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平成18年度 

第１回 中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会 

日時：平成18年７月10日（月）       

場所：メルパルクＯＫＩＮＡＷＡ 翠麗の間 

（午後１時29分 開会） 

(１)開会 

○司会（田邊）  平成18年度第１回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会をこれ

から始めさせていただきます。 

 まず初めに、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、お手元に議事次第が一番上にあります綴じ物が１つ。 

 それから、Ａ４の横で大きな字で環境保全創造検討委員会と書いてございます資料がご

ざいます。 

 それから、右肩に資料―１と書いてございます、前回委員会における課題とその対応と

いう資料。 

 それから、右肩に資料－２（1）と書いてございます第１回人工島環境整備専門部会の資

料の概要版というのがございます。 

 それから、右肩に資料－２（2）といたしまして、同じく人工島環境整備専門部会の議事

概要。 

 それから、資料－３（1）といたしまして、第１回海藻草類専門部会資料の概要版。 

 それから、資料－３（2）といたしまして、同じく海藻草類専門部会の議事概要。 

 参考資料－１といたしまして、本委員会の設置要綱。 

 参考資料－２といたしまして、少々分厚くなってございますが、第１回人工島環境整備

専門部会の資料。 

 参考資料－３といたしまして、第１回海藻草類専門部会の資料。 

 参考資料－４といたしまして、第１回委員会資料、人工海浜実施設計の進捗状況という

資料がお手元に揃えさせていただいているはずでございますが、お揃いでございますでし

ょうか、よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 それから、本日の委員の皆様の出席状況でございますが、広島大学の岡田先生、それか

ら東京大学大学院の清野先生、やんばるエコツーリズム研究所の中根主宰、お三方が所用
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によりご欠席でございます。 

 なお、欠席された委員の皆様にも事前に説明を行っておりまして、特に清野先生からは

何かあれば連絡するという話をいただいておりますが、本日ここまではご連絡いただいて

おりませんので、その旨ご報告させていただきます。以上でございます。 

 それでは、小濱先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  どうも皆さん、こんにちは。台風明けのお忙しいところと言うか、今日

はいい天気になりましたけれども、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 それでは、早速、議事に入っていきたいと思います。 

 それでは、事務局のほうでまずはご説明をお願いいたします。 

○事務局（与那覇）  議事に入ります前に、泡瀬の事業の進捗状況のご報告と、綴じ物

でお配りしてあります環境保全・創造委員会と書かれている資料で、この委員会の目的な

り位置づけというのを確認した上で、専門部会の報告というふうに入っていったほうが、

議事的に流れが把握しやすいのかなと思っております。 

 それで、まず事業の進捗状況についてご説明いたします。 

 舞台のほうに映し出してある写真等で説明していきたいと思っております。資料は特に

皆さんのところにはお配りしておりません。 

 これは17年度までの工事の進捗状況になります。まず、陸上側から資材を運んで来る仮

設橋梁というのができ上がっております。海上のほうから資材を上げる仮設の桟橋で、仮

設の道路、こちらのほうに四角く囲ってあるのが余水吐というもので、１工区ができ上が

ったときの濁りの濁水処理をする場所になります。これ以外に、県のほうで緑地の護岸で

仮設の航路を一部、17年度から掘り出しております。 

 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 これは、陸上の比屋根湿地のほうから海上を見た仮設橋梁になります。仮設橋梁がコの

字に延びている。下の写真はその仮設橋梁の先端部分になります。仮設橋梁から護岸の石

がまき出されており、今年度この石が予定の護岸法線に延びていくということになります。 

 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 これは余水吐の部分と仮設の道路、仮設の桟橋。こちらのほうが県のほうで施工してい

る緑地の護岸というのになりますけど、これを映し出した写真になります。 
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 先ほどの全体の航空写真は、平成17年12月の写真になっておりまして、こちらのほうが

18年３月ということで、仮設の航路を一部掘った土砂が一部入っているという状況になっ

ております。 

 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 今後の整備の予定としましては、黒く示してあるのが17年度までにできている部分、今

年度はこの赤い部分を整備予定としております。護岸を仮設の橋梁から延ばしていくとい

うものと、海上側の余水吐に引き続き護岸を延ばしていく。昨年度の仮設航路に加えて仮

設航路を延ばしていくという部分が18年度の実施予定となっております。青い部分につい

て、19年度以降整備していくという予定になっております。 

 以上で、事業の進捗状況のご説明とさせていただきます。 

 引き続きまして、この環境保全・創造委員会の位置づけなりについてご説明したいと思

います。これについては、委員の皆様もう十分ご存じのことかと思いますけど、再度の確

認ということで説明させていただきたいと思います。 

 まず、この環境保全・創造委員会というのは何を目的としているかというところになり

ます。公有水面埋立事業、この泡瀬地区の整備をするために埋め立ての免許を取得してい

るんですけど、これに伴って、環境保全措置というものを事業者として幾つか約束してい

るものがあります。これについて専門的な立場から指導助言をいただくということを目的

に、この委員会が設立されております。 

 事業者として行う環境保全措置としましては、大気質、騒音、震動、水質、植物・動物、

あと景観とか、人と自然の触れ合いの場など、多岐にわたっておりまして、例えば、大気

については、工事で使う機械の燃料を高質なものを使って、あまり排気ガスが出ないよう

にするとか、低震動の機械を使って騒音とか何かを抑えるだとか、使う資材については、

洗浄を十分行って、濁りが出ないようにするとか、そういう細かいものからありまして、

それ以外に専門の方にどうしても指導・助言をいただかないと進みづらいものがありまし

て、それについてこの委員会に諮ることとしております。 

 今、この(１)から(５)までの５項目について、委員会で指導・助言をいただくというこ

とで挙げさせてもらっております。 

 １つ目が藻場、クビレミドロの移植、２つ目が人工干潟、３つ目が野鳥園、４つ目が人

工海浜と緑地、５つ目が景観・人と自然との触れ合いの活動の場という項目になっており
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ます。 

 これらを検討していく中で、必要に応じて専門部会を設置することとなっておりまして、

今までに設置した専門部会が５つあります。１つが海藻草類の専門部会、これは平成15年

からスタートしておりまして、今も引き続き検討していただいております。２つ目が人工

海浜の専門部会、これについては15年、16年で基本の部分を終了しまして、現在実施設計

に入っているという段階になっております。３つ目が環境利用学習の専門部会、これも15

年、16年で終了しまして、現在、沖縄市のほうで提案いただいた環境利用学習について実

践ということで取り組んでいるという状況です。４つ目が比屋根湿地泡瀬地区の海岸整備

専門部会、これは16年度から検討を行っておりまして、引き続き検討中であります。最後

の５つ目が人工島の環境整備専門部会、これは17年度から検討が始まっているという状況

です。 

 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 環境保全措置について指導助言をいただくということになっておりますが、じゃあ環境

保全措置というのはどういうふうに埋め立ての免許で約束されているのかというのを、今

回の委員会に報告します海草・クビレミドロ、人工干潟というものについて抜粋したもの

がこちらのほうになります。 

 まず、１つ目の海草・クビレミドロの移植というものについては、そのうちの藻場とい

うことについて、埋め立てによって高密度の藻場が消失します。その消失する代わりに、

できる限り移植して藻場生態系の保全に努めるということを事業者として約束しておりま

す。これが環境の保全措置になります。 

 次、クビレミドロにつきましては、埋立地、特に２期の部分になるんですけど、２期の

部分にクビレミドロが分布している。これは埋め立てを進めていくとその部分を残すとい

うのは実行不可能であると。ですので、以下にあるような措置を講じて、泡瀬地区のクビ

レミドロを保全するということを環境保全措置としています。 

 どのような措置を講じるかといいますと、泡瀬地区のクビレミドロを泡瀬地区以外へ移

植して、泡瀬地区の周辺にできた人工干潟に再移植するという方法。もう１つは、絶滅危

惧とされているクビレミドロの増殖技術を確立するために、室内の増殖技術開発試験を実

施するという保全措置を約束しております。 

 次、お願いします。 
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（パワーポイント） 

 次は、人工干潟についての環境保全措置ということになります。これはトカゲハゼの泡

瀬における生息地については、埋立地を沖合いに出すということで、その埋立地を避ける

という事業者の対応をとっています。ですけど、どうしても干潟の１部は埋めてしまう。

また、トカゲハゼは学術的に貴重であるということを考慮しまして、事業者が人工干潟を

つくる。この人工干潟でトカゲハゼの生息環境の保全・拡大に努めるということを環境保

全措置として約束をしております。 

 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 今言ったような、約束した環境保全措置を実施するために、海藻草類専門部会ではこの

フローのような内容で検討を進めている。 

 まず、機械化の移植だとか、広域の移植、台風等の減耗の対策の試験等いろいろ実験等

を行いまして、この実験から得られた知見を基に、平成14年に手植えの移植をしたと。引

き続き、その手植えの移植したものについてモニタリングを進めている。手植えの移植を

した後から、ただ植えるだけではなく、生える環境の場をつくるということについても、

場の創造ということで取り組んできているという状況です。 

 クビレミドロの保全については、その分布域を調べたり、生育条件を調べたり、移植等

を行ったり、室内の試験を行ったりということで、引き続き検討を進めている状況です。 

 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 人工島の環境整備専門部会については、トカゲハゼ、クビレミドロの人工干潟をつくる

ということ以外に、野鳥園、島の周辺の外周護岸をどういうふうにしていくかという項目

を議論していただいているんですけど、とりあえず先行的に始まるクビレミドロ、トカゲ

ハゼの人工干潟の造成ということについて、現在は議論していただいております。 

 クビレミドロについては、その泡瀬地区の生育条件で、それを勝連地区に移植している

実験等を行っております。トカゲハゼについても、泡瀬地区の生息地のモニタリングから、

新港地区のほうの生育環境、今住んでいる場所がどういうところにより多くいるのかとい

うような生育環境について調べている部分と、外力から見た人工干潟の適地はどこかとい

うことについて検討を進めております。今後、生物的な面と外力的な面から見て、人工干

潟の概略設計というものにかかっていくという段階になっております。 
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 次、お願いします。 

（パワーポイント） 

 これは今回の委員会にはまだ報告はされないんですけど、第２回の保全・創造委員会で

の報告になると思います。比屋根湿地と泡瀬地区海岸の整備専門部会というものでして、

16年からスタートしておりまして、比屋根の現状の把握等を行いまして、今、基本的な方

針、整備の方針、アクションプランの骨子案というところまで進んできておりまして、今

後、18年度はアクションプランの案というものから具体的な施策で、アクションプランの

策定、それに基づいて設計という段階が18年度、今後進めていく予定になっております。 

 以上です。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明につきまして、皆さんのほうから何かご質問とかござい

ますか。 

 古川さん、どうぞ。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、私は、海藻草類の専門部会のほうに属してい

まして、そちらのほうの議論もさせていただいて、この検討委員会のほうに参加させてい

ただいております。 

 今、事務局からご説明ありました環境保全・創造検討委員会の趣旨だとか、目的だとか、

この構造だとかといった現状についての不満だとかというのは全くないんですけれども、

専門部会のほうの議論に参加していますと、いろいろなことが長年の調査をかけてわかっ

てきたというようなことだとか、この調査だけではなくていろいろな科学的な背景も変わ

っていますし、また、行政的な背景も変わってきているというようなところがあるので、

もしかするとこの環境保全・創造も、そろそろ全体の個別のパーツを議論しましょうとい

う目的が今ご紹介されたわけですけれども、全体の戦略を考えるステージに入りつつある

のかなという気がしています。 

 具体にこういうこと、ああいうことというご提案があるんですが、おそらくはそれぞれ

の専門部会からのご報告をいただいて、今、どこまで我々が来ているのかというスタンド

ポイントをきちんとしてからその議論をしたほうがよろしいかなと思うので、今、頭出し

だけといいますか、そういう問題意識を持っておりますという意思表示だけさせていただ

いて、できたらこの今回の最後の時間少しいただいて、これからこの検討委員会でどんな

ことが話せるのかという議事の時間をいただけたらなというご提案をさせていただきたい
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と思いますが、いかがでしょうか。 

○小濱委員長  大変いいご提案ですね。事務局のほう、何かお答えありますか。 

○事務局（与那覇）  早めに専門部会からの報告とか、早目といいますか、きちっと議

論した上で、そういった時間を設けて、委員の方々に議論していただく時間を用意するよ

うにしたいと思います。 

○小濱委員長  先日、打ち合わせしたときも、そろそろ個別の話じゃなくて全体像をど

うするかという、戦略の話をするということと、それから環境創造、保全して創造してい

く委員会ですから、個別の技術の話を踏まえた上で、じゃあどうクリエイトしていくかと

いう話をそろそろしましょうという話は事務局とちょっと話をしたところです。 

 今、事務局のお答えですと、今後、そういった資料をつくって、皆さんに諮りたいとい

うことですので、次回以降、そういったことも話題になるように、事務局とも調整してい

きたいと思います。事務局のほう、よろしくお願いいたします。 

 そのほかにどうでしょう、皆さん。 

(２)議事 

 ①前回委員会における課題とその対応 

○小濱委員長  それでは、議事の①前回委員会における議題とその対応につきまして、

事務局のほうからご説明お願いいたします。 

○事務局（長倉）  それでは、資料－１に基づきまして、「前回委員会における課題と

その対応について」ご報告させていただきます。 

 前回のこの委員会ですけれども、平成17年度の第２回環境保全・創造検討委員会といた

しまして、平成18年３月９日に開催されております。この委員会の中でいただきました課

題につきましては、大きく分けまして海藻草類専門部会での報告について、そして２番目、

人工島の環境整備専門部会の報告について、の大きく分けて２つについてご意見を頂戴し

ておりますので、今から１つずつご説明申し上げます。 

 まず最初に、課題のうちの１番目でございますけれども、海藻草類専門部会の報告につ

いて。 

 ①といたしまして、低天端堤の背後では構造物を乗り越えた波が、流れとなって盛砂を

飛散させる力が働く。こういった現象は特に外力が大きくなる台風時に顕著に起こるので、

台風時の流況等を観測していくことが重要である。こちらは入江先生のほうからご意見を

頂戴いたしました。 
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 事務局の対応でございますけれども、台風期は実験区内の盛砂形状の変化が予測される

ことから、波浪、流況、そして砂面変動のモニタリング調査を台風期間中に重点的に実施

する予定にしております。低天端堤周辺の波や流れが盛砂に及ぼす影響につきましては、

低天端堤の前と後ろで波浪を観測し、そして流況の観測結果や低天端堤のない対照区とも

比較しながら、注意深くモニタリングしていく予定です。また、藻場が安定して維持され

るためには台風期でも底質が移動しないで安定していることが重要であると考えられるこ

とから、必要に応じて台風接近中にどの程度底質が撹乱されているかを連続観測するため

に、砂面計を設置することも考えております。 

 なお、低天端堤の天端高が低下していることなどにより、当初計画しておりました荒天

時の波高低減効果が期待できない可能性があることから、低天端堤の嵩上げを行い、背後

の砂面変動のモニタリングを継続していく考えでございます。 

 続きまして、２番目といたしまして、人工島の環境整備専門部会につきましての報告に

関するご意見でございます。 

 こちらの①といたしまして、波や流れの予測計算は、将来、沿岸部に残される干潟がど

のようなものになるかを知る上で重要である。将来予測については、景観面等も考慮して

検討を行うべきではないか。こちらは、清野先生からご意見を頂戴いたしました。 

 事務局といたしましては、今後、人工干潟施設の位置、配置、そしてまた規模などを決

めていく段階で、将来予測についても検討していきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、②でございますけれども、トカゲハゼの生息場と深堀れ部の関係が考えら

れる。水質、地形等の調査を行って、深堀れによるトカゲハゼ生息場の微地形等への影響

を検討してほしい。こちらも、清野先生からご意見を頂戴いたしました。 

 これにつきまして事務局では、航空写真等から泡瀬地区の生息地と深堀れ部周辺環境の

変遷について整理いたしました。そしてまた、深堀れ部が生息地に影響を及ぼす要因につ

いて検討した結果について、今回の資料の参考資料―２(１)の中に示させていただいてお

ります。 

 ここでは詳細はご説明申し上げませんが、結果の概要をここでお知らせいたしますと、

現在得られているデータによりますと、深堀れ部がトカゲハゼ生息域に影響を及ぼしてい

る可能性は低いと考えております。今後、より詳細に検討を行うため、深堀れ部の底質を

採取するなどの現地調査を行うことも検討していく考えでございます。 

 続きまして③でございますけれども、シールズ数の計算に用いる波について、平常時の
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波浪条件でも検討する必要があるのではないか。清野先生、そして中村先生から、ご意見

