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平成16年度第３回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会 

日時  平成17年３月17日（木） 

場所  サザンプラザ海邦４Ｆ 

（午後１時30分 開会） 

（1）開会 

〇事務局(田邊)  定刻をまわりました。皆様お揃いでございますので、ただいまから会議のほうを始

めさせていただきます。 

 ただいまから平成16年度第３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。 

 まず最初に、資料の確認をさせていただきます。お手元にお配りしております資料ですが、まず、Ａ４

の１枚もので議事次第、それから着席表、それから本日の委員名簿。 

 それから資料―１といたしまして、前回委員会における課題とその対応という裏表の資料がございます。 

 それから、資料―２（１）といたしまして、第２回人工海浜専門部会資料としまして、概要版というの

があります。その中に、Ａ４の１枚もので、調査の目的、調査対象範囲というカラーの表裏の資料。それ

から同じく調査フローという資料がＡ４で２枚挟まっております。それをご確認ください。 

 それから、同じく人工海浜専門部会の資料で、資料―２（２）ということで、専門部会の概要の資料が

ございます。Ａ４の１枚ものでございます。 

 それから、環境利用学習専門部会の資料として、資料―３（１）、これも同じく資料の中に調査の目的

と書いてある資料と、調査フローというＡ４が２枚入っております。これもご確認いただければと思いま

す。 

 それから、環境利用学習の専門部会の概要が資料―３（２）というものがございます。 

 それから、海藻草類専門部会の資料として、資料―４（１）というものがございます。 

 それと、同じく海藻草類専門部会の議事概要といたしまして、資料４（２）がございます。 

 それから、比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会の資料が、資料―５（１）。 

 それから、同じく専門部会の資料といたしまして、議事概要が、資料―５（２）とございます。 

 それから、資料―６といたしまして、設置要綱の改正案がございます。 

 これが参考資料-１といたしまして、現在の設置要綱がございます。それから、参考資料―２といたし

まして、人工海浜専門部会の資料がございます。それから、参考資料―３が、環境利用学習専門部会の資

料。参考資料―４が、海藻藻類専門部会の資料。参考資料―５が比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会

の資料でございます。 

 配付のものがだいぶ多うございますが、お揃いでございましょうか。皆様、よろしいでしょうか。 

 それから、本日の出席者でございますけれども、独立行政法人港湾空港技術研究所の中村委員がご欠席

でございます。それから、財団法人沖縄青年会議所理事長の照屋勝規委員でございますけれども、17年１

月１日より後任の島袋哲安委員に交代されておりますが、本日ご都合でご欠席でございますので、代理と

いたしまして、當山委員がご出席いただいております。以上でございます。 
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 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

 委員長、よろしくお願いいたします。 

（2）議事 

〇眞榮城委員長  それでは、お手元の議事次第ございますけれども、それに沿いながら議事を進行し

ていきたいと思います。 

 各専門部会でこれまでご検討いただいておりますけれども、本日は、本委員会でまた各専門委員会の確

認と申しますか、そういうことになろうかと思います。お手元の議事次第で、本日の議事は、①から⑥の

その他までということになっております。 

 まず最初、①の前回委員会における課題とその対応ということで、事務局のほうからご説明お願いいた

したいと思います。よろしくお願いします。 

①前回委員会における課題とその対応 

〇事務局(高橋)  それでは、資料―１をご覧ください。平成16年10月５日に開催されました前回委員

会における課題とその対応でございます。 

 まず１番、人工海浜専門部会報告について。地形変化のシミュレーション結果等、他の部会における検

討資料とのデータの一貫性を図る必要がある。古川委員のご意見です。 

 これについて、人工海浜専門部会におけるデータと他部会におけるデータは、共通のデータを使用し、

資料の作成を行っております。 

 次に、人工海浜専門部会とその他の部会との調整を図る必要があり、今後、合同開催などを行う必要が

あるという小濱委員のご意見がございました。 

 今後の部会のあり方については、事務局で検討中であり、資料―６に17年度以降の専門部会の取り組み

を示してございます。議事の６でご検討をお願いしたいと思います。 

 続いて、２番の、海藻草類専門部会の報告についてです。海藻移植が成功したというデータを示してほ

しい。仲座委員のご意見がございました。 

 これについて、現在は経過を観察しており、その結果を報告しているに留めているということで対応さ

せていただいております。 

 続いて、St.10Hの枠のような、うまくいった写真だけを載せると誤解を生む可能性がある。移植した海

草が完全に消失した枠の写真も提示してほしいという、仲座委員のご意見がございました。 

 これについて、St.2I、St.10Hについて結果を示しているわけですが、こちらについては移植直後から

詳細観察を行っているわけであり、移植海草の生残率がよかったから掲載しているわけではないというこ

とを回答させていただきました。 

 続いて、移植した被度50％以上の海草がどうなったのか。その面積はどのくらいあるのかという仲座委

員のご質問がございました。 

 移植海草は、被度50％以上のエリアから採取しておりますが、エリア内には濃淡があり、移植した海草

類はすべて50％以上であったわけではございません。また、それを格子状に配置して移植しているため、
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移植直後の被度は２ｍ枠全体で約30％でありました。移植した株がコドラート内でどのように変化してき

たかは、枠内の海草類の分布状況に示しております。参考資料―４を参照していただきたいと思います。 

 裏にまいりまして、３番の比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会の報告についてです。 

 比屋根湿地に毎年飛来する鳥類は50種程度であるが、それは餌となる小魚等が潮の満ち引きで流入して

いるためと思われる。人工島の野鳥園整備でもこのような環境整備の検討をしてもらいたい。赤嶺委員の

ご意見がございました。 

 これについて、比屋根湿地の改善方策の検討に際しては、現状の生物生息環境の保全・再生を考慮した

環境整備を行っていくということで、現在、検討しております。人工島の野鳥園整備については、別途の

協議の場で検討することとしているので、ご意見はその中で検討させていただきます。 

 続いて、干潟のような緩勾配の自然海岸と、人工の直立護岸の前面では、潮流や浄化のメカニズムが異

なる。これらの違いを考慮しながら今後の海岸整備の検討に際しては有機物を出さない工夫の上に有機物

を溜めないことに留意してもらいたい。古川委員のご意見がございました。 

 本整備計画では、背後陸域からの有機物の流入を軽減するよう、下水道接続率の向上や湿地の浄化機能

が向上するような管理を含めた整備検討を行うこととしております。海岸部については、有機物が溜まら

ないような工夫をし、雨水地下浸透水が滲出するような護岸構造を考慮した環境整備を今後検討していく

ということで、このイメージについては部会で提案しているところであります。 

 以上です。 

〇眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 ただいまの議事１番目の、前回委員会における課題とその対応ということで、ご報告を受けました。専

門部会においても、いろいろ確認をされたかと思いますけれども、ここで特にご質問いただいた委員の皆

さんのもとに、確認等をお願いしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 最初、古川委員の、一番最初はいかがでしょうか。お願いします。 

〇古川委員  国総研の古川です。幾つか前回の環境保全・創造検討委員会で質問させていただきまし

た。ご対応につきましては、専門部会での検討内容も含めて、このとおりの質疑とご対応をいただいてい

るというふうに認識しております。特段の意見はございません。 

〇眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 小濱委員の件については、きょうの議事の６番目で出てくるということでございましたけど、特にござ

いますか。よろしいですか。 

〇小濱委員  はい。 

〇眞榮城委員長  あと、仲座委員のほうで、３つほどございます。よろしくお願いします。 

〇仲座委員  成功したという結果を示してほしいと言っているのは、現時点で評価をしてほしいとい

うことだったんですけれども、経過を見ているということですので、いつまで待てば結果になるのかを説

明してほしいです。 
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 それから、③のほうなんですけれども、これはちょっと後で時間をとって、きちっと質問させていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

〇眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 後ほどの報告の中でも議論されると思いますので、裏のほうにまわって赤嶺委員のほうからのご指摘ご

ざいましたけれども、いかがですか。 

〇赤嶺委員  この関係でまた議案に出てきますので、そのときにお話しいたします。 

〇眞榮城委員長  わかりました。 

 それでは、一応、前回確認ということで、議第１のほうは以上でよろしいでしょうか。 

 進行してまいりたいと思います。内容等については、また後ほどいろいろとご指摘が出てくるかと思い

ます。 

 それでは、議題２のほうで、第２回人工海浜専門部会報告ということでございます。よろしくお願いし

ます。 

②第２回人工海浜専門部会報告 

〇事務局(高橋)  それでは、資料―２（１）をご覧ください。お配りした資料と同じものをパワーポ

イントで壇上のスクリーンにも映しておりますので、どこを説明しているかということに関しては、パワ

ーポイントのほうを見ながら手元の資料を見ていただければいいかと思います。 

 まず、人工海浜専門部会、第２回の報告をさせていただきます。 

 全体の目的としましては、環境影響評価における環境保全措置として、「自然海浜に類似した海浜の整

備」を行うこととなっております。 

 埋立地の南側における海浜整備にあたっては、海から砂浜、海浜植物に至る自然な連続性を確保するこ

とにより、天然記念物であるオカヤドカリ類等の海と陸を行き来して生活している生物の生息環境を創造

するとともに、内水面となる現在の自然海浜に代わり、アクセスが容易で開放的な自然海浜を創造する。

また、画一化、単調化の傾向がある人工海浜に自然の魅力をもたせ、良好な親水空間を創造するというよ

うなことが掲げられております。 

 ここで、本調査は上記環境保全措置を実施するために、人工海浜の工学的安定、オカヤドカリ等の自然

環境への配慮、背後緑地を含む利用計画について検討することを目的として行っているものでございます。 

 続いて、調査対象範囲ですけれども、図に示しますように、人工島南端部に位置する人工海浜及び背後

緑地を対象としております。 

 続いて、全体の検討フローを示しております。 

 本部会は、15年度から立ち上げられておりまして、今年度は２年目にあたっております。全体の流れと

して、大きく計画篇と海浜の安定の検討編に分かれております。 

 計画編につきましては、ここにある１、２、３にありますような条件を整備し、対象地の特性を整理、

問題点・課題を整理した上で基本方針の設定を行っております。 

 また、人工海浜利用者等の推計を行った上で、機能配置、基本構想というものを検討しました。ここま
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でが15年度までの検討です。 

 さらに、基本構想に対して動線計画、景観計画、環境計画を検討し、２回目には植栽計画を提案したと

いうところです。 

 続いて、海浜の安定性の検討編ですけれども、15年度においては汀線変化予測計算ということで、モデ

ルを構築して汀線変化の予想計算を行っております。まず、１ラインモデルというものを使いまして海浜

の安定性を検討し、第２回においてはさらに精度を上げた形での１ラインモデルの検討、続いてＮライン

モデル、Ｓ－beachとありますが、断面変化モデルから検討した結果、人工海浜の最終形状を提案してお

ります。 

 次のページは、今のフローのコピーになりますので省略します。 

 続いて、具体的な報告になります。今のフローの説明とはちょっと順序が逆になりますが、海浜の安定

の検討について説明をいたします。 

 まず当初計画での検討を行っております。１ラインモデルと呼ばれる汀線の変化予測モデルを構築しま

して、ホワイトビーチ及び久場海岸における適用性を検討し、人工海浜の汀線変化を予測しております。 

 次の図にありますが、当初計画案が緑の破線になっております。ここに対して、主波向きとして斜め方

向から波が入ってきますので、東側の汀線の後退と西側への堆積が顕著にあらわれます。さらに、西側の

突堤から土砂が流出するということが予想されました。 

 そこで対策として、海浜の形状を汀線と卓越波向きが直行するような形に変更するということが考えら

れたわけですが、これは埋め立ての計画の変更が必要ということで、実質的には難しいと考えられます。

また、島堤を配置するということも考えられますが、波の制御だけではなく斜め入射に対する検討が必要

ということで、その下にありますような、あらかじめ斜め入射を想定して、安定海浜であるシルベスター

による対数螺旋曲線海浜というものを目指すということを検討しております。 

 これは島堤を設置したものですが、島堤を置いてもビーチにでこぼこが生じてしまうというものです。 

 次がシルベスターの対数螺旋曲線ですけれども、斜め入射を受けるとこういった形で海浜が安定すると

いう理論を示したものです。 

 これは部瀬名の海岸で、今、沖縄の中の人工海浜として非常に安定した状態で保たれていて、参考にな

るとういうことで１枚写真を入れさせていただきました。 

 ここで、突堤の長さと形状を変えた３案、Ａ、Ｂ、Ｃについて提案しています。 

 Ａ案ですが、西突堤を250ｍ延長する案です。こちらは東側の海浜が侵食されるのと、西側突堤から砂

が流出するということが予想されます。 

 次にＢ案、西突堤を270ｍ延長しています。この場合、西突堤からの砂の流出は防げせますが、東側の

海浜が侵食されるという状況です。 

 続いてＣ案です。西突堤を270ｍ、さらに東突堤を300ｍに延長する案です。砂の流出もなくなり、螺旋

曲線に近い形で安定するということがわかりました。 

 ここで、ただいまのＣ案についてＮラインモデル、あるいは断面変化モデルというもので検討してみま
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した。これは高波浪時に生じる一時的な大きな変動を予測するものです。Ｎラインモデルにつきましては、

西突堤先端の深いところで最大３ｍ程度の後退が一時的に起こりますが、浜の安定性は保たれていること

がわかりました。 

 断面変化モデルの予測を図にしたものです。最大でプラスマイナス50cm程度の堆積・侵食が生じるもの

ですが、これも高波浪がおさまってくると自然にもとに戻るというようなことが言われております。ただ、

養浜の法先には砂止堤が必要ということも考えられますし、異常潮位を考慮した後浜高の設定が必要とい

うような注意事項も指摘されております。 

 続いて、最適案を検討するにあたり、視野角、構造物の規模、養浜砂量などの検討を行っております。 

 ここでＡ案としましたが、先ほどＮライン断面予測等を行ったＣ案です。これは、ロングビーチを有し

視野が広く、景観利用に優れています。一方、海浜の幅が一様でないため、多くの養浜砂が必要になるこ

とがわかりました。 

 次にＢ案です。島堤を導入したものです。構造物延長が長いものの、養浜砂量が少なくて済みます。ま

た、島部をレジャーなどに使うことができるということが考えられます。 

 Ｃ案は、海浜を分断する形で中央突堤を用いたものです。これらについてまとめたものが次になります。 

 Ｃ案（中突堤案）は海浜を分断してしまうため、視野をさまたげないロングビーチという当初の目的に

そぐわないということから、Ａ案の突堤のみ、あるいはＢ案の突堤プラス島堤の方策を採用するというふ

うにされました。Ａ案、Ｂ案を基本形状として、以下の点に考慮して最終的な形状を決定しようというも

のです。 

 これは、砂浜や海面の利用計画が確定した段階で、望ましい砂浜の形と構造物自体の利用面の検討を行

うということ。さらに、計画段階では突堤・島堤の修景を含めた景観や、経済性・養浜砂の維持管理など

の面から検討するということになりました。最終的な形状については、本部会では結論を出さずに今後の

検討にゆだねるということになっております。 

 続きまして、計画編の中から主に植栽計画について説明いたします。 

 まず15年度のおさらいという部分ですが、まず15年度は社会特性、自然特性、生物の特性、上位関連計

画などから現況把握を行い、これらから基本理念、基本方針というもの設定しております。ここに写って

いるような内容です。 

 一方、基本構想としまして、人工海浜及び海浜緑地を四つのエリアに区分しております。西側から生物

のエリア、学習のエリア、憩いのエリア、遊びのエリアになります。ここで16年の第１回専門部会では、

以上四つのエリアに対して、動線計画、景観計画、環境計画を提案しました。 

 動線計画では四つのエリアの中での動線、あるいはエリア同士を結ぶ動線というものについて提案し、

示してございます。 

 次に景観計画です。各エリアで自然景観や沖縄らしいデザインというものを考慮して、天然素材の琉球

石灰岩を利用したり、石畳、赤瓦、あるいは沖縄の在来植生などを導入するということを提案しています。 

 続いて環境計画です。ここでは、生物生息エリアにおけるオカヤドカリの生息環境の創出に注目し、ハ
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ード面・ソフト面の施策を提案しています。 

 ここで、今年度第２回目の植生計画に入ります。基本的な考え方としまして、計画地周辺の既存植生や

県内沿岸部の植栽事例を参考にして、植栽構成や樹種の選定を行い、各エリアの特性と整合した植栽計画

を提案しています。 

 まず、既存の植生の事例です。沖縄県総合運動公園沿岸部では、高木のモクマオウなどの混在したモク

マオウ混在型、あるいはモンパノキ、クサトベラというものを中心とした中低木主体型といったものがご

ざいます。こちらが写真とイメージ図になります。また、泡瀬の通信基地先端部の小島には、モクマオウ

を中心としたアダン、クサトベラといった植生群落が見られました。 

 続いて植栽の事例です。 

 ブセナビーチ、石垣全日空ホテルです。こちらでは、海浜部から背後の施設に向けて背の低い草から中

低木、高木へと変化する自然植生に似た植栽が行われております。続いて21世紀の森ビーチでは、飛砂対

策としてネットを利用している例。あるいは、波の上ビーチでは、後背用地の地盤が高いということから

飛砂の影響がないので、直接樹木を植えているような例もございました。宜野湾トロピカルビーチでは、

階段護岸背後に高木を植栽しています。さらに残波ビーチでは、最前面に低木植生を植えてそれらを基本

にしているといった例です。 

 これらから、人工島背後の緑地における植栽構成を検討しております。以下の三つのタイプを基本的な

構成とします。 

 右の上にある図が自然海浜の植生を再現するもので、海浜部から背後に向けて徐々に樹高が高くなると

いうような構成になっています。右下は、飛砂防止に配慮して石垣や低木による植生を配置したものです。

左側は、連続性のない場所に樹木を植栽する場合ですが、植栽桝などを用意して単独で植えずに２本以上

植え、さらに根元は低木で守ってあげようというような植え方です。 

 続いて、適正樹種の検討ということですが、ここでは樹種という表現をしましたが、グンバイヒルガオ

のような草本も含めまして、植物種の選定というふうな形で今後表現したいと思っております。 

 続いて、具体的に植栽の提案です。生物のエリアにつきましては、自然海浜の植生を再現することで、

オカヤドカリの生息地が創出できるということを計画しております。 

 続いて学習のエリアでは、シンボルとしてコバテイシやデイゴを植栽することを提案しています。 

 憩いのエリアは、芝生広場をベースとしておりますが、日陰の確保のためにコバテイシ、デイゴを点在

させるというような植生になっております。 

 続いて遊びのエリアでは、中心的な施設の前にデイゴを植栽して、シンボルといたしたいと考えており

ます。 

 最後に、植栽基盤の検討と維持管理の検討ですが、植栽基盤とは植物を植える場合の土壌のことです。

これは植物種ごとに根の張り方や深さが異なると思われますが、表層と下層に分けて考えてみました。 

 表層は栄養分を含んでいることが必要で、ニービ、ジャガールといった沖縄独特の土壌と、さらに浚渫

土砂を加工した脱水ケーキといったものの混合物が使えると思います。また下層は、排水性・通気性に優
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れたニービの利用を提案しています。 

