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平成23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24年２月24日(金)   PM10:00～12:10 

               場所：沖縄県工業技術センター(うるま市字州崎12-2) 

(1)開 会 

○事務局(小田)  ただいまから、平成23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。 

 私、本日の委員会の司会を務めさせていただきます一般財団法人みなと総合研究財団の

小田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本委員会でございますが、平成21年度の第１回委員会をもちまして一旦中断しておりま

した。公有水面埋立変更・申請の承認・認可を受けまして事業が再開されたことに合わせ

まして、本委員会も再開する次第になったところでございます。委員会の再開にあたりま

して、主催者であります沖縄総合事務局よりご挨拶いただきたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 

(2)主催者挨拶 

○小野指導官  沖縄総合事務局開発建設部港湾空港指導官の小野と申します。よろし

くお願いいたします。 

 本日は、小濱委員長をはじめ、委員の皆様には、お忙しい中をお集まりいただきまして

誠にありがとうございます。開催にあたりまして、主催者を代表しまして一言ご挨拶申し

上げます。 

 本日の中城湾港泡瀬地区環境保全・創造検討委員会は、平成21年10月に控訴審判決が出

て中断しておりました。このたび、先ほど司会のほうから紹介ございましたように、公有

水面埋立の変更・承認がありましたことから工事を再開しておりますので、この委員会も

２年ぶりの再開ということにさせていただいております。 

 控訴審判決におきましては、本件埋立事業は、埋立免許及び承認の時点においては、経

済的合理性を欠くものではあったとまでは言えないというふうにされております。また、

埋立事業等に基づく埋立工事を継続することができるか否かは、法的には第Ⅰ区域及び第

Ⅱ区域について公有水面埋立法第13条の2に基づく変更許可を得られる見込みがあるかど

うかにかかることになるというふうにされていたところでございました。このことから、

埋立免許変更の承認が下りたことをもって工事再開というところでございます。 



 2 

 本環境保全・創造検討委員会は、基本的には従来の枠組みの中で開催させていただくも

のでございまして、本日配付しております設置要綱に記載ございますが、中城湾港泡瀬地

区の公有水面埋立事業に伴う環境保全措置について検討を行い、幅広い視点から審議いた

だき、事業実施者に対する専門的な指導、助言を行うことということを目的とさせていた

だいております。 

 委員の皆様方におかれましては、時間も限られておりますことから論点を絞ってご意見

をいただければというふうに思ってございます。本日はご検討のほどよろしくお願いいた

します。 

 以上、私のご挨拶とさせていただきます。 

○事務局(小田)  小野指導官、どうもありがとうございました。 

 本委員会でございますが、ただいま小野指導官のご挨拶の中にもございましたが、従前

の枠組みに従って実施させていただくということにさせていただきたいと存じます。 

 お手元の配付資料の中にも参考資料-4ということで設置要綱を配付させていただいてご

ざいます。これも従前のものを引き継いで、そのまま使っていくということにしたいと考

えてございます。 

 本委員会の委員長につきましても従前に従いまして小濱先生に委員長をお願いしたいと

存じます。皆様、いかがでございましょうか。 

○委員 異議なし。 

○事務局(小田) それでは、皆様のご賛同をいただきましたので、小濱委員長、どうか

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、新任の委員の方及び委員の出欠状況についてご報告させていただきます。

本年度、新たに選任されました委員の方といたしまして、社団法人沖縄青年会議所理事長

の菅沼委員がいらっしゃいます。 

○菅沼委員  菅沼でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局(小田)  また、九州大学の清野委員でございますが、ご出席の予定ですが、

少し遅れて参加されるということでございます。 

 ほかの委員の皆様におかれましては全員ご出席をいただいてございます。 

 また、本委員会は公開で開催しております。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していただきますよう

にお願いいたします。会議の進行を妨げる言動を行った方がいらっしゃいました場合には、
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ご退場いただくこともありますのでご了承いただきますよう何卒よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、委員長にお願いしたいと存じます。 

 小濱委員長、よろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  どうも皆さん、おはようございます。 

 今、説明、ご挨拶あったとおり、中城湾の埋立事業も仕切り直しといいますか、新たな

局面を迎えているというふうに思っています。沖縄総合事務局の皆さんも沖縄県の皆さん

も沖縄市の皆さんも、それからこの資料を毎回毎回おつくりいただいている事務局の皆さ

んも本当にご苦労だなというふうに思っています。 

 また、ご出席の委員の皆さんにおかれましては、今日も話題になりますけれども、この

中城湾の泡瀬の埋立てにつきまして、環境をどのように保全していくのか、それから新し

く環境をどのように作っていくのかについて、また忌憚のないご意見を、前回と変わらず

言っていただければというふうに思っております。 

 引き続きまた委員長をさせていただきますけれども、どうぞ皆さん、よろしくお願いい

たします。 

 では、早速でございます。配付資料の確認を事務局のほうからお願い致します。 

○事務局(小田)  配付資料をお手元にお配りしております。まず、議事次第をご覧く

ださい。議事次第の後に、委員名簿と、それから配席表が付いたものがございます。それ

からＡ３の横長の資料、これが資料-1でございます。行動計画(環境保全措置)の今後の検

討方針案(案)という資料になってございます。 

 それから、参考資料が参考資料-1から参考資料-4までの４点ございます。 

 配付している資料は以上でございます。資料の過不足ございませんでしょうか。もしご

ざいましたら、また後ほど事務局のほうにお申し付けください。 

○小濱委員長  それでは、中身に入っていきます。早速でございますが、資料-1 土地

利用計画変更の経緯と内容につきましてご説明ください。 

(3)議 事 

 1)報告 

・土地利用計画変更の経緯及び内容 

○沖縄市(島田局長)  おはようございます。 

 それでは、土地利用計画変更の経緯及び内容につきまして、沖縄市のほうからご報告を
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させていただきたいと思います。 

 資料は、お手元に配付されております右肩に参考資料-1と記載され、ダイトルに「東部

海浜開発事業について」というふうになっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、ページをめくっていただきまして、２ページの経緯についてでございます。委員

の皆様には、既にご承知のとおり、当該事業につきましては、平成７年に港湾計画、平成

l2年に埋立免許の承認・許可をいただき、これらの手続きを踏まえて、平成l4年から工事

に着手したところでありますけれども、平成17年５月に、住民訴訟の提起がなされました。 

 このような状況の中、２ページの一番上になりますけれども、平成18年５月に、東門市

長が就任をいたしました。 市長は、社会情勢の変化等から当該事業への疑問の声がある

ことを受け、事業について精査していくために、平成18年12月に、東部海浜開発事業検討

会議を設置し、関係機関や多くの方々から意見聴取を行うとともに、検討会議の委員の皆

様からの報告等を踏まえ、平成19年12月に、第Ⅰ区域は土地利用計画の見直しを前提に推

進、第Ⅱ区域は困難とする市長表明を行いました。 

 これを受け、平成20年８月から土地利用計画の見直しに着手してまいりましたが、見直

し作業にあたりましては、市民参画のもとに行うとし、平成20年10月には市民100人ワー

クショップを、平成21年４月には100人委員会見直し部会を立ち上げ、市民意見を収集・

整理し、さらに同年５月には有識者等で構成される土地利計画検討調査委員会を設置し、

指導、助言をいただきながら市民意見を反映する形で計画をとりまとめてまいりました。 

 そして、平成22年７月に「スポーツコンベンション拠点の形成を図る」とする沖縄市の

土地利用計画案を決定し、その後、８月には国に対して沖縄市の計画案の説明を行い、理

解をいただき、国としてもその前提となります工事を進める方針を決定したところでござ

います。なお、参考といたしまして、冒頭、小野指導官からもご挨拶がありまして少しふ

れておりましたけれども、訴訟と工事再開までの主な経過について記載してございますの

で後ほどご覧になっていただきたいと思います。 

 続きまして３ページになりますけれども、ここでは「土地利用計画の変更」ということ

で、従前計画と今回計画の主な内容を表と図で示してございます。大きな変更点といたし

まして、まずコンセプトについてでございますけれども、従前計画では「国際交流リゾー

ト拠点の形成」でありましたが、今回計画では市民意見を踏まえて「スポーツコンベンシ

ョン拠点の形成」にしております。これは、県内西海岸に集中するリゾートに競合するの

ではなく、市民意見を踏まえ、市の最も優位な資源であるスポーツを最大限活用するとの
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趣旨に基づくものであります。 

 次に、土地利用計画ですが、従前計画では面積が約187haでありましたが、今回計画で

は第Ⅱ区域を取り止めた分、面積も約96haと概ね半分に縮小しております。また、土地利

用におきましては、公共用地の比率が従前計画では約44％、今回計画では約66％へと大幅

に増え、行政の責任が重くなるということですが、その分、実現性という観点からはより

高まったものというふうに考えております。 

 一方、従前計画にあった大型旅客船、教育文化施設、住宅用地等は取り止めてございま

す。また、土地利用計画の内容等につきましては、次のページの用途配置とあわせて説明

をしたいと思います。 

 ページをめくっていただきまして、４ページをお願いいたします。土地利用計画のイメ

ージ図でございます。左上に開発コンセプトを示してございますけれども、沖縄市の最も

優位な資源でありますスポーツを最大限に活用し、スポーツを中心とした商業や宿泊、海

洋レジャーなどを展開する中で、県民、市民や観光客、スポーツ競技者を集客し、新たな

就業の場、健康づくりの場を創出するものでございます。 

 各用途の配置といたしましては、メイン機能でありますスポーツ、健康・医療施設は県

総合運動公園との連携や空間的繋がりを考慮して西側に配置、それから約900ｍの人工ビ

ーチは海への広がりを与え開放感のあるゆったりとしたイメージを高めることができる南

側に配置してございます。マリーナ・小型船だまりは海への出入りや航路などを勘案し、

東側へ配置しております。 

 また、宿泊施設はスポーツ施設や人工ビーチ・マリーナ等のほとんどの施設を支援し、

一体的な連携により魅力の向上を目指すものであり、ほぼ中央に配置、また、商業施設や

宿泊施設、スポーツ施設の連携、さらには人工ビーチやマリーナ等との連携を考慮して２

カ所に配置してございます。また、宿泊施設の北側に交流施設、その東側には海との連携

を意識した栽培漁業施設を配置してございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。ここでは当該事業による効果を示しております。

①～⑫まで列記しておりますけれども、当該事業を進めることにより、①②では新たな開

発用地やビーチの創出、中城湾の静穏な海の活用、そして④～⑦では波及効果として、建

設投資に対し約1.7倍の生産誘発効果、また、約1,900人余りの雇用の創出や稼働後の生産

誘発、税収の増が見込めること。 

 それから⑧⑨では、新たな交流の場の創出や既存市街地等との連携による相乗効果、⑩
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では、本市がこれまでも県内外から多くのスポーツ合宿等が行われていることを踏まえ、

