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平成20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21年３月19日（木） 

午後１時25分～午後３時25分 

場所：（財）沖縄県青年会館 ２Ｆ大ﾎｰﾙ 

(1)開 会 

○事務局(細川)  定刻前ではありますけれども、皆様方おそろいでございますので、た

だいまから平成20年度第１回中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会を開催させてい

ただきます。 

 まずは、開催にあたりまして、注意事項を申し上げます。 

 委員会の審議を妨げる言動につきましてはご遠慮ください。著しく審議を妨げる言動を

行った方は退場していただくこともありますのでご注意くださいますよう、お願いをいた

します。 

 恐縮ですが、以後着席して進めさせていただきます。 

 まず、事務局におきまして、人事異動により担当の変更がございましたのでお知らせを

いたします。 

 沖縄総合事務局開発建設部 成瀬指導官から根木指導官にかわられております。 

○事務局(根木)  根木でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局(細川)  同じく開発建設部港湾計画課 阿野課長から川崎課長にかわられてお

ります。 

○事務局(川崎)  川崎でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局(細川)  那覇港湾・空港整備事務所 田仲副所長から花城副所長にかわられて

おります。 

○事務局(花城)  花城です。よろしくお願いします。 

○事務局(細川)  中城湾港出張所の與那覇環境管理官から照屋環境管理官にかわられ

ております。 

○事務局(照屋)  よろしくお願いします。 

○事務局(細川)  沖縄県につきましては、土木建築部の港湾課 末吉課長から新垣課長

にかわられております。きょうは都合により欠席をされております。 

 続きまして、委員の出席状況につきましてご報告をさせていただきます。 
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 広島大学の岡田委員、東京大学の清野委員、鹿児島大学の野呂委員、国土交通省 国土技

術政策総合研究所の古川委員、やんばるエコツーリズム研究所の中根委員が所用のためご

欠席でございます。また、本年、新たに選任されました社団法人沖縄青年会議所の花城委

員でございますが、本日は所用のため代理で浜元副理事長にご出席をいただいております。 

○花城委員(代理 浜元)  よろしくお願いいたします。 

○事務局(細川)  なお、海藻草類専門部会の座長であります野呂委員が今回ご欠席でご

ざいますので、特別委員として、海藻草類専門部会の委員であります琉球大学名誉教授の

香村先生にご出席いただいております。 

○香村委員  よろしくお願いします。 

○事務局（細川）  どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以後の議事進行につきまして、小濱委員長にお願いをいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  皆さん、どうもこんにちは。 

 年度末の忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、早速、議事に入っていくんですけれども、その前に、議事に先立ちまして、

今年度の泡瀬の事業につきまして色々と動きがあったようですので、まずはその事項につ

きまして事務局のほうからご報告をお願いいたします。 

○事務局（細川）  了解いたしました。 

 それでは、本事業に関する動きにつきまして報告をさせていただきます。 

(2)報 告 

 ・本事業に関する動きについて 

○事務局（照屋）  事務局でございます。 

 まず、本年度の工事の進捗状況についてご説明をしたいと思います。 

○事務局（花城）  那覇港湾・空港整備事務所でございます。進捗状況についてご報告

いたします。資料はこの１枚紙でございます。 

 まず、下段の部分を見ていただきまして、今年度の実施箇所につきましては赤く表記し

ている箇所でございまして、昨年３月までに概成しましたⅠ区の護岸の拡幅や嵩上げ工事

を実施しております。また、年明けには仮設工路の浚渫が終了し、１月15日から新港地区

の浚渫工事を開始。その土砂を活用して、内側部に投入し護岸の補強を行っております。 

 裏返していただきまして写真が２つ示してございますが、上段が今年度工事着工前で、
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下段が２月21日時点でのⅠ区の全景となります。ご覧のとおり、護岸内側にうっすら見え

るのが新港地区の浚渫土砂を活用した補強箇所となっており、こちらにつきましては先週

の３月９日に終了し、今年度残す工事は一部の護岸築造と将来人工ビーチとなるＣ護岸の

水たたき部となっております。平成21年度工事につきましては、予算が成立しておりませ

ん。具体的な内容については決まっていないというのが今現在の状況でございます。20年

度と同様に環境監視を十分に行いながら、引き続き工事を進めていく予定でございます。

以上でございます。 

○事務局（照屋）  その他の動きとしまして、実は本年度８月の３週間ほど仮設橋梁の

入口のほうで反対派による座り込みという活動がございまして、一時工事がストップして

いる案件が幾つかございましたが、それ以降取り戻しまして、今現在、先ほど花城副所長

から説明があったとおり工事を終えるというような段階まで来ております。 

 引き続きまして、本年度ほかにも色々ございましたので、まず沖縄県さんのほうからの

ご報告をさせていただきます。 

○事務局（平良）  こんにちは。沖縄県港湾開発監の平良でございます。 

 それでは、私どものほうからは、泡瀬の裁判の判決内容やその後の状況について簡単に

ご説明をさせていただきたいと思います。 

 ご承知のように、平成17年５月に沖縄県知事及び沖縄市長相手に公金差止等の住民訴訟

が提訴されまして、昨年の11月19日に判決の言い渡しがありました。その主な内容としま

しては、泡瀬埋立事業は環境影響評価法に違反するものではないと。それと、公有水面埋

立法による平成12年の埋立て及び承認の時点で経済的合理性を欠くとまではできないとい

う、事業に関しての全体的なことにつきましては適法であるという判決をいただきました。 

 しかしながら、沖縄市長による方針表明というのがございまして、第Ⅰ区域については

土地利用計画の見直しが必要、第Ⅱ区域は計画自体の見直し。すなわち計画の撤回である

というような裁判所の判断でもって、どのような土地利用を行うのか何ら明らかにされて

いない現時点においては、経済的合理性を認めることができない。従来、県が行っている

泡瀬埋立事業は、沖縄市の施策実現がその中心的目的と認められることから、市による土

地利用計画が何ら明らかでなく、東部海浜開発事業が経済的合理性を欠く状態にある以上、

県が行う埋立事業についても経済的合理性を認めることができないという判断のもとで、

判決確定時にまでに支払い義務が生じたものを除く。要するに、判決確定時以降一切の公

金を支出してはならないという判決がございました。 
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 この判決に対しまして、県と沖縄市は不服としまして、昨年12月12日に控訴をしたとこ

ろでございます。細かい控訴理由等については割愛させていただきますけれども、12月の

控訴以降まだ１回も公判が行われていないので、あるところではわざと県と市のほうが審

議を引き延ばししているのではないかというようなことも、県議会等で質問等もございま

すけれども、決してそういうことではなくて、今回、沖縄市のほうの弁護人が新たな弁護

人を選任したということもありまして膨大な資料の精査等、時間がかかるということで、

控訴理由書の転出願が出ておりまして、県のほうも同様に４月22日まで延期させていただ

いているという状況でございます。 

 またさらに、原告団も五百八十数名の原告団がおりましたけれども、それからかなり住

民の死亡者、それから転居による所在地不明とか、訴えを取り下げたいというような方々

がいらっしゃって、それの処理といいますか、確定がまだまだできていないという非控訴

人側の理由もございまして、早くて５月下旬頃が１回目の公判が開かれるような状況だと

いうことでございます。以上でございます。 

○事務局（島田）  沖縄市の東部海浜開発局の島田と言います。よろしくお願いいたし

ます。 

 これからサンゴの移植の報告を申し上げたいと思いますけれども、サンゴの移植の報告

の前に、今先ほど県のほうから泡瀬埋立訴訟の裁判についてのご報告がございましたけれ

ども、裁判の判決につきましては、委員長をはじめ各委員の皆様には大変なご心配をおか

けしましたことを、まずおわび申し上げたいと思います。 

 沖縄市におきましても１審の判決を不服といたしまして、県同様、昨年の12月2日に控訴

したところでございます。現在、市民参画のもとに、時代を見据え、実現性の高い土地利

用計画の見直し作業に鋭意取り組んでいるところであります。控訴審におきましても、こ

うした取り組みのもとに、経済的合理性を含め具体的な土地利用計画をしっかりと説明す

ることによって、司法の理解を得たいと考えておりますので、今後ともご指導、ご鞭撻を

賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 では、サンゴの移植についてご報告を申し上げたいと思います。 

 まず、資料についてでございますけれども、右肩に「沖縄市東部海浜開発局」と書かれ

た３枚綴りのペーパーがお手元に配付されているかと思います。その中で、一番上の「サ

ンゴの移植報告」というのがございます。それから２枚目のほうに、サンゴの生息状況の

写真ですね。それから、カラー刷りの「泡瀬・美ら島便り VOL.11」という３枚綴りの資料
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がお手元に配付されていると思いますので、まずご確認をお願いしたいと思います。 

