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平成21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22年３月15日 13:34～15：17 

場所：サザンプラザ海邦 ４Ｆ 大ホール 

(1)開 会 

○事務局(坂井)  それでは、少々定刻を過ぎておりますけれども、平成21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いたします。 

 なお、本委員会は公開で開催しておりますので、報道の方や傍聴の方が入場されており

ますが、質問等の発言は認めておりませんので、会議中はお静かに傍聴お願いいたします。 

 会議の進行を妨げるような言動を行った方は、ご退場いただくこともありますので、何

とぞよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、委員の異動、新任及び出欠につきまして、ご報告いたします。 

 清野委員におかれましては、東京大学の助教から九州大学大学院の准教授に異動されて

おります。また、本年度新たに選任されております社団法人沖縄青年会議所の外間委員で

ございますけれども、本日所用のためご欠席されるということでございます。また、本日

は九州大学名誉教授の入江委員、広島大学の岡田委員、琉球大学名誉教授の津嘉山委員、

鹿児島大学の野呂委員、独立行政法人港湾空港技術研究所の中村委員におかれましては、

所用のためご欠席でございます。 

 それでは、以降の議事進行につきまして、小濱委員長のほうにお願いいたしたく存じま

す。 

 小濱委員長、よろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  皆さん、こんにちは。年度末のお忙しい中、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、今年度の中城湾港泡瀬地区の環境保全・創造検討委員会を始めたいと思いま

す。 

 最初に、いろいろ動きがあったようです。まずそのところから、事務局のほうで説明し

ていただきたいと思います。事務局のほうでこれまでの経緯等についてご説明をよろしく

お願いします。 

○事務局(坂井)  了解いたしました。 

 それでは、本事業に関する動きについて、ご報告させていただきます。 
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 まず最初に、泡瀬埋立訴訟について沖縄県のほうからご説明をお願いいたします。 

(2)報 告 

 ・本事業に関する動きについて 

○事務局(比嘉)  県のほうから、泡瀬裁判にかかる控訴審判決についてご説明申し上げ

ます。 

 平成17年５月20日に、沖縄県知事及び沖縄市長を相手取り、泡瀬地区埋立事業に関する

公金差し止め等を請求する住民訴訟が提訴され、平成20年11月19日に１審の判決が言い渡

されております。その概要は、判決確定時以降の一切の公金を支出してはならない旨の判

決がありました。 

 また、沖縄県は当該判決を不服として、平成20年12月２日に控訴し、平成21年10月15日

に判決が言い渡されております。その概要は、「中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業・臨海

部土地造成事業に関して、本判決確定時までに支払義務が生じたもの並びに調査費及びこ

れに伴う人件費を除く一切の公金を支出し、契約を締結し、または債務その他の義務を負

担してはならない」となっております。 

 当該判決は、一切の公金支出を差し止めた第１審判決とは異なり、土地利用計画の見直

しや埋立免許等の変更に必要な調査等の支出は認められていることから、上告はしません

でした。このことから、平成21年10月30日には控訴審判決が確定しております。 

 今後の対応につきましては、沖縄市が３月に作成する土地利用計画見直し結果を踏まえ、

埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、事業を早期に再開できるよう努めていく所存で

あります。 

 以上であります。 

○事務局(坂井)  ありがとうございます。 

 引き続きまして、沖縄総合事務局のほうからご報告をお願いいたします。 

○事務局(照屋)  沖縄総合事務局でございます。 

 先ほど県のほうからご説明がありましたとおり、判決確定日をもちまして、すべての工

事を国も県も中断をしてございます。また、後ほど若干関連してご説明があるかと思いま

すが、今後はしばらくの間事業を一旦中断をして、いろんな見直しとかそういったものに

かかる期間、もしくはそういったものを判断していくような期間というふうに考えてござ

いますので、来年度は、当面の間この環境保全・創造検討委員会につきまして、今回をも

ちまして一旦中断というような形をとらさせていただこうと思っております。 
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 したがいまして、今回の委員会は、これまでの成果をあらかたとりまとめてのご報告と

いう形にさせていただきたいと思っております。小濱委員長、よろしくお願いいたします。 

(3)議 事 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、皆様お手元にあります議事次第に沿って、議事を進めていきたいと思います。 

 まずは、資料の説明からお願いをしたいと思います。事務局のほうでよろしくお願いし

ます。 

○事務局(坂井)  了解いたしました。 

 資料の説明に先立ちまして、配付しております資料の確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、お手元にお配りしている議事次第という３枚綴りのものが１部ございます。 

 それから、右肩上に資料番号が振ってあります資料‐１というものから、Ａ３判の資料

‐２、Ａ３判の資料‐３というものが本資料になります。 

 また、参考資料ということで、やはり右肩に資料番号を振っております参考資料‐１か

ら参考資料‐４というものをお配りしてございます。 

 資料はお揃いでございますでしょうか、 

 よろしければ、資料‐１のほうからご説明させていただきます。 

①前回委員会での課題とその対応について 

 資料‐１は、前回委員会での課題とその対応についてのご報告でございます。前回、昨

年の、ちょうど１年前開催しております保全･創造検討委員会の課題とその対応についてご

説明いたします。 

 まず、(1)で、海藻草類専門部会の報告についてということで、低天端堤というもので場

の創造を行っているんですけれども、その後の状況について教えてほしいということが、

入江委員、香村委員のほうからご質問がございました。 

 対応につきましては、現在、低天端堤を平成22年２月末、先月の末までに一旦撤去して

ございます。 

 (2)では、人工島環境整備専門部会の報告についてでございます。 

 まず１点目、仲宗根委員のほうから、底質改良区においてトカゲハゼが確認される地区

と確認されない地区があるのはなぜかというご質問がございました。また、保水性や滞留

時間などの観点で検討した資料などがあれば教えてほしいというご意見をいただいており
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ます。 

 ２点目としては、トカゲハゼの生息にとって重要なのが泥の状況だということは理解で

きるが、餌の環境についても研究してほしいというご意見を赤嶺委員のほうからいただい

ております。 

 ３点目では、トカゲハゼの場の保全については、標高や保水性、水の滞留時間、餌環境

等の情報を整理するとともに、新港地区での事例を踏まえながら取り組んでいくというこ

とで、この専門部会で合意がとれているという認識をしているということを中村委員のほ

うから補足的に発言をしていただいております。 

 対応につきましては、底質改良によるトカゲハゼの生息地保全の取り組みについては、

これまでの検証試験結果及び実施モニタリング経過等から、トカゲハゼの生息に対して一

定の効果があったというふうに考えてございます。ただ、ご指摘いただいたように、同じ

改良区でも効果が多い場所と少ない場所が見られるため、今後、底質、標高、水の滞留、

餌環境などの多角的な視点で既存の情報を再精査し、保全策や維持・管理方策に反映して

いきたいと考えてございます。 

 また、これらの成果を踏まえて、底質改良等の取り組みを環境学習プログラム化し、地

域が主体となった取り組みとして実践していきたいというふうに考えてございます。 

 次の(3)では、行動計画についてのご意見をいただいております。これまでの委員会等で

検討してきた行動計画は、自然環境の保全・創造が中心であったものですけれども、今後

の事業は地域の人々のために行っているものでございますから、社会環境等の検討も行っ

てはどうかというご意見をいただいております。 

 これについては、泡瀬における社会環境については、平成19年度において基礎的な検討

を行ってございますけれども、地元の方々へのヒアリングや委員会での発言などを通して、

数々の環境変化に対して対応してきた精神や地域固有の歴史・文化等を伝えていくことが

重要であるということが整理されております。 

 今後は、これらの成果を踏まえまして、泡瀬のたどってきた歴史・文化、人々の暮らし

等について、現在実施中の環境学習プログラムに活かしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上が、資料‐１の報告でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 これにつきまして、皆さんのほうでご意見、ご質問ございますか。 
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○古川委員  国総研の古川ですけれども、意見というか情報を１つお願いしたいと思い

ます。 

 (2)の人工島の専門部会の報告のご対応の中で、「今後」という文章が、１パラグラフ目

の最後のところにございます。「多角的な観点で既存情報を再精査して、維持･管理方策に

反映していきたい」と。ぜひ反映していただきたいと思いますけれども、残念ながらこの

専門部会もおそらく休止状態ということになろうかと思いますので、この「再精査し」の

主語がおそらくは総合事務局なり、事業者の方々、県も含めての方々ということになろう

かなと思います。そのときに、ぜひこの検討の糧になるデータについて、前広に公開なり

共有なりしていただいて、様々な専門部会でご助力いただいた先生方が、外からでも検討

に何らかの関与ができる、または情報を見ることができるというような環境をぜひつくっ

ていただきたいなと。これは要望でございます。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。 

 事務局のほうで何かお答えありますか。 

 では、よろしくお願いします。そのほかにいかがでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、２つ目の資料の説明お願いいたします。 