を頂戴いたしております。 

 事務局の考えでございますけれども、平常時の波浪条件によるシールズ数の分布等につ

いて、今回の資料の中で再整理しておりますので、後ほどご説明させていただきます。 

 続きまして④、人工島ができるまでにはまだ何年もかかるので、トカゲハゼの現状の生

息地をよくする努力は重要である。10ｍ四方といわず、できればもっと広く行ってはどう

か。こちらは、赤嶺先生からご意見を頂戴しております。 

 事務局の考えでございますけれども、今回の実験の目的は底質改良試験(掘削して混合す

ること)こちらによる効果をまずは検証することにあるため、既存のトカゲハゼ生息範囲の

周辺に、最小で必要と考えられます10ｍ四方の小規模な改良工区を２カ所設定しました。

今後はこの試験の効果を見ながら、底質改良の方向性を検討していこうというふうに考え

てございます。 

 最後にもう１つ、⑤といたしまして、試験工事が非常に少ない生息数のトカゲハゼに影

響することはないだろうか。また、新港地区の調査では、干潟に立ち入ることでトカゲハ

ゼの生息に影響を与えることはないのだろうかといったご意見を頂戴しております。こち

らは、田中委員からご意見を頂戴しております。 

 事務局の考えでございますけれども、既存のトカゲハゼ生息範囲やトカゲハゼへの影響

に配慮いたしまして、人力で10ｍ四方の小規模な改良工区を２カ所設定しております。そ

してまた、底質改良工や底質の調査を行う際には、既存のトカゲハゼ生息範囲への立入を

最小限にとどめまして、底質の撹乱にも細心の注意を図りまして実施していることをここ

でご報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、委員の皆さんからご質問とかご意見ございますか。い

かがでしょうか。 

 ご発言ありました先生方、委員の皆さん、いかがでしょうか。 

 それでは、細かな内容はまたそれぞれの資料の説明の中にも出てきますので、何か思い

つかれましたら、そのときにご質問・ご意見をお願いいたします。 

 それでは、次に個別の資料の説明をお願いしたいと思います。 

 ②第１回人工島環境整備専門部会報告 
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○小濱委員長  まずは、第１回人工島環境整備専門部会の報告からです。では、事務局

のほうからお願いします。 

○事務局（長倉）  それでは。資料―２といたしまして、第１回の人工島環境整備専門

部会の内容についてご報告させていただきます。使用します資料は、こちら右上に資料―

２(１)と書かれております資料でございます。同じものを画面のほうにも投影してござい

ます。 

 それでは、人工島環境整備専門部会についてご報告いたします。 

 平成18年のこの専門部会は、６月20日に開催されております。この部会ではトカゲハゼ

及びクビレミドロの生息・生育条件について、そしてまた人工干潟の造成適地の検討結果

についてご報告させていただいております。 

 まず、お手元の資料でいきますとページ、右下に２と書かれているところでございます

けれども。 

 調査の目的でございますが、先ほどと若干一部重複いたしますけれども、本部会は、人

工島及び周辺の環境保全措置として計画されている人工干潟、そして野鳥園、外周緑地護

岸の整備計画について検討することを目的として、設置されております。 

 そして、今年度平成18年度におきましては、トカゲハゼの生息場、クビレミドロの生息

場を造成することを目的とした人工干潟の整備に関する検討を行っておりますので、この

結果についてご報告させていただきます。 

 そして、調査案のフローにつきましては、先ほど全体についてご説明したところと重複

いたしますので、こちらは割愛させていただきまして、早速でございますけれども、資料

の５ページ目をご報告させていただきます。 

 まず最初に、新港地区の試験造成地での事例分析結果を報告させていただきます。 

 事例分析の結果ですけれども、まず、現在、新港地区には試験造成地が、造成地Ａから

造成地Ｈまで合計８カ所あります。そしてまた、モニタリングをしているところとしまし

ては、現在の天然の生息地としても１点、観測を続けております。 

 これらの試験造成地の特性といたしましては、大きな流入河川が背後になく、そしてま

た背後の農耕地からの排水や滲み出し水があること。そしてまた、前面からの波浪の影響

はほとんどないものの、潮汐に伴う流れを受けているために、泥分の流失要因になってい

る可能性があることなどが挙げられます。 

 続きまして、６ページ目でございますけれども、試験造成地のトカゲハゼの生息状況で
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すが、胃袋形の造成地、特に造成地ＣとＦで良好に推移していることがわかりました。 

 理由といたしましては、胃袋形の造成地は干潮時であっても浅い水溜りが形成されやす

いこと。そしてまた、直接外の海水とつながっておりませんので、泥分の流失が生じにく

いことなどが理由として考えられます。 

 続きまして、７ページ目に各試験造成地の形状を示しております。先ほど申し上げまし

た試験造成地、胃袋形の造成地ＣとＦで良好な結果が見られておりますが、ご覧いただき

ますとわかりますように、特にやはり水溜りが形成されやすい形状となっていることが分

かります。 

 続きまして、８ページ目でございますが、一方でトカゲハゼの生息数が多くない造成地

Ａの粒度組成の経年変化を見てみますと、砂礫化の進行速度が胃袋形の、その下にありま

す造成地Ｃに比較しまして非常に急速に砂礫化が進んでいることがわかります。このこと

から、砂礫化が進行していきますとトカゲハゼの生息に適さない環境となっていくことが

予測されております。 

 今後も、この試験造成地の地形及び造成地内のトカゲハゼの分布の関係を継続してモニ

タリングしていく予定にしております。 

 続きまして、９ページ目でございますけれども、試験造成地での今後の調査計画につい

てご説明申し上げます。 

 今後もこれら８つの試験造成地と１つの自然生息地に関しまして、地盤高、微地形・干

出状況、そして粒度組成、また成魚数などをモニタリングしていく予定にしております。 

 これらの調査測線と調査地点のイメージにつきましては、次の10ページ目に示してござ

います。 

 続きまして、11ページ目でございますけれども、こちらではトカゲハゼの生息地の創造

実験の結果をご報告させていただきます。 

 この実験を実施するということにつきましては、前回の専門部会の中で、実施しますと

いうことで提案させていただきまして、了承を得られております。今回は実験の様子、そ

してまた実験直後のモニタリングの結果などをここでご報告させていただきます。 

 まず、この実験の目的でございますけれども、現在の生息地の周辺で、底質のやわらか

さを把握するための調査方法の妥当性を検証する、これがまず１点目でございます。そし

て、目的の２点目といたしましては、小規模に必要最小限の面積としまして、10ｍ四方で

ございますけれども、底質の改良工事を行いまして、トカゲハゼの生息場の改良の効果を
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検証してみようということで実施いたしました。 

 次に、12ページ目でございますが、底質調査の試験の調査範囲についてお示ししており

ます。 

 現在の生息域を含む範囲を今回の調査範囲として設定しておりまして、貫入深度は10ｍ

間隔で実施しております。そしてまた併せまして底質の採取、せん断強度、貫入試験、そ

してコア採泥などについても実施してございます。 

 これらの調査の結果を13ページ目に示してございます。 

 調査結果ですが、まず、粒度組成、そして中央粒径、せん断強度、貫入深度などの項目

につきまして、左側のトカゲハゼの生息範囲内と右側のトカゲハゼ生息地周辺の間で有意

な差が認められておりまして、結果といたしましては、生息域のほうが泥分が多く、そし

てまたよりやわらかいという性状を有しているということがわかりました。 

 この結果から、粒度組成は泥質を表す指標、そしてまたせん断強度及び貫入深度につき

ましては軟らかさを表す指標として適しているというふうに考えられます。 

 続きまして、底質の改良工についてご報告させていただきます。 

 底質改良工は、現在の生息地の非常に近傍のところに10ｍ四方の改良区を２カ所、試験

区１、そして試験区２として設定いたしまして、画像に見られますように人力でスコップ

で、表層から大体20㎝～30㎝までの範囲を混合いたしました。この様子ですけれども、底

質改良前、そして底質改良中のところについて、まず人手で改良を行い、そして最終的に

試験区１については改良の後の様子を14ページ目に示してございます。 

 そして、改良後の追跡調査の結果につきましては、15ページ目に示させていただいてお

りますとおりでございます。 

 まず、せん断強度、そして貫入深度とも改良前に比較してやわらかい状態がその後も維

持されていることがわかります。これは改良前の数値と、そして改良直後、そしてその改

良を行った１カ月後の数値を比較しておりますが、改良の約１カ月後には貫入深度、そし

てせん断強度ともに若干上昇はしておりますものの、改良前に比較して非常にやわらかい

状態が維持されていることがわかります。 

 そして、続きましてトカゲハゼの生息数、こちらは成魚の生息数についての観測結果で

ございますけれども、改良前の３月15日には生息が確認されていなかった範囲におきまし

て、改良直後の３月27日には生息域で12尾、そしてそれから約１カ月経過しました４月25

日につきましては、試験区１で新たに４尾、そして試験区２で新たに１尾の生息が確認さ
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れています。 

 これらの新しく確認された成魚につきましては、新たに周辺の区域からこの改良区に移

入してきたものというふうに考えられております。 

 続きまして、16ページ目でございますけれども、以上の調査結果、そしてまた実験結果

から得られました知見をまとめますと、このようになります。 

 トカゲハゼの生息条件といたしまして、まず地盤高についてはC.D.Lの0.5～1.7ｍが適し

ていること。そして、微地形や干出状況につきましては、窪みや凹凸、また澪筋等の微地

形により、トカゲハゼが干潮時であっても体を乾燥させないことができるような浅い水溜

りができていること。そして、粒度組成につきましては、シルト・粘土分が多く、最低で

も50％は確保されており、そして最低限20㎝～30cmの厚みの泥質があること。これらが生

息条件として必要となってくるということが現在までの調査の知見で得られております。 

 以上が、トカゲハゼの生息条件の検討結果でございました。 

 引き続きまして、クビレミドロの生育条件の検討結果についてご報告させていただきま

す。 

 17ページ目に示させていただいておりますが、まず生育条件の調査の調査概要でござい

ますけれども、例年、クビレミドロが多く生育している場所で、周辺の疎生域、そしてま

た非分布域も含むように設定して調査を行っております。 

 この調査項目ですけれども、地盤高、そして粒度組成や鉱物組成などの底質についての

調査、そしてまた小型海草の生育調査などについても行ってございます。 

 次の18ページ目に、地盤高、そして小型海草の被度、そしてまたクビレミドロ分布につ

いての調査結果を示してございます。 

 この結果から、クビレミドロにつきましてはおおむねC.D.L0.＋1ｍ～＋0.5ｍの範囲に分

布していること。そして、クビレミドロの濃生域は主にC.D.Lの＋0.4ｍ～＋0.5ｍに分布し

ておりまして、これが小型海草が分布しているところ、そしてまた、あるいはその周辺で

あるという傾向が見られるということがわかってまいりました。 

 続きまして、19ページ目に地盤高の変化とクビレミドロの変化についての調査結果をご

報告させていただきます。 

 今回の調査期間中には大きな気象撹乱がなかったために、大きな目立った地盤高の変化

は認められておりませんので、今年度これからちょうど迎えます台風の時期に台風の通過

の前と後の調査を実施いたしまして、地盤高の変化とそしてクビレミドロの生育域の関係
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を検討していく必要があるというふうに考えてございます。 

 続きまして、20ページ目に底質についての調査結果をご報告させていただきます。 

 クビレミドロの濃生域につきましては、シルトそしてまた粘土分がやや多いこと、そし

てまた酸化還元電位が低いという傾向があることがわかっております。これらの結果から、

静穏で底質の撹乱がやはりあまり起きていないという場所に多く生育するのではないかと

いうことが推測されます。 

 そして、クビレミドロが生育しているところの底質の鉱物組成ですけれども、こちらに

つきまして今回調査した結果、あまり顕著な差はないんですが、やや石英分の占める割合

が多いということが結果として得られております。 

 以上が現地調査の結果でございまして、引き続きまして21ページ目でございますけれど

も、こちらで勝連地区で行いました現地の実験の様子をご報告いたします。 

 まず、この実験の概要ですけれども、既設の魚垣の内側に、石積みによる囲いを設けま

して、この中にクビレミドロの卵を含む砂床の移植を行いました。石垣を設けることによ

りまして、砂の移動、そしてまた卵の流出等を積極的に抑えまして、安定したクビレミド

ロの濃生域が形成できないかということを実証するために、この実験を行っております。 

 次に、22ページ目に実験の方法を示しております。先ほど画面でお見せいたしました既

設の魚垣の中に実験区と対照区を設けまして、実験区といたしましては、今、画面の左側

に見られますように、自然石の囲いを10ｍ四方で設けまして、この中に卵を含んでいると

考えられる砂床を移植しまして、積極的に卵や砂の移動を抑制しております。 

 そしてまた、ほぼそのすぐ隣接する区域、隣接しますのでほぼ同じ条件と考えられる場

所に、石囲いのない対照区を設定しまして、これを対照区としてモニタリングを継続して

います。 

 そして、調査項目ですけれども、クビレミドロの生育状況、砂面変動、そして砂漣がど

のように形成されているかという砂漣の形成状況、そして小型海草の分布、底質や砂の移

動調査、これらについて調査を行っております。 

 ちなみに、砂の移動調査についてですが、現地の砂を一部置き換えまして、１カ月後に

その置き換えた砂を柱状採泥し、砂の移動状況を調査しております。 

 次に、23ページ目に実験の工程を簡単にご説明申し上げますけれども、先ほどご説明い

たしました生育状況や砂面変動等の項目につきまして、現在、５月までの調査を実施して

おります。今後、まさに昨日も通過したばかりでございますけれども、台風期の変化等に
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ついて、今後はさらに詳細にまた調査を行っていこうと考えてございます。 

 それでは、次に24ページ目でございますけれども、追跡調査の結果をここでご報告させ

ていただきます。 

 まず最初に、底質の調査と砂面変動の調査についてですが、実験区、そして対照区とも

酸化還元電位は深いところほど低いという傾向があることがわかっております。また、粒

度組成については、細砂分が多く、対照区ではややシルト・粘土分が多いこともわかって

おります。また、この調査期間中には大きな気象撹乱がなかったことから、砂面変動量は

大きくないということがわかっております。 

 次に、25ページ目でございますけれども、砂の移動についてのご報告でございます。 

 先ほど申し上げましたが、砂の移動については、結果といたしましては、対照区に対し

て実験区のほうが砂の移動が深く、多く移動していたということがわかっています。 

 この実験の方法ですが、先ほど少し申し上げましたけれども、石垣の中、そしてその対

照区ともに30㎝四方の範囲に関しまして、砂を現地の砂とは区別しやすいように、非常に

白い色を有している砂に置き換え、１カ月後にその範囲の中で柱状採泥をいたしまして、

その砂を断面から縦に観察いたしました。そして高さ的にどの範囲の部分まで砂の色が変

化したかを測定しております。 

 この結果、実験区では表層から４cmまでの砂が周囲の色とほぼ同じ色になっていたのに

対しまして、対照区では表層から１cmぐらいまでの範囲しか色が変化していませんでした。

そしてまた、この変化した部分の砂粒子の数を計測しまして、この範囲内でもともとの砂

がどれぐらい残っていたかといったものも計測しております。 

 この計測の結果ですが、実験区では大体20％前後の砂が残っていたのに比べまして、対

照区では約50～80％の砂が残っておりまして、対照区のほうが砂の移動が少ないという結

果が得られたことがわかりました。 

 続きまして、26ページ目でございますけれども、クビレミドロ、そして砂漣、小型海草

の分布の関係についてご説明申し上げます。 

 まず、小型海草の被度がもともと高かった対照区におきましては、砂漣の形成が認めら

れておりません。そして、対照区におきましてはクビレミドロの出芽数が、５カ所移植し

たうち、全部の５カ所において出芽が確認されております。そして、次に実験区でござい

ますけれども、こちらで５カ所移植したうちの３カ所で出芽が確認しておりますが、同時

に砂漣の形成も確認されております。 
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 以上の調査結果から知見をまとめますと、以下のようになります。 

