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は じ め には じ め には じ め には じ め に     

 こ の 資 料 集 は 、 1997 年 か ら 2014 年 の 間 に 、 花 輪 伸 一 が 、 WWF ジ ャ パ

ン 、 沖 縄 の た め の 日 米 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク （ JUCON）、 ラ ム サ ー ル ･ネ ッ ト

ワ ー ク 日 本 の ス タ ッ フ と し て 、あ る い は 個 人 と し て 作 成 ま た は 作 成 に 関

与 し 公 表 し た「 辺 野 古 と 高 江 の 自 然 保 護 と 米 軍 基 地 建 設 問 題 に 関 す る 意

見 、 声 明 、 要 請 等 の 文 書 」 で あ る 。  

 

収 録 文 書収 録 文 書収 録 文 書収 録 文 書     

1 9 9 7 年年年年  

・  W W F ジ ャ パ ン 、 キ ャ ン プ ・ シ ュ ワ ブ 沖 海 上 航 空 基 地 （ 海 上 ヘ リ ポ ー ト ） 計 画 に

対 す る 意 見 書 を 提 出 （ 1 9 9 7 . 1 2 . 1 9）  

・  キ ャ ン プ ・ シ ュ ワ ブ 沖 海 上 航 空 基 地 計 画 に 対 す る 意 見 の 提 出 に つ い て  

・  キ ャ ン プ ・ シ ュ ワ ブ 沖 海 上 航 空 基 地 計 画 に 対 す る 意 見  

1 9 9 8 年年年年  

・  W W F  J a p a n ' s  p o s i t i o n  s t a t e m e n t  o n  t h e  p r o p o s e d  p r o je c t  t o  s e t  u p  a  U S  m i l i t a r y  

h e l i c o p t e r  b a s e  i n  t h e  O k i n a w a n  s e a （ 1 9 9 8 . 1 . 2 2）  

・  O n  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  s e t  u p  a  U S  m i l i t a r y  h e li c o p t e r  b a s e  i n  t h e  s e a  o f f  C a m p  

S c h w a b  o n  t h e  O k i n a w a  I s l a n d （ 1 9 9 8 . 1 . 2 2）  

2 0 0 0 年年年年  

・  沖 縄 の ジ ュ ゴ ン 、 ノ グ チ ゲ ラ 、 ヤ ン バ ル ク イ ナ を 守 る 署 名 の お 願 い  

・  沖 縄 の ジ ュ ゴ ン 、 ノ グ チ ゲ ラ 、 ヤ ン バ ル ク イ ナ を 守 る 署 名 を 、 森 喜 朗 首 相 へ 手

渡 す （ 2 0 0 0 . 7 . 2 3）  

・  I U C N 勧 告 「 沖 縄 島 の ジ ュ ゴ ン ， ノ グ チ ゲ ラ ， ヤ ン バ ル ク イ ナ の 保 全 」

（ 2 0 0 0 . 1 0 . 1 1）  

・  C o n s e r v a t i o n  o f  D u g o n g  (D u g o n g  d u g o n ) ,  O k i n a w a  Wo o d p e c k e r  (S a p h e o p i p o  

n o g u c h i i )  a n d  O k i n a w a  R a i l  (G a l l i r a l l u s  o k i n a w a e )  i n  a n d  a r o u n d  t h e  O k i n a w a  

I s l a n d（ 2 0 0 0 . 1 0 . 11）  

・  沖 縄 の ジ ュ ゴ ン 、 ノ グ チ ゲ ラ 、 ヤ ン バ ル ク イ ナ と そ の 生 息 地 の 保 全 に 関 す る 要

請 （ 2 0 0 0 . 11 . 1 7）  

2 0 0 1 年年年年  

・  沖 縄 ジ ュ ゴ ン を 種 の 保 存 法 「 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 」 に 指 定 す る 件 に つ い て の

要 請 （ 2 0 0 1 . 4 . 1 9）  

・  共 同 声 明 「 沖 縄 島 の ジ ュ ゴ ン ・ ノ グ チ ゲ ラ ・ ヤ ン バ ル ク イ ナ と そ の 生 息 地 の 保

全 、 特 に 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 お よ び 山 原 （ や ん ば る ） の ヘ リ パ ッ ド 建 設 計 画

と 関 連 し て 」（ 2 0 0 1 . 7 . 6）  



・  J o i n t  D e c l a r a t i o n ； C o n s e r v a t i o n  o f  D u g o n g  ( D u g o n g  d u g o n ) ,  O k i n a w a  

Wo o d p e c k e r ( S a p h e o p i p o  n o g u c h i i ) , a n d  O k i n a w a  R a i l  ( Ga l l i r a l l u s  o k i n a w a e )  i n  a n d  

a r o u n d  O k i n a w a  I s l a n d .   P a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o R e l o c a t i o n  o f  F u t e n m a  A i r p o r t  

a n d  P l a n s  f o r  C o n s t r u c t i o n  o f  H e l i p a d s  f o r  U . S .  M i li t a r y  F a c i l i t i e s  i n  t h e  Ya m b a r u  

R e g i o n（ 2 0 0 1 . 7 . 6）  

・  沖 縄 の ジ ュ ゴ ン の 現 状 （ 2 0 0 1 . 11 . 2 8 バ ン ク ー バ ー ）  

・  P r e s e n t  S t a t u s  o f  t h e  D u g o n g  i n  O k i n a w a ,  J a p a n（ 2 0 0 1 . 11 . 2 8 バ ン ク ー バ ー ）  

2 0 0 2 年年年年  

・  「 北 部 訓 練 場 ヘ リ コ プ タ ー 着 陸 帯 移 設 に 係 わ る 継 続 環 境 調 査 検 討 書 」 に 関 す る

意 見 書 （ 2 0 0 2 . 8 . 3）  

・  沖 縄 の ジ ュ ゴ ン 保 護 に 関 す る 行 動 計 画 （ 2 0 0 2 . 9 . 2 8）  

・  A n  A c t i o n  P l a n  f o r  P r o t e c t i n g  O k i n a w a ’s  D u g o n g（ 2 0 0 3 . 1 2 . 1 3  一 部 修 正 ）  

2 0 0 3 年年年年  

・  米 軍 基 地 建 設 に よ る ジ ュ ゴ ン ・ ノ グ チ ゲ ラ ・ ヤ ン バ ル ク イ ナ へ の 脅 威

（ 2 0 0 3 . 3 . 2 0）  

・  T h r e a t s  o f  t h e  U S  M i l i t a r y  B a s e  C o n s t r u c t i o n s  t o  D ug o n g ,  O k i n a w a  Wo o d p e c k e r ,  

a n d  O k i n a w a  R a i l  o f  O k i n a w a  I s l a n d（ 2 0 0 3 . 3 . 2 0）  

・  シ ン ポ ジ ウ ム の お 知 ら せ ； 沖 縄 の ジ ュ ゴ ン を 守 る た め に － ジ ュ ゴ ン 保 護 行 動 計

画 と 現 地 技 術 調 査 の 問 題 点 － （ 2 0 0 3 . 5 . 1 1）  

2 0 0 4 年年年年  

・  公 共 用 財 産 使 用 協 議 （ ボ ー リ ン グ 調 査 等 ） へ の 同 意 に 対 す る 抗 議 （ 2 0 0 4 . 4 . 7）  

・  沖 縄 の ジ ュ ゴ ン 生 息 地 の 保 全 お よ び 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 計 画 の 見 直 し

を 求 め る 声 明 （ 2 0 0 4 . 4 . 2 6）  

・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 ・ 方 法 書 の 問 題 点 メ モ （ 2 0 0 4 . 6 . 1 2）  

・  「 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 わ る 環 境 影 響 評 価 方 法 書 」 に 対 す る 意 見

書 （ 2 0 0 4 . 6 . 1 6）  

・  I U C N 勧 告 「 日 本 の ジ ュ ゴ ン ， ノ グ チ ゲ ラ ， ヤ ン バ ル ク イ ナ の 保 全 」 が 採 択 さ

れ る （ 2 0 0 4 . 11 . 2 6）  

・  R e c o m m e n d a t i o n  3 . 1 1 4； C o n s e r v a t i o n  o f  D u g o n g  D u g o n g  d u g o n ,  O k i n a w a  

Wo o d p e c k e r  S a p h e o p i p o  n o g u c h i i  a n d  O k i n a w a  R a i l  G a l l i r a l l u s  o k i n a w a e  i n  J a p a n  

2 0 0 5 年年年年  

・  第 3 回 Ｉ Ｕ Ｃ Ｎ 世 界 自 然 保 護 会 議 に お け る 勧 告「 日 本 の ジ ュ ゴ ン 、ノ グ チ ゲ ラ 、

ヤ ン バ ル ク イ ナ の 保 全 」 の 履 行 を 求 め る 要 請 （ 2 0 0 5 . 3 . 1 5）  

・  ボ ー リ ン グ 調 査 の 強 行 に 対 す る 抗 議 （ 2 0 0 5 . 5 . 1 0）  

・  2 0 0 4 年 Ｉ Ｕ Ｃ Ｎ 勧 告 「 日 本 の ジ ュ ゴ ン 、 ノ グ チ ゲ ラ 、 ヤ ン バ ル ク イ ナ の 保 全 」



の 履 行 を 求 め る 請 願 署 名 （ 2 0 0 5 . 5 . 3 0締 切 ）  

・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 「 辺 野 古 沖 縮 小 案 」 お よ び 「 陸 上 桟 橋 併 用 案 」 の 中 止 を

求 め る 意 見 書 （ 2 0 0 5 . 1 0 . 1 4）  

・  沖 縄 ・ 辺 野 古 に お け る 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 計 画 の 1 0 月 2 6 日 合 意 「 キ ャ

ン プ ・ シ ュ ワ ブ 沿 岸 案 」 の 中 止 を 求 め る 共 同 声 明 （ 2 0 0 5 . 1 0 . 2 8）  

・  J o i n t  S t a t e m e n t；To  s e e k  t h e  A b a n d o n m e n t  o f  t h e  N e w l y  A g r e e d  A l t e r n at i v e  P l a n  f o r  

t h e  F u t e n m a  A i r b a s e  R e l o c a t i o n  t o  C a m p  S c h w a b（ 2 0 0 5 . 1 0 . 2 8）  

2 0 0 6 年年年年  

・  「 北 部 訓 練 場 ヘ リ コ プ タ ー 着 陸 帯 移 設 事 業 （ 仮 称 ） に 係 わ る 環 境 影 響 評 価 図 書

案 」 に 関 す る 意 見 書 （ 2 0 0 6 . 3 . 2 0）  

・  絶 滅 の お そ れ の あ る ジ ュ ゴ ン の 生 息 域 に お け る 米 国 海 兵 隊 の 軍 事 空 港 建 設 計

画 に 反 対 す る 声 明 （ 2 0 0 6 . 5 . 1 2）  

・  S t a t e m e n t  a g a i n s t  t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  F u t e n m a  Re p l a c e m e n t  F a c i l i t y  i n  t h e  

H a b i t a t  o f  t h e  T h r e a t e n e d  O k i n a w a n  D u g o n g s（ 2 0 0 6 . 5 . 1 2）  

2 0 0 7 年年年年  

・  2 0 0 7  年 主 要 国 首 脳 会 議（ G 8  サ ミ ッ ト ）環 境 大 臣 会 合 に つ い て の お 願 い ＜ 生 物

多 様 性 （ B i o d i v e r s i t y） の 保 全 に つ い て ＞ （ 2 0 0 7 . 3 . 1 3）  

・  環 境 影 響 評 価 法 に 対 す る 防 衛 省 の 不 法 行 為 に 強 く 抗 議 す る （ 2 0 0 7 . 5 . 1 4）  

・  A S t a t e m e n t  o f  R e m o n s t r a t i o n  a g a i n s t  t h e  b r e a c h  o f  t h e  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  

A s s e s s m e n t  L a w  b y  t h e  J a p a n e s e  M i n i s t r y  o f  D e f e n s e（ 2 0 0 7 . 5 . 2 5）  

・  米 軍 北 部 訓 練 場 の ヘ リ パ ッ ド 建 設 の 中 止 を 求 め る （ 2 0 0 7 . 6 . 1 4）  

・  We  d e m a n d  a n  e n d  t o  h e l i p a d  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  U S  A r m e d  F o r c e s  N o r t h e r n  

T r a i n i n g  A r e a（ 2 0 0 7 . 6 . 1 4）  

・  防 衛 省 の 「 環 境 ア セ ス メ ン ト 法 」 無 視 の 不 法 行 為 に 強 く 抗 議 す る （ 2 0 0 7 . 8 . 1 5）  

・  パ ン フ レ ッ ト 「 や ん ば る の 森 に ヘ リ パ ッ ド は い ら な い 」（ 2 0 0 7 . 9 . 2 1､ 2 0 0 8 . 6 . 3 0

一 部 修 正 ）  

・  N o  M i l i t a r y  H e l i p a d s  i n  Ya n b a r u  F o r e s t  

・  「 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 わ る 環 境 影 響 評 価 方 法 書 」 に 対 す る 意 見

（ 2 0 0 7 . 9 . 2 7）  

・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 方 法 書 の 撤 回 を 求 め る 声

明 （ 2 0 0 7 . 11 . 1 4）  

・  普 天 間 代 替 施 設 ア セ ス 方 法 書 に 対 す る 知 事 意 見 へ の 要 望 （ 2 0 0 7 . 1 2 . 1 9）  

2 0 0 8 年年年年  

・  ジ ュ ゴ ン 裁 判 勝 訴 に 関 す る WWF  ジ ャ パ ン の コ メ ン ト （ 2 0 0 8 . 1 . 2 5）  

・  I U C N 勧 告 「 ２ ０ １ ０ 年 国 連 国 際 生 物 多 様 性 年 に お け る ジ ュ ゴ ン 保 護 の 推 進 」



が 採 択 さ れ る （ 2 0 0 8 . 1 0 . 1 4）  

・  P r o m o t i o n  o f  D u g o n g  d u r i n g  t h e  U N  2 0 1 0  I n t e r n a t i o n al  Ye a r  f o r  B i o d i v e r s i t y

（ 2 0 0 8 . 1 0 . 1 4）  

・  U S  M i l i t a r y  B a s e  C o n s t r u c t i o n  T h r e a t s  t h e  B i o d i v e r si t y  i n  H e n o k o  a n d  O u r a  B a y,  

O k i n a w a ,  J a p a n（ 2 0 0 8 . 11）  

2 0 0 9 年年年年  

・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 準 備 書 に 対 す る 意 見 書

（ 2 0 0 9 . 5 . 1 3花 輪 ）  

・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 準 備 書 に 対 す る 意 見 書

（ 2 0 0 9 . 5 . 1 3 W W Fジ ャ パ ン ）  

・  沖 縄 県 環 境 影 響 評 価 審 査 会 に お け る 意 見 聴 取 の お 願 い （ 2 0 0 9 . 7 . 2 8）  

・  鳩 山 首 相 に 辺 野 古 ・ 大 浦 湾 地 域 へ の 新 基 地 建 設 （ 普 天 間 代 替 施 設 ） の 白 紙 撤 回

を 求 め る N G O  共 同 声 明 （ 2 0 0 9 . 1 2 . 4）  

・  辺 野 古 ・ 大 浦 湾 の 生 物 多 様 性 保 全 に つ い て の 要 請 （ 2 0 0 9 . 1 2 . 8）  

2 0 1 0 年年年年  

・  防 衛 省 に よ る 高 江 ヘ リ パ ッ ド 建 設 工 事 の 強 行 に 強 く 抗 議 す る 声 明 （ 2 0 1 0 . 2 . 2 4）  

・  琉 球 列 島 の 生 物 多 様 性 保 全 と 軍 事 基 地 計 画 に 関 す る Ｗ Ｗ Ｆ ジ ャ パ ン の 声 明

（ 2 0 1 0 . 4 . 2 5）  

・  琉 球 列 島 の 生 物 多 様 性 保 全 と 軍 事 基 地 計 画 に 関 す る 見 解 （ 2 0 1 0 . 5 . 1 2）  

・  美 ら 海 ・ 沖 縄 に 基 地 は い ら な い ！ く い 打 ち 桟 橋 方 式 を ス ト ッ プ さ せ よ う ！ 緊 急

院 内 集 会 ・ 記 者 会 見 （ 2 0 1 0 . 5 . 1 4）  

・  共 同 声 明 ； 辺 野 古 へ の 基 地 建 設 に 強 く 反 対 し ま す 、「 く い 打 ち 桟 橋 方 式 」 も 豊

か な 海 の 生 物 多 様 性 を 破 壊 し ま す （ 2 0 1 0 . 5 . 1 4）  

・  手 紙 「 内 閣 総 理 大 臣  鳩 山 由 紀 夫  殿 」（ 2 0 1 0 . 5 . 1 4）  

2 0 11 年年年年  

・  防 衛 省 に よ る 米 軍 ヘ リ パ ッ ド 建 設 工 事 の 強 行 に 強 く 抗 議 し 建 設 計 画 の 中 止 を

求 め る 声 明 （ 2 0 1 1 . 2 . 2 3）  

・  や ん ば る の 森 の 生 物 多 様 性 と 米 軍 ヘ リ パ ッ ド 建 設 に 関 す る 沖 縄 防 衛 局 の  

・  環 境 影 響 評 価 図 書 の 違 法 性 、 欺 瞞 性 に つ い て （ 意 見 陳 述 書 ） 2 0 11 . 6 . 3 0 那 覇 地

裁  

・  辺 野 古 環 境 影 響 評 価 や り 直 し 義 務 確 認 等 請 求 事 件  辺 野 古 ア セ ス の 違 法 な 進

め 方 と 非 科 学 的 な 内 容 （ 意 見 陳 述 書 ） 2 0 11 . 1 0 . 1 4 那 覇 地 裁  

2 0 1 2 年年年年  

・  「 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 有 識 者 研 究 会 」

へ の 要 請 書 （ 2 0 1 2 . 9 . 2 0）  



・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 有 識 者 研 究 会 の

委 員 の 皆 さ ま へ （ 2 0 1 2 . 9 . 2 0）  

・  「 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 有 識 者 研 究 会

中 間 的 整 理  ～ 評 価 書 の 補 正 に 係 る 基 本 的 方 針 に つ い て ～ 」 に 関 す る N G O 意 見

（ 2 0 1 2 . 1 0 . 2）  

・  辺 野 古 ア セ ス 評 価 書 補 正 と 公 有 水 面 埋 立 の 問 題 （ 2 0 1 2 . 11 . 3 0）  

・  「 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 に 関 す る 有 識 者 研 究 会  

最 終 報 告 ～  評 価 書 の 補 正 に 係 る 提 言  ～ 」 に 対 す る 意 見 （ 2 0 1 2 . 1 2 . 2 5）  

2 0 1 3 年年年年  

・  公 有 水 面 埋 立 承 認 申 請 書 （ 名 護 市 辺 野 古 ） に 係 る 利 害 関 係 人 の 意 見 書  

（ 2 0 1 3 . 7． 1 5）  

・  普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 に 係 る 公 有 水 面 埋 立 承 認 手 続 き に 関 す る 要 望

書 （ 2 0 1 3 . 8 . 1 3）  

・  「 北 部 訓 練 場 ヘ リ コ プ タ ー 着 陸 帯 移 設 事 業 （  仮 称 ） に 係 る 事 後 調 査 報 告 書 」

に 対 す る 意 見 （ 2 0 1 3 . 8 . 2 2）  

2 0 1 4 年年年年  

・  辺 野 古 新 基 地 お よ び 高 江 ヘ リ パ ッ ド の 建 設 に 強 く 抗 議 し 計 画 の 撤 回 を 求 め る

環 境 団 体 の 声 明 と 要 請 ～ 軍 事 基 地 建 設 で は な く 世 界 自 然 遺 産 へ の 登 録 を ～

（ 2 0 1 4 . 5 . 2 2）  

・  Y E S  t o  Wo r l d  N a t u r a l  H e r i t a g e !  N O  t o  U S  M i l i t a r y  M ar i n e  B a s e !  We  d e m a n d  a  c e a s e  

a n d  d e s i s t  t o  p l a n s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  U S  m i l it a r y  b a s e s .  I n s t e a d ,  w e  h o p e  t h a t  

t h e  a r e a s  w i l l  b e  d e s i g n a t e d  a s  a  Wo r l d  N a t u r a l  H e ri t a g e .（ 2 0 1 4 . 6 . 2 2）  

・  沖 縄 島 と 済 州 島 で の 軍 事 基 地 建 設 に よ る 島 の 生 物 多 様 性 に 対 す る 脅 威

（ 2 0 1 4 . 1 0 . 9  C B D / C O P 1 2  サ イ ド イ ベ ン ト ）  

・  T h r e a t s  t o  t h e  i s l a n d  b i o d i v e r s i t y  b y  m i l i t a r y  b a s e c o n s t r u c t i o n s  i n  O k i n a w a ,  J a p a n  

a n d  J e j u ,  K o r e a（ 2 0 1 4 . 1 0 . 9  C B D / C O P 1 2  S i d e - e v e n t）  

・  T h r e a t s  t o  t h e  i s l a n d  b i o d i v e r s i t y  b y  m i l i t a r y  b a s e c o n s t r u c t i o n s  i n  H e n o k o  a n d  

Ta k a e ,  O k i n a w a ,  J a p a n（ 2 0 1 4 . 1 0  C B D / C O P 1 2  P o s t e r）  

・  ［ カ ン ジ ョ ン ・ 高 江 ・ 辺 野 古 住 民 共 同 宣 言 文 ］ 軍 事 基 地 建 設 に よ っ て 島 の 生 物

多 様 性 が 脅 威 を 受 け て い る ！  （ 2 0 1 4 . 1 0 . 9  C B D / C O P 1 2  サ イ ド イ ベ ン ト ）  

・  [ G a n g j e o n g ,  Ta k a e ,  H e n o k o  Vi l l a g e r s '  J o i n t  S t a t e m e nt ]  I s l a n d  B i o d i v e r s i t y  i s  b e i n g  

t h r e a t e n e d  b y  M i l i t a r y  B a s e  C o n s t r u c t i o n s !  （ 2 0 1 4 . 1 0 . 9  C B D / C O P 1 2  S i d e - e v e n t）  

 

 

 



                                                        1997年12月19日  

 

   報道関係者 各位  

 

 

WWF ジャパン、  

キャンプ・シュワブ沖海上航空基地（海上ヘリポート）計画  

に対する意見書を提出。  

 

 

 WWF ジャパンは、１２月１９日に、沖縄県名護市のキャンプ・シュワブ沖に

計画されている海上航空基地（海上ヘリポート）に関する意見書を、内閣総理

大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官あてに、また、意見書の写しを、環境庁長

官、沖縄県知事、名護市長宛に郵送した。  

 意見書の内容は別紙のとおりであり、その趣旨は、「キャンプ・シュワブ沖

に建設を計画している海上基地（海上ヘリポート）は、自然環境に大きな影響

を与えることが予想される。特に、絶滅危惧種のジュゴンには生息地の喪失と

いう大きなダメージを与え、生物の多様性に富むサンゴ礁には回復の妨げにな

ると考えられる。この点、政府案は調査が十分ではなく、かなり甘い評価をし

ていると言わざるを得ない。したがって、本会としては、キャンプ・シュワブ

沖は、海上基地として適当ではないため、建設を行うべきではなく、むしろ環

境保全のための地域指定や施策を実施すべきと考えている」というものである。 

 

 この件に関する質問先：WWF ジャパン自然保護室 次長 花輪伸一  

                           TEL.03-3769-1713,  FAX..03-3769-1717  



 

１９９７年１２月１９日  

            様  

 

 

                                     （財）世界自然保護基金日本委員会  

                                             WWF Japan  

                                           会長 畠山 向子  

 

キャンプ・シュワブ沖海上航空基地計画  

         に対する意見の提出について（お知らせ）  

 

 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。本会の活動につき

ましては、日頃よりご理解ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

 さて、本会では、自然保護団体としての立場から、標記の件につきまして、

内閣総理大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官宛に、別紙に示しました意見書を

郵送いたしました。  

 本会は、キャンプ・シュワーブ沖は、ジュゴンの生息地である可能性が高く、

また、サンゴ礁の復元を図るべき海域として、海上基地ではなく、保全施策を

行うべきところであると考えております。  

  この件につきまして、お知らせ申し上げるとともに、ご高配のほど、よろしく

お願い申しあげます。                          敬具  

 



                                                      １９９７年１２月１９日  

  内閣総理大臣  

      橋本龍太郎  様  

 

                                            （財）世界自然保護基金日本委員会  

                                                    WWF Japan 

                                                   会長 畠山 向子  

 

キャンプ・シュワブ沖海上航空基地計画に対する意見  

 

 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。本会の活動につきましては、

日頃よりご理解を賜り深く感謝しております。  

 さて、本会は1983年より継続して南西諸島の自然保護プロジェクトを推進しています。1

980年に、IUCN（国際自然保護連合）、UNEP（国連環境計画）、WWF（世界自然保護基金）

が「世界環境保全戦略」を発表しました。このなかで南西諸島が、日本では唯一、保護区

を設定して保全すべき生物地理的区域として含まれています。また、1996年には、WWFは

緊急に保護が必要なプロジェクト実施地域を14か所選定しましたが、その中にも「南西諸

島の海洋と森林の生態系」を含めています。このように南西諸島地域および海域は、自然

保護上、世界的に重要な地域と評価されています。そのため、本会も南西諸島を保全のプ

ライオリティの高い地域と位置づけ、白保海域のサンゴ礁や山原（やんばる）の森林の保

全、イリオモテヤマネコなど多くの固有野生生物の保護など、いろいろな自然保護活動を

行っています。また、これらの活動を支援するため、WWFインターナショナル名誉総裁の

エジンバラ公フィリップ殿下が、1984年、1992年、1997年にそれぞれ奄美大島、石垣島、

沖縄本島を訪問されています。  

  このような経緯を踏まえて、現在、大きな社会問題、環境問題としてクローズアップされ

ている沖縄県名護市辺野古、キャンプ・シュワブ沖の海上航空基地（海上へリポート）計

画について、特に自然環境保全の観点から本会の意見を申し上げたいと存じます。  

 

 米軍普天間飛行場の返還にともなう代替施設として示された政府案は、キャンプ・シュ

ワブ沖を建設適地とし、杭式桟橋方式（A地点）またはポンツーン方式（B地点）を採用す

るとしています。規模は全長1,500ｍ、幅600ｍで、2,500人の部隊と60機のヘリコプターを

配置することから、代替海上へリポートというよりは海上航空基地と呼ぶべき大規模なも

のです。このような大規模な建造物が陸域に近いサンゴ礁海域に建設されることになれば、

海陸の自然環境や生物相にかなり大きな影響をおよぼすと考えられます。  

 １．サンゴ礁への影響  

 11月5日に提示された政府案では、A地点はリーフ内であるためサンゴはほとんど分布せ

ず、B地点はリーフ斜面でサンゴが分布するが、サンゴ被度50％以上の範囲を避けて建設す



るため、影響は最小限に止まるとされています。  

 しかし、埋立や赤土流入によって90％以上が死滅した沖縄本島のサンゴ礁について、現

在は、その回復を図ることが優先されるべきです。なかでも回復の状況に期待が持たれて

いるキャンプ・シュワブ沖については、サンゴ礁の復元を優先し、生物の多様性を回復さ

せるべき地域であると考えられます。面積90 haの海上基地が建設されれば、太陽光が届か

ない海域では、サンゴ礁とその生物多様性の復元は不可能となるでしょう。  

 ２．藻場とジュゴンへの影響  

 政府案では、リーフ内に藻場が形成されているが、これは沖縄近海に広く分布するもの

であり、可能な限り他の適当な海域に移植するとしています。しかし、一方で、近隣海域

においてジュゴンが観察されたと報告されています。  

 ジュゴンにとって藻場は採食の場であり重要な生息場所です。 IUCNのレッド・データ・

ブックでは、ジュゴンは絶滅危機種のなかの危急種とされています。ジュゴンはインド洋、

太平洋西部の熱帯、亜熱帯海域に分布し、生息数は100,000頭と推定されています。南西諸

島海域は分布域の北端に当たりますが、この海域ではジュゴンはほとんど絶滅に近い状況

にあります。日本哺乳類学会のレッド・データ・ブックでは、絶滅危惧種にランクされ、

沖縄県に生息する個体数は50頭未満とみられています。過去の観察例は、沖縄本島の東側、

海上基地計画海域周辺で多く得られていることから、この海域と藻場がジュゴンにとって

重要な生息地である可能性が高いと考えられます。  

 もし、この海域に海上基地が建設されるならば、ジュゴンへの悪影響は大きく、絶滅の

おそれの高い沖縄の個体群にとって大きな打撃になると予想されます。  

 ３．環境汚染、騒音の影響  

 海上基地から燃料などの油類が流出する事故も心配されています。沖縄本島は台風にお

そわれる頻度が高く、海上基地もその影響を免れることはありません。事故あるいは日常

的に生じる汚染の拡散や騒音は、長期に渡り近隣の環境をむしばむおそれがあります。計

画海域および近接した区域には、天然記念物や絶滅危惧種が９種あると報道されています。

海上基地からの騒音や汚染は、これらの野生生物にも影響をおよぼすと考えられます。  

 

 以上のように、キャンプ・シュワブ沖に建設を計画している海上航空基地は、自然環境

に大きな影響を与えることが予想されます。特に、絶滅危惧種のジュゴンには生息地の喪

失という大きなダメージを与え、生物の多様性に富むサンゴ礁には回復の妨げになると考

えられます。この点、政府案は調査が十分ではなく、かなり甘い評価をしていると言わざ

るを得ません。したがいまして、本会としては、キャンプ・シュワブ沖は、海上基地（海

上ヘリポート）として適当ではないため、建設を行うべきではなく、むしろ環境保全のた

めの地域指定や施策を実施すべきと考えており、その旨を意見として申し上げたいと存じ

ます。  

 ご高配の程、なにとぞよろしくお願い申しあげます。  

                                                                         敬具  



 
  WWF-Japan 

Shiba 3-1-14, Minato-ku, 
Tokyo 105-0014, Japan 
Tel +81 3 3769 1713  
fax +81 3 3769 1717  

 

 
 
 
 
TO:        WWF NOs   -  Conservation Directors 
FROM:        Makoto Hoshino, CEO, WWF Japan 
DATE:        22 January 1998 
RE:         WWF Japan's position statement on the proposed project to set up a US military 
helicopter base in the Okinawan sea 
 
 
Please find attached the opposition of WWF Japan on a proposed project to construct a new US 
military helicopter base in WWF Global 200 Eco-Region in Japan.  This proposed site locates in the 
district included in the list of important biogeographical areas in a "World Conservation Strategy" 
published in 1980, and also in the list of the sites in need of urgent conservation in the Global 200.  
 
In addition, a recent survey executed by a private sector revealed that a local population of the 
Dugong survives in the waters of this region where is known as the northern limit of their 
distribution. If construction of the air-base is once undertaken in their habitat of seagrass beds, it is 
obvious it will become a catastrophic threat to this population's survival.  
 
 
 
For more information:     Shin-ichi Hanawa, Conservation, WWF Japan   
     Fax +813 3769 1717 
     E-mail:  LDN02770@niftyserve.or.jp 
 
 
 
-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 2 



 
  WWF-Japan 

Shiba 3-1-14, Minato-ku, 
Tokyo 105-0014, Japan 
Tel +81 3 3769 1713  
fax +81 3 3769 1717  

 

 
19 December 1997 
Prime Minister Ryutaro Hashimoto 
 
    Hisako Hatakeyama 
    Chairperson 
    World Wide Fund For Nature (WWF) Japan 
               
 
 
Re:               On the proposed project to set up a US military helicopter  
                     base in the sea off Camp Schwab on the Okinawa Island 
 
 
Excellency, 
 
With regard to the problem cited above, I am writing to present WWF Japan's observation and to 
solicit your thoughtful reconsideration of the matter. 
 
As you are well aware, since 1983 the World Wide Fund For Nature (WWF) Japan has been actively 
engaged in the projects especially aimed at conservation of the nature of Nansei Shoto islands. 
WWF published in 1980, jointly with the International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN) and the United Nations Environment Programme (UNEP), a "World 
Conservation Strategy." Nansei Shoto area was the sole site in Japan included in the list of those 
biogeographical areas which need to be protected by means of setting up conservation reserves. In 
1996, WWF globally selected fourteen sites in need of urgent implementation of the conservation 
projects, and again the "marine and forestal ecosystems in the Nansei Shoto area" were included 
therein. These facts indicate that the land and sea areas of Nansei Shoto are internationally 
recognized as one of the most important regions in the world from the conservational point of view. 
Accordingly, WWF Japan, giving high priority to this region,  has launched a number of 
conservation projects, such as conservation of coral reef off Shiraho Beach of Ishigaki-jima island, 
Yanbaru forests of Okinawa Island, protection of Iriomote cats and other endemic species, etc. It 
should be noted that H.R.H. the Duke of Edinburgh, the present Honorary President of WWF 
International, visited this region in person three times: Amami Oshima island in 1984; 
Ishigaki-jima island in 1992; and Okinawa Island in 1997. 
It is on these bases that we wish to submit our observation from the conservational point of view on 
the proposed idea of constructing a marine air base (a heliport on the sea) off the beach of Camp 
Schwab at Henoko district of Nago city in Okinawa prefecture. 
In place of the present US military air base at Futenma on Okinawa Is., which is to be returned for 
the land owners' disposal,  the Japanese Government is reportedly offering two alternative plans 



   
  

 

to build an offshore military airfield in front of Camp Schwab: either a solid cay structure 
constructed on the piles driven deeply into the seabed (A site); or a pontoon (B site). Considering its 
enormous size of the structure of 1,500 metres in length and 600 metres in width, which would 
accommodate 2,500 troops and 60 helicopters, it would better be called a maritime airbase rather 
than a substitute heliport. Construction of such a big structure in the shore waters within a coral 
reef area would certainly cause  substantial impact on the natural environment and the flora and 
fauna, both land and marine, in the surrounding area. 
 
1.  Impact on coral reef: 
 
The Governmental plan proposed on 5 November, 1997, states that the A site is located nearer to 
the shore than the coral reef, so practically no corals are found there, and the B site is located on the 
reefslope where live corals are found, but the actual place for construction would not be selected in 
the part with corals coverage of 50 percent or more, thus minimizing the impact on the corals. 
However, we must recall the fact that more than 90 percent of the coral reefs surrounding Okinawa 
Is. was killed by land reclamation and influx of red soil resulted from hasty land development works. 
To start another construction work in the vulnerable marine ecosystem, especially in the vicinity of 
Camp Schwab where early recovery of the coral reef is expected, means to nip the bud of recovery.  
Furthermore,  a marine air-base with the area of 90 hectares would substantially block the sun 
light to reach the depth, and the recovery of marine bio-diversity would become quite hopeless.  
 
2.  Impact on seagrass beds and dugongs: 
 
In the Government plan, it is stated that the seagrass beds found in the proposed areas are common 
with other parts of the Okinawa waters, and the grasses growing there would be transplanted to 
suitable places as much as possible. But it is reported elsewhere that dugongs were observed in the 
nearby waters. 
These are quite important findings in this matter. Dugong is one of the endangered marine 
mammal species, and seagrass beds are dugongs' important feeding places and so their essential 
habitat. The Red Data Book of IUCN classifies dugong in the category of critically endangered 
species among threatened animal species. Dugongs are found in the tropical and sub-tropical 
waters of the Indian Ocean and the Western Pacific, with the estimated population of 100,000 in 
total. The waters of Nansei Shoto is the northern limit of their distribution, and in this area dugong 
is regarded as in near extinction. According to the Red Data Book published by the Japan 
Mammalogist Society, dugong is classified in the "extinction-feared" category with the estimated 
local population less than fifty in the waters around Okinawa. The fact that the observation records 
in the past were obtained mainly in the water east of the Okinawa Island, especially around the 
proposed sites for the air-base suggests that construction of the air-b 
ase in this area would present a catastrophic threat to the Okinawa population of dugong which is 
being threatened already. 



   
  

 

 
3.  Environmental pollution and effects of noises 
 
There may also be accidental pollution of the sea water in the course of base management. Okinawa  
is situated in the general route of typhoons, which may cause accidental spill of fuel or other oil. 
Further, the big noises from the air base would constitute a perpetual acoustic disturbance in the 
surrounding environment for a long time. In and around the proposed sites, it is reported, there are 
nine species either designated to national monuments or threatened for extinction.  Noises and 
other pollution originated in the proposed air base, would undoubtedly affect such species. 
 
As mentioned above, it is obvious that construction of an air base in the water off Camp Schwab 
beach  would certainly give a damaging effect to the marine and land environment there. It should 
be emphasized that loss of habitat for dugongs, one of the internationally recognized endangered 
mammal species, and the harmful effects on the long-expected restoration of coral reefs in that sea, 
would be a big setback in the process to achieve  harmonious co-existence of the Nature and 
Human being on the Earth.  In this regard, WWF Japan is of opinion that the Government plan 
has been drawn upon inadequate field survey and loose assessment of the possible adverse effect of 
the project.  
WWF Japan wishes, therefore, that the Government would rather consider a conservation 
measures for the unique environment and ecosystem of the sea area off Camp Schwab than a plan 
to build up a substitute air base. 
 
WWF Japan wishes to request that the authorities concerned would give a serious consideration to 
the above-mentioned views. 
 
Yours sincerely,  
 
 
                                                        Hisako Hatakeyama 
                                                        Chairperson 
                                                        WWF Japan 
 
 



（財）世界自然保護基金日本委員会WWFJapan 

    TEL.03-3769-1713  FAX.03-3769-1717 

    

 

沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナを守る 

署名のお願い 

 

 ジュゴンは全長３ｍ、体重 300kg にもなる海の哺乳類です。日本では沖縄島北部

の東海岸にだけ住んでいます。分布範囲がせまく、生息数もたいへん少なく、孤立

しているため、絶滅のおそれのつよい動物です。レッドデータブックでは，沖縄の

ジュゴンは絶滅危惧種（日本哺乳類学会 1997）とされています。 

 ノグチゲラ、ヤンバルクイナは、沖縄島北部の山原（やんばる）の森に住んでい

ます。ノグチゲラは、自然林の大木の幹に巣穴を掘り、ヤンバルクイナは、地上性

で飛ぶことができません。ともに世界中で山原（やんばる）にしかいない沖縄島固

有の鳥で、生息数が少なく、絶滅のおそれがあります。レッドデータブックでは、

絶滅危惧種です（環境庁 1998）。 

 

 沖縄のジュゴンの生息地では、アメリカ合衆国海兵隊の飛行場建設計画（普天間

基地の移転）が立てられています。この計画は，ジュゴンの重要な休息場所および

採食場所になっている名護市辺野古沿岸のサンゴ礁と海草藻場を破壊し，ジュゴン

の生存を強く脅かします。 

 ノグチゲラ、ヤンバルクイナが生息する山原（やんばる）の森では、海兵隊のヘ

リパッド建設計画（７か所）が立てられています。ヘリパッドとその道路の建設は

森の環境を破壊し、垂直離着陸戦闘機による訓練は、ノグチゲラやヤンバルクイナ

の生存を強く脅かします。 

 

 わたしたちは、ジュゴンが生息する名護市辺野古に、また、ノグチゲラ、ヤンバ

ルクイナが生息地する山原（やんばる）の森に、軍事基地を建設して演習を行うこ

とについて、これらの種の絶滅を速めてしまうのではないかと、強く心配していま

す。 

 軍事施設の建設計画見直しと、これらの絶滅危惧種の生息環境保全を求める署名

に、ご協力ください。署名は、６月末日締め切りで、７月に、内閣総理大臣とアメ

リカ合衆国大統領に提出します。 

 

 

 

（財）世界自然保護基金日本委員会 

     WWF Japan 



    

 

 

内閣総理大臣 ／ 米国大統領 殿 

 

 ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナなど、沖縄の絶滅危惧種・固有種

とその生息地を守るため、名護市辺野古におけるアメリカ合衆国海兵隊の飛

行場建設計画（普天間基地の移転）および山原（やんばる）の森における垂

直離着陸戦闘機のヘリパッド建設計画を見直すようお願いします。 

 

Dear  President of the USA ／ Dear Prime Minister of Japan 

 

  We would like to ask you to review the construction plans of  US Marine 

Corps Airport at seashore of Henoko, Nago City,  and the helipads for 

VTOL fighters in Yambaru Forest, Okinawa, for the purpose of conserving 

endangered Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, and many endemic 

species. 