○事務局(坂井)  資料の説明に入る前にご報告がございます。 

 これより専門部会での検討結果及び報告、議事内容等につきまして、座長よりご報告い

ただきますが、先ほども申し上げましたとおり、海藻草類専門部会の野呂座長が、本日は

ご欠席でございます。本日は海藻草類専門部会の委員で、委員をお願いしております古川

委員に後ほど議事の内容のご報告をお願いしております。よろしくお願いします。 

 また、人工島専門部会につきましては、先ほど沖縄県等からご報告がありましたとおり、

泡瀬の裁判の控訴審判決を受けまして、今年度より専門部会を中断しております。そのた

め、本委員会での人工島専門部会でのご報告はございません。何とぞご了承ください。 

 ②専門部会報告 

  ・海藻草類専門部会 

○事務局(佐藤)   Ａ３の資料‐２をご覧いただきたいんですけれども。 

 この資料では、今年度実施しております専門部会の報告資料となってございます。それ

では、海藻草類専門部会の報告をさせていただきます。 

 まず１ページでございますが、ここでは海藻草類専門部会において、これまで検討して
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きた検討経緯といったものを整理したものでございます。本部会では大きく３点の検討課

題を設けております。１点目が、海草藻場の生育環境の保全・創出の検討。２点目が、海

草移植に関する検討。３点目がクビレミドロの保全に向けた検討といったものを実施して

おりまして、平成21年度におきまして、まず海草藻場の生育環境の保全・創出の検討では、

計画、実証実験を受けて、それの計画の具体化というところを検討してございます。 

 ２点目の海草移植に関する検討というところでは、手植え移植事業をずっとモニタリン

グしてきまして、今年度その評価を行ってございます。 

 クビレミドロの保全に向けた検討では、室内実験を中心にやってきたわけなんですが、

実海域への展開実験も20年度末から行ってございまして、その結果の報告をさせていただ

きます。 

 続きまして、２ページ。まず、手植え移植藻場の評価についてまとめてございます。手

植え移植藻場の評価におきましては、資料の左上にございますように、４つの指標を用い

て、移植藻場の水位といったものを評価してございます。 

 まず１点目の指標が面積、面積につきましては①(図1.3)というところにございますとお

り、初期減耗後は増加傾向が続き、移植時の約３倍に拡大しているということでございま

す。 

 ２点目の被度につきましては、(図1.4)にありますとおり、移植から半年間の減少のあと

は、５％から15％の範囲内で変動を繰り返している。 

 ３点目の生物生息状況につきましては、(図1.5)にありますとおり、自然藻場と比較して

も同程度の種類あるいは個体数といったものが確認されてございます。 

 ④番目の葉の投影面積の和、これは海草の量というようなイメージでございますが、こ

れは(図1.6)に示してありますとおり、平成19年度の台風で一旦減少したんですけれども、

その後面積の拡大とともに海草の量も増加しているというところを整理してございます。 

 ２ページ右側では、こういった４つの指標をもとに６項目の評価を行ってございます。 

 まず１番目としまして、移植適地の評価、これは適地選定条件というものが妥当であっ

たかという観点。 

 ２つ目が初期減耗の評価ということで、移植初期の減耗による障害が発生していないか

どうかというったところを評価してございます。 

 ３点目が台風に対する耐性の評価ということで、台風に対してなくなったりしていない

か、耐性があったかといった点。 
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 ４点目が海草種の遷移の評価。これは自然藻場と比較して近い遷移が見られたかといっ

た観点。 

 ５点目が藻場の再生産の評価ということで、再生産がみられたかどうか。 

 ６つ目が広域的な評価ということで、広域的に見て移植経過が順調であったか。 

 以上の６項目について評価を行ってございます。 

 その評価結果でございますが、総合的な評価でございますけれども、移植計画の妥当性

といったものを最後に評価してございます。これについては移植藻場の面積あるいは被度

などから見て、移植場所の選定あるいは移植手法が原因と思われる減耗などは特段に見当

たらないということから、妥当な計画であったというふうに評価してございます。 

 次に、藻場の遷移に関することでございますが、移植後７年が経過した移植藻場といっ

たところを総合的に判断すると、面積については先ほど申し上げたとおり増加しておりま

して、移植藻場内で再生産も図られている。被度については移植時を上回っていないんで

すけれども、自然藻場の被度の推移と同様の変化をしながら維持されているということ。

あとは海草種の組成でございますが、自然藻場と同様な組成をしているといったこと。生

物についても自然藻場で見られるような生物が認められるといったことから、総合的に見

て手植え移植藻場というのは安定しており、自然藻場と同様の変化を示していると評価し

てございます。 

 移植藻場の今後につきましては、移植後の推移をみる詳細なモニタリング、今後この７

年間でやってきたような細かなモニタリングは終了させることとしまして、周囲の自然藻

場と同様に、藻場の拡大や移動など、長期的な変化というものに着目して、事業者の実施

可能な範囲で年１回程度藻場の外郭線の記録、あるいは代表的な枠内における海草の生育

状況の写真撮影をするということを部会のほうで承認いただい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。 

 ３ページの左側では、海藻草類の生育環境の保全・創出についてまとめたものでござい

ます。 

 「場の創造」実験といったものは、平成19年度まで行っておりましたが、平成21年10月

にもその後の海藻の状況を観察してございます。その結果、導入した海草藻場の面積被度

というものはともに増加しておりまして、海草の生育場の整備手法として、低天端堤によ

る波浪制御と砂層厚を確保する工法の有効性というものが改めて確認されたといったとこ

ろでございます。 
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 資料１のほうでもご説明申し上げましたが、低天端堤の移設については資料１のとおり

でございまして、２月末の段階で低天端堤を撤去してございます。これについての今後の

対応でございますが、３ページの左下でございます。２つのポツがございますが、それに

留意してこれも可能な範囲においてデータ取得を実施していきたいと考えてございます。 

 続きまして３ページ右側、クビレミドロの実海域展開実験でございますが、これについ

ては今まで室内あるいは屋外の実験プールで再生産をさせるであるとか、成果を得てきた

部分を、実海域へ展開してその経過をモニタリングしているところでございます。 

 実海域の移植場所につきましては、３ページの左上の写真にありますとおり、埋立地周

辺の２カ所で卵あるいは藻体というものをプラスティックの容器に入れて移植してござい

ます。その結果ですけれども、２つの地点ともに次の世代の藻体を確認できたといったと

ころがまず１点でございます。 

 この実験で、もう屋内と同様に屋外でもやはり外力の成魚といったものが大事だといっ

たことが再確認されたところなんですが、この実海域においても静穏であれば底質中に多

くの卵が残存するといったことがわかりました。ただ、静穏すぎてもシルト分が底質の上

に乗っかってしまうような状況があると出芽しないといったことも併せて確認できたとこ

ろでございます。 

 また移植方法に関しましては、今回移植にあたってプラスティックの容器のようなもの

に入れて移植してございます。その様子は３ページの真ん中の写真にありますとおりでご

ざいまして、このような容器で収容して移植をすると、縁の部分で外力が制御され卵の流

出を抑制できるといったこともわかってございます。 

 以上の結果から、安定的な生育を確保するためのポイントとしまして、外力による卵の

散逸を防ぐということ、あとはシルトの堆積がしないような場所、しないような仕掛け、

工夫をしていくということが安定してクビレミドロが再生産をする生育場の整備に向けて

重要であるということがわかってございます。以上が部会報告になります。 

○古川委員  それでは続けて、野呂座長からの報告を代読させていただきます。 

 次の４ページ目になりますけれども、２月24日今事務局のほうからご説明がありました

とおり、第２回の海藻草類専門部会が開催されました。出席者・欠席者はご覧のとおりの

状況となってございます。 

 野呂座長のほうから４点報告がありました。 

 １点目として平成21年度第１回海藻草類専門部会の課題とその対応に関して説明があり、
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審議の結果提案どおり認められております。 

