
工事を止めろ！
沖縄・泡瀬干潟とサンゴの海が消えていく

2011年12月4日（日）14：00〜17：00

会　場●雑司が谷地域文化創造館  第２会議室
主　催●泡瀬干潟を守る連絡会
　　　　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットJ）

後　援●日本自然保護協会/日本野鳥の会/WWFジャパン

シンポジウム

判決無視・公約違反の埋め立て工事再開に
生き物たちの悲鳴が聞こえる
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【プログラム】
（時間は予定です）

14:00 〜 14:10	 イントロダクション
	 泡瀬干潟の埋め立てとは	〜埋め立て計画の概要と経過報告
	 　　陣内隆之（ラムサール・ネットワーク日本）

14:10 〜 14:25	 泡瀬干潟は世界の宝
	 　　小橋川共男（泡瀬干潟を守る連絡会）

14:25 〜 15:10	 今、泡瀬干潟で起きていること	〜ホットな現場の話題と問題点の解説
	 　　前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会）

15:10 〜 15:25	 消えていく干潟とサンゴの海	〜環境調査の結果から
	 　　安部真理子（日本自然保護協会）　

15:25 〜 15:40	 暴走する行政と政治を止めるために
	 　　堀　良一（ラムサール・ネットワーク日本）

	 《	休　憩	》

16:00 〜 17:00　	 ディスカッション
	 　　コーディネーター：花輪伸一（ラムサール・ネットワーク日本）
 

泡瀬干潟を守る連絡会
　　〒904-2161  沖縄県沖縄市古謝1171−3 コーポMK 1階
　　TEL 098-989-0245　FAX 098-939-5622　E-mail  save_awasehigata@yahoo.co.jp
　　WEB  http://awase.net/　Blog  http ://saveawasehigata.ti-da.net/

ラムサール・ネットワーク日本
　　〒110-0015  東京都台東区東上野1−20−6 丸幸ビル2F
　　TEL/FAX 03-3834-6566　E-mail  info@ramnet-j.org　WEB  http://www.ramnet-j.org/
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１．はじめに

沖縄本島東海岸に位置する泡瀬干潟とその浅海域は、多様な環境を有し、生物量も多く、

絶滅危惧種や固有種が多数生息するなど国際的にも大切な生物多様性の宝庫です。

そんな生き物の楽園が、今また土砂で埋め立てられようとしています。

２００９年１０月、福岡高裁那覇支部は、この埋立事業には経済的合理性がないとして、公金
の支出を認めませんでした。判決は確定し、埋立工事は止まったかに見えました。「コンクリート
から人へ」を公約にした民主党新政権の誕生で、干潟は守られたはずでした。

ところが、２０１０年８月、新政権は、沖縄市が示した新たな埋立計画案にいとも簡単に同意し、
２０１１年１０月には埋立工事が再開されてしまいました。

司法判断をないがしろにして暴走する行政と、国民との公約を捨て去り環境破壊の無駄な公
共事業に突き進む政治。東日本大震災の被害と福島原発事故の問題で困難を極めている中、
防災上も問題が大きい埋立計画に血税が注がれています。

もはや法治国家とは思えない社会を変えるために、今こそ私たち国民が声を上げていかなけ
ればならないのではないでしょうか。

２．泡瀬干潟の埋立工事とは

沖縄市の東海岸に位置する
泡瀬干潟を、隣接する中城
湾港新港地区からの航路浚
渫土砂で埋め立てる計画。

現在、西埠頭は完成。

第一区の工事が進められて
いる。

1

1

■泡瀬干潟の埋め立てとは	〜埋め立て計画の概要と経過報告（陣内隆之）
■今、泡瀬干潟で起きていること	〜ホットな現場の話題と問題点の解説（前川盛治）
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３．埋立の歴史
１９７４年 海に面していなかった旧コザ市が、発展の可能性を旧美里村の東海岸に求めて合併し沖縄市が誕生