 次に、維持管理計画です。 

 手法ですが、一般的な植栽管理のほかに沿岸部や沖縄の特性というものを考慮して、潮風、台風、飛砂

に対する対策を十分に行うことと、移植に適していること。さらに移植後に根づきやすいということを考

慮した、樹高であるとか樹齢、木のサイズと表現しておりますが、こういったものを選択して植栽すべき

であるということを示しています。 

 以上、第２回人工海浜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。 

 続いて、入江座長のほうからよろしくお願いします。 

○入江委員  それでは、私のほうからこの人工海浜専門部会、どういうことがポイントであったかと

いうところをちょっと説明させていただきます。資料－２（２）というところにしたためてあります。 

 一応、問いかけたのはやっぱり人工海浜、これは平面的形状と、それから周辺を防護する施設。この関

係を今回もうはっきり決めましょうと。いろんな検討をやってきましたけど、そういうことでございます。 

 ２番目は、オカヤドカリの生息に配慮した植栽計画に十分注意を払う。どういう点があるかという議論。

こういうことでスタートをしております。 

 まずは、海浜の安定ですけど、第１回の専門部会における課題の確認ということはもちろんやっており

ますが、特段ここでは議論は出ておりませんが、この資料―２と書いてありますが、海浜の安定について

と。これについて、我々が途中で一つの案を出しておりました。ロングビーチという言葉を使ってますけ

ど。 

 これを見て、やっぱり沖縄で人工海浜等々をお考えの方から、経験されている方々から見ると、こんな

に口の開いているビーチが安定するわけがない、私は不安でしょうがないと。そういう声が聞こえてきた

んです。じゃあそうだろうかと。そこが先ほどシルベスターというのがありましたけれども、シルベスタ

ーだけということではないんですけど。いわゆるポケットビーチというものの安定の形状をよくよく見て

みると、確かにかなりオープンした、安定しているじゃないかと。それを沖縄で探そうとしたときに、部

瀬名の海岸ですかね、確かにあれは500ｍか600ｍ間口が開いております。それで非常に安定した海浜とし

て利用されている。足元にあるじゃないかと。そういうふうな議論もありまして、いろいろ整理をしてい

くときに、ああいうものも一つ参考にしていったらいいなという議論が出ております。 

 それから、先ほども説明のありました海浜の安定化方策として、Ａ、Ｂとかございました。とにかくこ

ういうビーチを保つには、基本的には２本の両脇の突堤で安定させることができるということなんですが、

もう一つ、どっちかというと左側の突堤はもう少し長くしたほうが安定度が高くなるんじゃないかという

ことから、伸ばすかわりに離れ島にしたらどうかと。この議論がありまして、これにつきましては、両方

とも海浜を保持するのに、ロングビーチを保持するのに十分な条件か、その検討をやってもらいましたと

ころ、両方とも砂がなくなるということは防がれていると。そうであれば、これはものの考え方として、

遊びといいますか、離れ島があって、陸続きでは必ず行くことができるという場合と、海を泳がなければ
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行くことができないという場をつくること。これは今後の人工海浜のあり方、利用の面から等々、ちょっ

と検討していただこうということで、条件的に砂がなくならないということであれば、一応ここでは両方

を残しておこうじゃないかと、そういうふうな議論になったということでございます。 

 この３番目にありますように、いろいろこれに対してイバリュエーションはございます。このへんはま

た、いろんな角度から議論して、選定をされていかれればいいんじゃないかということです。 

 それと、確かにこういうふうにロングビーチ、シルベスター方式の螺旋型ビーチ、これををあんまり意

識して施工した例はないんです。だからこれはやっぱりステップごとに、一歩一歩、結構新しい経験にな

るかもしれないと。そうすれば、その施工、そしてビーチが変わる、また施工する、ビーチが変わると。

ステップバイステップ、情報化施工みたいに、注意深く施工の過程で定量の変化を見ていく。そういうふ

うな配慮も必要であろうというふうな指摘もされております。 

 植栽計画でございますけれども、オカヤドカリ、これを一方の左側のほうに計画するということになっ

ております。その場合に、海水の条件が満足するだけじゃなくて、淡水というものがやっぱり必要なんだ

よと。そうすると、じゃあ淡水を準備しようとなると、ポンドですね、そういうふうな淡水池みたいなや

つが必要だろうかということなんだけれども、そのへんは植栽の枯れたもの、そしてまた、古い石積み等

の経験から、湿りを保つという技術はあると。だからそういうものを生かしていけば、そういう淡水の準

備というのは可能ではなかろうかと。可能ですよというふうなご指摘もございました。 

 人工海岸の植生を生かした植栽計画。先ほども随分説明ございましたけれども、これにつきましては、

やっぱり自然海岸に学べと。先ほどの説明でもそういうふうでしたけれども、これは特にご指摘がござい

ました。今回の安定海浜形状、これを踏まえて、ゾーニング図というのが多少ビーチの形が変わっており

ますので、少し修正が必要だろうということで、それは検討することにしております。 

 これにつきまして、どうでしょう、これは出ておりますか。 

 これは検討結果ということで、ちょっと説明してください。これよろしいですか、特に説明することは

ございませんか。あの法線計画に対して…… 

〇事務局(高橋)  突堤から砂が出ていかない、さらに海浜が安定するという理想に近い形での突堤に

して、それぞれ４つのエリアを配置したという、突堤案と緑地の利用がミックスされた図になっておりま

す。 

〇入江委員  どうもありがとうございます。 

 一応、前回の議論で出ましたポイントは、以上のようなことでございました。以上でございます。 

〇眞榮城委員長  はい、どうもありがとうございました。ただいま人工海浜専門部会のほうのご報告

でございました。 

 人工海浜の安定性についての検討が行われて、基本的な海浜形状が策定されたということでございます。

それともう１点は、海浜植生の植栽計画、これが検討されたというご報告でございました。 

 どうぞご質問、ご意見等よろしくお願いいたします。 

 清野委員。 



 10 

〇清野委員  ２点教えていただければと思うんですけれども。人工海浜の安定ということで、部瀬名

の海岸を参考にされたということなんですが、今予定しているところの海岸の沖合いに面したところの遮

蔽度だとか水深というような、もうちょっと沖も含めた検討と、それから部瀬名の場合とどのように同じ

で、どのように違うのかというのを教えていただければというふうに思います。 

 ２点目は、これは私もきょう見て愕然としているんですけれども、きょうというか改めてちょっと愕然

としているんですが。これだけ突堤が沖合いに伸びるということは、１枚１枚の絵で見るとあんまり皆さ

んお気づきにならないかもしれないんですが、島の上に落としてみると、結構やっぱり大きく沖合いに前

進すると思うんです。それで、特に西突堤のほうが、先端部が約150ｍぐらい沖に出るとか、それぞれの

図面にきちんとＸＹの座標が入っているので、それを重ね合わせていただければわかると思うんですけれ

ども、そうすると、人工海浜の内側については、随分ご検討されて、かなりの部分がわかってきたんだと

思うんですけれども、周辺についての、防波堤が延伸することによる影響といいますか、そのあたりとか

の人工島の形状全体が、そういう意味では変わるということに関してはいかがでしょうか。その２点です。 

〇眞榮城委員長  よろしくお願いします。 

〇入江委員  それでは、２点ございましたね。最初の部瀬名というのは、要するに条件はやっぱり部

瀬名と沖合いの地形は違いますよね、こちらは複雑で。部瀬名を参考にしたという言い方を私がしたかど

うかは知りませんが、あれも参考になるという意味は、その平均的な海岸線に対して波が斜めから来てい

る。それとそれに対して安定する形状はどうあるべきかという形で、部瀬名も一つの安定形状を保ってい

るわけです。 

 参考になるのは、あれだけ開口部があっても、安定できているということを学ぼうということなんです。 

 それから、我々の泡瀬でのビーチについては、これはもちろん、もうここにある波浪データも、ものす

ごいディテールのデータと地形データ、これでもって計算を行って、それで出る最後の汀線、これを見な

がらやっているわけです。だからそれをやりながら、本当に計算ですから自然みたいにきれいにカーブに

はなりませんけれども、しかし、多少いびつであっても、これは部瀬名のような自然海浜を保つ条件が、

やっぱりここでも可能なんだということが言えるという線。これは確認できたという意味なんです。 

 だから、部瀬名を模倣したとか何とか、そんなこと全然ありません。自然現象ですから、やっぱり学ぶ

べきものは外から学び、我々が検討できるものは自分で検討していくということじゃないかというふうに

思いますけど。 

 ２番目ですけれども、しゃべりすぎて忘れました、もう一回、ちょっと。 

〇清野委員  ２番目は、突堤が砂を安定させるために、どうしても伸びていくということになる。内

側はいいんですけれども、外側への影響とか、人工島全体の形状が変わると思いますがという点です。 

〇入江委員  わかりました。この地域の突堤等と、それからビーチの関係は、言ってみれば今のオン

ゴーイングの計画からいくと、まだ最後ではございません。干潟等もまた検討しようということもあろう

かと思います。だから、最後はそういうこともあるんで、今の形だけでとことん議論するというのもあれ

かもしれませんけれども、まずは構造物、特に気になるのは左側でしょう、長いの。こっちの図ですね。
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向こうは曲がっていると。この左側の長いのは、ここに結構大きな波が来ますから、まだまだ、浅いとは

いいながら。だからそれを考えたときに、やっぱりここまで延ばしておかないと、砂浜そのものが逃げる。

議論の中でいつも出てくるのは、砂は絶対に外に出すなよと。それは外側の植生ですね、景観上大変なマ

イナスになると。だから、その意味で我々はかなり神経質に砂の沖方向への移動というのは考えておりま

す。だから、あの長さになっていると。 

 しかし、これから先はまだ不確定なものですが、もし長すぎるという問題があるとすれば、多少短くし

て砂が出ないようにするという方法もございますので、だからそれは方法は対応できるだろうというふう

に思います。この構造物自体が、多分堅いバーティカルな面をもった構造物ではなくて、多分反射を吸収

する、そういう捨石的な、そういう構造にどっちみちなろうから、そういう意味では、影響はかなり軽い

ものにすることは期待できるんじゃないかというふうには思いますけど。そういうことです。 

〇眞榮城委員長  どうぞ。 

〇清野委員  丁寧なご説明ありがとうございました。Ｓ-beachモデルと１ラインモデルの場合は、沖

合いの地形というのは、評価軸に入っていますか。 

 ちょっとそのあたりも、今後、いろんな海浜の検討のときに、どうしても今までつくられた人工海浜で、

なかなかこう、当初予想したものとうまくいかなかったこともあると思うんですが、それがやっぱり沖合

いの地形をどう評価するかということもあったように思うんです。そのあたりについて教えてください。 

〇事務局(黒木)  それでは、事務局からご回答させていただきます。 

 すべての地形に関する検討につきましては、中城湾の沖側から波を入れて、津堅とか、ああいうところ

のリーフ、第一段階でのリーフでの砕波の状況、近づいてきたところの浅場の地形の状況、すべて考慮し

た予測を行っております。なおかつ波浪の分布につきましては、過去に数回、対象地域で観測しておりま

す現地調査の結果と対比をいたしまして、特に波浪については非常に再現性が高いということを確認して

おります。予測についても同様に評価しております。 

〇清野委員  ありがとうございました。 

〇眞榮城委員長  赤嶺委員。 

〇赤嶺委員  赤嶺です。この資料の34ページ、憩いのエリアというのがあるんですが、ここに植栽計

画で、コバテイシ、デイゴ、ビロウというふうに出ていますが、やっぱり場所からいって、ここは団体で

遊ぶ、家族で来るという意味では、かなり日陰をつくるという必要があると思うんですよね。 

 そういう意味では、この３点についても、やっぱり広がりは、もちろん三つもやれば大丈夫と思うんで

すが、検討の中で例えばガジュマルとかフクギというのも検討されたんでしょうか。ちょっと教えてくだ

さい。 

○入江委員  これはどうですか、事務局。どうでしょう、フクギ等も入っていますね。 

○事務局（高橋） ちょっと担当者が向こうにいるんですけれども、フクギ等のいろいろな樹木を勘案

していると思います。 

○赤嶺委員  場所が場所だけに、やっぱり家族で来る。大体子供たちが来るという場合に、沖縄の７
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月～９月までのこの日差しを避ける意味で、やっぱり日陰を多くつくる樹種を選定するのが必要ではない

かなと思って。 

 例えばガジュマルでも、あの地域で繁茂するかどうかわからないんですが、そういう検討はされたのか

どうかですね。例えばほかに枝を広げる樹種についてもあったんだけれども、これにしたんだというふう

なことはあるんでしょうか。 

○事務局（池田）  では、答えさせていただきます。すみません、後ろから失礼します。 

 確かにここは人が使うエリアなので、木陰というものは大事だと思いました。ただ、あともう一つ考え

なければならないこととして、できた後の維持管理ということがありました。 

 それで、なるべく現地に適した樹種を入れていくということを前提に考えていく中で、新城先生にもヒ

アリングさせていただいて、どんな樹種がいいでしょうかとお聞きしまして、その中でこの二つを、維持

管理と、できるだけ木陰の創出ということを考えた中で、この樹種を今回ご提案させていただいたという

ところでございます。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。いろいろ検討がなされるかと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。どうぞ、中根委員。 

○中根委員  基本的なものだと思うんですけれども、一番最初から波浪が斜めに入射するため当初計

画のような形状では安定しないという答えが出て、計画の変更はしないというところ自体にほぼ間違って

いるんじゃないですか。何のための人工海浜のものなんですかね。 

 どんどんどん労を策して一生懸命少なくしようという努力はわかりますが、委員会の皆さんには大変失

礼なことを極端に言い過ぎるかもしれませんけれども、当初の計画どおりにいかないというんだったら、

まだ実行もしてないものなんだけど、なぜ計画を改めないんですかね。そういうことによって、維持管理

がどんどんどんどんつくられた後に余計経費がかかるという状況だって生みかねないですよね。計算上は

大丈夫であろうということを言っていますけれども。 

 部瀬名だけではなくて、私が住んでいる安田海岸なんかは最たるものは、１回の台風でどんどんどんど

ん砂が持っていかれます。道路までですね。削られていくわけです。それを、安田海岸をあれに当てはめ

ると、ちょうど市民の皆さんが遊ぶエリアの部分の砂がなくなると。砂は流出はしなくても、確実にたま

っていくはずですね。それが、この自然の野鳥の森、そういったところのほうにたまっていくというよう

な状況をつくっていくということになっているわけですよね。 

 ですから、もう１回基本に立ち返って、むしろ思い切ってそういう労を得ないでもやれるようなやり方

ということを考えるべきではないですかね。僕は、とても基本的なところで、スタートでもう間違ってい

るような気がするんです。以上です。 

○入江委員  その海岸の安定についてですね。最初考えていたことと違っているということで、そん

なら最初のスタート、原点に戻れというふうなお話だと思うんですが。 

 海岸の形状は、そこに来る外力、これをしっかり把握しないと決めることができない。自然にビーチが

たくさんございます。それは、その海岸に来る波のエネルギー、これがその場所、地域によって違います



 13 

けど、一つの安定する条件を達成してはじめて、海浜は安定すると。そういうものだと思うんです。 

 一番最初に埋立計画があって、それに対してここにこんな埋め立てのかたいものをつくるから、それを

自然のビーチの環境保全、こういうふうな考えも取り入れようじゃないかということで、あのビーチは計

画されたんだろうというふうに思います。 

 そうすると、じゃそれを置くとすれば、今の南へ向いた位置しかもう置くことはできないから、一応こ

こに計画しようということで、ビーチをあそこに計画したと。その段階では、あらかたの検討はされたか

と思うんですが、ビーチの基本的な形状、勾配、そういうことについてはされたと思うんですが、何しろ

この沖縄の海底は実に複雑で、しかも外から入ってくる波も沖合いで砕けてまたやってくるということで、

何もしないというか、簡単な解析ではとてもとても及びもつかない、わからない。そういうこともあった

というふうに思いますね。だから、一応それでもうディーテールに調べてみたと。そうすると、一つの外

力条件がこうであるというのが出てきて、それに対して安定する海岸はこうであるという結論に達したと。 

 今のビーチ、左右対称ではないというビーチですね。これは何も人工海浜として一つの失敗というか、

予測はずれというか、決してそういうものではございません。このシルベスター方式の海岸は、むしろこ

の海岸を目指して海浜をつくれと。これはシルベスターが、例えば東南アジア、マレーシアとか、オース

トラリアもそうですが、環境にうるさいところです。そういうところで、やはりこのシルベスターのこの

螺旋型の海岸というのを目指して設計しております。 

 なぜかというと、これは海浜の中で一番安定した状態。これがシルベスターの考えなんですね。自然界

でいろいろなビーチを見られて、こういう格好で落ち着いたビーチはたくさんあると思います。だから、

我々はこの人工海浜といえども、やはり自然でございます。だから、その自然に学んだそういう形をここ

で計画することができたということは、我々は誇りに思っております。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○野呂委員  野呂です。 

 入江先生のこの三つの案の中で、ＡかＢ案が非常に適応性があるんじゃないかというご意見だったんで

すけれども、私はＢのこの小さな島をまたつくるというアイデアは、海草のほうから考えても、ちょっと

おもしろいアイデアだと思うんです。 

 というのは、我々自然で見て、離岸堤とかそういうところを見ると、こういう地形になった陰に、実は

海草が自然でもって増えてくるという例をかなり知っておりますので、そういう面でこういう小さな島を

つくるというのは、生物のほうにとってはちょっとおもしろいアイデアだなと。それがまず一つ考えます。 

 それからもう一つ。先生はさっきご説明の中で、この砂の安定ということを非常に考えておられるわけ

ですけれども、砂を安定させるのはもちろん陸上の構造物だけではありませんで、海草がそこに生えると

いうことで砂を安定させるという可能性もあるのではないかと私たちは思っています。 

 実は海草が生えることによって、その砂が動かなくなって安定するというふうな地形もやはり自然には

あるわけですから、構造物だけをもってして安定化を図るというのではなくて、生物も取り入れた形で安
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定化を図るような考えをなさったらいかがなものかというのは考えます。 

 それからもう一つあるんですけれども、この部会ではこの人工海浜のところは実にきめ細かくいろいろ

なアイデアを出してやっておられるんですけれども、これ事務局にお聞きしたほうがいいのかもしれませ

んけれども、島全体の周りの護岸というのはどこの部会でやるんでしょうか。ここの部会で、この仕事が

終わった後にやるんでしょうか。 

 私たちとしては、この部分は非常に力を入れていろいろなアイデアを出しておやりになるというのは理

解できるんですけれども、ここよりも何倍も広い周りの護岸というのは一体どうなるんだろう、垂直護岸

だけになってしまうんだろうか、それが非常に気になるところなわけです。よろしくお願いします。 

○入江委員  一応、私がお答えしますが、足りないところは補足していただきたい。よろしゅうござ

いますか。 

 そうしたら、三つほどございました。最初のこの島堤、これは今ここに絵が出てきました。私も初めて

見たんですけれども。これはここの議論の中で、あそこの形がああいうふうになったら、それにあわせて

背後の利用計画、ゾーニングです。それも検討しなければいけないよというところまでが、我々「そうで

す」と。だから、「やったのか」といったら「やった」と、これ出てきたんですけどね。 

 実を言うと、我々その最後の結論で、あそこの先端を島にするかどうかするかというのはペンディング。

技術的にはどっちでもいいと。砂浜の安定化、どっちでもいいと。だから、今ご指摘のような確かにおも

しろい点があると思うんです、あの島があるということはね。人が泳がないといけないんですから、あれ

はボートで行く。 

 だから、何となくそこに遊びがあるから、これは非常に捨てがたいということで残してあるわけです。

ぜひ皆さんで議論されて、どうするかというのを選択していただければというふうに思います。 

 それから２番目の海草ですね。海草につきましては、海草でもって海浜を安定するという方法はヨーロ

ッパでも随分、いわゆる海草そのものを、例えば人工的なもので人工海草とか、海浜をつくるというのを

やっております。したがって、海草をもって海浜を安定させるということも、当然これ可能性は十分ある

と思います。 

 ただ、こういう今、人工海浜をつくろうとしている場所は、多分砂が出たり引っ込んだりそういうのが

相当あるだろうと。だから外力が、海草が生育するようなうまい条件にあるかどうかもちょっとよくわか

らないと思うんです。海草ですと、例えば季節的に変化するということもあるでしょう。 

 まず我々は、周辺の景観とか環境を害しないで、最も力学的に優れたものでまずつくっておいて、今の

海草ということはやっぱり環境に寄与するからかと思うんですが、その海草は我々がそうやってつくる防

波堤にどんどん付着してもらって、稚貝、稚魚、そういうものもそこで成育してもらうと。そういうふう

にする道も、環境的にはあるんじゃないかというふうに思われます。そのへんひとつ、技術的にも耐久性

のある、長期的に見ればコストも安くなる、そういうもので我々は考えたということをご理解願えればと

いうふうに思います。 

 ３番目ですね。これは、私が答えてもいいけど。 
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○事務局（酒井）  最後のご質問ございました周辺の護岸の検討でございますけれども、周辺には、

