植物がさらに増え

ていくような、早期な整備が必要だということが提案されています。 

 それで、今年度できます周辺沿岸域環境整備検討委員会のほうで、集中的にこの件につ

きましては検討していただくように申し送りたいと思っております。 

 それから、これら環境利用学習を推進するためのシステムについてですが、特に人材育

成につきましては、専門の知識や経験を要するインタープリターを早く養成したほうがい
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いと。そのインタープリターというのも単に地域の高齢者の方々の生涯学習といいますか、

生き甲斐対策として行うというレベルから、専門の方がかなり生物学的、環境科学的に開

設をするというレベル、いろいろあると思うんですけれども、ある程度はその標準化をし

て、このレベルまでを確保しましょうというような、そんなレベル設定といっているんで

すが、これが必要だろうというふうに思われます。そのためにはインタープリターを養成

していくとか、ガイドを養成していくための教育プログラムというのがどうしても必要に

なりますね。ですからこれにつきましても、今後、市のほうとも協力をしながら早期にこ

の対応策をつくって、この埋立事業が進む、進まないにかかわらず現在使えるものから使

っていくということであれば、現在の海岸線を使った環境学習を促進するためにも早期に

人材育成に着手する必要がある。 

 そしてまた地域の皆さんのやっているガイドの会があるわけですが、これらの方々とも

緊密な連絡をとりながら、さらに地域の情報を織り込んだ形でガイドブックをつくったり、

あるいは研修会を行ったりしながら、人材の育成を図っていくということが合意されてお

ります。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうからよろしくお願いします。 

○事務局（溝口）  それでは、資料－３の（2）について簡単に説明させていただきま

す。 

 今、小濱座長のほうから詳しく説明していただきましたので、あまりご説明する内容が

ないんですが、まずこの専門部会でこのとき行ったものは、まず環境利用学習プログラム

をつくるために事前の既往のプログラムや、環境資源等について再整理を行い、その中で

プログラムの目標を立て、プログラム案というものをつくってみたということです。 

 それから、２点目が環境利用学習を推進するために人工島内等にどういうような施設が

必要になってくるのかということを議論していただきたいということ。 

 それから、３点目で推進するためのシステム、運営やインタープリター等の養成等につ

いての審議をしていただいたということでございます。 

 具体的な内容につきましては、最初のほうで実際の環境学習資源、並びに既往のプログ

ラム例というものを整理してあります。 

 13ページ目までが既往のプログラム例。14ページからが泡瀬周辺域の環境資源について

再整理したものです。 
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 18ページのほうからプログラムの目標ということで、今回考えております。 

 プログラムの対象といたしましては、基本的には泡瀬周辺域の居住者をはじめとする沖

縄市民、それから県内外からの観光客ということで設定をして考えております。 

 20ページに、プログラム目標という形で３点あげております。 

 環境利用学習という位置づけで、環境に対して関心をもっていただくというのが１点。

それから、関心をもった中で考えていただく、どういうふうにしていくのかということで

考えていく。それから考えていったものに対して行動していただくということで、この三

つのプロセスを循環させるような流れをつくっていきたいということでございます。 

 それぞれプログラムのテーマについて、この泡瀬地区の活用資源を考慮した中で具体的

に、ではどういうものをつくったらいいのかということで、23ページのほうからプログラ

ム例をつくってみました。これは泡瀬の自然をテーマにしたプログラムというものや、郷

土文化をテーマにしたもの。さらには海洋文化等の話など、それぞれ整理をして、それか

ら31ページのほうから示します具体的なアクションプログラム案というものをつくってみ

たということでございます。 

具体例としては「オカヤドカリを探せ」というテーマで実際プログラムが33ページのほ

うにこのような形で行ってはどうかというようなことを、参考事例としまして、34ページ

のほうにオカヤドカリを使った実験、35ページのほうまでそういうものを提示していると

いうことでございます。 

 それからもう一つ36ページのほうからは、なぎさ水族館、それから37ページには海藻（海

草）マンションの小さな住人ということで、それぞれの生物なり、生物環境場を使っての

プログラムというものを考えております。 

 それから、40ページのほうからは「マングローブ博士になろう」ということで、マング

ローブを主題にしたプログラム案をそれぞれつくってみたということでございます。 

 これは具体的にはまだプログラム案でございまして、実際、こういうことができるとい

うことを踏まえて、今後、人工島内さらには周辺域でどのような環境利用学習を推進する

ための施設が必要になってくるかというものを検討していくということです。 

 それで、45ページにあります５番の環境利用学習推進に向けた導入施設、イメージとい

うことで現在整備をさせていただいたということで、こういう機能施設を設けることによ

って利用する立場の方の有効な施設になるのではないかということでございます。 

 そういう中で先ほどありましたように、埋立地内の中核として環境利用学習センターと
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いうものを設けてはどうかということで、46ページのほうにあります導入施設イメージと

いう形で考えているということでございます。 

 さらに、47ページからは環境利用学習推進するためのシステム案ということで、一つは

推進するための支援システム、これは現在、沖縄市さんのほうでは総合学習の一環の中で

環境利用学習というものを推進されているという状況があります。そういう中で周辺域で

もＮＰＯを中心とした活動もされるという状況がありますので、これらを支援できるよう

なシステムをつくってはどうか。 

 さらには、実際のガイド役というか、リーダー役というようなインタープリターの登録

制度というものをつくってはどうかというようなことで考えている状況でございます。そ

れぞれ国内での主なインタープリター等の資格制度等をご紹介させていただいております。 

 それから、52ページからは地元の方でこういうガイド役をしていただけるような支援を

していこうということで、「泡瀬ガイド倶楽部」という仮称名で実際の組織づくりをしては

どうかということで整理したものが52、53のほうで書いてございます。 

 具体的な案という形で55ページのほうに体系化したものを案として提案させていただい

ております。いずれにしましても、環境利用学習というものを進める中で現在の泡瀬地区

の環境資源を有効活用し、かつ地元の方、さらには県内外からの来客される方に対してこ

ういった場に興味をもっていただく。さらには泡瀬を中心とした沖縄を理解していただく

ということにつながるのではないかということです。 

 その中で具体的なリーダーを養成しつつ基本的な専門部会での方針といたしましては、

できるものから行う、動かせるものから動かすというようなスタイルで進めていこうとい

うことが確認されております。 

 以上、簡単でございますが、資料－３（2）についての説明でございますが、いずれにし

ましても、今後具体的な取り組みを進めていくということで事務局側は考えております。

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。 

 それでは、環境利用学習専門部会の報告ということでございましたので、以下、質疑応

答、ご検討のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 

 はい、清野委員。 

○清野委員  この検討は人工的につくった空間が背後にあることを前提とした環境利

用学習なんだと思うんですが、私自身、各地のこういったプログラムを学会の規模でいろ
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いろ調べる中で、埋立地とか、とにかくニュータウンみたいなのを従来の自然とか、文化

と切り離された空間でこういう活動をやるのはすごく厳しいんです。そういうことをこの

部会では理解しながら、その中でも何とかプログラムをつくろうというふうにされている

んだと思うんですね。 

 ところが、沖縄は多分ここで見なくてもほかでもうちょっとマングローブが体験できる

とか、そういうようなもうちょっとまわりの景観や文化も含めた競合するスポットという

のがたくさんあるので、ここをすごく人工的なところでこのプログラムは長期的にやって

いくということとかが結構、私は厳しいのかなというふうに思います。ですからそのあた

りの場の認識、文化の認識、それから長期的な見通しについて部会のほうで何か議論され

たことがあったら教えてください。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○小濱委員   今の清野委員のご指摘ですが、当然そういうことは考えております。 

 先ほど、人工海浜部会のほうでの需要推計の考え方にも示されたように、この地域で行

われる環境学習につきましては、既存の需要というものを引っ張っていくという面と、そ

れから新たに需要を掘り起こして魅力づけをしていくという面と二つあると思っています。 

 後背の社会環境等が反映しにくいという件につきましては、地元の皆さんと十分な協議

をしておりまして、別委員会では街づくり委員会というものも設置されておりますが、そ

ちらのほうでも地元の皆さんの考え方というものをこの中に具体化しようという動きで動

いております。 

 その結果というのが、一つは、私たちの部会がやっている埋立地とその周辺後背地、使

える現在の汀線ですね。こういったものをいかに活用していくかということを検討し、ま

た、一部分につきましては、入江先生のところの人工海浜ビーチの計画の中にそれを盛り

込んでいただくという形で具体的に展開するということを行っております。 

 これらのものが難しいか、難しくないかは、今後の施設配置、それから機能分担、それ

から管理運営方法等に非常に大きく依存していくと思いますね。ですから、今の段階では

あまりそういうことは考えないで、ここで一体どんなことが可能であって、それがどのよ

うな可能性をもつかということを十分に検討したうえで、これは実施計画に移されていく

段階でそれをどう管理運営していくかということと併せて、その継続性、あるいは発展性

について再度十分な検討が加えられるんだと思っております。 

 ですから、現在のところは、もうこれは将来性がないのでしょうがないんじゃないかと
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いうようなことはあまりネガティブには考えないで、ここでできることをとにかくすべて

