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平成１６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10月５日（火） 

場所  サザンプラザ海邦４階 

（午後１時33分 開会） 

（1）開会 

○事務局（田邊）  委員の皆様、全員おそろいになりましたので、ただいまから平成16年度、第２回中

城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会を開催させていただきます。 

 本日はお忙しい中、委員の皆様方におかれましては、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 私、進行役の財団法人waveの田邊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様の出席状況でございますが、東京大学の清野委員、それから港湾空港技術研究所の中村委員

が本日ご欠席でございます。清野委員からは、事前に資料をお届けした折りに、ご意見をいただいており

ますので、皆様にお配りをさせていただいております。 

 それから、資料のご確認を先にさせていただきます。まず一番上に議事次第がございまして、その次に

着席表、それから委員名簿と１枚のものがございます。それから続きまして、右肩に資料－１と書いてご

ざいます、「前回委員会における指摘事項とその対応」という資料がございます。 

 それから、Ａ４横の少し分厚いホッチキス止めの資料で、右肩に資料－２(1)①と書いてございます資料

がございます。表紙の真ん中あたりに「海浜安定の検討」と書いてございます資料がございます。それか

ら資料－２(1)の、先ほどのは①でございましたけれども、次に②というのがございます。真ん中あたりに

「基本計画」と書いた、同じくＡ４横の若干分厚めの資料がございます。それからＡ４今度は縦書きにな

りまして、１枚ものとして資料－２(2)「人工海浜専門部会 議事概要」がございます。 

 それから続きまして、Ａ４今度は横書きの資料－３(1)「環境利用学習専門部会資料 概要版」というの

がございます。それと、今度はＡ４の縦で資料－３(2)と書いてございます、「環境利用学習専門部会 議

事概要」がございます。続きまして、Ａ４の今度は横になっていまして、資料－４(1)「海藻草類専門部会 

資料概要版」というのがございます。それからＡ４の今度は縦の１枚もので、資料－４(2)「海藻草類専門

部会 議事概要」がございます。 

それから、資料－５(1)として「比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会資料 概要版」という資料がご

ざいます。それとその次にＡ４縦で、資料－５(2)「比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会 議事概要」

がございます。それから参考資料－１といたしまして、「環境保全・創造検討委員会 設置要綱」がござい

ます。それから参考資料－２(1)として、「人工海浜専門部会資料」の「海浜安定の検討について」という

資料。Ａ４縦のちょっと分厚めの資料でございます。それから、Ａ４横の若干分厚めの資料で、参考資料

－２(2)「人工海浜の基本計画（動線、景観および環境計画）について」という資料。 

 それから参考資料－３として、Ａ４縦のホッチキス止めで、「環境利用学習専門部会資料」と。それから
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参考資料－４として、「海藻草類専門部会 資料」でございます。それからＡ４の横で若干分厚めの資料で、

参考資料-5「比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会資料」。それから最後に「泡瀬環境保全・創造検討委

員会御中」と書きました清野先生からのご意見のペーパーが最後にございます。資料はおそろいでござい

ますしょうか。もし何かありましたら事務局までお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。それでは資料はそろっていると思います。 

 それから、資料の中で参考資料－１という資料がございましたけれども、当委員会の設置要綱がござい

ます。この設置要綱の中で改訂がありまして、比屋根湿地泡瀬地区海岸整備専門部会が、第１回の委員会

の中で設立されております。資料で言いますと、組織第３条の６号の④比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専

門部会ということで、専門部会が設立されております。 

 それから、これが設置されましたことによって、この資料の一番最後のページに参考ということで書か

せていただいておりますが、人工海浜専門部会、それから環境利用学習専門部会、比屋根湿地・泡瀬地区

海岸整備専門部会、新しくつくられたものでございますが、これらが連携をとって検討を行うということ

になっております。 

 それから、右側には沖縄市さんの取り組みとして、みなとまちづくり懇談会とも連携をとりながらやっ

ていくと。あともう一つ、海藻草類専門部会もございますので、こちらも含めて検討していくということ

になっております。 

 それから、この第１回の比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会が８月27日に開催されておりまして、

その専門部会で仲宗根先生が座長に選出されております。本委員会にもご参加していただいておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以後の議事進行を委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（2）議事 

○眞榮城委員長  それでは、議事進行に入りたいと思います。 

 各専門部会において、これまで今年度、今回第２回の環境保全・創造検討委員会でございますけれども、

そのほか各専門部会でご検討をいただいてきております。専門部会で検討いただいておりますけれども、

本委員会のもとでは専門部会を統括するという形になっておりますので、本日、本委員会において、各部

会において検討されました事柄について確認をし、また了解していくというような手続きになっておりま

す。 

 議事次第がございます。本日は、議事として①から⑤までございまして、特に②から⑤につきましては

四つの専門部会からの報告、それに対する委員の皆さんの質疑、あるいは意見というふうな形で検討いた

だくということでございます。 

 それではまず①の「前回委員会における指摘事項とその対応」ということで、事務局のほうからご説明

をお願いいたします。 

① 前回委員会における指摘事項とその対応 
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○事務局（高橋）  それでは説明いたします。座ったままで説明させていただきます。 

 まず資料１－になります。４月27日に開催されました第１回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員

会における指摘事項とその対応になります。まず人工海浜専門部会についての指摘事項です。「マングロー

ブ林と干潟、アダンと砂浜など、コンポーネントが生態系の機能の基になっていることを考慮し、配置計

画を進めること」、古川委員のご意見がございました。 

 こちらは当初、平成15年度には、淡水池及びマングローブ林というものを検討しておりましたが、淡水

の確保が不確定であること、また管理についても難しいということがございます。また、別途進められて

おります比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会においても、マングローブについて検討するということ

がございますので、その結果を受けて導入の可能性について再検討することと考えております。 

 そこで現段階においては、アダンの茂みを拡大することにより、原風景を再現するような海浜断面とし

ております。 

 次に、「水上バイクのみならず、ダイビングやシーカヤックも検討し、身障者にも対応可能なビーチとす

ること」という赤嶺委員のご意見がございました。これにつきましては、さまざまなマリンレクリエーシ

ョンを身障者の方にも楽しんでいただけるよう、資料の中において動線計画として提案しております。 

 次に、「今回の需要予測の算定方法を別のビーチにあてはめてみること」という仲座委員のご意見がござ

いました。サンサンビーチ等他のビーチにおける利用者数や条件を情報収集して比較検討を行おうと思っ

ております。次回の専門部会において提示する予定でございます。 

 続いて「駐車場の規模は、ピーク時の30％が確保されているのみであるが、路上駐車等、他への悪影響

が懸念されることから、ビーチ内陸部に確保するべき」という仲座委員のご意見がございます。夏のピー

ク時には、人工海浜内のイベント広場や展望広場等を、臨時駐車場として使用することで対応したいと考

えております。 

 続いて、海藻草類専門部会での指摘事項です。「今までの調査で、なぜその海草がそこにあるのか、経年

的になぜ藻場がそこにあるのかを説明できるような方向性をつくっていただきたい。移植適地は微地形な

どを含めたミクロなレベルとマクロな意味で、このエリアにどういう特性があるかという視点で分析すべ

き」という清野委員のご意見がございました。 

 こちらにつきましては、海草の生育条件に適した場の条件を把握するための調査を行っております。近

接した場所で海草の生育状況の異なる場所、つまり分布域と非分布域があるということに対する生育条件

の仮説を立て、その検証を行うための予備調査を実施しております。 

 次に、「試験的に移植したのは今まで何haか、また初期のころは移植対象藻場が25haだったが、それだけ

の面積の移植を今後周りに探せるのか」仲座委員のご意見です。これまでの移植面積につきましては部会

の資料に示してございます。また、移植対象の藻場の面積は、年による変動が予想されます。これは毎年

藻場の分布状況と、年ごとの工事範囲が異なるからでございます。それぞれ毎年移植面積を把握すること

にしておりまして、移植先についてもこれに応じて選定していく予定でございます。以上です。 
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○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 「前回委員会における指摘事項とその対応」ということでただいまご説明いただきましたけれども、指

摘いただいた委員のほうからその対応についてご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

 ①は古川委員のほうですけれども、いかがでしょうか。 

○古川委員  この環境保全・創造検討委員がある理由というのが、それぞれの部会で検討していること、

個別に専門的に検討されていることを総合的に考えて、この泡瀬地区、また中城湾港の全体での環境創造

に資するというような背景があるというふうに理解しています。そういった意味でもほかの専門部会の検

討が進み次第、それを反映させながら、検討を進めていただけるというようなご対応については、異議あ

りません。 

○眞榮城委員長  ②については、赤嶺委員でございますけれども、対応について、今回は後ほど今回資

料の動線計画で提案してあるということでございますけれども、後ほどその時にまたお願いしたいと思い

ます。 

○赤嶺委員  はい。 

○眞榮城委員長  ③は仲座委員のご指摘でございます。よろしくお願いします。 

○仲座委員  はい、結構です。 

○眞榮城委員長  次回ということで。 

 次の④も仲座委員のほうでございます。 

○仲座委員  これも次回ですので。 

○眞榮城委員長  それでは、裏のほう、２ページほうは、清野委員は今日ご欠席ですので、関連ござい

ましたらまたよろしくお願いしますけれども、②のほうも仲座委員のご指摘になっております。 

○仲座委員  報告を聞いてからにします。 

○眞榮城委員長  では後ほど専門部会の報告がございますし、その中でまたご意見いただければという

ふうに思っております。 

 それでは、議事の①の前回委員会における指摘事項の対応については、以上でよろしゅうございますか。 

（異議なし） 

 それでは、ありがとございました。①は以上でございます。 

○眞榮城委員長  ②ということで、第1 回人工海浜専門部会報告ということでございます。まず、事務

局のほうから説明いただきたいと思います。 

②第１回人工海浜専門部会報告 

○事務局(高橋)  概要版の資料についてご説明いたします。 

 第１回人工海浜専門部会の報告でございます。 

 人工海浜専門部会の検討内容は、海浜の安定性の検討と、海浜緑地の計画検討にわかれています。資料

も海浜の安定性計画等が２（1）①、計画編が２（1）②となっております。大変多くなっておりますので、
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飛ばしながら早口で説明させていただきます。 

 １ページですけれども、まず 15 年度の検討方針です。 

 海浜の安定来については、ワンラインモデルという手法を用いて、人工海浜の当初計画における汀線の

予測計算を行いました。 

 その結果、計画案のままでは海岸線が安定しないことが確認されました。 

 そこで突堤の配置等を修正した対策を３案提案し、これに対する汀線変化の予測計算を行いました。 

 一方、海浜緑地の計画編については対象地区の立地条件等から、特性及び問題点を整理し、整備計画に

対する基本方針を設定しました。 

 また、環境利用学習専門部会における環境利用の方向性、プログラムメニューなどを考慮した上で、機

能配置、基本計画を検討提案しています。 

 ２ページ目、お願いします。 

 16 年度の検討フローです。 

 海浜の安定性については、15 年度の検討結果を受け、対策工３案に対する評価と問題の抽出を行い、新

たな対策として２案提案いたしました。ここまでについて 16 年度の第１回専門部会で審議していただいて

おります。 

 今後は、最適対策案を決定した上で、荒天時の急激な面的海浜変化及び断面形状変化についてＮライン

モデル、Ｓbeach モデルといった手法で検討し、最終案を提案する予定です。 

 一方、計画編については、15 年度の基本計画案に対し、既存の土地利用計画を配慮した上で、動線計画、

景観計画、環境計画を検討し、第１回の専門部会にかけております。 

 ３ページから９ページにつきまして、ただいまフローで説明した内容、あるいは技術的内容なので、割

愛いたします。 

 10 ページお願いします。 

 人工海浜の汀線変化を予測するために、近接する海岸の汀線変化について再現計算を行い、予測手法の

妥当性を検討しています。予測の対象は、勝連崎・ホワイトビーチ、久場海岸です。２カ所で検討するこ

とにより、より精度の高いモデルの構築を目指しています。 

 11 ページ、12 ページは1 ラインモデルの技術的内容になっております。 

 13 ページにまいりまして、再現計算結果を示します。13 ページはホワイトビーチの再現計算結果です。 

 右側下の汀線の変化量のグラフをごらんいただきたいと思います。赤い実線が計算による汀線変化量、

黒い破線が現地の汀線変化量です。この二つの汀線の増加・減少の傾向が概ね一致していることから予測

モデルの妥当性が高いと評価されます。 

 14 ページの久場海岸についても、同じようにモデルの妥当性が確認されております。 

 15 ページの図は、前述のモデルを用いまして、当初計画案の汀線変化予測を行ったものです。計算の結

果、左のビーチが浸食されて、右側に移動し、一部の砂は右側の突堤から流出するとの結果が得られてお
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ります。そこで次に示す３案を提案いたしました。 

 対策案の説明は結果のところで合わせて説明しますので、20 ページに飛んでいただきたいと思います。 

 対策案１です。赤い実線は予測計算を行った結果の汀線になっております。右側突堤を延長する案で砂

の流出を抑制できるものです。しかし、マリンスポットとして利用が考えられ、十分な海浜幅を必要とす

る左側のビーチの浸食が避けられません。 

 さらに、景観的にバランスが悪いといった問題点があります。 

 22 ページ、対策案２です。左側突堤を延長し、右側突堤を沖にまっすぐ伸ばしています。突堤による閉

塞感を緩和するものです。左側ビーチの砂浜幅が若干せまくなっており、また景観的なバランスが悪いと

いう問題点も考えられます。 

 24 ページ、対策案３です。左側突堤の先に、離岸堤または潜堤を配置し、左側ビーチの浸食を抑えるも

のです。海浜の形状は概ね護岸線と平行に安定していますが、右側突堤からの砂の流出がございます。以

上から新たな対策案を提案しております。 

 26 ページにまいりまして、新しい提案１ということで、こちらの実線はまだ計算したものでなく、対策

案に対して想定される汀線のイメージを示しています。左側突堤の先に離岸堤等を設置し、さらに右側突

堤を延長するものです。 

 なお、専門部会の審議の中で、突堤が左右対称である必要がなく、このような非対称でもよいというご

意見をいただいております。また離岸堤については、海面上に出ない潜堤とするべきという意見がござい

ました。 

 27 ページにまいりまして、新しい提案２です。離岸堤といった構造物を導入せず、海浜幅の違いをあえ

て許容しようというものです。右側のビーチが広くなりますので、その特徴を生かして有効利用していこ

うというものです。以上の提案、対策案をもとに、今後、最適案の絞り込みを行う予定でおります。 

 続いて資料かわりまして、2（1）②をお願いいたします。 

 １ページ目のフローは先ほどと同じものになっております。 

 次に、まず 15 年度の検討結果の概要をご説明します。 

 15 年度は計画地周辺の特性、問題点、課題から、基本理念、基本方針を提案しました。ここで基本理念

キャッチフレーズとして、「元気、いきいき、ちゅら島ビーチ ～渚でいちゃりばちょーでー～」としてい

ます。またここにありますように、５項目の基本方針を提案しましたが、16 年度におきまして、基本方針

６にあるように、ユニバーサルデザインによるバリアフリーの創出という項目を加えることとしておりま

す。 

 ３ページでは、導入機能についてまとめています。当初提案しました五つの基本方針には、生物の生息

環の確保から、高度な人の利用に至る環境の勾配があり、それぞれに必要となる機能を導入するという考

え方を示しています。 

 次に、人工海浜及び海浜緑地のエリア区分を示します。対象地区を四つのエリアに区分しております。
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後ほど説明しますが、生物のエリア、学習のエリア、憩いのエリア、遊びのエリアとなっております。 