 ２点目として、平成14年12月に実施された手植え移植について評価が行われました。そ

の結果、手植え移植は妥当な計画に基づいて行われたこと、手植え移植藻場における生物

相が自然藻場と同様の様相を呈したことが確認されました。今後は年1回の藻場群落面積の

調査を継続することが認められました。 

 ３点目として、藻場生態系の保全に向けた「海藻草類の生育環境の保全創出」計画、い

わゆる低天端堤の藻場造成に及ぼす効果が有効であったことが資料に基づき確認されてお

ります。今後はこの低天端堤を陸上に撤去することも認められました。 

 最後に、クビレミドロの室内培養による生活史の確認と、野外における３年間の移植結

果が資料で示され、これまでに得られた研究成果の取りまとめが承認されたところでござ

います。 

 次のページには、詳細な議事概要が載ってございます。いちいちのご説明は申し上げま

せんけれども、委員として参画した関係から、これまでの海藻草類専門部会で手植え移植

藻場、低天端堤による場の創出、そしてクビレミドロの実験と大きな３つのことをやって

まいりまして、その取りまとめというような形で皆が話し合って意見交換をしたという状

況でございます。 

 特に、手植え移植藻場につきましては、何が適地の条件になるんだろうかということで、

せん断力だとか砂層厚、この砂層厚をどうやって測るんだというところから検討いたしま

したし、水深帯というのが非常に細かに設定して、50㎝違うともう全然違うねというよう

なこともわかってきた。ラグフェーズを、先ほどありました４つの面積・被度・生物量、

また海草のバイオマス量というような視点でモニタリングをしていただきました。面積だ

とか生物の量から見ると順調な回復が見えるけれども、どうも被度が上がらないというと

ころが毎回の部会での議論の種で、最終的にどうして被度が増えないのかということに関

してはわからずじまいでしたけれども、移植時を上回るような被度にはなっていない。た

だ非常に細かな観察枠で拝見しますと、それが回復しているものもあるというような状況

でございました。部会としては、それを回復したところもしなかったところもあると正直

にきちんと書き残そうということで、資料を事務局に整理いただいたところでございます。 

 低天端堤の撤去に関しましては、まさに環境の保全・創造のために人が何ができるのか

というのを現地で試させていただいた機会というふうに捉えて、砂層厚とせん断力を制御

することで藻場の造成というものに効果があったということに加えて、低天端堤そのもの
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が漁礁としての効果を非常によく発揮していて、場の保全と創出に向けた１つの方法とし

て可能性のある技術というのがしっかり確認できたのではないかなと思っております。 

 最後のクビレミドロに関しましては非常に粘り強い研究がなされまして、実験室と現地

で生活環を解明してきた。特に今回最後のところで、小さなタッパーでも置いておくと、

卵がなかなか拡散せずに再生産するということは、もしかすると今まで考えていた卵が流

れによって流れているというようなイメージではなくて、砂の上をころころと転がるよう

に広がっているのかなと、そんなこともわかりかけてきて、今後の人工生育地の整備に向

けた貴重な情報というのが収集されてきているところかなと思っています。 

 専門部会としては、今可能な情報をできる限り整理をして、今後の事業に役立てていた

だけるように、なるべく客観的にデータをまとめるということを事務局にお願いしてきた

つもりで、また事務局もそれに答えていただいた。参考資料で非常に詳細なデータが載っ

ていますけれども、得がたい資料がまとめられたのではないかなと考えております。以上

です。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 それではただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございますでしょうか。 

 よろしいですか。事務局どうしますか。行動計画へ行きますか、それとも休憩を入れま

すか。 

○事務局(照屋)  行動計画をお願します。 

○小濱委員長  では、引き続きまして議事の３つ目、行動計画の成果と取りまとめにつ

いてご説明お願いいたします。 

③行動計画の成果のとりまとめについて 

○事務局(佐藤)  それでは、資料３をご覧ください。 

 資料３では、今委員長のほうからご紹介いただいたように、これまでの行動計画の成果

といったものを簡単に取りまとめてございます。詳細については、資料３の説明が終わっ

たあとに前のスライドを用いて説明させていただきたいと考えております。 

 まず資料３の１ページでは、行動計画の全体像を示してございます。大目標、個別目標

というふうなものの下に、それをブレイクダウンするような形で11の行動計画を設定して

おりまして、それを具体化するような検討といったものを委員会あるいは専門部会で行っ

てきたところでございます。 

 行動計画のうち黄色で色分けられている部分というものが、環境影響評価書に位置づけ
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られているいわゆる環境保全措置でございまして、ピンクで塗られている部分については、

その他の行動計画ということで、事業所努力でできる範囲内で実施するという位置づけの

行動計画でございます。 

 ２ページ、３ページでは、今申し上げました11の行動計画の検討経過及び成果といった

ものを示しております。この行動計画につきましては、専門部会のほうでも技術的な課題

について検討してございまして、この保全創造検討委員会の委員でいらっしゃる方々も、

それぞれの専門部会で参画いただいて、いろいろご助言、ご指導いただいたという経緯も

ございますので、簡単にご紹介させていただこうかなと思います。 

 まず、２ページでございますが、①、②、③、大型海草の移植、海藻草類の生育環境の

保全・創出、クビレミドロ生育に適した人工干潟の創出に関しましては、海藻草類専門部

会におきまして技術的な検討を行ってございます。保全・創造検討委員会の委員の中では、

野呂委員、岡田委員、古川委員にご参画いただいてございました。 

 続きまして、クビレミドロの生育に適した人工干潟の創出と、④のトカゲハゼの生息に

適した人工干潟の創出、⑤の既存干潟域におけるトカゲハゼ生息圏の保全に関しましては、

人工島環境整備専門部会において、技術的な検討が行われてきたところでございます。こ

れについては、本日ご欠席でございますが、津嘉山委員、中村委員にご参画いただいてご

ざいました。 

 続きまして、３ページでございますが、⑥オカヤドカリ類等に配慮し、自然の魅力を持

った人工海浜の創出というところでは、入江委員、仲宗根委員に、人工海浜専門部会の中

でご参画いただいてございます。 

 続きまして、飛びまして⑨、干潟生物や野鳥等を対象とした環境学習の取り組みという

ところでは、これも環境利用学習専門部会におきまして、小濱委員長、赤嶺委員、中根委

員にご参画いただいたところでございます。 

 ⑪の比屋根湿地及び泡瀬地区海岸の再生という行動計画では、仲宗根委員、赤嶺委員、

中村委員にご参画いただき、貴重なご意見、ご指導をいただいたといったところでござい

ます。 

 この行動計画の成果につきましては、冒頭申し上げましたとおり、後ほどスライドで詳

細な説明をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、資料の４ページでございますが、ここではそれぞれの行動計画の平面展開、

空間配置を示したものでございます。真ん中に空中写真載ってございまして、数字が振っ
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てあるかと思いますが、この数字がそれぞれの行動計画に対応しているということでござ

います。 

 資料‐３については以上でございまして、この資料‐３と別添で用意させていただきま

す参考資料‐２に行動計画の詳細というものをまとめさせていただきました。また、資料

の一番後ろに、これから使用しますパワーポイントの打ち出しも用意してございますので、

それらを一緒に参照いただきながら、前のスライドでそれぞれの行動計画の成果といった

ものをご報告させていただきたいと思います。 

 まず、①の行動計画としまして、大型海草の移植といったものをやってまいりました。

これは海藻草類専門部会で主に検討してきた項目でございまして、まずは検討経緯という

ものを示してございます。平成13年度に機械化移植実験といったものを行っておりまして、

それはその後15、16、17とモニタリングをして、17年度最後にまとめといったものを行っ

てございます。それと同時並行的に、平成14年度から手植え移植というものを行ってきて

おりまして、その後、７年間、17年に中間評価をし、21年、先ほどの海草部会報告でも申

し上げましたとおり、評価を行ってきたところでございます。 

 この行動計画でございますが、まずは機械化移植実験により、その後の手植え移植、あ

るいは場の創造につながる移植適地、移植技術に関する知見を得ることができたというと

ころが成果の１点目でございます。 

 機械化移植実験というのは、左の図に示すような範囲におきまして、いろんな条件、水

深帯だとか、周辺の状態が違う、いろんな条件の範囲に機械で海草をぼこぼこ移植してい

きまして、移植の条件であるとか、どういった適地になるのが条件地としてはいいのかと

いったところを整理検討したというところでございます。その中で１つ大きな成果としま

しては、浅すぎるところというのは移植に適さないということ。もう１つは、沖縄は台風

が接近する、台風による減耗対策といったものが重要であるといった大きな２点がわかり

ました。 

 減耗対策については、どういった手法、どういった移植の仕方があるのか、移植技術に

関することですが、減耗対策工法試験といったものを実施しまして、掘削して移植する、

あるいは掘削しない場合は、できるだけ株の間隔を詰めて密植するといった方法がよいの

ではないかといったような成果が得られ、これは後の手植え移植、あるいは海草生育場の

創造というものに活用されてきたといったところでございます。 

 手植え移植でございますが、成果のまず１点目でございます。手植え移植は、左の上の
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図にあります西防波堤背後で実施しまして、移植時の状況といったものを大きく写真で載