 小型海草については、小型海草が砂の移動や卵の流出を抑制している可能性があること

がわかりました。これは、小型海草の生育が対照区で若干多く見られていることから得ら

れております。 

 そしてまた、酸化還元電位につきましては、クビレミドロの生育する静穏でそしてまた

海草の分布する場所は比較的底質の撹乱が少ないというふうに考えられますので、酸化還

元電位は低い値になっているのではないかということがわかりました。 

 そして、粒度組成につきましては、細砂から中砂分が主体であるところにクビレミドロ

が多く生育するということがわかっています。 

 今後の予定ですけれども、台風期の地形の変化や小型海草とクビレミドロの関係など、

泡瀬地区の生育条件の調査、そしてまた勝連地区の実験の追加調査の結果などを踏まえま

して、クビレミドロの生育に適した泡瀬地区の干潟の条件を今後さらに検討していく必要

があるというふうに考えてございます。 

 以上がトカゲハゼ、そしてクビレミドロの生息・生育条件等に関するご報告でございま

す。 

 引き続きまして、人工干潟の造成適地の検討の結果をご報告させていただきます。 

 今回の検討では、特に外力の観点からの人工島造成適地の検討を行っております。 

 まず、30ページ目に検討フローを示させていただいておりますが、昨年度の専門部会の

中で、Effective Wave Height、大体、年数回来襲する程度と思われる波浪ですが、こち

らでの検討結果を示しておりましたが、今回の検討ではこれに加えまして、エネルギー平

均波と平均波での検討結果も追加しております。この２つのエネルギー平均波と平均波で

の検討結果を追加することによりまして、より日常的な外力条件でも生息に適していると

考えられる場所を検討することができるのではないかと考えて実施いたしました。 

 続きまして、31ページ目ですが、クビレミドロの生育と波浪の関係でございますけれど

も、前年に台風の接近数が多いと、翌年のクビレミドロの生育面積は小さくなる傾向があ

るということが、これまでの知見からわかっています。この結果から、適切な波浪条件の

場所を選定することがクビレミドロ、そしてまたトカゲハゼにつきましても、より適した

生息域を選定するために必要であるというふうに考えられます。 

 続きまして、32ページ目でございますけれども、今回の検討の対象といたしまして、波

浪条件でございますけれども、前回の専門部会の中ではEffective Wave Height、一番上
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に書かれております、波高5.2ｍ、周期9.8秒程度の波での検討結果を示しておりました。

今回の検討では、これに加えまして未超過出現率が大体78％程度であるエネルギー平均波、

こちらが波高1.6ｍ周期の7.4秒。そしてまた平均波、こちらにつきましては未超過出現率

が60％となりますような平均波での検討結果を追加しております。 

 これらの波を追加することにより、年数回波だけではなくてより日常的にも見られるよ

うな外力の条件でも、生息に適していると考えられる場所を検討することができるという

ふうに考えております。 

 続きまして、トカゲハゼの生息条件について、これまでに得られている知見から生息条

件をまとめますとこのようになります。 

 生息条件につきましては、地盤高は大体C.D.L．＋1.0ｍが適しているのではないか。そ

して、底質につきましては、現況ではシルト・そして粘土分が30～50％。目標の数値とい

たしましては、50％にすることが適しているのではないかと考えられます。そして、泥の

堆積厚ですが最低限でも20㎝以上あること、これが適した場所と考えられる条件であると

いうふうに得られております。 

 そして、さらにクビレミドロについて同じように生育のための条件ですけれども、クビ

レミドロにつきましては、地盤高がC.D.L．＋0.1ｍ～0.5ｍ。そして底質は中央粒径で0.2mm

～0.7mm。この条件を満たす場所が生育の適地として考えられるということがこれまでの知

見から得られております。 

 そして、次に35ページ目でございますが、クビレミドロ生育地の砂質干潟の外力の指標

として、砂の動きやすさを見ることができるシールズ数を用いております。 

 一方で、トカゲハゼの生息地は泥質干潟であるということから、粘着力等の不確定要素

がかなり入ってまいりますので、こちらにつきましては底面せん断力を指標として検討を

行っております。 

 続きまして、それでは現在のクビレミドロの生育域で、外力を指標とするとどれぐらい

の数値になるかといったものを数値シミュレーションした結果をご説明申し上げます。 

 まず、36ページに示しますのは、これはEffective Wave Heightで検討した場合でござ

いまして、この波浪条件の場合、現況のクビレミドロの生育域におきましては、シールズ

数は大体0.5～2.0程度になるということがわかっております。次に、平均波についても同

じくクビレミドロの生育域の外力の条件を検討しましたところ、こちらについては大体0.1

～0.2程度となっている結果が得られております。これは37ページ目に示されております。 
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 以上は、クビレミドロの現在の生育域で外力の指標がどれぐらいになるかというものを

検討した結果をご報告させていただきました。 

 次に、同様にトカゲハゼの現在の生息域では、外力の指標はどれぐらいの値になるかと

いうものを検討した結果を38ページ目に示してございます。 

 まず、38ページ目に示しておりますものは、Effective Wave Heightで検討した結果で

すが、現在のトカゲハゼが生息している場所につきましては、シールズ数は２dyn/㎝2以下

となることが算定されました。 

 次に、39ページ目、こちらに示しておりますものは平均波での結果ですが、こちらでも

２dyn/㎝2以下というふうに算定されております。 

 以上がクビレミドロ、そしてトカゲハゼの現在の生息域で外力の指標がどれぐらいの数

値になるかといったものを検討した結果でございまして、これをまとめますと40ページの

一覧表に示してございます。 

 こちらクビレミドロの生育についてはシールズ数で表現させていただいておりまして、

Effective Wave Heightでは0.5～2.0以下、そしてエネルギー平均波では0.1～0.5程度、

平均波については0.1～0.2程度が適している場所と考えられます。 

 そして、トカゲハゼについても、同じようにこちらは底面せん断力ですが、すべての波

浪諸元において２dyn/㎝2以下の数値となるところが適地と考えられるというふうに考え

ています。 

 それでは、続きまして41ページ目以降ですが、こちらの検討では、埋立地を造成した後

の場所に、先ほど一覧表で示した条件を満たすような場所がどこになるかを検討した結果

を示しております。この際の基本的な考え方といたしまして、まず、現状、今、既に干潟

となっている場所は、新たにこれを干潟として造成するようなことはしない。今、既に貴

重な生物の生息地となっておりますので、現状干潟となっているところは適地としないこ

と。そして、現状の生息または生育域と同程度の外力の場、先ほど示しました指標で同じ

ような数値の場となるような場所を生息適地として今後選定していくこと。この２つを基

本的な考え方として適地の選定を行っております。 

 それでは、42ページ目以降に検討の結果を示させていただいております。 

 まず最初にクビレミドロ。こちら砂質干潟についての検討結果ですけれども、これにつ

きましても、先ほど申し上げました３つのEffective Wave Height、エネルギー平均波、

そして平均波について数値シミュレーションを行いまして、そして、それらの領域を重ね
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ますとシールズ数が現況とほぼ同程度になる領域といたしましては、埋立地の西側につい

ては、現在既に干潟である場所のほか、現在、人工干潟の造成地として既に計画している

場所、この２カ所が挙げられるのではないかということがわかりました。 

 しかしながら、人工干潟の造成地として計画している場所につきましては、実は数値を

仔細に検討いたしますと、平均波に対しては現況の生息地よりもやや大きめのシールズ数

となっていることがわかりました。 

 次に、43ページ目にこの結果からわかることを示させていただいておりますが、先ほど

示しました適地選定の条件を満たす場所といたしましては、現在、人工干潟の造成地とし

て計画されている場所が挙げられることがわかりましたが、干潟の安定性につきましては、

先ほど申し上げたとおり、平均波に対して現況よりも若干大きめの数値となることがわか

っておりますので、必要に応じて付帯施設等の規模、また配置等も検討していく必要があ

るということがわかりました。 

 以上がクビレミドロについての検討結果でございます。 

 続きまして44ページ目、こちらにトカゲハゼ、こちらは泥質干潟の検討結果についてご

報告させていただきます。 

 こちらも先ほどと同じように、埋立地が造成された後の指標となる底面せん断力の分布

がどのようになるかというものを検討した結果でございますけれども、底面せん断力が現

況と同程度となる場所は、現在既に干潟となっている場所、そしてまた、このほかとしま

しては現在深堀れ部となっていて干潟ではないところが該当することがわかりました。 

 この結果からわかることといたしまして、45ページ目に示させていただいておりますけ

れども、この結果から泥質の干潟を造成する適地といたしましては、深堀れ部が挙げられ

ますが、干潟地形の安定性については今後またより詳細な検討を行っていくことが必要と

いうふうに考えられます。 

 以上が人工干潟の造成適地の検討結果に関するご報告でございます。 

 以上が資料－２の報告でございました。よろしくお願いします。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、津嘉山先生のほうから、議事内容について何か補足することございましたら、

お願いいたします。 

○津嘉山委員  今、事務局のほうからご報告いただきましたので、その内容をそれに準

じてやりますけれども。 
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 お手元の資料－２(2)のほうに概要のまとめが書いてあります。この部会のほうで検討さ

れましたのは、先ほど報告ありましたトカゲハゼ、クビレミドロの生息・生育条件に関す

る件と、それから人工干潟の造成適地の検討という２つの議題で、トカゲハゼ、それから

クビレミドロの生育・生息条件につきましては、いろいろな調査、それから実験等で逐次

明らかになってきております。 

 まず、トカゲハゼに関しまして、底質の軟らかさ、これについていろいろ貫入試験をや

ったんですけれども、これもほぼ表土が軟泥土というんですか、これが20～30ぐらいにな

るということと、それは貫入深度でいきますと、20㎝未満のところでは生息していないと

いうことで、貫入深度が20㎝未満のところの転石とか、あるいは表土に堆積がある砂礫層

になっておりまして、ここには生息していないということを表記すべきであるということ

です。 

 それから、②と④のところは関連するところですけれども、８つの試験区につくられた

トカゲハゼの人工造成地、この部分においては、地形的にはいわゆる胃袋型というんです

か、そういうところで生息数が多いということがわかっていますけれども、さらにその、

この場所においては水溜りというんですか、干出する場合でもある程度の水深が残ってい

るといったことが必要なんですが、それについてはその灌水部の面積とか、あるいはその

灌水時間とか、そういうこととも関連があるので、さらにそのへんの調査をやっていく必

要があるということです。 

 それから、③につきましては、深堀れ部、これは掘削で非常に深くなっているところが

あるんですが、これについてもトカゲハゼの生息地の環境をきちんと検討しておくように

というご意見があって検討されたんですね。 

 先ほどの報告の中に資料として載っているわけですけれども、沖のほうからやって来る

波浪等に伴う土砂、底質の移動で大きいほうがトラップされて、細かいものが生息域に到

達するのではないかということ。それから、一たん沈殿したものが、波浪等で巻き上げた

ものが、やはり底泥として溜るというような効果があるのかもしれない。 

 それから、深堀れのところで、沖からやってくる波が減水をするために、その大量の流

出効果があるのではないかという利点も考えられるんですが、逆に今度は、深掘れのほう

に堆泥のほうが流出して、そのまま復元できないといったようなマイナス面もあるだろう

ということで、そのへんのところをきちんと検討しておく必要があるのではないかという

ことです。 
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 そういうことから⑤のほうについて、現状がどういうふうになっているのかということ

を調査するという意味で、底質のコアサンプルを採取して、検討することが望ましいとい

うことになりました。 

 それから、クビレミドロにつきましては、勝連地区のほうで生育条件の実験をしており

ます。調査結果につきましては、先ほどご説明がありましたけれども、小型海草があると

いうことも非常に大きな条件になっていると。 

 それから、底質につきましては、潮汐とか石英分、これが対照区に比べて多いというこ

とですが、ただそれが実際には生育にどういう関係があるかはまだよくわかってないので、

これから調査をしていきたいということ。それから、小型海草とクビレミドロとの生育に

関しては、底質の上の安定効果という面で非常にはたらいているのではないかというふう

に思われるんですが、このへん台風によって底質の移動の条件がどうなるかというので、

ちょっとわかりませんので、今回以降、今年度以降、台風の撹乱によってどうなるかとい

うことについて検討していただくということになっています。 

 それから、⑧で挙がっております、奥武岬のところで、1972年の頃には生育しているこ

とを確認されているんですが、その後、95年から96年頃になって生息が確認されていない。

これは深堀れ部の掘削、あるいは比屋根の湿地の形成というのと何か関係があるのかもし

れないということで、これについては航空写真等を用いて、どうしてそうなったかという

ことについて確認をしていくということです。 

 それから、さらに背後地からの流出、これは水質も含めてですけれども、影響があるの

ではないかということです。検討してほしいということです。 

 それから、その生育地については、⑩に挙がっていますけれども、潮位とか乾湿の関係

もあるんですが、それから地下水が潮位との関連で上下するんでしょうけれども、そのへ

んがどの程度こういう生育に関わりがあるのかということについても、検討していくとい

うことであります。 

 それから、次は裏側のほうに挙がっております人工干潟の造成適地の検討なんですけれ

ども、これにつきましては前回の委員会で数値シミュレーションによって検討されたんで

すが、実際の数値シミュレーションとその生育条件との直接的な関連性をより具体的にす

るということで、その生育の現況のところで、その数値等がどうなっているかということ

を踏まえて、実際の検討の手段に取り込んでいくということです。 

 まず、泥質干潟。これはトカゲハゼですね。これについては泡瀬地区の現況では、実際
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に生息している地域は、底面せん断力でいきますと、０～２の範囲になっているというこ

とで、その範囲について詳細に検討をしていくということになります。その検討について

は、先ほど報告がありました。 

 それから、砂質干潟については、小型海草との影響もあるんですけれども、少なくとも

波浪に関しては、現在の生育域、それの条件よりも以下になると、外力としての効果はそ

れ以下になるということで検討するということです。 

 それから、②と③につきまして、これは地下水位の条件です。これは地盤高だけじゃな

くて、先ほどもお話ありましたけれども、地下水位の関係を実際にその検討の中に入れて

いくということになりました。 

 それから、④のほうでは、干潟の水深だけじゃなくて干潟域の面積も、多分そういった

浸透とかあるいは地下水位の問題も関わるかもしれませんけれども、面積の必要条件があ

るだろうということで、これについても検討していくということです。 

 それから、現在、既に干潟であるところについては、干潟造成という対象にはならない

わけでしょうけど、それが実際に今後埋め立てが進んだ後に、そういう場所が適地になる

ところはないかということで、検討していく必要があるということです。 

 今後の適地検討の方向としては、事業の対象範囲で深堀れ部のところが一部残ってきま

すが、深堀れについてもトカゲハゼの生息域に近いところなんですけれども、そこを対象

として考える。それから、現在計画されている人工島の南西部、ここについても適地とし

て検討していくということになりました。 

 それから、４のほうは風のデータと台風との関連についてのことで、これも実際に風、

あるいは風によって起こされる流れとか、そういうものとの関連がありますので、具体的

に風がどのような波を引き起こすのか、あるいは流れをどういうふうに起こすのか、その

へんとの関係がありますので、その関係をきちんと考慮して解析をすると。 

 以上です。 

○小濱委員長  どうも先生、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご報告がありました人工島の環境整備専門部会の審議内容、それ

から先生のご説明の内容等につきまして、ご質問とかご意見とかございましたら、どうぞ

ご発言ください。 

 入江先生。 

○入江委員  非常に一貫したおもしろい調査がなされているというふうに思うんです
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が、例えば波が荒いということ、それから底質が粗いということ、例えばこのクビレミド

