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平成１９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19年８月９日（木）  

                          午後1時30分～午後4時18分 

                       場所：パシフィックホテル沖縄 

（午後 1 時 29 分 開会） 

（１）開 会 

○事務局(中島)  それではお時間になりましたので、ただいまから中城湾港泡瀬地区環

境保全・創造検討委員会の平成 19 年度第１回を開会いたします。 

 本日の委員のご出席状況ですけれども、東京大学の清野委員、並びに沖縄海と渚保全会

代表の田中委員におかれましては、所用のためご欠席でございます。 

 あと、事務局事業者側に人事異動に伴うメンバーの交代がありましたのでご紹介させて

いただきます。まず沖縄総合事務局の那覇港湾空港整備事務所ですけれども、三宅前所長

に代わりまして、新しく津田所長がご参加になります。また、沖縄県におきましては、前

長田参事から、滝沢参事が新たに交代でご参加です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして資料の確認をさせていただきます。お手元にホッチキス留めしてあります議

事次第の１枚目の下半分ぐらいに配付資料というリストがございます。そこに資料１～３

及び参考資料１～４並びにパンフレットがリストアップされていますけれども、それぞれ

ちょっと量が多うございますけれども、ご確認いただいて、不足があれば教えていただき

たいと思います。 

 資料-2 はＡ３の横の資料になっております。参考資料-2 は３分冊に分かれておりますの

でお気を付けください。あと、参考資料-4 は本委員会の設置要綱ですけれども、これは資

料番号を付けておりませんので気を付けていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 あと、「泡瀬の自然を考える」というパンフレットが入っておりまして、また資料の説明

の途中でもお気付きがありましたら事務局までお知らせいただければと思います。あと、

そこの配付資料のリストには載っておりませんけれども、清野委員より、きょうはご欠席

ですけれども、泡瀬の事業への環境保全・創造の観点からの意見書という２枚紙の左肩を

ホッチキス留めしてある両面コピーの資料が配付されていると思います。これについては、

ちょっと本日はご説明するお時間がないんですけれども、内容については項目を読み上げ

ますと、1)として、海洋基本法の施行下での国の事業の努力のあり方、2)泡瀬のアイデン
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ティティーの砂州の変形の将来予測の必要性、3)現状認識の強化、対策の本格的な見直し、

4)として、環境監視委員会と本委員会の情報共有、5)として、沖縄の人の知恵を生かす開

発を、というような項目立ての資料になっております。ございますでしょうか。 

○事務局（與那覇）  今、清野委員からの意見書に対しまして、昨日届いたものなので、

まだ清野先生と十分調整していないところですけれども、中については少し先生のほうの、

ちょっと認識が誤っている箇所とかそういうところもありまして、清野先生とは連絡をと

りまして、これから十分意見交換しながら検討していきましょうという話をしているとこ

ろですので、ちょっとその旨、ご紹介させていただきます。 

○事務局（中島）  それでは、以降の議事進行を委員長にお願いしたいと思います。 

 小濱先生、お願いします。 

○小濱委員長  皆さん、どうもこんにちは。 

 本年度の第１回の泡瀬の環境保全・創造検討委員会になります。昨年に引き続きまして、

委員の皆さまには忌憚のないご意見をお伺いしたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 では早速ですけれども、議事次第に従いまして進めていきたいと思います。まず報告に

なりますけれども、事務局のほうから３点ほどあると思います。よろしくお願いいたしま

す。 

（２）報 告 

①事業進捗状況等 

○事務局（與那覇）  では、報告事項としまして３点ございます。資料はＡ４の縦の右

肩に参考資料－３.1 とうってある資料であります。上下２段組みになっていまして、上の

段には 19 年度工事予定というふうに書かれている資料でございます。 

 まず１つ目の点、19 年度の工事予定についてご説明いたします。１ページ目の下に航空

写真があります。これが 18 年度までの進捗状況ということで、Ｄ護岸、人工海浜の予定に

なるＣ護岸、あとは仮設の航路、１区域と２区域を仕切るイ中仕切護岸というのがこの写

真で見えているとおりの進捗状況になっております。 

 次、２ページでございます。２ページは比屋根湿地の前の海上に延びる、仮設橋梁から

延びる護岸を斜め写真に撮ったものでありまして、写真のとおりＤ護岸と中仕切護岸の整

備が進んでおります。２ページの下が、沖側から人工海浜の予定地になるＣ護岸を臨んだ

写真であります。 
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 次、３ページが、工事実施に伴って行っております汚濁防止対策でございます。捨て石

を使用する護岸工事につきましては、汚濁防止膜を二重に展張して、工事から発生する濁

りが周辺海域に出ないように対策をとったり、浅い海域ですと汚濁防止膜が設置できませ

んので、３ページの下の写真のように土嚢を積んで、土嚢を膜で囲い、汚濁防止膜の代わ

りに対策をとっているところであります。 

 ４ページをご覧ください。４ページが今年度の工事予定になっております。黄色い色の

ついている箇所が、国のほうで行う予定箇所になっております。赤っぽいオレンジの色の

ところが、沖縄県において 19 年度に工事をする予定の箇所になっております。この図で見

たらわかるとおり、第１区域の約８割方の区域が平成 19 年度で平水域となる予定でござい

ます。国のほうは８月１日から工事を再開しておりまして、県のほうも今、汚濁防止膜の

設置の準備等を行っておりまして、10 月からは現地のほうに入る予定というふうに聞いて

おります。４ページが汚濁防止対策ですけど、先ほど 18 年度に説明しました汚濁防止膜の

二重展張だとか、浅い場所での汚濁防止対策は引き続き行いますけど、４ページの下の写

真にあるような石の洗浄だとか、浚渫区域を汚濁防止膜で二重に囲うというような対策に

ついても引き続き実施していきたいと思っております。 

 ５ページが、こうした汚濁対策が十分に機能しているかどうかというのを確認する調査

でありまして、工事区域を含む 26 地点で工事が始まりますと、午前中１回、午後１回、水

質の監視をしております。こういった水質の監視で汚濁防止対策が機能しているかどうか

を確認しながら工事を進めていきたいと思っております。 

 次、６ページです。６ページが７月の上旬に来ました台風４号に伴う泡瀬の事業の状況

がどうであったかという報告であります。６ページに状況についての概要を箇条書きで書

いてありますけれども、写真を見ながらご説明したいと思いますので、７ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 ７ページのオレンジの○で囲った場所が、これからご説明する写真の場所でありまして、

手植え移植の場所、仮設桟橋、仮設道路、あとＣ護岸、仮設橋梁というところの状況がど

うであったかという写真をこれからご説明いたします。 

 ８ページをご覧ください。８ページが手植え移植藻場の状況であります。手植え移植藻

場については、砂が被さっているところがありますけど、底質ごと削り取られて海草が飛

んでいるというようなところは確認されておりません。 

 ９ページです。９ページは人工海浜の予定地になるＣ護岸、これはまだ暫定の断面です
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ので石材が飛ばないように押さえているブロックが波で移動している状況が見られます。

下の写真は仮設道路ですけど、少し重量の軽い石が動いて不陸ができております。ですけ

ど、押さえに使っている被覆の石や道路自体、護岸自体が崩壊するというような状況は確

認されておりません。 

 10 ページです。10 ページは仮設桟橋の状況でして、コンクリート版が下からの波の圧力

によって移動しているところがあります。10 ページの下は比屋根の前から海上に延びる仮

設の橋梁でありますけど、歩道と車道を分けるガードレールが転倒しておりました。転倒

したガードレールについてはもう復旧をしております。先ほどの護岸の不陸だとか、コン

クリート版については、工事の実施に合わせて必要に応じ修復しながら今年度も引き続き

工事を実施していきたいというふうに思っております。 

 11 ページが、19 年度移植対象藻場についてという資料になります。工事の実施に伴いま

して、工事箇所に被度 50％を超えるような海草藻場があった場合には移植を行いますとい

うことを約束しているわけですけど、19 年度の工事予定箇所には被度 50％を超える海草藻

場はありませんでしたという調査結果の報告であります。以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 以上の報告につきまして何かご質問ありますか。 

 はい、ありがとうございます。 

（３）議 事 

 ①前回委員会での課題とその対応 

○小濱委員長  それでは、議事に入りたいと思います。まずは、前回委員会での課題と

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（池田）  それでは説明をさせていただきます。右肩に資料-１と書いてある

１枚ものの資料がございますでしょうか。こちらに基づいて説明をさせていただきたいと

思います。こちら資料-１の表面ですけれども、こちらは各部会の報告をさせていただきま

して、それに対するご指導、ご意見をまとめたものでございます。 

 まず１．比屋根湿地・泡瀬地区海岸につきましては、２つご指導をいただきました。ま

ず①比屋根湿地の維持管理については、住民、行政、そういったものが役割分担をすべき

であるというご意見をいただきました。これにつきましては、今後、住民・ＮＰＯさん等々

も含めた協力体制において検討していくつもりでございます。 

 それから②環境学習の場として比屋根湿地を利用する場合は、安全の確保といったこと
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を検討すべきだというご指導をいただきました。これにつきましては、安全を考慮したカ

リキュラム、あるいは施設整備ということを今後検討していきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 ２．人工島環境整備専門部会についてひとつご意見をいただきました。比屋根湿地、あ

るいは人工島の部会でいろいろイメージをつくっているわけですけれども、そのイメージ

が連続していなければならない、全体像がわかるような整理をしなさいというご指導をい

ただきました。こちらにつきましては、泡瀬地区全体におきます各行動計画等々の連携、

あるいは相乗効果といったことを踏まえて、イメージの連続性が確認できるような検討を

進めていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、３．海藻草類専門部会につきましてです。ここでは３つのご意見、ご指導を

いただいております。低天端堤といったものを場の創造というところにつくっているんで

すけれども、その背後では特異な流れが生じるので、現象をきちんとモニタリングしなさ

いというご指導をいただきました。こちらにつきましては、現在、潮流計を設置してモニ

タリングを実施してございます。 

 あわせて③ですけれども、これは先ほど申しました低天端堤付近で魚類やその他の生物

が集まっております。そういった生物調査を積極的にしなさいというご指導をいただきま

した。踏まえまして今年度もモニタリングを継続していく予定でございます。 

 続きまして、裏面をご覧いただけますでしょうか。２ページと書いてあるところでござ

います。こちらにつきましては、環境保全措置について幾つかご指導をいただきました。

まず４番の①行動計画同士がトレードオフになっていたり、協調が不適切なものがあった

りすると。統合的に考える行動計画を増やしたらいいんじゃないかというご指導をいただ

きました。 

 それから②全体としてのつながりが見えるような形にしていく必要があると。個別の議

論は集中してしまうと本来の姿を見失ってしまう可能性もあるので、常にフィードバック

しなさいというご指導もいただきました。これにつきましては、既往の行動計画全体像を

今回整理をしてございまして、その行動計画同士の関連性といったものについて、今回資

料－３のほうでご提示しておりますが、ご検討、ご指導をいただきたいというふうに考え

てございます。 

 ③環境保全措置に社会環境の部分が抜けているのではないかというご意見、ご指導、そ

れから④社会科学的な行動計画を新たに設定してはどうかというご指導をいただきました。
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これにつきましては、人と海とのかかわりといったような視点から、今回、社会環境特性

を踏まえての行動計画についてご指導いただければと思っております。これも資料‐３の

ほうで今回整理させていただいております。 

 それから、⑤人工島の愛称を募集して言い方を改めるべきだというご指導をいただきま

した。これにつきましては、今後、地元自治体さん等と検討を進めていく予定としてござ

います。 

 簡単ですが、以上で説明を終わらせていただきます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 前回の委員会における指摘事項とその対応につきまして、ご意見とかございますか。よ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、このとおりまとめさせていただきます。ご指摘の事項につきましては、また

今後の説明の中で細かい話をしていただきましょう。 

 それでは、各専門部会の報告に入ります。 

 最初は、海藻の部会からです。事務局のほうでよろしくお願いします。 

 ①専門部会の報告 

 1)海藻草類専門部会 

○事務局（佐藤）  はい。それでは、資料‐２、Ａ３版になります。こちらでは、海藻

部会、人工島部会、あと比屋根部会といった各部会の報告を簡単に整理させていただいて

おります。 

 まず、１ページ目をご覧ください。 

 こちら海藻草類専門部会の報告資料ということで、左上に簡単な検討のフローが載って

ございます。今回のご報告では、手植え移植のモニタリング結果と「場の創造」実験の報

告をさせていただきたいと思います。 

 まず、手植え移植の藻場のモニタリング結果なんですけれども、１ページ目の右上に簡

単に結果を載せております。平成 14 年度に実施しました手植え移植藻場は、面積は移植し

た枠外に拡大しているものの、被度は平成 19 年３月にやや減少。これは冬季にカゴメノリ

が大量に繁茂しておりまして、これが減った原因というふうに現在考えております。 

 続きまして、真ん中の下のほうに追加調査と書かれているところがございますが、こち

らは、手植え移植藻場におきまして生育環境の詳細な調査といったものを実施しておりま

す。これで藻場の拡大が遅れている西側ですとか南側というのが、底質がやや硬いという
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ことがわかってきました。このように、底質が地下茎の伸張を妨げる可能性といったとこ

