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平成１４年中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会 

第１回陸域・海域環境整備合同ＷＧ 

                      日時  平成14年７月12日(金) 

                      場所  沖縄県青年会館 ２階 

                          （午前９時02分 開会） 

○事務局（中浜）  皆さん、おはようございます。時間になりましたので、ただ

いまから中城湾港泡瀬地区環境監視検討委員会、14年度の第１回陸域・海域環境整

備合同ワーキンググループを開催いたします。 

 当ワーキンググループは、泡瀬地区の人工島及び残された周辺地域の環境保全修

復創造のあり方について検討するものでございます。 

 まず、現状がどういう機能を持っているかということでございまして、両ワーキ

ンググループの共通の課題ということでございますから、合同で開催するものでご

ざいます。 

 なお、このワーキンググループ、今回より公開の場で行うということですので、

委員の先生方、あるいは事務局、それから傍聴の皆様もよろしくお願いしたいと思

います。 

 きょうの委員の先生方の出席でございますけれども、琉球大学の仲田先生はご欠

席でございます。それから、山田委員は少し遅れておられますけれども、ご出席の

予定でございます。それから、前回のメンバーから変更がございます。沖縄総合事

務局開発建設部港湾空港建設課長 栗田委員が今回から新しく委員ということにな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員会の議事に先立ちまして、資料の確認をさせていただきたいと思

います。 

 まず、議事次第のＡ４のものが１枚紙でございます。それから座席表、それから

名簿がございます。それから、本日のワーキンググループの資料といたしまして、

資料－１、前回ワーキング・委員会の指摘事項とその対応というＡ４のものがござ

います。それから、資料－２(1)、泡瀬地区の機能と保全対策というものがござい

ます。それから、資料－２(2)、それの付属資料というものがございます。参考資
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料ということで、Ａ４の横長のものがございます。 

 以上が配布資料でございますけれども、委員の先生方、不足する資料がございま

したら、事務局のほうにお願いしたいと思います。 

 それでは、議事に入りたいと思いますので、以降は主査の岡田先生にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○岡田主査  海域環境整備の方の主査を務めさせていただいております岡田で

ございます。 

 本ワーキンググループは合同ということになっておりますので、本来ですとお隣

の池原先生と共同でということになっておりますが、議題の内容で、海域のほうが

若干多いということで、本日も私のほうから司会を務めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは最初に、前回ワーキンググループ・委員会の指摘事項とその対応という

ことで、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、資料－１のほうの前回のワーキング及び委員会で

の指摘事項とその対応ということで、資料を説明させていただきます。 

 お開けいただきまして１ページ目でございます。 

 まず、前回の合同ワーキングのほうでご指摘いただきました６点ほどの内容につ

いて、ご説明させていただきます。 

 まず、面積を用いました機能評価にあたりましては、対象とする範囲の設定根拠

を明確にすべきであるというご指摘を受けました。今回、この資料の２ページのほ

うにございますが、ここにあります図を今回の対象エリアというふうに考えており

ます。これは下のほうに海域面積954haというふうに記述してございますが、干潟

域につきましては、C.D.L.＋0.2ｍから＋2.2ｍ。それから浅海域につきましては、

C.D.L.－４ｍ～－５ｍ間から＋0.2ｍというエリアを設定しております。面積的に

は、干潟域につきましては約266ha。浅海域につきましては約688haという合計合わ

せまして954haという値になります。 

 なお、後ほどご説明させていただきます本編資料におきまして、鳥類の生息場、

あるいは採餌地の評価のときには、比屋根湿地部のエリアを加えて評価をさせてい
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ただいております。なお、このエリアにつきましては、アセス時の評価を行いまし

たものとほぼ同等な範囲ということになっております。 

 続きまして、２番目でございます。埋立後の生態系がどのようになるかというこ

とで、ここでは良いシナリオ、悪いシナリオという言葉を使わせていただいており

ますが、条件の変化というものについて両方考えていく必要があるというご指摘を

いただきました。 

 今回、埋立後の変化というもの、さらにはその保全対策というものについては、

本編資料のほう、付属資料と併せてですが、具体的な根拠に基づきまして、幅をも

たせた評価に努めております。この件につきましては、後ほど本編のほうで説明さ

せていただきます。 

 それから、３番目といたしまして、新港地区の人工島背後におきます流速なり底

質の変化というものを把握していく必要があるだろうと。底質の変化というものを、

この泡瀬のほうの人工島背後部に対する参考となるんではないかという、これまで

の指摘について整理させていただきました。内容的には本編資料で後ほど説明させ

ていただきます。資料的には付属資料の２(2)の65ページのほうに書いてございま

す。ただ、流速については、現在まだ観測調査を行っておりません。今年の夏に調

査を行う予定になっております。 

 それから、４番目でございますが、鳥類の餌の量を残された干潟で十分足りるか

どうかということを検討してほしいというご意見がありました。今回、これまた本

編のほうに載せてございますが、鳥類の採餌量及び餌の生物現存量というものを検

討しております。これも後ほど本編のほうで説明させていただきます。 

 それから、５番目でございます。埋め立てによって干潟がどう変わるか、市民の

方にも分かるような形で検討してほしいということでございます。これまた前回こ

の件につきましては、委員会のほうでもご指摘を、同じような内容でいただいてお

りまして、委員会の場で、口頭ではありましたが、住民の方の意見を聞いて、その

内容を踏まえて、将来の計画を行っていきたいというふうに申し上げました。現在、

地元自治会を通じまして、住民の意見を聴取して、今後進めていく考えでおります。 

 ６番目でございます。場の面積に基づいた機能評価を行うときに、場と機能の結
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びつきを明確に整理する必要があるというご指摘をいただきました。今回、各機能

ごとに場の特性というものを整理して検討を行っております。この内容につきまし

ても、後ほど本編のほうで説明させていただきます。 

 それから、第４回の委員会、前回の委員会におけますご指摘事項でございます。 

 １番目に、新港地区の事例について、引き続き議論をしていきたいという点。新

港地区につきましては、最近の調査結果を整理いたしまして、今回の資料に提示さ

せていただいております。この件につきましても、後ほど説明させていただきます。 

 それから、２番目に、総合運動公園付近の砂の堆積と地形の変化について検討し

てほしいという点。今回、付属資料のほうの59ページから87ページのほうに提示し

てございますが、航空写真に基づきまして、昭和20年以降の泡瀬地区の地形変化を

整理しております。結果的にはその資料を見ていただければ分かりますが、地形の

変遷といたしましては、これまで大きく変化していないという結果になっておりま

す。 

 それから、３番目でございます。ビオトープや環境保全の意味から、植物につい

ても検討してほしいということで、今回、海岸植生の中で代表的な種類、ヒルギ類、

いわゆるマングローブ類ですが、ヒルギ類についての生息機能について、今回検討

を行っております。また、今後の保全対策の検討にあたりましても、現存の植生の

保全や新たな植栽というものを検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、４番目でございます。残された干潟の汚染を防ぐ対策を検討してほし

い。また人工島の遮蔽効果による性状変化の可能性についても検討してほしいとい

うご意見をいただきました。 

 今回、汚染対策、汚染防止という位置づけでは、排水の対策を検討していきたい

というふうに考えております。特に、干潟域の汚染ということになりますと、背後

域からの流下物、いわゆる負荷量という問題が大きくなってくると思っております

ので、このへんにつきましては昨年度の委員会から事務局側で提示していますよう

に、下水道整備というものが最重要というふうに考えております。また、人工島背

後の底質の変化につきましては、今回、資料－２のほうでまとめておりますので、

このへんについては後ほど説明させていただきます。 
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 それから、５番目ですが、将来の泡瀬海域のあり方について、住民の意見を大切

にということで、これも先ほどワーキングほうのお話と全く同じでございまして、

住民の方の意見を聞いて、今後進めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○岡田主査  はい、どうもありがとうございました。 

 前回いただいたご意見と、その対応ということで、要旨だけまとめられておりま

すが、特に主な意見をおっしゃっていただいた委員の方々から、今の時点で何か特

段のコメントございますでしょうか。詳しい内容はもちろん後からお話があるかと

思いますので。 

 よろしいですか。 

 よろしければ、実質的な内容の議論に進めさせていただきたいと思います。 

 それから、きょうは初めて公開で議論を進めさせていただくことになっておりま

す。委員会でございますので、主要な審議中は、もちろんオブザーバーでいらっし

ゃる方々のご意見は、その都度いただくわけにはまいりませんが、終わる前に時間

をとって、ご意見を賜りたいと思います。ですから、前回の対応のところにいくつ

かございますように、住民の方々、関係者の方々のご意見を伺いながら進めるとい

うことで、自治会を通じてのご意見をいただくということもありますが、この場で

もご意見いただいたほうが、決定は早くかつ無駄がないというふうに考えておりま

すので、最後、できたら30分ぐらいの時間はとりたいと思いますので、ご意見等が

ございましたら、そのときに承りたいと思いますので、ご意見をお寄せいただけれ

ばありがたいと思います。 

 それでは、次に進めましょう。 

 ということで、次は泡瀬地区の機能と保全対策案ということで、最初の機能の現

状からお願いいたします。 

 資料－２(1)と２(2)、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（溝口）  それでは、資料－２のほうを説明させていただきます。 

 （1）、（2）という薄い資料と付属資料という厚い資料がございます。これは実は、結果

についてまとめたものが本編資料－２（1）の薄い資料のほうでございまして、それらの細
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かい検討結果、並びにその評価となっている結果の根拠というものが付属資料のほうに記

述してございます。 

 まず、泡瀬地区の機能の現状ということで、生物生息・生産機能並びに親水機能、水質

の浄化機能というような大きく分けて三つの機能をそれぞれ生物生息・生物の指標を用い

まして、その干潟域、浅海域の機能というものがどうであるかというものをまとめてきて

おります。 

 今回、機能が主に依存する場というのが生物相並びに底質なり、水深という条件下で成

り立っているということが前提としての評価ということになるかと思います。 

 本編のほうでまず２ページ、３ページのほうに結果としてまとめてございます。 

 それぞれの内容につきましては、付属資料の２ページ以降から記述してございますが、

併せて見ていただければと思います。 

 まず、生物生息・生産機能のうち、干潟浅海域での底生生物の生息ということで、２ペ

ージ一番上のほうに整理してございます。 

 付属資料で見ますと、２ページのほうになります。 

 これは前回のワーキング及び委員会でご提示させていただきました。いわゆる干潟域の

底生生物につきましては、底質の性状、並びに水深、いわゆる地盤高の区分として依存性

が高いという整理をさせていただきました。Ａ群からＤ群までの４種類の生息です。 そ

れぞれイワガニからイワフジツボ、それからバカガイ、オウギガニ科という４種類の生息

につきまして、付属資料の２ページのほうにあります図のエリアで分布がみられるという

ことで、これらのエリアを面積で換算いたしますと、本編の右側のほうにあります面積 ha

という表示で確認できるということでございます。 

 それから、魚類につきましては、稚魚の生育場、それから生魚の生息ということで、付

属資料でいきますと３ページ、並びに４ページという形で整理しております。 

 稚魚につきましては、今回、海草藻場、干潟域というものの依存性が高いということで

そのエリアを面積としてとっております。 

 それから、生魚につきましては、海草藻場、さらにはガラモ場、サンゴ礁というエリア

を表示しております。 

 それから、鳥類でございますが、付属資料でいきますと５ページのほうになりますけど、

潮の干満に合わせまして、泡瀬地区での出現ということ、それから先ほど申しましたよう

に比屋根湿地区での採餌場なり休息場ということで、その部分を面積的にとっております。 

 それから、海岸生物といたしまして、オカヤドカリを指標といたしまして、海岸線延長
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というものを出しております。これはオカヤドカリにつきましては、陸域から海域への連