これらの資源を活用して県内随一のスポーツ拠点の形成、さらに⑫では高齢化にも対応し

た健康づくりの拠点形成など、当該事業により多くの開発効果が見込まれております。 

 次６ページになりますけれども、沖縄市の将来目標像の実現として先ほど説明いたしま

した事業による効果等を踏まえ、２つにわけて整理しております。 

 まず新たな拠点開発によって夢と希望の叶えられる沖縄市への展開や持続的な活性化。 

 ２つ目としては沖縄市のシンボル地区となり、既存市街地と連携し相乗効果を発揮する

ことで沖縄市全体の活性化につなげていく。 

 そして、沖縄市が目指す将来像であります活力とうるおいに満ちた国際文化観光都市の

実現に向けて、それを担う東部海浜開発事業について推進するということでございます。 

 急ぎ足ではありましたけれども、東部海浜開発事業についての報告とさせていただきま

す。以上でございます。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 最初に報告いただきました経緯と内容につきまして、皆さんのほうからご質問はござい

ますでしょうか。 

 それでは、次の報告にいきたいと思います。 

 平成21年度の委員会の主な意見に対する現在までの対応状況につきまして、事務局のほ

うからご説明をお願いいたします。 

 平成21年度委員会の主な意見に対する現在までの対応状況について……参考資料－２ 

○事務局(佐藤)  それでは、参考資料２を用いて平成21年度、約２年前に行いました

委員会でのご意見と、それに対する現在までの対応状況をご報告させていただきます。 

 では、１ページからご説明させていただきます。 

 表内の行動計画の成果のとりまとめについてというところの①番です。事業は中断する

とのことだが、環境利用学習は継続するという認識でよいかというご質問がございました。 

 これについての現在までの対応状況は、事業中断中においても沖縄県環境部局の協力を

得て、地域の小学校では、干潟観察会等を実施しております。また、沖縄市においては、

平成24年度には専属職員を配置し、環境学習を実施する予定でございます。 

 続いて②番の比屋根湿地・泡瀬地区海岸環境改善アクションプランについて、企業や地

域、ＮＰＯの方々が主体となるようなアクションプランは考えているのかというご質問に

ついては、比屋根湿地の保全・利用については、平成22年度に沖縄市及び地元ＮＰＯの協
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力を得ながら、沖縄県におきまして、「比屋根湿地における保全利用の手引き」というも

のを作成してございます。この手引きの抜粋版をこの資料の巻末に別添１ということで添

付させていただいてございます。この中に湿地保全の年間スケジュールの内容であったり、

保全の役割分担・体制といったものを整理してございます。 

 今後は、沖縄市及び地域住民、ＮＰＯ、企業等が連携して、湿地の保全や環境利用を協

働で実施していくことにしてございます。 

 続いて③番の比屋根湿地でも環境学習ができるような設備を整えてほしいという要望が

ございました。 

 これにつきましては、野鳥の観察場については、平成22年度に比屋根湿地を見渡せる県

の総合運動公園東側の駐車場のギンネムを伐採しまして、視野の確保を図りました。さら

に今年度は、撤去土砂を活用した盛土を施して、野鳥観察場として整備を行ってございま

す。 

 また、中央水路部付近におきましても、野鳥観察場の整備を計画しております。 

 今後はこういった場を活用して、環境利用学習を積極的にやっていくという考えでござ

います。 

 ④番は、比屋根湿地整備後の生物調査を実施する予定はあるかというご質問がございま

した。これについては、比屋根の環境調査自体は、平成17年度から沖縄県のほうで実施し

ておりまして、23年度も継続して調査を行ってございます。 

 この調査は整備着手前、現況把握、整備区域内に生息する生物の捕獲・移動、さらに過

年度に保護した生物についてモニタリングなどを実施してございます。 

 比屋根湿地につきましては、平成23年度で施設整備が完了することから、24年度からの

環境モニタリングにつきましては、先ほどの「保全・利用の手引き」に基づきまして、湿

地の維持管理や環境学習に取り組んでいく中で、実施していく予定でございます。 

 続きまして、２ページの⑤番は、干潟の環境教育は、今まで主に生き物中心だったと思

うが、自分たちの地域社会をどうしたいかを、自分たちでつかみとって将来を考えるよう

な教育も必要になると思う。その点について、市、県から今後こういった自体に直面する

中で、賢い選択ができるための教育をどのようにしていくかという考えがあれば教えてほ

しいというご質問がございました。 

 現在までの対応状況でございますが、泡瀬地区環境利用学習教材(社会編)としまして、

近代の泡瀬地区周辺の産業、民俗、暮らしを中心とした資料を作成しまして、地元におき
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まして、スタンプラリーを開催してございます。 

 また、比屋根湿地における環境利用学習につきましては、再三申し上げますけれども、

「保全・利用の手引き」の中でとりまとめてございまして、市と地元が協働で実施してい

くこととしてございます。 

 さらに沖縄県におきましても、環境利用学習に活用できるようなリーフレットを作成し

てございまして、市や地元が実施する活動のサポートを行っていくということとしており

ます。 

 ⑥番は、泡瀬の社会・文化環境が現在の状態では少し壊れているが、まだぎりぎり保全

されているというような見方もある。この委員会などで言われてきた結果から、現在の埋

め立てで、何は失われてきたけど何は残っていて、これ以上やった場合、何がもっと失わ

れるのかということも考えてほしい。埋め立て計画時のデータは、この事業の１つの資産

でもあるので、これを活用してよい解決に向かうことを希望するというご意見がございま

した。 

 現在までの対応ということで、今回の土地利用計画の変更に伴いまして、干潟の大部分

が残ることとなり、今後は、残された干潟について、保全とバランスのとれた利活用を図

っていく考えでございます。 

 ⑦番は、今回の工事中断は、環境問題だけではなく、お金の問題を、私たちの孫の世代

に持っていくのかどうか。収入が入ってくる自然を残したほうが、よい決断をしたと言わ

れるような時代がそこまで来ているような気がするので、これらを含めて、市民に投げか

けるべきではないかと思うというご意見も頂戴しております。 

 対応状況でございますが、今回の土地利用計画の検討におきましては、100人ワークシ

ョップ、あるいは100人委員会などを開催し、地元の意見をより反映した計画になるよう

見直し作業を行いました。 

 最後になりますが、⑧番は、沖縄市が下水道の接続率向上に努めてほしい。海をきれい

にするためには、陸域負荷を抑える必要があるということです。 

 現在の状況としましては、下水道接続率向上に向けまして、専属の職員を配置し取り組

んでいるところでございます。 

 平成21年度の接続率が260軒、平成22年度が141軒の接続がございまして、接続率につい

ては記載のとおりでございます。 

 参考資料２については、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。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問ございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○赤嶺委員  野鳥を観察する者として、整備されたのはいいんだけれども、形を整え

たという形になっていて、いわゆる野鳥がやってくる餌場にはなっていないということで、

私はそのあたりはもっと力を入れてほしいなと思います。 

(クロツラヘラサギの写真掲示)これは世界にも2,000羽しかいないというクロツラヘラサ

ギなんです。これは平成６年に撮影ができました。 

 このほうは平成18年のものです。 

 それから、これは記録はなかったんですが、ただパソコンから読み出してみたら、ムナ

グロというのが30羽ぐらい来ていた写真です。 

 それから、セイタカシシギ20羽ぐらい。当時の来ていた状況にするのが、観察指針にな

る基礎だと思うんです。ですからこの野鳥たちがやってきてはじめて、私は整備は終わっ

たというふうに思っているわけです。そういう意味では、比屋根湿地は形はつくったけれ

ども、ゴカイは少ない。シオマネキがいない。小魚がいない。水草がないということで、

この部分はやっぱりもう少し、沖縄県、沖縄総合事務局、それから沖縄市で考えてほしい。 

 それから、実際に今の状況は何年続くだろうか。実際に観察指針になるには何年かかる

かを３カ所に聞いたら、「いや、想像もできない」という回答でした。私もよくわかりま

せん。そういう意味のでは、あしたからでも餌場になるような状況をつくってほしいなと

思っております。 

 それから、この部分に前はガザミ養殖場のときは、鉄の塔が20本ぐらい立っていました。

そこにカワセミが実際に棲んでいて、とまって飛び込む、そういうシーンも撮れました。

ですから今はまったくポールはありません。それできのうポールを魚木みたいなもので１

ｍ50㎝ぐらいの８本ぐらいかけてほしいとお願いしてあります。 

 そういうこともぜひ考えてほしいなとお願いしたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまの意見は対応の話というよりは、審議事項の中で今後の計画をやりますので、

そのときの意見として今の先生のお話は承っておきたいと思います。 

 赤嶺委員、中身についての質問何かありますか。大丈夫ですか。 
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 そのほかに。どうぞ。中根さん。 

○中根委員  赤嶺さんと似て、また少し異なる部分もあるんですけれども、比屋根湿

地の活用に関しましては、実は野鳥の面ばかりが取り上げられていますけれども、私から

するとマングローブの干潟の底生生物、そういったもののほうが観察会としては、マング

ローブがあることによって、非常にやりやすい場なのです。埋め立てのところに野鳥の森

をつくるという計画は、まだ生きていますよね。ということは、そこに野鳥のほうを中心

にするとすれば、マングローブの部分は潮がひいたときの底生生物の観察会ができるよう

な状況の環境づくりを私は望みたいですね。 

 もう１つの理由は、比屋根湿地の周囲はマンションがほとんどなので、どうしても双眼

鏡を向けるという状況がマンション側からみると、プライバシーを覗かれているような状

況というのが、実は私は現実に指導者養成とか、環境教育をやっているものですから、も

のすごく注意を払ってやっているんですけれども、どう注意を払っても見られている側の

ほうからすると、やはりプライバシーを覗かれている雰囲気がある。ですからそこは逆に

言うと、底生生物を観察するような遊歩道なり何なりをつくって、埋め立て側のほうを野

鳥の観察にもっていくという考え方を強く打ち出していただければと、これは住民感情的

なものもあります。 

 それから、もう１つは、赤嶺さんがおっしゃった、あまり鳥が来ていないんじゃないか

という状況の中に、ここのところはあまりにも比屋根湿地の隣の東側の駐車場、ものすご

いネコの数です。これはこのままにしていいのかということを私はつくづく思います。お

そらくは餌をあげているという状況があるかもしれませんけれども、あれは減る方向にい

かずに、増える方向にあります。ということは、干潟に下りてきて野鳥が餌をついばむの

にもそういう状況ではとても鳥は近づけないという状況も併せ持っていると思いますので、

そのへんのところをしっかりしないと、あのままだと比屋根湿地はおそらく使い物になら

ないだろうなという気がします。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの意見も審議事項で今後も検討課題等を審議しますので、そのときの意見とし

て承っておきたいと思います。 

○古川委員  国総研の古川です。ご対応いただいた中でご紹介いただいている比屋根

湿地における「保全・利用の手引き」ですけれども、これはどこかで全体を拝見できるチ

ャンスはあるでしょうか。 
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 ネットで探してもなかなか見つからなくて、公開されている資料として拝見できると、