ろが示唆されております。 

 続きまして２ページ。こちら「場の創造」実証実験の結果のご報告ということになりま

す。今年度、平成 19 年度なんですけれども、台風期を中心にデータを収集・蓄積し、実証

実験の結果といったものをとりまとめる予定でございます。それと、あと前回の専門部会

（平成 19 年２月）以降なんですけど、盛砂部分の地盤高といったものにほとんど変化は見

られておりませんでした。また、導入した海草なんですけれども、面積・被度がやや増加

して、良好な生育状態といったところが確認されております。 

 続きまして、３ページ。こちら海藻部会最後になります。クビレミドロに関する検討と

いうことで、クビレミドロに関しましては人工島部会でも検討を実施しております。ここ

で受けます報告は、左フローにございます⑤室内培養実験というところと、⑥種苗移植の

ための遺伝的検討といったところのご報告ということになります。 

 まずは、クビレミドロの室内培養実験の結果なんですけれども、人工環境飼育下で初め

て全生活環、卵から芽が出て、卵から卵までと全生活環の育成の再現に成功しております。

これ非常に大きな成果だというふうに考えております。 

 最後、⑥種苗移植のための遺伝的検討というところで、県内４カ所に生育してございま

すクビレミドロの藻体のＤＮＡを解析しました。その結果、泡瀬地区、屋慶名地区の藻体

のＤＮＡというところにほとんど差はないということがわかりまして、この２地点間で移

植を行っても遺伝子攪乱はないというような結果になっていました。 

 以上、簡単ではございますが、海藻部会の報告ということでございます。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 続きまして、議事概要につきまして、野呂先生のほうからご報告をお願いいたします。 

○野呂委員  今、海藻部会の結果は、非常に綿密な資料をもとにして発表していただい

たわけですけれども、実は７月４日、１カ月前にちょうどこの場で行われました海藻部会

なんですけれども、まず最初に皆さんにご報告しておかなければいけないことがあります。

それは、この部会は、今までは、実は部会の間は一般公開しない。マスコミに公開しない。

もちろんその後で記者会見は行っていたわけです。そういうことでずっと行われてきたわ

けですけれども、マスコミのほうからぜひ公開してほしいという意見がありまして、部会

のほうでも慎重に審議をいたしましてどうしたらいいだろうということで、今回からマス

コミに全部の議事を公開すると。入っていただいて自由に取材していただくということで
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やっております。それがまず第１点目です。 

 それから、今度は、実際に検討した中のデータでありますけれども、１つは、今報告が

ありましたように、移植藻場の追跡調査の結果が出ました。それによりますと、地盤高と

か光が移植藻場にかなり効いているのではないかというふうなことで今まで見てきたわけ

でありますけれども、実は光の強さというのはあまり効いてないのではないかということ

が１つ出ました。さらに、もう少しモニタリングを続けてこの追跡調査は必要であろうと

いうことが出ました。 

 ２つ目に、「場の創造」でありますけれども、これは低天端堤に植えたリュウキュウスガ

モが意外と増えているということが確認されました。これもやはり場が安定する、リュウ

キュウスガモが生えてくる要因を、特に物理学的な要因を今後モニタリングしていく必要

があるであろうということがうたわれました。今までのこの結果を見ると、こういうふう

な場の創造をしてアマモ場をつくりますと、面積にして 30％ぐらいまでは何とか増えるの

かなというふうなデータが出ておりました。もちろんこれは今後もモニタリングが必要な

わけであります。 

 それから、さらに、我々、今回の部会で一番大きな関心をしましたのは、クビレミドロ

の生活環が完全に実験室内で完結したということであります。生活環というのは、今まで

は雄のほうの精子はわかっていたわけですけれども、卵が発芽して、それがまた次の世代

になるというのは、実験室内では行われておりませんでした。それがきちんとできるよう

になったということは、クビレミドロを実験室内で増やすことに非常に加速度がかかった

ということであります。以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 以上の海藻草類専門部会の報告につきまして、ご意見・ご質疑ございましたら、よろし

くお願いします。いかがでしょうか。 

 また何かありましたら、後からご意見を伺うことにしましょう。では先に進めることに

します。 

 続きましては、人工島環境整備専門部会につきまして、まずは事務局のほうからご説明

お願いいたします。 

 2)人工島環境整備専門部会 

○事務局（佐藤）  人工島部会につきましては、資料５ページからになります。 

 人工島部会では、主にクビレミドロに関する干潟の検討とトカゲハゼの干潟に関する検
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討と。この大きく２本立てで検討を行われております。 

 まず５ページはクビレミドロ関連ということになります。ここでは、泡瀬地区生育条件

調査結果の分析というところと、勝連地区における現地実験結果並びにクビレミドロ干潟

の地形の安定性に関する検討というところをご報告させていただきます。 

 まず、５ページ。右側にありますクビレミドロの生育条件の詳細検討というところなん

ですが、ここでわかったことなんですけれども、まず①としましては、泡瀬地区のクビレ

ミドロの生育域というのは、地盤高というのは既往知見を含めると C.D.L＋0.1～1.0ｍと

いう範囲で生息していると。 

 ②としまして、小型海草藻場とおおむね同様なところに生育しておりまして、台風の通

過前後ですとか局所的な地盤高の減少があっても、小型海草の被度は大きく変化すること

なく、その周囲でクビレミドロの生育域も確認されていることから、小型海草というもの

の存在によって砂の移動（卵の流出）というのが抑制されている可能性というのを示唆さ

れております。 

 続きまして、底質条件なんですけれども、細砂だとか中砂という砂分が主体なんですけ

れども、シルト・粘土、あとは少し大きめの礫というのも 10％前後含まれているというこ

とで、底質の生育範囲というのは意外と広いといったところがわかっております。 

 最後、④としまして、クビレミドロの生育域の底質の酸化還元電位といったところを計

測しておりまして、これは低い値を示したことから、クビレミドロの生息場というのは静

穏で底質の攪乱が少ない場所だといったことが示唆されております。 

 続きまして、６ページになります。 

 こちらは、勝連地区での現地実験の結果の分析となります。下に写真がございますが、

石囲みによる砂の移動（卵の流出）の抑制効果といったところを検証しております。 

 ここでわかったことなんですけれども、先ほどもちょっと出てきましたが、まず①小型

海草の生育といったところが、砂ですとか卵の移動を抑制する機能を果たしている可能性

があると。 

 ②石囲みの機能として、卵を含む砂が移動することがあっても石囲みをすることによっ

て卵が実験区内にとどまる。ここでクビレミドロが再生産・生育するということを当初は

期待していたんですけれども、今回の実験で設けたその 10～40 ㎝程度の高さの石囲みでは、

外力に対して砂の移動ですとか、卵の流出といったところを抑制する効果はありませんで

した。 
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 最後に、③同じ波浪条件であっても、小型海草が分布している地点というのは、小型海

草自体が緩衝材となって環境が静穏に保たれる。小型海草の地下茎が砂の流出を防いで、

クビレミドロの卵が分散するのを抑制する機能を果たしているといったところが示唆され

ております。 

 ６ページ右側に、こういった調査結果と既往の知見を含めましてクビレミドロの生育条

件といったところをまとめてございます。その下に断面のイメージのポンチ絵なんですけ

れども、クビレミドロの生育干潟の設計条件ということで整理しております。 

 続いて、７ページをご覧ください。ここは、クビレミドロの生育干潟地形の安定性に関

する検討というのも行っております。左下にちょっと図‐3.2 というところで、クビレミ

ドロの現状生育域のシールズ数の算定結果の一例というのがございます。こういった現在

クビレミドロが生育しているシールズ数というものを指標にして、人工干潟の適地といっ

たところを選定しております。その結果が、この７ページ真ん中上にあります図面の青破

線部、これがシールズ数を指標にしたところ、この場所が最も適するだろうという干潟の

適地といったものが選定されました。この適地に対して、下に４つ小さく図面がございま

すが、４案を提案させていただいて、今後は、この４案に対してクビレミドロの生育する

干潟の形といったものを検討していく予定でございます。以上が、クビレミドロに関する

検討ということになります。 

 続いて、８ページでは、もう１つの検討課題でございますトカゲハゼの生育干潟の整備

に関する検討ということになります。左がフローになっておりまして、今回の報告では底

質改良試験の効果の検証といったところをご報告させていただきます。 

 その結果わかったことということなんですが、まず①としまして、底質を改良してあげ

ることで、トカゲハゼが生息していなかった範囲に生息環境としての機能を与えるなど、

トカゲハゼの生息に関して一定の効果があったというふうに考えております。 

 ②としまして、底質改良試験１年後には、試験区の既存生息地の底質（粒度組成、せん

断強度）にほとんど違いが見られなかったんですけれども、トカゲハゼ成魚の生息状況に

違いが見られたことから、トカゲハゼが干潮時に体を乾燥させないで採餌行動ができる１

cm 程度の浅い水たまりといったものが重要な生息条件があるといった可能性が示唆され

ております。 

 ③今後なんですけども、底質改良試験区において、ことしの稚魚の着底状況ですとか、

成魚の生息状況といったものを確認して、底質改良試験の効果と、それと持続性といった
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ものを再評価を行って、干潟整備に反映させていきたいというふうに考えてございます。 

 最後、９ページにクビレミドロと同様にトカゲハゼの生息条件のまとめとしまして、９

ページ右上に生息条件を整理しております。同様に右下にトカゲハゼの生息干潟の設計条

件ということで、断面イメージで現在わかっていることで整理してございます。以上が人

工島の報告ということになります。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございます。 

 それでは、人工島整備専門部会の概要につきまして、津嘉山先生のほうからよろしくお

願いします。 

○津嘉山委員  人工島環境整備専門部会は７月の 10 日でしたかね、首里のほうの会場

で行われました。今、概要報告されましたように、クビレミドロに関する生育条件、それ

からその干潟の安定に関する検討、それとトカゲハゼについての生育環境と、それから試

験区のことについて審議が行われました。今、報告いただいたとおりなんですけれども、

クビレミドロに関しましては、水質とか底質、外力、それから地盤高、そういうことにつ

いての新港地区での試験結果をもとにしまして、先ほどご報告のあったような数値が得ら

れております。 

 さらに勝連地区の試験区での結果で、特に小型海草がいわゆる藻体期のときの安定に非

常に関係するのではないかというようなことが報告されております。それから、干潟地形

の安定につきましては、特に外力条件等について検討がされたんですけれども、いわゆる

無次元量で示されたシールズ数と、その安定についての範囲を詳細に検討しまして、具体

的に物理的な意味合いがどうであるかということをもう少しはっきりさせる必要があるの

ではないかということでした。それと、いわゆるシールズ数と粒度組成の関係とか、そう

いうことを踏まえて具体的な規定条件を少し検討していく必要があるというようなことが

議論されました。 

 それから、トカゲハゼにつきましても、水質の件とか底質の件、あるいは泥分とか水分

の外力条件等について調査結果を基にしまして、数値的な面も報告されたわけで、その条

件については一応、先ほど報告のあった数値になっております。それから、比屋根湿地の

前のほうの試験改良区、ここでの結果も先ほど報告のあったとおりですけれども、一応、

底泥を掘り返して表土を軟らかくするというようなことをやりまして、１年ほどしまして、

着床した結果があるんですけれども、表面については改良時期から時間が過ぎた後は、一

応、元に戻るという、そういう効果が得られて、そういう結果になっているということで
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した。硬さ等、それから組成等についてもですね。ただ、トカゲハゼ生息に際しては、先

ほどありましたように、表面１cm 程度の湿地が必要なんですけれども、長い間かかります

と波とか流れとかの影響で平滑化をしてしまうので、そういう水深１cm 程度の水たまりを

きちんと備えるような工夫をしていく必要があるのではないかということでした。 

 先ほどの報告に少し今申し上げたような点が議論になった点であります。以上です。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございました。 

 ただいま報告がありました人工島の環境整備の専門部会の報告につきまして、ご意見、

ご質疑ございますでしょうか。 

 はい、どうぞ古川さん。 

○古川委員  国総研の古川ですけれども、クビレミドロの諸条件の検討の件で少しお伺

いしたいと思っております。６ページの右下の図のところで、今回、このクビレミドロが

どんな状態で生えてくるのかということで比較的広い粒径分布もＯＫだし、比較的水深帯

も高くても低くてもかなり広い範囲の生息域が見られたと、ご報告を伺っておりますと、

一緒に小型の海草が生えているというような、一緒にだか、近くにだか、微妙なところだ

と思うんですが、そういうほかの生き物の存在というのが非常に大きいんじゃないかとい

うようなご示唆があったかと思うんですね。 

 翻って、７ページ目のところで、じゃ、クビレミドロが生育できるような人工干潟を考

えるときに、まずは物理的なパラメータをしっかりおさえて、実験的に検討していきまし

ょうという、そのストーリー自体はよろしいかと思うんですけども、先ほどの生育条件で

ほかの生物との関連、特に小型の海草との関連が示唆されている中で、どんなふうに、こ

の検討の中に小型の海草との関係について確認されていくのかなというところを、もしご

検討がありましたらご披露いただきたいですし、これからということであれば、ぜひそこ

らへんをしっかりしていくと、いろいろな海草なり海藻なり、いろんな種類の海草がこの

場でお互いに持ちつ持たれつでやっていっている様子がよくわかる、ひとつの事例になる

のではないのかなと期待しているものですから、コメントさせていただきました。 

○津嘉山委員  確かにご指摘の点で、人工島整備に関しましては、主として物理的な条

件はかなり数値計算等を含めまして十分検討しているんですけれども、クビレミドロその

ものの生態とか、そういうものにつきましては、野呂先生のところの検討が進められてい

まして、先ほどのご報告もあったと思うんですが、今お話しのような点は、当然、両方マ

ッチングした形でやっていかなくてはならないというふうに考えておりますが、今のとこ
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ろ、まだそこについての、両方の合同の検討の話し合いもちょっとやられておりませんの