続性というものを考慮していく必要があるんですが、今回、その生息エリアとしての海岸

線延長ということで評価させていただいております。 

 それから、海浜・湿生の植物ということで、マングローブ、いわゆるヒルギ類の生育と

いうことで、評価を行ったものが本編の３ページの表の一番上です。 

 それから、希少種、絶滅危惧種といわれていますトカゲハゼ、クビレミドロというもの

についての生息域、生育域という形をそれぞれとったものが付属資料の８ページ並びに９

ページにあります。 

 それから、その他の希少性の種ということで、付属資料のほうにあります 10ページから

20 ページの範囲で、これは私どもの調査の中でこの種が確認されたポイントというものを

丸印、黒塗りになっておりますが、●の部分で確認したということです。 

 それから、斜線部の部分につきましては、確認されたポイントから推定したエリア、い

わゆる同種の環境条件があるエリアということで斜線の表示になっております。 

 それから親水機能でございますが、水辺景観の眺望ということで、付属資料の 21ページ

のほうに記載されております。海岸線延長、水辺に立って景観が望めるというような海岸

線延長という表現になっております。 

 それから、水辺へのアクセスにつきましては、付属資料の 22ページ、同様、階段護岸な

ど、海岸に降りられるというような箇所の延長距離を出しております。 

 それから、潮干狩り等につきましては、付属資料の 23 ページになりますが、Ｃ．Ｄ．Ｌ

の±0.0ｍ～＋2.2ｍというエリア、浅海干潟エリアというところでの面積表示になってお

ります。 

 それから、釣りに関しましては付属資料 24 ページでございます。 

 釣りに関しましては、干満潮の状況を見て可能な状況、不可能な状況というのがあるん

ですが、ここではＣ．Ｄ．Ｌの±0.0ｍ～＋2.2ｍの高さエリアの海岸延長、さらにはこの

面積という形での表記をさせていただいております。 

 それから、干潟生物観察ということで、学習機能の場というエリアとしての評価したも

のが、付属資料の 25 ページでございます。 

 場の分布といたしましては、Ｃ．Ｄ．Ｌ±0.0ｍ～＋2.2ｍの面積エリアということにな

っております。 

 それから、水質浄化機能といたしまして、脱窒作用ということでの評価を行いました。

付属資料の 25ページでございます。干潟エリアをこの対象といたしておりまして、参考と
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いたしまして、その隣の 27 ページのほうに脱窒のメカニズムということでまとめさせてい

ただいております。 

 一応、そのような場の特性を踏まえた形での区分分けを行ったものが、本編中の２ペー

ジ、３ページにあります右側のほうの面積エリアということで、これが現状ということに

なります。 

 次に、それを踏まえまして、埋め立てした後にその機能がどのように変わってしまうの

か、変わっていくのかということを検討したのが本編中の４ページ以降の折り込みになっ

ています。５ページから７ページの表のところが結果としてまとめた部分でございます。 

 これにつきましては、簡単に表の見方だけ最初にご説明いたしますと、それぞれの機能

というものが先ほどの現況と同じように左側のほうにございまして、その対象となります

指標となっています生物相、それから場の区分という、いわゆる水深並びに底質の条件下

から見た区分。それからその現状という面積、これは先ほどの表記いたしました面積並び

に海岸線延長という評価です。 

 それから、埋立後というのがあります。これは今、ここに数字であがっていますのは、

埋め立てによって直接変化してしまう、いわゆる埋め立てでその場が消失してしまうとい

う面積を差し引いたものでございます。 

 それに対しての残存率という形でパーセンテージで表示させていただいております。 

 それぞれ変化の評価というもの、白丸○のものと、黒塗り●というものがあります。こ

れはそれぞれの先ほどの評価をいたしました機能の場に対して、○のものが直接、埋め立

てによって影響を受けるという部分での評価。それから●につきましては、その他埋め立

てによって間接的に影響を受けてしまうだろうというような評価のコメントを載せてござ

います。 

 それぞれに対して機能をどのように保全していこうかという方針、並びに考えというも

のが右側のほうに記してございます。 

 この結果については、個々の付属資料のほうで、ちょっと先にどのような機能の変化と

いうものがあり得るのかというものをまとめてありますので、その部分について付属資料

を見ながらご説明させていただきます。 

 まず、埋立部の背後域、これは先ほどのご指摘事項の部分でもいろいろ底質なり、水質

なりというものでご指摘をいただいている部分でございますが、43ページ以降、まず、水

質という観点から埋め立てによりまして間接的に影響するという部分についての整理をさ

せていただきました。 
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 図的に見ますとまず 44ページから 47 ページ、これにつきましては流況のシミュレーシ

ョンを行いまして、人工島背後におけます上げ潮時、並びに下げ潮時の流速の変化をみて

おります。 

 この結果でいきますと、現況時プラスになっている部分が流速が速くなっておりまして、

それからマイナスの部分が遅くなっている部分という表記です。数値的には最大で現況時

でも速い部分で約 20cm/s 程度速くなるというようなシミュレーションの結果を得ており

ます。 

 それから、次に 48から 50ページにつきまして、海水交換量について検討を行ったもの

です。これは先ほど流況のシミュレーションから、一潮汐間で受けます海水交換量を冬季、

並びに夏季という形でまとめたものでございまして、50ページにありますように、約６割、

60％の海水交換率というふうな計算上の結果を得ております。 

 それから、51ページから54ページの分ですが、これはCOD、水質の変化についての検

討を行ったものです。これでいきますと、人工島背後域の水路部のところですが、CODに

つきましては、現況より0.3mg/l程度低くなるというような結果を得ておりまして、文言で

は43ページのほうに記述してございますが、現況図よりも低くなり約1.4mg/l程度のCOD値

になっているということです。 

 これは一つは、なぜかといいますと、将来につきましては、アセス時の評価で、

いわゆる下水道処理の整備がされるということを前提として計算を行っておりま

すので、いわゆる背後域からの負荷量が減少した条件で行っているということでの

結果が含まれているということでございます。 

 それから、55ページのほうでは、事例ということで、先ほどのご指摘にありまし

た新港地区のほうのCOD等の水質の変化を見たものでございます。COD、SS、pH、DO

というようなものを埋立前、左側のものでございますが、に対し平成11年度に調査

したもので見ますと、水質的には大きな変化はないというような結果が出ておりま

す。 

 それから、56ページのほうは、参考事例といたしまして、博多のアイランドシテ

ィの状況を整備したものです。これはちょっと図が見にくくて申しわけございませ

んが、各ポイントにおきまして、横のほうに時系列、いわゆる年度変化、縦軸がCOD

の値になっています。ちょうど、湾奥部の水路部ということになりますと、Ｍ－７
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なりＭ－６というポイントが似たような条件ということになるかと思いますが、こ

れ見ましても、ほぼ横ばい、Ｍ－７につきましては、多少低くなっているという結

果があります。このＭ－７のポイントにつきましては、背後域の下水道整備もされ

ているということを聞いておりますので、そのような効果、先ほどの予測と同じよ

うに減少しているという傾向というのが、ここの博多アイランドシティの事例から

確認できている状況でございます。 

 以上が、水質関連の検討したものでございまして、その後、57ページから67ペー

ジにつきましては、底質の維持ということで検討したものでございます。 

 まず、底質につきましては58ページから、いわゆる波による底面摩擦速度、さら

には流れによる底面摩擦速度というものをそれぞれ検討いたしまして、それぞれの

底質の成分、61ページのほうに結果としてございますが、上のほうの表でございま

す。粒径0.075mm、いわゆるシルトから細砂の成分の代表数値、それぞれ粗砂から

中礫までの各底質粒径に対しての限界摩擦速度というものを出しています。それか

ら、評価地点における底面摩擦速度というものを流れの場合、波浪の場合というこ

とで、それぞれ検討を行っております。 

 これでいきますと、まず、流れについての底面摩擦速度というのは、この海域で

はそれほど大きくないというような結果になっておりまして、むしろ波浪、波によ

ります底面摩擦速度が大きくなっているということで、この海域につきましては、

波によって動かされる。移動の要因としては波が主だというようなことが言えるか

と思います。したがいまして、現況の泡瀬につきましては、底質性状、底質という

ものが比較的安定している。いわゆる台風のような、一時的な、短期的な外力にお

きまして移動が起るというふうに考えられます。その他の通常時につきましては、

比較的安定した場であると考えております。したがいまして、今回、波浪によって

動的に安定している海域ではないかというふうに推定を行っております。 

 それぞれ、今回この海域につきまして検討したものが63ページ並びに64ページで

ございます。これは先ほど波の場で支配されるだろうということで、波による底面

摩擦速度での計算結果ということになります。ちょうど埋め立てましたところに斜

線部が書いてございますが、この部分、比較的底面摩擦速度は小さくなりまして、
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シルト系0.075mmに代表されるような砂の成分というものが外力、底面摩擦速度と

いう位置づけから見た場合、溜りやすくなるというようなエリアを示してございま

す。この場合、あくまで数字的なものでございまして、この溜るためにはそのよう

な土砂成分、シルト成分というものが供給されてきて初めて成り立つということに

なりますので、その供給源というものが重要になってくるかと思います。現在のと

ころ、そのシルト的な成分が供給される場として考えられますのは比屋根湿地部の

流下部ということが主だろうということで、泡瀬域全体的に見ますと、その供給量

というのが極めて少ないというふうに考えております。 

 63、64で同じように波の底面摩擦度で種類が違うものが出ておりますが、これは

κsに0.06というものと0.005という値についてありますが、これは砂泥の状況で、

海底面の摩擦係数が変わってますので、その２種類を、いわゆる幅のある評価とい

うことで行ったものでございます。現実的には砂れんがあるような状況の場が多く

ありますので、64ページのほうが場の全体といいますか、砂質部の多い部分につい

てはこの値が成り立つものになるかというふうに考えております。 

 それから、65ページですが、これは新港地区の背後水路部での底質の変化を整備

したものでございます。St.３から６まで４地点。下のほうの図のポイントでござ

いますが、埋立前と埋立後という形になっております。これで見ますと、St.３、

St.４というところ、埋立前に対して、埋立後については多少シルト分が増えてき

ているという傾向は見られます。もともとこの新港地区というのは、泥質分が強い

干潟というふうに聞いておりますし、また、このポイント見ていただきますと、対

岸、St３、St４、５、６もそうなんですが、ちょっと対岸側にありますので、多少

シルト分が付きやすいポイントということは考えられます。 

 それから、66ページがアイランドシティの部分で見たシルト粘土成分。それから、

同様に水質CODが下です。67ページのほうには、硫化物というような形で、それぞ

れ観測された結果をまとめてあります。これにつきまして見ていただきましても、

底質につきましては、先ほどのステーション、これでいきますとH-11から13という

エリアが似たような場所になるかと思いますが、経時的にもそれほど大きく変わっ

てないというようなこと。多少12の部分につきましては、シルト分が少し最近上の
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ほうに向いているという傾向がございますが、大局的に見ますと、あまり大きく変

わってないという傾向。それから、下のほう、CODにつきましてもほぼ変わってい

ない。硫化物につきましても、H11から13につきまして、近年では変わっていない

というような結果が出ております。以上が、底質の変化というものでとらえてみた

ものでございます。 

 それから、68ページから87ページにつきましては、これは干潟の地形、特に、奥

武岬並びに通信基地前面部にあります砂嘴の形状についての空中写真からの変化

を見たものでございます。 

 この空中写真の結果から見ますと、砂嘴に対しての形状というものは、これまで

あまり大きく変わってきてないような傾向がございます。この結果から見ますと、

干潟地形はあまり大きく変化しないであろうというような推定を行っております

が、先ほどの埋め立てを行った場合、流速の変化がプラス，マイナスという形で出

てきております。この砂嘴形状というのは、そもそも外力の場とのバランスに基づ

いて形成されているというふうに考えられますので、埋め立てにより流速が変化し

た場合には、砂嘴形状としては変化することは考えられるんではないかと思います。

ただ、この砂嘴がなくなるということは、現状の調査からしますと考えづらいんじ

ゃないかというふうに思っております。 

 それから、88ページから98ページを見ていただきたいんですが、鳥類、鳥の採餌

の環境という形で調査を行ったものをまとめてあります。 

 89ページに検討方法、検討結果ということで、まず、一つは鳥がどのような餌を

どのくらい食べているのかという調査を行いました。90ページにあります、上のほ

うの図２というところの調査ポイントのSt.７というところにおきまして、干潟域

一定の面積、ここでは100ｍ×100ｍ内ですが、そこでの代表的な５種類の鳥類、ダ

イサギからクロサギ、ダイシャクシギ、キョウジョシギ、ムナグロというような５

種類の鳥を対象に採餌行動を観察いたしまして、１日の採餌量というものを推定し

ております。 

 それから、それぞれの餌となっています底生生物が１日当たりどのくらいとられ

るのかというものの検討を行いまして、干潟域、いわゆる底生生物、マクロベント



 13 

スですが、90ページにあります調査ポイントで、St.５からSt.９というところで、

ポイントセンサスによります調査を行っております。そこでマクロベントスの個体

数、さらには湿重量というものを出しております。その結果が89ページの図でござ

いますが、底生生物につきましては、個体数としては巻貝、あるいは多毛類、いわ

ゆるゴカイ類、そういうものがこの干潟には多い。それから湿重量的には巻貝が支

配的であるというような結果が出ております。 

 それぞれ、各鳥の種類に応じてどういう採餌行動を行ったかというものが91ペー

ジからですが、ダイサギにつきましては、図４にありますように、ほとんどが魚類

であったということで、それぞれ１日当たりの魚類の採餌量というものが下の表１

という形で出しております。それぞれ満潮、下げ潮、干潮、上げ潮時という１日の

潮位の変化に対応して、それぞれ採餌、採っている餌の時間、それから、率という

ような、摂取量等の検討を行いまして、この表を出しております。 

 それから、同じように92ページ、クロサギについて検討したものでございます。

図５でございますが、クロサギにつきましては、大部分が魚類であったということ

でございます。 

 同じように93ページ、ダイシャクシギですが、ダイシャクシギにつきましては、

図６にありますようにカニ類がその半数以上を占めているということでございま

す。 

 同じように、採餌量というのが下のほうの表であります。 

 それから、ダイシャクシギの採餌量と餌の現存量との関係ということで検討した

のが94ページでございまして、今回、この表４ですが、干潟面積に対して先ほどの

餌、カニ類の現存量というものを推定しています。 

 それから、鳥の採餌量の観察から得られました結果として、１日 551 個体ということで、

それを越冬期を今回、４カ月というふうに設定しておりますが、越冬期間中に餌として必

要な量というものが約６万 6,000 というような数字を出しております。 

 この数字に対して現状の餌の量というのを左側のほうの個体数としてのオーダーを見た

場合には、３オーダー違う、いわゆる３桁個体数としては違うということで、十分にこの

カニ類についての餌というものはあるだろうという判断をしております。それをグラフ化
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したものが下の図の７でございます。 

