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平成１９年度 

第２回 中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会 

                       日時：平成20年３月７日（木）  

                          午後1時30分～午後3時30分 

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

（１）開 会 

○事務局(中島)  それでは、平成 19 年度第２回環境保全・創造検討委員会を開催させ

ていただきます。 

 まず、資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第と書かれた３枚の紙を綴じたものが１つあります。その議事次第の資料の下の

ほうに、配布資料としてリストがつけてあります。基本的に、それらの資料がお手元にあ

ると思います。 

 まず資料-1 といたしまして前回委員会の課題と対応、１枚紙でございます。資料-2 とい

たしまして各専門部会の報告資料、Ａ３の横の大きい資料でございます。続いて資料‐3

といたしまして行動計画に関する資料、これもＡ３です。続いて、以下参考資料になりま

して、参考資料-1 としてＡ４縦の１枚紙の 19 年度事業の実施状況。続いて参考資料-2 と

してＡ３横で第１回の比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備部会の資料。続いて参考資料‐3 で

すけれどもＡ４の縦で両面コピーをホッチキスで束ねたもので、第２回の海藻草類の専門

部会の資料、続きまして参考資料‐4 といたしまして、同じくＡ４の縦で第２回人工島環

境整備部会の資料。参考資料‐4は３冊に分かれておりまして、参考資料‐4と書かれたも

のと参考資料‐4(2)と書いてあるものと、(3)と書いてあるやつの３分冊でございます。そ

れぞれ第２回の人工島環境整備部会の資料でございます。続いて参考資料‐5 としまして

本委員会の設置要綱、続いて参考資料‐6 としてＡ４の横なんですけれども、泡瀬事業関

連発表文献等一覧表。あとは、この議事次第の下のほうの配布資料のリストにはないんで

すけれども、黒い生物ハンドブックの冊子と、ＣＤ-ＲＯＭが１枚ずつお手元にあると思い

ます。不足がございましたらお知らせください。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして委員の出席状況をご報告いたします。 

 議事次第と書かれた資料の２枚目に委員名簿というのがございまして、そこをご覧くだ

さい。本日は広島大の岡田委員、沖縄海と渚保全会の田中委員、そして独法港空研の中村

委員がご欠席で、ここには書いていないんですけどもやんばるエコツーリズム研究所の中
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根委員も急遽ご欠席ということになっております。 

 また、メンバーの方の交代がございまして、沖縄青年会議所の松島委員ですけれども、

役職の交代で今回から城間委員に着任いただいております。 

 それでは、以降の議事進行は、委員長の小濱先生にお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

（２）報 告 

①事業進捗状況等 

○小濱委員長  皆さん、どうもこんにちは。では、早速第２回の環境保全・創造検討委

員会を始めていきたいと思います。 

 最初は、前回検討委員会における議題・課題とその対応につきまして、事務局のほうか

らご説明よろしくお願いします。 

○事務局(平良)  ちょっとその前にご報告事項といたしまして、事業の進捗状況につい

て報告したいと思います。資料のほうは、右上のほうに参考資料-1 というＡ４縦の航空写

真がついている資料で説明したいと思います。 

 平成 19 年度につきましては、第Ⅰ区域 96ha のうち、約 70ha の護岸を締め切る予定でご

ざいます。航空写真のほうは 12 月の写真ではございますが、現在ほとんどが締め切られて

おり、余水吐の数十ｍを残すところでございます。 

 次年度(20 年度)の工事の実施についてというところで、まだ予算のほうが確定していな

いということで、詳細な部分、どの部分を工事するということはこの場でご報告はできま

せんが、20 年度につきましては、トカゲハゼの影響のない工事について当初より実施する

予定でございます。 

 参考に、先ほど説明もありました生物ハンドブックのほうをお配りしていると思います

が、これについては環境学習等で活用していきたいというふうに考えております。事業の

進捗状況のご報告は、以上でございます。 

(2)議事 

①前回検討委員会における課題とその対応 

○事務局(池田(義))  それでは引き続きまして、資料-１のほうを説明させていただき

ます。 

 資料-１は、Ａ４縦の１枚のほうですけれども、この資料は前回の委員会でいただいたご

指摘、そしてその対応について書かせていただいております。 
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 まず１番、比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会報告ということで、前回の委員会で

も部会でも部会の報告をさせていただきましたが、それについていくつかご指摘をいただ

いております。 

 ①比屋根湿地のところに浄化施設を設計しているということでしたけれども、その中で

「水質の問題、さらには浄化施設の維持管理、そういったことについてはどのように考え

ているのか」というご指摘をいただきました。こちらにつきましては、比屋根湿地の浄化

施設の整備に関して、流入量等の推計を踏まえた検討を行ってございます。もちろん、整

備後に、泥の堆積というのがあると思うんですけれども、モニタリング調査というのはし

っかり行いながら、その結果を踏まえて維持管理については考えていきたいというふうに

考えてございます。維持管理の中身というのは、土砂の除去といったことが中心になって

くるかと思うんですけれども、実施につきましては地域の方々のご協力というのはもちろ

ん不可欠になってまいります。そういったことから、行政を中心とするんですけれども、

地元の住民の方々・ＮＰＯの方々・企業の皆様、そういった方々も参加した「推進協議会」

といったものを設定いたしまして、その中で維持管理の具体的な手法あるいは時期という

ことについては、検討を行っていきたいというふうに考えてございます。 

 それから続きまして②こちらご指摘いただいております事業のスケジュール。比屋根湿

地の事業のスケジュールと下水道整備のタイミングというものは合っているのだろうか。

陸域からの負荷量が変化していくという状況の中で、どうやって目標を立てて比屋根湿地

の整備あるいは管理していくのかというご指摘をいただきました。 

 さらには③この浄化機能といったものがどの程度維持されていくのか、土砂の除去は何

年ごとか、そういったことはなかなかめどが立っていないかもしれないけれども、そのほ

かにありますアクションプランというものがございますが、それをうまく機能させていっ

て維持管理をちゃんと行っていただきたい。この比屋根の事例というのは、中城湾港の全

体の水質浄化、そういったものの第一歩になってくるということなので、維持管理につい

ては行政でも十分審議をしていただきたいとご指導いただきました。 

 さらには④アクションプランの実施については、具体的な目標あるいは年次度といった

ものが決まっていないと、比屋根湿地をせっかく整備しても負荷量が減らないということ

にもなりがちで、結局整備した意味がなくなるのではないかというご指摘もいただきまし

た。確かに、現時点でおきましては、下水道整備というのは進んでいるんですけれども、

ご家庭からの接続といった部分では、なかなか目標が立てにくいところもあって、現在で
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は定性的な目標という設定しか定めてないわけですけれども、比屋根湿地以外のところに

おきましてもそのアクションプランというものがありまして、そういうものも含めていき

ながら、目標設定というのは先ほど申しました「推進協議会」にて、今後真剣に検討して

いきたいと、そしてやっていただきたいというふうに考えてございます。 

 それから⑤比屋根湿地の中では浄化施設ということで良質の砂に置き換えていくわけで

すけれども、また負荷が入ってきますので、新たに泥が堆積するのではないか、一方で比

屋根湿地の外側というところでは、トカゲハゼが棲むための干潟の造成を考えているとい

うところがありまして、一方泥が必要な部分もある。こういった近接した場所においてな

ので、連携させてうまく管理をしていただきたいというご指導もいただきました。 

 トカゲハゼにつきましては、別途部会「人工島環境整備専門部会」というところがあっ

て、その中で人工干潟の検討を進めているところでございますけれども、それとは別途「既

存生息地」、今ちょっと小さく比屋根の外側にあるんですけれども、これの保全ということ

に向けた検討についても、後ほど資料‐3 のほうでご提案させていただきたいと思います

けれども、こちらのほうも検討を予定してございます。 

 これらの検討も踏まえて、トカゲハゼ、生息地、それから比屋根湿地の効果的・連携的

な維持管理といったことを念頭にして、推進協議会といったことで検討を進めていきたい

というふうに考えてございます。 

 続きまして、裏面になります。もう１つご報告させていただきますが、「人工島環境整備

専門部会」での報告につきましてもご指導いただいております。人工干潟、これトカゲハ

ゼのことであるんですけれども、それについて外力が大きい場合に備えてということで、

いくつか配置案みたいなのを提案させていただいたわけですけれども、そういった外力に

備えることも重要なんだけれども、生物の生息場、天然の生息場というのは、大きな外力

が加わったときには多少ダメージを受けて、ただ長期的には安定しているというものだと

思う。全く変化が起きないようなガッチガチな構造にするというのではなくて、多少の撹

乱は容認するというような考えも重要ではないか、というご指導もいただきました。 

 現在、その人工干潟の整備につきましては検討を進めておりまして、施設の配置案ある

いはこのまま外郭施設の設計ということになってくると思うんですけれども、そういった

ことを行うにあたっては、これらのご指摘というのを十分踏まえながら検討を進めていき

たいというふうに考えてございます。 

 それから３番、環境保全・創造検討委員会についてもご指摘いただきました。 
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 前回の委員会では、地元の方に泡瀬の歴史や文化を報告いただいたんですけれども、そ

れを踏まえまして、泡瀬のすばらしい歴史などをやはり後世に伝えていきたい、こういっ

たことをうまく行動計画に反映していくべきであるというご指導をいただきました。泡瀬

の歴史・文化につきましては、ご指摘を踏まえて社会環境面から見た行動計画ということ

で位置づけまして、今回資料-3 のほうにご提案をさせていただけるということでございま

す。皆様でご指導いただければというふうに考えてございます。 

 以上で資料-1 の説明を終わらせていただきます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの報告と、前回のご意見に対する対応につきまして、皆さんのご質問・ご意見

ございますか。 

 ありがとうございます。それでは、質問につきましてありましたら、あとからまたご意

見ください。 

 次にいきたいと思います。各専門部会の報告です。最初は、比屋根湿地・泡瀬地区の海

岸整備専門部会の報告をお願いいたします。 

②専門部会報告 

○事務局(宮城)  それでは、資料-2 の１ページのほうから比屋根湿地の専門部会報告資

料の１としまして、現地見学・モニタリング結果を説明させていただきます。 

 まず、左のほうに〈はじめに〉とございますけれども、平成 16 年度に発足されました本

専門部会におきましては、比屋根湿地の水質浄化施設の整備に伴いまして、比屋根湿地・

泡瀬地区海岸環境改善推進協議会ということとなっております。そこで今回の専門部会に

おきましては、整備前の比屋根湿地を確認いたしまして、モニタリングの結果ですとか実

施設計についてのご報告を行っております。 

 その内容につきまして、右のほうに比屋根湿地現地見学会の状況と視察内容とあります

けれども、まず視察のルートですが、県総合運動公園のほうから進入しまして、①のほう

から侵入して、どんどん比屋根湿地の中に入りまして、⑤のほうまで進んで南側を視察し

ました。そしていったん比屋根湿地を上がりまして、外周を回りまして比屋根湿地の北側

⑥のほうを通りまして、⑦・⑧と北側を回って比屋根湿地の全体を見ております。 

 視察の内容につきましては、下のモニタリングの結果ほうと一緒に併せて説明したいと

思います。右下のほうに、モニタリングの結果概要とありますけれども、簡単に結果のほ

うをご説明いたしますと、まず水質につきましては、比屋根湿地の中央を流れます比屋根
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第２雨水幹線、そして県総合運動公園のほうに設置されておりますボックスカルバート、