１９８７年 沖縄市東部海浜地区埋め立て構想策定

１９８９年 ２４０haを陸続きに埋め立てる東部海浜地区開発計画が策定され、構想が具体化

１９９１年 埋め立て面積を１８５ｈａに縮小する人工島形式の計画に変更

それでも採算面や将来の見通し等が甘いため、国庫要求が認められず。

１９９８年、隣接する新港の港・航路浚渫による「土砂の捨て場」として国が参画し、埋立計画が進展

新港地区の埋立地３９３haのうち１２２ha が特別自由貿易地域（Free Trade Zone）に指定されていたが、ＦＴＺと

して機能するためには大型船舶が入港できる航路を浚渫する必要があった。国はその土砂処分場として、隣
接する泡瀬地区の埋め立て事業に目をつけた。

海草や絶滅危惧種・クビレミドロの移植実験、環境アセスメントなども行われ、２０００年には公有水面埋立の免許
が与えられたが、市民グループからアセスメントの杜撰さが指摘されるなど、埋立事業の中止を求める声も徐々に
広がってきた。

２００１年 住民投票条例案を市議会が二度否決。

しかし、市民世論調査では投票肯定７割

２００１年１１月 沖縄タイムス世論調査：埋立賛成２４％、反対５７％

２００２年３月 海上工事着工

２００３年～２００９年 ずさんな環境アセス後、新種、絶滅危惧種を多数確認

２００５年５月 県と市の公金支出差し止めを求めて提訴

２００６年４月 干潟保全を訴えていた東門美津子氏が沖縄市長に

２００７年１２月 ところが、東門市長は「１区容認、２区困難」を表明

5

浚渫土砂投入前の泡瀬干潟 手前埋立地 写真右上新港地区東埠頭

2011年8月11日台風後

近年の経過

２００８年１１月 那覇地裁判決

「泡瀬干潟埋立事業に経済的合理性なし、公金支出差し止め」

２００９年１月

国（沖縄総合事務局）が新港地区の浚渫土砂を泡瀬干潟に投入。

２００９年４月 内外の批判を受け、泡瀬干潟埋立の土砂投入が保留に。

２００９年９月 泡瀬干潟埋立中止を公約した民主党政権の誕生。

２００９年９月 前原大臣、泡瀬干潟埋立「１区中断、２区中止」を表明。

２００９年１０月 原告勝訴の控訴審判決が確定。

しかし。。。

２０１０年７月３０日 沖縄市が新しい埋立計画案を公表。

２０１０年８月３日 前原大臣、沖縄市の新計画案を了承し、埋立再開を決定。

２０１１年７月１９日 仲井真知事、公有水面埋立免許の変更を許可。

２０１１年１０月 埋立工事再開！

4

6

沖縄市による東部海浜開発事業の概要
（埋立地の土地利用計画）

スポーツコンベンション拠点の形成による沖縄市の活性化

3
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多様な軟泥に対応し大量の長距離送泥を行うTOTRA ―高濃度軟泥圧送船―
TOTRA 概要 東亜建設工業のHP
ＴＯＴＲＡは、当社が開発した助勢装置（特殊型渦巻ポンプ）と混気圧送方式とを組み合わせることにより、浚渫した軟
泥に余分な水を加えることなく、大量かつ連続的に長距離送泥する軟泥圧送船です。

ＴＯＴＲＡ－III（トトラ３号）は船体部の主要寸法は長さ65m、幅26m、深さ4.5m、喫水1.8m。１時間に1000m3の軟泥を空
気圧送する。

10

空気圧送船TOTRAⅢと作業区域（ブイの中）を警戒する警戒船

警戒船の向こう側に見えるのが、輸送パイプ（直径70cm、長さ500m）
の一部です。
撮影：小橋川共男 2011年10月29日、工事着工の翌日

11

新港地区東埠頭で浚渫する浚渫船、丸尾建設(株）

12

パイプ（直径70ｃｍ、長さ500ｍ）の先から、放出される土砂、濁りが拡散、海破壊

2011年10月28日、報道写真

9

10月28日の工事、浚渫土砂の空気圧送船による流し込み

2011年10月28日、報道写真

8

1区の埋立工事を明確に示していない。
護岸の嵩上げだけ図示している。

今年の工事は、埋立工事は無いと思っ
た委員もいた。

9月26日
環境監視委員会で配布された
説明資料

４．進む埋立工事

7
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この埋立には環境省も意見を言っています。
●埋立を回避すること。貴重な干潟である。●1区の埋立で、今後予定

されている２７ｈaの埋立地は、緑地を削減して面積を減らすこと。（図
のABC。）黒く塗られた部分が現在の護岸･埋立地 ●埋立の土砂は新港
地区の土砂を使い、泡瀬埋立地の周辺は浚渫をしないこと。