野鳥園であるとか緑地というものをいろいろ計画しているわけですが、その護岸につきましては、この人

工海浜部会ではなくて別の部会で検討したいということで現在考えておりまして、それにつきましては本

日の議事の６番目のその他のところで説明させていただければというふうに考えております。以上です。 

○眞榮城委員長  わかりました。 

 どうぞ。 

○中根委員  一番最初の私の質問に対しては、ほとんど答えを納得はしていません。 

 それからもう一つは、人工ビーチの中でその砂の安定、海浜の安定ということではあるんですが、私ち

ょっと計算ができないもんですから教えていただきたいんですけれども、Ｂ案の中で島をつくったときに、

突堤と島との間60ｍと書いてあるわけですけれども、そこから入ってくる潮の流れと、それから大潮のと

きの引き潮の流れというのは、これ流れ的にはどういう感じになりますか、ここは。 

 要するに、私が何を言いたいかというと、人が泳いでいるときに、子供たち浮き袋云々でやっていると

きに、その流れに乗ってしまって危険性はないのかとういうことで、人間の安全ということは考慮に入れ

られているかどうかを、ちょっと聞きたかったわけです。 

○入江委員  海水浴場では、今、人の安全ということについては随分いろいろ議論されていると。当

然のことながら、安全のことは考えていかないといけない。 

 我々は、こういう形のビーチは随分いろいろなところでも計画しておりまして、特に今おっしゃったみ

たいに、潮汐でもって流されてしまうということ、もちろんこれは避けるべきでありまして、それはこの

地形、それとその周辺の潮流のパターンから、これくらいなら大丈夫だろうという踏み方はしております。

これを潮流計算でやって出してみても、潮流計算だけでは出てこない、いろんな現象もありますので、や

はりこれは少し自然の現象、それを思い出しながら、それを応用しながら考えていくということをやらな

いと、安全については十分じゃない。 

 この安全ということは、子供に対する安全が一番大事なことでございますから、これはただ単に施設配

置だけの問題ではなくて、利用上やはりどういうふうに子供たちに教育していって、そして、より危険な

ところというのはやっぱりあるはずですから、それを避けるか。これはこれからの問題だと思います。 

 最初のほうはよろしいですか。 

〇中根委員  多分、答えでしょうね、私の一番最初の疑問に関してはですね。 

〇事務局(傍士)  それでは、最初の部分について、当初計画のような形状では安定しないということ

であれば、そもそも計画をもとに返して見直すべきではないかと、こういうご指摘だったかと思いますけ

ど。 

 当初計画という言葉の使い方が、我々自身どうだったかなという反省はあると思いますけれども。当初

のこの絵、埋立地があって、両側からシンメトリーに突堤が出ていて、真ん中に離れた突堤がある。こう

いう形状。これをもって当初計画と呼んでいるわけです。呼んでいるわけですが、この段階で、これで完

全に安定するとかいうことを検証していったわけではなくて、ないが故にこの部会で検討を始めて、改め
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てしたということです。もちろん当初、主たる波向きには、停滞していないという認識は事務局はもって

いましたから、これではおそらく厳しいだろうなという認識は当然あったと思いますけれども、だからと

いって、こういうふうになれば、こういう形状であれば、何度に傾いて突堤の延長が何ｍあればいいかと

いうところまで、その時点ではできてなかったもんですから、言ってみれば、仮置きで絵を書いていたと。

したがって、今回改めて防波堤の形状・規模について適正なものが定められたと、こんなふうな認識をし

ております。 

 したがって、当初計画が間違っていたと、こういうことにはならないというふうに思っています。 

〇中根委員  まさにこういうＡ、Ｂ案、Ａ、Ｂ、Ｃの案が出なくてもいいような計画というのはあり

得ないわけですか。 

 要するに、入ってくる波の角度に対して、それほど影響のないような形に計画をするというか、一番最

初のほうで、埋立計画で変更が必要、実質的に不可能という、こっちに書かれていますよね、海浜の基本

形状変更方法というところで。ですから、実質的に不可能というところを、なぜ計画の中で不可能と言っ

てしまうのかなという疑問なんです。 

〇事務局(傍士)  これも表現の仕方として、並列に記されるべき代替案であるかどうかというのは問

題あると思うんです。当然にして波向きに合わせるために埋立て自体を曲げるということでもって解決は

できるんですけれども、それ自体、我々は当初からあり得ないと思ってますし、制度上もあり得ないし、

いろんな面であり得ないんですけど。 

 したがって、Ａというのは当然の認識としてできないから、だから具体的に突堤についてどういう検討

をしようかというところからスタートしたと。少し立ち返った、そもそもの展開しすぎているために、そ

ういう誤解を受けるんではないかなと、こんなふうに思いますけど。 

〇小濱委員  今の問題ですけど、表現の仕方が相当きついんじゃないですか。事務局で今ご説明なさ

っていますが。僕もだいぶ違和感を持ちました。いきなり２ページのところで、当初計画のような形では

安定しないと言われると、あれって思いますね。 

 それから、今、傍士さんがご説明なさいました、４ページのところで、埋立計画の変更が必要だ、それ

から実質的には不可能だと言われたら、この部会何のためにやっていたっけというふうにやっぱり思いま

すよね。 

 ですから、これはもともと今、傍士さんご説明なさったように、単純に絵を書いたこの形では検討して

ないから今検討するということが言いたかったはずですので、ちょっと誤解を招くようなきつい表現とい

うのは、今後変えていったほうがいいと思います。 

 それから、もう１点、ついでながら発言させてもらいますけど。赤嶺委員が先ほど指摘したことに関連

するんですが、33ページ、34ページ、学習エリア、憩いのエリアのあたりの植栽の処理の仕方なんですけ

れども、学習エリアとか憩いのエリアというのはいろんな人が利用するので、できればこういうタイル張

りじゃなくて芝生で対応したほうがいいんだろうなというふうに感じました。 

 それから、海岸線の処理について、グンバイヒルガオとかクサトベラで最も汀線よりのところを処理す
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る結果となってますけど、実際に歩きづらいんです。それから、障害をもった方々ですとかお年寄りなん

かの利用を考えますと、やっぱり足元は安定したほうがいいに決まっているわけで、そうしましたら、生

物のエリアとか学習のエリアとかは別にしまして、こういったところはなるべく雑草に近いものはやめて、

芝生だけにしてもらったほうが、足元的には安定すると思います。 

 先ほど赤嶺委員が指摘されたように、上の問題、日陰の問題はまた別途の問題ですけれども、なるべく

自然に近い海岸にしたいということは十分理解できるんですけど、人の利用ということを考えると、本当

はクサトベラとかグンバイヒルガオじゃなくて、潮に強いシバフマリオですとか、そういうものを張ると

かしたほうが、安全は確保できると思いました。 

 最後に、僕も表現の問題指摘したいんですけど、先生のご説明の中では、明示的にはおっしゃらなかっ

たけど、ものには書いてあるんですが、資料２-２にも書いてあるんですが、オカヤドカリの生息等に配

慮した植栽計画について検討するという表現。 

 それから、きょう別途配られました調査の目的のところにも、天然記念物であるオカヤドカリ類等の海

と陸とを行き来して生活している生物の生活環境を創造するというのはいいんですけれども、かくかくし

かじかと書いてあるんですが、その下の太字のところにも、オカヤドカリ等の自然環境の配慮、後背緑地

を含む利用計画というふうに書いてますが、まずは人工海浜というのは人が利用するので、生物を保護す

るというのは当たり前のことだと思います。 

 オカヤドカリのために人工海浜つくるんじゃないということは、当然中に含まれている、行間を読めと

いう話なんでしょうけど、やっぱりこうやって書かれると、オカヤドカリのために人工海浜やるんですか

というふうにもとりかねないもんですから、やっぱりここを利用する人たちの快適性と安全ということを

まず第一に書かれて、だけどもそれは勝手に遊ぶんじゃないよと。地域に住んでいる人にもオカヤドカリ

にも十分配慮しているんだと、こういうような言い方のほうがすんなり、素直に入ってくるような気がし

ますので、先ほどの中根委員のご指摘共々、ちょっと表現の仕方を配慮していただければと思います。以

上です。 

〇眞榮城委員長  ほとんど時間がなくなってまいりましたので、仲座委員の質問を受けてから、事務

局のほうでお願いします。 

〇仲座委員  時間がないというので、今回答えなくても次の宿題として、考えてもらっても結構です。 

 確かに、デイゴの木をメインにもってくるということだったんですけれども、海岸端にデイゴが咲いて

いる、デイゴが生えているというのはあんまり見たことないですね。防風林としてデイゴが植えられてい

るというのは。 

 それから、前回委員会で私言ったんですけど、パーキングが利用者の30％しか用意されていないという

ことですよね。だとすると、こういう施設は迷惑施設ですね。全くの迷惑になる。ですから、パーキング

がなくてどうやってここに来るんですか。それの計画性の問題ですね。 

 それから、これも前々回ぐらいに申し上げたんですけど、人工ビーチがどうしてもここにないといけな

いんですか。人工ビーチを、ここではなくて、この島につくるんではなくて、今ある沿岸沿いに、昔の砂
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浜を戻すということはできないんですか。ここにある理由は何か。 

 もう一つ。今、泡瀬あたりに行きますと、マンションの建設反対とか、盛んに何か住民運動があるよう

なんですけれども、この島ができますと、地図で見ても、ものすごい規模の大きな島ですので、今ある夏

場あたりは気持ちいい南風が入っているはずなんですが、あれだけの埋め立てができると、今の泡瀬のあ

の住宅地域、熱風をもろ受けるんではないかという気がするんですけど、そういう検討はされていますよ

ね。 

 それからもう一つ。これは懸案になっていることなんですけど、砂州の問題、今ある天然の砂州、それ

が安定化しているか。天然の砂浜を残しておきなさいという要望がありますよね、そういうものの見通し

はどうでしょうか。宿題であれば宿題でも結構です。 

〇眞榮城委員長  いかがでしょうか。あと４つぐらい議題が残っていまして。 

〇田中委員  36ページなんですけど、台風への備え、これ植栽計画の中で、私が感じるのは、飛砂対

策、砂ですね。どうも動線計画からいろいろ見てみますと、どうも植栽をかなり入れる部分が必要になっ

てくるのかなと思うんです。ここにこれだけの砂が入って、人工海浜、人工ビーチができますと、台風の

ときの砂の移動というのは、砂がなくなるだけではなくて、この人工島の中へどんどん入っていって、こ

れはものすごい砂の量になってくる可能性があるんです。 

 これまでの沖縄の人工ビーチ、何箇所もそういうことがあります。道路の半分ぐらい埋まったり、売店

の入り口の出入りが全然、ドアが開かなくなったとか、そういうことがすごくあると思いますので、この

動線計画と同時に、砂が台風のときにどのぐらい移動するんだろうか、それをどうやって防いでいかなけ

ればいけないんだろうかという、そのへんの検討も今後の課題としてぜひお願いしたいなと思っています。 

〇眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 では、お願いします。 

〇入江委員  多分、非常に多くの質問が出て、あちら側で、事務局のほうで答えてもらわなければい

けない部分というのはあるかと思うんですけど、それはまたお願いして。 

 海浜の部分で、あたかも手直しのような格好でのイメージが強いという話がございましたね。それで、

これは手直しということよりも、大体ああいう左右対称の構造でガードすれば人工ビーチができるという、

そういうことで最初の絵は書いてあったと思うんです。それに対して、実際の外力を細かく見てみると、

一方へ傾いているということから、必ずしも左右対称じゃないと。そういう状況になったと。 

 そうすると、我々は実は、膝をたたいて私は喜んだんです。なぜかというと、真正面よりも斜めに押し

つけたほうが、自然海浜は安定するというのがシルベスターの人工海浜なんです。安定度は高いんです。

だから、そういう意味で、それならそっちの方向で安定すると。今の大方の防波堤の計画、多少方向変わ

りましたけど、することで安定度が確保できるということであれば、これはこれで、一つの特徴として生

まれたのが、非常に間口の広い、ロングビーチという言葉で我々は表現しましたけれども、それが出てき

たということがございます。そういうことはひとつご理解いただければというふうに思います。 

 ほかちょっと熱風とか飛砂とか、そういうふうなものの話ちょっとまだあるんでしょうから、計画上の
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話かと思うので、後の話はお答え願いますか。 

○事務局（三宅）  計画なんですけれども、人工海浜のほかの施設もそうですけれども、計画は当然

段階がありまして、構想段階から基本計画、詳細計画、それから構造的な検討へと進む過程の中で、この

人工海浜については、詳細な構造については、やはり詳細な外力条件とか考慮して、引き続き構造等の検

討を進めるということでアセスメントのときも言っております。 

 そういうことで、人工海浜をここに700ｍつくるということを踏まえた上で、さらに構造的な検討をし

ていく中で、両側から出る防波堤、突堤ですか、それの形状を変更しないといけないということになった

ということです。 

 したがいまして、全体の形状をまるっきり変わったということではなくて、その人工海浜としての安定

性の観点から構造上の工夫がいるということで、長さ、それとこのバランスが変わったというふうにご理

解いただければと思います。 

 人工海浜がなぜここかというのは、これ計画以前の話に戻ってしまうので、ここの場で議論する話では

ないのかと思いますが、私が承知する限りでは、既存のこの海岸線は干潟ということで、そこに人工の砂

浜をつくってというふうにいきませんので、その干潟海域を出た人工島の場所で海浜をぜひつくりたい。

こういう地元の要請を受けて、計画されたものというふうに認識しております。 

 ちょっと幾つかお答えしてないものもありますけれども、とりあえず。 

○眞榮城委員長  ご指摘された点はそういうことで検討課題にしていただきまして、スケジュールの

ほうを進めていきたいと思います。議題の３に移らせていただきたいと思います。 

 環境利用学習専門部会報告ということです。よろしくお願いします。 

③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）第２回環境利用学習専門部会。こちらの資料をご覧くだ

さい。先ほどと同じように、パワーポイントのほうでも資料の中身が映っております。 

 まず３枚別紙になっているものからですけれども、調査の目的としまして、環境影響評価書における環

境保全措置として「自然の学習・観察施設（環境教育の場・人と自然とのふれあい活動の場）の整備」を

行うこととなっております。 

 埋立地の西側は、内海のマングローブ湿地及び沖縄県総合運動公園東側の野鳥の主な分布域があり、か

つ、トカゲハゼの生息地も存在することから、干潟生物や野鳥等の学習・観察ができる環境教育の場・人

と自然との触れ合い活動の場を整備するということが記述されております。 

 また、近年、社会的に環境に対する意識が高まっています。地域においては自然環境を題材にした総合

学習が行われております。また観光においては、体験学習形態の観光が盛んになってきているというよう

な背景もございます。 

 こういったことから本調査は、上記の環境保全措置及び社会的動向を念頭に、これらを有機的・効果的

に活用する環境利用の方策について検討することを目的としております。 

 調査の範囲です。ちょっとまた読ませていただきます。 
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 将来計画である人工島及びその周辺や内陸部には、比屋根湿地や沖縄県総合運動公園脇の湿地帯などの

自然環境や、泡瀬の京太郎（ﾁｮﾝﾀﾞﾗｰ）をはじめとする歴史・文化財等の社会環境が数多く存在していま

す。本調査は、人工島及びその周辺のみならず、沖縄市を中心とした地域に存在する、これら自然環境や

社会環境を主な調査対象として検討を行うものであります。 

 なお、本調査では、これら自然環境・社会環境を対象にした学習プログラムを提案するだけでなく、学

習プログラムを継続的・発展的に行うための方策についても、検討の対象としております。 

 15年度以降の全体のフローを次に示しております。 

 まず地域の概況を把握し、活用資源を抽出しております。また、既存のアンケート調査結果などから、

地域の住民の意向を把握して、環境利用学習の課題の抽出、さらに方向性の検討・設定を行っております。

また、既往プログラム事例を整理する中で、泡瀬における環境利用学習プログラム目標（案）の設定、そ

して具体的な学習プログラムを提案いたしました。ここまでは15年度です。 

 16年度におきましては、ＮＰＯと諸団体及び地域の意向の把握をいたした結果から、より具体的な学習

プログラムを提案し、さらに施設整備、維持管理、運営手法について検討し、最後に実践に向けての効果、

あるいは課題というものを抽出いたしております。 

 次の２ページのフローは、重複しますので省略します。 

 続いて、15年度のおさらいですが、ここでは環境利用学習のプログラムテーマの設定を行いました。テ

ーマとしましては、泡瀬の自然、郷土文化、海洋文化の三つです。これに対応して五つのサブテーマの「

海辺博士になろう」、「マングローブ博士になろう」、「郷土文化を見直そう」、「うみんちゅになろう」、「み

なと博士になろう」といったものを設定しております。それぞれについて活動プログラム、学習フィール

ド、活動概要、導入施設について検討・提案しています。 

 続いて、環境利用学習を推進する上では、人材確保と育成が重要であるということから、推進システム

として、インタープリターの募集や育成登録を行うインタープリター登録制度の設定、さらに地元の方に

活躍していただくための泡瀬ガイド倶楽部の設立を提案しています。 

 続いて、ここからが16年度の検討です。 

 第１回専門部会では、アンケート・ヒアリング調査の内容や対象について審議していただき、その後実

際に調査を行いました。住民については沖縄市全域を対象として訪問回収を行い、約500の世帯から回

収・回答を得ております。また、具志川市、北中城村、中城村の一部も対象をしております。 

 学校については郵送調査で、小学校15、中学校８、高校５、養護学校２校を対象としました。またＮＰ

Ｏ等は、環境をテーマとして活動している団体を対象として、主に直接面接及び電話等を行い42団体から

の回答を得ています。 

 アンケート結果について整理しました。住民の自然環境に対する回答の中で、泡瀬で自然環境を題材と

した環境学習が行われていることは、認知度、参加経験ともに非常に少ないものでした。一方、干潟や比

屋根湿地には興味を持っておりまして、半数の方は参加あるいは協力していただけるという意思があると

いうことでした。 



 21 

 また、社会環境についてですが、社会環境を題材とした環境学習が行われていることについても、認知

度、参加経験ともに非常に少ないものであります。一方、伝統芸能、あるいは工芸、歴史には興味を持っ

ており、約４割の方が参加・協力の意思があるということでした。 

 続きまして、学校からの回答を整理したものです。学校の環境活動の実施状況は、社会環境よりも自然

環境を題材にした活動が多いということ。また、教材は教諭自らつくっていることが多く、子供用、ある

いは教諭用ともに必要であり、支援を望んでいるということが確認されております。 

 続いてＮＰＯからの回答ですが、活動対象の興味といたしましては、泡瀬及び自然の動植物に対するも

のが最も多く、次いで泡瀬の歴史・文化財等となっております。また、泡瀬で活動できる可能性があるか

どうかということに関して、「活動できる」と答えていただいた団体は４割以下でありました。活動でき

ない理由、あるいは必要な支援としては、費用、時間、人材、備品・機材等が上げられております。 

 続いて、昨年度提案した環境学習プログラムの中身をさらに具体化した提案を行いました。また、環境

学習を実施するための施設整備、維持管理、運営手法について提案しております。まず15年度に提案した

プログラムから、アンケート・ヒアリング調査を通じて、具体的な検討を行うための抽出を行っています。 

 先ほどの五つのプログラムが並んでおりますが、これに対してアンケートの結果から、住民からは自然

環境学習に対するニーズが高い。学校からは自然環境学習の実績が多い。ＮＰＯ等からは自然環境学習へ

の関心が高いという結果が得られております。 

 ここで自然環境をテーマとした、「海辺博士になろう」、「マングローブ博士になろう」というプログラ

ムを抽出しました。さらに、以上の二つのプログラムに対して、対象者や年齢、知識、意識に応じた環境

学習カリキュラムを提案しています。 

 例えば「海辺博士になろう」の中で、第１ステージとして小学校低学年から大人までを対象として、「

オカヤドカリを探せ！」であるとか、「海藻（海草）マンションの小さな住民」といったカリキュラムで

す。その他中学年から大人向け、あるいは高学年から大人向けということでカリキュラムを提案していま

す。これらのカリキュラムについて、それぞれ大人向けのガイドシートをつくっております。さらに一部

のカリキュラムについては、子供の参加者向けにレクチャー用の教材、またはワークシート、現地に持っ

て行って書き込むようなフィールド手帳という教材についても試行的につくっております。 

 一方、「マングローブ博士になろう」につきましても、同様の検討と教材の作成を行いました。 

 施設整備です。基本方針として、環境と利用が共存する施設整備、環境学習の促進に必要な利便施設の

導入ということを設定しています。ここでは観察拠点施設と既存の野鳥、マングローブの観察用利便施設

を紹介するにとどめております。 

 拠点施設は、人工海浜専門部会で提案された学習エリアの施設をイメージしております。また、マング

ローブや野鳥を観察するための観察路、観察壁、案内板といったもののイメージを示しています。 

 次に、維持管理手法についてですが、ここでは環境保全のための維持管理と、利用促進のための維持管

理という、ある意味、相反する目的のための管理が必要と考えられます。 

 続いて、維持管理体制の考え方です。 
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 管理内容として、総括管理、施設管理、安全管理については、行政機関が基本的に直接行うという考え