ここにつきましては、COD の負荷量ですとか、あとＳＳの負荷量が大きくなっているとい

う傾向が確認できております。 

 底質につきましては、比屋根湿地の南側ＳＴＪとありますけれども、そこの干潟の部分

のシルト分が著しく低下している状況が確認できております。 

 そして、南側のヒルギにつきましては、当初干潟が分布していたところが、稚樹が入り

込んで干潟の面積が少しずつ狭まってきているということが確認できております。 

 そして、比屋根湿地の北側ですけれども、ヨシ群落の減少に伴いまして、外来種であり

ますヒイラギギクですとか少し陸生の植物でありますイボタクサギというのがどんどん進

入してきているということが確認できております。 

 水生生物につきましては、全体としましては水生生物の種類が多くございまして、合計

で 200 種以上が確認されている。そこでも湿地の南側につきましては、多様な生物相が形

成されていることが確認できています。 

 一方、湿地の北側につきましては、種類が少なく特定の貝類等の個体数が多いと。乾燥

化が進んでいるところにはあまり生物の生息は見られないということがわかっております。 

 そして小動物におきましては、外来種でありますジャワマングースですとか、あとネズ

ミ類等の個体数の増加が確認されておりまして、この状況から見ましても湿地の陸地化の

傾向というのがこちらのほうでも伺えております。 

 モニタリングの結果としては以上でございます。 

○事務局(田島）  続きまして、２ページ目の比屋根湿地水質浄化施設の設計の内容に

ついてご説明いたします。 

 右側のほうに、図が２つ、２段カラーであると思いますが、ここを見ながらご説明した

いと思います。 

 まず、水質浄化施設の主なる施設としましては、以前もご説明しましたように、上の図

のほうの番号①②③④と、まず北側全体を汚れました土砂を撤去しまして、そこを良質の

砂に置き換えるということで、浄化エリアをつくります。そして、②③④とレキを中心と

した浄化護岸あるいはレキ河床をつくることによって、比屋根第２雨水幹線から中央カル

バートに抜ける水路をしっかりさせてあげる。水が淀まないようにしてあげる。これによ

りまして、特に洪水時におきまして中央カルバートからしっかりＳＳを含んだ水が表側に

出るようにしようという計画でございます。 
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 一方平常時、通常の時にはこの③のレキを主体にしました浄化護岸、ここの中を礫間接

触で通った水が①の浄化エリア内に入り込んで、さらにその浸透によって水質浄化を促が

すという施設でございます。そして、南側のほうですが、赤くハッチングをしてございま

す。こちらのほうでは、先ほどの説明があったような現況植生、ヨシですとかあるいはヒ

イラギギクの群落がもう南側に入り込んでおりますので、それを伐採撤去する。そして、

干潟部に入り込んでいます小さなマングローブですとか、そういうものを一部取り除きま

して、間引きをすることによって干潟の面積を確保するということで、現在ある自然の形

を保全しようという計画になっています。そのほか、大きなごみが散在しております。大

型放置物という表現をしておりますが、そういったものについても湿地内の水の流れを阻

害しておりますので、それを撤去するという計画にしております。どのような形で施工を

進めるかということですが、下の施工手順の概要を見ていただきますと、真ん中の緑色の

ところから第１段階、第２段階、第３段階というふうに順次北のほうに上がりながら、施

工を進めてまいります。第４段階の紫色になっている部分なんですが、ここにつきまして

は湿地内から発生する土砂を一旦ここで確保しまして、緩い土砂ですのでそこで改良を行

って、一般道で運搬できる状態にして、そして湿地の外に持ち出すということをいたしま

す。そして最後に、第４段階で紫になっている部分も掘削して新しい砂に置き換えて、こ

の水質浄化施設を完成させるという手順でございます。最後に、今ご説明した南側の措置

を行って比屋根湿地全体の整備を終えるという計画にしております。 

 全体のイメージは、前回もご提示しております鳥瞰パースが次のページに貼ってござい

ますので、こちらのほうを今一度ご確認いただきたいと思います。 

 施設整備に関するご説明は以上でございます 

○小濱委員長  はい、ありがとうございました。 

 続きまして、仲宗根先生のほうから議事概要についてご説明ください。 

○仲宗根委員  今、事務局のほうからご説明がございましたけれども、３ページの議事

概要をごらんください。 

 去年の 12 月 13 日に先ほど事務局からご説明ありましたようなルートを通って現地を見

ていただきまして、そしてそのあとで一応沖縄市のＩＴワークプラザで最後の専門部会。

前に説明がございましたように、去年の 11 月に推進協議会が設置されておりますので、こ

の比屋根湿地・泡瀬地区海岸整備専門部会はその日を持って部会は終了ということになっ

ております。ですから、今後はもうすべて推進協議会に引き継いでいただくということに
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なります。 

 資料説明ですが、そちらに書かれておりますけれども、モニタリングは平成 17 年度と

19 年度の調査結果について報告がありまして、部会でも了承されたということです。 

 それから、湿地南側ですが、それも陸化の傾向が見られましたので、そこも陸化してい

るところは土砂をある程度とって水の流れをよくしていくという説明がありまして、それ

も了承されております。 

 それから２番目の比屋根湿地の水質浄化施設の整備についてですが、これは推進協議会

が発足いたしましたので、今後すべてアクションプランというものに基づいて、作業ある

いは維持管理というものが行われることが了承されました。 

 それから、この施設整備の計画ですが、その内容とかあるいは施工手順、今先ほど説明

もありましたけれども、それから整備後の状況についてアクションプランとのかかわりで

説明がありまして、それも一応了承されました。 

 それから先ほどもご説明がありますように、ここに生息する種類として 200 種近く生存

していますけれども、そういう生物の多様性を維持する上から、この施設と生物の生育の

場として、一体的な整備を早めにする必要があるというようなことが確認されております。 

 それから湿地の南側ですけれども、ここもかなり基礎生産が行われていると思われます

が、先ほどもありましたように、マングローブの密生しているところは一部間引いて光が

入って諸生産を行えるような管理をしていくということが確認されております。その整備

後の維持管理ですが、先ほどから申し上げておりますけれども、今後はすべてその辺の内

容についても推進協議会で検討されていくということが部会でも了承されております。 

 それから、委員会から浄化機能のメカニズムについて、イメージ図を用いて説明をした

ほうがわかりやすくて、そういう方向で整理していくということが了承されております。 

 それから、環境教育や鳥類観察の場の整備とか大雨や台風対策についても推進協議会の

議題として提示されていくというようなことが了承されております。 

 それから次年度以降ですが、地元をはじめ、県、各市町村、中城湾に面する各市町村と

か、関係機関が連携しまして、そのアクションプランに基づいて、浄化機能の維持管理、

そういう対策を講じていくというようなことが一応部会で了承されております。 

 以上で、簡単ですがご説明を終わりたいと思います。 

○小濱委員長  では、ただいまの比屋根湿地に関しまして、皆さんのほうからご意見・

ご質問はございますか。 
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 ありがとうございます。ではまた後ほどご意見を伺いたいと思います。 

 続きまして、海藻草類専門部会の報告をよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤）  それでは、海藻草類専門部会からの報告をさせていただきます。資

料は４ページからになります。 

 まず、海藻草類専門部会では、大きく移植藻場のモニタリングと、あとは実証実験、最

後にクビレミドロの室内バイオ実験についての報告になります。 

 まず、４ページ右側ですが、上のほうに平成 15 年度以降の藻場の面積及び被度の棒グラ

フが載っているかと思います。ここが平成 19 年度につきましては、昨年７月に既往最大ク

ラスの台風４号の影響により、海草が根ごと流出するということは起こりませんでしたが、

堆砂、砂が藻場に被りまして一部が埋没し、面積・被度ともに減少しております。ただ、

真ん中のほうの写真をごらんいただきたいのですが、台風後２カ月経ったときの様子を写

真で図示しておりますが、砂を被ったところから海草が出てきて、徐々に面積が拡大しつ

つあるといった状況も確認されております。 

 この台風４号の影響というのは、手植え移植の藻場だけではなくて、西防波堤背後の広

い範囲で、被度や面積の減少も確認されております。 

 今後につきましては、面積の拡大あるいは被度の向上の過程に着目してモニタリングを

継続していきたいと考えてございます。 

 続きまして、５ページをお願いします。ここからは、場の創造の実証実験の結果の報告

になります。左側にフローを簡単に示しておりますが、これは実証実験の経緯ということ

で、平成 16 年の事前検討から平成 17 年の実証実験までの流れを示しております。実証実

験につきましては、平成 19 年度で終了としておりますので、今回の報告はその実証実験で

得られた成果と知見というものを報告したいと思います。実証実験で得られた知見ですが、

大きく物理項目で４項目、生物項目で４項目、計８つの知見が得られております。それに

つきましては、５ページの右下と６ページにわたって整理してございます。簡単に項目を

紹介させていただきます。 

 まず知見の①としまして、低天端提の波浪低減効果といったものを確認することができ

ました。 

 続いて知見②としまして、高波浪時の地形変化。これは提体近傍の侵食特性といったも

のを例の台風４号のあとに測量をしまして、こちらも確認することができました。 

 続きまして、６ページになります。知見③としまして、盛砂の安定範囲の予測を行うこ
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とが可能となりました。 

 続いて知見④、こちらは低天端提周囲の流れの特性といったものを観測することで、把

握することができました。 

 ここまでが物理項目で得られた知見になります。 

 続いて知見⑤としまして、導入海草の生育状況というものが、やはり対照区よりも低天

端提背後にある実験区のほうが良好に生育しているといったことも確認されております。 

 知見⑥につきましては、海草による砂層の安定効果ということで、海草が生育している

ところというのは台風時にほとんど浸食されておらず、砂層が安定するといったことも確

認されております。 

 知見⑦としまして、周囲の底生生物・既存藻場への影響ということで、この低天端提実

験を行ったことで、周辺のベントスあるいは既存藻場へ影響があるのかないのかといった

ことを確認しました。その結果、現在の規模の構造物であれば、周辺の生物相への影響は

ほとんどないといったことも確認しております。 

 最後に知見⑧としまして、漁礁効果を確認しております。これは写真にございますよう

に、低天端提に大小さまざまな空隙といったものが形成されまして、魚類ですとか底生生

物が謂集しているといったことも確認されております。 

 以上が、生物の観点から得られた知見ということで、①から⑧までの８つの知見が、こ

の実験によって得られました。 

 今後の方針なんですが、先ほども申し上げましたように、この実証実験は平成 19 年度で

終了としまして、この実験で得られた知見を踏まえて、泡瀬海域の藻場生態系保全のため

に活用していきたいというふうに考えております。 

 なお、場の創造の今後の展開につきましては、後ほど事務局のほうから提案がございま

して、そちらのほうは資料‐3のほうで説明したいと思います。 

 続きまして、７ページをお願いします。 

 海藻草類部会の最後の報告になりますが、これはクビレミドロの保全に関する検討とい

うことで、クビレミドロの培養実験といったものを過去から行っております。これにつき

ましては、今回は大きく２つの成果がありましたので、それについて報告したいと思いま

す。 

 ７ページ右側をごらんいただきたいんですが、まず成果の①としまして、人工環境下、

これは屋外の実験プールのことなんですが、ここにおきまして多くの第２世代の藻体が確
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認されました。この成果は今後の大量種苗生産につながるものとして、大きな成果だとい

うふうに考えております。 

 真ん中の写真の一番右側のほうに、「多くの藻体を確認（H20.2）」といったものを見てい

ただければわかるかと思います。 

 続きまして、成果の２つ目としまして、卵のみでも移植が可能であるということが確認

されました。今までは底質を含んだ卵を移植して、藻体が確認されたといったところだっ

たのですが、今回は卵だけ移植しても藻体が確認されたということでございます。 

 クビレミドロに関する今後につきましては、発育段階別の歩留まりあるいは成長率の向

上に向けて、最適生育条件を把握あるいは大量かつ安定した種苗生産の技術の確立に取り

組むといったようなことを今後も続けていきたいと考えております。 

 なお、今回のこれらの成果といったものは、参考資料-6 というところで、これまで泡瀬

関連で発表してきた文献等一覧というものがございますが、そこの最後の３ページに載っ

てございますように、日本藻類学会のほうで発表する予定でございます。海藻草類専門部

会からは以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 では、野呂先生、概要につきましてお願いします。 