で、我々の部会のほうでやりましたのは、先ほどご報告のありました勝連地区での条件と、

それから現地での、そういう試験結果から出された、この数値ですね。ですから、これと

また野呂先生のところの部会との検討結果を総合して、確かにこの新しいクビレミドロの

ための整備をしていく条件をより詳細に検討していく必要があるのではないかというふう

に私は思っていますが、事務局のほうで何かありましたらお願いしたいと思います。 

○事務局（與那覇）  小型海草とクビレミドロの関係については、とても重要な関係に

あるということは今までの生息状況を整理している中でもわかってきていることだとは思

いますけど、どうしても小型海草がないと生えないのかというと、そうではないのかなと

思っておりまして、それは室内の実験を今回して、人工飼育下で、卵からまた卵までとい

う再生を再現しているわけですけど、シャーレの中ではそういった小型海草というのは導

入しないでも、そういう生活環はまわっているということなので、どうしても小型海草が

ないとクビレミドロが生えないという関係ではない。ですけど、小型海草があることによ

って、卵の入っている砂なり、卵の移動が抑制されて安定的に生える場としてなるという

意味では、クビレミドロ以外の小型海草はとても重要な役目を果たしているというふうに

認識しております。 

 これをどういうふうにうまく関係付けていくかというのは、今後、クビレミドロの人工

干潟を予定している場所の護岸が 19 年度で暫定の天端ではありますけど、概成していきま

す。そういう場所で小規模な実験なりを繰り返して確認をしていきたいと思っておりまし

て、それは７ページの資料の左側のほうに３つ目の赤枠の中にフロー図がありますけど、

それの一番下のほうに試験的な現地施工の提案というところを書かせてもらっているんで

すけど、そういう形で現地で少し小規模な実験、どういうふうに海草とうまく導入したら

いくかというのも今後、検討していきたいというふうに思っております。 

○小濱委員長  野呂先生、何か補足がありますか。 

○野呂委員  補足というほどではないんですけれども、今、小型の海草との関係なんで

すけれども、これはどっちが先かの、実は問題になりまして、小型の海草があれば生える

というよりも、むしろ小型の海草が生える条件と、このクビレミドロの条件が生態的に一

致したもので両方が関係するというふうに見えてしまうというところがあって、もちろん

小型の海草をつくったところに自然で生やしてやればクビレミドロというのは比較的生え

ると思いますけれども、実験室で両者が関係ないように見えるというのは、それが別には
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がれても生えることは生えるということだと思っております。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございました。よろしいでしょうかね。 

 そのほかにご質問とか、ご意見とかございますか。 

 はい、ありがとうございます。 

○小濱委員長  それでは、引き続きまして、比屋根湿地の専門部会の報告をよろしくお

願いいたします。 

 3）比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会報告 

○事務局（池田）  それでは、資料-2、Ａ３の 11 ページからになります。こちらのほ

うが比屋根湿地・泡瀬地区海岸専門部会の整理をしてございます。実は比屋根湿地・泡瀬

地区海岸専門部会は本年度はまだ開催されておりませんで、したがいまして、11 ページ以

降は昨年度 18 年度の比屋根湿地専門部会で整理されたこと、ご提言されたことと、あと、

それを踏まえまして、比屋根について事業を進めている、その進捗状況についてのご報告

になります。 

 まず11ページですけれども、こちらのほうは平成18年度の部会でのご提示事項になりま

す。画面右側のほうに取り組み内容という、真ん中に表みたいなものがありますけれども、

１～37番まであります。こちらが比屋根湿地等の環境を良くするために１～37番までの行

動計画をやっていこうということを前回提案したところでございます。しかも、この１～

37番までの取り組みを画面左下にありますように、行政だけではなくて、地域住民の方々、

あるいはＮＰＯの方々、あるいは企業さん等々と協力体制を組みながら、今後これを進め

ていこうというところを平成18年度にご提示させていただいたところでございます。 

 続きまして、12 ページ、これを踏まえまして比屋根湿地について整備を進めているとこ

ろでございます。それの進捗状況のご報告ということが 12 ページ以降になります。まず、

画面左側なんですけれども、モニタリング調査ということで整理をさせていただいてござ

います。これは工事をする前の状況把握、それから工事をした後に、その効果といったも

のを調べるためにモニタリングをしてございます。具体的には写真のほうに示させていた

だいておりますが、このようなポイント、あるいは項目ということで調査を進めていく所

存でございます。 

 さらに右側になりますけれども、今後のスケジュールというふうに示させていただいて

おります。今、先行的に進めているのは比屋根湿地２部分でございますが、この部分につ

いては今、実施設計、設計を進めてございまして、今年度末までには終了させたいという
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ふうに考えております。それをもちまして、地元の住民の方々にその内容をご説明させて

いただくとともに、専門部会の各委員の方々にも現地を見ていただくとともに、そのご報

告をさせていただきたいというふうに考えてございます。さらに今年度末からは、実際の

整備といったものにも着手しようというふうに考えてございます。 

 13 ページをご覧いただけますでしょうか。今ほど申しました整備の内容といったものも

まだイメージ図でございますけれども、整理をしたところでございます。この中では、整

備の方針ということで示させていただいてあります。比屋根湿地の中に具体的に整備する

施設、あるいは残していくもの、例えばモクマオウ林ですとか、そういった整備の考え方

等について整理をしたところでございます。例えば緑化護岸の整備でありますとか、堆積

土砂の撤去といったところを考えてございまして、このようなため池のような形のものを

つくっていくということを、今、念頭に進めているところでございます。簡単ですが、以

上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 仲宗根先生のほうから補足事項ありましたら、よろしくお願いします。 

○仲宗根委員  ご説明ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたように、比屋根湿地検討委員会が平成 19 年度は委員会がご

ざいませんでしたけれども、今ご説明していただいたのは、16 年、17 年、それから 18 年

の基本方針と住民のアンケート、それから人と湿地とのかかわりをどうするかというよう

な基本方針に基づいて、13 ページの図に第２雨水幹線というのが出ておりますが、それか

ら、この図でいきますと奥側のほう体育施設がございますね。そこは一応環境保全ゾーン

ということで、現在マングローブが生えて、そこに鳥類がさらに飛来してきております。

ここは生物が非常に多くて、マングローブ生態系そのものを保全するということで、そこ

はできるだけ現存維持で残そうと。ただし、少し手を加えるところは出てきますけれども、

できるだけ現存維持していくということです。 

 手前が先ほどご説明ありましたように、このモクマオウ林ですが、そこは鳥のねぐらと

か、あるいは営巣木とかそういうものがあるとわかっておりますので、そこはできるだけ

鳥類のためにも保全していきたい。 

 現在、この区域は陸化しておりまして何の役にも立っておりませんので、そこは手を加

えて水質浄化ゾーンということで、そこに水質の機能を主に持たせていこうということで、

現在設計されておられるようです。 
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 委員会で赤嶺委員やその他の委員の方々からもご指摘がありましたけれども、できるだ

け鳥類のエサとなるような魚類ができるだけ潮の干満に応じて出入りするような、そうい

う設計をして生かしていただきたいというふうに考えております。手を加えて整備するわ

けですから、できるだけそれなりのモデルというんでしょうか、そういう基本的なモデル

として私たちも認識しておりますので、そういう意味からもぜひ見本となるような設計を

施工していただきたいと思います。 

 それから 37、地元と県がかかわりましてアクションプランを計画されておりますが、そ

れはまた維持管理が大変だろうと思います。今後それに向けてぜひまた行政のほうで詰め

ていただいて維持管理も徹底していただくことを、委員会としては強く要望したいと思い

ます。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 比屋根湿地の専門部会につきまして、皆さんのほうからご質疑、ご意見ございますか。 

○中根委員  ちょっとこのほうで気になるところなんですが、話題に上がらなかったの

かなというのは、モクマオウ林の保全とあるんですけれども、モクマオウを保全しておい

たほうがいいのかどうかという、そういうのはありませんでしたか。特に、在来種ではな

い帰化植物であるモクマオウをそのままにするよりは、在来のマングローブを構成するも

のにかえるとか。そういった意見はありませんでしたでしょうか。 

○小濱委員長  先生、どうぞ。 

○仲宗根委員  ただいまのご意見、特にモクマオウを撤去してマングローブに変えなさ

いと、そういう意見は委員会ではなかったと思います。 

 それは、鳥のねぐらとか、そういうのに利用されているので、そこはそのほかの動物も

いるんですよ。少しマングローブと陸との間に、例えばミミガイの仲間とか、そういうよ

うな特異な動物なんかもおりますので、そこはできるだけ陸化した状態でモクマオウも保

全しようということだったと思いますが、鳥の面から赤嶺委員のほうから補足説明をお願

いします。 

○小濱委員長  中根さん、それについて何かご意見ありますか。 

 それでは、先生。 

○赤嶺委員  私のほうからちょっとご説明をお願いしたいんですが。 

 モクマオウを残すというのは、実際にこのモクマオウにサギはとまっているんですよね。

例えば、駐車場に観察しに下りたり、それから休むときにモクマオウのところに行って休
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んだり。ですから、そういう意味でも残したほうがいいと。ちょっと今、本数では多いか

もしれませんけれども、見ていると確実にサギはここで休んでいますので、これは残して

いったほうがいいというふうに思っています。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 事務局のほうで、モクマオウの件で何か説明ありますか。 

○事務局（與那覇）  保全といいましても、今言われたように全部残すということでは

なく、この 13 ページのイメージのパースを見ていただいたらわかると思うんですけど、左

隅の部分に限った箇所になっておりまして、今言われたような鳥類のそういった休憩なり

ねぐらにもなっているというところで、残せる部分があったら少し残そうと。そういった

議論があったかというふうに思っております。それ、場所も少し限られた範囲というよう

なところになっております。 

○小濱委員長  先生、どうぞ。 

○津嘉山委員  比屋根湿地のほうの浄化施設をつくっていくということで、海のほうに

対する負荷が軽減されていくということになるんですが、ここに対しての陸からの流入負

荷としては、やっぱり雨水幹線はもちろんですけれども、陸側からの各家庭の雑排水とと

もに下水処理の状況に依存する水質の問題になるんだと思うんですね。下水道の整備が進

んでいけば水質は当然変わっていくんでしょうけれども、これが将来的にどうなっていく

のかというのはわかりませんから、ここの施設に対してそういった負荷の水質条件、これ

を恒常的にこの後どういうふうに考えていらっしゃるのかということ。 

 それから、そのまま放っておけばまた陸地形成してしまう心配があるわけですね。そう

すると、こういう施設の維持管理がとても大変じゃないかなと思うんですが、恒常的にこ

れずっと機能を持ったまま維持していくということを考えた場合に、これから後の維持管

理のほうをどうしていくのか。そのへんもしありましたらちょっとお伺いしたいんですが。 

○小濱委員長  では、先にモクマオウの件は、この委員会のほうで問題提起されたとい

うことで比屋根湿地の専門部会のほうに付託をして、仲宗根先生のところで少し議論して

もらいましょうね。 

 それから、今の津嘉山先生のご質疑につきまして、事務局のほうでご説明お願いします。 

○事務局（末吉）  背後からの汚水等の負荷につきましては、11 ページのほうでアクシ

ョンプラン（行動計画）というのを策定しておりまして、その中で地元、沖縄県、沖縄市、

それと地域住民、企業とそういったのを一体となって、汚濁の軽減というのに取り組んで
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いきたいというふうに考えております。 

 それと、湿地そのものの機能の維持管理でございますけれども、これにつきましては、

管理が県というふうな形になろうかと思いますので、これ今後どういった形で機能を維持

していくのかということについて、また部会の中でもいろいろ意見をお聞きしながら対応

できるように検討してまいりたいと考えております。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 生活排水の件について、沖縄市のほうで何か見通しがありますか。 

○事務局（仲宗根）  今、沖縄県のほうからも説明がありました 11 ページの資料にな

りますけど、沖縄市のほうでもこれまで単独、担当課だけで取り組んでいたこの生活排水、

特に公共下水道への接続、その接続率が低いということに対し、もっと横の連携も広げな

がら、横断的に取り組みをしながらこの接続率を上げていきたいと。そういった取り組み

を沖縄市としてもやっていきたいと。そういうふうに考えております。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 そのほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○入江委員  今この説明をいただいた、これについての質問でよろしいんでしょう。 