方であります。環境モニタリングや植生管理は、ＮＰＯや地元自治体などが委託やアドプトシステムの導

入により管理できると考えられます。また、ごみ拾いであるとか、草刈といった環境衛生管理については、

ＮＰＯや市民団体によるアドプトシステムやボランティア活動が可能と考えられました。 

 アドプトシステムについて少し解説していますが、省略させていただきます。 

 続いて、運営手法です。ここでは、継続的実施に向けたプロセスと各組織の役割について示しています。 

 まず行政機関の国・県・市と地元の住民やその他の組織が連携しまして、有識者の助言を受けながら、

立ち上げ準備期の中で環境学習の推進組織を設立いたします。次に始動期においては、環境学習を試験的

に実行し、継続・発展期には活動を発展・拡大させていくということを示しております。 

 続いて20ページ以降に、立ち上げ準備期、始動期、継続・発展期について推進組織と、これに参加、あ

るいは支援する地元や行政機関等の体制について示しておりますが、ここについても省略させていただき

ます。 

 23ページです。運営手法の中のルールづくり、仕組みづくりについてイメージ図を示しております。 

 ルールづくりとして、まず適正な利用のためのルールづくりということで、ここではグレートバリアリ

ーフなどにおける区域ごとの利用制限といった例を示しておりますが、今後は、泡瀬版のルールづくりが

必要というふうに考えられます。 

 また、安全管理のためのルールということで、河川の安全ガイドブックを示しております。当然、泡瀬

版の安全のためのルールづくりというものが必要と考えられます。 

 続いて、活動を推進する人材確保ということで、ここでは15年度に提案した人材登録制度を活用するこ

ととしています。地元やＮＰＯ団体から登録されたインタープリター、あるいはガイドを、推進組織を通

じて環境学習活動を実際に行う実行部隊に派遣するというような体制を示しております。 

 また、情報ネットワークづくりです。推進組織に情報を集約して、ネットワークの中心となり、情報を

発信したり、あるいは地元からの問い合わせに対して対応していくというようなことを示しております。 

 続いて、資機材の作成･提供です。推進組織の中で双眼鏡等の資機材をストックするとともに、教材な

どを準備して、実行部隊に貸し出すというようなことをイメージしています。 

 資機材の提供とちょっと似たところがありますが、次にプログラムの開発・提供ということで、推進組

織内でプログラム開発を行う。ここで教材も準備し、やはり同じように提供していこうというものです。 

 続きまして、実践に向けてということで、想定される効果と今後の課題について検討しております。想

定される効果の中で、環境面としましては、環境に関する知識、能力を高めた人材が育成されるというこ

と。そして、地域の環境保全意識が活性化されることによって、結果的に自然環境が保全されるという効

果が期待されます。 

 地域振興面の効果としては、活力ある地域が創出されるというふうに考えられます。 

 観光面の効果としては、観光客とその滞在日数、またはリピーターが増加するということが考えられま

す。さらに修学旅行の受け入れにより、計画的な事業運営が可能になるということも考えられます。 
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 今後の課題ですけれども、活動の中心となる推進組織を早期に設立する必要があると思います。また、

連携体制、ネットワークの構築、インタープリター、ガイド等の人材育成についても着手する必要がある

でしょう。さらに、地元においては、環境学習についてＰＲし、多くの方に参加していただくような努力

をしないといけないかと思います。 

 また、環境学習は決して難しいものでなく、日常的な活動の中で環境学習ができるというようなことを

周知させて対応していくということです。そして、環境省、文部科学省等も環境学習に対する支援を行っ

ているということなので、これらとの協力体制をつくることも必要というふうに考えております。 

 以上、環境利用学習専門部会の報告になります。 

〇眞榮城委員長  引き続きまして、小濱座長のほうからお願いします。 

〇小濱委員  時間も押していますので、簡単に。資料―３のレジュメがございますので、こちらをご

覧いただきたいと思います。 

 今、事務局のほうから、中身についてはご説明がありましたけれども、その中で幾つかポイントがある

と思われますのは、まずアンケートのプログラムについてですけれども、今後は、実際にもうやってみよ

うということです。実施に移すことが必要だという意見が出されています。 

 それから、今は泡瀬干潟、それから比屋根湿地で行われているんですけれども、天候がいいということ

が前提で行われているものですから、急な天候の変化にどう対応していくかということについて、サブプ

ログラムが必要だということ。それから、やはり中核施設みたいなものが必要になってきて、先ほど説明

の中に、資器材の貸与とかいうこともありましたけれども、悪天候時に一時退避をする、あるいはそうい

った中核施設でもって基本的なことを学んでからフィールドに出るとかいうような利便性を考えて、中核

施設の建設というものを、どこか、現在の運動公園の中なのか、あるいは新しく埋め立てるところなのか、

場所の議論はしませんでしたけれども、そういった施設が必要ですねという意見が出されています。 

 それから、利用と安全面に関するルールづくりを早急に検討しなければいけないということも出されま

した。 

 先ほど、中根委員が人工海浜のところでご指摘されておりましたけれども、利用するということはいい

んですけれども、どう安全を確保していくかということが、併せてルールづくりをしていくことが必要だ

ということです。 

 そのほか、人材育成に関する問題点、あるいは期待とか、それから地域の皆さんがここに期待する利用

学習の内容とかというものは、今、事務局から説明があったとおりです。 

 以上です。 

〇眞榮城委員長  はい、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につきまして、ご意見、ご質問等をお願いいたしたいと思いま

す。 

 では、古川委員、お願いします。 

〇古川委員  国総研の古川です。先に一つ教えてください。 
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 資料―２の20ページのところで、推進組織というもののご説明があって、各段階でそれ以降21ページ、

22ページと、どんな役割をしていくかということが書いてあるんですが、この推進組織というのは、実際

のプログラムの実行母体になるものというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

 例えば、このプログラムを行う責任というのは、検討委員会でこういうことをどういうふうに進めたら

いいだろうかって、付託をしている行政機関が責任をもって行うべきものかなと思うんですが、行政機関

とこの組織の関係というようなことが少し、運営支援としか書いてないので、この推進組織が本当に実質

的に何かをしていくときに、これの向きだけでよろしいのかなと。 

 具体的に言うと、例えばこれは、推進組織は独立しているとしても、行政機関に対しての要請なり提言

なりというものを出していくようなスキームになっていないと、今仮に、非常にうがった見方すれば、こ

の11ページで二つプログラムを抽出してきました。この推進組織はこれをやります。実際にやってみたら、

もっと別のプログラムやりたいなと思っても、この状態だと、自分たちでそれがルールが変えられるのか、

変えられないのかが読めない。そういう自分たちのやっていることを順応的に変えていく仕組みがこの表

で読めるというのであれば結構ですが、読めないかもしれないという危惧があって、運営組織から行政機

関への矢印を引く必要があるんじゃないか。そのためには、この行政機関と推進組織の関係が、もう少し

明確にご説明いただけるといいかなと思ったので、質問させていただきました。 

〇眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 引き続き、清野委員のほうから質問、ご意見等お願いします。 

〇清野委員  この環境利用学習の検討の時間的なスパンといいますか、今すぐにもという話があった

と思うんですけど、その後、この前面に人工島ができていくわけですけれども、そういったことを前提と

して、こういう検討が進んでいると思うんですが、それはアンケートをとるときにきちんと回答された側

の意識にあるような設問をされたでしょうか。 

 それから、空間も、環境利用学習というのは、本当に社会環境だとか、あるいは地元の方の行きやすさ

からすると、本当に自分の家の近くの海岸に行くのと、それから随分橋を渡って遠くの島まで行くのと、

子供とかお年寄りの移動の関係とか、あるいは社会的な文脈も空間の位置づけによって違うと思うんです。

そのあたりは言わずもがなのことなので、検討されていると思うんですけれども、もう一度そのあたり確

認させてください。 

〇眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 以上、お二人の……。 

〇小濱委員  運営組織の話、僕のほうからやりますか。後で補足してください。 

 運営組織につきましては、古川委員ご指摘のとおり、矢印が不親切だったかもしれませんけれども、中

身的には、推進組織、運営組織につきましては17ページ、19ページあたりで説明していますように、行政

だけが推進母体になるのではなくて、地域にありますＮＰＯ含めた団体、それから環境保全を進めている

団体の皆さん、それから学校、こういうところが中心になって組織化をしようという話を今しております。 

 それで、冒頭で出ました、プログラムを自分たちで変えられるのかっていう点について、もちろん変え
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ることを考えていまして、この推進組織の中でいろんなことを考えながら、できるところから進めていき

ましょうよという体制に早くもっていきたいと思っているところです。 

 実際には、この部会のメンバーの方々、それぞれみんな、私も含めてフィールドに出て、子供たちや地

域の人たちを相手に、ずっとフィールド活動をやってきておりまして、特に、２年間のこの委員会活動の

中で、それぞれのメンバーの方々は頻繁にこの泡瀬干潟、それから比屋根湿地を対象に、ご自分でも実際

にやってみた結果を委員会のほうに反映しておりますので、そういった意味では、この推進組織を組織し

ていく、それから行政と連絡をとるということについては、かなり現実的なレベルで話し合いをすること

ができています。 

 ですから、先ほどちょっと申し上げましたけど、環境利用学習につきましては、ほぼ理念ですとかカリ

キュラムの中身については検討が大体終わったと思っておりますので、次の段階は実際に現場に出ていろ

んな試行錯誤を繰り返しながら、実際に考えていくカリキュラムは本当に現場に合うのかとか、あるいは

安全性をどう確保するのかとかいうようなことのフィードバックをかけながらの熟度を上げていくという

こと、あるいは人材育成ということの段階に入るべきだろうなというふうに考えています。 

 それから、清野委員のご指摘ですが、アンケートにつきましては、人工島が新しくできることについて、

その人工島での利用については聞いておりません。といいますのは、まだものが見えてない段階で、どう

ですかって期待の部分について聞くのは、次の段階と思っていまして、現在のところは、今皆さんが生活

していて、目の前に見えている泡瀬干潟と比屋根湿地、この利用についてどんなことを期待しますかとい

うことを、自然の切り口と、それから社会の切り口の二つから聞いたということになっています。 

 それで、二つ目にご指摘になった人工島を利用する場合と、それから今ある海岸線を利用する場合、違

うでしょうという話につきましては、当然ご指摘のように、雰囲気も違うし、それから環境利用学習の内

容もどんどん膨らんだりしてくると思いますので、これは後から説明があるようですけれども、また違う

部会ができるそうなんで、人工島をどうやって利用していくのというときに、その一つの切り方として、

環境利用学習的にはどういう利用ができるかという可能性をこれから考えていく中で検討していこうかな

というふうに考えているところです。以上です。 

〇眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、仲宗根さん。 

〇仲宗根委員  一つお伺いしたいんですが、そのアンケートのときに、現在の比屋根湿地、それにつ

いて地元の方々、あるいは小中学生がどういうお答えをしていたのかという、もしそういう結果があれば

教えていただきたいんですが。 

〇眞榮城委員長  では、お答えをお願いします。 

〇小濱委員  これは参考資料―３を細かく見ていくとあるんですけど、今、先生に言われて、すぐに

何ページですと言えないんですが、２-５ページぐらいから後だそうです。 

〇事務局(高橋)  参考資料―３の２-５ページ以降に住民アンケートの細かい集計を出させていただい
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ております。 

〇小濱委員  先生、この中では子供たちがどうだとかという、年齢別のクロスとかというのは今載せ

てないんです。分析としては、年齢別クロス、それから性別クロスというのを実施しています。もし先生

のほうで細かなデータ、クロスの結果を見たいということであれば、事務局のほうに言っていただければ、

お出しすることはできます。 

〇仲宗根委員  ありがとうございました。 

〇眞榮城委員長  それでは、仲座委員、お願いします。 

〇仲座委員  私は、今の説明を聞いていて、個人としては憤りを覚えながら聞いていたんですけど。

何はさておき、私はこの委員会には出るようにしていますけれども、その理由は何点かあります。 

 それを言いますと、泡瀬干潟というのは南西諸島で第１位の大きさなんです。それから、野鳥で見ると

日本で３位です。もちろん、南西諸島でいうと１位です。それから貝類でいくと日本で１位です。それか

ら藻の種類、あるいは藻の多様性という意味では、海藻ですね、日本一です。 

 すなわち、これは日本の財産のようなところだから、私は出てきていると自負しているんです。今なん

ですか、何の利用、学習･･･、何とか博士だと･･･。とんでもないと私は思いましたね。 

 今やるべきことは、地図ありますか、例えば、参考資料4-1というもの、もしパワーポイントで出るん

でしたら出してほしいんですけど。1-150ページに地図がちょうどありまして、全体的に見ていただきた

いんですけど、参考資料４の1-50ページをちょっとご覧ください。ここに地図がたまたま総体的に載って

いますので、これを使わせてください。 

 泡瀬干潟というのはどこですか。その中心部を今埋めようとしているわけですよね。その日本一の干潟

がなくなる状況になりつつあるわけですよ。その干潟がどうなっていくか読めない状況にあるわけですよ

ね。それから、海草の保全だってどうなるかわからないという状況なわけですよ。もちろん藻場がなくな

りますと、日本一だった貝類は全滅するということになる可能性もあるわけですね。 

 ですから、沖縄の財産だけではなくて日本一が幾つかあって、もちろん南西諸島一のものも幾つかあっ

て、私たち，海岸屋や、あるいは生物屋として言えることは、やはりこの今ある現状を、それをつぶして

しまう可能性があるわけだから、むしろ今あるものを残していく。これほど私たちは環境を改変していこ

うとしているんだという精神をここに伝えるべきであって。 

 いったいどこにマングローブがありますかね。どんなマングローブの博士になっていただきたいんです

かね。わからないですね。その子供たちという事が出てきましたので、それで非常に憤りを感じたけども。 

 見てください、この地図を。この地図の中で、ここを埋めたらどうなるか。野呂先生、どうなりますか、

これ。 

○野呂委員  私への質問ですか。 

○仲座委員  はい。 

○事務局（酒井）  事務局です。 

 ただいまのご意見でございますけれども、参考資料－１を見ていただきたいんですけれども、当委員会
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の目的を書かせていただいております。これについて審議をしていただくということで、ご了解いただい

ていると思いますが。 

○仲座委員  環境学習という面で言っているんです。私たちが学習として残していくものは何かとい

うことを言っているんです。 

○事務局（冨田）  ちょっと補足させていただきたいと思います。 

 環境学習ということで、環境保全・創造検討委員会の中で議論いただいて、さらにその専門部会を設置

して議論いただいておりますが、その設置の目的というのを最初に提示させていただいています。 

 埋立事業を実施することに対しての環境保全措置という、これ極めて行政的な言い方ですけれども、環

境アセスメントの中で約束した環境保全措置の一環としてやっているということをご理解いただきたいと

思います。 

 「環境保全措置」という言葉が何かと言いますと、環境への影響をできる限り回避・低減させ、やむを

得ない場合には代償させるために、以下の環境保全措置を講じるということで始まって。 

○仲座委員  私は「埋めるな」と言ってるんじゃないんですよ。 

○事務局（冨田）  ですから、その中でその環境保全措置の一つとして、この環境利用の専門部会を

置いて、自然の学習、観察施設、それから環境教育の場、人と自然との触れ合いの活動の場。こういった

ことを検討するということが、環境保全措置の一つでございます。 

 ですから、この本委員会の中で議論していただいているということでございます。 

○仲座委員  私が言っているのは、子供たちに教えていくべきことは、今ある日本一のこの多様性で

すよね。それをきちっと把握して伝えていくべきではないかと。そして、つぶしたものが何なのかという

のを伝えるシステムがないといけないということを言っているんですよ。 

○眞榮城委員長  中根委員。 

○中根委員  まさに仲座委員のおっしゃるとおりですけれども、ただ私自身は、今地域子供教室で頻

繁に、沖縄市の子供たち、北谷町の子供たちを泡瀬の海岸に出しています。その中で親子の参加が非常に

多いもんですから、結果からしますと、こんなにたくさんの種類の野鳥が見られるなんて信じられない。 

 カヌーで出たときに、泡瀬の海というのは汚いものだと思っていたのに、こんなに透明感のある海だと

は思わなかった。それから、タコ採りや貝採りも併せて経験させましたけれども、こんな近くにこんなに

豊穣な海が残っているとは思わなかったということで、環境学習という名目でやっているわけではありま

せん。名前はあくまでも体験活動として自然を体験させている中で、その体験していく中で、親子が気づ

いている部分、気づいた部分というのは明確であるかと思います。ここに、私は意義を感じて今やってお

ります。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 清野委員。 

○清野委員  非常に本質的な議論だと思います。一方で事務局は非常に憤って、あまりつまらない返

答をしちゃうと、これ以上ぐじゃぐじゃなっちゃうと思うんですが。 
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 沖縄市の方々にお願いしたいのは、自分たちが失おうとしている自然とか海が何なのかということは、