○野呂委員  詳細に関しましては、今事務局のほうから報告していただいたとおりでご

ざいますが、８ページに当日の議事要旨が書いてあります。大きく言いまして、３つの点

があったと思います。 

 １つは移植藻場、これは手植えでやった結果でございますけれども、移植藻場の追跡結

果がどうであったか、手植えで行った藻場がその後どういうふうに残ったか、もしくは成

長したかということが１点。 

 それから２点目は、いわゆる場を創造しよう、海藻が入る環境をつくろうという実験を

やはりやっていたわけです。低天端提という構造物に盛砂を使いましてやったと。それが

どうなったかということ。 

 それから３点目が、今のクビレミドロの実験であります。 

 まず第１点目の、移植藻場の追跡結果でありますけれども、これはこの間、大型の台風

がまいりまして、実は少なくなったり破壊されたりというところもございました。ただ、

それは移植藻場だけではございませんで、その周辺の藻場も同じような被害を受けたとい

うことで、その台風が来た結果、実が被度も面積もやや横ばいになりまして、それが今若
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干ではありますけれども、回復しつつあるところです。ここが議論の分かれ目だったんで

すけれども、事務局側としては台風前の面積と被度に戻ると考えられるというふうな論理

で進めまして、それに対しまして一部の委員からは、それは戻るかもしれませんけれども

まだもう少しモニタリングしてみないとわからないところがあるということで、実はこの

議事要旨には「戻る可能性も考えられる」というふうに、ちょっとトーンを落として記載

したというところがひとつあります。しばらくこれはモニタリングが続くと思います。 

 ただ、このモニタリングをしている地域の周りにも、手植えで移植した株を中心にしま

して増えているところがありまして、その場所も含めてもう少し様子を見よう、手植え移

植が本当に有効であるかどうかということを見ようということになっております。 

 ２点目です。場の創造です。これは低天端提をした後でやはり台風が来たわけでありま

すけれども、一部壊れたところもありますけれども、概ね安定で良好な結果が得られたと

いうふうな一致を見ております。 

 ただこの方法、低天端提と盛砂によって海草の生態系が完全に保全されるのだという結

論には実は至らなかったというか、そこまで言い切るのはやはり早いのではないかという

ことになりました。確かに、今の段階ではこの盛砂、低天端提でもって海草の移植がかな

り成功する可能性はあるけれども、だからといって当該海域に全部この低天端提をつくり

まして、海草藻場を保全するというのは、藻場の保全という考え方からいったらちょっと

なじまないのではないかという意見も実はありました。というのは、生態系というのはこ

の藻場の生態系だけではありませんで、当該海域にはいろんな生態があるわけですけれど

も、それをひっくるめて考えるべきであって、１つの藻場だけが残れば後はいいのだとい

うふうに考えるのはちょっと間違いではないかというふうな提案も実は１件ありました。

ただ、この実証試験というのは、一応ここまででまとめて、結果はまとめて何かに発表す

るようにしようということになっております。これが２番目でした。 

 ３番目は、クビレミドロです。これは今聞きましたら、成果が日本藻類学会のほうでも

発表になるという具合でありますけれども、これは我々が見ても非常に先進的というか、

うまくいっているなと感心して結果を聞いた次第です。というのは、数年前までは生活史

すらよくわかっていなかった。つまり一生をどうやって暮らしているのか、すらわからな

かった生物だったのに、卵がいつ頃孵化するかというのもわかりましたし、それを室内培

養によって回すということもほぼできかかっております。それから、屋外の水槽でもって

培養するということも試行錯誤の末、だいぶ成功するようになりまして、今は第２世代と
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いう言葉を使っていますけれども、水槽で飼ったところの生物からまた胞子が出て、卵が

出て、それからまた発芽するというようなことが出来上がっております。種苗生産ができ

るのではないかというふうな表現をさっきお使いになりましたけど、まさにこれは食用の

生物で言うならば種苗生産をするという技術がほぼ出来かかりというところがありまして、

少なくとも室内で増やすのには、屋外の閉鎖された人工的な環境で増やせる科学的めどが

ついたというようなところだというふうに考えております。以上３点でした。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの海藻草類専門部会につきまして、ご意見・ご質問ございますか。 

 はい、どうぞ。 

○古川委員  国総研の古川です。この海藻草類専門部会にも出席させていただいており

ます。この中身の今のご報告についてということではないんですけれども、先の中城湾港

泡瀬地区の環境監視委員会のほうで、この海域の海草も含めて海草藻場が大規模な減少傾

向にあるのではないかというようなご報告があった際に、その動向について注視するよう

に、また原因を検討するようにというような議論が起こっておりました。 

 今回、この場の創造実証実験については、そういった全体的に藻場が衰退していく中で

生態系が保全できるかどうかということについてはまだ不確定なところがありますけれど

も、実験的にせよ藻場を増やすというような成果が一つ出たものではないのかなと思って

います。ですからこの実証実験、今年度で終了するということも一つ区切りがつくという

こともありますので、こういうような全体的な傾向がある中で、こういう外力操作といい

ますか、外力の変化をさせたらば藻場が増えるというようなことも観察されましたという

ような事例として監視委員会のほうにご報告なり情報提供なりしてはいかがかなと思って

おります。以上です。 

○小濱委員長  はい、どうぞ。 

○津嘉山委員  低天端提と盛砂の効果につきましては非常にあるというお話で、今野呂

先生のお話でも、現地でこれを実際に使っていくというのはいろいろ検討すべきことがあ

るだろうというお話でしたけれども、そういう条件を実際の現地の中で、それに近いよう

な条件のところを色々模索をして、この場所を探していくということも１つの試みとして

は必要ではないかなと思いますけれども、そのあたりはどうでしょうかね。 

○事務局(與那覇）  まず、古川委員からのご提案については、きのうの監視委員会で

そのような話がありましたので、今日もそういうことでやったらどうでしょうかという意



 14

見をいただいたところだと思います。事務局としても、こっちのほうの成果について監視

のほうに役立てられるものは、反映していきたいというふうに思っております。 

 あと、津嘉山委員のほうからの今のご提案は、資料-3 の中で今後その場の創造をどうし

ていきたいんだというところの少しご提案をする予定にしております。そういうところで

今考えているというような中でできたらと思います。 

○小濱委員長  そのほかにございますか。 

 今、野呂先生からご報告あったように、クビレミドロの生活環の話は、野呂先生これは

結構な発見なんでしょうか。 

○野呂委員  これは、学問的にも誇れることではないかと思います。 

○小濱委員長  わかりました。成果については、学会等で発表していただきたいと思い

ます。 

 それから、今古川委員からあった点につきましては、私委員長のほうで預かりまして、

監視委員会の委員長のほうにご報告を申し上げたいというふうに思います。 

 では続きまして、人工島環境整備専門部会について説明をお願いします。 

○事務局(佐藤）  ９ページになります。人工島部会では、主にクビレミドロの人工干

潟に関する検討と、もう１つがトカゲハゼの生育干潟に関する検討、この２つを検討して

おりまして、それらの報告になります。まず、クビレミドロに関する検討ですが、９ペー

ジ左側にこれまでの検討経緯を示しております。右側にはクビレミドロの生育条件という

ものを既往の知見あるいは現地調査、実験などを踏まえて取りまとめたものでございます。

断面図の上に、クビレミドロの生育条件として外力条件であるとか、水質あるいは底質、

地盤高といったこれまでわかったことを整理してございます。 

 なお、前回委員会でもこういった形で提示させていただいているんですが、前回から一

部変わったところがございまして、それは外力条件のところでクビレミドロの生育場所の

波浪条件という項目がございますが、前回まではこちら指標としまして、シールズ数を用

いた値を提示しておりましたが、今回それを少し見直しまして、底面せん断応力あるいは

海浜流速ということでこちらをちょっと変えさせていただいております。生育条件につい

ては以上でございます。 

○事務局（片野）  続きまして、人工干潟の基盤地形の安定性の検討について、10 ペー

ジでご説明させていただきます。 

 先ほどもご報告ありましたが、生育条件についてですね、外力条件それから地盤高の条
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件が非常に重要であるという観点からその地形の安定性・生育条件について検討いたしま

した。 

 生育条件については、通常時の波がほとんど作用しないといいますか、底面せん断力が

0.8（Ｎ/㎡）以下ということ。それからどうしても台風時には大きな外力がかかってくる。

そういうときに、海浜流速が非常に小さくなる場所、これはかく乱されても卵が遠くへ飛

ばされないというような観点で整理されているということです。そういう状況を満たす人

工干潟かつ地形として安定する干潟がどういうものかというものを検討いたしました。 

 左下に４つの配置案を示してございますが、これが第１回の委員会でご提示させていた

だいた案でございます。案の１は養浜のみ、砂を持ったのみだということです。それから、

案の２に関しては砂を持って砂留め提で少し囲ってあげるというもの。案の３については、

Ｌ型突堤で、より安定性を増していこうというものですが、開口部は沖側に向いているパ

ターン。それから案４については、開口部が岸側に向いている。 

 この４つに対して、生育状況を満たすかどうかという検討をまずいたしました。結論と

いたしましては、案４、底面せん断力が 0.8 以下、緑の領域になるのはこの案４のみであ

ったということになります。この案４については、非常に安定性が高そうなんですが、一

方で比屋根湿地等から出てくるシルト粘土の堆積というものが、この案４ですと懸念され

るということから、案３について少し見直しをして開口部を沖側に向けても生育状況を満

たし、かつ地形が安定する可能性について検討いたしました。 

 図-3.4 という真ん中に示す図ですが、右側の図に修正配置案３というのを示してござい

ます。開口部を少し狭めてあげると、生育状況を満たしかつ地形の安定性も確保されると

いうことが確認されております。従いまして、この案４と修正配置案３について今後詳細

な検討をしていきたいということを考えてございます。 

 今後の検討につきましては、右下に黄色いハッチングで示してございますが、シルト粘

土の堆積というものがどういうふうに起こっていくのかということをこの案について検討

していきたい。また、ある程度現地の生育している領域は非常に緩いですけれども勾配が

ついておりまして、その勾配がついた地形に対する検討もしていきたい。 

 それから、粒度分布についてもある程度幅を持った粒度というのが現地で確認されてお

りまして、均一がいいのかある程度幅を持ったほうがいいのかということについても検討

が必要だろうというふうにされております。これは数値計算で検討するのが難しいので現

地で検討していくというようなことを考えておりまして、それにつきましては順応的管
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理・監視調査の立案というものが必要だろうというふうに考えてございます。 