 次に、施設配置です。基本方針、導入機能、エリア区分を考慮した上で、概略的な施設配置案になって

おります。 

 ここで海浜の安定性についても、参考としていますが、内容は先ほど説明したとおりです。 

 ７ページにまいりまして、以上から 15 年度のまとめとして、基本構想のイメージ図を作成しました。こ

の段階では、海浜の安定を図ることと、生物生息空間と人の利用等を考慮しまして、ビーチを１対３程度

に区分した計画としておりました。以上までが 15 年度のまとめになります。 

 続いて８ページですが、16 年度の検討のうち、第１回の専門部会では動線計画、景観計画、環境計画に

ついて提案しています。その際、配慮事項としまして、既存の土地利用計画を反映させる必要があるとい

うことから、野鳥園、その他の施設利用部分を除外した計画を行いました。 

 またビーチについては、全長 800ｍというロングビーチを生かして、分断しないという計画に変更して

います。 

 続いて９ページ、動線計画ですが、平面計画と断面計画を検討しております。また平面計画では、背後

から海浜緑地への動線と、海浜緑地と人工海浜内での動線が検討されています。９ページは背後からの動

線計画です。歩行者の動線と車両の動線が交わるところでは、歩行者専用道の設置を提案しております。 

 10 ページになりますが、海浜緑地内では、各エリアを縦断する動線とエリア内及び海浜等を行き来する

動線のイメージを示しております。 

 11 ページ以降に各エリアにおける平面的な動線を示しています。 

 生物のエリアでは、生物の生息空間を確保するために、人の立入区域や、ボードウォークを設けて動線

に制限を加えております。 

 学習のエリア、12 ページですが、環境学習センターを中心として、生物のエリアとの連続性を保たせる

一方で、他の場所からの生物エリアへの進入を制限しています。 

 13 ページの憩いのエリア、緑の中を自由に移動できますが、休憩施設を結んだ遊歩道が整備されます。

遊びのエリアでは、商業施設を中心として縦横無尽な動線となるように配慮しております。14 ページです。

これらをまとめたものが 15 ページになっております。 

 16 ページから 19 ページに断面方向の動線を示しておりますが、陸上部から水際への移動に対して、階

段護岸の整備と障害者に配慮したスロープやワイドタイヤ型車椅子の導入などを提案しております。19 ペ

ージに断面計画についてまとめた図を示しております。 

 次に景観計画です。景観計画においては、外から見る外部景観と、内部における内部景観にわけて検討

しております。 

 21ページになります。外部から見た場合は、突堤・離岸堤等に天然素材の琉球石灰岩などを使った景観

を想定しております。 

 22ページ、内部景観も同様に、沖縄らしいデザインを考えております。 
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 次、に各エリアについてのイメージパースを示します。 

 23ページの生物エリアでは在来植生を用いて自然豊かな景観を創出します。 

 また24ページ、学習のエリアでは石畳、赤瓦などが導入されます。 

 25ページ、憩いのエリアでは、緑の中にシーサーや赤瓦を伴った休憩所などが配置されます。 

 26ページ、遊びのエリアでは、レジャー性のある賑わい空間を創出します。 

 次に、環境計画になります。環境の中でも、ここでは生物の生息環境について検討しています。特にオ

カヤドカリの生息環境を確保するための地域環境と調和した沿岸植生、磯場、砂場の整備が考えられます。

これらを実現するために、ハード面、ソフト面、それぞれの施策を検討しました。 

 ハード面としましては、28ページからになりますが、オカヤドカリの生活史を考慮する必要があります。

オカヤドカリは、幼生時代はプランクトンとして海で過ごし、成体になると上陸して背後の植生帯で生活

するという特徴がございます。そのために、平面的にも断面的にも海域と陸域の連続性を確保するという

ことが必要になります。また、掲示板やサインによるルール、周知も必要となります。30ページになりま

す。 

 それから、ソフト面からは植生帯の管理を最低限に抑え、つまり下草を刈ってしまうとか、落ち葉を取

り払ってしまうとかということをせずに、オカヤドカリの餌や隠れ場を確保するようなことが重要かと考

えられます。また、環境を維持するための一定のルールづくりも必要と考えております。 

 最後に、オカヤドカリの生息から見た人工海浜の断面案を33ページのほうに提案しております。以上で、

人工海浜専門部会の報告を終わります。 

○入江委員  今、説明がありましたように、主にこの二つの方面から議論を進めていったと。実際の専

門部会は９月13日に開きました。それで大体、重点を置いたポイントでございますけれども、やはりこう

いうふうに動線計画、景観計画、こういうものが計画される中で、具体性が増すには、やはり基本的なビ

ーチというものがどういう性格のものか、これが決まらないとなかなかほかも決まらないという、そうい

うふうなジレンマもございます。 

 そこで、この前の部会では、ビーチを本当にスタープライズした、しかも景観とか利用から大変すばら

しいと言われるようなビーチにするにはどうしたらいいかと、このへんにかなり重点を置いて議論をした

というところでございます。 

 大体委員会の一致した意見は、景観上、視野が大変広くて、いわゆるロングビーチと言いますか、そう

いうふうな視界を妨げない広い水平線が見える、そういうビーチと、そして自然海浜に近いなら近いだけ

安定度も高い。そういうビーチをつくるべきだと、そういう議論をしております。 

 そしてまた、それだけ開いた海岸になりますと、季節的な波の影響も受けますので、波の外力の季節変

動、これに対しても十分配慮するというふうなことを考えていこうと。それで、安定な海浜をどういう形

にするかということで、今、沖縄でも方々に人工海浜がございます。大体皆さんご承知のとおり、ビーチ

の平面形状が左右対称ですね。両方から角が伸びてその間に丸いビーチがあると、こういう形状が多うご
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ざいます。ここで当初の計画ではそういう絵が描いてあります。 

 ただ、ここに作用する波の要素をよくよく分析してみると、必ずしもそういうふうにおとなしくその型

に落ちつく条件ではない。その計画の海浜に対して斜めから波がやってくるという状況にあると。そうす

れば、その斜めから来た波をそのまま受けて安定すると。これは自然海浜に存在する形があるわけですね。

それを取ってみようかと、その案も含めて考えてみようということから、いろいろな議論をやっているわ

けでございます。 

 そうすると、そこで今まではすべてそのビーチが左右対称、そういう格好であったけれども、今度は対

称ではなくなるよと、しかし対称ではなくなっても、それなりに自然の海浜としてのカーブの美しさ、こ

れは残る。そういうことを考えられないかと、そういうことでここにトライアルの案の１、２として挙げ

られてありました。こうしますと、ビーチが大変広くて離岸堤とか、そういうふうにそれを置くと非常に

狭く見える。景観が阻害する。そういうものがなくなるじゃないかと、そういうふうな議論があったわけ

でございます。 

 片や、左右が対称ではないために、片一方のほうが大変幅が広くなる。これはどうだ、そういうものも

オカヤドカリとか、そういう生態が結構広いビーチを相手に生育できるということもいろいろ議論されま

して、それもいいだろうかということで、まずは安定した、しかも視野の広いビーチをどうするかという

ことでいろいろ作業した上、大体こういうことじゃなかろうかというところまで来ているというところで

ございます。最終的な形はこの後の作業において明確に提示できるという状況かと思います。 

 ちょっと長くなりました。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。 

 ただいまの第１回人工海浜専門部会の報告をいただきました。 

 どうぞ、委員の皆さんからご質問、ご意見等よろしくお願いいたしたいと思います。 

 どうぞ、赤嶺委員。 

○赤嶺委員  １回目の会合のときに、人工ビーチについてはいろんな遊びができるような方向を検討し

てほしいと要望いたしましたけれども、それがかなえられそうなんですが、ただ、資料－２(1)②、これの

８ページをごらんいただきたいんですが、人工ビーチの左手のほうに野鳥公園がございますが、この場合、

シーカヤックとかダイビングは人工ビーチ内でやるんでしょうか。それとも外洋に出てくるということも

あるんでしょうか。 

 そうすると、例えば、野鳥公園に影響を与えないような、鳥たちに恐怖感を与えないような対策は取る

べきじゃないかなと私は思っております。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 事務局のほうから…… 

○事務局（高橋）  マリンスポーツにつきましては、図で言いますと、右側のほうの利用を中心に考え

ております。例えば、ボートセーリング、シーカヤック、スキンダイビング等が考えられると思います。 
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 一方、野鳥園につきましては、この図で言うと左側のほうに配置されておりまして、全く近づかないと

いうことはないかもしれないんですが、基本的にエリアが異なっているということと、何らかの制限を加

えて野鳥の生息には影響を及ぼさないような配慮が必要というふうに十分認識しております。 

○眞榮城委員長  はい、よろしいでしょうか。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。 

 はい、どうぞ、小濱委員。 

○小濱委員  名桜大学の小濱ですが、人工海浜部会の中身については大変よくわかりました。 

 それで、基本計画についてですけれども、今、赤嶺委員から質問があって事務局が答えていたんですけ

れども、こういった計画系の中身につきましては、現委員会で審議をこれ以上進めることが適当かどうか

ということも含めて、入江委員長と事務局のほうでもう少しお話し合いになったらいかがかと思います。 

 というのは、今資料として提出されています資料－２(1)②の内容等につきましては、事務局の説明でも

ご指摘があったし、入江先生のコメントにもあったと思いますが、後背地の土地利用が確定してこないと、

なかなか動線とかはわかってこないという不確定要素が非常に大きくなるという点が一つです。 

 それから、私たちがやっています環境利用学習の中でも、今、赤嶺委員からも発言があったんですが、

野鳥園をどのように配置してどうしてこうしてという話は、人工海浜のこの内容とも非常に関連してくる

ので、いずれにしましても、土地利用計画を含んだ計画系のものにつきましては、別途メンバーを入れか

えて再構築というか、再検討していくというか、そういう必要があるような気がしていますので、人工海

浜専門部会としましては、資料の①のほうに出されている海浜安定の検討ということで、非常に細かな検

討をなされて提案なさっていますので、むしろこっちの工学的なほうのアウトプットというものが非常に

重視されるのかなと思います。 

 ですから、計画系につきましては、私たちの部会も含めてですが、再度どこかで新しい部会をおつくり

になるか、あるいは全体を調整するような機能をもう一度お考えいただきたいというふうにお願いします。 

○事務局（高橋）  専門部会の役割分担、あるいは今後の野鳥園等を含めまして、別途検討しないとい

けないことが、課題が十分あるということも認識しておりまして、今、専門部会の再編等についても検討

を始めているところでございます。17年度以降、具体的に示せるかと思います。 

○入江委員  今のご指摘は、大変大事なことだというふうに思います。 

 具体的に人工ビーチを計画する中で、ただ単にビーチを安定させればいいという気持ちではない、それ

ではいけないだろうと我々はその認識はしているわけです。大方、だからバックとして、今計画がござい

ます。その計画を大筋、生かす方向で、しかもビーチを安定させると。それにはどうしたらいいかと、こ

れがビーチの計画の基本だと思うんです。 

 だからそういう意味で、ぜひ途中で計画、そしてビーチの形状、また計画と、フィードバックしながら

収れんしていく過程を積んでいないと、片一方だけが重要視されたような格好になると、また手間取ると

言いますか、そういうことになってしまいますので、そのへんはよろしくまたご理解願いたいというふう
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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。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ、古川委員。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、今、小濱委員のほうからご指摘があった新しいところで、そ

れぞれの専門性に合わせた議論を発展させたらというお話、また入江先生のほうからの、それをどういう

ふうに引き取るかというような話、いずれにしても今考えてきていることが、一貫して最後まで貫かれる

というような視点も非常に大切かなと思っています。 

 そのときに、少なくともベースになるデータみたいなものが、共通して使われているのかどうか、その

次の議論への橋渡しのときにぜひ注意していただきたいと思います。 

 例えば、資料－２(1)①の33ページとか、34ページのところの空中写真だとか、深浅図だとか出てくるわ

けですけれども、こういったデータというのは、実は海藻草類の専門部会の検討の際にも、こういう深浅

データというのは非常に重要で、我々も我々の視点で一生懸命整理をしています。おそらくこれはデータ

ソースとしては一緒のものだと思うんですが、違うんですか。 

 まずそういうところが違うデータソースを使っているとすると、みんなが同じ方向を向いていないとい

うことなので、非常に危ないと思いますが如何でしょうか。 

○事務局（高橋）  同じものを使っています。 

○古川委員  そうだとしたら、見せ方の違いでデータが変わってきてしまってはいけないということが

あります。お互いに同じデータを使っているんだということを確認しながら作業が進むような事務局のご

配慮を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。 

 いろいろ基本的な考え方という形では、この本日の環境保全・創造検討委員会においてそれぞれの部会

報告については出されて、それについてまたその部会に属していないほかの部会からのご意見等も大いに

出していくことによって、一つの方向性といいますか、それを確認していけるんではないかと、そういう

ふうに思いますので、そういう視点からもご指摘よろしくお願いしたいと思います。 

 人工海浜専門部会についてほかにございませんでしょうか。 

○野呂委員  この図にあるような海岸のデザインを作っているのは、この場所だけでしょうか。という

のは、埋立地は非常に海岸線が長いわけですけれども、その海岸線すべてをこの図と同じようになさるの

でしょうか。それともここの場所だけこうなるのでしょうか。 

○事務局（冨田）  人工海浜部会に検討をお願いしているというのは、ここのビーチに限ってと、今平

面的な配置をいろいろ検討いただいていますが、この部分に限ってということで今お願いしてございます。

ただ、先ほど、小濱先生からも言われましたように、小濱先生の環境利用学習でお願いしているのは、そ

このビーチの利用を促進するために、どんな利用メニューがあるか。利用するためには、ひいてはどんな
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施設整備がいるかというところにまで言及していくわけですけれども、そこの関係は十分あるというふう