ほかのところにも参考になるような資料ではないかなと思いますので、ぜひ情報提供いた

だければと思います。 

○小濱委員長  これは沖縄県でしたよね、つくったのは。 

○事務局(伊佐)  沖縄県で作成したものですけれども、まだホームページにも載せて

いませんので、できるだけ載せてもらえる形で検討したいと思います。 

○小濱委員長  これは、言えばもらえるものなんですか。 

○事務局(伊佐)  ええ、もちろん提供可能です。ただ、冊子としてつくっているわけ

ではないので、データとしてはあると思います。 

○小濱委員長  ある場合にどうしますか、もらいますか。 

○古川委員  データとしてどこかホームページに載せられる予定があれば、それを拝

見したいと思います。 

○小濱委員長  委員の皆さんに送ってもらいましょうか。 

○津嘉山委員  委員の皆さんに送られてきたのは案にはなっているのですか。 

○小濱委員長  今、別添で載っているのは、これは案になっているので、まだ確定し

てないということですかね、県としては。 

○事務局(伊佐)  県でつくりました素案、いろんな人の意見を聞いて、これからまた

直しも出てくるだろうということを前提としていたものですから、案ということで記載い

たしました。ですから、これから活用する中で見直していくということで、案という言葉

を付けています。 

○小濱委員長  いかがですか。 

○津嘉山委員  いや、その点を今、見させていただければよろしいかと思います。 

○小濱委員長  今、津嘉山先生のほうから案が取れた段階で送ってもらおうかという

話があったんですけども、もし県のほうでまた皆さんのいろんなご意見も伺いたいという

ことであれば、案の状態で委員の皆さんにお配りして、いつまでに意見をくださいとか期

限を切られてもいいと思いますし、そういった広く情報を集められてもいいかなと思った

りしています。 

 どうでしょうね。一応、案の段階で委員の先生方にお配りしてご意見を聞いてみたらど

うですか。よろしくお願いいたします。 

 そのほかにご質問はございますか。ありがとうございました。 
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 それでは、赤嶺委員と中根委員からいただいたご意見は、また後ほど話題にしたいと思

います。 

 では次にいきましょうか。報告の３番目です。事業の進捗状況と平成23年度の工事につ

きましてご説明をお願いいたします。 

 ・事業の進捗状況及び平成23年度の工事 

○事務局(與儀)  事業進捗状況及び23年度工事ということで、参考資料-3で説明させ

ていただきます。 

 １枚めくっていただいて、平成22年度までの実施状況ということで航空写真をお付けし

ております。また、次のページも一緒にあわせて見ていただきたいのですが、角度を変え

た航空写真を２枚お示ししております。また、その下に平面図でお示ししておりますが、

グレーのところが既に護岸として概成している部分、あと航路として掘れている部分にな

ります。図面の北東側については、このⅠ区域全体で埋立護岸の造成がまだ進んでないと

ころになります。また、東側、仮設道路と書いていますけれども、ここは沖縄県が施工す

る箇所になりますが、これも今後、埋め立てていくことになります。 

 平成23年度の国の工事としては、この赤でお示ししておりますが、護岸の嵩上げ関係、

仮設道路護岸というところの嵩上げ関係、あと新港地区の泊地で浚渫した土砂を内部に、

四角の枠で囲んでいますけども、ここのほうに投入している作業を今年度実施しておりま

す。また、黄色でお示ししているのが県のほうで実施している内容になります。東西の突

堤の延伸の工事をこの黄色の部分、これを平成23年度に実施しております。 

 次のページ、３ページを見ていただいて、同様に平成23年度の工事の内容として、上に

工程表、下に、今度は新港地区も含めた航空写真をお示ししております。泊地については

新港地区のほうの泊地(-11.0ｍ)浚渫工という、この赤枠で囲んでいるところを浚渫した

土砂を、この赤の点線に沿って土砂を土運船で運搬して泡瀬のほうに持っていって、青色

のラインで示しているのは、これはあらかじめ配管をして、そこで空気を空気圧送船とい

う船で送り出すような作業を実施したところです。 

 上の工程表、国・県、それぞれの工程をお示ししておりますけれども、国、護岸の工事

については延長約500ｍ、嵩上げ関係を10月14日から年度いっぱい作業を実施する予定で

す。浚渫工事については、土砂の数量としては約46万㎥を、これも同じく10月14日から作

業を行っているところです。県のほうについても東西の突堤、それぞれ65ｍ、90ｍを11月

15日から作業を行っているところです。 



 13 

 引き続きまして、４ページ以降で工事の概要をお示ししております。まず護岸の嵩上げ

関係なんですけれども、上段の左側、これは材料である裏埋めの砂を搬入している状況で

す。上段右側は、それを敷きならしている作業。下段についてはこの護岸の造成なんです

けど、基礎捨石のほうを投入していたり、造成された護岸を押さえに使っているフィルタ

ーユニットというもので押さえているような作業、そういった状況をお示ししております。 

 まためくっていただいて５ページ、今度は新港地区のほうですけれども、浚渫工事、上

段左側が泊地浚渫のグラブ浚渫船という船を使って浚渫している作業状況です。上段の右

側が土砂を土運船に積み込んで、それを運搬している状況です。下段の左側が、今度は運

んできた土砂を泡瀬のほうに設置している空気圧送船という船に積み込んでいる作業にな

ります。下段の右側が、今度は泡瀬のほうにあらかじめ配管した管で閉水域内に土砂を送

り出している状況になります。 

 ６ページは、今度は県のほうの突堤工事になりますが、左側、右側、基礎捨石を入れて

投入している状況であったり、それをならしている状況、こういった形で今、作業を進め

ているところです。 

 ７ページは、工事に伴う汚濁防止対策ということで、これまでも同様に取り組んできて

いますけども、例えば左側の上段は、現場に持ち込む石材については、持ち込む前にこう

いったシャワーで濁りの原因となる微粒子を洗い落としてから現場に持ち込むような対策、

あと上段の右側で、砂とかについてもこういったシートで養生して周りにまき散らないよ

うな対策を講じながら進めているところです。 

 下段については、これは浚渫の作業ですけれども、遠くのほうに汚濁防止膜を配置する

ことに加えて、この手前の汚濁防止枠というものなんですけれども、これにもカーテンを

付けておりまして、濁りが外にできるだけ拡散しないような対策を講じながら進めている

ところです。下段の右側についても、これは泡瀬のほうの土運船から揚土の作業をしてい

るところですけども、汚濁防止膜を配置して、ここでも濁りが出ないような対策を講じな

がら進めているところです。 

 あと、８ページは、沖縄県の施工している東西の突堤、基礎捨石の投入箇所についても

このように汚濁防止膜を二重に配置して、濁りが外に出ないような対策を講じながら作業

を進めております。右側についても散水、粉じん対策を実施しながら作業を進めていると

ころです。 

 以上が事業の進捗状況と今年度の工事の内容になります。 
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○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問ございますか。 

○中根委員  確認なんですが、７ページの左上、石材の洗浄の件なんですけども、こ

れは場所はどちらでやっているんですか。こっちで洗浄した水がどこに流れていくのかな

ということがちょっと気になるものですから。 

○事務局(與儀)  こういった施設は我々の国の作業をしている、同じく新港地区なん

ですけれども、そこにもこういった施設を配置して洗浄しております。あと、県のほうも

同じく新港地区のほうなんですけど、東ふ頭のほうに同じく洗浄施設を持っていまして、

こういった洗浄をして、２カ所でそういった施設を置いて実施しているところです。 

○中根委員  その水がどこに流れるかという部分なんですけど、気になるのは。 

○事務局(酒井)  今、ご質問のあった点につきましては、水は少なくとも循環させて

おり、その循環させるときに洗い流した水はある一定の場所に土砂も含めて溜まるように

して、その上水を使ってまた土砂を洗い流し、溜まった土砂は取って処分をするというよ

うなやり方で、洗浄による濁り水なり土砂が外に出ないようにやっています。 

○中根委員  わかりました。 

○小濱委員長  そのほかにございますか。 

○野呂委員  前にかえってご質問してもよろしいですか。１番目の資料です。 

 このご報告の一番最初にございました土地利用計画の変更経緯について、沖縄県の方に

ご質問というか、ちょっとコメントをさせていただければと思います。 

 資料でいくと参考資料-1になるわけですけれども、新しい土地利用計画を私どもがこう

やってしっかり見せていただくのはあまりなかったもので、丹念に見させていただきまし

たらいろいろちょっと気になるところがありまして、これは私どもの委員会で申し上げる

ことではないかもしれないんですけれども、こういう施設を利用してきた者としては、例

えばこの島は道路が１つなわけですけれども、この１～２年、いろんな防災上の問題が出

てまいりまして、こういうふうに道路が１つだと、何か災害が起こったときに陸の孤島化

してしまうというのがちょっと気になりました。それが１点目です。 

 ２点目は、いろんな委員会で汚水処理施設というのは、こういう施設をつくるときに非

常に重要だと、人が集まってそこで汚水が出て、それを処理しないと、これが原因になっ

て、この近所が水質汚染をしてしまうということをいろいろ申し上げてきたところがある

んですが、この参考資料の４ページの図を見る限り、汚水処理施設は実際は計画なさって
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いて、ここの絵に描いてないだけなのかもしれませんけれども、見当たらない。 

 それから３番目が、商業施設が２カ所に分かれているというのは、これは利用者の利便

性から見るとちょっと、あっちの商業施設に行ったり、こっちの商業施設に行ったりとい

う人の動線を考えるとちょっとやっぱり改良すべきではないかというのが１つ。 

 それから、この図に描いてないだけかもしれませんけれども、この船のマリーナとか、

それからヨットとボートをとめる施設があるんですが、マリーナのほうにはそれらしいク

レーンは見えるのですけれども、ボートの施設のほうにクレーンが見えない。これは台風

が来て避難をしたりというときに、当然これは考えておられる、ここに書いてないだけな

んだとは思いますけれども、そういう配慮がなされていないのと、このマリーナとかヨッ

トで来た人たちが、仮に休むところとか、台風のときに避難するとか、そういう施設がこ

のまわりにない。それから、そういう船はごみをいっぱい持ってくるわけですけれども、

それを処理するのもちょっと見当たらない。等々細かいことを挙げれば、いろいろ出てく

るわけですけれども、そこら辺のところを今回答してくださいということではなくて、皆

さん当然そこはきちんとやられていることだと思いますけれども、この図だけを見ると、

あれっと思ってしまいます。ということを申し上げておきたいと思います。 

○小濱委員長  沖縄市さんのほうで、何かお答えになりますか。 

○事務局(島田)  ご提案いただきましたものは、もちろん検討しているものもござい

ます。この絵の中にすべてが書き下ろせる部分ではないんですけれども、提言されたこと

はしっかりこれから基本計画等、我々やっていきますので、その中の参考という形で先生

の意見を反映させる形で対応させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  沖縄市で土地利用というか、今、ぱっと書かれていますけれども、こ

れについてはさらに検討されるということでよろしいですか。 

○事務局(島田)  はい、詳細な部分はこれからですし、あと3.11が起こって大震災の

問題がございます。それは防災協定とか、今後、国・県がやります防災基本計画を踏まえ

て、さらに見直していきますので、それも併せてきょうはご提言という形でいただきまし

て、しっかりと対応させていただきますということで、答弁させていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○小濱委員長  それでは、この計画の上で野呂先生のご意見も反映していただくよう

によろしくお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 
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○事務局(池田)  沖縄県でございます。防災上の観点で若干コメントさせていただき

ますと、橋梁につきましては、発生交通需要から適切な需要を踏まえて、現在１本で計画

しているところでございます。 

 災害時につきましては、細かな話については、これから地域防災計画等で具体的に詰め

ていくことになろうかと思いますけれども、原則として緊急的に徒歩で早急に高い場所に

逃げるというのが、大前提というふうに私どもとしては考えておりますので、そういった

避難が可能な計画というのを今後考えていくべきではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。以上です。 