○小濱委員長  はい。 

○入江委員  ２、３ですけれども、ちょっと教えていただければありがたいと思うんで

すが。 

 資料の、これは２ページですね。いつも私はこの面が出ると質問をやっていたんですが、

ちょっと今の状況を確認したかったんですよ。この２ページの右側の中ほどに構造物と、

それから試験対照区という図面がございますが、今まで右側の先堤に近いほうについての

調査は流れと生息状況を調べられた。これはこれと、さらに対照区とを含めて、その実験

区で西側のほうですね。これは今まで十分に調査をなされたか、確か、これは実際に流速

計を置いて測るとかいうことはやってなかったんじゃなかったと思うんですが。 

 そうしますと、今、この潜堤を置いて効果を測って、波が来ても土砂が逃げることなく、

また左側の図８を見ても結構増えているという、いい結果が出ておる。非常に結構なこと

だと思っているんですが、この潜った構造物が非常に大きな波が来ますと、この 20ｍの範

囲がそういう範囲なんですが、40ｍとか 60ｍとか、そこの離れたところが結構ダメージを

食らうんですね。それはやっぱり越えた水がやがて海底にくっついて流れると大きくなる、
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左のほうへですね。そういうことがあるものですから、だからそのことを今まで測った場

所と同時に、その左側の場所についても少し詳細に測ってみたらという提案をしていたん

ですが、それはもし可能であればそういうことも考えていただければというふうに思いま

す。潜堤というのは、こういう場を後ろに置くときに一番弱い構造物なんですね。台風な

んか来たら一挙になくなってしまうというか、かなりひどいダメージを食らう性格がある

ものだから前から心配していると、そういうことが１つでございます。 

 それから、もう１つは７ページですね。場の創造ということで、これもまたクビレミド

ロの場としていろいろこれから苦労するということで検討しなければいけないんですが、

その真ん中のほうに４つ、案１、案２、案３、案４というふうに書いてあります。これは

これからご検討していただくんでしょうが、どれか１つという考えでなくてもよかろうと

思うんですね。一番右側の絵と、案４ですね。私は基本的にこういうふうな守り方が最初

は必要だろうと思うんですが、最後までこんなことを守る必要はなくて、例えば案２みた

いな守り方が、岸寄りのほう、上のほうについては守ってもいいと思うんですよね。だか

らそういうふうなことで、非常に波の方向に条件が変化しますから、その状況に応じて守

るという工夫をすればいいんじゃないか、それも１つの道として考えておいていただけれ

ばというふうな気がします。長くなりましたが以上でございます。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございます。 

 比屋根湿地の専門部会の件については皆さん、よろしいですね。 

 ちょっと戻りまして、古川さん、どうぞ。 

○古川委員  比屋根湿地の件で管理の話が出ましたので、問題提起というか、コメント

だけ行いたいと思います。13 ページの図のところで、管理の工夫について書かれていると

ころを幾つか拾っていきますと、植生は今、書いてある、当初予定しているよりも大きく

なったらば、伐採してでも管理していきますよというようなことが書かれています。 

 一方、植生の下の土砂については絵の中に現在の植生とか、堆積土砂を撤去した後、良

質な砂質土みたいなものを入れてというふうに書かれているんですが、マングローブの植

生に対して本当に砂がいいのかどうかというような話だとか、現況でも砂がどんどんたま

っているところですから、砂質土に置き換えた後、新たに堆積が懸念されるのではないの

かなと思っています。 

 ただ、別の目で見ると、人工島部会の中で検討されていたみたいに、ここの中央カルバ

ートの外側のところにトカゲハゼ用の干潟を考えていると。その絵の中にはマングローブ
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も実はあって、あっちのほうでは泥が必要になるので、まだ、「たら・れば」の話ですけれ

ども、ここでもし泥がたまったらば、前のほうに持っていって、そっちのマングローブの

林が増えるのを助けてあげるというような、底質についての管理、何かうまく場を連携さ

せて行っていく、考えていく必要があるのかな。具体の絵が描かれて、実際にどうしまし

ょうというところまで来ないと、今の段階でどうしたらいいですという答えはないですの

で、すぐという話ではないですけれども、管理のときの１つの視点として底質ということ

を忘れないようにということと、できれば場が、近くの場で連携して、こっちのものをあ

っちで使えるというような連携を考えたような管理をぜひしていただければなと思ってコ

メントだけさせていただきました。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございます。 

 では、今の件につきましても専門部会のほうに申し送りまして、部会のほうで検討よろ

しくお願いいたします。 

 そのほかに、はい、どうぞ岡田先生。 

○岡田委員  この比屋根湿地の整備、ちょっと私はこの間、欠席が多かったので記憶違

いかもしれませんが、この整備をする時間のタイミングと、それから後背地の下水道とか

雑排水等の浄化をする時間タイミングが合ってないんじゃないか。多分、津嘉山先生がお

っしゃったことと同じことになるかもしれません。多分ずれているような感じがするわけ

ですね。そうすると、下水道整備がどんどん進めば負荷量が変わるわけですから、それに

応じて定常となるというか、そこそこに対応する比屋根湿地の姿が変わるわけですね。 

 そうすると、我々は目標が定まっていないところで比屋根湿地を整備するという非常に

難しいことを迫られているんじゃないかという気がどうしてもするわけですよ。下水道整

備が 100％の状態に対して比屋根湿地をこういう生態系にするというのはまだ簡単、もち

ろんそれも大変難しいんですけど、まだ簡単ですが、両方変わるところでどうやってこれ

を、例えば先ほど維持管理とかあるんですが、維持管理する目標像だって定まってないは

ずですよね。そうすると、成り行き任せというか、これはそんなに大きく変化しないんだ

ったら、いわゆるなんとかも管理できるかもしれませんが、そのへん若干心配な気がしま

す。これ以上、なんとも申し上げられないので、どうせいとかじゃなくて、単なる心配の

コメントです。すみません、ちょっと気になりますので申し上げたいと思います。 

○小濱委員長  事務局のほうはいかがですか。 

○事務局（末吉）  ただいまご指摘があったとおりで、比屋根湿地の整備については向
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こう２～３年、３～４年とか、そういうスパンで考えているわけなんですけれども、下水

道につきましては当然、整備の話もございますし、それからまた接続率の話が余計難しか

ろうと思うんですね。ですから全くおっしゃるとおりで、下水道からの負荷がどういうタ

イムスパンで落ちてくるのか。というふうな話になると、ちょっと事務局としてもそこま

でまだ考えておりませんでしたので、これも部会のほうで逆に先生方のご意見もお聞きし

ながら、ちょっと検討させていただきたいというふうに考えております。 

○小濱委員長  わかりました。ありがとうございます。 

 では、ただいまの件につきましても部会のほうに申し送りまして、部会で話題にしてい

っていただきたいと思います。仲宗根先生、よろしくお願いします。 

 そのほかに比屋根湿地の件に関してございますか。 

 はい、中根さん、どうぞ。 

○中根委員  今のご意見なんですけども、これからのアクションプランということで、

これは 11 ページはやっていますよね。ということは、アクションプランということは、何

年後何年後ということで、その数値を達成するためのものが出てくると思いますので、そ

れがないと、今、岡田先生が言ったような状況、これをどうするかというふうな、どう変

化していくかというのがわかりづらいということにつながっていると思うんですけども、

そのアクションプランをしっかり立ててもらうということになるかと思うんですけれども、

市としてはどうですかね、これは。 

○事務局（末吉）  今のご質問なんですけれども、実は、アクションプランにつきまし

ては、例えば数値目標、いつまでに何％まで接続率を上げますと、というふうな議論も内

部ではあるにはあったんですけれども、結論から言いますと、いわゆる財政的な話とか、

そういったのが非常に大きなネックで、まずは思想の啓蒙普及に努めるとか、それから接

続率を高める努力をしますよと、というのが今、アクションプランの現実的な内容という

んですか、現時点で我々が手を打てる範囲というのが、ちょっと今、申し上げたような内

容だということで、ご意見のあったような形で、具体的に年度を決めて目標を定めてとい

うところまでは立ち至っていないというふうな状況でございます。 

○小濱委員長  中根さん、どうですか。もう一言ありますか。 

○中根委員  そうなると、いくら整備してもここは余計にどんどん負荷がかかって、結

局は整備した意味がないような、市民からそっぽを向かれるような状況をつくってしまう

場にもなる可能性がありますね。ですから、そういう意味では、そのへんのところがしっ
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かりしていかないと、ここはいい意味で、いい整備された状況にならないということを念

頭に置いて、この比屋根湿地の委員会ではしっかりしていかないといけないんじゃないの

かなと、市の水道課の皆さんには悪いんですけど、しっかりアクションプランを立てさせ

る方向でいかないと、絵に描いた餅という状況になりそうな気がするんですけども。 

○小濱委員長  仲宗根先生は何かご意見ございますか。 

○仲宗根委員  今、いろいろご指摘がございましたとおりですけれども、せっかく整備

をして、例えばそういう汚濁防止あるいは水質浄化機能として働いたとしましても、やは

りそれを維持管理というのが大変だろうとは思いますけれども、それをいかに地元自治体

と県と、あるいはＮＰＯさんもご参加されるかもしれませんが、そことのタイアップが非

常に重要だろうと思います。あっという間になるのか、あるいは上から負荷量とか、それ

はいろいろ土砂の流出の、降水量ともかかわってくるだろうと思いますけれども、どのぐ

らい、何年ぐらいで浄化機能が落ちてくるのかということもまだよくわかりませんし、何

年ごとに、例えば土砂の撤去、あるいは投入をするというようなことも今のところめどは

立っておりませんけれども、いずれにしましてもアクションプランが計画されております

ので、それをうまく機能させて維持管理をぜひやっていただきたいというふうにお願いし

たいと思います。 

 これは１つには泡瀬干潟だけではなくて、中城湾全体の浄化と、この水質浄化というも

のはどうしてもやっていかないといけないと思いますけれども、それの第一歩だと私は考

えておりますので、その第一歩がやはり最初でつまずいてしまうといけませんので、維持

管理という点では十分に行政のほうもご審議していただきたいと、また委員会のほうでも

何とかまた委員の皆さん方のご意見をいただいて検討していきたいというふうに思ってお

ります。コメント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す。 

 細かな議論は専門部会のほうにお任せするんですけれども、泡瀬地区の行政連絡会です

とか、あるいは環境改善推進協議会ですとか、こういうようなところとも連携をして住民

の皆さんが協力をしていただかないと、環境がうまくいい状態にならないということなん

でしょうけども、思いだけではなくてお金がかかる話になってくるから、住民の皆さんの

個人の負担ということも出てきそうなので、なかなかえいやというわけにはいかないんで

しょうけれども、行政側のほうでできる限りのフォローだとか、あるいは情報提供があれ

ば委員会のほうに、専門部会のほうにしてもらって、今、岡田先生のご指摘、中根さんの
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ご指摘がありますように、どういうふうに扱うかという、そこを部会の中で詰めていって

ください。 

 参考までに、中根先生がちょっとおっしゃったけど、沖縄市だけではなくて周辺市町村

の下水道の接続率だとか、というようなこともあれば一緒に出されたらどうでしょう。今、

海草の話から砂の話もありましたように、生物の話をいろいろしているんですが、確かに

ここの干潟だけではなくて泡瀬全体の水質環境がどんどん変わっていくということですか

ら、他の市町村の下水道の問題等ももし情報があれば一緒にあわせて比屋根の専門部会に

出されて検討されていったらいかがでしょうか。中根先生、よろしくお願いいたします。 

 そのほかに比屋根湿地系はありますか。 

 では、戻りまして、さっきの入江先生からのご指摘のところに戻ります。入江先生のほ

うから全体を通してご指摘がありました。この件につきまして、事務局のほうでまずはよ

ろしくお願いします。 

○事務局（與那覇）  入江先生のほうから質問２点あったかと思います。 

 １点が、「場の創造」の実験をしているところでの流速等の観測というところだったかと

思います。こちらにつきましては、この資料の２ページの「場の創造」実験の図面があり

ますけど、こちらの図面のほうで赤い囲みと青い囲みの太線で囲んである箇所があるかと

思います。こちらの中で波高、あと流速を測っております。中でも流速計だけ入れている

場所が青い中で２カ所ほど、波高計を設置していますけど、それについては流速も測れる

ような波高計ですけど、それについては赤いものを左側の奥側のほうに１カ所と、青い中

で１カ所ということで、今回、波高計を設置しておりまして、今度あった台風４号につい

てもデータがとれておりますので、今その解析等を行っております。また整理できたらち

ょっとご意見を伺いに行きたいと。 

○入江委員  同時観測がなされていたわけですね。奥と、赤の青のですね。 

○事務局（與那覇）  はい。人工干潟の面的な検討にあたっては、入江先生からご指摘

のあった点を踏まえて、それぞれの１つだけではなく複合型みたいなことも含めて検討は

進めてまいり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。 

 海藻専門部会もこの資料を使っての説明はないですか。今の話って、１‐47 ページとか

そのへんの話ではないですか。 

○入江委員  あとのほうはよろしいですか。これまたご検討されるんでしょう。例のク
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ビレミドロの場の創造で囲むというあの考えですね。あれ非常に大事だと思うので、ぜひ