 あと、後ろのほうになりますけれども、スクリーンのほうでも現在のサンゴの生息状況

を映し出しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。サンゴの移植につき

ましては、配付いたしましたこれら３つの資料をご覧になりますと、その内容についても

おわかりいただけるかと思いますけれども、大まかにご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 事業に対する環境への配慮、環境保全の取り組みにつきましては、委員の皆様のご指導

等をいただきながら事業者においてしっかりと、また丁寧に対応されているというふうに

考えております。沖縄市といたしましても、これまで以上に環境保全への取り組みをして

いくことを、平成19年12月の市長表明の中でもうたっておりまして、今回のサンゴの移植

はそうした中の取り組みの１つとして行ったものでございます。 

 事業が進む第Ⅰ区域におきましては、本事業によりやむを得ず消失してしまうサンゴに

ついて、その保全及び有効活用の観点から実行可能な範囲で、ＮＰＯや国・県、そして漁

協等をはじめとする関係企業の全面的な協力のもとに、昨年10月30日と11月5日の2日間、

実施したところでございます。移植にあたりましては、沖縄県より特別採捕許可を得て実

施したところでございます。 

 移植の実施内容といたしましては、配付しております資料のサンゴの移植報告書にも記

載してございますけれども、ネット法、ボンド法に分けて行っております。移植は事前に

移植先の環境を整えるためにネットの設置等、岩盤の清掃等を行いまして、その後、埋立

区域内のサンゴを直接採捕し、新港地区の東・西防波堤の内側に移植をしてございます。

総移植量を重量で示しますと、約２ｔ近くになっているのではないかというふうに考えて

おります。 

 今回の移植作業につきましては、ボランティアダイバーを含め、ＮＰＯ法人コーラル沖

縄、企業、団体等から延べ140名近くの方々のご参加をいただきましたけれども、多くの皆

様のご協力のもとに、こうした移植活動が実施できましたことに大変感謝をしているとこ

ろでございます。 

 特に今回の移植につきましては、日本サンゴ学会の会員でございます、これまでも多く

のサンゴの移植を手がけてきましたＮＰＯ法人コーラル沖縄の代表でございます山里氏に

いろいろとご指導・ご協力をいただきながら実施したところでございます。 

 現在、移植から４カ月経過しておりますけれども、移植後はＮＰＯ等の協力のもと定期
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的に観察を行っているところであります。これまで移植したサンゴの半分は死滅している

というお話もいただいておりますけれども、また、幾つかの問い合わせもございましたけ

れども、サンゴの生息状況の写真にもございますとおり、現時点におきましては、移植し

たサンゴが健全に生息していることが写真からもおわかりいただけるかと思います。 

 部分的に死滅しているサンゴが見られるということにつきましては、採捕時以前からの

状態でございまして、ミドリイシ系のサンゴは成長してくるとサンゴ同士、高密度に絡み

合い、根本に日光が届きにくくなるということで根本のみが死滅してしまうことが多く見

られており、特に異常な状態ではないということで専門家のほうからも聞いてございます。 

 現在、調査報告書をとりまとめているところでございますけれども、整理した後には当

委員会や各部会等にも報告ができればというふうに考えております。今後におきましても、

追跡調査等を実施しながら慎重に対処していきたいと考えておりますので、委員の皆様の

またさらなるご指導を賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 以上、簡単ではございましたけれども、サンゴの移植についてのご報告とさせていただ

きます。 

○事務局（池田）  以上が、本事業に関する動きについてのご報告でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、審議を進めたいと思います。お手元の議事次第に従いまして進めてまいりま

す。 

 それでは、最初は前回の委員会におけます課題とその対応につきまして、事務局のほう

からご説明をお願いいたします。 

(3)議 事 

①前回委員会における課題とその対応について 

○事務局（池田）  了解いたしました。 

 それでは、資料のほうの説明をさせていただきます。 

 なお、資料の説明に先立ちまして、配付資料のご確認をさせていただきたいと思います。

今ほど報告ありました本事業に関する動きの資料以外のところで確認をさせていただきた

いと思います。 

 まず、今ほど委員長から話がありました「議事次第」というＡ４縦の左肩にホッチギス

どめの３枚綴りのもの。それからA4、1枚なんですけれども、右肩に「資料‐１」とある１

枚綴りで表になっている資料。それから、Ａ３横で右肩に「資料‐２」とあります「各専
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門部会報告資料」というＡ３横のホッチギスとじの資料。さらに、右肩に「資料‐３」と

ありますＡ３横の「行動計画に関する資料」というもの。さらにはＣＤ‐Ｒをお手元に配

付させていただいているかもしれません。これは、各専門部会での部会の資料が収納され

ているＣＤ‐Ｒでございます。それは資料‐１、２が収納されているというふうに思って

ください。それから、さらに右肩に「参考資料‐３」と書いてありますＡ４縦の３枚綴り

の資料があるかと思います。これは、この委員会の設置要綱を示したものでございます。

以上、資料、お手元におそろいでございますでしょうか。 

 了解いたしました。それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 まずは、資料‐１についてでございます。右肩に「資料‐１」とあるＡ４縦１枚ものを

ご覧ください。ここは１年ほど前になりますけれども、前回この委員会でいただいたご指

導と、それに対する対応について整理したものでございます。 

 早速、内容について説明させていただきます。 

 まず、１．専門部会報告についてということで、前回海藻草類と人工島環境整備につい

て部会の報告をさせていただきましたが、(1)海藻草類専門部会に関してご指導をいただき

ました。 

 まず、①広域的な藻場の減少傾向、その中でも場の創造実験というものをやったんです

けれども、それについて確認された外力制御による藻場の増加ということがあったわけで

すけれども、そういったことを監視委員会のほうにも報告したほうがよいというご指導を

いただきました。ご指摘を踏まえまして、平成20年度、第１回、これは７月に行われたん

ですけれども、環境監視委員会のほうに場の創造実験結果をご報告をさせていただいたと

ころでございます。 

 それから、②クビレミドロの培養実験の成果については、学会等で発表したほうがよい

というご指導もいただきました。 

 これにつきましては、日本藻類学会（第32回大会）昨年の３月下旬に行われたものです

けれども、こちらにおいて「実験的手法による黄緑色藻網クビレミドロの生活環の解明」

という長いタイトルになりますが、このタイトルで発表をさせていただいたところでござ

います。 

 続きまして、(2)人工島環境整備専門部会に関してもご指導をいただきました。この部会

では工学的な検討ということで、数値シミュレーションによる外郭施設の安定についての

検討をしてまして、それをご報告させていただきましたところ、このようなご指導をいた
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だきました。 

 人工干潟に対して工学的な側面からつくられた干潟といったものが、一般の人が持って

いる干潟イメージとギャップを生じるときがある。そのため、このことは対外的にわかり

やすく説明をしてほしいというご指導。外郭施設がどのような外観で見えるのか、規模は

どれぐらいかということを教えてほしいというご指導をいただきました。 

 これにつきましては、今の段階、といいますのは、あくまで干潟の安静性に関する数値

シミュレーションをしている段階でございますので、そのために検討条件としての断面図

みたいなものを示していたんですけれども、それだけは規模、景観がわかりにくいという

ことがあったかもしれません。景観とか周辺、調和の課題ということもあると思いますの

で、それのことも含めて今後、検討を進めていく予定にしてございますので、ご了承くだ

さいませ。  

 それから、2.行動計画についてもご指導をいただきました。 

 この行動計画というものは後で資料‐３のほうでもご報告させていただきますが、11個

の行動計画を示しております。その中の１つ、(1)「海藻草類の新たな生育場の創出」に関

してご指導をいただきました。行動計画の表記としまして、「実践すること」を示していた

わけですけれども、そうではなくて「目的」といった視点で表記をしたほうがいいのでは

ないかというご指導をいただきました。例えば、ということで、「海草の生育環境の保全」

というご指導いただきました。 

 このご指導を踏まえまして、今回、行動計画の表記としまして「海藻草類の新たな生育

場の創出」といったところから、「海藻草類の生息環境の保全・創出」ということに変更さ

せていただいた次第でございます。こちらにつきましては、詳しく資料‐３でまたご報告

させていただきたいと思います。 

 続きまして、(2)その他の行動計画についてもご指導をいただきました。 

 ①行動計画の目的については、平仄を合わせて表記を修正すること。②例えばというこ

とで、トカゲハゼについては、もちろん貴重種としての必要性もあるけれども、野鳥の採

餌としての必要性も当然あると。そういった意味で、行動計画をつくる上ではこういった

バランス、貴重だから守るというだけではなくてこのバランスが必要で、これを踏まえて

行動計画を説明するべきだというご指導もいただきました。 

 このようなご指導につきましては、実は行動計画の説明文をつくらせていただいたんで

すけれども、それについてのご指導ということになります。ご指導を踏まえまして、行動
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計画については再整理をさせていただいてございます。 