 ちょっと右側の越冬期間におけますものと現存量との縦軸のオーダーが違いますので、

それだけ注意をお願いいたします。 

 それから、キョウジョシギにつきましては、同じように 95 ページでございます。キョウ

ジョシギにつきましては、ヨコエビ類が餌としてあるということ、同様にその採餌量につ

きましては、表５のほうに書いてございます。 

 96 ページには先ほどと同じように、現存量の餌の量と採餌量との関係ということで。キ

ョウジョシギにつきましては、２オーダー違うということで、これまた餌としては十分確

保されるだろうという結果でございます。 

 それから 97ページはムナグロでございます。ムナグロにつきましては、採餌種としては

ゴカイ、いわゆる多毛類が主であるという結果を得ています。 

 それで採餌量を検討いたしまして、98ページになりますが、越冬期間としての採餌の量

ということで、現存量に対して約３オーダー違う、大きくなっていくということで、これ

また埋め立てを行っても量としては確保できるだろうというような検討を行っております。 

 以上、水質なり底質、それから干潟地形、鳥の採餌量の環境というようなものを踏まえ

まして、埋め立てによります機能の変化というものを評価してきたということでございま

す。 

 その結果が、本編のほうにあります、先ほどの折り込みでございます５から７のページ

にありますような結果ということで。 

 結論から申しますと、埋め立てを行っても、機能的な面から、これまで面積的には８割

残るというようなことで進められてきておりましたが、機能的な面から今回見てみまして

も、数字上ありますように、ほぼ全体的には８割程度のものが機能的にも確保されるだろ

うというふうに考えております。 

 ただ、７ページのほうを見ていただきたいと思うんですが、トカゲハゼ、並びにクビレ

ミドロというものは、これまで絶滅危惧種という位置づけで今回の計画におきまして、そ

の保全を図っていくということでございまして、まずトカゲハゼにつきましては、現存し

ております生息地が比屋根湿地部前面となりますが、直接的な影響はありませんので

100％残るという判断です。 

 それから、この間接的な部分というのは、今後、その背後域の流速場ということでの変

化を見て、その機能を考えていくということになるかと思っております。 

 それから、クビレミドロにつきましては６％ということで、直接、埋立域の部分にかか
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るエリアが消滅するということになってきます。これにつきましては、これまで昨年度の

委員会等の中でも申し上げてまいりましたように、クビレミドロにつきましては、移植技

術を確立いたしまして、現存するものをほかのところへ移植いたしまして、その移植した

ものを再度、泡瀬地区のほうへ再移植するというような考えで現在、移植実験というのも

進行しているということです。 

 それから、この手の希少種ということで、先ほどの分布図にありましたように、一応エ

リア内で確認されているものについてリストアップいたしたところです。その希少種の保

全につきましては、今後配慮していくということで考えていきたいと思っております。 

 それから、親水性の機能の部分でございます。水辺景観の眺望並びにアクセスというと

ころで、現存の海岸部からの距離、さらには括弧内で表記していますのは、この埋め立て

によります、いわゆる人工島ができるわけですが、その人工島によりまして、新たにつく

られるものというものを含めますと、括弧内の距離が加わっていくということになります。 

 ほかの機能の面を見ていただきますと分かりますように、80％以上、埋め立てを行って

も機能的には残るというような判断をしております。 

 それから、機能保全の方針対策という考え方でございますが、本編資料のほうで 11 ペー

ジ以降で、本編の 12、13、これは先ほどの機能を踏まえて、今後、新たに保全をしていく

というふうに、さらには人工島内に環境総合施設という形で加えていく部分というものも

考え方というものを整理してございます。 

 それで干潟の保全部、人工島背後部の干潟については、水質、底質、干潟地形というも

のを維持していきたいということ。それからトカゲハゼの生息域につきましては、先ほど

の泥質部の部分になるんですが、干潟と沖合海域の間にみお筋等をつくっていくようなこ

とを考えていきたいと。これはトカゲハゼが稚魚の段階のときに、いわゆる海面を浮遊し

てくるということで、その海域を確保するという位置づけでございます。 

 それから、鳥類につきましても、餌、採餌行動の影響、人が入ることによります採餌行

動の影響というものを考えた計画というものにしていく必要があるのではないかというふ

うに考えております。 

 それから、新たにつくる人工干潟でございますが、これは一つはトカゲハゼに対応した

もの、トカゲハゼにつきましては、現存域を確保しますが、そのほかに新しくつくる干潟

部につきましても、トカゲハゼが生息できるような環境条件というものを一つ考えようか

と。 

 それからクビレミドロにつきましては、現在の生息域というものが、今度消滅してしま
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う可能性がありますので、その分についてはクビレミドロが生息できるような人工干潟と

いうものをつくっていくというようなことでございます。 

 それから海草藻場の保全ですが、これは消失する藻場につきましては、現在、海草の移

植実験というものを行っております。その移植実験によりまして、新たな海草域、海草藻

場域というものを創造して保全していくという考えでございます。 

 それからガラモ場でございますが、ガラモ場につきましては、一つは埋立域内にありま

す岩礁性の基盤というものを移転するということが一つあります。 

 それから新たに人工構造物、いわゆる人工島内につくられます護岸等におきまして、外

洋面のほうに、ガラモ場というものは創出できるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 それからサンゴ礁でございますが、残されるサンゴ礁域というのが、被度が 10％以上あ

る海域というものが今の西防波堤前面側のほうにあるわけなんですけど、その部分につい

ては水質なり、海水の流れというものの観点で保全を図っていきたいというふうに考えて

おります。 

 それからマングローブ等の保全ですが、これは比屋根湿地部に現在、植生としてありま

すので、その部分の環境が変化しないように、特に海水の出入りというものを確保してい

くという考えでおります。 

 それから、海岸部、陸域のほうの保全でございますけど、まず既存の海岸線につきまし

ては、現状を維持していくような考え。 

 それから新たな海浜整備ということで、陸海域の連続性をもたせる海浜整備ということ

で考えています。特に、オカヤドカリの生活史を考えた場合、そのような考慮をしていく

必要があるというふうに考えております。 

 それからもう一つ、東側海岸の泡瀬地区におきましては、海水浴が安全にできるところ

がないということで、これは地元からの要望もありまして、海水浴ができる、いわゆる人

工海浜というものをつくっていきたいというふうに考えております。 

 それから人工島周辺の水辺におきます環境といたしまして、できるだけ自然石を用いた、

いわゆる緩傾斜護岸などを採用いたしまして、景観的にも、さらにはアクセス的にも良好

な景観設計というものを考えていきたいというふうに思っております。 

 それから、さらに学習観察の場ということ、いわゆる教育的に伝わっていけるような、

自然とのふれあいの活動の場という形で観察施設等の配置を新たに考えていきたい。 

 それから野鳥園等も観察エリア等を含めた形で検討していきたいということでございま
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す。 

 それらをまとめましたのが 14 ページのほうの図でございます。 

 これは今回の機能について評価をしたうえで、どのあたりに、このような環境保全施設

というものを考えていけばいいかというものをイメージ的につくったものでございます。 

 まず、今回、機能分布というのが分かってまいりましたので、それに基づいて環境創造

施設というものを、例えば人工海浜ですと⑩のところですが、これは構造の計画案でもこ

の場所にありますが、一応、開放的な景観を確保する。それからやはり泳げる海域といい

ますと、ある程度水深が必要になってきますので、やはり水深が確保しやすいエリアとい

うことでこのエリアがよいのではないかというふうに考えております。 

 それから、人工干潟につきましては、④というところで、一つ比屋根湿地部の前

面部あたり、それから、人工島の西側あたりということで④のエリアを表示してお

りますが、これは一つはトカゲハゼとクビレミドロということを考えた場合、トカ

ゲハゼにつきましては底質が泥、いわゆる泥質の成分の干潟になる。それから、ク

ビレミドロにつきましては、逆に砂質系の干潟が必要だということになりますので、

この両者のものを同じ場所で成立させるということは甚だ難しいんではないかと

考えております。したがいまして、何らかの形で分けていくというようなことを考

えていく必要があるんではないかというふうに思っております。４番でも比屋根湿

地部前面部というのは、シルト系の底質成分が比較的多いところといいますか、量

的には少ないんですけど、湿地部からの流出というものがありますので、そこの流

出部をうまく受けとって、泥質干潟というものをこのあたりに考えられることがで

きるんではないかというふうに考えております。 

 それからクビレミドロにつきましては、逆に砂質系のものということ。さらには、

現在、クビレミドロにつきましては環境条件もより詳細な調査を行っておりますが、

それぞれの地盤なり水質なりということを考えて、西側エリア付近、これは確定で

はありますが、こういうエリアに考えたらどうかというふうに思っております。 

 それから、その他海草につきましては、現在移植しているエリアということで書

いてございます。 

 海岸形状、オカヤドカリの生息域というのは、基本的には現存の海岸線を保全す
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るというのを第一に考えています。そのほか、人工海浜の中でオカヤドカリの生息

できるような環境条件というのをつくっておくというようなことを考えておりま

す。ただ、今、10番にあります人工海浜は、人の利用というものを主に考えている

エリアでございまして、オカヤドカリについて人工海浜部に設けるとなりますと、

何らかの住み分け、いわゆるゾーニング分けをした形で考えていく必要があるんで

はないかというふうに思っております。 

 あとは、マングローブ等、ヒルギ類につきましては比屋根湿地部のものを保全す

るというのが第一にありまして、そのほか、この人工島内で植生、植栽としてでき

るような湿地部、干潟部というものを考えていくというふうに思っております。 

 それから、みおすじの確保というのは、先ほど申しましたが、トカゲハゼの生息

地、生活史の中で必要な条件になってくるんではないかというふうに思っておりま

す。 

 資料的には、以上でございます。 

 あと、参考資料のほうであります食物連鎖のイメージというのがあります。これ

は今回の生物種、いわゆる構成種に対して、この干潟域がどのような食物連鎖にな

っているのかということをまとめた図です。いわゆるこれ新港地区のトカゲハゼ試

験造成地というところでこのような表記をさせていただいてまして、同じように泡

瀬地区におきましても、このような連鎖というものが想定できるんではないかとい

うものでございます。 

 以上でございます。 

○岡田主査  どうもありがとうございました。 

 全体像を見ていただくために、あえて二つの話、すなわち機能の現状とそれから

機能保全の方針と対策案というところまで、続けて事務局からご説明をいただきま

した。最終的な目標は14ページにあるようなものを、いかに妥当に科学的につくっ

ていくかということでよろしいわけですね。 

 いきなりこれを議論する前に、資料２－(1)に基づいて議論をさせていただきた

いと思いますが、まず、現状認識に関わるところと、それから、整備事業によって

機能がどういうふうに変わっていくかという、最初の認識の重要なところからご議
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論をいただいて、その後、どうやって整備を行っていくかという第２段階の話とい

うふうに分けてさせていただきたいと思います。 

 最初に、それでは現状の認識とそれから機能がどういうふうに変わっていくかと

いうところにつきまして、主として資料２－(1)を中心に、もちろんバックデータ

は資料２の(2)にございますので、そのへんに関しまして、ご質問、ご意見をいた

だきたいと思います。 

 いろいろあるかもしれませんが、よろしければ吉野先生から順番にご意見をいた

だいてよろしいですか。 

 たくさんあるかもしれませんが、とりあえず必要に応じて何回かまわりますから、

まず思いついたところからでも結構でございます。 

 では、石垣課長のほうから。 

○石垣課長  まず、新港地区の事例と博多アイランドの事例でもって、変化があ

まりないから泡瀬も変化がないだろうという話になっているんですけれども、博多

のほうは地形がどういう配置状況、また背後の状況などがお分かりでしたら教えて

ほしいと思いますけど。 

 と言いますのは、泡瀬との比較の対象として良いか悪いかという話なんですけど。

これお分かりでしょうか。要するに、新港地区と博多の水質の変化等の事例でもっ

て、その両方にも水質等の変化があまりないということから、泡瀬においても大き

な変化はないだろうという話になっているんですけれどもということなんです。す

みません。 

○事務局（吉田）  お答えします。付属資料２の(2)の43ページをご覧いただき

たいと思うんですが、前提として確認させていただきたいのは、石垣課長がおっし

ゃられたような、博多と新港地区の事例で、泡瀬が大丈夫だという形の考えではお

りません。43ページの②事例に基づく検討の中に、２行目、３行目あたりまでコメ

ントをしてございますけれども、基本的に背後圏の変化あるいは流入下量の変化、

かなり一律に比べるにはいろいろな相違点があるだろうと、そういう認識に立って

おります。そのもとで、人工島、それから背後の水路、そういった共通点だけで参

考までに比べているというところでございますので、この結果をもって、泡瀬が大
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丈夫だ、あるいは影響があるという形での予測というものではございません。そこ