また成り行きも知りたいと思うんですが。 

 もう１つだけ。 

○小濱委員長  はい、どうぞ。 

○入江委員  これ第１期と第２期と工事がございますよね。それで、その第１期とこの

第２期で、仕切りが陸のほうへ相当移動します。埋立範囲が広がります。我々いつも海を

やっているとどうも気になるのが、そういうふうに埋立域がわっと広がる、広がらない、

何もない場合。今はほとんど埋立地がない状況ですけれども。そうなってくるとどうして

もやっぱり比屋根湿地からこの右側、これは東側になるんですかね。そっちへ向かって斜

めに波が入ってくるようになるんですね。遮蔽がないときはまっすぐ今の海岸線を安定さ

せる格好で波が来ているんだけれども、それをつくるとやっぱりどうしてもそうなっちゃ

うと。 

 だから、いつもこれが気になりまして。そうなると、あそこのトカゲハゼですか。あと

生息域が比屋根湿地の前にあって、これを大切に考えているんだけれども、根こそぎと言

ったらおかしい。悪い波で…、悪い波でということもないですね。というふうなことがあ

りはせんだろうか。いってみれば、比屋根湿地の前のトカゲハゼの生息域の場の創造は急

がないといかんのじゃなかろうかと。ある意味で第１期ができ上がったときには、もうそ

こもでき上がっているというふうなことをしておかないとなくなってしまうんじゃないか

と。そういう気がしております。それもちょっとまたご検討願えればというふうに思いま

す。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 事務局のほう、どうですか。 

○事務局（與那覇）  先ほどの説明で、委員長からもちょっとご指摘があった点で、こ

の参考資料‐１という海藻草類部会の資料がありますけれども、それの 1-59 ページを見て

いただきたいと思います。参考資料‐１の 59 ページ。 

 こちらのほうで、場の創造実験をしているところでの波浪流況観測のそれぞれの計器の

設置位置を示してあります。こういった場所で観測をしておりますので、今度の台風のデ

ータもとれておりますので、それについてまたご説明したいと。 

 あと、今、入江先生から話のありましたところで、１つ次の議題の中で保全措置を今後

どうしていこうかという話を、また次のテーマとしてご議論いただく予定にしているかと
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思います。その中で、アセスのときにはトカゲハゼに配慮した対応として人工干潟をつく

りますという約束をしております。今後トカゲハゼの保全を考えた場合に、こういったト

カゲハゼの人工干潟をつくるという以外に、現在の生息地の保全拡大というものも取り組

む１つのテーマであるのかなというふうに思っておりまして、こういった内容についても

項目として挙げてきております。今、入江先生の話のあった内容に関係してくるかと思い

ますけれど、そういった中でこの島をつくることによって現生息地を保全拡大していくと

いうことについてもご意見等をいただければ、今回やった底質改良試験というのがありま

すけど、一時的にはトカゲハゼが棲む環境ができる。だけど、しばらくたったらもとに戻

って棲まなくなる。それを何か工夫して、持続できるような対応がもしとれるようなこと

があれば、現生息域の保全拡大というところにも生かしていけるのかなというふうなこと

を思っておりますので、そういった点で今のご意見を参考にしながら検討を進めていきた

いというふうに思っております。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 そのほか全体を通しまして、皆さんのほうからご意見、ご質疑ございますか。 

 中根さん。 

○中根委員  入江先生のほうが専門だろうと思いますので。 

 私は国頭村の安田に住んでおりまして、今その安田の海岸の真ん前にテトラポットを置

いている。それを今撤去をする工事にいよいよ着手したんですね。それは、内側の海岸を

どんどんどんどんえぐり取っていく。台風時には根こそぎえぐり取って、今回も相当やら

れました。これが人工干潟を前につくることによって、その内側の水路みたいになっちゃ

うわけですよね。そういった似たような状況が生まれて、実はどんどんどんどん内側に、

大潮、満潮時、台風、そういったことの重なりがあったときの条件からいくと、この水路

でトカゲハゼ、そういったものの生息地は根こそぎやられていくとか。そういったような

状況も生まれないのかなということを、素人ながらそういう見方で見ているんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○入江委員  そのとおりで。我々はやっぱり何か構造物を置かれるとその弊害を先に考

えてしまうもんですからね。それがあるとすれば、ないようにするにはどうしたらいいか

という。そういう発想でものを考えていくものだから妙な質問を出したかもしれませんけ

れども、おっしゃるとおりで、非常に注意深く常に見ていっているということは事実で。

今のお話がどういう状況なのかはちょっとわかりませんけれども、何か機会があって教え
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ていただければ、何か私が言えることがあるのかなと。ちょっとそう感じた次第です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 事務局のほう、どうですか。 

○事務局（與那覇）  今の中根委員の家の前の状況がよくわからないので、泡瀬のこと

に関して申しますと、やるにあたっては島ができた後も波なり流れなりの観測をずっと引

き続きしていこうと思っております。していって、本当にそこでこういうものをつくった

ら大丈夫なのかということも確認しながら慎重に対応はしていきたいと思っておりますの

で、そういったことがあるということは念頭に置きながら、先の現生息地の保全拡大の対

応をとったり、人工干潟をつくるというのにあたっては、今の意見を十分受けとめながら

検討は進めていきたいというふうに思っております。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 そのほかにご意見ありますか。 

 古川さん。 

○古川委員  １つの台風が襲来したりというような少し極端な、一番危険な外力が働い

たときのお話で今生息地のお話。非常に安全につくらなければいけないよねというような

ご示唆だと思うんですが、それと同時に、生き物のすみかをつくるというときには、きっ

と一番最大の外力のときには、多少その場が攪乱されてしまうということが自然界にはよ

くあって、海草の分布でも同じ面積がずっと未来永劫続いているということではなくて、

非常に大きな台風が来たときには少し面積がどこかでずれている。それがまた数年して戻

ってくる。すごく長い時間を見たときに、平均的にその場が保たれるというのが自然に近

い場なのではないかなと思います。 

 これは取り越し苦労かもしれないんですが、今のような議論で波が来るかもしれない、

だから守らなければいけないといって、がちがちに固めたような生息地になってしまって

はいけないなと思いますので、襲来する外力に対して配慮する。これはもちろんだと思い

ます。真摯にやらなければいけないことだと思いますし、それに併せて、それが襲来する

周期の間の穏やかなときにも生物が使いやすいようにということで、多少の場の攪乱と言

っていいのか、変動と言っていいのかわかりませんが、そういったものを許すような構造

なり、管理の仕方なのかもしれません。そういったことを一緒に考えていただけたらと思

っておりますし、そういう提案を、今まだ具体の話が出てませんから、先々でしていきた

いというふうに考えております。 
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○小濱委員長  ありがとうございます。 

 津嘉山先生。 

○津嘉山委員  先ほど中根委員、あるいは入江先生からもいろいろご指摘ありましたけ

れども、やはりいろいろな構造物ができますと、その影響で当然波浪の現象も変わってく

るわけで、地形の検討につきましても、シミュレーション等を踏まえていろいろやってき

ているわけですけれども、やはり浅い分についてはシミュレーションの精度もあまりよく

ないわけですよね。私もいつも心配しておりますのは、そういったシミュレーション等が

検討された場合の信頼度の問題とか、実際に再現性の問題とかありますので、例えば、台

風４号のときも実測をされたというお話ですし、またこれからいろいろなそういうイベン

トが出てくると思いますが、その都度いろいろなデータはぜひとっていただいて、検討の

中でそういう実測値等を踏まえての検証、そういうものをフィードバックしながら進めて

いただいて、全体として総合的にそういった推測なり、あるいは推算なりの妥当性につい

て検証を加えながら進めていっていただきたいと思います。以上です。 

○小濱委員長  中根さん。 

○中根委員  その台風時の非常に大きいときのと言いましたけれども、たった１回の災

害でもうもろに地形が変化するということが台風の怖さなんですね。安田の事例ばかり言

って申しわけないんですけど、身近にあるもんですから。安田の場合はテトラポットだか

らやっと私たちの念願でそれを撤去するという作業に、10 年来の申請がやっとかなって入

ったわけですね。 

 人工干潟をつくってしまうと、撤去というレベルにはなりませんね。そのへんの怖さを

しっかり認識する必要があると。たった１回の大型台風、年々台風の大きさがひどくなっ

てきている状況の中で、予測できない状況が今生まれているということも踏まえておかな

いと、よけい地域に災害をもたらすということだって起こり得るということもあると思い

ます。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 今のご指摘の一連の話というのは、どこの専門部会でという話ではなくて、むしろこれ

から話題になる環境保全の考え方の中で展開されていく話かなと思います。 

 次のセクションの説明にはなるんですけれども、泡瀬地区の環境保全を全体的に考えな

がらどう創造するかというときに、中根さん、それから入江先生のご発言、それから津嘉

山先生ご発言を含めて、こういった状況をどう盛り込んでいくかということについては事
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務局のほうに一旦預けますので、また次回かその次のときぐらいにこんなふうに反映した

いとか、あるいはこんな視点を持ちたいということをこの委員会に返していただければい

いと思います。 

 そのほかにご指摘ございますか。 

 それでは、一旦休憩しましょう。10 分間の休憩を挟みまして、資料‐３の環境保全措置

につきまして審議・検討していきたいと思います。 

 それでは、皆さん。３時 10 分にもう一度お集まりください。休憩します。 

（午後２時 59 分 休憩） 

（午後３時 11 分 再開） 

○小濱委員長  それでは再開しましょう。 

 資料‐３、環境保全措置に関する内容です。事務局のほうからご説明お願いいたします。 

 ③環境保全措置に関する検討 

○事務局（佐藤）  それでは、右肩に資料－３と書いてございますＡ４判の資料でござ

います。まず１ページ目をご覧ください。こちらは資料-1 でございましたとおり、この資

料では行動計画の具体的検討というところと、社会環境条件を考慮した新たな行動計画に

関する検討といった２本立てで検討を行っております。なお、本検討では泡瀬地区におい

て、現在及び今後検討するさまざまな環境を保全・創造するための措置、これを「行動計

画」ということで表記していくこととさせていただきます。これはアセス書において環境

保全措置と書かれていることに関しても同様でございます。フローなんですけども、緑色

のハッチの部分というのが行動計画の具体的検討というところの流れでございまして、青

いハッチの部分が社会環境条件を考慮した新たな行動計画に関する検討の流れというふう

になってございます。 

 続きまして２ページ、ここからはフローにおきます緑色の部分、行動計画の具体的検討

ということの整理を行ってございます。まず２ページ目真ん中にございますフローに沿い

まして、現在泡瀬で行われている行動計画の全体像といったところを把握してございます。

まずは環境影響評価書における行動計画を整理しまして、次に環境保全・創造検討委員会、

この委員会で検討している事項を抽出します。それに加えまして、その他の行動計画とい

うことで、これはアセス書で位置付けられている行動計画のさらなる保全効果を確保する

ために、事業者が独自で実施している行動計画のことを言っているんですけども、アセス

で言っている行動計画と、その他の行動計画を組み合わせて行動計画全体を体系的に整理
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してございます。 

 左の３ページ、Ａ３の表形式になっているところが、アセス書で位置付けられている行

動計画の内容と取り組み状況を整理した表でございます。各項目ごとに評価結果の概要、

それに対する行動計画の内容と、最後に取り組み状況を整理してございまして、このうち

黄色くハッチがかかっている部分というのが、この委員会で検討している行動計画という

ことになります。 

 こういったアセスにおける行動計画というのと、その他の行動計画というのを組み合わ

せて体系的に、最終的に整理したものが、ちょっとページは飛ぶんですけども、５ページ、

Ａ４横になってございますが、これが現在、泡瀬地区で行われている行動計画の全体像の

整理ということになります。一番上に大目標ということで、「人工島を活用した地域の発展

と調和しつつ、人工島及び周辺の自然環境を保全・創造し、また適正な利用を図る」とい

った大目標を踏まえまして、アセスで記載される個別目標として、藻場生態系の保全です

とか、泡瀬地区のクビレミドロの保全、トカゲハゼ生息域の保全・拡大といった個別目標

があります。それをさらにブレークダウンした形で①～⑪、11 個の行動計画が泡瀬地区で

現在検討されているということになります。この 11 個の行動計画のうち、黄色く網かかっ

ている部分というのがアセス書で位置付けられている、アセス書で約束されている行動計

画、ピンク色の部分というのがその他の行動計画ということになります。以上が全体の整

理ということになります。 

 続きまして６ページなんですけども、じゃ、それぞれの行動計画、どういった関連があ

るのだろうかということを、この 2.2 というところで整理して検討してございます。現在、

各部会で個別に検討されている行動計画を今後、行動計画同士の連携等による効果を発揮

していくための事前の整理ということで行動計画の関連性というのを検討しております。

整理にあたってなんですけども、まずは行動計画同士の配置関係を整理しまして、行動計

画が集約して実施される区域というものをまず抽出します。次に、その抽出した区域ごと

にそれぞれの実施内容において連携が図れる行動計画を検討して、最後に実施場所の近接

性に依存せず、場所が離れていても連携可能な行動計画を検討しまして、その検討結果と

いうのが次の７ページに整理してございます。 

 ７ページ、左上の平面図というのが行動計画の配置ですとか、あと実施内容といったも

のを簡潔に整理してございまして、左下のスケジュール表というのがそれぞれの行動計画

の実施工程ということになります。こういった整理をした上で行動計画の関連性を右側、
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表の 2.2 というところで整理しました。この表の左側に行動計画としまして①～⑪まで書