ロがどっちかというと粗い砂が多いほうに生息しやすいということで、中砂ですか、土砂

が堆積しているけど、多分、これ20ページなんかはそういう絵を示していると思うんです。 

 ２ヵ所テストをされましたクビレミドロについて、実験区とそれから対照区、これで囲

んで実験されて、そしてまた台風が多かった年は、やはりクビレミドロの生息数は少なく

て、台風が少なかったときは多いということを関連づけてあるんです。 

 台風が多い少ないということと、このクビレミドロの生息の関係というのは、多分、私

は生物としてのサバイバルの問題だろうと思う。いわゆる、大変大きな波が来て、その人

口のうちの半分はなくなると。いわゆるそういうふうな、カタストロフィーみたいな、そ

ういう情況でなくなっているということはあるかもしれません。 

 そのことと、それからクビレミドロがある場が波が荒い、だからいる・いないというこ

とは少し違うんじゃないかと。これは例えば、波で言えばEffective Wave Heightという、

こういうことかと。これは非常に大きな波を対象にしているわけです。このことはやっぱ

り、サバイバルの問題だろうと。ところが平均波とか、そういう波は日常、何が違うかと

いうと、大きいほうはサバイバルとして、日常のほうは、多分その結果として、そこに存

在する粒径もふるい分けされて違ってくるだろうと思うんです。だから、そのシークエン

スを、やっぱりなぜこれが多いのか少ないかというのを、短絡して往々にしてこういうス

タディで危ないのは、統計的な数値を相関をつけてある結論を出す。これは生物学で一番

避けなければいけないことだという戒めも私は聞いたことありますけど。 

 だからやっぱり、それはなぜそうなのかと。例えばトカゲハゼ、最初の話では深みとい

うものが大して意味がないと、あるという話がありました。そしてまた、胃袋型では少し

深い水溜りがあるというのが非常に助かっているという話ございますね。そして、トカゲ

ハゼであれば、小さい粒径が喜んでいるというところがあると。 

 しかし、それはやっぱりトカゲハゼの一生、それとやっぱり日常の活動、そして何をメ

リットとして生きているか、そのメカニック、難しいと思いますよ、私も生物はよく知り

ませんから。しかし、そういうメカニックと結びつけて根拠をつけていかないと、統計的

な数値だけでものを言うとなると、よく昔の有名な人が書いたので、「カッコーが鳴いたら

出産率が増える」と。これは関係あるかもしれませんけど、でもそういうふうな関係づけ

は、少しやっぱりもっとできるだけ可能な限り、生物の営みとそれから根拠、数値がそう

なる、そういう関係になる根拠というのを考えていくべきじゃないかと。後ろのほうでは
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波を計算して、せん断力からここがいい・悪いということはありますけどね。 

 そこまで、私も工学屋ですよ、土木屋ですよ、しかし生物の世界がそこまで割り切って、

ストレートに言っていいものだろうか、そのへんは謙虚になるべきじゃないかなとか、生

意気ですけど、ちょっとそういう気がしました。以上です。 

○小濱委員長  どうも先生ありがとうございました。 

 先生のご発言につきまして、事務局のほうから何かありますか。 

○事務局（三宅）  入江先生、どうもありがとうございます。 

 おそらく最初に台風の個数との関係で、ばっと線を引いた図が、資料－２(1)の31ページ

に、参考資料－２(2)ですけれども、この関係で何ら言おうというわけではなかったんです

けれども、この図が少しそういうふうな感じにとらえられてしまったのかもしれません。 

 とにかくクビレミドロについては、その生活史も含めて、今、分析というか解明を目指

しているところでありますし、こういった状況でというところは、先ほど津嘉山先生から

もありましたように、地下水の変動とか、それは干出する時間がどのくらいかとか、そう

いうのもあると思いますし、そういういろんな要素が絡まってその場を形成しているとい

うふうに考えられますので、ここはこれで単に波浪だけで説明するということではなく、

先生のおっしゃるとおり、謙虚になって、そこらへんの解明は引き続きしていきたいと思

います。 

○入江委員  最初、ちょっと後で残されている命題ということでありましたが、一体

我々はどこいっているんだろうという話ですね。 

 結局、現地でそういういろんな生物の関係の調査をやられている。それで統計は、これ

意味ないじゃなくて、意味あるんですよね。意味はもってきているんです。しかし、本当

の意味を解釈するには、今おっしゃった室内実験、現地実験、それから数値計算、そうい

うものが合従連衡して１つの結論に達するというふうなテクニックを我々はつくり上げた

いなと、そういうふうな気がちょっとしているんです。以上でございます。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございました。 

 津嘉山先生、何かご発言ありますか。 

○津嘉山委員  入江先生のご指摘、私も土木屋ですので、今のご指摘の点非常に大事な

点だと思います。また、生物のこと、正直言いまして本当は生活史と密着した形で、生活

環境としての物理的な要件をきちんと整理して、それでやはり先生がおっしゃるように、

きちんと説明がつかないと、今の環境整備というのにつながっていかないという心配も、
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私、持っておりますが。 

 とりあえず、しかし、今現に現地でいろいろ測定をされている面がありますし、それか

ら実験等でいろいろやっているのがありますから、まずはそのデータで、物理的に、ある

いは数字的にそういう面で関連性がまず把握できれば、そこをまず押さえていく。そして、

生活史がきちんとわかってきた段階では、その時きちんと結びつけた形で、今の物理環境

の条件と生育の条件を、あるいは生育の条件をきちんと整合性をとれた形で説明つけてい

くというのがいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、時間の制約の問題もあり

ますので、ある意味では結果についての１つの確率性の面から１つの可能性として考える

という面もあるのかなということで、今行われている数値、あるいは計算とかあるいは現

地実験等の結果で、環境の整備について検討している段階ではないかというふうに思いま

す。 

 今後しかし、ご指摘の点はきちんとやっていかなければいけないと思いますし、トカゲ

ハゼについても同じだと思いますけど、今の生物サイクルとしての、そういう生活史をき

ちんと踏まえて、それと今の我々の検討していっている環境条件との整合性をとった感じ

で、きちんと結びつけた形での説明をつけていかなければいけないとふうには思っており

ます。以上です。 

○小濱委員長  野呂先生。 

○野呂委員  今、入江先生からご指摘の、因果関係がわからないのにあまり簡単に結び

つけてはいろいろ困るんじゃないかというご指摘は、まさにそのとおりだと思います。 

 実は、私どもの海藻部会でもそのことは非常に問題になっておりまして、実はクビレミ

ドロの室内培養、それから先ほど事務局から出ました生活史の解明というのは、まさにこ

のところをきちんとやろうとしているところであります。 

 実は、クビレミドロというのは海藻ということになっておりまして、まさに海藻なんで

すけれども、いわゆる海藻の海苔とかワカメとか昆布のような一生を送っていないであろ

うということは、実はわかっております。ただ、それがどういうふうに違うかということ

がわかっておりません。 

 実は、この種類は前の琉大の香村眞徳先生が発見になった種なんですけれども、夏の間

泥の中というか砂の中に卵が混ざって、それで生き延びているということはおぼろげには

わかっていますけれども、それが実際はどういう生態で生き延びているとかということが

わかりません。それが室内培養でわかろうと、今調べているところです。ですから、これ
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は両部会のいろんな結果を持ち寄った形で、だんだんに攻めていく形で生活史を明らかに

して、そうすればおのずと生態のわからない部分もわかってくるのではないかというふう

に考えております。ありがとうございました。 

○小濱委員長  今の件、ほかにございますか。 

 はい、どうぞ。 

○事務局（長倉）  今、津嘉山座長、そして野呂座長からご説明いただいた部分の若干

補足ということになるんですが、先ほど事務局から申し上げました人工島の環境整備専門

部会の検討フローの中で、平成18年までの部分で、新たな調査実験というのがございまし

て、今回ご説明しましたのは外力の面からの適地の検討でございます。 

 平成18年度以降、今まさに入江先生からご指摘いただきました生物面等からの適地選定

の検討も今後実施する予定です。冒頭にちょっとご説明させていただきました資料の４ペ

ージ目に人工島の環境整備専門部会のフローが掲載されておりまして、私の説明が足りな

かった分がかなりありまして。まず、今年度までのところで調査と並行して、外力の観点

からの検討をしておりまして、18年度以降で、その外力から見た適地選定の結果に、さら

に生物面から見た適地の選定の結果を加えまして、今後のより詳細な検討を行っていこう

と考えております。その際には、またいろいろ生物のご専門の先生方からも、逐次ご意見

を頂戴いたしまして、足りないところは逐次補強して検討していこうと考えておりますの

で、その際にはどうかよろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  そのほか、いかがでしょうか。 

○入江委員  22ページ、こういう試験をやられて、既設の魚垣で囲んであって、その内

側には10ｍ四方でつくったということですね、片一方は。そうすると、これ、場所から見

ると勝連でも波が外から来る、直接当たりますよね、遮蔽がない。ここの天端というのは、

C.D.Lからどういうふうな天端なんですか、まずその魚垣というのは。 

 この写真がありますよね、要するにC.D.L.±０mから要するに何ｍの天端か。潮汐は４ｍ

近くあるわけですよね、３ｍ～４ｍ。だから、その中で、大しけのときに、それを越えた

波が入ってくる可能性があるのか、ないのか。さらにその内側にこういうふうな石垣を置

いてありますね。その10ｍの石垣も、したがって波が来たときに、さらに越えるのかどう

か。 

 もし越えるとすれば、ここで何か矛盾した結果が出ているというのを認識のことをちょ

っとどこかで書いてあったと思うんですが。それはこの囲いの中ですね、こちらが実験区
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なんですけれども、ここの砂がかなり動かされていると。泥と置き換わっているわけです

ね。外側はそうじゃなかったと、１cmかな。だから、その違いは、実験区の場合は、構造

物を越えて波がくれば、大しけのときは中の水はみんな外へ出ている。しかも斜めに、こ

の絵で言えば、左上から右下へ。そうなりますと、巻き上がったものが動きますから、要

するに正味の移動があるということです。そうすれば、砂の面が相当削られて、それで静

かになったら泥と置き換わるという可能性が十分あるだろうと。外側はそうじゃない。そ

ういうものはありませんから。普通の海浜ですね。だから、そういう状況だと、そういう

ふうな正味の移動が起こらなかったということがなかったのかどうか。 

 先ほど、生物学的なメカニックが必要と言ったけれども、物理的な理解も正確にしない

といけないだろうということがあろうかと思うんです。両方構えてやっぱりやらんといか

んだろうというふうに思っているんですが。ちょっとこのへん、結局、どういうふうなこ

とで25ページのような結果になったとお考えなのか、そのへんが何かありますか。 

○事務局（青井）  まず、勝連の実験区等の石垣等の高さについて、C.D.Lからの地盤

高等について、現時点で詳細な数字等は把握できておりませんが、今日の資料の中の参考

資料－２というちょっと分厚い資料がございまして、参考資料－２の50ページのところに、

実験区を設置したときの状況を写真等でお示ししております。 

 50ページの実験区の設置状況の下側のところに、石垣で囲んだ時点というのを写真等を

示しておりますが、大体干潮時になると、周りの石垣よりやや水面が低くなるような状況

でして、これが水が増えて満潮になると、当然、石垣は水面下に入ることになります。周

りの石垣との関係については、ちょっと現時点では、すみません、把握できておりません

が。 

 実験区と対照区の結果が、現時点で要は対照区のほうがクビレミドロの生育がいいとい

う状況になっている結果については、今のところ、もともと実験区と対照区を設定したと

きの、ちょっと条件の違いとして、対照区のほうには小型海草があらかじめ生育していた

と。実験区のほうは、小型海草がほとんど生育していないという中で、実験区と対照区を、

いろんな状況から設定せざるを得なかったという。ちょっと初期の条件が若干違っている

ことがございまして、先ほど入江先生が言われたように、若干石垣をしていることでの物

理的な条件の違いもあるかとは思いますが、現時点では、小型海草が対照区のほうに多く

生えていることによって、比較的底質を安定させているんじゃないかと。 

 その結果が、砂漣が実験区のほうがこのパワーポイントの資料でいうと26ページの右下
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に、それぞれ実験区と対照区の結果を示しておりますが、実験区のほうは、ちょうどその

小型海草があまり見られてない、周りに砂漣が形成されているというような状況もござい

まして、現時点ではその小型海草が対照区にあることによって、その底質が安定して、ク

ビレミドロの生育を多くしているんではないかと。その小型海草との関係が今のところ深

いんではないかというのが現時点での考えているところです。 

○入江委員  ひょっとして、小型海草が生育できる、そしてクビレミドロも生育できる、

そういう何かの条件が片一方にあって、片一方になかったということかもしれませんよね。

だからそういうことを考えようということです。 

○事務局（青井）  はい。 

○入江委員  以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 仲宗根先生、どうぞ。 

○仲宗根委員  入江先生からいろいろ、生物と工学とを結びつけてご質問いろいろなさ

っているんですが、非常に興味深いご質問だったと思います。 

 今の資料の22ページの、先生が今議論なされておられたように、この小型海草があるか

ないかということですが、この実験施設で、石垣を積む前にはどうだったかのということ

が僕は非常に疑問に思っているんですけど。 

 その石垣を積んだために、かえって先ほど、入江先生がご指摘されたように、撹乱され

てしまって、何か逆の結果が出てきているんじゃないかということを考えたことがあった

んですが。それ設置する前には、両方の底質はどうだったのか。例えば、そういうマツバ

ウミジグサとか、そういう小型海草類が生えていたのかですね。その設置前がどうだった

かというのを非常に伺いたいんです。よろしくお願いします。 

○事務局（青井）  この実験区と対照区の設置前の状況につきましては、もともとマツ

バウミジグサ等が生えていたところは、入ってはいたんですけど、それが今、対照区のほ

うに設定しているところで、実験区のほうには、若干そういう小型海草も生えているとこ

ろではありましたが、その対照区に比べれば小型海草等は生えてないところに設定したと。 

 ちょっと条件は違ってしまったんですけど、なぜそういうところに実験区、石垣でつく

った実験区を設置したかといいますと、もともと小型海草が生えているところに石垣で囲

って実験区をつくってしまうと、それが小型海草の効果なのか、要は石垣をしたことによ

って砂が移動しないことによる効果なのかというのが判別できない可能性があるというこ
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とで、なるべく実験区の中には小型海草が生えていないところを設定したということでご

ざいます。 

○仲宗根委員  ただ、これは考えようの問題だと思いますけれども、やはりコントロー

ルとして対照実験をするんであれば、条件は等しくしておかないと、これ結果としてはい

くらでも解釈はされてくると思うんです。やろうと思えばですね。条件は同じ条件でもっ

て、同一条件でもって実験しておかないと、じゃあ実際に結果が食い違ってきたときにど

う解釈するかというのが、ああも言えるし、こうも言えるという結果になってくるんだろ

うと思いますが、どんなもんでしょうかね。私自身は、やっぱり条件は同等にすべきだと

思っています。 

○事務局（青井）  ご指摘のとおり、ちょっと元々の設定というか前提が、ちょっと条

件が違ってしまったことについては、人工島部会のほうでもご意見等もいただいておりま

して、それについては、とりあえず現在の実験区の中の石垣の中と外で、まず生えている

ところ、生えてないところというのをもう少し細かく見ていくということで、１つは対応

していくということと、その実験区と対照区の実験のあり方もちょっと変えていくなりと

いうことも、少し今後検討していくという予定になっております。 

○小濱委員長  あとは、古川さん。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、１点だけ。 

 41ページのところで、適地選定についての考え方について、改めてお伺いしたいと思い

ます。 

 まずは、少し説明しますけれども、最終的に聞きたいのは、これがこの41ページのとこ

ろの適地選定の基本的な考え方というのが出されていますが、これは専門部会で議論なさ

れて出されたことなのか、それともこういうふうに与えられて、これを前提として検討し

たということなのかということをお聞きしたいと思います。 

 それはなぜかというと、適地選定の基本的な考え方の①が、干潟部には造成しないとい

うふうに書いてあります。今、例えばトカゲハゼのほうを考えると、今の干潟部に存在し

ているわけです。ここの環境の保全、島ができたときにどんなふうに環境が変わって、今

ある数が、できれば保全される、またはもっともっと言えば、いい環境になって増えてい

くということを期待できる場所かなと思っているんですけれども。 

 そういうような、環境が変化して、今ある場所を保全していくということを考えるなら

ば、造成しないという言葉は当たっているんだと思いますけれども、干潟部について配慮
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していくというようなことも非常に重要なのかなと思います。ここらへんは津嘉山先生の