せてございます。移植時は、先ほどの成果なんかも踏まえて、千鳥格子状に移植したとい

うところでございます。 

 移植時の状況を示したスケッチでございます。オレンジの枠内が移植範囲ということに

なってございまして、格子に色が付いてございます。この色というのは各格子内の面積の

大小を示してございます。色が薄いほうが格子内の面積が小さくて、濃ければ大きいとい

うような表示になってございます。 

 移植１カ月後の状況でございます。続いて移植１年半たつと色が濃くなって、格子内に

だいぶ広がってきたというところと、移植範囲が黄色く示している部分でございますが、

移植範囲内にも拡大してきたといったところが見てとれます。４年半たちますと、移植の

枠内については、もうかなり密な状況になってきておりまして、当初、移植範囲外にもか

なり拡大してきたといった状況になってございます。 

 ただ、その直後に既往最大の台風といったものに襲われまして、移植範囲内あるいは移

植範囲外でもかなり砂をかぶることによって、移植藻場のダメージを受けてしまったと。

面積もだいぶ減ったといったことがありました。ただ、その後、移植してから７年たった

現段階では完全に回復しておりまして、黄色の枠よりも外側にも拡大しているという状況

でございます。結果的には、移植当初95㎡ぐらいあったものが、３倍以上になったといっ

たところでございます。 

 続きまして、被度に関することでございますが、海草部会報告でもありましたとおり、

移植当初、大体半年間ぐらいで初期減耗であるとか、あとは台風で被度が低下しましたが、

その後は大体その５％、10％、15％ぐらいを回復したり減ったりしながら推移している。

最新のデータだと15％まで回復しているという状況でございます。 

 続きまして、移植藻場の生物生息に関することでございますが、基本的には自然藻場に

近い生物が見られたということで、スライドの写真にもありますとおり、ダンダラトラギ

スであるとか、タカノハハゼ、ミヤコイシモチ、アイゴなど、それ以外でも、いろんな動

物が見られてございます。下のグラフについては、自然藻場と移植藻場の底生生物を比べ

たものなんですけれども、手植え移植藻場と自然藻場での底生生物の種類はあまり変わら

ないといったようなところからも、移植藻場というのが自然藻場に近い生物生息機能をも

っていたというふうに評価しております。 

 続きまして、手植え移植藻場の台風への耐性を示したものでございます。この写真は移
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植枠のあるコドラートの写真と、そのときのスケッチを対比させて、台風通過前、通過直

後、１年後を示したものでございます。台風通過前は緑色の濃い、生い茂っているような

状況なんですけれども、台風が通過したときに、砂が６cmぐらい堆積しまして、ダメージ

を受けたというところなんですけれども、１年後同じ枠を見てみますと、だいぶ通過前と

遜色ないぐらいに回復しているといったような状況が確認されてございます。また、この

移植藻場、小さな台風に対してはあまり面積、被度的にも大きな変化は見られていないと

いったことからも、移植藻場というのは台風への耐性をもっていたというふうに判断して

ございます。 

 続きまして、移植藻場内での再生産を確認したということでございますが、上の写真２

つは、平成20年５月と平成20年９月の、ある藻場内の写真でございますが、赤線で示しま

したように、栄養繁殖、新たな株の形成によって株数が増加しているといったところを観

察できたということと、リュウキュウスガモ自身の果実というのもこの藻場内で確認して

いるということから、移植藻場内で再生産をしているんではないかということでございま

す。 

 以上が、１点目の行動計画に関しての成果のとりまとめでございます。 

 ここからは②、海藻草類の生育環境の保全・創出にかかる成果をとりまとめてございま

す。これにつきましても、海藻草類専門部会で審議いただいたところでございまして、平

成16年から19年にかけて、先ほども何度も出てきているんですけれども、低天端堤プラス

盛砂という生育場の手法の実証実験を行っておりまして、平成22年、21年度でその成果を

用いた計画の具体化といったことを検討してきております。 

 まずは、１点目でございますが、海草生育場の創造技術(「低天端堤＋盛り砂」)という

方法が海草成育の場をつくる手法の１つとして、有効なのか有効でないのかといったとこ

ろを実際に実験で実証したといったところでございます。 

 下のほうに実証実験で得られた知見、物理項目、生物項目、幾つかいろいろ得られたも

のはあるんですが、ここで２つ紹介したいと思います。まず導入海草に関することでござ

います。これは導入直後と導入８カ月後、20カ月後の写真を並べたものでございますが、

導入直後から比べて20カ月たつと、もう一面に藻場が広がっているという状況でございま

す。この間には、当然、台風であるとかいったものもありますので、そういったところを

乗り越えて、海藻が生育していたといったこと。２点目が低天端堤の蝟集生物ということ

で、古川委員のほうからご紹介いただきましたように、低天端堤自体に、写真に見られる
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ウニであるとかサンゴであるとかが着生したり、その周囲に魚が群れてみたりといったよ

うな副次的な効果も確認できたというところでございます。 

 また、この実証実験の成果、実証実験自体は１つの場の成育手法として有効だというと

ころを部会でお認めいただいたので、その成果を活用して、20年、21年度初めくらいまで

計画を具体化することを検討しました。具体的に申し上げますと、低天端堤の直背後を対

象としまして、低天端堤と盛砂、断面図にあるようなところを考え、またその造成の施工

の方法についても、実証実験で成果があったという、同じような方法でやっていこうとい

うことで、計画を具体化しました。以上が、海草生育場の成果でございます。 

 ３点目が「クビレミドロの生育に適した人工干潟の創出」に係る成果でございます。こ

の検討については、海藻草類専門部会及び人工島環境整備専門部会で連携するような形で

検討を進めてまいりました。主に移植の技術に関することを海藻草類専門部会、人工島環

境整備専門部会では場の整備、干潟の創出に係る検討を行ってございます。 

 まずこの行動計画におきましては、クビレミドロの生活史を解明したというのが非常に

大きな成果だというふうに考えてございます。ここで、そのクビレミドロの生活史をご紹

介いたします。 

 左上がクビレミドロの卵でございますが、クビレミドロというのは大体水温が低下し始

める10月から12月にかけて出芽しまして、１月にかけて糸状体、その後２月にかけて藻体

を形成する。藻体を形成し、２月から４月にかけて写真にありますように、造精器・生卵

器というものを形成し、成熟します。藻体はその後初夏に枯死流出するんですけれども、

夏場卵は休眠しまして、また水温が低下する10月・12月にかけて出芽するといったような

生活史を繰り返しているということがわかってきました。当然そのクビレミドロの生育環

境の条件というものは、それぞれの生活ステージで把握できたということと、シャーレ内

でございますが、この生活環を再現することにも成功してございます。 

 また、屋外実験プールにおきまして、３世代にわたって生活史をサイクルさせて大量の

クビレミドロの培養にも成功しています。 

 写真は、自然生育域の底質を実験プールに移植したところから、第２世代の藻体第３世

代の藻体というものをそれぞれ確認したということを示してございます。また、これは先

ほど部会報告でも報告させていただきましたとおり、こういった室内・屋外の実験プール

での成果といったものを、実海域に展開したらどうなるかというところを確認調査したと

ころ、卵で移植しても藻体で移植しても次世代の藻体を確認することができましたという
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ところが成果になります。 