全部あげてみる。あげた中でもちろん地元の皆さんも必要だとか、希望するものを優先し

ていくんですが、私たち専門家がそれに対して意見を言って、地元の人たちの要望が強い

けれども、これはちょっと専門的には無理ですよというものについてはプライオリティを

下げていくとか、こういった検討を次の段階でしていけばいいのではないかというふうに

考えます。以上です。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。よろしくお願いいたします。 

○中根委員   中根です。この環境利用学習の部分をずっと話し合っていて、こういう資

料が出てきたこと、これ正直申し上げまして、言い方はちょっときついかもしれませんが

不幸中の幸いですね。今ここにあがってきたものを、今、これからどんどんどんどんソフ

トの部分を進めていって、今現在、泡瀬でできること、これだけのことがあがってきたん

だと、今からでもいいわけです。要するにこれは埋め立てを前提とした委員会から生まれ

てきたものというのが、私の気持ちとしては残念なんですが、しかし、このソフトがあが

ってきた以上、これをどんどんどんどん今から進めていって、今現在ある泡瀬の自然を活

用できるかできないか、そのへんの部分をやらないと、人工的に埋め立ててから、それか

ら活用するというようなソフトでは、おそらく無理だろうと思います。今現在残っている

自然を活用できるというようなスキルを今のうちにやっておかないと。先ほど清野先生が

おっしゃったように、ほかにやっていっている部分もたくさんあるわけですね。私自身も

慶佐次でマングローブをやっているわけですから、じゃなぜ泡瀬でやりにくいか、それは

あの場所が非常にやりにくいからです、簡単です。じゃ、やれない場所なのかというと、

やれる場所ではあるんだが、やりにくいだけなんです。だから、もう200個を超えるような

数字が慶佐次にいっているとすれば、少なくとも50個ぐらい、泡瀬でできないだろうかと、

可能性としてはあるけれどもやりにくいんいですね。だからスキルを構築していくととも

に、その施設も埋め立てとは別に早くやっていけば、その点活性化が図れるんじゃないか

なと思います。埋め立てを待つ必要はないというし、必要もないと思っていますけれども、

少なくともここから生まれたこのスキル、ここに出てきたものは、今、地元ですぐ活用で

きるんじゃないかなと思います。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

○喜久山委員  今、中根委員がおっしゃったような形で、あるものは活用していかない
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といけない。いかんせん東海岸の中城湾港周辺というのはまだ観光地としては利用されて

いなかった。それにおいてどうしてもやっぱり今回、人工海浜ができる、それに対して観

光客がある程度着目していただける。 

 今、環境利用学習専門部会のほうからあったように、そこを一番私は清野委員がおっし

ゃった、非常にもっとここは着目して観光の目玉がそこにあるんだと。そのへんをもっと

強調していって、それを利用する地元の方々は身障者にやさしい、高齢者にやさしい、そ

ういった利用ができるような環境の整備等。観光客に対しては長期滞在に値するような連

携ができると。それに関していずれは移住をその地域周辺に考えていただけるような魅力

の部分をその環境学習のほうに見出していければいいのかなと思います。もちろんそれは

人工海浜の部分のリゾート的な魅力も多少は必要になってくると思います。それが二つ合

わさってはじめて魅力が出てくる。西海岸に負けないような魅力がそこに生まれてくるん

じゃないかなと思います。これからぜひ環境利用学習部会のほうでターゲット的に、もう

少し子供たちにターゲットが偏り気味かもしれませんけれども、もう少し人に優しい環境

学習、そのへんをもう少し前面に出していただければ、総トータル的にもう少しスキルア

ップして注目度が上がってくるのではないかなと考えます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかに。はい、仲座委員。 

○仲座委員   先ほど「不幸中の幸い」というのが出ましたけれども、確かにそうだろう

と思いますね。私もこの報告を聞いていて矛盾を感じます。やればやるほど、結局はなぜ

今の干潟を保全・利用しないんだ、ということになるわけですね。 

 先ほど、田中さんがおっしゃっていたタッチプールのことなんですけど、あれはハワイ

のホノルル水族館がやっていて、それをまねたものだと思いますけど、その発想はすでに

30年前ぐらいに出ているわけですね。その頃、もっと前なんだけれども、ハワイはどうい

う海のとらえ方をしていたかというと、もう埋めるなんていう発想はあり得ない状況をつ

くっていたんですよ。その中で生まれてきた発想がタッチプールなんですね。 

 私たちは戦争のときもそうだったと思うんですけれども、真珠湾攻撃をしたときに、彼

らは水洗トイレを使いキャデラックに乗って、そういう生活を送っているけれども、日本

ではリヤカーをひいていた時代に、行ってアタックしたとか。ですから、今、世界がどう

いうふうに環境を守っていこうとしているかということを、まず知る必要があると思うん

ですね。何十年遅れているんですか、現状は． 
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田中さんの発言には，鼎の軽重を問う。そういう言葉があてはまるかと思います。本末

転倒のことを私たちは議論しているんではないかな？という気がするんですね。 

 それから、今、｢ヤドカリを探せ｣とかいうのがありますけど、それから「干潟に遊ぶ」、

あるいは「磯で遊ぶ」というのも、今いかにあの場所が大事であるかというのは世界的に

評価されているわけですよ。そのように評価される干潟をいかに私たちが残していけるか

という議論をしたほうがいいと思いますね。ですから、こういうことを提案する前に、い

かに残していくか。埋め立て面積を少なくするか、あるいは止めるかという議論まで発展

していったほうがいいと思います。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかに。はい、清野委員。 

○清野委員   私が東京湾とか、それから博多湾とか、大阪湾とかそういう埋め立ててし

まったところで、どういうふうに地域の方の自然観とか、海とのつながりが壊れてきたか

というのを研究している中で、私もここで専門家としてきちんと言いますが、人工島をつ

くってそこで海がこういうふうに利用できるよというプログラムを今回すごく精一杯つく

っていただいて、その努力には感謝します。 

 一方で、人工島の背後になっていった集落は、もう全然、前面が海が見えなくなります。

その景色を想像していただくためには博多に行ったりだとか、東京湾とかに行ってみて自

分のところとオーバーラップしてみてください。そうすると何世代か経つと、もう完全に

泡瀬の元々おられた方と海というのが景観とか空間として分断されていくと、心の中から

なくなっていくんですよ。 

 ですから、今、一生懸命努力してくださっている方には申しわけないんですけれども、

沖縄でもそういう例っていくつかあるはずなんですよね。西海岸は道路一本通っただけで

集落からビーチパーティするのに毎日出かけていくのがおっくうになって、徐々に海から

離れていったりとか、そういう研究ってありますよね。 

 だから泡瀬も今、目の前に海がある前提で議論していますけれども、これが目の前が運

河みたいな景色になって遮蔽物ができて、海の潮だとか風がなくなったら全然違った場所

になっていくんですよ。だからそれを前提とした中で、皆さんが将来を考えていくとか、

新しい創造していくんだったらいいと思いますけれども、今までの泡瀬の伝統文化という

のが今の海の開放感があるから存在しているのであって、それがすごく部分的に残ってい

くということは、観光的な価値、文化的な価値も長期的に下げていきます。だからそのこ
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とを覚悟されてプログラムをつくられていくということを希望します。 

 本当に場の変容というのは、文化とか社会とか、そういう分野の方はすごく大事にして

いて、それをどういうふうに変容させないで地域の思いを残していくかということが大事

なんだと思うんですけれども、今回の資料を見て私はすごいショックを受けたのは、多分

そのことのシビアさが計画された方とか、議論されている方にはまだ体験されてないから

かもしれないですけれども、分からないということがすごくつらいです。 

 それから沖縄も、さっきのタッチプールも分かりますけれども、今ある海岸をどんなふ

うに大事にしていけるかということを学んでくれたら、ここで環境学習をどんどん進めて

ほしいと思いますけれども、こうやって海も地域も壊れていくということが、地元の人は

きっと分かると思うので、それは本当に壊れてしまった地域の研究をしていると、今から

そうやって楽観的に考えていくと、壊れていくのをみんなが分かるための学習をしていく

可能性がありますから、そのことはぜひアドバイスしたいと思います。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○小濱委員   清野先生のご指摘ありがとうございます。 