しかし、環境省の意見は無視されています。

環境省は、2012年のラムサール条
約COP11の国別報告書案に「沖縄

県の泡瀬干潟において、人工島を
作る大規模な埋立て計画が進んで
いる等、一部において生態学的特
徴の部分的な喪失が懸念されてい
る。」と記載しています。

泡瀬干潟･海域がいかに重要かが
分かります。

泡瀬干潟･浅海域は、ラムサール条約登録湿地の候補地になっています

15

愛知ターゲット
昨年１０月に名古屋で行われた生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ１０）で採択された２０１１年
以降の中長期的な目標。５つの戦略目標の中に２０の個別目標がある。

戦略目標Ａ：各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより、生物多様性の損失
の根本原因に対処する。

目標３：遅くとも2020年までに、条約その他の国際的義務に整合し調和するかたちで、国内の

社会経済状況を考慮しつつ、負の影響を最小化又は回避するために生物多様性に有害な奨励
措置(補助金を含む)が廃止され、段階的に廃止され、又は改革され、また、生物多様性の保全
及び持続可能な利用のための正の奨励措置が策定され、適用される。

戦略目標Ｂ：生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用を促進する。

目標１０：2015年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱

な生態系について、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧力を最小化し、その健全性と
機能を維持する。

戦略目標Ｃ：生態系、種及び遺伝子の多様性を守ることにより、生物多様性の状況を改善する。

目標１１：2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17％、また沿岸域及び海域の10％、特

に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態
学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手
段を通じて保全され、また、より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される。

泡瀬干潟の保全なくして世界との約束は守れない

14

５．自然環境保全の視点から

スギノキミドリイシ ニライカナイゴウナ ﾋﾒﾒﾅｶﾞｵｻｶﾞﾆ

ﾘｭｳｷｭｳｷｯｶｻﾝｺﾞ

ｵｻｶﾞﾆﾔﾄﾞﾘｶﾞｲ

ﾄｶｹﾞﾊｾﾞ

ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ

埋立地に生息する貴重な動植物

13
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2009年7月30日、沖縄市案から

327万人は、有名な
首里城180万人、海
洋博公園220万人

より多い。延べ人数では
あるが、商業施設に197
万人でも首里城より多い。
信じられない数値である。

交通発生量も２６，００５台/日
信じられますか？

６．新しい沖縄市案の問題点
１．規模が縮小した（１８７ha⇒９６ha）だけで、経済的合理性がない
という判決が確定した旧案と大差ない土地利用計画

２．過大な需要予測 （科学的根拠がないペテン・トリック）
・施設規模に対する需要を約３２７万人と推計しているが、沖縄の有名な観光地である首里城１８０
万人、海洋博公園２２０万人（平成２１年度）を上回る想定は余りにも現実離れしている。

・ホテル、コンドミニアム、コテージ進出希望の企業は２社のみ。意向であり確定ではない。

・商業施設や健康医療施設での進出希望企業は無い。既に周辺にはＳＣが乱立し、さらに大型ＳＣ
建設予定。

・多目的広場、展示、交流（スポーツコンベンション施設）は、毎年１．８億円の赤字を産む施設。周
辺の運動施設とも競合する。

３．自然環境は保全されない
・干潟の９８％が保全されるとしているが、干潟とそれに続く浅海域は一つの生態系であり、すでに
一期工事の影響で２区の自然環境も悪化している。

・ラムサール条約の登録候補地であり、今年３月に環境省から「埋立は可能な限り回避するよう」指
摘あり。

４．新計画の作成・提出・了承過程は、市民無視の選挙公約違反

前川盛治作成

沖縄市の予
則と実績の
誤差
H21年は65
万人
H22年は67
万人
H23年は130
万人

沖縄市はH30年は、41万が埋立地に来る、13万の宿泊需要が増える。9万人
を埋立地で宿泊させる、としている。※計算のトリック ※有り得ない
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実績（県発表）
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●完成、整備後30年間は毎年2.2億円の赤字
●税収も、地方交付税の算定を除いている
●全てがうまくいくとの想定（民間も計画通り実現するよいう想定）
●公債費比率も、甘く計算

19
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←西原･与那原
マリンタウン
マリーナ･ホテル
用地･用途変更

←北谷町美浜
ホテル着工困難

↓宮古島市
ﾄｩﾘﾊﾞｰ計画
ホテル着工延期

20

沖縄県泡瀬総合運動公園
にも、公式サッカー場建設
計画有り

泡瀬ゴルフ場跡地
1200万～1500万の施設
450mのSC、ホテル、病院

泡瀬埋立地の商業施設は不
可能

21
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泡瀬干潟･浅海域の埋立の費用（2011年10月14日再開の埋立に関する総事業費）