ほうからご報告のあった、専門部会の概要の中でも、干潟部が埋立後にどんなふうに変わ

るのかという議論が少しあったようですから、もしこの基本的な考え方と関連しての議論

であったならば、ぜひ教えていただきたいということ。 

 それと、②の生育・生息場と同程度の外力とする。あと、生物の都合も考えてという話

ありましたけれども、基本的にこの外力と同程度とするということで、生息場の環境が担

保できるんだろうというふうに私も賛成なんですが、海藻部会のほうでは、ある外力条件

が足りなくても、何らかの保証をしてあげること、例えば嵩上げをしてあげるとか、防波

堤で波を制御してあげるということで、適地を増やしてやろうと。海草ワーキングのほう

で移植をしなければいけないという大命題もありますので、そのときには必要な手当てを

してでも、移植適地を増やそうというような考え方を持っています。そうすると、同程度

の外力とする場所だけが基本的な適地ではなくて、潜在的な適地、何かひと手間加えるこ

とで適地となる可能性の場所もあるのかな。そうすると、その適地の考え方自体が大きく

変ってくるかもしれないという気がしています。 

 ですから、この適地選定の基本的な考え方というのが、保全のための考え方なのか、造

成のための考え方なのかというふうに割り切ることで、随分議論の方向が違うと思います

けれども、専門部会のほうでここの部分の議論がもし事前になされているのであれば、ぜ

ひご紹介いただきたいなと思っています。 

○小濱委員長  では、事務局から先にどうぞ。 

○事務局（与那覇）  津嘉山座長の前に、41ページの、ここに書いてある基本的な考え

方というものがどういう意味で書かれているのかというところに対して、回答させていた

だきたいと思います。 

 これについては、部会でこういうふうにしていこうというふうに決めたというよりは、

事業者として適地を考えていくときに、こういう考えで整理していったら、深堀れ部なり、

南西部なりのところで、外力的に考えた適地が絞られてきましたということで、資料を提

示して、それに基づいて議論していただいたという基本的な考え方になっております。 

○津嘉山委員  保全措置として対応していくということですから、失われる環境に対し

て、保全といいますか、その生息できる場所を提供していきましょうということですから、

その創造ということになるわけです。 

 既に干潟であるところについては、改めて干潟をつくるというのもちょっと、今の話か
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らすると、目的になり得ないだろうと。既にあるわけですから、それを造成するというこ

とにはならないだろうと。ただし、さらにその造成地の後に条件が変わってきて、生息条

件が変わるでしょうから、その条件の変化等で生息地になるのでしたら、またそれで１つ

の新しい生息地の創造ということにはなると思うんですけれども、最初から干潟になって

いるところを造成するということは、適当というか、ここでやる検討の対象ではなかろう

というふうに、委員会では意見が出たようにも思います。これは事務局の説明について、

そういうふうに受け取ったということです。 

 それから、現況の生息・生育地と同程度というのは、少なくとも現在生息しているとい

うことであれば、環境条件としてその条件を満たせば生息に適するであろうということか

ら、少なくともそれを満たさないような場所は対象にならないであろうということから、

１つはそういう場所を、まず現況程度の外力要件を満たしている場所を対象とすることに

なるだろうと。しかし、実際にはいろんな条件から、ここは適切でないかもしれないけれ

ども、ある施設をつくったり、あるいは何か人工的な対応をすることによって、条件を充

足できるのであれば、当然そういう対応もあとからやっていくことにはなるんではないか

と思います。とりあえず今の時点で、１つの選定地、適地選定をしていく上では、現況を

中心にして、それと条件にまず合うような場所が１つの候補地としては考えられます。確

かそういうふうな議論だったように私は思いますが、もし中村さんの何か今の点で、ある

いは事務局でもしそういう議論の中身が、私申し上げたのと違うんであれば、何か補足、

あるいは補足でもよろしいので、お願いしたいと思います。以上です。 

○小濱委員長  中村さん、先にご発言ください。 

 いいですか。では古川さん、どうぞ。 

○古川委員  今、お話をお聞きしますと、保全措置として新たな場所に造成をして保全

をするというのがやはり大前提になった議論をされていたのかなというふうに感じました。 

 環境保全・創造委員会のほうでは、環境保全措置としてもというのが目的の一番最初に

書いてあるんですが、幅広い視点からということもあるので、もしかしたらその保全方法

自体についての議論の余地もあるかなと思って、重ねてお伺いしたわけです。 

 後ほどまた、ご提案させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 そのほかにございますでしょうか。 

 最初に事務局から説明の話を聞きながら、今、最初に入江先生のご指摘になったのは、
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38ページ、39ページあたりに外力の話とかというのは、なるほどなって、僕は全くの素人

なんですけど、思っていましたところ、物理とか土木とかという話と、それから生物の話

とも、すごく学際的な分野のナーバスな話ですから、ご指摘のように、総合的にどうだと

いう話をしなければいけないんだろうなというのは、すごくよくわかりました。 

 それから、入江先生の話すごくわかりやすかったのは、カエルが鳴いたら雨が降るのは

本当かみたいな話ですよね。ですから、因果関係と相関関係というものをきちんと分けて

考えなさいという話は、なるほどなるほどというふうに僕も思ったところです。つい自然

科学をやると、因果関係と相関関係をごっちゃにしてしまうときがありますけれども、こ

こは注意しなければいけないなと思いました。 

 さて、少し宿題も残りましたけれども、人工島の環境整備専門部会につきましての審議

検討はこれで一応切りましょう。 

 今、ご指摘いただきました件につきましては、事務局のほうでも整理をしていただきま

して、また次回のときまでに報告をしてもらうんですが、その前に部会のほうで審議する

ことがありましたら、津嘉山先生のほうと話して、部会のほうで取り上げてください。 

 皆さん、コーヒーきましたけど、休憩しましょう。ちょっと３時過ぎましたが、３時15

分までコーヒーブレイクということにします。３時15分にお集まりください。 

（午後３時４分 休憩） 

（午後３時17分 再開） 

○小濱委員長  それでは、再開したいと思います。 

 ③第１回海藻草類専門部会報告 

○小濱委員長  続きましては、海草の専門部会のほうの説明です。事務局のほうでよろ

しくお願いいたします。 

○事務局（長倉）  では、続きまして資料－３のほうをご覧ください。こちらでは海藻

草類専門部会の概要についてご説明させていただきます。 

 この海藻草類専門部会ですが、去る６月21日に開催されたものでございます。 

 では、この海藻草類専門部会の内容についてご報告いたします。 

 まず最初に、トカゲハゼ、そしてクビレミドロの生息・生育状況についてご報告いたし

ます。 

 調査の目的そして全体の検討フロー等につきましては、先ほどこの委員会の冒頭でもご

説明しておりますので割愛させていただきますが、もう一度繰り返しにはなりますが、調
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査の目的だけ、ここで読み上げさせていただきます。 

 環境影響評価における環境保全措置として、①大型海草の移植、そしてまた②クビレミ

ドロの移植等を行うこととなっております。 

 本調査におきましては、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設置されておりまして、大型海草の移植につ

いては、移植計画（平成14年12月に策定）、これに基づいて実施しておりまして、新たな知

見に基づいて海草の生育基盤の整備による藻場生態系の保全（場の創造）、こちらについて

も検討を行っているところでございます。 

 それでは、早速ですけれども、４ページ目にちょっと飛んでいただきまして、調査の位

置についてご説明させていただきます。 

 これからご報告させていただきます手植え移植藻場、そしてまた場の創造実験の場所と

も、西防波堤の背後の、現在海草がほとんど生育していない場所を選んで実験を行ってお

ります。 

 ５ページ目にクビレミドロの移植実験をお示しさせていただきました。泡瀬地区から勝

連地区、そしてまた屋慶名地区に卵、藻体の移植を行いまして、翌年、移植藻体の再生産

が行われていることを確認しております。そしてまた、平成17年度からは、安定的・持続

的に分布や密度を維持していくための技術の開発に向けまして、勝連地区で底質の移動を

抑えた場に移植して試験を行っているところでございます。こちらは先ほどもご説明申し

上げた現地での試験でございます。 

 それでは、６ページ目に移りまして、手植え移植藻場のモニタリングの結果をここで早

速ご報告させていただきます。 

 まず、傾向といたしまして、平成15年から18年にかけまして、生育面積そして生育被度

とも近年増加しておりまして、そのまま安定して推移している様子がここでわかります。 

 このモニタリングを行っている中で、詳細の観察枠といたしまして、２Ⅰ、そして10Ｈ

といわれる２カ所を設定しておりまして、こちらの詳細の画面を７ページ目に示しており

ます。この２Ⅰ、10Ｈともどちらも順調に生育している様子が観測されております。 

 続きまして８ページ目ですけれども、被度、面積の変化、季節的な変化が、その藻体自

体の季節的な葉長（葉っぱの長さ）の季節的な変化と関係しているのではないでしょうか

という委員の方からのご指摘を頂戴いたしました。 

 その検討を行った結果を、こちらでご説明させていただいております。具体的にはリュ
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ウキュウスガモの葉長ですけれども、傾向といたしまして、測定したところ、６月～７月

にかけて増加し、そしてまた11月～３月にかけては減少していくという傾向があることが

わかっております。 

 次に、９ページ目といたしまして、移植藻場の被度と面積の変化ですけれども、こちら

も見てみますと、やはり６月～７月にかけては増加し、そして11月～３月にかけて減少す

るという傾向があることがわかりました。 

 この２つの比較の結果からいたしまして、葉長と被度、そして面積の間には相関がある

ということが推測されるということが今回ご報告させていただいた内容です。 

 続きまして、10ページ目に生育被度を長期的にモニタリングしてきた結果についてご報

告させていただきます。 

 まず、この傾向ですけれども、濃生域が、これで見ますとほぼ２Ⅰ、10Ｈのところに近

いですけれども、まず濃生域が出現してまいります。これ元々はほかとはほぼ区別つかな

いところですが、徐々に濃生域、濃いところが徐々にあらわれてくる。そして、この濃い

場所が順次周辺へそのまま濃生域として拡大していくという様子が伺われています。今後

も、このような季節的な変化、そしてまた経年的な変化に注意しながら、長期間にわたり

ましてモニタリングを継続しまして、長期的な変化を把握していこうというふうに考えて

います。 

 続きまして、11ページ目に移りまして、場の創造のモニタリング調査の結果をご報告さ

せていただきます。 

 こちらの場の創造のモニタリングの結果につきまして、昨年度既に低天端堤のみをまず

設置させていただきまして、その低天端堤の背後の砂、砂面変動等についての観測の結果

を既にこれまでご説明させていただいておるところでございます。 

 この低天端堤の背後にさらに今年の２月に盛砂を行いました。この盛砂の地盤高の変化

についてのモニタリングの結果ですけれども、実はまだ盛砂を今年の２月に行ってあまり

時間が経過しておりませんので、地盤高の変化についてはほとんど変化が認められており

ません。 

 続きまして、12ページ目に粒度組成と貫入深度のモニタリングの結果をご説明させてい

ただきます。 

 こちらも盛砂を行った後まだあまり時間が経過しておりませんので、現況の地盤とは大

きな差は観測されていません。そして、またこれも盛砂を行った当初からあまり変わらな
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いということですけれども、盛砂の貫入深度について、軟らかいまま維持されているとい

うことが確認されております。 

 次に、13ページ目に、波浪及び流況のモニタリング結果についてご報告させていただき

ます。 

 このモニタリングにつきましては、低天端堤の前面にSt.１、そしてまた低天端堤の背後

にSt.２というモニタリングポストを設けまして、このSt.１とSt.２での波高を比較したと

ころ、約80％程度、前面に比べて約８割程度にSt.２の波高が下げられているということが

わかっております。 

 そしてまた、流況についての観測結果ですが、最大でも12cm/s程度であり、調査地点の

周辺は、当時予測されていたとおり流速があまり早くない、遅い場であるということが再

度確認されております。 

 次に、14ページ目に生物調査の結果を示しております。 

 マクロベントス、メガロベントスともに生物の大きな変化は確認されておりません。そ

してまた、周辺の既設の藻場においても、被度の低下などは見られておりません。これも

まだモニタリングの実施期間があまり長くないので、今後も注意してモニタリングを継続

し、適宜ご報告させていただければと考えております。 

 次に、15ページ目に、盛砂部に導入されております海草の生育状況についての観測結果

です。 

 導入された海草は７種類が確認されておりますが、そのうちリュウキュウスガモがやや

多く確認されております。こちらはまだ導入してから時間がたっておりませんので、被度

の変化は大きく起きておりませんが、ほぼすべての場所で大体５％未満の被度であること

が確認されております。 

 次は参考としてのご報告ですけれども、16ページ目に、こちらの低天端堤を設置した後

の副次的な効果といたしまして、魚礁効果が見られているということをちょっとここで改

めてご報告させていただきます。 

 現地の低天端堤の周辺で生物の調査を行いましたところ、魚類としては小型の魚類が多

いのですが、水産対象種となるフエダイ、そしてまたアイゴなどが確認されておりまして、

そしてまたシラヒゲウニなども確認されております。 

 そしてまた、海水を浄化していくという非常に貴重な能力を有している二枚貝などの生

息も確認されております。こちらはご報告でございます。 
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 続きまして、低天端堤の天端高、これを継続してモニタリングしておりますので、この

結果についてご報告させていただきます。 

 現在の低天端堤の天端高を測定しましたところ、設置直後に計測した出来形に比較しま

して、ことし５月に策定した結果では、大体中央部で64cm、そして両端部では35～37cm、

当初の出来形よりも下がっているということが確認されました。 

 そしてまた、現地で測りました波高の低減率ですが、これは18ページ目に示しておりま

すとおり、観測結果から大体50％～100％、100％というのは低減されないということです

けれども、観測結果となっておりますが、これはちょっと当初想定していた波高低減率よ

りも若干低い値となっておりまして、現在、低天端堤による波高低減効果が若干低いとこ

ろで止まっているのではないかというところが推測されます。 

 当初想定していた波高低減効果が、現在得られていない理由といたしましては、先ほど

申し上げたとおり、設置時よりも若干天端高が低下していること。これは事実としてあり

まして、このほかもう１つですが、当初想定していた以上に堤体を水が通り抜けていて、

波高が低減されていないという、この２つが大きな理由として考えています。 

 続きまして、20ページ目ですが、このまま現在低天端堤の天端が下がっている状態、そ

してまた若干通水性が良い状態のままでいきますと、昨日も通過しましたが、台風時など

の高波浪時には、背後の盛砂の部分に、当初事務局で想定していた以上のダメージが生じ

てしまうということが懸念されております。このために、今回、波高低減効果の向上策を

検討しておりまして、それについて専門部会でご提案させていただいております。 

 まず、この波高低減効果の向上策の検討ですが、まず最初に、有効なデータを得るため

の外力条件といたしまして、この盛砂部に求められる条件として、砂の移動限界の算定式

から、後ろの盛砂部分の細砂の成分がほとんど流れ出さないためには、波高が大体0.7ｍ以

下でないと細砂成分が維持されないということがわかっております。したがいまして、背

後の盛砂部で波高が0.7ｍ以下となるような構造体の低天端堤を設置するという必要があ

るということ。 

 そしてまた、海草藻場の生育条件といたしましては、底面せん断力が15dyn以下でないと

生育していかないということがこれまでの知見で得られておりますので、低天端堤の背後

で波高0.7ｍ以下、そして同時に底面せん断力が15dyn以下となるような低天端堤を設置す

ることが必要であるというふうに考えられまして、これを満たすような低天端堤の条件を

検討しました。 
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 次、21ページにつきまして、この条件を満たすために低天端堤を幾つ嵩上げしたらいい

かを検討した結果でございますけれども、基本的に堤体を横に広げますと、周囲の現在の

海底に生息する生物等に影響を与えてしまう可能性がありますので、基本的な考え方とし

まして、まず上に嵩上げをしていくというものの中から検討いたしました。 

 それでは、どれぐらい天端を上げたらいいかを検討する際に、先ほど設定しました波高、

そして底面せん断力の平面分布を数値シミュレーションで各々検討しております。 

 こちら22ページにお示ししているものですけれども、これは現状での低天端堤、嵩上げ

を行わない場合の低天端堤での、低天端堤背後の波高の分布、そしてまた底面せん断力の

分布です。 

 この結果からいきますと、嵩上げをしない場合は、低天端堤背後の全範囲において波高

分布は0.7ｍを越えてしまう。そしてまた底面せん断力も15dynを越えてしまうという結果

がわかりました。 

 続きまして、23ページ目ですが、こちらが３段嵩上げした場合の波高、そして底面せん

断力の分布を示しております。 

 波高につきましては、0.7ｍ以下となるこの紫の領域が盛砂の約半分となること。そして

また底面せん断力については15dyn以下となる領域も盛砂のほぼ半分となることがわかり

ました。これにより、適度に盛砂の約半分ぐらいは細砂の流出も抑えられるものの、残り

の半分については適度に細砂が流出して、環境等の生息条件が変わっていくのではないか

ということか考えられます。 

 続きまして、以上の検討結果をまとめまして、24ページ目に示しております。 

 以上の検討結果から、３段嵩上げした場合に、波高及び底面せん断力の条件を満たす範

囲が得られるということがわかりましたので、専門部会では３段嵩上げをさせていただき

たいということでご提案をさせていただいております。 

 そして、場の創造実験の今後の実験予定ですが、25ページ目に示させていただいており

ます。 

 台風による盛砂部の変化の様子を、今後把握していくことを目的といたしまして、モニ

タリングは今後、約１年間継続して実施していく予定にしております。 

 このようにしましてモニタリングを続け、砂の移動の様子や低天端堤の波浪制御効果に

ついてのデータを蓄積してまいりまして、場の創造手法としての構造物の規模、どういっ

たものが適切かなどの規模などの今後の検討に役立てていきたいと考えております。 
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 引き続きまして、26ページでございます。こちら以降につきましては、クビレミドロの