 当然それは分かってやっていることです。 

 僕は、清野先生のフィールドワークの数、本数はこなしていると自負しておりますが、

私も専門の農村漁村における地域変容をいかに少なくしながら、地域の発展に臨むかとい

うことを勉強しておりますが、今、先生がご想像なさっているほど大げさな状況は起こら

ない。なぜかといいますと、泡瀬の地域の前面がいっせいに埋まっていくわけではなくて、

人工島の大きさからしてそんなに大規模な開発にはならないじゃないですか。ですから景

観的には一部分は先生がおっしゃるように前面に運河ができて、そのかわり島が見えると

いう景観が想像しますけれども、中城湾のほとんどの部分から現在の景観とそれほど大き

な変化はない。前面が海に開けているという環境自体は、保たれているというふうに考え

ています。 

 それから、この人工島を使って、いかに優れた環境を育て、そしてそれを利用してもら

うかということについては、もちろん地元の人たちの意見を反映したものであって、行政

の皆さんの押し付けではない。これをよく理解していただきたいと思います。 

 例えば、泡瀬の自治会の皆さんと話し合っても、あるいは沖縄市の皆さんと話し合って

も、あるいは泡瀬期成会という組織がありますけれども、こういう方々と話し合っても、

そういった景観が変わる、政策が変わるということを前提にして、それでもその人たちは
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幸せになりたいんですよ。それでここにこういうものをつくってほしいということを望ん

でいるんです。ですからこれは私たちが押し付けているわけではなくて、地元の人たちが

こうしてくれという意見があるじゃないですか。僕はその現場にいるんです。一つの委員

会をもっているんです。ですから、僕は自信もって言いますけれども、こういったものを

つくって現在の優れた自然というものをさらに優れた自然として残し、優れた自然である

のであれば多くの人にそれを理解してもらって、そしてその泡瀬というところがこんなと

ころだということを紹介しながら、そして地域の人たちに経済的なメリットも社会的なメ

リットも還元していくということが我々の努めです。 

 ですから、この委員会では、私の部会も含めて、もう少しポジティブにものを見なけれ

ばいけないと思っていて、ここを埋め立てるなというのは、一つの意見としては存在しま

すけれども、そこに住んでいらっしゃる方がさらに幸せになるためにここを足がかりにす

るわけですから、それを私たちは応援するべきだと僕は思っています。以上です。 

○眞榮城委員長  どうぞ、喜久山委員。 

○喜久山委員  青年会議所の喜久山です。 

 私たち青年会議所のほうで実際的に96年に泡瀬の堤防を約１キロにわたって各小学校、

地域小学校から集めた「私の住みたい未来のまち」という絵を100数点、あそこに描かせて

いただき、今はちょっと剥げかかってはいるんですけれども、そういったときに泡瀬復興

期成会の方々とか、地元周辺自治会の方々と協力をしてまず海岸清掃、草刈とかそういっ

た部分から始めて、あの堤防をまず洗ってそれに下絵を描いて、子どもたちに日曜日に家

族ぐるみで絵を描いていただいて、向こうで活動した経験があるんですけれども、いかん

せんその当初、掃除する前というのはだいぶ人が通り過ぎて、駐車場にしかならなかった

ような海岸沿いにどうにかみんなを集めて、もう少し交流できる場所にしたいなというこ

とで絵を描かせていただいた経験があります。 

 今言ったように、全く景観がなくなるわけではなくて、小濱先生が言ったとおり、もう

少し利用のしやすいものができるのではないかなと。あのときにはいろんな活動が陸側の

ほうの駐車場を利用して、そういったセレモニーしかできなかったんですけれども、それ

が浜ができて、もう少し環境を利用しやすいように整備していただければ、それはあえて

価値があるものではないかなと考えます。 

○眞榮城委員長  意見がいろいろあるかと思いますけれども、時間がどんどん押してま

いります。今回の環境利用学習専門部会のほうではプログラムについていろいろ考えてい
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こうというふうなことで検討がなされております。しかもそれは動かせるものから動かし

ていきたい、できるものから早期に着手していきたいという考え方に立っていると思いま

す。 

 それから、導入施設については、いろいろ提案がございましたけれども、人工島内に活

動拠点の施設、仮称ですけれども、「環境利用学習センター」これを中核に据えて整備案を

考えていこうと、そういうことが示されたわけであります。 

 それから、学習推進に際しては、インタープリターの育成など、これを進めることを提

案されております。 

 今後、具体的に取り組みの問題をどうするかというのも課題になっております。また、

ただいまの議論に出ておりますように、ここでやることが沖縄県全体の環境利用学習に応

用されていく、広げられていくというふうなことも示唆としては大きいものがあるかと思

います。いろいろありますけれども、これが一つの事業の中でつくられた委員会であると

いうところでありますから、当然、埋め立てを前提とした事業費の中からこの委員会があ

るわけでございますので、そういうふうなことにあるというのが、我々のここでの理解さ

れなければならない点でもあります。ほかにもいろんな立場に広く議論することもそうい

う機会もあるかと思いますけれども、この委員会の守備範囲の中で、一応議論し、もしあ

るとすれば問題提起がいくつかなされて結構だろうというふうに思っております。 

 それでは、以上が議題③の第２回環境利用学習専門部会報告ということであります。 

 時間が押して休憩時間がなかなかとれないんですけれども、それでもいろいろございま

すので、30分まで一応休憩をして、それから再開をしたいと思います。それではここで休

憩いたしたいと思います。 

                             （午前11時26分 休憩） 

                             （午前11時33分 再開） 

○眞榮城委員長  それでは再開いたしたいと思います。 

 議題④番目の第３回海藻草類専門部会報告、その前にちょっと時間いただきまして、１

分程度、田中委員のほうからご意見があるようでございますのでよろしくお願いします。 

○田中委員   はい、申しわけありません。１、２分時間ください。 

 環境利用学習専門部会の委員としての私個人の見解と、それから沖縄県環境学習プログ

ラム検討委員の田中幸雄としての私の意見をちょっと言わせていただきたいんですが。 

 この環境学習というのは小学生、中学生、特にそうなんですけれども、環境学習という
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のはプラス的な面とマイナス的な面、両方あります。なぜ、そのプラスの面とマイナスの

面とニュートラルな立場として環境学習を指導しなければいけないと私は思っているんで

すよ。これが私の見解です。 

 なぜかというと、今、小学生、中学生の彼らが10年後、20年後、自分で判断をして自分

でいろいろ考えてこの将来の沖縄の環境というものがどういうふうに自分たちがつくりあ

げていかなければいけないのかということを考えてもらうための材料としての環境利用学

習専門部会で、私が見解として、そしてこういう発言をさせていただきたいと思います。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、議題④の海藻草類専門部会報告に移りたいと思います。 

 野呂座長のほうからよろしくお願いします。 

 

④第３回海藻草類専門部会報告 

○野呂委員   海藻草類専門部会の野呂でございます。 

 我々の部会は先月、３月15日に部会を開きまして、これから申し上げることを話し合わ

れました。 

 資料－４（１）だと思います。まず、最初に問題になりましたのは、希少種の取り扱い

に関してでございます。 

 実は、当該海域からは希少種や、いわゆる新種と考えられている海草類が発見されてお

りますが、それについて当委員会で取り扱うべきであるとの意見が一部の委員から出され

まして、これについて審議いたしました。 

 これについてはすでに当委員会といたしましては、いろいろ分布資料などを事務局から

いただきまして審議はしているわけでありまして、決してないがしろにしているわけでは

ございませんが、審議の結果、これらの種類に関しましては主たる分布域が事業区の外で

あるということがまず確認されまして、さらに沖縄県が環境部局と連携いたしまして、近々、

中城湾港港湾環境計画検討委員会というものを立ち上げることになっているそうでござい

ますので、この委員会とも情報交換をしながら進めて頂く、ということが確認されました。 

 二つ目の議題といたしましては、海草のモニタリングの問題であります。 

 実は、事業者側がモニタリングしている面積の計算の仕方と、それから守る会のほうが

計算している面積の計算の仕方とは、多少ずれがございまして、その実態をもう少し客観

的なものにする必要があるであろうということが話し合われました。 
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 実は、大型海藻と大型の海草と小型の海草を分けて測るということが、技術的に非常に

難しい問題でありまして、さらにそれが混在しているということもございまして、そのデ

ータを単純に足しますと100％を超えてしまうというふうなこともございまして、一つ誤解

の元になるわけでありますけれども、今後は面積の増加、被度の減少の表現などが誤解を

生まないように工夫するということや、それから被度の測定の仕方、面積の測定の仕方に

関しましては、実際に調査をしている人同士が意見を交換して、さらに事情を協議する必

要があるであろうということもその場で出ましたし、そのあとでそのような場がもたれた

ということも聞いております。 

 さらに、それぞれの試験において到達目標を設定すべきではないか、モニタリングの到

達目標を設定すべきではないかということの意見もありまして、これは全体の到達目標と

しては藻場全体の生態系の保全を目的としているのだということを確認しました。 

 さらに、これは非常に大きな問題なのでありますが、今までは移植を主にして行ってき

たわけでありますが、移植によって海草保全することだけでは不十分であるということの

再確認が行われまして、海藻、海草が育つような環境、我々は「場」という言葉を使って

おりますが、その場をつくることで、もっと努力するべきであるし、そのためには海草が

残るための基礎的な条件、どういう環境条件で残るかというのをもっと基礎データとして

集める必要があるであろうということが話し合われました。 

 さらに、実はクビレミドロに関しても、事務局からデータが出まして、その検討をいた

しましたけれども、クビレミドロの移植に関しては勝連地区で概ね成功しているというこ

とが確認されました。 

 ただ、移植、それから保護を確実にするためには、環境条件等をもう少し詳しく知る必

要があるであろうということが話し合われました。 

 さらに、実は我々の部会に、この次から新しく委員を加えたいということが事務局から

提案されまして承認されました。 

 それはクビレミドロの研究、それから海草の研究で、沖縄では非常に活躍しておられる

香村眞徳琉大名誉教授なんですけれども、この次から我々の部会にお迎えしようというこ

とになりました。詳しいことは事務局から説明していただきます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして事務局のほうからよろしくお願いします。 