やっぱり地元の子供さんとか住民の方が、しっかり理解できるようにしてあげていただければと思います。 

 このアンケート結果を見て、ある程度埋めたらどういうふうになるかと想像できる人は、すごく痛まし

いです。だから、やっと気づいて発見して、もしかするとここでいろいろなことがやれるかなと思う目の

前で埋めていくというのは、本当に子供たちの心を傷つけたり、地域の人がどんなふうな思いをされるか

というのは、この結果を見て非常につらいです。 

 それから、それでもなおやっていくということがあるとしたら、環境学習は別に行政が指導しようが、

しまいが、学校の中で築いていくと思いますけれども、やっぱり子供さんたちにはどういうふうに意思決

定をして、どういうふうに何がわかっていて、でも失うのかということの、そういう大きい意味でのトレ

ーニングになってしまう。不幸にしてそうなってしまう可能性があるので、そういった子供の心のケアも

考えていただきたいと思います。 

 私は、埋立地で子供のころにそういうものを見た人たちが大人になって、どんなふうに追憶しているか

というのをインタビューする中で、累々と生物が死んでいくとか、今まであった場所がなくなっていくと

いうことの本当に精神的なトラウマを持っていくんですね。だから、それがやっぱり環境保全の大きな世

の中のうねりになっているので、目を背けさせることはもっと悪いんですけれども、そこはぜひ地域でも

議論していただけたらというふうに思っています。以上です。 

○眞榮城委員長  小濱座長。 

○小濱委員  仲座先生、それから清野先生の意見、承りましたというか。 

 今、仲座さんがご発言なさったように、田中さんも赤嶺さんも、それから私も、別にいいものを見せな

いわけではなくて、仲座先生ご指摘のすばらしい自然があるところなので、そこに子供たちとか地域の人

たち、あるいは外の人たちも連れていって、遊んでもらったり、環境を勉強してもらって地域をよく知っ

てもらおうと思っているんです。 

 でも、その活動と今仲座さんのおっしゃった、清野先生がおっしゃった、政治的な判断とは全然別なん

ですよ。だから「埋め立てるな」とか、だから「埋めろ」とか、そういう話は一切僕らはやってないです。

委員会でもそういう話題はなかったです。だけど、中根委員がおっしゃったように、僕らは純粋にその自

然のよさを認めて、そして自然を支えてきた社会というものを認めて、それを１人でも多くの人たちに知

ってもらおうという活動をずっと地道に続けているメンバーなんです。 

 ですから、今、清野先生ご指摘の点だとか、仲座先生ご指摘の点というのは、僕らの委員会とはちょっ

と違う次元かも。それを感じた地元の人たちが、「それはまずい」というふうに言うのか、あるいは「も

っとよくなるんだ」と言うのか、僕らはあずかり知らぬところの世界なんで、それはまた個人個人が判断

していただくことになるのかもしれません。 

 とにかく、環境利用学習部会のほうでは、そういったその次どうなるかとか、政治的な判断とか、地域

の人たちがどう思うということよりは、そこの社会とか生活とか自然とかというものをいかに多くの人た

ちに知ってもらうか。その知ってもらう方法はどんな方法があるか。やっぱり地域にはリーダーが必要で
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すよねとか、中核制度が欲しいですよねとか、そういう議論をしてきました。ですから、そのへんちょっ

と誤解されないようにお願いいたします。 

 それから、当委員会に対してそういう期待も持たれてもちょっと困るかなという。もうちょっと、レベ

ルが低いと言ったらあれですけど、下の底辺の話を一生懸命やってきまして、それを積み上げてきた結果

がこうなっておりますので、そのへんはまた改めてご理解いただきたいと思っています。 

○清野委員  それは理解しています。本当に地元の先生方とかＮＰＯの方たちのそういうご努力には

敬意を表しますし、別にそういう意思決定とか関係なしにきちんと知ってもらおうということだと思いま

す。ありがとうございます。 

○赤嶺委員  関連していいですか。 

○眞榮城委員長  はい、どうぞ。 

○赤嶺委員  赤嶺です。私は、この委員会初めのころからお願いしてあったんですが、比屋根湿地で

1988年から本当に楽しみでやっていたんですけれども、次第に条件が悪くなって、このままではいけない

なとずっと思っていたんですよね。 

 そしてこの委員会、それからこの下にできました比屋根湿地の整備委員会の中で、私はその都度、担当

の方々にはぜひ先進地を見ていただきたいという形でお願いをしました。そうしましたら、その視察結果

とかいうのが資料として上がってきます。これ見たときに、私が求めていたものが今ようやく形になりつ

つあるなという意味では、比屋根湿地に夢が広があるといいますか、これから子供たちを連れていくに効

果が上がるなというふうなことを考えています。 

 人工島については、私はそんなに勉強もしていませんし、この委員会の中でいろいろ専門の方々、波と

か砂とか、それから生物とか藻とか、いろいろなことの資料をいただいて、ああそういうことなのかとい

うふうなことではあるんですけれども。 

 いずれにしても比屋根湿地が整備、来年から再来年にかけて具体的になりますので、その部分にすごく

興味を持っていますし、期待もしております。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○事務局（三宅）  補足といいますか。先ほど仲座先生から言われたご指摘の点ですけれども、我々

としてこの事業で何をこう、どういうことを目的として何をやって、何を考えているか。こういうことに

対する事業の説明責任といいますか、それについては地域の人、それから市民・県民に対して負っている

と思います。 

 その話と、この環境学習のプログラムでやっていることとちょっと違うので、ここの部会では、ここに

人工島をつくるにしてもかなり大部分残る干潟とかありますし、そのへんをどういうふうにしようかとか、

こういう長期的な目標がありますから、それに対する環境保全措置として、我々はこの委員会の下でやっ

ているということであります。 

 この事業でどうなるのかということについての説明責任はもちろん負っているわけで、それは日々やっ
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ていかなければならないというふうに思っています。 

○事務局（渡口）  沖縄市でございますが、先ほど清野先生から地元のお話がございましたので。 

 今、中学生のまちづくり会議とか、そういうのが平成16年度にございまして、そこには三役も含めて各

部長が出席する場なんですが、そこでも今の事業について、環境保全についても中学生たちも非常に関心

と興味を持って、いろいろ質問もございました。 

 その中でおっしゃるように、干潟が全部埋まるんだと、なくなるんだというような、ちょっと私どもの

そういう事業説明の不足もあると思いますが、反省もさせられたんですが、そうではないんですよと。先

ほど三宅さんがおっしゃるように、その残された干潟をどうするかということも含めて、先ほどからござ

います比屋根湿地一帯を含めて、今後学習の場ということで、整備していくということでいろいろ説明し

ているところでございまして、地元の方々含めて、その事業についての理解も得られたというふうに受け

とめております。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。 

 質問等……どうぞ。 

〇仲座委員  私は、事業の云々と言っているんじゃないんです。子供たちに教えるべきことは、方向

性が違うんじゃないかということを申し上げているんです。 

 ですから、この干潟がそのままの形で残っていくとは到底思えないので、そういうこともしっかりと教

えていくべきだと。そしてその日本一のものがどうなっていこうとしているのかも、きちっと教えていく

べきだということを言っているんです。見せかけではいけないということを言っているんです。 

 私は海岸の専門家ですし、私は思うに、それから(海岸の専門家として)察すると、そして事例など、色

んなところを歩いてみると、とてもじゃないけど、その残った、その残るといっている干潟が、実はどう

いう形になるのか。もちろん、面積は残りますよ。でも、生物があっての干潟であって、生物があって水

がきれいになるわけだから、そこらへんが見えてこないということなんです。そういうのもきちっと教え

ていくべきだということなんです。 

 そこらへんはもちろん野呂先生などがご専門だから、先ほど質問したんです。 

〇眞榮城委員長  では、野呂先生、一言お願いします。 

〇野呂委員  私の名指しのご質問ですので、お答えします。 

 確かに、自然保護とか環境教育とかというのは、私たち専門に自然と関わっている者から見ると、非常

に歯がゆいところが実はあります。それは仲座先生ご指摘のとおりだと思います。 

 ただ、やっぱり自然との触れ合いというのは、いろんなレベルがあると思うんです。それでもって研究

論文を書くレベルもあれば、それが高いと言っているわけではありません。そういうふうなことをやって

いるのもあれば、やっているグループもあれば、子供たちにいろんなことを教えて体験させているという

意味もあります。子供たちに体験させているのは、それはレベルが低いというわけではありません。それ

は大事なことです。それぞれに与えられたというか、それぞれが一番これはおもしろい活動だと思うとこ

ろを、誠心誠意やればいいものだというふうに私は思っています。 
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 それで、確かに仲座先生がおっしゃったように、何とか博士、いわゆるマスコミ的なキャッチフレーズ

で動くというのは、私もちょっと違和感は実はあります。ただ、こういうキャッチフレーズは、小学生や

中学生には必要なんです。私の子供はもう大きくなってしまったけれども、私の子供が小さかった頃は、

こういうキャッチフレーズで、やっぱり必要だと思います。 

 ですから、その場面場面に応じて使い分けるべきだと思います。ただ、小学生・中学生を対象にするの

だけで、すべてではないと。私もそれは思います。先生のおっしゃるとおり。元大学生とか、それから、

もしくは実際にこれの研究をやっている方、そういう自然保護をやっている方も満足するような形の、両

面というか、バラエティーに富んだ活動は必要だと思います。 

〇眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 いろいろご指摘受けた点、多々ありますけれども、時間もだいぶ押してまいりまして、次の議題に移

らざるを得ないということでございます。 

 仲座委員の指摘も、大変本質的な点がございますから、この部会でなくても、例えば市としてそういう

ところは真摯に受け止めて、失われていく自然というものに対して、フォローするといいますか、そうい

うふうな形の別途の調査なども必要なんだろうなと。調査というか、そういうプロジェクトも必要ではな

いのかなということも感じます。 

 そういうことで、いろんな角度から意見が出されてきているわけでありまして、この委員会の大きな意

義もそこにあるのではないかというふうに思います。 

 大変申しわけございませんけれども、時間がありませんので、休憩なしで進行していきたいと思います

ので、各自、適宜とられていただければというふうに思います。 

 それでは、議題の４番目ですけれども、海藻草類専門部会の報告でございます。よろしくお願いします。 

④第３回海藻草類専門部会報告 

〇事務局（高橋）  では、資料―４(1)ご覧ください。第３回海藻草類専門部会の報告になります。 

 まず、調査目的です。環境影響評価における環境保全措置として、大型海草の移植、クビレミドロの移

植等を行うこととなっております。 

 大型海草の移植については、埋め立てにより消失する藻場のうち主要な構成要素で埋立計画地周辺一体

に生育している大型海草種であるリュウキュウアマモ及びボウバアマモを用いて、埋立計画地の東側の現

状において砂質底で海藻草類の生育被度50％未満の疎生域にできる限り移植し、藻場生態系の保全に努め

ることとする。 

 クビレミドロ移植等について。泡瀬地区のクビレミドロの屋慶名地区等への移植、移植したクビレミド

ロの泡瀬地区人工干潟への再移植、クビレミドロの室内増殖技術開発試験の実施といったものが記述され

ております。 

 これらから、本調査は上記環境保全措置を実施するため、大型海草の移植、クビレミドロの移植等につ

いて検討することを目的としております。また、新たな知見に基づき、海草の生育基盤の整備による藻場

生態系の保全についても検討を行っております。 
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 続いて、全体フローをご覧ください。 

 海草の移植について、平成10年に手植え移植の実験を行っております。続いて平成13年に機械化移植に

よる広域移植実験が行われ、ここで台風による減耗が見られたことから、平成15年２月には機械化移植に

よる減耗対策工法試験が行われました。ここで、手植え移植による適応性が相対的に高いということが判

断されたことから、手植え移植により事業化の移植を行ったという経緯がございます。 

 クビレミドロの保全につきましては、平成11年から13年に移植を行って、それ以後継続的にモニタリ

ング調査を行っております。また、自然藻場のクビレミドロですが、自然の生育地のモニタリング調査を

平成11年から行っております。さらに、平成12年からは室内培養実験を行っているところです。 

 また、場の創造については、平成16年４月に予備調査を行い、９月から10月にかけて本格調査を行って、

実証実験の検討を行っております。 

 場所ですけれども、海草の移植につきましては、事業の実施区域から図面に示しますような疎生域に移

植を行っております。 

 続いて、クビレミドロにつきましても、自生地から採取したものを勝連及び屋慶名に移植したところで

ございます。 

 続いて、場の創造です。赤丸で示したところが環境調査の地点で、西防波堤背後の黄色い丸の中に場の

創造に向けた実証実験を行うということで、また後ほどご説明したいと思います。 

 続いて、ここからが第３回海藻草類専門部会の大きな検討項目３項目になります。 

 まず、海草被度の合同調査結果についてです。２番目として、海藻草類移植保全について、移植海草の

追跡調査結果、クビレミドロの保全についてとあります。３番目として、場の創造方策についてです。 

 検討項目１番の海草被度の合同調査結果です。こちらは、平成16年度工事施工区域内に移植対象となる

被度50％以上の藻場があるかどうかということを確認するということを目的として、事業者と泡瀬干潟を

守る連絡会が同一箇所の調査を行っております。 

 この結果、事業者が平均被度43.3％としたのに対し、守る会が平均被度56.6％としております。ここで

13ポイントほどの差があったことについての統計的な解析を行っております。 

 次のページにありますが、それぞれのデータを相関図に落としたものです。これをＴ検定してみますと、

互いのデータは有意な差があるということがわかります。そこで、相関係数から守る会の数値を事業者側

と同じように変換してみますと、Ｙ＝Ｘの直線上にほぼ乗ってくるということ。さらにＴ検定をかけてみ

ますと、有意な差がないということがわかりました。これらをまとめますと、両者のデータには有意差が

あるものの高い相関関係があり、統計的には互換性のあるデータであるということが言えるかと思います。 

 ここで、事業者としましては、事業者の方法はアセス以前から一貫したやり方で実施してきた方法であ

り、今後も同じ方法を踏襲してやらせていただきたいということを部会で申し上げた次第でございます。 

 続いて、移植海草に関する全体検討フローということで、右側は先ほどのフローです。ここで機械化移

植の技術的な検討をするための移植、最初の移植実験です。それから減耗対策実験については、当初の目

的を概ね完了したわけですが、今後も機械化移植の可能性があるということ。また、台風後の回復を見て
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いこうという長期的変化に対する課題ということで、今後も調査を継続していきたいと。さらにはこれら

の検討結果から、場の創造に向けての知見を得たいということを示した図でございます。 

 次に、手植え移植の結果について示しています。こちらは平成14年に事業として行われた移植でござい

ます。西防波堤背後に約12ｍ×24ｍの区画の中に移植したもので、22カ月後の平成16年11月の結果を見

ますと、被度10％未満あるいは被度10％～以上30％未満の区画が多く見られております。なお、緑の枠の

周りに黄色くはみ出したところがありますが、こちらは移植した海草が調査範囲外にまで広がっていると

ころを示してございます。さらに、図の中にSt.2I、St.10Hという詳細枠を示しております。この後、説

明します。 

 まず、今の59枠の全区画の平均被度及び総面積を示しています。被度を見ますと、15年２月に30％だっ

たものが、約半年の間に10％まで低下して、その後は概ね10％で一定である状況です。面積は、当初の

100㎡から若干減少したものの、その後増加傾向で、現在は190㎡まで約２倍に増えているということが言

えます。 

 続いて、先ほどの詳細観察枠ですけれども、2Iについては平成15年の冬増加して夏減少、また16年の冬

若干増加したというような状況です。10Hを見ますと、15年の台風以降順調に増加してきたわけですが、

16年の台風以降の11月を見ますと、急に低下したように見えます。こちらは砂の砂面変動を併せて見てい

ただくとわかるんですが、台風時に急激に砂が溜まって、見かけ上葉っぱが埋もれておりました。観察時

にちょっと掘ると葉っぱが出てくるということで、次の１月には埋もれた葉があらわれたということで、

面積は回復しております。 

 続いて、機械化移植の減耗対策試験です。３つの工法を示しています。隙間を詰めて移植しその間に砂

を詰める方法。また、移植したものの周りを土嚢で囲う方法。あるいは移植ブロックが20cmぐらいの高さ

がありますので、あらかじめ現地盤を掘削して、そこに移植ブロックを敷き並べるという方法です。 

 この結果が次です。工法１では高い被度が維持されておりますが、面積は低下してきております。２に

ついては、被度、面積ともに低下している。掘削する被度３については、被度は低下したものの面積が増

加しているという結果でございます。 

 続いて、減耗対策前に行われました機械化移植の一部のデータです。平成13年６月から７月の台風で一

時期減耗しておりますが、その後回復しているといった枠を示しております。 

 こういった機械化による広域移植は17枠行われております。 

 こちらを最近の状況からＡ、Ｂ、Ｃの３つに分けております。Ａが移植１年目の台風でほとんど消失し

た地点、６枠ございます。Ｂとして、面積、被度の向上が見られない地点、３地点。続いてＣ、面積拡大、

被度向上が見られる地点ということで、８地点。合計17地点です。 

 これについて、移植しました場所、水深別に整理したものが次の表です。Ａの移植１年目に消失してし

まった地点は６地点ございますが、すべて浅いところに植えたということで、こちらは浅いところに植え

てしまったために干出やそれによる気温の変化、あるいは台風による波浪の影響を受けたということで、

浅いところに植えたというその原因が特定できたということかと思います。続いて、深いところに植えた
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ものは８地点のうち５地点、60％以上について生育が良好で、今後の生育も見込まれるということかと思

います。 

 以上まとめたものが次にございます。 

 減耗対策としては、掘削して移植することにより、砂の移動や流出を抑制し、台風時の減耗を低減する

効果があるかと思います。掘削しない場合においても、密植することで効果がある可能性が考えられます。

また、減耗からの回復を長期的視点で確認するため、今後追跡調査をすることとしております。 

 適地条件については、浅いところでの移植は避けるということがあるかと思います。また、深いところ

に植えたものについては、繰り返しますが８点のうち５地点で面積拡大や被度向上が見られる。さらに浅

い場所では砂の移動と外力の影響によって、生育向上の可能性が考えられることから、今後、砂層の確保

等の方策による場の創造に向けた検討を行うというようなこともここで示しています。 

 続いてクビレミドロですが、こちらは前回の10月の委員会以降大きく変わった報告事項はございません。 

 １枚飛ばしていただいて、自然の生育地につきまして下の図になります。こちらについては、まだこれ

から藻体が発育していくところなので、これからの状況はよくわかりませんが、今のところ大きな変化は

ないということです。また、移植については屋慶名地区について、現存するクビレミドロと一体化してし

まったということ。勝連については、既存のクビレミドロはなかったわけですが、２カ年にわたって出芽、

生育が確認されております。 

 また、室内において恒温庫、大型水槽において培養実験が行われております。ここでは、卵、藻体、さ

らに卵といったライフルサイクル全体を、室内で再現するというところまではまだ至っていないという状

況です。 

 続いて大きな検討項目の３番目であります、場の創造方策についてご説明いたします。 

 フローとしまして、場の創造に向けて予備調査、本格調査を行っております。ここで海草の生育適地に

ついて明らかにし、実証実験の計画を立てているというところです。 

 次に、これまでの知見から、海草の生育適地について条件を整理しています。移植による結果から、水

深、外力、底質について整理しています。また、自然藻場の状況から同じように水深、外力、底質といっ

た項目を整理しています。ちょっと細かく中身についてはご説明しませんが、こういったことを少し頭に

入れた上で、次の表を見ていただきたいと思います。 

 こちらは、場の創造に向けての本格調査を行った結果です。図にありますSt.１を対象区としまして、

西防波堤背後にSt.２～St.５までの４地点の調査地点を設けております。この中でSt.２とSt.５は、藻場

が成立しているという状況です。防波堤背後のSt.２～St.５まで比較的近くにありながら、藻場がある、

なしということで、どういう環境条件の違いによって、藻場の成立が抑制されるか、確立されるのかとい

うことをここで調べようと考えました。 

 当初、表の一番下にあります底面せん断力によって、この違いが説明できるかと考えられたわけですけ

れども、先ほどありました藻場の生育適地の条件、台風時の最高値40dyn/ｃ㎡以下ということを当てはめ

てみましても、St.２～St.５がすべて○になってしまいました。水深についても同様です。 
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 では、何が違うかということを検討したわけですが、まず底質について砂が○で砂礫が△というあたり