 続きまして、同じクビレミドロなんですけれども、ここからは人工島部会においての成

果ということになります。海草部会でクビレミドロの基礎的な生育環境であるとか、そう

いったものを整理した成果を人工島部会でも連携して取り入れる形でどのように人工干潟

をつくっていったらよいか、設計条件について取りまとめてございます。スライドではク

ビレミドロの人工干潟のイメージを示してございまして、外力を制御する施設を入れ、ク

ビレミドロの卵が拡散しないように周辺に小型の海草を入れるとか、そういった断面を検

討しました。スライドの下半分では、今度は平面配置とその安定性について検討してござ

いまして、幾つか平面配置案はあったんですが、ここではその１つ修正配置案３といった

ものを紹介させていただきます。 

 クビレミドロの外力を制御する外郭施設としまして、赤い線で囲ったような形状の構造

物を置いて、その中の干潟が高波浪時でも台風が来ても安定するのかといったところを数

値計算した結果、右側の絵にありますとおり、外郭施設の内側については地形は安定して

いたといったような結果を得てございます。 

 続きまして、「トカゲハゼの生息に適した人工干潟の創出」では、トカゲハゼの生息環境

と生息干潟、こちらも人工干潟に関する検討を人工島部会において行ってきております。 

 まず、こちらでも現地調査あるいは既存資料からトカゲハゼの生息環境を整理しました。

干潟については泥質干潟、地盤高は勾配が小さいであるとか浅い水溜まりが大事であると、

底質については細粒分が多いほうが望ましいであるとか、その泥分・水分を維持する機能

が必要であるといったことを整理しました。 

 また、それを現場に展開して柔らかくして水たまりをつくってあげれば、トカゲハゼが

ついてくれるのかということを底質改良試験ということで右の写真のような人力でやるイ

メージなんですけれども実施し、その効果を確認できたところでございます。 

 最後に、それを取りまとめて、人工干潟の断面イメージを検討、つくりあげたというと

ころでございます。 

 ここからは既存干潟域におけるトカゲハゼ生息圏の保全ということで、先ほどは人工干

潟の創出という観点で検討してきたのですが、この行動計画では今トカゲハゼがいるとこ

ろをどうやって保全していくかというところを検討しています。 

 先ほどの底質改良を実際に実施したところ、改良区においてトカゲハゼ３匹を確認でき

ました。 
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 次に６番目としまして、オカヤドカリ類に配慮し、自然の魅力をもった人工海浜の創出

ということで、これは人工海浜専門部会というのが平成15年・16年に行われておりまして、

その後、人工海浜の整備が行われているところでございます。 

 ここでは人工海浜の基本構想を、ご覧の絵のように生物・学習・憩い・遊びといったよ

うな大きなエリア区分のもとに具体化したといったところでございまして、現在の整備状

況をここでは示してございます。去年の「海の日」に「親子つり大会」を海浜を開放して

行ったときのイベントの状況を示してございます。 

 続きまして、干潟生物や野鳥等を対象とした環境学習の取り組みでございます。平成15

年から16年にかけて行われました環境利用学習専門部会において検討を進めたところでご

ざいまして、その後、沖縄市さんを中心に実践中ということでございます。この部会では

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

なろう」「みなと博士になろう」というような題目でプログラムをつくり、そのうち「海辺

博士になろう」「マングローブ博士になろう」というものについては、小学校の低学年から

高学年にわたって継続的に学習できるようカリキュラム化をしたところでございます。プ

ログラム自体は、その後、実践しているところでございますので、そのときの様子をご紹

介させていただきます。 

(映像) 

 これは、泡瀬干潟において実施された「干潟観察会」のときの状況でございます。この

ような干潟観察会のほかにも、座学であるとか海辺で親しむといったようなことを通じ、

平成18年から21年度、延べ人数で大体3,000人ぐらいがこういったプログラムの取り組みに

参加したというところでございます。 

 続いて比屋根湿地及び泡瀬地区海岸の再生というところでは、平成16年から19年まで比

屋根湿地専門部会において検討がなされ、20年、21年にかけて整備が進捗しているという

ことで、図のように手前が北側になりますが、北側半分を水質浄化機能を持たせた干潟、

奥側南側半分を生物生息するゾーンというコンセプトで干潟再生計画を設計いたしました。 

 これが現在の整備状況でございまして、左上の写真が整備着工前の状況、下側が北側の

水質浄化機能の部分を整備完了したときの状況を示してございます。さらに比屋根部会で

は、比屋根湿地周辺環境をよりよくしていくための枠組みとしまして、行政・地域住民・

ＮＰＯ・企業が一体となって取り組みを進めていこうということで、枠組みとそれぞれの

取り組み内容37項を設けて、今取り組みを実践しているところでございます。 
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 ここからはその他ということで、11の行動計画に必ずしも入らないのですが、１つの成

果であると考えられるところを紹介させていただきます。 

 まずは自然環境だけでなく、社会環境の保全に関する検討も行ったというところでござ

います。ご覧いただいているのは平成19年度のこの委員会において、整理検討した泡瀬の

社会環境と計画との重ね合わせを示したものでございます。このときは復興期成会の方を

委員会にお招きして、泡瀬の社会環境とはどういうものでどういったものを伝えていきた

いか、このときは泡瀬がたどってきた歴史・文化といったものを伝えていくということが

大事ですというお話をいただいたところでございます。 

 また、社会環境のところでは、沖縄市におきまして現在実践中の社会環境教育というこ

とで、先ほどご覧いただいた干潟観察などに加えて、復興期成会による講話なども実施し

ているところでございます。 

 さらに環境利用学習専門部会におきましては、郷土文化あるいは海洋文化といった社会

環境的テーマでもプログラムを作成したというところでございます。 

 また、沖縄市さんあるいはＮＰＯ等を中心に、サンゴの移植も実施してございます。平

成20年10月30日、11月５日、このときは１回目のサンゴの移植を実施しまして、沖縄市さ

んが主体となって行いました。２回目については、今度はＮＰＯのほうから声をかけてい

ただいて、ＮＰＯさん中心に２回目のサンゴ移植を実施したというところでございます。

これは、行政が始めた取り組みから地域・ＮＰＯに広がってきた活動事例ということで評

価してございます。 

 これは移植直後と移植１年後の写真でございますが、現在のところ移植サンゴは順調に

生息しているというところでございます。 

 最後でございますが、こういった今までの関連する成果・知見といったものを、論文で

あるとか、あるいはシンポジウム・ワークショップなどの公開の発表する場において、全

部で今54件でございますが、こういった形でも泡瀬の環境保全に関する成果といったもの

を公表してございます。以上が行動計画の成果の取りまとめとして報告させていただきま

す。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの行動計画につきまして、皆様のほうからご質問とかご意見とかあ

りましたらお願いします。 

○古川委員  国総研の古川ですけど、今のアクションプランについて、２点教えてくだ
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さい。 

 今後、方向性を決めたり、計画ができたりといったその後の話というところで、事業に

関係するものは一旦中断というふうに認識しているところですけれども、例えば、これは

参考資料‐２の29、今のあれでいくと、行動計画の中の環境学習をしていくというような

ところで、先ほどのプレゼンのファイルの37ページ、38ページでご紹介いただいていると

ころ、こういうプログラムは継続されるというふうな認識でよろしいんでしょうか。 

 気になるのは、それぞれこれ参加者の詳細を見ていきますと、それぞれ小学校の５年生

のときのカリキュラムに組み込まれている。もしこれが中断することがあると、ある年代

の５年生がざくっとその情報を知ることなく、次の年代にいってしまうというようなこと

があるので、これの中身、いろいろ精査いただいたカリキュラムを継続的に供給していだ

たくことが大切かなと思いますので、念のための確認です。 

 もう１点の確認につきましては、参考資料‐２の33ページのところで、アクションプラ

ンの実行体制というのがあって、表が出てきました。パワーポイントのほうでは、黒丸、

白丸が何がというのがわからなかったんですが、33ページの下のほうにそれぞれ事業が確

定している、検討を行う、または推進指導を行うということで、役割分担の関与の強さと

いうのが書いてあるんですが、これで見ますと、沖縄県さんか沖縄市さんか、どちらかが

必ず事業に向けた検討を行うということで、主体的にこのすべてのアクションプラン37項

目カバーされるということになってございます。 

 一番下の注記のところでは、地域住民とかＮＰＯ、企業の参画が必要であるとは書かれ

ているんですけど、この方たちの上のポンチ絵で書いてある３つの取り組みの１つのとこ

ろで全部カバーされているというような表が書かれているんですが、企業ですとか地域の

住民の方・ＮＰＯの方々が主体となるようなアクションプランというのは考えられておら

れないのか。それともこの表の読み方が、私が何か間違えているのかもしれないので、そ

こらへんのご説明をもう少し足していただければと思いました。 

○小濱委員長  では、事務局、お願いします。 

○事務局(照屋)  事業所です。まず、質問の最初の部分、環境利用学習の今後について、

沖縄市さんのほうからお話をいただきたいと思います。あと、パワーポイントの資料の表

のほう。37項目の行動計画と実行体制についてというところで、先に沖縄県のほうから現

在の取り組みの状況について、ご報告をしていただくとともに、また沖縄市さんのほうか

らも、やったところをご報告していただきたいと思っています。 
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 まず最初に、沖縄市さんのほうから。 