○事務局（溝口）  それでは、お手元の資料－４（2）でございます。 
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 専門部会での資料内容でございますが、まず最初に海草藻場の移植・保全についてとい

うことで、海草藻場の移植・保全にかかる取り組みについての整理をさせていただいてお

ります。 

 Ⅰ－１につきましては、手植え移植の藻場の状況ということでこれまでの事業概要の整

理をし、Ⅰ－２ページ、次のところでは海草移植計画におけます適地条件の考え方という

ことで、再度整理をさせていただいております。 

 今後、のちほどまた説明させていただきますが、今までの手植え移植、さらには機械化

移植、減耗対策を含めての機械化移植ということで進めてきております。 

 先ほど、野呂座長のほうからもご報告ありましたように、今後の展開といたしまして、

この移植計画と並行して新たな海草の育つ場づくりということに並行して取り組んでいく

というような考えをしております。その基になるのが１－１ページにあります環境影響評

価書、並びに海草移植計画書におけます移植の位置づけということで、工事に伴います藻

場の減少をできるだけ低減するということで、消失してしまいます海草をできるだけ有効

活用して藻場の生態系の保全に努めていくというような目的のためにそのような方向性を

新たに見出そうということで考えております。 

 Ⅰ－２の表でございますが、これはこれまでのモニタリング並びに各種の試験調査に基

づいて設定をしてきているものでございます。今後、各適地評価に対する項目をより具体

的に、前回の委員会での指摘事項にもありますように、客観的なデータに基づく諸元とい

う形で表現をしていきたいというふうに考えております。 

 Ⅰ－３ページからは手植え移植の位置関係、それからモニタリング、Ⅰ－４ではモニタ

リングでの評価項目ということで、それぞれ表示方法を含めまして整理をさせていただい

ております。 

 Ⅰ－５から、図面的にはⅠ－６ページからですが、手植え移植地域での生育面積並びに

生育被度ということを整理しております。生育面積、生育被度につきましては、Ⅰ－６の

図1.1-4並びに1.1-5で示される状況でございまして、これは３月中旬での専門部会での資

料でございますので、1月までの状況しか整理されておりませんが、３月も含めまして現在、

面積については徐々に増えている傾向がある。さらに被度につきましては、初期より低減

をしておりますが横ばい状態という傾向がみられます。 

 Ⅰ－９ページには大型種、小型種の構成種の生育被度の状況、さらには下のほうには種

別に見た生育被度の変化というものを示してございます。状況的には大型海草が少し減っ
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てきており、逆に小型海草が増えているというような傾向が見受けられます。 

 それから、Ⅰ－10には、これは中村委員のほうからご指摘あった内容に少しでも近く、

整理の仕方ということで新たに出させていただいておりますが、藻場内での動物の生態特

性から見ました基質の出現状況。さらには動物の個体数、種類数というものを整理してお

ります。 

 それから、Ⅰ－11ページからは、機械化移植の状況でございまして、広域試験につきま

しては、Ⅰ－12ページからグラフ的には13ページ、14ページという形で整理をさせていた

だいております。 

 広域試験、機械化移植の試験は、これまで報告させていただいておりますけど、台風に

よる影響があり、その台風の影響後の状況ということでモニタリングのほうを続けている

という状況でございます。 

 Ⅰ－13ページにありますように、平成15年の台風前の状況を見ますと、14年の台風後に

移植海草の被害を受け、１年間経った状況でございますが、このモニタリング枠の中での

移植海草並びに既存海草の生育状況を見ますと、ほぼ同程度の成長率というものが示され

ております。 

 ただ、下のほう、生育面積の成長率ということで、台風15号以降の部分で少しばらつき

が生じてきているという状況です。 

 それから、Ⅰ－14ページは、被度の状況でございまして、被度につきましては、ポイン

トごとにばらつきがある状況でございます。既存藻場も移植海草もそのポイントごとでば

らつきが生じている状況が見られます。 

 Ⅰ－16からが減耗対策法工法試験ということで、これは台風並びに初期減耗を低減する

ために周辺を土嚢で巻いたりとか、隙間を埋めたりというような各工法についての状況で

ございます。結果がⅠ－17ページに生育面積の変化、さらにはⅠ－18ページには被度の状

況ということでございます。３月、４月の状況を見ましてもこの状況変化はあまりござい

ません。それぞれの工法に応じての状況でございます。 

 いずれにしましても手植えにつきましては、約１年、ラグ・フェイズの期間を入れます

と今度の夏前がちょうどある程度評価をすべき時期にくるかと考えております。 

 さらには減耗対策につきましては、各種問題が生じた、いわゆる施工的な問題が生じた

初期条件の違いというものがあるんですが、これにつきましても、今後、継続的にモニタ

リングを行いまして、評価をしていきたいというふうに考えております。 
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 Ⅰ－20ページからが、今後の方向性ということで整理をさせていただいております。 

 これは今後の移植海草の再生産向上に向けてという表現でまとめてありますが、それぞ

れ生育面積の広がりが見られるんですが、被度がどうしても上のほうへ上がっていかない

という状況があります。これはなぜなのかということを事務局側は検討しておりまして、

そのための被度向上のための条件というものが何に起因しているのか、今後何を改善しな

ければいけないのかということを少し整理をしております。 

 その一つといたしましては、まず基盤の安定性、根の安定性に関わる要因ということで

の仮説を一つつくっております。 

 それから、もう一つが光量に関わる影響ということを一つの要因として考えております。 

 基盤の安定性につきましては、これまで貫入試験等の状況を把握しつつ、根が伸びやす

いような環境条件、さらにはその底質基盤、細砂質の多い場所、それから外力の影響とい

うことを踏まえ、底面せん断力が40ダイン(dyn/cm2)より小さいところでということで、こ

れまで適地選定を行ってきております。 

 今後、このような条件をより詳細にもっと詳しく検討する必要があるのかどうか、そう

いう面を今後検討していきたいと思っております。 

 これらの基盤の条件についての資料としまして、Ⅰ－22ページから貫入試験の状況、さ

らにはⅠ－27ページになりますが、モニタリングポスト内での地盤の変動と生育面積、生

育被度の状況ということで資料を整理させていただいております。 

 それから、光量につきましては、Ⅰ－29ページから整理をさせていただいておりますが、

これまでの条件の中では、いわゆる水深が一つの限定要因、制限要因という形で見ており

ます。海草が生えている水深帯ということで、その水深帯を選んだ形で適地条件というこ

とを設定しております。 

 それから、各種モニタリングポスト内での水深ごとの違いでおきます移植海草、並びに

既存海草の生長率についても見てきているということで、今後、移植海域での光量がどう

いう影響を与えているのか、違いが出ているのかというものを検討していきたいというふ

うに考えております。 

 Ⅰ－32ページからは、移植地点におきます海底光量の推定ということで、これは机上の

検討をやってみたというものです。 

 一つは濁度の状況を考慮し、Ⅰ－33ページになりますが現地の監視調査結果に基づきま

して濁度を推定した。それからⅠ－34ページからは、濁度の状況からの水深の違いによる
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光の減衰量について推定を行っているというものでございます。 

 光につきましては、既往の調査等では全日射量といたしまして、2.5E/㎡/日というよう

な条件をクリアすることが重要だというような報告がなされております。当海域におきま

しては実際、光量についてはまだ測った経緯はございません。そういうことで、今までの

透明度なり濁度というものを考慮しつつ、全体の光量を推定したものを見てみますと、ち

ょうど表2.1-6が結果でございますが、移植地の光量につきましては、３以上の数値が推定

値としては理論上は得られたという状況でございます。 

 これまで、そういう状況から光については、これで大丈夫だろうという判断をしてきた

わけなんですが、このへん逆にしっかりデータをとってこの裏づけを確認する必要がある

のではないかということを現在考えているところでございます。 

 Ⅰ－36ページからは、仮説の検証に向けた調査計画案ということを提示させていただき

ました。この中でいろいろ書いてございますが、専門部会での議論といたしましては、こ

の仮説が少し曖昧すぎるというご指摘をいただきました。この仮説をもう少し具体的にあ

る程度確認した状況でこの調査計画を立てるべきだというご指摘をいただきました。 

 ということで、現在、事務局側としては、その作業を行っている最中でございますが、

今後、とりあえずの仮説を今２点挙げておりますが、そのほかにも考えられることが出て

くるかもしれませんので、とりあえず仮説をある程度具体化できるように、予備調査を行

いたいと思っております。その予備調査を行ったうえで、仮説の成果、いわゆるどのよう

な結果になりそうかをある程度見据えた中で、全体の調査計画をつくっていきたいという

ふうに考えております。 

 この計画につきましては、今後、海草の専門部会並びに当委員会のほうでご報告させて

いただきたいというふうに考えております。 

 ですので、そのあとⅠ－36からⅠ－43以降のものについては、専門部会ではこのような

提案をさせていただきましたが、もう少し煮詰めた形で再度提出させていただきたいとい

うことでございます。 

 それから、Ⅰ－44から今後の方針ということで整理をした資料がございますが、これは

先ほど少し申しましたが、今後、海草移植と並行した形で新たな海草が生える場をつくる

ことを考えていきたいということでございます。この海草の生育場を新たにつくるために

現存の資料からいろいろ検討を行い、さらには先ほどの仮説の検討調査も含めた形で、そ

れぞれの場のポテンシャルの把握、いわゆる海草が生えやすいような場所、そういう条件
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はどういうものかというものをもう一度再整理をしていきたいというふうに考えておりま