が少し違っていると。さらに砂層厚を見ますと、８㎝以上あるいは15㎝以上というところで○がつく。ま

たは、鉄筋棒を使った貫入深度が深く、数も多いというところで○がつくSt.２、St.４に藻場が成立して

いるということで、砂という底質があり、さらに砂層厚が確保されるということが、藻場の成立条件とし

て重要であるということがここから導き出されました。 

 インパクトレスポンスフローについても、砂層厚が不足したり、底質が不安定になると、生育を決定づ

ける要因としてマイナス方向に働くというようなことがわかっております。 

 そこで次になりますが、場の創造に向けてということで、砂層厚を確保するための方法を提案しており

ます。 

 まず天然の海況というか状況におきまして、海底の砂が動く漂砂量が多いような海域であれば、その漂

砂をとめるための構造物を置いてやれば、自然に砂がたまってくるでしょうと。一方、漂砂量が少ない場

合には、人為的に盛砂などを行って、この砂が逃げてしまわないように、何らかの物理的環境をコントロ

ールするための構造物が必要でしょうという図が上の二つです。 

 次に、少し小さな実験として粗度を増加させる素材を用いた砂の捕捉ということで、巻き上げられた砂

を局所的にためるような手法も考えられるということを提案しています。 

 この場の創造に向けての実験の候補地が次の図にございます。先ほどありましたように、西防波堤背後

の黄色い○になります。さらに、この黄色い丸の中に右の図にありますような、粗度増加の実験と低天端

堤における実験という二つの実験場があるというふうに考えていただきたいと思います。 

 ちょっと説明が前後しますが、粗度増加の実験としましてはこの図にありますようなヤシ繊維のマット

を敷くような形で、底面粗度を上げて砂がたまることを期待するもの。あるいは単管といって鉄パイプを

打ちまして、この鉄パイプの粗度により流速を抑えるような形で砂がたまるというようなことを考えてお

ります。ヤシマットは自然に分解していくものですし、鉄パイプの単管等は実験が終われば容易に回収で

きるというようなことも考慮に入れております。 

 続いて、少し規模の大きな実験になりますが、低天端堤を入れてさらに盛砂を検討するという内容です。

低天端堤につきましては、左にありますジオテキスタイル、あるいはジャカゴと呼ばれているような、ネ

ットの中に10㎝あるいは20㎝ぐらいの石がたくさん入っているもので、２段、３段積み重ねることによっ

ておおむね1.5ｍぐらいの構造物が構築できます。ここでは、天端の大きさが30ｍ×10ｍほどの構造物を

考えており、これにより砂が堆積するか、あるいは侵食されるかということを検討した上で盛砂をしてい

きたいという提案です。 

 １枚飛ばしていただいて、最後になりますが、部会で提案した工程表をここで示しております。 

 まず今年度３月中に構造物設置とありますが、今示しました低天端堤を入れて、その後４月～７月の間

は工事の休止期間にもなりますので、この間砂の堆積侵食状況を観察します。そして８月以降、砂が十分

堆積してくるようであれば盛砂の必要はありませんし、砂の堆積がない場合には盛砂を検討すると。 

 また、下の赤い矢印には、海草を導入する時期を示しています。自然に海草が生えてくればこれに越し
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たことはないわけですが、海草の自然の生育が期待できない場合には、何らかのタイミングで海草を導入

するということで、今年度３月あるいは８月以降ということを提案しました。ここで、構造物を入れた後

すぐに海草を導入するようなということは、今は全く考えてございません。 

 さらに、今年の７月ころをめどに次の海藻草類専門部会を開きまして、ここで砂の堆積状況などを報告

しながら、今後の盛砂の必要性、時期、方法について、また海草の導入についての必要性、時期、方法な

どを提案し、部会で検討していただくというようなストーリーで考えております。 

 第３回海藻草類専門部会においては、先ほどの粗度を高める方法と、撤去可能な構造物として、まずジ

ャカゴを使った低天端堤の設置ということを認めていただいたところです。 

以上、海藻草類専門部会の報告になります。 

○眞榮城委員長  引き続きまして、野呂座長のほうからお願いいたします。 

○野呂委員  私どもの部会は、実は２回開かれておりまして、今、発表していただきましたのは、そ

の２回の要点をまとめていただいたわけですけれども。 

 まず部会のこの報告をさせていただく前に、私、実は何回もいろいろなところで申し上げてはいるんで

すけれども、移植をもって藻場を造成する、海草生態系を保全するという考え自体が、実は海草の研究者

からとったら、非常に納得できない問題だということを最初にお断りしたいと思います。 

 そもそも最初のボタンの掛け違いだと思うんですけれども、藻場の生態系をするために移植をすればい

いんだというふうにアセス書に書かれてあって、それがずっと引き継がれていったというのは、研究者と

しては非常に悲しむべきことでありまして、それを前提としてあえてそれでも藻場の造成をする、移植を

して保全をするというのであれば、こういう方法が考えられますよというところで私たちはやっていると

いうことを、正直に私申し上げたいと思います。 

 それで委員会でやったことは、今、高橋さんのほうから報告があったことなんですけれども、まず私た

ちが付託されていることは、移植の実験をいろいろしてきたわけです。当初は手植えの移植、それから機

械の移植、機械を使っての工法をしたわけですけれども、それがうまくいったのか、いかなかったのかを、

早急に結論を出しなさいということがやはり委員の中からも出ておりまして、我々はそれを真摯にこうい

うふうにまとめたらどうだろうかということを提言申し上げて、事務局のほうでいろいろまとめてくださ

いました。 

 それでいきますと、さっき出たどういう深さだとうまくいく、どういう底質だとうまくいかないと。そ

ういうのがおぼろげにわかってきたわけです。今まで偶然そこのいいところに植えたときにはうまくいく

し、いいところに入れられなかったときにはどうもうまくいかなかったというのが、ある意味では実験で

わかったわけです。 

 そうすると、移植をうまくするためには、少しでも成績を上げるためには、どういうふうな環境をつく

って移植をすればいいだろうかということを、実はこの会議の中でいろいろ考えました。さらにその中で、

とにかく今までの結果を将来にわたってモニタリングをすることも必要であるけれども、出た結果をきち

んとこの時点でもってまとめることも必要であろうという意見も出まして、それは意見が出ただけではな
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くてそういうことにしようということになったと私は理解しております。 

 そういう流れの中で、結局、移植の実験はしたわけですけれども、やみくもに移植の実験をするだけで

はどうもよろしくない。生えるところには生えるし、生えないところには生えない。つまり、環境のいい

ところに移植したら生えるんだけれども、悪いところには生えないということは、結局、生えるための条

件というのを我々がきちんと理解してないからだということになりました。 

 それで、では生えるための条件はどういう条件であるかというのを、最初は水のほうで考えました。水

質。ところが、水質で考えるとなかなかそれでは理解できないということがわかりまして、底質、砂の性

質とか、それから流れの性質とか、そういうことを重要であろうということで、予備実験を事務局が、事

業者側がしてくださって、それによると、やはりどうもそういう底質とか、「場の創造」と私たち言って

いますけれども、物理的にどういう条件だったら生えるかというところをきちんと押さえないと生えない

だろうということになりました。 

 そういうことで、今、実は生えるような底質をつくるための選定、それからジャカゴを入れるとか、そ

ういう試験をしてみようということになりまして、最初に事務局から提案があったのはかなり大規模な潜

堤だったんですけれども、我々としてはあまり大規模にやると環境に負荷を与えることになるから、でき

る限り小さなレベルでの試験をやるべきではないかということを申し上げて、それで出たのが、今、後半

に出ました場の創造の試験ということになっているわけです。詳細なことに関しては、事務局がおっしゃ

ったとおりです。よろしくお願いします。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見等よろしくお願いいたします。 

 仲座委員どうぞ。 

〇仲座委員  しっかりと部会長が移植に保全できるというのはボタンのかけ違いだというのをおっし

ゃいましたので、私もそのとおりだと思います。それはきちっと議事録に明記しておいてほしいと思いま

す。 

 それで、先ほど面積の話が初めにありましたけれども、面積の確認をさせてください。 

 面積が200％に近くなったということになっていますよね、経時的に変化して。それは例えば２ｍ四方

が４ｍ四方になったということなんですか。これだと４乗になりますか。２ｍ四方が1.5倍になったとい

うことなんですか。どういうことなんですか。 

 面積が200％に近くなったということは、パッチ状に植えてますね、パッチ状に植えている２ｍ×２ｍ

ですか。その２ｍ×２ｍが２倍になったということなんですか。 

〇事務局（吉田）  事務局からお答えします。参考資料―４をご覧いただきたいと思うんですが。参

考資料―４の１の例えば35ページあたりをご覧ください。 

 よろしいでしょうか。海草のところは、基本的にこういう方形区で観察しています。方形区の中にグリ

ーンで海草の生えているところをスケッチで示しておりますけれども、このグリーンの生えている部分が

海草の生育面積と称しています。これを定期的に観察しながら、その面積を数値的に追っていくというこ
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とで、この枠内で測られる海草の生えている面積が、あるときからあるときに倍になっているということ

でございます。 

〇仲座委員  だとすると、それは面積は減ったんですね。面積が増えたのは全くなくて、減っている

んです。いいですか。1－35ページにこういうコドラートがあって、幾つかあって、これ何ｍ×何ｍでし

ょうかね。 

〇事務局（吉田）  移植面積は10ｍ四方になっています。 

〇仲座委員  10ｍ四方ありますね。10ｍ四方にパッチ状に50％以上のものを移植したんです。ですか

ら、平均すると25％程度という被度が出るわけですよね。あるいは30％と。その面積が100なんです。む

しろ1-35ページにある面積というのは減っているんです。その枠を超えて、それが10ｍ×10ｍが２倍に

なっている面積はどこにも見当たりませんね。 

 ですから、初期被度を30％置いた時点で、もう面積はむしろ減っているんです。 

〇事務局（吉田）  すみません、すぐにフォローできないんですけど、海草の存在しているところは、

地下茎なり根なりで存在しているわけで、それが地表面に茎として葉っぱとして出ていると。その面積を

投影的に測りながら、その変化を追っているということで、その部分についてはパッチ部分がそれぞれに

拡大している。その合算がトータルの面積だという理解で整理しております。 

〇仲座委員  わかりました。もう一度考えてほしいんですけど、私の計算では減っているとしか私に

は判断できません。もう一度ご確認ください。 

 それから、参考資料で４-1の資料で１-４ページなんですが、これはお願いなんですけど、グラフの書

き方として、確かに上のグラフと下のグラフとを対比するというわけで、100％あったと思いますけれど

も、しっかり見せるという意味では、30％あるいは40％ぐらいを最上限のメモリにして、しっかりと見せ

てくれたらと思いますね。 

〇事務局（吉田）  わかりました。 

〇眞榮城委員長  古川委員。 

〇古川委員  専門部会で議論している者として、もう一度確認させていただきたい。どうしても面積

が減っているという論拠がよくつかめなかったんです。といいますのは、我々はどういうふうにこの海草

が海草の生態系をつくっていく一構成要因としてこの場に定着していくのか。またその生態系が健全なの

かどうなのかというのを指標化しようということで、被度と面積という非常にプリミティブなデータとし

てそれぞれの海草の状態を示す量として採用してきました。 

 面積のほうに関しては、事務局からご説明あったとおり、一つは、考え方としては、群体としての占め

る面積というようなところだと思います。群体が少しずつ成長すれば、その包絡線は広がっていきますか

ら、仮に一株、根っこでつながっているものを一株と考えて、それが四方八方に芝生が広がるように伸び

ていった場合に、これを面積が大きくなっているというふうに見ようと。ただそれは成長した結果、線的

に伸びていったから包絡線が伸びただけということもありますから、生物量として、本当に成長量として

同化したものが体にくっついて、有機物を固定しているのかどうかという目で見れば、本当は生物の重さ
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を全部量るべきなんでしょうけれども、そのためには掘り出さないといけませんから、それに非常に近い

ものということで、葉っぱの投影面積、すなわち被度というものを値としてとっていこうというアイデア

でとってきた２つの手法です。 

 そういう視点での面積という意味でも、先生のおっしゃっている意味では、減っているというふうに解

釈できるということなんでしょうか。 

〇仲座委員  はい、そのとおりです。私はそんな難しいことは言っていません。ただ、出されてきた

資料で判断すると、減っているとしか出ないということなんです。単純な計算です。それ以上のことは私

は何も言っていません。これはきちっとしてください。 

 それが、一番大事なことになります。 

〇野呂委員  その減っている・増えているというのは、先生、主語を抜きにして話してしまうから、

ものすごく誤解が出てしまうんです。ですから、今、古川委員が言ったように、何をもって減ったのか、

何をもって増えたのかというのをきちんとわきまえてというか、きちんと明記して、減った・増えたとい

かないと、こういう大勢の前で、ただ増えた・減ったということだけを、そのインプレションを、それを

情緒的に言ってもらっては、それはちょっと困ると思うんです。何をメルクマールにしてやるか…… 

〇仲座委員  情緒的にも言ってないんです。私は単なる足し算の話を言っているんです。 

 いいですか、1-38ページ、どこでもいいんです。私，たまたま開けているのが1-38ページですので。い

いですか、10ｍ×10ｍが試験移植対象領域ですよね。そこに千鳥状に配置しました。ですから10ｍ×10

ｍが面積です。その10ｍ×10ｍで被度を出すと、移してきたものは50％以上なんだけども、移植対象と

したものは。平均すると25％以上になりますね、千鳥状に配置しましたから。面積は10ｍ×10ｍですよ

ね。 

〇古川委員  それは移植対象場所が10ｍ×10ｍですけれども、群体としてまとまりのあるもの、合算

は10ｍ×10ｍではないです。 

〇仲座委員  だとすると、移植対象のときの被度は50％以上にならないとだめなわけです。群体とし

て50％でしょう。 

〇古川委員  ああ、なるほど。少しずつわかってきました。今そうしますと、主語を言いますと、今、

部会の中で被度と言っているのは、ある場の平均の値として被度を生物量の代わりに使おうということで

す。 

 でも、面積に関しては、個々の生物がどれだけ成長しているか、成長量の指標として使おうと思ってい

ますから、場の平均ではなくて、個々の群体の平均なんです。ですから、面積を移植場所の場の平均とし

て10×10と言われると、私らはちょっと違うんじゃないかと申しますし、今ご説明あったように、群体

として被度を見なさいということであれば、最初の被度は50％であったというふうに言うべきなんでしょ

う。 

 ただ、後々の追跡での被度の計り方を見てみますと、囲われた面積の中の被度を測っているんじゃなく

て、必ず場の平均としての被度を出していますので、おっしゃっているような形で整理し直すとすると、
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両方とも最初のスタートの値も、あとの継続モニタリングの値も変わってくると思います。それはどちら

のほうがよろしいかというのは、我々は被度を場の平均の成長量という値、また面積のほうに関しては、

成長のスピードを見る指標という位置づけでとっていますので、こういう…… 

〇仲座委員  古川さん、だめです。今の説明には僕は納得できません。単なる足し算引き算の話です

よ。ですから、基準が変わっていっているんです、途中で。いったん基準を据えたら、きちっとのその基

準でやらないとだめだということなんですよ。 

〇古川委員  基準は変えてないと思いますけれども。専門部会でみんな議論していて、最初のとり方

とあとからずっととっているのと、同じ方法で、同じ基準で値をとっているというのを確認しながらきて

います。 

〇仲座委員  ですから、被度50％が30％になるというからくりは、10×10で平均したからですよね。 

〇古川委員  そこはちょっと論点がもう一つわからないところがあるんですけど。50を30と言ってい

るというのが、何でしょうか。最初の50％の被度で移植をしたということは言ってないです、部会でもそ

ういう認識はなかったと考えています。50を30と言い換えたというようなところというのはないと思うん

ですけれども。 

〇仲座委員  要するに、海草が広がっていったというのを見るときに、10ｍ×10ｍに移植した、対象

としたところが広がったかということですよ。見るとどこにも広がってないということですよね。むしろ

減っているということなんです。 

〇事務局(吉田)  今問題にされているグラフのおおもとの植え方というのは、この資料には載ってな

いんですけれども、例えば市松模様をご想像いただきたいと思うんですが、その場合、手植え移植の場合

には、市松模様のように植えました。市松模様のように植えたというのは、ある２ｍ枠の中を全面50％で

植えたわけではございません。株を何株か、先ほど古川委員からご説明あったように、群体を植えました。

そのときの最初の面積の評価は、市松模様の四角ではなくて、群体がもっている投影面積で測っておりま

すので、当初から投影面積に対する評価というのは変わっていません。 

 一方、被度と申しますと、被度は２ｍの中で、例えば50％の株を持ってきましたけれども、それは当初

100㎡あったか２㎡あったかわかりませんが、そこの場であったものを市松模様のところに持ってきて、

その被度は植えた後の２ｍの四角の中の被度で評価しています。ですから、それも初期値としてはずっと

最後まで変わっていません。だから、途中で基準が変わったということはないです。 

〇仲座委員  要するに、50％のが25％に初期値が変わっているわけです。それは全体で見たからです、

全体で。面積を全体で見たからです。ですから、全体で見なくて群体として見たいというんであれば、群

体として見ていいんです。そしたら初期値は50％がどうなったかというのを議論すればいいということな

んです。 

〇事務局（吉田）  それは確かに、ご指摘の点はごもっともだと思います。ですから、面積を市松模

様をさらに桂馬飛びにやれば、また６分の１になったりするわけです。そういうところまでは、今、確か

に表現できていません。ただ、初期値がどういう見方をして、同じ見方でずっとどういうふうにモニタリ
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ングしていくかというところでは、最初から最後まで変わっていないということは申し上げられると思い

ます。 

〇仲座委員  わかりました。その点は非常に重要な点ですので、ここをきちっとしてください。基準

が動くと何やっているかわかりませんから。この場でこれ以上議論していてもしょうがないと思いますの

で。数値ですから、動きませんから。必ずしも面積が増えてはいないという私の指摘です。むしろ減って

いると私は見るという指摘ですけど、それは後できちっと、数値として見せていただければと思います。 

 私が一番大事だと思うのは、説明資料の８ページの中に、合同調査結果があります。 

 事業者側が提示したのが、ずっとこれまでやってきたルールにのっとって43.4％というのを出していま

す。それに対して、それはどうかというわけでもう１つ守る会が調査した計が56.6％というふうに，違う

数値が出ているわけですね。何の因果か知らんが、それを足して平均をとってみるとちょうど100になっ

ていて、平均すると偶然にも50％になっていると。 

 いずれにしても、守る会側の数値も、あるいは事業者側の数値も、有意に移植対象とすべきではないと

いう結果を示してはないと思うんです。つまり、これは事業者側の希望的な観測であって、少なくてもこ

の数値に違いがあって、しかもどちらも皆さんが説明しているように正しいという結果が出ているわけで

すよね。どちらが正しいというわけではないと。 

 ですから、仮に事業者側が守る会のルールにのっとってやっていたら、移植対象にその時点になるわけ

です。たまたま事業者側は、その上の事業者側のルールにのっとって初期からやってきましたので、今の

スクリーニングから落ちたわけですよね。 

 この二つが出された時点で、やはり事業者としては、これだけ委員会でも議論しているわけだから、そ

の委員会にかけて決断を仰がなかったのか。それが納得できないのですね。 

 これを崩しちゃうと、何でもありじゃないですか。極端な話をしますと、49.9％であっても移植対象に

ならないわけですよね。 

 ですから、どちらも正しいというふうに言っている以上は、どうしてこれを専門家の判断に、この委員

会にかけなかったのかということですね。 

 私がもう一つわからないのは、やっぱりその事実を部会長だって、野呂先生も知っていたわけでしょう

し、これをどうして事業者に対して抗議できなかったのか。私たちは、有志で事業者に対して意見書を出

しています。その意見書に対しても何人かの、決して少数ではなくて委員で出していまして。それを、ど

うして委員会としても放っておいたのか。この点はまた委員長に対しても、委員長として事業者側にあま

りにも寄りすぎではないかと。委員長としては、委員の意見をどうして守りきれなかったのかというのが

ちょっと残念であります。 

○眞榮城委員長  委員長に来たということですか。 

○仲座委員  いえ。その事実を知っていたんじゃないかということですね。意見書が出されたという

ことを。 

○眞榮城委員長  事実は知っても、委員長には来てませんよね。それだけです。 
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○仲座委員  ですけれども、それを知って静観していていいのかということですよ。私としては。 