○事務局(山城)  沖縄市です。今後の環境利用学習についてなんですけれども、開発局

としては、裁判の判決を受けて、次年度から動くことはできないんですけれども、しかし、

沖縄市全体として、あと環境課とか教育委員会、そういったところと連携しながら、これ

まで積み上げられたカリキュラムのほうを生かしていきたいなというふうに考えておりま

す。 

○事務局(比嘉)  では、沖縄県のほうからご報告申し上げます。 

 比屋根湿地・泡瀬地区海岸環境改善アクションプログラムということで、基本方針を５

つほど設定しております。これは県土木建築港湾課と市の東部海浜開発局計画課のほうで

作成しておりますけど。その基本方針としまして、陸域からの汚濁負荷を低減する仕組み

づくり、それから干潟の緩衝域としての機能の湿地空間の形成、マングローブや野鳥等多

様な生物が成育生息する空間の形成、環境学習の場として機能する空間の形成、維持管理

しやすい湿地・海岸づくりというその５つの方針を立てまして、先ほど古川委員からお話

がありました、33ページのアクションプログラム、現在は市と県のほうで、行政としまし

て、比屋根湿地・泡瀬地区海岸環境改善推進協議会をもって、汚濁負荷の軽減と、それと

あと比屋根湿地の、現在、湿地の北側のほうの浄化機能、先ほどの基本方針の１、２に関

して、21年度で整備を概ね終わったところです。今後、南側のほうにつきましては多様な

生物が生息していまして、そこにはまた野鳥が飛来するなど、採餌活動も行われていると

いうことで、そこにつきましては、澪筋、それから干潟等を、平成17年度の環境のレベル

といいますか、17年度の環境が非常に良いということで、それを今、目途に設計を準備し

て、工事の準備をしているところです。 

 先ほどお話がありましたＮＰＯの話もありましたけど、現在、沖縄市の市民の方、泡瀬

を中心とする市民の方10名ほどがＮＰＯ法人設置に向けて動いていまして、今後、県のほ

うの比屋根湿地の整備が完了し次第、環境学習の取り組みとか、あと維持管理というもの

をやっていくということで、市と県で連携しながらＮＰＯさんと勉強会を今後やっていき

たいということで進めております。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 赤嶺先生、そこをフィールドにして先生のところで何か計画されているものはあります

か、今のことに関連して。 

○赤嶺委員  中断されるとなると、何年ぐらいそうなるのかわかりませんけど、私は比
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屋根湿地の委員会のときに、整備されると同時に、観察具合とか、それから観察機器を揃

えてほしいと強く要望したんですけれども。人工島ができたときに、それやるので、比屋

根湿地はやりませんということだったんですけど、今の段階でやると、人工島はどうなる

かちょっと心配なんで、観察具合とか観察機器を比屋根湿地のほうにつくってもらいたい

と。それは沖縄県と沖縄市が、ぜひ年度計画でも立ててやってほしいと思っています。 

 先週、比屋根湿地に、どういう状況になっているのかなと見に行きましたら、やっぱり

北側のほうは土砂が取り除かれて、海水が入っているんです。そうすると、当然小魚が入

っているんでしょうね、鳥が観察しながらダイビングをして捕らえていくんです。やっぱ

り新しい動きができたなと思って、すごく期待しています。そういう意味では、ぜひ子供

たちの自然観察には絶対必要ですので、観察機器を揃えてほしいなと要望をしておきます。

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。 

 先生のところで、今の古川さんの話を受けてなんですけど、これからあそこで環境利用

学習とか、野鳥観察とかされる計画はおありですか。あるいは、今もやっていらっしゃい

ますか。 

○赤嶺委員  沖縄市のほうから何回か話があって、やったんですけど、今のところ私も、

比屋根湿地はああいうふうになっているんで、実際には今、計画はないんです。ただ、今

でもやっぱり、出せば観察はできると思いますので、ちょっと様子を見ながら、先ほど話

ありましたＮＰＯさんとも相談しながら、私のほうが協力するという形でお話をしたいな

と思っています。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 先生からのご要望は、県か市から何かありますか。 

○事務局(比嘉)  お答えします。現在、ＮＰＯ設置に向けて10名ほど市民の方が準備さ

れておりますので、比屋根の生物の関係も整理されてまして、その生息環境をしっかり整

理して、環境学習においてどのような指標でもって管理していくと、見ていくと。簡単な

やつを整理するとともに、環境学習で勉強しやすいような項目を打ち立てるというのと、

それと先生がおっしゃっているような、水路が整備されましたので、小魚がいて、野鳥が

多く飛来するような状況ありますので、目隠し板を置いたり、また総合運動公園のほうに

お立ち台、そういったものを置いて、説明板等も設置して観察できるようにしたいと。そ

れについては赤嶺委員とご相談しながら、来年度、これから相談していって実現したいと
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思っていますので、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。 

 赤嶺先生、よかったですね。 

 話戻りますけれども、中根さんのほうでは、あそこで環境利用学習とか、計画ございま

すか。 

○中根委員  私自身は、特に向こうではやってないとは言わないんですが、実は２月に

も指導者、自然体験活動リーダー及び学校支援リーダーという文科省の推奨絡みの指導者

養成のプログラムは、実は比屋根湿地を使って実習して、泡瀬の海岸も使って実習したば

かりなんですけれども。学校教育ということでは、特に要請を受けているわけではないん

ですが、でき得るなら、あれだけすばらしい比屋根の湿地、都市地区に残されたわずかな

マングローブと、それから申しわけありませんが、埋め立てのマイナスの部分も併せて、

私は指導者養成に取り組んでいるものですから、おそらくは県、市と、部局とはちょっと

相容れないものもあるかもしれません、正直に申し上げますが。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 私がやっているバリアフリーネットワーク会議のほうでは、今回、写真提供間に合わな

かったんですけど、引き続き泡瀬の海岸を使っての、障害をもった子供たちの環境学習は

ずっと続けていきます。 

 それでは、そのほかにご意見、ご質問ございますか。 

○仲宗根委員  県のほうにお伺いしますけれども、この事業は一旦中断するということ

のようですが、泡瀬干潟はおかげ様できれいにやっていただきまして、ありがとうござい

ました。その泡瀬干潟の整備した後の、環境学習とも結びつけていけると思うんですが、

そこの生物の調査を、例えば県独自でなさる計画はおありかどうか。今後、生物の動態、

例えば海水が循環してきて、生物がどう変わっていくかと。そういう着底生物のそのへん

の調査というものは、何か計画なされているかどうかというのをちょっとお伺いしたいの

ですが。よろしくお願いします。 

○事務局(比嘉)  お答えします。比屋根湿地の件ですよね、先生。 

 泡瀬の埋め立ては今中止していますけど、工事については。比屋根は21年度も引き続き

実施しています。また、22年度も工事を実施して、22年度中に概ね完成するかなと思って

います。 

 今、生物をこれまで15年ほどから調査してきていまして、整理しております。その生物
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の環境、ゾーニングといいますか、それも踏まえて今後生息環境を配慮した整備の仕方を

検討しているところなんですけれども、北側が整備されていますので、北側についてはモ

ニタリングが同時に入っていきます。また南側についても大きなマングローブ等も生えて

いますので、大きく工事をすることはできないと思いますので、その辺についてもまた今

後先生方に相談をしながら、モニタリングは続けていきます。とりあえず22年度までやる

予定をしていますけれども、その後はＮＰＯさんにやっていただけるようなメニューで環

境学習と併せてモニタリングができるような体制をとっていければなと思って今沖縄市と

連携してやっているところであります。モニタリングを実施します。 

○小濱委員長  そのほかにご発言ありますか。清野先生。 

○清野委員  泡瀬の社会環境の調査や教育プログラムのご提案については、特に塩田と

か、それから湿地と干潟の関係について地元の方の知識がおありになるということで本委

員会に調査をお願いし、また委員長さんのほうからもご提案いただいて実施していただい

てありがとうございました。 

 埋め立ての問題は、特にこういうふうな形で事業が中断になった場合には、地域が今後

どういうふうにいろんな解決をし、自分たちがどうありたいかを明確にしていくかという

新しい局面に入っていくと思います。 

 過去に埋立事業の見直しがあったところでは、やはり要望一方という時代から、地域の

選択をこれからいかにすべきかというような、地域の主体性というのがより求められてい

くようになります。 

 その場合には、いろんな干潟のことを環境教育で学んでくれた子供たちがそろそろ大人

になって、有権者にもなっていって決断の中に入っていくということになると思います。

その際、干潟の環境教育は、今まで主に生き物中心だったと思うんですけれども、そうい

うことでいろいろ環境を見る目が出てきて、その後、もうちょっと自分たちの地域社会を

どうしたいかというのを、社会の条件とか時代の変遷とか、自分たちの生活の状態とか未

来をどうしたいかというのを含めて、もっと主体的にかかわって、要望するだけではない、

自分たちでつかみとっていく未来を考えるような教育というのが必要なんだと思います。

その点について、市のほうあるいは県のほうから今後こういった事態に沖縄市さんが直面

する中で、どういうふうに賢い選択ができるための教育をしていくかという何かお考えが

あればお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 

○小濱委員長  沖縄市さんいきますか。難しいですね。とりあえずどうぞ。 
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○事務局(山城)  局としては今後の考えについては新しい土地利用計画を策定して、事