○事務局(佐藤)  続きまして、11 ページになります。ここからは、トカゲハゼに関する

検討ということで、左側にトカゲハゼに関する検討フロー、平成 17 年以降の検討フローを

示しております。今回の報告は、平成 19 年度、18 年度に実施しました底質改良試験の効

果の検証について報告したいと思います。11 ページの右側にございます写真にトカゲハゼ

の既存生息地といったものを示しております。真ん中にそれを拡大したものがございます

が、赤く塗られているところがトカゲハゼの既存生息地になります。底質改良試験は、赤

く塗られたところの上下に四角いコドラート、これは 10ｍ×10ｍぐらいの大きさなんです

が、このコドラートを設置しまして、ここの底質を人力で掘り起こして柔らかくしてあげ

て、表面に水たまりをつくってあげるような工夫をしてあげております。こういった改良

を施しまして、12 ページの左側にトカゲハゼの生息環境として大事だと考えられる要素、

これは図３にせん断強度、これは底質の柔らかさを示す指標として扱っております。あと、

真ん中の左側に粒度分布の経時グラフ、これは粘土分の変化というものを見ております。

真ん中右側には写真が載せてありますが、これはちょっと見づらいですがこの水たまりの

状況といったものを示しております。そして、一番下にトカゲハゼがついたかどうかとい

う、実際棲んでくれているかどうかということを見るために、生息個体数の経時変化を示

しております。これは柔らかさですとか、粘土の含有量ですとか、あとは水たまりという

ものの底質改良後の状況というのをモニタリングした結果、この底質改良試験というもの

が長期的に見て改良試験前よりも柔らかい底質、そして浅い水たまりというものがある程

度維持されている、さらにはトカゲハゼの稚魚あるいは成魚というものが試験後１年半経

ったときも確認されているといったことから、この底質改良試験というのは、トカゲハゼ

の生息の効果にある程度効果的であったというふうに考えております。 

 今後なんですが、まとめとしまして今回のような簡単な底質改良試験といったものでも、

トカゲハゼの生息環境を整える手法として、有効でありこの効果というものが 1年半ぐら

いは継続するものというようなことが確認できました。 

 今後につきましては、泡瀬のトカゲハゼ個体群及びトカゲハゼの生息環境を安定的に保

全拡大するための検討というものを具体化していきたいというふうに考えております。 

 なお、こちらのほうも、場の創造と同様にこの実験結果を踏まえて、今後の展開につい

て事務局のほうから後ほど資料‐3のほうで提案がございます。 

 人工島部会からの報告は以上でございます。 
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○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 続きまして、津嘉山先生のほうから概要をお願いします。 

○津嘉山委員  今、事務局のほうから詳しい内容につきましてはご報告がありましたが、

この部会におきましてはクビレミドロ、それからトカゲハゼの生息干潟を創造するための

検討を行っておりまして、１つ目のクビレミドロについて過年度の生息地の調査と勝連地

区の実験から生育条件等についてのまとめがなされておりまして、それを基にしまして実

際の干潟をつくっていくことになりますが、その干潟の安定性についての検討を踏まえま

して、先ほどご説明がありました配置案が示され、外力条件から第４案が提案されました

が、中のほうの細かい粒子の堆積とかあるいは地形の安定等の問題から、それを少し改良

といいますか、それに加える形で３案と４案をミックスして少しその問題点を改良した修

正案ということで部会で了承されました。 

 それから、あとトカゲハゼについても同じように生息地とかあるいは新港地区での実際

につくられた外力のいろいろな条件から、その生息条件について整理をされて、比屋根湿

地の前での改良試験等の結果についての説明がされて、具体的にどういう対応を行ってい

くか、の議論になりました。 

 協議の内容につきましては、12 ページですかね、そちらのほうに議事概要としてまとめ

られております。クビレミドロに関しましては、その生育条件と干潟の安定についていく

つか議論がありまして、そちらのほうに黒ポツでいくつか説明がありますが、まず発芽に

関しましてはやはり先ほどお話がありましたように、屋外実験とか屋内実験が行われてお

りますけれども、屋内実験プールでの検討結果で発芽率をよくしていくためのいろんな方

策が検討することが必要であるということです。 

 それから、屋外プールでの実験の結果ですね、クビレミドロに関しては、波が穏やかで

外力が作用しないということであれば、底質の種類が影響するのではないかということで

すね。逆にその 

生育域の底質というのは、クビレミドロが必要とする静穏な外力条件で規定された結果で

はないかということであります。 

 それから、卵の発芽に関しましては、その卵の存在する深さとか、あるいは粒度組成を

含めまして、光の入り具合が関係する可能性があるということで、もしそういう面から見

ますと、それに阻害となるような泥の堆積等の問題があるのではないかということです。 

 それから、実際に人工島建設に伴って、そういった人工干潟をつくっていくわけですけ
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ど、それに必要ないろいろな実証実験が行われることになっておりまして、それについて

は人工島建設のスケジュールに合わせて考えていくべきだということです。 

 それから、地形の安定に関しましては、外力条件としては前回まではシールズ数での検

討でしたけれども、シールズ数はいわゆるせん断力と抵抗力とであらわされる無次元項に

なっておりますけれども、むしろそれよりも先ほどもお話ありましたように、直接の波当

たりが弱いということを表すという意味ではせん断力のほうで判断したほうがよかろうと

いうことで、今回の整理ではせん断力で検討をされております。 

 それから、粒度分が問題になる可能性があるということで、それの堆積ですね、先ほど

今後の課題としてご説明のあったとおりです。 

 それから、案につきましては、外力等から一応先ほど提案をされた４案の中から１つ提

案されたんですけれども、いろいろな、先ほどお話したような粘土の堆積の問題とか、そ

れから地形の安定との問題から修正案が提案されているわけですけれども、一方ではまた

景観的に違和感のないような構造物というようなことがありまして、これも検討していく

ということであります。 

 それから、トカゲハゼの生息地につきましては、比屋根湿地のほうでの改良試験につき

まして効果があるということがわかってきまして、その生息域に関してさらにそれを改良

して広げていくということも、１つの方法として考えられるのではないかということが出

ましたけれども、そういうことをやりますと、その地域に生息するほかの生物に対してま

た影響が出てくるということもあるので、そういうことを踏まえてこれから先のことを考

えなければいけないというようなことでありました。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの、人工島環境整備専門部会について、ご意見・ご質問ございますか。 

 清野先生どうぞ。 

○清野委員  ちょっと教えていただきたいんですが、図-3.2 の提案された４配置案の図

面がわかりやすいと思うんですけれども、これは平面図で示していただいていると思うん

ですが、実際に構造物として砂止提とか突堤は、どういう規模になるのかとか、あるいは

干潮時に歩いてみたときにどういうような景観で見えるのか、そのあたりのスケール感を

教えていただけたらと思います。 

○津嘉山委員  これはご指摘のとおりで、先ほどお話のようにこれからの課題でもある

んですけれども、これは事務局のほうからご説明をお願いします。 
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○事務局(片野)  現時点では、構造物の規模について詳細な検討はまだ行っておりませ

んで、砂止提のイメージは、満潮時には没水するような程度の規模だというイメージで検

討いたしました。それから、突堤については満潮時でも顔を出す。要するに波の入りは全

くないというようなイメージの構造物で検討してございます。これについては、部会の中

でも今後の検討課題としていただいておりますので、今後構造物の表現については検討し

ていきたいと考えております。 

○清野委員  十分ご検討されたんだと思うんですけれども、人工干潟で砂止提で囲って

そこに砂泥を入れているのは結構近くで見ると猛々しい感じで、そういった海底との連続

性というのはなかなか確保しにくいんだと思います。かつ、割と幅を狭く作るということ

と、前面水深が深いので、周辺の人工島本体の構造も含めて台風の高波浪時にかなり厳し

い環境にさらされる干潟となるんじゃないかと思います。 

 これはこの案件だけじゃなくて事務局に対しての意見なんですけども、個別の技術的課

題だとか数字というのは、かなり部会で検討されて、技術的には精緻になってきたと思い

ます。一方で、どうしてもそれが現場に投入されたときに、今までのこの手の砂止めを入

れた干潟というのが、結構厳しい問題がありまして、それはどうしても前面水深が深いと

ころに作っていく。つまりこうやって埋立地をギリギリまで作って、その縁に干潟をつく

っていくというものが、やはりほかの場所でももう限界に使いところまで挑戦されていて、

かつどうしても大地形への影響というのは排除できないということだと思うんです。です

から、非常にレベルは高いと思うし、努力されていると思うんですけども、現実にできた

時どうかというのを想像してみると、そこがやはり一般の人たちが思う干潟の再生とか保

全というのとおそらく違って、局所的、モザイク的にその環境は再現されるんだけれども、

全体としてそれが工学的な正解と一般の人が思う干潟とのギャップというのが出てくる可

能性があると思います。 

 ですから、それをある程度対外的にはきちんと説明をしていただくようにお願いできれ

ばというふうに思いました。 

 特に、９ページのところに断面図があって、海浜断面と生物の対応ということで書かれ

ています。これは多分、港湾のほうでエココーストとか、いろいろな環境技術ができたと

きから断面でこうやって検討して積み上げていくということで、この図面の上では正解な

んですけど、実際の海に投入するとかなり三次元的な場があって、この断面というのが思

うほど確保できないことも過去多かったと思います。ですから、断面と平面で精緻に検討
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しても、立体に移したときにどうかということは、やっぱりやってみなければわからない

部分があって、そのために順応的管理というふうになっているんだと思うんですが、依然

としてその大地形への影響をカバーするようなのは難しいし、それをカバーしようとして

前面にまた潜堤を作るとか、どんどん屋上屋を重ねるような技術も提案されることもある

んですが、ここに関しても、ぜひそこは認識していただきながら進めていただければとい

うふうに思います。以上です。 

○小濱委員長  今の点につきまして、行動計画、それからその先の実施計画があると思

いますけど、その中で全体デザインとの整合性ですとか、今清野先生がおっしゃったまわ

りの環境との調和というのも含めてまた委員会に提案していただきながら検討するように

事務局のほうでも資料をおつくりいただくとともに、ご検討お願いしたいと思います。 

 それで、先生よろしいですか。 

○津嘉山委員  今清野先生ご指摘の件、部会のほうでもいろいろ問題になっておりまし

て、確かにガチガチの構造物をそのまま作っていくと、いろいろ景観的にも問題があると

いうようなふうに私たちも考えておりまして、これについては、またこれから検討してい

く必要があると思います。ただ、今この図の中でもまだ規模が示されていないわけでして、

一応これは外力等の検討からこの範囲というふうに決められているわけですけれども、実

際にその範囲でどういう形で作っていくかというのは、これからの課題だと思いますので、

今ご指摘の点を踏まえて、これからさらに検討していくことになると思います。 

○小濱委員長  ありがとうございました。そのほかに。はい、先生。 

○野呂委員  やはり 10 ページのこの４案図-3.2 というところなんですけれども、これ

非常によく考えられているなと思って拝見したんですけれども、こういう考え方も加えた

らどうだろうかという提案をさせていただきたいと思うんです。まず、このクビレミドロ

が入る条件として、底面せん断力とか底質の、要するに砂の粒子とかそういうことをお考

えになって、それでこういう案になったんですけれども、藻類のほうから考えますと、そ

れだけでは実はありませんで、例えば栄養塩がどうかというのも２つ目の条件として考え

られるべきだし、３つ目には風向き、これも考えられるべきだと思うんです。それで２つ

目の栄養塩なんですけれども、これは栄養塩であると同時に、いろんな阻害物質もあるん

ですが、実は比屋根湿地のほうが整備をされますと、多分このあたりに流れ込んでくる栄

養塩の量とかが大幅に変わる。それは増えるのか減るのかちょっと私には今わからないん

ですけれども、少なくとも今のレベルではなくなるのではないかと思っているんです。そ
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のときに、多分このあたりにこうやって構造物ができますと、仮に栄養塩が増えますとこ