私たちの計算では、総事業費1,457億円。1,260億円の無駄な税金が投入される。

根拠：沖縄市議会への沖縄市提出資料（2011年6月3日）↓
この資料で計算するとつぎのようになります。

（１）総事業費は985(事業費合計)+112（市用地購入費）＝1,097億円（A）です。

（２）この事業費は、新港地区東埠頭の浚渫費約357億円（B）は含まれていません。

参考【中城湾港新港地区多目的国際ターミナル整備事業】

全体事業費412億円 泊地(-11,0m)(浚渫､泡瀬地区土砂処分場整備）357億円

（３）この浚渫費用も含めると、1,097（A）+357（B）＝1,454億円（C）となります。

（４）民間事業費（ホテル、商業施設、健康･医療施設など）197億円を差し引くと

（５）1,454－197＝1,257億円（D）となり、1,257億円の税金が投入されることになります。

（６）国の支出額は332億円となっていますが、県事業費306億円のうち194億円は国庫補助、市
事業費（150+112＝262億円）のおよそ40％は、国庫補助ですから、それを計算すると

332+194+105（262×0.4）=631億円(E)になります。

（７）Eの額に、Bの額を加えると、国支出合計は988億円（F）になります。

総事業費は、1,454億円（C）、国･県･市の税金支出は1,257億円（D）（起債利息含まない）と
いうことになります。

国は、3･11東日本大震災の復興費用の捻出に困っているのに、不要不急の泡瀬干潟･浅海域埋立

に988億の国税をを投入することになります。

23

人工ビーチ・沖縄県本島
内閣府2011年5月21日資料
35海岸で人工ビーチ（養浜）

各市町村は人工ビーチの管理に悲鳴
財政圧迫
例：南城市知念あざまｻﾝｻﾝビーチ
台風で、海砂飛ぶ、豊崎･伊芸台風被害

22

県の総事業費

１．総額306億円 埋立60億円、埋立関連費用182億円、インフラ整備64億円

２．306億円の内、194億円（63％）は国庫負担です。吃驚（！）です。

３．2009年9月民主党政権が発足し、「1区中断･2区中止」の公表、10月前原
大臣の来沖、そのときの前原大臣の発言、「この事業は、採算が取れるの
か。単独でできるのか。採算性の面から、困難、見直すべきだ」等から判
断すると、180度転換したことになります。転換した理由は何か？普天間基
地の辺野古移設のためには、仲井真知事の要請（泡瀬埋立事業再開）は、
全て受け入れよう、これがその背景ではなかろうか？

４．橋梁（アクセス道路）は、110億円で、国費は99億円（9割）です。

５．人工ビーチの費用は、潜提6億円、中仕切り提2億円、養浜17億円、突堤
(東･西)18億円、合計約43億円です。国の人工ビーチ護岸費27億円を入れる
と、何と70億円の人工ビーチ。この工事で、誰が儲かるのか？まさに税金
の無駄どころか有害な支出です（その後のメンテナンス、砂流出による環
境破壊）

６．豊見城豊崎、西原･与那原等の人工ビーチは、閑古鳥が鳴いています。メ
ンテナンスに莫大な税金が使われています。誰のための事業でしょうか？

市民のためと思っている人もいるでしょうが、税金の使い道を間違っていま
せんか。

24
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●民間分譲率は2.1％のまま4，5年続く。●土地代を半額にしても売れない。●県
は負債を返済するため、合計460億円の県税投入
●西埠頭はあるが、FTZ企業は1社も使っていない。●立地する企業団体の優先
要請は、西埠頭の整備（定期航路開設）などである。
●FTZに関係のないIT企業を誘致している

→東埠頭整備の合理性･緊急性はない。

27

中城湾港新港地区も赤字。
西埠頭は既に完成しているが、
ほとんど利用されていない。
ＦＴＺも空き地だらけ。

⇒東埠頭航路浚渫の必要性はない！

７．新港地区の問題

空き地ばかりのＦＴＺ （２０１１年６月撮影）

25

26
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沖縄で起こりうる大地震･津波
中村衛（琉球大学･地震学）