 裏面をご覧くださいませ。前回の委員会でご提示させていただきました資料の一部の修

正を行わさせていただきました。トカゲハゼ生息域の保全の考え方について前回お出しさ

せていただいたんですけれども、この中での現況において、先ほどご指導もありましたと

おり鳥類の餌資源にもなっていることですとか、トカゲハゼの貴重性以外のことにも言及

して再整理をさせていただいたところでございます。なお、平仄をあわせるということで、

実はもう１つ同じような文章を作らせていただいたんですけれども、これにつきましては、

実は今回資料‐３でご報告させていただきますところで議題にさせていただきたいところ

でございますので、また改めて説明をさせていただきたいと存じます。 

 以上で、資料‐１については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。 

 ただいまの説明につきまして、何か質問とかご意見等ございますか。 

 また、ありましたら最後にお願いいたします。 

 それでは、続いて資料の説明をお願いいたします。 

②各専門部会報告 

【海藻草類専門部会内容説明】 

○事務局（佐藤）  それでは、資料‐２をご覧ください。 

 こちら資料‐２は、各専門部会の報告資料ということで、今年度実施されました海藻草

類専門部会及び人工島環境整備専門部会の内容を整理したものでございます。 

 まず１ページですが、海藻草類専門部会の報告をさせていただきます。 

 海藻草類専門部会では、主に３つの専門的な課題に対する検討を行ってございます。１

つが表にございますように、海草藻場の生育環境の保全・創出の検討ということで、これ

は行動計画でいいますと、海藻草類の生育環境の保全・創出に該当するものでございます。

もう１つが、海草移植に関する検討ということで、これは手植え移植藻場のモニタリング

をしているところでございます。３つ目が、クビレミドロの保全に向けた検討ということ

で、室内実験によってクビレミドロを増やそうといったような取り組みを実施していると

ころでございます。今年度につきましては、後ほどページで簡単にご報告させていただき

ますが、検討状況はご覧の表のとおりでございます。 

 続いて、２ページをご覧ください。先ほどの３つの課題に対して、まず１つ目の海藻草

類の生育環境の保全・創出というところの検討状況 をここでご報告させていただきます。 
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 左側に本年度の検討内容ということで、フロー図を示させていただいてございます。今

年度は、昨年度まで場の創造といった実験的な取り組みを実施してきたところでございま

すが、それの計画を具体化していこうということで検討を始めております。 

 まず、どこでその海藻草類の生育環境の保全・創出を図ろうかということで、候補地の

抽出ということを行いました。その結果が２ページの右上の図にあるように、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅという５つの候補地から、赤字で示しておりますＡ、Ｂ、Ｃという３つの候補地を

絞りました。次にそのＡ、Ｂ、Ｃに対してそれぞれの水深ですとか海藻草類の生育状況、

あるいは底質、サンゴの分布等の自然的・社会的条件を踏まえて、３つの候補地に対して

比較検討をしました。その結果、２ページの右下にありますとおり、今の段階では候補地

Ｂを対象として、ポンチ絵にありますように低天端堤の背後に海草が生えるような場を整

備したらどうかというところまで検討が進んでいるところでございます。 

 藻場の造成手法等につきましては、場の創造実験で評価いただいた改良型バックホウ工

法、そして低天端堤の素材にはフィルターニットを使いましょうというところまで検討を

しているところでございます。 

 続きまして、３ページでございます。 

 左側では、手植え移植藻場のモニタリング結果についてご報告させていただきます。こ

れは過年度から毎年ご報告させている事項でございますが、昨年度平成19年に台風４号に

よって手植え移植藻場の面積、あるいは被度というものが減ったんですけれども、今年度、

棒グラフを見ていただきますと、面積、被度ともに回復する傾向を見せてございます。こ

の手植え移植藻場のモニタリングですが、これまでいろいろデータを蓄積されてきていま

すので、次年度そのデータを解析して、移植藻場の状況について評価をしたいなというふ

うに考えてございます。 

 続いて、３ページの右側になります。クビレミドロの培養実験の報告になります。 

 これは室内培養実験としましていろいろなものが解明されてきたということは、これま

での委員会でも報告させていただいたところです。大きく申し上げますと３点ございまし

て、まず卵の保存実験から20℃という低温で保存すると高い生存率を維持できるというこ

とがわかってございます。２つ目としまして出芽実験。これは出芽の前に高温にさらすこ

とで出芽率を高めることができるといったようなことがわかってきました。最後に藻体生

育実験としまして、水温をコントロールして飼育したところ、卵から藻体まで育成して成

熟したと。こういったことで、人工環境下においてクビレミドロの生活史というものを再
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現できたのかなというところでございます。さらに、屋外実験プールでもクビレミドロの

実験をしておりまして、昨年は第２世代まで生活史を回すことができたということをご報

告させていただいかと思いますが、その後もう第３世代まで卵が確認されておりますこと

から、この屋外実験プール内では自立的な再生産が行われているんだというようなところ

まで確認されてございます。 

 このクビレミドロの実験ですが、こういったことでかなりの部分が室内ではわかってき

たということでございますので、今年度、次のステップとしまして３ページ右下に「クビ

レミドロの場の整備」と書かせていただきましたが、室内あるいは屋外のプールから実海

域への展開といったものを今回実施しようとしております。下の図1.9の左側のSt.Ａ、St.

Ｂというところに、実験プールから卵を移植したところでございます。これは昨年度平成

20年の12月に移植を実施しておりまして、今後はそういった卵の出芽状況、藻体の生育状

況のモニタリングを実施していこうと考えてございます。このモニタリング結果から、実

海域におけるその生育状況、あるいは環境条件について考察をしていく予定でございます。 

 海藻藻類専門部会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。 

 続きまして、その専門部会の議事の説明をしていただきたいんですが、先ほど事務局か

ら説明ありましたように、香村先生のほうにお願いしたいと思います。 

【海藻草類専門部会議事説明】 

○香村委員  海藻部会の野呂座長が所用で出席できないから、私に説明してくれないか

ということで、去る１月19日に開催されました部会で、事務局の報告に対してどのような

内容の議論があったか。それについてご説明をしたいと思います。 

 これは４ページですね。先ほど事務局のほうから説明がありましたが、大きく分けて専

門部会における課題とその対応について幾つかありましたが、それについては別段質問・

審議というものはございませんでした。 

 それで、２番目の藻場生態系の保全に向けた海藻草類。 

 海藻草類（かいそうそうるい）という、藻類となると「草（くさ）」ということと「藻（そ

う）」と読むので誤解が生じるかと思いますので、これは「藻（も）」のほうと「草（くさ）」

のほうですね。「海藻草類の生息環境の保全・創出」ということで、話がもたれました。 

 その中でここで幾つか「・」がありますが、１つずつ読み上げてコメントもできるかと

思うんですが、検討方針３での「自然藻場の対象とした保全措置は当面検討課題としない」
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という表記について、「～しない」ということを方針として出すのはいかがなものかという

ようなことが１つ出てきたわけでございます。 

 それから、２番目の・自然藻場の保全が一番大事だと考える。自然藻場が減少している

ことは事業者も把握しており、それについて監視委員会で指摘されているはずだ。監視委

員会で了承されているという表現については承認できないということで、少し異論が出て

きたことでございます。 

 それから、３番目の・自然藻場の保全ということは大前提。この部分の趣旨は、事業に

よって失われた藻場をどう保全するかということ。それ以外のことを検討するには、定義

を見直し再度論議しなければならない。これについては次のものと関連するかと思うんで

す。従来「場の創造」という表現であるが、今回は「創出」という言葉にかわっている。

造成という言葉を使うが、創出はあまり使われないという。この用語に対する意見が２、

３出ておりました。 

 というのは、現在、移植藻場というのは、これは今までの決まりとして50％以上のもの

を移植するというのが１つの方針で、創出ということは、現在ある藻場のほかに新しくプ

ラスされた、今までにないところに藻場をつくりましょうという。そういったことではな

いかということで話がされたことであります。 

 それから、次のことは、泡瀬だけではなく中城湾全体の環境を考えてほしいという。こ

れは１つには、泡瀬干潟というのは中城湾の小さな湾の中の一角であるので、流れという

全体のことを考えた場合には、やはり中城全体を考慮してもいいのではないかという。そ

ういったことが述べられているかと思います。 

 それから次の、保全は大前提で創出はプラスアルファとなる。この保全は、工事による

機能が低下するものを保障する手段として移植が位置づけられている。この移植は移植前

の状態と同じだけにするか、移植したものを維持させる努力をするかの２通り考える。こ

れは先ほどに関連するようなことかと思います。 

 それから次の創出については、現在藻場がないところに創出することで、その場の環境

は変わる。藻場がよいかどうかは、利用する人（受益者）の意向が重要である。これは主

に漁業者ではないかと思いますが、このようなことで保全について、あるいは創出につい

ては長時間２～３論議がなされたところであります。 

 これについて、事務局サイドとしての考え方というのが出されてますが、方針について

はこの意見を踏まえて再度検討するということを伺っております。 
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 それから、創出については、この実験により外力を制御するということで藻場生態系が