に考えておりまして、いろいろな意味でこれから調整が必要だというふうに思っております。 

 さらに、もう一つ今年立ち上げました参考資料-１でお配りしています。それぞれの部会の連携の絵を 1

枚入れさせていただいておりますが、比屋根湿地と泡瀬地区海岸整備専門部会ということで、比屋根湿地

のデザインについては、こちらのワーキングで検討いただくと。少し細切れでばらばらばらという感じで

はあるんですが、そもそも環境保全・創造検討委員会の目的というのが、環境保全措置の実施ということ

にございまして、その実施項目に照らしてそれぞれワーキングを設置していると。それを横の連携を図り

ながら泡瀬干潟全体のデザインを考えていきたいということになってございます。 

 まだ、昨年から始まってはいるんですが、それが総合的にどういう形になっていくかというところまで

いっていないので、ばらばらという感じではあるんですけれども、それを最終的にはうまく連携させてい

くという必要があるかというふうに考えております。 

○入江委員  先ほど申しましたように、例えば利用上、こうしたらいいじゃないかという、一つのドラ

イブがかかってくると。そうするとこれをやっぱりビーチ計画に反映させようということも出てくると思

うんですね。そうやってフィードバックして、これが一番いいじゃないかという格好に落ち着くだろうと。

そういうことで、ぜひいろいろな人工島の利用、こういうことを考えて、検討していく中で、ビーチのレ

スポンスということは、わかる人がいるように、ぜひやっていただきたいと、そういうふうに思います。 

 さあ出来たぞと、さあ計画だ、計画だではない。それではいかんだろうという気がしています。以上で

す。 

○野呂委員  私は海藻の専門部会もしておるわけですけれども、その立場から二つほど提言させていた

だきます。 

 まず一つは、泡瀬の方々は原風景としてヨシ、アシの生えている海岸線を懐かしく考えていて、そのよ

うな景の再生を特に望んでおられます。その、希望をぜひ専門部会の中でかなえてあげていただきたい。 

 それから、もう一つは、海岸を造る上で水から出る砂浜や潮間帯の部分をどうするかは、お考えになる

と思うんですけれども、実は海洋生態系のほうから言いますと、岩の点在する磯に生えている海藻も、人

間の目に見えないところで海洋生態系を支えるという非常に重要な役割をしております。 

 ですから、水面下の部分の生物を豊かにするという発想もぜひこの中に盛り込んでいただきたい。その

二つをお願いしたいと思います。 

○小濱委員  野呂先生、今、ご発言の中で、アシ、ヨシの原風景の再現ということをおっしゃったんで

すが、これは人工海浜部会で検討するのが適当というふうにお考えだというご発言でしょうか。 

 私は人工海浜専門部会では、結構そのテーマは荷が重いのではないかなと思っておりまして、むしろ比

屋根湿地の湿地部会が設置されておりますりで、そちらで扱われるか。あるいは事務局のほうでいったん

先生のご意見を引き取って、私の環境利用学習でもちょっと重いかもしれませんけど、どこかほかの専門

部会で話し合われるのがいいのかなと思ったんですが、ちょっと確認ですけど、先生、これは人工海浜専



 13 

門部会で検討することが適当とお考えなのでしょうか。 

○野呂委員  いいえ、そこに固執するつもりは全然ありません。しかるべきところに、やっていただき

たい。 

○事務局（冨田）  ヨシ原の再現といいますか、原風景の再現というのは、いろんなところでそういう

再現というのを試みる必要があると思いますが、今ワーキングの中でどこでくくっているかというと、や

っぱり小濱先生からお話いただきました比屋根湿地のワーキングのほうで検討していくと。さらには、泡

瀬沿岸域の海岸域に原風景を再現していくということは、まさに今検討のテーマとして上がっておりまし

て、後ほどまたご紹介していきたい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。 

 今日はあと三つ部会報告がございますけれども、人工海浜部会、ただいまのご検討でよろしいでしょう

か。 

 ここでは、海浜の安定性に関する検討ということと、それから、海浜緑地の計画に関する検討というこ

とで動線・景観・環境という面から、ただいま作業に取り組んでいるという状況の説明でございます。 

 それでは人工海浜部会は以上にしまして、また後ほどありましたら最後のほうでご指摘いただければよ

ろしいかと思いますけれども、議事を進行してまいりたいと思います。 

 ③で第 1 回環境利用学習専門部会報告ということになっております。それでは、事務局のほうからご説

明お願いいたします。 

③第 1 回環境利用学習専門部会報告 

○事務局（高橋）  それでは、資料-3（1）をお願いいたします。 

 第１回環境利用学習専門部会の報告をいたします。 

 まず 1 ページに全体のフローを示しております。15 年度は沖縄市周辺の環境条件を整理した上で、活用

資源と環境学習を行う上での課題を抽出いたしました。 

 また、既存のアンケート結果から、地域住民の意向を整理し、これらから環境学習の方向性を検討・提

案しています。さらに既往プログラム事例を整理した上で、泡瀬地区環境学習プログラムの目標及び具体

的なプログラム案を提案しています。 

 16 年度はケーススタディーを実施し、運営手法、施設整備手法、維持管理手法を提案しますが、これに

先立ってアンケートおよびヒアリング調査を実施いたします。第１回専門部会では、アンケート、ヒアリ

ング調査の目的、項目、方法について審議していただきました。 

 ２ページです。続きまして、15 年度の調査結果の概要について説明いたします。 

 まず、環境利用学習を行う上で活用資源の抽出・整理を行いました。自然資源として沖縄市の陸域部に

は、八重島公園の亜熱帯樹林、沖縄こどもの国などの資源が確認されております。また泡瀬地区では比屋

根湿地、干潟、ニービ(砂岩)といった特徴的な環境に様々な生物が生息、生育しております。 

 ４ページ、沖縄市の社会資源としまして、海の暮らし、港湾、音楽や文化伝統など、多くの資源が活用
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可能と考えております。 

 さらに、人工島における社会資源として、沖縄市の民俗文化及び海洋文化を伝承する施設や、海洋レク

リエーション施設などが整備される計画であります。 

 これらの資源を用いた環境学習を推進する上での課題を抽出しました。６ページです。環境学習の実施

にあたっては、「資源活用の方策を多方面から検討する」「児童の興味を引くプログラムが必要」といった

課題が整理されております。 

 ７ページです。環境学習の一部として位置づけられております自然体験の実施においては、「地元の人材

を確保、または育成する」「既存施設と人工島内に新設される施設との連携が必要」などの課題が整理され

ております。 

 ８ページです。既存のアンケート結果から、地域住民の意向についても整理しています。これによると、

「東部海浜の開発計画による地域経済の活性化」「国際化に対応した港湾の整備」「日頃から楽しめるスポ

ーツ・レクリエーション空間の整備」「集客力のある人工海浜の整備」などが要望されております。 

 ９ページです。次に環境利用学習の方向性を検討しています。方向性として環境利用学習のためのシス

テムを構築し、自然環境だけでなく社会環境も活用する。自然環境を維持し、継続的に利用する。既往施

設の活用や、海事に関わる環境利用学習を展開するなどが提案されています。 

 ここで、10 ページまいります。既往のプログラム事例を整理し、とりまとめています。その結果から環

境学習プログラムと、自然体験プログラムの特徴を示します。 

 環境学習プログラムは、「その対象が地域環境から地球環境に至る広範で総合的であること」「子供から

高齢者まで学習者のライフステージを踏まえたプログラムであること」「自ら、学び、考えるプログラムで

ある」といった特徴があります。 

 11 ページ、自然体験プログラムです。「地域の自然及び社会環境資源を生かしたもの」「利用者と地域の

人とのふれあいを大切したプログラム」という特徴がございます。 

 ここから泡瀬地区環境利用学習プログラムの検討になります。12 ページです。まず、プログラムの目標

を設定しました。一つには、様々な実体験を通じて環境への関心を深め、日常生活が環境に負荷を与える

ことに気づく。次に、環境への負荷を低減するための方策を考える。そして市民や様々な主体が環境保全

に向けた取り組みを実践し、継続的に拡大発展するとしています。 

 なお、部会において様々な主体というところに、学校、あるいは教育関係を含めるようにということを

指摘されております。 

 次に、プログラムのテーマとして 13 ページです。泡瀬の自然、郷土文化、海洋文化の三つを提案してお

ります。14 ページ、三つのテーマに対しまして、サブテーマと具体的な活動プログラムを検討しておりま

す。 

 泡瀬の自然に対するサブテーマとして、「海辺博士になろう」、「マングローブ博士になろう」があります。

郷土文化は、「郷土文化を見直そう」。海洋文化については、「うみんちゅになろう」、「みなと博士になろう」
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などです。 

 具体的な活動プログラムとしてオカヤドカリを題材とし、実際に手にとって観察し、いくつかの実験を

行うことなども提案しています。 

 15 ページにまいりまして、15 年度の調査概要の最後として、システムの構築があります。ここでは、人

的なガイド、インタープリターに関するものです。一つには地元の方による泡瀬ガイドクラブを設立し、

地元でなければできない学習支援などを行います。 

 また、専門の知識、経験、資格を有したインタープリターを登録、育成し、質の高い環境学習を提供す

るというものです。ここまでが 15 年度の調査概要になります。 

 続きまして 16 ページ、16 年度の検討事項一つであります、ＮＰＯ等諸団体及び地域の意向把握におけ

る調査対象、目的、項目、方法について説明いたします。 

 17ページです。対象は泡瀬地区地域住民、ＮＰＯ等諸団体、小中学校関係者といたしました。調査の目

的として、地域住民に対しては地域環境の認識状況、活動への参加意思などを把握することです。ＮＰＯ

等では対象としている学習テーマと具体的なプログラム、泡瀬での活動の可能性などを把握します。小・

中学校関係者では、泡瀬地区での活動実績や活動の可能性、興味の度合いについて把握するものです。 

 19ページから21ページに調査項目がございます。目的と重なる部分が多いのですが、地域住民について

は自然環境、社会環境について、あるいは活動状況を挙げております。ＮＰＯに対しましては、団体の概

要、活動状況、泡瀬地区での活動などがあります。なお、部会において団体の概要や活動内容は、県の資

料、あるいはホームページで一覧が入手できるという指摘がございまして、調査項目については修正して

いるところです。 

 また、小・中学校については、活動の概要、実施状況、今後の活動予定などとなります。 

 続いて、22ページから24ページに調査方法を説明しております。地域住民につきましては、郵送による

アンケート調査票の発送・回収としていますが、回収率の向上を図るためには、戸別訪問による配布・回

収が有効と考えられます。そこで、このアンケート方法については今、再検討しているところでございま

す。 

 調査対象については、当初、人工島から７km以内の居住世帯としましたが、部会の中での指摘により、

沖縄市については市内全域を対象とすると。また、沖縄市以外についても、半径４km以内に接する市町村

の自治会レベルについて対象とすることと変更しております。 

 ＮＰＯ等については、対面方式によるヒアリングを考えております。対象はここに示した八つの団体を

提案しました。しかし部会の中で、沖縄県内には60程度の団体が存在するということが指摘されておりま

すので、現在、これらを精査し、対象を再検討しているところでございます。 

 続いて小・中学校については、沖縄市教育委員会の協力によるアンケートを提案しています。また、対

象は小学校、中学校、養護学校としました。ここで部会において活動に積極的な学校に対しては、個別ヒ

アリングをするとよいという指摘を受けております。また、対象は高校も追加するべきとの指摘を受け、
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これらについても変更するということで現在作業中です。 

 アンケート・ヒアリングについては、第１回専門部会の指摘を受けて作業を進めており、11月を目標に

実施する計画でございます。以上、環境利用学習の報告でございました。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは小濱座長のほうから要点をよろしくお願いします。 

○小濱委員  名桜大学の小濱でございます。 

 資料－３(2)、Ａ４のペラ紙がございますけれども、概要としましては、そこに書いてあるとおりでござ

います。説明内容につきましては、今事務局からご説明いただきましたとおり、最初に昨年度までの調査

検討フローのおさらいと見直し、意見収集がありまして、その後、今年度行われます事業の中心になりま

すアンケートの話になっています。 

 最後に、この参考資料というふうに書いていますけれども、環境利用学習の実施例について少し意見交

換がありました。昨年度のものにつきましては、既に今事務局からご説明があったとおりで、アンケート

につきましても、実施についてはこれからということですから、調査対象、内容、それから配布方法、回

収方法等につきまして、部会の中でも審議検討され、指摘事項については事務局からご指摘、説明があっ

たとおりでございます。 

 それから、Ａ４のペラの紙をめくりますと、③のところに環境利用学習等の実施例につきまして幾つか

委員の意見が紹介されています。この中で特に、実際に現場で環境利用学習をやっていらっしゃる方々ば

かりが委員ですので、どういったところが問題になるかという指摘をいただいておりまして、これからこ

の地区の中で比屋根、あるいは泡瀬干潟を使って環境利用学習をする場合に、考えていかなければいけな

い点について項目が並んでおります。 

 特に、インタープリターとか、ガイドの育成につきましては時間もかかる問題ですので、これはまた沖

縄市とも相談しながら、まちづくり懇談会の中で話題にしながらどう人材を育成していくのかということ、

あるいは地元の皆さんの協力を得ながら、どうガイドをつくっていくのかという点について検討していこ

うと思っております。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは環境利用学習専門部会の報告は以上でございますので、ご質問、ご意見等、よろしくお願いい

たします。 

 はいどうぞ、中根委員。 

○中根委員  環境利用学習を推進するときの環境の保全についてなんですが、これは今比屋根湿地と、

それから人工海浜の部会のほうにもほとんどリンクするんですが、今現状において、私は比屋根のマング

ローブのほうで、マングローブの観察とか、野鳥の観察というのをぼちぼちという形でやり始めているん

ですが、そのときに、野良犬、それから猫、そういった問題があるんですね。中に入ってきている。とい

うことは、おそらく野鳥の渡ってくる冬、これからかなり野鳥被害、遭っているのか、遭っていないのか、
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そのへんの部分も実ははっきりしていないんですけれども、ただ可能性としてはこれだろうと。 

 それから、その後背地における比屋根のちょっとした森のところ、そういう裏道を自動車で走っている

と、マングースの存在もかなり見受けられるんですよ。ですから、比屋根湿地の環境保全や人工海浜が、

将来的にそういったものにどう対応していくかという部分もしっかり対応できるような話し合いを進めて

いただかないことには、環境が保全されないことには、おそらく環境学習に活用できない状況が将来的に

生まれると思うんですね。 

 そういったことも比屋根湿地のほうの部会と、人工海浜の部会のほうにはどう対応していくのかという

ところを、ちょっとハード的にも、これは多分、ハード的なものと、それからもう一つは沖縄市側に環境

衛生課の問題として、そのへんの対応をしっかりやっていく、特にまた地域の皆さんにそういう捨て犬・

捨て猫の存在に対しては、地域がおそらくかかわってくる可能性がかなりありますので、地域の人たちへ

の環境を保全していくという考え方を非常に啓蒙していく必要があると思うので、沖縄市側のほうにもこ

れは環境衛生課と一緒にやって考えていただけないかなと思っております。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ、古川委員。 

○古川委員  非常に周到に用意されたアンケート等で、実際にやるときの問題点の抽出といった視点で

の検討が進んでいるということに敬意を表します。 

 ただ、例えば、15年度の調査のときにプログラムの目標として、第一番目に挙げているのは、自分たち

が気づくというところ、気がついていなかったけれども、負荷を与えているんだとか、気がついていなか

ったけれども、結構影響が、自分たちの生活と環境との影響があるんだというようなことの気づきに関し

て挙げておられますけれども、その点がこのアンケートの調査で十分拾えるかどうかということをぜひご

配慮いただきたいということです。この泡瀬の事業に関しては、例えば、私が海藻草類の専門部会の中で

も海草を通して環境を守るということはどういうことになろうというような議論が出てきたり、また人工

海浜の中でもこんな配慮をしている、オカヤドカリについてこんな配慮をしていると、事業の中で出てき

た様々ないい素材というのがありますから、ぜひそういったものの積極的な提供ということに関しても考

慮していただければ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。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 はい、小濱委員。 

○小濱委員  なお、清野委員から環境利用学習についてのご指摘をいただいておりますので、感想とし

て受けとめておきますので、事務局のほうはそのように清野先生にお伝えいただければと思います。 

 ただ、内容的に清野先生が随分観光について言っておられますけれども、もし私と観光について議論を

したいのであれば、それなりの学会にそのご論文を出されてからこのようなご発言をしていただくように
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つけ加えていただければ幸いでございます。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 これまでのところで事務局のほうから何かございますでしょうか。 

 どうぞ、赤嶺委員。 

○赤嶺委員  今、中根委員から犬・猫が比屋根湿地に入ってくるというのは、実際に私も目にしており

ますし、それから写真にも実際に撮ったこともあります。やっぱり困っております。それで、比屋根湿地

の委員会でもお話ししましたけれども、あのアパート群とか住宅地等、今地続きになっているところ、境

界を挟んで堀を周囲にめぐらす以外にないんじゃないかなという話はしております。 

 それから、比屋根湿地は我々が利用してから10年以上になるんですけれども、以前からずっと考えてい

るのは、駐車場のところに観察小屋なりをつくってほしいと思っていたんですが、聞くところによると、

ここではなくて、人工ビーチの近くにできる野鳥公園にはそういう観察小屋をつくるということなんです

けれども、ぜひ比屋根湿地についても考えてほしいと思いますし、それからそれができないようであれば、

今、運動公園の駐車場に休憩小屋が小さいのが２、３軒あるんですが、これを比屋根湿地の土手のほうに

持ってきて、雨がしのげる程度にもつくってほしいなと、そういうふうに考えております。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。 