生育条件の検討についてのご報告でございますが、こちらにつきましては、先ほどの人工

島環境整備専門部会の中でもご報告させていただいている内容でございます。これは海藻

草類専門部会と人工島環境整備専門部会で、お互いに情報共有していくということを目的

として掲げさせていますので、この部分については人工島環境整備専門部会のご報告とし

て、先ほどさせていただいておりますので、ここでは割愛させていただきます。 

 飛びまして、お手元の資料の37ページをお開きください。 

 37ページ目、こちらにはクビレミドロの室内培養実験についてご報告させていただいて

おります。ここからの内容については、先ほどの人工島環境整備専門部会ではご報告して

いない内容になります。 

 クビレミドロの室内培養実験は、現在フラスコ内で行っている実験と、大型水槽内で行

っている実験の大きく分けて２つがございます。このうちのフラスコ内での実験につきま

しては、37ページに示させていただいておりますが、クビレミドロの卵の状態から、夏眠、

そして出芽、そして糸状体の形成というところまで、そしてまた、藻体の形成の状態まで

をフラスコ内で再現できております。 

 そしてまた、これは非常に貴重な成果ですけれども、そのうちの数個の個体からは造精

器の発現のところまで再現することができていることが確認されております。 

 今後さらに検討を進めてまいりまして、次の世代の卵を出現させて、ライフサイクル、

生活環を実現させていくことを目的として実験を進めていこうと考えております。 

 続きまして38ページですが、現在までに行った様々な実験のパラメーターを示していま

すけど、今後も、今申し上げたとおり、ライフサイクルをすべて再現できるように、様々

なパラメーターを用いて実験を継続していこうと考えております。 

 続きまして、39ページ目に大型水槽内での実験の様子を示しております。こちらの大型

水槽内での実験では、クビレミドロの卵の状態から、フラスコとほぼ同じ状態の夏眠、出

芽、そして糸状体の状態までを再現できておりますが、まだ藻体に育成する技術のところ

については再現できておりませんので、今後、糸状体から藻体に育成していく技術の開発

が課題でございます。 

 以上が、室内培養実験のご報告でございました。 

 そして、最後となりますけれども、移植対象藻場の今年度の調査結果についてご報告さ

せていただきます。 
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 今年度実施いたしました現地調査の結果、移植対象となる被度50％以上の濃密生域は今

年度の工事予定箇所(これは赤い太線で現在示されております)平成18年度の施工予定箇所

には確認されておりません。 

 以上で、海藻草類専門部会の内容についてご報告させていただきました。ありがとうご

ざいました。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 では、引き続きまして野呂先生、議事概要についてご説明ください。 

○野呂委員  今、ご説明いただいた、まさにそのデータそのものなんでありますが、実

は、この海藻部会は６月21日、ついこの前でありますけれども、開催されました。午後か

ら開催されたわけでありますけれども、この日は午前中から委員は実際に現地で調査をす

るということを行いました。 

 具体的に申し上げると、素潜りをして、手植え移植の場所でどういうふうにその現場が

なっているかどうか。それから、低天端堤を設置したわけですけれども、その低天端堤の

設置した後がどういうふうになっているかというのを実際に潜って検証しました。 

 その結果を踏まえて申し上げると、まず、手植え移植のことですが、これは西防波堤の

内側に実は３年半ほど前につくった実験海域ですけれども、当初２年間ほどは横ばい状態

で推移しておりましたが、３年目近くになりましてから生育状況が非常によくなりまして、

中の被度も若干向上していること、それから全体的にその移植をした周りのほうにも、実

は根が広がって植生が広がっているということがわかりまして、ちょっと予想以上に効果

が広がっているかなという感じがいたしました。 

 ただ、被度のとり方とかデータの処理の仕方とかに関しましては、いろいろ技術的に疑

問がありまして、そのことは実は部会のほうでかなり詳細な検討を行いまして、その改善

を含めて、今後モニタリングをこの手植え移植の場でしていくということが決まりました。 

 それから、実はこの手植え移植でありますけれども、消失する藻場を保全するために大

型海草を移植してその藻場を保全するのだということで始まったわけでありますけれども、

ただ植えればいいということでは実はないであろうということが部会の中では盛んに議論

になりました。環境が備わっていないところに生物だけを移植しても、それは残るもので

はないと。 

 そういうことを踏まえまして、実は事務局のほうから提案になりましたのは、それでは

生えるような環境をつくる、これが場の創造という言葉になっておりますが、それをしよ
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うということで提案されたのがこの場の創造のモニタリングの実験です。ただ、このモニ

タリングの場の創造の実験に関しましても、我々の部会の中では、自然を破壊することに

なるのではないかとか、いろんなことが出まして、実は蛇かごという持ち運びのできる岩

を、施設を使いまして、あくまでも実験をするのだということでやっております。 

 その結果、実は予想以上にその背後の底質の変動が少ないということがわかっておりま

す。それから、そこに移植された藻場、海藻、それからそれに付随して移ってきたベント

ス、底生生物でありますけれども、そういうものが増えているということがわかりました。 

 今後、先ほど申し上げましたように、低天端堤というのは少し今沈降しておりますが、

その嵩上げをして実験をさらに繰り返し、モニタリングを続けていこうということで、部

会としては了承されております。 

 クビレミドロに関しましては、実は私どもの部会にはクビレミドロの発見者の香村先生

がおいでになりまして、専門家の立場からいろいろ技術的なこと、生活史のこと、かなり

微に入り細に入り検討しております。ただ、わからないことが非常に多いものですから、

先ほど入江先生からも出ましたように、いろんな問題があります。それを解決するために、

今、培養実験を行っているというところですけれども、屋外の生態実験に関しても、これ

はさっき言っていたとおりであります。 

 このクビレミドロの調査と実験を事務局案に従ってやるということが、部会で了承され

ております。 

 それから、報告事項といたしまして、今、最後に説明がありました、移植対象藻場が今

年はないという報告がされました。ただ、この移植対象藻場がないということが、本当に

対象藻場がないものだろうかということが委員の中から発言がありまして、現在は、実は

10ｍ四方の藻場に被度が50％以上がないと、それは移植の対象にしないということでやっ

ておりまして、この考え方は実はだいぶ前からいろんな場で承認されていた問題ではあり

ますけれども、部会の中では10ｍ×10ｍというのは非常に大きすぎないだろうかと。そこ

に濃生藻場が一部でもあれば、それはやはり移植するべきではないかという意見が実は出

ております。 

 この移植をどうするかということに関しましては、今後、私たちの部会でやるべきこと

なのか、これは部会で決まったことではなくて、私の印象なんですが、この移植をどうす

るか。我々は今までその移植に関する技術的な問題を個々検討してきたわけでありますけ

れども、そろそろそれを全部総括して、他の部会と出た意見とも関連して、移植をどうい
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うふうに、実際にやっていくべきかというのを考えるべき時かなというふうな気がしてお

りますし、そのことはさっき古川委員から当初出ましたあの問題提起にも関わることでは

ないかというふうに考えております。以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 各委員の皆さんから補足事項とかございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 では、ただいまご説明がありました内容につきまして、質問とかご意見とかございまし

たら、ください。 

 特になければ、今、野呂先生がご指摘になった問題提起等も含めまして、事務局のほう

で今後ご検討いただければと思います。 

 赤嶺先生、どうぞ。 

○赤嶺委員  私は注目しているのは、16ページなんですが、場の創造のモニタリング調

査の中で、魚礁効果が出てきたというのがありますね。私はこれは注目していまして、や

っぱり何か、自然については、昔はよかったけど今はという形になるんですけれども、こ

れでやると、やっぱり何か手を加えても、そういう結果が出るということはこれでわかっ

て、これは今３枚の写真が出ていますけれども、もっと熱心に撮影したり、あるいは観察

されて報告されるといいなと、ちょっと希望が出てくるんじゃないかなと思っています。

ありがとうございました。 

○小濱委員長  全体通してでも結構ですけれども、田中さん何かご発言ありませんか。

○田中委員  私もこの魚礁効果のこういうところはよかったんじゃないかなと思うん

です。 

 それと、前半ありましたけれども、やっぱりトカゲハゼが増えてきているところ、これ

も同じ効果ではないかなと、そんなふうにも感じるんです。 

 あと、私が考えていますのは、例えば、今こちらのほうの資料―３(1)の52ページ、場の

創造モニタリング調査、今後の実計計画についてということなんですが、全般的なことと

いうことなのでちょっと発言をさせていただきたいんですけど。今後の実験計画、これは

もちろん重要なことだと思うんです。それから、この７年間、８年間、ずっと続けてきま

したことが今現在の進行状況につながっていると思うんです。 

 ですから、これを、私が何を言いたいかといいますと、実はこの結果の成功したのか、

あるいは失敗したのかというのは、30年後、50年後でないと結果は出ないかもわからない
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んです。そして、この３年後、５年後にまだ工事をずっと続けている段階において、環境

がどんなふうに変わってきたかというのは、このすべての結果、実験の結果がずっと重な

っていくと思うんです。その積み重ねだと思うんです。 

 私がここで最も言いたいことというのは、環境利用学習専門部会のほうに携わさせてい

ただいて、この経過というものを１年１年のずっと経過を、この沖縄で環境を勉強する大

学生や高校生たちが検証できるようにしておくことじゃないかと思うんです。これが30年

後、50年後になって、これは、多分そういう可能性が高いんです。50年後にもう１回全部

ぶっ壊して、また新しくほかのことをやらなければいけないという、そういう可能性もあ

るわけです。 

 ここの人工島のすべての護岸があって、その護岸を30年後、50年後にもう１回またつく

り変えなければいけないという、そういう可能性も出てくるんです。そのときのために、

今のこの実験結果だとか、これまでずっと続けてきたことというのは、若い人たちが検証

できること、環境学習として利用できるそういう１つの方法と、それから30年後、50年後

にはもう一度同じ工事を繰り返すのか、同じ過ちを繰り返さなければいけないのかという、

そこにかかってくるところがあると思うんです。 

 ですから、この資料を本当に、もし可能であれば、今後５年間ぐらいの間にすべてのこ

れまでの実施の計画、すべての工事というものをデータ化して、そして、できればこうや

って話をしている私たちが、委員の先生方、皆様がお話しになっている、この音声データ

までも本当はとっておくべきなんです。今まで多分、とってないと思うんです。 

 若い人たちが勉強するときに、これを見て、これを見ただけでわからない部分がたくさ

んある。委員の先生方がお話になっているその言葉を、肉声を聞いて理解できることもた

くさんあるんです。ですから、そういうことも将来的には、全般的なこととして、利用で

きる限りのこういうデータを残していただきたいな。賛否両論あると思いますけれども。 

 ありがとうございました。 

○小濱委員長  貴重なご意見ありがとうございました。 

 音声データは残るんですよね、速記とってますから。 

○事務局（長倉）  速記はとっているんですが、今公開しているのは文字にしたもので

す。 

○小濱委員長  テープ残るんですか。 

○事務局（与那覇）  確認します。残っていたら消さないようにします。 
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○小濱委員長  今、テープじゃなくて、ＩＣか何か入れるんですよね。 

 では、それちょっと確認してみてください。 

 今の海藻草類だけじゃなくて全体で結構なんですけれども、新崎さん何か、ご感想でも

結構ですが、ご発言ください。 

○新崎委員  私も、今後の実験計画についてのところで、やはり、１にもあるように、

台風時期などにいったときは、最低１年ってあるんですけれども、実際この実験計画がど

れぐらいかかるのかというのが非常にわかりづらいのがあって、もし具体的に、何年まで

はこうするというのがわかれば、教えていただきたいなと思うんですが。 

○小濱委員長  事務局のほう、どうですか。 

○事務局（与那覇）  先ほどからの議論にもありまして、わからないことが今いろいろ、

生物のこと含めていろいろありまして、そういうものも含めて、すべてのことを十分わか

って、次の段階に進むというのが一番ベストなんだと思いますけど、事業のスケジュール

と、あとこのぐらいわかっていればとりあえずここまではやってみようかという試験的な

計画というのが、今後もう少しそこを練って、皆さんにご提示していくことになるのかな

と思っております。それについて、今すぐ何年までにどれというようなことが、まだ十分

整理されておりませんので、それについては事業のスケジュール等、今までにわかってき

たこと、どこまで調べるんだということも含めて、少し整理して、今後整理できたものか

ら委員の方々に提示して議論していただきたいなと思っておりますので、もうしばらく時

間をいただけたらと思います。 

○小濱委員長  そのほか、委員の皆様どうでしょうか。今日の議論、全体を通しまして

何かご発言ございましたら。 

○田中委員  先ほどちょっと話を忘れてしまったんですけれども、魚礁効果と、それか

らトカゲハゼが増えているというその原因が、ほかから入ってきたのではないだろうかと

いう、そういう予測でしかないわけですよね、今。 

○事務局（与那覇）  はい。 

○田中委員  これはすばらしいことですよね。なぜそういうすばらしい結果になったか

という、その原因をぜひお願いします。もうちょっと詳しく、ぜひ。これも失敗するんじ

ゃないだろうかというから、失敗しないためのそういう計画ばかりではなく、よかったそ

の検証を、なぜいい結果になったのかということを、これぜひもっと詳しく調査をお願い

して、継続していただきたいと思うんです。 
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○小濱委員長  ありがとうございました。 

 事務局もよろしくお願いいたします。 

 何かありますか、発言が。 

○仲宗根委員  ちょっとクビレミドロのことは私よくわかりませんけれども、この培養

実験なされておりますよね、38ページに出ていますが。こちらのほうに、38ページには培

養条件がいろいろ書かれておりますが、水温はいろいろ変えてなさっているんですか。出

芽率というのが25～30％になっていますけれども、これは塩分濃度はどうなっているんで

すか。塩分濃度のことは一言も書かれていませんけれども。例えば、そこの生育地の海水、

満潮のときに、そのへんの塩分濃度に年間通して変動が月ごとにあるのかどうか。あるい

は塩分濃度を変えた場合に、発芽率が非常に高いとか。そういうことが起こり得るのかど

うか、そのへんのことはどうなっているんですか。もしおわかりでしたら教えてください。 

 それから、もう１つは、この糸状体から藻体になる場合に、例えば、石英がその場所に

は多いということがあったと思いますが、それが例えば付着するための基地としてはたら

いているのかどうか。そのへんとの関わりがどうなっているかという。実際にどこに根を

おろしているのかというようなこと、そのへんの細かい情報がもしあれば、ちょっと教え

ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（池田）  そうしましたら、まず塩分の件からですけれども、塩分は現地で生

育しているところの海水を測ってみますと、それほど満潮時・干潮時に差がないというこ

とは把握しておりまして、特に、現時点では実験で低塩分ですとか高塩分で発芽を促すと

いうことはやっておりません。 

○仲宗根委員  何％かご存じでしたら教えていただけますか。 

○事務局(池田)  大体生育するところは33％とか34％とか、外洋とそれほど変わらない、

潮通しのいいところです。 

 石英についてですけれども、これは生育しているところの鉱物が、見た目で透明なもの

が多いというところで分析をしてみたところなんですけれども、実際に粒径だとかそうい

う見方ではなくて、こういう鉱物ももしかしたら関係しているのではないかというところ

で分析をしてみたところでございます。まだ今後、こういう成分ですとか、大きさだけじ

ゃなくてその形が関係しているのかとか、そういったところは今後、もう少し分析をしな

がら詰めていこうと考えているところです。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 
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 そのほかはいかがでしょうか。 