 

署名 Signature        住所 Address 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名の送り先：〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 

（財）世界自然保護基金日本委員会WWFJapan 

    TEL.03-3769-1713  FAX.03-3769-1717 

（財）世界自然保護基金日本委員会 

     WWF Japan 



２０００．７．２３２０００．７．２３２０００．７．２３２０００．７．２３    

    

沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ    

を守る署名を、森喜朗首相へ手渡すを守る署名を、森喜朗首相へ手渡すを守る署名を、森喜朗首相へ手渡すを守る署名を、森喜朗首相へ手渡す    

 

「沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナを守る署名」は、７月２１

日午前、G８サミットが行われている名護市部瀬名の万国津梁館で、池原貞雄氏

（琉球大学名誉教授）によって、森喜朗首相に直接手渡され、あわせて要望の

趣旨も伝えられた。 

 

２１日午前１１時から約３０分間、国内外の NGＯの代表９名が総理と会見す

る機会があった。池原貞雄氏は、NGＯセンター連絡会の共同代表の一人であり、

WWF の署名簿を１冊（２０００名分）持参し、首相に手渡すとともに、「自分は

山原（やんばる）の生まれであり、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナな

どが棲む豊かな山原（やんばる）の自然を、軍事基地建設による破壊から、国

内外の環境団体と協力して守っていきたい」と訴えた。池原氏は、動物学が専

門で、WWF の南西諸島自然保護委員会の委員長を務めている。 

 

沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナを守る署名活動は４月２８日

から始められ、郵送やファックス、インターネットなどで、７月１０日までに、

合計６０７３４名に達した。そのうち、約１２０００名が沖縄県内からのもの

である。森首相には G8 サミットの機会に直接提出することができたが、米国の

クリントン大統領には、間接的にも渡す機会が得られなかったので、近日中に

ホワイトハウス宛てに郵送する。 

 

 

署名の趣旨 

 

ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナなど、沖縄の絶滅危惧種・固有種

とその生息地を守るため、名護市辺野古におけるアメリカ合衆国海兵隊の飛

行場建設計画（普天間基地の移転）および山原（やんばる）の森における垂

直離着陸戦闘機のヘリパッド建設計画を見直すようお願いします。 

 

 

この件に関するお問い合わせは 

WWF ジャパン自然保護室次長 花輪伸一 090-2452-8555 
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沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全    

＜WWF Japan 仮訳＞ 

 

 ジュゴン（ Dugong, Dugong dugon ）は，世界的にみて絶滅のおそれのある種であり

（危急種 VU A1cd, IUCN 2000），日本では過去３０年間（1970 年以降），沖縄島の海岸

でのみ記録されていることから，沖縄島周辺の地域個体群も絶滅のおそれのある種（絶

滅危惧種 CR D1 または CR C2b,日本哺乳類学会 1997）であり，また，ジュゴンは，ア

メリカの「絶滅のおそれのある種の法」（Endangered Species Act)の対象としてあげら

れていることに注目し， 

 

 さらに，ジュゴンが周年生息する範囲は，現在では沖縄島の中部および北部の東海岸

に限られ，これは沖縄のジュゴンの保全にとってこの範囲がきわめて重要であることを

示しており，この孤立した生息場所の面積は小さく，その生息数もたいへん少ないこと

に注目し， 

 

 アメリカ合衆国海兵隊の軍事空港を建設する計画が，生息域中央部の海域または隣接

する陸域において（普天間飛行場の移転先として），立案されていることを理解し， 

 

 この空港建設計画は，実現すれば，ジュゴンの重要な休息場所および採食場所になっ

ている辺野古沿岸のサンゴ礁と海草藻場を消滅させ，小さな地域個体群の生存に対して

大きな脅威を与える可能性があることを認識し， 

 

 ジュゴン個体群が生存のために依存しているサンゴ礁と海草藻場を含む海域・陸域の

生息場所に対し，建設が与え得る影響を測定するために、自発的な環境アセスメント

（EIA）を実施するとの日本政府の最近の決定を保証し， 
 

 沖縄島北部の山原（やんばる）の亜熱帯林には，ノグチゲラ（ Okinawa Woodpecker, 

Sapheopipo noguchii ）（近絶滅種 CR, IUCN 2000）やヤンバルクイナ（ Okinawa Rail, 

Galliralus okinawae ）（絶滅危惧種 EN, IUCN 2000）をはじめ，国際的に関心が持た

れている多数の固有種，固有亜種が生息し，生物多様性の保全上きわめて重要な地域で

あることに注目し， 

 

 山原（やんばる）では，ダム建設，林道建設，森林伐採，移入種の侵入などによって

生息場所が劣化し，多くの固有種，固有亜種の生存が危ぶまれていることに注目し， 

 

 民間人の開発行為や立ち入りが禁止されているアメリカ軍演習場（アメリカ合衆国海

兵隊ジャングル戦闘訓練センター）が，野生生物の避難場所の役割を果たしてきたこと

を想起し， 

 

 米軍演習場の半分が，近い将来日本に返還される決定がなされ，森林生態系保護地域

および国立公園に指定される可能性があることを歓迎し， 

 

 アメリカ合衆国海兵隊の支配下に残された地域における軍用機のヘリパッド７か所

とそれらを結ぶ軍用道路の建設が，残されている最も重要な自然林地域において，固有

種の生息地の劣化をひきおこす可能性があることに留意し， 

 

 さらに，頻繁におこなわれる軍事訓練が，ノグチゲラやヤンバルクイナなどの希少な



 2 

野生生物種に影響を与え，この地域において絶滅のおそれを高める可能性があることに

留意し， 

 

 世界自然保護会議は，その第２回会議（2000 年 10 月 4－11 日，アンマン，ヨルダン）

において， 

 

1.  日本国政府に対し，以下のことを要請する； 
 
a) ジュゴンの生息場所やその周辺における軍事施設の建設に関する自発的な環境アセ

スメント（EIA）を，できるかぎり早急に完遂すること， 
 
b) ジュゴン個体群のさらなる減少をくい止め，さらに，その回復に役立つジュゴン保

全対策を、できるかぎり早急に実施すること， 
 
c) 山原（やんばる）の生物多様性と絶滅のおそれのある種およびジュゴンの地域個体

群の保全計画をできるかぎり早急に作成し，これらの種とその生息地の詳細な調査

研究を行うこと， 
 
d) 山原（やんばる）の「世界自然遺産」への指名を検討すること， 
 
2. 米国政府に対し，日本政府の依頼により自発的な環境アセスメント（EIA） 
  に協力することを要請する； 
 
3. 日米両国政府に対し，以下のことを要請する； 
 
a) 自発的な環境アセスメントの結果を考慮しながら，それにもとづいてジュゴン個体

群の存続を確実にするために役立つ適切な対策を講じること， 
 
b) 上記 1(c)で言及した調査を考慮しながら，予定されている軍事施設建設と演習に関

する計画が環境へおよぼす影響についてアセスメントを行い，それにもとづいてノ

グチゲラおよびヤンバルクイナの生存を確実にするために役立つ適切な対策を講じ

ること． 
 
 

 

スポンサー： 

 

（財）世界自然保護基金日本委員会（WWF Japan） 

（財）日本自然保護協会（NACS-J） 

（財）日本野鳥の会（WBSJ） 

 日本雁を保護する会（JAWGP） 

 野生動物救護獣医師会（WＲV） 

 エルザ自然保護の会 
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ＮＧＯ，政府のコメントＮＧＯ，政府のコメントＮＧＯ，政府のコメントＮＧＯ，政府のコメント    
    
注：本会議でのコメントを録音にもとづいて仮訳した 
  ものであるが，発言者による校閲は行っていない． 
 
ＮＧＯ（WWF ジャパン） 
 
 私たちは，沖縄のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全に関する決議案を提

出した．沖縄を含む多くの日本人が，この IUCN の決議に，大きな関心と期待を寄せ

ている．47,000 の人々が，IUCN に対しこの決議を採択するように求めた要請書に署

名した．署名簿は，沖縄のブースで展示された．彼らは，沖縄の固有種や絶滅危惧種が

保全されることを強く望んでおり，また，IUCN とその決議に大きな信頼と尊敬をいだ

いている．会場の皆さんが，私たちの決議案を支持するようにお願いする． 
 
日本政府（外務省） 
 
 日本政府はすでに普天間飛行場の移設，北部訓練場の返還に際して，自然環境に重大

な影響を与えないよう最大限の努力をはらうという政策目標を定めている．この政策目

標にもとづき，日本政府は，普天間飛行場代替施設の基本計画の作成より前に，ジュゴ

ンの状況の評価を進めることを決めた．このアセスはできるだけ早くやりとげる．いく

つかの理由で，我々はコンセンサスに加わることを棄権したい．しかしながら，先に述

べたとおり，我々は，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの生存を保証するために

最大限の努力をする．この発言を記録に残し今会議の決議集の中に盛り込んでほしい． 
 
アメリカ政府（国務省） 
 
 本決議の意味を考慮しながら，アメリカ政府は絶滅のおそれのあるこれらの種とその

他の種を保全するための努力を支持する．そして，決議への反応が示す，これらの種が

生存し続けるようにとの関心に敬意を払うとともに，それを共有する．最初の決議案の

文案には，いくつかの疑問を持っていたが，現行の案は，より明確になっていると思う．

その意味で，我々は普天間移設計画に対する包括的で透明性のある環境アセスメント

（EIA）を支持するとともに，日本政府の要請によって，日本政府が行う環境アセスメ

ント（EIA）に協力する用意がある．アメリカ政府は，日本の環境を保全するために，

あらゆる努力を払うという約束を公にしている．そのような努力を行うなかで，我々は，

関心のあるＮＧＯとの対話を歓迎する．この発言を記録に残すようにお願いする． 



CGR2.CNV004xCNV005 Consolidated MotionCGR2.CNV004xCNV005 Consolidated MotionCGR2.CNV004xCNV005 Consolidated MotionCGR2.CNV004xCNV005 Consolidated Motion    
Conservation of Dugong Conservation of Dugong Conservation of Dugong Conservation of Dugong ((((Dugong dugonDugong dugonDugong dugonDugong dugon), ), ), ), Okinawa Woodpecker Okinawa Woodpecker Okinawa Woodpecker Okinawa Woodpecker ((((Sapheopipo Sapheopipo Sapheopipo Sapheopipo 
noguchiinoguchiinoguchiinoguchii) ) ) ) and Okinawa Railand Okinawa Railand Okinawa Railand Okinawa Rail ( ( ( (GalliralGalliralGalliralGalliralllllus okinawaeus okinawaeus okinawaeus okinawae) in and ) in and ) in and ) in and around the Okinawa around the Okinawa around the Okinawa around the Okinawa 
IslandIslandIslandIsland    
 
NOTING that Dugong (Dugong dugon) is a globally threatened species (VU A1 cd, 
IUCN 2000) and a local population around Okinawa Island is also Endangered (CR 
D1 or CR C2b, The Mammalogical Society of Japan 1997) , for they have been 
recorded in Japan only along the coast of Okinawa Island in the past 30 years 
(since the year 1970) and the Dugong is listed under the US Endangered Species 
Act ; 
 
NOTING FURTHER that year round presence of Dugongs has been currently 
confirmed only on the east coasts of middle and northern parts of the Okinawa 
Island, indicating great importance of the region for conservation of Okinawa 
Dugongs, and this isolated habitat is small in area and the number of Dugong in 
this habitat is also small; 
 
UNDERSTANDING that options for a military airport for the US Marine Corps 
include a central part of the Dugong's habitat or an adjacent terrestrial area (a 
relocation site for the current Futenma Airport); 
 
CONCERNED that if the construction of this airport is to be implemented in this 
area, it risks to destroy coral reefs and seagrass beds in the coastal area of Henoko, 
which are important resting and feeding area for Dugong, and may pose grave 
threats to the survival of the small local population; 
 
ENDORSING the recent decision of the Japanese government to undertake 
voluntarily an Environmental Impact Assessment to determine the likely impact of 
construction to terrestrial and coastal habitats, including coral reefs and the 
seagrass beds on which the Dugong population depends for its survival; 
 
NOTING that subtropical forests of the Yambaru, northern Okinawa Island, 
contain many endemic species and subspecies of international concern, such as 
Okinawa Woodpecker (Sapheopipo noguchii) (Critically Endangered, IUCN 2000) 
and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae) (Endangered, IUCN 2000), and therefore 
it is a particularly important area for conservation of the biodiversity; 
 
CONCERNED that the survival of many of these endemic species and subspecies 
in the Yambaru is threatened by dam construction, road construction for forestry, 
felling for timber and invasion by introduced species, all of which lead to 
deterioration of the habitat; 
 
NOTING that a US military training site (US Marine Corps Jungle Warfare 
Training Centre) where development or entry by civilians is banned has acted as a 
wildlife refuge; 
 
WELCOMING the decision that half of the US military training site will be 
returned to Japan in the near future and that there is a possibility of the 
Government of Japan designating this area as a Forest Ecosystems Protection Area 
and National Park; 
 
CONCERNED that construction of seven helipads for military aircraft and 
connecting roads in the area remaining under US Marine Corps control risks 
deterioration of habitats of endemic species in the most important remaining 



natural forest area; 
 
FURTHER CONCERNED that frequent military training in the area will cause 
disturbance to rare species such as the Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail 
and increase their probability  of extinction; 
 
The World Conservation Congress at its 2nd Session in Amman, Jordan, 4-11 
October 2000: 
 
1. URGES the Government of Japan: 
 
a) to complete as soon as possible the voluntary Environmental Impact 

Assessment on the construction of the military facilities in and around the 
habitat of the Dugong; 

b) to implement as soon as possible Dugong conservation measures that will help 
stop further reduction of the population and help its recovery; 

c) to prepare as soon as possible a conservation plan for the biodiversity and 
endangered species of the Yambaru and the local Dugong population, and 
conduct detailed studies of these species and their habitats; 

d) to consider nomination of the Yambaru  as a World Heritage Site; 

 

2. URGES the Government of the United States of America to cooperate on the 
voluntary Environmental Impact Assessment, as requested by the Government 
of Japan. 

 

3. URGES the Governments of Japan and the United States of America: 

 

a) to take into account the findings of the voluntary Environmental Impact 
Assessment and on this basis take appropriate measures to help ensure the 
survival of the Dugong population; 

b) to assess environmental effects of proposed construction of military facilities and 
training plans, taking into account the studies referred to in subpara 1 (c), and on 
this bases take appropriate measures to help ensure the survival of the Okinawa 
Woodpecker and Okinawa Rail. 
 
 
Sponsors: 
 
World Wide Fund for Nature - Japan ( WWF ) 
Nature Conservation Society of Japan ( NACS-J ) 
Wild Bird Society of Japan ( WBSJ ) 
Japanese Association for Wild Geese Protection ( JAWGP ) 
Wildlife Rescue Veterinarian’s Association, Japan 
Elsa Nature Conservancy, Japan 
 



《WWF-Japan》 

 

  We submitted a motion for conservation of Dugong, Okinawa Woodpecker 

and Okinawa Rail in and around the Okinawa Island. Many Japanese 

people, including Okinawa, have much interest and expectations for this 

IUCN motion. 47,000 people put signatures in the petition which asks the 

IUCN to adopt this motion. Signature books are shown in the exhibition 

booth of Okinawa. They strongly want to conserve the endemic and 

endangered species for Okinawa and have much reliance and respect for the 

IUCN and its recommendation. So we would like to ask all of you to support 

our motion. 

 

《Ministry of Foreign Affairs, Japan》 

 

  The Government of Japan has already set up a policy guidance that 

maximum efforts should be made in order not to give serious impacts on 

natural environment at the occasion of relocation of the Futenma Airport 

and return of major part of the Northern Training Facility. Along this policy 

guidance, the Government of Japan has just decided to proceed to an 

assessment of the status of Dugong before formation of basic design of 

replacement facilities of Futenma Airport. Works of this assessment will be 

concluded as soon as possible. For some reasons, we would like to abstain 

from joining the consensus. However, as I said earlier, we will make 

maximum efforts for ensuring the survival of Dugong, Okinawa Woodpecker 

and Okinawa Rail. I will register this statement to be recorded and to be 

reflected in the volume of resolutions of this World Congress. 

 

《US Department of State》 

 

  Considering the intent of the consolidated motion CNV 004 and 005 

concerning conservation of Dugong, Okinawa Rail and Okinawa Woodpecker, 

the United States supports efforts to conserve these and other endangered 

and threatened species. And we respect and share the concern, responses 

these motions have shown, for the species' continued survival. We had some 

questions about what has been requested in earlier versions of this motion, 

but we feel the current version is much clearer. And in this context, I can 

say that we support a comprehensive and transparent Environmental 

Impact Assessment on the proposed Futenma relocation options and are 

prepared to cooperate on the Environmental Impact Assessment conducted 

by the Government of Japan, as requested by the Government of Japan. The 

United States has committed publicly to making all efforts to protect the 

environment in Japan, consistent with relevant laws and regulations. In the 

course of these efforts, we welcome dialog with concerned Non-governmental 

Organizations. We would like the statement to be added in the record. 
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２０００年１１月１７日 

  内閣総理大臣 

    森 喜朗 様 

（財）世界自然保護基金日本委員会 

                          ＷＷＦジャパン 

                          会長 大内 照之 

 

沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナと沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナと沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナと沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナと 

その生息地の保全に関する要請その生息地の保全に関する要請その生息地の保全に関する要請その生息地の保全に関する要請 

 

 ジュゴンは全長３メートル、体重３００キログラムにもなる海の哺乳類で、日本では沖縄島中

北部の東海岸沿岸に住んでいます。分布範囲がせまく、生息数もたいへん少なく、孤立している

ため、絶滅のおそれのつよい動物で、日本のレッドデータブックでは，沖縄のジュゴンは絶滅危

惧種（日本哺乳類学会 １９９７）とされています。 

 ノグチゲラ、ヤンバルクイナは、沖縄島北部の山原（やんばる）の森に住んでいます。ノグチ

ゲラは自然林の大木の幹に巣穴を掘り、ヤンバルクイナは地上性で飛ぶことができません。とも

に世界中で山原（やんばる）にしかいない沖縄島固有の鳥で、生息数が少なく絶滅のおそれの強

い種です。レッドデータブックでは、絶滅危惧種です（環境庁 １９９８）。 

 沖縄のジュゴンの生息地では、アメリカ合衆国海兵隊の飛行場建設計画（普天間基地の移転）

が立てられています。この計画は、ジュゴンの重要な休息場所および採食場所になっている名護

市辺野古沿岸のサンゴ礁と海草藻場を破壊し、ジュゴンの生存を強く脅かします。 

 ノグチゲラ、ヤンバルクイナが生息する山原（やんばる）の森では、海兵隊のヘリパッド建設

計画（７か所）が立てられています。ヘリパッドとその付帯道路の建設は、森の環境を破壊し、

軍用機による訓練は、ノグチゲラやヤンバルクイナの生存を強く脅かします。 

 私たちは、ジュゴンが生息する名護市辺野古に、また、ノグチゲラ、ヤンバルクイナが生息地

する山原（やんばる）の森に軍事基地を建設して演習を行うことについて、これらの種の絶滅を

速めてしまうのではないかと強く心配しています。 

 今年の１０月にヨルダンのアンマンで開催された世界自然保護連合（IUCN）の第２回世界自然

保護会議では、別紙に示しましたように、日本政府およびアメリカ政府に「沖縄のジュゴン、ノ

グチゲラ、ヤンバルクイナの保全」を求める勧告が採択されました。この勧告では、環境アセス

メントやこれらの種の生存を確実にするための対策を早急に実施するように求めています。 

 以上のことから，私たちは，沖縄の絶滅危惧種・固有種とその生息地を守るため、名護市辺野

古におけるアメリカ合衆国海兵隊の飛行場建設計画（普天間基地移転）および山原（やんばる）

の森における軍用機のヘリパッド建設計画を見直し，必要な生態調査を行い保全対策を実施する

ことを、６３１７９名の「沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナを守る署名」にもとづ

いて要請いたします。 

 

                                   以上 
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写 
 

２００１年４月１９日 

農林水産大臣 谷津 義男 様 

環境大臣     川口 順子 様 

 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン 

                                        （WWF Japan） 

                                        会長 大内 照之 

 

 

沖縄ジュゴンを種の保存法「国内希少野生動植物種」 

に指定する件についての要請 

 

 拝啓，時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます．日頃より環境問題

には大きなご配慮をいただき，また，本会の活動につきましてもご理解を賜り

厚くお礼申し上げます． 

 さて，海生哺乳類のジュゴンに関しては，1993 年の水産庁長官と環境庁自然

保護局長の種の保存法案に関する覚書をもとに「ジュゴンは意図せず捕獲され

る水産動植物であるため国内希少野生動植物種の指定対象には含まれない」と

されています． 

 この覚書の件に関連して，本年３月２３日の参議院予算委員会における討議

の際，谷津義男農水大臣から「環境省と検討し覚書からはずしてもよい」旨の

ご答弁があり，川口順子環境大臣からは「農水省と連携し前向きに進める」旨

のご答弁があったと伺っております． 

 両大臣のご答弁は，絶滅のおそれのある沖縄ジュゴンの保護にとって大きな

意義があり，たいへん歓迎されるものです．できるだけ早い機会に，ジュゴン

を前述の覚書からはずし，種の保存法の対象種として「国内希少野生動植物種」

に加えることにより，ジュゴンの沖縄個体群とその生息地の保全を図ることが

できるように要請したいと存じます．  

 また，ジュゴンの生息地では，毎年，漁網にからまり死亡する個体がありま

す．これは数の少ない個体群にとって大きなダメージであり，早急な対策が必

要です．この問題につきましても，漁民の方々が不利益を被らない方法で解決

を図るようにあわせて要請したいと存じます． 

 ご高配の程，よろしくお願いいたします． 

 

 

敬具 
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最終版  (2001.7.2)                   2001 年 7 月６日 
 
 

共同声明 
 

沖縄島のジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全沖縄島のジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全沖縄島のジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全沖縄島のジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全    
 

特に普天間飛行場代替施設および 
山原（やんばる）のヘリパッド建設計画と関連して 

 
 

ＷＷＦジャパン，（財）日本自然保護協会， 
（財）日本野鳥の会，日本雁を保護する会， 
野生生物救護獣医師会，エルザ自然保護の会 

（IUCN メンバー） 

 

ジュゴン保護基金委員会，ジュゴンネットワーク沖縄， 

沖縄環境ネットワーク，ジュゴン保護キャンペーンセンター 

（賛同団体） 

 

 

 2000 年 10 月に，ヨルダンのアンマンで開催された IUCN（国際自然保護連

合）の第２回世界自然保護会議において，「沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤ

ンバルクイナの保全」に関する勧告が採択されている． 
 勧告では，日本政府に，軍事基地建設に関する環境アセスメントを完遂する

こと，ジュゴンの絶滅防止対策を実施すること，山原（やんばる）保全計画を

作成すること，世界遺産リストへの登録を検討することを求め，アメリカ政府

に，環境アセスメントに協力することを求め，日米両政府に，軍事施設と演習

の影響に関するアセスメントを行い保護対策を実施するように要請している． 
 IUCN は，79 か国の政府，112 の各国政府機関，735 のＮＧＯによって構成

され，国連と密接な関係を持つ世界最大の自然保護機関である．IUCN の勧告

は国際条約にもとづく勧告と同等の重みがあり，関係する政府，政府機関，Ｎ

ＧＯは，勧告を尊重し実行する義務がある． 
 私たちは，日本政府およびアメリカ政府が，「沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，

ヤンバルクイナの保全」に関する IUCN の勧告を尊重し，以下の政策を早急に

実行することを要請する． 
 

日本政府に対する要請 
 
ジュゴンについて 
 
１．普天間飛行場代替施設の基本計画を策定する前に，複数の代替案について，

環境アセスメントを実施すること． 
 
 日本政府は， 普天間飛行場代替施設協議会で３工法８案を提示するなど，軍
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事基地の基本計画策定を先に進め，環境アセスメントについては基本計画策定

後に実施するとしている． 
 しかし，基本計画策定後に，ただひとつの案について環境アセスメントを行

うのでは，軍事基地建設がジュゴンとその生息地におよぼす影響を比較検討し

て，回避，低減をはかることは不可能であり，計画を容認した上で矮小化され

た環境対策を付記する程度のものになる可能性が高い．代替施設協議会に提出

された防衛庁資料でも，３工法８案すべてにおいて，ジュゴンへの影響と保全

措置の必要性を記しながら対策は何も示されていない． 
 代替施設の建設場所が，はじめから名護市辺野古に限られていることも問題

である．この海域はジュゴンの生息域の中心部分であり，沖縄県の「自然環境

の保全に関する指針」では，自然環境の厳正な保護を図る地域（評価ランクⅠ）

に指定されていることから，本来，代替施設の建設を回避すべき場所のはずで

ある． 
 はじめに建設場所を名護市辺野古に決め，３工法８案を提案し，これらのな

かからひとつを選んで基本計画を決定し，後に環境アセスメントを実施すると

いう手順は，IUCN の勧告が求めている国際水準を満たす環境アセスメントと

は全く異なるものである．これは，ジュゴンの絶滅防止，回復を保証するもの

ではない． 
 IUCN の勧告を尊重するならば，環境アセスメントは，基本計画を決定する

前の段階で，辺野古の３工法８案だけでなく，辺野古以外の場所も含み，また，

建設しないというゼロ案も含む複数案について環境アセスメントを実施するべ

きである． 
 私たちは，日本政府に対し，IUCN 勧告を尊重し，基本計画策定の前に，複

数の案について，環境アセスメントを実施することを要請する． 
 
２．アメリカ政府に環境アセスメントに関する協力を求めること． 
 
 IUCN 勧告では，ジュゴンがアメリカ合衆国の「絶滅のおそれのある種の法

（ESA）」の指定種であることから，アメリカ政府に対し，日本政府の依頼によ

り環境アセスメントに協力するように求めている．アメリカ政府も IUCN の本

会議において，日本政府の依頼によって協力する用意がある旨の発言をしてい

る．したがって，私たちは，日本政府が行う環境アセスメントへの協力を，ア

メリカ政府に対して依頼するように要請する． 
 
３．早急に，ジュゴンを種の保存法の政令指定種とし，あわせて生息地等保護

区の指定も行うこと． 
 
 ジュゴンに関しては，水産庁・環境庁の覚書（1992 年）により種の保存法の

指定種には含まれないとされていたが，2001 年３月の参議院予算委員会におい

て，農水・環境両大臣により覚書からはずす旨の発言があった．また，５月の

新聞報道によると，環境省はジュゴンを国内希少野生動植物種に指定し，あわ

せて生息地等保護区の指定も検討するとのことである．さらに６月に，環境大

臣は，ジュゴンおよびその生息地の海草藻場の広域的調査を行うと発言してい

る．上記の政令指定種の指定，生息地に関する広域的調査を早急に実施するこ

とを要請する． 



 3 

 
４．混獲等によるジュゴンの死亡事故の防止対策を急ぐこと． 
 
 沖縄島では，漁網などにからまって死亡したとみられるジュゴンの死体が，

多い年で３頭も確認されている．きわめて個体数の少ない沖縄のジュゴン個体

群にとって，このような死亡は絶滅につながる大きな要因になっていると考え

られるので，漁業者が不利益を被らない方法で，混獲防止対策や網に入ったジ

ュゴンの救助体制を早急につくることを要請する． 
 
ノグチゲラ・ヤンバルクイナについて 
 
１．防衛施設庁による継続中の環境調査について，情報を公開し，研究者・市

民・環境ＮＧＯ等の意見を聞き，調査結果の評価に反映させること． 
 
 北部訓練場（米国海兵隊ジャングル戦闘訓練センター）における米軍ヘリパ

ッド等の建設に関連して，防衛施設庁が環境調査を２年間継続することに決め

たことは評価できる．この調査に関しては，調査地域，方法，結果などについ

て情報を公開し，研究者，地域住民，市民，ＮＧＯの意見を求め，結果の評価

に反映させることを要請する． 
 
２．環境アセスメントを実施すること． 
 
 IUCN の勧告で求められているように，北部訓練場（米国海兵隊ジャングル

戦闘訓練センター）における７か所のヘリパッドとその軍用道路の建設および

そこで行われる予定の軍事演習が，山原（やんばる）の生物多様性やノグチゲ

ラ，ヤンバルクイナなどの絶滅のおそれのある生物におよぼす影響について，

きちんとした環境アセスメントを実施することを要請する． 
 
３．山原（やんばる）の生物多様性・絶滅のおそれのある種の保全計画を早急

に作成すること． 
 
 IUCN の勧告で求められているように，山原（やんばる）の生物多様性と絶滅

のおそれのある種について保全計画をできる限り早急に作成し，緊急に行うべ

き対策は直ちに実行するとともに，これらの種とその生息地の詳細な調査研究

を進めることを要請する． 
 

アメリカ政府に対する要請 
 
１．普天間飛行場代替施設に関して，日本政府の行う環境アセスメントに協力

すること． 

 

 IUCN の勧告で求められているように，日本政府からの依頼にもとづき，ジュ

ゴンの生息場所やその周辺での軍事施設の建設に関して，日本政府が行う環境

アセスメントに協力することを要請する．特に，日本政府が行う環境アセスメ

ントの水準が，次項で述べるアメリカの環境法の水準に達し，アメリカ政府が
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独自に行う必要のある環境アセスメントと整合するように調整することを要請

する． 

 

２．アメリカ合衆国の環境法にもとづき，沖縄における米軍基地の建設と米国

海兵隊の軍事演習が，ジュゴンやノグチゲラ，ヤンバルクイナなどの絶滅

のおそれのある生物におよぼす影響について，環境アセスメントを行うこ

と． 

 

 私たちは，沖縄における米軍基地の建設と，その基地を使用して行われる米

国海兵隊の軍事演習計画には，「国家環境政策法（NEPA）」や「絶滅のおそれの

ある種の法（ESA）」などのアメリカ合衆国の環境法が適用されると考えている．

これらの法律の定めるところにしたがって，基地建設・軍事演習がジュゴンや

ノグチゲラ，ヤンバルクイナなどの絶滅のおそれのある生物およびその生息地

に対しておよぼす影響について環境アセスメントを実施することを要請する． 

 

３．絶滅のおそれのある種の適切な保護対策を実施すること． 

 

 IUCN 勧告で求められているように，環境アセスメントの結果にもとづき，米

軍基地および演習区域内において，絶滅のおそれのある種であるジュゴン，ノ

グチゲラ，ヤンバルクイナの生存を確実にするための適切な対策を実施するこ

とを要請する． 

 

以上 

 

上記に関する問い合わせ先 

 ＷＷＦジャパン    花輪伸一  TEL.03-3769-1724, FAX.03-3769-1717 

                                 E-mail;hanawa@wwf.or.jp 

（財）日本自然保護協会 吉田正人 TEL.03-3265-0523, FAX.03-3265-0527 

                                     E-mail;myoshida@nacsj.or.jp 

各団体ホームページまたは連絡先 

 ＷＷＦジャパン          http://www.wwf.or.jp/ 

（財）日本自然保護協会       http://www.nacsj.or.jp/ 

（財）日本野鳥の会         http://www.wbsj.org/index2.html 

 日本雁を保護する会        http://www.kt.rim.or.jp/~hira/jawgp/jawgp/ 

 野生生物救護獣医師会       http://www.ask.ne.jp/~wrvj/ 

 エルザ自然保護の会               〒305 茨城県筑波学園郵便局私書箱２号 

 ジュゴン保護基金委員会           http://www.yanbaru.ne.jp/~dugong/ 

  ジュゴンネットワーク沖縄 http://www.ii-okinawa.ne.jp/people/higap/index.html 

  沖縄環境ネットワーク       http://homepage1.nifty.com/okikan/index.htm 

  ジュゴン保護キャンペーンセンター http://love-dugong.net/campaign/ 
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添付資料１．IUCN 勧告（2000 年 10 月 アンマン，ヨルダン）． 

 

CGR2.CNV004xCNV005 Rev 1 

沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全    

＜WWF Japan 訳＞ 

 

 ジュゴン（ Dugong, Dugong dugon ）は，世界的にみて絶滅のおそれのある種であり

（危急種 VU A1cd, IUCN 2000），日本では過去３０年間（1970 年以降），沖縄島の海岸

でのみ記録されていることから，沖縄島周辺の地域個体群も絶滅のおそれのある種（絶

滅危惧種 CR D1 または CR C2b,日本哺乳類学会 1997）であり，また，ジュゴンは，ア

メリカの「絶滅のおそれのある種の法」（Endangered Species Act)の対象としてあげら

れていることに注目し， 

 

 さらに，ジュゴンが周年生息する範囲は，現在では沖縄島の中部および北部の東海岸

に限られ，これは沖縄のジュゴンの保全にとってこの範囲がきわめて重要であることを

示しており，この孤立した生息場所の面積は小さく，その生息数もたいへん少ないこと

に注目し， 

 

 アメリカ合衆国海兵隊の軍事空港を建設する計画が，生息域中央部の海域または隣接

する陸域において（普天間飛行場の移転先として），立案されていることを理解し， 

 

 この空港建設計画は，実現すれば，ジュゴンの重要な休息場所および採食場所になっ

ている辺野古沿岸のサンゴ礁と海草藻場を消滅させ，小さな地域個体群の生存に対して

大きな脅威を与える可能性があることを認識し， 

 

 ジュゴン個体群が生存のために依存しているサンゴ礁と海草藻場を含む海域・陸域の

生息場所に対し，建設が与え得る影響を測定するために、自発的な環境アセスメント

（EIA）を実施するとの日本政府の最近の決定を保証し， 
 

 沖縄島北部の山原（やんばる）の亜熱帯林には，ノグチゲラ（ Okinawa Woodpecker, 

Sapheopipo noguchii ）（絶滅危惧ⅠA 類, IUCN 2000）やヤンバルクイナ（ Okinawa Rail, 

Galliralus okinawae ）（絶滅危惧ⅠB類, IUCN 2000）をはじめ，国際的に関心が持た

れている多数の固有種，固有亜種が生息し，生物多様性の保全上きわめて重要な地域で

あることに注目し， 

 

 山原（やんばる）では，ダム建設，林道建設，森林伐採，移入種の侵入などによって

生息場所が劣化し，多くの固有種，固有亜種の生存が危ぶまれていることに注目し， 

 

 民間人の開発行為や立ち入りが禁止されているアメリカ軍演習場（アメリカ合衆国海

兵隊ジャングル戦闘訓練センター）が，野生生物の避難場所の役割を果たしてきたこと

を想起し， 

 

 米軍演習場の半分が，近い将来日本に返還される決定がなされ，森林生態系保護地域

および国立公園に指定される可能性があることを歓迎し， 

 

 アメリカ合衆国海兵隊の支配下に残された地域における軍用機のヘリパッド７か所

とそれらを結ぶ軍用道路の建設が，残されている最も重要な自然林地域において，固有

種の生息地の劣化をひきおこす可能性があることに留意し， 
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 さらに，頻繁におこなわれる軍事訓練が，ノグチゲラやヤンバルクイナなどの希少な

野生生物種に影響を与え，この地域において絶滅のおそれを高める可能性があることに

留意し， 

 

 世界自然保護会議は，その第２回会議（2000 年 10 月 4－11 日，アンマン，ヨルダン）

において， 

 

1.  日本国政府に対し，以下のことを要請する； 
 
a) ジュゴンの生息場所やその周辺における軍事施設の建設に関する自発的な環境アセ

スメント（EIA）を，できるかぎり早急に完遂すること， 
 
b) ジュゴン個体群のさらなる減少をくい止め，さらに，その回復に役立つジュゴン保

全対策を、できるかぎり早急に実施すること， 
 
c) 山原（やんばる）の生物多様性と絶滅のおそれのある種およびジュゴンの地域個体

群の保全計画をできるかぎり早急に作成し，これらの種とその生息地の詳細な調査

研究を行うこと， 
 
d) 山原（やんばる）の「世界自然遺産」への指名を検討すること， 
 
2. 米国政府に対し，日本政府の依頼により自発的な環境アセスメント（EIA） 
  に協力することを要請する； 
 
3. 日米両国政府に対し，以下のことを要請する； 
 
a) 自発的な環境アセスメントの結果を考慮しながら，それにもとづいてジュゴン個体

群の存続を確実にするために役立つ適切な対策を講じること， 
 
b) 上記 1(c)で言及した調査を考慮しながら，予定されている軍事施設建設と演習に関

する計画が環境へおよぼす影響についてアセスメントを行い，それにもとづいてノ

グチゲラおよびヤンバルクイナの生存を確実にするために役立つ適切な対策を講じ

ること． 
 
 

 

スポンサー： 

 

 ＷＷＦジャパン（WWF- Japan） 

（財）日本自然保護協会（NACS-J） 

（財）日本野鳥の会（WBSJ） 

 日本雁を保護する会（JAWGP） 

 野生動物救護獣医師会（WＲV） 

 エルザ自然保護の会（ENC） 
 
 
添付資料２．IUCN 本会議におけるＮＧＯ，日米両政府のコメント． 
  注：本会議でのコメントを録音にもとづいて訳したものであるが， 
    日米両政府の発言については，政府関係者による校閲は行っていない． 
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ＮＧＯ（WWF ジャパン） 
 
 私たちは，沖縄のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全に関する決議案を提

出した．沖縄を含む多くの日本人が，この IUCN の決議に，大きな関心と期待を寄せ

ている．47,000 の人々が，IUCN に対しこの決議を採択するように求めた要請書に署

名した．署名簿は，沖縄のブースで展示された．彼らは，沖縄の固有種や絶滅危惧種が

保全されることを強く望んでおり，また，IUCN とその決議に大きな信頼と尊敬をいだ

いている．会場の皆さんが，私たちの決議案を支持するようにお願いする． 
 
日本政府（外務省） 
 
 日本政府はすでに普天間飛行場の移設，北部訓練場の返還に際して，自然環境に重大

な影響を与えないよう最大限の努力をはらうという政策目標を定めている．この政策目

標にもとづき，日本政府は，普天間飛行場代替施設の基本計画の作成より前に，ジュゴ

ンの状況の評価を進めることを決めた．このアセスはできるだけ早くやりとげる．いく

つかの理由で，我々はコンセンサスに加わることを棄権したい．しかしながら，先に述

べたとおり，我々は，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの生存を保証するために

最大限の努力をする．この発言を記録に残し今会議の決議集の中に盛り込んでほしい． 
 
アメリカ政府（国務省） 
 
 ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保護に関する本決議の意味を考慮し，アメ

リカ政府は絶滅のおそれのあるこれらの種とその他の種を保全するための努力を支持

する．そして，決議への反応が示す，これらの種が生存し続けるようにとの関心に敬意

を払うとともに，それを共有する．最初の決議案の文案には，いくつかの疑問を持って

いたが，現行の案は，より明確になっていると思う．その意味で，我々は普天間移設計

画に対する包括的で透明性のある環境アセスメント（EIA）を支持するとともに，日本

政府の要請によって，日本政府が行う環境アセスメント（EIA）に協力する用意がある．

アメリカ政府は，日本の環境を保全するために，あらゆる努力を払うという約束を公に

している．そのような努力を行うなかで，我々は，関心のあるＮＧＯとの対話を歓迎す

る．この発言を記録に残すようにお願いする． 
 

以上 
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6 July 2001 
 
 

Joint DeclarationJoint DeclarationJoint DeclarationJoint Declaration    
 

Conservation of Dugong (Conservation of Dugong (Conservation of Dugong (Conservation of Dugong (Dugong dugonDugong dugonDugong dugonDugong dugon), Okinawa Woodpecker ), Okinawa Woodpecker ), Okinawa Woodpecker ), Okinawa Woodpecker 
((((Sapheopipo noguchiiSapheopipo noguchiiSapheopipo noguchiiSapheopipo noguchii),and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae) ),and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae) ),and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae) ),and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae)     

in and around Okinawa Islandin and around Okinawa Islandin and around Okinawa Islandin and around Okinawa Island    
 

Particularly with regard to Relocation of Futenma Airport and Plans for Particularly with regard to Relocation of Futenma Airport and Plans for Particularly with regard to Relocation of Futenma Airport and Plans for Particularly with regard to Relocation of Futenma Airport and Plans for 
Construction of Helipads for U.S. Military Facilities in the Yambaru RegionConstruction of Helipads for U.S. Military Facilities in the Yambaru RegionConstruction of Helipads for U.S. Military Facilities in the Yambaru RegionConstruction of Helipads for U.S. Military Facilities in the Yambaru Region    

 
World Wide Fund for Nature Japan (WWF-Japan) 
Nature Conservation Society of Japan (NACS-J) 

Wild Bird Society of Japan (WBSJ) 
Japan Association for Wild Geese Protection (JAWGP) 

Wildlife Rescue Veterinarian's Association, Japan (WRV) 
Elsa Nature Conservancy, Japan (ENC) 

(IUCN Members) 
 

Save the Dugong Fund Committee 
Dugong Network Okinawa 

Okinawa Environmental Network 
Dugong Conservation Campaign Center 

(Supporting organizations) 
 
In October 2000, the 2nd IUCN (World Conservation Union) World Conservation 
Congress held in Amman, Jordan, adopted the Recommendation "Conservation of 
Dugong (Dugong dugon), Okinawa Woodpecker (Sapheopipo noguchii), and 
Okinawa Rail (Gallirallus okinawae) in and around Okinawa Island" (CGR2. 
CNV004xCNV005). 
 
This recommendation urges the Government of Japan to complete an 
Environmental Impact Assessment on the construction of military facilities, to 
implement conservation measures to protect the Dugong, to prepare a 
conservation plan for the Dugong and the Yambaru region, and consider 
nomination of Yambaru as a World Heritage Site. It urges the Government of the 
United States of America to cooperate on the Environmental Impact Assessment, 
and it urges both the Governments of Japan and the United States to undertake 
assessments of construction of military facilities and training plans and, based on 
these assessments, to implement conservation measures. 
 
The IUCN is composed of 79 national governments, 112 agencies of these various 
governments, and 735 non-governmental organizations. It has a close relationship 
with the United Nations and is the largest nature conservation organization in 
the world. Recommendations of the IUCN have the same weight as 
recommendations adopted on the basis of international treaties, and it is the duty 
of relevant governments, governmental agencies, non-governmental organizations 
to abide by and implement these Recommendations. 
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We call on the Governments of Japan and of the United States of America to abide 
by the Recommendation "Conservation of Dugong (Dugong dugon), Okinawa 
Woodpecker (Sapheopipo noguchii), and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae) in 
and around Okinawa Island," and in pursuit of this goal, to swiftly implement the 
measures outlined below. 
 

We call on the Government of Japan to implement the following measures.We call on the Government of Japan to implement the following measures.We call on the Government of Japan to implement the following measures.We call on the Government of Japan to implement the following measures.    
 

With respect to the Dugong:With respect to the Dugong:With respect to the Dugong:With respect to the Dugong:    
 
1111.... Implement an Environmental Impact Assessment for multiple options before Implement an Environmental Impact Assessment for multiple options before Implement an Environmental Impact Assessment for multiple options before Implement an Environmental Impact Assessment for multiple options before 

drawing up the basic project plan for relocation of Futedrawing up the basic project plan for relocation of Futedrawing up the basic project plan for relocation of Futedrawing up the basic project plan for relocation of Futenma Airport.nma Airport.nma Airport.nma Airport.    
 
The Government of Japan is already drawing up the basic project plan for 
relocation of Futenma Airport, the Futenma Airport Relocation Committee having 
already proposed 8 alternatives using 3 types of construction methods, all in the 
Henoko area. It intends to carry out the Environmental Impact Assessment after 
it has finished drawing up the basic project plan. 
 
However, a true Environmental Impact Assessment is most appropriately carried 
out - the impacts of construction of the military facility on the habitat of the 
Dugong analytically compared, and measures to avoid or minimize such impacts 
considered - while the basic plan is being drawn up. Reference materials provided 
to the Futenma Airport Relocation Committee by the Defense Agency all point out 
the need to take conservation measures to protect the Dugong in relation to all 8 
alternatives / 3 construction methods, but no actual measures are proposed. 
 
If planners persist in their present course and carry out the Environmental 
Impact Assessment after the basic project plan has been drawn up, it is very likely 
that the assessment will be no more than an old-fashioned project assessment, 
intended merely to promote acceptance of the project with minimal environmental 
measures tacked on. This type of outdated project assessment, until recently 
standard in Japan, is completely different from the assessment the IUCN 
Recommendation calls for - assessment in the planning phases that meets 
international standards. An old-fashioned project assessment will not function to 
prevent extinction or promote recovery of the Okinawa Dugong population.  
 
Due consideration of the IUCN Recommendation should lead to an Environmental 
Impact Assessment that meets international standards, is carried out in the 
planning phase before the basic project plan is decided on, and that considers 
multiple options (not just 8 alternatives / 3 construction methods all at Henoko, 
but rather options of other sites as well as the option of no construction).  
 
We thus urge the Government of Japan to give due consideration the IUCN 
Recommendation and to carry out the Environmental Impact Assessment 
considering multiple options before the basic project plan is drawn up. 
 
2222.... Request the Cooperation of the Government of the United States of Request the Cooperation of the Government of the United States of Request the Cooperation of the Government of the United States of Request the Cooperation of the Government of the United States of America America America America 

on the Environmental Impact Assessmenton the Environmental Impact Assessmenton the Environmental Impact Assessmenton the Environmental Impact Assessment    
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The IUCN Recommendation notes that the Dugong is listed under the U.S. 
Endangered Species Act, and urges the Government of the United States to 
cooperate on the Environmental Impact Assessment, as requested by the 
Government of Japan. The United States also noted during the plenary session of 
the 2nd IUCN Congress that they are prepared to cooperate on the Environmental 
Impact Assessment, as requested by Japan. We thus urge the Government of 
Japan to request the cooperation of the Government of the United States in 
carrying out the Environmental Impact Assessment. 
 
3333.... Include the Dugong on the list of protected species under the Law for the Include the Dugong on the list of protected species under the Law for the Include the Dugong on the list of protected species under the Law for the Include the Dugong on the list of protected species under the Law for the 

Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (LCES) and Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (LCES) and Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (LCES) and Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (LCES) and 
accoaccoaccoaccordingly designate its habitat as a reserve.rdingly designate its habitat as a reserve.rdingly designate its habitat as a reserve.rdingly designate its habitat as a reserve.    

 
In accordance with a 1992 memorandum between the Environment Agency and 
the Fisheries Agency, the Dugong cannot be included on the list of governed by 
LCES. However, in a meeting of the House of Councilor's Budget Committee in 
March, 2001, both the Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries and the 
Minister for Environment made statements indicating that the Dugong would be 
released from the strictures of this memorandum. According to newspaper reports 
in May, the Ministry of Environment was said to be considering adding the 
Dugong to the list of species protected under the LCES, and was also considering 
designating a reserve to protect its habitat. In June, the Minister for Environment 
said that an extensive survey of the Dugong and of the sea grass beds that form 
part of its habitat would be performed. We urge the Government of Japan to 
speedily designate the Dugong as a protected species and implement extensive 
surveys of its habitat. 
 