をちょっと前提として確認させていただきたいと思います。 

 おっしゃるように、博多の場合ですと、人工島の規模ですとか、それから流入下

量の状況ですね、特に一番奥側のアイランドシティのところでは、下水道の未整備

地区からの流入河川というものが多うございますので、そのあたりの負荷条件とい

うのはかなり違うんではないかというふうに判断しております。 

 以上です。 

○岡田主査  よろしいですね。これはあくまでも参考ということでご理解いただ

ければと思います。 

○石垣課長  あと１点、いいですか。 

 干潟の機能の問題なんですけれども、これは一番重要な問題だと思いますが、干

潟面積が８割残るから、機能も８割残るだろうという以前の考えがあって、今回、

いろいろ検討した結果も、機能も８割残るだろうということかなと思っております

が、この機能が８割残るだろうという検討が、場の依存が機能に大きく影響すると

いうことで、場についての面積がどう変わるかということで検討しているのかなと

思いますけれども。この範囲で、こういう検討でもって、干潟の機能も８割残ると

いうふうに考えてもいいかどうか、僕にはよく分からないんですけど。 

 と言いますのは、いろいろその機能というのが、一つの機能が他に多くの影響を

与えるのではないかと思う面があって、海草が１ha減ったから、この海草の１ha

が減った、のみの機能が減るというものではなくて、この影響が魚類にも、またい

ろんな方面に影響するのではないかと思う面があって、だから、今みたいなそうい

う検討でもって、残存率が８割は残るから、干潟の機能も８割は残るだろうという

ふうに考察していいのかどうか。私はよく分からないんですけど、少々思うという

ことです。他の先生方の意見を聞いて、まとめられればと思うんですが。こういう

方法でいいのかどうかということだけですけど。僕自身、もちろん分かりません。

そういうことですね。 

○岡田主査  どうしましょう、事務局から何か。 

 では、細川先生からお答えいただきます。 
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○細川委員  大変難しい質問で、ご質問というかご指摘は、面積ではこういうふ

うな評価になっているけど、そもそも生物生息とか、生産機能とかという機能は、

面積で評価できるんですかという質問と、それから、ある機能と別の機能、あるい

はある生物と別の生物とつながっているから、ある生物とかある機能がちょっと動

いただけで、ほかのところに大きく影響するなんてことがあったときに、こういう

提起されたようなやり方で機能がどれだけ残るかという評価ができるんですかと

いう、そういうことだと思います。 

 生態系のつながりとかというのは、認識というか、議論の中で言えば、だれかが餌をつ

くってそれをだれかが食べて、棲む場所を他の生物と競争しながらだれかがそこに住みつ

いてとかといういろんな複雑な絡みがあるのは確かで、それを一つ一つほぎ解いて、定量

的に評価するという作業はおそらくやりだしたら何十年、何百年かかる作業、研究課題だ

と思います。それがきちんとできるかどうかということと、今、どのぐらいの影響とか、

現状としてどのぐらいのことが起きているのかという認識と、どれだけ細かく調べなけれ

ばいけないのかという判断があると思います。 

 それで、この中で例えば、資料の２の（1）というところの２ページ目ぐらいのところに、

機能が主に依存する場の特性ということで、例えばＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの四つについていうと、

種組成は地盤高と底質への依存性が高いという整理がなされています。 

 海の中の生き物というのは、特に浅い海で生きているいろんな生き物というのは、場所

が住みやすい、そこに棲みつきやすいという場所がつくられるとそこにわーっとみんな棲

みついてくれるというような特性をもっているものが非常に多いですね。 

 それだけでうまくいかない、いろんな特殊な条件がないとうまくいかなという生き物も

もちろんあるんですが、そういう特性のもとに、場所の条件がうまく合うか合わないかと

いうのをまず大きく生き物が棲みついてくれるかどうかを制約しているんでしょうという

ことでこういう評価をしている。こういう評価以外の影響も確かにあるんだけれども、一

番大事なのはここでしょうということで、ここでは一番大事な点から評価しているという

ことだと思います。 

 棲む場所が整っていないと棲みついてくれない。棲む場所が整っていれば棲んでくれる

可能性は高い。ただし、棲む場所が整っていても、意地悪な人が先に住みついているとか、

だれかがそれは餌にして食べるような人がたくさん押し掛けて食べ尽くしてしまうんじゃ

ないかとか。そういうメカニズムは確かにあるんだけれども、ここでは棲む場所が整って
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いるかどうか一番影響が大きいので、そこから調べていることだと思います。 

 生態系のメカニズムを全部何十年もかかって研究して解きほぐすまでは、人間様は息も

してはいけないというのでは困るということなので、今ある現状の図式の中で、一番大事

なものから整理していくという方法がとられていると私はここでは理解しています。だか

らそれ以外の作用がもちろんあるんですね。だからここらへんの数字の扱いについては、

例えば５ページの表の中の残存率の 92％と書いてありますけれども、これは 91 じゃなく

て、92％なんだという数字ではなくて、概ね９割近くというふうに理解すべき数字だと私

は思っております。 

 ここの生き物の生きるのについての大事な条件な場、水深とか底質とかという以外のこ

とで大きく決まってくる何か大事な因子があって、それを見落としているとすればそれは

大変注意しなければいけないところではあると思うんです。 

○古川委員  国総研の古川です。 

 今、細川のほうから現状で考えられるところから考えなければいけないというようなお

話がありましたけれども、それについてちょっと大胆ですが、今ここで提示されている資

料から考えられること、委員の先生方には私のほうからメモということで、文字だけが書

いたものと各ユニットの物質循環で書いたポンチ絵みたいなものをお届けしましたが、お

手元にあるでしょうか。これを使ってちょっと説明したいと思います。 

 一つは、こういう場所のことを考えるときに、物質循環の場として空間として非常にな

らされた量で見る、平均的に水質がどうでしょう、または川から入ってきた栄養塩がちゃ

んと海まで連続して流れていっているんでしょうかというようなことを考えるということ

と、あと、それぞれの個々の生物の生活の場として、生物が生きていけるでしょうかとい

う議論は分けなければいけない。 

 最終的には両方とも合わせて一つの評価になるわけですから、個別に話をしても最後で

は合ってこなければいけないのですが、主に生物の生活の場としての話は私のほうは得意

ではないので、物質循環の場の話を少しさせていただきます。 

 ここで検討された場がこの範囲を検討範囲としますよということで示された図がありま

した。まずその場所がこの物質循環を考えるときに、妥当な大きさなのかどうなのかとい

うことを考えなければいけない。海域の中でそういった物質循環を考えるときに、大きく

見ると水がどうも循環している場所、滞留している場所というのが区切られてきます。 

 例えば、分かりやすいのは内湾域のように、湾のように完全に閉じていればそこが１個

の一つの系だというふうに考えることができる。だからそれを無理矢理二つに分けて検討
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しようとしたり、ある一部分だけ取り出すということは、あまりよろしくない。 

 主に使った情報としては、資料２の（２）の波高の分布図ですとか、底質の分布図とい

ったものを使ったんですが、63 ページの図をちょっと見ていただきたいんです。 

 この上のほうの図で底面摩擦速度が 50mm/sec よりも大きいところというのをずーっと

たどっていきますと、およそ岸側の浅い干潟のところと、沖側のちょっと深くなっている

ところの間に入ってくるということになります。 

 そういった特徴があるということは、波が高いところで水塊が完全な分断ではないんで

すが、分けられるというようなところがあるということを示していまして、水の循環とし

てはその波高、高い底面摩擦速度をもっているところよりも内側は一つ独立したユニット

として考えられる。 

 底面摩擦速度が高くなっている場所、そこら自体も一つのユニット。さらにその沖側で

底面摩擦速度が低いところというのがある。これは海のほうの波の性質からいいますと、

沖から迫ってきた波が浅いところですーっと波高が高くなって、それで崩れてエネルギー

がなくなって、波が小さくなるという現象に対応してまして、きちんと物理の面からみれ

ば沖から岸までのユニットが全部入っているということになります。 

 ですから、きっとこの中でユニットをいくつかに分ければ、物質循環についても妥当な

検討範囲となるだろうということが言えるんじゃないかということです。 

 それをポンチ絵にしてどんなものがあるとかというものを示したものが物質循環のほう

のこちらの図ですけれども、ＤＯＣとＰＯＣで主に物質循環を書いていますが、沖側でナ

マコとかサンゴを中心にしてＰＯＣ、ＤＯＣがまわるように。海草が生えているようなと

ころ、海草と貝類、ヒトデみたいなものがＰＯＣ、ＤＯＣをまわすユニット、ここらへん

が波が高いところのユニットです。 

 それで上の平面図にいきますが、カニとかマングローブがあるような泥のユニットとい

うところでものがまわっていそうだということがこの資料では示されていると思っており

ます。 

 ですから、この物質循環のポンチ絵に直したときに抜けているものがこの中にあるかど

うかというのを見ていくと、一つは水塊の中の植物プランクトンのような一次生産のほう

が一つ抜けているかなというのが考えられますが、ほかのパーツについてはかなりよく入

ってきているので、この循環量と面積が１対１ではないよという話は、細川がしたとおり

なのですが、結論の最後に一つ言いますと、私はこの方向で物質循環を検討することは可

能だと思いますし、そのときに注意しなければいけないのは、今あるこの循環の割合を大
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きく変えてはいけないということが一つあると思いますので、残存率みたいなものを計算

するときに、大きくあるところ一部分だけががーんと減ってないかどうかということに気

をつけるということと、黒丸で書いてあった数字でまだカウントしてない部分についても、

何らかの方法で考えるということは技術的に可能だというふうに考えています。少し長く

なりましたけど。 

○岡田主査  ありがとうございました。 

 黒丸のところに物質循環の考え方、植物プランクトンを中心としたものをもう少し入れ

られたほうがいいと、そういうことですね。 

 ただ、残存率が５割とか４割になると、これはもう非常に大変だけれども、７割、８割

ぐらいだから大幅には多分大丈夫だろうと。検討をもう少ししたほうがいいと、こういう

ふうに考えてよろしいですね。 

○古川委員  はい。 

○岡田主査  はい、ありがとうございました。 

 はい、どうぞ先生。 

○吉野委員  今、面積的な話が出ているんですけれども、それぞれの生息場所、この面

積のうちのどれぐらい残るかという話が歩いていますけれども、どうもそれはちょっと話

が大筋ではないだろうと思います。 

 なぜそういうふうに言うかと申しますと、あくまでもここでは割合で出したのは人間の

都合でみた勝手にくびった面積なんですよね。自然のユニットではないわけです。 

 ここでは絶対量として何がなくなるかということが一つ大事じゃないか。じゃそれだけ

では分からないと。実際どれぐらいのものが減るかというのは、何らかの総体的な割合で

出さなければならないとすれば、人間の都合で決めた面積ではなしに、最も自然らしいユ

ニットに対して比率を求めなければならないだろうというのが一つあると思います。 

 もし、そういう面積的な話をするならば、私は例えばこの泡瀬の干潟の部分で、例えば

奥武岬と、それから通信施設との、海岸地形というのは岬と浜と、岬と挟まれるようなそ

ういうユニットになっていますので、そういうような自然とタイアップしたような形の面

積というのを出して、そこから割合を出していったらいいだろうというふうに一つは思い

ます。 

 もう一つは、場の話が非常に面積に矮小化されていることなんですけど、確かに古川委

員のほうから生態系の話が出てきたわけなんですが、これは一つのエネルギーの中でして、

そういう意味での機能ということだと思うんですけれども。 
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 場というのは、生物の側から見ていきますと、単純に面積で出されるものじゃないんで