豊かになったことを確認している。創出について検討しているのは、今後、移植対象が出

てくる可能性があること。今ある低天端堤の移設要請に基づく工事スケジュール調整等を

勘案した結果である。これは、現在まで低天端堤でいろいろと実験がなされているわけで

す。藻場が順調に生育しているというようなことで、この委員会ではご報告がなされてい

るかと思うんですが、最近の話によりますと、この低天端堤を撤去してくれないかという

ことだったですね。そのことから、今後その対策について今度新しく藻場を創出する場合

に、どういうふうにするかということで提案がなされているかと思います。以上が、１番

目の件ですね。 

 それから、次の(3)とありますが、手植え移植藻場についてということでどういった論議

が対象になったかを示しますと、調査ポイントを比較すると、地盤高や被度に変化がある

のはなぜかということですね。これは先ほどの図で説明があったかと思うんです。それか

ら、被度が低いところに何らかの手だてをすれば高くなるのではないか。この調査結果は

何かのヒントを与えるかと思うという意見が出ておりました。 

 それから、次の・水深３～４ｍの藻場の葉長と比較して少し短く感じるが、被度は薄い

もののしっかり生育していると感じた。被度の違いは、他の地形との違いなのではないか

と思う。こういうふうに葉っぱの長さですね。それについての意見というのが１つ出てい

たということかと思います。 

 それから、次の・手植え移植藻場は東側にそのウエイト（被度の高いところ）が移動し

ている。藻場はどんどん変化するものだということで資料をまとめてよいのではないかと

いうことが、１つの提案として出ておりました。これに対しまして、手植え移植藻場につ

いての評価手法の見直しは来年度以降の課題としたいということが、事務局の考え方であ

りました。 

 それから、４番目に、クビレミドロの実海域展開実験について。 

 １つ目・勝連地区の移植実験の結果を見ても、移植したクビレミドロの分布や密度は経

年的に安定しているとはいえず、技術的に可能なことを実証しているとは言えない。こう

いった考え方も出ていました。 

 これに対しまして事務局のほうとしては、クビレミドロが生育していなかった勝連地区

では、移植して３世代にわたって世代交代が確認できており、陸上の静穏な実験プールで

も世代交代しながらクビレミドロが増えている。移植自体は技術的に可能と考えられ、今
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後は安定して再生産できる場の整備が課題である。これについては卵を移植する、あるい

は本体を移植してそれが増えたり減ったということに対する、移植した当初はどうしても

多いんですが、だんだん経年的に個体数が少なくなっていくことに対して、これは可能で

はないのではないかということの意見がありましたが、これは考え方の違いというものか。

そのものはもうできるというふうに考えられるわけですが、はたしてそれが数年後持続的

に生育可能であるかどうか。それが１つの問題点として挙げられることかと思うのです。 

 ですから、今後この場所をどのように選ぶかということが、１つの問題点として挙げら

れるのではないかと考えております。 

 それから、次の・アセスで示されている「クビレミドロの移植は勝連・屋慶名へ移植し、

再生産されたものを移植する」とある。移植から再移植という検討が資料には載っていな

いのが、それはどういったことか。手法を変えているのかということで話が出てきたわけ

です。、これは実際には委員のほうではご存じかと思いますが、泡瀬のクビレミドロを勝連

の一部と、それから屋慶名に移植しているということについては、この委員会でも報告さ

れているかと思います。そのことが資料には載ってないんだがどうしてかということが、

１つ話として出てきたことかと思います。 

 それに対して、アセスに示されている移植や培養実験室について、これまでの実験結果

も踏まえて資料に盛り込まれている。今後の実海域展開はあくまで実験であり、この結果・

知見を踏まえて移植・再移植について今後検討していくということで、先ほど説明があり

ましたように、現在ある埋立地のこの静穏な場所というんですか、そういった適当と考え

るところに12月に卵を移植してということで、その結果待ちということですが、それにつ

いてはまた後ほどお聞きいただければと思っております。 

 最後の・これまでの実験結果は埋立承認にあたっての県文化環境部長の意見に答えるよ

うになっていないという意見が出てきているわけですが、これについては県の環境部局へ

実験の結果について問い合わせておくというのが事務局の考えであるわけです。 

 以上が、去る20年度の２回目の委員会で話された内容だと考えております。何かありま

したら、私なり、またあるいは事務局サイドにご質問、あるいは意見などを述べさせてい

ただければと思っております。以上です。 

○小濱委員長  先生、どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきましてご質問、ご意見ございますか。 

 それでは、続きまして、人工島の説明をしていただきます。よろしくお願いいたします。 
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【人工島環境整備専門部会内容説明】 

○事務局（小野）  では、５ページをお開きください。ここでは、人工島整備専門部会

の報告資料①として、まずクビレミドロの生育干潟。特にその干潟地形の安定性に関する

検討結果をまとめてございます。 

 まず、左上のフローチャートをご覧ください。平成19年度までにクビレミドロが生育可

能な外力条件と、その生育条件を満たす人工干潟の付帯施設の配置案を提案いたしており

ます。クビレミドロの生育条件といたしましては、こちらの表１に示しますように、特に

人工干潟として制御しなければいけないものとして外力条件の２つ、底面せん断応力が0.8

以下、高波浪時の海浜流が0.1以下といった条件等が提案されています。 

 そして、この条件と地形の安定性を共に満足する干潟の外郭施設の配置案といたしまし

て、図‐１に示してあります配置案４と修正配置案３の２種類を提案しています。 

 今回の検討では、この２つの配置案のうち沖からの波の入射を許容する場合の配置案で

ある修正配置案３について、干潟の内部の断面形状をいろいろと変化させた干潟地形の安

定性に関する検討を行ってございます。 

 図‐２をご覧ください。干潟内部の断面形状を設定するために、まず現生育域の地形の

特徴について調べました。図‐２の左のマップの緑色の領域が現在クビレミドロが生育し

ている領域ですが、この領域の岸沖断面形状を幾つかとったものが真ん中のLine‐Ａ、Ｂ、

Ｃになります。こういった特徴を見ますと、Line‐Ａ、Ｃなんかでは一様勾配であり、Line

‐Ｂのところだと生育域にはフラット地形であると。そしてLine‐ＡやＢでは、生育域の

沖に砂州があるといった地形の特徴が見られました。こういった地形を参考にいたしまし

て図‐３に示しますように、干潟造成エリアに断面案１、断面案２、断面案３の３種類の

断面案を設定しました。この３つの断面案について安定性の検討を行ってございます。 

 安定性の検討につきましては、まず生育域条件の確認と高波浪時の地形の安定性につい

て検討しました。生育条件につきましては、底面せん断応力及び海浜流速について調べま

して、３案すべて表１の条件を満たすことを確認しています。高波浪時の地形の安定性に

つきましては、年数回波程度と大型台風に対する地形変化のシミュレーションを実施しま

した。図‐４はその一例でありまして、大型台風を作用させたときの干潟内部での地形変

化のパターンと断面形状変化を示したものです。 

 まず、地形変化のパターンというのは外郭施設の形状によってほぼ決まってしまいます

ので、それによって内部の波や流れの状況が決まりますので、干潟断面としての影響は小
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さかったということがございます。そして、人工干潟内部の水深変化は大型台風作用時に

おいても５㎝未満であって、地形の安定性は非常に高かったといえます。局所的に見たら、

人工干潟の法肩付近の地形変化が比較的大きいということも見られています。しかしなが

ら、今回提案した３つの断面案というのはいずれも生育条件を満たし、高波浪時の地形の

安定性も高いということが確認されています。 

 そして、また今後に検討すべき課題として３点ほど挙げられております。 

 まず１つ目は、長期的な地形の安定性です。図‐４に示したような修正配置案３の場合

だと、人工干潟の法肩が変形しやすいというようなことから、澪筋が形成されて長期的に

不安定となる可能性について検討すべきであるということが指摘されています。また、細

粒分の堆積につきましては、特に沖からの波の入射を遮断する配置案４の場合に、陸域か

ら供給されるシルトや粘土分の堆積が懸念されます。これについては、来年度平成21年度

にシルト等の堆積の影響を考慮した検討を行っていく予定にしています。 

 また、干潟地盤の保水性ということで、現状の生育域において小さな砂州の背後に生育

域が安定して存在するということや、深掘れ部の縁付近に比較的安定して生育していると

いうことから、生育条件として地盤の保水性の影響が指摘されており、こういったことも

考慮に入れる必要があるということが課題として挙げられています。 

○事務局（佐藤）  続いて６ページでございますが、人工島部会でもう１つのテーマで

ございますトカゲハゼに関する調査検討を整理したものでございます。 

 今年度は、新たな取り組みとして、既存干潟域におけるトカゲハゼ生息圏の保全という

ものに取り組み始めたところでございます。主な実施内容は底質改良及びモニタリングを

実施して、トカゲハゼの生息圏の保全を図ろうという取り組みをやったということと、そ

れを今後続けていくための維持・管理方策の検討を少しやったというところでございます。 

 底質改良につきましては、６ページ左下にあります写真の場所で行っておりまして、改

良した場所は左下の図面で赤く塗られている２カ所で実施してございます。この後にモニ

タリング項目としてせん断強度、粒度組成、外観、トカゲハゼの生息状況といったものを

追跡してございます。12月までの結果ですが、その結果を６ページ右上のところで簡単に

整理してございます。 

 まず、２カ所やったと申し上げましたが、そのうちの１つの改良区４というところでは

トカゲハゼが生息しているのも確認しておりますし、物理的機能もおおむね維持されてい

るというところですので、改良区４についてはおおむね改良の効果というのがまだ保持さ
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れているだろうというふうに考えてございます。 