4444.... Take urgent measuresTake urgent measuresTake urgent measuresTake urgent measures to prevent Dugong fatalities due to entanglement in  to prevent Dugong fatalities due to entanglement in  to prevent Dugong fatalities due to entanglement in  to prevent Dugong fatalities due to entanglement in 

fishing nets, etc.fishing nets, etc.fishing nets, etc.fishing nets, etc.    
 
The carcasses of Dugongs that have apparently died due to being tangled in 
fishing nets around the island of Okinawa number as many as 3 in a year. 
Considering the extremely small number of individuals in the Okinawan 
population of Dugongs, this kind of accidental death can be a major cause of 
extinction. We urge the government of Japan to swiftly implement a system to 
rescue Dugongs caught in fishing nets that does not cause economic harm to 
fishers.  
 

With respect to the Okinawa Woodpecker and the Okinawa RailWith respect to the Okinawa Woodpecker and the Okinawa RailWith respect to the Okinawa Woodpecker and the Okinawa RailWith respect to the Okinawa Woodpecker and the Okinawa Rail    
 
1111.... Release information regarding environmental surveys presently under way by Release information regarding environmental surveys presently under way by Release information regarding environmental surveys presently under way by Release information regarding environmental surveys presently under way by 

the Defense Facilities Administration Agency, and incorporate the opinions of the Defense Facilities Administration Agency, and incorporate the opinions of the Defense Facilities Administration Agency, and incorporate the opinions of the Defense Facilities Administration Agency, and incorporate the opinions of 
scientists, citizens, escientists, citizens, escientists, citizens, escientists, citizens, environmental nonnvironmental nonnvironmental nonnvironmental non----governmental organizations, etc., in governmental organizations, etc., in governmental organizations, etc., in governmental organizations, etc., in 
the analysis of survey results.the analysis of survey results.the analysis of survey results.the analysis of survey results.    

  
We commend the Defense Facilities Administration Agency's decision to carry out 
environmental surveys regarding construction of a helipad and other U.S. military 
facilities for the U.S. Marine Corps Jungle Warfare Training Centre in northern 
Okinawa Is. over the course of two years. We urge the Japanese government to 
release information regarding the areas to be surveyed, methods used, and results, 
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to solicit opinions regarding these from scientists, local residents, citizens and 
non-governmental organizations, and to incorporate these opinions in the analysis 
of the survey results. 
 
2222.... Carry out an Environmental Impact AssessmentCarry out an Environmental Impact AssessmentCarry out an Environmental Impact AssessmentCarry out an Environmental Impact Assessment    
 
As is also urged by the IUCN Recommendation, we call for implementation of a 
proper Environmental Impact Assessment of the effects of construction of 7 
military helipads and connecting roads, and of military training exercises being 
planned for the area on the biological diversity of the Yambaru region, on the 
Okinawa Woodpecker, the Okinawa Rail, and other endangered species. 
 
3333.... Draw up without delay a conservation plan to protect the biological diversity Draw up without delay a conservation plan to protect the biological diversity Draw up without delay a conservation plan to protect the biological diversity Draw up without delay a conservation plan to protect the biological diversity 

and endangered species of the Yambaru region.and endangered species of the Yambaru region.and endangered species of the Yambaru region.and endangered species of the Yambaru region.    
 
As is also urged by the IUCN Recommendation, we urge the Government of Japan 
to draw up as soon as possible a conservation plan to protect the biological 
diversity and endangered species of the Yambaru region, to implement urgently 
needed measures immediately, and to undertake detailed scientific surveys of 
these species and their habitats. 
 
 

We call on the Government of the United States of America We call on the Government of the United States of America We call on the Government of the United States of America We call on the Government of the United States of America     
to implement the following measures.to implement the following measures.to implement the following measures.to implement the following measures.    

 
1111.... Cooperate with the Environmental Impact Assessment for the relocation of Cooperate with the Environmental Impact Assessment for the relocation of Cooperate with the Environmental Impact Assessment for the relocation of Cooperate with the Environmental Impact Assessment for the relocation of 

Futenma Airport to be carried out by the GoverFutenma Airport to be carried out by the GoverFutenma Airport to be carried out by the GoverFutenma Airport to be carried out by the Government of Japan.nment of Japan.nment of Japan.nment of Japan.    
 
As is urged by the IUCN Recommendation, we urge the Government of the United 
States to, on the request of the Government of Japan, cooperate with the 
Environmental Impact Assessment to be carried out by the Government of Japan 
with respect to the construction of military facilities and their effects on the 
Dugong's habitat sites and vicinity. In particular, we ask that the necessary 
adjustments be made so that the standards for the Environmental Impact 
Assessment to be carried out by the Government of Japan meet the standards for 
Environmental Impact Assessment that the Government of the United States 
itself carries out under the provisions of its own environmental legislation, as 
noted below. 
 
2222.... Make United States environmental legislation thMake United States environmental legislation thMake United States environmental legislation thMake United States environmental legislation the basis for Environmental e basis for Environmental e basis for Environmental e basis for Environmental 

Impact Assessments to be carried out regarding impacts of construction of U.S. Impact Assessments to be carried out regarding impacts of construction of U.S. Impact Assessments to be carried out regarding impacts of construction of U.S. Impact Assessments to be carried out regarding impacts of construction of U.S. 
military facilities and United States Marine Corps military training exercises military facilities and United States Marine Corps military training exercises military facilities and United States Marine Corps military training exercises military facilities and United States Marine Corps military training exercises 
in Okinawa on the Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, and other in Okinawa on the Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, and other in Okinawa on the Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, and other in Okinawa on the Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, and other 
enenenendangered species of Okinawa.dangered species of Okinawa.dangered species of Okinawa.dangered species of Okinawa.    

 
We believe that the environmental legislation of the United States, such as the 
"National Environmental Policy Act" and the "Endangered Species Act," should 
act as the basis for assessing environmental impacts of the construction in 
Okinawa of United States military bases and of plans for military exercises 
utilizing those bases by the United States Marine Corps. We call for 
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implementation of Environmental Impact Assessments in accordance with the 
provisions of these laws with respect to impacts of military base construction and 
military exercises on the Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail and other 
endangered species and their habitats.  
 
3333.... Implement appropriate conservation measures for the protection of Implement appropriate conservation measures for the protection of Implement appropriate conservation measures for the protection of Implement appropriate conservation measures for the protection of 

endangered species.endangered species.endangered species.endangered species.    
 
As is urged by the IUCN Recommendation, we call on the Government of the 
United States to implement appropriate measures, based on the results of 
Environmental Impact Assessments, to ensure the survival of endangered species 
such as the Dugong, Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, etc. 
 
 
 
 
World Wide Fund for Nature Japan (WWF-Japan)                 http://www.wwf.or.jp/ 
Nature Conservation Society of Japan (NACS-J)                  http://www.nacsj.or.jp/ 
Wild Bird Society of Japan (WBSJ)                     http://www.wbsj.org/index2.html 
Japan Association for Wild Geese Protection (JAWGP) 
                                            http://www.kt.rim.or.jp/~hira/jawgp/jawgp/ 
Wildlife Rescue Veterinarian's Association, Japan(WRV)      http://www.ask.ne.jp/~wrvj/ 
Elsa Nature Conservancy, Japan (ENC)          Post Box 2, Tukuba-Gakuen Post Office, 
                                                             Ibaragi-ken, Japan 305 

Save the Dugong Fund Committee                   http://www.yanbaru.ne.jp/~dugong/ 
Dugong Network Okinawa           http://www.ii-okinawa.ne.jp/people/higap/index.html 
Okinawa Environmental Network          http://homepage1.nifty.com/okikan/index.htm 
Dugong Conservation Campaign Center                http://love-dugong.net/campaign/ 
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ANNEX1.  IUCN  Recommendation（October  2000  Amman, Jordan）． 
 
CGR2.CNV004xCNV005 Rev 1CGR2.CNV004xCNV005 Rev 1CGR2.CNV004xCNV005 Rev 1CGR2.CNV004xCNV005 Rev 1    
Conservation of Dugong Conservation of Dugong Conservation of Dugong Conservation of Dugong ((((Dugong dugonDugong dugonDugong dugonDugong dugon), ), ), ), Okinawa Woodpecker Okinawa Woodpecker Okinawa Woodpecker Okinawa Woodpecker ((((Sapheopipo noguchiiSapheopipo noguchiiSapheopipo noguchiiSapheopipo noguchii) ) ) ) 
and Okinawa Railand Okinawa Railand Okinawa Railand Okinawa Rail ( ( ( (GalliralGalliralGalliralGalliralllllus okinawaeus okinawaeus okinawaeus okinawae) in and ) in and ) in and ) in and around the Okinawa Islandaround the Okinawa Islandaround the Okinawa Islandaround the Okinawa Island    
 
NOTING that Dugong (Dugong dugon) is a globally threatened species (VU A1 cd, 
IUCN 2000) and a local population around Okinawa Island is also Endangered (CR 
D1 or CR C2b, The Mammalogical Society of Japan 1997) , for they have been 
recorded in Japan only along the coast of Okinawa Island in the past 30 years (since 
the year 1970) and the Dugong is listed under the US Endangered Species Act ; 
 
NOTING FURTHER that year round presence of Dugongs has been currently 
confirmed only on the east coasts of middle and northern parts of the Okinawa Island, 
indicating great importance of the region for conservation of Okinawa Dugongs, and 
this isolated habitat is small in area and the number of Dugong in this habitat is also 
small; 
 
UNDERSTANDING that options for a military airport for the US Marine Corps 
include a central part of the Dugong's habitat or an adjacent terrestrial area (a 
relocation site for the current Futenma Airport); 
 
CONCERNED that if the construction of this airport is to be implemented in this area, 
it risks to destroy coral reefs and seagrass beds in the coastal area of Henoko, which 
are important resting and feeding area for Dugong, and may pose grave threats to the 
survival of the small local population; 
 
ENDORSING the recent decision of the Japanese government to undertake 
voluntarily an Environmental Impact Assessment to determine the likely impact of 
construction to terrestrial and coastal habitats, including coral reefs and the seagrass 
beds on which the Dugong population depends for its survival; 
 
NOTING that subtropical forests of the Yambaru, northern Okinawa Island, contain 
many endemic species and subspecies of international concern, such as Okinawa 
Woodpecker (Sapheopipo noguchii) (Critically Endangered, IUCN 2000) and Okinawa 
Rail (Gallirallus okinawae) (Endangered, IUCN 2000), and therefore it is a 
particularly important area for conservation of the biodiversity; 
 
CONCERNED that the survival of many of these endemic species and subspecies in 
the Yambaru is threatened by dam construction, road construction for forestry, felling 
for timber and invasion by introduced species, all of which lead to deterioration of the 
habitat; 
 
NOTING that a US military training site (US Marine Corps Jungle Warfare Training 
Centre) where development or entry by civilians is banned has acted as a wildlife 
refuge; 
 
WELCOMING the decision that half of the US military training site will be returned 
to Japan in the near future and that there is a possibility of the Government of Japan 
designating this area as a Forest Ecosystems Protection Area and National Park; 
 
CONCERNED that construction of seven helipads for military aircraft and connecting 
roads in the area remaining under US Marine Corps control risks deterioration of 
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habitats of endemic species in the most important remaining natural forest area; 
 
FURTHER CONCERNED that frequent military training in the area will cause 
disturbance to rare species such as the Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail and 
increase their probability  of extinction; 
 
The World Conservation Congress at its 2nd Session in Amman, Jordan, 4-11 October 
2000: 
 
1. URGES the Government of Japan: 
 
a) to complete as soon as possible the voluntary Environmental Impact Assessment 

on the construction of the military facilities in and around the habitat of the 
Dugong; 

b) to implement as soon as possible Dugong conservation measures that will help 
stop further reduction of the population and help its recovery; 

c) to prepare as soon as possible a conservation plan for the biodiversity and 
endangered species of the Yambaru and the local Dugong population, and conduct 
detailed studies of these species and their habitats; 

d) to consider nomination of the Yambaru  as a World Heritage Site; 

 

2. URGES the Government of the United States of America to cooperate on the 
voluntary Environmental Impact Assessment, as requested by the Government of 
Japan. 

 

3. URGES the Governments of Japan and the United States of America: 

 

a) to take into account the findings of the voluntary Environmental Impact 
Assessment and on this basis take appropriate measures to help ensure the 
survival of the Dugong population; 

b) to assess environmental effects of proposed construction of military facilities and 
training plans, taking into account the studies referred to in subpara 1 (c), and on 
this bases take appropriate measures to help ensure the survival of the Okinawa 
Woodpecker and Okinawa Rail. 

 
SponsorSponsorSponsorSponsors:s:s:s:    
World Wide Fund for Nature Japan ( WWF-Japan ) 
Nature Conservation Society of Japan ( NACS-J ) 
Wild Bird Society of Japan ( WBSJ ) 
Japanese Association for Wild Geese Protection ( JAWGP ) 
Wildlife Rescue Veterinarian’s Association, Japan ( WRV ) 
Elsa Nature Conservancy, Japan ( ENC ) 
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Annex２．Comments of WWF-Japan, Government of Japan and the USA. 
          These comments were transcribed from a tape recording and  
          have not been revised by the speakers. 
 
WWFWWFWWFWWF----JapanJapanJapanJapan    
  We submitted a motion for conservation of Dugong, Okinawa Woodpecker and 
Okinawa Rail in and around the Okinawa Island. Many Japanese people, 
including Okinawa, have much interest and expectations for this IUCN motion. 
47,000 people put signatures in the petition which asks the IUCN to adopt this 
motion. Signature books are shown in the exhibition booth of Okinawa. They 
strongly want to conserve the endemic and endangered species for Okinawa and 
have much reliance and respect for the IUCN and its recommendation. So we 
would like to ask all of you to support our motion. 
 
Ministry of Foreign Affairs, JapanMinistry of Foreign Affairs, JapanMinistry of Foreign Affairs, JapanMinistry of Foreign Affairs, Japan    
  The Government of Japan has already set up a policy guidance that maximum 
efforts should be made in order not to give serious impacts on natural 
environment at the occasion of relocation of the Futenma Airport and return of 
major part of the Northern Training Facility. Along this policy guidance, the 
Government of Japan has just decided to proceed to an assessment of the status of 
Dugong before formation of basic design of replacement facilities of Futenma 
Airport. Works of this assessment will be concluded as soon as possible. For some 
reasons, we would like to abstain from joining the consensus. However, as I said 
earlier, we will make maximum efforts for ensuring the survival of Dugong, 
Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail. I will register this statement to be 
recorded and to be reflected in the volume of resolutions of this World Congress. 
 
US Department of StateUS Department of StateUS Department of StateUS Department of State    
  Considering the intent of the consolidated motion CNV 004 and 005 concerning 
conservation of Dugong, Okinawa Rail and Okinawa Woodpecker, the United 
States supports efforts to conserve these and other endangered and threatened 
species. And we respect and share the concern, responses these motions have 
shown, for the species' continued survival. We had some questions about what has 
been requested in earlier versions of this motion, but we feel the current version is 
much clearer. And in this context, I can say that we support a comprehensive and 
transparent Environmental Impact Assessment on the proposed Futenma 
relocation options and are prepared to cooperate on the Environmental Impact 
Assessment conducted by the Government of Japan, as requested by the 
Government of Japan. The United States has committed publicly to making all 
efforts to protect the environment in Japan, consistent with relevant laws and 
regulations. In the course of these efforts, we welcome dialog with concerned 
Non-governmental Organizations. We would like the statement to be added in the 
record. 
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沖縄のジュゴンの現状沖縄のジュゴンの現状沖縄のジュゴンの現状沖縄のジュゴンの現状    

 

ジュゴン（Dugong, Dugong dugon）は、オーストラリアからアジア、インド洋、アフリカの東海岸に

分布している．しかし，東アジアでは，すでに台湾や日本の八重山諸島，奄美諸島のジュゴンは絶滅し

たとみられている．現在，日本でジュゴンが観察されるのは沖縄島だけであり，ジュゴンの分布域の北

限にあたる．沖縄島では，中部と北部の東海岸での観察例が多く，この海域が周年生息域と考えられて

いる．特に，名護市辺野古海域での観察例が多い．沖縄島のジュゴンのステイタスは、分布域がたいへ

ん狭く，他の個体群から孤立し、生息数が非常に少なく，絶滅のおそれがたいへん高い地域個体群であ

ると言うことができる． 

沖縄島におけるジュゴン保護の大きな問題として，ひとつには混獲の問題がある．魚網に掛かったと

思われる死体が時に漂着することがある．生息数 50 頭以下（Mammalogical Society of Japan, 1997）

とみられる非常に数少ないジュゴンが 1頭でも死ぬことは、絶滅のスピードが速まることになり，たい

へん心配されている．幸い，最近になって，地元の人々の努力により，宜野座村では，役場や漁業組合，

環境ＮＧＯとの間で，混獲防止の対策会議が開かれ，救護マニュアルが作られ，今後の成果が期待され

ている． 

もうひとつの大きな問題は，米国海兵隊の軍事空港（普天間飛行場代替施設）の建設である．この軍

事空港の建設予定地は，沖縄島のジュゴン分布域の中央部に位置することから，生息域を分断するとと

もに，採食場所である重要な海草（うみくさ）藻場および休息場所であるサンゴ礁域を破壊することに

なる．これは，ジュゴンにとってはまさに死活問題で、絶滅に陥るスピードをさらに速めてしまう可能

性が高く，危険である． 

現在，日本政府および沖縄県は，辺野古集落の海岸から約 2km 沖合にあるサンゴ礁を埋め立てて，長

さ 2600m，幅 730m の軍事空港を建設する計画を進めている．また，環境アセスメントについては，軍事

基地に関する基本計画を決定してから実施するとしている．しかし，このような旧態然とした環境アセ

スメントでは，結果として，環境やジュゴンへの影響は軽微である，あるいは，海草の移植による代償

措置が可能であるなどとして，軍事空港建設が不当にも容認される可能性が高い． 

しかし，科学的な立場から必要とされるのは，IUCN（国際自然保護連合）の勧告（アンマン，2000

年 10 月）にしたがい，国際的な水準の環境アセスメントを実施すること，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤ

ンバルクイナなど沖縄島やんばるの絶滅のおそれのある動物とその生息地の保全計画を策定すること

である．環境アセスメントは，軍事基地の基本計画決定後ではなく，決定前に行うべきであり，軍事基

地を造らないというゼロ案や辺野古の建設予定地以外も含めた複数の代替案について行うべきである．

日本国内だけでなく，海外の専門家を交え，国際水準の科学的な環境アセスメントが実施されれば，ジ

ュゴン生息地における軍事基地建設の不当性が明らかになるだろう． 

以下に，日本のジュゴン保護にかかわる IUCN の保全勧告（2000.10）とＮＧＯ10 団体の共同声明

（2001.7）を示した． 

一方，日本の環境省は，初めて沖縄のジュゴンとその生息地の包括的な調査を実施することになった．

調査に関する最初の委員会が 2001 年 11 月 2日に開催された．粕谷俊雄博士はこの委員会のメンバーで

ある．環境省は，できるだけ早く沖縄でこの調査を実施したいとしている． 

海棲哺乳類学会の第 14 回大会に参加された皆さまに，沖縄ジュゴンの現状と保護対策の必要性につ

いて，ご理解とご支援をいただけるようお願いする．学会開催中は，沖縄ジュゴンの展示ブースが用意

されているので，ここで詳しい情報を得ることが可能であり，ジュゴン保護を求める署名や日米両政府

への手紙送付などのアクションも準備しているので，皆さまの訪問をお待ちしている． 

 

 For contacts; 

Shin-ichi Hanawa; 
  World Wide Fund for Nature Japan (WWF-Japan) 
  hanawa@wwf.or.jp        http://www.wwf.or.jp/ 
Masahito Yoshida 
  Nature Conservation Society of Japan (NACS-J) 
  myoshida@nacsj.or.jp   http://www.nacsj.or.jp/ 
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Present Status of the Dugong in Okinawa, Japan 

 
 
The Dugong (Dugong dugon) is distributed from Australia through Asia, in the Indian 
Ocean, and along the east coast of Africa. However, in East Asia it appears that the 
Dugong has become extinct in Taiwan and in the Yaeyama and Amami Island groups in 
Japan. In Japan at present, the Dugong is observed only at Okinawa Island, making 
Okinawa Island the northernmost limit of its distribution. Observations of Dugong at 
Okinawa Island are most numerous along the northern and central portions of its east 
coast, and these areas are thought to be year-round habitats. Observations have been 
particularly numerous in the area offshore Henoko, part of Nago City. The status of 
Dugong in Okinawa is that of a regional population confined to a very small area of 
distribution, isolated from other populations, very few in number, and very much in 
danger of extinction.  
 
One of the serious problems complicating conservation of Okinawa's Dugong is the 
problem of incidental bycatch. Corpses of Dugong that appear to have been caught in 
fishing nets occasionally wash ashore. The death of even one individual of such an 
extremely small population, thought to be under 50 (Mammalogical Society of Japan, 
1997), can speed up the rate of extinction and is an extremely worrisome event. 
Fortunately, thanks to the efforts of local people, meetings among local government 
authorities, fishing cooperatives and environmental NGOs have recently been held in 
Ginoza village in Okinawa, and a manual for rescuing Dugong caught in fishing nets 
has been drawn up. Results from these efforts should be forthcoming. 
 
Another serious problem is a plan to construct a military air base for use by the United 
States Marines (to replace Futenma air base, also on Okinawa Island). The proposed 
construction site for this military air base is located in the central portion of the 
Dugong's habitat in Okinawa Island. It would not only bisect the habitat, but would 
also destroy seagrass beds that function as important feeding grounds, and coral reefs 
that serve as resting sites for the Dugong. This dangerous plan will mean life or death 
for the Dugong. It would most likely speed up even further the process of extinction.  
 
At present, the Government of Japan and Okinawa Prefecture are advocating a plan to 
landfill a coral reef area about 2 kilometers offshore of Henoko and construct a 2,600 
meter long, 730 meter wide military air base on top of the landfill. Also, the 
environmental impact assessment (EIA) will be carried out after the basic plan for the 
air base is decided on. However, it is very likely that this kind of anachronistic EIA will 
conclude that impacts on the Dugong will be insignificant, or, for example, that 
compensatory measures such as relocating the seagrass beds will be possible. Even if 
the military airport construction plan were unjustifiable, it is very likely that it would 
be approved under these procedures.  
 
However, from a scientific standpoint, implementation of an EIA consistent with 



international standards and in keeping with an IUCN (World Conservation Union) 
Recommendation on Okinawa's Dugong (Amman, October 2000) is needed. Also needed 
is a conservation plan for the endangered species and habitats of Okinawa, including 
the Dugong, as well as species inhabiting its Yambaru Forest, such as Pryer's 
Woodpecker and the Okinawa Rail. (NB: The IUCN Recommendation is appended 
below, together with a Joint Statement of 10 Non-Governmental Organizations of July 
2001.)  
 
The EIA should not be carried out after the basic plan for the air base is decided on, but 
before that decision is made. It should also take into consideration the zero option of no 
construction, as well as several alternative sites other than the proposed site at Henoko. 
A scientific EIA that meets international standards and is carried out with the 
participation not only of Japanese but also of overseas experts would no doubt make 
clear the injustice and inappropriateness of constructing a military air base in the 
middle of this Dugong habitat.  
 
In an independent initiative, Japan's Ministry of Environment will for the first time 
undertake a comprehensive survey of Okinawa's Dugong and their habitat. The first 
meeting of a committee charged with designing the survey took place 2nd November 
2001. (Dr. T. Kasuya is a member of this committee). The Ministry hopes to conduct 
these surveys as soon as possible, starting with Okinawa Island. 
 
We look to the participants of the 14th Biennial Conference on the Biology of Marine 
Mammals for their understanding and support with respect to the status of Dugong in 
Okinawa and the need to take measures for their protection. We will have a booth at 
the Conference presenting the issue of Okinawa's Dugong, where you can get more 
detailed information. We also have petition and letter writing campaigns directed at 
both the Governments of the United States and Japan calling for protection of 
Okinawa's Dugong. We hope you will find time to visit our booth. Thank you. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Contacts:  
 
Shin-ichi Hanawa  
   World Wide Fund for Nature Japan (WWF-Japan) 
     hanawa@wwf.or.jp   http://www.wwf.or.jp/ 
 
Masahito Yoshida 
   Nature Conservation Society of Japan (NACS-J) 
     myoshida@nacsj.or.jp   http://www.nacsj.or.jp/ 
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「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設    

に係わる継続環境調査検討書」に係わる継続環境調査検討書」に係わる継続環境調査検討書」に係わる継続環境調査検討書」    

に関する意見書に関する意見書に関する意見書に関する意見書    

 

花輪伸一 

ＷＷＦジャパン 

〒105－0014東京都港区芝3－1－14 

TEL.03-3769-1713，FAX.03-3769-1717 

 

 那覇防衛施設局は，北部訓練場における米軍ヘリコプター着陸帯の移設に関し，「環境調

査検討書」を公開し意見を求めた．これまで，この種の情報が公開されることはなく，意

見を求められることもなかったことを考えれば，今回の施設局の対応は進歩的であり，高

く評価できる．今後は，寄せられた意見が，より科学的なフィールド調査やデータの解析

ができるように，また，結果の論理的な評価につながるように，十分に生かされるべきで

あり，そのことが，継続環境調査の重要な課題になると考えられる． 

 

1. 北部訓練場・野生生物生息域の意義 

 

在沖縄米国海兵隊の北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄島北部の典

型的な自然林がよい状態で残され，固有種，固有亜種を多く含む野生生物の重要な生息地

となっている．もちろん，米軍はこの地域を保護区にしたつもりはなく，軍事訓練上必要

なので自然林を残しただけである．しかし，1972 年の復帰後，民有林・県有林では，多く

の地域で伐採やダム，農用地等の開発で自然林が失われてきたことから，8,000ha の面積

を有する北部訓練場の自然林が，まさに保護区（レフュージ）としての役割を担ってきた

のである．これは，地球上で沖縄島の山原（やんばる）にしかない固有の生物多様性を保

全する上で，大きな意義を持っている．今回の「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設に係

わる継続環境調査」では，この点を理解しておく必要がある． 

 

2. 米軍ヘリコプター着陸帯建設の意味 

 

北部訓練場のおおよそ北半分にわたる 4,000ha の地域が日本に返還され，残りの地域に

7 か所のヘリコプター着陸帯を移設することになっている．しかし，従来の着陸帯は，小

型ヘリコプター用の直径 10－20m の裸地（草地）であり，道路も小さな歩道または狭い

車道（裸地）である．現在，計画されている着陸帯は，大型の垂直離着陸機オスプリが使

用すると考えられる直径 75m の巨大なもので，場所によっては 2 個が隣接して設置され

る可能性がある．また，着陸帯を結ぶ進入路は採石敷とされている． したがって，従来の

着陸帯と現在計画中の着陸帯を比較してみると，これは移設ではなく，従来の数十倍の規

模のものを新設し，高度な演習を行うとみるほうが，より現実的である．自然環境や野生
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生物への影響はこのような視点からとらえる必要がある． 

 これまで，北部訓練場は，はからずも野生生物の保護区（レフュージ）としての役割を

担っていたが，新しい計画では，その役割を放棄し，むしろ，大規模なヘリコプター着陸

帯の設置と高度な軍事演習により，自然環境と野生生物には過酷な状況が生じるとみるべ

きである． 

 

3. IUCN（国際自然保護連合）の勧告 

 

IUCN の第 2 回自然保護会議（2002.10 アンマン・ヨルダン）では，以下のような「沖

縄島およびその周辺のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」に関する勧告が出

されている．われわれは，この勧告を尊重し，国際水準の環境アセスメントの実施，生物

多様性保全計画の策定を早急に行わなければならない．今回の「北部訓練場ヘリコプター

着陸帯移設に係わる継続環境調査」においても，以下の勧告を重視し，取り入れるべきで

ある． 

 

世界自然保護会議は、その第２回会議（ヨルダン国アンマンにて2000年10月4− 11日開催）において、 

1. 日本国政府に対し、以下のとおり要請する； 

a) ジュゴンの生息域やその周辺における軍事施設に関連する自主的な環境影響アセスメントを、可能な

限り早期に完遂すること、 

b) ジュゴン個体群のさらなる減少を阻止し、その回復に役立つジュゴン保全対策を、可能な限り早急に

実施すること、 

c) 山原（やんばる）の絶滅危惧種および沖縄のジュゴン個体群のための生物多様性保全計画を可能な限

り早急に作成し、これらの種と生息地の詳細な調査を行うこと、 

d) 山原（やんばる）を世界自然遺産地域として推薦することを検討すること。 

2. 米国政府に対し、日本政府の要望があれば、自主的な環境影響アセスメントに協力することを要請す

る。 

3. 日米両国政府に対し、以下のとおり要請する； 

a) 自主的な環境影響アセスメントの結果に基づいて、ジュゴン個体群の存続を確実にするため適切な対

策を講じること、 

b) 上記本文 1(c)で言及した調査に基づき、軍事施設建設案および演習地域の環境への影響を評価し、

ノグチゲラおよびヤンバルクイナの生存を確実にするため適切な対策を講じること。 

 

4. 国際水準の環境アセスメント 

 

今回の「継続環境調査」は，環境アセスメントに関する法令外であるが，防衛施設庁の

自主判断により公表されたとのことである．そうであるならば，なおさら上記の IUCN 勧

告にある「自主的な環境影響アセスメント」の性格を備えたものとして実行することが期

待される．国際水準の環境アセスメントとして認められるには，少なくとも，建設に関す

る基本計画策定の前に，着陸帯建設場所についての複数の代替案と着陸帯を造らないとい

うゼロ案を加えて調査，検討，評価すべきである．IUCN 勧告にあるように，調査に際し
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ては，米国海兵隊の環境部門の専門家に協力を依頼するべきである．また，ヘリコプター

着陸帯だけではなく，他の施設開発や軍事演習，例えばダムや砂防堰堤，海兵隊の地上演

習などとの関連も含めて総合的な視点からの環境評価が必要である．さらには，地球上で

この地域にしか生息していない固有種が少なくないことから，米軍基地としての利用だけ

ではなく，将来の世界自然遺産地域の指定も視野に入れた戦略的環境アセスメントが行わ

れることが期待される． 

 

5. 文献調査の問題 

 

表 2－1 の文献リストにある調査では，必ずしも，北部訓練場内を均一に十分に調査し

ているわけではなく，偏りがある．したがって，調査されていない，あるいは調査頻度の

低い区域では，ヤンバル希少種は生息していても記録されていない可能性がある．この点

に留意すべきであり，むしろ今回の調査で，ヤンバル希少種のみならず，普通種について

も，訓練場内のデータを十分収集するべきである．立入禁止の訓練場内でのデータ収集は，

いい機会である． 

 

6. 目的と手法，評価法の問題 

 

この調査は，ヘリコプター着陸帯を造ることを前提に組み立てられている．そのため，

文献や地形図等の調査により，自然度が評価され，その評価が相対的に低いとされたとこ

ろに，着陸帯建設候補地を選定し，そこの環境と生物を調査するという組み立てになって

いる．しかし，そうではなく，北部訓練場内において，できるかぎりの現地調査を行って

データを収集し，そのデータを解析して生物とその生息場所の評価を行い，ヘリコプター

着陸帯を建設した場合の影響がどのようなものかを予測する，という考え方，方法を取る

べきである． 

 

7. 自然度の総合評価 

 

自然度の総合評価において，9 種のヤンバル希少種（記録種数），森林成熟度（林齢），

水系と植生高（面積比），地形の起伏（起伏量）を指標としているが，ヤンバル希少種を中

心にして自然度の総合評価が行われている．したがって希少種中心の評価であることは否

定できない．自然度の総合評価と言うならば，希少種のみならず，普通種も勘案し，生物

多様性の視点から評価すべきである．地形，水系，森林についても，ばらばらに評価する

のではなく，生物の生息場所として，それぞれの種の生活史の上から，テリトリー，行動

圏，その季節変化，経年変化と結びつけて評価すべきである． 

 

8. ヤンバル希少種の妥当性の検討 

 

9 種がヤンバル希少種とされている．選定種の妥当性については，それぞれの分類群の

専門家の評価を受けるべきである．たとえば，鳥類では，ノグチゲラ，ヤンバルクイナ，
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アマミヤマシギの 3 種をあげている．しかし，亜種レベルでみると，リュウキュウツミ，

リュウキュウコノハズク，ホントウアカヒゲ，リュウキュウキビタキ，リュウキュウサン

ショウクイなど「やんばるの森」を特徴づける亜種が生息しており，そのステイタスを議

論して必要な亜種は追加すべきである．たとえば，リュウキュウキビタキの個体数はノグ

チゲラより少ない可能性が高い． 

 

9. 普通種および地域個体群，群集の評価 

 

哺乳類ではリュウキュウイノシシ，ネズミ類，コウモリ類，それに爬虫類，両生類など，

個体数はそれほど少なくないとしても，「やんばるの森」を特徴づける種の組み合わせがあ

るはずである．このような群集構造をとらえ，解析し，その特徴を明らかにすべきである．

これは，希少種のみを対象とする調査では明らかにすることができない．生物群集をきち

んと記載して，それへの着陸帯建設，軍事演習の影響を評価すべきである． 

 

10. 地形改変の少ない地域の問題 

 

検討書では，工事による地形改変の少ない場所として傾斜 15°未満の緩傾斜の地域を選

定している．そのため，尾根上のかなりの部分が選定されている．これは地形への影響が

少ないということではなく，着陸帯の立地として尾根上が適地であり，工事もしやすいと

いうことにすぎない．尾根・斜面・沢は，地形，水系として連続しているのであり，切り

離して評価すべきではない．森林の保全においては，土壌および養分の流失を防止するた

め，尾根上の樹林を伐採しないのが鉄則である．検討書は，自然環境として谷筋，沢を重

視しているが，尾根を意図的に軽んじている傾向がある． 

 

11. 影響把握調査，予測，評価の問題 

 

すでに述べたように，着陸帯建設計画は，移設ではなく大規模な新基地建設とみるべき

であり，その視点で，環境への影響を評価する必要がある．そのため，既存の小規模なヘ

リコプター着陸帯とその程度の規模による演習の影響把握調査の結果から，計画されてい

る巨大な着陸帯の新設工事と大規模演習が，自然環境と生育・生息する生物に与える影響

を予測する手法，その影響を評価する方法があるとすれば，それを明らかにすべきである．

また，赤土流出を工事期間中の一時的なものとしているが，そうは考えられず，工事期間

だけでなく，その後の軍事演習を通して流出する可能性が高いとみるべきである． 

 

以上 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    
 
 Marsh,H., H.Penrose, C.Eros, and J.Hugues （2002）は，世界各地で減少傾向にあるジュゴン

（Dugong dugon）の生息状況，必要な保護対策についてまとめ，危機的な状況にある地域では早急な

保護対策をたてるように勧告している．この報告書は UNEP（国連環境計画）の「早期警告とアセスメ

ント部（DEWA）」が発行している． 
日本では，ジュゴンの周年生息域は沖縄島中北部の東海岸に限られている．そのため，分布域は狭く，

他の個体群から孤立し，個体数もたいへん少ない（粕谷他 1998，1999）．生息海域の中心部である名

護市辺野古沖では，サンゴ礁を埋め立てて，米軍と民間の共用空港を建設する計画がある．また，生息

域では漁網による混獲があり，混獲による死亡と考えられる漂着死体も発見されている．そのため，沖

縄のジュゴンは，絶滅の危険性がきわめて高い状況にある． 
この報告では，沖縄でのジュゴンの生存上の問題点と危機を回避するために採用すべき行動計画につ

いて述べる． 
 

生存上の問題点生存上の問題点生存上の問題点生存上の問題点 
 
1. 軍民共用空港の建設 

これまでの観察記録から，沖縄島におけるジュゴンの周年生息域は，国頭村安田から金武湾までの直

線距離にして約 70km の海域と考えられる．普天間飛行場代替施設の建設計画のある名護市辺野古は，

この周年生息域のほぼ中央に位置している．辺野古を含む名護市嘉陽沖から宜野座村松田沖にかけての

海域は，ジュゴンの目撃頻度が最も高い海域である（Fig.1）． 
計画されている軍民共用空港は，長さ2500m，幅730mであり，辺野古海岸からの最短距離は約1000m

である（Fig.2）．空港は，リーフ（サンゴ礁）を埋め立てて造成される計画であり，これが実現すると，

辺野古海域におけるジュゴンの休息場所（リーフの外部），採食場所（イノーの海草藻場），その移動経

路（リーフのクチ）の大部分が破壊されることになる．海草藻場は海岸に近い部分で被度が高く，リー

フに近づくにつれて被度が低くなっているが，被度の低い部分にはジュゴンが好んで菜食するウミヒル

モ（Halophila ovalis）が分布し，採食場所として重要である．海草藻場は，直接的に埋め立てられな

くても，工事中の赤土微粒子の沈殿や空港完成後の海流の変化等により衰退する可能性がある．リーフ

は，最も水深の浅い部分が広範囲にわたって埋め立てられることになる．この埋め立ては，沖側海中の

生サンゴに大きな悪影響を及ぼし，サンゴ礁全体が衰退する可能性がある． 
空港を使用して行われる各種の軍事演習および民間航空機の離着陸は，生息地の撹乱を引き起こし，

広い範囲のジュゴン生息域に悪影響をおよぼし，生息不可能になる可能性がある． 
 
2. 混獲による死亡 

ジュゴンが定置網や刺し網で混獲される，あるいは死体が漂着した場合，大部分は新聞報道がなされ，

国営沖縄海洋博記念公園水族館に運ばれることから，記録が残されていることが多い．ジュゴンネット

ワーク沖縄（2001）をもとに， 1979 年以降の比較的明確な記録について Table 1 にまとめた．漂着死

体も網による死亡の可能性が高いと考えられる．表に示したように，1979 年 1 月から 2002 年 8 月まで

の 23 年間に，混獲が 10 件，死体漂着が 7 件，合計 17 件の記録がある．年代別に見ると，1980 年代に

4 件，1990 年代に 9 件，2000 年は 1 年で 3 件である．個体数がきわめて少なく，50 頭以下（日本哺乳

類学会 1997）と推定されている沖縄のジュゴンにとって，混獲は絶滅へ到る大きな脅威である．ジュ

ゴン生息域の市町村における定置網等の現状について Table 2 に示した．定置網は大型のものは少なく，

中型も比較的少ないが，刺し網が多いのが特徴である．ジュゴンの混獲は，大部分が宜野座村から金武

湾にかけての海域で発生している． 
 



 2 

 
 

 

 
 
3. 海草藻場の喪失 

環境庁（1997）では，1989 年の調査にもとづき，沖縄島海域（離島を含む）の海草藻場の面積を合

計 1,282ha と算定している．このなかで，辺野古（173ha），泡瀬（112ha），大嶺岬（64ha），藪地島

東（60ha），宮城島南（59ha），屋嘉田浜（59ha）などが比較的広い面積を有している．ジュゴンの記

録のある海域に関しては，周年生息域である金武湾以北の東海岸および出現記録のある名護市以北の西

海岸について，市町村別の藻場の面積を Table 3 に示した．海草藻場は，周年生息域における面積が

539ha であるのに対し出現記録域では 89ha であった．しかし，この数値は 1989 年のものであり，現

状がどうなっているのかを明らかにするため，早急に調査し比較する必要がある．現在，藻場に影響を

およぼす要因としては，陸域からの赤土流入，化学肥料や除草剤などの流入，モズクの養殖，港湾整備

等による埋立，離岸提（テトラポット）の設置などが考えられる．しかし，影響が起きている場所や海

草藻場への具体的な影響に関する量的，質的なデータを示す資料はない． 
 
4. 赤土流出による汚染 

1972 年の本土復帰以降に，ダムや道路，森林伐採，農用地開発など大規模な土木事業が行われるよ

うになると，沖縄島各地の河川に赤土流出がみられ，サンゴ礁の生育状況も悪化の一途をたどるように

なった．満本他（1995）によれば，沖縄島北部の 222 河川のうち 193 河川（87%）で赤土の流入・堆

積が確認され，農地等（50%），土地改変（13%），事業所等（11%），土木工事（10%），道路等（10%），

米軍演習場（5%）が流出源であった．中宗根他（1998）によると，米軍演習地からの赤土流出は，砲

弾の着弾地だけでなく，裸地状態の廃弾処理場，周辺道路とその法面等も大きな流出源となっている．

亜熱帯の強い雨が降るたびに赤土が川に流れ，赤土の粒子は海水中で沈殿して海草藻場やサンゴ礁の環

境を悪化させている． 
 
5. その他 

上記の直接的な要因の他に，研究・教育および保護のための機関がないこと，保護制度の不備と運用

のまずさがあげられる．機関としては，国営沖縄海洋博記念水族館があるが，ジュゴンについては漂着

死体を記録するにとどまっている．また，沖縄の大学には，海洋哺乳類の研究室がない．法制度は，文

化財保護法，水産資源保護法，種の保存法があるが，これらの法律では実質的には捕獲を禁止している

だけで保護のための手だては取られていない．2001 年 7 月に改訂された鳥獣保護法で，ようやくジュ

ゴンは保護対象となったが，生息地保全が図られなければ従来とあまり変わらない． 

Fig.1. 沖縄島周辺におけるジュゴンの記録（1998－2000 年）．

このデータは，ジュゴンネットワーク沖縄が，ジュゴン研究会，

海洋博記念水族館，防衛庁，マスメディア等の記録をまとめた

ものである． 
 
 Fig.1. Distribution of the Dugong record around Okinawa 
Is. from 1998 to 2000. The data were brought together from 
the Dugong Study Group, Okinawa Commemorative 
Aquarium, Defense Agency of Japan, and the mass media, 
by Dugong Network Okinawa. 

 

Fig.2. 辺野古沖の軍民共用空港建設予定海域．埋立地の長さ

2500m，幅 730m（防衛庁 2002）．辺野古の藻場の面積は

173ha で沖縄島最大である（環境庁編 1997）． 
 
Fig.2. Location of planned military and civilian airport of 
2500m length and 730m width on Henoko offshore（Defense 
Agency of Japan 2002）. Henoko Seagrass Bed is 173 ha. in 

area and largest one in Okinawa Is（Environmental Agency 
of Japan）. 
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Table 1．沖縄島におけるジュゴンの混獲と死体漂着記録．ジュゴンネットワーク沖縄（2001）による． 

Table 1．Bycatch and stranding record of Dugong around Okinawa Is. from 1979 to 2000 by Dugong Network Okinawa (2001). 

 

年 

Year 

月 

Month 

日 

Day 

頭数 

Number 

性別 

F/M 

場所 

 Site 

状況 

Note 

生死 

dead/alive 

1979 1 18 1 F 名護市嘉陽 Kayou, Nago-shi 刺網    gill net 生体 alive 

1982 3 27 1 M 宜野座村漢那 Kanna, Ginoza-son 漂着    stranding 死体 dead 

1984 4 24 1 M 具志川市金武湾 Kin-bay, Gushikawa-shi 漂着    stranding 死体 dead 

1987 1 4 1 F 佐敷町冨祖崎 Fusozaki, Sashiki-cho 漂着    stranding 死体 dead 

1987 1 14 1 M 宜野座村古知屋 Kochiya, Ginoza-son 漂着    stranding 死体 dead 

1990 5 16 1 M 名護市嘉陽 Kayou, Nago-shi 刺網    gill net 死体 dead 

1992 5 9 1 F 金武湾 Kin-bay 定置網  set net 生体 alive 

1992 5 9 1 M 金武湾 Kin-bay 定置網  set net 死体 dead 

1993 12 4 1 M 金武湾 Kin-bay 定置網  set net 生体 alive 

1995 12 28 1 F 名護市安部 Abu, Nago-shi 定置網  set net 死体 dead 

1996 1 15 1 M 今帰仁村古宇利島 Kourijima, Nakijin-son 定置網  set net 死体 dead 

1997 1 22 1 M 宜野座村 Ginoza-son 定置網  set net 生体 alive 

1998 11 13 1 M 金武湾 Kin-bay 刺網    gill net 死体 dead 

1999 4 1 1 M 東村宮城 Miyagi, Higashi-son 漂着    stranding 死体 dead 

2000 4 5 1 M 宜野座村宜野座 Ginoza, Ginoza-son 漂着    stranding 死体 dead 

2000 8 27 1 F 本部町瀬底 Sesoko, Motobu-cho 漂着    stranding 死体 dead 

2000 11 13 1 F 宜野座村漢那 Kanna, Ginoza-son 定置網  set net 死体 dead 

Total   17      

 

Table 3. ジュゴン記録海域における海草藻場の面積．環境庁（1997）による．    

Table 3. Area of the seagrass bed in Dugong habitat around Okinawa Is. (Environmental Agency 1997).    