ういう構造物のところにはほかの藻類が入ってきます。例えば緑藻のアオサの類、それか

ら渇藻のフクロフノリ、それからカゴメノリ、これはいずれも亜熱帯性の生態系でちょっ

と水が淀むとすぐに大発生する海藻でありまして、実は港内にも、このまわりの港の中に

もどんどん出てくるという種類であります。そういうものが出てきますとクビレミドロは

競合関係にありますので生えなくなるんじゃないかというのが１つ。生えなくなりますと

いうのではなくて、危惧されますということで提案します。 

 それから今度は３つ目に、風のことなんですけれども、実はクビレミドロが生えている

ところを冬に触っているとわかるんですけれども、北から北西の風が非常によく通るとこ

ろに実はクビレミドロが生えていまして、実はこういう構造物をつくりますと、北西の風

が全部この構造物で避けられてしまう。つまり風があたらなくなるんです。それは風があ

たらなくてかえって波が静かでいいじゃないかとおっしゃるかもしれないんですけど、そ

れは逆でありまして、実は今クビレミドロが生えているところ、冬に座ってみるとわかる

んだという話をしましたけれども、非常にさらさらした砂の上を風がスーッと通りまして、

浅い波で、そこでちょうどお米を研ぐような感じでさらさらさらさら砂が洗われているの

が見えるんですね。ですからここの北のほうにこういう人工島ができ、さらに南側にこう

いう突堤ができると、砂が動かなくなってしまって、クビレミドロはそういう環境はあま

り好まないんじゃないかとそれもやっぱり考えます。 

 今もう生態で調査なさっている方は気がついていると思うんですけれども、クビレミド

ロは年によって生える場所が違ってきます。それは、例えばここに卵をもってきて置いた

のに、ちょっと離れたところにあったとか。去年はここに出ていたんだけど今年はちょっ

と 20、30ｍ別のところに出たというのがありますけれども、ここらへんの砂は風でもって

季節的に洗われてというか、運ばれていろんなところに、私わからないんだけれども、多

分動いているんじゃないかと。砂が運ばれるのと一緒に卵も運ばれて、ちょっと離れたと

ころに出てしまう。その洗われる規模が数十メートル、数メートルの規模で、そのぐらい

の動きだったらちょうどクビレミドロにいいんじゃないかなと思うんですけれども、こう

いうふうな構造物で囲ってしまいますと、その動きがなくなって生えてこないんじゃない

かと、ちょっとそういう不安があります。これからいろいろな条件を足して、もっと具体

的なことをお考えになると思いますけれども、風向きそれからほかの生物との関係、これ

もぜひ入れていただきたいし、それからもう１つ、これはそういうことはないと思うんで
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すけど、この手の海草は非常に脆弱でありまして、化学物質にはたぶん弱いと思います。

そのときに例えば比屋根湿地のほうで水たまりができます。水たまりじゃなくて干潟なん

でしょうけれども、水たまりのようなものができますと、たぶんあそこは潮通しが悪くて

というか、淡水がたまってしまってアオコが出るのではないかと私は思うんですけど、特

に夏に。アオコが出ると臭いが悪いとか、見た目が悪いといってアオコ防除剤を入れたり

すると、それが流れ出してクビレミドロはすぐだめになるし。 

 それからやはりそこにボウフラというか、いろんな蚊とかがわきまして、殺虫剤をその

水たまりに入れたら、多分ここら辺のクビレミドロはあっという間に特に殺虫剤は塩素系

ですので、塩素系の殺虫剤というのは、この連中の光合成阻害剤にもなります。そういう

ことですぐ影響が出る。工事だけじゃなくて、そういう後のメンテナンスの問題も含めて

これは考えないとクビレミドロは残らないんじゃないかという気がいたしました。 

○小濱委員長  津嘉山先生、何かありますか。 

○津嘉山委員  比屋根湿地からのそういった流出塩類等については、そのような考えが

あると思いますけど、先生ご指摘の点については、これからさらに検討していかなければ

ならないことだと思います。ですから、ほかの問題を含めまして、今ご指摘の点を踏まえ

て、実際に有効にといいますか、クビレミドロが生育できるような環境を創造していくた

めに検討していくことになると思います。ありがとうございました。 

○入江委員  これは貴重な生態空間を造るわけですから、注文がどんどん出てくるのは

仕方ないことだと思うんですが、何を一番優先しなくてはいけないかということもやはり

一つはあると。やはりこういう全然浜から離れたところにこういう水域を造るということ

は、海の暴力に打ちのめされることも十分ある。この条件が満足されていないと、場も造

れない。だから、まずはその場をしっかりと干潟として力学的に落ち着くというのをまず

考えなければいかんだろうと思うんだけども。もう 1つは、こういう離れたところに特殊

な空間をつくっていますから、ひょっとしたらこれは大変な実験になると思うんですね、

この実験の場合。いろいろご指摘いただいたその諸条件をどうやってここへ再現するかと

いう観点から、例えば潮位が変わっても入る波は変わらないと、そういう構造、例えばパ

イルをずーっと立てればそういうふうになります。潮位が変わっても入ってくる波は変わ

らないとか、あるいは波の力である程度は循環させる。それも限界を与えるとか。そうい

うふうな水理学と生態学、これを合わせた検討をするつもりでないと、ここは成功しない

だろうと思うんですね。大変面白い研究実験の場としてとらえたらいいんじゃないかと。
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大変なことだろうというふうに思います。以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。そのほかにご意見ございますか。 

 津嘉山先生もおっしゃいましたけど、今ご指摘の事項、専門部会のほうでは引き続きよ

ろしくご検討お願いいたします。 

 では、以上で３専門部会からの報告が終わったんですけれども、皆さんのほうで全体を

通しましてご意見ございますか。 

 はい、清野先生。 

○清野委員  比屋根湿地のところで、この検討が終わって協議会のほうで議論を続ける

ということでご報告をいただきました。資料で言うと１ページです。１ページの左下の図

面なんですけれども、これは事務局のほうにお願いする内容なんだと思うんですが、今の

議論のように、やはり計画だけでなくて実施に至るときに、非常に専門的な観点からきち

んと専門家の方に見ていただくということが必要になります。往々にして、計画をつくる

ときに専門家も含めた会議をやって、実施に移るときにこういう形のアドバイスというレ

ベルにしてしまうこととか、あるいはこの矢印の片方向で双方向でないとか、そういう仕

組みというのがあるんですね。そういうのは、結構現実に移すときに一番大事なときには

しごを外してしまうことにもなるので、もうちょっと緊密な諮問をして、アドバイスとか

事件があったら聞きに行くということではなくて、何らかの正式な形でかかわっていただ

くようなシステムを考案してください。大抵こういうものはモニタリングで５年とか 10

年とか見ていただかないといけないので、ホームドクターのような先生が必要です。その

際にきちんと仕組みの中に言葉で入れておかないと、担当者によっては本当に事件が起き

たときだけ駆け込んでくるというので、苦情が出るような状況になりますので、ぜひここ

まで進められた検討ですので、今野呂先生からも具体的ないろんなご助言がありましたの

で、それをまた生かすべくここの構造図をもうちょっと見直していただけたらなというふ

うに思います。 

○小濱委員長  事務局のほう、いかがですか。 

○事務局(平良）  沖縄県ですけれども、比屋根湿地の整備のほうは、私ども県のほう

で担当しておりまして、前回の比屋根湿地の専門部会で、今後協議会のほうでそういう実

際の運営については、検討していきたいということでご了解いただいております。 

 今、清野先生からご指摘ありましたような件につきましては、実際にどうなるかよくわ

からないところもございますので、今後また検討課題とさせていただきたいと思います。 
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○津嘉山委員  先ほどもお話ありましたように、クビレミドロもそうですが、そこの比

屋根湿地の生き物に対して、そこから流出する水質というのはかなりいろんな面で大事な

環境要素の１つだろうと思いますので、今も推進協議会でどういうふうに水質を管理され

るのか私よくわかりませんけれども、そういうことを踏まえまして、トカゲハゼとかクビ

レミドロ、あるいはそのほかの生物に対して、水質の影響というのはかなり大きくなると

思いますから、そのコントロールをきちんとできるような形でやはりやっていく必要があ

ると思いますので、その点をご配慮いただきたいと思います。 

○小濱委員長  そのほかよろしいですか。 

 では、今清野先生、津嘉山先生からご指摘ありました点につきましては、事務局のほう

でもよろしくご検討いただきたいと思います。 

 そのほかに全体通しましてご意見ございますか。 

 ありがとうございます。それでは、専門部会の報告を終わりまして、行動計画に関しま

して資料-3、説明よろしくお願いします。 

③行動計画について 

○事務局(佐藤）  それでは、資料-3 になります。 

 まず１ページには、行動計画の検討スケジュールということで、保全創造検討委員会で

扱っている行動計画の平成 19 年、20 年、21 年度以降という形でスケジュールを整理させ

ていただいております。これに関しましては、①から⑫、⑫番のほうでは社会環境の行動

計画に関することも追記しております。この表内におきまして、赤い縁取りのブロック矢

印があるかと思いますが、この赤い縁取りのブロック矢印が、この本委員会における検討

をする予定の事項、黒い縁取りのほうが各専門部会で検討する事項という形で整理をして

おります。 

 今回、平成 19 年度の後半第２回の委員会ということで、この表におきましても平成 19

年度の後半という欄をごらんいただきたいんですが、赤い縁取りの部分というのが３箇所

あるかと思います。１つは、「場の創造の実施検討の提案」というところと、真ん中のほう

に「既存生息地保全」これはトカゲハゼのことを指しますが実施の提案、一番下のほうに

「社会環境の考え方の整理」ということで、この資料-3 におきましてはこの３点において、

後ほど議論していただければと思います。 

 続きまして２ページにおきましては、この 12 の行動計画を実施区域別に平面図に落とし

たものでございます。例えば左上の表のところをごらんいただきたいんですが、例えばこ
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ちらで言いますと、この表は比屋根湿地及びその前面干潟域周辺で行われている、または

検討されている行動計画をまとめて表示したものでございます。スケジュールも併せて添

付しているという形で実施場所別にこの泡瀬で行われている行動計画の全体像をここで確

認させていただければということで整理しております。 

 続きまして３ページ、ここからがこの資料の本題ということになりまして、行動計画の

提案ということで、まずこの３ページにおきましては、海草生育場の創造、「場の創造」と

よく言っている、これについての実施に向けた検討についてということで、先ほどの資料

-2 のほうで実証実験が今回で終わりになったことで、今後事務局としてはこういうことを

やっていきたいということを、この３ページのほうで整理しております。 

 これまでは実験ということで行っていったんですが、今後はこの場の創造というものを

実施に向けた検討というものに今後つなげていきたいということで提案させていただきま

す。 

 まず、左側に必要性と目的といった黄色いボックス、そして提案要旨、基本的な考え方、

具体化の検討という流れで整理しております。 

 まず、必要性でございますが、「場の創造」の必要性というところを２つ整理してござい

ます。 

 １つ目は、ちょっと長いんですけど簡単に申し上げますと、そもそも論ですがアセス書

におきまして、大型海草類をできる限り移植して、当該海域の藻場生態系の保全に努める

ということがまず示されているということが１点目でございます。 

 ２点目につきましては、当該事業における泡瀬海域の生態系への影響の程度をＨＳＩ分

析という定量的な手法で評価した文献がございますが、これによりますとこの泡瀬海域の

生態系のうち、大型海草類の分布域というものが事業の影響を大きく受ける区分の一つで

あるとしていることから、この影響が大きい大型海草類に対して保全措置を講ずることが

妥当だろう。 

 以上、この２点が必要性というふうに考えております。 

 そして次に目的でございますが、藻場の効果というものがあるということをまず整理し

てございます。一般論になりますが、藻場というのは海水の浄化あるいは底質の安定化機

能というものを有するとともに、生物の産卵場であったり、稚仔魚の保育場・餌場という

ふうになるなど、多様な生息環境を提供する場である。海草類が生育できる場というもの

を創造して、藻場を形成されることでこのような機能の拡大が期待されると考えておりま
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す。 