○津嘉山委員  次の審議事項のところで出てくるかもしれませんが、今回はⅡ期のほ

うの事業がカットになって、結局Ⅰ期事業の分で実施されるということで、その事業の変

化といいますか、変更についての経緯は説明されたんですけれども、これは環境アセスが

行われているわけでして、全体の事業計画が環境にどう影響するかということを評価して、

それに対する環境措置をこうしますということになって、それに対しての対応をこれまで

一生懸命やってきたわけです。今回はⅡ期がないことになりましたので、環境の負荷の面

ではもちろん少なくなったわけですが、それでも事業が行われた場合は、今のⅠ期分につ

いても環境にどういう影響が出てくるかというのは、当然予測をしてそれに対しての対応

をしていくことになると思うんです。その辺の環境アセスの面での流れをちょっと説明い

ただいたほうがいいのではないかと思いますけど。 

○小濱委員長  事務局からは、その次のところでやりますか。 

○津嘉山委員  後ろのほうで、もしされるのであれば、そこでもいいと思います。 

○小濱委員長  今後の行動計画の検討方針の中で、それ説明されますか。 

○事務局(小野)  はい。 

○小濱委員長  では、津嘉山先生、そのときに説明していただけるそうなので、ここ

は今預ってください。 

 そのほかご質問ございますか。報告事項は終わりまして、審議事項に入りたいと思いま

す。今、津嘉山先生からご発言ありました環境アセスメントの件も踏まえまして、事務局

のほうで行動計画のご説明をよろしくお願いいたします。 

２)審議事項 

 行動計画(環境保全措置)の今後の検討方針について……資料１ 

○事務局(佐藤)  それでは、Ａ３の資料１を用いまして、行動計画の今後の検討方針
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について、ご説明したいと思います。 

 まず、この資料をめくっていただきまして、１ページ、２ページでございますが、２年

ぶりの委員会ということもございますので、前半部分はこれまでのおさらい的な内容にな

ってございます。 

 まず、１ページ、左側ではこの委員会の役割ということで、冒頭の主催者からの挨拶に

もございましたけれども、この資料の中でも簡単に整理をさせていただいております。環

境保全・創造検討委員会は、公有水面埋立事業に伴う環境保全措置について検討を行い、

幅広い視点から審議し、事業実施者に対する専門的な指導・助言を行うということで、こ

の枠の下の破線の中に委員会で検討対象としてきた環境保全措置(行動計画)を記載させて

いただいております。ここにありますように、①番から⑪番までの行動計画についての検

討、あるいは評価といったものをこの親委員会の中でやってきました。 

 この図の下のほうの矢印に専門部会というのがございますが、専門部会は委員会の下に

より専門的な課題について、詳細に検討を行うため専門部会を設けるということで、専門

部会では委員会からの付託事項の検討であるとか、委員会で検討すべき事項の提案といっ

たようなことを主に行ってきています。これまでの専門部会としましては、下のほうに５

点挙げている海藻草類専門部会であるとか、人工島環境整備専門部会、比屋根湿地・泡瀬

地区海岸整備専門部会などの部会を設置してきまして、委員会と部会で連携しながらこの

環境保全措置・行動計画について、いろいろ議論をしてきたというところでございます。 

 このページの右側の上のほうに行動計画の体系及び展開といったものをお示ししてござ

います。これが行動計画の全体像を示す１枚の図ということになりまして、大目標、個別

目標というものの下に11の行動計画がぶら下がっているということになります。 

 行動計画の中で黄色とピンクで網掛けしている部分がございますが、黄色のハッチの網

掛けがかかっている部分については、環境影響評価書で位置づけられている環境保全措置

です。ピンク色の青文字で記載しているものについては、その他の行動計画(案)というこ

とで、事業者の努力の範疇内でやっていこうという行動計画になります。 

 下の図面については、①番から⑪番までの行動計画の展開の場所ということで、図中の

数字は行動計画の番号に対応するということでございます。 

 続いて２ページでございますが、行動計画の成果ということで、これは平成21年度末時

点におけます行動計画の成果を簡単に整理したものでございます。 

 左上の①番の大型海草の移植というところでは、手植え移植藻場、平成14年１月に移植
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を行いまして、その後７年間、21年度までモニタリングを継続しています。その評価とい

うものを21年度行って、手植え移植藻場は自然藻場と同様の変化傾向で安定維持されたと

いうようなことで評価をされています。 

 その下の②番の海藻草類の生育環境の保全・創出というところでは、赤字にありますよ

うに、海草成育場の創造技術の実証ということで、低天端堤の機能であるとか、導入海草

の良好な生育、自然藻場に近い生物生息機能、漁礁効果といったようなことをこの中で確

認できたというところでございました。 

 ２ページの上のほうに③番、クビレミドロの生育に適した人工干潟の創出という行動計

画では、まず、クビレミドロとは何かというところから始まりまして、クビレミドロの生

活史を解明したといったようなところ、シャーレ内で生活環を再現して屋外のプールで３

世代にわたる大量培養にも成功し、その後、実海域移植実験においても次世代の藻体を確

認するといったような成果をあげております。 

 それも踏まえて、右側にクビレミドロの人工干潟の設計条件ということで、調査、実験

等で得た知見をクビレミドロ人工干潟をつくるためには、どういうふうにしたらいいかと

いったような観点でとりまとめたといったところがございました。 

 真ん中の下あたりに⑪番比屋根湿地及び泡瀬地区海岸の再生という項目がございますが、

これにつきましては、比屋根の専門部会などを通して整備と環境改善アクションプランを

作成しました。写真は比屋根湿地整備前の平成18年と整備後ということで、平成23年３月

の空中写真を比較してございます。 

 陸化して環境がよくなくなってきた比屋根湿地を再生させようということで、水質浄化

機能などをもたせつつ、生物生息環境にも配慮した整備を行うというところで整備を行っ

てきています。 

 下のほうの４点の写真は、平成23年11月頃の状況を写真でお示ししています。 

 本日、この後、現地視察に参加される委員におきましては、こういった状況もご覧いた

だければと思っております。 

 右下では、比屋根湿地におきましても、平成22年３月に中央水路部でクロツラヘラサギ

を確認したところもご報告させていただきます。 

 ⑥番の人工海浜につきましても、部会を開きまして、ポンチ絵にありますような基本構

想を作成しています。⑨番の環境利用学習への取り組みというところでも、環境利用学習

検討部会の中でいろいろな環境プログラムを作成し、それを基に実際に地元の小学生を中
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心に環境学習を実践展開してきたということで、この時点で延べ3,000人の参加というと

ころを得ております。 

 右下のトカゲハゼに関するところでは、人工干潟創出にかかるトカゲハゼの設計条件な

どの検討と、あとは既存生息場、トカゲハゼが今棲んでいる生息域において、少し環境を

よくしてあげようということで、右下の写真にありますように、底質を掘り返して底の泥

を表面に持っていってあげて、軟らかくすることでトカゲハゼが棲みよい環境をつくって

あげようというような底質改良実験と呼ばれるようなことも行って、実際にその改良区に

おいてトカゲハゼが棲みついたといったような成果を得ております。 

 このような形で平成21年度末時点での行動計画の成果を報告させていただいたというこ

とでございます。 

 ここまでがこれまでのおさらいの部分でございまして、３ページの計画の概要というこ

とで、今回の計画変更の環境面からどういうインパクトが、どう変わったのかというとこ

ろで概要を整理しています。 

 右側に変更前と変更後の空中写真と従前計画、見直し計画の埋立法線を重ねた図面を付

けてございます。 

 ご覧いただきますと、おわかりのように、まず、埋立面積が約187haから約96haという

ことで半減しまして、第Ⅱ区域と呼ばれていたところが、残存することとなりました。そ

れに伴いまして、陸域と埋立地との距離が延びました。 

 先ほど津嘉山委員のほうからもありましたとおり、これによりまして埋め立てによる環

境負荷というのを総じて低減されたというところでございます。 

 トピック的なところで申し上げますと、クビレミドロに関しましては、従前計画では、

その生育地を直接改変してしまうというような状況でございましたけれども、今回の見直

し計画においては、生育地の直接改変を回避したということになります。 

 あとは陸域と埋立地との間が従前計画ではかなり幅が短くて水路のようになってしまう

といったようなところがございましたが、計画変更で水路のようにはならないだろうとい

った、そういった面でかなりこれまでの計画に比べて環境負荷が減っているのではないか

というようなところでございます。このへんの陸域との埋立地との距離感であるとか、干

潟の今、クビレミドロの状況であるとかというところも、午後の現地視察において少し確

認いただければというふうに考えてございます。 

 左側のこの写真につきましては、現況と埋立地完成後のフォトモンタージュについて、
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運動公園の展望台から見た現在と、それに埋立地をフォトモンタージュということで重ね

て、こういう結果になりますということでお示ししています。この写真をご覧いただきま

しても、埋立地完成後は埋立地と陸域との距離がかなり開いて見えるというようなところ

でございます。 

 続きまして、４ページでございますが、環境面からかなり大きいところを今、申し上げ

ましたとおり、その中には旧第Ⅱ区域が残ることになったところが１つポイントになるの

かなと考えてございまして、この４ページがその残存することになった旧第Ⅱ区域がどう

いう場所かといったところの整理を行っています。左上に干潟分布ということで、干潟分

布図をお示ししてございますが、泡瀬干潟の大部分の底質は細砂質から礫質ということに

なっています。 

 すみません、申し遅れましたが、この干潟分布図の色が塗られている範囲が干潟域とい

うことになります。色の違いが底質の違いを表しています。例えば肌色に塗られていると

ころは礫質性干潟、緑色に塗られているところは細砂の干潟、黄色が粗砂といったような

色の違いが底質の違いを表してございます。これを見ますと、肌色部分がだいぶ広くなっ

てございまして、多くは砂っぽい干潟が広がっています。比屋根湿地の全面のトカゲハゼ

の生息域の部分についてのみ泥っぽい干潟があるというような状況です。その中に赤丸の

破線でお示しした範囲にクビレミドロなどが生育しているという状況です。 

 右側の藻場につきましては、藻場分布図をお示ししてございますけれども、緑色系統が

大型海草、青色が小型海草、赤色系統がホンダワラ藻場と、３種類の色分けで分布図をお

示ししているところでございます。これを見ますと旧第Ⅱ区域にあたるところは、主にホ

ンダワラが分布しておりまして、その中に大型海草、小型海草も少し分布しているという

ような状況でございます。 

 続いて、４ページ右下のサンゴ類の分布図でございますが、サンゴ類については、旧第

Ⅱ区域内にはまとまったサンゴ分布域は見られず、埋立地の沖側にサンゴ群落が分布して

いるといったような状況でございます。 

 左下の図は、今度は干潟の利用状況ということで、これは春季の休日の干潮時に干潟に

出ていた人数を図示したものでございます。このときは干潟全域で大体約700人程度、干

潟に下りて何らかの活動をされている方がおりまして、主な利用形態としましては、潮干

狩りが最も多く、そのほか釣りであるとか、散歩であるとか、多くの子供連れも見られて

おりまして、多様な活動がこの干潟で行われているといったような状況も確認してござい
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ます。以上が第Ⅱ区域の概況ということでございます。 