す。これも引き続き海草の専門部会、並びに本委員会のほうで資料を提示させていただき

たいというふうに考えております。 

 続きまして、Ⅱ－１からはクビレミドロの保全についてでございます。クビレミドロに

つきましては、これまでの委員会の中でも報告させていただいておりますが、基本的には

14年度、15年度の継続的な一連の調査として進めさせていただいております。 

 Ⅱ－３ページからは15年度の経過報告ということで、クビレミドロの分布の状況、さら

には移植実験の結果、室内実験の結果という形で整理をしております。 

 生息状況につきましては、これも３月の状況が入ってございませんが、15年度の時期に

おきましては例年と同程度の分布域が形成されていたということを確認をしております。 

 それから移植実験のほうでございますが、これまで勝連、屋慶名のところで実験をして

おりまして、ワンサイクルの移植での確認ができたという状況でございましたが、15年度

には新たに移植藻体の２年目の生育が確認されております。ただ、この確認された場所が

勝連地区、もともとクビレミドロが存在しない場所でございますが、そこのワンサイクル

目は確認されたところと同じ場所で確認されたということで、実はモニタリングポストか

ら少し外れた場所でそのものが存在しているのを確認したということでございます。これ

は昨年度の報告の中でもさせていただいていますが、表2.2-1の（1）と（2）、Ⅱ－12ペー

ジ、13ページにありますものがモニタリングポスト内での評価でございまして、その勝連

地区で２サイクル確認できたものは、モニタリングポスト外で確認されたものであるため

表示されておりません。したがいまして、この表部分において区分した形で今後、数値を

出していきたいというふうに考えております。 

 クビレミドロの移植に対しての今後の課題ということで、Ⅱ－14ページに挙げてござい

ます。一つは移植による群体の分散抑制の工夫ということで、やはりできるだけ多くの卵

がその場所に存続すれば、糸状体も多く出やすいという条件が出ております。どうも生息

環境条件をみますと、マツバウミジグサ等の小型海草が卵をその場所にとどめるような効

果がありそうだということで、この小型海草群落の形成とその関係に着目して今後、群体

として成り立つような工夫を行いたいというふうに考えております。 

 それからもう一つは、室内培養のほうで成果が出てきております。その室内培養を行っ

たものを野外へ移植した場合、それがちゃんと形成されていくのか、成り立つのかという

ことを今後確認する必要があるかと思っておりますので、その実証試験を行うことが必要
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かなというふうに考えております。 

 Ⅱ－15ページからは室内培養実験の状況でございまして、これまでの実験に加え、さら

にいろんなことが分かってきております。特に恒温庫での培養のときには天然の砂、いわ

ゆる砂を入れた形で育ててあげるということはどうも効果がありそうだということが分か

ってきております。 

 それから、いろいろな環境条件、特に光の関係とか、栄養塩の添加の割合というような

ものも、ある程度整理できておりますので、今後は量的な藻体の発生を促す条件について

検討していきたいというふうに考えております。 

 実験結果についてはⅡ－21ページの表2.3-4のほうで全体をまとめてあります。 

 本編資料については以上でございまして、資料編という形でそれぞれ手植え、機械化、

減耗対策、再移植実験、クビレミドロ成育地の濁り監視調査結果というものを整理したも

のを添付させていただいております。 

 簡単でございますが、資料－４（2）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。 

 以上、海藻草類専門部会の報告ということでございました。 

 なお、この会議、12時半までということで、複数の委員のほうからそのあとの日程もあ

るということでありますので、何とか12時半をめどに進めてまいりたいと思います。 

 それでは、よろしくご検討お願いしたいと思います。 

○仲座委員   海草の移植に関する事項というのは非常に重要なものですし、また法的な

面も含みますので、これを時間がないからといって打ち切るんじゃなくて、なければ次回

に持ち越すとか、そういう審議の仕方をしていただきたいんです。よろしくお願いします。 

○眞榮城委員長  調査段階のものの相当ありますので、そのへんも踏まえて効率的なご

審議をお願いしたいということを申しているだけであります。それでは、よろしくお願い

します。 

○仲座委員   まず面積の話を持ち返したいと思いますけれども、私が初期値は50％じゃ

ないかという話をしたんですけれども、移植したのはとりあえず50％以上になっているわ

けですよね。それはそうですよね、50％以上を対象にしてきたものですから。それをチド

リ状に配置すると面積が半分ぐらい、30％まで、全体値で低下しますよ、ということだと

存じております。そのとおりだと思います。 

 最終的に今出してきている10％というのは、面積でいうと２ページあたりでしょうか、
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面積でいうともう100％近くなっているわけですよね。１－６をちょっとご覧いただけます

か。面積でいうと倍近くなっておりますので、100％に近いわけですよね。それが10％の被

度になっているということなので、もう海草が均一に分布しているものというふうに見て

いいと思います。そうすると、ある小さな25cm角を切り出すと、元の50％に対応するとこ

ろが出てきますよね。被度とかいうのは、濃度と同じように示量変数ではなくて、示強変

数なので、いろんな解釈が出てくるんですね。数字的にはですね。そこをごまかされない

ようにする、あるいは逆に誤解を招かないようにしていくことが大事だと思いますので、

ここらへんがちょっと納得できないところなんですね。 

 それから、一応、移植したのは大型海草を対象として移植したわけですよね。そのとお

りですね。50％以上を目標に。それで、今生えているのはどういう海草ですか。100％の面

積だというふうにカウントしている海草は、移植したものと同じ種類のものなんですか。 

○事務局（溝口）  基本的には移植したものから広がってそのあと生育されている海草

ということです。 

○仲座委員   ですから大型海草なのか、小型海草なのか。 

○事務局（溝口）  大型も小型も両方含みます。 

○仲座委員   それを今現段階で二つに分けて、専門部会から出されてきた資料にありま

すけれども、まとめたものですね。これは，大型海草と小型海草に分けて議論していく必

要があると思うんです。というのは、ターゲットとしたのが大型海草ですから。それはな

くなってもほかのものが生えていたらいいということは議論のすりかえだと思います。 

○事務局（溝口）  一つは大型のブロックといいますか、手植えも含めて植えてきてい

るわけなんですが、最終的にその藻場の機能が保全できるようにという形を考えていった

場合に、どうしても元々なかった場所からそのものを母草という形で植えていっているわ

けですので、当然、海草の変遷の状況の中で、小型海草も含めた形で生育してくると思い

ます。ですから、そういう状況も、小型海草がある程度生育できた中で将来的に大型海草

もまた伸びていくだろうということを想定しておりますので、小型も含めた形で現在評価

をしているという状況でございます。 

○仲座委員   そういう方向性を持つのはいいと思いますけれども、もう一度基本に戻っ

て考えてみますと、とりあえず皆さんがやろうとしたことは海草の移植なんですね。移植

による藻場の保全なんですね。そうですね。アセスの段階でもその大型海草の一部につい

ては移植をもって保全するということをうたってきたわけです。そうですね。それを手作
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業でやるのは大変なので、機械化によって、大規模に移植しましょうという試験をやった

わけですね。それがだめだったわけですね。ほとんどだめだったんですね。その原因は台

風による影響等であるということで、減耗対策をしたり、いろんな対策をやりましょうと

いうようなことが出てきたんです。その試験もやりましょうというので、そうですか、じ

ゃやってみてくださいということになったんです。ところがその結論も出さないうちに、

今度は目的をすりかえて、今度は移植した海草はなくなってもよい、小さなものが生えて

きてそれなりに藻場らしくなってきたらそれでよいというのは、当初の試験の目的をすり

かえたことになりませんか。 

○眞榮城委員長  どうぞ野呂委員。 

○野呂委員  今、仲座委員からご指摘の言葉は、実は部会でもかなり話し合いまして、

けしてないがしろにしたわけではありませんし、実は仲座委員のご指摘になっていること

で、仲座委員ご自身が誤解しておられることが一つあります。 

 それは、海草というのは常に遷移する、つまり大型の海草、今、仲座先生がおっしゃっ

ている例えばベニアマモとか、リュウキュウアマモとか、そういうものだと思いますけれ

ども、そういうものをある別の海域に出したときに、その下草的な存在というか、それと

混ざっている、例えばウミジグサとか、ウミヒルモとか、そういうものが生えてきたらそ

れは移植が失敗だったというか、移植をしたことが失敗だったのではないかというご指摘

だと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○仲座委員  それは、野呂先生の誤解ですね。それぐらいのことは私も存じています。