いてございます。その右列に実施場所ということで、今回４つの区域に分けさせていただ

きました。まずは比屋根湿地及びその前面干潟域、次に人工島の南西部、次に人工島の突

堤部付近、最後に人工島東部海域といった、こういった４つの区域で集約して行動計画が

実施されているということで、まずその実施場所ということで４つに区切りました。最後

に（実施場所に依存しない）と書いてございますが、そういったこともあるかと思いまし

たので最後に設けさせていただいております。 

 その実施場所の右の列に、実施した区域の中で行われている行動計画同士に、どういっ

た内容の点で関連があるかといったことをそれぞれの区域ごとに整理してございます。例

えば、比屋根とその前面干潟域といった区域のところで見ますと、④⑤というところがご

ざいますが、この④というのがトカゲハゼの人工干潟の創出という行動計画、⑤は既存干

潟域におけるトカゲハゼ生息圏の拡大という行動計画なんですけども、例えばこれにつき

ましては、トカゲハゼの人工干潟の検討というのは、今、人工島部会のほうでさまざまい

ろいろ検討されているところでございますけれども、ここで得られた知見ですとか情報デ

ータというのを今後、既存生息圏、トカゲハゼの今いる生息圏の拡大へ活用できるのでは

ないかと、こういったような観点でそれぞれの区域ごとに、その内容において関連ができ

るものということで整理してございます。 

 続きまして８ページなんですけども、先ほど関連性の検討における検討結果というもの

を踏まえまして、先ほど区切りました４区域における目指す姿ですとか目標像をここで整

理して、これらの行動計画が確実な効果を得たり、あるいは連携することによって相乗効

果を確保すると、そういうことを目的に、関連性から見た行動計画の配慮事項について整

理してございます。表 2.3 にその整理結果なんでございますが、まず実施場所、先ほど区

切った４区域に対してそれぞれ目指す姿・目標像というものをここで提案させていただい

ております。 

 まず比屋根湿地及びその前面干潟域では、地域と海との関わり・利用ということで、比

屋根湿地の再生による汚濁負荷軽減と地域の人々が利用しやすい海岸づくりといったもの

を図りながら、トカゲハゼの保全にも取り組む区域。人工島の南西部ですと、各種生物生

息場の創出と学習の場ということで、オカヤドカリの生息・生育に配慮した人工海浜です

とか、クビレミドロの干潟ですとか、野鳥園といった、各種生物生息場を創出して、あわ

せてその場を環境学習としても利用していく区域。人工島突堤部と東部海域につきまして
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は、場の創出ということで、突堤部付近につきましては護岸等、構造を工夫してあげるこ

とで海藻草類の場の創出を図るですとか、人工島の東部海域ですと、周辺自然藻場域との

調和を図りながら藻場生態系を創出していく区域。こういった目標ですとか目指す姿を整

理してございます。この表の右側には、目標を達成するためにはどういったことに配慮し

ていけばいいのかといったことを整理してございます。 

 続きまして９ページなんですけども、ここでは今まで行動計画の全体的な整理ですとか、

関連性と、検討してきたまとめということで図面上に整理してございます。４つの区域ご

とに目標ですとか進捗状況、スケジュール、あとは人工島の工事自体の工事スケジュール

を平面的に整理したものでございます。これらは今後、人工島の全体の絵をつくっていく、

まずとっかかりといいますか、第一歩として整理したものでございまして、次の 10 ページ

以降に、それぞれ４区域に区切った、この区域ごとのイメージということで、現在の進捗

状況に応じてそのイメージ図を整理してございます。 

 10 ページですと、比屋根湿地及びその前面干潟域における行動計画のイメージというこ

とで、写真の上のほうですと比屋根湿地の浄化施設のイメージ図ですとか、泡瀬地区海岸

のイメージ図、下のほうにはトカゲハゼの干潟のイメージ断面を整理してございます。 

 11 ページですと、人工島の南西部における行動計画ということで、ここではいろんな各

種生物の生息場といったものを生み出す取り組みが行われようとしているんですが、そう

いったイメージ。 

 12 ページでは、その人工島の東側にある突堤部付近の護岸を工夫してあげましょうと、

海草なんかの生物の生息場をつくってあげましょうというイメージ図。 

 13 ページ、最後なんですけども、人工島の東部海域における行動計画のイメージという

ことで、写真は場の創造実験の状況ですとか、低天端堤での魚礁効果ですとか、移植海草

の状況なんかをここで整理しております。 

 14 ページに、今後の検討の進め方ということで、フロー形式で整理してございますが、

今までの行動計画の具体的検討ということで、この資料ではまず行動計画の整理と、それ

ぞれの行動計画の関連の検討といったことをしてきて、行動計画の全体像とそれぞれの関

連性を把握してきました。その中で比屋根湿地ですとか人工島南西部、人工島の突堤部付

近ですとか、東部海域のイメージといったもの、全体的な絵をつくるためのイメージとい

うものをまずつくりました。それで、今後どうやって検討を続けていくかと申しますと、

行動計画同士の関連性ですとか、工事のスケジュールを踏まえまして、４区域の中でも優
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先的に検討する行動計画を絞り込みます。それに対して具体的な方策の検討ですとか、目

標設定、評価手法を検討していく予定でございます。 

 資料－３の資料前半については以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、皆さんのほうからご質問、ご意見を伺いたいと思います。

先ほどの各専門部会の報告の質疑の中でも幾つか指摘事項があったんですが、それも加え

まして皆さんのほうからご指摘ありましたら、どうでしょうか。 

 では、また後からもう一度お伺いすることにしましょうか。 

 それでは、めくりまして 15 ページです。社会環境の件ですが、これにつきましては泡瀬

復興期成会の皆様をお招きしております。泡瀬復興期成会の皆さんのほうからプレゼンを

していただきますので、ご準備をよろしくお願いいたします。最初に自己紹介などをして

いただけると。 

 ・地元からの泡瀬の歴史等に関する報告 

○泡瀬復興期成会（当真）  皆様、こんにちは。こういう場を与えていただいて、どう

もありがとうございます。私は、ただいま泡瀬復興期成会の事務局長をやっている当真正

幸と申します。よろしくお願いします。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  泡瀬復興期成会で理事をやっています普久原朝健と申し

ます。よろしくお願いします。 

○小濱委員長  ありがとうございました。皆さんのお手元には、「泡瀬の自然を考える」

という冊子があると思いますが、あわせてご覧いただきたいと思います。 

 それでは、早速ご説明をよろしくお願いいたします。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  それでは、私、普久原のほうで説明をさせていただきた

いと思います。 

 きょうは皆さんのほうに「泡瀬の自然を考える」ということと、それから今の資料‐３

の中で泡瀬のことについて記述されておりますけれども、時間が限られていますので、泡

瀬の湿地帯について焦点を絞ってお話をしたいと思います。座ったままでよろしいんでし

ょうか。 

○小濱委員長  どうぞ。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  泡瀬は、元々は離れ島でした。ここのほうにあるのが泡

瀬あせ嶋ですね。それから、次のこれがあふ嶋です。 
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（パワーポイント） 

 この図がわかりやすいんですが、ここのほうに書いてあるとおり離れ島でした。これは

天保琉球国絵図なんですが、この図がつくられたのが 1838 年です。それの 70 年前に泡瀬

には人が移り住んでいます。 

（パワーポイント） 

 これは離れ島だったために塩害がひどくて、泡瀬に住んでいる人たちは過去賦役を課さ

れて共同作業を行っています。浜の砂を上のほうにあげてアダンを植えるというような作

業を終えたときの記念写真です。こういった共同作業が約 150 年ぐらい続いたということ

でございます。 

（パワーポイント） 

 そのために、海岸線に細長い土地ができます。これ黄色い線の部分ですね。ちょっとわ

かりづらいんですが、黄色いこの土地ができたので、これを字泡瀬で登記するというよう

なことをやっています。ここのほうはそういった土地がないんですが、理由は共同作業を

行わなかった場所です。砂が寄ってきて自然にたまるという場所でしたので、ここのほう

にはうちの復興期成会の土地はないというような状況ですね。ここのほうに集落があって

という感じです。 

（パワーポイント） 

 これは 1944 年、米軍が撮影した爆撃する前の航空写真です。ここのほうに海中道路が見

えます。それから、これが軌道馬車の道路の線ですね。海中道路が大正６年に着工して、

翌年の大正７年には完成しています。それから、これが軌道馬車ですが、これの全線開通

は大正５年です。これによって泡瀬は大いに発展して、島から半島になっていくというよ

うな形になります。明治 22 年頃までは離れ島だったという話です。 

（パワーポイント） 

 これは、米軍の爆撃によって泡瀬は焼き払われてしまうんです。その中でビジュルの鳥

居だけが残っている状況ですね。もう破壊されたという形になります。 

（パワーポイント） 

 これは終戦間もない頃の写真ですが、これが海中道路で、泡瀬５丁目、こっち側が６丁

目になります。ここに沼湿地が残っているという状況ですね。それから米軍がつくった大

きな道路が見えます。こっちはもう海没地ですね。米軍が砂を取ってしまったので、先の

ほうはもう海没しているという状況です。 
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 ここは田んぼです。この景色があるとき変わります。 

（パワーポイント） 

 これは 1962 年です。そのときにキューバ危機、要するに、フルシチョフとケネディの対

立したキューバ危機が起こるんですが、キューバの砂糖が共産圏にいってしまうというよ

うなこともあって稲作からキビ作へ変わります。そのときに 70 年ぶりの大干ばつというの

が起こります。そのときに稲作の作付面積は劇的に変わるという状況になります。 

（パワーポイント） 

 これ先ほどの写真と同じような場所ですが、こちらへんは田んぼだったんです。これは

泡瀬５丁目です。こっちは内海埋立ということで、内海が埋め立てられている状況です。 

（パワーポイント） 

 これは、先ほどの写真の続きです。こっちはまだ沼湿地が残っている状況です。これは

製塩会社の製塩工場です。この頃は、干潟での塩の生産というのは少なくなっていまして、

外国から岩塩を輸入して、その岩塩を精製して提供するというような状況でした。このへ

んはすべてキビ畑に変わっているという状況です。 

（パワーポイント） 

 これは、泡瀬のメーヌ浜の 1959 年の夏の写真です。実は、私がその中のどこかにいると

思うんですが、卒業アルバムから持ってきた写真です。メーヌ浜は今砂がなくて直立護岸

の石積みが見えるんですが、これは1968年から1969年頃にこの砂をとってしまうんです。

建築資材に使うために砂をとるんですが、実は泡瀬史の中にこの直立護岸をつくったら砂

がたまらなくなったということで、泡瀬の人たちが大きな石を直角に並べたという記述が

あるんです。その直角に石を並べたおかげで、そこのメーヌ浜というところは、これはグ

ンバイヒルガオですが、こういうふうにして砂がいっぱいたまっていて、全校生徒 500～

600 名いたと思うんですが、それが一斉に体操ができるような砂浜がありました。これは

建築資材のために砂をとってしまったので、そのときに我々先祖の知恵でもって並べてあ

った石も一緒にとってしまったということです。 

（パワーポイント） 

 そのときのアダンの林ですね。そこまでアダンの林が残っておりました。 

（パワーポイント） 

 これは 1975 年ですが、比屋根湿地の海岸線が残っていて、今、こっちには県の高層住宅

が建っています。その場所です。 
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（パワーポイント） 

 これは奥武島の南側です。ここも激しく浸食されていました。海岸線はもうほとんどこ

ういう状況で、どんどんどんどん浸食が進むというような状況です。 

（パワーポイント） 

 これは、現在の県総合運動公園のオートキャンプ場付近です。これが奥武島ですね。こ

っちにイルカ島が見えます。ここも海岸線は浸食されて、かなり陸域まで海になっていた

という状況です。これも 1975 年です。 

（パワーポイント） 

 これは、泡瀬の区画整理事業です。この泡瀬の区画整理事業で、劇的に陸域の自然環境

はもうなくなってしまうという状況です。ここは現在の泡瀬漁港です。 

（パワーポイント） 

 これが、要するに比屋根湿地です。この時期は 1987 年（昭和 62 年）に海邦国体が行わ

れるんですが、多分にこの写真は、ここに塩田跡のミニパークがあるんです。これは完成

していますから、要するにこれの開通を記念してこのポケットパークをつくりましたので、

多分に昭和 62 年（1987 年）の１月から２月あたりの写真ではないかなと思っています。

このときにはまだヒルギも何も植えてないような状況です。県総の高層住宅は完成してい

ると。これは、国体のときに役員の宿泊所に使われています。 

（パワーポイント） 

 これ、琉球新報が発行した「ふるさと紀行」の沖縄県航空写真ですが、これがうるま市

の製糖工場です。ここの部分をご覧になっていてください。 

（パワーポイント） 

 さっきの場所がこれですね。これずっといくんですが、ここは今、沖縄市側から新港地

区に行くと３つの橋がかかっているんですが、３つ目の津梁橋付近の状況です。このとき

に、どんどんどんどんこのへんの海岸線の湿地帯がなくなっていくという状況がこれでわ

かります。 

（パワーポイント） 

 これは同じ写真集の写真ですが、ここが海邦町です。海邦町の外郭ができてどんどん進

行していくという状況の写真です。これが海中道路です。こっちが泡瀬６丁目、こっちが

泡瀬５丁目ということになります。 

（パワーポイント） 
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 同じく写真集からですが、これが国体主会場のメインスタンドがこのへんですね。この