 また事務局のほうからよろしくお願いします。 

○事務局（高橋）  先ほどあった比屋根湿地の野犬等の問題、それからごみの不法投棄という問題につ

きましては、十分確認しておりまして、後ほどお話しする比屋根湿地専門部会の中で写真も出てまいりま

す。今後の検討の中で対応したいと思っております。 

 それからアンケートの中での気づきとかそういうことについてという古川委員のご意見がありましたけ

れども、アンケートを送る中での依頼文の中に資料等も付けるようにしておりまして、そのへんの背景に

ついても説明を付けて出すようにしたいと思います。 

○眞榮城委員長  さて、環境利用学習専門部会について、もっとほかにございましたらお願いします。 

 はいどうぞ、岡田委員。 

○岡田委員  ちょっと確認なんですが、この全体的な印象が環境学習をする対象者がかなり地域の地元

の方のような印象、ぱっと見たときに見えるんですが、対象は必ずしも地元の方だけではないというふう

に考えてよろしいんでしょうか。そのへんとかちょっと確認したいんですが。アンケートはどちらかとい

うと地元中心になっていますよね。それはそれでいいと思うんですが、そのへんの対象者をどういう範囲

でお考えになっているか、ちょっと教えていただければと思います。 

○小濱委員  私、小濱のほうからお答えいたします。 

 先生、この委員会での基本的な姿勢は、まず泡瀬・比屋根を含めて自然環境はすばらしい自然環境なの

で、それをどう積極的に活用するかということがベースです。そのときに、将来的には日本中、世界中の
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方がそこにいらっしゃって、その環境を楽しんでいただくことが望ましいんですけれども、外の方々に喜

んでもらうためには、まず地元の人たちが地元の自然、それから社会を理解して、そこを使いこなした後

に、その延長線上に観光客に対するサービスの提供というものはあるだろうというふうに考えております。 

 それで、部会の中でもいろいろ話をしておりまして、アンケートにつきましても、まず地元の人たちが

どう考えて、何を望んでいるかということが知りたいし、それから開発していくプログラムも、まずは地

元の子供たちが使えるものから始めて、将来的には観光客、日本の観光客、海外の観光客というふうに展

開していければいいなと思っていますが、今のところは、そういうビジョンがあるだけでやっている作業

はずっと前の話という仕組みです。 

○岡田委員  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。ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、環境利用学習部会について、ここでは 15 年度の検討結果のまとめということが 1 点と、16

年度に実施予定のケーススタディー、それに先立ってＮＰＯ等、いろんな団体、あるいは地元住民に対す

る意向を把握をしていきたいと、いうふうなそんな報告でございました。 

 そういうことで、環境利用学習専門部会の検討はそういう方向で作業を進めていただくということでよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 それでは、議事の４番目に移らせていただきます。 

 ④海藻草類専門部会報告ということになっております。よろしくお願いします。 

④第 1 回海藻草類専門部会報告 

○事務局（高橋）  それでは資料４（1）をお願いいたします。 

 第１回海藻草類専門部会の報告でございます。こちらの報告の内容は、４項目に大きく分かれておりま

す。 

 一つには海草類の移植ということで、手植え移植、機械化移植の結果になっております。 

 二つ目として、クビレミドロの移植、室内培養についてです。 

 三つ目としまして、海草類の生育に適した場の創造への取り組みについてです。 

 四つ目として、平成 16 年度の移植対象について示してございます。 

 まず２ページで海草移植にかかわるこれまでの経緯ということを示しております。海草の移植について

は、まず、平成 10 年に手植え移植による試験を行っております。 

 さらに、13 年度に機械化移植を行っております。このとき台風による被害を受けまして減耗が著しかっ

たということで、14 年度には減耗対策工法試験を行いました。これらのいくつかの試験を経まして、手植

え移植については、適正があるという判断を行い、14 年度からは事業としての手植え移植を行っておりま

す。 

 ３ページにこの移植の結果について示してございます。 
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 移植は 59 区画の移植を行いまして、モニタリング調査しております。この結果、全区画の生育面積の合

計については、増加を続け、現在に至っておりますが、被度の平均を見ますと、徐々に減少し、15 年８月

以降は横ばいであるということで、こちらに示しましたグラフで読み取れるかと思います。 

 お手持ちの資料で成育面積の平均と書いてあるかと思いますが、生育面積は合計になっております。上

の黒い枠内になります。 

 続いて４ページです。こちらはただいま言いました 59 枠の移植地の個別の面積及び被度を示しておりま

す。面積につきましては、59 枠のうち、55 枠で増加が見られますが、被度をみますと、56 枠が減少して

いるという結果でございます。 

 続いて５ページにまいりまして、ただいまの 59 枠のうち、２Ｉ、10Ｈという２枠につきましては、詳細

観察、詳細調査を行っております。それぞれの面積、被度に加えて、砂面変動を調べております。砂面変

動は三つグラフがあるうちの一番上のグラフになりますが、プラス側にあれば砂が増えて、マイナス側に

あれば砂が減ったというものを示しております。 

 これをみますと、Ｓｔ．２Ｉにつきましては、砂が減少傾向にあり、面積も 10 年度以降は少しずつ減少

しているということがわかるかと思います。 

 一方、10Ｈについてみますと、砂が減ったときには面積が減少し、砂が増えたときには、面積が増える。

そして 15 年 10 月以降は徐々に増加しているということで、砂がついてくるか。またはうまく堆積してく

るかというあたりが藻場の増減と相関が高いのではないかというふうに考えられます。 

 ６ページがこの写真になります。お手元の資料の２Ｉではまばらに薄くなっているが、わかるかと思い

ます。また 10Ｈでは移植当初と比べて面積は広がっております。被度も一度減少しましたが、その後増加

傾向にあり、移植当初と同程度まで回復しております。 

 続いて、７ページになります。広域移植とありますが、機械化による移植の結果です。 

こちらはアルファベットで示しました調査地点 17 地点に移植を行っております。平成 12 年 11 月から 13

年の２月に移植を行いましたが、14 年の台風時にほとんどの区画で面積、被度ともに減少しております。

その後、区画によっては、面積が回復しておるわけですが、被度について回復した区画は少ないです。そ

のような中でステーションｍ、p については、面積・被度とともに増加傾向があるということで、こちら

のデータも示してございます。 

 続いて、８ページですけれども、機械化移植したところについて台風による減耗が見られたということ

で、減耗対策試験というものを実施いたしました。機械化移植は、１ｍ四方程度の土砂を機械で海草が生

育したまま運ぶということで、これをひとつブロックと呼んでおります。ブロックを敷き並べていくとき

に、ブロックごとの隙間を詰めて、なるべく隙間がないように並べ、さらに隙間には砂を詰めるという工

法１。 

 また周辺を土嚢で覆い、さらに隙間には砂を詰めるという工法２。 

 それから、ブロックがそれなりの厚さがありますので、厚さ分の土砂を掘削した上に置き、さらに砂を
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詰めていくという工法３を行いました。 

 この結果、すき間を詰めて設置し、さらに隙間を砂で埋めるという工法１について安定しており、その

後の歩留まりもよいという結果を得ております。 

 かわりまして９ページです。クビレミドロの保全についての取り組みです。まず自然の状況でのクビレ

ミドロの出現状況を示しております。 

 毎年１月から４月に藻体が出現するということで、３月にピークを迎える状況にございます。また、面

的な分布をみますと、高密度域、低密度域といったものがほぼ毎年同じような場所で繰り返されていると

いう結果でございます。 

 ここで、10 ページにまいりまして、クビレミドロの移植実験を行いました。クビレミドロの移植は屋慶

名と勝連の２カ所で行っております。 

 移植方法としては、群体を砂とともに移植する方法と、卵を含んだ砂を撒くというような移植を行って

おります。 

 屋慶名につきましては、もともとクビレミドロが生育していたということで、移植したものと、もとか

らあるものが一体化したような形ではっきりわからないようなものになっております。 

 一方、勝連におきましては、もともとクビレミドロが分布しておらなかったわけですが、移植した翌シ

ーズン、及び翌々シーズンに藻体が確認されており、複数年にわたって群体の維持が可能なことが実証さ

れております。 

 続いて 16 ページで、クビレミドロを室内で培養しつつ、バンクとして保存しようという試みです。ここ

で恒温庫、大型水槽というものを使っております。恒温庫においては、卵を発芽させ、出芽させ、群体に

まで成長させるということができております。 

 また、群体に成長したものをとってきて、大型水槽で飼育することによって、成熟卵の発生までもって

いくこともできております。ただ、卵から発生したものを成熟させ、卵を取り、さらに次の世代にという

複数世代の生育については、今のところできておりません。 

 12 ページですけれども、先ほど移植して翌々年の藻体が見られたと説明いたしましたが、実は移植した

ところから、最大５ｍほど離れたところで藻体が出現しています。その藻体の出現した場所には、小型の

海草類が生育しているという状況がございました。そこでわずかな距離しか離れていないわけですが、場

の条件の違いを把握するということで、微地形、小型海草の分布あるいは底質の性状というものを調査し

ております。 

 続いて、13 ページです。場の創造に向けた取り組みについてご説明いたします。 

 今まで申し上げてきたとおり、藻場生態系の保全を目標として、移植について取り組んできたわけです。

ここで最新の技術的知見といたしまして、環境省における藻場の復元に関する配慮事項、また国土交通省

の海の自然ハンドブックといった中におきまして、藻場生態系の保全を図るうえでは、海草の移植に加え、

海草の生育に適した環境を創造すること。つまり場の創造について検討を行うように指摘しております。 
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 また、最近、泡瀬地区におきましても、大型海草の濃生域が自然変動の中で減少傾向にあります。ここ

で海草の生育領域の拡大や新たな創造に資するための検討が必要というふうに考えられます。 

 そこで、海草の生育に適した場の創造について取り組むものといたしました。ここで場の創造について

は、移植と同時並行的に行われていくべきものだといって、右にフローがございますが、場の創造移植の

モニタリングをする一方で、場の創造に関する予備調査、本格調査、これらを受けた現地の実験、そして

さらに具体的な場の創造計画の検討ということを考えており、17 年度以降順応的管理というような考え方

を導入しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 続いて 14 ページですけれども、場の創造を行う上でも海草の生育適地の条件を明らかにする必要がある

と考えられます。ここで西防波堤背後に、近接した場所でありながら、海草の多い場所、少ない場所、な

い場所というようなものが存在します。この海草の被度の違いがあることに注目し、生育条件に関する仮

説を検討し、この仮説の検証調査を行っております。予備調査と呼んでおりますけれども、仮説の 1 とし

ては、通常時の波浪、流れによって砂の移動が起こり、海草の生育に影響しているのではないか。 

 仮説の２としましては、濁りによる照度に局所的な違いがあり、海草の生育に影響しているのではない

かというような仮説を立てております。 

 15 ページになりますけど、調査項目としまして、波高・波向、流速、水温、濁度、もちろん海草の生育

状況も含めて観察しております。場所は、西防波堤の背後の４カ所で行いました。結果だけ申し上げます

けれども、波浪分布の違いによる底面せん断力の分布が海草の分布と相関が高く、仮説その１が裏づけら

れるような結果となっております。 

 一方、濁りの局所的な分布は観測されておりません。海草の分布の違いは、濁りの局所的な分布という

ことでは説明できない状況です。 

 ただ、濁りや照度が海草の生育に影響があることは間違いございません。この狭い対象範囲では影響要

因とは考えられないということです。 

 16ページにまいりまして、これらを踏まえまして、適地条件を把握するための本格調査というものを行

っております。ここでは予備調査の結果を踏まえまして、砂の移動や底面せん断力に注目した調査を行い

ます。最終的にはシミュレーションモデルで構造物による波浪等の制御効果を検証し、場の創造のための

基礎資料とするということで、具体的に言いますと、構造物によって波浪等を制御した場合に拡大するで

あろう海草生育適地の位置・面積等を予測するということを目指しております。 

 ここで参考資料に付けております調査地点図及び調査項目と、今お示ししているものが若干異なってお

ります。これは部会の中での指摘及びその後の個別のヒアリングら変更したものであります。 

 調査項目としては、１カ月間の連続観測として、波、流れ、濁り等を観測いたします。また、大潮、中

潮、小潮、台風時といったときに、海草類の生育状況であるとか、底質の状況を観察する予定でございま

す。予定と申しましたが、９月15日から実際に現地の観測に入っているところでございます。 

 最後になります。17ページです。移植対象藻場の状況ということで、平成16年度の工事対象区域に、移
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植対象藻場があるかどうかという調査を本年７月に実施しております。調査方法について簡単に申し上げ

ますけれども、既におおむね藻場の分布というものはわかっているわけですが、航空写真、過去の調査結

果をもとに藻場の縁辺部をまず確認しております。見方としてはマンタ法、あるいは箱メガネなどの目視

により、位置はＧＰＳで確認します。 

 そして、広い藻場内ではマンタ法及び箱メガネを用いまして、流し見るようにという感じなんですが、

くまなく確認しております。バッチ上の藻場については、１カ所ごと位置を確認すると、こういった中で

50％を超える被度で藻場が存在する場合に、10ｍ×10ｍ、100㎡以上まとまっているかということを確認し

ているという、そのような調査方法をとっております。 

 この結果としまして、今年度の工事区域内に被度50％を超え、かつ10ｍ×10ｍを超える藻場は存在して

おりませんでした。したがって、今年度は移植対象藻場がないということを報告させていただきました。

以上、海藻草類専門部会の報告でございます。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは野呂座長のほうから要点、よろしくお願いします。 

○野呂委員  ８月11日に行われました分科会、海藻の部会の概略は今事務局のから報告になったわけで

すから、詳細なことはそちらのほうにお任せしたいと思います。それから、その際の議論になった幾つか

のことをトピック的に申し上げたいと思います。 

 まず一つは、資料－４(2)に書いてあることですけれども、平成10年以降、事業者側は数々の移植の実験・

試験を行ってきたわけです。当初は手植えによる方法、その後はいわゆるバックホーと言われている機械

化による方法を行ってきました。手植えの方法は比較的残っているものが多いという結論に達しておりま

して、そのデータは我々の委員会のほうでも見て承知しております。 

 さらにバックホーでやりました機械化移植のほうは、台風の影響、それから置いた潮位の高さの問題、

それから波浪の問題等いろいろありまして、必ずしも全部が成功するというわけにはいかないということ

は理解したわけですけれども、その一連の実験を通じまして、我々はどういう高さに、どういう方法で置

いたら移植ができるかということはかなり学習したわけであります。 

 その結果をもとにして、平成14年度と15年度に手植え移植が西防波堤の内側で行われまして、それがさ

っき事務局のほうから説明になったことでありますが、結論的に申し上げますと、面積的には手植え移植

をしたところは同じ、もしくは多少増えているというわけですけれども、実は被度が非常に減っている。 

 したがいまして、面積で見ると成功かなというところもありますけれども、実際に潜った感覚で見ます

と非常に薄くなっているというところがありまして、ここが意見の分かれ目なわけであります。例えば、

前回の部会でもって問題になりましたのは、その面積、それから被度を把握するのにいろんな方法がある

わけですけれども、例えば、目視による観察法、それから写真に撮ったり、それから後はパソコンの画像

解析で解析したりと、いろいろな方法があったわけですけれども、その方法によって評価の仕方が違うと

いうことで、守る会のほうがやっている調査と、事業者側がやっている調査のデータがこれはちょっと違
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いすぎるということで、ここの部分がかなり議題になりました。 