 一方、もう１つの改良区３というところですが、こちらはトカゲハゼがまだ確認されて

いないということと物理的な機能ですね。細粒分がちょっと減っているだとか、あとは硬

さが改良前の段階に戻ってしまったというようなこともありまして、既に改良の効果がな

くなっていたのではないかということで、今考えてございます。 

 今後につきましては、実は３月にモニタリング調査をついこの間やりまして、トカゲハ

ゼについては改良区４のほうで再び確か４尾確認されているところです。改良区３では３

月の調査でも確認されませんでした。 

 以上がモニタリング結果でございまして、最後に、維持・管理方策の考え方を今回部会

で提示させていただきました。基本的に４点ございまして、１点目がこの維持管理を考え

る上では順応的にやっていきましょうということ。２点目が、新港地区では既に先行的に

実験干潟をつくっているというような取り組みがございますので、そういった既存事例で

得られた知見を、可能な限りこの泡瀬の維持・管理方策にも反映しようということ。３点

目が、地域が主体となった維持・管理活動への転換を図ろうということ。最後に、今後整

備予定のトカゲハゼの人工干潟との連携、地形のフィードバックなんかも念頭に置いてい

こうという４点を基本的な考え方として設定しました。 

 これをもとに今後、メンテナンス、維持・管理内容をもう少し具体化していくというこ

とと、あと干潟の活用方策なんかについても検討していこうと。そういったものを含めて、

維持・管理プログラムといったようなものをアウトプットとして出したいということで整

理してございます。人工島については以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、専門部会の議事内容につきましては、津嘉山座長にかわりまして中

村委員が座長を務めていただきましたので、中村委員のほうから説明をお願いします。 

【人工島環境整備専門部会議事説明】 

○中村委員  本来であれば、座長の津嘉山先生から報告いただくところでありますが、

専門部会が開かれました１月20日の時点で体調不良から十分回復されておられなかったと

いうことで、私が座長の代理を努めさせていただきましたので、本日は私のほうから、か

いつまんでこの議事内容を報告させていただきたいというふうに思います。 

 まず、前回の専門部会における課題と対応について報告をいただいた後で、この専門部

会が対象としております２つの検討事項、クビレミドロの干潟安定性検討ということと、
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それからトカゲハゼの生息地の保全に関する調査検討について。それぞれ事務局のほうか

ら、本日ご報告いただいた内容で部会でもご報告いただきまして、その後質疑に移りまし

た。 

 まず、クビレミドロの生息干潟の安定性の検討についてでございますけれども、これは

今ご報告にありましたような、クビレミドロが安定して生息できる干潟と。そのためには

物理環境をちゃんと整えてあげることが必要であるというふうな認識のもとで、技術的な

検討のコメントが中心の質疑が行われております。 

 まず、ここにあります潮位という観点、あるいはその次、流れの条件であるとか、濁り

の発生、あるいは物理的な土の保水性のメカニズム。こういった重要な点の見落としはあ

りませんかというご指摘がありました。 

 例えば潮位につきましては、私の記憶では平均的な潮位で計算をしているということで

ありますけれども、水深が例えば満潮位、深くなりますと、その分だけ水も動きやすくな

りまして、草あるいは藻体に当たる力も増えるということで、もう少し潮位を変えた検討

も必要ではないかという意見がまずありまして、事務局のほうからはその指摘を踏まえて

検討しますというご返答をいただいております。 

 それから周辺の流れの状況、あるいは人工島がもしできるとすると、その後の砂州の移

動の状況によって、またこのクビレミドロの安定性に関する検討にも影響があるのではな

いかというふうなご指摘がございましたけれども、事務局のほうでは既にシミュレーショ

ンの検討等を行っており、例えば砂州が大きく変化することはないというふうな事項、あ

るいは潮汐流に関しても数センチ程度であるということで、その影響が少ないというふう

に考えているというご報告をいただいております。 

 また、濁りの影響はどうかというご指摘もございましたけれども、この点につきまして

はまた陸からの影響もあるということもありますので、次回の部会までに検討したいとい

うご返答がありました。  

 さらに、クビレミドロの干潟の検討の中では地盤の保水性というものも非常に大事では

ないかと。さらには、ここには明確に書かれてはおりませんけれども、共存する海藻草類

の影響というものも大事ではないかというご指摘がありまして、これはおそらく大事な要

素であろうということで、設計の段階では保水のメカニズムについて検討するというふう

なご返答を得ております。 

 それから、２番目のトカゲハゼの既存生息地の保全に関する調査・検討についてでござ
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います。 

 これにつきましては、例えば先ほどのクビレミドロの検討の中にも出てまいりましたけ

れども、保水性というのがここでも非常に大事であるということで、そのメカニズムに関

するご質問が出てきております。例えば、改良区３と４で２つの改良区を設定したところ

でありますけれども、そこでなぜ保水性が生じたのかというご指摘がありまして、事務局

から回答をいただいております。 

 それに関連いたしまして、改良区３のほうではどうもトカゲハゼの生息が確認できなか

ったと。改良区４のほうでは確認できていると。この差はなぜ生じたのでしょうかという

ご質問をいただいております。今、事務局のほうからご説明がありましたような底質の状

況、保水性の状況というふうなことも踏まえたようなご回答をいただいておりますが、今

後はこういった観測結果も踏まえて、維持・管理計画に十分反映していきたいということ

を回答いただい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  どうも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、ご意見ございますか。 

 では、また後ほど伺うことにします。 

 それでは、今32分ですけれども、45分まで休憩いたします。 

（午後２時32分 休憩） 

（午後２時44分 再開） 

○小濱委員長  では、再開いたします。 

 続きましては行動計画についてです。行動計画につきまして、事務局のほうから説明を

お願いいたします。 

③行動計画について 

○事務局（佐藤）  それでは、資料‐３をご覧ください。 

 まず、最初に行動計画の現状と今後についてということで、最初の１ページ、２ページ

というところはこれまでの委員会で何回かご提示させていただいたところで、委員の先生

方、大方了解いただいているものというふうに理解しているんですが、確認の意味で改め

て説明させていただきます。  

 まず、１ページでは「行動計画とは」ということで、その定義づけと環境保全・創造検

討委員会と専門部会の役割を示してございます。 
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 行動計画とは、人工島整備に伴う周辺環境への影響を代償・低減するために、事業者が

実施する措置であるということでございます。そして、真ん中の図面でこの保全・創造検

討委員会と専門部会の役割といったところをフロー図で整理したところでございます。ご

確認いただければと思います。 

 続きまして２ページでございますが、その行動計画の枠組みといったものを整理してご

ざいます。大目標、個別目標というのがございまして、その下に行動計画ということで、

現在①から⑪まで11個の行動計画が設定されてございます。これは以前にお出ししたもの

とほとんど変わってございませんで、唯一変わったところが行動計画の②の旧名称が「海

藻草類の新たな生育場の創出」というところから「海藻草類の生育環境の保全・創出」と

いうふうに変更させていただきました。 

 この凡例ですが、行動計画の黄色のハッチの部分というのが環境影響評価書で約束して

いる保全措置行動計画でございまして、ピンク色のハッチの部分がその後、事業者努力で

追加させていただいた行動計画ということでございます。 

 続きまして３ページでございますが、それぞれの行動計画の検討状況をここで整理して

ございます。大きく検討段階によって３つの段階があるというふうに考えてございまして、

まず検討段階にある行動計画として、①大型海草の移植、②海藻草類生育環境の保全・創

出、③、④、⑤というところまでが、現在、親委員会あるいは海藻部会や人工島部会で検

討している行動計画ということでございます。 

 その下に、今後検討が必要な行動計画としまして、⑦、⑧、⑩という行動計画がござい

ます。これにつきましては、今のところは検討しておりませんが、今後の事業の進捗状況

なんかを見ながら検討を開始する予定でございます。 

 最後に、実践・整備段階の行動計画ということで、⑪、⑥、⑨という、比屋根であった

り、人工海浜、あるいは環境学習といったところが、現在もう動き出しているというとこ

ろを整理してございます。 

 続いて、４ページをご覧ください。 

 ４ページでは、それぞれの行動計画を写真の図の上に重ね合わせて、泡瀬全体がどうい

う状況になるのか、今後どうなっていくのかといったところを整理したものでございます。

これは基本的には自然環境を保全する行動計画についての整理でございますが、昨年度、

泡瀬の社会環境に関する検討というものを実施したんですけれども、その結果についても

青字で少し追加することで自然的環境と社会的環境の両方を保全・創出していこうという
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ことで、この資料にも反映させたところでございます。 