 こういった旧第Ⅱ区域の状況なども踏まえて、さらに今回の計画変更内容も踏まえた上

での今後の行動計画の検討方針(案)というものを５ページで整理しています。上の黄色の

枠内に考え方、検討方針の案をお示ししてございますが、まずはアセス時の行動計画に対

して、埋立面積を縮小したことによる各行動計画の状況変化を踏まえます。特にトカゲハ

ゼ、クビレミドロ、藻場関連の行動計画については、人工干潟などの創出による既存環境

への負荷も考慮しつつ、現状に見合った方策を検討していきたいと考えております。さら

に、今、出てきました旧第Ⅱ区域も含めた干潟の活用についても検討していきたいという

ことを大きな検討の方針に挙げてございまして、これを踏まえて、各11の行動計画の今後

の方向性というものを左側の表に個別に整理してございます。 

 右側の写真については、上側の写真が既存の行動計画の展開場所を示したもので、下側

の写真が今後の行動計画の展開(案)をお示ししているものでございます。 

 それでは、この左側の表を用いまして、各行動計画についての今後の方向性についてご

説明したいと思います。 

 まず行動計画でいいますと、①大型海草の移植部分と②海藻草類の生育環境の保全・創

出につきましては、計画変更によって旧第Ⅱ区域に生育する藻場への直接改変を回避。現

時点では移植対象藻場は確認されていないという現状でございます。 

 それで今後の方向性につきましては、生育被度50％を超える藻場が確認された場合には、

これまで同様、できる限り移植し、その際には海藻草類の生育環境を整えた後に移植する

など、海草生育場創造技術の実証実験などで得られた知見を活用してまいりたいと考えて

おります。また、埋立地周辺におきまして、藻場の生育環境が創出可能かといったことも

検討していきたいと考えております。さらに、これまで実施してきておりました手植え移

植藻場のモニタリング調査については継続していきたいというふうに考えております。以

上が海草関係の今後の方向性と考えております。 

 続きまして、③クビレミドロの生育に適した人工干潟の創出でございますが、まず、先

ほど申し上げましたとおり、計画変更によりましてクビレミドロの分布域の直接改変を回

避したということと、現状におきまして工事着工前に比べてクビレミドロの生育面積が増

加傾向であるというような状況がございます。こういったところも踏まえまして、このク

ビレミドロの人工干潟の今後につきましては、当面、環境監視調査を継続して、環境監視

委員会で影響が認められれば、再度、行動計画を検討していくというような方向性を考え
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ております。 

 続きまして、④と⑤、トカゲハゼ関連の行動計画、④トカゲハゼの生息に適した人工干

潟の創出、⑤既存干潟域におけるトカゲハゼ生息圏の保全と、これについての今後でござ

いますけれども、まず④の人工干潟の創出につきまして、当初、変更前におきましては、

右側の上の写真の④に位置する場所に人工干潟をつくろうというような計画で検討してき

たところでございますが、計画変更によりまして、この上の写真の④の位置がトカゲハゼ

の人工干潟の生息適地条件を満たさなくなるというような状況がまずひとつございます。

さらに、トカゲハゼ自体の状況でございますが、近年の泡瀬におけるトカゲハゼの生息数

というものは比較的安定してございます。ただ一方、中城湾全体のトカゲハゼという点で

みると、これは減少傾向にあるというような状況がございます。 

 これらを踏まえまして、トカゲハゼにつきましては、当面は湾全体のトカゲハゼ保全の

観点から、泡瀬で実行可能な保全策を実施するということを優先的に検討していきたいと

いうふうに考えております。もう１点が、これまで実施してきて報告させていただいてお

ります底質改良です。固くしまった土を掘り返して軟らかくするという底質改良につきま

しては、地元の環境利用学習との連携などを模索しつつ、引き続き取り組んでいきたいと

いうふうに考えているところでございます。以上が、トカゲハゼ関連の今後の方向性でご

ざいます。 

 引き続きまして、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で

ございますが、この人工海浜につきましては、計画変更後も人工島内につくるという位置

づけがございますので、引き続き人工海浜の整備を継続していきたいと考えております。 

 続きまして、⑦景観及び親水性を考慮した護岸整備、これにつきましては、親水性護岸、

この計画変更後における埋立地の北側の比較的水深が浅い部分につきましては、親水性護

岸を一部導入して、人工島から干潟にアクセスしやすいような状況をつくろうということ

で検討を進めております。 

 ⑧生物の生育・生育環境に配慮した護岸等の構造の工夫、これにつきましては、県内他

港の事例を踏まえまして、環境共生型護岸などの導入を検討していきたいと考えていると

ころです。 

 ⑨環境利用学習関係につきましては、これは今回の計画変更におきまして、干潟の活動

フィールドの場が非常に拡大したというところがございます。こういったところも踏まえ

ると環境利用学習の実践、これまでやってきたものは継続しつつ、残存する旧第Ⅱ区域の
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活用についても検討していきたいというふうに考えております。 

 ⑩野鳥園でございますが、野鳥園についても見直し計画におきましても位置付けがござ

いますので、その具体化検討については今後、考えていきたいというふうに考えています。 

 最後に、⑪比屋根湿地及び泡瀬地区海岸の再生でございますが、まず比屋根湿地につき

ましては、平成23年度で整備が完了予定でございますので、その維持管理について、先ほ

ど参考資料-2のほうで出てきました保全・利用の手引きをもとに、沖縄市と地元が連携し

て維持管理に取り組んでいく予定です。もう１つの泡瀬地区海岸の整備につきましては、

野鳥園と同様に具体化検討を今後実施していきたいということで整理をしてございます。

以上が、各行動計画の今後の方向性として事務局案として提示させていただきます。 

 次の６ページでございますが、巻末資料ということで、平成22年度の泡瀬地区におきま

す環境現況調査結果、これは環境監視委員会で用いました資料を一部改変して現状の泡瀬

の状況を整理しています。左側のクビレミドロの分布域、生育面積の年間最大値というこ

とで、これまでのクビレミドロの生育分布を重ねた図と、下のほうに分布面積の経年変化

を平成11年から平成23年の３月まで整理しています。これは先ほど申し上げますとおり、

近年、クビレミドロが少し増えているというのがこの図をもっても確認できるかと思いま

す。 

 右側がトカゲハゼの個体数の推移をお示ししたものでございまして、泡瀬地区におきま

しては、平成７年度、８年度から変動はあるんですけれども、大体５個体から30個体の変

動の中で推移してきているというような状況でございます。 

 この下のほうに破線で中城湾全体におけるトカゲハゼの個体数の推移というものをお示

ししてございますが、湾全体で見ると、この凡例にあります新港地区と佐敷東地区という

のが大きな生息地になっていまして、平成18年以降、湾全体としてはかなり減少傾向にあ

るというようなところがございます。 

 左下が藻場の生育被度を示したもので、藻場の分布図とコドラード調査の結果を重ねて

います。これで見ると21年度と22年度の比較でございますが、この２ヶ年度の比較でいう

と、横ばいか増加という地点が多かったという状況です。 

 右下が鳥類の出現状況でございますが、総種類数、季節別の最大個体数ともに季節変化

をとらえるような調査を行っておりまして、右側には主要種としてムナグロ、シロチドリ、

メダイチドリについて秋季、夏季、季節別に個体数を整理しているというところです。 

 22年度においては、ムナグロとメダイチドリが少し過去数年よりもちょっと多かったと
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いうような傾向が確認できております。 

 続いて７ページは巻末資料②ということで、中城湾港、泡瀬を中心に振興地区、中城湾

の北側を撮った航空写真を参考までに付けさせていただいております。 

 資料１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。 

 先ほど津嘉山先生からご質問がありましたアセスの手順について、補足説明してもらっ

ていいですか。 

○事務局(與儀)  アセスはどういう流れで実施してきたかということを津嘉山委員の

質問に対して説明させていただきます。 

 ご承知のとおり、泡瀬については平成12年度、当時の環境影響評価法にのっとって手続

きを踏まえて、アセスは実施してきております。 

 変更についてはどうなのかということなんですが、まず、埋立計画を半分にすることに

伴って港湾計画を変更する必要があります。港湾法にのっとった規定によって、地型が変

わることに伴ってどういう影響が出るのかを存在に伴う影響の予測評価を実施してきてお

ります。 

 例えば、埋立計画が、今は資料１の５ページの右側の地形のラインを書いていますけれ

ども、当初の上の地形から、今回、下の地形に変わることによって、例えば潮流の変化が

どうなるのかを検討しています。あと、周辺部の生物の生息、クビレミドロやトカゲハゼ、

海草、鳥、そういった生物に対してどういった影響が出るかというのを存在に伴っての予

測評価を実施しております。これは埋立計画が半分になるということで、総じて影響は低

減されるという内容のアセスになります。 

 それが終わりまして、次は埋立免許の変更、これは公有水面埋立法の中での予測評価に

なります。 

 これは存在に加えて、工事中について、例えば道路交通振動がどうなるのかとか、工事

に伴って濁りの拡散がどうなのか、あと生物の生息がどうなるのかといった観点で予測評

価を実施しております。 

 それに加えて供用時について、先ほど汚水の話がありましたけれども、泡瀬の中で発生

する汚水が基本的にはアセス上は新港地区には下水処理場がありますので、そこに送り処

理された水が排出されるという内容で予測評価をしております。基本的には港湾法、公有

水面埋立法にのっとったアセスを実施して、これまで手続きを進めてきております。 
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 では、環境影響評価法上のアセスはどうなるのかということなんですけれども、今回の

埋立計画の変更は、新たな埋め立てを伴うものではありませんので、環境影響評価法上の

変更の要件にあたらないということで、アセス法の中でのアセスは実施しておりません。

基本的な流れは以上です。 

○小濱委員長  津嘉山先生よろしいですか。 

○津嘉山委員  今の流れはわかりましたが、最初の１ページのところで、全体のⅠ、

Ⅱ区の事業計画に対して、事業実施した後の環境の影響についての評価をして、それに対

する対応を環境保全措置としてやるということで、１ページの右上のほうに大きな目標と

しては環境を保全して、それに必要な環境を創造するということで、具体的に個別目標と

して、下のほうに代償、それから回避・低減のそれぞれの措置をやって、その具体的な中

身として行動計画が１１項目挙がっているわけですね。ところが今回はⅡ期の埋め立てが

中止になったわけですから、当然この中でいきますと個別目標の最初の影響の代償措置と

しての、例えば藻場だとか、あるいはクビレミドロだとか、トカゲハゼはもうその場所が

なくなったわけではないので、それに対する代償はいらなくなりますから、例えばクビレ

ミドロの新しい場所の創造はいらなくなったわけですね。そうしますと、この中で例えば

今グリーンに対応するものがなくなったと考えますね。そうするとその点に関しては、今

のⅠ区の事業によって起こる影響についての予測はされているでしょうから、それに対し

て対応していくために、例えばモニタリングをやりながら、影響があれば何か対応しなく

てはいけないという状態になると思います。 

 それから、事業による回避・低減の措置をやるということでいくつかの対応が具体的に

この計画にできていますが、Ⅱ区まで全部行われた場合の影響についての回避・低減とい

うことになっていますから、Ⅰ区だけであればこれとまた違った条件の影響が出てくると

思います。それに対する対応をしていけばいいということになりますから。 

 今、説明いただいた新しい行動計画のところは多分それに対応する計画になっていると

思いますけれども、アセスの流れとしては、やっぱりこういう表をつくっていただいて、

Ⅱ区がなくなったことによって実際に環境に対してはどういう影響が起こるんだろうとい

う評価をして、それに対する保全措置ということになりますから、具体的な目標のところ

を、やはり新しい状況に対応して見直して、例えばグリーンのところはいらないのであれ

ばそれはなくなるわけですよね。そういうふうなものをちゃんとやっていただいて、その

後、今説明された対応をやっていくというのがいいんじゃないかと思います。そうすれば
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非常にわかりやすいと思いますし、これから保全のために何をやっていけばいいかという