遷移期間があるということはですね。 

 国会の答弁書をよく見ていただきたいですね。国会等でも再三泡瀬の議論がされていま

す。法的に問題となるのは海草移植による藻場の保全です。それが成功するか、成功しな

いかです。これまでうたってきたのは、海草藻場を移植によって保全していくということ

だったんですね。とにかくこの委員会は３年間議論してきたんですけれども、いろんなこ

とが議論されてきた中で一番重要になったのは、移植した海草が根づいていくかどうかで

あったんです。国会等でも，きちっとその答弁書を見ていると、根づいている、移した株

が根づいている、だから成功であるとかが議論されています。ですから、これまでの実験

結果を基にすると、今ある藻場は移植によって保全できるということを答弁書の中でうた

っているんですよ。 

 ここに，小泉純一郎の名前で答弁書の刷り物を持っていますけど、その中にはこういう
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ふうにうたわれています。 

 例えば、「現在、移植から３年が経過したが」、これは泡瀬地区とは別のもので，試験的

に移した手植えのことですね。「移植した海草の株は順調に生育していることが確認されて

いる。移植した株が順調に生育していることを確認し、移植は可能と判断したものである」

とうたっています。 

○事務局（溝口）  よろしいですか。 

 今、仲座委員がおっしゃられたことは確かです。そのとおりだと思います。 

 あくまで手植え移植につきましては、平成10年7月に行った手植え移植の試験移植、３地

点ありますが、そのポイントでの成果を見て、おそらく事業者は手植え移植でいけるだろ

うという判断をされたというふうに考えております。 

 この元々のアセスのほうでうたっているものでは、移植というのは、一つの方法論だと

思います。あくまで最終的な目的というのは、既存の藻場の生態系をできるだけ保全し、

かつそれが残るようにするということですから、あくまで藻場の機能をちゃんと確保する

んだということがアセス上の制約状況ということだと思っております。 

○仲座委員   この委員会が過去にすったもんだしたときに、環境省が申し入れた文書を

よく読んでいただきたいんですけれども、移植した株が根づく、それだけではだめだと。

それが世代交代していかないといけないとうたわれていますね。 

○事務局（溝口）  手植え移植の部分については先ほどの平成10年7月に行っているも

のについては、もう自然の藻場と見極めがつかない状況になっているかと思います。です

から、今までの機械化移植等につきましては、これはあくまで試験という形で実施をして

きています。ですからまだ試験の域を越えてないということです。 

 ですが、手植え移植については平成10年7月の試験に基づいて事業者は判断しているとい

うことだと思います。 

○仲座委員   分かりました。手植えと機械化移植がとりあえずあるんですね。手植えに

ついては過去の事例から小規模な事例に関しては成功であるという見解を示されたと。そ

ういう見解があってもいいと思いますけれども。それを追試するために大規模に手植えで

移植したわけですよね。それも試験の一つでしたね。その結果も示されてないですね。と

りあえず私たちはこの委員会で指導しながら試験をさせたのが大きく分けて三つあるわけ

です。一つは機械化移植です。もう一つはそれに対する減耗対策です。機械化をもう少し

まともなものにしようという減耗対策です。それから手植えですね。それらの結論をきち
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っと見せていかないといけないわけですよね。それはやれると思います。 

 最後に、最近の国会の答弁などをみていますと、環境大臣はこう述べていますね。 

 「アセスメント、あるいは公有水面立法の手続きにおきまして求められております」。こ

れは中だけ読みますけどね、「藻場の移植の確実かつ適切な実施が確保されること、これが

大変重要なことだと思っている」というふうに述べているわけです。以上です。 

○眞榮城委員長  いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○総合事務局（冨田）  沖縄総合事務局でございます。 

 仲座先生のご指摘、Ⅰ－９ページに生育している海草の組成内容がずっと添付されてご

ざいますが、ここの中に示しているとおり、組成の割合からいくと大型海草が減っている

ということを示させていただいていますし、何がどういうふうに減ってきているかという

のがこの図からお分かりになるものだと思います。これを示させていただきました。 

 先ほど議論ありましたように、手植え移植については、その適用性が高いという審議を

踏まえ、その手植え移植という工法を採用し、事業を進めるという事業者の判断を行って

やってきたというのがこれまでの経過でございまして、その結果が今示されているⅠ－９

のような図、もしくはⅠ－６のような状況になっているということでございます。 

 現在の状況でございますが、Ⅰ－５ページに③に今の状況を書いてあると思うんですが、

今後の変化に注視することが重要と考えるということで、これからずっとモニタリングし

ていきましょうということをここで述べさせていただいております。 

 手植え移植については評価をし、実施しただけで、それを今現在モニタリング中、経過

観察をしているということでございます。その過程であるというふうに今はご理解いただ

ければと思います。 

○仲座委員   ぜひ結論をきちっと出していただきたいというふうにお願いいたします。 

 なぜならば、このプロジェクト、この試験事業というのは、世界中が注目しているんで

すね。この部分が最も注目されているんです。なぜならばこれがもし成功すると、ほかの

場所へもこの事例を適用したいということも出てくるからです。 

 私のところではいろんなところからメールがきますけれども、「議事録をインターネット

で拝見いたしました。何を議論しているかがよく分かります」というようなメッセージが

日本全国から私のところにメールで届きます．それだけ私たちは注視されているんです。

これをきちっと結論づけていかないといけないと思います。お願いいたします。 
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○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、清野委員。 

○清野委員   いろんなデータをとっていただいて、それをもうちょっと統合化していっ

て遷移だとか、動物との関係だとか、そろそろそういう方向にしていかないといけないの

かなと思うんです。 

 それでⅠ－46ページに場のポテンシャルの把握に向けた調査計画案というのがあるんで

すけれども、この中でいろんな項目があるんですが、多分、移植の話もわりと小規模なレ

ベルでどうだったかというだけじゃなくて、大規模な全体の場の中で、そこのスポットが

どういう位置づけにあるかということをもうちょっと分かりやすくしていく必要があるん

だと思うんです。 

 現在は、台風のときのせん断力ということと、それから底質ということで、物理的な特

性を特に、そういう面から見られていると思うんですけれども、今までの調査結果でなぜ

その海草がそこにあるのかとか、経年的になぜ藻場の位置が変化してきたという現況と、

それから過去の遷移をそろそろ今のデータからきちんと説明できるというような方向性を

つくっていただければと思います。それが過去をきちんと現況説明できれば、今後の予測

というのが精度が高いということが期待されるわけですが、今はまだそういう段階にない

のかなという気がしています。 

 例えば、Ⅰ－３を見ていただくと図1.1-2で適地評価の結果ということで、いろんな点か

ら適するとか、適さないとか、可能性があるというのを図に示していただいているんです

けれども、こういった楕円で大まかに囲むというような認識じゃなくて、もうちょっと細

かい微地形だとかいうレベルと、それからもうちょっとマクロな意味でそこのエリアがど

ういう特性があるかというふうにしていただかないと、この大きな示し方だと不安かなと

いう気もしますので、そういった点ご検討いただければと。 

○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。 

 海藻草類の専門部会からの報告がございました、これまで大変なご努力をなさっていた

だいていると思っております。 

 現在、プロセスの中にあるわけですから、移植海草等のモニタリングの評価について今

後、継続していくという報告があったかと思います。 

 それから、施策の方向性としては移植だけで海草を保全するということは不十分である
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と、したがって海草が育つ場を目指すということで、生育適地のポテンシャルや生育地等

に向けた検討を今後進めていきたいと、そういうことで光量等いろいろ話がございました。

あとはクビレミドロ等について香村委員を追加することを部会で了承したという報告がご

ざいました。 

 そういうところでございますけれども、ほかにご意見、いかがでしょうか。 

 仲座委員。 

○仲座委員   ちょっとお聞きしたいんですけど、試験的に移植したのは何ヘクタールに

なりますか。機械化移植で今までやったのは。 

○総合事務局（冨田）  すみません、ちょっと今すぐお答えできないんですが、あとで

先生に報告するということでよろしいですか。 

○仲座委員   私がお聞きしたかったのは、要するにとりあえず移植対象となっている藻

場が初期の頃は25haぐらいでしたので、試験的に今やっているところがどれぐらいなのか

なということです．もし今四苦八苦してやっている面積が小さな規模で、対象とする規模

が25haですので、それがはたして将来的にそういう移植地が探せるかどうかという、可能

性のあるところも聞きたかったものですから。つまり25haを移植できるような場所がまわ

りに今後探せるかどうか？ということをお聞きしたかったんです。 

○総合事務局（冨田）  すみません、移植するとなるとその移植対象も探さなければい

けないし、移植する生息適地がどこかと、20haですか、その適地を確保するのがどこかと

いう諸々の検討もございますので、それを今すぐお答えするというのはなかなか困難な状

況にあります。 

○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。それでは、ほかにもあると思いますけれども、あと議

題が二つほど残っておりますので、進めさせていただきたいと思います。 

 以上で、海藻草類専門部会の報告、またこれは今後もプロセスの中であるわけですから、

今後、さらに検討を進めていくということでございます。 

 議題⑤ですけれども、先ほど海藻草類専門部会の報告でクビレミドロ、ウミヒルモ類な

どに詳しい香村眞徳先生を委員として加えるということを専門部会のほうで了承したとい

う報告がありました。これについて事務局のほうからよろしくお願いします。 

 