 結果的には、増減の傾向は同じであるので、やっていることは、見ていることは同じであろう。ただ、

手法として違うので、事業者側がこのデータを使う場合、発表する場合はどういう方法で出したデータで

あるかというのを、きちんと明記すべきであろうということが話題になりました。 

 ただ、その後で、実は一部の委員の中に、移植でもってすべて環境が保全されるという考え方は、これ

はちょっと問題があるのではないだろうかと。移植ということが免許の問題で行われており、それから我々

部会もその移植を前提として行われているということは、理解はしているのですけれども、ただ、専門家

としては、移植をすればすべて済むと、環境が保全されるというふうにはなかなか考えづらいという意見

が、委員の中に出てまいりまして、そのことを考えると、そういうことも含めた形で、今事務局のほうか

ら「場の創造」ということがあったわけですけれども、どういう状況の環境をつくれば海草がきちんと再

生するか、維持されるかということを、もうちょっとアカデミックな考え方でもって研究しようではない

か、調査しようではないかという意見が出てまいりまして、今、部会の中ではそちらのほうに実は動いて

おります。 

 もう既に予備調査は４、５カ所でもって、そういう場の創造のための予備調査も実は行われております。

以上が海草のほうですが、クビレミドロに関しましては、実はかなり成功しておりまして、場所を違えた

ところに移植して、それが残っておりますし、室内実験で培養している場合も卵から、発芽するという技

術も事業者側がつくり出しておりますので、我々としては、これはかなり有望な技術につながるのではな

いかと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。 

 ただいま海藻草類専門部会の報告でございました。 

 どうぞ、ご質疑、ご意見等、よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 はい、仲座委員。 

○仲座委員  質問させてください。この委員会が始まってからもう何年になりますかね。 

○事務局（高橋）  ４年です。 

○仲座委員  ４年ですね。４年の中で、設立当初からいる方は今何人ですか。 

（挙手する者あり） 

 半分ですね。この委員会で議論してきた中心課題は何かというと、やっぱり今やっている海草の移植を

もって保全するという話でしたね。 

 最近、議論の争点が、ぼやかされている。いろんなワーキンググループがつくられてぼやかされました。

まず、環境監視委員会と保全委員会を開かれるということに対して、私が非常に反発したんだけど、これ

はごまかしだと、きちっと一つの、ダブルスタンダードではなくて、一つの委員会の中で議論すべきであ

るということを主張してきたんだけれども、残念ながら二つに分かれました。ですから、片方でどういう
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ことが議論されているかというのは、私たちは詳細に知ることができない状況になっています。 

 とにかく、今工事が中断したり、社会的にとやかく議論されたり、注目の的となっているのは、環境が

保全されるか？ということだと私は認識しているんです。ですから、ここまで１番目と２番目に議論して

きた人工海浜や、それから環境利用学習だなんていう問題は、もう論点のすりかえであって、それは環境

アセスの段階でほとんどは議論されている内容だと私は思うんですね。 

 要するに、今工事を進めなければと事業者は焦っているわけですね。やらないといけないのは何ですか。

今、今年度やりたいのは何ですか。 

○事務局（酒井）  事務局ですけれども、質問の趣旨というのは、事業をやりたいことは何かという意

味ですか。 

○仲座委員  そうです。今、本年度、事業としてやりたいのは何ですか。 

○事務局（酒井）  事業者として埋立免許を取りましたので、それに基づいて事業を実施するというこ

とだと思います。 

○仲座委員  そういう大まかなことではなくて、本年度進めたいのは何ですか？ということですよ。つ

まり、ある一工区の、ある一部について、埋立てを進めていきたいわけですよね。 

○事務局（酒井）  ちょっと質問の趣旨が理解できないんですけれども、基本的には埋立ての免許に基

づきまして、工事実施するにふさわしい箇所から、事業者としては事業を実施していくという基本的な考

え方がございます。 

○仲座委員  わかりました。そのとおりでしょうね。今、中断しているのはどういうことなんですか。 

○事務局（酒井）  現在は８月から仮設橋梁のほうを工事させていただいておりますので、特に中止と

いうことはございません。 

 なお、海上工事につきましては、以前説明させていただいておりますけれども、基本的には台風等の時

期があるということで、汚濁防止膜の展張時期を今どういう時期がいいのか、そういうことも踏まえて、

総合的に展張の状況も踏まえて考えているということで、こういう委員会の指導・助言を踏まえて、総合

的に工事実施については考えていきたいというふうに考えております。 

○仲座委員  この検討委員会の一番の問題点、とにかく早急に問題解決すべき問題は、海草の移植に関

することじゃないんですか。移植の問題。つまり、海草の移植の保全ができれば、法的な問題はクリアで

きるわけで、一応、説明責任は果たせるわけですよね。 

 これまで何度か工事開始にあたって、新しく委員になられた方々はわからないと思うけれども、すごい

議論が行われましたね。あなたも知っているかどうかわからないけれども、議論されたわけです。すごい

激論があったわけです。責任論だってとやかく議論されたんです。 

 その論点は何だったかというと、海草の移植はめどがたっているということだったんですよ。最初のと

きには、手植えに関してはもう十分である。しかし、手植えでは事業は進められませんから、大幅に機械

化に頼るしかない。機械化をもって移植をしていくということだったんですね。それを試験しました。も
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ちろん試験をやらないとわかりませんから、やった結果が、それはどうなったんですか。 

○事務局（冨田）  事務局からお話をさせていただきたいと思います。 

 工事をいかに進めるかという、工事をいかに再開するかということと、移植技術を高度化していくとい

うことについては、直接的にはこの委員会の中で、工事をいかにやるべきかということは審議事項ではな

いというふうに考えておりますが、いろんな周辺の状況がありますので、お答えさせていただきたいと思

いますが、まず１点目、環境利用であるとか、人工海浜であるとかということについては、アセス時の問

題であって、今の問題ではないと、ワーキングで一々検討しているのは少しおかしいんじゃないかという

ご指摘をいただきましたけれども、環境アセスというのは、アセス上、私どもが約束している環境保全措

置の実施ということにあります。環境保全措置の実施の中の一つの項目として、海草藻場の保全というこ

と。さらに、自然海岸に近いビーチの創造。それから環境利用学習のためのいろんな地域の人たちへの啓

蒙も含めた、そういうもろもろの検討をやりなさい。さらに、人工ビーチには自然海浜に近いビーチの作

成以外に、オカヤドカリの生息環境をそこで創造します。そういういろんな環境保全措置を約束している

わけでございます。 

それを一つ一つ着実にこなすことで、保全措置の約束を守るという検討をこの委員会でご議論いただいて

いるわけであって、海草の移植のみが環境保全措置ではないということをまず説明させていただきたいと

思います。 

○仲座委員  そうだとしても、第１回から２回目にかけて集中的に議論されてきたことは何だったんで

すかと。 

○事務局（冨田）  まず最初に環境保全措置の検討ということで、取り組んだものが海草移植の問題だ

というふうに認識しております。 

 先ほども説明がありましたように、平成 10 年からいろんな移植方法による移植実験、試験を実施して、

平成 14 年に手植え移植の適応性は高いというような議論をいただいた上で、その適応性の高い工法で事業

を実施していくということを事業者で判断し、14 年に実施してきているわけでございます。 

 今は、手植え移植を経過観察をしているという時期ととらえておりまして、それをモニタリングし、こ

の委員会でご報告していると。 

 さらに、今日、場の創造ということをご報告させていただいておりますが、13 ページでございます。環

境アセスメントの中の環境保全措置として約束いたしました海草移植をやりますということに加え、この

移植の問題は確実に実施していくということは、アセスで約束しておりますので、これはやっていくわけ

ですけれども、新たに最新の技術的知見ということで二つほど環境省の配慮事項、それから国土交通省の

ハンドブックを挙げておりますが、こういう新たな技術的知見に基づき、場の創造を検討するように指摘

がございます。これを受けて、今、改めて場の創造、自然海草の生育領域が自ら拡大するとか、新たに場

所を創造していくとか、そういうものの検討をやっていくべきだという配慮事項を環境省の配慮事項なり、

国交省のハンドブックがあると。そういうものを受けて、こういう検討を今始めていると。 
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 まさに、野呂先生が最初に言っていただきましたけれども、移植の検討だけでは、足りないので、こう

いうことをやっていくのは非常に重要だというのをワーキングの中でご指摘いただき、ご議論をいただい

ているというところでございます。 

○仲座委員  場の創造をするということに関しては、それだけをとらえると、ご説明の内容は、それは

それでいいということになるんだけれども、環境省が出しているハンドブック、海草藻場の保全に関する

配慮事項というのは、いろいろなことが入っています。いろいろな注意事項が入っていますね。もっと関

連することもあります。ある部分だけを取り出して、もってくるのも何だろうかと思うんですね。 

 要するに私たちが試験をやってきたことに関連する事項だけでもものすごい量があります。私は、もし

こういうことを出してくるのであるならば、今まで４年間やってきたことがあるんだから、それと環境省

が出している関連事項等をチェックすることが先ではないかと思うんです。ですから、今、皆さんがやろ

うとしていることは、早急すぎる。当初、機械化移植をやろうとした初期の段階に非常に似ているんです

ね。あの当時もいろいろな議論があったけれども、押し切られたというか、そういう格好で私はやられた

と思うんですね。今、ちょうどまた新しい場の創造という訳の分からない言葉が出てきている。結局、私

が言いたいのは、これまで４年間やってきた試験があるわけだから、それをきちっと整理すべきであると

いうことです。今日、それが説明されるだろうと私思ったけれども、非常に簡潔にというか、簡単に説明

されたので、私にはこれまでの試験結果がどうだったかということをフォローすることはできなかったわ

けです。 

 では、具体的に質問していきます。よろしいでしょうか。 

○野呂委員  仲座先生が今ご指摘になった「過去のデータをもう１回洗い直しなさい」ということは、

前回か前々回かの部会でも問題になりまして、確か清野先生だったと私は記憶しているのですが、前回の

資料にかなりの割合で過去のこともサマライズされて提出されております。 

 ただ、事務局のほうは、今日は多分時間が十分にないもので全部は示していないと思うんですけれども、

我々委員のほうとしては、実はそれは見ております。 

○仲座委員  それでは結論が出ていると考えてよろしいのでしょうか。今のサマライズというのは、結

論が出ているということでよろしいでしょうか。 

○野呂委員  結論が出ているところもあり、結論が出ていなくて、継続してもう少し見ていこうという

ところもあったというふうに記憶していますけれども、どうでしょうか。 

○事務局  (うなづく) 

○野呂委員  そうだったですね。 

○仲座委員  どういうところが結論でしょうか、具体的に言うと。 

 一応、簡単に言うならば、事業の開始の目途をつけたのは、手植え工法による移植であったんですよね。

それに関しては、どうでしょうか。 

○事務局(冨田)  事務局ですけど、よろしいでしょうか。 
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 手植え移植に基づいて事業を実施したというのは、事業者の判断でございます。手植え移植の適応性が

ある程度認められるということを委員会でご議論いただいて、その結論を受けて事業者で決断したという

ことでございます。 

○仲座委員  私もそのとおりだと思います。その結果、その後、試験をやりましたね。大規模にやりま

したね。その結果を教えてください。 

○事務局(冨田)  試験といいますと、減耗対策ではなくてですか。 

○仲座委員  減耗対策もやりました。それは機械化移植に対する話ですよね。手植えの大規模な移植を

やりましたね。 

○事務局(冨田)  平成 14 年度に実施した分でしょうか。 

○仲座委員  はい、その結果は出ていますかということです。出ていなければ出てないでよろしいです

よ。 

○事務局(冨田)  その結果は、ですから、今モニタリングをしているということで、面積は若干増えて

いる。被度は減少しているという３ページのグラフになりますけども、左に面積の系列変化ということに

なってございますが、こういう変化状況にあると、推移にあるという被度と面積の状況を知らせてござい

ます。 

○仲座委員  面積が増えているということが、先ほど来ご説明がありましたけれども、ある部分に関し

ては、とにかく基準がこの場合はこういう基準だった、ここを議論するときはここを基準にしたいと、基

準をいろいろ変えているんですよ。もし面積を議論するのであるならば、50％の被度の海草を移植したわ

けだから、それがどうなったかということを、まず議論してください。被度 50％の物を持ってきて、その

面積、50％を満たすような被度をもった海草藻場がどうなったかという面積を示してください。 

○事務局(冨田)  この３ページグラフではいけないでしょうか。そもそも 50％の濃密期の被度をもって

きておりますので、被度は最終出発点は 50％はあるわけですが、それを格子状に配置しているということ

から、平成 15 年の２月最初の出発点を 30 と表現してございます。その後、平成 16 年６月においては、10％

程度ということを示しているということですけど。 

○仲座委員  わかります。それは平均すると 25 から 30％ぐらいだということですよね。そうではなく

て、持ってきた、移植した株そのものは 50％以上ですよね。被度 50％以上の株をもってきたわけですよね。

それがどういうふうに広がったかということを示してくださいということです。 

 50％を満たすような、つまり 50％を移植したけれども、それが拡大したというには、被度 50％のものが

広がっているという証拠を見せてくださいということなんですよ。 

○事務局(冨田)  きょうは少しでもわかりやすく簡潔に説明したいという趣旨で、こういう資料集にし

てパワーポイントを使わせていただいているんですが、参考資料のほうに実際ワーキングに使いました資

料がございます。先生、すみません、実は参考資料４と今日お示ししている資料が、海藻草類専門部会の

本資料になってございまして、この際に参考資料というのをもう一部さらにこれの細部版をつけてござい
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ます。その中には、すべてのコドラート内でどういうふうに減っているかということと、さらに詳細枠を

２地点ほど設置しまして、その中がどうなっているかというのは、お示ししてございます。必要であれば、

また個別にお渡ししたいと思います。 

○事務局(酒井)  今の説明に補足させていただきますが、本日お配りしている資料４(1)の５ページ目

と６ページ目に、特に重要地区として２Ｉポイント、10Ｈという地点について、それぞれ面積、被度、右

側の６ページ目のほうには、実際に移植直後と、現在の藻場の状況がそのように変わっているというのが

視覚的にお分りいただけるのではないかというふうに思います。 

○仲座委員  とりあえず、とにかく海草が生えているような、何か海草が生えているように認められる

ようなところの面積をずっとまとめてきたのが移植面積と言われているものですよね。何パーセントでも

いい、とにかく、海草らしきものが生えているのを全部集めてきた面積がこうだということですよね。そ

れはそれでまた一つの手段だと思います。 

 私が言っているのは、移植したものがどういうふうに面積を減らしていったのかということを見たいの

で、被度 50％以上の物をもってきたわけですから、この群体がどういうふうに変遷したかというのをきち

っとみせてくださいねということなんです。 

○事務局(冨田)  新たに株として出てきたものについてはいいということでしょうか。もともともって

きた株がどう減ってきたかということだけを提示しろということであれば、それは調査上不可能ではない

かなというふうに考えますが。 

○仲座委員  被度ですからね。被度 50％を満たすような面積は見てわかるじゃないですか。 

○古川委員  お答えになるかどうかわからないですが、参考になるような事例を一つご紹介したいと思

います。 

 それは伊勢湾の中で常滑市の地先のアマモ場、同じアマモですけど、熱帯性のアマモ場ではないんです

が、アマモ場で調査した事例が詳細に、どういうふうに植えたアマモが広がるのかというようなことを調

査した事例がございます。それは 10ｍ×10ｍのコドラート内を２ｍ×２ｍずつにわけて、そのわけたもの

のＤＮＡ鑑定をして、それぞれが自分たちが一つの株からむりむりむりむりっと広がっていって、一つの

大きな群体となっているのか。それとも違うところから寄せ集まった群体が一つの群体をつくっているの

かというようなことを調査したものでございます。 

 それで見て見ますと、高々10ｍ×10ｍの中であっても、モザイク上にオリジナルの種が違うわけじゃな

いのですが、ＤＮＡのフットプリントが違うものが中に入っていた。ですから、一つとしてもってきたも

のに関して、それがずっと同じように成長できるかどうかというと、その一つの株の中に、もとのソース

が混ざっている可能性があるわけで、簡単には説明できないと思います。それぞれ混ざっていると生まれ

た年が違う、そうすると何年か周期ごとにそれが消長を繰り返しているものであると、大元は、いったい

どこに引継がれていくのかと。例え、この一つの株が 50cm×50cm のものであっても、厳密に追跡すること

は非常に困難を極めることなのです。 
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○仲座委員  古川委員、そこまで難しいことを言っているのではなくて、被度 50％以上を満たすような