         

１．東海岸（周年生息域）    ２．西海岸（出現記録域）   

１．East coast (year-round habitat)    ２．West coast (temporary habitat)   

市町村名 地名 Site Area（ha）  市町村名 地名 Site Area（ha） 

国頭村 Kunigami 伊部之浜  Ibunohama 7  伊江村 Ie フナズ原 Funazubaru 7 

名護市 Nago 嘉陽  Kayou 8  本部町 Motobu 備瀬 Bise 5 

 嘉陽南  Kayou-minami 6   有馬原 Arimahara 25 

 安部崎  Abuzaki 2  今帰仁村 Nakijin クンジャー Kunjyar 8 

 瀬嵩南側  Sedake-minami 14   下原 Shimohara 16 

 辺野古  Henoko 173  名護市 Nago 斉井出 Saiide 28 

 松田湯原  Matsuda-yuhara 4   屋我 Yaga 22 

宜野座村 Ginoza 松田  Matsuda 5   饒平名 Nohena 43 

 宜野座  Ginoza 11   我部 Gabu 33 

 漢那ビーチ  Kanna-beach 26   計 Total 89 

金武町 Kin 金武岬北  Kinmisaki-kita 33      

与那城村 Yonashiro 池味  Ikemi 3      

 宮城島南  Miyagijima-minami 59      

 浜比嘉島南  Hamahiga-minami 3      

 海中道路南 Kaichudoro-minami 15      

 海中道路北 kaichudoro-kita 41      

 平安座西 Heanza-nishi 5      

 海中道路南 Kaichudoro-minami 57      

 藪地島東 Yabuchijima-higasi 60      

勝連町 Katuren カンナ崎 Kannazaki 3      

 アギナミ岩 Aginamiiwa 4      

 計 Total 539      

 

Table 2．ジュゴンの周年生息域における定置網，刺し網の設置数．沖縄県漁業の動き（2000）による．     

Table 2. Number of the set net and gill net in year-round habitat of Dugong (Fishery of Okinawa 2000 ). 

         

大型定置網 large set net  小型定置網 small set net 刺し網 gill net 

市町村名 

city, town, village 

経営体数 

No. of operation 

漁獲量（t） 

catch(t) 

生産額（円） 

sum(yen) 

経営体数 

No. of operation 

漁獲量（t） 

catch(t) 

生産額（円） 

sum(yen) 

経営体数 

No. of operation 

漁獲量（t） 

catch(t) 

生産額（円） 

sum(yen) 

死亡例 

No. of dead 

Dugong 

国頭村 Kunigami - - - - - - 7 12 11,000,000  

大宜味村 Oogimi - - - - - - 3 14 15,000,000  

東村 Higashi - - - - - - 7 7 7,000,000 1 

今帰仁村 Nakijin - - - x 71 63,000,000 10 147 151,000,000 1 

本部町 Motobu - - - x 23 17,000,000 x 23 20,000,000 1 

伊江村 Ie x - - x 17 10,000,000 4 41 37,000,000  

名護市 Nago - - - 7 30 27,000,000 26 70 64,000,000 3 

宜野座村 Ginoza x 38 25,000,000 x - - 5 6 6,000,000 5 

金武町 Kin - 9 8,000,000 6 - - - 2 1,000,000 

石川市 Ishikawa 3 15 9,000,000 - - - 17 36 31,000,000 

具志川市 Gushikawa - - - x 4 3,000,000 - - - 

与那城町 Yonashiro - - - 5 16 13,000,000 27 69 63,000,000 

勝連町 Katsuren x - - 15 32 26,000,000 x 32 30,000,000 

5 

（金武湾 

Kin-bay） 

合計 Total 3 62 42,000,000 33 193 159,000,000 106 459 436,000,000 16 

註：表中のＸは非公開のため不明．X ; closed         
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保全に関する行動計画保全に関する行動計画保全に関する行動計画保全に関する行動計画    

 
 沖縄のジュゴン保護に関する行動計画について，「目標 goal」，「目的 objective」，「行動 action」の各

項目ごとにまとめた．ここで，目標とは最終的に実現すること，すなわち基本目的である．また，目的

は目標を実現させるため，当面実現するべき課題である．行動は目的を達成するための手段であり，そ

の行動を実行するために必要な項目へと，さらに細分できる． 
行動計画の目標は，沖縄のジュゴンとその生息環境の保全である．これは，短期的には個体数減少と

生息環境悪化の防止を図ること，中長期的には分布域・生息環境・個体数の回復を図ることである．こ

の目標のもとに，以下に実現すべき目的をあげ，それぞれの目的ごとに複数の実行すべき行動を示した． 
 
目標目標目標目標 goalgoalgoalgoal    

沖縄のジュゴンとその生息環境の保全 
短 期：個体数減少，生息環境悪化の防止 
中長期：分布域・生息環境・個体数の回復 
 

目的目的目的目的 objectiveobjectiveobjectiveobjective と行動と行動と行動と行動 actionactionactionaction    

目的１．個体数を減少させない． 
（個体数を減少させる要因を明らかにする．明らかな要因を取り除く．） 

行動１－１．混獲を防止する． 
行動１－１－１．漁民の理解，協力を得る． 
行動１－１－２．網漁についての社会経済的アセスメントを行う． 
行動１－１－３．網場を制限する．漁民への補償制度をつくる． 
行動１－１－４．網に入った場合のレスキュー制度を作る． 
行動１－２．船舶との衝突を防止する． 
行動１－２－１．船舶所有者，使用者の理解，協力を得る． 
行動１－２－２．生息域での航行ルールをつくる． 
 
目的２．生息環境を悪化させない． 

（生息環境を悪化させる要因を明らかにする．明らかな要因を取り除く．） 
行動２－１．陸域からの汚染を防止する． 

行動２－１－１．農業者，土木建設業者の理解を得る． 
行動２－１－２．赤土流入をくい止める．河川に赤土を流さない． 
行動２－１－３．流域における農薬使用を見直す． 
行動２－１－４．畜舎排水，家庭雑排水を直接流さない． 

行動２－２．悪影響をおよぼす開発と行為を止める． 
行動２－２－１．軍民共用空港建設を中止する． 
行動２－２－２．軍事演習を中止または規制する． 
行動２－２－３．海藻（モズク等）養殖場所を再検討する． 
行動２－３．開発に関しては適正な環境アセスメントを実施する． 
行動２－４．採食地（海草藻場），休息地（リーフ外縁），その移動経路（クチ）を保全する． 
 
目的３．保護区を設定する． 
行動３－１．調査をもとに保護区の目的，範囲，規制，管理方法等を明確にする． 
行動３－２．保護区のもとになる法律・条例を明確にする．  
行動３－３．地域住民の理解と協力を得る． 
行動３－４．国，県，自治体の理解と協力を得る． 
 
目的４．保護管理の制度をつくる． 
行動４－１．調査をもとに個体群の保護管理手法を明確にする． 
行動４－２．保護管理の実施主体となる組織を設立する． 
行動４－３．主体となる組織と漁民，地域住民，ＮＧＯ，研究機関，自治体，国との連携をつくる． 
 
目的５．調査研究の体制をつくる． 
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行動５－１．個体数を減少させる要因とその対策に関する調査研究を行う． 
 
行動５－２．生息地を悪化させる要因とその対策に関する調査を行う． 
行動５－３．保護区設定を目的とする保全生物学的，社会経済学的調査をおこなう． 
行動５－４．個体群の保護管理手法の研究を行う． 
行動５－５．生息場所の復元・再生に関する研究を行う． 
行動５－６．生物学的な基礎研究を行う． 
 
目的６．普及教育活動を行う．住民や来訪者への広報活動を行う． 
行動６－１．調査研究をもとに教育教材を開発する． 
行動６－２．教材をもとに観察会，研修会等を行い，地域の観察者を養成する． 
行動６－３．目視情報など，住民レベルの情報収集を行う． 
行動６－４．展示や情報交換のための場所（ビジターセンター）を設置する． 
 
目的７．国際交流をすすめる． 
行動７－１．ニュースレター，ホームページ等をとおして海外の保護団体， 

研究者と情報交換を進め，交流を深める 
行動７－２．交流のためのイベントを行う．海外のジュゴン生息地の視察． 
 
目的８．地域交流をすすめる． 
行動８－１．地域住民への普及活動を行う． 
行動８－２．地域の学校の教育活動へ参加する． 
 
目的９．情報公開と住民参加をすすめる． 
行動９－１．行動計画の情報を明らかにして住民の意見を求める． 
行動９－２．行動計画の情報を明らかにして行政，漁協，農協等の協力を求める． 
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SummarySummarySummarySummary    
Okinawa’s population of Dugong is limited to a small area, has a low number of individuals and is 
isolated from other populations, so it is threatened closely with extinction. Major threats are 
construction of a joint military/civilian airport in their habitat area and incidental bycatch from 
entanglement in fishing nets. An Action Plan to promote conservation of Okinawa’s Dugong has been 
drawn up, with the short-term objectives of preventing further reduction in their numbers and 
environmental degradation of their habitat, and the mid- to long-term objectives of promoting the 
recovery of their distribution area, habitat environment and population numbers. 
 

(Shin Ichi Hanawa ; WWF –Japan, Tel.+81-3-3769-1713, Fax.+81-3-3769-1717, hanawa@wwf.or.jp) 
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Shin-ichi HANAWA (WWF- Japan) 
 
 
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
H. Marsh, H. Penrose, C. Eros and J. Hugues (2002) have summarized the habitat conditions 
and measures needed for the protection of the Dugong (Dugong dugon), which is in a declining 
trend in various areas throughout the world. They also recommend that immediate measures 
be taken to protect Dugong in areas where they are in danger. Their report was published by 
the United Nations Environment Program (UNEP) Department of Early Warning and 
Assessment. 
In Japan, year-round habitat for Dugong is limited to the east coast of northern central 
Okinawa Island. Thus, their distribution area is small and isolated from other populations, and 
their numbers are very low (Kasuya et al, 1998, 1999). At the center of their habitat area, 
offshore of Henoko village in Nago City township, there is a plan to landfill coral reef for 
construction of a joint United States military / public civilian airport. Incidental bycatch from 
entanglement in fishing nets also occurs in their habitat area, and stranded carcasses thought 
to be victims of entanglement have also been found. The possibility that Okinawa’s Dugong will 
go extinct is therefore exceedingly high.. 

 This report outlines the problems threatening the survival of Okinawa’s Dugong, and 
presents an Action Plan of measures that must be adopted to avoid these threats. 
 
Threats to Dugong SurvivalThreats to Dugong SurvivalThreats to Dugong SurvivalThreats to Dugong Survival    
1. Construction of the Military/Civilian Airport 
Observation records indicate that the year-round habitat for Dugong in Okinawa lies in the 
marine area between Ada in Kunigami village and Kin Bay, a distance of about 70 kilometers 
as the crow flies. Henoko village in Nago City township, chosen as the site for construction of a 
facility to serve as an alternative to Futenuma Air Base, is located approximately at the center 
of this year-round habitat area. The marine area that includes Henoko and stretches from 
offshore Kayou in Nago City township to Matsuda in Ginoza village is where the highest 
incidence of Dugong sightings has occurred (see Fig. 1). 
The planned military/civilian airport will be 2500 meters long and 730 meters wide, and the 
shortest distance between the airport and the shoreline at Henoko will be approximately 1000 
meters (see Fig. 2). The plan calls for landfill of the site’s coral reef for airport construction. If 
this plan is carried out, a Dugong resting site (outside the reef) and a feeding site (seagrass 
beds in the reef lagoon), as well as the corridor between these two (a gap in the reef) in the 
Henoko area will be largely destroyed. Destruction of the seagrass beds closest to the shoreline 
will be particularly extensive, with the level of destruction lessening towards the reef. However, 
the zone of lesser destruction near the reef includes an area of the Dugong’s preferred food, 
Halophila ovalis, that is an important feeding site. Also, even if the seagrass beds are not 
directly landfilled, they may degenerate due to precipitation of red-silt sediment during airport 
construction and changes in ocean currents after its completion. The landfill will take place in 
a section of coral reef where there is a large expanse of the area’s shallowest water. This landfill 
will have a significant, negative impact on the live coral seaward of the site, and may cause the 
whole reef to degenerate.  
When the airport comes into use, the various types of military exercises to be carried out there, 
as well as the takeoff and landing of civilian aircraft, will cause habitat disturbance and 
negative impacts to a significant expanse of Dugong habitat, and may render impossible their 
survival at the site. 
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2. Death from Incidental Bycatch 
 When a Dugong is killed in a set net or gill net or is stranded, these events are usually 
reported in the media and the dead animals taken to an aquarium, so most cases of incidental 
bycatch leave some kind of record. Relatively clear-cut records of incidental bycatch since 1979 
have been complied into Table 1, based on information from the Dugong Network Okinawa 
(2001). It is thought highly probable that stranded carcasses were also animals killed in nets. 
As shown in the table, during the 23 years from January 1979 to August 2002, there were 10 
cases of incidental bycatch and 7 carcasses stranded for a total of 17 records. In terms of timing, 
there were 4 cases in the 1980s, 9 cases in the 1990s, and 3 cases during 2000 alone. Because 
the Okinawan Dugong population is exceedingly small – estimated to be fewer than 50 
(Mammalogical Society of Japan, 1997) – incidental bycatch is a major threat to its survival. 
Table 2 summarizes the situation of set nets in the marine areas of towns and villages in the 
Dugong habitat area. Large-scale set nets are rare, and even medium-sized set nets are not 
very common, the prevalence of gill nets being characteristic of the area. Geographically, most 
Dugong incidental bycatch takes place in the area between Ginoza village and Kin Bay. 
 
3. Loss of Seagrass Beds 
 According to the Environment Agency of Japan (1997), based on surveys carried out in 1989 
the total area of seagrass beds on Okinawa Island (including its small offshore islands) was 
calculated at 1,282 hectares (ha.). Relatively extensive beds included Henoko (173 ha.), Awase 
(112 ha.), Oominezaki (64 ha.), Yabuchijima (60 ha.), Miyagijima (59 ha.), Yakadahama (59 ha.), 
among others.  
With respect to areas where there are records of Dugong, Table 3 lists the sizes of seagrass beds 
for each town or village, both in the year-round habitat area north of Kin Bay on the east coast, 
and in the temporary habitat area north of Nago City on the west coast. [NB: Nago City proper 
is on the west coast of Okinawa Is., but Nago City township extends to the east coast, where 
Henoko is located.] There were 539 ha. of seagrass beds in the year-round habitat area and 89 
ha. of seagrass beds in the temporary habitat area. However, these figures date from 1989, and 
the present situation is unclear. There is an urgent need for new surveys to enable comparisons 
with the 1989 data. Present sources of impacts on sea grass beds include red silt runoff from 
erosion on land, inflows of chemical fertilizer and herbicides, edible mozuku seaweed 
aquaculture, landfill for construction of harbor facilities, offshore concrete barrier construction 
(tetrapods), etc. However, there are no references that contain relevant information about 
areas presently being impacted, or quantitative or qualitative data about specific effects of 
these activities on seagrass beds. 
 
4. Pollution from Red Silt Runoff 
 Okinawa’s return to Japanese jurisdiction in 1972 initiated a rush of large-scale civil 
engineering projects such as dam and road construction, logging, and agricultural development. 
After this, red silt runoff appeared in rivers all over the island, and the result has been a 
continuing decline in the health of coral reefs. According to Mitsumoto et al (1995), the 
presence of red silt runoff/ sedimentation was confirmed in 193 (87%) of the 222 rivers in 
northern Okinawa Is., traced to the following sources: agricultural fields (50%), land reshaping 
projects (13%), business sites (11%), civil engineering projects (10%), roads, etc. (10%), US 
military training grounds (5%). Nakasone et al (1998) found that red silt runoff from US 
military training grounds originated not only from artillery practice ranges, but also that the 
used artillery shell disposal site, denuded of vegetation, and the roads and banks along the 
sides of the roads also functioned as significant sources of red silt runoff. Whenever strong 
subtropical rains fall, red silt runs off into the rivers, and red silt particles carried down to the 
sea precipitate, causing degradation of seagrass and coral reef environments. 
 
 



 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Records of Dugong bycatch and strandings around Okinawa Is, 1979-2000 
(Dugong Network Okinawa, 2001). 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Year Mon. Day No. F/M Site                 Note dead/alive 

1979 1 18 1 F Kayou, Nago-shi gill net alive 

1982 3 27 1 M Kanna, Ginoza-son stranding dead 

1984 4 24 1 M Kin-bay, Gushikawa-shi stranding dead 

1987 1 4 1 F Fusozaki, Sashiki-cho stranding dead 

1987 1 14 1 M Kochiya, Ginoza-son stranding dead 

1990 5 16 1 M Kayou, Nago-shi gill net dead 

1992 5 9 1 F Kin-bay set net alive 

1992 5 9 1 M Kin-bay set net dead 

1993 12 4 1 M Kin-bay set net alive 

1995 12 28 1 F Abu, Nago-shi set net dead 

1996 1 15 1 M Kourijima, Nakijin-son set net dead 

1997 1 22 1 M Ginoza-son set net alive 

1998 11 13 1 M Kin-bay gill net dead 

1999 4 1 1 M Miyagi, Higashi-son stranding dead 

2000 4 5 1 M Ginoza, Ginoza-son stranding dead 

2000 8 27 1 F Sesoko, Motobu-cho stranding dead 

2000 11 13 1 F Kanna, Ginoza-son set net dead 

Total   17     

Fig.1. Distribution of Dugong records around 
Okinawa Is. from 1989 to 2002. Data compiled  
from Dugong Network Okinawa (2000), the Defense 
Agency (2000), and the Ministry of Environment of 
Japan(2003). 

 

 

Air BaseAir BaseAir BaseAir Base    

HenokoHenokoHenokoHenoko    

Camp SchwabCamp SchwabCamp SchwabCamp Schwab    

Coral reefCoral reefCoral reefCoral reef    

MatsudaMatsudaMatsudaMatsuda    

Seagrass bedSeagrass bedSeagrass bedSeagrass bed    

(thick area)(thick area)(thick area)(thick area) 

Fig.2. Location of planned Air Base of 2500m 
length and 730m width on Henoko offshore
（ Defense Agency of Japan 2002 ） . Henoko 
Seagrass Bed is 173 ha. in area and largest one in 
Okinawa Is（Environmental Agency of Japan 
1997）. 

HenokoHenokoHenokoHenoko    
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Table 2. Numbers of set nets and gill nets in year-round Dugong habitat 
(Fisheries of Okinawa, 2000). 

 
 

Table 3: Area of seagrass beds around Okinawa Is. 
(Environment Agency, 1997, based on 1989 data) 

 
 

large set net  small set net gill net 

city, town, 

village 

No. of 

operation 

catch(t) sum(yen) 

No. of 

operation 

catch(t) sum(yen) 

No. of 

operatio

n 

catch(t) sum(yen) 

No. of 

dead 

Dugong 

Kunigami - - - - - - 7 12 11,000,000  

Oogimi - - - - - - 3 14 15,000,000  

Higashi - - - - - - 7 7 7,000,000 1 

Nakijin - - - x 71 63,000,000 10 147 151,000,000 1 

Motobu - - - x 23 17,000,000 x 23 20,000,000 1 

Ie x - - x 17 10,000,000 4 41 37,000,000  

Nago - - - 7 30 27,000,000 26 70 64,000,000 3 

Ginoza x 38 25,000,000 x - - 5 6 6,000,000 5 

Kin - 9 8,000,000 6 - - - 2 1,000,000 

Ishikawa 3 15 9,000,000 - - - 17 36 31,000,000 

Gushikawa - - - x 4 3,000,000 - - - 

Yonashiro - - - 5 16 13,000,000 27 69 63,000,000 

Katsuren x - - 15 32 26,000,000 x 32 30,000,000 

5 

（Kin- 

bay） 

Total 3 62 42,000,000 33 193 159,000,000 106 459 436,000,000 16 

X ; closed         

１．East coast (year-round habitat)   ２．West coast (temporary habitat) 

City,town,village Site Area（ha）  City,town,village Site Area（ha） 

Kunigami Ibunohama 7  Ie Funazubaru 7 

Nago  Kayou 8  Motobu Bise 5 

 Kayou-minami 6   Arimahara 25 

 Abuzaki 2  Nakijin Kunjyar 8 

 Sedake-minami 14   Shimohara 16 

 Henoko 173  Nago Saiide 28 

 Matsuda-yuhara 4   Yaga 22 

Ginoza Matsuda 5   Nohena 43 

 Ginoza 11   Gabu 33 

 Kanna-beach 26   Total 89 

Kin Kinmisaki-kita 33     

Yonashiro Ikemi 3     

 Miyagijima-minami 59     

 Hamahiga-minami 3     

 Kaichudoro-minami 15     

 kaichudoro-kita 41     

 Heanza-nishi 5     

 Kaichudoro-minami 57     

 Yabuchijima-higasi 60     

Katuren Kannazaki 3     

 Aginamiiwa 4     

 Total 539     
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5. Other 
Aside from the direct causes noted above, we can also point to the lack of any organization 
dedicated to research, education and conservation, as well as the overall inadequacy of Japan’s 
conservation system and the poor quality of its practical application. Organizations involved so 
far include the Ocean Expo Park Aquarium, but with respect to Dugong, so far it has limited 
itself to keeping a record of stranded carcasses. Also, no university on Okinawa has a marine 
mammal research department. Applicable laws include the Cultural Properties Protection Law, 
the Marine Product Resources Protection Law and the Endangered Species Law, but these laws 
simply prohibit hunting the Dugong and do not deal with any other measures for protection of 
the species. A July 2001 revision to the Wildlife Protection Law finally included Dugong as a 
species to be protected under this law, but unless actual plans are adopted to protect the 
Dugong’s habitat area, the situation will not significantly improve. 
 
Action Plan for Conservation of Okinawa’s DugongAction Plan for Conservation of Okinawa’s DugongAction Plan for Conservation of Okinawa’s DugongAction Plan for Conservation of Okinawa’s Dugong    
This Action Plan for the conservation of Okinawa’s Dugong has been summarized in three 
parts – the goal, objectives and actions. “Goals” are what we hope to ultimately achieve, that is, 
the underlying objective. “Objectives” indicate things that must be done in order to achieve the 
goals. “Actions” are methods by which objectives can be realized, and further details are given 
on what will be necessary to realize these objectives. 
The main goal of the action plan is to protect the Dugong and the environment that comprises 
their habitat in Okinawa. In the short-term, this means stopping the decline in the population’s 
numbers and preventing further environmental degradation of Dugong habitat. The mid- to 
long-term goal is to strive for recovery of their distribution area, of their habitat’s 
environmental quality, and of their population numbers. Objectives that must be met to 
achieve these goals, and the various actions that must be taken to realize these objectives, are 
outlined below. 
 
GoalGoalGoalGoalssss    
    
Protection of Okinawa’s Dugong and their habitat 
 
Short-term goals: Prevention of further decline in population numbers and environmental 
deterioration of habitat 
Mid- to Long-term goals: Recovery of distribution area, habitat environmental quality and 
population numbers. 
    
Objectives and ActionObjectives and ActionObjectives and ActionObjectives and Actionssss    
 
Objective 1. Prevent further decline in population numbers. 
Action 1-1. Prevent incidental bycatch. 
Action 1-1-1. Gain the understanding and cooperation of fishers. 
Action 1-1-2. Perform a socio-economic assessment of net fisheries. 
Action 1-1-3. Regulate net fisheries. Create a compensation system for fishers. 
Action 1-1-4. Create a rescue system for cases of entanglement. 
Action 1-2. Prevent collisions with boats. 
Action 1-2-1. Gain the understanding and cooperation of boat owners and users. 
Action 1-2-2. Create rules for boat operation in the habitat area. 
 
Objective 2. Prevent environmental deterioration of the habitat. 
 (Clarify factors contributing to habitat deterioration and remove these factors.) 
Action 2-1. Prevent land-based pollution. 
Action 2-1-1. Gain the understanding and cooperation of farmers and construction contractors. 
Action 2-1-2. Stop red silt runoff. Keep red silt from entering rivers. 
Action 2-1-3. Re-examine and reform agrichemical use in the watershed. 
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Action 2-1-4. Keep wastewater from livestock operations and household wastewater from 
directly entering rivers. 
Action 2-2. Stop development projects and other acts that produce negative impacts. 
Action 2-2-1. Halt construction of the military/civilian airport. 
Action 2-2-2. Halt or regulate military training practice. 
Action 2-2-3. Re-examine seaweed (mozuku) aquaculture sites and practices. 
Action 2-3. Implement appropriate environmental impact assessments for development 
activities. 
Action 2-4 Protect Dugong feeding areas (seagrass beds), resting sites (outer rim of the coral 
reef), and the corridor between them (reef gap). 
 
Objective 3. Set up a protected reserve. 
Action 3-1. Clarify through surveys the objectives, extent, regulations and management 
methods for the protected reserve. 
Action 3-2. Identify the appropriate laws/ ordinances based on the requirements of the reserve. 
Action 3-3. Gain the understanding and cooperation of local residents. 
Action 3-4. Gain the understanding and cooperation of the national, prefectural, and municipal 
governments. 
 
Objective 4. Create a conservation management system. 
Action 4-1. Clarify through surveys population conservation management methods. 
Action 4-2. Set up an organization to act as the central implementing agency for conservation 
management. 
Action 4-3. Establish a network linking the central implementing agency with fishers, [farmers, 
construction contractors,] local residents, NGOs, research institutes, and the local and national 
governments 
 
Objective 5. Create a body of research. 
Action 5-1. Undertake research on factors leading to population decline. 
Action 5-2. Undertake surveys to identify factors leading to habitat degradation and measures 
to counter them. 
Action 5-3. Undertake research in the fields of conservation biology and socio-economics aiming 
at definition of requirements for a protected reserve. 
Action 5-4. Study population conservation management. 
Action 5-5. Study habitat restoration/ revitalization options. 
Action 5-6. Undertake basic biological research. 
 
Objective 6. Undertake education and awareness-raising. Educate local residents and visitors. 
Action 6-1. Develop educational materials based on surveys and research. 
Action 6-2. Hold observation tours and study meetings using the educational materials, 
nurture local nature observers. 
Action 6-3 Collect information such as sightings, etc., at the local resident level. 
Action 6-4. Set up a space (visitor center) for information exchange, exhibitions, etc. 
 
Objective 7. Promote international exchanges. 
Action 7-1. Pursue continued and more profound exchanges with overseas conservation 
organizations and researchers through newsletters, web sites, etc. 
Action 7-2. Hold events for promoting exchange, visit Dugong habitats in other countries. 
 
Objective 8. Promote local exchanges. 
Action 8-1. Undertake educational activities aimed at local residents. 
Action 8-2. Take part in educational activities at local schools. 
 
Objective 9. Promote information release and citizen participation. 



 7 

Action 9-1. Publish clear information about the Action Plan and ask local residents for 
opinions. 
Action 9-2. Publish clear information about the Action Plan and ask for cooperation from 
government agencies, fishing cooperatives and agricultural cooperatives. 
 
SummarySummarySummarySummary    
Okinawa’s population of Dugong is limited to a small area, has a low number of individuals and 
is isolated from other populations, so it is threatened closely with extinction. Major threats are 
construction of a joint military/civilian airport in their habitat area and incidental bycatch 
from entanglement in fishing nets. An Action Plan to promote conservation of Okinawa’s 
Dugong has been drawn up, with the short-term objectives of preventing further reduction in 
their numbers and environmental degradation of their habitat, and the mid- to long-term 
objectives of promoting the recovery of their distribution area, habitat environment and 
population numbers. 
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米軍基地建設による米軍基地建設による米軍基地建設による米軍基地建設による    

ジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナへの脅威への脅威への脅威への脅威    

 

花輪伸一花輪伸一花輪伸一花輪伸一    

（WWF Japan） 

 

１．ジュゴンについて１．ジュゴンについて１．ジュゴンについて１．ジュゴンについて    

 

ジュゴン（Dugong, Dugong dugon）は、オーストラリアからアジア、インド洋、アフリカの東海岸

に分布している．しかし，東アジアでは，すでに台湾や日本の八重山諸島，奄美諸島のジュゴンは絶滅

したとみられている

１）

．現在，日本でジュゴンが観察されるのは沖縄島だけであり，ジュゴンの分布域

の北限にあたる．沖縄島では，中部と北部の東海岸での観察例が多く，この海域が周年生息域と考えら

れている

２）３）

．特に，名護市辺野古海域での観察例が多い．沖縄島のジュゴンのステイタスは、分布域

がたいへん狭く，他の個体群から孤立し、生息数が非常に少なく，絶滅のおそれのたいへん高い地域個

体群であると言うことができる．沖縄のジュゴンは，絶滅危惧ⅠA 類（CR）

４）

，国指定天然記念物

４）

である． 

沖縄島におけるジュゴン保護上の大きな問題は，米国海兵隊の軍事空港（普天間飛行場代替施設）の

建設である．2002 年 7 月，日本政府および沖縄県は，辺野古集落の海岸から約 1km 沖合にあるサンゴ

礁を埋め立て，長さ 2500m，幅 730m の軍事空港を建設する基本計画を決定した

６）

．この軍事空港の建

設は，ジュゴンの重要な採食場所である海岸の海草（うみくさ）藻場，休息場所であるサンゴ礁の沖合，

採食場所と休息場所を結ぶ通路（クチ）を破壊することになる．また，沖縄島のジュゴン分布域の中央

部に位置することから，生息域を分断することになる．これは，ジュゴンにとってはまさに死活問題で、

絶滅に陥るスピードをさらに速めてしまう可能性が高く，きわめて危険である． 

現在，日本政府は，環境アセスメント手続きを進めており，方法書の作成が行われている．しかし，

日本の環境アセスメント制度では，基本計画決定後に環境アセスメントが行われるため，代替案やゼロ

案を検討することはない．そのため，環境やジュゴンへの影響については軽微である，あるいは海草の

移植などの代償措置で対処するなどとして，軍事空港建設が不当に容認される可能性が高い． 

しかし，科学的な立場から必要とされるのは，IUCN（国際自然保護連合）の勧告（アンマン，2000

年 10 月）にしたがい，国際的な水準の環境アセスメントを実施することである．環境アセスメントは，

軍事基地の基本計画決定後ではなく，決定前に行うべきであり，軍事基地を造らないというゼロ案や辺

野古の建設予定地以外も含めた複数の代替案について行うべきである．IUCN 勧告にしたがい，米国の

科学者を招請し，国際水準の科学的な環境アセスメントが実施されれば，ジュゴン生息地における軍事
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基地建設の不当性が明らかになるだろう． 

ジュゴンの保護上のもうひとつの問題は混獲である．魚網に掛かったと思われる死体が時に漂着する

ことがある

７）

．生息数 50 頭以下

４）

とみられる非常に数少ないジュゴンが 1 頭でも死ぬことは、絶滅の

スピードが速まることになり，たいへん危険である．最近になって，地元の人々の努力により，宜野座

村では，役場や漁業組合，環境ＮＧＯとの間で，混獲防止の対策会議が開かれ，救護マニュアルが作ら

れ，救護の実習が行われるなど，今後の成果が期待されている． 

一方，ジュゴンの保護に関する日本政府・環境省の対応は，比較的緩慢ではあるが進展しつつある．

2001 年にジュゴンを水産庁から環境省の所管へと移行し，2002 年の鳥獣法改正によって同種を保護対

象に加え，今後は，種の保存法による指定も検討するとしている．また，2001 年にはじめて「ジュゴ

ンと藻場の広域的調査手法検討会」を設置し，翌年から現地調査を開始している．普天間飛行場移設は

閣議決定事項であり，環境省の調査結果とその評価が，内閣の方針変更に影響を及ぼす可能性に期待し

ている． 

 

２．ノグチゲラ・ヤンバルクイナについて２．ノグチゲラ・ヤンバルクイナについて２．ノグチゲラ・ヤンバルクイナについて２．ノグチゲラ・ヤンバルクイナについて    

 

ノグチゲラ（Okinawa Woodpecker, Sapheopipo noguchii）およびヤンバルクイナ（Okinawa Rail, 

Gallirallus okinawae）は，沖縄島北部山原（やんばる）の森林地帯の固有種である．地球上，山原（や

んばる）にしか生存せず，分布域は狭く，個体数がたいへん少ないことから，きわめて絶滅のおそれの

高い鳥類である．ノグチゲラは絶滅危惧ⅠA 類（CR）で国指定特別天然記念物，ヤンバルクイナは絶

滅危惧ⅠB 類（EN）で国指定天然記念物である

５）８）

． 

山原（やんばる）にある在沖縄米国海兵隊の北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄

島北部の典型的な自然林がよい状態で残され，ノグチゲラ・ヤンバルクイナをはじめとする固有種，固

有亜種を多く含む野生生物の重要な生息地となっている．もちろん米軍はこの地域を保護区にしたわけ

ではなく，軍事訓練上必要なので自然林を残しただけである．しかし，1972 年の沖縄の日本復帰後，

民有林・県有林では，多くの地域で伐採やダム，農用地等の開発で自然林が失われてきたことから，約

8,000ha の面積を有する北部訓練場の自然林が，まさに保護区（レフュージ）としての役割を担ってき

たのである．これは，地球上で沖縄島の山原（やんばる）にしかない固有の生物多様性を保全する上で，

大きな意義を持っている． 

近い将来，北部訓練場のおおよそ北半分に当たる約 4,000ha の地域が日本に返還されるため，その返

還区域から残りの未返還区域へ 7 か所のヘリコプター着陸帯を移設することになっている．しかし，従

来の着陸帯は，小型ヘリコプター用の直径 10－20m の裸地（草地）であり，道路も小さな歩道または

狭い車道（未舗装）である．現在，計画されている着陸帯は，大型の垂直離着陸機オスプリが使用する

と考えられる直径 75m の巨大な施設（芝張）である．しかも，場所によっては 2 個が隣接して設置さ

れる可能性がある．また，着陸帯を結ぶ道路は砕石敷とされている

９）

． したがって，従来の着陸帯と現

在計画中の着陸帯を比較してみると，これは移設ではなく，従来の数十倍の規模のものを新設し，高度

な演習を行うとみるほうが，より現実的である．自然環境や野生生物への影響はこの視点からとらえる

必要がある．これまで，北部訓練場は，野生生物の保護区（レフュージ）としての役割を担っていたが，

新しい計画では，その役割を放棄し，むしろ，大規模なヘリコプター着陸帯の設置と高度な軍事演習に

より，自然環境と野生生物には苛酷な状況が生じることが予想される． 
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 現在，防衛庁により「継続環境調査」が実施されているが

９）

，調査に際しては，IUCN 勧告にしたが

い，米国の科学者を招請し，国際水準の科学的な環境アセスメントを実施すべきである．また，ヘリコ

プター着陸帯だけではなく，他の施設や軍事演習，例えばダムや砂防堰堤，海兵隊の地上演習などとの

関連も含めて総合的な視点からの環境評価が必要である．さらには，地球上でこの地域にしか生息して

いない固有種が少なくないことから，米軍基地としての利用だけではなく，将来の世界自然遺産地域の

指定も視野に入れた戦略的環境アセスメントが行われることが期待される． 

 

３．３．３．３．IUCNIUCNIUCNIUCN 勧告勧告勧告勧告    

 

 2000 年の IUCN 勧告は以下のとおりである

１０）

． 

 

 世界自然保護会議は，その第２回会議（ヨルダン国アンマンにて 2000 年 10 月 4−11 日開催）におい

て， 

 

1. 日本国政府に対し，以下のとおり要請する； 

a) ジュゴンの生息域やその周辺における軍事施設に関連する自主的な環境影響アセスメントを，

可能な限り早期に完遂すること， 

b) ジュゴン個体群のさらなる減少を阻止し，その回復に役立つジュゴン保全対策を，可能な限り

早急に実施すること， 

c) 山原（やんばる）の絶滅危惧種および沖縄のジュゴン個体群のための生物多様性保全計画を可

能な限り早急に作成し，これらの種と生息地の詳細な調査を行うこと， 

d) 山原（やんばる）を世界自然遺産地域として推薦することを検討すること． 

2. 米国政府に対し，日本政府の要望があれば，自主的な環境影響アセスメントに協力することを要請

する． 

3. 日米両国政府に対し，以下のとおり要請する； 

a) 自主的な環境影響アセスメントの結果に基づいて，ジュゴン個体群の存続を確実にするため適

切な対策を講じること， 

b) 上記本文 1(c)で言及した調査に基づき，軍事施設建設案および演習地域の環境への影響を評価

し，ノグチゲラおよびヤンバルクイナの生存を確実にするため適切な対策を講じること． 
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Dugong Network Okinawa, 49pp.（英文）． 

8) 環境省編．2002．改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータブック）．自然環境研

究センター． 

9) 那覇防衛施設局．2002．北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設に係わる継続環境調査検討書． 

10) IUCN. 2001. Resolutions and recommendations ( World Conservation Congress 2000, Amman, 

Jordan) 

 

 

 

花輪伸一（はなわしんいち） 

  ＷＷＦジャパン自然保護室 

  hanawa@wwf.or.jp 
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20 March 2003 

The 1st International Workshop on Military Activities and the Environment (IWME)  

Okinawa University, Okinawa, Japan/ Mar 19-23, 2003 

Analysis of Environmental Policy and Programs related to military activities 

 

 

Threats of the US Military BaThreats of the US Military BaThreats of the US Military BaThreats of the US Military Base Constructions se Constructions se Constructions se Constructions     

to Dugong, Okinawa Woodpecker, and Okinawa Rail to Dugong, Okinawa Woodpecker, and Okinawa Rail to Dugong, Okinawa Woodpecker, and Okinawa Rail to Dugong, Okinawa Woodpecker, and Okinawa Rail     

of Okinawa Islandof Okinawa Islandof Okinawa Islandof Okinawa Island    

 

ShinShinShinShin----ichi HANAWAichi HANAWAichi HANAWAichi HANAWA    

（（（（WWF JapanWWF JapanWWF JapanWWF Japan））））    

 

１１１１．．．．    Dugong (Dugong (Dugong (Dugong (Dugong dugonDugong dugonDugong dugonDugong dugon))))    

    

The Dugong (Dugong dugon) is distributed from Australia through Asia, in the Indian Ocean, and 

along the east coast of Africa. However, in East Asia it appears that the Dugong has become extinct 

in Taiwan and in the Yaeyama and Amami Island groups in Japan.1) In Japan at present, the 

Dugong is observed only at Okinawa Island, making Okinawa Island the northernmost limit of its 

distribution. Observations of Dugong at Okinawa Island are most numerous along the northern 

and central portions of its east coast, and these areas are thought to be year-round habitats2)3). 

Observations have been particularly numerous in the area offshore Henoko, part of Nago City. The 

status of Dugong in Okinawa is that of a local population confined to a very small area of 

distribution, isolated from other populations, very few in number, and very much in danger of 

extinction. Okinawa's Dugong is one of the critically endangered species4) and natural monument４) 

in Japan. 

 

One of the serious problems complicating conservation of Okinawa's Dugong is a plan to construct 

a military air base for use by the United States Marines Corps (to replace Futenma air base, also 

on Okinawa Island). In July 2002, the Government of Japan and Okinawa Prefecture made a 

decision of the basic plan to landfill a coral reef and seagrass area about 1 kilometer offshore of 

Henoko and construct a 2,500 meter long, 730 meter wide military air base on top of the landfill6). 

The decided construction site for this military air base is located in the central portion of the 

Dugong's habitat in Okinawa Island. It would not only bisect the habitat, but would also destroy 

seagrass beds that function as important feeding grounds, coral reefs that serve as resting sites, 

and canals between both site for the Dugong. This dangerous plan will mean life or death for the 

Dugong. It would most likely speed up even further the process of extinction.  

 

At present, the environmental impact assessment (EIA) is going to carry out. However, in Japan, 
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EIA is conducted after the basic plan for the air base is decided on. The EIA will consider neither 

alternate plans nor zero option, and conclude that impacts on the Dugong will be insignificant, or, 

for example, that compensatory measures such as relocating the seagrass beds will be possible. 

Even if the military airport construction plan were unjustifiable, it is very likely that it would be 

approved under these procedures.  

 

However, from a scientific standpoint, implementation of an EIA consistent with international 

standards and in keeping with an IUCN (World Conservation Union) Recommendation on 

Okinawa's Dugong (Amman, October 2000) is needed. The EIA should not be carried out after the 

basic plan for the air base is decided on, but before that decision is made. It should also take into 

consideration the zero option of no construction, as well as several alternative sites other than the 

proposed site at Henoko. A scientific EIA that meets international standards and is carried out 

with the participation not only of Japanese but also of United States experts would no doubt make 

clear the injustice and inappropriateness of constructing a military air base in the middle of this 

Dugong habitat.  

 

Another serious problem is incidental bycatch. Corpses of Dugong that appear to have been caught 

in fishing nets occasionally wash ashore7). The death of even one individual of such an extremely 

small population, thought to be under 50 4), can speed up the rate of extinction and is an extremely 

worrisome event. Thanks to the efforts of local people, meetings and rescuing exercises among local 

government authorities, fishing cooperatives and environmental NGOs have recently been held in 

Ginoza village in Okinawa, and a manual for rescuing Dugong caught in fishing nets has been 

drawn up. Results from these efforts should be forthcoming. 

 

In an independent initiative, Japan's Ministry of Environment is progressing slowly their 

conservation activities. In 2001, the authority for Dugong conservation was moved from the 

Fishery Agency to the MoE and they established for the first time a committee of the 

comprehensive survey of Okinawa's Dugong and their habitat. In 2002, they decided to include 

Dugong to the Wildlife Protection Law for protected mammal, and started their field survey. We 

would expect the results and evaluations of MoE’s survey affected to the Cabinet who decided to 

replace Futenma air base, and they change their policy. 

 

２．２．２．２．Okinawa Woodpecker (Okinawa Woodpecker (Okinawa Woodpecker (Okinawa Woodpecker (Sapheopipo noguchiiSapheopipo noguchiiSapheopipo noguchiiSapheopipo noguchii) and Okinawa Rail () and Okinawa Rail () and Okinawa Rail () and Okinawa Rail (Gallirallus okinawaeGallirallus okinawaeGallirallus okinawaeGallirallus okinawae))))    

 

Okinawa Woodpecker (Noguchi-gera, sapheopipo noguchii) and Okinawa Rail (Yambaru-kuina, 

gallirallus okinawae) are the endemic species of the Yambaru forest, the northern part of Okinawa 

Island. These two species of birds survive only at Yambaru on the earth. The distribution area and 

the population size are so small that they are strongly threatened and in danger of the extinction. 

Okinawa Woodpecker is a special natural monument and a critically endangered species in Red 
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Data Book, Okinawa Rail is an endangered species in RDB and a natural monument5)8). 