 事務局のほうで何かほかに補足事項ございますか。なければ、議事を終わりまして、報

告に入りたいと思いますけれども。 

 審議ありがとうございました。それでは、議事終了いたしまして、報告に入りたいと思

います。事務局のほうで引き続きよろしくお願いいたします。 

（３）報告 

 ①人工海浜実施設計の進捗状況について 

○沖縄県（赤嶺）  建設事務所の赤嶺でございます。お手元の参考資料－４のほうでご

説明いたします。 

 現在、私ども建設事務所のほうで、人工海浜の護岸、それから突堤、それから養浜につ

いて実施設計を進めております。 

 お手元の資料の１ページお願いいたします。 

 一番上に、１番目として、利用・自然条件の設定等ということがございます。それから

スタートいたしますけれども、この業務につきましては、護岸の検討、それから突堤の検

討、それからシミュレーション、それから養浜の検討、この４本につきまして検討し、実

施設計を進めているところでございます。 

 色で分けていますけれども、検討が終了したのがブルーです。それから検討中なのが茶

色のほう、それから今後検討というのが白抜きの箇所でございます。 

 まず、護岸の検討からまいりますと、護岸のゾーニング、それからゾーンごとの課題、

それから護岸形状の設定につきましては検討が終了してございます。現在、構造について

は検討中でございます。 

 突堤につきましては、平面形状の設定、それから断面形状の設定というのが完了してお

りまして、現在、構造の検討をしているところでございます。 

 シミュレーションにつきましては、汀線変化が終わっておりまして、水深変化のシミュ

レーションが今後検討しているというところでございます。 

 それと、養浜につきましては、養浜形状の提案というのがなされております。それから

断面構成等についてはこれから検討していくということになっておりまして、この４つの

検討が終わった後、６番目の実施設計、図面作成、それから数量計算等々終わりまして、

９月30日までに実施設計を完了する予定でございます。 

 ２ページのほうをご覧いただきたいと思います。現在、検討を進めている概要について、
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ご説明したいと思います。 

 まず、護岸の検討でございますけれども、ビーチの背後は、ゾーンに分けられておりま

して、左からいきますと生物聖域ゾーン、それから生物共生ゾーン、海水浴ゾーン、ユニ

バーサルゾーン、マリンスポーツゾーン、自然親水ゾーンというのに分かれております。

それぞれの延長につきましては、図のとおりでございます。 

 それから、突堤につきましては、右側でございますけれども、東突堤につきましては300

ｍ、それから、西突堤につきましては240ｍというのが現在提案されております。 

 ３ページをお願いいたします。ゾーンごとの概要をご説明いたします。 

 まずは生物聖域ゾーンですが、これが左端で240ｍを予定しております。ここは主にオカ

ヤドカリを想定したゾーンでございまして、護岸のタイプにつきましては、自然石で考え

ております。この自然石の上に養浜のほうの天端が、砂がくるように今考えております。

これにつきましては、オカヤドカリ等につきましては５cm程度の落差でも移動が困難とい

うことがございますので、そのような形になってございます。 

 ４ページをお願いします。生物共生ゾーンでございます。ここは60ｍでございます。 

 このゾーンにつきましては、隣の海水浴ゾーンがございますけれども、そこと生物聖域

ゾーンを遮断しようと。完璧に遮断できるわけではありませんけれども、侵入しづらいよ

うな状況をつくろうということで、自然石によるバリアを、部分をつくろうということで、

60ｍ計画してございます。 

 ５ページ。その隣、ちょうどビーチの中央あたりになりますけど、ここが海水浴ゾーン

ということでございまして、約350ｍ予定しております。こちらにつきましては、護岸につ

きましては、階段式の護岸を今計画しております。２種類に分けて考えておりまして、ま

ず１つ目は、四角で左側につくってございますけれども、フラットな踏面と、小さな蹴上、

これは10cm～15cm程度今考えています。よって、高齢者、小さな子供でも移動しやすい階

段としようと、護岸としようというふうに考えてございます。 

 それと、部分的に、ベンチ代わりにできるような形で、15～25cm程度のちょっと大きめ

の階段護岸にしようということで、そのへんの組み合わせを考えてございます。 

 ６ページ、お願いいたします。こちらにつきましては、ユニバーサルゾーンということ

で、高齢者、そして小さな子供たち、そして車いす利用、すべての人が利用しやすいゾー

ンということで、120ｍ考えてございます。こちらの断面が違うところは、斜路を設けたと

いうところが違うところでございます。 
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 ７ページをお願いいたします。これが東側なんですが、マリンスポーツゾーンというこ

とで、約153ｍございます。こちらにつきましては、シーカヤックとかボードセーリングと

か、ジェットスキーとか、そういうマリンスポーツに活用できるというような構造にしよ

うということで、護岸のタイプとしては、そういうものが移動できるように、平張りブロ

ックというものを現在想定しております。 

 次に８ページ目、お願いいたします。これは東突堤の付け根の部分でございますけれど

も、自然親水ゾーンということで50ｍ予定しておりまして、こちらにつきましては砂浜以

外の海岸形状にしようということで、主に磯場的なものをつくりまして、そういうような

親水護岸ということで、絵にあるように自然石を使った、凸凹の護岸にしようというよう

に考えてございます。 

 それで、現在それぞれのブロックのタイプを選定している状況でございまして、近々そ

のへんの結論を得たいというように考えております。 

 次に、突堤でございますけれども、９ページをお願いいたします。 

 突堤につきましては、専門部会の中で、このページにありますが、タイプ１、タイプ２

ということで、これは東の突堤なんですが、長めの突堤のみというものと、それから突堤

＋離岸堤という組み合わせ、２案が提案されてございました。これにつきましては、利用

者、地域の方々の意見も踏まえて決定されたいということがございまして、私ども、その

実施設計の中で、沖縄市37自治会の自治会長さんを集めまして説明いたしまして、了解い

ただいたということで、結論といたしまして、総合評価でございますけれども、タイプ１

ということで、長めの突堤のみというものに決定しております。このポンチ絵が10ページ

目にございます。 

 それと、この突堤の断面の形状ということでございますが、11ページ目にその横断図、

標準断面図を載せてございます。 

 まず、人工海浜側の東の突堤ということで、これの沖側になるわけなんですが、右が沖

側、左が人工海浜側です。ここに絵にありますように、自然石を主体とした断面というも

のを考えております。 

 人工海浜側が法勾配が１：3.0、それから沖側が１：2.0ということで、基本的には沖側

も人工海浜側も石材を利用したいというふうに考えてはいますけれども、人工海浜側は内

側になりますので、波浪が直接当たるところではありませんので、自然石でいけるだろう

というふうに考えてございます。しかしながら、沖側につきましては、波の影響が、波高
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等もありますので、できれば石材を使いたいところではありますけれども、ブロックと自

然石連結ブロックでございますけれども、そのへんを比較検討しながら、決定していきた

いと考えてございます。 

 以上が、今現在進めております人工海浜の実施設計の進捗状況ということでございます。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、何かご感想とか、つけ加えてほしいこととかありまし

たら、いかがですか。 

 赤嶺先生。 

○赤嶺委員  人工海浜実施計画がだんだんこういうふうに具体化しますと、やっている

ほうも大変でしょうけれども、私どもとしては、これから、例えば自然条件がどういうふ

うに変わっていくかと関心もありますけれども。 

 ただ、今ざっと見たところ、６ページですか、高齢者、子供を対象にした地域が、どう

もわかりにくい名称になって、ユニバーサルゾーンとなっていますので、これをもう少し

わかりやすくしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

 それから、沖縄市に、委員長ちょっといいでしょうか。これはお願いなんですが、もし

この場で発表できないんであればいいんですが、沖縄市の場合、ずっと泡瀬地区の開発を

積極的にこれまでやってきたんですが、市長が今度かわりましたので、その後どうなのか

なというふうな、私はずっと気がかりなことあるものですから、担当の職員が現状どうな

っているかということを説明できれば、伺っておきたいと思っています。以上です。 

○小濱委員長  わかりました。最初に、この人工海浜の話を片づけましょうね。 

 ６ページのユニバーサルゾーンにつきましては、もう少しわかりやすい名称をというこ

とでございました。 

○赤嶺委員  例えば、憩いのゾーンとか、わかりやすい言葉でいいんじゃないかと。こ

れやりますと、私も家に帰って辞書を引かないとわからないということになりますので、

ちょっと考えてほしいなと思います。 

○小濱委員長  私的にはよくわかるんだけど。そうですね、ユニバーサルデザインと言

いたかったんですよね。ユニバーサルデザインに設計されていると言いたかったと思いま

すけど。 

 そうですね、ちょっとここは検討しますか。僕はこれでいいんじゃないかなという気も

しますけど、また県のほうで考えてください。 
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 そのほかに、この人工海浜の実施計画の進捗状況につきまして、感想・ご意見・要望を

……。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、一方的な要望と感想ですけれども。 

 生物の聖域ゾーンにつきましては、オカヤドカリが海と陸とを行ったり来たりするとい

う非常に新しい概念のもと、設計がなされてきたという経緯があります。 

 この実施設計の中では、ビーチのつくり方と突堤のつくり方ということで、１ページ目

の一番右下のところに護岸背後の公園緑地の設計検討は含まないというふうになっていま

すけれども、ぜひ前広に関係者とご協議いただいて、背後と海側とが同じ思想を持ったつ

くり方を進めていくということにご配慮いただければなというふうに思います。それはき

っと、１ページ目の図でいけば、「１.利用・自然条件の設定、その利用の設定」またどう

いうふうにここの場所をつくっていくのかということの合意ということにかかってくるん

だろうと思いますから、十分配慮されていると思いますけれども、往々にして護岸つくっ

てしまって、水みちをどこにしようか、生物的にはこっちがいいんだけどという理由を考

えている最中に、いや実はもう護岸はつくってしまって、水みちはここしかありませんと

いうふうに、後戻りできない設計になっているというようなことも、この事例ではなくて、

あることがありますので、できるだけ関係者の方とこういう資料を交換なされて、もう既

にされていると思いますけれども、重ねてお願いを差し上げたいと思っております。以上

です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 そのほか……仲宗根先生、どうぞ。 

○仲宗根委員  生物聖域ゾーンですけれども、そこにオカヤドカリが対象になっている

ようですけれども、それと生物共生ゾーンでは石なんか置くということになっていますが、

この生物聖域ゾーンのオカヤドカリのところ、そこには石は置く予定はないんでしょうか。

まず１点、それをお伺いします。これは日よけとして、石を置いてもらったほうが非常に

いいんです。 

 中城湾の吉の浦海岸、向こうも一応転石を置かせてもらっていますけれども、そういう

影になるところがほしいんです。もちろん、そこは植林していろいろ落ち葉も落ちるとは

思いますが、それ以外に安定した隠れ家として、ああいう転石か何か石を置いていただけ

ればというふうに思います。 

 それから、そこの生物共生ゾーンの転石もそうですが、親水ゾーンとか、突堤、そこに
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一応自然石を置くということで出ておりますが、これが径がどのぐらいで、例えば波でも

安定するのかどうかですね。先ほどの漁礁効果がありましたけれども、これが安定しない

と、そういう効果も出てこないと思いますので、その石の大きさがどの程度かということ

と、できるだけそれは大型の波で、台風が来ても動かないような安定した石を置いてもら

うと、漁礁効果としてまたもっと効果が出てくるんだろうと思いますので、そのへんのご

検討もひとつよろしくお願いします。 

○小濱委員長  事務局のほうで検討をよろしくお願いします。何か答えられることあり

ますか。 

○沖縄県（赤嶺）  それではちょっとお答えいたします。 

 生物聖域ゾーンにつきまして、吉の浦と同様に砂浜に石を置いたらどうかということの

意見でございます。 

 吉の浦の海岸につきましては、それはエココースト事業ということで、港湾の事業でや

られておりまして、まさに先生のおっしゃった、委員のおっしゃった思想でもってやられ

ております。 

 この泡瀬のゾーンにつきましても、専門部会の段階で、西側の突堤の付け根のほうに１

カ所磯場をつくるというような形で計画されています。お手元の資料にはございませんけ

れども、あります。同様のものをそのゾーンの砂浜につくることにつきましては、検討し

ていきたいなと思っております。 

 それから、自然親水ゾーンの磯場の石の大きさにつきましてでございますが、これにつ

きましては、突堤の内側ということで、大きな波浪はこないというところでございますけ

れども、そのへんのご指摘を踏まえまして、石の大きさについては検討していきたいと考

えております。 

○小濱委員長  そのほかございますか。 

 入江先生、どうぞお願いします。 

○入江委員  １ページで養浜検討とあって、養浜形状の提案、断面構成検討というのが

どういう意味かというのをちょっと教えてもらいたいということと、この海岸、多分完成

すると開口部が600ｍ近い海岸ということで、大変特徴ある海岸として我々は誇りに思って

いいんじゃないかというふうに思います。 

 それで、各ページに書いてある絵が、護岸が、すべてある砂浜の断面を前提に書いてお

ります。だから、当然そこの砂浜がどうかというのを検討しながらということが、多分、
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検討の5.2章には入っているんじゃないかというふうに思いますけれども。そういうところ

の検討と、可能であれば、いずれおやりになることだと思うんですが、この海岸がどうい

うイメージの海岸かという意味で、パースあたりもあるところではちゃんと表現するとい

うことも、オンゴーイングのプロジェクトを知っていただく、わかっていただく意味でも

意味があるんじゃないかというふうにちょっと感じております。以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 事務局のほう、よろしくお願いいたします。 

 では、野呂先生、お願いします。 

○野呂委員  例えば３ページの図を使って、ちょっと質問させてください。 

 ３ページの図に、砂浜の沖に水域というところがありますけれども、この水域は最大水

深何ｍくらいの水域を考えておられるんでしょうか。 

○小濱委員長  人工海浜のこの水域部の水深については、どうでしたっけ。 

○沖縄県（赤嶺）  ちょっと順序よく説明していきたいと思います。 

 入江先生のご質問の、養浜形状の提案、それから断面構成の検討いうものにつきまして

は、現在、養浜形状、いわゆる汀線がどうなるかということをやってきております。シミ

ュレーションしながら、砂浜の幅が60ｍ～140ｍ程度というように今考えて、提案しており

ます。 

 それから、断面形状につきましては、前浜から上側にかけて、何％の勾配で計画するか

という、何％のほうが安定するかというのも含めて、これから検討していきたいと考えて

おります。 

 それから、パースにつきましては、現在、専門の方にパースのお願いをしていきたいと

いうような準備をしているところでございます。それと、パースにつきましても、１視点

場からじゃなくて、幾つかの変わった視点場を想定しまして、作成していきたいというよ

うに考えています。これを私どもも地域の方々への説明とか、いろんなものに活用してい

きたいというように考えております。 

 水深につきましては、コンサルタントのほうにお願いしたいと思います。 

○小濱委員長  入江先生、それで結構ですか。 

○入江委員  はい。 

○小濱委員長  それでは、野呂先生からのご質問ですけど、水深についてですけど。 

○沖縄県（赤嶺）  それでは、水域部分の水深でございますけれども、平均水深で４ｍ
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程度ございます。 

○野呂委員  なぜ水深のことをお聞きしたかというと、せっかくこうやって砂浜、それ

からその前の水域部をつくるわけでありまして、もしもこのあたりが砂泥質になるんであ

れば、ここにも海草の藻場が生える余地があるということと、それから、もしもこれが今

おっしゃったように、４ｍくらいの水深であるとすれば、実は４ｍくらいの水深のところ

に大きめの石が入れば、このあたりは実はマジリモクという、ベトナムから南九州にかけ

て分布するホンダワラの仲間のいい生育場所になる。つまり、こういうふうに静穏域で反

閉鎖的なところに生える海草です。これが生えると、いろんな稚魚とか仔魚の餌場になり、

幼稚園のようなところになるというところがありますので、そういうこともお考えになっ

たらいかがと思って質問いたしました。 

○小濱委員長  事務局何かありますか。いいですか。 

 今日の委員会のテーマではありませんけど、土木系の話と、それから生物系の話、どう

しても総合的にみましょうという流れの中で、そういうこともまたご検討いただければと

思います。 

 そのほかに委員の皆さんからいかがでしょうか。 

○野呂委員  私、海藻専門部会をずっとやっているわけですけれども、先ほどもちょっ

と申し上げたように、海藻専門部会というのは、移植が完全に前提でありまして、移植を

するとき、それもアマモだけなんですけれども、アマモ類の移植をするときにどういう条

件が適合できるか。それからクビレミドロを移植するときには、保全するときにはどうい

うことが適合するかということを、そういう土俵の中で、我々は議論しています。 

 ただ、これは海藻部会の大前提がそこから議論をしなさいということで始まっておりま

すので、実は多少欲求不満になるところはあるんですけれども、我々はそこから議論して

いるというところがあります。 

 この部会はそうなんですけれども、この委員会というのは、その親の委員会でありまし

て、つまり環境保全と、それから創造を検討する場であるわけです。ここでもしも、さっ

き古川委員からも出ましたように、本当に移植をするときにはどうするか。それから、実

はこの移植をするときに、アセス書に書いてあるということだけで、海草類だけの保全を

考えているわけですけれども、ほかの生物も実はここにはいるわけです。それはアセス書

に書いてないから、法的には多分全然ネグってもいい問題なのかもしれないんですけれど

も、ただ我々、海の生物屋といたしましては、例えば面積的にいうと、アマモ場と同じ広
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さの、実はここにガラモ場があるんです。それはアセス書に書いてないということだけで、