面積がどれぐらいありますかということだけを示してくださいということなんですよ。どこから持ってき

たということも問いません。 

 とにかく被度50％以上を満たすようなものを持ってきたわけです、移植の時点で。 

 そういう被度50％以上を満たすような海草藻場が形成されつつあるのか、ないのかということを知りた

いだけなんです。 

○眞榮城委員長  仲座委員、具体的には海藻草類専門部会でも検討されるわけですから、ここでは仲座

さんの疑問点とか意見とかといったものを出していただければと思うわけです。そうでないと専門部会で

議論されるべき点については、仲座さんの問題意識なり、それを出していただければと思います。 

○仲座委員  委員長、ワーキンググループというのは非公開で行われているわけです。唯一ここで、公

開の場で議論されるのはこの委員会だけなんですね。 

 今、最も議論の争点となっているのは、やっぱりこの移植の問題だと私は思うんですね。それから新し

い種が見つかった。それをどう保全するかとか、そういう問題だと思うんですね。ですから、これは時間

をかけて議論をしていただきたいんです。 

 先ほどの観光がどうのこうのとかいうのは、別に皆さん、本当にそれを気にかけていますか。これまで

私が４年間やってきた中では、やはり争点となったのはこの海草の移植であったと思うんです。 

○事務局（冨田）  すみません、繰り返しになるんですが、環境保全措置の一つの問題として、移植の

問題は確かにあります。ただ、今、各委員にご検討いただいているワーキングの検討内容というのは、海

草移植の問題と何ら変わらない、環境保全措置の一つでございますので、これができないと我々は当初ア

セス時に約束したことができないという、これは同じ次元の話だというふうに私は考えておりますが。 

○仲座委員  ですから、これが成功するか、成功しないかというのは重要なことでしょう。 

○事務局（冨田）  すべてが成功することが重要だと考えてございます。 

○仲座委員  わかりました。じゃ、成功だというデータを見せてください。 

○事務局（冨田）  移植海草の成功だというデータをというご趣旨でしょうか。ですから、今の状況を

こうやってご報告しているわけでございます。 

○仲座委員  もう一度繰り返してください。 

○事務局（冨田）  平成14年に移植の適応性が高いという工法をもって実施したほうが、非常に可能性

が高いということで事業者は着手しているわけですけれども、その結果を今こうやってモニタリングして

いるということを、そういう事実をお伝えしているということでございます。 

○仲座委員  ですから、モニタリングしているということは、まだ結論は出ていないということなんで

すね。結論を出すにはまだまだであるということなんですね。私はそういうふうに理解しています。 

○事務局（冨田）  いや、そもそも適応性が高いということを受けて、実施しているわけで、移植の成

功か、失敗かというような話ではない。既に事業化された一つの移植手段なわけです。ですから、成功か、
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失敗かというと、実験だと成功だ、失敗だという議論は出てくるんだと思うんですが、これはずっとこう

やって観察していくものだというふうに考えてございます。 

 ただ、これがどういう状況であるかという一定の評価はする必要があるということで、これから検討し

ていく必要はあると考えてございますが。 

○仲座委員  はい。その評価でいいんです。その評価の結論は出ているんですかということなんです。

評価でいいんです。 

○事務局（冨田）  経過観察をしてございます。 

○仲座委員  観察中ですね。わかりました。じゃ後ほど、具体的に質問させてください。 それからお

願いしたいことがあります。例えば、参考資料－４に、送っていただいた資料なんですけれども、その７

ページに写真が載せてあるけども、「移植１カ月後」というのは非常にクリアに写真が写っています。とこ

ろが「現在」というのは真っ暗になって見えないんですね。ですから、これをクリアな写真にかえてくだ

さい。先ほどスライドではものすごくきれいに見えていましたので、この資料では真っ暗になっています

ので、それにかえていただけるとありがたいですね。 

 それから、現在の海草の分布状況を航空写真等で変遷を見ていくと、ものすごく変わっているんですね。

海草の分布状況が非常に大幅に変わっています。そういう中で、新たな藻場の創造というのは、どういう

ふうに見出せるんですか。 

○事務局（酒井）  まず、参考資料－４の７ページ目でしたか、ご指摘のありました、見にくいという

お話でございますけれども、それにつきましては、本日Ａ４横の資料－４(1)で説明させていただきました、

６ページ目の資料になるということでご理解いただきたいと思います。 

○仲座委員  わかりました。 

 それと、全くなくなっているものもあるわけですよね。これだと誤解を受けますので、やはりイーブン

にするためには、全くなくなっているところも写真として載せてほしいんですけどね。移植したものがま

ったくどこにもありませんというのも、私はかえってそれが結論の大半だったと思うんですけれども、そ

ういう写真もあるとよろしいかと思います。 

 それから、移植対象藻場が本年度の調査ですと、４haというのがありますね、データに。ことしの調査

では、ことしかな。最新のデータだと、４haという数字がどこかに見えたんですけど、それは先ほど来説

明されている10ｍ×10ｍのメッシュでの話ですか。 

○事務局（酒井）  すみません。４haのほうはどちらのほうの資料になるんでしょうか。 

○仲座委員  参考資料－４のⅠ-23、50％以上が4.1haになりましたということですかね。16年６月の藻

場分布。それはどういう調査になっていますかという質問です。 

○事務局（高橋）  先ほどのⅠ-23ページの図の4.1ですね。こちらは広域に全域の藻場調査をした結果、

50％以上が4.1haあったわけです。資料－４の17ページのほうは今年度の工事区域内の調査結果を示してお

ります。今年度の工事区域内では移植対象とするような被度50％を超え、かつ100㎡を超える場所は見出せ
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なかったということになります。 

○仲座委員  それは、被度50％というのは、どういう定義になっているんですか。 

○事務局（高橋）  被度の定義は通常どおり…… 

○仲座委員  いや、10ｍ×10ｍなのか、通常調査がやられている１ｍとか２ｍなのか。 

○事務局（高橋）  その調査方法については先ほど説明しましたが、まずおおむね藻場の分布というの

はわかっておりますので、藻場のあるところと、ないところということで、縁辺部をずっと押さえていき

ます。これはマンタ法、あるいは船から箱メガネで見るような形で、位置についてはＧＰＳで押さえてい

ると。 

 あそこにありますけれども、広く藻場が広がっている部分については、その中を流し見るような形でざ

あっと、やはりマンタ法、あるいは箱メガネで見ると。被度が50％を超えるようなところがあった場合に

は、そこが10ｍ四方、あるいは100㎡に達するかどうかという見方をするということで、決して10ｍや20

ｍのコドラートといった枠を敷き並べていくような方法を取っているわけではありません。 

○仲座委員  確か、藻場の分布に対しては合同調査をやるということでしたよね。前回までの話ですと、

この委員会の前に合同調査を行う予定でしたよね。 

○事務局（高橋）  はい。この委員会の中で報告するというようなことは特に考えていなかったわけで

すが、確かに前川委員との合同調査を予定しておりました。ただ、台風で２度３度延期になっているとこ

ろです。現在まだ行っておりません。 

○仲座委員  わかりました。ぜひ、次回その結果を知りたいところですね。 

 それから質問です。ことし台風が何回か通過しました。通過後の減耗対策のデータの結果や、それから

本年度ですか、新たな減耗対策、それは昨年度でしたか、やられましたね。台風が来るので早急に減耗対

策をやらねばならないという事業がありましたね。その後の報告を受けていないので、その結果について、

も、今日準備しているのであればお見せください。 

○事務局（高橋）  今年度の台風通過後のデータについてはまだ収得しておりません。 

 それから、対策後の結果については、本日は用意してございません。お見せした資料のみです。 

○仲座委員  わかりました。それでは次回にぜひ提示してください。 

 とりあえず、ここで終わります。 

○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。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは時間も押してまいっておりますので、ただいまの出されました幾つかのご意見等を踏まえて、

また専門部会のほうでご検討いただくということになろうかと思います。海藻草類専門部会できょう報告

がありましたように、海草類の移植、これは手植え移植と、機械移植の結果の報告、それからクビレミド

ロの移植結果及び室内培養実験結果の報告、それから場の創造に向けた取り組み、それから平成16年度の
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移植対象海藻の分布に関する報告という４点の報告がなされたということでございます。 

 それでは議事を進行してまいりたいと思います。５番目ですけれども、第１回比屋根湿地・泡瀬地区海

岸整備専門部会報告でございます。事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

⑤第１回比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会報告 

○事務局（高橋）  それでは資料－５(1)をお願いいたします。 

 第１回比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会の報告をいたします。 

 １ページです。整備調査計画の目的、対象範囲について説明いたします。背景としまして、泡瀬地区海

岸域は生活排水によって水質が悪化し、護岸整備により海岸の動植物の生息状況が変化している状況にあ

ります。 

 一方、比屋根湿地については、多様な生物が生育・生息し、鳥類の採餌、休息場など重要な、貴重な空

間が形成されています。また、地元からの意見として、比屋根湿地の環境改善、原風景の回復などが求め

られています。以上のことから、比屋根湿地を中心とした周辺海岸域の環境整備のあり方について検討を

行うことを目的としております。 

 調査範囲はオレンジで示した部分、県総合運動公園から泡瀬通信施設までです。また、整備計画の対象

範囲はグリーンで示しております。地元の要請や緊急性から比屋根湿地及びその前面から泡瀬３丁目まで

の海岸を対象としています。 

 ２ページです。フローをご説明いたします。真ん中の部分が調査の流れとなっております。また左側で

は専門部会のスケジュール、右側においては市及び県で行われております行政連絡会のスケジュールにな

っております。 

 まず、現況把握を行い、これに基づき課題を整理いたします。続いて、その課題への対応方針を整理し、

並びに住民意識を調査した上で基本理念、整備方針を設定します。以上が今年度の調査内容です。17年度

は整備目標の設定、具体的施策の検討、アクションプログラム策定となっており、それ以降、実施設計、

事業実施という流れになっております。 

 では第１回の専門部会において審議をいただきました「比屋根湿地・泡瀬地区海岸域の現況と課題等に

ついて」と、住民意向調査等について説明いたします。 

 ４ページです。比屋根湿地・泡瀬地区海岸の整備や方策を検討するにあたり、その前提条件となる湿地、

海岸域の現況について整理しています。 

 泡瀬地区の変遷について、古地図及び航空写真を示しております。ここでは原風景は昭和 18 年ごろであ

ったということがヒアリングから把握されております。また泡瀬は本土復帰を境に、内海の埋立てなどが

進行いたしまして、環境が大きく変わったということがわかるかと思います。 

 またその環境変化の原因は、人口増加に伴う下水道整備の立ち遅れによるものと考えられております。 

 ５ページで現在の海岸の特性について整理しております。海岸域を後背地の状況、護岸形態、湿地など

環境特性からゾーニングしております。 
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 ゾーニングは南側から「県総合運動公園前」「比屋根湿地を含みます比屋根湿地前」「泡瀬３丁目前」「泡

瀬通信施設前」の四つに区分しています。 

 続いて６ページです。ここから既存の資料を使いまして、先ほど区分いたしました各ゾーンについて現

況の環境特性、地形変化、下水道整備状況、生物分布状況、水質、底質について整理しています。環境特

性としまして、県総合運動公園前は、自然植生が見られ、良好な環境が維持されております。 

 また比屋根湿地前は、トカゲハゼ、オキナワヤワラガニなどの希少種が生息しています。比屋根湿地内

は、野鳥の生息場となっておりますが、先ほどありましたように、犬・猫といった侵入、あるいはごみの

不法投棄、悪臭の発生などの問題が起こっております。 

 また、泡瀬３丁目につきましては、直立護岸とブロックにより陸と海の連続性がなくなっており、雨水

幹線からの排水が流入しているという問題もございます。泡瀬通信施設前は、直立護岸で同じく陸と海と

の連絡性がなくなっておりますが、半島の先端のほうでは砂が堆積し、植生が見られるような状況にもな

っております。 

 続いて７ページです。地形変化としまして、数年から十数年の地形変化を見ています。ここで大きな変

化が見られるものとしましては、運動公園前で入江状の地形に砂が堆積し、湿地が形成されている状況が

確認できるかと思います。 

 続いて８ページの比屋根湿地の地形変化ですが、左の下のほうにあるちょっと写真は小さいんですが、

平成２年の状況を見ていただきますと、非常に広い湿地の干潟が広がっていることが確認できると思いま

す。 

 一方、真ん中の図にあります現在の地形、標高をみますと、特に右側のほうは乾燥、陸地化して、植生

につきましても、陸の植物が繁茂しているような状況でございます。もう一度左の下の写真に戻っていた

だきますと、平成２年からすでにマングローブの植栽が行われているということが分かります。４年の写

真をみますと、道路に沿って平行にかなり大量のマングローブが植えられていることも分かります。これ

が 15 年度になりますと、マングローブが非常に繁茂した状態となっており、景観的にも地形的にも比屋根

湿地がだいぶ変わってきたなということが分かるかと思います。 

 続いて、９ページの下水道の整備状況です。上の表の左を見ていただきますと、比屋根、嵩原、与儀に

ついては、下水道の普及率が 80％程度になっております。 

 一方、未接続世帯が約５割もあるということが分かります。右側の表では、泡瀬２丁目から４丁目です

が、下水道は 100％の整備をしておりますが、同じく未接続家庭が約３割あるということで、こういった

下水道への未接続家庭から排水が雨水幹線に流入して、湿地あるいは前面海域に流れ込んでいるという現

状がございます。 

 続いて、10 ページの鳥の生息状況です。 

 鳥類につきましては、各ゾーンでサギ類、カモ類、チドリ類、シギ類等の分布が確認されております。

県総合運動公園前では、特に個体数が多く、チドリ類が非常に多いという状況です。 
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 また、比屋根湿地は、干潮・満潮時ともに、多くの鳥類に利用されており、バンなども繁殖していると