のがはっきりするのではないかと思うんです。それをやっていただいたほうがいいのでは

ないかなというふうに思います。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 何かコメントございますか。 

 はい、お願いします。 

○事務局(小野)  今、先生がおっしゃったことを考えてございまして、５ページのほ

うで今後の方向性というふうに書かせていただいてございますけれども、委員の方々から、

少し従来の環境影響評価書に基づいて記載されています環境保全措置の取り扱いについて

少し見直したほうがいいとか、あるいはもう少しこれは検討から外したほうがいいんじゃ

ないかなというようなご意見を踏まえまして対応していきたいというふうに考えてござい

ます。 

○津嘉山委員  できればですが、１ページのような流れですよね。事業計画が変わっ

たことによって環境の影響の評価がどう変わってくるのか。それから対応、保全措置とか

創造に対してはどういうふうな状況になっていくのか、これですとはっきりわかりますの

で、１ページの状況をつくっていきますと。それに対応して今説明された５ページの今後

の方向性といいますか、それが出てくると思うんです。こういう書き方のほうが非常にわ

かりやすいんじゃないかと思います。 

○事務局(小野)  次回以降はそのような形で少し検討させていただきたいと思います。 

○小濱委員長  要するに１ページの図のとおりなんですけれども、５ページに直した

ので、この直したところを反映してくださいということですよね。 

 個別目標のところに書いてある「事業による影響の代償措置」という表現も、少し見直

されてバージョンをあげられたらどうでしょうか。 

 何かコメントありますか。いいですか。 

 今のアセスですとか、１ページの体系のことにつきまして、委員の皆さんからご意見ご

ざいますでしょうか。 

○入江委員  埋立計画が変わりました。それによって島になったわけですよね。島に

なると入口の両方から、すなわち第２区域がないと島の両方から波が入ってくるというこ

とがありますね。今まではそうじゃなくて、第２区域の背後は水路だったわけです。水路

であるから、その入口での砂の侵入への対処の仕方はあるなと思っていたんです。第２区
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域がなくなり、これだけ広い海域が両方にありますと、ちょうど波がこの背後で合掌する

わけです。合掌すると何が起こるかというと、皆さんもご存じのとおり、離岸堤を置いた

らトンボロができるでしょう。そうやって背後に大きな自然の砂州ができます。そうする

と環境的にクビレミドロの保全どころではないですよね。場が変わる。ちょっとものの言

い方はまずかったですけれども、非常に大きな影響になり得るんじゃないのかと危惧して

おります。したがって、こういうことも１つの検討のチェックの１つに加えておいていた

だくといいと思います。 

 ほとんどの今までの航空写真が、１つの時期の航空写真によって、いろいろなことが見

直されていますが、これ位の大きな変化になってくると、やっぱりそのときの最新の航空

写真でもって見ていくことをしないと、何の問題もない海域を空から見ていくということ

になるんじゃないかという気もしまして、新しい変化に対しては新しい見方、そして大事

なことは決して忘れずに、という感じがします。以上でございます。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 専門の先生方いかがですか。 

○津嘉山委員  今のご指摘、先生がおっしゃったのは非常に大事なことでして、おっ

しゃるとおり、多分背後のほうではいろいろな海浜の条件が変わってくるだろうと思うん

です。私もそれは気にしております。 

 もう１つは砂州の問題があって、これも多分全体計画が１区域、２区域がある場合と、

今の１区域だけの場合は、特に運動公園側に対しては、かなり影響が出るんじゃないかと

いうふうに考えております。これは今のところは保全と創造という面で検討されるので、

特に生物環境という意味で今やっているかと思いますけれども、今お話のところを特に考

えていきますと、海浜の変化ということに対してはかなりⅡ区があるか・ないかによって

変わってくると思いますので、確かにその点は検討が必要だと思います。 

 先ほど申し上げたのは、クビレミドロに対しては、クビレミドロの場所が埋め立てで消

失するというのは消えたわけですけれども、新しい今の海浜の海象での影響の内容がちょ

っと変わってくるということは当然考えられるわけです。 

 今指摘されたことを踏まえまして、先ほど申し上げましたように、新しい状況に対して

アセスの面からはどういうことが必要になってくるかというのは、一応きちんと対応を検

討して、その上でどういう対応をしていくかというのをやっていくべきだと私も思います。 

○小濱委員長  仲宗根先生。 



 28 

○仲宗根委員  先ほど赤嶺委員と中根委員のほうから、比屋根湿地のマングローブの

話がありましたけれども、私もかかわった１人としまして、現在できあがっている比屋根

湿地ですけれども、確か検討委員会のときには、地下浸透するから潮の干満は当然起こる

ということで話は進めておられたのですが、確か北のほうは島尻層が入り込んでいるんじ

ゃないかと思うんですが、そうすると海水の浸透が起こらないだろうと。現在できあがっ

ているところも、北側のほうの水溜りがありますね。そこはほとんど干上がりませんので、

潮間帯部分がほとんど欠けているんです。先ほど潮流が減ったのではないかとお話があり

ましたが、そこも潮間帯部分の欠如というのが大きな要因だろうと思うのですが、やはり

マングローブ干潟というのは、ある程度潮の干満が起こらないと、マングローブそのもの

にも悪いし、実際そこにいろいろな分解種なんかもすむことができないので、潮の干満が

起こるように、あと少し県のほうへ予算をかけて、そこを改善していただきたいというこ

とを強く要望いたします。 

 先ほど入江先生のほうから、潮の流れのことがありましたけれども、たしか12月でした

か、この部分について事前説明会があったと思いますが、そのときに水路がかなり広くな

るのでいいことですから、しかし、前計画での海流の流れのシミュレーションと、第Ⅱ区

域が取り払われた場合はどうなるかということを確かお話ししたと思うんですが、この両

方から潮は入っていきますので、そのときの比屋根湿地側での波の高さ、それに、そこら

へんはよくわかりませんが、潮流にまで変動が起こるのかどうか、それによって比屋根湿

地への海水の出入りが今後どうなるかというのが非常に気になりますので、この干満差の

できるような工夫をもう少し県のほうでやっていただきたいということを強く要望したい

と思います。先ほど話しました健全な生態系が維持できるんだろうと思いますので、ひと

つよろしくお願いいたします。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 まずⅡ期工事がなくなったことで、この後ろ側の海流の流れといいますか、砂州ができ

るとか、海流の流れという話がありますが、これに関してはほかにございますか。 

○古川委員  国総研の古川です。この海域は広くなって海流が入りやすくなる面と入

りにくくなる面と、両方あるかと思うんです。潮汐としては同じだけの潮位差が生じます

ので、起流力は同じで、それが動く断面積が今度は広がるわけですから、下手すると流速

が遅くなるというようなこともあり得る。ですから、単純にこれが滞留するのか、それと

も海水交換が良くなるのかというのは慎重に見ていく必要があると思うんです。 
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 そこでご指摘したいと思っているのは、今までは再生の場所、この行動計画の①～⑩番

まで書いてあるものが幾つかのグループになりながらも個別に検討が海藻は海藻、海草は

海草、クビレミドロはクビレミドロということでできたんですが、今度、この５ページの

下の写真のほうで見ますと、②と⑨と⑤を見たら、お互いに境界を接しながら１つの空間

の中で場を分け合うようなことになりますので、おそらく個別の検討と同時に、お互い隣

り合っている、その再生、または保全の取り組みとの関係というのをしっかり見ていく必

要があると思います。ぜひ個別行動計画の中か、もう１つ上のレベルになるのかわからな

いですけど、このサイト全体に関して、流れも含めて俯瞰してみるというようなことをし

ていただきたいと思います。その目で見ると、気になるのがこの５ページの上の④のとこ

ろからです。その下あたりに、深掘りが埋めてしまうので、なくなるからあまり気にして

なかったんですが、今回残ることになりました。深掘り自体は工事によって新たにできる

ものではないんですけれども、これからこの干潟を利用しようと思ったときに真ん中に深

掘りがどんと残るということになりますので、環境監視のほうではデータをとったりして

貧酸素化していたり、また有機物が溜まっていたりというようなことも観察されています

ので、その残る負荷をどうするのかということも含めて、この全体の負荷も検討するとい

う必要性を感じております。 

○入江委員  私の申し上げるのが伝わってない感じがするんですけど、この第２区域

がなくなることで埋立面積が小さくなりますね。それによって、対岸との距離が結構遠く

なったわけですね。潮流と今おっしゃるけども、私が言っているのは波についてです。波

が入ってきて、回折するでしょう。そうすると、波は物の陰に向かって走っていくわけね。

それが両方の侵入口からやって来ます。そうするといつも砂は岸の方に両側から寄せられ

る、神様が寄せている格好になるわけですよ。だからそうなると、かなり大規模なトンボ

ロができる可能性がある。 

 そうすると、こんなに貴重な生態系がある海浜に、一方的に埋立てられるということに

なったらば、生態環境は破壊されます。だから私がお願いしたいのは、そういうことも含

めてもう少しチェックをお願いしたいと、これは大事なことだという気がします。以上で

す。 

○野呂委員  今、入江先生がご指摘になったようなことは、実はほかのところでも随

時起きるのではないかと思うんです。私は海草のほうの専門部会をさせていただいており

ますけれども、海草のほうでも実はこの保全・創造委員会のほうでは、海草のほうは移植
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を行って環境保全をするときの問題点を考えるというふうな目的をちょうだいして、それ