８．地震、津波への対策の問題

本島東海岸で１０ｍ～18ｍの
津波が予想される。

29

30

１．現在のFTZ構想は「失敗」
２．今立地しているFTZ企業は、1社も西埠
頭を利用していない。西埠頭を利用する
メリットがないからである。
３．新港地区FTZの企業を含む企業集団
「新港地区協議会」も、西埠頭の整備、
輸送コストの低減、定期航路の新設を
優先の課題としており、東埠頭の整備
は優先課題ではない。
４．FTZ振興の名目で進められている東埠
頭の整備・浚渫は緊急の課題ではない
し、合理性がない。
５．合理性のない東埠頭の整備（浚渫土砂
の処分場）としての泡瀬干潟 ･浅海域
埋立は、合理性がない。
６．県はこれまでの「沖縄振興」を総点検
し、「 FTZにおける企業誘致は･ ･期待
された成果が得られていない。・・・・
主 要 因 と し て 、 物 流 コ ス ト が 高 い こ
と・・その改善は喫緊の課題となって
いる。物流コスト低減の抜本的措置が
必 要 で あ る 。 」 （ H22年 4月 、 沖 縄 振
興計画等総点検報告書）と報告してい
る。
７． FTZにとって、今必要なことは「東埠

頭の整備ではなく、物流コストの低減
である」

28
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以上、ここまでは中村衛さんの講演内容

泡瀬埋立地、泡瀬一帯（沖縄市東海岸側）は浸水地域になる

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長）のコメント

※ 埋立地は高台建設の予定はないし、場所も無い。5階建
てのホテル一棟、4階建てのコンドミニアム１棟が計 画
されているが、作られるかどうかもわからない。

※ 仮に造られたとしても、屋上（5階建てホテル一棟、4階建
てコンドミニアム一棟の合計）の面積は約1万㎡である。整
然と並べば、1万人は立てるが、地震時不可能

※ 仮に造られたとしても、この埋立地を利用する車は1日

26,005台といわれ、車1台2人としても、2人×26,005 台
＝52,010人が避難できるわけが無い。

※ 想定の津波は20分で襲来する。この僅かな時間で、階段

や通路が混雑･混乱せず、屋上に上がれる可能性も薄い。

※ 埋立地は非常に危険な場所であることが分かる。防災計

画が不十分な泡瀬干潟･浅海域埋立を止めるべきである。

※ 国は、震災対策は埋立後に考えるなどと、国会で答弁し
ています。無責任です。公有水面埋立法違反です。

埋立地から陸に橋を渡って避難するのは不可能･危険
埋立地内で対処しなければならない。

33

35

34

36

泡瀬付近では
６～７ｍの津波が
想定される。

31 32
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説明責任をはたしていない

●計画の根拠
●事業費の明細、根拠
●工事を急ぐ理由
●自然環境保全
●防災対策（地震･津波･液状 化）
●追加費用はどうなるのか

何処が負担するのか
●総事業費は1,000億円？
●生産誘発効果1,600億？

１０．工事再開に対する
論調

第一次泡瀬訴訟
2009年10月15日、控訴審判決

●埋立に経済的合理性はない。公金支出差し止め
●計画を見直すにしても、相当程度に手堅い検証を必
要とする
第二次泡瀬訴訟
2011年7月22日、提訴

11月15日、第1回公判

37
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工事再開は、司法無視の公約違反
• 確定判決は、埋立事業の経済的合理性について、新計画につい

ても「相当程度に手堅い検証が必要」としている。
• 事業者による我田引水的な検証では、民主的な手堅い検証とは

言えない。
（東門市長は、２０１０年の市長選挙で「①沖縄市の土地利用計画に経済的合理性がないときは、事業
を推進しません。②泡瀬干潟を守り、貴重種･希少種の保護や持続可能な環境保全に取り組みます。」
という協定を４党と取り交わして当選した。）