 こういったものを踏まえて、この場の創造というものでは、藻場生態系保全施策の高度

化を図り、泡瀬海域の生態系を保全することを目的としております。 

 次の提案要旨に関しましては、先ほど資料-2 の部会報告でも申し上げましたとおり、実

証実験におきまして、いろいろな知見というものが蓄積されております。この知見を活用

して泡瀬海域全体の生態系の広がり、あるいはつながりといったものに配慮しながら海草

生育場の創造の検討を進めて、藻場生態系の保全を具体化していくということを提案いた

します。 

 この取り組みの基本的な考え方ですが、まず候補地につきましては、３ページ右側の図

面にございますとおり、現段階では青い点線のハッチングのところ４カ所を考えておりま

す。ただ、当然希少種の有無、波浪条件といった自然環境条件ですとか、漁業活動の有無

といった社会環境条件を踏まえて選定していくこととして、さらに今後事業の進捗によっ

て新たに生育場所と生育条件が整った場所と、一旦藻場の活用も含めて候補地については

考えていきたいというふうにしております。 

 手法や規模につきましては、これも場所によって環境特性というのは当然違いますので、

その場所に応じて最も適していると考えられる手法あるいは規模というものを選定したい

と考えてございます。 

 そして、最後に留意事項ということで、当然生態系保全の不確実性というものを考慮し

まして、実施の際には海域生態系の状況というものを確認しながら実施していくことにす

るとしております。そして、この行動計画の具体の検討というものは、海藻草類専門部会

において、専門家の指導あるいは助言というものを受けながら技術的検討をしてそのあと

実施するということで考えてございます。 

 続きまして、４ページでございます。行動計画の提案の２つ目になりますが、こちらも

先ほど部会の報告で、トカゲハゼの底質改良試験というものの効果が認められたといった

報告がございましたが、これに関連しましてトカゲハゼの既存生息地を保全していこうと

いう取り組みを実施したいというような提案になります。整理の仕方は「場の創造」と同

様の形になっておりまして、まずこの取り組みの必要性ということで、２点ほど整理して

おります。 

 まず、トカゲハゼ自体の希少性が高いということ。もう１つが、４ページの右側に小さ

くグラフが載っているかと思いますが、これはトカゲハゼの成魚の個体数の経年変化を示
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したものです。これを見ますと、平成２年以降泡瀬におけるトカゲハゼの成魚の個体数と

いうものは、年によっては数個体程度の確認にとどまるなど不安定な状況であるといった

２つが必要性になります。 

 この取り組みの目的としまして、トカゲハゼの生育域の保全あるいは拡大に向けた取り

組みとして、現在検討している人工干潟の創出といったものに加えて、新たに今回既存生

息地の保全という取り組みを図ることで、泡瀬地区のトカゲハゼの個体群の安定維持に寄

与していきたいというのが目的となります。 

 続きまして、基本的な考え方ということで、またこちらも候補地を右側の図面に表示し

ておりますが、候補地につきましては、部会からの指摘事項もございましたとおり、周辺

の干潟生物、これはオキナワヤワラガニなどですが、この生息環境に配慮して比屋根湿地

前面のトカゲハゼ既存生息地の周辺というか、あまり大きくならない範囲ということで図

示させていただいております。 

 手法につきましては、底質改良試験でやった人力により底質を掘削混合し、表層に浅い

水たまりを形成する手法というやり方を基本と考えてございます。 

 最後に実施にあたってということですが、この行動計画につきましては、候補地・手法

とも基本的な考え方に基づいて既存生息地に生息するトカゲハゼ、あるいは周辺生物に十

分配慮しながら順応的に実施していきたいと考えております。 

 また、背後に比屋根湿地の整備というものが今後予定されておりますことから、比屋根

湿地とのつながりも意識しながら取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 ちょっと海草の場の創造ということと、今回トカゲハゼの既存生息地の保全というのが

ニュアンスが違っておりまして、３ページの海草生育場の創造につきましては、実証実験

結果を受けて、今後は実施に向けた検討を始めたいといった提案内容になります。 

 一方で、４ページのトカゲハゼにつきましては、もう実施したいといったニュアンスの

違いがございます。 

 続きまして５ページをお願いします。これは今年度から委員会のほうで主に検討を始め

ました社会環境の行動計画に関する今年度の取りまとめという形で整理させていただきま

した。この社会環境の行動計画は、これまでその他 11 個の行動計画のように、良好な自然

環境の保全・創造といった視点に加えて、泡瀬における海と人とのかかわりの視点を考慮

した新たな行動計画というふうに位置づけて検討しているところでございます。 

 ５ページの下のほうに、フロー形式で泡瀬の社会環境といったものを既存資料あるいは
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地元へのヒアリング結果を基に整理してございます。泡瀬の社会環境というものは、フロ

ーの左側にございますように、泡瀬の人々の海や地域に対する思いというものから生まれ

る泡瀬の風景、雰囲気、生活環境のことであると。これは社会情勢の変動、あるいは社会

経済的な構造変化といった時代とともに形を変えてきたというふうに想像されるんですが、

泡瀬の人々のいろいろな環境変化に対応してきた精神というような根っこの部分は変わっ

ていないということで、泡瀬の社会環境を整理してございます。 

 続きまして６ページでは、こういった先ほど申し上げましたように、その形を変えなが

らも海とかかわってきた現在の泡瀬の社会環境というものを、この人工島の計画といった

ものに展開した図面ということになります。 

 まず、ここからいくつか見えることがありますが、まず１つ目としまして、人工島形式

に変更したということで、干潟やそこで行っている祭事としての浜下り、あるいは潮干狩

りなどとしての浜下りといった場を残すことが可能となりました。 

 次に、人工島の外周部におきまして、例えばアダンの植樹を行ったり、昔行っていた石

積みの護岸・あるいは水制といったものを設置することで、自然と折り合ってきた泡瀬の

先人の知恵ですとか、生活といったものを偲ぶことも可能であると。 

 最後に、人工島内の整備によりまして、島内には当然新たな雇用ですとか、道路施設と

いった生活インフラの整備、そして泡瀬の歴史・文化を伝える場といったものを確保する

ことも可能であるというふうな整理をしております。 

 こういったものから、概ね地元の思いみたいなものが反映されているというふうに考え

ておりまして、今後とも地元の意見を考慮した検討を進めていきたいと考えております。 

 ただ、委員会が主体となってこの社会環境に関する行動計画を検討するというのは、今

回で終了したいというふうに考えておりまして、今後につきましては事業の進捗に応じて

地元の人々あるいは市などが中心となって具体化を図っていきたいというふうに考えてお

ります。資料-3 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。 

 ただいまの行動計画に関する資料について、ご意見・ご質問ございますか。 

 はい、古川さん。 

○古川委員  国総研の古川ですけど、行動計画の「海草生育場の創造」の実施に向けた

検討についてと、３ページのところの資料に意見を申したいと思います。 

 １つは、これは行動計画ですので、何をするのかという視点でタイトルが付いていて、
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「場の創造」というタイトルが付いているんですけれども、私はここを何のためにするの

かという目的にして、本当に場の創造をしたほうがいいのか、ほかの施策をしたほうがい

いのかというようなところは、やっていく中で考えられるようにしておいたほうがいいん

じゃないかなと思います。例えばですけれども、「海草生育環境の保全」といったようなタ

イトルでの行動計画にしておくということを提案します。先ほど言ったとおりなんですが、

場の創造をするためではないんだと思うんです。だからそこのところが履き違えられない

ようにすることが必要だと思います。その中で、黄色い枠囲みの中の目的のところ、下半

分のところに書いてありますが、２行目の途中にも「海藻類等が生育できる場を創造し」

というふうに書かれているんですけれども、これも海藻草類が生育できる場の環境が保全

され、持続可能な形で藻場を形成されることでこのような機能の拡大が期待されると。場

が創造されたからそうなるのではなくて、環境が保全されて藻場が持続的に生きる、持続

的にという言葉は結局 10ha つくったらずっと 10ha かどうか、それは自然の中で増えたり

減ったりするけれども、というような意味合いを含めてです。「以上を踏まえ」のところで、

泡瀬海域の生態系を保全するということが目的になってしまう。今度逆にこれは行動計画

としては大きすぎる。すべてを含むような目的になってしまっているので、ここは順序を

変えて「本取り組みでは、泡瀬海域の生態系を総合的に保全することに配慮し」というの

を先に出して、「藻場生態系保全施策の高度化を図ることを目的とする」というふうに、ち

ょっとこの行動計画が広くなったり狭くなったりというようなところがあるので、そこの

平仄（ﾋｮｩｿｸ）を合わせるという意味でも少し書き方に注意されればいかがでしょうかとい

うご提案です。 

○小濱委員長  ただいまのご提案いかがでしょうか。野呂先生、いかがですか。 

○野呂委員  言い方は、今の古川委員とはちょっと違うんですけど、たぶん同じことを

言っているんじゃないかと思うんですけれども、やはりこの３ページに関して、私も意見

があります。 

 左上の黄色い部分です。アセス書に大型海草類をできる限り移植し、藻場の保全を努め

ることというのが書かれているからやるんだということで、私この委員会で３回に２回ぐ

らい実はこれを言っているんですけれども、これは間違いです。アセス書自身が間違いで

す。アセス書ができたときに、さっき清野先生もおっしゃったけれども、計画の段階で専

門家がいなかったからあとで取り返しのつかないことになるんだというようなことを清野

先生もおっしゃったと思うんですけれども、これがそのことの一番の問題です。このアセ
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ス書ができたときに、一人でも海洋生態学の専門家がいて、海洋生態系というのがどうい

うふうに成り立っているかというのがわかった人がいてきちんと発言していれば、こうい

うふうな落とし方でもって環境保全を図ろうということはなかったと思います。何をヒス

テリックなことを言っているかとおっしゃるかもしれないんだけれども、ここのところは

柔軟に考えて、５年前、10 年前にこうやって決まったからということだけを理由に、これ

がもう触れてはいけない大前提、ここから始まるんだということ、それは事務局としては

それが前提だと思います。それを図るのは事務局でやるべきことか、もうちょっと上の段

階でやるべきことかはちょっと問題ですけれども、ここはやはり一番の問題です。海藻の

生態系、特に海草だけを自然保護の対象として考えるのは、生態学的には誤りです。これ

はもう何回も申し上げましたけど、はっきり申し上げたい。 

 では、どういうふうに間違いかというと、例えばここは海藻の専門家というか、海藻を

かじっているのは…かじっているではない、真剣にやっていらっしゃいますけど、清野先

生と私だけだから問題にならないですけれども、例えばここの文言を藻類学会に持ってい

って話したらみんな笑います。何を寝ぼけたことを言っているのかというふうに笑うと思

います。もしかしたら、こういうことをいつまでも、いつまでもやっていたら、藻類学会

のほうから科学的じゃないことを堂々とやっているということで非難声明が出てもいいく

らいの文言なんです。私の言っていることを全部記録にされるとちょっと困ることもある

んですけれども、そういうふうな大変なことですので、ここの文言はこういう書き方では

なくて、アセス書に書いてあるからそうするんだということ一辺倒ではない方法を考えて

いただきたいというのが１つです。 

 それから、今度は具体的なことです。今までのは考え方の問題です。２番目に、今度は

やはり３ページ目の右下に海草生育場創造の候補地というのが出ていますけれども、これ

は、これから議論になることでしょうけれども、ここの場所には生えてきませんというこ

とを申し上げたい。例えば、人工海浜前面っていうんでしょうか、弓形になったところの

開口部のところに、藻場ができることを想定なさっていますけれども、実際に海草の生態

系を見ている人間には、ここに生えるとは実は思いません。もちろん、深さの関係とかが

ありますけれども、こういう場所には実は生えません。 

 それから、そのちょっと右に、航路沖防波堤背後というところにもつくることになって

いますけれども、これはもともと緑のところですから、もともとあるところです。そこに

構造物をつくったら、もしかしたら広がるかもしれないけれども、そんなに適地とは思え
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ないというか、逆に言えば適地なんでしょう。だまっていても生えるところじゃないかと