 続きまして、５ページに移りたいと思います。 

 この５ページからが、この委員会でメインに議論していただきたいところでございまし

て、先ほど香村先生から少し海藻部会についての議事内容についてご説明いただいたとこ

ろでございます。その中で、海藻草類の生育環境の保全・創出の方針に係る検討について、

海藻部会の委員のほうから、自然藻場の保全の考え方、あるいは藻場生態系の保全の考え

方といったものについて、いろいろな意見が出たところでございます。そういった状況の

中で海藻部会では、ひとまずこれは宿題として事務局考えてくださいというようなことで

ございましたので、今回この委員会においてこの海藻草類の藻場生態系の保全の考え方を

今一度整理させていただいて、その上で海藻草類専門部会での検討方針といったものを委

員会において少し方向性を定めていただこうということで、今回資料を作成してまいりま

した。 

 この５ページでは、その検討に至った経緯というものを整理させていただいたところで

ございます。簡単に説明させていただきますと、この前の平成21年１月に実施されました

第２回の海藻部会におきまして、海藻草類の生育環境の保全・創出の実現に向けた方針と

いうものを２点ほど事務局から提案させていただいたところ、海藻部会の委員のほうから

自然藻場の保全についても検討すべきであるといった意見や、一方では、自然藻場を保全

しているという前提で事業は進められているというような意見が出されまして、自然藻場

の保全、藻場生態系の保全についての捉え方というのが委員によって異なっていたところ

がございます。これについて、今回、環境保全・創造委員会で事務局が整理した内容を確

認いただいて、その審議結果を海藻草類専門部会へ付託するというようなことで考えてご

ざいます。 

 その整理内容が次の６ページでございまして、藻場生態系保全の考え方の整理と今後の

検討方針について整理したところでございます。６ページ右側に、藻場生態系の保全の概

念図といったものを整理させていただいておりますが、まず藻場生態系の保全の考え方と

いったものをここで再整理させていただきたいと思います。 

 (1)藻場の定義について確認させていただきたいと思います。 

 まず、１つ目が、藻場というのは沿岸域の海底で種々の海草類・海藻類が群落状に生育

する場を指す。  

 ２つ目でございますが、自然藻場、移植藻場という名称は成り立ちが異なることによる
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便宜上の区別でございまして、ここでは同じ藻場として捉えることとする。 

 ３つ目は、藻場というのは短期的・長期的に変動し、また自然の遷移を経るなど絶えず

変化しているものである。そういうこともございますので、永続的に同じ種類の海藻草類

が同じ場所、同じ面積、同じ被度で生育しているわけではないということ。 

 最後に、工事の実施や陸域化の生活排水等、人為的な圧力のほか、周辺、ほかの生態的

からの圧力も存在するということ。 

 この４点を藻場の捉え方として事務局としては整理したところでございます。これらを

念頭に置いた上で藻場生態系の保全というのは、その基盤となる泡瀬地区の藻場が持続可

能な形で形成・維持されることを目指すものというふうに位置づけてございます。 

 ではそれを具体的にどういった取り組みで藻場生態系保全に取り組んでいくかというこ

とでございますが、まず１つが、事業の前提である「泡瀬地区の藻場注視による保全」に

努めるということ。もう１つが、工事区域における被度50％以上の藻場についての移植を

実施するということ。さらに、今後移植を実施する上では、その移植の確実性を向上させ

るために適切な場を創造する。こういった内容の取り組みで藻場生態系保全に努めるもの

であるということで、まず藻場生態系の保全についての考え方を整理いたしました。 

 続いて(2)海藻草類専門部会における今後の検討方針というところでございますが、こう

いった藻場生態系保全の考え方といったものを整理して、この考え方に基づいて海藻草類

専門部会の今後の検討方針というのを、委員会のほうから付託したいというふうに考えて

おります。以下の２点についてでございます。 

 まず、１つ目が行動計画②、これは海藻草類の生育環境の保全・創出でございますが、

この創出に向けた具体的な検討をまず優先的に進めていくこととしたいということです。 

 ２つ目が、行動計画①でございます大型海草の移植に関しては、今後手植え移植藻場の

評価を実施したい。 

 この２点について海藻部会に付託したいというふうに考えてございます。 

 この場（本日の委員会）では、(1)の藻場生態系保全の考え方といったものを、ここでご

確認いただきたいということがまず１点でございます。次に、海藻草類の専門部会に付託

する内容、今申し上げました２点でよろしいかといったところを議論していただければと

考えてございます。 

 資料‐３については以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 
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 それでは、皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、まず質問とかございますか。 

○入江委員  ちょっといいですか。 

○小濱委員長  はい、どうぞ。 

○入江委員  安定な場をつくるというのは大変重要だということは、ここで重々いろい

ろ議論されてきていると思うんですが、ここで大変苦労してこの検討会でもいろいろ勉強

してまいりましたクビレミドロですか。その場をつくるということで４ページ、行動計画

の絵にもありますけれども、潜堤でございます。これでもってある程度、場をより適切な

ものに、静かな海域にして生育させようというのを随分苦労してやってきた結果もござい

ます。 

 その堤体そのものの設置が、どけてくれというか、そういうふうなネガティブな話があ

ったと先ほどちょっとお聞きしたんですが、こういう場合の場の創造、特に波を静穏にし

て生育を増やしていくという実績も出てきたように思っていたんですけれども、非常にも

ったいないなと。だから、ちょっとどういうふうなことでそれをどけてくれとか、そうい

うふうな話になっているのか、漁業か何かの話があるのか。ちょっとわかる範囲内で教え

ていただければと思います。 

○小濱委員長  事務局、いかがですか。 

○事務局（照屋）  事務局としてお答えいたします。 

 約3年前から漁協さんのご了解も得て、今ある西防波堤の背後に場の創造実験、実証実験

という形でやらさせていただきました。結果的には2ヶ年を経過しまして、大きな台風が来

てもきちんと藻場が生育していると。大きな台風の後、周辺の藻場は砂層ごとなくなって

いるのが見受けられましたが、という結果というのは、これまでもご報告してきたところ

でございます。 

 一方、この低天端堤と我々呼んでおりますが、満潮時には完全に水没をしてしまいます。

実は、そこを利用している漁業者の方々から「危ない」というようなご指摘もございます。

かたや、場の創造の低天端堤自体が「魚礁効果」というような、副次的な効果も見られま

して、これを取るというのも、実はマイナスではないかという議論も漁協さんの中ではあ

るやに聞いております。ただ、通過をするために取ってほしいという方々の意見もあると

いうふうなこともございまして、事業者のほうに寄せられている話としましては、取る、

取らないも含めて、できれば取ってほしいというような情報が寄せられておりまして、こ

れからまた、来年度に向けて漁業組合さんと、本当に取るのか、取らないのかを議論をし
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ていかないといけないと思っています。 

 ただ、組合さんの大多数の方々が、やはり通行に支障がありますというようなことにな

れば、ただちに動かさないといけないということも考えております。 

○入江委員  よくわかります。それで、こういうふうに同じ海域で漁業と、他のいろい

ろな事業が交錯、重なる場合は、どうしてもそういう問題になってしまうんですね。何を

やっているかというと、やっぱり漁業の作業上支障のないような空間的な表示の仕方とか、

形の決め方、特に空間的には危なくないように交通整理、普通の自動車だってどこでも走

ったら危ないですよね。だから、ちゃんと信号でもってやっているわけでしょう。信号で

やれという意味ではないですよ。自然の作業の中で、漁業者の方々が了解できる作業のル

ートというんですか、そういうことも併せて工夫する余地は、これはどこでも、港湾の場

合もそうですけれども、あると思うんですけどね。 

 漁業にとってもメリットになるような、そういう効果もあっていると思うんですよね、

ああいう場をつくって。そのへんで、もう少し深めて考える余地があるのかなと思った次

第でございます。以上でございます。 

○小濱委員長  どうぞ、香村先生。 

○香村委員  １つお伺いしたいんですけど、現在、問題になっている低天端堤の撤去と

いうのが話になっているわけですが、計画としては現在の工事の地域と、それから現在の

漁港がありますよね。そこに水路を作ることが計画されているんですが、それに対して何

か漁協ともご相談があるんでしょうか。そうであれば解決できそうな感じもするんですけ

ど、どうなんでしょうか。 

 これにも載ってますよね、４ページの水路ができるということで。 

○小濱委員長  事務局、いかがですか。 

○事務局（照屋）  事業者としてお答えします。４ページの図の写真の西防波堤の左側

に青い点線の航路の計画がございます。香村先生がおっしゃっているのは、多分こちらの

ことかなと思います。 

 当該漁協に当たる沖縄市漁協さんには、当然、将来においてここに水路ができますよと

いう計画は提示してございます。ただ、こちらの事業というのが、これ沖縄県さんでやら

れる事業になります。事業着手というのがまだ今の時期ではないと。もう少し後の時期に

なるというふうに考えてございますので、将来的にこちらができればショートカットして

海域のほうに行けるということもあるのかなというふうには思っております。 
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 もちろん、そういったことも漁業者さんは解られた上で、やっぱり「邪魔だ」と言って