⑤海藻草類専門部会委員追加報告 
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○事務局（溝口）  これまで海藻の専門部会のほうでは、海草の移植等についての議論

が主でございました。 

 現在、クビレミドロにつきましては、きょう報告させていただいていますが、移植実験

等もうまくいってきておりますし、室内実験でもうまくできているということで、今後ク

ビレミドロについては、具体的な検討を進めていくことになるかと考えております。その

状況でございまして、特にクビレミドロに詳しい香村先生に新しく海藻の専門部会の委員

として入っていただきたいということで、専門部会のほうへお諮りしましてご了承いただ

いたということで、親委員会でありますこの保全・創造検討委員会のほうでもご了承いた

だきたいということでございます。 

○眞榮城委員長  そういうことでございますので、了承ということでよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、議題の⑤は香村先生を専門部会の委員に加えるということでよろしくお願い

します。 

 ⑥番目ですけれども、比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会設置報告ということでご

ざいます。よろしくお願いします。 

 

⑥比屋根湿地・泡瀬地区海岸専門部会設置報告 

○沖縄県（傍士）  事務局沖縄県でございます。 

 前回のこの委員会で、新たに周辺沿岸域の専門部会を立ち上げていく方向で検討してい

るというご報告を申し上げたかと思います。その後、事務局で詰めをいたしまして、名称

を比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会というふうに、より具体的に改めまして、成案

がほぼできましたのでご報告申し上げたいというふうに思います。資料は５でございます。 

 ５の内容に移ります前に、この部会を設置するに至った背景というあたりを参考資料－

１というのがございますので、これでざっとご説明申し上げたうえで部会の話をさせてい

ただきたいと思います。 

 参考資料－１の１ページをめくっていただきますと、泡瀬地区の航空写真、昭和19年当

時のものと最新の写真、上下に比較して掲載してございます。もう一目瞭然でございます。

泡瀬の海岸域というのは戦後50年あまりのうちに大変大きな変貌を遂げてございます。大
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きめのところを赤の実線で入れてございますけれども、米軍の接収によって土地をなくし

てしまった地域の方々が埋め立てに自分たちの土地を求めた、ふるさとを求めた経緯もご

ざいまして、幾重にもわたって埋め立てがなされてきたということでございます。 

 その結果、海岸線が大きく改変しましたし、また、国体に合わせて今は県道ですけれど

も市道が整備されまして、海域から取り残されるような形で比屋根湿地が形成されたとい

う経緯がございます。 

 その結果、今どうなっているかというところを２ページでご覧いただきますと、海岸域

は大きく四つほどのエリアに分かれるのかなというふうに思っております。これは上の図

でございます。運動公園のあたり、比屋根湿地の前面。それから塩田埋め立てた前面です

ね、旧塩田前。それから、いまだ米軍がおります通信基地の前といった大きな四つのゾー

ンに分かれるかと思います。 

 それらの中で一番地域の方々がたくさんお住まいの旧塩田前のゾーンを着目してみて見

ますと、直立護岸でなおかつ前面には消波ブロックが設置されているというような状況に

なってございまして、親水性を大変に損なっているということです。なおかつ海岸域と地

下水の浸透という面でも遮断がなされておりまして、結果的に地域の方々の汚水が、一部

は下水にはいっているんですけれども、雨水海域を通じて、そのままの形で海域に流れ出

しているというような状況がございます。これは泡瀬の原風景というものを考えると、全

く現状としては違った状況になっているということでございます。 

 ３ページに移りますと、それをもう少しシステマティックにといいますか、流域で見た

ものが掲載してございます。まずこの地域には流域の下水道が南から北に走るような形で

通ってございます。最終的には新港の具志川浄化センターにおいて流末処理がされるわけ

ですけれども、沖縄泡瀬の地域でみるとこの黒線のような形で下水道が入っている。さら

にそれをもう少し細かく見たのが上の図ですけれども、幹線が点線で下から上に向かって

走っているわけですね。これに接続するような汚水幹線がブルーのラインで入っている。

これがすべてこのような形で汚水処理されれば全く問題はないんですが、実は一部赤い線

の雨水幹線を通って地域の生活廃水、雑排水が海域に出ているというような状況があると

いうことでございます。それをもう少し具体的に見てまいりますと、４ページのようにな

りまして、大きく二つの流域に分けて考えてございます。 

 一つ目は泡瀬の流域、２丁目から４丁目のあたりですね。ここについて下水道の普及率

という点で見ますと、100％達成がされているんですけれども、ただ残念ながら各住戸ベー
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スでみたときには、３分の１程度の家庭はこの下水に接続していないという状況がござい

ます。その結果、どういうことが起きているかというと、幹線の横に写真の一番上のとこ

ろをちょっと見ていただければいいと思いますけれども、暗渠がところどころ穴を開けて

いまして、ここから生活雑排水がそのままの形でこの雨水幹線に出ているということです。

それが海に出ている場所が真ん中のところの写真でありまして、この周辺の環境について

はもう皆さん方すでにご覧いただいていると思いますけれども、悪臭が漂うような非常に

汚れた実態になっているということでございます。 

 それから一方、比屋根湿地の流域、二つの幹線によってなりますけれども、ここについ

てみますと、実はまだ下水道の整備が100％は完了してございません。４分の１程度は下水

道の未整備のエリアがございます。でもこれは平成19年度目途に、沖縄市のほうで鋭意整

備がなされているということでありますが、それが完成しても、このままの状態では未接

続の住戸も随分あって水質もよくない。 

 ちなみに上のほうの水質BODで見ますと、泡瀬のほうでは40、それから比屋根のほうでも

14なり10というような、かなり汚いような状況が現状としてございます。 

 それから、最後５ページ、６ページでは、比屋根湿地についてご説明したいんですが、

ご存知かと思いますけれども、比屋根湿地は人工的に形成された湿地ということでござい

まして、昭和50年代の初めにはご覧のような海域、海面であったわけですね。これが国体

道路と呼ばれる道路の建設によって海面から切り離されて湿地になったということでござ

います。 

 下のほうの大きな写真は湿地ができて、数年を経た状況ということでしょうが、もうす

でにこの時点でかなりの陸地化が進んでいるというところが見ていただけるかと思います。

ただし、上のほうに見えます部分のマングローブが生い茂っているエリアですね。ここに

はまだマングローブの繁茂といったような現象は見られておりません。それが現状でどう

なっているかというのは６ページなんですが、南側のエリアが一帯マングローブの林とな

っておりまして、北はもうびっしりヨシ原となっていて、水気があまりないというような

ことでございます。何でそんなふうになっているかというと、海域との接続が３カ所のボ

ックスカルバートのみで海と比屋根湿地がつながっている。特に一番上のところはボック

スカルバートも非常に小さいですし、とても汽水域とは言えないような状況になっており

ます。南のほうは開口部も大きいですし、段差もないということで、湿地を特徴づける汽

水域が南のエリアを中心に広がっている、こんなことでございます。 
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 ざっと駆け足で地域の成り立ち、あるいは現状を見ていただいたうえで、この専門部会