• 民主党は、泡瀬干潟を一例に、干潟やサンゴ礁の保全を公約した。
公約を守ることは民主主義の基本。

「民主党政策集ｉｎｄｅｘ２００９」より
環境調和型公共事業

諫早湾干拓事業や吉野川河口堰改築事業、泡瀬干潟の埋立事業など環境負荷の大きい公共事業は、再評価
による見直しや中止を徹底させます。

海岸の保全
特に、干潟と珊瑚礁については、その周辺も 含めた保全を図り、日本に残された貴重な自然・生態系を保全し
ます。

• 埋立事業には必要性、妥当性、正当性のどれもなく、工事再開を
急ぐ理由はどこにもない。

直ちに工事の中止を！
政治は行政の暴走を止める責任がある。

40
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環境調査から見た泡瀬干潟埋立の問題点

日本自然保護協会 安部 真理子

©Kobasikawa

©Kobasikawa

泡瀬干潟

10月28日から工事再開

サンゴ調査

１区

２区

海草調査

今日の話

１.  現在までの調査結果について
（海草藻場、地形、サンゴ群集）

２．問題点のまとめ

２００５（H17）年９月

２００７（H19）年３月

・砂洲がＳ字型に変形

・浅場の砂が移動し

藻場上に堆積

写真：泡瀬干潟を守る連絡会

Before

After

地形変化

泡瀬干潟１区 2009年1月より土砂投入開始

護岸の中にいた生き物は生き埋めに！
（海草藻場、サンゴ群集、魚類、新種・希少種の貝類etc）

1

3

5

2

4

6

■消えていく干潟とサンゴの海	〜環境調査の結果から（安部真理子）
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砂州は変形を繰り返していたが、2011年には平らに広がり水没

浅場のマツバウミジグサ・コアマモ群落の変化（LS）
２００５（H１７）

９月

２００６（H１８）

１０月

２０１１（H２３）

７月

埋立工事

２００８（H２０）

８月

２００６（Ｈ１８）年１０月

After

海草藻場の消失・地形変化

２００４（Ｈ１６）年４月

Before

豊かな海草藻場が広がっていた

地形変化

海草藻場調査
～海草群落（L１）のバイオマスの変化～
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埋立工事 埋立工事

海草藻場調査
~海草群落（LS）のバイオマスの変化～

埋立工事本格スタート
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海草藻場にも影響があり、2011年7月の調査時と比べて
更に海草が減少していることが確認された

2011年8月の大型台風9号の影響で護岸が崩れ埋め立て土砂が流出

©泡瀬干潟を守る連絡会
台風の影響を調べるため8月に実施
した緊急調査の様子

・埋立てが進む第Ⅰ区域には、海草藻場、サンゴ群集（スギノキミド
リイシ・リュウキュウキッカサンゴ等）、新種、希少種（ニライカナイゴ
ウナ（貝類）,ホソウミヒルモ（海草）等）が多数生育・生息しているに
もかかわらず、全く保全措置をとらず、埋め立てようとしている

・海域に構造物を建設する事業において、大きな影響が予測される
「海水の流れ」や「底質の動き」について事後調査をしていない。「影
響は小さい」としているが実際には大きな影響が発生。

・新計画による変更点（第Ⅱ区域は埋め立て中止、海砂購入）を
加え、周辺海域も含め、きちんとした環境影響評価を行う
ことが必要

まとめ

2005 2006 2007 2008 2009

調査年

協力：泡瀬干潟を守る連絡会、沖縄RC研

・護岸の外には影響が出ていないことになっているが確実に影響
は出ている。工事の進捗とともに被度が減少している

・工事が一時中止されていた期間に少し回復している（水質↑）
・工事再開とともに、再び影響が出るであろうことは明白。

泡瀬干潟 西防波堤（護岸の外）

2005   2006    2007    2008    2009   2010 2011

サンゴの被度調査結果

HC比率(%)
泥をかぶったサンゴ

59%→32%→42%
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一時工事停止中

©Kobasikawa

©Kobasikawa

泡瀬干潟のサンゴ群集

第1区内のサンゴは生き埋め
西防波堤のサンゴ群集にも影響が出ている

サンゴ調査

１区

２区

海草調査

護岸を今すぐ撤去すれば助かる生き物も多い！

護岸は強固なコンクリート製で
はなく、水の出入りもまだ
ある状態。

中には生きている生き物たちも
いると思われる

今からでも積極的に保全してい
くべき

まとめ

直接の埋立地以外の干潟全体に環境変化が起こっている

地形変化
・砂洲の変形・移動・消失
・海草藻場上への土砂の堆積により海草が激減。干潟にも堆積し、
干潟の微地形が変化し、まっ平らになった。

海草群落の消失
・埋立地陸側にて、海草藻場が激減・消失
・2011年の大型台風の影響で、護岸が崩れ埋め立て土砂が流出した
ことが確認されている。台風前後の7月と9月の調査で海草の生育状況
を確認したところ減少していた。

サンゴ群集：
・周辺海域にて激減
・サンゴ移植は失敗しているものが多い
（過去に海草移植に失敗した経緯もある）

貝類：
・激減

台風のせいではない！

13

15

17

14

16

18