おられる方と、「いや」と言っておられる方と一緒にいるのかなと。先ほど入江委員のご指

摘も踏まえまして、これからまた漁業者のほうと、もう一度話をしていきたいなと思って

おります。 

○入江委員  港湾の場合はマーカーを明確に示すんですよ。彼らがわかるようにね。そ

して彼らも了解すると。その上でやっていけば共存できるんじゃないかという道も、例も

あるので、ひとつ検討の余地があるんじゃないかなという気がします。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 津嘉山先生、何かございますか。 

○津嘉山委員  先ほどお話ありました、私は専門部会のほうに出られなくて、中村委員

はじめ皆さんにご迷惑をお掛けしました。クビレミドロにつきましては、今の案で前の部

会報告の５ページの図‐１でしたか。配置案４と修正配置案３になっておりますね。確か

３では修正案でやるということだったと思いますけど、今、実施に向けての課題というこ

とで３つ挙がっておりまして、細粒成分の堆積ということについて配置案４についてのこ

とは書いてあるんですけど、これは検討については両方やられるということなんでしょう

か。 

○事務局（照屋）  はい。津嘉山委員のご指摘の５ページのちょうど左上のフロー図を

ご覧ください。前回までの委員会の中で、修正配置案３と配置案４についての検討を進め

ていきましょうというふうになったと記憶しております。平成20年度につきましては、そ

の中の修正配置案３を中心に検討させていただいてございます。21年度に配置案４につい

ての検討をしていこうと。この場合につきましては、基本的に沖側からの入射波をカット

するような堤体の構造になりますので、むしろ安定性の検討の中には濁りシミュレーショ

ンというのを概念的にやっていかなければいけないというふうに考えてございます。 

○津嘉山委員  砂州内については、そのまま検討という形になるわけですね。わかりま

した。 

 それからもう１点は、トカゲハゼの改良のほうで改良区３と改良区４のほうでやられて

まして、改良区３のほうは粒度組成が元に戻っていたというご報告だったんですが、これ

は、場所としてはそんなに離れてはいないんですけど、干潮とかそういうことで何か違い

があったんでしょうか。その２点をちょっと。 

○事務局（佐藤）  改良区４と改良区３というのは、本当に10ｍか20ｍぐらいしか離れ
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ていないところでございます。ただ、このトカゲハゼが今生息している範囲というのは、

底層部に泥の塊がございます。今回の底質改良というのは、その泥の塊を表面に持ってい

ってあげて保水性を高めてあげようというような取り組み内容でございます。今回３と４

で違ったというのは、泥の量というのが３と４でだいぶ違ったということでございます。 

 なので、狭い範囲なんですが、その底層の泥の分布というのが一様に分布しているわけ

ではなくて、おそらくパッチ状に。本当に泥だけがあるところと、泥も含まれているんだ

けどやや少ないところという、この狭い範囲内でかなり環境が違う、底層の環境が違うと

いったことなのかなというふうに考えています。 

○津嘉山委員  わかりました。この柱状で示されているような形を見ますと、そんなに

変わっているようには見えなかったんですけど、やはりかなり違うんですか。 

○事務局(佐藤)  そうですね。実際にはかなり。例えばこの改良区４というベイロード

側の地点は、掘ると、本当に陶芸ができそうな感じの、泥塊が出てくるような、そういう

イメージでございます。 

○津嘉山委員  わかりました。どうもありがとうございます。 

○仲宗根委員  よろしいですか。 

○小濱委員長  どうぞ、先生。 

○仲宗根委員  ちょっと事務局のほうにお伺いしますけど、今トカゲハゼの改良区の３

と４ですが、先ほどご指摘ございましたように、粒度組成ではそんなに差がないというこ

とですが、底質の高さはどうなっているんですか。 

 それと、その水の保水性の問題が先ほど出ていましたけれども、水の滞留時間の差とか、

そういう他のファクターも見ておられるかどうか。そのへん、もし見ておられるんでした

ら教えていただきたいんですが。 

○事務局（佐藤）  まず１点目が標高の話だと思います。この資料では高さについては

載せてございませんが、一応簡易測量ということを実施しておりまして、それについては

今資料を持ってきていないので即答することはできませんが、高さについては測っている

ところでございます。 

 もう１つの保水性、滞留時間でございますが、これは特に調査をしているというわけで

はございませんが、多分高さとの関係なんかを両区で比較をしてあげることで大体同じぐ

らいなのか。いや、だいぶ滞留時間が違う箇所なのか、というところの推測はできるかな

と思ってございます。 
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○小濱委員長  ありがとうございます。 

 そのほかご意見、ご質問ございますか。 

 とりあえず今この件を先にやってしまいたいんですが、行動計画の中の６ページ目のと

ころにあります海藻草類の部会への付託事項について、先に片づけてしまいたいと思いま

すが、この件につきましていかがでしょうか。 

 事務局がうまくまとめてくれたと思いますが、海草生態系保全の考え方４点で、それに

基づきまして具体的にどうするかということが書かれております。そして、この検討委員

会のほうで専門部会のほうに２点、海藻草類の創出に向けた具体的な検討を優先的に進め

てくださいということをお願いすることと、同時に、行動計画１に基づきまして手植え移

植藻場の評価も実施していただきたいということを付託したいと思いますが、この点につ

きましていかがですか。 

 では、この点は皆さんご了承いただいたということでよろしいでしょうか。 

(異議なし) 

 ありがとうございました。 

 それでは、今そのほかのご意見もいただいたところですけれども、トカゲハゼの問題等

も含めまして皆さんからご意見を伺いたいと思いますが、どうでしょうか。 

 中村委員のほうから、何かございますか。 

○中村委員  先ほどトカゲハゼの場の保全の議論が出てまいりましたけれども、私の記

憶では標高の問題、保水性の問題、水がどれ位溜まっているかということが、トカゲハゼ

の、巣を作るという行動と、それから多分、餌環境にも影響しているんだろうということ

は、委員の間で共通の認識がございまして、そのあたりの情報はここの場の情報を整理す

るとともに、新港地区でも色々な検討がされていますので、データもたまっておりますの

で、そちらの情報とよく照らし合わせながら状況を整理していきましょうということで合

意ができているというふうに認識しております。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 事務局、そのへんはそれでよろしいですよね。オーケーです。 

 赤嶺先生、何か一言いただけますか。 

○赤嶺委員  藻場の関係でこっちに出てますよね。天候の変化とか、潮の流れで変わっ

てくるというのは当然素人なりにもわかるので、ぜひそれをやってほしいなと思います。 

 それから、先ほどの例の構造物を撤去するという問題なんですが、あれについてはブイ
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とかライトハウス状のものをつくればできるんじゃないかと思うんですが、現在の場所が、

結局これがあるために漁師の方々がかなり大回りするので不便だと言っているのか、本当

にぶつかりそうで駄目だと言っているのか。そのあたりはちょっと確認をしてほしいなと

思います。 

 それから、最後に沖縄県と沖縄市に今の段階でお聞きしたいこともありますので、後で

よろしくお願いします。以上です。 

○小濱委員長  今でなくていいんですか、後で。 

○中村委員  いいです。 

○小濱委員長  わかりました。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 浜元さん、いかがですか。感想でも結構ですけど。 

○花城委員（代理 浜元）  座ったままで失礼いたします。 

 今日うちの理事長の花城大輔の代わりに出席したということで、感想を含めてお聞きし

たいこともちょっとあったんですけれども。 

 環境保全として、今回の東部海浜に関しては色々なことを勉強なさって、皆さん、環境

について取り組んでいっていることが大変、ちょっと私自身も勉強不足で、ここまで皆さ

んがやられていることにすごいなという。ちょっとした言葉でしか言えないんですけれど

も、考えております。トカゲハゼのモニタリングをやったり。 

 個人的にちょっと気になったということで、専門的知識はないので確認したいだけなん

ですけど、トカゲハゼの生息状況と今３と４ということでありましたが、これを見てみる

と改良区１とか２とか事前に行われている。それが今の状況でどうなっているのかなとい

うところが気になってしまって。前回行われた１回、２回、今３回、４回ということで、

以前に行われた１回については今どのような現状になっているというところだけがちょっ

と気になっていたものですから、知識のない私ですけれども、これだけ聞かせていただけ

ないかなということです。 

○事務局（佐藤）  それではお答えします。 

 改良区１、２というのは、平成18年の３月に実施したものです。これは実験的に底質を

掘り返してあげてやわらかくすることが、トカゲハゼの生息にとっていいことなのかどう

かといったところを確かめてみようということで始めたものでございます。このときは、

２年間、19年度末までモニタリングを実施してございまして、どのぐらいの効果、柔らか
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くしているので放っておくとどんどん固くなって、トカゲハゼにとっては住みよい環境で