いうことが確認されております。 

 続いて、11 ページのオカヤドカリです。オカヤドカリの分布、地形、植生、宿貝の状況について確認し

ております。生育条件となります砂浜、緑地帯、また貝の存在、さらに陸と海が連続性のある場所では、

ムラサキオカヤドカリ、ナキオカヤドカリといったヤドカリ３種が確認されております。一方、泡瀬３丁

目の消波ブロック及び直立護岸区間では、自然植生もなく、ほとんどオカヤドカリは確認されておりませ

ん。 

 12 ページの干潟生物ですけれども、泡瀬海岸の砂地にはタマガイ、ミナミコメツキガニ等、また陸地で

はカンギクガイなどか見られて、底質の違い、あるいは水深に応じた生物の分布状況があるということで

ございます。 

 比屋根湿地は、水質の悪化などが懸念されているわけですが、多様な環境を有しているというふうに考

えられます。 

 次に 13 ページのマクロベントスです。マクロベントスは底泥を採取いたしまして、１mm のふるいでふ

るって、ここに残った生物を採集するという方法で行っております。これをみますと、比屋根湿地前で、

多くの個体数が出現しており、特にここでは軟体動物、二枚貝、巻貝類が多いということでございます。

それから、凡例の中、ちょっと見にくいかと思いますが、ウメノハナガイ、あるいはミズヒキゴガイとい

ったものは、汚濁指標種といわれております。つまり水質、底質の悪化したところでも適応して棲んでい

るという生物ですが、こういった生物は県総合運動公園前、あるいは通信施設前では少ない。一方、泡瀬

第一雨水幹線の河口付近では多く、生物の状況から見ても、このあたりの底質の悪化が確認できる状況で

す。 

 続いて 14 ページの水質です。３本あります雨水幹線からＣＯＤで言いますと、9.4 から 16mg/?という比

較的汚れた生活排水が流れ込んでおります。これは満潮時のもので、実際には、海水に押されて、こうい

った淡水がどの程度流れ込んでいるか分からない状況ですけれども、海のほうの状況をみますと２mg/?以

下ということで比較的良好になっております。 

 また 15 ページ底質を見ますと、ＣＯＤは総合運動公園の湿地また比屋根湿地で高くなっております。Ｏ

ＲＰ酸化還元電位と言いますけれども、こちらはマイナスになっている地点が多い状況です。酸化還元電

位がマイナスというのは、底泥の酸素が非常に不足している状況を示しておりまして、有機物が分解され

ることによって、底質が酸欠状態になっているということです。 

 以上、環境状況の説明になります。続いて 16 ページですけれども、先ほどありましたように、地元の意

見として原風景の回復というものが求められております。この中で泡瀬地域の原風景はどういったものか

ということをまとめております。 

 昭和 18 年ごろの泡瀬付近の状況を示しております。当時は製塩業を中心とした商工業が発達しており、

漁港、海中道路、馬車軌道、護岸などか整備されておりました。一方生活排水は海に流さない様式ができ
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ており、後背地は畑や砂地で雨水はすべて地下浸透していた。海岸は生物が生息しやすい環境で、砂浜が

あり、植生もあり、護岸されていたとしても、石垣であったということです。また海域の生物量が非常に

豊かであったというふうに言われております。 

 19 ページにいきまして、こういった原風景が現在、どういう状況かということで、比較したものがござ

います。各ゾーンにつきまして、土地利用、護岸形態、水循環、その他環境と植物の生育状況が原風景と

類似しているかどうかということで表にまとめております。 

 こちらをみますと、運動公園前の海浜部は原風景に類似しています。一方、泡瀬３丁目前では、原風景

の特性はほとんど見られないという状況になっております。 

 総合運動公園前付近の特徴ですが、後背地は表流水の多くが地下浸透している。護岸は曲線のある緩傾

斜の石積みで海域への浸透水滲出がスムーズな構造である。海浜部には、自然に砂が集まっており、一部

に砂の堆積によって湿地も形成されているというような状況にございました。 

 ここで、次 18 ページになりますが、泡瀬地域の環境メカニズムの考察ということで、原風景がどのよう

に変わって現況になっているか。さらにそこにおける問題点、課題点を抽出してございます。原風景とし

ましては、汚れを出さない循環型社会の生活様式、また雨水が地下浸透しやすい地盤構造となっておりま

した。これが現況では、汚れを直接排水するような構造になり、雨水が地下浸透しにくい、生物の連続性

が遮断されるというような状況にあります。ここで問題点として、下水道への未接続が汚濁負荷量を増大

している。面整備の進行が干潟への滲出水を減少させている。直立護岸が生物の連続性を遮断していると

いうことで、現況がそのまま問題点となるような状況でございます。 

 さらに、課題として、汚濁負荷量の低減、住民意識の啓蒙、生物に配慮した整備の検討ということが挙

げられ、今後の整備計画の中で具体案について検討していきたいと考えております。 

 最後に住民意向調査に関することですが、アンケート調査、ヒアリング調査、観察会というものを考え

ております。アンケートにつきましては、泡瀬地区の住民を対象として 2,000 部程度の配付を考えており

ます。 

 またヒアリングは比屋根湿地及び海岸域を利用している団体及び個人、また住民の代表者、自治会の代

表者等に個別のヒアリングを考えております。 

 さらに、干潟野鳥観察会というようものを実施する予定でおります。この参加者に対してのアンケート

調査を実施するということで、目的としまして、住民意識を反映した計画づくりに資すること。また対象

者への環境への関心を深めていただき、環境保全に対する意識を啓蒙するというようなことを考えており

ます。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 それでは、仲宗根座長のほうから概要といいますか、論点のほうをお願いしたいと思います。 

○仲宗根委員  それでは、比屋根湿地・泡瀬地区、具体のほうの説明をいたします。 

 ただいま事務局からご説明がありましたように、８月 27 日に行われましたが、第1 回検討委員会部会で
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は、既存資料、それを一応検討するということで、検討いたしました。 

 ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、現在の比屋根湿地は、荒れ放題という感じです。

先ほど、赤嶺委員、あるいは中根委員のほうからもご指摘がありましたように、犬とか猫が入り込むと。

そして北側のほうは、モクマオウなどが生えて、劣化していっているんですね。そして、現在、潮が実際

にどのへんまで入っていっているかというような、潮位高との関係が分からないし、海水がどのぐらいの

流量で入っていっているのかということもちょっとまだデータがよく分かりませんので、これもできまし

たら次回の検討委員会でデータをお願いしているところです。 

 それが出てくれば、先ほど赤嶺委員からもありましたように、今後、周りのほうに水路をつくりまして、

例えば鳥類の餌場にもなるような水路を、魚が入ってくるような、そういうものも検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 それと、現在、湿地内のフローラーについて、まだ詳しいデータが出てきておりませんので、そのへん

の動植物の詳しいデータが出てきた時点で、どこに手をつけずに残すべきか、あるいは手をつけるべきか

というようなことを、今後は検討することになると思います。 

 そして、第一の問題は、先ほども事務局からご指摘がありましたが、この汚水の負荷、これをどういう

ふうに低減していくかということだろうと思います。それで、委員会の中では、部会のほうでは、地域住

民の方々への認識を高めていただくということで、この負荷利用が多いところを一応マッピングしまして、

できるだけその地域の方々に啓蒙という意味で、それを公表したらどうかという意見もございました。 

 ３割程度が未接続で、現場も見せていただきましたが、かなりの汚水が流れ込んできているということ

です。それは後でまたいろいろ部会でも検討すると思いますが、できるだけ比屋根湿地、昔の湾奥みたい

な形の原風景に近いようなものができていけば一番いいんじゃないかなというふうに考えておりますが、

それの一つには地域住民の方々のアンケート調査、それの結果を待たないと、ちょっと審議もできないと

ころがございます。 

 今後のデータとか、アンケート調査結果が出てきた時点で、また第２回目のもろもろの検討事項を検討

していきたいというふうに考えております。以上で大体よろしいでしょうか。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 最初ですけれども、比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会の報告がございました。どうぞ皆さん、ご

質疑、ご質問、ご意見等、よろしくお願いいたします。 

 どうぞ、赤嶺委員。 

○赤嶺委員  比屋根湿地を観察地として、子供たちと観察会をやっていますけれども、年々状況は悪く

なっているということは、ずっとこの会合でも申し上げてきましたけれども、この湿地に飛来する野鳥は

50種以上ですね。この統計については沖縄市の郷土博物館が毎年実施していますので、そのほうから変化

もとらえることができます。 

 ここにこんなに野鳥が来るというのは、やはり餌になる、いわゆるゴカイやカニ類、それから一日に２
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回海水の出入れがあるということが、いわゆる小魚が出入りすることによって餌場になるというふうなこ

とがあって、成り立っているということですね。 

 状況が悪くなったといえども、まだ野鳥の観察地としては貴重です。それでこの現状を使うと同時に、

これから何年後かにできるであろう人工島の野鳥公園にも、いわゆる同じような餌場になるような状況を

つくる必要があると思うんです。 

 向こうのほうには観察小屋もつくる、観察備品もつくるんだけれども、実際にやってみるのはハードの

面の、野鳥公園という形はできているけど、実際に餌になるものがいなくなれば観察ができませんので、

今の段階で事務局のほうで、どういうふうに比屋根湿地のような餌場が確保できるか検討してほしいし、

またそういう専門家にも聞いてほしいなと思う。 

 それから、この場でもその専門家に聞いて、意見も聞きたいなと思っております。ぜひお願いいたしま

す。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 古川委員、お願いします。 

○古川委員  資料の18ページのところで、環境のメカニズムの考察が出ていて、ここで書かれているこ

とは確かに一つあるんだろうなというふうに考えます。陸側からの排水機構が変わった。雨水と汚水と分

けて、それぞれが違う経路で出てくるということによる問題かなということがあります。 

 ただ、干潟の上での環境を説明するためには、干潟の上の流動なり、ものの運ばれ方というのも非常に

関係してきているのかなと思うんですね。一つは、海岸線がなだらかであると、水平方向に動く水の動き

というのが大きくなります。これが直立の護岸に近いものが出てくるようなところでは、潮汐があっても

潮流にならないというような現象も起こると思います。 

 ですから、構造的に沿岸域が汚れをためやすくなっている上に、汚れが出てくる。汚れと言っていいの

かわからないんですが、有機物がたくさん出てくるという機構がありますので、有機物を出さないという

工夫の上に有機物をためない、もしためない方向で管理するということであれば、ためないという方向で

の検討というのも、このメカニズムの考察の延長上にぜひあってほしいと思います。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 仲座委員、お願いします。 

○仲座委員  簡単にお答えいただきたいんですけれども、事例として新港地区をいい例として、私は何

度も挙げるんですけど、新港地区の背後を見るとあそこに残された干潟が、埋立て前の干潟と比較して、

想像を絶するほどの劣化になっている、ディグレーションになっているかと思います。 

 しかし、今計画している人工島というのは、埋め立て部分を（海岸から）200ｍまで出しますので、背後

の干潟は保全されるということをうたい文句として事業が進められようとしています。これまで環境検討
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委員会などに携わってきて、この干潟がいかに貴重なものであるか、そして私が考えるには、ほかに類を

見出せるだろうか？というような干潟なので、そこをいかに保全するか、もし保全できなければ回避とい

う問題もあるのではなかろうか？ 

 もちろん免許はおりているけれども、今の時代ですから、そして港湾開発というのは、私は非常にポジ

ティブに受けとめていますけれども、今のこの埋立てというのは港湾に関しては単なる土捨て場なので、

ほかにも土捨て場を必要とするところもあります。ですから、代替案というのは見出せる可能性もあるわ

けですね。 

 とにかく、環境アセスの時点に比較し、現時点においては、環境の評価というのが大幅に変わったので

はないかと私は思うんです。今ここに出された保全計画なども非常にいいものなんだけれども、むしろこ

れを仮に埋立てをせずに、こういう計画が実行されるならば、これはさらにすごい財産になるんだろうな

と思いながら聞いていました。 

 それで質問ですけれども、これは古川委員と岡田先生あたりにぜひお答えいただきたいんですけれども、

この干潟というのは、世界的に見てと言うと話が大げさになりますので、沖縄本島、南西域などで見た場

合、埋め立てようとしているこの干潟の持っているポテンシャル、それはどういうふうに評価されるもの

でしょうか。 

 この干潟というのは、沖縄本島のほかの干潟と比較してみて、どういう位置づけになっているのでしょ

うか？ 簡単に答えていただきたいんですけれども、そして、埋立てが行われた後、本当に、私たちが言

っているように保全されていくものなんでしょうか。 

 どうでしょうか。古川委員、そして岡田委員、簡単に答えていただきたいんですけれども。 

 話は２点ですね。この泡瀬の干潟というのが、これまでの資料は、アセスの時点と大幅に変わってきま

したので、これまでの資料を統括して、現時点で判断するとするならば、沖縄本島の中、あるいは南西諸

島の干潟と比較して、どういう干潟に見えるのか？というのが一つ。 

 もう一つは、埋め立てた後に、本当に私たちが今想定しているような状態で保全されていくんでしょう

か？ということです。直感的な感想でもいいですので、答えていただければと思います。 

○古川委員  前半については今ここですぐお答えできるだけの、私は資料なり、時間なりを持ち合わせ

ていないです。それぞれの生態系については、それぞれがユニークな場でありますので、どれがよくて、

どれが悪いという評価は、私はしたくないと思います。 

 ２番目の争点に対しては、この干潟をこれから使われていく方々、我々も含めてですけれども、使われ

ていく関係者が一堂に会してどんなふうに保全していくのか、目標を立てて、それを可能にしていくため

の議論をここで行っていると思いますので、立てた目標に対して可能な限り努力していく。そのための努

力を惜しまないという姿勢を表明させていただきます。ちょっとお答えするべき内容がよくわからないの

で、岡田先生のほうにマイクをお渡しします。 

○岡田委員  多分、同じようなお答えになるかと思いますが、前半については私もいい悪いという議論
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は避けたいと思いますし、ほかのところは具体的にそれほどよく存じ上げていませんので、言えないとい

うほうが正解だと思います。 

 それから後半のものは、まさにこの状態が全く劣化するようだったら、この委員会の議論はもともと意

味がないというものですから、それは守らざるを得ないと思いますね。それを目標にやっぱりやるしかな

いと。ただ、難しいのは目標をどこに置くかというところですが、そのへんのところは、今の時点ではも

うできる限りというところしか、本当は、私は個人的には定量的にきちっと全部目標を定めるべきだと思

います。 

 ただ、それはあまりにも現時点においては難しすぎると思うので、できる限り守っていくという極めて

抽象的ですけれども、それしか今のところお答えしようがないと思います。 

○仲座委員  ありがとうございました。 

 私がいろいろ突っ込んだりするのは、やっぱりこれだけの干潟ですので、色々議論する価値があると思

うんですね。私一人の意見で物事が決まるわけでもなくて、先ほどからおっしゃっているように、事業者

側の判断というものもありますので、ぜひ突っ込まれることを嫌がることなく、ぜひ立ち向かっていって

ほしいと思うんですね。 

 もちろん、入江先生もおっしゃっていたように、これまで土木工学がなし得てきた事業というのは、も

のすごいこともありますでしょうし、いろんな難点をクリアしてきたと思うんですね。今、時代はとにか

く変わったんです。変わっているんです。でも、私たち人間はなかなか慣性がありますので変われない。

海岸法も変わったし、いろんな世界的な環境に対する見方も変わってきました。 

 でも、私の目から見て、なかなか変わらないのは行政ですね。一旦決まった手がおろせないというのも

非常に問題かと思いますし、事業についていろんな決定事項がなされた後でも見つかる問題もあるし、あ

るいは新しく発見される問題もあると思いますので、それを議論することをはばからずに、ぜひ受けとめ

てほしいと私は思います。 

○事務局（冨田）  事務局から少し意見を言わせてください。 

 そもそもこの委員会の成立の背景にあるというのが、環境アセスに基づくものでございます。その環境

アセスが何かというのは、埋立事業を実施する上での環境保全措置をどうするか、それが環境アセスに記

載されていると。 

 そういう行政手続きが平成 12 年になされていると。ですから、この委員会の存在そのものが、埋立ての

是非論を今問うものではなくて、埋立てがあって、さらにそれをどううまく進めるかということを、ご議

論いただく場であるということを、事務局とすればここでお答えせざるを得ないと、そういうふうに考え

てございます。ただ、仲座委員ご自身がどういう意見をもって、どういう議論をされるかというのは、止

めませんけれども、一応手続き論から言えばそういうことがあるということは、きちんと明快にお答えさ

せていただきたいというふうに考えます。 

○仲座委員  私もそれは十分理解しているつもりなんです。ですけども、反映というのがなされないと
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いけないということですね。ですから、もちろんアセスの決定事項に基づいた線で話を進めていくのがこ