すよね。つまり、ある場所があったときにある生物が棲み込む、その生物が棲み込むこと

によってまた別の生物に対して一つの場所といいますか、棲めるような環境をつくると。

そういう連鎖があるわけなんですよね。その最たるものはサンゴ礁だと思いますし、干潟

でいきますと、例えばエビやカニが掘る穴、そこに棲む生き物といったような、そういう

一つの関連が出てくるわけです。そういうものをどう評価するかというのは、単純に面積

だけで本当にできるのかということに関しては私は一つ疑問をもっています。 

 それから、シミュレーションが入ってきまして、どのような波浪の影響が、埋め立てが

行われた場合に影響があるかというのが出てくるわけなんですけれども、そういうもので

評価せよということらしいですが、例えばトカゲハゼ一つをとってみても、住んでいる

場所自体がピンポイントなんです。ピンポイントに対してそういうものが評価でき

るのかというところに一つ疑問はあります。ある程度の面積があるところならば、

これだけ減るからという話は出ていますけれども、ピンポイントに対してはかなり

評価は慎重にしなければならんだろうというふうに思います。 

 だから、単純に面積でこれだけ残るから、機能もこれだけ残るんだというふうに、

完全に話をすり替えるというのはやはり危険であるということだけは、一つ繰り返

しておきたいと思います。 

○岡田主査  ありがとうございました。おっしゃるとおりだと思うんですが、こ

れは多分、総体的にどの機能が一番減るから、どれに重点を置いて将来の計画をつ

くらなければいけないという方法論でございますので、多分、先生がおっしゃるよ

うに、海域面積をどこにとるかというのは実は非常に難しい問題で、とりあえずは

法に基づいて今はやったというところでございますから、もう少し違う形で、余裕

があればとってみてもいいと思うんですが。結果がどのくらい変わるかですね。 

○吉野委員  ただ、一人歩きするのはね。 

○岡田主査  一人歩きするのは、非常に困ります。それは多分、きょう傍聴の皆

様方もいらっしゃいますので、この数字が一人歩きすると本当に困ります。それは

先ほど細川委員もおっしゃったように、これ92から91か、おっしゃるようにそれを

議論されたら全く意味のないことになりますので。これ以外にも、流量の変化によ



 26 

って多少変わる部分も当然ございますので、総体的に出すときの第一ステップとい

うふうにとらえるということでよろしいでしょうか。 

 今の議論で、山田局長。 

○山田局長  地元として、一つ確認をしたいということですが。まず、干潟につ

いては、現状ではありますけれども、20年ほど昔の干潟の状況を知っている方から

お聞きしますと、非常にいい状況の干潟だったということなんです。ところが、住

宅地が密集してきまして、そこから生活排水が流れてきているわけです。そして、

現場に行きますと臭いがすると。臭い状況が現状なわけです。そのことで、市とし

ても、下水道の整備ですが、今、63％ぐらいなんです。これが完全に整備されます

のは、今の計画でいきますと平成20年頃になってしまうということなんです。それ

と、後で下水道が入った関係上、下水道へ接続されていないそういう家庭、それに

ついてもおよそ63％ぐらいしか接続されていないということで、そのへんの課題が

あるわけですが、それは市として最大限努力して、早目にそういう整備率、そして

接続をするような指導をしているわけです。 

 それで、お聞きしたいのは、現状がそういう状況ですけれども、現在の水質の状

況がどういうふうになっているかということです。それは確か、前の検討委員会の

中で、地元の委員から出てきた事柄だと思いますが、それが分かる資料が添付され

ているかどうかということが一つと、それから、先ほど申し上げましたように、平

成20年頃には整備されるわけですけれども、将来、これが整備されましたら、この

干潟がどのように改善されていくのか、どういうふうにいい状況がつくられていく

のか、そのへんのおおよその検討で結構ですから、昔の干潟を知っている地元の皆

さんからすると、そのへんに大きな期待をして、これが整備されることによって干

潟が再生されるんだと、そういうふうな大きな期待がありますので、そのへんを分

かりましたらお教え願いたいと、そういうふうに思います。 

 以上です。 

○岡田主査  これは事務局のほうから。すべて今お答えできるかどうかは難しい

ところはあると思いますが。 

○事務局（溝口）  １点目の、現在の流入する水質の状況ということですが、今
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回の資料には申しわけございませんが載せてございませんが、本委員会におきまし

て、その状況の資料についてはご用意しております。ただ、これは実は海草のワー

キングのほうの資料として、今準備しているところなんですが、そのときにご説明

をさせていただければと思います。 

 前回の委員会のときに出させていただいたのは、これは13年度の調査でございま

すが、基本的にはCOD、SS濁度、窒素、リン、それから界面活性剤の使用であるMBAS

というものは高くなっている傾向です。泡瀬地区の水路については、昔に比べて高

くなってきているという傾向の結果は、前回の委員会で出しているものです。今回、

引き続き同じような調査を行っていますので、随時、成果が出てきたごとに報告さ

せていただきたいと思います。 

 それから、２点目のほうですが、これについてはどのような効果が出てくるかと

いうのは、現在のところ検討をまだしておりませんので、今後そのへんについては

検討をさせていただきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○岡田主査  はい、ありがとうございました。 

 よろしいですね。 

 地元としては、例えば、干潟の特性という形で、よかった状態を科学的にデータ

をとっているとかという、そういうことはありますか。吉野先生、ご存じですか、

そういうデータありますか。昔は干潟はよかったというときの、定量的なデータ。 

○吉野委員  ほとんどないと思います。 

○岡田主査  あると、目標になるんですけどね。イメージだけだとなかなか難し

いところあるんですが、少なくともそれに近づくことは間違いないと思いますが。

ちょっとあいまいで、これはもうしょうがないですね、今のところ。 

 ありがとうございました。 

 それでは、細川委員のほうから何かございますでしょうか。 

○細川委員  現状の把握というところですか。 

○岡田主査  ええ。と、それから変化。 

○細川委員  先ほど吉野先生あるいは石垣委員のほうからご指摘のところでち
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ょっと申しましたが、５ページ目の、生物生息生産機能というところの評価に関し

ては、地盤高と底質の依存性が高いと言っていて、今のところ地盤高、つまり水深

での評価をしていて、底質のことに関しては、黒丸で可能性があるというような記

述がされているので、ここの部分について、古川委員も現状の技術でもう少し定量

的に評価できるツールもあるというご指摘もあったところですので、ここらへんに

ついてもう少しご検討いただきたいと。 

 可能性があると書かれると、それは可能性はあるわなというふうに、おしまいと

いうのは、ちょっと評価として不十分だと思います。以上です。 

○岡田主査  ありがとうございます。 

 では、続けてお願いします。 

○古川委員  先ほど吉野先生のほうからご指摘あったとおり、私も物質循環の話

で、これで評価できるというので、これですべてが評価できるということではなく

て、おそらく生物が住めるポテンシャルみたいなものが評価できるベースのことが

考えられるというような趣旨での先ほどの発言でした。 

 あと、この検討に対する意見といたしましては、海岸部分での評価についてもそ

うなんですが、一つは生態系としてはずっと動いているものですから、面積で評価

することの危険性が一つあって、ある時間でちゃんと切ったときの値ということで

しかないわけです。ですから、これが大切なのは、例えば、残存率が92％だけれど

も、それが今後減っていく傾向にいくのか、増えていく傾向にいくのかというとこ

ろまでくっついてくると、この92という数字に意味はないですけれども、減ってい

るというのが同じ90％でも重みが変わってくるだろうなというふうに考えていま

す。そこらへんの変化率までを定量的に出すというのは非常に難しいですが、変化

の方向性については、何らかの指標、底質であれば波高分布、水深から何らかの検

討の可能性が残されているかなというふうに考えていますので、残存率だけの議論

に終わらない方法というのがいくつかあると思いますから、そこらへんの検討を進

めていただきたい。 

○岡田主査  よろしいですね。皆さん同じことをいろんなことをいろんな形でお

っしゃっているということで。 
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○事務局（溝口）  基本的には、今の間接的な要因による変化というところをさ

らにというか、より定量的に検討していくということで、検討を続けていきたいと

いうふうに思います。 

○岡田主査  あと、吉野先生がさっきおっしゃった、ピンポイントの話、これは

今ちょっと抜けているので、もう少し、どういうふうに扱うか、また先生に教えて

いただきながら、これはたたき台の提案としては多分先生もご了解いただいている

と思うんですが、ピンポイントはまだちょっと抜けていると思いますので、どうや

って扱うか、私もよく分からないので、時間的にはまだ余裕あるはずですから、ぜ

ひお願いいたします。 

 では、どうぞ。 

○坂井課長  今のピンポイントの検討の件ですけれども、これ今回、海域の場の

状況で区分して検討を行っているというのは、干潟の機能全般について検討すると

いうような意味合いで検討しているということ、前回委員会等で方針がそういうふ

うに打ち出されまして、それに従って作業を続けていると思うんですが、ピンポイ

ントは例えばクビレミドロの保全であるとか、トカゲハゼの保全であるとか、そう

いったものについては別途それぞれの種について、こういう配慮をして守っていく、

又は移植の可能な技術の開発を行って移植するということで、既にかなり検討が行

われていて、順次、移植技術の確立であればそのための実験等も行われているとい

うふうに理解しております。ということで、また引き続きさせていただきたいと思

います。 

○栗田課長  たまたまトカゲハゼの話が出ましたので、資料の２－(１)の３ペー

ジのトカゲハゼの生息というところがありますけれども、これは僕の記憶の違いか

もしれないんですけれども、トカゲハゼの生息面積 850 ㎡ということになっていま

すが、生息面積は拡大したんですか、以前と変わっていないんですか。以前はもっ

と小さいような気がしたんですけど、そのへんもし事務局のほうで分かれば教えて

いただきたいのが一つということと。 

 もう一つは、資料の２－２のほうで、63 ページと 64 ページなんですけれども、ちょっ

と聞き逃したのかもしれないんですけれども、ここは 63 ページと 64ページの絵の中で斜

線の部分がありますよね。斜線の部分はこの島ができたらここにシルト分が堆積するとい
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うか、泥質の干潟がここに出来上がるという認識ではないんですね。違いますね。 

○事務局（野澤）  波が弱くなります。 

○岡田主査  そういうことなんですね。分かりました。 

 では、最初のほうの質問だけよろしくお願いいたします。 

○事務局（三島）  最初の質問についてですけれども、8.5 ㎡は、これまでに確認され

ました最も高い値を今回使わせていただいています。 

○住田所長  私は石垣委員のご質問にもありましたアイランドシティと、それから新港

地区についてご意見言わせていただきたいと思います。私も前このアイランド地区のある

博多港の所管する部署にいましたので、二つの新港地区との共通点という意味では、特に

両方とも背後の陸地の人口は非常に延びていると言われる地域というふうに理解をしてい

ます。博多も人口が増えているまちでもございますけど、特に東のほうは人口が増えてお

りますし、それからこの新港地区の背後も、主に具志川市になると思いますが、沖縄市も

ありますけれども、そこもこの 10 年ぐらいで人口２割ぐらい増えているんじゃないかなと

いう気がしております。こういう場所で、例えば山を切り開くとどうしても土が出てきま

すし、それからそこに人が住むと生活排水が出てきて水が汚れる。逆に、下水道を整備す

れば川の水がきれいになる。干潟もきれいになるということじゃないかと思っております。 

 特に、干潟は干潮時は陸になりますし、潮が満ちると海になるので、特に陸の影響を受

けやすいんじゃないかというふうに思っております。 

 それから海水交換ですと、ともに背後、干潟に、あるいは浅い海域ですので、潮の満ち

引きでほとんど入れ替わるわけでございますけど、このアイランドシティと新港地区、そ

れからもう一つこの泡瀬、海水交換という目で見ていきますと、アイランドシティは博多

湾の本当に奥の奥でして、それから新港地区もわずかに写真に載っておりますけれども、

湾の本当に奥になります。こういうところですと、潮が満ちて引いたときに出ていった水

がまた次に満ちてくると、もう１回戻ってくる場所じゃないかと思いますが、あそこにあ

りますように、泡瀬はその前面がかなり開けていますので、海水交換という意味では、ア

イランドシティと、それから新港地区というよりは、さらにもちろん水域も広めにとって

いますし、非常に、この二つよりはさらにいいんじゃないかというふうに考えております。

以上でございます。 

○岡田主査  ありがとうございました。 

 じゃ池原先生。 

○池原委員  私が行った例、あるいはこれまで干潟のいろんなことを聞いたことにより
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ますと、ずっと前に泡瀬の干潟のほうに塩田があって、そこで塩をつくっていたと。そこ