に沿ってずっとやってきたわけですけれども、確かに移植のことだけを考えれば、工事区

域が少なくなりましたので、対象となるところは地理的には少なくなっているわけですけ

れども、それに伴って、実は入江先生が今ご指摘のような効果というのは、ほかのところ

で出てまいります。 

 例えば、今回、今、お配りいただいた参考資料-4の裏のほうにモニタリングの流れの図

がございますけれども、モニタリングのほうは環境監視委員会と、それから環境監視委員

会で行った検討の結果を、実は我々のこの委員会の環境保全・創造委員会のほうに矢印で

もってフィードバックして、それで考えるということになっているわけですけれども、意

外とこのフィードバックがスムーズに行われていないかもしれない。というのは、今、古

川委員から、もうちょっと総合的にまとめて検討する必要があるとおっしゃったのは、ま

さにそのことじゃないかと私は思っています。 

 今回、このＡ３の大きいものの６ページに出てきた図というのは、これはまさに環境監

視委員会のほうで出したデータをおまとめになったものだと思いますけれども、改めてこ

の６ページを見ると非常に示唆に富むというか、いろいろ考えてしまうことがいっぱい出

てくるわけです。 

 例えば１つだけ申し上げると、Ａ３の６ページの左下に藻場の生育被度というところが

あります。これでいきますと、海草の藻場、それからホンダワラの藻場、これがどのぐら

いあるかというのがあるわけですけれども、我々は今まで考えなさいと言われていたのは、

移植域、移植の対象とする藻場がどうのこうのということに的を絞って考えていたわけで

すけれども、この図を見る限りでは、その周辺に、まさに入江先生が波及効果があるとい

うふうな根本的なところが変わるという視点でもって考えなければいけないというところ

を言ったのは、我々の海草のほうにもあるわけです。 

 つまり、ホンダワラが生えている、それが工事区域ではない、こういうところを考えよ

うにも今の枠組みの中だけでは考えられないんです。例えば参考資料-4の目的のところ、

第２条をご覧ください。この委員会の設置要綱ですけど、この委員会は、埋立てに伴う環

境保全措置、括弧して藻場の移植法うんぬんかんぬんについて検討を行いと書いてありま

すので、その周辺地域のことは実は対象外なわけです。そういうことも考えて、ちょっと

くどくなりましたけれども、工事区域が狭まったということを契機に、我々がモニタリン

グのあり方というのをもう１回、ちょっと原点に返ってどうすればいいのかというのを深
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化させる必要があるのではないか。 

 前にこうやって機能したんだから、もうこれでいくんだという、ただそれだけではなく

て、考え方をやはりもっと深化させるのも我々のあり方ではないかというふうに考えます。 

○岡田委員  多分、同じようなラインのことになると思うんですが、最初にちょっと

確認しておきたいんですが、５ページの③のクビレミドロの話ですけれども、工事着工前

に比べてクビレミドロの生育面積は増加傾向にあると、これは６ページの左上のグラフで

いいんですよね。聞きたいのは、クビレミドロの生育面積はなぜ増加したのか、理由はわ

かっていますか。 

 というのは、最初に入江先生がおっしゃったように、もう既に第Ⅰ期の枠ができていま

すよね。水の流れが変わり始めているとすると今、クビレミドロがあるような⑨のあたり

の砂質というか、干潟の粒径分布がひょっとしたら変わっているかもしれないと、これは

単なる想像です。 

 もしそうだとしたら、その粒径分布がどうなるかということをちゃんとモニタリングし

て、将来どうなるか、そうすると、今、期待している、今のクビレミドロがあるところが

将来増えるのか、減るのか、ある程度考えといて、もし問題がありそうだったら対策をと

るとか、こういうことが必要ではないかというふうに思うので、ちょっと今、わかってい

る範囲で教えていただければ、お願いします。 

○事務局(與儀)  クビレミドロの最近の面積の増加傾向については、環境監視委員に

なられている香村先生のいろいろなコメントもいただいているんですけれども、基本的に

は２つあって、ここ最近大きな台風が沖縄には来なかったと、それに伴って卵の拡散が抑

えられたんじゃないかということと、あと静穏になったという影響もあるんじゃないかと

いうコメントはいただいております。 

○岡田委員  この先の、例えば若干嫌みな言い方をする形で申し訳ないけども、４ペ

ージに底質の分布がありますよね。これは平成５年のものですよね。古いんですよね。こ

れも変わっているかもしれないので、もう少し新しいのがあれば、もしくは今までの流れ

からするとこのままで来たと思うので、最近、ここの状況が変わったので、この調査もも

う少しスコープに入れていただいたほうがいいのではないかというふうに思います。入江

先生は随分怖いことを先ほどおっしゃったから、もっとこれがドラスティックに変わるか

と言ったら、もっと慎重に調べなきゃいけないというふうに思います。以上です。 

○中根委員  事務局の方も、私のところに今回は継続して委員を引き受けてもらいた
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いというふうに私、国頭村の安田に来ていただいたので、安田の海岸のテトラポット撤去

後の砂の大きな動きというのを少し見ていただいたわけですけれども、全部予測できない

んですね。テトラポットを取って、少し突堤を真ん中に入れただけで砂の集まり具合がま

るっきり違ってきていると。厄介な部分が出てきたというのもまた新たにあるんですね。

ですから、今のように入江先生がおっしゃったこと、ものすごく大きな問題を引き起こす

んじゃないのかなということを、私は地元の安田に住んでいてそのような予感をちょっと

しております。あまり科学的ではないんですけれども、すみません。 

○小濱委員長  ありがとうございました。 

 この件はほかにございますか。どうぞ。 

○中村委員  これまで委員の先生が言われたことは大変もっともなことだなと思いま

す。入江先生は波を強調されて、古川さんは流れを言われたんですけれども、これは両方

とも大事で、片方だけということではない問題が今回、非常に明らかになってきたんじゃ

ないかと思います。 

 それで、５ページの計画案はどちらかというとモニタリングだけに焦点があてられてい

るような格好なのですが、もう少し解析的な要素もモニタリングと併せて事前にできるよ

うなツールを我々は持っているのではないかと思います。 

 例えば、クビレミドロを検討した委員会の中では、現在のクビレミドロの生息範囲とい

うものを波の条件である程度説明できるという成果が出ております。そうすると今回のⅠ

期工事だけの地形を置くと、どういう形で波あたりが変わっていくのかという情報もある

程度は推測できる。これはあくまでも推測なので、モニタリングと併せて調べていかなけ

ればいけないんだけれども、そういう予測のツールはこれまでも検討の中で、せっかく財

産としてあるわけですから、それを活かすような工夫をぜひしていただきたいというふう

に思います。 

 それと同じことなんですけれども、波、流れ、それが引き起こす底質の問題というのは、

これは古川さんが言われましたけれども、１つの要素だけではなくて、これは複合的に関

連をしていて、クビレミドロの生息範囲だけではなくて、トカゲハゼの生息域の少し泥っ

ぽいところの地形がどうなるかという問題にもかかわる問題ですので、すべてに共通した

土台のようなものですから、そこをまず押さえないと具合が悪いんだろうというふうに思

います。これは野呂先生のご意見と全く同感であります。 

 特に⑤番に書いてあるトカゲハゼの生息地というのは、こういった波の流れ、それと⑪
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番の比屋根湿地からの土砂の流出の供給とも非常に密接に関連をしていて、⑪番では昔の

地形から随分変えてしまいましたので、土砂の供給の様子が随分変わってきているんだろ

うと。それがプラスのほうにいくのか、マイナスのほうにいくのかというのも気をつけな

がら、両方関連しながら見ていかなければいけないということは非常に強いんだろうとい

うふうに思います。 

 ちょっといろいろ言いましたけれども、先生方のご意見をまとめていくと、単にモニタ

リングしますということだけではなくて、基盤となる波、流れ、あるいは粒子の動きとい

うものをあらかじめ予測しながら、モニタリング計画を立てて、それが相互の連関の中で

どう変わっていくかという、ある程度の予測をつけながら調査をしていく必要があるんじ

ゃないかということを申し上げたかったわけです。以上です。 

○小濱委員長  ほかにございますか。はい、清野先生。 

○清野委員  泡瀬の事業の中で砂州と砂浜の問題というのは、地元のもともと残して

ほしいということもありまして、重要な検討課題だと思います。 

 このたび委員の皆様から砂の動きの話が出てまいりました。それと関係して新しく変更

した案においても、このままおそらくつくるときに地元が残してほしいとか、あるいは変

形させないでほしいとおっしゃっていた砂州があったと思うんですけれども、沖のここの

部分がどういうふうに影響を受けるかというのを改めて、新たな知見のもとに検討してい

ただくといいのかなと思います。今まではあまり動かないということの結果だったと思い

ますけれども、実際に工事が始まって一部つくり始めてからの観測結果なども併せて、非

常に微妙な関係でございますので、それを検討していただいて、今の外郭施設の形と、そ

れから今後新たに決まっていた案との違いというのを見ていただけたらと思います。 

 もう1つ、埋立面積を縮小して検討していただいているんだと思うんですけれども、沖

縄市さんのほうでつくられた計画の参考資料１の４ページのスポーツコンベンション拠点

ということで、土地利用の図面が載っております。これを見ますと、今の外郭施設よりも

外側で、今後埋め立てる計画のところに、土地利用上、栽培漁業センターが立地する予定

となっております。ご存じの向きも多いかと思いますが、栽培漁業は国策としてやってま

いりまして、こういう臨海地区に陸上施設をつくって、そういう種苗をつくって放流する

ということが行われてきましたが、国の海の環境や水産に関する政策の転換で、現在、栽

培漁業のあり方というのが大きく変わっております。今後おそらくこの手の施設というの

が、水産行政の中でほとんど必要としなくなりますし、既存の施設の維持管理だけでも、
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県はおそらくいっぱいだろうと思います。それから、漁協側は負担をできない状態になっ

てきます。そうするとこの施設の立地自体も今後見直す可能性が出てきますので、いろい

ろ変更して現在の形があるかと思いますが、私自身は今の外郭施設の外に予定している栽

培漁業センターとマリーナに関しては、今後のいろいろな社会情勢を鑑みて、再度の変更

の余地というのを残しておいたほうが安全だと思います。つまり、先に外郭施設を拡大し

て、内側を十分整備しないうちに、次々に社会情勢が悪くなるというときに、何もかもア

ブハチ取らずになる可能性というのがありますので、そこは市のほうと、それから県、あ

るいは関連する行政ともよくよく相談していただけたらと思います。 

 むしろ水産振興とか、こういう海洋レジャーに関しては、埋立を予定していた海面を、

海面のまま海上公園のような形で区域指定して利活用するとか、新たなあり方というのも

おそらくあると思いますので、今回、勇気ある決断で埋申の変更というのをされたと思い

ますので、ぜひそこの指定は守っていただきたいと思います。 

 もう１点は事務局に質問なんですが、先ほど人工島の排水というのは、新港地区に送っ

て処理するという話がございました。そうするとパイプラインの布設というか、排水施設

はまた工事をすることになると思うんですが、その位置とか形状とかによっては、おそら

く干潟面のすごくマイクロな環境を検討しているわけですから、それによってパイプラン

とかになるんですけれども、私もわからないのですが、そのあたりの工事の計画というの

も教えていただくほうがいいのかなと思います。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 事務局への質問どうですか。どうぞ。 

○事務局(島田)  清野先生からいろいろご指摘がございました。土地利用計画につき

ましては、社会情勢も含めてしっかり取り組んでいきたいと思いますけれども、ただ、現

状では地元からの要望もあるということを、ひとつご理解願いたいと思います。 

 それから、下水道処理については、先ほど野呂先生からもいろいろご指摘がございまし

たが、野呂先生からもお話があったところなんですけれども、処理施設につきましては、

とりあえず橋梁に添架することを考えておりまして、干潟の上に被せるということではな

いので、その辺もご理解をお願いしたいと思います。 

 ただ、先ほど処理施設の問題とか、ごみ施設の問題もございましたけれども、それらに

つきましては流域下水道のほうにつなぎます。 

 それから、つなげる方法についても、地区内の勾配にいろいろ関係しますので、これは
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また来年度詳細な計画をつくっていきたいというふうに考えております。 