業再開に向けて取り組んでいくということが目の前にありますので、今後、市全体として

今お話しいただいたことを踏まえて、各教育委員会なりと調整していきたいと考えており

ます。すみません、今これぐらいしかお答えできません。申しわけないです。 

○小濱委員長  県のほうも何かありますか。市に任せますか。 

○事務局(滝澤)  なかなか難しいご質問で、我々事業部局だけではなかなか、かなり大

きな取り組みというか意識の改革みたいなところもありますので、ちょっと今のようなお

話をいただいたということを受けて、少し部局内でこういうような問題意識も向けられて

いるというのを、今後の検討の課題としていきたいと考えております。 

○小濱委員長  そうですね。はい、どうぞ。 

○清野委員  こういう裁判があると地域社会も行政も傷を受けます。訴訟したほうも、

されたほうも傷を受けます。それを長引かせたり長期的な傷にしていかないために、沖縄

市がどういうふうな未来をつくっていくのかという、いい場を持つことをご提案というか、

お勧めしたいと思います。それはやっぱり今回の訴訟も含めて、沖縄における湿地とかサ

ンゴ礁の埋め立てというものが時代とともに情勢が変わってきたりとか、あるいは沖縄に

対していろんな観光客が求めるものと今後の観光開発との関係というのを含めて、かなり

難しい決断というのが今沖縄県全体にあると思います。その際に環境教育というのは、た

だ生き物を学ぶというだけではなくて、賢い選択をしていくためというのが長期的な目標

です。環境教育というのはもう国内外で進められていて、その第一歩というのが生き物へ

の知識だと思います。第二歩目というのは、賢い選択をしていったり自分たちをもうちょ

っと相対的な目で見ていくということができる人材を育成していくということなんだと思

います。ですから関係する方においては、生き物についての視線とか知識が増えてきたと

きにそういった敵味方はなく、みんなでどういうふうにしていけばいいのかというのを考

えていくためのプログラムとか場のつくり方というのが大事かなと思います。 

 私は、ここの干潟についての調査の中で、泡瀬復興期成会にいろいろなお話を個人的に

ヒアリング調査で伺いました。その際に埋め立ての推進のお考えということも伺う一方で、

ここの参考資料の２－34ページにあるような浜下りの春の儀式にも参加させていただくと

いうことがございました。 

 このときに印象的だったのは、海に向かって祈るということが、ご先祖様が海の彼方に

いて、海岸というのが今生きている人と過去に生きておられた方の接点であるというお話
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だったんです。 

 現在の埋め立ての第１期のままであれば、何とか浜下りの場所から海が見えるというロ

ケーションがぎりぎり保たれているわけですけれども、第２期まで行った場合はそういっ

た海の彼方というのがここの場所から望むことがかなり厳しくなるということがございま

す。ですからこの浜下りの儀式というのは、やはり泡瀬の人たちの海への思いという、ま

さに自然と社会とそれから宗教的な思いも含めた環境だと思います。埋立事業は第１期だ

けで何とか収めたいとか、それに対して第１期だけじゃ仕方がないというお話も地元では

あるかもしれません。しかし、ある意味ではそういった社会・文化環境が現在の状態では

少し壊れていますが、まだぎりぎりのラインで保全されているというような見方もあると

思います。ぜひ今までこの委員会やワーキンググル―プで得てきた結果を併せて、現在の

埋立で、何は失われたけど何は残っていて、でもこれ以上やった場合に、何がもっと失わ

れるのかということも考えて下さい。今後、県と市の検討の中では必要な情報はたくさん

あります。埋立計画時のデータがこの事業の１つの資産でもありますので、残された資産

を活用していい解決に向かっていただければというふうに希望します。 

○事務局(比嘉)  先ほどお答えできなかったんですけれども、今ＮＰＯさんは実は地元

の泡瀬復興期成会という方々がバックアップをして、若い人がＮＰＯを立ち上げるという

ことで準備をしております。その方々は、今の参考資料の34ページなんですけれども、先

ほど環境学習といいました生き物をみていくということもそうなんですけれども、原風景

といいますか、比屋根の湿地の隣のほうに海岸の原風景、モクマオウがあってアダンがあ

ってというようなそういった原風景を再生していきたいというのと、それとここの浜下り

といったものも海岸清掃等も復興期成会の方々がおそらくやっておられる。昔の泡瀬のそ

ういった美しい海岸等を取り戻したいという思いが非常に強いことがありまして、ＮＰＯ

を立ち上げていくというふうに聞いております。ですから、比屋根の環境学習及び維持管

理については、手始めであるというふうに聞いております。 

○清野委員  復興期成会のほうで出版された書物なども見ると、多分いろんな意味で、

背後地の湿地と、比屋根湿地と、そこが保全されていることによってサンゴ礁の海も連続

的にいい環境があるというベースとなるお考えもありますし、それから今おっしゃってい

たようなアダンの防風林だとか自然環境全体について、もともとは環境へのシステマティ

ックな知識をお持ちです。 

 一方で、ここ数十年の間、やはり東部海浜開発ということで、身の回りのシステムの中
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で、風、波、陸の湿地と海の関係とか、そのあたりがどうしても泡瀬の地元だけじゃなく

て世の中全体的に分断されてきてしまったと思うんですけれども、むしろ昔持っていた

我々の知識の再生とか継承とか、それによってここの海域が陸域の行っている事業も含め

てもともと持っておられた水循環とか、そういった全体性の地元の知識の世界にまた立ち

戻っていくというか、ある意味でここ数十年というのがちょっと変わった状況であったん

だけれども、継承してきた意味というのが、ある意味で壊しかけたり部分的に事業を始め

た中で、やっとそのご先祖様の持っていた知識のすごさというのも検証できるようなこと

になってきたかとは思います。ですから、そういった点でいろんな言い伝えとか、それか

ら活動というのが、どういう意味があったか、埋立でいろんなことがあったからかえって

意識化されて、これぞ継承すべき大事な地域の知恵という価値も高まってきたと思います。

ぜひいろんな自然条件とか、波の条件・風の条件、もうあらゆるものの中で地域の知恵を

見直すような作業をしていただければと思いますし、ＮＰＯの若い人たちによってまたそ

れが継承されていく、それが科学的な裏付けを持つことができたということがこの事業と

しても１つの意味もあったかなと思います。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 はい、中根さん。 

○中根委員  今度の判決の対応の中で、土地利用の見直しということをいろいろ計画を

早急に立ち上げている部分は新聞等でも見受けられるわけですけれども、むしろそういう

必要な調査費が認められたということは、逆の立場からも今埋め立ててしまったものをも

う一度自然再生に返す工事費の見積もりその他ということで、県・市としては相いれない

ことは私申し上げますけれども、むしろそういう逆の見方で好機を逆に振り子を回してい

く。そして市民の税金の使い道云々ということもいろいろ論壇に出ておりますけれども、

そういったところを見ましても、どんどんどんどん膨らむような負の遺産という状況に追

い込まないためにも、むしろ今の工事を逆の再生・保護のほうにもっていって、逆にエコ

ツーリズムや自然環境教育、観光・その他のもので積算していく計算、要するにこれは収

入の計算です。皆さんは支出の計算ばかりしていって、全く鈍感になっているんじゃない

かなと。全く世の中の動きに逆行している気がしているんですね。ですから、その辺のと

ころはもう１回冷静になって、市民にもう一度投げかけて、考え直すということも今回の

判決はその時間を与えられているんじゃないかという気がするんです。 

 ですから、そういったことを含めて、もう環境問題だけじゃないんです。お金の問題を、
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私たちの孫の世代とか、そういったところに持っていくのかどうか。むしろ収入が入って