そのガラモ場がどこにあるかというと、例えば資料－３（1）の40ページに、パワーポイン

トの40枚目のところですけれども、移植対象藻場についてという図があるんですけれども、

ここのピンクのところが全部これガラモ場なんです。この緑のところは実は日の目を浴び

てて、ここは保全しようということで考えられています。ただ、その保全が移植だけでも

って保全をしようというのには、ちょっと海洋生物の専門家としては問題があるんですけ

れども。ここのピンクのところ、ガラモ場、特にこのピンクが濃いピンクになっていると

ころ、St.10と書いてあるところですけれども、これは50％以上の藻場が、ガラモ場が1.3ha

もあるんです。こんなに濃密に生えているガラモというのは、実はこの海域ではここしか

ないんです。それから、このガラモ場を全部足すと200haぐらいになるはずです。それは大

型の海草藻場を足すのと同じくらいの面積に実はなっているんです。 

 こういうことを総合的に話す場がどこかで必要ではないか。海藻部会ではそこを話す場

ではないと私は思っています。とすると、あと話す場としては、ここの場しかないんじゃ

ないか。この委員会しかないんじゃないか。そこらへんの整合性というか、道筋をぜひ事

務局のほうで立てていただければ、非常にありがたいと思います。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 事務局のほう、何かありますか。 

○事務局（三宅）  野呂先生からのご指摘ありがとうございます。 

 私どもも、その環境アセスメントに記載されている以上のことをやらないということは

決してなくて、今までもいろんなモニタリングですとか、補足的に調査したりとか、そう

いうことを我々の事業者の、やっぱり最大限できるだけ努力するということでやってきて

おります。そういう基本的な考え方はもっておりますので、野呂先生が今おっしゃられま

したガラモ場について、どうしていったらいいか。これちょっとどういう場で議論するか

というのはありますけれども、そこは私ども真摯に受け止めて、どういう対応ができるか

というのは、考えてまいりたいと思います。 

○小濱委員長  そのほかにございますでしょうか。 

 古川さん。 

○古川委員  関連の話題を野呂先生のほうから言っていただいたので、言おうと思って

いたことをここでまとめていいたいと思いますけれども。 

 環境保全・創造検討委員会の次の総合的に考えていくという制度の中で、ご提案したい
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ことというのを３つ挙げたいと思います。 

 １つは、今の泡瀬、または中城湾全体の環境をどういうふうにとらえるのかというのを、

もう１回この検討委員会として見るべきじゃないかと思います。先ほどガラモ場が海草と

同じくらいの面積をもってこの海域には広がっているというお話もありました。どんな魚

類がいて、どんな貝類がいてというような、網羅的に全部リストアップするのは環境監視

委員会のほうでやられていると思いますけれども、その結果、どういうふうな方向づけで

この場所を守っていかなければいけない、または環境を創出していかなければいけないん

だという、そもそもの環境のとらえ方とか目標の立て方といったようなことについての議

論をここの場でしてもよろしいんじゃないかなと思っています。 

 もう１つは、それをするために初めから大上段に振りかぶって議論をしましょうと言っ

ても、なかなかテーマが挙がってきません。難しいかなと思いますので、専門部会で議論

しているときに、これはどうも専門部会の議論の範疇を越えてしまうような話が出てきた

というときに、ここの検討委員会に持ち上げてもいいと。今は専門部会がこの検討委員会

の下に入っていますから、付託された事項について、るる検討していくわけですけれども、

フィードバックを許していただくようなことがあれば、専門部会のほうでもう少し大きな

検討が必要ですよというふうな項目に対して、この検討委員会のほうに持ち上げてこれる

のではないかなと思います。 

 それと、最後は非常に大きな目標ですけれども、先ほど委員のほうからもご指摘があり

ましたが、どんなスケジュールでこれが進んでいくのか。先ほどの海岸の整備の話、断面

がどんどん決まっていくけれども、前の海域はどういうふうに使うのか、後ろの陸地はど

うなるのかという話も、きっと事業者としてはいろいろなことを調整しながらやられてい

るのでしょうけれども、何も情報がない状態で断面が検討されてきているように見えます。

海藻の保全に対しても、さあ保全しましょうと言われてから、次の年にはもう保全が始ま

るというものではなくて、いくらかの時間遅れをもって、安定するまでには何年もかかっ

てというふうに、時間がかかることをやっていかなければいけないものですから、保全す

るときにスケジュールとして少しずつ試しながら、事業と並行して保全を開始する、少し

前倒しにして保全措置を開始するというようなことも必要かなと思っています。その大き

なスケジューリングの議論というのも必要かなと思います。 

 それがすべてこの検討委員会の中の事項ではないのかもしれませんけれども、どこかで

話す必要はあろうかと。その材料がたくさん出てきているということなので、今３つ言い
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ましたけれども、環境のとらえ方の話、それと専門部会で扱えなかった議論の取り扱いの

話、それと大きなスケジュールの話といったことについての議論の場というのをぜひ、事

業者の方には検討していただきたいと思っております。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 そのほかなければ、神里さんのほうから、先ほどの赤嶺先生のご質問ですが。 

○沖縄市（神里）  先ほど市長がかわってどうかというふうなお話だったかと思います。 

 これまで東部海浜につきましては積極的に推進をしていくという、前仲宗根市長から、

この東部海浜については検討委員会を設けて、慎重に対応していきたいと、東門市長にか

わっております。 

 ６月議会を終えたばっかりで、新聞等でご承知でしょうけれども、この事業については、

工事が着手された現在でも、市民の間で事業に対する賛否がまだあると。その原因は何な

んだろうというふうなことがありまして、まず、新しい市長としては、検討委員会を立ち

上げまして、そのへんの中身について、情報を全部出して、精査をして、それから判断し

ていきたいと。ですから、しばらく時間をいただきたいというふうなことをずっと言い続

けておりまして、現段階では、反対もしませんと、ただし推進でもありませんというふう

なことで、今しばらく時間をいただきたいというふうなことでございます。 

 これにつきましては、この議会で、市長もそうですけれども、私も与野党問わず、だい

ぶいじめられたというところでございます。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 それでは、田中さん、どうぞ。 

○田中委員  またまた先走りすぎる話になってしまうかもわからないんですが、これ

900ｍから１kmのこの護岸を、これができ上がったときに、夏場にここに１日に2,000人遊

びに来てくれるんだろうか、3,000人来てくれるんだろうか、そう思うんです。そうすると、

そのときに、この１kmの安全管理に何人のライフガードの方たちにここに常駐してもらわ

なければならないのかという、そのへんのところはお考えなんでしょうか。私はすごく心

配なんです。大変なことなんです。 

 これ、県が海水浴場の指定をする。じゃあ、そこにはどのぐらい安全管理の人たちがこ

こに入らなければならないのか。１日のうちに１時間交代でもって、ここに50人常にいな

ければいけない。じゃあその人たちは冬場はどうするんだろうかとか、そういう安全管理

のことも十分に検討を、これからもちろんされると思うんですけれども、ぜひお願いした
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いと思います。 

 それから、バリアフリーのことに関してもそうなんですが、進入路の問題ですとか、あ

るいは通路の公園の緑地のところの動線をどういうふうに考えていくんだろうか、あるい

は生物聖域ゾーンと共生ゾーンという、その住み分けのところをどういうふうにしていく

のか。子供たちというのは、そっちに自然があれば、あるいは大人もそうです、これがす

べてが人工ビーチであったとしても、こっちの砂浜のほうよりも、磯に近いような、より

人工に近いようなところへ、どんどんどんどん行ってしまうんです、みんな。そういう傾

向が必ずありますから、そういうことに関する安全管理の問題というのは、これから十分

に検討をお願いしたいと思います。 

○小濱委員長  県のほうでコメントありますか。 

○沖縄県（赤嶺）  それは検討をしていきたいと思っております。 

○小濱委員長  よろしくお願いします。 

 では、締めてよろしいでしょうか。最後にいろいろ言いますけど。 

 まず、今、県の人工海浜の件ですが、田中さんのご発言にもチラッとあったり、さっき

赤嶺先生のほうから、ユニバーサルゾーンがわかりにくいという話もあって、そのユニバ

ーサルの話ですけど。全体計画をつくるとき、今、非常に土木工学的なものしか出てない

んですけど、当然ユニバーサルゾーンの後ろには、障害を持った方々の駐車場をつけてく

ださいとか。それから、縦方向の移動について一番困るのが、砂浜まではスロープで降り

るけれども、そこから先、砂浜の上を車いすでどうやって走らせるかというのは一番問題

です。ですから、ちゃんと海の中まで、コンクリートというか、硬いもので道をつくって

くれないと、砂浜まで降りられるけど、その砂浜から先どうするんだみたいな、そんな話

になるので、そういったこともご配慮いただきたい。 

 それから、目が不自由な方のための点字ブロックと、車いすの人の道というのは別々に

しておかないと、点字ブロックの上は車いすはすごく走りにくいんです、ガタゴトして。

そんなことも配慮してくださいとか。いろいろ注文ありますけど、トータルにお考えいた

だければと思います。 

 さて、それから今日全体の話ですけれども、幾つかご指摘があったんですけれども、こ

の環境保全・創造委員会も、眞榮城先生からずっと引き続きで私になっていますけれども、

だいぶ熟してきたという感じがしますので、田中さんのご発言のように、ひとつドキュメ

ンテーションもきちんとまとめられて、一部分はテキスト化していくとかいうような作業
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もどこかで考えなければいけないかなということを私も感じました。 

 それから、個別の技術の検討とか、あるいは自己の検討を踏まえて、やはり全体戦略と

いうか、それはやっぱりこの保全と創造という局面から、この検討委員会で話す時期にき

たかなというのは、今日の皆さんのご発言を聞いていて思いました。 

 それから、専門部会のもち方ですけれども、やっぱり先ほどご発言あったように、全体

のこの委員会で話していて、これやっぱり専門部会に付議すべきだよねってものは、それ

じゃあ専門委員会にお願いしますってやるし、専門委員会で話していたことで、全体の部

会にこれは上げるべきものじゃないですかというのは上がってくるというような、専門部

会とこの全体委員会との関係の見直しというか、役割分担というのも、もう１回きちんと

やったほうがいいかなというふうに思います。 

 今日のこの委員会の事務局のご説明のときに、簡略化して話してくれたとは思いますけ

れども、それぞれの部会の報告を、事務局の方が20分、30分かけて丁寧にすることはない

かなと。それよりは問題になった点と、ここで話してもらいたい点に関連することを説明

してもらって、部会の委員長から、その審議の内容について報告、またそこで皆さんで話

すというような時間の使い方のほうがいいような気がしますね。部会は部会の役割があっ

て、それぞれ委員長がいますので、そこで話し合われたことというのは、この委員会の中

では尊重していっていいと思います。もう１回ここで話す必要はないかなというふうに思

いました。 

 それから、環境監視委員会との住み分けについては、もう１回整理したほうがいいでし

ょうね。ここは環境監視をするにはどうしたらいいかということは、検討する委員会では

ありませんので、私たちも、それから事務局のほうも、あるいは事業者のほうも、監視委

員会のほうに付議するものと、保全・創造委員会に付議するものの住み分けというのはも

う１回整理したほうがいいかもしれないなということを感じました。 

 あと２つあります。 

 何か今日聞いててすごく思ったことがありまして、内容的にはものすごいアカデミック

なレベルの高い話をしますよね。ところがここは学会じゃないんで、非常に中途半端な議

論しているなという気がしました。例えば、クビレミドロなんかにつきまして、僕も事前

に話を聞いたときにわかったんですけど、よくわからないわけです。ですから、それは今

日もいろんな技法だとか視点について、委員の先生方からいろんな、こういう視点があり

ませんかとか、これは大丈夫ですかということが出されましたけど、ここで一生懸命議論
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をして、例えばドキュメンテーションを残して、次のステップいったとしても、専門の学

会から、こういうやり方じゃだめじゃないのということを言われたら、それでおしまいじ

ゃないですか。 

 ですから、事務局のほうは、皆さん日本を代表する専門の先生方がお揃いですので、こ

ういう先生方の助言を受けながら、ぜひとも学会発表をまめにしていただいて、皆さんが

開発された技法とか知見というのは、この委員会の中だけで済ますんじゃなくて、どうか

アカデミックな学会で発表することによって、オーソライズもされ、あるいは外の先生方

のご意見ももらい、また沖縄でこういうことやっているぞという情報の発信もして、どん

どん学会へ発表していただきたいと思います。 

 それで、この技術というもの、あるいは知見というものを確かなものにしていく、積み

上げていくという、そういったことがすごく必要だということを感じました。 

 最後ですけど、僕は今日の議論いろいろあった中で、今日清野先生いないんですけれど

も、いらっしゃったら多分おっしゃっただろうなと思うのは、景観とか技術的にはＯＫな

んです。それから、生物にも、棲み家としてもＯＫかもしれません。でも、じゃあそれが

でき上がったときに、低天端堤の話もありましたね、それから今の人工海浜の話もありま

したけど。景観的にどうなのとかいうような話、すごい気になります。それから、利用し

やすいのか、しにくいのか。つまり、利用者の立場に立ってですね。もっと抽象的な言い

方すると、なじみやすいのかなとか、背景の風景とどうなじむんだろうとか、そんな配慮

もこれからは、環境を保全したり創造したりするときの１つの切り口として、いろいろテ

クニカルの問題、それから生物の問題に加えて、こういったことの視点も入れていただけ

るといいなということを少し思いました。 

 いずれにしても、地域のランドマークというか、シンボルになるような大きな事業です

から、そういった視点もこれから入れて、皆さんで話し合えるといいですよね。 

 さっき市の話が出ましたけど、何しろ環境的に世界で一番やさしい埋立地にしようとい

う、そういうことが市民の皆さんとすり合わされてきているわけですけれども、だからこ

そ、やっぱり、どういうふうに気をつかったか、あるいはどういう技術がここで開発され

たのか、そういったことはきちんと残していきたいなと。それが威張れることがあるし、

反省しなければいけないこともありますよね。それは今、僕らは近視眼的に見ていますけ

ど、田中さんおっしゃったように、やっぱり長いスパンで考えていかなければいけないか

ら、とにかく全力でやっていることについては、きちんと残していきたいな。最初の話と
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繰り返しになりましたけど、そんなことを感じました。 

 次の委員会がとても楽しみでございます。今日は、今までの中で最も建設的な委員会だ

ったような気がいたしました。 

 委員の先生方も、どうもご協力ありがとうございました。今日欠席の先生方には、事務

局のほうからよろしくお伝えください。 

 それでは、マイク戻しまして、事務局のほうでその他よろしくお願いいたします。 

○事務局（田邊）  どうもありがとうございました。熱心にご議論いただき、また委員

長にはとりまとめいただき、誠にありがとうございました。 

 この後、本日の委員会の結果について記者会見を予定しております。場所は当初の予定

と変わりまして、ここは２階でございますが、１階の歓会の間というところで開会する予

定でございます。関係者の皆様、そちらのほうにお集まりいただければと思います。皆様

お集まり次第、記者会見のほうは始めたいと思います。 

（４）閉会 

○事務局（田邊）  以上で、本日の議事すべて終了でございますが、皆様の中から最後

に何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の委員会をこれで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40分 閉会) 