 先ほどちょっと申し上げられませんでしたけれども、野呂委員からご指摘のありました

防災上の問題も含めて、これらの地区内の避難経路、避難場所、それから日ごろの避難訓

練等もしっかりさせていただきたいというふうに考えていますし、それから橋梁の話はさ

っき県のほうからもありました。 

 それから、マリーナのほうについても、その点はしっかり調査をさせていただきたいと

思いますし、ただ、スポーツコンベンションという、先ほど言った資料1だけで、説明し

て、だいぶ舌足らずの面もございましたけれども、いろいろとご意見もあると思いますの

で、そのへんはご指導いただきながら、ご提案をいただければ我々もしっかり検討してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○津嘉山委員  先ほど来いろいろご意見出ておりまして、これまでのⅠ期とⅡ期のほ

うの計画に対応して、どういう海象の変化があるかということについては、例えば人工島

整備の委員会とか、そういうところでもやられてきていまして、Ⅰ期工区の干潟の存在時

の、例えば波とか流れ等について確かシミュレーションをやっていたんじゃないかと思う

んですよね。これまで行われてきたいろいろな対応策については、いろいろ積み上げがあ

るわけですから、もし、そういうのがあるということであれば、今ご指摘の点を踏まえて

どういうことが考えられるのかを整理をして、これから対応していく方向を決めていく必

要があるのではないかというふうに思います。以上です。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 

 ちょっと入江先生にお伺いしたいんですけれども、流れとかによっては新しい防波堤を

つくったりするような可能性も含めて検討したほうがいいんでしょうか。 

○入江委員  今の問題に対してですか。例えばそのときにですか。 

○小濱委員長  ええ。 

○入江委員  本当に悪影響が出てくるのであれば、そういうことも必要になってくる

でしょう。だから何が起こるかということを、まず解析的にもしっかり押さえなければい

けないと思いますけどね。 

 あまり本気にしなかったんです、私も。第Ⅱ期工事で押さえられるというのは。社会情

勢がこういう選択をしてしまったわけですから。そうすると何を考えればいいか。もう１

つ振り返って考えなければいけないところがあるんじゃないでしょうか。 

○小濱委員長  ありがとうございます。 
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 ほかの話題も含めてですけれども、委員の皆さんいかがでしょうか。ご意見、ご質問ご

ざいますか。 

 菅沼さん、何か一言言ってください。 

○菅沼委員  どうも初めまして、社団法人沖縄青年会議所の菅沼と申します。 

 私も今回、検討委員会に初めて参加させていただいて、いろいろ皆さんのご意見を聞か

せていただいての感想なんですけれども、昨年３・11東日本大震災が発生いたしまして、

私どもも岩手の陸前高田のほうにボランティアに行ってきたのですが、震災の後ボランテ

ィア活動で思ったことなんですけれども、やはり津波という部分を考えると、やっぱり怖

いなというのを一言で言い表すことはできないんですけれども、ただ、現状、700ｍ離れ

ていて、ないとは思うんですけれども、万が一沖縄にあのような大震災が起こったときに、

ここに来られた観光客だったり、地元の方たちが、災害の部分なんですけれども、どのよ

うな形で避難ができるのかというのも、やはり皆さんでもっと真剣に考えるべきなのかな

というふうに感じました。以上です。 

○小濱委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかに委員の皆さんからご発言ございますか。 

○赤嶺委員  私が考えているのは、埋め立ては来月で終わります。その後、何年かか

るかわかりません。上物が建つんですけれども、そのときにやはり今の段階で総合事務局、

沖縄県、沖縄市は自然災害をどういうふうに考えているのかなというふうに思います。 

 正直な話をしますと、野鳥を見るという立場だけで考えれば、埋め立て段階で、それも

あったほうがいいんです。乱暴ですけれども。しかし、この事業は沖縄市の東部の方々、

あるいは市民の方々が要望して何年もやって実現したものですから、状況はいろいろ変わ

りましたので、この段階で事業実施する方々が自然災害をどう考えるかと一言聞きたいと

思って、ぜひ議事録にとってほしいと思って、ヤマトの会議では何か議事録はとらないそ

うですが、こっちは当初からいっぱいとって、しかも発言の内容は後で報告していただい

て、あの表現でいいのかと、フィードバックしてもらうほどの念の入れようなので、この

件については、私はぜひ記録に残したいと思って、先に沖縄県、３カ所の、これはよく間

違えないで答弁してくれとひと月ぐらい前にお願いしてありますので、ぜひお聞きしてお

きたいと思っています。ありがとうございました。 

○小濱委員長  では沖縄県、今の件を、自然災害に対してどのようなお考えがあるか

ということを。 
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○事務局(池田)  沖縄県でございます。 

 先ほど来、沖縄市さんからも話をさせていただいておりますけれども、まず具体的な対

策については、地域防災計画の見直しという中で行っていくことになろうかと思います。

まず基本的な前提といいますか、ハード的な側面で申し上げますと、まず通常想定される、

今までの想定津波に関しましては、地盤高が現在想定している泡瀬の地盤高はそれを上回

っているということが１つあります。 

 それと加えて、昨年の東北の震災の際に起こったような1000年、あるいはそれ以上の確

率で発生する過去最大級と言われるような津波が発生した場合にどうするのかというあた

りにつきましては、現在、中央防災会議等でも議論されているところだとは思うんですが、

第一義的には津波の警報が出た際に、早急にできるだけ高いところに避難をするというこ

とが大前提だと考えております。 

 ですので、この埋立地に展開されるであろう施設のできるだけ高いところに逃げていた

だくということが基本になるのではないかと考えておりますが、そういった具体的なアプ

ローチ、プロセスにつきましては、次期防災計画の中で検討されるべきことではないのか

なというふうに考えているところでございます。 

○赤嶺委員  1000年に一度というふうに言われていますが、実は1960年５月に、チリ

津波が起きたときに、ハワイでは64名の方が亡くなりました。沖縄も、沖縄気象台の記録

なんですが、3m94cmの津波があって、３名がいなくなって２名が死亡し、屋我地島の橋は

崩壊したんですね。それを考えると、今おっしゃったようなことではちょっと心配でしよ

うがないなという気がいたします。以上です。 

○事務局(小野)  いろいろ防災の話ですとか、それから下水処理の話、いろいろご意

見ありがとうございます。今回、この委員会の趣旨、基本的には環境保全措置についての

場としたいと思っておりまして、いろんなところに関係するものですから、そしてご意見

をいただいたりということはあり得ますし、また県・市も含めまして臨席していますので

お答えさせていただきたいと思いますけれども、それがおかしいとかという議論とかはま

た別途の場というようなことで進めさせていただければなというふうに思っておりますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

○小濱委員長  それでは、締めたいと思います。 

 きょう皆さんからいろいろご発言をいただきました。比屋根湿地の話につきましては先

にご意見が出ましたので特に取り上げなかったんですけども、今、総合事務局のほうから
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説明がありましたように、この委員会で扱えるものと扱えないものとがございます。扱え

ないものにつきましては、行政のほうとしましてそれぞれ関連する委員会ですとかセクシ

ョンのほうにまた伝達をしていただきたいと思っています。 

 きょう出されました意見等の中では比屋根湿地に関する、いろいろ利用上の問題ですと

か環境の問題がありましたね。それから、埋立面積が少なくなったことはいいことかもし

れませんけれども、それによって変わってくる環境というのはどういうものがあるのかと

いう話も出ています。 

 それから、野呂先生からご発言があった件は、そもそもという話で、ああなるほどと思

ったんですが、設置要綱、これは変えたほうがいいかもしれませんね。この括弧書きのと

ころが随分くどいし、これは資料-1の１ページのところのものを反映しているんでしょう

けども、やはりきょうの議論を考えますと１ページの１のところは、５ページのものとあ

わせてバージョンを上げたほうがいいというご発言は、津嘉山先生をはじめ、何人かの委

員の先生からもご指摘をいただいていますので、この設置要綱の第２条のところは少し手

を加えたほうがいいのかなということも感じたし、それから、この委員会で扱えるものと

扱えないものについてはここに書かれているので、きょうはざっくばらんに意見を伺った

ところではございますが、そこもちょっと交通整理が必要かなという感じがいたしました。 

 あと、アセスの手順の話も出ましたけれども、ちょっと私のほうで気がついたところは、

先ほど沖縄市から説明なり、清野先生からもご質問が出た件ですけれども、それに対して

島田局長のほうから、これは１つの案ですということがありましたが、これは沖縄市で検

討されていくと思うんですけど、この委員会からの要望事項だとか、あるいは留意事項な

どは市のほうでも反映していただきたいと思っていまして、そのうちの１つに、もともと

地下につくりこまなきゃいけない施設がもしあれば、今のうちに埋め立てをしていく今の

段階で仕込まないといけないと思うんです。下水処理の話が出たので、パイプラインで流

域につなぐという話ですからいいんですけど、もしこの島の中で処理するんだったら今か

らつくりこまなきゃだめです。 

 それから、その津波の話で地下シェルターをつくるんだったら、これも今からつくらな

きゃいけないから、そんな埋立てが進むときにあらかじめやっていかなきゃいけないもの

があれば、この委員会に投げて、先生方の知見を集めてご指摘してもらったらどうかなと

いう気もいたしました。 

 ここは何か沖縄市で話すときには、世界で一番環境にやさしい埋立地にしようなんてい
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う意見も出ましたよね。そんなことを考えながらきょうのご発言を聞いていたら、やっぱ

り動植物、それから環境風土というんですか、やさしいというコンセプトは皆さんお持ち

のようでした。ですので、沖縄市としてはそれらを受けてこれからどのようにされるか、

先生方も楽しみにしていると思いますけど、ぜひ環境にやさしいというコンセプトは崩さ

ないでほしいなということは感じた次第です。 

 さてさて、皆さん、今後の検討方向につきましては、大枠のものについては駄目という

ご意見はなく、こういうのをプラスしたらどうだというご意見が多かったというふうに理

解しております。 

 一応、この委員会としましては、きょう出されました資料-1の今後の方向性につきまし

ては承認いただいたというふうに理解させていただきたいと思います。 

 きょう出されました意見につきまして、少しこれに手を加えたり修正したりしないとい

けないんですが、これは委員長の私のほうにお任せいただければと思います。 

 それでは、私のほうで事務局と調整しながら、これのバージョンを上げて、また次の機

会に皆さんにお諮りしたいと思いますけれども、これでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、私の役目は終わりまして、審議事項は以上で終わりにしたいと思います。 

 あと、事務局のほうでお願いいたします。 

４．閉 会 

○事務局(小田)  委員長、どうもありがとうございました。委員の皆様におかれまし

ても、ご多忙の中、ご出席をいただき、貴重なご意見をどうもありがとうございました。 

 これからは、本日のご意見を踏まえまして、来年度の検討に反映させていくべく、頑張

ってまいりたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、本日の委員会を終了させていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 この後、出ていただきまして、左手に向かったところに研修室という部屋がございます

が、その研修室におきまして記者会見を予定しております。ご出席される方はそちらに移

動をお願いいたします。なお、記者会見の会場には、記者の方並びに事務局関係以外の方

の立ち入りはお断りしておりますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。 

 また、委員の方々は、本日午後に現地視察を行っていただくという予定になってござい

ます。現地視察の説明につきましては、別室で昼食を用意してございますので、昼食を召
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しあがっていただきながら説明をさせていただきたいと思っています。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 