くる自然というものを、むしろ残していたほうがよい決断をしたと言われるような時代が

もうそこまで来ているような気がしますので、そのへんのほうまで含めて、市民に投げか

けるべきではないかという気が私はします。以上です。 

○小濱委員長  そのほか、ご発言ありますか。 

○赤嶺委員  総合事務局の出先の方々にお願いしたいのは、５月頃から鳥の動きがもう

かなり出てくると思うんです。といいますのは、あの取付道路のほうに車が入らなくなる、

人が動かないとなると、鳥たちは自分たちで楽園づくりを始めるんだと思うんです。東京

湾に三番瀬というのがあるそうですが、そこも公共工事がだめになって、しばらくすると

鳥が自分たちで生息地みたいにつくっているというのを聞いています。日本野鳥の会も調

査を始めているようですが、私は、人工島のほうでちょっと調べてみたいと思っています

し、５月頃からアジ・サシ類が産卵し、子育てをするんだろうと思いますので、頻繁にで

きれば現場に行って写真を撮りたいと思いますので、どうぞ総合事務局のほうでは、出入

りについてはご協力いただきたいとお願いをしておきます。ありがとうございました。 

○小濱委員長  市のほうも一緒になって、鳥さんの写真とか撮ってやってください。 

 そのほか、いかがですか。 

 さっきの環境利用学習の話ですけど、中根さんとか清野先生もご発言いただいた件です

けど、環境利用学習っていろんな側面がありますよね。現に環境省も、文科省も、国交省

も、それぞれ環境利用学習とか環境学習とか、言葉は違えて展開していると思うんです。

そのかわりまとまりがないと言えばまとまりがないんですが。ですから、僕らはやっぱり

研究者だし、教育者だし、やっぱり理想となるような環境学習プログラムというのは自分

たちで考えて、それを提案して、現場の小学生とか高校生とか、あるいは一般の人たちに

やってもらいながら、フィードバックをかけながら、いいものをつくっていくというよう

なことも必要かなと思っているところです。先生、一緒にやりましょう。 

 僕は障害者用ですけど、走らせてはいますけど、清野先生がおっしゃるように、社会環

境を見るような環境学習ってなかなか少ないですから、ここは機会を見て、市の方も清野

先生の知見を利用して、そういうプログラムを一緒に編めるように協力を願ってください。 

 中宗根先生、何か一言ご発言を。 

○仲宗根委員  34ページの下のほうに、沖縄市において実践中の社会環境教育というの

が出ておりますが、こちらにも挙げておりますように、環境教育といえば生物中心という
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考え方がありますが、私いつも言っていますが、浄化槽の沖縄市での接続率がアップして

いるのかどうか。あの排水を見るたびに嫌な思いをするんですが、あれを何とかもう少し

きれいにやっていただけないかと。そのへんのアピールをするためにも、子供たちにもそ

の現場も見せてほしいと思うんです。いかにそこが汚れているかと。どうすればじゃあも

っときれいになっていくのか。海をきれいにするためには、まず上から流れてくる汚いも

のをきれいにする必要があると思うんですが。そのへんもひっくるめて環境教育というも

のをやっていただきたいなと思います。それを沖縄市のほうに、特にお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局(山城)  沖縄市です。市の下水道の接続率に関してなんですけど、既存の市街

地に対して、下水道の整備が遅れた地域に対して、接続率が低い箇所があることは事実で

あります。その場合、ある程度接続に対して費用がかかるということが要因の１つで、な

かなか接続に対して理解を得られてないというのがありますので、そのへんの改善に向け

て、今、下水道課のほうでいろんな取り組みをやっておりまして、例えば低所得者を対象

とした補助をするとか、あと個別の接続に対して依頼をする職員を配置するなり、そうい

った努力というのは、下水道課のほうで、担当課のほうで頑張っております。それに対し

て、環境利用学習を含めて、そういったことを取り組んでいくことに関しては、県ともい

ろいろと調整をしながら、今後、今の検討課題に市として取り組んでいきたいなというふ

うに考えております。以上です。 

○小濱委員長  そうですね、下水道の話はこの委員会とは関係ありませんけど、間接的

には非常に大きな問題ですから、市のほうでも頑張ってください。 

 そのほかにご発言ありますか。 

 では、審議はこれで終わりにしますけど、事務局のほうで、これに何が入っているか説

明してもらえますか。 

○事務局(坂井)  事務局のほうからご説明いたします。 

 一部の方にＣＤを配付してございますけれども、ＣＤの中身につきましては、本日お配

りしております各資料、資料‐１から３、それから参考資料のＰＤファイルが収録してご

ざいます。もし資料を紙のベースのものでなくてＣＤのほうをということであれば、紙の

ものを置いて帰られても構いません。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 重たくて嫌だなという方は、これだけ持って帰れば大丈夫ということですね。ご配慮あ
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りがとうございます。 

○中根委員  先ほどの私の意見で何が言いたかったかというのは、肝心なところを言わ

ずじまいで、実はこの行動計画の評価を見ているからこそ、これまで培ってきた、私から

すると不幸中の幸いというのが、これまでのクビレミドロ、トカゲハゼ、その他の海草類

の研究の成果が、むしろ今、泡瀬で生かされるんじゃないかと思ったんです。 

 ですから、埋め立てたところをもう１回戻すために、これまでの成果を逆に活用すると

いうことが、非常にいいことになるんじゃないのかなと思っているので、その部分だけは

まさに評価できると思いますので、またもう一度活用していただきたいです、戻すほうに。

以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 最後に事前説明について事務局、大変ご苦労様です。事前設明非常に丁寧に根気よくや

ってくれるおかげで、毎回、審議がスムースに進むことを非常に感謝しております。事務

局の皆さんに、各委員の先生方のところに１人１人訪ねられて、丁寧に説明されておりま

すので、先生方ほぼ８割方理解された上で委員会に出席していただくために、議事審議が

大変スムースに行われております。そういう意味でも、この委員会は１つのモデルになる

かなというくらい、いい委員会だったと思います。 

 それから、私もこの成果について一言申し上げたいんですけど。参考資料－２の一番後

ろのところに、論文だとか研究発表が何本あったと、パワーポイントで説明が、すごく細

かなタイトルが一番最後のページに付いております。足掛け10年間、環境創造検討委員会

をやってきたわけですけれども、その途中途中でもって、参加されている委員の先生方、

それから総合事務局の方、それからコンサルタントの皆さん、それから沖縄県の方も、沖

縄市の皆さんも、その都度その都度、こういう成果を発表されて積み上げてきたというこ

とは、また１つ大きな意味があるような気がします。 

 中根さんの話じゃないけれども、こういう研究成果って中立的なもので、イデオロギー

とか政策とか政治は全然関係ありませんので、これをいかに活用していくかというのは、

また皆さんの自由だと思いますけれども、私はやっぱり研究者の１人として、この10年に

わたるこの委員会が、こういうアカデミックな成果を残してきたということも１つ大きな

成果かなというふうに評価したいと思っています。 

 次回はいつ開かれるか、まだ未定だそうです。冒頭に説明があったとおりです。年に１

回ぐらいのペースですね、去年もことしも。だんだん同窓会の様相を呈してまいりました。
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委員の先生方も、それから沖総局の皆さんも、県の皆さんも、市の皆さんも、あるいはコ

ンサルタントの皆さんも、１年に一遍、この環境保全・創造委員会で会えるのを楽しみに

するという感じになってまいりましたが、次に仕切り直して、この環境保全・創造委員会

がまた再開されるときには、また気合を入れ直して、泡瀬について取り組んでいきたいと

思っています。 

 それでは、事務局のほうにお返しいたしますので、よろしくお願いします。 

○事務局(坂井)  小濱委員長、どうもありがとうございました。 

 本日はご多忙の中、時間をいただきまして、また貴重なご意見・ご指導をいただきまし

て、誠にありがとうございました。 

 今後はこの議論を踏まえまして、今年度のとりまとめ作業を進めてまいりたいと考えて

おります。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 なお、この後、同じフロアーの、出て行っていただきまして左手の奥のほうになります

けれども、「かりゆしの間」において記者会見がございます。報道関係者の方、並びに事務

局、関係者の方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

局関係者以外の方の立ち入りを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。 