 

Northern Training Area (NTA or Jungle Warfare Training Center) located by the US Marine Corps 

residing in Okinawa keeps in the good condition the typical natural forests of the northern 

Okinawa Island, and it consists an important habitat for many of the endemic species and 

sub-species such as Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, and others. Of course, the USMC leaves a 

natural forest not only because it sets this area as a reserve, but it is necessary in case of military 

affair training. However, since the returning of Okinawa to Japan in 1972, the natural forests in 

Yambaru have been lost in many areas due to logging, and development of dams and agricultural 

fields. The natural forest in the NTA, with the coverage of ca. 8,000 ha, thus comes to bear a role of 

the real refuge. This has serious meaning to conserve the endemic biodiversity which is only in 

Yambaru on the earth 

 

Because the ca. 4,000 ha area of the northern half of the NTA will, in the near future, be returned 

to Japan, it is planned to remove seven helicopter landing zones (helipads) from the return area to 

the un- returned area. Although the current landing zone is a naked place (the weed) with 10 - 20 

m diameter for the small helicopter and the road is a small walkway or a narrow roadway 

(unpaved), the planned landing zones are the huge facilities (the lawn) with the 75 m diameter to 

be used for the large-sized vertical taking off and landing machine (OSPREY), and there is 

possibility that two zones are built in adjacent site in some case. Also, the road which link landing 

zones will be paved of crushed stones9).  

 

In the light of this, it is more realistic to regard this as not being a mere moving, but establishing a 

new base with tens of times of scales and doing an advanced practice. The influence over the 

natural environment and the wildlife must be taken from this viewpoint. So far, the NTA has 

served the role of the refuge for the wildlife there, but the new plan abandons its role, and rather, 

would subject the natural environment and the wildlife to cruel conditions, through the large-scale 

setup of the helicopter landing zone and the advanced military training operations. 

 

At present, "the Continuous Environment Survey" is implemented by the Japan’s Defense Agency9), 

but in keeping with an IUCN recommendation, survey should be carried out with the participation 

of the United States scientists, and should implement an EIA consistent with international 

standard. Also, it is necessary to implement an EIA from the comprehensive viewpoint including 

the relation to the other facilities and the military practice, e.g. the dams, sand-preventing dykes 

and the ground practice of the USMC, in addition to the helicopter landing zones. Moreover, it is 

expected that the Strategic Environmental Impact Assessment would be done which put the 

specification of a World Heritage Site in view in addition to the use as the USMC base, because 

there are not few endemic species inhabiting only this area on the earth.  
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３．３．３．３．IUCN RecommendationsIUCN RecommendationsIUCN RecommendationsIUCN Recommendations    

 

 The IUCN (World Conservation Union) recommendations are below10). 

 

 The World Conservation Congress at its 2nd Session in Amman, Jordan, 4-11 October 2000: 

1. URGES the Government of Japan: 

a) to complete as soon as possible the voluntary Environmental Impact Assessment on the 

construction of the military facilities in and around the habitat of the Dugong; 

b) to implement as soon as possible Dugong conservation measures that will help stop further 

reduction of the population and help its recovery; 

c) to prepare as soon as possible a conservation plan for the biodiversity and endangered species 

of the Yambaru and the local Dugong population, and conduct detailed studies of these species 

and their habitats; 

d) to consider nomination of the Yambaru  as a World Heritage Site; 

2. URGES the Government of the United States of America to cooperate on the voluntary 

Environmental Impact Assessment, as requested by the Government of Japan. 

3. URGES the Governments of Japan and the United States of America: 

a) to take into account the findings of the voluntary Environmental Impact Assessment and on 

this basis take appropriate measures to help ensure the survival of the Dugong population; 

b) to assess environmental effects of proposed construction of military facilities and training plans, 

taking into account the studies referred to in subpara 1 (c), and on this bases take appropriate 

measures to help ensure the survival of the Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail. 

    

４４４４．．．．    RefferenceRefferenceRefferenceRefference    

 

1) Marsh,H., H.Penrose, C.Eros, and J.Hugues. 2002. Dugong status report and action plans for 

countries and territories. 

2) Kasuya, T., H. Ogawa, H. Yokochi, T. Hosokawa, M. Shirakihara and H.Higashi. 1999. 

Japanese dugongs, their current status and conservation measures required. Report of 1999 

dugong survey. In: 9th Report of  Pro-Natura Fund. Japanese Association Protection of Nature, 

Tokyo. [In Japanese with English summary] 

3) Kasuya T. and R.L.Brownell,Jr . (submitted to MMS). Consevation status and the future 

prospects of Dugong in Japanese water. 

4) Mammalogical Society of Japan. 1997. Red data book of Japanese mammal. Bunichi-sogo 

shuppan. 

5) Okinawa Prefecture. 1996. Threatened wildlife in Okinawa (RDB). Okinawa Prefecture. 
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6) Defense Agency of Japan. 2002. Materials on the basic plan to replace Futenma air base.  

7) Dugong Network Okinawa. 2001. For the Protection of Dugong offshore Okinawa (materialⅡ). 

Dugong Network Okinawa, 49pp. 

8) Japan’s Ministry of Environment. 2002. Threatened wildlife of Japan (Red Data Book 2nd ed.). 

Japan Wildlife Research Center. 

9) Naha Defense Facility Bureau. 2002. Methods of the continued environmental survey for the 

replace of helipads in NTA. 

10) IUCN. 2001. Resolutions and recommendations ( World Conservation Congress 2000, Amman, 

Jordan) 

 

 

 For contacts; 

Shin-ichi Hanawa; 

  World Wide Fund for Nature Japan (WWF-Japan) 

  hanawa@wwf.or.jp 

  http://www.wwf.or.jp/ 



普天間飛行場代替施設，現地技術調査開始される！！普天間飛行場代替施設，現地技術調査開始される！！普天間飛行場代替施設，現地技術調査開始される！！普天間飛行場代替施設，現地技術調査開始される！！    

 

シンポジウムのお知らせシンポジウムのお知らせシンポジウムのお知らせシンポジウムのお知らせ    

    

沖縄のジュゴンを守るために沖縄のジュゴンを守るために沖縄のジュゴンを守るために沖縄のジュゴンを守るために    

－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－    

 

趣趣趣趣        旨旨旨旨    

    

    沖縄のジュゴンは，個体数が少なく，分布域が狭く，孤立しているので，沖縄のジュゴンは，個体数が少なく，分布域が狭く，孤立しているので，沖縄のジュゴンは，個体数が少なく，分布域が狭く，孤立しているので，沖縄のジュゴンは，個体数が少なく，分布域が狭く，孤立しているので，

絶滅のおそれのたいへん高い動物です．ジュゴンを守り，その生息地を保全絶滅のおそれのたいへん高い動物です．ジュゴンを守り，その生息地を保全絶滅のおそれのたいへん高い動物です．ジュゴンを守り，その生息地を保全絶滅のおそれのたいへん高い動物です．ジュゴンを守り，その生息地を保全

していくためには，「ジュゴンを守るための行動計画」が必要です．特に，普していくためには，「ジュゴンを守るための行動計画」が必要です．特に，普していくためには，「ジュゴンを守るための行動計画」が必要です．特に，普していくためには，「ジュゴンを守るための行動計画」が必要です．特に，普

天間飛行場代替施設に関する環境アセスメントや漁網による混獲を防ぐため天間飛行場代替施設に関する環境アセスメントや漁網による混獲を防ぐため天間飛行場代替施設に関する環境アセスメントや漁網による混獲を防ぐため天間飛行場代替施設に関する環境アセスメントや漁網による混獲を防ぐため

のレスキュー制度について，急ぎ行動計画をつくり実行することが必要ですのレスキュー制度について，急ぎ行動計画をつくり実行することが必要ですのレスキュー制度について，急ぎ行動計画をつくり実行することが必要ですのレスキュー制度について，急ぎ行動計画をつくり実行することが必要です．．．．    

    ところが，那覇防衛施設局は，４月上旬から現地技術調査に着手し，ところが，那覇防衛施設局は，４月上旬から現地技術調査に着手し，ところが，那覇防衛施設局は，４月上旬から現地技術調査に着手し，ところが，那覇防衛施設局は，４月上旬から現地技術調査に着手し，63636363 本本本本

もの大規模なボーリング調査を予定するなど事実上の着工へと突き進んでいもの大規模なボーリング調査を予定するなど事実上の着工へと突き進んでいもの大規模なボーリング調査を予定するなど事実上の着工へと突き進んでいもの大規模なボーリング調査を予定するなど事実上の着工へと突き進んでい

ます．これは環境アセスメント法とその精神をないがしろにするもので，ジます．これは環境アセスメント法とその精神をないがしろにするもので，ジます．これは環境アセスメント法とその精神をないがしろにするもので，ジます．これは環境アセスメント法とその精神をないがしろにするもので，ジ

ュゴンとその生息地に悪い影響を及ぼす可能性が高いと考えられます．ュゴンとその生息地に悪い影響を及ぼす可能性が高いと考えられます．ュゴンとその生息地に悪い影響を及ぼす可能性が高いと考えられます．ュゴンとその生息地に悪い影響を及ぼす可能性が高いと考えられます．    

    このシンポジウムでは，①ジュゴンによる地域振興など保全と共生のためこのシンポジウムでは，①ジュゴンによる地域振興など保全と共生のためこのシンポジウムでは，①ジュゴンによる地域振興など保全と共生のためこのシンポジウムでは，①ジュゴンによる地域振興など保全と共生のため

の行動計画を公開し，多くの方々の意見を求めること，②現地技術調査の内の行動計画を公開し，多くの方々の意見を求めること，②現地技術調査の内の行動計画を公開し，多くの方々の意見を求めること，②現地技術調査の内の行動計画を公開し，多くの方々の意見を求めること，②現地技術調査の内

容，問題点について知ってもらい，ともに対策を考え，行動することを目的容，問題点について知ってもらい，ともに対策を考え，行動することを目的容，問題点について知ってもらい，ともに対策を考え，行動することを目的容，問題点について知ってもらい，ともに対策を考え，行動することを目的

にしています．にしています．にしています．にしています．    

    ジュゴンの保全ジュゴンの保全ジュゴンの保全ジュゴンの保全と軍事基地建設（普天間飛行場代替施設）問題が，このシと軍事基地建設（普天間飛行場代替施設）問題が，このシと軍事基地建設（普天間飛行場代替施設）問題が，このシと軍事基地建設（普天間飛行場代替施設）問題が，このシ

ンポジウムのテーマであり，多くの方々の参加を呼びかけます．ンポジウムのテーマであり，多くの方々の参加を呼びかけます．ンポジウムのテーマであり，多くの方々の参加を呼びかけます．ンポジウムのテーマであり，多くの方々の参加を呼びかけます．    

    

主催：日本ジュゴン会議主催：日本ジュゴン会議主催：日本ジュゴン会議主催：日本ジュゴン会議    

日時：日時：日時：日時：5555 月月月月 11111111 日（日）日（日）日（日）日（日）13:0013:0013:0013:00－－－－17:0017:0017:0017:00    

場所：八汐荘（那覇市松尾場所：八汐荘（那覇市松尾場所：八汐荘（那覇市松尾場所：八汐荘（那覇市松尾 1111 丁目丁目丁目丁目 6666 番番番番 1111 号）号）号）号）    

TEL.TEL.TEL.TEL.098098098098----867867867867----1191119111911191, , , , FAXFAXFAXFAX....098098098098----862862862862----4089408940894089    

参加費：参加費：参加費：参加費：500500500500 円円円円    

 

    

    

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

花輪伸一（ＷＷＦジャパン）花輪伸一（ＷＷＦジャパン）花輪伸一（ＷＷＦジャパン）花輪伸一（ＷＷＦジャパン）    

TEL.03TEL.03TEL.03TEL.03----3769376937693769----1713, FAX.031713, FAX.031713, FAX.031713, FAX.03----3769376937693769----1717171717171717    

EEEE----mail : mail : mail : mail : hanawa@wwf.or.jphanawa@wwf.or.jphanawa@wwf.or.jphanawa@wwf.or.jp    

蜷川義章（蜷川義章（蜷川義章（蜷川義章（ジュゴン保護キャンペーンセンタージュゴン保護キャンペーンセンタージュゴン保護キャンペーンセンタージュゴン保護キャンペーンセンター））））    

TEL/FAX.TEL/FAX.TEL/FAX.TEL/FAX. 03 03 03 03----5228522852285228----1377137713771377    

EEEE----mail : mail : mail : mail : info@sdcc.jpinfo@sdcc.jpinfo@sdcc.jpinfo@sdcc.jp    

    

 



沖縄のジュゴンを守るために沖縄のジュゴンを守るために沖縄のジュゴンを守るために沖縄のジュゴンを守るために    

－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－－ジュゴン保護行動計画と現地技術調査の問題点－    

 

主催主催主催主催    日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議    

日時：日時：日時：日時：5555 月月月月 11111111 日（日）日（日）日（日）日（日）13:0013:0013:0013:00－－－－17:0017:0017:0017:00    

場所：八汐荘（那覇市松尾場所：八汐荘（那覇市松尾場所：八汐荘（那覇市松尾場所：八汐荘（那覇市松尾 1111 丁目丁目丁目丁目 6666 番番番番 1111 号）号）号）号）    

TEL.TEL.TEL.TEL.098098098098----867867867867----1191119111911191, , , , FAXFAXFAXFAX....098098098098----862862862862----4089408940894089    

    

プログラムプログラムプログラムプログラム    

    

13:0013:0013:0013:00                受付開始受付開始受付開始受付開始    

13:3013:3013:3013:30----13:3513:3513:3513:35    開会あいさつ（開会あいさつ（開会あいさつ（開会あいさつ（5555 分）分）分）分）    

第第第第 1111 部（座長：吉田正人）部（座長：吉田正人）部（座長：吉田正人）部（座長：吉田正人）    

13:3513:3513:3513:35----14:0514:0514:0514:05    花輪伸一（ＷＷＦジャパン）花輪伸一（ＷＷＦジャパン）花輪伸一（ＷＷＦジャパン）花輪伸一（ＷＷＦジャパン）    

行動計画と環境アセスメント（行動計画と環境アセスメント（行動計画と環境アセスメント（行動計画と環境アセスメント（30303030 分）分）分）分）    

14:0514:0514:0514:05----14:2514:2514:2514:25    細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄）細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄）細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄）細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄）    

ジュゴン・レスキュー制度（ジュゴン・レスキュー制度（ジュゴン・レスキュー制度（ジュゴン・レスキュー制度（20202020 分）分）分）分）    

14:2514:2514:2514:25----15:0515:0515:0515:05    行動計画・環境アセス・レスキュー制度に関する討論（行動計画・環境アセス・レスキュー制度に関する討論（行動計画・環境アセス・レスキュー制度に関する討論（行動計画・環境アセス・レスキュー制度に関する討論（40404040 分）分）分）分）    

15:0515:0515:0515:05----15:1515:1515:1515:15    休憩休憩休憩休憩    

第第第第 2222 部（座長：花輪伸一）部（座長：花輪伸一）部（座長：花輪伸一）部（座長：花輪伸一）    

15:1515:1515:1515:15----15:4515:4515:4515:45    吉田正人（日本自然保護協会）吉田正人（日本自然保護協会）吉田正人（日本自然保護協会）吉田正人（日本自然保護協会）    

海草藻場の現状と重要性（海草藻場の現状と重要性（海草藻場の現状と重要性（海草藻場の現状と重要性（30303030 分）分）分）分）    

15:4515:4515:4515:45----16:0516:0516:0516:05    宮城康博（ジュゴン保護キャンペーンセンター）宮城康博（ジュゴン保護キャンペーンセンター）宮城康博（ジュゴン保護キャンペーンセンター）宮城康博（ジュゴン保護キャンペーンセンター）    

「現地技術調査」の問題点（「現地技術調査」の問題点（「現地技術調査」の問題点（「現地技術調査」の問題点（20202020 分）分）分）分）    

16:0516:0516:0516:05----16:4516:4516:4516:45    海草保全・現地技術調査に関する討論（海草保全・現地技術調査に関する討論（海草保全・現地技術調査に関する討論（海草保全・現地技術調査に関する討論（40404040 分）分）分）分）    

16:4516:4516:4516:45                閉会あいさつ閉会あいさつ閉会あいさつ閉会あいさつ    

    

 

 

日本ジュゴン会議とは日本ジュゴン会議とは日本ジュゴン会議とは日本ジュゴン会議とは    

    

呼びかけ人呼びかけ人呼びかけ人呼びかけ人：花輪伸一（ＷＷＦジャパン），吉田正人（日本自然保護協会），羽山伸一（日

本獣医畜産大学），細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄），東恩納琢磨（ジ

ュゴン保護基金），宮城康博（ジュゴン保護キャンペーンセンター） 

 

趣趣趣趣                旨旨旨旨：昔，琉球列島沿岸には多くのジュゴンが生息していました．しかし，今で

は，周年生息しているのは，金武湾や辺野古，安田など沖縄島中北部の東海岸だけです．

そのため，沖縄島のジュゴンは，分布域が狭く，孤立し，数も極めて少ないことから，

絶滅寸前の状況にあります．沖縄のジュゴンを絶滅させないためには，混獲，赤土汚染，

米軍演習，軍事基地建設など，多くの問題を解決しなければなりません．そのため，私

たちは，「ジュゴンを守るための行動計画」をつくり，これを公開して，地域住民や研

究者，行政関係，一般市民の方々の意見を取りいれ，これらの方々とともに行動計画を

実行していくことにしました．「日本ジュゴン会議」は，ジュゴンを守りたいと願う個

人やグループの緩やかな連合体で，「ジュゴンを守るための行動計画」を普及し実現し

ていくための組織です．多くの方々に賛同してもらい，ともに行動していただけること

を期待しています． 
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沖縄のジュゴンを守るための行動計画沖縄のジュゴンを守るための行動計画沖縄のジュゴンを守るための行動計画沖縄のジュゴンを守るための行動計画    
    

日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議    

    
琉球列島沿岸には，かつて多くのジュゴンが生息していた．しかし，現在では，周年生息してい

るのは，金武湾や辺野古，安田など沖縄島中北部の東海岸にすぎない．沖縄のジュゴンは，分布域

が狭く，孤立し，数も極めて少ないことから，絶滅寸前の状況にあると言える．このジュゴンを絶

滅させないためには，混獲，赤土汚染，米軍演習，軍事基地建設など，多くの問題を解決しなけれ

ばならない．そのためには，総括的な「ジュゴンを守るための行動計画」すなわちアクション・プ

ランが必要である． 

 以下に，沖縄のジュゴンを守るための行動計画について，「目標」，「目的」，「行動」の各項目ご

とにまとめた．ここで，目標とは最終的に実現すること，すなわち基本目的である．また，目的は

目標を実現させるため，当面実現するべき課題である．行動は目的を達成するための手段であり，

その行動を実行するために必要な項目へと，さらに細分できる． 

行動計画の目標は，沖縄のジュゴンとその生息環境の保全である．これは，短期的には個体数減

少と生息環境悪化の防止を図ること，中長期的には分布域・生息環境・個体数の回復を図ることで

ある．この目標のもとに，以下に実現すべき目的をあげ，それぞれの目的ごとに複数の実行すべき

行動を示した． 

 

目標目標目標目標 goalgoalgoalgoal    

沖縄のジュゴンとその生息環境の保全 

短 期：個体数減少，生息環境悪化の防止，中長期：分布域・生息環境・個体数の回復 

 

目的目的目的目的 objectiveobjectiveobjectiveobjective と行動と行動と行動と行動 actionactionactionaction    

目的１．個体数を減少させない．目的１．個体数を減少させない．目的１．個体数を減少させない．目的１．個体数を減少させない．    

（個体数を減少させる要因を明らかにする．明らかな要因を取り除く．） 

行動１－１．混獲を防止する． 

行動１－１－１．漁民の理解，協力を得る． 

行動１－１－２．網漁についての社会経済的アセスメントを行う． 

行動１－１－３．網場を制限する．漁民への補償制度をつくる． 

行動１－１－４．網に入った場合のレスキュー制度を作る． 

行動１－２．船舶との衝突を防止する． 

行動１－２－１．船舶所有者，使用者の理解，協力を得る． 

行動１－２－２．生息域での航行ルールをつくる． 

目的２．生息環境を悪化させない．目的２．生息環境を悪化させない．目的２．生息環境を悪化させない．目的２．生息環境を悪化させない．    

（生息環境を悪化させる要因を明らかにする．明らかな要因を取り除く．） 

行動２－１．陸域からの汚染を防止する． 

行動２－１－１．農業者，土木建設業者の理解を得る． 

行動２－１－２．赤土流入をくい止める．河川に赤土を流さない． 

行動２－１－３．流域における農薬使用を見直す． 

行動２－１－４．畜舎排水，家庭雑排水を直接流さない． 

行動２－２．悪影響をおよぼす開発を止める． 

行動２－２－１．軍事基地建設を中止する． 

行動２－２－２．軍事演習を中止，規制する． 

行動２－２－３．海藻（モズク等）養殖場所を再検討する． 

行動２－３．開発に関しては適正な環境アセスメントを実施する． 

行動２－４．採食地（海草藻場），休息地（リーフ外縁）， 

      その移動経路（クチ）を保全する． 

目的３．保護区を設定する．目的３．保護区を設定する．目的３．保護区を設定する．目的３．保護区を設定する．    

行動３－１．調査をもとに保護区の目的，範囲，規制，管理方法等を明確にする． 
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行動３－２．保護区のもとになる法律・条例を明確にする．  

行動３－３．地域住民の理解と協力を得る． 

行動３－４．国，県，自治体の理解と協力を得る． 

目的４．保護管理の制度をつくる．目的４．保護管理の制度をつくる．目的４．保護管理の制度をつくる．目的４．保護管理の制度をつくる．    

行動４－１．調査をもとに個体群の保護管理手法を明確にする． 

行動４－２．保護管理の実施主体となる組織を設立する． 

行動４－３．主体となる組織と漁民，地域住民，ＮＧＯ，研究機関， 

自治体，国との連携をつくる． 

目的５．調査研究の体制をつくる．目的５．調査研究の体制をつくる．目的５．調査研究の体制をつくる．目的５．調査研究の体制をつくる．    

行動５－１．個体数を減少させる要因とその対策に関する調査研究を行う． 

行動５－２．生息地を悪化させる要因とその対策に関する調査を行う． 

行動５－３．保護区設定を目的とする保全生物学的，社会経済学的調査をおこなう． 

行動５－４．個体群の保護管理手法の研究を行う． 

行動５－５．生息場所の復元・再生に関する研究を行う． 

行動５－６．生物学的な基礎研究を行う． 

目的６．普及教育活動を行う．住民や来訪者への広報活動を行う．目的６．普及教育活動を行う．住民や来訪者への広報活動を行う．目的６．普及教育活動を行う．住民や来訪者への広報活動を行う．目的６．普及教育活動を行う．住民や来訪者への広報活動を行う．    

行動６－１．調査研究をもとに教育教材を開発する． 

行動６－２．教材をもとに観察会，研修会等を行い，地域の観察者を養成する． 

行動６－３．目視情報など，住民レベルの情報収集を行う． 

行動６－４．展示や情報交換のための場所（ビジターセンター）を設置する． 

目的７．国際交流をすすめる．目的７．国際交流をすすめる．目的７．国際交流をすすめる．目的７．国際交流をすすめる．    

行動７－１．ニュースレター，ホームページ等をとおして海外の保護団体， 

研究者と情報交換を進め，交流を深める 

行動７－２．交流のためのイベントを行う．海外のジュゴン生息地の視察． 

目的８．地域交流をすすめる．目的８．地域交流をすすめる．目的８．地域交流をすすめる．目的８．地域交流をすすめる．    

行動８－１．地域住民への普及活動を行う． 

行動８－２．地域の学校の教育活動へ参加する． 

目的９．情報公開と住民参加をすすめる．目的９．情報公開と住民参加をすすめる．目的９．情報公開と住民参加をすすめる．目的９．情報公開と住民参加をすすめる．    

行動９－１．行動計画の情報を明らかにして住民の意見を求める． 

行動９－２．行動計画の情報を明らかにして行政，漁協，農協等の協力を求める． 

 
    

日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議日本ジュゴン会議    

 

呼びかけ人：花輪伸一（ＷＷＦジャパン），吉田正人（日本自然保護協会），羽山伸一（日本獣医畜産大学）， 

細川太郎（ジュゴンネットワーク沖縄），東恩納琢磨（ジュゴン保護基金），宮城康博（ジュゴ

ン保護キャンペーンセンター） 

趣    旨：昔，琉球列島沿岸には多くのジュゴンが生息していました．しかし，今では，周年生息してい 

るのは，金武湾や辺野古，安田など沖縄島中北部の東海岸だけです．そのため，沖縄島のジュ 

ゴンは，分布域が狭く，孤立し，数も極めて少ないことから，絶滅寸前の状況にあります．沖 

縄のジュゴンを絶滅させないためには，混獲，赤土汚染，米軍演習，軍事基地建設など，多く 

の問題を解決しなければなりません．そのため，私たちは，「ジュゴンを守るための行動計画」 

をつくり，これを公開して，地域住民や研究者，行政関係，一般市民の方々の意見を取りいれ， 

これらの方々とともに行動計画を実行していくことにしました．「日本ジュゴン会議」は，ジュ 

ゴンを守りたいと願う個人やグループの緩やかな連合体で，「ジュゴンを守るための行動計画」 

を普及し実現していくための組織です．多くの方々に賛同してもらい，ともに行動していただ 

けることを期待しています． 
連 絡 先：花輪伸一，Tel.03-3769-1713，Fax.03-3769-1717，E-mail : hanawa@wwf.or.jp 
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WWF Japan 
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Fax:03-3769-1717 

 
 

2004.4.7 

 

公共用財産使用協議（ボーリング調査等）への同意に対する抗議公共用財産使用協議（ボーリング調査等）への同意に対する抗議公共用財産使用協議（ボーリング調査等）への同意に対する抗議公共用財産使用協議（ボーリング調査等）への同意に対する抗議    

 

ＷＷＦジャパン 

（世界自然保護基金ジャパン） 

 

 2004 年 4 月 7 日，沖縄県は，那覇防衛施設局による公共用財産使用協議（ボーリング調

査等）に同意した．この同意は，米軍普天間飛行場代替施設の実質的な着工である「現地

技術調査」を認め，環境アセスメント手続きをゆがめ，形骸化することに加担するもので

ある．また，同意するまでの間に専門家の氏名や意見内容を公表しなかったことは，民主

主義社会における情報公開・市民参加の原則にもとるものである．本会は，今回の沖縄県

の姿勢に対し，問題点を指摘し抗議する． 

 

1. 63 本のボーリング調査と弾性波探査による地質調査などを認めてしまうと，大規模

な作業によりジュゴンやその生息場所に何らかの影響を与えることになる．その後の

環境アセスメント調査のデータは，当然ボーリングなどの影響を受けたものになる．

これでは，環境や野生生物に対する正当な影響評価を行うことが不可能になり，科学

的な環境アセスメントとは言えない． 

2. 沖縄県は，専門家の氏名と意見内容を公開するとしながら，実際には，約 4 か月の使

用協議の間は非公開であった．政策決定過程において情報を公開し，市民参加による

合意形成を図る動きが重視されつつあるなかで，専門家意見の公開を後回しにしたこ

とは，沖縄県が，市民に対して専門家の情報を与えないという後ろ向きの姿勢を示し

てしまったことになる． 

3. 本会は，沖縄県に，専門家の氏名，意見内容をすべて公開することを求め，その意見

の意味するところを明らかにし，ボーリング等の現地技術調査が，ジュゴンをはじめ

とする野生生物とその生息地に与える影響を評価し，事業者である防衛施設庁が拙速

に着工しないように，強く要求していきたいと考えている． 

 

以上 

 

この件に関する連絡先 

花輪伸一 

 ＷＷＦジャパン TEL.03-3769-1713, FAX.03-3769-1717, E-mail : hanawa@wwf.or.jp 
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2004 年 4 月 26 日 

 

 

沖縄のジュゴン生息地の保全および普天間飛行場沖縄のジュゴン生息地の保全および普天間飛行場沖縄のジュゴン生息地の保全および普天間飛行場沖縄のジュゴン生息地の保全および普天間飛行場    

代替施設建設計画の見直しを求める声明代替施設建設計画の見直しを求める声明代替施設建設計画の見直しを求める声明代替施設建設計画の見直しを求める声明    

 

 

ＷＷＦジャパン 

（財）日本自然保護協会 

ジュゴン保護キャンペーンセンター 

 

 

要要要要        約約約約    

 

 米軍普天間飛行場の代替施設建設計画は，沖縄のジュゴンを絶滅に追いやり，優れた自然環境を破壊

し，地域住民の生活を脅かす可能性が極めて高い．また，計画の詳細，着工や完成の時期は不明確であ

る．したがって，日米両政府は，代替施設建設計画それ自体を根本的に見直し，代替施設の建設を普天

間飛行場返還の交換条件にしないことを協議し合意すべきである． 

 

 

声明の趣旨声明の趣旨声明の趣旨声明の趣旨    

 

沖縄県名護市辺野古地区に計画されている普天間飛行場代替施設の建設は，海岸，サン

ゴ礁，海草藻場等の良好な自然環境を広範囲に破壊することになる．そのため，沖縄海域

にわずかしか生息しない日本のジュゴンの重要な生息環境を悪化させ，ジュゴンを絶滅に

追いやる可能性が高い．また，軍事演習による事故や騒音，汚染等は，自然環境を劣化さ

せるだけでなく，地域住民の生活環境を著しく悪化させ，住民に大きな不安感を与える． 

普天間飛行場の返還と代替施設について取り決めた 1996 年 12 月の SACO 最終報告か

らすでに 7 年が経過している．しかし，一方では，地域住民や平和団体による代替施設の

建設に反対する運動，環境団体によるジュゴンとその生息地を守る運動が続き，他方では，

軍事基地の 15 年使用期限，軍民共用空港計画，工事に関する現地技術調査，環境アセス

メント手続きなどに関する行政上の諸問題は解決しておらず，代替施設建設のめどは立っ

ていない．また，現在使用されている米軍普天間飛行場は人口密集地域にあり，地域住民

は多発する事故により大きな危険にさらされている．この問題の解決には，早期返還が不

可欠である． 

したがって，日米両政府は，代替施設建設計画それ自体を根本的に見直すべきである．

また，両政府は，代替施設の建設を普天間飛行場返還の交換条件としないことを協議し合

意すべきである． 
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声明の理由声明の理由声明の理由声明の理由    

    

1111.... 代替施設はジュゴンとその生息地に大きな悪影響を与える代替施設はジュゴンとその生息地に大きな悪影響を与える代替施設はジュゴンとその生息地に大きな悪影響を与える代替施設はジュゴンとその生息地に大きな悪影響を与える    

 

ジュゴン（ Dugong, Dugong dugon ）は，世界的にみて絶滅のおそれのある種である

（危急種 VU A1cd, IUCN 2003）．日本では，沖縄島周辺海域にのみ生息し，個体数が極

めて少なく，生息範囲がせまく，他の個体群から孤立していることにより，絶滅のおそれ

のある種（絶滅危惧種 CR D1 または CR C2b,日本哺乳類学会 1997）とされている．沖縄

島では，中北部の東海岸での観察記録が比較的多く，四季に渡っていることから，この海

域が周年生息域で，重要な分布域であると考えられる．しかし，ジュゴンにとって重要な

この海域では，在沖縄アメリカ合衆国海兵隊および日本の民間航空による軍民共用飛行場

の建設計画，さらに漁網による混獲がジュゴンの生存を脅かす大きな脅威となっている． 

沖縄のジュゴンの保全に関しては，2000 年 10 月にヨルダンのアンマンで開催された

IUCN（国際自然保護連合）の第 2 回世界自然保護会議において，「沖縄島のジュゴン，ノ

グチゲラ，ヤンバルクイナの保全」に関する勧告が採択されている．勧告では，日本政府

に，軍事基地建設に関する環境アセスメントを完遂すること，ジュゴンの絶滅防止対策を

実施すること，ノグチゲラ，ヤンバルクイナが生息する山原（やんばる）の森の保全計画

を作成すること，世界遺産リストへの登録を検討すること，アメリカ政府に，環境アセス

メントに協力すること，日米両政府に，軍事施設と演習の影響に関するアセスメントを行

い，保護対策を実施することを求めている．また，2002 年 2 月には，UNEP がジュゴン

の現状と行動計画に関する報告書を出版し，日本政府が保護対策をとらなければ，日本近

海で唯一の沖縄島のジュゴン個体群が絶滅すると警告している． 

しかし，これまで，日本政府（環境省）は，沖縄島周辺においてジュゴンとその生息地

の調査を行ったが，未だ保全計画を作成しておらず，保護区の設置などの具体的な保護対

策も実施していない．沖縄のジュゴン等の保全に関する IUCN 勧告はほとんど実行されて

いないのである． 

 

2222.... 代替施設建設に関する環境アセスメントが科学的に行われな代替施設建設に関する環境アセスメントが科学的に行われな代替施設建設に関する環境アセスメントが科学的に行われな代替施設建設に関する環境アセスメントが科学的に行われないいいい    

 

日本政府（防衛施設庁）は，環境アセスメントを開始する前に，多くの反対意見を無視

して「現地技術調査」を強行しようとしている．これは埋立地の護岸構造を決定するため

の調査で，普天間飛行場代替施設を設計し建設する上で不可欠な事業であり，大規模なボ

ーリング（63 か所）や弾性波探査などの地質調査，地形，気象，海象調査が含まれている．

このような大規模な工事や探査による調査は，環境省や民間団体の調査でジュゴンの食痕

や糞が発見された地点のすぐそばで行われるため，ジュゴンやその生息場所に大きな影響

をおよぼす可能性が高い．そのため本来は，代替施設建設計画にかかわる一連の事業とし

て，本体の埋立事業や関連する作業ヤードの造成工事などとともに，総合的な環境アセス

メントを行わなければならないはずである．しかし，日本政府は，この大規模な技術調査

は環境アセスメントの対象ではないとしている． 

環境アセスメントの方法書を公開する前に，海中におけるボーリング掘削や音波測定を

行い，ジュゴンやその生息場所に何らかの影響を与えておいてから，その後に環境アセス

メントを行うことになれば，その調査結果も当然その影響を受けたものになる．これでは，
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環境や野生生物に対する正当な影響評価を行うことが不可能になり，科学的な環境アセス

メントにはならない．また，飛行場に関する環境アセスメントであるため，使用する軍用

機や民間機の種類，軍事演習の内容等が明確でなければ，環境への影響を評価できない．

しかし，これらの情報は未だ明確にされていない．このように，環境アセスメントは形だ

けのものになりつつある． 

 

3333.... 代替施設の建設を条件にしない早期解決が必要である代替施設の建設を条件にしない早期解決が必要である代替施設の建設を条件にしない早期解決が必要である代替施設の建設を条件にしない早期解決が必要である    

 

米軍普天間飛行場は，宜野湾市の人口密集地域に位置している．住宅地上空で日常的に

飛行訓練が行われていることから，燃料タンク落下などの航空機関連事故，廃油流出や草

地火災など，さらには，昼夜の航空機騒音により，住民はたいへん危険な状況にさらされ，

被害を被っている． 

2004 年 2 月 13 日の毎日新聞は，2003 年 11 月に沖縄を訪問したラムズフェルト国防長

官が普天間飛行場を上空から見て「こんなところで事故が起きないほうが不思議だ．代替

施設の計画自体，もう死んでいる」と語ったと報道している． 

そもそも 1996 年 12 月の SACO 最終報告では，代替施設は，沖縄島東海岸の海上施設

で撤去可能なもの，施設の長さは 1500m（滑走路 1300m）とされていた．しかし，1999

年 12 月の政府方針では「軍民共用空港」となり，2002 年 7 月の基本計画では，サンゴ礁

埋め立てによる 2500m×730m の飛行場（滑走路 2000m）造成となって計画は大きく拡

大してきた．その結果，野生生物や自然環境への負荷，地域住民の生活環境への悪影響は，

さらに増大することが予想され，反対運動が拡大しているのである． 

 名護市辺野古沖の代替施設計画では，飛行場の供用開始まで今後 15 年もかかることが

予想される．普天間飛行場の返還は，その危険性からみて急を要するものであり，このよ

うな長期間をかけて解決すべきものではない．もっと現実的な対応をすべきであり，代替

施設の建設を返還の交換条件にしない方法で早期解決を図るべきである． 

 

以上 
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普天間飛行場代替施設・方法書の問題点メモ 

 

花輪伸一（ＷＷＦジャパン） 

 

1. 方法書の目的は，一連の環境アセスメント手続きの中で，どんな調査をして，なにを予測し，
それをどのように評価するのか，その実行計画をつくることである．  

2. しかし，この方法書は，そのようには作られておらず，あいまいで，どのようにでも解釈でき
る表現が多く使われており，方法書としては不合格である．400 ページを越える膨大な方法書

であるが，大部分は自然や社会の状況を羅列しただけであり（しかも中城湾港の古い記録が多

い），最も重要な項目である「環境アセスメントにおける調査，予測，評価」に関しては，ペー

ジ数も少なく，内容も抽象的で具体性がない． 

3. 例をあげると，ジュゴンの現状把握に関しては各種の調査を列記しているが，予測手法は「調
査等によって得られた情報と事業特性にもとづき，環境改変の程度を踏まえ，類似の事例を参

考に，影響を定性的に予測する」（筆者要約）としているだけである．予測地域は「ジュゴンと

藻場の特性から影響を受ける恐れのある地域」，予測時期は「工事中の各種影響が最大になる時

期」，「工事完成時期」，「施設の定常状態」とあいまいである．サンゴ類，海藻海草，生態系な

どについても同様な定型文章が羅列されているに過ぎない． 

4. そのため，各種の調査でどんな結果が得られたら影響がある（大きい，小さい）と予測するの
か，その判断や影響に対する評価のしかたについては何も書かれていないのである．これでは，

野生生物や自然環境への影響について合理的，科学的な影響評価を行うことは困難である．従

来の悪しき環境アセスメントのように，結論として「環境への影響は軽微である」，「環境への

影響は代償措置で補う」という方向へ持っていくことを意図していると考えられる． 

5. 航空騒音，低周波などについても，調査の手法，地域，時期そして予測の手法，地域，時期に
ついて極めてあいまいな表記になっていることが，この方法書の杜撰さを表している．特に，

調査地点の選定理由は書かれておらず，時期については「適切かつ効果的に把握（予測）でき

る時期」と書かれているに過ぎないが，それを具体的に示すのが方法書である． 

6. 方法書には，代替施設で使用される米軍の軍用機，民間航空機ともに，使用機種，飛行頻度な
ど，飛行場や空港建設の環境アセスメントの際に，もっとも基本となる情報が示されていない．

これでは，重要な環境問題である騒音などの影響予測も具体的にできるはずがないし，環境ア

セスメントの要件を備えていない． 

7. 現地技術調査（ボーリング調査，弾性波探査など），大浦湾・中城湾の作業ヤード建設，飛行場
本体の埋め立て，軍事関連施設（化学物質貯蔵庫，弾薬庫など）建設は，一連の開発事業のは

ずである．さらに，軍事演習が日常的に行われる飛行場であることから，軍事演習が地域住民

や自然環境に及ぼす影響について，科学的な環境アセスメントが不可欠である．しかし，この

方法書は，すべての事業を関連づけた総合的な環境アセスメントを想定せず，調査・予測・評

価の関連づけがあいまいで，内容が極めて不十分であり，環境アセスメント全体を形骸化（形

だけのアセスメント）させ，環境影響評価法の精神を軽んじるものとなっている． 

8. 現在縦覧されている方法書は，環境影響評価法の精神を生かしたものではなく，方法書に最低
限必要とされる要件も満たしていない．事業者は，地域住民や環境団体，平和団体，研究者等

に対する説明会を開き，十分議論した上で，現在の方法書を再検討し，全面的な改訂版を作成

するべきである． 
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「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価方法書」「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価方法書」「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価方法書」「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価方法書」    

に対する意見書に対する意見書に対する意見書に対する意見書    

    

    

    環境影響評価法にもとづき「普天間飛行場代替施設建設事業にかかわる環境影響評価方環境影響評価法にもとづき「普天間飛行場代替施設建設事業にかかわる環境影響評価方環境影響評価法にもとづき「普天間飛行場代替施設建設事業にかかわる環境影響評価方環境影響評価法にもとづき「普天間飛行場代替施設建設事業にかかわる環境影響評価方

法書」について，本会の意見書を提出します．法書」について，本会の意見書を提出します．法書」について，本会の意見書を提出します．法書」について，本会の意見書を提出します．    

    

    

意見の要約意見の要約意見の要約意見の要約    

    

    標記の方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・標記の方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・標記の方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・標記の方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・

評価の手法が論理的に関連していないこと評価の手法が論理的に関連していないこと評価の手法が論理的に関連していないこと評価の手法が論理的に関連していないことなど，方法書の核心部分が欠落している．また，など，方法書の核心部分が欠落している．また，など，方法書の核心部分が欠落している．また，など，方法書の核心部分が欠落している．また，

IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自然保護連合）の勧告を無視していること，縦覧の仕方が排他的であることな（国際自然保護連合）の勧告を無視していること，縦覧の仕方が排他的であることな（国際自然保護連合）の勧告を無視していること，縦覧の仕方が排他的であることな（国際自然保護連合）の勧告を無視していること，縦覧の仕方が排他的であることな

ど，大きな問題を含んでいる．その結果，「環境影響評価法」の精神をないがしろにし，ど，大きな問題を含んでいる．その結果，「環境影響評価法」の精神をないがしろにし，ど，大きな問題を含んでいる．その結果，「環境影響評価法」の精神をないがしろにし，ど，大きな問題を含んでいる．その結果，「環境影響評価法」の精神をないがしろにし，

環境アセスメントの形骸化を進めるものとなっている．この方法書による手法では，代替環境アセスメントの形骸化を進めるものとなっている．この方法書による手法では，代替環境アセスメントの形骸化を進めるものとなっている．この方法書による手法では，代替環境アセスメントの形骸化を進めるものとなっている．この方法書による手法では，代替

施設建設による環境への影響を正しく予測，評価できないだけでなく，このような方法書施設建設による環境への影響を正しく予測，評価できないだけでなく，このような方法書施設建設による環境への影響を正しく予測，評価できないだけでなく，このような方法書施設建設による環境への影響を正しく予測，評価できないだけでなく，このような方法書

がまかり通れば，他の環境アセスメントの質も低下していくことが心配される．事業者は，がまかり通れば，他の環境アセスメントの質も低下していくことが心配される．事業者は，がまかり通れば，他の環境アセスメントの質も低下していくことが心配される．事業者は，がまかり通れば，他の環境アセスメントの質も低下していくことが心配される．事業者は，

この方法書を科学的，合理的な観点で全面的に書き改め，説明会を開この方法書を科学的，合理的な観点で全面的に書き改め，説明会を開この方法書を科学的，合理的な観点で全面的に書き改め，説明会を開この方法書を科学的，合理的な観点で全面的に書き改め，説明会を開催し，広く公開して催し，広く公開して催し，広く公開して催し，広く公開して

多くの意見を求めるべきである．多くの意見を求めるべきである．多くの意見を求めるべきである．多くの意見を求めるべきである．    
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意見と理由意見と理由意見と理由意見と理由    

    

1111.... 事業内容の記述が不十分事業内容の記述が不十分事業内容の記述が不十分事業内容の記述が不十分    

対象事業の目的・内容に関する記述が極めて不十分である．これでは事業内容を的確に対象事業の目的・内容に関する記述が極めて不十分である．これでは事業内容を的確に対象事業の目的・内容に関する記述が極めて不十分である．これでは事業内容を的確に対象事業の目的・内容に関する記述が極めて不十分である．これでは事業内容を的確に

理解して批判することができないし，どんな事業が行われるのかあいまいなままでは，環理解して批判することができないし，どんな事業が行われるのかあいまいなままでは，環理解して批判することができないし，どんな事業が行われるのかあいまいなままでは，環理解して批判することができないし，どんな事業が行われるのかあいまいなままでは，環