○眞榮城委員長  それは解釈の問題です。 

○仲座委員  そういう判断をされたというんでしたら、それで結構です。 

○眞榮城委員長  どうぞ。 

○野呂委員  今の仲座先生のご指摘ですけれども、このはかり方、それから数値のこと。ここでは

43％と46％という数字が出ていますけれども、これの影にあるすべてのデータは実は我々も検討しており

ます。決してないがしろにしたり、見てなかったり、意見を述べなかったわけではありません。そういう

ふうに言われると、非常に心外です。かなり時間をとって、これはきちんと検討したということを申し伝

えたいと思います。 

○仲座委員  いや、ですけど、委員会に諮らなかったのはどうしてなんですか。これは委員会事項で

はないんですか。 

○野呂委員  ですから、今、委員会に諮っていますし、今ここの場で……。 

 ですから、これが出たのは部会ですよね。つまり、去年の11月とことしの１月の結果を今ここで出して

いるわけです。 

 ですから、我々は正当な手続きを踏んで、部会でやったことをきちんと出しています。あんまり思い込

みでもって、ご意見を述べないでください。 

○仲座委員  いや、思い込みでもなくて、この数値が判断材料になっているわけですよ。移植対象と

なるか、あるいは対象とならないのかの。ただ、それだけです。 

○事務局（酒井）  事務局ですけれども、ただいまご議論いただいている点につきましては、結論と

して申し上げれば、最終的に事業者が判断をさせていただいたということです。 

 ただ、その中身について、我々としてはこの海藻草類専門部会に報告いたしまして、いろいろご議論い

ただいて、その中でそれぞれの手法が正しいと。ただ、その手法がそもそも違うわけですので、出てくる

結果については数値は違ってくるのは仕方がないと。ただ、その数値についてそれぞれ相関があるという

ことが、その部会の中でご議論いただいて、ご理解いただいたというふうに考えてございます。 

 したがって、この結果について従来我々事業者がやっていたやり方で、継続して調査をしていく方法で

いいんではないかという判断を、最終的に事業者としてさせていただいて、当然従来のものと比べなけれ

ばいけないわけですから、従来と比べるという意味でも、継続した調査手法でやっていくのが妥当だとい

う判断を事業者としてさせていただいたということで、当然、部会でその数値の妥当性についてはご議論

あるかもしれませんけれども、その移植する、しないの判断は、最終的に事業者が行うということで考え

ております。 

○仲座委員  そのとおりだと私思います。 

 ですが、部会というのはもともとの設立の趣旨は、くったくのない意見を聞く場であると。何ら効用も

持たないということで、部会というのはつくられたんですよ。 

 ですから、委員会で諮らなければ審議したことにはならないんです。そういう意味で、部会というのを
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非公開にしたんですよ。それはちゃんと議事録に載っているはずです。 

○事務局（酒井）  ですから、先ほど申し上げましたように、数値について事業者として専門部会に

報告をさせていただいたわけです。その中で、我々は報告として考えていたわけですが、部会の中で、こ

れは重要な事項なので、重要な事項といいますか、その中身ついて、被度というもののはかり方をしっか

りしておく必要があるだろうというご判断がありまして、その部会の中でそれぞれのやり方がどうで、そ

れぞれのやり方の評価がいいのかどうかということをご議論いただいたということで、事業者としては考

えております。 

○眞榮城委員長  清野委員。 

○清野委員  もうちょっと中身についてきちんと説明していただくことが、事務局の仕事だと思うん

です。 

 それで、先ほどから懸案になっているきょうのパワーポイントの資料－４（１）の８ページと９ページ

について、結局同じものを見て、どうしてこういうふうに数字の差が出るというのを、同じ場所の写真を

撮って、自分はここが見えて相手は見えなかったとか。それを、まず例えば事例で出していただいて、そ

れが古川さんがおっしゃったような、どういうものに対応してそれを認めるか、認めないかという、科学

的な丁寧な説明をしていただくほうが納得しやすいと思うんですね。 

 それで、９ページにあるようにこういうふうに有意差があるものを、逆に変換したらお互いのその数字

が互換性のあるデータであるということで、守る連絡会のほうも合意されたとしたら、今までのデータを

そういうクライテリアというか基準に基づいて、どこが議論がずれてきたのかということを丁寧にやって

いただくべきだと思うんです。そうじゃないと、多分ずっと事務局の側も、「事業者側に判断させていた

だいた」としょっちゅう言うから、あるすっ飛ばしがあって、みんなが丁寧に議論できなくなっちゃうの

で、それは本当に事務局として気をつけてください。 

 これは、沿岸域学会で、講習会で酒井さん話されるようですけど、事務局のほうできちんと、どういう

ふうにしたら委員とのコンセンサスがとれるのかということをもう一度見直していただいて、とにかく事

例を見てみんなで議論できるようにしていただければ、コンセンサスをもとりやすいんじゃないでしょう

か。 

○眞榮城委員長  野呂座長。 

○野呂委員  実は今ご指摘のことは、部会としてはかなりの時間をとってやりました。これは部会の

中の委員からかなり要請があったことで、これ重要なことで決してないがしろにしてはいけないと我々も

判断して、これに関しては確かこの資料―４（２）で書いてありますけれども、11月の部会でも頭出しが

あって、そのときだけでは解決できなくて、宿題という形でもう１回計算をし直して、それを１月にやっ

ております。細かい資料を全部お出しできなかったから、多分、今のような疑惑の点もあると思うんです

けれども。 

 あえて弁解させていただければ、部会としては出た意見をきちんと精査して、もう１回我々で計算し直

して、それこそ一部の委員はその場で手計算で計算して、そういうことまでやっているんです。それで、
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多分、傾向としてはどうだろうと。あとはコンピューターにやらせればということでやって。 

 それの部会で出したものを、その次の委員会できちんと出しているんです。ですから、決して我々は、

中で持ってそれを隠蔽したり、出さなかったりということはありませんからね。 

○仲座委員  そういう問題ではなくて。 

○野呂委員  そういう問題をおっしゃったんですよ。 

○仲座委員  つまり、現実問題として移植対象とされなかったんですよ。 

○野呂委員  それは、これからのことでしょう。 

○仲座委員  いや、そうじゃない。工事は始まったんです。 

○事務局（冨田）  移植対象とするかどうかは、先ほどうちの酒井から申し上げましたように、事業

者の判断としてやらせていただいたということであります。 

○仲座委員  そのとおりなんだけれども、委員会を飛ばしているということなんです。いろいろこう

いうふうに議論した中で、これだけ重要な問題が出てきたにもかかわらず、委員会に諮らずして事業者が

判断してしまったと。 

 つまり、都合のいいものは自分たちで判断しておいて、どうでもいいものは上げてくるという。極端に

言うと、そうもとれるということなんですよ。 

○事務局（冨田）  すみません、もうちょっとよろしいでしょうか。 

 50％以上あれば、移植対象として成立し得ると。被度が50％以下であれば移植はしませんということを、

最初に約束として決めて、14年以降そういう形で運用してきているわけですけれども、昨年の夏の段階に

移植するか、しないかというものの被度の調査を実施した中で、私どもがやったのが43％でしたという報

告をさせていただきました。これは対外的にさせていただいた。43％という数字が出たかどうかどうかわ

かりませんが、50％いきませんでしたというのは、保全・創造委員会に報告させていただいております。 

 その後、一部のＮＰＯ団体から、「そうじゃないだろう」ということを言われまして、はかり方がおか

しいかねということで、双方のはかり方をそれぞれ比較したということでございます。私どものはかり方

がおかしいかどうか。合理性があるかどうかということ、それから守る会のはかり方がどうかということ。

それを海草ＷＧの中で検証していただいて、どちらのはかり方もおかしくないという結論をいただいたわ

けでございます。 

 私どもは、環境アセスを実施する平成８年くらいからだったと思いますが、この一貫したはかり方でず

っとやってきている。そういう中で、移植対象がそもそもアセス時で約25haあったと思いますが、50％以

上の被度のはかり方は、このはかり方でやると25ありますよということを宣言し、その後一貫して同じは

かり方で来ております。 

 ですから、その尺度を今の時点で変えるというのは、これ行政的な判断としてはできないと。はかり方

がおかしければ別ですけれども、おかしくないという評価を得た上で実施したと。そういう流れになって

ございます。以上でございます。 

○仲座委員  43％が移植対象となりませんでしたけれども、台風で自然の藻場が相当変動するという
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のが出されていますよね。この43.4％というのは、何月のデータなんですか。 

 それと、台風で変動する自然藻場の被度というのはどれぐらいなんですか。 

○事務局（冨田）  保全・創造委員会に報告したのは、確か８月後半のデータで、50％ありませんと

いうご報告をさせていただきましたが、43.4％と56.6％という数字が出たのは、10月12日、14日でその双

方再度はかり直しまして、こういう数字を出したかというふうに記憶してます。 

○仲座委員  台風でどれぐらい変動していますか。 

〇事務局（冨田）  台風の影響によりどれだけ減ったかという観点で見てないので、今すぐそれはお

答えできないですけど。 

〇仲座委員  見る，見ないじゃなくて、どれぐらい台風で自然の場というのは変動してますかという

ことなんです。 

〇事務局（冨田）  すみません、自然藻場という泡瀬干潟全体の広域的な藻場の被度が台風前後でど

う変わったかというような調査は実施しておりません。 

〇仲座委員  はい、わかりました。 

〇眞榮城委員長  ほかにございませんでしょうか。時間がだいぶ押してきておりまして、進行に支障

を来たしております。 

 それでは、海藻草類につきましては、以上にいたしまして、５番目でございます。比屋根湿地・泡瀬地

区海岸整備専門部会の報告、よろしくお願いします。なお、もう予定の時間に来てしまっておりますけれ

ども、まだ議題残っておりますので、進行していきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 はい、お願いします。それでは、説明をお願いいたします。 

⑤第２回比屋根湿地・泡瀬地区沿岸整備専門部会報告 

〇事務局（高橋）  それでは、続きまして資料―５（1）ご覧ください。 

 第２回比屋根湿地･泡瀬地区海岸整備専門部会の報告になります。 

 調査目的です。環境影響評価書において、比屋根湿地の保全を求める県知事意見に対し「比屋根湿地の

保全」を行う事業者見解を示しております。 

 埋立地背後に存在する比屋根湿地は、良好な自然環境が保持されており、事業者としてもその保全に万

全を期す必要があると考えて、当該湿地の保護並びにその前面の沿岸干潟域の海水流動や水質等の水環境

の保全に特に配慮してきました。今後とも当該湿地に悪影響が及ばないように、地元沖縄市や県文化環境

部等の関係機関と連携して、その保護･保全に万全の対策を講じますと、このように書かれております。 

 これらから、本調査は上記の事業者見解に基づき、海岸線における原風景の回復という地元からの強い

要望も踏まえ、比屋根湿地及び泡瀬地区海岸における水質浄化機能の保全について検討を行うことを目的

としております。 

 続いて、検討の範囲ですが、比屋根湿地及び前面海岸～泡瀬３丁目前面海岸に至るところを対象として

おります。 

 全体フローがありますけれども、少し見にくいので次のフローのほうをご覧いただきたいと思います。 
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 本専門部会は16年度から始まっております。第１回の専門部会におきましては、既存の資料により現況

把握を行い、住民意向調査に向けての内容について確認をしております。この１回目の部会に指摘された

ことを踏まえまして、現況把握とありますけれども、既存資料を使った上でさらに詳細な調査を行ったと。

そして、住民の意向調査を行った上で問題点、課題を整理し、整備の基本理念、基本方針を設定していま

す。そして、17年度以降、詳細な整備計画を立案、検討するのに対して、詳細な現地調査を行うというこ

とで、この現地調査計画について提案しています。 

 第２回の専門部会における大きな検討項目は２つで、整備の基本理念、基本方針、それと調査内容とい

うことになります。 

 現況把握としましては、社会特性の整備、自然特性の整備、泡瀬地区の原風景及び現況との比較という

ことで、右にありますように幾つかの細かい項目がございますが、ここでは新たに詳細に行いました下水

道接続状況及び比屋根湿地及び周辺域の変遷についてご説明いたします。 

 雨水幹線毎泡瀬３丁目、４丁目の側溝毎に流域を分割しております。分割した流域ごとに下水道の接続

状況を示しております。これを見ますと、黄色い枠で囲まれました比屋根第一雨水幹線では８割以上が未

接続ということで、最も接続率が低い地域となっております。 

 次の図は、赤い格子の線がさらに道路側溝等の細かいデータで区分したものです。今後は個人情報に差

し支えない程度にさらに詳細な地域ごとの下水道接続率、あるいは水質等の情報について整理していきた

いというふうに考えております。 

 続いて、比屋根湿地及び周辺域の変遷ということで、写真で示しております。 

 まず、昭和56年から59年当時の写真です。赤枠が現在の比屋根湿地の位置となっており、周辺に多くの

湿地が分布していることが確認できます。④、⑤の北中城村側の湿地内にはマングローブが点在している

ということも確認されております。 

 続いて、昭和61年の写真です。道路が建設されまして、海と離された形で比屋根湿地が形成された状況

です。平成４年の写真では、マングローブが帯状に移植されていることがわかります。さらに15年度にな

りますと、マングローブが大きく生育し、湿地面積が小さくなっているというような状況です。 

 続いて、基本方針設定までの流れということで、既存の資料から問題点･課題が整理されております。

これに対してアンケート調査からこの問題点･課題を再整理するとともに、住民の望む環境像を、将来あ

るべき姿というものを基本理念として掲げました。さらにアンケートから改めて問題点･課題を整理し、

これらの方策から基本理念を実現するための基本方針について立案しております。 

 アンケートの結果について、簡単に説明します。 

 沖縄市東部の11自治会に郵送で3,000部お送りして、約25％の回収率となっております。 

 アンケート結果からは、現状として環境が悪い、不便、危険といったような声が聞かれております。一

方、望ましい環境像として、美しく自然豊かな泡瀬らしい海岸、あるいは自然と触れ合いたいとか、海岸

を利用したいという理想が伺えます。 

 また、住民代表、利用者ヒアリングは17の団体、個人に対して行っております。望ましい環境像として、
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生物の多様性、生物も人も利用して住めるような環境が望ましい。また、豊かな海を通した良好な社会の

形成、地域に利益がもたらされるような環境が理想像であるということが抽出されております。 

 さらに問題点、課題を整理しています。大きな問題点としましては、生活排水の水路流入が原因となり

まして、干潟の水質・底質が悪化し、悪臭が発生しているということがあります。これを解決するための

課題としましては、下水道接続促進などの発生源対策、また排水路等の浄化機能の向上、ヘドロの除去と

いったことが考えられるわけです。 

 これらから、住民の望む環境像として、基本理念を設定しました。「ふるさとを感じる比屋根湿地・泡

瀬海岸」。「みんなでつくろう生物と人にやさしい潤いのある海辺」といったような言葉にまとめてみまし

た。 

 そして、これらを実現するための基本理念として、下にあります１～５の基本理念を設定しています。 

 次に、この１～５の基本理念に対する整備のイメージを示しております。 

 まず、基本方針１です。「背後陸域からの汚濁負荷を低減するしくみづくり」ということで、ここでは

環境保全のための意識、啓発活動というソフト施策を提案しております。 

 続いて、基本方針２は「干潟を守る緩衝域として機能する湿地空間の形成」ということで、ハード面に

よる干潟環境の改善です。この絵は比屋根のイメージです。水路出口での落差工、礫質河床による曝気効

果といった水質浄化を行う。また、ヨシ等の植物を用いて浄化機能を高めるといったようなイメージであ

ります。 

 泡瀬地区第一雨水幹線の河口域では、まず現状のヘドロを除去して、そこに沈殿池のような汚濁物の回

収場をつくろうというようなこと。さらにマングローブ、ヨシ等を植えて浄化機能を高め、緩衝域として

機能する場所をつくろうということです。 

 そして、次ですが、直立護岸と消波ブロックによる海岸の護岸につきましては、一部は石積み護岸のよ

うなものにして、さらに背後の雨水浸透桝を通して自然な水の循環を再現するというようなことをイメー

ジしております。また、雨水幹線につきましては、写真にありますように、石材であるとか植生あるいは

蛇行する水路というものをつくりまして、曝気、水質浄化というようなことを考えております。 

 続いて、基本方針３は「野鳥が生息する多様な生物生息空間の形成」ということで、比屋根のイメージ

ですけれども、現在ちょっと繁茂しすぎているというような評価もあるマングローブ、あるいはヨシ等を

一部間引きすることにより、干潟面積を増やしたり、また池や水路、澪筋などを設置することによって、

様々な鳥類の生息環境を創出しようというものです。 

 続いて、基本方針４です。「環境利用学習の場として機能する空間の形成」ということで、やはり比屋

根において野鳥観察をするための観察小屋、あるいは観察路といったもののイメージ図を載せております。 

 続いて、基本方針５。「維持管理しやすい湿地・海岸づくり」ということで、ソフト面としましては、

計画段階から行政と市民が連携しながら仕組みづくりを行っていくということを提案し、ハード面としま

しては、現況の直立護岸の一部を改良しまして、ごみ清掃活動等管理しやすい護岸の構造等を提案すると

いうものです。 
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 続いて、詳細調査の実施までの流れということで、17年度に具体的な整理のための検討提案を行うため

には、より詳細な現地の把握が必要というふうに考えられます。 

 比屋根湿地と海岸地区における把握すべき内容としましては、比屋根では浄化機能、また生物と地形、

水質、底質との関係、鳥の生息に対して湿地と周辺域の役割、マングローブの繁茂と鳥の利用によるバラ

ンスという内容です。それから、泡瀬海岸地区においては、汚濁発生源の把握、鳥類について湿地と周辺

域の役割、また連続ある植生の状況といったようなものを把握するということで、具体的な調査内容につ

いて、次に示しております。 

 比屋根については、浄化機能を把握するべきという意見がございまして、これに対して、水質、底質、

潮位、海水の交換量などにつきまして、２カ所あります海との連絡通路であるカルバート、あるいは雨水

排水の流れ込み、３カ所ございます。さらに湿地内での数箇所について、先ほど申しましたような調査内

容について実施するということを提案しました。 

 続いて、比屋根における生物と地形、水質･底質等の関連につきまして、鳥類が比屋根をどう利用して

いるかという観点から、採餌、休息、ねぐら、繁殖活動といった利用状況について把握いたします。また、

マングローブをはじめとする植物について、植生調査、植生断面調査、植物相調査というものを実施いた

します。さらに、魚介類、小動物、底生生物について実施いたしまして、次にありますようなこれらの結

果から、面的なゾーニングを行うとともに、底質、動物、植物を含む断面分布図等を作成し、今後の整備

計画に生かしたいというふうに考えております。 

 海岸につきましても同様ですが、海岸部につきましては、監視調査結果等が多くございますので、これ

らを参考にしたいと思います。 

 なお、総合運動公園前の脇の湿地等につきましては、調査データもないということで、平面的、断面的

な調査を行って、やはりこういった図面などをつくりながら、今後の検討に生かしたいと考えております。 

 以上、基本方針あるいは調査内容について、ご議論をいただいたということで、比屋根湿地･泡瀬地区

海岸整備専門部会の報告になります。 

〇眞榮城委員長 それでは、引き続きまして仲宗根座長のほうからの報告、よろしくお願いします。 

〇仲宗根委員  それでは、私のほうから概略を申し上げます。 

 お手元の資料―５（２）にございますように、今、事務局のほうから詳しくご説明していただきました

けれども、現在の泡瀬干潟が荒れ放題だと、そして陸地がかなり進んでいるということで、アンケートの

結果も、できるだけ昔の泡瀬に、原風景に近いような湿地空間を創造してほしいというようなご要望があ

りまして、それで、委員会の中でいろいろ検討をいたしました。 

 その結果、前回の部会の委員の意見等も反映いたしまして、ここに書いてありますように基本的方針と

して五つのものが提案されておりますが、それを実際に実現するためにはどうすべきかと。まず基本方針

を決めていただきまして、これは委員会で了承されました。そしてそれが了承された後に、実際に比屋根

湿地をどう生かすかということになりますと、現時点での湿地内の生物相の詳しいデータがございません。

片方は水溜り湿地があったり、片方のほう北側では陸地化しておって、そこにどういう動植物がすんでい
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るのかというような詳しい調査がございませんので、先ほど事務局からそれのイメージとして、そういう