へんには湿地帯がまだまだ残っていました。こっちは渡口の区画整理事業になります。こ

れが北中のし尿処理場です。自転車競技場があります。そして、ここに県道のバイパスが

ありますけれども、一部分できています。このへんは広大な湿地帯でした。これが比屋根

湿地です。 

（パワーポイント） 

 これも 1984 年の渡口側から見たメインスタンドです。 

（パワーポイント） 

 これは 2004 年の写真ですが、ここにメインスタンドが見えます。同じ角度で撮った写真

ですが、湿地帯はなくなってこういう区画整理されて街になっているという状況です。 

（パワーポイント） 

 これは、運動公園の脇にできた湿地です。 

（パワーポイント） 

 これは新港地区の先ほどの津梁橋付近の陸地側の状況ですが、こっちが水路です。脇に

はこういうふうにして、こっち側のほうは個人有地でしたから開発されてしまったんです

が、こちら側にはこういうふうな人工的な環境が整いつつあるということです。 

（パワーポイント） 

 これが現在の泡瀬です。泡瀬１丁目、それから２丁目、これが３丁目、ここが４丁目に

なります。５丁目、６丁目、海邦町です。このように、こういう湿地帯があったところと

か、それから内海(ｳﾁｳﾐ)があったところは、全部こういう建物で埋まってしまっていると

いう状況です。その中で、ここに比屋根湿地ができたし、それから新しくこういった、先

ほどのプール横の湿地です。こういうのができています。だから、県総合運動公園の周辺

はそういった事例ですね。中のほうもそうですけれども、海没地だったところに緑が復活

しているし、それからこういったものもできているということです。ここにはテトラポッ

トをいっぱい並べているんですが、これについては地元の方々は撤去の要請をして、県議

会でも撤去しますよというような回答をいただいております。 

 以上、お話をしたんですが、泡瀬のほうはこれまで何度か劇的に変わっています。まず

戦争による破壊ですね。実は、泡瀬には短期間でできた飛行場もあったんです。米軍は戦

争中は突貫工事で飛行場をつくって、５月から始めて７月の末には完成させるというふう

なことで飛行場もつくっています。それから稲作からキビ作への転換のときに田んぼが畑



 37

になったということと、それから何よりも大きいのは区画整理事業です。区画整理事業で

要するに住宅地開発したと、そのときに大きく変わったということです。その同じ時期に

県の総合運動公園ができました。しかし、県の総合運動公園に関しては、当時、自然再生

の事例もたくさん残しているということであります。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 続きまして、事務局のほうから補足説明をよろしくお願いします。 

○事務局（佐藤）  事務局のほうでも資料－３の 15 ページになりますが、社会環境条

件を考慮した新たな行動計画に関する検討という、まずそのとっかかりのところで、泡瀬

の社会環境というところ、復興期成会さんの資料なんかを参考にさせていただきながら資

料を作成しております。ちょっと重複する部分もありますので簡単にご紹介させていただ

きます。 

 まず 16 ページなんですけども、先ほどちょっと出てきました泡瀬の歴史、あせ嶋の話で

すとか、17 ページですと海中道路のお話、こういったところは今と昔を比較して資料を作

成しております。18 ページは護岸堤防に関すること、19 ページでは土地区画整理事業、20

ページからは産業ということで、昔、泡瀬地区で行われた産業、製塩業ですとか、樽皮の

製造業を整理しております。22 ページでは農業の話、23 ページでは漁業ということで、昔

は海垣、魚垣といわれるような漁法で皆さんは生活しておられたという話。25 ページから

はもうひとつ社会的資源ということで、県の総合運動公園ですとか、泡瀬漁港、27 ページ

では史跡ということで、泡瀬ビジュルですとか、塩田跡地について整理しております。29

ページは伝統的な文化資源としまして、泡瀬の京太郎ですとか、浜下り、アーサ摘みとい

ったことを整理してございます。 

 31 ページに今後の検討の進め方ということを提案させていただきますが、下にフロー図

が一応ございますが、今後、社会環境の行動計画を検討するにあたってなんですけども、

泡瀬地区の地元の方々が主体となるような作業というのを実施していこうというふうなこ

とを基本方針としております。下にちょっとフローがございますが、具体的に申し上げま

すと、まず①としまして、泡瀬地区の地元の住民の方々による情報・意見交換ということ

で、地元自治会の方々ですとか、期成会の方々を対象にしまして、海と人とのつながりを、

視点を中心に泡瀬地区の社会環境面に関する情報とか、意見交換の場をまず持ちましょう

と。②としまして、社会環境特性の追加・充実ということで、今回の資料に加えまして、

意見交換の結果、情報交換の結果といったものを追加しまして、詳細な内容について充実
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を図って、泡瀬地区の社会環境特性を再整理します。③に、新たな行動計画設定の可能性

検討ということで、上記の結果、成果というのを総合して、新しく行動計画としてできそ

うなものの適用可能性を検討して、それを具体的にどうやっていくかといったところを検

討していく予定というふうに現在考えております。社会環境の行動計画について具体的な

検討をした後は、31 ページ、左下に小さく全体フローというふうに書いてございますが、

目標設定ですとか、評価手法に組み入れて検討を進めていく予定でございます。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。 

 ただいまご説明がありましたように、社会環境につきましては今日が初めてのすり合わ

せといいますか、ご紹介になりまして、これから順次、地元の方々に案を作ってもらいな

がら、行動計画なるものについてはこの中に盛り込んでいこうと、そういう趣旨です。今

日は地元の泡瀬復興期成会の皆さんから泡瀬地区の歴史につきまして大ざっぱな説明をし

ていただきましたが、ご出席の各位の皆さんにおかれましては歴史については共通認識を

持ちましょうという、そういう趣旨でございます。 

 ということですが、今のこの一連の行動計画につきまして、皆さんのほうからご意見、

ご質問等がございましたら、いかがでしょうか。 

 津嘉山先生、どうぞ。 

○津嘉山委員  期成会の皆さん、ご丁寧な説明をありがとうございました。かなり地域

の変化の状況を見せていただいて、今、相当移り変わってきたというのが実感なんですが、

１つだけ、今の行動計画ではなくて、地元におられて、ひとつお伺いしたいのは、今、通

信隊の先のほうにある砂州と、それから運動公園側、両方に砂州があるんですが、今のご

説明とか写真で、どうもそっちのほうが出てこなかったんですけれども、そのあたりにつ

いての変遷とか、あるいはいつごろからそれがあって、例えば地元の皆さん方はこの砂州

についてはどういうふうな関わりをもってこられたのか、漁業関係もそうですし、それか

ら地域のいろんな行事等もおありですが、そういうところでどういう何か関わりがあるの

か、そのへん、もし情報をお持ちでしたらお聞かせ願えればありがたいんですが。 

○泡瀬復興期成会（当真）  我々は砂州のことをユニと呼んでいます。標準語で言うと

ヨネになると思いますけど、泡瀬ではユニと呼んでいます。そのユニというのは、泡瀬半

島全体を割と砂浜が取り巻いていたわけですけども、戦後は、先ほども言いました建築の

ために砂を持っていったと。なおかつ昭和７～８年ごろに、南海岸の直立護岸に直角の方



 39

向に石を置いて、そこで砂が高波等で持っていかないようにしたという記述が残っている

んです。今、74～75 歳ぐらいの方にはそういう石があったよねという記憶があるという方

もいるわけです。 

 その砂に守られていることと、それから先ほど出てきた湿地とか田んぼとかいう、海を

きれいにするような要素が取り巻かれていたわけですよ。とても周りの環境というのは、

渚からすぐ 10ｍ、20ｍいけば、サンゴ礁もまだあるという、あるいはウニ等も採れるぐら

い素晴らしい海岸を保っていたんですが、特に米軍基地ができて、その砂が撤去されて、

なおかつ直立護岸になって、今、礫の海岸になっちゃっているわけですね。そういうこと

で泡瀬の海は今、きれいな海がますます後退しつつある。ということを我々地元に住んで

いる人間は直感しているんですよ。 

 もう１つは、つい最近でもいいんですけど、泡瀬の先までいきますと、サンゴ礁の死骸

が残っています。砂浜だったところにですね。そこのサンゴ礁の死骸を見ますと、まだヒ

メジャコの生きていた穴があります。これはおそらくまだ 30 年もたたないようなヒメジャ

コの跡なんですよ。それがいっぱいあります。ですから、渚から 20ｍ、30ｍいけば、いっ

ぱいヒメジャコがあるぐらい、海が豊かだったということです。今はそれが全部、先ほど

説明しました流れの中で、我々が内海を埋めたり、それから田んぼがキビ作に変わり、キ

ビ作になった畑の跡は今や住宅地に全部なっているんです。ご存じのとおりですね。昔は

11 の集落がありますけれども、それもぽつんぽつんと離れていて人が住んでいるという状

況で、今はずっと与儀から古謝までうちが連なっている状況になってきている。そのため

に私たちは、海へのそういう、我々が負荷を強めているんじゃないかと考えているわけで

す。 

 津嘉山先生から砂州の話が出ましたけど、砂州も実はいろいろ、実際に測ったわけじゃ

ないけども、我々の見た目では、ハト（波止）ができたり、いろんな形で道関係が少し動

いているというんですかね、という状況があります。もう１つは、ある時期に南の海と、

それから北の勝連側との間を漁民の方々の依頼で、チャンネルを掘ったという事実もあっ

て、今はちょっと離れています。昔の写真を見ると、泡瀬の先から白浜はずっと続いてい

たはずです。 

 もう１つは、私たちは実は先ほど歴史の中で出てきましたけれども、泡瀬というところ

は人口が、昭和 18 年、19 年の時点で３千何百人というような時代がありまして、それだ

けの人口を養うのに何で飯を食べていたかというと、一番大きいのが製塩業ですね。次が
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セイイソン（製樽業）といって、段ボール代わりの砂糖を県外に移出するための容器、樽

皮といっています。それの生産。残りがさっき言った与那原から、まず客馬車ですか、軽

便鉄道が通って、客馬車です。それが通って、次はバスが通るようになりまして、さらに

大正時代に例の海中道路とかできまして、これは与那原から屋慶名を結ぶ、勝連地区、屋

慶名地区を結ぶ道ですけれども、これができたということで便利になりまして、それで飯

を食っていまして、実は泡瀬でそこに魚を捕りに行ったり、貝を採りに行ったりするのは、

沖縄の方言で言うと、海キジャーサーと言うんですよ。海をかき乱すものということで、

あまりいい目で見られないんですね。海は遊ぶところじゃないと。たまにはイザリします

けど、だから、海は大切にきれいにするものだと。製塩のためにもそうですよね。海の海

水はよくないといかないわけですから、そんな感じの私は印象ですけど。回答になりまし

たでしょうか。 

○小濱委員長  はい、ありがとうございます。 

 そのほかに皆さんのほうから何か…… 

 はい、どうぞ。 

○入江委員  砂州の話がちょっとですね。今日、砂州の泡瀬地区の人々にとってどうい

うふうな、今、海は遊ぶものじゃないとか、海はきれいに保たなければいけないという話

がございましたね。そんな素晴らしい観念があったのかと思ったんですが、そういう観点

から、市民の方々にとって砂州の意味、位置づけといいますか。それはどういうものかと

いうのは、もう一言、二言、何かないでしょうか。ちょっと知りたいですが。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  泡瀬のこのユニ（砂州）に関しては、泡瀬にとっては非

常にすばらしいところだということで、非常に誇りに思っているんですよ。 

 ところが、戦後復興のために砂が足りないというようなこともあって、全琉そうだと思

うんですが、海岸線の砂がずいぶんとられていますよね。我々のメーヌ浜も、それから砂

州についても一度だけ大規模にとられています。おそらく 1968 年から 1969 年ぐらいの時

期にごっそり持っていかれたということがあります。 

 その後、少しずつたまってきて、だいぶとられてしまって少なくなっていたんですが、

だんだん復活してきて今かなりいい状況にあるということで、我々アーシンチュ（泡瀬人）

としては喜ばしいことだということで、今後二度とそれがなくならないように努力をしよ

うねというような感じになっています。 

○小濱委員長  ありがとうございました。そのほかいかでしょうか。 
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 僕のほうから１個聞いていいですか。 

 きょうの説明の中にもあったんですが、この「泡瀬の自然を考える」の中の最初１ペー

ジのところがいいですかね。戦前の地形というやつですね。防潮林の話についてお伺いし

たいんです。 

 今のご説明だとこの防潮林というのは、この泡瀬に住んでいらっしゃる方が自然ともう

まく折り合いをつけるために一生懸命植えて育ててきたので、地籍を決めるときにここは

泡瀬地区の人のものになったという話がございましたよね。その後、ここはいろいろな戦

争があったり、埋め立てがあったりしていったわけですが、現在この状況ってどうなって

いるんですか。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  「泡瀬の自然を考える」の１ページをご覧になっていた

だきたいんですが、ここに戦前の地形となっていますけど戦前の地籍図です。そこの防潮

林ということで細長い線が海岸線にございます。ここのモクマオウは３ページ、先ほども

紹介したんですが、そこに記念写真がありますね。前のほうに溝が掘られていて、後ろの

ほうにアダンが植えられている。これは昭和初期の写真ですが、モクマオウがないんです

よ。まだモクマオウは植えられてないんですが、この記念写真のときに植えたというよう

な話もあります。 

○小濱委員長  現在ここは泡瀬の海岸線になっていますか。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  要するに、通信隊側ですね。泡瀬の通信隊と軍用地に残