境調査，影響予測，評価に関しても，的確な手法を採用して実行することが困難である．境調査，影響予測，評価に関しても，的確な手法を採用して実行することが困難である．境調査，影響予測，評価に関しても，的確な手法を採用して実行することが困難である．境調査，影響予測，評価に関しても，的確な手法を採用して実行することが困難である．

事業内容が正確に記述されていなければ，方法書として成り立たないし，内容が決まって事業内容が正確に記述されていなければ，方法書として成り立たないし，内容が決まって事業内容が正確に記述されていなければ，方法書として成り立たないし，内容が決まって事業内容が正確に記述されていなければ，方法書として成り立たないし，内容が決まって

いないのであれば，方法書どころか環境アセスメント手続きに乗せるべきではない．いないのであれば，方法書どころか環境アセスメント手続きに乗せるべきではない．いないのであれば，方法書どころか環境アセスメント手続きに乗せるべきではない．いないのであれば，方法書どころか環境アセスメント手続きに乗せるべきではない．    

    

・ 普天間飛行場代替施設普天間飛行場代替施設普天間飛行場代替施設普天間飛行場代替施設建設の目的は「同飛行場の移設・返還」および「北部地域の振建設の目的は「同飛行場の移設・返還」および「北部地域の振建設の目的は「同飛行場の移設・返還」および「北部地域の振建設の目的は「同飛行場の移設・返還」および「北部地域の振

興」とされている．代替施設の候補地については，検討過程や選定方法が書かれてい興」とされている．代替施設の候補地については，検討過程や選定方法が書かれてい興」とされている．代替施設の候補地については，検討過程や選定方法が書かれてい興」とされている．代替施設の候補地については，検討過程や選定方法が書かれてい

ない．しかし，移設候補地の選定は，ゼロ・オプション（移設しない）を含む複数のない．しかし，移設候補地の選定は，ゼロ・オプション（移設しない）を含む複数のない．しかし，移設候補地の選定は，ゼロ・オプション（移設しない）を含む複数のない．しかし，移設候補地の選定は，ゼロ・オプション（移設しない）を含む複数の

代替案について環境アセスメントを実施するべきであり，方法書でその手法を明確に代替案について環境アセスメントを実施するべきであり，方法書でその手法を明確に代替案について環境アセスメントを実施するべきであり，方法書でその手法を明確に代替案について環境アセスメントを実施するべきであり，方法書でその手法を明確に

すべきである．目的の一つである北部振興については具体的記述がない．すべきである．目的の一つである北部振興については具体的記述がない．すべきである．目的の一つである北部振興については具体的記述がない．すべきである．目的の一つである北部振興については具体的記述がない．    

・ 名護市辺野古への移設については，名護市民投票での反対多数，地域住民や環境団体名護市辺野古への移設については，名護市民投票での反対多数，地域住民や環境団体名護市辺野古への移設については，名護市民投票での反対多数，地域住民や環境団体名護市辺野古への移設については，名護市民投票での反対多数，地域住民や環境団体

による反対運動，による反対運動，による反対運動，による反対運動，IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自然保護連合）の勧告（アンマン，（国際自然保護連合）の勧告（アンマン，（国際自然保護連合）の勧告（アンマン，（国際自然保護連合）の勧告（アンマン，2000200020002000 年年年年 10101010 月）など月）など月）など月）など，，，，

多くの異論があるにもかかわらず，これらを表記していない．海上ヘリ基地から軍民多くの異論があるにもかかわらず，これらを表記していない．海上ヘリ基地から軍民多くの異論があるにもかかわらず，これらを表記していない．海上ヘリ基地から軍民多くの異論があるにもかかわらず，これらを表記していない．海上ヘリ基地から軍民

供用空港への拡大，供用空港への拡大，供用空港への拡大，供用空港への拡大，15151515 年使用期限問題など，方法書には事実経過をきちんと記入する年使用期限問題など，方法書には事実経過をきちんと記入する年使用期限問題など，方法書には事実経過をきちんと記入する年使用期限問題など，方法書には事実経過をきちんと記入する

べきである．べきである．べきである．べきである．    

・ 代替施設は，対象事業の種類としては「飛行場及びその施設の設置」および「公有水代替施設は，対象事業の種類としては「飛行場及びその施設の設置」および「公有水代替施設は，対象事業の種類としては「飛行場及びその施設の設置」および「公有水代替施設は，対象事業の種類としては「飛行場及びその施設の設置」および「公有水

面の埋め立て」とされている．しかし，飛行場でありながら軍用，民航用ともに使用面の埋め立て」とされている．しかし，飛行場でありながら軍用，民航用ともに使用面の埋め立て」とされている．しかし，飛行場でありながら軍用，民航用ともに使用面の埋め立て」とされている．しかし，飛行場でありながら軍用，民航用ともに使用

機種は不明確である．軍用機に関しては，演習等の飛行経路，頻度，範囲などには触機種は不明確である．軍用機に関しては，演習等の飛行経路，頻度，範囲などには触機種は不明確である．軍用機に関しては，演習等の飛行経路，頻度，範囲などには触機種は不明確である．軍用機に関しては，演習等の飛行経路，頻度，範囲などには触

れていない．また，燃料，弾薬，化学薬品などの貯蔵・供給，給水・排水など，ほとれていない．また，燃料，弾薬，化学薬品などの貯蔵・供給，給水・排水など，ほとれていない．また，燃料，弾薬，化学薬品などの貯蔵・供給，給水・排水など，ほとれていない．また，燃料，弾薬，化学薬品などの貯蔵・供給，給水・排水など，ほと

んどの施設について記載されていない．民んどの施設について記載されていない．民んどの施設について記載されていない．民んどの施設について記載されていない．民航機についても同様で，管制塔，整備工場，航機についても同様で，管制塔，整備工場，航機についても同様で，管制塔，整備工場，航機についても同様で，管制塔，整備工場，

ターミナルビルなどの記述がない．環境アセスメントを行う上で，もっとも基本的なターミナルビルなどの記述がない．環境アセスメントを行う上で，もっとも基本的なターミナルビルなどの記述がない．環境アセスメントを行う上で，もっとも基本的なターミナルビルなどの記述がない．環境アセスメントを行う上で，もっとも基本的な

情報が欠落している．また，民航機の需要予測は明らかに過大評価である．情報が欠落している．また，民航機の需要予測は明らかに過大評価である．情報が欠落している．また，民航機の需要予測は明らかに過大評価である．情報が欠落している．また，民航機の需要予測は明らかに過大評価である．    

・ 埋立地の護岸構造設計のために行われる「現地技術調査」のボーリング調査（埋立地の護岸構造設計のために行われる「現地技術調査」のボーリング調査（埋立地の護岸構造設計のために行われる「現地技術調査」のボーリング調査（埋立地の護岸構造設計のために行われる「現地技術調査」のボーリング調査（63636363 本）本）本）本）

や弾性波探査は，サンゴ礁生態系やジュゴンの生息状況に大きな影響を及ぼすことかや弾性波探査は，サンゴ礁生態系やジュゴンの生息状況に大きな影響を及ぼすことかや弾性波探査は，サンゴ礁生態系やジュゴンの生息状況に大きな影響を及ぼすことかや弾性波探査は，サンゴ礁生態系やジュゴンの生息状況に大きな影響を及ぼすことか

ら，環境アセスメントの対象に含める必要があり，方法書にそのことを記載するべきら，環境アセスメントの対象に含める必要があり，方法書にそのことを記載するべきら，環境アセスメントの対象に含める必要があり，方法書にそのことを記載するべきら，環境アセスメントの対象に含める必要があり，方法書にそのことを記載するべき

である．大規模なボーリング調査等により，環境や野生生物に影響を与えておいてかである．大規模なボーリング調査等により，環境や野生生物に影響を与えておいてかである．大規模なボーリング調査等により，環境や野生生物に影響を与えておいてかである．大規模なボーリング調査等により，環境や野生生物に影響を与えておいてか

ら，環境調査や影響予ら，環境調査や影響予ら，環境調査や影響予ら，環境調査や影響予測をしても意味がなく，環境アセスメントの体をなさないのは測をしても意味がなく，環境アセスメントの体をなさないのは測をしても意味がなく，環境アセスメントの体をなさないのは測をしても意味がなく，環境アセスメントの体をなさないのは

明らかである．明らかである．明らかである．明らかである．    

・ 大浦湾に埋め立てによる大浦湾に埋め立てによる大浦湾に埋め立てによる大浦湾に埋め立てによる 31ha31ha31ha31ha の作業ヤード，捨て石によるの作業ヤード，捨て石によるの作業ヤード，捨て石によるの作業ヤード，捨て石による 3ha3ha3ha3ha の海上ヤードを造成すの海上ヤードを造成すの海上ヤードを造成すの海上ヤードを造成す

る計画が伝えられている．方法書ではその可能性を述べ検討課題としているだけだが，る計画が伝えられている．方法書ではその可能性を述べ検討課題としているだけだが，る計画が伝えられている．方法書ではその可能性を述べ検討課題としているだけだが，る計画が伝えられている．方法書ではその可能性を述べ検討課題としているだけだが，

きちんとした影響予測を行うためには，明確な計画を示すべきである．きちんとした影響予測を行うためには，明確な計画を示すべきである．きちんとした影響予測を行うためには，明確な計画を示すべきである．きちんとした影響予測を行うためには，明確な計画を示すべきである．    

・ 埋め立て土砂として埋め立て土砂として埋め立て土砂として埋め立て土砂として 1,7701,7701,7701,770 万万万万 mmmm

3333

を購入するとしているが，その土取り場，運搬手段，を購入するとしているが，その土取り場，運搬手段，を購入するとしているが，その土取り場，運搬手段，を購入するとしているが，その土取り場，運搬手段，

経路を明記しなければならない．土砂の採取，運搬も環境アセスメントに含め，方法経路を明記しなければならない．土砂の採取，運搬も環境アセスメントに含め，方法経路を明記しなければならない．土砂の採取，運搬も環境アセスメントに含め，方法経路を明記しなければならない．土砂の採取，運搬も環境アセスメントに含め，方法

書でとりあげるべきである．書でとりあげるべきである．書でとりあげるべきである．書でとりあげるべきである．    
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2222.... 調査・予測・評価の方法が不調査・予測・評価の方法が不調査・予測・評価の方法が不調査・予測・評価の方法が不明瞭明瞭明瞭明瞭    

方法書で具体的に記述されるべき環境アセスメントの「調査項目の選定」，「調査の目的方法書で具体的に記述されるべき環境アセスメントの「調査項目の選定」，「調査の目的方法書で具体的に記述されるべき環境アセスメントの「調査項目の選定」，「調査の目的方法書で具体的に記述されるべき環境アセスメントの「調査項目の選定」，「調査の目的

と方法」，「環境への影響予測」，「保全に関する評価」のそれぞれを関連づける基本的，論と方法」，「環境への影響予測」，「保全に関する評価」のそれぞれを関連づける基本的，論と方法」，「環境への影響予測」，「保全に関する評価」のそれぞれを関連づける基本的，論と方法」，「環境への影響予測」，「保全に関する評価」のそれぞれを関連づける基本的，論

理的な考え方が不明瞭または欠落している．調査項目の選定はマニュアル通りの形式的な理的な考え方が不明瞭または欠落している．調査項目の選定はマニュアル通りの形式的な理的な考え方が不明瞭または欠落している．調査項目の選定はマニュアル通りの形式的な理的な考え方が不明瞭または欠落している．調査項目の選定はマニュアル通りの形式的な

ものであり，対象地域・海域の普遍性，特殊性を絞り込んだものではない．また，調査のものであり，対象地域・海域の普遍性，特殊性を絞り込んだものではない．また，調査のものであり，対象地域・海域の普遍性，特殊性を絞り込んだものではない．また，調査のものであり，対象地域・海域の普遍性，特殊性を絞り込んだものではない．また，調査の

目的と方法，環境への影響予測では，予測の目標が示されていないため，調査結果をもと目的と方法，環境への影響予測では，予測の目標が示されていないため，調査結果をもと目的と方法，環境への影響予測では，予測の目標が示されていないため，調査結果をもと目的と方法，環境への影響予測では，予測の目標が示されていないため，調査結果をもと

に，どんな方法，どんな論理で影響を予測し，保全に対する評価を行うのか不明である．に，どんな方法，どんな論理で影響を予測し，保全に対する評価を行うのか不明である．に，どんな方法，どんな論理で影響を予測し，保全に対する評価を行うのか不明である．に，どんな方法，どんな論理で影響を予測し，保全に対する評価を行うのか不明である．

この方法書は，核心部分この方法書は，核心部分この方法書は，核心部分この方法書は，核心部分が欠落している．が欠落している．が欠落している．が欠落している．    

    

・ 方法書の核心部分であるはずの「予測の基本的な手法」をみると，どの項目も同じよ方法書の核心部分であるはずの「予測の基本的な手法」をみると，どの項目も同じよ方法書の核心部分であるはずの「予測の基本的な手法」をみると，どの項目も同じよ方法書の核心部分であるはずの「予測の基本的な手法」をみると，どの項目も同じよ

うな短い文章が並んでいる．そこにはマニュアル通りに「事業計画の内容及び現地調うな短い文章が並んでいる．そこにはマニュアル通りに「事業計画の内容及び現地調うな短い文章が並んでいる．そこにはマニュアル通りに「事業計画の内容及び現地調うな短い文章が並んでいる．そこにはマニュアル通りに「事業計画の内容及び現地調

査結果で得られた注目種の分布状況や生態，生息環境等を整理し，類似の事例や既知査結果で得られた注目種の分布状況や生態，生息環境等を整理し，類似の事例や既知査結果で得られた注目種の分布状況や生態，生息環境等を整理し，類似の事例や既知査結果で得られた注目種の分布状況や生態，生息環境等を整理し，類似の事例や既知

の知見等を参考に，注目種の生息状況等に及ぼす影響を定性的に予測」と書いてあるの知見等を参考に，注目種の生息状況等に及ぼす影響を定性的に予測」と書いてあるの知見等を参考に，注目種の生息状況等に及ぼす影響を定性的に予測」と書いてあるの知見等を参考に，注目種の生息状況等に及ぼす影響を定性的に予測」と書いてある

に過ぎない．何を予測するのかわからない書き方になっている．環境も生物も，場所に過ぎない．何を予測するのかわからない書き方になっている．環境も生物も，場所に過ぎない．何を予測するのかわからない書き方になっている．環境も生物も，場所に過ぎない．何を予測するのかわからない書き方になっている．環境も生物も，場所

や種ごとに，影響に関する予測と評価のポイントは異なるはずである．具体的に何をや種ごとに，影響に関する予測と評価のポイントは異なるはずである．具体的に何をや種ごとに，影響に関する予測と評価のポイントは異なるはずである．具体的に何をや種ごとに，影響に関する予測と評価のポイントは異なるはずである．具体的に何を

予測するのか，調査項目ごとに予測の目予測するのか，調査項目ごとに予測の目予測するのか，調査項目ごとに予測の目予測するのか，調査項目ごとに予測の目標を明確にしなければ，方法書としての意味標を明確にしなければ，方法書としての意味標を明確にしなければ，方法書としての意味標を明確にしなければ，方法書としての意味

はない．はない．はない．はない．    

・ 辺野古海域の環境の特性は，外洋に面したサンゴ礁生態系であり，リーフやラグーン辺野古海域の環境の特性は，外洋に面したサンゴ礁生態系であり，リーフやラグーン辺野古海域の環境の特性は，外洋に面したサンゴ礁生態系であり，リーフやラグーン辺野古海域の環境の特性は，外洋に面したサンゴ礁生態系であり，リーフやラグーン

が発達した浅海域である．ラグーンには，沖縄島では最大面積の藻場が広がっている．が発達した浅海域である．ラグーンには，沖縄島では最大面積の藻場が広がっている．が発達した浅海域である．ラグーンには，沖縄島では最大面積の藻場が広がっている．が発達した浅海域である．ラグーンには，沖縄島では最大面積の藻場が広がっている．

また，大浦湾には大規模なサンゴの群落が発見されている．沖縄県は，辺野古海域をまた，大浦湾には大規模なサンゴの群落が発見されている．沖縄県は，辺野古海域をまた，大浦湾には大規模なサンゴの群落が発見されている．沖縄県は，辺野古海域をまた，大浦湾には大規模なサンゴの群落が発見されている．沖縄県は，辺野古海域を

「自然環境の厳正な保護を図る区域（ランクⅠ）」に指定している．このような自然環「自然環境の厳正な保護を図る区域（ランクⅠ）」に指定している．このような自然環「自然環境の厳正な保護を図る区域（ランクⅠ）」に指定している．このような自然環「自然環境の厳正な保護を図る区域（ランクⅠ）」に指定している．このような自然環

境保全上重要な海域に，大規模な埋め立てによる飛行場建設を計画したことについて，境保全上重要な海域に，大規模な埋め立てによる飛行場建設を計画したことについて，境保全上重要な海域に，大規模な埋め立てによる飛行場建設を計画したことについて，境保全上重要な海域に，大規模な埋め立てによる飛行場建設を計画したことについて，

方法書では，その正当性，合理性，妥当性を証明する手法を述べなければならない．方法書では，その正当性，合理性，妥当性を証明する手法を述べなければならない．方法書では，その正当性，合理性，妥当性を証明する手法を述べなければならない．方法書では，その正当性，合理性，妥当性を証明する手法を述べなければならない．    

・ サンゴ礁生態系については，地形，地質，活断層，潮流，波浪，気象，生物相など総サンゴ礁生態系については，地形，地質，活断層，潮流，波浪，気象，生物相など総サンゴ礁生態系については，地形，地質，活断層，潮流，波浪，気象，生物相など総サンゴ礁生態系については，地形，地質，活断層，潮流，波浪，気象，生物相など総

合的な調査にもとづいて，生態系を構成する要素，その間の関係性，全体像について，合的な調査にもとづいて，生態系を構成する要素，その間の関係性，全体像について，合的な調査にもとづいて，生態系を構成する要素，その間の関係性，全体像について，合的な調査にもとづいて，生態系を構成する要素，その間の関係性，全体像について，

できるだけ定量的に解明すべきである．その結果にもとづいて，大規模事業によってできるだけ定量的に解明すべきである．その結果にもとづいて，大規模事業によってできるだけ定量的に解明すべきである．その結果にもとづいて，大規模事業によってできるだけ定量的に解明すべきである．その結果にもとづいて，大規模事業によって

サンゴ礁生態系が受ける影響を予測する必要がある．また，潮流の変化や生物の生息サンゴ礁生態系が受ける影響を予測する必要がある．また，潮流の変化や生物の生息サンゴ礁生態系が受ける影響を予測する必要がある．また，潮流の変化や生物の生息サンゴ礁生態系が受ける影響を予測する必要がある．また，潮流の変化や生物の生息

域の分断により，影響を受ける範囲は辺野古周辺の狭い海域にとどまらないことが予域の分断により，影響を受ける範囲は辺野古周辺の狭い海域にとどまらないことが予域の分断により，影響を受ける範囲は辺野古周辺の狭い海域にとどまらないことが予域の分断により，影響を受ける範囲は辺野古周辺の狭い海域にとどまらないことが予

想される．しかし，方法書では，上位性，典型性，特殊性などから注目される構成種想される．しかし，方法書では，上位性，典型性，特殊性などから注目される構成種想される．しかし，方法書では，上位性，典型性，特殊性などから注目される構成種想される．しかし，方法書では，上位性，典型性，特殊性などから注目される構成種

の調査のみであり，サンゴ礁生態系への影響予測という観の調査のみであり，サンゴ礁生態系への影響予測という観の調査のみであり，サンゴ礁生態系への影響予測という観の調査のみであり，サンゴ礁生態系への影響予測という観点から調査が設計されてい点から調査が設計されてい点から調査が設計されてい点から調査が設計されてい

るわけではない．るわけではない．るわけではない．るわけではない．    

・ これは，陸上生態系についても同様である．上位性としてツミ，ミサゴ，典型性としこれは，陸上生態系についても同様である．上位性としてツミ，ミサゴ，典型性としこれは，陸上生態系についても同様である．上位性としてツミ，ミサゴ，典型性としこれは，陸上生態系についても同様である．上位性としてツミ，ミサゴ，典型性とし

てアジサシ類を選んでいるが，それらの行動圏を示すだけでは，生態系調査ではない．てアジサシ類を選んでいるが，それらの行動圏を示すだけでは，生態系調査ではない．てアジサシ類を選んでいるが，それらの行動圏を示すだけでは，生態系調査ではない．てアジサシ類を選んでいるが，それらの行動圏を示すだけでは，生態系調査ではない．

まして，従来のように，行動圏と埋め立て範囲が重ならないので生態系への影響はなまして，従来のように，行動圏と埋め立て範囲が重ならないので生態系への影響はなまして，従来のように，行動圏と埋め立て範囲が重ならないので生態系への影響はなまして，従来のように，行動圏と埋め立て範囲が重ならないので生態系への影響はな

いなどという予測は成り立たない．軍用機の訓練飛行による騒音の強さとその影響にいなどという予測は成り立たない．軍用機の訓練飛行による騒音の強さとその影響にいなどという予測は成り立たない．軍用機の訓練飛行による騒音の強さとその影響にいなどという予測は成り立たない．軍用機の訓練飛行による騒音の強さとその影響に

ついて，調査と予測の手法を示すべきである．従来のように，鳥類は騒音に慣れるなついて，調査と予測の手法を示すべきである．従来のように，鳥類は騒音に慣れるなついて，調査と予測の手法を示すべきである．従来のように，鳥類は騒音に慣れるなついて，調査と予測の手法を示すべきである．従来のように，鳥類は騒音に慣れるな

どという無責任な予測をするべきではない．どという無責任な予測をするべきではない．どという無責任な予測をするべきではない．どという無責任な予測をするべきではない．    

・ 沖縄島のジュゴンは，分布域が狭く，孤立し，個体沖縄島のジュゴンは，分布域が狭く，孤立し，個体沖縄島のジュゴンは，分布域が狭く，孤立し，個体沖縄島のジュゴンは，分布域が狭く，孤立し，個体数が少ないことにより，絶滅寸前数が少ないことにより，絶滅寸前数が少ないことにより，絶滅寸前数が少ないことにより，絶滅寸前

の状態にある．辺野古海域は，沖縄島におけるジュゴンの分布中心と見ることができの状態にある．辺野古海域は，沖縄島におけるジュゴンの分布中心と見ることができの状態にある．辺野古海域は，沖縄島におけるジュゴンの分布中心と見ることができの状態にある．辺野古海域は，沖縄島におけるジュゴンの分布中心と見ることができ
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る．このようなジュゴンに対して，大規模な埋め立てによる軍民供用空港の建設とそる．このようなジュゴンに対して，大規模な埋め立てによる軍民供用空港の建設とそる．このようなジュゴンに対して，大規模な埋め立てによる軍民供用空港の建設とそる．このようなジュゴンに対して，大規模な埋め立てによる軍民供用空港の建設とそ

こでの軍事演習，民航機運行がどのような影響を及ぼすのか，ジュゴンの保全対策をこでの軍事演習，民航機運行がどのような影響を及ぼすのか，ジュゴンの保全対策をこでの軍事演習，民航機運行がどのような影響を及ぼすのか，ジュゴンの保全対策をこでの軍事演習，民航機運行がどのような影響を及ぼすのか，ジュゴンの保全対策を

どうするのかが，サンゴ礁生態系への影響予測，評価とともに，この方法書の重要などうするのかが，サンゴ礁生態系への影響予測，評価とともに，この方法書の重要などうするのかが，サンゴ礁生態系への影響予測，評価とともに，この方法書の重要などうするのかが，サンゴ礁生態系への影響予測，評価とともに，この方法書の重要な

テーマにならなければならない．ジュゴンに関しては各種の調査が計画されているが，テーマにならなければならない．ジュゴンに関しては各種の調査が計画されているが，テーマにならなければならない．ジュゴンに関しては各種の調査が計画されているが，テーマにならなければならない．ジュゴンに関しては各種の調査が計画されているが，

絶滅寸前の種に対する保全生物学的視点での調査を組み立てるべきである．方法書に絶滅寸前の種に対する保全生物学的視点での調査を組み立てるべきである．方法書に絶滅寸前の種に対する保全生物学的視点での調査を組み立てるべきである．方法書に絶滅寸前の種に対する保全生物学的視点での調査を組み立てるべきである．方法書に

示されているわずか示されているわずか示されているわずか示されているわずか 1111 年間年間年間年間の調査は，むしろジュゴンをディスターブするものではなの調査は，むしろジュゴンをディスターブするものではなの調査は，むしろジュゴンをディスターブするものではなの調査は，むしろジュゴンをディスターブするものではな

いか．さらに，実際のジュゴン調査の前に，大規模なボーリング調査や弾性波探査をいか．さらに，実際のジュゴン調査の前に，大規模なボーリング調査や弾性波探査をいか．さらに，実際のジュゴン調査の前に，大規模なボーリング調査や弾性波探査をいか．さらに，実際のジュゴン調査の前に，大規模なボーリング調査や弾性波探査を

行ってしまえば，方法書に書かれているジュゴン調査と影響予測，評価は無意味にな行ってしまえば，方法書に書かれているジュゴン調査と影響予測，評価は無意味にな行ってしまえば，方法書に書かれているジュゴン調査と影響予測，評価は無意味にな行ってしまえば，方法書に書かれているジュゴン調査と影響予測，評価は無意味にな

る可能性が高い．る可能性が高い．る可能性が高い．る可能性が高い．    

・ 辺野古海域には沖縄島最大の海草藻場があり，ジュゴンの採食場所となっている．ま辺野古海域には沖縄島最大の海草藻場があり，ジュゴンの採食場所となっている．ま辺野古海域には沖縄島最大の海草藻場があり，ジュゴンの採食場所となっている．ま辺野古海域には沖縄島最大の海草藻場があり，ジュゴンの採食場所となっている．ま

た，稚魚や甲殻類など多くの小動物の生息場所であり，海中への酸素供給にも貢献した，稚魚や甲殻類など多くの小動物の生息場所であり，海中への酸素供給にも貢献した，稚魚や甲殻類など多くの小動物の生息場所であり，海中への酸素供給にも貢献した，稚魚や甲殻類など多くの小動物の生息場所であり，海中への酸素供給にも貢献し

ていると考えられる．海草藻場は，工事中の埋め立てによって面積が大きく減少し，ていると考えられる．海草藻場は，工事中の埋め立てによって面積が大きく減少し，ていると考えられる．海草藻場は，工事中の埋め立てによって面積が大きく減少し，ていると考えられる．海草藻場は，工事中の埋め立てによって面積が大きく減少し，

周辺部にも赤土流出，汚水流出の可能性がある．また，大規模な埋立周辺部にも赤土流出，汚水流出の可能性がある．また，大規模な埋立周辺部にも赤土流出，汚水流出の可能性がある．また，大規模な埋立周辺部にも赤土流出，汚水流出の可能性がある．また，大規模な埋立地の出現，辺野地の出現，辺野地の出現，辺野地の出現，辺野

古漁港からの掘削航路の付け替えなどにより，潮流，潮汐，流速，底質，水質が変化古漁港からの掘削航路の付け替えなどにより，潮流，潮汐，流速，底質，水質が変化古漁港からの掘削航路の付け替えなどにより，潮流，潮汐，流速，底質，水質が変化古漁港からの掘削航路の付け替えなどにより，潮流，潮汐，流速，底質，水質が変化

し，海草の生育状況に影響を与える可能性が高い．しかし，方法書では，その予測目し，海草の生育状況に影響を与える可能性が高い．しかし，方法書では，その予測目し，海草の生育状況に影響を与える可能性が高い．しかし，方法書では，その予測目し，海草の生育状況に影響を与える可能性が高い．しかし，方法書では，その予測目

標，予測手法については示されていない．標，予測手法については示されていない．標，予測手法については示されていない．標，予測手法については示されていない．    

・ 辺野古周辺海域および陸域には，いろいろな鳥類が生息，繁殖していると予想される．辺野古周辺海域および陸域には，いろいろな鳥類が生息，繁殖していると予想される．辺野古周辺海域および陸域には，いろいろな鳥類が生息，繁殖していると予想される．辺野古周辺海域および陸域には，いろいろな鳥類が生息，繁殖していると予想される．

現状では，鳥類の状況は，キャンプ・シュワブ内の実弾射撃演習の影響を受けたもの現状では，鳥類の状況は，キャンプ・シュワブ内の実弾射撃演習の影響を受けたもの現状では，鳥類の状況は，キャンプ・シュワブ内の実弾射撃演習の影響を受けたもの現状では，鳥類の状況は，キャンプ・シュワブ内の実弾射撃演習の影響を受けたもの

となっている可能性が高い．海上空港ができれば，さらに軍用機の演習飛行，民航機となっている可能性が高い．海上空港ができれば，さらに軍用機の演習飛行，民航機となっている可能性が高い．海上空港ができれば，さらに軍用機の演習飛行，民航機となっている可能性が高い．海上空港ができれば，さらに軍用機の演習飛行，民航機

の就航によって，陸海双方から恐怖感を与える強い騒音を受けることになる．これはの就航によって，陸海双方から恐怖感を与える強い騒音を受けることになる．これはの就航によって，陸海双方から恐怖感を与える強い騒音を受けることになる．これはの就航によって，陸海双方から恐怖感を与える強い騒音を受けることになる．これは

地域住民にとってはさらに深刻な問題である．鳥類に対しては，陸域，海域（島）に地域住民にとってはさらに深刻な問題である．鳥類に対しては，陸域，海域（島）に地域住民にとってはさらに深刻な問題である．鳥類に対しては，陸域，海域（島）に地域住民にとってはさらに深刻な問題である．鳥類に対しては，陸域，海域（島）に

おける繁殖状況，生息状況にどのような影響を及ぼすのかを予測しなければならない．おける繁殖状況，生息状況にどのような影響を及ぼすのかを予測しなければならない．おける繁殖状況，生息状況にどのような影響を及ぼすのかを予測しなければならない．おける繁殖状況，生息状況にどのような影響を及ぼすのかを予測しなければならない．    

・ 景観および人と自然のふれあいは，昔から地域で生活を続けてきた人々によってかた景観および人と自然のふれあいは，昔から地域で生活を続けてきた人々によってかた景観および人と自然のふれあいは，昔から地域で生活を続けてきた人々によってかた景観および人と自然のふれあいは，昔から地域で生活を続けてきた人々によってかた

ちづくられたものである．辺野古では陸域に名称があるように，サンゴ礁のクチや岩ちづくられたものである．辺野古では陸域に名称があるように，サンゴ礁のクチや岩ちづくられたものである．辺野古では陸域に名称があるように，サンゴ礁のクチや岩ちづくられたものである．辺野古では陸域に名称があるように，サンゴ礁のクチや岩

にも名称がある．これらは文化遺産であり，このような遺産を消滅あるいは大規模ににも名称がある．これらは文化遺産であり，このような遺産を消滅あるいは大規模ににも名称がある．これらは文化遺産であり，このような遺産を消滅あるいは大規模ににも名称がある．これらは文化遺産であり，このような遺産を消滅あるいは大規模に

改変することによる地域社会，住民への影響を予測する手法を方法書に書き込むべき改変することによる地域社会，住民への影響を予測する手法を方法書に書き込むべき改変することによる地域社会，住民への影響を予測する手法を方法書に書き込むべき改変することによる地域社会，住民への影響を予測する手法を方法書に書き込むべき

である．また，地域社会，住民への影響は，歴史的な視点である．また，地域社会，住民への影響は，歴史的な視点である．また，地域社会，住民への影響は，歴史的な視点である．また，地域社会，住民への影響は，歴史的な視点と将来の展望を含めて評価と将来の展望を含めて評価と将来の展望を含めて評価と将来の展望を含めて評価

する必要がある．する必要がある．する必要がある．する必要がある．    

    

3333.... 方法書の縦覧方法が排他的である方法書の縦覧方法が排他的である方法書の縦覧方法が排他的である方法書の縦覧方法が排他的である    

444444444444 ページの膨大な方法書は，沖縄本島内のページの膨大な方法書は，沖縄本島内のページの膨大な方法書は，沖縄本島内のページの膨大な方法書は，沖縄本島内の 8888 か所で縦覧されたに過ぎない．しかも，か所で縦覧されたに過ぎない．しかも，か所で縦覧されたに過ぎない．しかも，か所で縦覧されたに過ぎない．しかも，

そこでは手写しのみであり，コピーは許されていない．コピーを取るには情報公開請求をそこでは手写しのみであり，コピーは許されていない．コピーを取るには情報公開請求をそこでは手写しのみであり，コピーは許されていない．コピーを取るには情報公開請求をそこでは手写しのみであり，コピーは許されていない．コピーを取るには情報公開請求を

しなければならないという．ホームページでの公開やしなければならないという．ホームページでの公開やしなければならないという．ホームページでの公開やしなければならないという．ホームページでの公開やCDCDCDCD----ROMROMROMROMによる配布もないのである．による配布もないのである．による配布もないのである．による配布もないのである．

また，説明会の開催があってしかるべきであるが，それもなかった．これでは，住民へのまた，説明会の開催があってしかるべきであるが，それもなかった．これでは，住民へのまた，説明会の開催があってしかるべきであるが，それもなかった．これでは，住民へのまた，説明会の開催があってしかるべきであるが，それもなかった．これでは，住民への

情報公開と意見の聴取を拒絶しているのと同じである．このような事業者の態度は，強く情報公開と意見の聴取を拒絶しているのと同じである．このような事業者の態度は，強く情報公開と意見の聴取を拒絶しているのと同じである．このような事業者の態度は，強く情報公開と意見の聴取を拒絶しているのと同じである．このような事業者の態度は，強く

批判されるべきである．環境アセ批判されるべきである．環境アセ批判されるべきである．環境アセ批判されるべきである．環境アセスメントは事業者と住民のコミュニケーション・ツールスメントは事業者と住民のコミュニケーション・ツールスメントは事業者と住民のコミュニケーション・ツールスメントは事業者と住民のコミュニケーション・ツール

であると言われることの意味を深く考えるべきである．であると言われることの意味を深く考えるべきである．であると言われることの意味を深く考えるべきである．であると言われることの意味を深く考えるべきである．    

    

4444.... IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自然保護連合）勧告に従うべきである（国際自然保護連合）勧告に従うべきである（国際自然保護連合）勧告に従うべきである（国際自然保護連合）勧告に従うべきである    

    2000200020002000 年年年年 10101010 月にヨルダンのアンマンで開催された月にヨルダンのアンマンで開催された月にヨルダンのアンマンで開催された月にヨルダンのアンマンで開催された IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自然保護連合）の第（国際自然保護連合）の第（国際自然保護連合）の第（国際自然保護連合）の第 2222 回世回世回世回世
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界自然保護会議では，日本政府に対し「ジュゴンの生息場所やその周辺における軍事施設界自然保護会議では，日本政府に対し「ジュゴンの生息場所やその周辺における軍事施設界自然保護会議では，日本政府に対し「ジュゴンの生息場所やその周辺における軍事施設界自然保護会議では，日本政府に対し「ジュゴンの生息場所やその周辺における軍事施設

の建設に関する自発的な環境アセスメントを，できるかぎり早急に完遂すること」，「自発の建設に関する自発的な環境アセスメントを，できるかぎり早急に完遂すること」，「自発の建設に関する自発的な環境アセスメントを，できるかぎり早急に完遂すること」，「自発の建設に関する自発的な環境アセスメントを，できるかぎり早急に完遂すること」，「自発

的な環境アセスメントの結果を考慮しながら，それにもとづいてジュゴン個体群の存続を的な環境アセスメントの結果を考慮しながら，それにもとづいてジュゴン個体群の存続を的な環境アセスメントの結果を考慮しながら，それにもとづいてジュゴン個体群の存続を的な環境アセスメントの結果を考慮しながら，それにもとづいてジュゴン個体群の存続を

確実にするために役立つ適切な確実にするために役立つ適切な確実にするために役立つ適切な確実にするために役立つ適切な対策を講じること」が勧告されている．事業者は，この勧対策を講じること」が勧告されている．事業者は，この勧対策を講じること」が勧告されている．事業者は，この勧対策を講じること」が勧告されている．事業者は，この勧

告に従い，国際的なレベルの環境アセスメント，すなわち，科学的，合理的方法で，ゼロ・告に従い，国際的なレベルの環境アセスメント，すなわち，科学的，合理的方法で，ゼロ・告に従い，国際的なレベルの環境アセスメント，すなわち，科学的，合理的方法で，ゼロ・告に従い，国際的なレベルの環境アセスメント，すなわち，科学的，合理的方法で，ゼロ・

オプションを含む複数の代替案を検討し，住民参加を得て環境アセスメント手続きを進めオプションを含む複数の代替案を検討し，住民参加を得て環境アセスメント手続きを進めオプションを含む複数の代替案を検討し，住民参加を得て環境アセスメント手続きを進めオプションを含む複数の代替案を検討し，住民参加を得て環境アセスメント手続きを進め

るべきである．るべきである．るべきである．るべきである．    

    

5555.... 結論結論結論結論    

この方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・この方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・この方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・この方法書は，対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・

評価の手法が論理的に関連していないこと，評価の手法が論理的に関連していないこと，評価の手法が論理的に関連していないこと，評価の手法が論理的に関連していないこと，IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自然保護連合）の勧告を無視して（国際自然保護連合）の勧告を無視して（国際自然保護連合）の勧告を無視して（国際自然保護連合）の勧告を無視して

いること，縦覧の仕方が排他的であることなど，方法書の必要かつ十分な条件を満たしていること，縦覧の仕方が排他的であることなど，方法書の必要かつ十分な条件を満たしていること，縦覧の仕方が排他的であることなど，方法書の必要かつ十分な条件を満たしていること，縦覧の仕方が排他的であることなど，方法書の必要かつ十分な条件を満たして

いない．事業者は，この方法書を科いない．事業者は，この方法書を科いない．事業者は，この方法書を科いない．事業者は，この方法書を科学的，合理的な観点で全面的に書き改めるべきである．学的，合理的な観点で全面的に書き改めるべきである．学的，合理的な観点で全面的に書き改めるべきである．学的，合理的な観点で全面的に書き改めるべきである．    

    

以上以上以上以上 

 

 

この件に関する問い合わせ先この件に関する問い合わせ先この件に関する問い合わせ先この件に関する問い合わせ先    

花輪伸一（自然保護室主任）花輪伸一（自然保護室主任）花輪伸一（自然保護室主任）花輪伸一（自然保護室主任）    

（財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）（財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）（財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）（財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）    

東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝 3333----1111----14141414    日本生命赤羽橋ビル６Ｆ日本生命赤羽橋ビル６Ｆ日本生命赤羽橋ビル６Ｆ日本生命赤羽橋ビル６Ｆ    

TEL.03TEL.03TEL.03TEL.03----3769376937693769----1713    FAX.031713    FAX.031713    FAX.031713    FAX.03----3769376937693769----1717171717171717    

Mail : hanawa@wwf.or.jpMail : hanawa@wwf.or.jpMail : hanawa@wwf.or.jpMail : hanawa@wwf.or.jp    
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IUCN 第 3 回世界自然保護会議報告 

2004.11.26 記者発表資料 

 

IUCNIUCNIUCNIUCN 勧告勧告勧告勧告    

「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」が採択される「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」が採択される「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」が採択される「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」が採択される    

    

第第第第 3333 回回回回 IUCNIUCNIUCNIUCN 世界自然保護会議世界自然保護会議世界自然保護会議世界自然保護会議    
（（（（2004200420042004 年年年年 11111111 月月月月 17171717----25252525 日，バンコク，タイ）日，バンコク，タイ）日，バンコク，タイ）日，バンコク，タイ）    

 
タイのバンコクで開催された第 3 回 IUCN 世界自然保護会議において，日本の環境団体（注 1）が提

案した「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」勧告が，賛成多数で採択された．今後，

この勧告は第 3 回 IUCN 世界自然保護会議で採択された IUCN 勧告となる． 
 
注１：ＷＷＦジャパン（3），日本自然保護協会（2），沖縄大学地域研究所（1），日本野鳥の会，日本雁

を保護する会，エルザ自然保護の会，野生動物救護獣医師協会，ジュゴン保護キャンペーンセンター（20），
（カッコ内は IUCN 会議への参加者数） 
 
1111.... 勧告の採択勧告の採択勧告の採択勧告の採択    

この勧告案に関する採決は，11 月 25 日午前の本会議（8:30－12:00）において，電子投票によって

行われた．われわれの勧告案（CGR3.REC032）については，10:15 から 10:30 にかけて行われ，投票

総数は，政府が 116，NGO が 231，合計 347 であった． 
 
2.2.2.2.    投票の結果投票の結果投票の結果投票の結果    

 投票の結果は以下のとおりである． 

 賛成 反対 棄権 

政府 70 4 42 

NGO 185 22 24 
 
3.3.3.3.    勧告の内容勧告の内容勧告の内容勧告の内容    

採択された勧告は，別紙（2 ページ）のとおりである．なお，原文は英語であり，以下は日本の環境

NGO による仮訳である． 
環境 NGO 提出の原案と比較すると，事実関係を述べる前文においては，いくつかの字句修正（ジュ

ゴンの分布域の表記，UNEP が出版したレポートからの引用の削除）と二つのパラグラフの追加（日本

政府による調査と保全の努力の表明，環境アセスメントの実施）があった．具体的な勧告を記述する主

文では，小さな変更があったが（アメリカ政府による協力について，「要請があれば」が加わり「研究

者の派遣」は削除された），勧告の核心である環境アセスメントに，ボーリング調査を含めること，ゼ

ロ・オプションを加えること，保護区を設定し保全計画を作ること，については修正はなかった． 
 

4.4.4.4.    本会議における勧告案の関係者のコメント本会議における勧告案の関係者のコメント本会議における勧告案の関係者のコメント本会議における勧告案の関係者のコメント    

 本会議における勧告の採決に際し，提案団体，日本政府，アメリカ政府の各代表は，以下のような主

旨のコメントを述べた．これは提案団体の録音にもとづいて発言主旨を要約したものであるが，日本政

府，アメリカ政府の発言に関しては，本人の確認を得ていない．この文書の記載者の責任により，以下

に記載する． 
 
(1) 環境省（日本政府機関） 

2 回のコンタクト・グループで合意に達しなかった．原案では，議論されていない問題点，認識の異

なる点があるので，環境省として修正案を提出したい．修正案については，すでに提案者と合意してい

る．（以下，前述の修正について文章を朗読） 
(2) 外務省（日本政府） 

日本政府は，当該地域において積極的な政策をとっている．基地の機能を考慮しながら，環境に関す

る影響が最小限にとどまるように留意している．現在，市街地からの基地移設計画に取り掛かっている

が，環境への影響を最小にするための努力をする．国内法にもとづいて環境アセスメントを行っている． 
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CGR3.REC032 

    

日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全    

Conservation of Dugong, Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail in Japan 
 

 日本のジュゴンは，沖縄島周辺のみに生息し，分布域が狭く，個体数が少なく，他の個体群か

ら孤立していること，ノグチゲラ，ヤンバルクイナは，地球上で沖縄島の山原（やんばる）の森

にのみ生息する固有種で個体数が少ないことにより，３種ともに絶滅のおそれのある種（ジュゴ

ンは CR D1（日本哺乳類学会 1997）,ノグチゲラは CR , ヤンバルクイナは EN（環境省 2002））

であることに留意し， 

 

 ジュゴンの最も重要な生息海域のひとつでは，米軍の軍事飛行場と日本の民間航空の軍民共用

空港建設計画が進み，魚網による混獲が発生し，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの生息地では，米

軍用の 7か所のヘリパッドと軍用道路の建設計画があり，侵入種のマングース，ノネコによる捕

食が発生するなど，これらの 3 種への脅威が高まり，絶滅の危機がさらに進んでいることを憂慮

し， 

 