あり方が望ましいということが出されておりますが、一応委員会としましては、そういう生物を調査した

上で、実際に生物の多様性を保存していくという点から、残すところと、あるいは手を加えるべきだと。

どこをどういうふうに整備していくのかというようなことは、その詳細な調査結果を見て判断するという

ことになっております。 

 それから、次年度の調査計画につきましても、何点か委員の方々からご指摘がありましたが、それはこ

ちらのほうに挙げてあるとおりでございます。大ざっぱではありますが、大体概要としてご説明申し上げ

ました。ひとつ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、ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等、よろしくお願いいたします。 

 清野委員。 

○清野委員  この検討、本当に丁寧にやっていただいて、非常にいい検討だと思います。 

 そして、泡瀬のもともとのその地元の方々が、湿地とか海岸とか干潟にどういう思いを持ってきて、そ

れをどういうふうに壊れてきたからそれを再生して地域づくりもしていきたいかということを、勉強会で

もお話しいただいたと思いますけれども、それに対応して丁寧に技術的にも、それからあと多分事業上も

検討していただいていると思います。 

 この検討委員会の中で、やはりその地域のあり方とか、自然環境とか、社会環境も含めてどうするべき

かという中で、こういった地元に、丁寧に地元が問題意識を持っていらっしゃることに対応していくとい

うことが、これからの地域振興とか公共事業のあり方だと思いますので、ぜひこの方向性で頑張っていた

だけたらと思います。 

 地元の方もアンケートを受けて、そして地元の近いところで少しずつ環境が修復されていったりすると、

それがやっぱり自分の参加感になったりとか、あるいはそういう生活排水とかを見ると、自分たちが川を

汚すとその海がどうなるかとか、多分そういう面で非常に大きい可能性を持っている事業だと思いますの

で、意見ということですけれども、この方向で頑張ってください。以上です。 

○眞榮城委員長  ありがとうございました。 

 仲座委員。 

○仲座委員 これまで厳しいことを言ってきましたけれども、私もこの資料の説明を聞いて、今、清野

先生がおっしゃったように共感を持ちますね。非常によくまとめられていて、結構感動いたしました。非

常にいいことだと思います。この方面でぜひこれが成功することを祈っております。 

○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。 

 岡田委員。 

○岡田委員  では、少し違うことをお願いしたいと思います。 

 これ自身のコンセプトは結構だと思います。多分これから検討されるんだというふうに思いますが、例

えば落差で水質浄化するとか、礫間の接触で浄化するとか、様々な浄化を期待されているようですが、こ
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こで具体的にどのくらい浄化されるか。その浄化するためには、どう維持管理するか。浄化のレベルが中

途半端か、すごい浄化しすぎるかによって、出てくる後の植生もみんな変わってしまうので、そこの定量

的な検討を、かなり大変だとは思うんですけれどもね。礫間接触、こういうのは、大抵思ったことはうま

くいかないのが我々の一つの共通コンセプトですので、ぜひそこの具体的・定量的な検討を今後お願いし

たいというふうに思います。以上です。 

○眞榮城委員 ありがとうございました。 

 赤嶺委員。 

○赤嶺委員  私は委員会の中でもずっと強調してきたんですけれども、県のほうにかなり観察地とし

て条件悪くなっているということを、この十何年間何度も報告しましたけれども、フィードバックもなく、

「君が言うのはどういうことなんだ」というふうな問い合わせもないし、それから「君が言うようなとこ

ろをちょっと現場で見せてくれ」というふうな職員もいないので、ちょっとひとり相撲だなという感じを

していたんです。 

 この計画、委員会に出されたときに、担当の方がやっぱり先進地を見て、それから書き込んでくると、

やっぱり望ましい方法なんだなというのを感じていましたので、すごい夢の広がる話だと思っております。

そういう意味では期待をしております。 

 それから委員会の中で、今、道路の下は２本のカルバートが通っていますけど、これをもう大規模に橋

にしたほうがいいんじゃないか。そうすれば、外洋の潮が十分に入ってきて、えさ場としてなるというふ

うな意見もありましたので、ぜひ担当の方も、お金のこともあるでしょうけれども、検討していただきた

いと思っています。以上です。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。この部会報告につきましては……。 

 中根委員。 

○中根委員  これは前にも私ちょっと話したと思うんですけれども、下水道の接続の状況に関しては

沖縄市の問題だと思いますので、このへんのアクションプランがいつごろまでにということは、市のほう

としてはぜひ考えていただきたいなと思います。その状況によって、著しくいい環境になったりする可能

性も残されてますので、この接続状況というのはしっかりアクションプランで立てていただければと思い

ます。 

 それから細かいことなんですが、基本方針の２の図のほうに、これはあくまでもプランでしょうけれど

も、もしイメージのほうで、できれば訂正していただければと思っているところが一つありまして、基本

方針２の整備イメージのところに湿地におりる階段とありますね。この階段は、現在東村の慶佐次でも同

じようなものがあるんですけれども、しょっちゅうそこから人がおりて、結構、負荷を与えているという

状況が生まれています。 

 ですから、こういう階段は野犬がおりるという状況にもなりますし、子供たちが勝手におりていって遊

ぶという状況もつくってしまうという状況があります。維持管理に必要であれば、そういうときは脚立と

かそういったものを使えばいいということで、日常的に階段があると本当に野鳥とかも、子供たちが何か
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の拍子で遊びに入ってしまえば野鳥も当然入れないような状況が生まれると思いますので、この部分は気

をつけていただければと思います。以上です。 

○眞榮城委員  仲宗根員。 

○仲宗根委員  まず先ほどちょっと申し上げるのを忘れましたけれども、先ほど赤嶺委員からご指摘

がありました、事務局のほうでその比屋根湿地をいかにつくるかと、あるいはどう原風景に近づけるかと

いうことで、先進地を見ていただいたことに対して感謝いたします。それを一応参考にしながら、イメー

ジ図が出来上がってきているんだろうと思います。 

 それから橋の問題がございましたけれども、これは概要説明の指摘項目の中にも、比屋根湿地前面の市

道について、現在はその道は沖縄市の管理のようですが、海水交換の向上可能性を検討することになった

ということがございます。それがいいのか、あるいはカルバート、現在あるものを増やしたほうがいいの

か。そのへんは、今後また恐らく何か専門委員会でもつくられてご検討なさるかもしれませんけれども、

人工干潟ができたときに水位の問題と、あと流れが少し変わってくると思いますので、そういうものを緩

和させる上でも、橋げたをつくったほうがいいのかなということの考えなどもいろいろありますけれども、

それはまた今後詰めて検討していくことと思います。 

 それから先ほど中根委員からのご指摘でしたけれども、確かにこれ部会の中でもご指摘がありました。

これをそのまま置いておきますと、維持管理が問題になるし、あるいは野犬等の、あるいはネコなどの出

入りが起こるんじゃないかというご指摘がありましたので、それも今後また検討したいと思います。あり

がとうございました。 

○眞榮城委員長  どうもありがとうございました。それでは、部会報告は以上にしたいと思います。  

 議題６のほうが残っておりまして、最後の議題でございます。その他というふうになっております。事

務局のほうからよろしくお願いします。 

⑥その他 

○事務局（高橋）  それでは資料―６です。17年度以降の部会の取り組みということで示しておりま

す。 

 まず１枚目は、中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会の設置要綱（改正案）ということになって

おります。こちらは、平成15年６月30日に制定されたものが、昨年４月27日に比屋根湿地・泡瀬地区海岸

整備専門部会ができるにあたって改定されております。 

 続いて、本日付で改定案を出させていただくということで、人工海浜専門部会の廃止、環境利用学習専

門部会の廃止、そして人工島環境整備専門部会の新設ということを提案してございます。 

 少しページをめくっていただきまして、別添資料－１です。こちらが現在の委員会、そして部会の取り

組みについて説明した資料となっております。環境保全・創造検討委員会の下に四つの部会があるという

ことで、人工海浜専門部会、環境利用学習専門部会、比屋根湿地・泡瀬地区海岸専門部会が相互に関係し

ているということで、環境利用学習の場としての提供という意味での関係を示しています。海藻草類専門

部会が独立しているように見えますが、多部会とのデータの共有といった意味で、地形とか、流れとか、
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波とかいうことについて、相互にデータの共有化を行っているということを示しています。 

 ここで現状としまして、人工海浜専門部会、環境利用学習専門部会においては、それぞれの目的として

いた事項についておおむね成果が得られたというふうに考えております。 

 また、技術的な検討を要する環境保全措置項目として、人工干潟、野鳥園等が残されており、今後それ

らの整備に関する検討を行う必要があるというふうに考えられます。 

 そこで17年度以降の取り組みについて示したものが、次のページにございます。 

 まず下の枠のほうを見ていただきたいんですが、人工海浜に関する検討の終了ということで、人工海浜

の安定性、オカヤドカリの配慮等、人工海浜の専門部会における検討はおおむね終了したということです。 

 次に人工干潟に関する検討の開始ということで、技術的な検討が残されている環境保全措置項目である

人工干潟、野鳥園及び外周の緑地護岸等の整備について検討を行うための、人工島環境整備専門部会を設

立すると。さらに17年度については、人工干潟に関する技術的な検討を選考するというように考えてござ

います。そして、環境利用学習の実践ということで、環境利用学習プログラムメニューの提案等、環境利

用学習専門部会における検討はおおむね終了した。平成17年度は、新たに設立される「泡瀬地区環境利用

学習推進連絡会」において、検討結果を実践に活用すると、検討から実践に移していくということを考え

ております。 

 その成果は、必要に応じて随時関係する専門部会へ報告していくということで、これを図示したものが

上の図になります。 

 真ん中にあります人工島環境整備専門部会におきましては、当面、人工干潟の整備に関する検討を行い

たいと考えているわけですが、こちらは海藻草類専門部会の中で、クビレミドロの生育場を創造するとい

う意味でのつながり、また比屋根の部会とは泡瀬地区海岸及び人工島周辺護岸の整備の整合性を図るとい

う意味でのつながり、また場を環境利用学習として使うという意味では、環境利用学習の推進連絡会との

関係といったことを示しております。 

 以下の資料は、17年度に現在の委員会及び部会の組織を立ち上げたときの資料になります。この中で、

当初、海藻草類専門部会、人工海浜専門部会、環境利用学習専門部会が立ち上がったわけですが、そのほ

かにもさまざまな環境保全措置としての検討が今後なされますということを示した資料と、ちょっと重複

するようですが、設置要綱とあるいは委員の名簿というものを一式掲載させていただきました。 

 以上です。 

〇眞榮城委員長  ただいま事務局のほうから、委員会設置要綱等ということで、改正案ということで

ご説明がございました。 

 どうぞ質疑、ご意見よろしく……。 

 仲座委員。 

〇仲座委員  まあ、大方大体読めてたんだけど。こういう幕引きになるだろうと思っていたんですが。

質問をちょっとさせてください。 

 沖縄市もこの事業にはもちろんかけているものがあって、雇用創出とか、盛んに言われていました。私
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が、ずーっとこのところ解答が出せないものが一つあるんですけれども、それは、どれぐらい、何百億円

でしたか、この工事は？ 総工事費600億円でしたか？ 何百億円の工事になっているわけです。その中

で、県内発注というのはどれぐらいできているんですか。これがもし100％県内発注できていたら、その

まま税金が沖縄県に落ちますから、沖縄市の負担は０で済むはずです。税金として戻ってきますから。で

も、これがもし仮に100％どこかの県外に発注されているとなると、やっぱり、どこかおかしいと。そこ

が紐解けないで、この問題をどうしても聞きたいと思ったんです。 

 ですから、ぜひそういうことがないように、やっぱり埋め立てというのは、ある意味では臓器売買のよ

うなものですから、やはり地の人たちが救われていくようなシステムをしっかりとつくっていってほしい、

総合事務局には。そういう隠れ蓑になってはいけないと思うし、それだけを言いたいです。ですから、ぜ

ひ総合事務局、沖縄の力になってください。 

〇事務局（酒井）  ただいま仲座委員からありました意見につきまして、発注等、経済効果等につい

てのお話かと思いますけれども、この検討委員会で議論するというよりも、今の意見については総合事務

局のほうで受け取らせていただいて、発注なんかについて、地元発注どういうふうにしていったらいいの

かということについては、事務局の中で検討させていただきたいと思います。 

〇眞榮城委員長  ほかに……清野委員。 

〇清野委員  きょうの一連のいろんな部会の検討を聞いていただいておわかりになったと思うんです

が、いろんな制限をやる中で、技術者、科学者の方が頑張れと言われたら、それなりに人工海浜も、移植

も頑張れるわけですけれども、果たしてそれがどのくらい本来かということは、これ国ではなくても本当

に県と市のほうが判断されることです。そして、今後のこの人工島の環境整備専門部会にぜひお願いした

いのは、コストの問題です。だから、建設コストと維持コストと、特に地元の県とか市がどのくらいそれ

を維持していけるかとか、開発した用地がきちんと売れるかということの見込みを本気で考えてください。 

 今までは、いろんなことがあって、もちろんいろいろ紋切り型の話があることはわかりますけれども、

国土交通省の港湾局の交通審議会の中の港湾部会、その中の環境の中で、この４月に出た答申の案という

のをご覧になっていると思います。その中で、今までは環境に影響がないというふうに、高圧に多くのと

ころで言ってきました。ところがやっぱりあったんです。それをきちんと、やっぱり見直して、あったも

のに関してはそれをきちんと直しておこうとか、そういうことをうたっておられます。そして、合意ケー

スについても、ほかの地域で不十分なことも多くあったということも認めておられます。これはすごく大

事なことです。 

 先ほど、いろいろ委員のほうからも、事務局がこれもできないとか変えられないというのは、強く言い

すぎじゃないかというアドバイスをいただいたかと思いますけれども、委員会を仕切りなおすときに、次

の段階では、そういうふうに港湾の大きいほうの政策が変わってきているわけですから、それに合わせて、

やっぱり今までの委員会運営の不備であった点とか、国が地域に対してやっぱり本来的でない説明をして

こざるを得なかったことは認めてください。 

 それで、特に私はこの委員会がすごく異常だと思うのは、大臣に対して意見書が出るという、委員から
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意見書が出るというのはすごい異常な事態です。それに対して、管理職の方がきちんと答えないというか、

前に出て説明すればトラブルシューティングという、早く終わるんです。ところが、それをやっぱり担当

の方がフロントで説明しておられるというのを見て、私は組織としてトラブルシューティングとか、地域

の方をきちんと見るとか、あるいは委員との合意形成を図りながらベストを尽くしていくということに関

して、あまり評価ができませんでした。 

 その中で、唯一、やっぱり今後、市と県ときちんとやっていかれる方向があるのが、地元の要望を丁寧

に汲み取った、先ほどの比屋根湿地と海岸の件です。 

 ですから、これは本当に国と県と市の関係とか、公共事業はどうあるべきかというのは、港湾事業とし

てこのまま進むのか、それともこれだけいろんな技術者とか科学者の方がいろんなアドバイスやメッセー

ジを出してこられたのをしっかり受け止めて、来年度以降やっていかれるのかという、大きな分かれ道だ

と思います。 

 以上、意見です。 

〇眞榮城委員長  田中委員、どうぞ。 

〇田中委員  すみません、資料―６の17年度各専門部会の取り組み案というところがあるんですけれ

ども、この右のところで、泡瀬地区環境利用学習推進連絡会（仮称）。この連絡会の中に、私はぜひ有識

者、それから行政機関ということの中に、沖縄市の教育委員会の皆さん、ぜひ参加していただきたいです。 

 このアンケートの中にも、本当にあるんですけど、この地元の小学校、中学校の先生方が、アンケート

の中で一番、私がああすばらしいなと思ったのは、資料、プログラムは自分たちでつくったと書いてある

んです。これ、ものすごいことなんです。すばらしいことなんですね。 

 ですから、今後、17年度から環境推進連絡会のほうには、ぜひ先生方、本当の地元の先生方かあるいは

教育委員会の皆様か、そういう方たちにぜひ参加していただいて、この泡瀬地区と沖縄市全体の文化、歴

史、そういうものを本当に子供たちに伝えていける、そういう方にこの連絡会の中にはもう参加していた

だきたいなと、そんなふうに思います。 

〇眞榮城委員長  はい、ありがとうございました。 

 それでは、６番の議題につきまして、設置要綱の改正案が示されております。二つの委員会が廃止して、

新たに一つ委員会が加わるというふうなことでございます。 

 そういう形で17年度、委員会の設置要綱が改正されるということにつきまして、よろしいでしょうかと

いうことでございます。いかがでしょう。 

 はい、ありがとうございました。 

 それで、６番目の議題で本日の議題はすべて終了でございます。 

 なお、大変データが多いのと議論がかなり出たこともありまして、当初予定された時間が大幅にオーバ

ーしてしまいました。それでお詫びいたしたいと考えております。次回等も、こういうことも想定のもと

で、時間設定がしていけるように、事務局と相談したいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 
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〇事務局（田邊）  どうもありがとうございました。 

 最後でございますので、総合事務局の酒井対策官よりご挨拶がございますので、対策官よろしくお願い

します。 

〇事務局（酒井）  眞榮城委員長はじめ各委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しいところ当

委員会にお集まりいただき、また、貴重なご意見を賜りましたことにつきまして、御礼申し上げたいと思

います。 

 きょういただいた意見につきましては、今後の部会、あるいは委員会運営に適宜反映させていただきた

いと考えております。その上で、やはりきょういただいた意見について、十分事務局のほうで理解できな

かった部分があるかもしれませんので、そのときには各委員のほうに回らせて、各委員のおっしゃった趣

旨について再度ご確認させていただく場があるかもしれませんので、そのときにはよろしくお願い申し上

げたいと思います。 

 特に、きょう仲座委員のほうからあった、海藻藻場の面積の減少についてというご発言のところでござ

いますけれども、その部分については、事前に仲座委員に、この委員会のレクができなかったということ

で、十分意思疎通が図れなかったというふうに思いますので、ぜひ仲座委員と事務局のほうで、また打ち

合わせをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

〇仲座委員  次回の委員会でやってください。委員会で示してください、次回の委員会で。そこに私

がいるかどうかはわかりませんが、次回の委員会で議論してください。個人的に私のところに来なくても

結構です。 

〇事務局（酒井）  先生の言われた数値上、ちゃんと計算上減るというご説明が、今、我々の手元に

資料があるわけでもないので、よく理解ができなかったものですから、その点について教えていただきた

いという趣旨でございます。 

〇仲座委員  いや、もう説明しました。それが全てです。それ以上の説明はありません。それをもし

やるんであるならば、もっと大事なこと、県内発注です。県内発注を全力で挙げてください。県内の業者

に、すべてを100％やれば、沖縄市の負担なんて０です。可能性はあります。 

〇事務局（冨田）  計算のやり方を教えてください。 

〇仲座委員  じゃあメールをください。 

〇事務局（酒井）  いずれにしましても、各委員に引き続きご指導いただきたいと思いますので、ぜ

ひご協力をお願い申し上げて、挨拶にかえさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

〇事務局（田邊）  どうもありがとうございました。 

 長時間にわたりご議論いただきましたが、既に時刻も過ぎておりますので、これで閉会にしたいと思い

ます。 

 本日の検討委員会はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

（午後５時13分 閉会） 