はなくなっていってしまうんですけれども、そのへんの持続期間といいますか、改良効果

の期間というのを確かめるために、２年間モニタリングをしてございまして、その後につ

いては特に手を入れたとかということはございませんで、ただ、いるか、いないかという

状況だけは平成20年度も見ております。 

 ちなみに、ことし３月の結果で申し上げますと、ちょっと記憶があれなんですけれども、

１、２とも今回はいなかったということでございます。以上でございます。 

○小濱委員長  何かほかにありますか。 

○花城委員（代理 浜元）  いえ、特にないです。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 赤嶺先生、資料‐１の、今日説明があったトカゲハゼの生息圏の保全の背景と目的の表

現で、トカゲハゼが希少種だから守ろうということ以外に、そこに飛来してくる水鳥のご

飯になるからそのためにも守ろうと表現されましたけれども、この点についてはこれでよ

ろしいですか、先生。 

○赤嶺委員  確かに、今のデータで４尾とか数が少ないので何とも言えないんですが、

あのあたりに野鳥が実際に餌取りをしているのを私は何回も目撃をしていますので、確か

にそれはあるんだろうと思っていますので、お願いしたいなと思います。 

 それから、第３と４の状況で生息している、あるいはしないというのがあるんですが、

先ほどありましたように、あの泥の状態だけではなくて、その泥の上に発生する餌になる

部分。それも研究してほしいなと思うんです。結局、向こうのほうに餌になるものがあっ

て向こうに行くのか。あの状況を３のほうにも作れば住み着くんじゃないかなと。素人な

りに考えます。 

 結局、あの泥の中から有機物を食べて泥を吐き出すわけですから、その状態をつくらな

いといけないと思うんです。ただ泥を固めればいいというものではないんじゃないかなと

思います。以上です。 

○小濱委員長  事務局、何かございますか。 

○事務局（佐藤）  ２点ほど。 

 まず、先ほど泡瀬で４個体、３個体ぐらいでわからないんだけど、と先生おっしゃった

かと思うんですが、今４個体、３個体という話は改良区４に４個体いたということだけで

あって、泡瀬地区全体で見るともう少し多いのが実態です。多分、20匹とか30匹前後、現
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在もいます。 

○赤嶺委員  (うなづく) 

○事務局（佐藤）  あと、もう１つ餌の件でございますが、これはなかなか技術的に難

しいところもあるのかなと思っているんですけれども、いきなり調査とかいうよりも、ま

ず、文献資料などをあたって少し検討は始めてみたいなと思います。またご相談に伺うと

思いますので、そのときはまたよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○小濱委員長  そのほか委員の皆さん。 

 どうぞ。 

○津嘉山委員  資料‐３の行動計画の中の３ページのほうで、クビレミドロの生育に関

する人工干潟の創出のところで、実海域展開実験というのがあって、人工干潟予定地周辺

での移植培養実験となっているんですが、これを具体的に今の人工干潟予定地のところの

どこかにその場所を設けて、実際に移植の実験をするということでしょうか。 

○事務局（佐藤）  説明させていただきます。 

 資料‐２の３ページの右下をご覧いただきたいんですが、ここが今回12月に実施した移

植の箇所でございます。St.Ａ、St.Ｂと、少し写真がボケてて申しわけないんですが、仮

設橋梁のところと、あと余水吐St.Ｂのところですね。この２カ所で今やっているところで

ございます。 

○津嘉山委員  前に検討してもっと南のほうではなかったですか。 

○事務局（照屋）  今、現在検討している人工干潟の部分は、このSt.Ａからもう少し

南側に、この護岸に沿ったところを検討してございます。ただ、当然ですけれども、ここ

は今人工干潟としての外郭施設はなくて、今まさにそれを人工島部会の中で研究をしてい

るところでございます。 

 よって、ここにいきなり移植をしても、おそらく波で卵が多分持っていかれるのかなと

いうふうに思ってございますので、より実海域の展開ということでSt.ＡとSt.Ｂとちょっ

と環境の違うところを選定して、まずは実海域に向けて展開を始めたというところでござ

います。 

○小濱委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 それでは、皆さん、どうもいろいろありがとうございました。私のほうで今日のまとめ

を簡単にしたいと思います。 

 まず、事務局の皆さん。諸問題の対応本当にご苦労様でございます。国も県も市もいろ
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いろな社会的な問題、環境的な問題が発生する中できちんと仕事をこなされていることに

敬意を表したいと思います。今後ともどうぞ頑張って進めていってください。 

 それから、きょう話題になりましたクビレミドロの件ですけれども、香村先生、本当に

きょうはありがとうございました。 

 海藻草類の定義の話を最後に皆さんにご承認いただきましたけれども、僕も素人なんで

すが、非常にわかりやすくまとめられていますし、なるほどなと思ったのは、何しろ生き

ているものだから定点で観測するだけでは駄目だと。どんどん動いていくんだから、そう

いう1ヶ所の場所でエリアを決めて定期的に観測しましょうということが、全体の状況を反

映するかということについては、そうではないというふうな考え方を出されましたけれど

も、言われてみたらそのとおりだなということを僕も感じました。 

 それから、赤嶺先生にもご発言いただいたところですけれども、トカゲハゼ等に対する

考え方、つまり環境に対する考え方ですけれども、今まで僕なんかも環境を少し扱ってき

ましたが、貴重なものだから守っていこうという考えしかなかったんですけれども、貴重

なものだから考える、ということと同時に、大きな自然の中での生態系の中の食物連鎖み

たいな話があって、次の動物の餌になるから守らなければいけないという視点も、環境を

守っていくという考え方の中には必要だということを赤嶺先生が主張なさっていて、まさ

にそのとおりだなというふうにも思ったところです。 

 ただ、最後にちょっとおっしゃられていた海の中の生物だけではなくて、そこに飛来し

てくる鳥もこれからどう保全するかということを考えるかという点につきましては、事務

局のほうでお答えいただきましたように、今後検討していただいて、水中あるいは水面の

生物だけではなく、空の生物も含めてどう保全するかということは、今後の検討課題にな

るのかなというふうに感じたところです。 

 それから、繰り返し僕も言っていることですが、だいぶいろいろなことがわかってきた

んですけれども、絵の中にもありました資料‐３の４ページのところに社会環境・自然環

境の将来の全体像が出ていますが、社会環境の話を早くやりたいなというふうに思ってい

るところです。何しろ、今、僕たちが検討している自然環境の保全とか、それをどう創造

するかというのは、誰のためにやっているかというと、自然のためにやっているわけでは

なくて、そこに住んでいる人たちのためにやっているわけですから、あるいは沖縄県民の

ためにやっているわけなので、人と自然との繋がりをどう作っていくかとかいうことは、

これからの人工島をどう作っていくかということに絡めて、また検討しなければいけない
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し、これは、主には沖縄市がやることなのかもしれませんけれども、国の会議としても全

体のバランスを見て、１つの関わりをどう作っていくかということは、これからの話にな

るのかなと思うと、大変楽しみにしています。 

 それから最後に、１年ぐらい前までの会議では、膨大な資料がここに積まれて、帰りに

「宅急便で送ろうか…」という騒ぎだったのが、いよいよ、このＣＤになりまして、大変

うれしく思います。資料をもらっても、引用したりするときにどうしてもめくらないとい

けないものですから、デジタルデータがほしくなるんですけれども、こういう事務局の、

小さいかもしれませんけれども、大変な努力に対して感謝申し上げます。以後こういうふ

うにやれればいいなと思いますし、将来的には、皆さんここでパソコン開いてネットを開

いてやるような会議になればもっといいかなと思ったりもいたします。ただ、最近ちょっ

と目がついていかないものですから、心配です。 

 きょうは、熱心なご議論をありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうにお返しいたします。委員の皆さん、どうもありがとうござい

ました。 

(4)閉 会 

○事務局（細川）  委員長、どうもありがとうございました。 

 本日は、委員長をはじめ委員の皆様にはご多忙の中お時間をいただき、また、大変貴重

なご意見、ご指導をいただきました。誠にありがとうございました。今後は、この議論を

受けまして、作業を進めていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いをいたし

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 なお、この後、３階の中山の間におきまして記者会見がございます。報道関係者並びに

事務局関係者の方にはご準備をお願いいたします。なお、記者会見場への報道関係者及び

事務局関係者以外の立ち入りはお断りしておりますので、ご了承ください。 

 本日は、誠にありがとうございました。 