IUCN 第 2回世界自然保護会議（2000 年 10 月 4-11 日 アンマン，ヨルダン）が，沖縄島のジ

ュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全のために，生息地におけるアメリカ合衆国海兵隊の

軍事施設の建設と演習に関する環境アセスメントを完遂すること，それにもとづいて，これらの

種の生存のために適切な対策を講じるよう勧告（Rec. 2.72）していることを想起し， 

 

 日本政府が，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全のための調査といくつかの救済策

を実行し，生息地における軍民共用空港，ヘリパッド，道路の建設において，自然環境への重大

な影響を避けるための最大限の努力を決意したことを歓迎し， 

 

 日本政府が，日本の法律にもとづいて環境アセスメント手続きを開始したことを認め， 

 

 UNEP/DEWA（2002）によって出版された研究レポート「ジュゴンの現状と国別・地域別の行動

計画」における絶滅の警告に注目し， 

 

 IUCN 世界自然保護会議は，その第 3 回会議（2004 年 11 月 17-25 日，バンコク，タイ）におい

て， 

 

1. 日本政府に対し，以下のことを要請する； 

 

a) ジュゴン生息海域における軍民共用空港建設計画に関する環境アセスメントでは，ゼロ・オ

プションを含む複数の代替案を検討すること，また，ボーリング調査，弾性波探査などの事

前調査も環境アセスメントの対象にすること． 

b) ノグチゲラ，ヤンバルクイナ生息域における米軍ヘリパッド建設計画に関しては，これを環

境アセスメントの対象として，ゼロ・オプションを含む複数の代替案を検討すること． 

c) 早急に，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保護区を設置して，保全に関する行動計

画を作成すること． 

 

2. アメリカ合衆国政府に対し，以下のことを要請する； 

 

a) 沖縄の希少な野生生物生息地におけるアメリカ合衆国軍の基地建設について，米軍の環境管

理に関する基準にもとづいて，日本政府と環境保全，野生生物保護の観点から協議すること． 

b) 要請があれば，日本政府が実施する軍事基地に関する環境アセスメントに協力すること． 
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勧告が成立するしないにかかわらず，努力する．現在のボーリング調査，弾性波調査についても，法律

では求められていないが，環境保護のための対策をとっている．政府も提案者も，コンタクト・グルー

プで妥協点を見つけようと努力したことに感謝する．IUCN のファシリテーターの指導力に感謝する．

しかし原案に関して，残念ながら合意に達しなかった．そのため，文言に対して同意することができな

かったので，IUCNの政府機関のメンバーである日本の外務省として，この勧告案への投票を棄権する． 
(3) アメリカ政府（国務省） 
 アメリカ政府は，沖縄のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全を支持し，他の絶滅危惧種の

保全も支持する．われわれは，この勧告案の提出者の種に対する危惧について共感し尊重する．アメリ

カ政府は，移設に関して，包括的かつ透明性のある環境影響評価を行うことに対して，コミットしてい

くつもりである．もし，日本政府が要請するならば，環境アセスメントに協力する準備がある．アメリ

カ政府は，適切な法律と規則の範囲で，日本の環境保全に最大限の努力をする．これらを進めるなかで，

関係者すべてとさらなる協議を行っていく．（以下，前述の修正について文章を朗読） 
(4) 提案団体（吉川秀樹：ジュゴン保護キャンペーンセンター） 
 日米両政府は，沖縄のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの生息地に米軍施設を建設しようとし

ている．日本政府は，日本の環境影響評価法に従ってアセス手続きにはいったが，アセスにはゼロ・オ

プションは含まれず，関連するボーリング調査もアセスの対象とはなっていない．日本政府は，アセス

にゼロ・オプションをいれ，ボーリング調査をアセスの対象とするべきである．米国政府は，基地建設

における米国の責任を認識し，アセスに協力すべきである．我々の勧告案への支持をお願いする． 
(5) 環境省 

日本の法律では，環境アセスメントの結果，事業を行わないという選択があり得る．提案団体の発言

は，その点に誤解がある． 
(6) 提案団体（ケリー・ディーツ：ジュゴン保護基金委員会） 

＜このコメントは発言の機会がなかった＞ 
 日米両政府は，沖縄の絶滅危惧種の生息地に新しい米軍施設の建設を，世界中からの反対の声にもか

わず押し進めている．日本環境影響評価学会や日弁連は，同計画の環境アセスにゼロ・オプションがな

いことや，ボーリング調査などが対象になっていないことに注目し方法書のやり直しを要求している．

米国政府は同計画への関連を否定し続けている．しかし，米国政府はこの新基地の運用構想を日本政府

に提出している．現在も防衛施設局は隣接した米軍施設キャンプ・シュワブよりボーリング調査船を出

している．米国政府へ，米国政府の環境管理基準に基づきアセス手続きに協力する義務を認識させるこ

の勧告案への支持をお願いする． 
 
5555.... 勧告採択までの経緯勧告採択までの経緯勧告採択までの経緯勧告採択までの経緯    
今回の勧告案は，2004 年 7 月に提出され，IUCN の Resolution Working Group（決議担当部門）で

審査され受理された．RWG は「同種（ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナ）に関する勧告 2.72 が

アンマンで採択されているが，これまでほとんど進展がないので，この勧告を本会議で検討することに

した」とコメントしている（IUCN の決議・勧告のテーマは新しいものに限られ，繰り返されることは

ないが，過去に採択された決議・勧告が未だ解決していない，あるいは，さらなる行動が必要である場

合には，受理されることがある）． 
 IUCN 会議では，勧告案は，本会議に提出される前に利害関係者による「コンタクト・グループ」で

議論され，合意がなされたものから本会議に提出される．本勧告案については，会期中の 21 日，22 日

に，IUCN 事務局のファシリテーターと書記の参加のもとで，それぞれ 2 時間，提案者の NGO，日本

政府（外務省，環境省），アメリカ政府（国務省）の間で議論された．アメリカ政府と NGO の間では，

他国の主権侵害にならない表現に修正することで合意ができた．しかし，日本政府と NGO の間では，

文書の修正に関して合意することができなかったので，この勧告案は，RWG が受理した時点の文書の

ままで（修正がなされていない状態で）本会議に提出され，投票にかけられることになった． 
日本政府と NGO の間で合意に到らなかった最大の理由は，勧告の主文において，政府側が「早急に

環境アセスメントを完遂し，その結果にもとづいて保護対策を立てる」という主旨の修正を提案したの

に対して，NGO 側は，政府の文案では，従来行われているような環境アセスメントを繰り返すだけで，

着工への道筋をつけてしまうものであり了承できないとして，「ボーリング等の事前調査を環境アセス

メントの対象とし，軍民共用空港を造らないゼロ・オプションも含めた国際的な水準の環境アセスメン

トを実施すべきである」との主張を譲らず合意に達しなかったことによる．その結果，交渉は決裂し，

勧告案の修正は行われず，NGO の提案文がもとのままで本会議に提出された． 
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しかし，24 日の本会議では，環境省から（日本政府ではなく）修正意見が出された．修正は，勧告

の前文に関するもので，表記の変更と追加記載で，事実の記載であり，主文には手を加えないので，提

案 NGO はこの修正意見を受け入れた．アメリカ政府からは，コンタクト・グループ時と同じ修正案が

提出された．提案団体は，日本政府，アメリカ政府両方の修正案を認めた．その直後に投票が行われ，

前述の投票結果にもとづいて，この勧告が承認された． 
 
6666．勧告採択の意義およびコメント．勧告採択の意義およびコメント．勧告採択の意義およびコメント．勧告採択の意義およびコメント    

バンコク（2004 年）における「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」勧告は，アン

マン（2000 年）に続いて 2 回目となる．前回の勧告がほとんど実現されていないので 2回目の勧告にな

ったわけであるが，IUCN という世界最大の自然保護機関が，2 回にわたって，この勧告を賛成多数で採

択した意義はたいへん大きい．意義のひとつは，4 年間にほとんど進展がなかったことから，再度の勧

告を行うことを認めたことである．もうひとつは，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナに代表され

る沖縄の環境問題は，世界的な関心のある重要な環境問題のひとつだという共通認識が生まれているこ

とである．2 度にわたる重要な勧告であり，日本政府とアメリカ政府は，早急に勧告の内容を履行する

べきである． 

今回の勧告に関するコンタクト・グループなどの会合では，日本の環境アセスメント制度についての

質問や問題点の指摘，批判が多く出されている．空港を造らないというゼロ・オプションを含む複数案

の検討やボーリングなどの事前調査をアセスメントに含めることは，世界的には当然のことと考えられ

ている． 

今回の勧告に従って，日本政府は，短期的には，直ちに辺野古海域におけるボーリング調査を中止し，

ボーリング調査とゼロ・オプションの検討を環境アセスメントに含めるべきである．そのため，現在の

方法書を根本的に見直す，あるいは追加の方法書を作成すべきである．また，3 種の保護区設定と保護

計画について具体的に取り組むべきである．さらに，中長期的には，世界銀行の環境アセスメントに関

するガイドラインやアメリカ合衆国の国家環境政策法を見据えて，日本の環境アセスメント法や制度を

国際的な基準を満たすものにつくりかえていく必要がある． 

 自然保護，環境保全の分野で，日本が世界的な貢献をしていくためには，まずは，IUCN 勧告を実現し，

国際社会のなかで義務を果たし信頼できる国との評価を得る必要があるだろう． 

 

この件に関する問い合わせ先 

 

花輪伸一（ＷＷＦジャパン）  電話 03-3769-1713（事務所） 

吉田正人（日本自然保護協会） 電話 03-3265-0521（事務所） 

道家哲平（IUCN 日本委員会）  電話 03-3265-0521（事務所） 

宮城康博（ジュゴン保護キャンペーンセンター） 携帯 090-3793-9526 

蜷川義章（ジュゴン保護キャンペーンセンター） 携帯 090-8524-6372 

 

（文責：花輪伸一・吉川秀樹・宮城康博） 

 



 1 

IUCN-The World Conservation Union 2005 

Resolutions and Recommendations 

Bangkok, Thailand, 17-25 November 2004 

 

Recommendation 3.114 

 

Conservation of Dugong Dugong dugon, Okinawa Woodpecker Sapheopipo noguchii 

and Okinawa Rail Gallirallus okinawae in Japan 

 

  

RECOGNIZING that only a small, isolated population of Dugongs are present in Japan, that these 

inhabit exclusively a limited habitat around Okinawa Island, and that the Okinawa woodpecker 

and Okinawa rail are endemic land birds with small populations confined to the Yambaru 

woodland of Okinawa Island；  

 

RECOGNISING ALSO that all three species are classified as endangered by Japanese authorities: 

Dugong – Critically Endangered (CR) according to the Mammalogical Society of Japan, 1997, 

Okinawa Woodpecker – Critically Endangered according to the Ministry of Environment, Japan, 

2002, and Okinawa Rail – Endangered according to the Ministry of Environment, Japan;  

 

CONSORNED that growing threats may accelerate the extinction of these three species – for the 

dugong, plans for constructing a joint United States military/ Japanese civilian airport on landfill 

in one of their critical habitats, together with entanglement in fishing nets; for the Okinawa 

woodpecker and Okinawa rail, plans for constructing seven United States military helipads and 

connecting roads in their habitat area together with predation by introduced mongoose and feral 

cats; 

 

RECALLING Recommendation 2.72 Conservation of Dugong(Dugong dugon), Okinawa 

Woodpecker(Sapheopipo noguchii) and Okinawa Rail(Gallirallus okinawae) adopted at the 2nd 

IUCN World Conservation Congress (Amman, 2000), which urged completion of an 

environmental impact assessment of construction of the United States Marine Corps facility and 

of military exercises, and implementation of appropriate measures to ensure the survival of these 

three species; 

 

WELCOMING that the government of Japan has conducted surveys for the conservation of, and 

has taken some measures for the rescue of Dugong, Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail, and 

has decided to make utmost efforts to avoid substantial impact on the natural environment in 

construction of the joint military/civilian airport and US military helipad and roads in their 

habitat; 
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NOTING that the government of Japan has started the environmental impact assessment in 

accordance with Japanese law; and 

 

ALSO NOTING the warning of extinction in the report Dugong Status Report and Action Plans 

for Countries and Territories published in 2002 by the United Nations Environment Programme/ 

Department of Early Warming and Assessment (UNEP/DEWA); 

  

The World Conservation Congress at its 3rd Session in Bangkok, Thailand, 17-25 November 

2004: 

 

1. URGES the Government of Japan to:  

 

(a) in conducting the environmental impact assessment for the joint military/civilian airport 

planned in dugong habitat, consider several alternatives including a zero option, and also 

include pre-construction activities such as underwater drilling and seismic reflection surveys 

as items to be assessed;  

 

(b) undertake an environmental impact assessment that considers several alternatives including a 

zero option for the construction of United States military helipads and roads in the habitat of 

the Okinawa woodpecker and Okinawa rail; and 

 

(c) immediately establish protected areas and draw up action plans for the conservation of the 

dugong, the Okinawa woodpecker and the Okinawa rail; and 

 

2. URGES the Government of the United States of America to: 

 

(a) confer with the Government of Japan with a view to protecting the environment and 

conserving species in relation to the construction of United States military facilities in the 

habitat of endangered species in Okinawa, based on US military environmental management 

standards; and 

 

(b) cooperate, if requested, in the environmental impact assessments carried out by the 

Government of Japan for military base site construction. 

 

 



 皆さま， 

 

 明日 16 日，以下の発表資料のとおり，防衛庁副長官，環境省自然環境局長，外務副大臣

に面会し，IUCN 勧告「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を

求める要請書を提出します． 

 IUCN 勧告を実現するために，ＷＷＦジャパン，日本自然保護協会，日本野鳥の会，ジ

ュゴン保護キャンペーンセンターの４団体は，今国会では，①防衛，外務，環境，沖縄北

方の各大臣への要請行動，②国会議員による国会質疑の依頼，③国会請願とそのための署

名活動，の三つの活動を並行して進めています． 

 今回は，できるだけ各大臣に直接面会して要請を行うことを目指して，準備を進めてき

ましたが，大臣ではなく，副大臣，局長との面会になりました（今回は沖縄北方大臣への

要請はない）．しかし，この時期に政府高官へ直接要請する意味は，たいへん大きいと考え

ています．現地の辺野古での座り込みやボーリング調査阻止闘争，基地反対運動，平和運

動とともに，ジュゴンやノグチゲラ，ヤンバルクイナに代表される生物と自然環境を守る

運動が，辺野古沖への軍民共用空港建設を阻止するための大きな力になるように，当面の

国会対策を進めたいと思います． 

 

花輪伸一（ＷＷＦジャパン） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

報道発表資料 

 

２００５年３月１５日 

 

ＩＵＣＮ勧告 

「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」 

の履行を求める要請 

 

 昨年 11 月、タイ・バンコクで開催された第 3 回ＩＵＣＮ世界自然保護会議において、「日

本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」勧告が採択されました。 

この勧告は、2000 年にヨルダンのアンマンで開催された第 2 回ＩＵＣＮ世界自然保護会

議での採択に続き 2 回目となり、ＩＵＣＮという世界最大の自然保護機関が、異例の再勧

告を通じて日米両政府に解決にむけた努力を求めたことの意味は大きいと言えます。日本

がＩＵＣＮの国家会員として国際的な責任を果たしていくためにも、私たち自然保護ＮＧ

Ｏ4 団体は、関係各大臣に勧告の履行を求める要請書を明日、提出します。 

 

＜提出スケジュール＞ 

 3 月 16 日（水） 10：30～ 面会者－今津 寛 防衛庁副長官  

          11：30～ 面会者－小野寺 浩 環境省自然環境局長  

          16：30～ 面会者－逢沢 一郎 外務副大臣 

＊取材は随時受け付けます。（当日連絡先：090-9137-3072） 

 

日本の天然記念物・ジュゴンの生息地の 1 つであり、普天間飛行場代替施設建設予定地

でもある沖縄県名護市辺野古では、昨年 9 月から那覇防衛施設局による地質調査が強行さ

れ、今も市民による阻止行動が続いています。今月初め、代替施設建設をめぐり、日米の

環境保護団体が米文化財保護法（ＮＨＰＡ）に基づきジュゴン保護を求めた訴訟で、米サ

ンフランシスコ連邦地裁は、被告の米国防総省とラムズフェルド長官から出されていた却



下の申し立てを退ける決定を下し、裁判が実質審理に入ることになりました。また一部で

は、小泉首相が外務省と防衛庁に対し、代替施設建設の見直しの検討を指示していた、と

報道されています。要請書の提出には、辺野古で阻止行動を行い、また上記裁判を昨年 8

月に傍聴した東恩納琢磨氏（ジュゴン保護基金委員会事務局長）も同行します。 

 

この件に関する問い合わせ先 

日本自然保護協会（NACS-J） 担当：保護･研究部 小林 愛 TEL:03-3265-0523 

世界自然保護基金（ＷＷＦｼﾞｬﾊﾟﾝ）担当：自然保護室 花輪 伸一 TEL:03-3769-1713 

日本野鳥の会（ＷＢＳＪ）担当：自然保護室長 古南 幸弘 TEL:042-593-6871 

ジュゴン保護ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｾﾝﾀｰ（SDCC）担当：事務局長  蜷川 義章 TEL:03-5228-1377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2005（平成17）年3月16日 

 

外務大臣 町村 信孝 殿 

 

 

財団法人 日本自然保護協会     理事長  田畑 貞寿 

財団法人 世界自然保護基金ジャパン 事務局長 日野 迪夫 

財団法人 日本野鳥の会       会長   柳生 博  

ジュゴン保護キャンペーンセンター  共同代表 宮城 康博 

 

 

第第第第3333回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告    

「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書    

 

 2004年11月、タイのバンコクで開催された第3回ＩＵＣＮ世界自然保護会議において、「日本のジ

ュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」勧告が採択された。 

この勧告は、2000年にヨルダンのアンマンで開催された第2回ＩＵＣＮ世界自然保護会議での採

択（Rec.2.72）に続き、2回目である。アンマンでの採択後、日本政府は、2002年、ジュゴンの生

息海域のサンゴ礁を長さ2,500m、幅730mにわたって埋め立て、飛行場を建設するという基本計画を

決定した。また、飛行場建設のためのボーリング調査、弾性波探査などの事前調査を環境影響評価

の対象外とした上で、2004年9月から那覇防衛施設局による作業が強行され、作業によるサンゴの

損壊も確認されている。 

 ＩＵＣＮという世界最大の自然保護機関が、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナに関する沖

縄の自然保護問題がこの4年間にほとんど進展していないと判断し、異例の再勧告を通じて、日米

両政府に解決にむけた努力を求めたことの意味は大きく、国際的な責任を果たしていくためにも、

外務大臣に対し、下記の事項を要請する。 

 

 

記 

 

1.ＩＵＣＮの国家会員として、第3回世界自然保護会議の勧告が国内において誠実に履行されるよ

う、関係省庁と協議すること。これには、普天間飛行場代替施設建設事業の環境影響評価において、

ゼロオプションを含む複数案を検討すること、および同事業に係るボーリング調査、弾性波探査な

どの事前調査を環境影響評価の対象にすることを含む。 

 

2.普天間飛行場代替施設建設事業ならびに米軍北部訓練場ヘリパッド建設事業における環境影響

評価が、米国政府機関の専門家の参加のもとで実施されるよう、米国政府と協議すること。 

 

以上 

 

 

 

問い合わせ先： 

（財）日本自然保護協会            〒102-0075 東京都千代田区三番町5-24 山路三番町ビル 

理事 吉田 正人・保護･研究部主任 大野 正人  TEL:03-3265-0523 FAX:03-3265-0527 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン        〒105-0014 東京都港区芝3-1-14 日本生命赤羽橋ビル 

自然保護室 花輪 伸一             TEL:03-3769-1713 FAX:03-3769-1717 

 

（財）日本野鳥の会              〒191-0041 東京都日野市南平2-35-2 WING 

自然保護室長 古南 幸弘            TEL:042-593-6871 FAX:042-593-6873 

 

ジュゴン保護キャンペーンセンター       〒162-0814 東京都新宿区新小川町9-7-A-302 

事務局長 蜷川 義章              TEL:03-5228-1377 FAX:03-5228-1377 



2005（平成17）年3月16日 

 

環境大臣 小池 百合子 殿 

 

 

財団法人 日本自然保護協会     理事長  田畑 貞寿 

財団法人 世界自然保護基金ジャパン 事務局長 日野 迪夫 

財団法人 日本野鳥の会       会長   柳生 博  

ジュゴン保護キャンペーンセンター  共同代表 宮城 康博 

 

 

第第第第3333回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告    

「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書全」の履行を求める要請書全」の履行を求める要請書全」の履行を求める要請書    

 

 2004年11月、タイのバンコクで開催された第3回ＩＵＣＮ世界自然保護会議において、「日本のジ

ュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」勧告が採択された。 

この勧告は、2000年にヨルダンのアンマンで開催された第2回ＩＵＣＮ世界自然保護会議での採

択（Rec.2.72）に続き、2回目である。アンマンでの採択後、日本政府は、2002年、ジュゴンの生

息海域のサンゴ礁を長さ2,500m、幅730mにわたって埋め立て、飛行場を建設するという基本計画を

決定した。また、飛行場建設のためのボーリング調査、弾性波探査などの事前調査を環境影響評価

の対象外とした上で、2004年9月から那覇防衛施設局による作業が強行され、作業によるサンゴの

損壊も確認されている。 

 ＩＵＣＮという世界最大の自然保護機関が、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナに関する沖

縄の自然保護問題がこの4年間にほとんど進展していないと判断し、異例の再勧告を通じて、日米

両政府に解決にむけた努力を求めたことの意味は大きく、国際的な責任を果たしていくためにも、

環境大臣兼沖縄及び北方対策担当大臣に対し、下記の事項を要請する。 

 

 

記 

 

1.ＩＵＣＮの政府機関会員として、第3回世界自然保護会議の勧告が国内において誠実に履行され

るよう、関係省庁と協議すること。これには、普天間飛行場代替施設建設事業の環境影響評価にお

いて、ゼロオプションを含む複数案を検討すること、および同事業に係るボーリング調査、弾性波

探査などの事前調査を環境影響評価の対象にすることを含む。 

 

2.ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ3種のための保護区設定と、保護回復計画の策定に早急

に取り組むこと。 

 

3.日本の環境影響評価法や環境アセスメント制度を、計画段階でのゼロオプションを含む複数案の

比較検討を可能とするなど、国際的な基準を満たすものにするよう早急に改正すること。 

 

以上 

 

問い合わせ先： 

（財）日本自然保護協会            〒102-0075 東京都千代田区三番町5-24 山路三番町ビル 

理事 吉田 正人・保護･研究部主任 大野 正人  TEL:03-3265-0523 FAX:03-3265-0527 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン        〒105-0014 東京都港区芝3-1-14 日本生命赤羽橋ビル 

自然保護室 花輪 伸一             TEL:03-3769-1713 FAX:03-3769-1717 

 

（財）日本野鳥の会              〒191-0041 東京都日野市南平2-35-2 WING 

自然保護室長 古南 幸弘            TEL:042-593-6871 FAX:042-593-6873 

 

ジュゴン保護キャンペーンセンター       〒162-0814 東京都新宿区新小川町9-7-A-302 

事務局長 蜷川 義章              TEL:03-5228-1377 FAX:03-5228-1377 



2005（平成17）年3月16日 

 

防衛庁長官   大野 功統 殿 

防衛施設庁長官 山中 昭栄 殿 

 

 

財団法人 日本自然保護協会     理事長  田畑 貞寿 

財団法人 世界自然保護基金ジャパン 事務局長 日野 迪夫 

財団法人 日本野鳥の会       会長   柳生 博  

ジュゴン保護キャンペーンセンター  共同代表 宮城 康博 

 

 

第第第第3333回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告回ＩＵＣＮ世界自然保護会議における勧告    

「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」の履行を求める要請書    

 

 2004年11月、タイのバンコクで開催された第3回ＩＵＣＮ世界自然保護会議において、「日本のジ

ュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」勧告が採択された。 

この勧告は、2000年にヨルダンのアンマンで開催された第2回ＩＵＣＮ世界自然保護会議での採

択（Rec.2.72）に続き、2回目である。アンマンでの採択後、日本政府は、2002年、ジュゴンの生

息海域のサンゴ礁を長さ2,500m、幅730mにわたって埋め立て、飛行場を建設するという基本計画を

決定した。また、飛行場建設のためのボーリング調査、弾性波探査などの事前調査を環境影響評価

の対象外とした上で、2004年9月から那覇防衛施設局による作業が強行され、作業によるサンゴの

損壊も確認されている。 

 ＩＵＣＮという世界最大の自然保護機関が、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナに関する沖

縄の自然保護問題がこの4年間にほとんど進展していないと判断し、異例の再勧告を通じて、日米

両政府に解決にむけた努力を求めたことの意味は大きく、国際的な責任を果たしていくためにも、

防衛庁長官ならびに防衛施設庁長官に対し、下記の事項を要請する。 

 

 

記 

 

1.普天間飛行場代替施設建設事業に関するボーリング調査、弾性波探査などの事前調査を直ちに中

止するとともに、これらの調査による影響評価とゼロ・オプションを含む複数の代替案の検討を環

境影響評価に含めるよう、現在の方法書の根本的な見直し、あるいは追加方法書の作成を行うこと。 

 

2．米軍北部訓練場ヘリパッド建設事業に関しては、これを環境影響評価の対象として、ゼロ・オ

プションを含む複数の代替案を検討すること。 

 

以上 

 

 

 

問い合わせ先： 

（財）日本自然保護協会            〒102-0075 東京都千代田区三番町5-24 山路三番町ビル 

理事 吉田 正人・保護･研究部主任 大野 正人  TEL:03-3265-0523 FAX:03-3265-0527 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン        〒105-0014 東京都港区芝3-1-14 日本生命赤羽橋ビル 

自然保護室 花輪 伸一             TEL:03-3769-1713 FAX:03-3769-1717 

 

（財）日本野鳥の会              〒191-0041 東京都日野市南平2-35-2 WING 

自然保護室長 古南 幸弘            TEL:042-593-6871 FAX:042-593-6873 

 

ジュゴン保護キャンペーンセンター       〒162-0814 東京都新宿区新小川町9-7-A-302 

事務局長 蜷川 義章              TEL:03-5228-1377 FAX:03-5228-1377 



WWF Japan 
〒105-0014 
東京都港区芝 3-1-14   
Tel: 03-3769-1711 
Fax:03-3769-1717 

  
 

 

 

（写し）（写し）（写し）（写し）    

 

2005 年 5 月 10 日 
WWF ジャパン第 05-005 

 

 

防衛庁長官    大野功統 様 

防衛施設庁長官  山中昭栄 様 

那覇防衛施設局長 西 正典 様 

 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン 

                          （ＷＷＦジャパン） 

                          事務局長 日野迪夫 

 

 

抗議声明の送付 

 

 

那覇防衛施設局が，名護市辺野古海域において，普天間飛行場代替施設建設のボーリン

グ調査に関わる工事を，国際条約と同等の意味を持つ IUCN（国際自然保護連合）の勧告

（2004 年 11 月，バンコク）に従わず，また，地域住民や沖縄県民，環境保護団体などの

強い反対にもかかわらず，強行していることは，誠に遺憾であり，抗議文（別紙）を送付

いたします． 

 

 



WWF Japan 
〒105-0014 
東京都港区芝 3-1-14   
Tel: 03-3769-1711 
Fax:03-3769-1717 

  
2005 年 5 月 10 日 

 

 

ボーリング調査の強行に対する抗議ボーリング調査の強行に対する抗議ボーリング調査の強行に対する抗議ボーリング調査の強行に対する抗議    
    

    

世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパン世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパン世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパン世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパン    

 

 

 ＷＷＦジャパンは，防衛庁および防衛施設庁，那覇防衛施設局による名護市辺野古海

域でのボーリング調査の強行に対して，強く抗議するとともに，調査に関わる工事の即時

中止を求める． 

特に，4 月下旬から行われている「夜間作業」の強行は，自らの約束である環境配慮事

項に違反するだけでなく，ジュゴンの採食活動を阻害し，また，海上の単管足場で阻止行

動を続ける人々に対して危険を及ぼす行為である． 

工事の強行は，国際条約と同等の意味を持つ IUCN（国際自然保護連合）の勧告（2004

年 11 月，バンコク）を否定することである．IUCN 勧告は，ボーリング調査を環境アセス

メントに含めることを求めている．勧告に従わず，63 か所に単管足場やスパット台船，固

定ブイ櫓などを設置して海底の掘削を行えば，設置場所の海底だけでなく，サンゴ礁や海

草藻場の生態系，ジュゴン等の生息状況など，環境と野生生物全体に大きな影響を与え，

その後の環境アセスメントの結果が，非科学的なものになることは明らかである． 

 また，米軍再編にともなって，環境アセスメントや埋め立て等の工事に 10 数年を要する

代替施設の必要性が再検討されている時期に，ボーリング調査を強行するべきではないこ

とも自明である．普天間飛行場の返還は，新たな代替施設の建設を条件にするべきではな

い． 

 防衛庁および防衛施設庁，那覇防衛施設局は，直ちにボーリング調査を中止すべきであ

る． 

以上 

 

 

 

 
この件に関する問い合わせ先 

 

花輪伸一 

世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパン自然保護室主任 

〒105-0014 東京都港区芝 3-3-14 

TEL.03-3769-1713  FAX.03-3769-1717 

E-mail : hanawa@wwf.or.jp 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 年 2 月○日 

 

日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナを守る 

 

 ジュゴンは，日本では沖縄島周辺のサンゴ礁の海に棲んでいます．数が少なく，生息範囲が狭く，孤

立していることから，絶滅のおそれの強い哺乳類です．ジュゴンの大切な生息場所である「名護市辺野

古の海岸」では，米軍と民間の共用空港建設計画が進み，大きな脅威となっています．また，採食場所

の海草藻場が，赤土汚染などで失われることや漁網にかかって死亡することも大きな問題です． 

 ノグチゲラとヤンバルクイナは，地球上で沖縄島北部の「やんばるの森」にだけ棲んでいます．この

２種も，絶滅のおそれの強い鳥です．やんばるの森では，米軍のヘリパッドと軍用道路の建設計画があ

ります．また，山地には多くの林道が造られ，捕食者となるマングースやノネコが侵入して，これらの

鳥の脅威となっています． 

 ＷＷＦジャパンは，長年，沖縄の島々（南西諸島）の自然保護活動を続け，現在は，ジュゴン，ノグ

チゲラ，ヤンバルクイナの保護に力を入れています．これまで，政府や関係省庁への要請，国際会議へ

の参加，シンポジウムの開催，一般への普及教育など，いろいろな活動を行ってきました．なかでも国

際自然保護連合（IUCN）世界自然保護会議では，日米両政府への「ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルク

イナの保全勧告」を採択することができ，大きな力になっています．これらの活動は，日本自然保護協

会やジュゴン保護キャンペーンセンターなどと協力して行っています． 

 今回の署名活動は，日本政府に，IUCN 勧告の実現を求めるもので，国会請願を行います．生息地に

保護区を作り，保護のための行動計画を実行すること，また，環境アセスメントを正しく行うことで，

軍事基地の建設ではなく，環境の保全と豊かな自然を活用した地域づくりを実現したいと考えています． 

 会員の皆さまにも，沖縄のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナとその生息地を守り，地域住民の

方々が，基地のない安全で平和な暮らしができることを支援するために，署名活動にご協力いただける

よう，心からお願いいたします． 

 

ＷＷＦジャパン自然保護室 

花輪伸一 

 



『ＷＷＦ』No.○○（2005 年○月○日発行）付録 

2004200420042004 年ＩＵＣＮ勧告「日本のジュゴン、ノグチゲラ、年ＩＵＣＮ勧告「日本のジュゴン、ノグチゲラ、年ＩＵＣＮ勧告「日本のジュゴン、ノグチゲラ、年ＩＵＣＮ勧告「日本のジュゴン、ノグチゲラ、    

ヤンバルクイナの保全」の履行を求める請願署名ヤンバルクイナの保全」の履行を求める請願署名ヤンバルクイナの保全」の履行を求める請願署名ヤンバルクイナの保全」の履行を求める請願署名 

 
衆議院議長衆議院議長衆議院議長衆議院議長    様様様様    

参議院議長参議院議長参議院議長参議院議長    様様様様    

    

（請願要旨）（請願要旨）（請願要旨）（請願要旨） 

 ２００４年１１月１７日～２５日にタイ・バンコクで開催された国際自然保護連合（IUCN）第３回世界自然保護会

議で、「日本のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」を日米両政府に求める勧告が賛成２５５、反対２６、

棄権６６で採択されました。日本政府に対しては、 

a) 「ジュゴンの生息海域における軍民共用空港建設計画に関する環境アセスメントでは、ゼロ・オプションを

含む複数の代替案を検討すること。また、ボーリング調査、弾性波探査などの事前調査も環境アセスメント

の対象にすること」 

b) 「ノグチゲラ、ヤンバルクイナ生息域における米軍ヘリパッド建設計画に関しては、これを環境アセスメント

の対象として、ゼロ・オプションを含む複数の代替案を検討すること」 

c) 「早急に、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保護区を設置して、保全に関する行動計画を作成する

こと」を勧告しました。 

日本国政府を含む７９の国家、日本の環境省を含む１１２の政府機関、８０７のＮＧＯで構成される国際的な環

境団体であるＩＵＣＮの総会が勧告したことは、国際条約にも等しい重みを持ちます。２０００年第２回世界自然保

護会議（ヨルダン・アンマン）につづく異例の再勧告です。ＩＵＣＮ決議委員会がこの勧告を議事に取り上げる際

に「同種の勧告がアンマンで採択されているが、これまでほとんど進展がないので本会議で検討することにした」

とコメントを出しています。国際的な責任を果たすために以下のことを請願します。 

 

（請願事項）（請願事項）（請願事項）（請願事項） 

日本政府が、第 3 回 IUCN 世界自然保護会議で採択された勧告を尊重し、沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤン

バルクイナおよびその生息地を保全するための施策を緊急に実行することを請願します。 

 

取り扱い団体：ＷＷＦジャパン取り扱い団体：ＷＷＦジャパン取り扱い団体：ＷＷＦジャパン取り扱い団体：ＷＷＦジャパン    署名用紙送付先：〒署名用紙送付先：〒署名用紙送付先：〒署名用紙送付先：〒105105105105----0014001400140014 東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝 3333----1111----14141414    

ＷＷＷＷＷＦジャパン・ジュゴン署名係ＷＦジャパン・ジュゴン署名係ＷＦジャパン・ジュゴン署名係ＷＦジャパン・ジュゴン署名係    

署名締め切り署名締め切り署名締め切り署名締め切り        ：：：：2005200520052005 年年年年 5555 月月月月 31313131 日日日日    必着必着必着必着    

 

氏  名 住  所 (都道府県から) 

  

  

  

  

  

 

（留 意 点） 日本国内に在住の外国人や未成年者も署名することが出来ます。自筆のみ。 

（呼 び か け 団 体） ジュゴン保護キャンペーンセンター、ジュゴン保護基金委員会 

（賛 同 団 体） ＷＷＦジャパン、（財）日本自然保護協会、（財）日本野鳥の会 

（署 名 の 集 約 先） ジュゴン保護キャンペーンセンター（ＳＤＣＣ）  



WWF Japan 
〒105-0014 
東京都港区芝 3-1-14   
Tel: 03-3769-1711 
Fax:03-3769-1717 

 
 

2005 年 10 月 14 日 

内閣総理大臣 小泉純一郎 様 

外務大臣    町村信孝 様 

環境大臣   小池百合子 様 

防衛庁長官   大野功統 様 

防衛施設庁長官 北原巖男 様 

沖縄県知事   稲嶺恵一 様 

名護市長    岸本建男 様 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン 

（ＷＷＦジャパン） 

事務局長 日野迪夫 

 

普天間飛行場代替施設「辺野古沖縮小案」および普天間飛行場代替施設「辺野古沖縮小案」および普天間飛行場代替施設「辺野古沖縮小案」および普天間飛行場代替施設「辺野古沖縮小案」および    

「陸上桟橋併用案」の中止を求める意見書「陸上桟橋併用案」の中止を求める意見書「陸上桟橋併用案」の中止を求める意見書「陸上桟橋併用案」の中止を求める意見書    

 

 WWF ジャパンは，名護市辺野古の海域が，サンゴ礁と海草藻場が広がる豊かな自然環

境であり，かつ，日本では絶滅のおそれのあるジュゴンの重要な生息域であることから，

これまで同海域における軍事基地建設計画の中止を訴えてきました． 

 この普天間飛行場代替施設建設計画は，1997 年 11 月の「海上ヘリ基地」，2002 年 7 月

の「軍民共用空港」と計画が変転し，さらに，2005 年 10 月現在では「辺野古沖縮小案」

や「陸上桟橋併用案」を検討中であると報道されています． 

「辺野古沖縮小案」は，（財）日本自然保護協会の海草調査結果に示されているように，

ジュゴンの重要な採食場所である海草藻場を破壊することになります．また「陸上桟橋併

用案」も，滑走路が海域に張り出すことから，ジュゴンへの影響は避けられません．これ

らの案は，現行の辺野古沖軍民共用空港計画に比べて面積が小さいとしても，サンゴ礁・

海草藻場を含む海域の自然環境を悪化させ，軍用機による騒音，軍事基地からの汚染物質

の流出など，ジュゴンをはじめ多くの生物の生息条件を悪化させることに違いはありませ

ん．また，地域住民の平穏な生活環境を著しく損なうものであることに変わりはないので

す． 

IUCN（国際自然保護連合）は，2000 年および 2004 年の世界自然保護会議において，

日本のジュゴンの保全に関する勧告を採択し，UNEP も，2002 年の報告書で沖縄近海に

おけるジュゴン保護の緊急性を指摘しています．しかし，残念ながら，このような国際機

関の勧告や警告を，日本政府は無視しています． 

 WWF ジャパンは，ジュゴンとその生息環境の保全の観点から，「辺野古沖縮小案」，「陸

上桟橋併用案」等については，これらの計画を中止し，IUCN 勧告にもとづき，ジュゴン

保護区の設定や保全の行動計画を作成することを要請します． 

 
この件に関する連絡先 

 

花輪伸一 

〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 

WWF ジャパン自然保護室 

TEL.03-3769-1713 FAX.03-3769-1717 hanawa@wwf.or.jp 



    

 

 

2005 年 10 月 28 日 

 

沖縄・辺野古における普天間飛行場代替施設建設計画の沖縄・辺野古における普天間飛行場代替施設建設計画の沖縄・辺野古における普天間飛行場代替施設建設計画の沖縄・辺野古における普天間飛行場代替施設建設計画の    

10101010 月月月月 26262626 日合意「キャンプ・シュワブ沿岸案」の中止を求める共同声明日合意「キャンプ・シュワブ沿岸案」の中止を求める共同声明日合意「キャンプ・シュワブ沿岸案」の中止を求める共同声明日合意「キャンプ・シュワブ沿岸案」の中止を求める共同声明    

 

グリーンピース・ジャパングリーンピース・ジャパングリーンピース・ジャパングリーンピース・ジャパン    

ＷＷＦジャパンＷＷＦジャパンＷＷＦジャパンＷＷＦジャパン    

ジュゴン保護キャンペーンセンタージュゴン保護キャンペーンセンタージュゴン保護キャンペーンセンタージュゴン保護キャンペーンセンター    

ジュゴン保護基金委員会ジュゴン保護基金委員会ジュゴン保護基金委員会ジュゴン保護基金委員会 

 

 生物多様性に富むサンゴ礁と海草藻場が広がる沖縄県名護市の辺野古海岸および大浦湾は，日本

では絶滅のおそれのあるジュゴンの重要な生息域であり，自然環境保全上の重要海域であることか

ら，我々は，日米両政府に対し，普天間飛行場代替に関して，新たに合意された「キャンプ・シュ

ワブ沿岸案」をはじめとするすべての案に対して反対の意思を表明する． 

 

 最初の普天間飛行場代替施設建設計画である「海上ヘリ基地」（1997 年 11 月）は，名護市民投票

によって否定された．次の「軍民共用空港計画（現行案）」（2002 年 7 月）は，住民および市民，環

境団体の反対運動によって実現は不可能になった．その結果，日米両政府は「辺野古沖縮小案」，「キ

ャンプ・シュワブ沿岸案」などについて新たに検討し，10月 26 日に「キャンプ・シュワブ沿岸案」

について合意した． 

しかし，辺野古海岸および大浦湾では，現行案，縮小案，沿岸案のどれをとっても，ジュゴンの

重要な採食・休息の場である海草藻場とサンゴ礁が埋め立てによって破壊され，また，軍用機が強

烈な騒音を発し，軍事基地から汚染物質が流出する可能性が高いなど，自然環境と生物の生息条件

を悪化させることは，容易に予想される．これらは，地域住民の平穏な生活環境をも著しく損なう

ものである．また，地域住民の意見を聞かずに計画案を決定することは，民主主義に反する行為で

ある． 

IUCN（国際自然保護連合）は，2000 年にアンマン，2004 年にバンコクで開催した第 2 回，第 3

回世界自然保護会議において，日本のジュゴンの保全に関する勧告を採択し，UNEP も，2002 年の

ジュゴンに関する報告書で沖縄近海での保護活動の緊急性を指摘している．しかし，このような国

際機関の勧告や警告を，日米両政府が無視していることは，きわめて遺憾である．絶滅危惧種の生

息地に軍事基地を建設することは，アメリカ国内では許されない．それは，日本国内でも同様であ

る． 

 我々は，日米両政府に対し，絶滅のおそれのあるジュゴンとその生息環境の保全の観点から，沖

縄の辺野古における代替施設建設計画を中止し，IUCN 勧告にもとづき，ジュゴン保護区あるいは海

洋保護区の設立や保全の行動計画を作成することを要請する． 

 

 

添付. IUCN 第 3回世界自然保護会議勧告（2004，バンコク） 

 

この件に関する連絡先 

高名 瑞 グリーンピース･ジャパン,Tel.03-5338-9800,Fax.03-5338-9817,oceans@greenpeace.or.jp 

花輪伸一 WWF ジャパン,Tel.03-3769-1713,Fax.03-3769-1717,hanawa@wwf.or.jp 

蜷川義章 ジュゴン保護キャンペーンセンター,Tel.090-8524-6372,Fax.03-5228－1377,info@sdcc.jp 

東恩納琢磨 ジュゴン保護基金委員会,Tel/Fax.0980-55-8587 

 

 



 

CGR3.REC032    

日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全    

Conservation of Dugong, Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail in Japan 
 

 日本のジュゴンは，沖縄島周辺のみに生息し，分布域が狭く，個体数が少なく，他の個体群から

孤立していること，ノグチゲラ，ヤンバルクイナは，地球上で沖縄島の山原（やんばる）の森にの

み生息する固有種で個体数が少ないことにより，３種ともに絶滅のおそれのある種（ジュゴンは CR 

D1（日本哺乳類学会 1997）,ノグチゲラは CR , ヤンバルクイナは EN（環境省 2002））であること

に留意し， 

 

 ジュゴンの最も重要な生息海域のひとつでは，米軍の軍事飛行場と日本の民間航空の軍民共用空

港建設計画が進み，魚網による混獲が発生し，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの生息地では，米軍用

の 7 か所のヘリパッドと軍用道路の建設計画があり，侵入種のマングース，ノネコによる捕食が発

生するなど，これらの 3種への脅威が高まり，絶滅の危機がさらに進んでいることを憂慮し， 

 

IUCN 第 2回世界自然保護会議（2000 年 10 月 4-11 日 アンマン，ヨルダン）が，沖縄島のジュ

ゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全のために，生息地におけるアメリカ合衆国海兵隊の軍事

施設の建設と演習に関する環境アセスメントを完遂すること，それにもとづいて，これらの種の生

存のために適切な対策を講じるよう勧告（Rec. 2.72）していることを想起し， 

 

 日本政府が，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全のための調査といくつかの救済策を

実行し，生息地における軍民共用空港，ヘリパッド，道路の建設において，自然環境への重大な影

響を避けるための最大限の努力を決意したことを歓迎し， 

 

 日本政府が，日本の法律にもとづいて環境アセスメント手続きを開始したことを認め， 

 

 UNEP/DEWA（2002）によって出版された研究レポート「ジュゴンの現状と国別・地域別の行動計

画」における絶滅の警告に注目し， 

 

 IUCN 世界自然保護会議は，その第 3 回会議（2004 年 11 月 17-25 日，バンコク，タイ）において， 

 

1. 日本政府に対し，以下のことを要請する； 

 

a) ジュゴン生息海域における軍民供用空港建設計画に関する環境アセスメントでは，ゼロ・オプ

ションを含む複数の代替案を検討すること，また，ボーリング調査，弾性波探査などの事前調

査も環境アセスメントの対象にすること． 

b) ノグチゲラ，ヤンバルクイナ生息域における米軍ヘリパッド建設計画に関しては，これを環境

アセスメントの対象として，ゼロ・オプションを含む複数の代替案を検討すること． 

c) 早急に，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保護区を設置して，保全に関する行動計画

を作成すること． 

 

2. アメリカ合衆国政府に対し，以下のことを要請する； 

 

a) 沖縄の希少な野生生物生息地におけるアメリカ合衆国軍の基地建設について，米軍の環境管理

に関する基準にもとづいて，日本政府と環境保全，野生生物保護の観点から協議すること． 

b) 要請があれば，日本政府が実施する軍事基地に関する環境アセスメントに協力すること． 
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Joint StatementJoint StatementJoint StatementJoint Statement    

To seek the Abandonment of the Newly Agreed Alternative Plan for the To seek the Abandonment of the Newly Agreed Alternative Plan for the To seek the Abandonment of the Newly Agreed Alternative Plan for the To seek the Abandonment of the Newly Agreed Alternative Plan for the 

Futenma Airbase Relocation to Camp Schwab.Futenma Airbase Relocation to Camp Schwab.Futenma Airbase Relocation to Camp Schwab.Futenma Airbase Relocation to Camp Schwab. 
 