の広場は、その近くの民家人たちが行って、潮が引いたときには貝をとったり、エビ、カ

ニ、そういうのもとったりしておったということを聞いているわけであります。 

 私が今回、この事業の一番大事な目的といいますか、それは、いわゆるそこの干潟のほ

うに陸域、島という限られた陸ではありますけれども、島をつくると、その目的が一体何

のために、農場でもない、一体どういう目的で自然がつくった干潟のほうを埋め立てて島

をつくるのかと、その島をつくるにあたっての土砂、そこの土、それをどこから持ってき

てどうつくるのかということもあまり知られておらないと。その島をつくる目的、そうい

うことの一応やっぱり事業を進められるにあたっては、みんなで知ってほしいと。 

 それからもう一つは、沖縄という一つのまとまった島、そこのほうは今は国際的にもい

ろいろな生物、自然、それがあって注目されつつあると。 

 その一つとしては、９件の国際文化遺産というものが島の南半分のほうにはちゃんとあ

ると、それから北のほうへ行ってやんばるなどというところでは、これまた世界、そこに

固有種や天然記念物に指定されたりする非常に大事な生き物がそこにあるということで、

できたら南半分にある国際的な文化遺産、それと同じように北のほうは世界の自然遺産と

して大事にしてほしいと。 

 ちょうど今回の干潟をつくるところというと、これは島が長い歴史の中でつくった自然

であると。そういうことで考えてみますと、泡瀬の今、計画をして島をつくろうとすると

ころ、そこの近くに中城城趾、中城湾、そこと勝連のほうには勝連城趾、二つの国際的な

文化遺産がある。ちょうどその真ん中頃に干潟がそこにある。そこに島をつくるために、

今までいろんな干潟に関する学術的な調査、大事さということ、どういう珍しいものがい

るかというようなことの、あまり調べられてなくて、たいていは近くの人が貝をとったり

するようなことに使われておったら、今回のこの島をつくるためにいろいろな科学的な調

査、いろんな分野を調査しておられる。そういうことで今回の島は、どういう目的でつく

るかは知らないけれども、ここは沖縄の島を回ってみると、ほかにはない素晴らしい干潟

がある。そういうことで、その文化遺産のあるそれとも結び、関係を位置的にそういう場

所が、そういうところであるので、さらにいろいろ細かいところの調査をしておりますの

で、この目的の中に、そこについて沖縄の島の干潟の中における、非常にいろいろな珍し

い動物や海草もおったりしておるという、いわゆるこれは泡瀬の干潟は沖縄市だけだけれ
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ども、中城城趾であるとか、勝連城趾、与那城村、そういうようなところともつながりが

あって、ここを一つの自然と人間との共生していく。そういう干潟で、いわゆるそれをう

まく単に生活であるとか、人間のある目的だけでなしに、それと自然そのものの学習、共

生をするんだという、今、国際的にも大きな人工的に自然をどんどん変えていくとか、い

ろんな問題が出てきておりまして、そこのほうは島内の人々はもちろんのこと、県外から

みえた人、あるいはほかの外国から来てこういうところ、こういうふうにして環境に注意

して利用しているんだというようなエコツーリズム的なこと。そういう意味も含めてぜひ

とも今クビレミドロであるとかトビハゼであるとか、いろんな問題がある、オカヤ

ドカリなどが。そういうような問題、そこの今までやったデリケートな詳しいデー

タも、どこかに１ヵ所、そういうような施設も設けて、現場に行って見てきて、ま

たそういういろんな標本なり、そういう施設の教育的な、何らかの施設のその中に

ぜひ入れてほしいと。そういう要望をしているところであります。終わります。 

○岡田主査  ありがとうございました。先生のお話が多分、次の議題にだんだん

入りつつあるかと思いますので、とりあえず時間のこともございますので、次の保

全対策の整備、これが本来の目的でございますので、これにつきましてご意見をい

ただきながら、必要に応じてもちろん前のほうに戻っていただいても結構でござい

ますから、こちらのほうの議論に進ませていただきたいと思います。 

 どなたか……これからはご自由にというふうにいたしましょうか。ございますで

しょうか。 

○細川委員  口火を切らせていただきますが、14ページに機能保全対策のイメー

ジ図ということで絵が描いてあって、これはあくまでもイメージですよというお断

りの上で、現状認識で得られた知識を、図の上におろすと、例えばこんなふうなと

ころでこんなことを考えてというようなことになると、今後の検討の方向性をイメ

ージとして示されているところですが、この書き方が少し現状認識から見て、ささ

っと書いたというか、もう少しきちんと積み上げて書いたほうがいいんじゃないか

と思います。 

 例えば、自然条件から見て、ここらへんはこういうふうになりそうだというよう

な情報が、現状認識のところでいろいろ検討されているというようなものを、ここ
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では色分けが観察した結果の色分けになっていますけれども、島があったときにど

んなふうなことになりそうかという予測したときの色分け図みたいなものを何枚

か透明な紙の上に書いてみて、それを透明な紙の上同士で重ねてみると、ここらへ

んが可能性があるねというような、例えば、ガラモバとかヘコガイとか、人工干潟

がどこらへんがよさそうだという場所を選ぶときに、そういうような積み上げ、検

討というものをもう少ししたほうがいいのではないかと思います。作業として、こ

の２－(２)の１の図を論理的なベースに基づいた位置とか規模とかといったもの

が議論できるような整理をしていただきたい。 

 以上です。 

○岡田主査  ありがとうございました。 

 これは事務局で当然いいですよね。今回はスタート台の話ですから。 

○事務局（溝口）  はい、次回そのような議論ができるような形で、論理的なベ

ースで整理させていただきたいと思います。 

○岡田主査  じゃあ、ぜひ次回に向けてどういうことを中心にしてつくればいい

かというご意見をきょうたくさんいただいたほうがよろしいですね。 

○事務局（溝口）  はい、よろしくお願いします。 

○岡田主査  これは事務局としても、完成版なんて全く思っていないという前提

で、すみません、ご意見を賜りたいと思います。 

 では、せっかくですから順番にお願いします。 

○古川委員  一つ、環境条件の予測が随分できてきたという背景で、今まで考え

ていたのと、少し対策として違ったことが考えられるのかなというようなところで

気がついたところがあるので、一つだけお話します。それは今の14ページの図で、

人工干潟の創造として、一つは以前から検討されている人工島の南西部のところに

張り付くような人工干潟の創造ということがあったんですが、比屋根地域との間の

この水路のところの波あたりが非常に弱くなる。先ほど、泥分の供給がないから、

泥干潟にはならないかもしれないというような話もあったんですが、新港地区での

底質の変化を見てみますと、砂も泥も、実は砂が減っていて、泥が増えているとい

うような結果に見えます。ちょっとよく見てみないと分からないんですが。それは
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流れが起ったことによって、底質は全部動いたと。砂から泥からみんな動いた。物

理的な減少として、軽いものはみんな動いていっています。だけれども、供給のあ

るものはまた最後溜ることができるので、泥分は供給があったので、減らなかった

と、見かけ減らないように見えたということではないのかなというふうに思います。 

 そうすると、この比屋根湿地との間の人工干潟の創造というのは、もうちょっと

泥の干潟ができそうだよということを前提に考えることも可能になるのかなと思

います。それには先ほど、もうちょっと科学的に実際の数値計算結果の数字を用い

ながら検討していかなければいけませんけれども。そういう可能性もあるというこ

とを指摘させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○坂井課長  14ページのイメージ図を見たときに、１点加えたらどうかと思いま

して、あと地元の方が干潟等にいらして、遊ぶようなことをかなり目的とされてい

ると思うんですけれども、そういう意味で、従来、直立堤で守ったようなところを

傾斜護岸であるとか階段護岸にして、降りやすいような形、アクセスを確保するよ

うなことで、比屋根湿地から泡瀬通信施設の間の直立堤のところをほかの構造に変

えていくようなことも検討していただこうかというふうに思います。 

 以上でございます。 

○栗田課長  今、坂井計画課長と同じようなことを思っていまして、12ページで、

各対策により保全する機能の一覧というところで、サンゴ礁の保全というところが

ありまして、どうもこの保全対策の考え方がよく分からないというか、｢水質、海

水の流れを維持｣ということがあるんですけれども、水質を維持するということは、

いろいろ対策はあるでしょうけど、海水の流れを維持するというのは、どういうよ

うな考えで書いたのかなというところで、これについてはちょっとお聞きしたいと

思っております。 

○岡田主査  では、事務局から。 

○事務局（三島）  おそらくサンゴの成育に基本的な要素として、水質というこ

とと、それから海水の流れが停滞、あるいは変化してしまうことによる影響という

ものも、もしそういうものがあるのであれば、サンゴへの影響とものも考えられる
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ということでありますが、実際のところは流れや水質の予測結果をご覧いただきま

しても、サンゴの成育に大きな変化が見られておりませんので、現在のところ、そ

のような変化は起らないというふうには考えております。 

○事務局（吉田）  補足させてください。維持というのは、確かにちょっと書き

すぎたなという感じがいたします。もともと埋め立ての地形ですとか、人工島にす

るということで、流れに配慮したというところがこの保全の基本的な考えでござい

ますので、維持という言葉は今までの計画の中で配慮しているという形で読みかえ

させていただければと思います。 

○事務局（野澤）  それで、保全対策というのが、アクションをイメージさせる

言葉でしたので、われわれとしては今のところ検討結果は変化はまずないというふ

うなことを踏まえて、ここ考えられないのに、工事によって変化が生じてくると困

るなということがありますので、われわれとしてはその変化が維持されるように、

モニタリングを行いながら工事を進めるということが具体的なアクションかなと

いうふうに思っています。 

 これがちょっと書き方が不統一なところもあったんですけれども、資料の５ペー

ジを見ていただくと、特に一番最初の干潟の底生生物のところにも、こういうふう

に書かせてもらったんですけれども、保全対策の考え方、底生生物のところで、水

質、底質、干潟地形が維持されるようにモニタリングを行いながら工事を進める。

事業者としては、アクションとしてはこういうことかなということです。 

 基本的には、今の検討結果では流れは維持されるということだと思います。 

○岡田主査  はい、ありがとうございました。 

 では、どうぞ。 

○住田所長  14ページのところの図で、⑫のところに学習観察の場というのがあ

りますが、泡瀬も非常に干潟として有名になりました。いろんな方が見にいらっし

ゃると思いますし、また、将来こういう人工島をつくった場合に、こういう機能を

持たせていくんであれば、例えば修学旅行生が来てもいいような施設も必要かなと

思っています。逆に、あまり大勢の人が干潟にいきなり入りますと、かなり干潟が

荒れると。先日も、まとまった方々が干潟に入られて、干潟が荒れたというような
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新聞報道もございましたけれども、そういうことにならないように、例えば山のほ

うですと、湿地帯ですと、木道なんかきちっと整備しまして、人が直接の湿地に入

らないようにしながら、湿地を観察できるような施設がございます。この場所も、

大勢の方を入れるんであれば、直接干潟に入らずに、大勢の方に勉強してもらえる

ような施設も考えていかなければいけないかなというふうに考えております。 

○岡田主査  ありがとうございました。じゃ、先生のほうから。 

○吉野委員  ちょっと質問を含めて。資料の２－(2)のほうですが、何ページで

もいいんですが、30何ページから40何ページに至るまで、埋立地形のことが、網線

でメッシュが入ってますよね。茶色い網のネットが書かれていますけど、どの図に

も。例えば、今、見ていますが、39ページのところにこういう網線のネットが入っ

ている。ほかの40ページいっても全部そうなんですが、このネットの意味は何でし

ょうか。 

○事務局（三島）  人工島背後の干潟域と書いてありまして、水質、底質等を維

持するという書き込みがございますが、この範囲を指しております。 

○吉野委員  これ以降の図全部にそのネットが入っているんですけれども、そう

いうものに対する説明が全くないんです。必然性が本当にあるのかということも含

めまして。 

○事務局（三島）  例えば 30 ページをご覧いただきまして、人工島背後の水質、

底質、干潟地形の維持という書き込みをその中にさせていただいていますけれども、

この範囲のイメージを斜線で示させていただきました。 

○吉野委員  人工島の背後という。 

○事務局（三島）  そうです。背後の干潟域のイメージです。 

○吉野委員  分かりました。やっぱりその説明をいただかないとちょっとわからなかっ

たです。 

 では、続きまして、同じ資料の 65ページの新港の地区の埋め立てによって、底質が水路

部で変化しているというグラフが出ていますけれども、先ほどの各委員からのお話があり

ましたように、埋立前と埋立後でかなりいろいろな出入りが激しいんですよね。特に、シ

ルト分が増えただけかなと思ったら礫分も多くなっていると。シルト、それから粘土分が

埋立前と比べて埋立後は増えている。さらに、礫も増えたり減ったりしていますよね。こ
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ういうところ背後地になりますと、埋立後はそういう粒子の細かいものが溜まるのかなと