思います。 

 それから３つ目に、西防波堤背後というところがありますけれども、これがまさに海草

云々の根本にかかわるところでありまして、ここにもしかして構造物をつくったら、その

背後に海草はできるかもしれません。ただしその下をごらんください。西防波堤の「西防」

と書いてあるあたりは赤くなっています。ここはホンダワラが生えているところです。こ

こにこういう構造物をつくったら、その背後のホンダワラのほうが今度はなくなるでしょ

う、潮の流れが変わって。ですから、海草だけを残せば、すべていいんだと法的には全然

問題ないし、我々は保全しているんだという考え方を改めていただかないと、海草は残る

けれども、実はその下の別の海草がなくなるということもあり得るということで、やはり

先の黄色い部分のアセス書云々というのは、そろそろ見直していただきたい。海草、それ

も特定の海草があればいいんだというのではなくて、この場を全部調和の取れた形で残す

というか、なるべく自然に近い形で残すということを考えるべきであると思います。以上

です。 

○小濱委員長  何かこの件に関しまして、ご意見ございますか。事務局のほうで。 

 清野さん、いきますか。 

○清野委員  環境アセスメントについて１つと、それから社会環境について１つを申し

上げます。 

 環境アセスメントについては、今野呂先生からもご指摘あったような、環境アセスの精

度とか検討自体が、事業者の自縄自縛になってしまって、本来の目的を達成できないとい

う例がこの泡瀬も含めていくつもありまして、現在、環境省の環境影響評価審査室のほう

で、環境アセスの手法を大幅に見直しています。これはすでに３年分やっておりまして、

今年３年目なんですけれども、ともかくそういう技術論とか考え方も含めて今まで悪かっ

たところを、大本の環境省も含めて修正しようとしておりますので、ぜひこの泡瀬の内閣

府の部隊も眦決してやっているのはいいんですけれども、全体が変わってきているという

ことは考えて、もうちょっと文言とかも今ご指摘があったように直すことはむしろ進めら

れる方向だと思います。それと、やはり後戻りできなかったという反省を踏まえて、海洋

基本法が昨年の７月に制定されましたが、特に国の責務として、環境への影響があると考

えられたときには見直すことができる。つまり見直せないんじゃなくて、そういう意思が

あったり、良心やデータがあれば見直すことができるということが書いてあります。です
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から、国の事業としてはやはりこれだけデータがあって、専門家のご指摘があったので、

いろんな調整というのは以前よりかは格段にしやすくなっていると思います。その際に、

県とか市のお立場というのも今までだといろんな意味での自縛はあったと思うんですけれ

ども、やはりそういった制度がもうちょっと柔軟になってきた中で、地元の意見とか主体

性も持って、どうしたいのかどうあるべきなのかということを据えて、今の環境アセスで

最初に示されたからやるんですというようなことじゃないような解決法というのはあるだ

ろうと思います。 

 ２点目なんですけれども、社会環境に関して事務局からご説明ありましたように、今年

度に入って、入れていただいてかつ今年度で終わりだというお話があります。入れていた

だいたことに関しては、事務局の非常に多大なるご努力があったことを感謝します。それ

で、きょう、改めて皆さん意識されたかと思うんですが、生き物についてこれだけデータ

を積み重ねてきたのに、人間に対してどこまで調査をしたのかなというのは、この委員会

の大きな反省点だと思います。生き物についていろんなことがわかって、こんなふうに環

境が変わったらこれだけ対応できる・できないというのがあるのにもかかわらず、ここの

人間に関しても、本当は海の近くに住んでいた人が、波とか風とか、そういう息吹とかを

感じながら、生物としてのそういう大事さというのが解って、それが泡瀬のアイデンティ

ティーになっていったわけです。そういう部分のご指摘を何年か前から差し上げて、事務

局でも対応していただいていると思うので、ここから先はたぶん県と市のほうの、あるい

は地元の関係者の方の考え方になるんだろうと思うんですけれども、ぜひ人間に対しても、

もう海の環境は変わりますよ、海辺の環境、物理条件変わりますよということはきちんと

お伝えをしてください。人間の部分については、浜に立ったとき波がどう変わるかとか、

目の前の砂が泥っぽくなるかとか、そういうことはあまり言ってないはずなんです。まる

で、干潟がそのまま残りますということは、今の潮の満ち方とか、風の吹き方とか、砂の

感触とか全部残るような錯覚というのが地元にあるんですけれども、そうじゃなくてトカ

ゲハゼは多くなるかもしれないけど、砂という状態じゃなくなるかもしれません。だから

それをやはり地元にきちんと提示した上で、特に二期工事に関しては、一期工事をやった

とたんに相当ここの環境が変わるというのはいろんなデータからわかるので、人間に対し

ての物理環境も変わるということをお示ししてください。 

 この資料を見ていただくと、５ページの左側に「泡瀬の人々の精神」というのがありま

す。この図の左端のところに、「白波が押し寄せる海辺」ということです。つまり泡瀬とい
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う地名とか、泡瀬は砂州の上に立地してきた条件は、風とか波とかそういうものによって

砂が吹き寄せられた場に住むということの原点があったわけです。それで、もちろんそれ

が事務局が整理したように、５ページの上で時代とともに形を変えてきて人間も適応して

きたんだというふうに言われるかもしれませんが、その適応というのが時に地域の崩壊に

つながることがあります。 

 つまり埋立ということが海辺の地域を何でそこに住むのかということのそもそものとこ

ろを失わせてしまって、ここに住まなくてもいい、このアイデンティティーがなくなって

別のところに流れていくということがあるんです。だからやはり物理環境が変わるという

ことが人々の適地を求めて移動するか、あるいは自分自身が変わるかというどちらかを迫

るという事業になるということです。 

 それで、６ページの今度右端に、泡瀬の復興期成会のお便りで、「満ち潮」というタブロ

イド版の冊子を出しておられます。この「満ち潮」ということに関して、この地域がやは

り自分たちの地域で、目の前の海が満ちてきて、そのときの音や風や水の状態を感じなが

ら生きてきたから地域の新聞の名前がこういう名前なんです。 

 ところが、一期工事でおそらく状況が変わって、二期工事までもしやることがあれば、

おそらくここの地域の人たちの満ち潮というような感覚はなくなって、水位が上がったり

とかいうようなことがあるかもしれないですけど、この言葉に込められたアイデンティテ

ィーというのは変わっていきます。 

 ですから、泡瀬の地区はこれから前面の海の環境が変容していくということ、それから

背後に国道が通っていろんな開発が行われて陸側からもある意味で変容を迫られていると

いう中で、ぜひ事務局としても今年度で終わりではなくて、人に対する物理環境の変化と

いうのもきちんとモニタリングしてください。だから、変化を許容するかどうかは、当事

者の意思決定ですけれども、ある意味では当事者はわからないうちに 10 年経って 20 年経

ってどうなのかというのは、海との関係で考えるとよほど保全ということを考えないと難

しいと思います。ですから、この６ページの上のほうに総括されている何々をやれば可能

となるということは、部分的には可能なんです。だけどいろんな浜下りとか、塩田とか、

それはイベントでその日だけやるんじゃなくて、いろんな生活習慣とか周りとの環境の中

でできてきたものなので、博物館の一室に閉じ込めたようなものとして、人工島の中で再

現するのではなくて、切り離された新しい造成地の中に、文化がつくっていけるのか、地

域とアイデンティティーが違うものが本当に創れていくのかというのは、特に沖縄市さん
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の市役所のほうで、地元の方とどういうふうに海と新しい環境をつくっていくのかという

のを、もう一度物理環境が変わるという前提で議論していただいて、それに対してもうち

ょっと安易でない保全策というのを、国のほうでも考えていただけたらなと思います。以

上、長くなりましたが、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。 

 最初の話題ですが、（１）の場の創造の表現の仕方と内容についてですけど、ほかにご意

見ございますか。 

 事務局のほうで何か。 

○事務局(阿野）  今最初に、野呂先生からもお話いただいたところで、あと古川委員

からもお話いただいたところでございますが、表現についてはちょっと誤解のないように

ここは適宜表現を修正させていただければなあと思っております。 

 野呂先生が先ほどおっしゃっていたアセスが間違いだったというところが、ちょっと表

現がそのまま新聞に載ると、野呂先生の趣旨と違うと思いますので、そこもちょっと申し

上げると、私のほうも当時のアセスそのものが間違っていたというわけではないと思って

おりますが、ただ逆に野呂先生なり清野先生の、本来のご趣旨であるアセスに縛られてや

っていくというわけじゃないんじゃないかというご趣旨で我々も理解しております。 

 それについては、この資料‐3 の冒頭にもございますように、アセスに書いてあること

だけきっちりやればいいという認識は全くございませんで、むしろアセスに書いてある行

動計画プラスアセス以外のことでもやっていくという取り組みをどんどん進めていきたい

なと。これは、我々の思いとしても、アセスのことをきっちりやればそれでいいんだとい

うことは全く思っておりませんで、むしろやはりここの環境というか、そういったものを

いかに守ってかつよくしていくのかという思いは、先生方もそうですし、我々も共通認識

だと思っておりますので、そういう形で進めていきたいなと。その上で技術的な話として、

野呂先生からいただいたとおり、具体的な場の創造の話でございますけれども、どこがい

いのかというところは、単に海草をその場だけ海草が増えて、ほかのところの生態系に影

響を与えるというのは我々の本意でもございませんので、そういったところも今後引き続

き検討してまいりたいなというふうに考えております。 

○小濱委員長  古川委員のほうからも、具体的な文言の修正案も出ておりますので、事

務局のほうで引き続きご検討いただいて、適切な表現に直して誤解のないようにしてくだ

さい。 
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 それから（２）トカゲハゼ、ご意見なかったんですけど、赤嶺先生、トカゲハゼ何かあ

りますか。 

○赤嶺委員  この人工島の基本的なことをちょっとお聞きしたいと思っているんです。

実は、沖縄市長が去年の 12 月に二期工事について意見を言われました。私ももう少し

厳しい意見が出てくるのかなと思ったんですけれども、安心する部分もあったんじゃな

いかなと思いますが、市長の要望を入れるとすると、二期工事については、規模も少な

くなるだろうし、これについて県、沖縄市はどういうふうに評価されているのか、ある

いはどう変更していくのかということをお聞きしたいと思っています。これ、あとでも

結構です。今でもいいです。 

○小濱委員長  沖縄市から行きますか。県のほうから行きますか。 

 はい、県のほうから。 

○事務局(滝澤)  沖縄県でございますが、昨年 12 月に沖縄市長がⅠ期容認、Ⅱ期は困

難ということで表明されました。ただⅡ期については、今後、全体土地需要の見直しを含

めて、どこまで必要かというのを市としても検討するとしております。基本的には、現在

やっているのはⅠ期事業で、Ⅱ期事業というのは県としては先ということで、その間の社

会経済情勢の変化というのも出てくるかと思いますので、当面は市のほうでその土地利用

状況に関してどのような検討をされるのかというのを見守ってまいりたい。その結果を受

けて、その段階で必要な調整、対応を図っていきたいというふうに考えてございます。」 

○事務局(島田)  沖縄市です。具体的には県のほうから回答がございましたけれども、

沖縄市としても、平成 20 年度の土地利用計画の策定に取り組んでいきます。ですから、そ

ういう形の土地利用計画、当然社会状況が変化したということもありますけれども、これ

までの土地利用計画の検証を図りながらやっていきたいと思います。そして、これからま

たそういう二期についての回答もちゃんと出てくるかなというふうには考えております。 

○小濱委員長  そのほか、２番目に関連したのはどうでしょうか。 

 ちょっと私のほうから。トカゲハゼを守るという、その表現についても（１）と同じよ

うに全体の動物系の生物を守るという中でトカゲハゼという位置づけがいいのかなと、古

川委員ご指摘の趣旨からいうと、ここの書き方もたぶんそういう書き方のほうがいいよう

な気がしますので、併せてご検討いただきたいというのが１点。 

 それから、トカゲハゼに限っていうと、トカゲハゼを守る目的が動物をやっていらっし

ゃる先生方からすると、トカゲハゼ自体が希少性が高いのでこれを守るというけれども、
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僕は赤嶺さんが前に発言されたのがとても印象的だったんだけれども、これは鳥の餌なの