についてご説明申し上げるわけですけれども、１枚目の上のほうはもうすでに説明したと

おりでございます。 

 環境監視委員会のほうで、地域を代表する方々に委員としてお入りいただいているわけ

ですけれども、その委員の方々が、人工島の話はともかくとして、これまで地域の環境が

非常に悪化してきたということを嘆く声が強く寄せられておるわけでございます。そんな

声を背景としまして、今回、この保全・創造委員会のもとに新たに部会を設置するという

ことでございます。 

 具体的にこの専門委員会で何をご議論いただくかということについては、２ページの上

の２番のところに箇条書きで示してございます。一つ目が、比屋根湿地の整備の方向性の

検討をしていただくということであります。 

 それから、２番目が先ほど下水の話を縷々ご説明いたしましたけれども、陸域からの汚

濁負荷の低減の方策を検討するということでございます。 

 それから、直立護岸の部分も見ていただきましたけれども、３番目としては、あそこの

護岸の部分を親水性に配慮した海岸整備ができないかということでその方向性についてコ

メントいただく。 

 ４番目としましては、比屋根湿地については野鳥園的な利用がすでにされているわけで

すが、それをさらに拡充するとともに人工島の中に予定をしております野鳥園と連携した

あり方、鳥の立場に立ったような比屋根湿地と野鳥園のあり方についてご検討いただく。

具体的にこの４点を考えているわけでございます。 

 これらのご検討していただくに際して、施策をより実効あるものにするために行政サイ

ドの連携というのがぜひとも必要だということで、３番に書いてございますような行政連

絡会、沖縄市と私ども沖縄県が中心になって構成しているわけでございますが、これをつ

くるということで、先にやっていきましょうという方向の確認がなされているということ

でございます。 

 最後にスケジュールが書いてございます。これについては比屋根湿地の整備のスケジュ

ールというふうにご理解いただきたいんですが、今年度、測量なり水質の調査をいたしま

して、来年度以降、設計、そしてできれば18年度ぐらいからは比屋根湿地に実際に手を入

れていきたいと、あそこの環境改善を図っていきたいと、こんなことでございます。 

 以上、報告を申し上げます。 
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○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 最後、３ページのほう…。 

○沖縄県（傍士）  ちょっと抜けました。最後の３ページでございますけれども、この

専門部会に委員としてお入りいただく方々のお名前、すでに内諾を頂戴してございます。

動物生態学の観点から仲宗根先生、植物学から新城先生、環境衛生、下水ですね、下水道

の整備の観点から吉田先生、干潟の生物について中村先生、鳥類については赤嶺先生、こ

のほか地元関係の４自治会の代表の方々、そして復興期成会からも代表の方々に入ってい

ただいて、主に地元を中心に議論をしていただこうと、こういうふうに考えております。

以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 何かご確認する点がございましたらよろしくお願いします。 

 では、この設置について了承ということでよろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ赤嶺さん。 

○赤嶺委員  これまで幾度か比屋根湿地の野鳥観察地としての魅力が薄れてきたこと

を指摘してきましたけれども。県のほうにも何回か野鳥観察報告の中に、こんなふうな問

題点があるよと指摘をしてまいりました。 

 今回、沖縄市と県がこのような委員会をつくって、整備をされるということを聞いて非

常に喜んでおります。 

 実は、先週のことなんですけれども、犬が何匹か入って、実際にはバンを林に追い込ん

だり、あるいはムナグロが200羽飛び立った状況を見ますと、本当に長い間悩んできたもの

ですから、今回、沖縄県でこういうことをやっていただくということですごく喜んでおり

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、どうぞ。中根さん。 

○中根委員   私が先ほど環境学習の件で言った意見はまさにそこの部分で、非常に期待

しております。要するに、埋め立て云々の前に、マングローブが使うことができるかでき

ないかというのは、この部分で湿地の整備がうまい方向さえいけば活用できると思います

ので期待しております。 

 それから、田中委員の意見でちょっと気になったことは、環境学習、環境教育そのもの

はニュートラル、これは当たり前です。ですから、個人的な意見で言われるよりは環境教
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育に携わっているものはすべてニュートラルな立場で環境教育しているのはこれは当然な

ので、個人的な意見としてという言われ方をすると、ちょっとおかしくなるんじゃないか

なと。環境教育に携わるものはすべてそういう視点でやっているんではないかなと。それ

を間違うと偏向教育ということと似てきますので、そのへんのところを誤解しないでいた

だきたい。私が反対と言った言葉は、もう一つはこの場で話し合うべき問題ではなくて、

実は私も博多の人工島を自分で見てきたんですね。そのときに福岡市の財政状況というも

のが非常に地元の方から言われましたので、これは朝日新聞のほうにも特集がされており

ますので、そのへんのところは、この場で全然やる必要はありません。沖縄市側で持ち帰

って話し合うべき問題だと思いますので、そのへんの立場の心配から答弁、反対する立場

にならざるを得ないんじゃないかなと、それだけです。環境教育という立場ではないです。

そのへんは誤解のないように。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ひとまず比屋根湿地泡瀬地区海岸整備専門部会の設置ということで了承ということでよ

ろしいでしょうか。 

 清野さんございますか。 

○清野委員   設置について随分ご努力いただいてありがとうございました。県や市の方

とか、地元の方にありがとうございます。 

 それで、これだけの流入負荷がありながら、それでもなお、まあまあな水質になってい

るというのは現在、干潟がある程度オープンになっているからなんですね。だから、今後

海岸づくりを進める際に、ある程度水路状になったときに背後の下水道を整備して流入負

荷を減らしたとしてもどういう状況になるかというのは、本当にご専門の先生が大勢いら

っしゃいますので、そういった予測も含めて地元のほうに情報提供していただけたらとい

うふうに思います。 

 先ほど、小濱先生からの地元の方と一緒にということでおっしゃっていただいて、私も

地元のいろんな塩田を作業されてきた方を伺って、水質とか、いろんなすごく一般の方で

環境の技術だとか、要素に注目していらっしゃって、すごくポテンシャルの強い地元の方

がいらっしゃると思います。ですから、いろんなこちら側でもすでにほかでやって分かっ

ていることとか、こうなりそうなことというのは丁寧にお伝えすればいろいろ一生懸命考

えていただけると思いますので、そのあたりのインタープリテーションもお願いしたいと

思います。以上です。 
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○眞榮城委員長  はい、どうぞ、仲座委員。 

○仲座委員   これは先ほどおっしゃったようなこととは関係なく、すなわち，埋め立て

いかんにかかわらず議論していくべき問題だというふうなことが主張されましたので、非

常に私も評価します。当然ながらそういうふうに環境をよくしていくということは私たち

の責務であると思うし、遅きに失したぐらいだと思いますね。ぜひ埋め立てがだめであっ

ても、これぐらいの整備を勝ち取っていく。そして先ほど示された砂浜、今なくなってい

る自然の砂浜が復活するぐらいのことを勝ち取っていくことにつながっていければと私は

思います。 

 それから、藻場というのがあって、干潟は残るけれども藻場は埋める、80％の干潟が残

る．というようなことでよく表現されていますけれども、藻場の役割，水に対する役割と

いうのは酸素の供給でもあるんですね。人工的に酸素を水の中に入れる、機械的に入れる

とすると100％を超えることはほとんどできません。ですが、生物的な作用ではそれが200％

にも達するんです。あの干潟を健全に保てる、あれだけの生態系を保てるというのは、藻

場の役割がものすごく大きいんです。水の中に酸素を供給できるのは藻場なんです。藻場

内で満ち満ちた酸素が満ち潮と同時に干潟に持っていかれるんです。それが干潟を支えて

いるメカニズムがあるんです。それは森林と一緒です。森林がこの地球からなくなれば終

わりです。それと一緒なんです。以上です。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○沖縄県（傍士）  一言だけ。人工島と全く関係ないというふうに私は申し上げたとい

うふうにお受け取りになられたら、若干そこは誤解があると思いますけれども、比屋根湿

地については、できるだけ早い時期にやっていきたいというふうには思っていますが、こ

れはあくまで人工島も含めた泡瀬地域全体の整備の一環としてやるということですので、

全く無関係にやるということではないということは、なおかつこれは泡瀬の事業者の一つ

の専門部会としてつくるということですから、そこは誤解をいただかないようにしたほう

がよろしいかなというふうに思います。 

○仲座委員   これは泡瀬じゃなくて、県下全般的に環境をよくしていく、私たちが勝ち

取っていくというような議論につながっていくようなことになっていけばと私は願います。 

○眞榮城委員長   それでは、再三再四になりますけれども、一応この設置の了承をよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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 ありがとうございました。 

 なお、この専門部会設置に伴いまして、本委員会の設置要綱がその部分が改定されると

いうことでございます。 

 溝口さんのほうから。 

○事務局（溝口）  お手元の資料－６でございますが、この比屋根湿地・泡瀬地区海岸

整備専門部会の設置に伴いまして、設置要綱の一部を改定させていただいております。２

ページのアンダーラインが引いてあるところですが、専門部会を一つ設けるということで

の改定でございます。あとのところは変更はございませんので、ご承知いただきたいとい

うふうに思います。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 この設置要綱の改定をご了承いただけるでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございました。 

 それでは、予定を若干オーバーしましたけれども、本日の検討委員会これで終了したい

と思います。どうもありがとうございました。 

 

（3）閉会 

○事務局（山本）  どうも長時間にわたりましてありがとうございます。 

 厚い資料でございまして、短時間にご審議いただきましてありがとうございました。い

ろいろとまた宿題をいただいておりますので、また個別に先生方のご指導を仰ぐこともあ

ると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 これからでございますが、これで一応委員会のほうは終了いたしますが、準備でき次第、

２階のカナイの間で記者会見を開催いたしたいと思います。 

 それから、委員の皆様方のお食事を用意してございますので、13時からこの場で食事を

提供させていただければと思っております。 

 以上でございます。本日は、どうもありがとうございました。 

（午後０時４８分 閉会） 

 