思ったら、必ずしもそうではなさそうだと。このへんのところがちょっとつかみにくいん

ですよね。同じようなことがやはり少し埋め立てが行われた場合に、その背後地において、

単純にシルト分といいますか、粒子の細かいものが堆積するというふうには解釈できない

というふうな気がするんです。このへんのところちょっと詰めていただければ、もうちょ

っとわれわれとしては、イメージがつきやすいかなという感じがします。新港分について

もう少しこの解釈を深めていただけたらという気がいたします。 

 最後に、私が前々回のときにお話しました、お願いしました変化の予測ということで、

かなり肯定的な予測と、かなり悪いほうの予測と両方やれというふうに、そういうお願い

をしたと思いますけど。今回、資料２－１のほうでは、５ページの折り込みのほうに白丸

と黒丸で表されているんですけれども、白丸はともかくとしまして、黒丸が非常に抽象的

になっております。 

 同じことの７ページのほうに変化の評価ということでも、完全に白丸しか書いてないん

ですよね。やはりいろいろなことが考えられますので、やっぱり考えられることがすべて

手放しに喜べることだけじゃないと思いますので、確実にそのほうの評価もしていただき

たいというのは前にも申しましたのはその意味です。以上です。 

○岡田主査  今のご指摘はそのとおりだと思いますので、つけ加えていただいたほうが

いいかと思いますが、その以前に、データの解釈、これは事務局で何かご意見というか、

言い分がありますでしょうか、諮られた方。 

 確かに先生おっしゃられるようによく分からないところもありますよね。 

○事務局（吉田）  おっしゃるとおりだと思うんです。当初は、比較することでいろい

ろな新港地区と泡瀬地区のいろいろな環境条件の違いをあわせもって、何らかの見解及び

類推あるいは考察できるかもしれないということで考えたんですけど、若干、考えはその

点改める必要があるなと。 

 吉野先生もおっしゃるように、これを少し進める考え方としては、例えばもう過去のデ

ータは振り返られませんので、現状の地形、例えば断面がどうなっていて、崩れやすいと

ころなのかどうなのか。そういったほかの要因も含められるようなデータを少し集めると

いうふうに考えております。 

○岡田主査  私の経験として、３ｍ離れても粒度分布が変わってしまう場合もあります

よね。ですからデータの精度を含めてもう少し。基本的には多分、私はシルト粘土が増え

るだろうと想像はしていますが、このデータは先生おっしゃるように逆みたいにもとれま
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すから。 

○事務局（吉田）  このあたり、水路、みお状になっていますので、図表の上の部分と

下の部分で変わりますから、岡田先生おっしゃるように、ちょっとずれると深さでそれが

流れの変わる要因になって、そういったことも現状の地形条件とかを把握しないとなかな

か考察できないという点がありますので注意したいと思います。 

○吉野委員  最後に一つですけど、今のことなんですが、やはりこの陸域、海域に一番

の問題になりますのは、藻場を除きましてやはり後背地の部分だと思うんですね。特にク

ビレミドロとか、それから前に希少種いろいろあげていただきまして、その分を見ていた

だきますと、例えば、ミナミコメツキガニにしても何にしても大体このあたりにおるんで

すよね。後背地にあたる部分ということですので、ここのところをちゃんと詰めておかな

いと、ちゃんとした評価は難しいというふうに思います。 

○岡田主査  これはぜひよろしく。まだ調査進みますよね。 

○事務局（吉田）  はい。 

○岡田主査  まあ、入るでしょうから、ぜひよろしくお願いいたします。 

 石垣課長、何か。 

○石垣課長  ちょっと余談なんだけれども、鳥類が貝等を１日なんぼぐらい食っている

というデータがありますけれども、人間が潮干狩り等で食べる量も把握しているのか。と

言いますのは、地元のほうでは鳥類よりも人間のほうがあれしないか、そういう話もある

んです。それでこのへんの把握は今はしてないですか。 

○事務局（吉田）  今はしてないです。 

○山田局長  資料の２－１、３、４ページを読みながら少しお話をさせていただきたい

と思いますが。 

 先ほどの池原先生からいろいろ思いを込めた泡瀬の景観も含めてお話がありましたが、

私、地元として少し事業の必要性ということにつきましては、ご承知のとおり中部圏の経

済の活性化、それから雇用の創出とそういうことでこの事業が計画されているわけです。 

 そしてこの事業をするにあたっては、干潟を最大限守りながら地域の経済の活性化も図

れるような計画であるべきだ、そういうふうに思っているわけですけれども、この計画は

当初は陸続きで 240ha から 340ha にそういう規模の計画がなされておりまして、ゴルフ場

を併設していた時期があるわけですね。そのことについて地元から相当の反対運動が起こ

りまして、平成２年にこの事業は凍結をされました。というのはこのゴルフ場は環境に非

常に大きな影響を与えると。それから地元として既設の海岸線を残してほしい。与根の部
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分を残してほしい、そういうことがありまして、ちょうど池原貞雄先生が委員になってお

りますけれども、環境の委員会が計画の前に、計画段階で設置されまして、平成４年から

５年にかけて環境について相当詳しく委員の先生方が議論されておりまして、これを今

200ｍの沖合に展開しておりますが、50ｍぐらいを沖合に展開した場合はどうなのか、100

ｍでどうなのか、150ｍでどうなのか、そういういろいろ議論しまして今の位置に計画をさ

れたわけであります。 

 そういうことで、私どもとしましては、環境と共生する整備のあり方ということで、こ

ういう計画になっておりますし、自然に少し手を加えるけれども、そのことによって、む

しろ現在の干潟の状況、そして新しく造成する干潟、それから野鳥園、観察園、そういう

ことで新たに今よりももっといい環境をつくっていって、それを子どもたちの自然体験学

習の場にしていこうと、そういうことも地元としては非常に関心をもっているわけです。 

 そういう中で、ちょっとこの図を見ながら今までですと、干潟域というのは南西部の約

８haぐらいになりましょうかね、そこのほうの計画は聞いておりましたが、今日、この図

を見ますと、上のほうに泥質型と砂質型に分けたほうがいいんだろうというふうな検討を

なさるようですし、ぜひこれをそういうふうに前向きに検討していただきたいし、また、

野鳥園はこれまでの計画の中に入っておりますが、ぜひ観察園も配置をしていただきたい

と。そういうことで自然と共生をする整備を目指していただきたいとそういうふうに思っ

ております。 

 それからあと１点は、県の石垣課長もいらっしゃいますので即答できるかどうかは別に

しまして、既設の護岸、これは直立の護岸、テトラポットが配置されておりますが、ここ

がごみのたまり場になっておりますし、また、計画されている護岸については傾斜護岸で

すけれども、ここもそれにならって、そういった緩い護岸で、地元の人が本当に干潟で遊

べるような親水性のある護岸にしていただければいいなと、そういうふうに思っておりま

す。少し前に話が出たと思いますが、そのへん検討されているのかどうか、もしお分かり

でしたら説明願いたいと思います。以上です。 

○岡田主査  じゃよろしければ… 

○石垣課長  今の山田局長からお話の、泡瀬集落の既設の護岸の改修の件なんですけれ

ども、この件は県議会等でも、何度か質問、また意見がありまして、泡瀬の埋め立てが完

了した時点で、親水性のある護岸に改修しますというふうな答弁、またこういう方針です。

以上です。 

○岡田主査  ありがとうございました。 
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 ひととおりご意見いただきましたが、何かほかにございますでしょうか。 

 どうぞ、吉野先生。 

○吉野委員  陸域、海域のほうの担当だと思うんですけれども、おそらく新聞などにも

載ったからよく皆さんご存じだと思いますけど、ラムサールの事務局から、この計画に対

しての意見というのが出ていると思うんですね。きょうはその点がある程度、何か出てく

るからと、つまりラムサールからどういうようなことが言われていて、われわれとしては

どういうことを検討すべきかというようなことが出てくるかなと思ったんですけれ

ども。それは全く計画にはなかったですか。 

○事務局（野澤）  新聞報道でラムサール条約事務局のほうから書簡が出されて

いるという報道がございまして、実はわれわれも、あれは新聞に出たので知ったと

いう状況でございます。ラムサール条約の事務局そのものが書簡を出してますのは、

実はうちのほうじゃなくて、環境省のほうに出されているということで、うちのほ

うも環境省のほうからどういった内容のものが出されているという打診を実はい

ただいていない状況でございます。 

 それで、ただ新聞等で書かれている話を総合しますと、ここの埋め立てが行われ

ると、干潟がかなり全滅するということが書かれてございまして、それはどちらか

ら提供されたかは分からないんですけれども、提供されたデータによると、そうい

うことが非常に懸念されるという話と、それから、泥が溜るという記述がございま

した。多分、今回の検討なんかで行っている、人工島ができたらそこに残された干

潟環境に限るという検討が、多分それに対する答えになるのかなと、私もちょっと

思っているんですが、いずれにしろ正式にうちのほうに来た話ではないんで、また、

うちのほうで回答を書くとかという状況にはなってございません。多分、環境省さ

んのほうも、このワーキンググループであるとか、委員会であるとか、こういった

ところを注目されていて、それで私どもに問い合わせがくるかどうかは分からない

んですけれども、それに対しては、今回、ワーキンググループ委員会も公開でやっ

ていますので、当然提供できるのかなと思っています。ちょっと答えになっていま

せんけど、状況としてはそんなところでございます。 

○吉野委員  いずれにしても、そういうものが来ているということですから、環
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境省と今問い合わせておられるという段階ですね。それとも、環境省は何かアクシ

ョンを起こすのを待っておられるということでしょうか。 

○事務局（野澤）  今のところ、今のラムサール条約の件については、環境省さ

んとうちでやり取りしているということは、まだございません。待っているのかと

言われるとちょっとあれですが、まだお互いにこういうものがきているという話を、

環境省さんとうちでやり取りしているという段階です。 

○坂井課長  この書簡、環境省に届いておりまして、環境省のほうで事業してお

られる事業者から何か対応すべき事項があるということで考えておられるならば、

われわれのほうにアクションあるだろうと。ただ環境省のほうで咀嚼をして、ラム

サール条約の干潟の大半が消えてしまうようなご認識のことをもし書かれている

とすれば、多分、環境省の段階で現状の認識がだいぶ違っているというようなこと

でお考えであれば、当然われわれのほうではそういう対応を求められるようなこと

をされないんだろうと思いますし、もし必要であれば、おそらく環境省さんからわ

れわれの側にアクションがあるんではないかというふうに思っています。 

○岡田主査  ちょっとグレーですね。何となく、聞いてみてもいいかと思います

が。 

 それでは、私のほうにご一任いただけますか。環境省の担当をよく知っています

し。なぜ、環境省の内部で止まっているかということくらいは聞いてみます。多分、

判断をしかねているんだろうと思います。今、坂井課長がおっしゃったような感じ

で。よく分かりませんから、これは聞いてみたほうがいいでしょう。隠すことでも

何でもないでしょうから。聞いてもし非常にいいご意見でしたら、こちらで検討す

べき対象に入れて結構ですし、事実誤認に基づいてこられたんだったら、それは無

視すればいいだけのことというと、ちょっときついですけれども、そこまで労力を

かける必要はないだろうというふうに私は思いますので、よろしいですか。すっき

りしたほうがいいと思いますので。 

○事務局（野澤）  ご一任いたします。 

○岡田主査  はい。では、そういうことで、させていただきます。 

 あと、ほかにございませんでしょうか。 



 42 

 先生、よろしいですね。 

○吉野委員  はい。 

○岡田主査  事務局のほうでほかに、特にございますか。予定された議題が、き

ょうの段階では次の作業に向けて、実際の施設をどうやってつくっていくかという

ところまできたと、最初の段階がスタートしたということだと思いますが。 

 はい、どうぞ。 

○事務局（溝口）  今後の課題といいますか、そういうことで、ちょっとまとめ

を確認させていただきますと、１点といたしましては、今、埋め立てによって間接

的に変化してしまうというところ。特に後背部、水路部というところの調査の精度

を高めるということの調査を今後やっていきたいと思います。より定量的に評価で

きるように努めたいと思いますし、変化の方向性というものが確認できるような整

理を心がけたいと思っています。 

 それから、その希少種、特にピンポイントという位置づけにつきましては、申し

わけございませんけれども、吉野先生のご指導を得ながら、まとめる方向で……。 

○岡田主査  坂井課長がおっしゃったように、昔のデータもありますから、ここ

とリンクするような形で整理するということからスタートしてください。 

○事務局（溝口）  はい、分かりました。 

 それからあと、面積的な評価を行う上で、委員のほうからありましたように、例

えば岬間での区割りというような形で考えた場合、どうなのかというようなことに

ついても検討していくように考えたいと思います。 

 それから、今後のゾーニングなり今後の諸施設の検討に際しては、池原先生のほ

うからもありましたように、島の資源として活かすような、いわゆる環境共生的な

話はもちろんのこと、陸域的な計画とのつながり、そのような利用性ということを、

さらには学習の場というような、いわゆる後に残るような形で有効に使われるとい

うような計画を踏まえて、各諸施設の配置なりを決めていくような検討を行ってい

きたいというふうに考えております。 

 とりあえず、以上のような形で今後作業を進めさせていただければと思います。 

○岡田主査  そうですね。今のところでよろしいですか。護岸の話は、直接今回
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の話ではないから、やむを得ないと思います。よろしいですか。 