で、水鳥が来る場をつくるためにこの生物が必要なんだという議論もあるじゃないですか。

それをこの中でどう表現するかですよね。ですから、希少生物だから守れ、守れはいいん

だけど、いやこれは水鳥のご飯なので、水鳥を守るためにこれを守るんだという議論もあ

るはずです。ですから、この行動計画をつくるうえでは、そこのバランスをとらないとい

けないと思うんですよね。何のために守っていくかというときに、ただ希少生物だから守

るという一辺倒だと、僕はちょっと違うなというふうに思ったので、その表現の仕方難し

いでしょうけど、事務局のほうで考えてください。 

 それから、３番目の社会環境の行動計画につきましては、今清野先生からご意見を賜っ

たところですが、これについてご意見ございますか。 

 市のほうから行きますか。県のほうから行きますか。はい、お願いします。 

○事務局(島田）  清野先生からいろいろご提案をいただいて、またご意見をいただい

て、これからまた検討していかなければいけないかと思うんですけれども、大きな点で２

つあったかと思います。 

 まず、事業についての要するに周知というんですか、市民の方々にどう説明していくか

ということだったと思うんですけれども、実際事業の概要につきましては、これまでもパ

ンフレット等で、実際には説明しているつもりではあるんですけれども、やはり今細かな

風・波の形状とかそういったものについては、まだ具体的にということでは説明はされて

いないというのが事実だと思います。ですから、この辺は有効的にどういった形で地域の

方々に周知していったほうがいいのかということも踏まえて、地域の方々との連携をとり

ながら、説明をしていきたいなというふうに考えております。 

 それから、もう１つの社会環境の今後の流れというんですか、泡瀬の人たちの海に対す

る考え方というのは、資料のほうに一旦整理をされているというふうに私たちも認識をし

ております。ですけど、泡瀬につきましては、特に製塩でありますとか、タルガー（樽）

というのがわりと有名で、その生産がされていて、同時に海との深いかかわりを持って、

文化を育んできたというふうな形で我々も認識しておりまして、またその社会環境といっ

ても地域の生活と密着したもの、あるいは歴史を重ねてきた文化、あるいはとても幅広い

ものだというふうに考えております。ですけども、この伝統文化あるいは行事の継承とか

継続、それから泡瀬の人たちの思いにつきましては、やはり地元の意見を聞きながら進め

ていかなければいけないというふうに考えておりまして、これから地域との役割ですね、
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それから地域として何ができるのか、行政として何が協力できるのか、行政として何がで

きるかということを、これから継続して地域の方々と意見交換をすることが非常に大切だ

と思っていますので、そのへんは今回会議の中では一旦終了ということではあるんですけ

ども、主としてそういった形の地域との連携をうまく、密に図りながら取り組んでいきた

いと思いますので、そのへんでご了解をぜひお願いしたいなと思っております。 

○小濱委員長  私も社会環境はとても大事なポイントだと思っています。だからこの社

会環境のところにつきましては、国の事業としてというか、国の委員会としてどこまで手

を出すかということはちょっと難しいのかなと思っているところもあって、今後引き続き

沖縄県それから沖縄市のほうで、清野先生のご指摘を受けていろんな委員会をやっていら

っしゃると思うんですけれども、今後もそういった地元への周知だとか、あるいは地元の

考えを吸い上げるということだとか、あるいは地元の提案を反映させる仕組み、方法等に

ついてはやっていただきたいし、もしそういうことをおやりになっているのであれば、こ

の委員会に報告していただければと思っています。 

 そのほか、全体を通しまして行動計画にご意見がありましたら。 

 城間さん、何かご発言していただかないと会が締まりません。 

○城間委員  はい、ありがとうございます。地域ということで、松島委員から私が引き

継いで参加していますが、この内容、実はちゃんと報告を受けていまして、本当に自然環

境についてすごいことをここで話し合われているなということを常に感じています。ただ、

私たち地域の泡瀬、私も高原というすぐ近くに住んでいるんですけど、そこの住民がどれ

だけ知っているか。実際に先ほどの内容にもあったんですけれども、不法投棄もあったり、

住んでいる私たちが汚している現状というのもあるんじゃないかなと、とても感じていま

す。ですから、生態系もそうですけれども人が環境を壊しているということをもっと私た

ちも認識し、地域住民とともにこの泡瀬地区をどうしていくのかというところも踏まえて

考えていきたいなと思っています。 

○小濱委員長  ＪＣとしても、地域の清掃活動とか、海岸の清掃活動をいっぱいおやり

になっていると思いますけど、ぜひこの委員会の内容をＪＣの皆さんにもご報告いただけ

ればと思います。 

 きょうの議論、全体を通しまして、皆さんのほうからご質疑・ご意見ございますか。 

 事務局のほうで、その他につきましてありましたらお願いします。 

④その他について 
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○事務局（池田(義)）  それでは、１つその他ということでご報告させていただきたい

と思います。 

 お手元にあります参考資料５、委員会の設置要綱がございます。こちらのほうをごらん

いただけますでしょうか。実は一部ちょっと改訂をさせていただきたいということをお話

させていただきたいと思います。お手元にございますでしょうか。一部赤字があります。

参考資料５と右肩に書いてございます。この中でですね、まず３条におきまして、組織の

ことを規定している部分があるんですけれども、今までは現在進行形の部会だけを書いて

いたんですけども、過去に検討したものもしっかり書いておくということが１つ改訂をさ

せていただきたい。加筆ということになります。させていただきたい部分でございます。

さらに、めくっていただきますと、２ページ目の部分なんですけれども、第７条約真ん中

辺りでございます。ここで開催について規定しているところがございます。「委員会は、各

専門部会における審議状況を踏まえ、原則として沖縄県内で必要に応じて開催するものと

する」ということに変更させていただきたいと思います。その隣の３ページのところに、

正誤表というか新旧対応表みたいなものがあるんですけれども、従前は年２回以上という

ふうにしておりましたが、これを必要に応じてというふうに変えさせていただくのはどう

かというふうに思っております。これはいろんな検討が部会のほうに移ってきたりとかい

うこともあったりしますので、２回という規定をしなくてもその必要に応じて、多かった

り少なかったりということもあるかと思いますので、このような形に変えさせていただき

たいと考えておるところでございます。 

 それとあと、第８条の２項のところなんですけれども、専門部会は今まで非公開だった

んですけども、今年からは公開しておりますので、その旨を書かせていただきました。委

員会と同様に、会議は公開とするという追加をさせていただいております。 

 設置要綱についての変更については、改訂案については以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

○小濱委員長  以上の内容につきまして、ご質問・ご意見ございますか。 

 はい、清野さん。 

○清野委員  第７条の変更なんですけれども、結構わかりやすくて「必要に応じて」と

いうふうに書くと、誰かが必要じゃないと思えば開かなくていいということに流れる委員

会が多くあります。その結果、やはり技術的な検討とか、いろいろシビアな意見が出損な

って、結構最終的にあまりよくなかったということもあるんですね。ですから、これは事
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務局にお願いなんですが、必要性を判断する人をきちんと決めてください。できたら、委

員長さんとか、ある程度特定された方が必要性を判断するとかいうふうにしないと、これ

は結構危険な文言なので、必要性の明確な責任者を決めた上でこういうふうに書くなり何

なりを判断していただけたらどうかと思います。 

 ぜひ、委員長先生もそういう意味では非常にこういう専門委員会のあり方での公聴会と

か、いろんな運営に関しては重要な役割を果たされると思いますのでご検討いただけたら

と思います。 

○小濱委員長  事務局どうですか。 

○入江委員  これほど一般的に通じやすい言葉は、私はないんじゃないかと思うんです

けどね、必要に応じてというのを誰が感じるかというのを決めておくというのは、ちょっ

と問題じゃないでしょうかね。誰かがどこかでその発意が、必要があって、それで行動す

るという社会じゃないかと思うんですけどね。何でもかんでも決めてしまって、これでい

こうということは本当はいいのかなと、ちょっと素朴な疑問だったんですけどね。どうも

すみません。 

○事務局(阿野)  事務局から、よろしいでしょうか。 

 ここは、実は決してネガティブな意味でこういうふうに書いているわけではないという

ところが大前提でございまして、引き続きこうやってフェイドアウトしていくという気は

全くございませんので、ただ引き続きやっていきたいなというところでございます。その

うえで、これはちょっと別途委員長ともご相談かなと思っておりますけれども、事務局と

実際には事務局のほうで、やはり適宜状況に応じてやっていくというところの中で、委員

長にまずご相談をさせていただきたいなと思っております。委員長よろしいでしょうか。

それをここに、そこで委員長と相談してみたいなところまで細々として書くかどうかとい

うところは、ちょっとどうかなと思っておりますけれども、実際の運営上は、事務局のほ

うでまず委員長とちょっとご相談させていただきつつ、あと各委員の先生方も皆様非常に

お忙しい先生方が多いものですから、そこはスケジュールのほうはきちんと調整させてい

ただいたうえでやっていきたいなというふうに考えておりますが、よろしいでしょうか。 

○清野委員  そういう発言が議事録に残っただけでも、私は重要だと思いますので、少

なくとも今の代の方は、わりとポジティブなつもりで、これはこういうふうに書き加えら

れたというふうにわかります。ぜひ前向きに検討してください。 

○小濱委員長  清野先生に言われて気がついたんですけど、この会を誰が招集するかっ
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て書いてなかったんですね。これ委員長が召集すると書いてあればよかったんですけどね。

はい、わかりました。清野先生、どうもありがとうございました。 

 そのほかご意見ございますか。 

 それでは、事務局提案とおり改訂させていただきます。ご承認お願いいたします。 

 そのほか、事務局からありますか。（事務局了承）。はい。 

 ちょっと私から一言。今日皆さんお気づきになったと思いますけれども、資料-2、資料

-3 は、Ａ３版で非常に薄くなって、わかりやすくなったと思います。私が口うるさく事務

局に宿題を出して、Ａ３できれいにまとめてくださいというふうに言って、きょうはまだ

添付資料で、専門部会の資料がついておりますが、これは必要ではないんじゃないかとい

うふうに言いながらも、事務局は結構貧乏性なので付けておりますが、事務局におかれま

しては、このＡ３でまとめるまとめ方もさらにプレゼンテーション技術を駆使してより一

層わかりやすいプレゼンテーションを心がけてください。それから、やる人によって多少

ばらつきがあるみたいなので、まだまだばらつきがありますから、最終的に全部フォーマ

ットを合わせるようにしてくださったらいいかなと思っているところですが、それにして

もよくまとまっているなと思うところです。 

 それから、お手元に皆さん CD－ROM がおみやげに付いてございます。これも委員の皆さ

んから少しご意見いただいたんですが、紙ベースでもらったものをどこかで引用したり、

自分で検証したりするときに、デジタルになっていませんかという問い合わせはずいぶん

事務局にもあったようです。それで、それも踏まえまして CD－ROM 化してくださいという

お願いをして、今回から CD－ROM がおみやげで付いてございます。次回以降も、事務局大

変かと思いますが、一生懸命焼いて皆さんに配っていただけると大変いいかなと思うとこ

ろです。 

 年度末のお忙しいところ、皆さんお集まりいただきまして、また闊達なご意見をいただ

きました。ありがとうございます。また議事進行につきましてもご協力いただきまして、

ほぼ時間通り終わることができました。どうもありがとうございました。 

 あと、事務局お願いします。 

○事務局（中島）  委員長並びに委員の皆様、様々な貴重なご意見をいただきましてあ

りがとうございます。今日いただいたご意見を踏まえて、引き続き検討を進めさせていた

だきたいと思います。 

 では、以上を持ちまして、第２回の環境保全・創造検討委員会を終了したいと思います。
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どうもありがとうございました。 

 なお、このあと記者会見を同じフロアのちょっと奥まったところにあるんですけれども、

マカハの間というところで行いますので、関係者の皆様の移動をお願いします。 