の委員会だと思うけども、そうであっても、ものごとの掘り返しというんですか、それはやぶさかではな

いわけですよね。 

○事務局（冨田）  ですから、いかに環境を保全していくかという技術的な検討を二つの委員会をもっ

て進めておるわけでございまして、背後の干潟の陸域と人工島の間の水路部がいかに環境がおかしくなら

ないかというものをきちんと監視していく、そういうシステムの構築をどうすればいいかというものを監

視委員会でいろいろご検討いただいていますし、さらに、干潟の中に陸域からの負担の軽減をどうすれば

うまく行われるかというものを今回初めてワーキングとして立ち上げたわけでございます。 

 環境保全に関するアセスの立場を明確に守りながら、事業をうまく進めていきたいというのが事業者の

立場であるというふうに考えます。 

○仲座委員  私もその通りだと思います。ですから、移植についてもきちっと成功であるということを

見せて、進んでいくのが筋だと思うんですね。環境がディグレーション（劣化）しないように、モニタリ

ングしていくということですよね。その線に沿って私は議論しているつもりなんですね。 

○眞榮城委員長  どうも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、どうぞ中根委員。 

○中根委員  私の意見というよりも、清野先生からの意見を読んでいて、その部分で事務局としてのお

答えとか、本人がいないので、ちょっとやりずらいのかもしれませんが、ちょっと考え方としてどうなん

だろうなと、私がちょっと気になっている部分はいくつかあるんですけれども、清野先生のもので２）の

部分で、下から５行目の「よって、『日進月歩している現在の沿岸環境科学で環境予測した場合』を丁寧に

地元に示していくことが」という部分があるんですけれども、これはアセスを差している部分もあると思

いますので、そのへんの部分で行政手続きの進展を盾にして、科学技術の進歩を隠してしまうのは、沖縄

県の未来のためにも失礼であると思います」という、この意見に対してのお答えがいただければなという

のが、本人がいればその詳しい中身も本人に質問もしたいんですけれども、少なくともその意見に対して

の事務局側からのご意見を伺いたいと思います。まず、一つめです。いかがでしょうか。 

○事務局（酒井）  この資料につきましては、今朝ほどいただきまして、まだ十分に事務局のほうで検

討しておりませんし、またここで言う沿岸環境科学で影響予測した場合というのは、どの影響予測を指し

ているのか、ちょっとわからないものですから、そのへんはまた本人にご確認してから、必要に応じて各

部会にこういう意見があったということで、審議といいますか、検討をお願いするようにしたいと思いま

す。 

○入江委員  素人的な発想かもしれませんけれども、私も今の清野先生の２番目と、先ほどの仲座さん

の話と前後させながら、ずっと考えて聞かせていただいたんですけど、やっぱり行政手続き、その中で必

要なことをやったじゃないかと。これに対する恐れというのは、どの社会でも公共事業に対してはあるわ

けですね。取り返しのつかないようなところに行く前にというその話もそうです。 
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 だから、そのときに清野さんが言っておられるのは、その時、やっぱり我々がここで議論し得ること、

そしてまたそれ以上に進んだ科学といいますか、科学技術、こういうものの駆使というのは、本当はやら

なければいけないと。そうでなければ、地元に対しても大変失礼なことになるということを言っておられ

ますね。 

 しかし、我々はその科学的な手法というのは何なのか。各個人が説明することもなかなかできない。非

常に困難、先端の先のほうに、もっと困難な問題が横たわっているということですね。 

 そのときに、もう一つの救いは、自問自答して、疑問を出し合って、あれはこうじゃないか。疑問が出

ると、これはこうじゃないかと。こういうふうな話をするということが、おそらく人間が最後に残された

一つの方法だろうと思うんです。 

 私は、仲座さんのご質問には言いたいことはたくさんあります。ありますが、何も言わずに聞かせても

らっています。非常に貴重なことは、本当に地元の立場に立って、心配して、一人主張しておられるとい

う感じかもしれません。 

 だから、そういうことに対して、ああだ、こうだと、非常にこの委員会のメンバーの方々は非常に親切

に丁寧に受け答えもなさっていると。この行く末が、今、清野さんが言われるような、ひょっとしたらも

っと進んでいるであろう科学技術の予測技術、そういうものに対しての何かのアンサー、導き、そういう

ものができているんじゃないかというふうに思うんです。だから、仲座さんが、存在を嫌がらずに、恐れ

ずに付き合ってほしいというふうにさっきおっしゃいましたですね。まさにそれがそのことだろうと、ち

ょっとそういう気がいたしました。どうも失礼しました。 

○眞榮城委員長  あと 1 点ありましたか。 

○中根委員  それから一番最後の３のツーリズムの部分はおいておいて、３の一番最後の３行なんです

ね。「泡瀬の環境利用学習の検討も、国内外で急激に進展しているエコツーリズムや地域観光の振興のスタ

ンダートからしても、徹底した検討がなされているとは言い難いと考えます」という部分なんですけれど

も、このへんの部分は私たちの環境利用学習部会の責任だと思いますので、もう少ししっかり議論してく

ださいというご意見だろうと思って承っておりますが、最近、子供たちへの自然体験活動として、泡瀬で

カヌー体験をいたしました。その際に、親も来まして、親子でカヌー体験をしたところ、こんなに泡瀬の

海ってきれいだったのという親たちの意見、それからカヌーを進めていくときに、魚が非常に飛んだりし

たんですね。満潮時だったので、非常にその可能性は強かったんですけれども、ただ、私もそれほど周り

から魚がぼんぼんぼんぼん飛び跳ねるとは思わなかったんですけれども、そのことをもって子供たちに良

質の自然体験活動ができたと思っております。 

 この部分がこれからの埋立ということを考えたときに、良質な自然体験活動、環境利用をする学習がで

きるであろうかという部分は、その時強く感じました。ですから、この委員会の責任は非常に重いんじゃ

ないかと、将来の子供たちに対して。 

 ですから、行政手続きで進めることは進めるという部分もあるのかもしれませんが、改善する、あるい
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は計画を途中でどうにか止めなければいけないんだったらやめるというようなことも含めて、私たちがあ

まり硬直した考えにとらわれずにできればなということは、その体験をしながら考えました。 

 多分、あれだけの魚がいるということは、生態系としては非常に干潟がもっている非常に素晴らしい部

分を示しているのではないのかなと思いますので、そのへんのところも環境学習をするものとしては、非

常に考えていきたいと。深く考えていきたいと思っております。皆さん委員のほうにも、その部分を少し

考慮していただければと思っております。以上です。 

○小濱委員  最初に入江先生のご発言に関して、私の意見を申し上げたいと思いますが、入江先生のご

指摘は、ごもっともだと思います。私たち研究者は常にそういうことを考えていなければいけないんだろ

うなということで、私も思いを新たにしたわけですけれども、こうやって行政の委員会が開かれる場合は、

期限が切られているということもありますから、私たちに与えられた時間の中で、どう考えていくかとい

うことはまた一つの見方なんじゃないかなという気が私はしているところです。自分としては、社会科学

者として現時点で最も最先端であるという考え方であるとか、あるいは技術というものを自分の部会、そ

して専門部会の中で情報提供しているつもりでいるんですけれども、さらにその先があるぞというふうに

言われると、それはそのとおりなんですよね。だけど、それはいわば切りがないことで、ある時点を区切

って最先端なんですよというしかない。しかし、言った瞬間に陳腐化するという、そういう宿命を私たち

研究はもっています。 

 ですから、清野さんご指摘も入江先生のご指摘もごもっともなことではあるんですけれども、やはり何

かプロジェクトを起こして、政策的な判断をどこかでだれか政治家がやって、ものごとを進めていくぞと

いう時には、ぎりぎり引っ張ったところでの最先端の知識というものが出ていますよということさえ保証

されれば僕はいいのかなという気がしました。 

 ですから、清野先生のお書きになっている書き方というのは、ちょっと紋切型なものですから、僕はち

ょっとあまり気に入らないんですけども、こんなことはというか、こういうことは清野先生に言われなく

ても私たちは常識として分かっている。それが前提の上でこの委員会が進んでいるんだということを僕は

感じました。 

 それから、中根委員の今のツーリズムの最後の３行のところですけれども、僕は、先ほどもこの部分に

ついて申し上げましたが、私が座長をしている環境利用学習の進め方、あるいは審議内容について一つ自

慢がありますが、これは参加しているメンバーそれぞれが現場をもっているということです。 

 ですから、環境利用学習がどうあるべきか。あるいはインタープリターガイドの養成がいかにあるべき

かということが、理論、理屈だけで話し合われているのではなくて、実際に現場にいってこうだったから

こうですという言い方で議論が進んでいるというところが実践的であるというふうに私も自負しています。

私自身も夏休みに障害をもった子供たちを連れて比屋根湿地、泡瀬干潟に連れて行きましたけれども、あ

の豊かな自然を使って、障害をもった子供たちにいかにそれを伝えるべきかということは、非常に未知な

部分が多いなということを感じていますけれども、しかしながら、私だけではなくて、メンバーのそれぞ
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れが目指しているものは、地域振興のスタンダードというか、清野先生は、「地域観光の振興のスタンダー

ド」という書き方をしていますけれども、そんなレベルではない。例えば私が目指したのは、アメリカの

国立の公園のインタープリターレンジャーがしているところの活動であり、そのマニュアルの作成という

ものを目標にしていますし、中根委員をはじめ、私の座長をしている環境利用学習のメンバー、それぞれ

はやはり高い理想をもって、少しでも自分の技術を高めようとしているわけですから、私としては、大き

なお世話という感じがいたします。 

 この部分については、本当に各委員が発言するまでもなく、現場と理論と二つの面から進めております

ので、徹底した検討がなされていると言いがたいというふうにおっしゃられるのは、清野先生、もうちょ

っと勉強していただきたいなという感じがいたしました。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。 

 もうだいぶ時間が押して終了の時間になっております。比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会の報告、

検討は以上で終わりたいと思います。 

 これは新設された専門部会で、特に目的、対象海岸というのが、我々理解できたかと思います。比屋根

湿地、泡瀬地区海岸地域の現況と課題についての認識、それから住民意向調査ということで、提案等ござ

いました。そういう形で部会のほうでまたご検討していただくということでお願いしたいというふうに思

います。 

 委員の皆さん、それぞれ自分の非常に思いや考えや立場、いろいろあるかと思いますけれども、この委

員会、いかんせんそういう前提の中で議論するところでございますから、そういう配慮しか私自身もここ

に望めないということでありますので、焦点をできるだけそういうふうな形で望む委員会だろうというふ

うに思っております。委員それぞれの自由な考えや立場は、それは当然であるということだろうと思いま

す。 

 それでは、以上で本日の議事すべて終了いたして……はい、ございますか。どうぞ。 

○小濱委員  審議が終わります前に、きょうご出席の委員の皆さん、それから各部会の座長の先生方、

そして眞榮城委員長も、それから事務局に対してもお願いがございます。 

 それは非公開の審議につきまして、その中での他の委員の発言を非常に尊重していただきたいというお

願い、特に守秘に関するモラルに関しては、各座長は委員会の中で、専門委員会の中で徹底していただき

たいというお願いをしたいと思っています。 

 と言いますのは、野呂先生の海草の部会の中で、前川委員がいらっしゃいますけれども、前川委員はホ

ームページの中で、８月11日の専門部会の内容についてコメントをしております。個人が自分の意見、主

義、主張を開陳するのは一向に構いませんので、これについては異論はないんですけれども、非公開の委

員会の中で他人が発言した内容ですとか、あるいは出された資料につきまして、記者発表している内容と

異なるような解釈ととられかねない、誤解を招くような表記をされるのは、いかがなものかなというふう

に思っております。 
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 非公開の委員会に参加している委員としては、守秘モラルというものがあると思います。そしてこの守

秘モラルが保証されているゆえに、私たちも政策立案、政策決定に関するデータを安心して出すことがで

きますし、また忌憚のない意見をお互いに交換することもできるんだと思っています。 

 行政としましては、将来的にはすべての委員会は公開されることが望ましいのかもしれませんけれども、

この点は各委員、確認したほうがいいと思います。そして前川委員も悪気があってやっていることではな

いと思います。もちろん、この前川委員のホームページの中では他人に対する誹謗中傷もありません。 

 ですから、ひとつここは事務局のほうでこの問題を預かっていただいて、前川委員に事情をよく聞いた

上で、ホームページから不適切な部分は削除いただくか、誤解のない表記に変えていただくようにお願い

していただければと思いますし、また眞榮城先生はじめ各座長は、非公開の各委員会の中身につきまして

は、モラルをもって話し合っていきましょうということを再度確認されることを望みます。野呂先生には、

前川委員のホームページを参考として持ってまいりましたので、後ほどお渡ししたいと思います。 

○眞榮城委員長  ただいまについては、小濱先生の要望ということできょうはおさめておきたいと思い

ますけど…… 

○仲座委員  いや。今のに関連して、何もワーキンググループを非公開にする必要は全くないと私は思

うんです。公開にして、これまでどおり、これまでそういうふうにやってきましたから、オープンにして

ください。これまでワーキンググループから出てきた資料を見た限りでは、非公開にする内容はどこにも

私は見つからないですね。 

○眞榮城委員長  その点も含めて…… 

○事務局（高橋） 公開・非公開につきましては、ちょっと事務局のほうから一言言わせていただきたい

と思うんですけれども、専門部会につきましては、地元の方の意見を大切にしたいということで、地元の

方の自治体の代表の方とかに出席していただいております。 

 こちらの方々は、仲座先生のように大学の先生とは異なりまして、テレビ・カメラを向けられたり、そ

ういう場所ではなかなか思ったことも言えないという状況もございます。 

○仲座委員  それは住民の代表ですから、出られている方は公の場で議論するのが筋なんですよ。そう

でない場面はまた別に設ければいいんです。個別に聞くとかですね。それは事業者側に任されているんだ

から、その議論はむしろオープンにして、何らここに出てきている問題、それ以上のことが議論されてい

るとは思いませんし、非公開にする意味は、私は全く見出せないですね。 

○事務局（高橋）  その公開につきましても、内部で公開するべきという意見も出ておりまして…… 

○事務局（冨田）  公開・非公開、するべきか、しないべきかという議論をここではちょっと避けさせ

ていただきたいと思います。 

 平成15年度からこの体制で実施してきておりますが、その話は原則、専門部会については公開しないと

いうことで、それぞれのワーキングの中で決めさせていただいております。この議論については事務局の

ほうで引き取らせていただいて、さらに今、小濱先生から要望がございましたが、守秘義務についてもど
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うあるべきなのかなということを、事務局のほうで細かく検討いたしまして、委員長とも相談して調査さ

せていただきたいというふうに考えます。以上でございます。 

○眞榮城委員長  いろいろありますけれども、本日の議事はこれで終了いたしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

（3）閉会 

○事務局（田邊）  どうもありがとうございました。熱心なご議論、ありがとうございました。 

 この後、17時から同じこの４階のヒルギの間で記者会見がございますので、関係の方はそちらのほうに

17時になりましたらお集まりいただきたいと思います。 

 それでは本日の委員会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

（午後４時36分 閉会） 