 では、よろしければそういう方向でこれからの作業を進めていただければと思い

ます。 

 もし委員の先生方、よろしければこれで委員会としての公式も何もないんですが、

とりあえず閉じさせていただきます。 

 せっかくでございますので、オブザーバーの方、それからマスコミの方もいらっ

しゃいますので、忌憚のないご意見を、委員会12時過ぎまで予定しておりまして、

まだ20分以上時間がございます。この委員会ずっと続いておりますので、われわれ

の議論はあるレベルの共通点があって、そこから議論しているところがありまして、

初めてお聞きになった方は、若干ご理解しにくいところがあるかと思います。非常

に単純な質問でも結構でございますので、忌憚のないご意見、ご質問をいただけれ

ばと思います。 

 はい、どうぞ。 

○質問者１  ２－（１）の薄いほうなんですが、５ページ、変化の評価というと

ころの一番上なんですが、「直接的な場の消失のみに起因するとした場合」という

ふうに条件が書かれていますが、これは生態系がいくら複雑だと申しましても、あ

まりにもこれ単純化しすぎていると思います。 

 例えば、人工島ができることによって、潮の満ち引きの仕方だとか潮流の変化な

んか当然あると思うんです。それは、例えばこの厚いほうの63ページで、これは波

浪のときにしか図が出てませんが、荒廃の干潟の部分は軒並み数値が下がっていま

す。この数値はほとんど変わらなければ、この前提条件でもいいと思うんですが、

ほとんど数値が下がっておりますし、０になるところももちろんありますし、半分

のような数値もあります。したがって、この70～90％というのは、これはあくまで

も希望的な数値としか思えません。 

 ですから、こういうことも加味して、もう一度きちっとした評価をしていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○岡田主査  はい、ありがとうございました。 
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 まさにおっしゃるとおりです。今回は直接的な部分だけやっていまして、先ほど

委員の中からも質問が出てましたように、まさに今ご指摘の、黒いところですね、

黒いところは不十分だということが先ほど細川先生からも、それから吉野先生から

も出ていましたので、これは今後やっていく予定です。ありがとうございました。 

 どうぞ、後ろの方。 

○質問者２  今の方と大体ダブルとは思うんですけど、先ほどからいろんな委員

が意見を言っていますが、やっぱり干潟の面積が80％残るから、ほかの機能もその

程度残るというような形で書かれています。これは非常に間違いだと思うんです。

いろんな委員から指摘があったとおりなんですが。特に、例えば干潟の浄化作用に

しても、皆さんの資料でも、例えば分厚い資料の中に、26、27ページ、ここに脱窒

作用というのが書いてありますけれども、そこでも干潟の浄化、海の浄化機能とい

うのは、いろんな生物の作用で行われると書いてあります。その中で、例えばここ

にミナミコメツキガニ等の話も書いてあります。 

 そういうことで、浄化機能というのはいろんな生物の作用として、あるいは例え

ば干潟とそれに続く浅海域全体の作用として浄化機能があるわけです。ですから、

いろんな生物を想定して浄化機能を考えないといけないのに、単純に80％残るから

浄化機能も80％残るというような形で書かれたら、これはだれが見ても、素人が見

てもおかしいと思うんです。 

 それから、ほかの件について、例えば潮流についても、80％残るとか。例えば、

これ新港地区と比較してもすぐ分かると思うんです。新港地区なんか、干潟をつく

ってありますよね。干潟が残っています。しかし、潮流は埋立前と埋立後では相当

変わっているわけです。それから、潮干狩りについても、現在あそこで潮干狩りす

る人はいますか、新港地区の干潟で。いませんよね。しかし、皆さんの資料見ると、

80％残るから潮干狩りについても80ができるというような書き方をしていますよ

ね。そういうような形では、正しい評価にはなっていないと、そういうふうに思い

ます。 

 ですから、もっと、先ほど言ったように、悪いところも、吉野委員が言いました、

悪いところもはっきり書いて、こういう悪い結果も予想されるということもちゃん



 45 

と書いて、評価をしてほしいと思います。 

○岡田主査  ありがとうございました。 

 確かに、この書き方は、誤解を与える危険性はあるんですが、定量的にやってい

く場合、最大限どこまでいく、最小限ここまでという数字をとりあえず出していく

ステップとお考えください。説明不足だった点は申しわけないんですが、何かの数

字をもって具体的にやっていかないと、その全体図はなかなか分からないというこ

とで、まずは直接分だけを書いたと、こういうふうにご理解いただきたいと思いま

す。 

 ほかにございませんでしょうか。せっかくの機会ですので。よろしいですか。ど

うぞ。 

○質問者３  あと知りたいのは、このような事前評価がどこまで有効か、事前評価の限

界ですね。これもやっぱり知りたいと思うんです。そこで例えば、博多湾の事例も、水質

の COD の変化の部分しかここには出されてませんが、あそこも当然、事前予測もやってい

るはずですし、それから追跡のモニタリングもやっているはずですので、それは底生生物

を含めてすべてですね。それが事前予測と現状はどうなっていて、そういう形での事例を

報告していただければ、例えば事前予測というのが大体どこらへんぐらいまでの見通しな

のかというのが参考事例になると思うんですね。ですから、各地の事例は、こういう意味

での参考事例として取り上げていただければ、もっと分かりやすくなると思うので、この

点を配慮していただきたいなと思います。 

○岡田主査  これはどうしましょう、細川先生、何か。どこまで可能か、難しい質問だ

とは思うんですが、せっかくですから、はい。 

○細川委員  ほかの事例を集めてもっとよくこの手法について勉強してくださいと言っ

て、これについてはそうだと思います。博多の例など事例をよく調べるというのは、調べ

れば済むことなので調べたらいいと思います。 

 それで、どこまで予測可能かというのは、どこまでの精度を求めるのかというところと、

要するにどういう目的で予測するのかというのと、裏腹の関係にあるんですが、将来の

2005 年の、2000 何十年の何月何日のどこそこの場所に何が何匹いますかというようなこと

の予測というのは、それはもうかなり難しいと思いますが、どんな生き物になるのか、あ

るいはどんな生き物が増える方向にあるのか、減る方向にあるのかといったところ、これ

もかなり難しいですね。 
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 ただし、それで技術的な困難さはあるということで、博多の例では、事後のモニタリン

グをしっかりして、それを基にして事後の対策についても考えましょうというふうな仕組

みになっております。 

 そういう意味で言うと、ここで今の現在の知識のレベルで一生懸命考えて言えるところ

については、きちっと考えていくと。それで分からない部分も不明点、これも中に抱え込

んでいる予測ですので、事後のモニタリングなどをしながら、予測でカバーできない部分

については、様子をみながら手を加えていくというようなことがあって、現在はいろんな

各地で行われている手法、例です。 

 予測の限界性とか、不明点を抱え込んでいる予測手法が今使える手法だといったところ

では、こういったような工夫というのは片一方で必要だとは思います。 

 どこまで予測できるんですかというのは、博多の例などもっと集めたらというのは、そ

れはなさったらよろしいんじゃないですかね。私も関係していますが。 

 じゃ私の立場で知っている範囲で言いますと、博多で事後モニタリングをアイランドシ

ティの工事に合わせていってます。そこで背後地にどんな生き物がどんなふうに住んでい

るかというデータを多分いちいちとっても、ここにお示しいただいた、資料２－２の 66

ページ、67 ページですね。ベントスのデータがどこかに出ていなかったですかね。こうい

ったようなデータを工事とともにモニタリングしながら議論していく。データを見ていた

だくと硫化物でもいいんですが、COD でもいいんですが、季節的にでこぼこしています、

夏、底泥が少し腐り始めると硫化物の濃度が高くなって、冬冷たくなると硫化物の濃度が

少し下がるというような季節変化をしながら、でこぼこしながらも動いている。 

 自然界のことですので、季節変化もあれば台風がきたらまたちょっと違うというような

こともあって、データとしてはでこぼこしています。 

 予測として、将来、台風がくるかもしれないからこうなるというような予測というのは

今していません、できないですね。何月何日に台風がくるからというのを、将来、来年と

か再来年とか予測するのは無理なので、できないというようなこともあって、自然界の変

動とか季節変動とかは加味して、底質や水質を予測するというような予測は今、あまり行

われていません。 

 現実に調べてみると、こういうような季節変動も含めて伸びていると。 

 こういう底質の動きの中で、生き物が住んでいるといったことなので、ということです。 

 硫化物について予測しているのかどうかといったところでいうと、硫化物濃度の予測と

いうのがアイランドシティの場合は、多分、アセスメントの中ではやってなかったように
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思うんですが、これもうろ覚えですみませんが、ここでは工事前からモニタリングをして

いまして、工事前の状況と工事中と工事後の状況というのを比較して自然界の変化の幅等

を比較しながら、あるいはトレンドですね、だんだん悪くなっているのか、だんだんよく

なっているのかというようなことも比較しながら監視しているといったような状況です。 

 ですから、ここらへんのデータについては、事業者ですか、ここに書いてあります出典

ですね。事業者の出している報告書などを見ればかなり情報としては、その後のご指摘の

ような情報収集をして勉強しておくというのはできると思います。以上です。 

○岡田主査  ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○質問者４  今日の委員会は海域・陸域なので、直接はあれなんですが、海草の移植に

ついて、新聞報道で 16 日に同じような、今日みたいな委員会があって、公開となっており

ましたけれども、５月の調査を発表した後、台風がきていますよね。その台風の影響をみ

ないと海草については評価できないと思うんですよね。予定どおり 16日にやるのか、ある

いは台風の影響の調査についてどうなっているのか、これは質問になりますがよろしくお

願いいたします。 

○岡田主査  事務局のほうから。きょうの議題ではないんですが、あまり固いことをお

っしゃらずにお願いいたします。 

○事務局（野澤）  事務局でございます。16 日は実は今きている台風が 16 日にきそう

なので、延期させていただきます。 

 これについては 16 日で開催するということで報道機関のほうにいわゆるプレス投げ込

みをすでにさせてもらっていますので、きょう訂正の投げ込みが流れております。すみま

せん、時期については延期させていただきます。 

 それで台風の話なんですが、台風の影響は当然今回きましたので、議論しないわけには

いかないということで、台風の影響についてのできる限りデータをとって、ワーキンググ

ループで議論していく予定でございます。 

 ただ、われわれも早目にデータをとりたいというのはやまやまなんですが、海象条件が

悪くてなかなか詳細なデータというのを今の時点ではとれてないといったところです。 

○岡田主査  という状況だそうですが、よろしいですね。 

 はい、どうぞ後ろの方。 

○質問者５  沖縄大学の宇井です。 

 このすぐそばに割合近いところ、陸から多少離れたところで新港の埋め立てをやったわ

けですけれども、その新港埋め立ての前後で生物などの変化はどういうふうになったのか、
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これは参考になると思うんですが、この報告書ではほとんどそれに触れてないんですね。

沖縄でいろいろ環境アセスメントに類するものを見せられるわけですけれども、はじめか

ら影響がないという結論があって、それに合わせて書かれているものがほとんどなんです

が、現実に何が起こっているかということをもっと現実を観察のうえで、考えなければな

らないだろうと思うんです。 

 沖縄のほかの埋立地ではどうなっているか、比較的気候条件が近いところでは事前に予

測したものと、事後の状況というのは果たしてあったのかどうか、そういう検討は必要だ

と思うんですが、ここでは埋立地はここへつくります、それで影響はありませんという報

告だけがあがってきているので、もう少しレベルの高いものをやっていただきたいという

気がするんですね。これまで新石垣空港以来、結論の決まったアセスメントというのは、

全部潰れてきたわけです。依然としてやっぱりそのレベルで議論をしているというのは、

私は過去の歴史から何も学んでないんじゃないかという気がするんですけれども、泡瀬の

場合は、ほかの周辺の埋立地はどうなるのか。それはやっぱり十分に参考にして議論をし

たいと考えています。 

○岡田主査  ありがとうございました。 

 おっしゃるとおりのご指摘だと思います。これは事務局のほうから。 

○事務局（吉田）  事務局からお答えいたします。 

 新港地区の調査結果に対しての評価、これは以前からのワーキング委員会を通じて再三

実施するようにというご意見、ご要望ございまして、事務局のほうでもその調査を進めて

おるところでございます。 

 一部につきましては、先ほど来ご紹介しております資料２の（2）の中でも、新港地区の

今言われているデータはご紹介しております。 

 ただいまどういう点に検討しているかと申しますと、それぞれの調査の中では目的が異

なっておりますので、過去のデータだけで比較する際には、なかなか季節ですとか、場所

の問題が異なっております。科学的な評価がなかなかしにくい面もございますので、新港

地区だけについて、先ほど申し上げた水路の底質の変動など等も含めて、できるだけ科学

的な調査を進めるという段階でございます。 

○岡田主査  ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

 マスコミの方も何かございますか、よろしいでしょうか。よろしければ大体予定の時間

になりましたので、委員会と、それから皆様方のご意見をいただくというきょうの会を終

わらせていただきたいと思いますが、何かございますか。 
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 じゃよろしければ以上をもちまして、本日の合同のワーキンググループを終了させてい

ただきます。９時から 12時までという長時間、本当にお疲れさまでした。どうもありがと

うございました。 

（午前 11 時 58 分 閉会） 

 