っている部分については海岸線で、そのままの形で残っています。ただし、モクマオウも

ないしアダンもないです。一部海没しているところはあるし、その形は失われているんで

すが、区画整理事業でそこの塩田側にあったものは区画整理後、塩田の堤防、今の泡瀬の

塔がある海岸線に移しました。テトラポットが置いてある３丁目の海岸線、ここはこの位

置と違うんですよ。この位置とは違うんですが、要するに、塩田を区画整理事業に組み込

んだときに、内側にあったこの土地は海岸線にもう１回持っていったと。要するに、まと

めて中の内側にとることもできたんですが、それをやらずに３丁目の海岸線に持っていっ

たということになります。 

○小濱委員長  そうすると、皆さんが苦労して生活を守るためにつくっていた防潮林と

いうのは、米軍の基地の中には残っているんですけど、米軍の基地以外のところについて

はもうどこかにいっちゃたんですね。住宅地になっちゃったか、道路になっちゃったか。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  今、ヨットクラブがあるんですが、ヨットクラブがあっ
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て、そこの駐車場を我々は、大きな 1,700 坪ぐらいの土地がそこにまとめられているんで

すよ。それについては、そこの沖縄マリーナに貸しています。貸して、その土地はそこの

マリーナの敷地に使われているという状況にあります。 

○小濱委員長  わかりました。ありがとうございます。 

○泡瀬復興期成会（当真）  ちょっと補足したいと思います。 

 先ほど一等最初に、泡瀬というところはあせ嶋という離れ小島だったと。ところが、我々

の先祖が千七百四十何年ぐらいから住み出しているんですけれども、おそらくそれ以来、

泡瀬の人たちは塩害も含めて、多分、高原の側に寄ってきた砂が逃げないようにというこ

とで、そういう努力はアダンを植えたり、そういうことでやってきたんじゃないかと。あ

るいは、置き石したりですね。そのことで、1887 年（明治 20 年）に泡瀬と高原はつなが

ったと言っています。半島になったわけです。それ以前は離れ島だったわけです。だんだ

んくっついていったと。 

 だから、私はその経験がその後の私たちの先祖の、賦を課してやるというようなことと

もつながっているんじゃないかなと。ですから、国としても昭和７年ということですから、

非常に国防意識が高まった時期にもかかわらず、海岸線の８～13ｍの幅です。それを全部

「字泡瀬」という名前で登記してくれたということは、その 230 年ぐらいにわたる我々先

祖の努力を認めた結果ではないかなと思っているんですよ。ですから、我々は、今軍用地

にとられていますけれども、その土地から得る成果というものは、この地域のために役立

てる必要があるんじゃないかということで、もちろん会員のためにも使いますけれども、

泡瀬復興期成会のほうとしては、この地域をよくするために使いたいなということで、今、

我々の組織があるわけです。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 そのほか、皆さんのほうから何かございますでしょうか。 

○赤嶺委員  赤嶺です。 

 復興期成会で二度ぐらい海岸通りを清掃したことがあります。そのときにかなり雑草が

生えて、皆さん 150 名ぐらい出てくるんですが、それで清掃したんですが、私も参加しま

したけど、あの一部に、今の段階で雑草を刈らなくてもいいような方法で、例えば子供会

にアダンの実をとってきてもらって、ポットなり、あるいはあの一角にそれらしいものを

植えておいて、それで中城湾全体が整備されたときに、その育てたアダンを移植してみる

と。そういうものを、とにかくこの事業はちょっと長期間かかるので、今から子供たちに
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やっぱり自分の足下にある自然がどうだという勉強をする意味でも、アダンはいつ実をつ

けて、どのぐらいすると苗になる。５年ぐらいでどのぐらいになるというふうな勉強をさ

せる意味でも、こういう取り組みをしていったらいいんじゃないかなと。 

 僕ずっと以前から思っていて、実際に自分でアダンの実をとって発泡スチロールに入れ

てやったら、結構、庭で大きくなっています。でも、自分の家でアダンを育てるわけには

いかないので、この苗を復興期成会が管理されている一部に持って行って植えてもいいん

じゃないかなと思ったもんですから、ぜひそれを子供育成会の事業の一環としても、ある

いは地域を知ってもらうという意味でも、子供たちに運動としてやっていただけないかな

とお願いをしたいと思っています。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。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  先ほどの説明にちょっと補足しましょうね。後ろのほう

をご覧になってください。これが要するに海岸線の土地です。ここにもそういった土地が

ございます。ここは軍用地になっていると。ここのほうはですね。区画整理事業をやると

きに、ここの部分については、ここの海岸に移したと。ここは塩田の跡ですから、３丁目

です。３丁目の海岸線にここの部分は移したと。ここの部分は、結局、今、沖縄マリーナ

のほうに区画整理のときに移していったということで、こっちに 1,700 坪の土地があって、

今、沖縄マリーナのほうが使っているという状況になっています。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 はい、津嘉山先生。 

○津嘉山委員  先ほどのご説明の中で、いわゆる海中道路ですかね。与勝に向かう道路

を、何か大正７年とか８年とかでしたね。何か１年ぐらいの間に仕上げたというお話だっ

たんですが、例えばどういう材料を使って、どういうふうに、今でしたらいろいろな機械

が使えるんでしょうけど、当時なら人力でやるので相当材料が必要だったでしょうし、あ

るいは工事も大変だったと思うんですが、そのへん、もしおわかりでしたら。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  海中道路の建設にあたって、勝連城跡から石を持ってい

ったという話もある。これは事実ではないと思うんですが、そういう話も出ますけれども、

どこの海岸線にも使っていた四角錐の、要するに採石場でつくられた四角錐の石がありま

すよね。間知石ですね。あれが積まれていました。ですから、我々の写真集などにもその

海中道路の、遠くからの写真であるんですが、写っている写真があるんですよ。そこをよ

く見ると、やっぱり斜めに規則正しい線が見えますので、多分にその間知石を使ったと思
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われます。 

○事務局（與那覇）  こちらの４ページの上のほうに、遠くですけど写真が、この期成

会さんの作成された資料の４ページ。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  我々もここで戦後ですが、この海中道路では壊れていた

んですが、遊んだ記憶はあるんですが、そこもやっぱり間知石の記憶があるんですよ。 

○津嘉山委員  中詰めは何でしょうか。 

○泡瀬復興期成会（普久原）  砂ですね。すぐ近くで手に入る砂を入れたんじゃないか

なと思います。 

 それと、この海中道路は大正６年に着工して７年に完成しますが、その以前にやろうと

して失敗しているんですよ。要するにつくることができなかったということで、位置を変

えてやったのが大正６年に着工して７年に完成すると。 

○泡瀬復興期成会（当真）  この写真で見ますと、最初、計画した、こうやろうと、勝

連の周りにもっとダイレクトにというんですか、ちょっと深みなので工事が難航したし、

いろんな経緯があって失敗したと。それで浅いところ、このへんは海中道路からまたあと

200ｍぐらいのところまでは干潟です。大潮のときは全部あらわれるようなところでしたの

で、そこの真ん中あたりに道をつくったと。それでだいぶ工期も短縮できたし、短くでき

たという経緯があると思っています。 

○津嘉山委員  海邦町なんかで埋め立てになったわけですよね。土砂はどこから持って

きたんですか。 

○泡瀬復興期成会（当真）  海からです。 

○津嘉山委員  海から全部上げたんですか。 

○泡瀬復興期成会（当真）  そうです。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 そのほかいかがですか。 

○入江委員  そうやってあそこから採取される砂というのは、我々はサンゴ礫が相当、

砂かなって、堆積したものがいろいろあっち行ったりこっち行ったりしていると思ってい

たんですが、そんなものでしょうか。それとも普通の自然のロックの砂なのか。 

○泡瀬復興期成会（当真）  持ち去られた砂というのはどっちかというとサンゴ礫です。

白砂ですよ。今、海邦町の埋め立て、あれは５丁目、６丁目もそうですけれども、すべて

その付近の海の黒っぽい土砂を新調したわけです。 
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○小濱委員長  ありがとうございます。 

 そのほかいかがですか。 

 松島さん、何かご発言ありませんか。 

○松島委員  自分もきょういろいろ泡瀬の部分でご説明があって、お恥ずかしいんです

けれども、実は私も泡瀬に住んでいて、いろんなこれまでの背景といいますか、とても勉

強になったんですけれども、やはり泡瀬も劇的にここまで発展したといいますか、住宅地

になって、商店からデパートに変わったという中で、やっぱり戦後の復興という部分も含

めまして、開発で振興、振興ということで、前に前にと進んでここまで来たと思うんです

けれども、ちょっと話が脱線するかもしれませんけれども、やはりそういった、私も今、

こういうのを見て初めて、正直、冒頭にも申し上げましたけれども、そういった昔のよさ

といいますか、そういったものと、離れ島だったというのも初めて聞いて、そういった経

緯とか、これまでの歴史背景というのは、やはり何らかの形で、僕たちの世代、そしてま

た次の世代に語っていける人たちがいなくなると思うんですね。そういったのも開発の部

分で残すべき歴史背景として何らかの形で、そういったものは残していかないといけない

のではないかと、とても強く思いました。 

 泡瀬の湿地帯のほうで１点思ったんですけれども、開発と同時に、これは地域で住んで

いる人たちが、やはり納得のいける開発も、また市民の声とか、そういったものも考慮し

た上で開発というのはやっていかないといけないんだなというふうにも、とても痛感いた

しました。私自身も泡瀬に住んでいまして、今は別のところに住んでいるんですけれども、

そういった今のお話とかを十分に伝えながら開発の部分でも、すべてが開発ということで

はなくて、残していかないといけないもの、そして守っていかないといけないものという

のをしっかり区別しながら、その開発には取り組んでいきながらも、そこも大事にしてい

きたいというふうに思いました。感想みたいな形になって申し訳ないですけれども、私か

らは以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 それでは、これですべての審議を終了したいと思います。 

 僕もちょっと感想なんですけど、泡瀬の皆さんが長い歴史の中で自然と折り合いながら、

闘いながら埋め立てて住宅を開発して道路をつくってやってこられたわけで、それが皮肉

なことに米軍の使っているところの中に残っているから大変皮肉な感じがしました。逆に

言うと、米軍基地になっているから残ったのかなと思って、そういう意味ではよかったな
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という気持ちがどこかにあるんですけれども、いずれまた返還されるでしょうから、その

ときにはここはどうやって大事にしていくかというのはまた大きな問題ですよね。 

 それから、今、お話の中にもありましたけれども、昭和の初期のころに、ここを軍国主

義一辺倒だった日本が海岸線を字泡瀬に地籍を移したというのも、これも何か大英断だな

というか、地元の方々の努力というか、歴史というか、重みというので、やっぱり日本が

認めたんだなと何かすごく印象的でした。 

 そういうことも含めて、社会環境について、まだ今日から始まったばかりですけれども、

今日は歴史の話をお伺いしたいところですが、まだ社会環境につきましては風俗習慣から

歴史文化的なことが少しご紹介がありましたけれども、これからどんどん出していただい

て、これを自然の活用の中でどういうふうに組み合わせていくかということをアイデアと

して積み上げて、いい環境をつくっていければいいなという感じがします。 

 きょうは長い間、皆さんご審議いただきましてありがとうございました。各部会のご説

明、きょうは少しコンパクトにしてもらったんですが、事務局のほうの説明も大変よかっ

たと思っております。それから、休憩をはさんでの環境保全措置につきまして、今日は地

元の泡瀬復興期成会の皆さんに来てもらって直に話を聞くことができて、これも大変よか

ったんじゃないかなというふうに思います。 

 それでは、次回等のスケジュールも含めまして事務局のほうにお返しいたします。きょ

うはご審議ありがとうございました。 

（４）閉 会 

○事務局(中島)  長時間、ご審議いただきましてありがとうございました。 

 次回につきましては、また後日調整させていただきたいと思います。事務局のほうから

ほかに何かございますでしょうか。 

○事務局（與那覇）  沖縄市さんのほうから少しご紹介というか、ご報告があります。 

○沖縄市（島田）  沖縄市からですけれども、検討会議の件でだいぶ委員の皆さまにも

関心を持っていらっしゃるかと思うんですけども、その状況だけを少し報告したいと思っ

ていたんですけれども、時間の都合でフリーペーパーというのが検討会議の内容をこのペ

ーパーに網羅してあるのがございますので、委員の皆さまにお配りしておりますので、ぜ

ひこれを見ていただいて、検討会議の状況ということで理解をしていただきたいと思いま

す。 

 そして、検討会議の内容につきましては市のホームページにも掲載をしてありますけど
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も、また委員の皆さんで資料が欲しいということでございましたら、市のほうに連絡いた

だければ資料を送付させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 このニュースペーパーにつきましては事業の概要、それから検討会議、去年の 12 月 25

日から 13 回行いまして、７月 28 日に１回終えております。そして翌７月 30 日に各委員の

レポートを含めまして検討会議が終了しましたということを市長のほうに報告をしてござ

います。そして、その委員のレポートも含めまして、このニュースペーパーのほうに全部

掲載をしているつもりですので、ある程度、これを見ていただければ検討会議の内容もわ

かるかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○事務局（中島）  何かありましたら、また市のほうにお問い合わせいただければと思

います。 

 では、委員会の議事は以上でございまして、この後、記者会見をこの会場の同じフロア

の向かいのマカハの間というところで行いますので、関係者の方の移動をお願いしたいと

思います。 

 では、以上で委員会を終了いたします。どうもありがとうございました。 

（午後４時 18 分 閉会） 

 