Greenpeace JapanGreenpeace JapanGreenpeace JapanGreenpeace Japan    

WWF JapanWWF JapanWWF JapanWWF Japan    

Save the Dugong Campaign CenterSave the Dugong Campaign CenterSave the Dugong Campaign CenterSave the Dugong Campaign Center    

Save the Dugong FoundationSave the Dugong FoundationSave the Dugong FoundationSave the Dugong Foundation    

    

 
 
We disagree with the U.S. and Japanese government’s new proposal for 1,800-meter runway at Camp 
Schwab.  Henoko is in Nago-city, Okinawa prefecture and has various living corals and marine forests.  It 
is also an important habitat of the endangered dugong as well as being important for the conservation of 
nature. 
 
The first Futenma airbase relocation proposal, “the heliport on the Ocean” (November 1997), was rejected by 
citizen’s voting in Nago-city.  The next proposal, “military-civilian airport-current proposal (July 2002), has 
become impossible due to the citizen group and environmental organization protests.  As a result, both 
governments considered new proposal for a “scaled-down 1,500-meter runway off Nago” and a “runway 
within Camp Schwab extending to an area offshore that would be filled in”.  The both governments agreed 
on the latter proposal on October 26th 2005. 
It is easy to anticipate the critical damage to the living conditions of the natural environment and the 
ecosystem.  The proposal will ruin the marine forests in which the dugong’s feed, the landfill will ruin the 
coral reef and the extreme noise of military aircraft will critically damage the calm life of local citizens.  
Also, approving the proposal without listening to the local citizens is against democracy. 
 
At the second and third World Conservation Congress that were held in Amman in 2002 and in Bangkok in 
2004, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) adopted a 
recommendation of Japanese dugongs, and United Nations Environment Programme (UNEP) adopted a 
recommendation regarding the conservation of the ocean close to Okinawa in a report in 2002.  It is highly 
regrettable that the U.S. and Japanese governments have ignored the recommendations and the warning from 
these international organizations.  Constructing the airbase within the endangered animal habitat is not 
acceptable in the U.S.  Neither is it acceptable in Japan. 
 
We strongly urge the U.S. and Japanese governments to call off of the relocation proposal in Henoko, 
Okinawa to enable the conservation of endangered dugong and other living species. 
 
 
Attached: 3rd World Conservation Congress Recommendation (2004 Bangkok) 
 
 
Contact: 
Mizuki Takana, Greenpeace Japan, TEL: 03-5338-9800, FAX: 03-5338-9817, oceans@greenpeace.or.jp 
Shinichi Hanawa, WWF Japan, TEL: 03-3769-1713, FAX: 03-3769-1717 hanawa@wwf.or.jp 
Yoshiaki Ninagawa, Save the Dugong Campaign Center TEL: 090-8524-6372 FAX: 03-5228-1377 info@sdcc.jp 
Takuma Higashionna, Save the Dugong Foundation TEL/FAX: 0980-55-8587 
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「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）    

に係わる環境影響評価図書案」に係わる環境影響評価図書案」に係わる環境影響評価図書案」に係わる環境影響評価図書案」    

に関する意見書に関する意見書に関する意見書に関する意見書    

 

花輪伸一 

ＷＷＦジャパン 

〒105－0014東京都港区芝3－1－14 

TEL.03-3769-1713，FAX.03-3769-1717 

 

 那覇防衛施設局の「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）に係わる環境影響

評価図書案」に関して意見書を提出します． 

 

1. 評価方法について 

この環境影響評価図書案（以下，評価図書）では，ヘリコプター着陸帯の移設を前提に

している．そのため，文献や現地調査により自然度が評価され，その評価が相対的に低い

とされたところに，着陸帯建設候補地を選定し，その地点の環境調査を行い，影響を予測

し評価するという組み立てになっている．その結果は，いずれの地点においても影響はな

いか，あっても軽微である，または各種の配慮や措置で低減されるというものであった． 

しかし，山原（やんばる）の森のように地球規模でみて重要な地域で行われる環境影響

評価は，IUCN（国際自然保護連合）の二度にわたる勧告（アンマン 2000 年，バンコク

2004 年）にあるように，着陸帯を移設しないというゼロ・オプションを含む複数の代替案

について行われるべきである．この評価図書は，事業者が沖縄県の条例に準じて自主的に

行ったものであるにしても，従来どおりの手法であり，環境への影響を合理的かつ的確に

予測し評価するものにはなっていない．  

 

2. 自然度の総合評価 

自然度の総合評価においては，ヤンバル典型種（26 種），林齢（成熟度），水系と植生高，

地形（起伏）を指標としている．しかし，典型種（希少種）の種数の少なさ，林齢の少な

さ，樹林と川の少なさ，起伏の少なさをもって，自然度が低いとする評価には，何の意味

があるのだろうか．それぞれの指標に大小，高低があるのは当然であり，斜面は自然度が

高く，平地は自然度が低いなどと評価することは無意味である． 
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自然度の総合評価と言うならば，希少種のみならず普通種も含め生物多様性の視点から

評価すべきである．生物の多様性には場所によって濃淡があるのが当然であり，そのこと

自体が生物多様性の価値なのである．また，地形，水系，森林についても，ばらばらに評

価するのではなく，生物の生息場所として，それぞれの種の生活史，テリトリー，行動圏，

その季節変化，経年変化などと結びつけて評価すべきである．この評価図書では，任意の

評価を足し合わせただけであり，総合評価にはなっていない． 

 

3. 着陸帯の位置 

当初 7 か所の計画であった着陸帯の数は，1 か所減って 6 か所になった．土木工事に関

しては，その分影響が低減されると言えないこともない．しかし，これが残り 6 か所の着

陸帯の建設と軍事演習による環境影響を低減するわけではなく，むしろ 1 か所あたりでの

タッチ・アンド・ゴゥなどの演習回数の増加として現れる可能性が高い．評価図書では，

1 か所減を低減と評価しているが，これは供用時には根拠が不明である．アクセス道路の

使用頻度についても同様である．また，幅員が 3.6ｍから 3.0ｍになったとしても，周辺地

形，植生への影響が，どれほど低減されるのかは不明である． 

新たな計画では，国頭山地の脊梁部に近い着陸帯は中止され，海岸段丘上の尾根部に配

置されている．評価図書では，斜面部や沢部の自然度を高く評価し，平坦部を低くしてい

る．工事による地形改変の少ない場所として傾斜 15°未満の緩傾斜地が検討され，その結

果，尾根上の部分が選定されている．これは地形への影響が少ないということではなく，

むしろ着陸帯の立地として尾根上が適地であり，工事もしやすいということであろう．し

かし，尾根・斜面・沢は，地形として，水系として連続しているのであり，切り離して評

価すべきではない．森林の保全においては，土壌および養分の流失を防止するため，尾根

上の樹林を伐採しないのが鉄則である．評価図書では，着陸帯に適しない斜面，沢を良好

な自然環境として重視し，着陸帯適地の尾根を意図的に軽んじる傾向がある． 

 

4. 着陸帯の規模 

当初の計画では，着陸帯の直径は 75ｍであった．新たな計画では，45ｍが着陸帯，その

外側 15ｍ（両側で 30ｍ）が無障害物帯として伐採されることになる．しかし，これも環

境影響の低減とは言えないであろう．切り土・盛土によって直接的に地形が改変される範

囲は，直径 45ｍの着陸帯だけでなく，その周囲の法面に広がるのである．直径 75ｍまで

伐採されるのであれば，規模は当初の計画と変わるものではなく（当初計画の直径 75ｍの

内部構造は示されていない），同程度の規模と見るのが妥当であろう．そのため環境影響の

低減になるとは考えられない．2 か所の着陸帯が隣接する場所ではなおさらである． 

一方，評価図書では，伐採後に，林縁にマント群落，ソデ群落を人為的に形成し，これ

が林内の乾燥等を防ぐ効果があるとしている．しかし，人工的に切り開いた直径 75ｍの着

陸帯の周囲約 240ｍに，マント，ソデ群落が人為的に形成され，持続されるのかどうか，

疑問である．大国林道の例でも分かるように，集中豪雨や台風による法面の崩落は頻度高
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く発生している．また，林道に接する森林は乾燥化が進み，イタジイの枯木が目立ってい

る．着陸帯，アクセス道路ともに，このような悲惨な状態に陥る可能性はないのか，評価

図書では触れていない．また，集中豪雨や台風による赤土流出についても触れていない．

赤土流出は，工事期間中の一時的なものとは考えられず，その後も気象条件，軍事演習の

方法によっては裸地化が起こり，流出する可能性が高いと予測するべきである． 

一方，ヘリコプター着陸帯だけではなく，他の施設開発や軍事演習，例えばダムや砂防

堰堤，海兵隊の地上演習などとの関連も含めて総合的な視点からの環境影響評価が必要で

ある． 

 

5. ヘリコプター演習による影響 

評価図書では，着陸帯移設と表記されているが，この建設計画は移設ではなく，規模の

大きい着陸帯の新たな建設とみるべきである．その視点で，環境への影響を予測，評価す

る必要がある．しかし，ヘリコプターによる軍事演習に関しては，既存の小規模なヘリコ

プター着陸帯とその周辺での調査によって，動植物への影響は軽微であると結論づけてい

る．しかし，これはたいへん無責任な影響予測と言わざるを得ない．米軍の使用する機種

や演習計画は示されていないとしても，垂直離着陸機オスプリの導入があり得ることなど

から，既存の小規模着陸帯での演習とは比較にならないほど大きな爆音や演習規模が予想

されるのであり，そのために直径 75ｍもの大規模な着陸帯が必要とされているのであるか

ら，軍事演習による生物への影響，特にノグチゲラ，ヤンバルクイナ等については，より

合理的な影響予測と評価をしなければならない．この点に評価図書は触れていないことは，

強く批判されるべきである．なお，既存の小規模な着陸帯の周辺に生息しているからとい

って，彼らが好適な条件の下に生息しているわけでは，決してないのである． 

評価図書は，計画されている巨大な着陸帯の新設工事とその後の大規模演習が，自然環

境および生育・生息する動植物に与える影響を，的確に予測，評価していないと言える． 

 

6. 北部訓練場における生物多様性の意義 

在沖縄米国海兵隊の北部訓練場には，沖縄島北部の典型的な自然林が良好な状態で残さ

れ，地球上でこの地域にしか生息しないノグチゲラ，ヤンバルクイナなど固有種，固有亜

種を多く含む野生生物の重要な生息地となっている．1972 年の復帰後，民有林・県有林で

は，多くの地域で伐採やダム，農用地等の開発で自然林が失われてきたことから，約

7,500ha の面積を有する北部訓練場の自然林が，まさに避難場所（レフュージ）としての

役割を担ってきたのである．これは，地球上で沖縄島の山原（やんばる）にしかない固有

の生物多様性を保全する上で，大きな意義を持っている．ヤンバルの森は，世界自然遺産

に登録される資格を持つ自然環境，固有の動植物の生息地であり，その価値についても，

評価を行うべきである．今回の評価図書は，これらの点を理解していない，あるいは無視

している． 
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7. IUCN（国際自然保護連合）の勧告 

IUCN の第 3 回自然保護会議（2004.11 タイ・バンコク）では，以下のような「日本

のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保全」に関する勧告が出されている．政府お

よび事業者は，この勧告を尊重し実行すべきであるが，今回の評価図書では触れられてい

ない．各国政府が加盟し，国際条約にも等しいとされる IUCN 勧告を無視することは，国

際社会では恥である． 

 

IUCN世界自然保護会議は，その第3回会議（2004年 11月 17-25日，バンコク，タイ）において， 

1. 日本政府に対し，以下のことを要請する； 

a) ジュゴン生息海域における軍民共用空港建設計画に関する環境アセスメントでは，ゼロ・オプ

ションを含む複数の代替案を検討すること，また，ボーリング調査，弾性波探査などの事前調

査も環境アセスメントの対象にすること． 

b) ノグチゲラ，ヤンバルクイナ生息域における米軍ヘリパッド建設計画に関しては，これを環境

アセスメントの対象として，ゼロ・オプションを含む複数の代替案を検討すること． 

c) 早急に，ジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルクイナの保護区を設置して，保全に関する行動計画

を作成すること． 

2. アメリカ合衆国政府に対し，以下のことを要請する； 

a) 沖縄の希少な野生生物生息地におけるアメリカ合衆国軍の基地建設について，米軍の環境管理

に関する基準にもとづいて，日本政府と環境保全，野生生物保護の観点から協議すること． 

b) 要請があれば，日本政府が実施する軍事基地に関する環境アセスメントに協力すること． 

 

8. 国際水準の環境影響評価 

今回の「環境影響評価図書案」は，環境アセスメントに関する法令外であるが，事業者

の自主判断により実施され，公表されているとのことである．そうであるならば，なおさ

ら上記の IUCN 勧告にある環境アセスメントの性格を備えたものとして実行されるべき

である．国際水準の環境アセスメントとして認められるには，少なくとも，建設に関する

基本計画策定の前に，着陸帯建設場所についての複数の代替案と着陸帯を造らないという

ゼロ・オプションを加えて調査，予測，評価すべきである． 

さらには，地球上でこの地域にしか生息していない固有種が少なくないことから，米軍

基地としての利用だけではなく，将来の世界自然遺産地域の指定も視野に入れた戦略的環

境アセスメントの性格もふくめるべきである．事業者により自主的に行われるものであれ

ば，なおさら，従来のものを踏襲するのではなく，環境影響評価方法・制度をさらに発展

させるのに貢献すべきである． 

しかしながら，そのような評価図書にはならず，事業を追認するための手続きとしての

み行われ，合理的かつ的確な影響予測，評価が行われていないのは，きわめて遺憾である． 

 

以上 
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内閣総理大臣  小泉純一郎 様 

外務大臣    麻生太郎 様 

環境大臣    小池百合子 様 

防衛庁長官   額賀福志郎 様 

防衛施設庁長官 北原巖男 様 

沖縄県知事   稲嶺恵一 様 

名護市長    島袋吉和 様 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン 

（WWF ジャパン） 

事務局長 樋口隆昌 

 

 

 「絶滅のおそれのあるジュゴンの生息域における米国海兵隊の 

軍事空港建設計画に反対する声明」発表のお知らせ 

 

 拝啓，時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます． 

 さて，本会は，南西諸島における自然保護活動を重要なテーマのひとつとしています． 

今回，沖縄本島東海岸のジュゴン保護を目的に「絶滅のおそれのあるジュゴンの生息域に

おける米国海兵隊の軍事空港建設計画に反対する声明」を発表いたしましたので，お知ら

せいたします． 

 ご高配の程，よろしくお願いいたします． 

 

敬具 
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2006 年 5 月 12 日 

 

絶滅のおそれのあるジュゴンの生息域における 

米国海兵隊の軍事空港建設計画に反対する声明 

 

WWF ジャパン 

 

5 月 1 日，日米両政府は，在日米軍再編に関する最終報告書を発表した．この報告書に

は，沖縄県名護市の辺野古にある米国海兵隊基地キャンプ・シュワブの沿岸部に二本の滑

走路を持つ軍事空港を造る計画が含まれている（新沿岸案）．このキャンプ・シュワブ沿岸

部すなわち辺野古と大浦湾は，沖縄のジュゴンの重要な生息域であり，埋立による軍事空

港建設とその後の軍事演習は，ジュゴンとその生息場所の環境に大きな悪影響をおよぼし，

沖縄でのジュゴンの絶滅を引き起こす可能性が高いと考えられる． 

日本では，ジュゴンは，主に沖縄島東海岸に生息し，分布域が狭く，個体数がたいへん

少なく，孤立した個体群であり，絶滅の危機にある．したがって，WWF ジャパンは，日

本のジュゴンを絶滅させる可能性の高い軍事空港建設に強く反対し，日米両政府に計画の

撤回を要請する．また，国際自然保護連合（IUCN）の第 2 回および第 3 回世界自然保護

会議（アンマン 2000 年およびバンコク 2004 年）の勧告にもとづき，ジュゴン保護のため

の行動計画を作成し保護区を設定することを日本政府に要請する． 

 

ジュゴンの生存を脅かす軍事空港建設問題は，10 年におよぶ地域住民や環境団体の反対

運動により，まったく進展しなかったのである． 

1996 年に日米両政府は，宜野湾市の中心部にあり最も危険な軍事空港と言われる普天間

飛行場の代替施設として，辺野古に軍事空港を建設することに合意した．1997 年の最初の

代替施設案は，辺野古沖にポンツーンまたは杭式桟橋方式で，海兵隊が使用する「海上ヘ

リ基地」（1500m×700m）を建設する案であった．しかし，この案は，1997 年 12 月の名

護市民投票で否決され，当時の沖縄県知事も拒否した．次の 2002 年 7 月の「軍民供用空

港」（2500m×730m）は，辺野古沖のサンゴ礁や海草藻場を大規模に埋め立てる計画であ

った．この計画も反対住民や支援者の座り込み行動，IUCN 勧告など環境団体の国際的な

活動によって事実上中止になった． 

しかし，2005 年 10 月以降，キャンプ・シュワブ沿岸部でのいくつかの案が示され，2006

年 4 月に地元の名護市長は防衛庁が示した新沿岸案（1800m 滑走路 2 本）に同意し，この

計画が 5 月 1 日の日米両政府の最終報告書に盛り込まれたのである．しかし，琉球新報，

沖縄タイムス両者の世論調査では，ともに約 70 パーセントの沖縄県民がこの計画に反対

している． 
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オーバーランを含めて 1800m の滑走路を 2 本持つ新沿岸案では，辺野古側のサンゴ礁

海域の浅瀬と大浦湾側の深い海域の両方が埋め立てられることになる．完成予定は 2014

年で，環境アセスメントに 3 年，埋立等の工期に 5 年が見込まれている．この軍事空港で

は，ヘリコプターだけでなく垂直離着陸機（オスプリ）および固定翼機の訓練が想定され

ているという．また，大浦湾側には軍用船舶の埠頭が設けられる可能性も指摘されている．

そのため，もしも計画が実行されると，自然環境およびジュゴンへの影響は，埋立工事に

よる直接の脅威とその後の軍用機の演習，船舶の航行による脅威とが継続して発生すると

考えられる． 

辺野古サンゴ礁の浅瀬は海草藻場になっており，ジュゴンの食痕等が発見されているこ

とから，この海域の埋め立ては，ジュゴンの採食場所を破壊することになるだろう．また，

埋立による地域的な海流の変化は，周辺の藻場やサンゴ礁へ影響を与える可能性が高い．

大浦湾は水深の変化が大きく，海底もサンゴ礁，藻場，砂地，泥地など多様性に富み，多

くの生物が生息し，漁業上も重要な海域である．湾口部には発達したサンゴ礁があり，辺

野古とのあいだの海中の深い谷を通して地域的な海流が動いていると考えられる．新沿岸

案では，この深い谷のかなりの部分が埋め立てられることになる．この埋立は，海流の変

化による海底土砂の移動・堆積などにより，海草藻場やサンゴ礁に影響をおよぼし，その

範囲は大浦湾全体に広がる可能性が高い． 

もしも軍事空港が造られ，演習が行われるようになった場合には，軍用機による爆音が

ジュゴンに大きなストレスを与えることが予想される．また，基地からの汚染物質の流出

も起こり得る．生息場所の悪化とストレスにより，日本のジュゴンの将来は危機的なもの

になる可能性は大きい． 

ジュゴンや自然環境への影響は，本来，環境アセスメントによって，科学的に，客観的

に調査されるべきである．しかし，日本の環境アセスメント制度では，代替案やゼロ・オ

プション（造らないという選択）を検討する必要はなく，論理性，倫理性に欠け，事業の

追認を図る手続きとして形骸化していることから，ほとんど期待できない状況にある． 

 

 以上のことから，WWF ジャパンは，普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ沿岸

部の辺野古および大浦湾に建設することに強く反対する．日米両政府には，軍事空港建設

計画の撤回を求め，日本政府には，IUCN 勧告にもとづいてジュゴンとその生息地保全の

行動計画を作り，保護区を設定することを要請する． 

 

以上 
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Statement against the Construction of the Futenma Replacement Facility in the Habitat of the 
Threatened Okinawan Dugongs 

 
May 12, 2006 

 
by 
 

WWF Japan 
 

On May 1, 2006, the Governments of Japan and the United States jointly issued the document, 
“United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation.” The document contained a new 
plan (the New Coastal Plan) to construct the Futenma Replacement Facility (FRF), which includes 
two runways, in the coastal area of Camp Schwab in Nago City, Okinawa.  The coastal area of Camp 
Schwab encompasses the waters of Henoko and Oura Bay, which are critical habitats for the 
Okinawan dugongs. The construction and subsequent utilization of the FRF, if carried out, will have 
tremendous impacts on the dugongs and their habitat, potentially driving the dugongs to extinction.    
 
In Japan, the dugongs primarily live on the eastern coast of Okinawa Island. Their area of 
distribution is limited; their population is extremely small and isolated; they are “threatened to 
extinction.” WWF Japan therefore strongly opposes the construction of the FRF in the said area and 
urges the Governments of Japan and the United State to withdraw the New Coastal Plan. WWF 
Japan also urges the Government of Japan to draw up an action plan and establish a protected area 
for the conservation of the dugongs in accordance with the IUCN recommendations adopted in 
Amman in 2000 and in Bangkok in 2004.    
 
It is clear that the attempts by the Government of Japan to construct the FRF in the habitat of the 
dugongs have failed to materialize due to the strong opposition and dedicated protests by local 
people and environmental groups all over the world.  
 
In 1996, the Governments of Japan and the US agreed upon the plan to construct the FRF in the 
Henoko area in order to relocate the Futenma Air Station, the “most dangerous military airport in the 
world” from the densely populated center of Ginowan City. In 1997, the Government of Japan 
proposed the construction of a “Sea-Based Facility (SBF) (1500m x 700m) off the shore of Henoko. 
The SBF was to be constructed by using either the Pontoon Type method or the Pile Supported Pier 
Type method. In December 1997, this plan was opposed by the people of Nago City through a 
citizens’ referendum, and it was also later rejected by then Governor of Okinawa.   
 
In July 2000, the Government of Japan proposed another construction plan; the construction of a 
“Military-Civilian Airport” (2500m x 730m) off the shore of Henoko. This plan required massive 
landfill atop the coral reefs and the seagrass beds. This plan has also been strongly opposed by local 
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and non-local people including those who have engaged in sit-in protests and by environmental 
groups whose international efforts include those of the IUCN recommendations. As a result, this 
plan has virtually been halted.     
 
In October 2005, the Governments of Japan and the US began presenting alternative construction 
plans for the FRF in the coastal area of Camp Schwab. In April 2006, Mayor of Nago City agreed 
upon the New Coastal Plan, which includes the construction of two 1800m runways, proposed by the 
Japan Defense Agency. The New Coastal Plan was then incorporated into the “United States-Japan 
Roadmap for Realignment Implementation” presented on May 1, 2006.  According to recent public 
polls conducted by both Okinawa Times and Ryukyu Shimpo, however, about 70% of the people of 
Okinawa are against the New Coastal Plan. 
 
The New Coastal Plan requires landfilling of both the coral reef shallows in the waters of Henoko 
and the seafloor slopes in Oura Bay. To start with, environmental impact assessment will be 
conducted for 3 years, and then the proceeding landfilling will take 5 years. The completion of the 
construction of the FRF is set for 2014. After the construction of the FRF, military training exercises 
using helicopters, vertical/short takeoff and landing air-craft Ospreys, and fixed-wing aircrafts will 
be conducted from the FRF. Moreover, it has been noted that there is the possibility of the 
construction of a pier for military ships in conjuncture with the FRF in Oura Bay. If the New Coastal 
Plan is carried out, direct threats from the construction of the FRF and subsequent threats from 
military training with aircrafts and movements of ships will be insistently imposed upon the 
environment and the dugongs. 
 
The waters of Henoko are characterized by their coral reef shallows. The shallows are an important 
habitat for seagrass and “dugong trenches” have been found in the seagrass beds. Landfilling of the 
shallows means the destruction of the seagrass beds and the feeding grounds for the dugongs. 
Changes in local currents created by such landfilling will impose negative impacts on the seagrass 
beds and the coral reefs.  
 
Oura Bay is characterized by its varying depths of water and its diverse underwater topography 
including coral reefs, seagrass beds, sand deposit, and mud deposits. Oura Bay provides an excellent 
and unique habitat for many marine spices and is an important site for local fishery. Developed coral 
reefs lie at the mouth of Oura Bay and the local current flows between Oura Bay and Henoko 
through the underwater trenches. The New Coastal Plan requires landfilling of a large portion of 
these underwater trenches, which will cause changes in the current and subsequently changes in the 
movement and deposition of sediments. These changes will accumulatively impose negative impacts 
on the seagrass beds and coral reefs. The entire area of Oura Bay will certainly be affected by the 
extent of these impacts.  
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When and if the FRF is constructed in the said area, military training exercises will be conducted 
from the FRF. Noise from the operation of military aircrafts may create additional stress for the 
dugongs. Pollutants from the FRF may be discharge into the sea, exacerbating the environment. The 
deterioration of their habitat and additional stress from the utilization of the FRF will potentially 
threaten the future of the dugongs in Japan.  
 
It is imperative that both scientific and objective environmental impact assessment (EIA) is 
conducted to assess the impacts on the dugongs and the environment from the construction and 
utilization of the FRF. Unfortunately, the present Japanese system of EIA does not require the plan 
to include a zero option (no construction alternative). It also lacks logic and ethic. It is in fact a mere 
process of giving permission for the plan to proceed. It is therefore difficult to expect meaningful 
outcomes from the present Japanese system of EIA. 
 
Considering the points stated above, WWF Japan strongly opposes the construction of the FRF in the 
coastal area of Camp Schwab, which encompasses the waters of Henoko and Oura Bay. WWF Japan 
urges the Governments of Japan and the US to withdraw the New Coastal Plan. WWF Japan also 
urges the Government of Japan to draw up an action plan and establish a protected area for the 
conservation of the dugongs in accordance with the IUCN recommendations. 
 
 
For further information, please contact: 
Shin-ichi Hanawa 
Senior Officer 
Conservation 
WWF Japan 
3-1-14 Shiba  
Minato-Ku, Tokyo 
Japan    105-0014 
TEL.03-3769-1713 
FAX.03-3769-1717 
hanawa@wwf.or.jp 
 
 



2007 年 3 月 13 日 

環境大臣 若林正俊 様  

 

2007 年主要国首脳会議（G8 サミット）環境大臣会合についてのお願い 

＜生物多様性（Biodiversity）の保全について＞ 

 

 

1992 年にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミット（環境と開発に関する国連会

議）では，「生物多様性」が，地球環境保全上の重要なテーマのひとつとして議論され，生

物多様性条約が採択されました．この条約では，生物多様性の保全，その構成要素の持続

的利用，遺伝子資源利益の公正配分などを目的としています．また，ラムサール条約では

湿地の生物多様性の保全が条約のテーマになり，ワシントン条約では絶滅のおそれのある

種の取引を制限しています．世界遺産条約においても自然遺産地域の登録用件として生物

多様性が重視されています．IUCN（国際自然保護連合）では生物多様性の保全が大きな

課題となっています．すなわち，地球上においては，人間の活動により生物多様性が強く

脅かされており，その結果は人間社会にとっても脅威であるという認識にあるわけです． 

 「生物多様性」を脅かす要因として，野生生物の乱獲，過剰利用，生息地・生育地の破

壊，外来種の侵入，地球温暖化などが上げられます．そのため，このような脅威に対して

は，保護区設定による生物多様性重要地域・海域の保全，過剰利用の防止や外来種の排除

による種の絶滅の回避，破壊された生息地・生育地の自然環境の再生，開発における戦略

的環境アセスメントの実施など，各種の国際条約や国際機関によって進められている生物

多様性保全に関する政策を実現する必要があります． 

 残念ながら，我が国を含めて多くの国々おいて，生物多様性保全のための法制度や施策

は不十分な状況にあります．種としての名称が付けられる前に絶滅するものも少なくない

と言われています．また，IUCN のレッドデータブックには，絶滅のおそれのある種が何

種も記載されています．我が国を例に取れば，沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバル

クイナは，森林の開発や外来種の侵入，生息地の埋立などにより危機にあります． 

 生物多様性保全のために，野生生物の生息地・生育地を守ること，開発にあたっては戦

略的環境アセスメントを行うなど，まずは，我が国が率先して実現し，国際社会において

も，強いリーダーシップを取られるようにお願いいたします． 

 

文責 

花輪伸一 

WWF ジャパン 

〒105-0014 

東京都港区芝 3-1-14 

TEL.03-3769-1713 

FAX.03-3769-1717 

hanawa@wwf.or.jp 
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2007 年 5 月 14 日 

 

環境影響評価法に対する防衛省の不法行為に強く抗議する 

 

WWF ジャパン 

 

 防衛省は，環境影響評価法を無視して辺野古・大浦湾の環境現況調査（事前調査）を実

施しようとしている．さらには，海上自衛隊の掃海母艦を沖縄に派遣して同調査を支援す

るとのことである．WWF ジャパンは，辺野古・大浦湾海域のジュゴン生息域の保全，環

境影響評価法の適正な実行という観点から，防衛省の環境影響評価法に対する不法行為な

らびに海上自衛隊艦船と隊員の派遣に強く抗議する． 

 

１． 防衛省は，環境アセスメント手続きに入る前に，環境現況調査（事前調査）を実施

しようとしている．しかし，法律にもとづき適正な手続きに従って進められなければ，

科学的で開かれた環境アセスメントにはならない．非公開で現況調査を実施してしまい，

その後に，順番を違えて方法書を作成し，事前の現況調査結果をもって準備書，評価書

を作成するやり方は，環境アセスメントの形骸化であり，環境影響評価法の精神をない

がしろにする不法行為である． 

２． 自然環境や野生生物を調査し，開発による影響を予測し評価するためには，方法書

段階で専門家や環境団体，住民等の意見を求め，調査対象に影響が少ない方法を採用し

なければならない．しかし，この環境現況調査は非公開であり，調査内容や使用器具に

関しては，調査方法の妥当性，器具の影響等について判断することが困難ない状況にあ

る．そのため，この事前調査が環境や生物に影響を与えてしまった場合，後の環境アセ

スメントは不正確な調査にならざるを得ず，信頼がおけないものになってしまう． 

３． このような不法な調査に，海上自衛隊の艦船と隊員を派遣し，威圧的に調査を実施

してしまうやり方は，到底，民主的な政府のやることではない．防衛省は，海上自衛隊

艦船の派遣と環境現況調査を中止して，合法的で適正な環境アセスメント手続きを取る

べきである． 

 

以上 
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May 25, 2007 

 

A Statement of Remonstration against the breach of the Environmental Impact 

 Assessment Law by the Japanese Ministry of Defense 

 

WWF-Japan 

 

The Ministry of Defense is planning to execute a preliminary survey of the Henoko and Ooura bay, 

an act which runs against the Japanese Environmental Impact Assessment Law. Moreover, the 

Ministry is preparing to dispatch a minesweeper tender to Okinawa to aid in the survey. 

WWF-Japan strongly opposes this breach of the environmental impact assessment law as well as 

the action of dispatching a minesweeper tender; WWF-Japan works towards the environmental 

conservation of the Henoko and Ooura bay, critical habitats for the Okinawan dugong. 

WWF-Japan hopes to maintain the environmental impact assessment law.  

 

1. The Ministry of Defense plans to execute a preliminary survey before processing the 

Environmental Impact Assessment. However, this will not be a precise or open environmental 

assessment, since the appropriate law-abiding procedures will not be/ have not been conducted. By 

surveying in chambers and not creating a methodological document of the survey as part of the 

preparatory court pleading and drafting of the evaluation document, the Ministry merely upholds 

a facade of the Environmental Impact Assessment and disregards the central meaning of the 

Environmental Impact Assessment Law, tantamount to tort.  

 

2. In order to survey the environment and wildlife to predict and evaluate the impact cause by 

such a development, it is essential to consult experts, environmental protection agencies, and local 

residents in order to ascertain the best methods to adopt, causing the minimum amount of impact 

on the surveyed environment. However, since the Ministry's action is non-disclosure, it is difficult 

to assess the validity of its investigative methods, as well as the possible influence of the 

instruments and devices it deploys. Therefore if this preliminary survey affects the environment, 

later Environmental Impact Assessments inevitably become inaccurate and unreliable.  

 

3. To dispatch members and a Maritime Self-Defense Force warship to execute a survey coercively 

is not the action of a democratic government. The Ministry of Defense should abandon the plan to 

dispatch a minesweeper tender and to carry out a irrelevant preliminary survey, and should 

instead go through the proper legal procedures pertaining to the Environmental Impact 

Assessment.  

 

For inquiries please contact:  

Shin-ichi Hanawa 

WWF-Japan, Nature conservation division. 3-1-14 Shiba Minato-ku Tokyo 105-0014 Japan.  

TEL.+81-3-3769-1713, FAX.+81-3-3769-1717,hanawa@wwf.or.jp 
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Press Release For immediate release – 2007200720072007年年年年６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日

 

 

 

報道関係者 

 各 位 

 

世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンは，６月14日，別紙の声明を発表し，

関係者に郵送しましたので，お知らせします． 

 

宛先：内閣総理大臣，外務大臣，環境大臣，防衛大臣，防衛施設庁長官， 

那覇防衛施設局局長，沖縄県知事，東村村長 

 

声声声声    明明明明    

「「「「米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める」」」」    
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2007 年 6 月 14 日 

 

米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める    

    

WWFWWFWWFWWFジャパンジャパンジャパンジャパン    

（世界自然保護基金ジャパン）（世界自然保護基金ジャパン）（世界自然保護基金ジャパン）（世界自然保護基金ジャパン）    

 

    WWFWWFWWFWWF ジャパンは，多くの固有種，希少種が生育・生息する沖縄島山原（やんばる）のジャパンは，多くの固有種，希少種が生育・生息する沖縄島山原（やんばる）のジャパンは，多くの固有種，希少種が生育・生息する沖縄島山原（やんばる）のジャパンは，多くの固有種，希少種が生育・生息する沖縄島山原（やんばる）の

森を，優先的に保護すべき地球上の重要な自然環境のひとつに位置づけ，保護活動を行な森を，優先的に保護すべき地球上の重要な自然環境のひとつに位置づけ，保護活動を行な森を，優先的に保護すべき地球上の重要な自然環境のひとつに位置づけ，保護活動を行な森を，優先的に保護すべき地球上の重要な自然環境のひとつに位置づけ，保護活動を行な

っている．米国海兵隊北部訓練場の新たなヘリパッド建設は，やんばるの自然環境を破壊っている．米国海兵隊北部訓練場の新たなヘリパッド建設は，やんばるの自然環境を破壊っている．米国海兵隊北部訓練場の新たなヘリパッド建設は，やんばるの自然環境を破壊っている．米国海兵隊北部訓練場の新たなヘリパッド建設は，やんばるの自然環境を破壊

し，地域住民の平穏な生活を脅かすため，建設の中止を強く求める．し，地域住民の平穏な生活を脅かすため，建設の中止を強く求める．し，地域住民の平穏な生活を脅かすため，建設の中止を強く求める．し，地域住民の平穏な生活を脅かすため，建設の中止を強く求める．    

    

北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄島北部の亜熱帯性常緑広葉樹林北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄島北部の亜熱帯性常緑広葉樹林北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄島北部の亜熱帯性常緑広葉樹林北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄島北部の亜熱帯性常緑広葉樹林

が良好が良好が良好が良好な状態で残されている．この森は，地球上でここだけに生息するノグチゲラ，ヤンな状態で残されている．この森は，地球上でここだけに生息するノグチゲラ，ヤンな状態で残されている．この森は，地球上でここだけに生息するノグチゲラ，ヤンな状態で残されている．この森は，地球上でここだけに生息するノグチゲラ，ヤン

バルクイナなど，数多くの固有種，固有亜種，絶滅のおそれのある種の重要な生息地となバルクイナなど，数多くの固有種，固有亜種，絶滅のおそれのある種の重要な生息地となバルクイナなど，数多くの固有種，固有亜種，絶滅のおそれのある種の重要な生息地となバルクイナなど，数多くの固有種，固有亜種，絶滅のおそれのある種の重要な生息地とな

っている．っている．っている．っている．    

那覇防衛施設局の「環境影響評価図書（那覇防衛施設局の「環境影響評価図書（那覇防衛施設局の「環境影響評価図書（那覇防衛施設局の「環境影響評価図書（2006200620062006 年）」を見ると，ヘリパッド建設予定地と年）」を見ると，ヘリパッド建設予定地と年）」を見ると，ヘリパッド建設予定地と年）」を見ると，ヘリパッド建設予定地と

その周辺では，その周辺では，その周辺では，その周辺では，4,0004,0004,0004,000 種をこえる野生生物が記録されている．このなかには，植物で種をこえる野生生物が記録されている．このなかには，植物で種をこえる野生生物が記録されている．このなかには，植物で種をこえる野生生物が記録されている．このなかには，植物で 12121212

種，動物で種，動物で種，動物で種，動物で 11111111 種の固有種・固有亜種，種の固有種・固有亜種，種の固有種・固有亜種，種の固有種・固有亜種，177177177177 種（環境省）から種（環境省）から種（環境省）から種（環境省）から 188188188188 種（沖縄県）の絶滅の種（沖縄県）の絶滅の種（沖縄県）の絶滅の種（沖縄県）の絶滅の

おそれのある種が含まれている．これは，世界自然遺産の選定基準のひとつである「世界おそれのある種が含まれている．これは，世界自然遺産の選定基準のひとつである「世界おそれのある種が含まれている．これは，世界自然遺産の選定基準のひとつである「世界おそれのある種が含まれている．これは，世界自然遺産の選定基準のひとつである「世界

的な価値の絶滅の的な価値の絶滅の的な価値の絶滅の的な価値の絶滅のおそれのある種を含む生物多様性の保存のための重要な自然の棲み場おそれのある種を含む生物多様性の保存のための重要な自然の棲み場おそれのある種を含む生物多様性の保存のための重要な自然の棲み場おそれのある種を含む生物多様性の保存のための重要な自然の棲み場

所がある地域」という項目を十分に満たしている．所がある地域」という項目を十分に満たしている．所がある地域」という項目を十分に満たしている．所がある地域」という項目を十分に満たしている．    

沖縄島では，復帰後の開発により森林が失われてきた．しかし，約沖縄島では，復帰後の開発により森林が失われてきた．しかし，約沖縄島では，復帰後の開発により森林が失われてきた．しかし，約沖縄島では，復帰後の開発により森林が失われてきた．しかし，約 7,500ha7,500ha7,500ha7,500ha の面積を有の面積を有の面積を有の面積を有

する北部訓練場の森林は自然状態で残され，野生生物の避難場所（レフュージ）となってする北部訓練場の森林は自然状態で残され，野生生物の避難場所（レフュージ）となってする北部訓練場の森林は自然状態で残され，野生生物の避難場所（レフュージ）となってする北部訓練場の森林は自然状態で残され，野生生物の避難場所（レフュージ）となって

いる．生物多様性に富む貴重な自然環境を破壊し，その価値を失わせるいる．生物多様性に富む貴重な自然環境を破壊し，その価値を失わせるいる．生物多様性に富む貴重な自然環境を破壊し，その価値を失わせるいる．生物多様性に富む貴重な自然環境を破壊し，その価値を失わせる 6666 か所の軍用ヘリか所の軍用ヘリか所の軍用ヘリか所の軍用ヘリ

パッドと進入路を造るべきではない．パッドと進入路を造るべきではない．パッドと進入路を造るべきではない．パッドと進入路を造るべきではない．    

    

    IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自然保護連合）の世界自然保護会議は，（国際自然保護連合）の世界自然保護会議は，（国際自然保護連合）の世界自然保護会議は，（国際自然保護連合）の世界自然保護会議は，2000200020002000 年（アンマン）と年（アンマン）と年（アンマン）と年（アンマン）と 2004200420042004 年（バ年（バ年（バ年（バ

ンコク）のンコク）のンコク）のンコク）の 2222 度にわたり，ノグチ度にわたり，ノグチ度にわたり，ノグチ度にわたり，ノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全を勧告した．ゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全を勧告した．ゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全を勧告した．ゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全を勧告した．

日本政府に対しては，生物多様性と絶滅のおそれのある種の保全計画を作成すること，自日本政府に対しては，生物多様性と絶滅のおそれのある種の保全計画を作成すること，自日本政府に対しては，生物多様性と絶滅のおそれのある種の保全計画を作成すること，自日本政府に対しては，生物多様性と絶滅のおそれのある種の保全計画を作成すること，自

然遺産への指名を検討すること，保護区の設置と保護の行動計画を作成すること，ヘリパ然遺産への指名を検討すること，保護区の設置と保護の行動計画を作成すること，ヘリパ然遺産への指名を検討すること，保護区の設置と保護の行動計画を作成すること，ヘリパ然遺産への指名を検討すること，保護区の設置と保護の行動計画を作成すること，ヘリパ

ッドに関するゼロ・オプション（造らない選択）を含む環境アセスメントを実施することッドに関するゼロ・オプション（造らない選択）を含む環境アセスメントを実施することッドに関するゼロ・オプション（造らない選択）を含む環境アセスメントを実施することッドに関するゼロ・オプション（造らない選択）を含む環境アセスメントを実施すること



を勧告し，アメリカ政府に対しては，米軍の環境管理基準をもとに野生生物保護の観点かを勧告し，アメリカ政府に対しては，米軍の環境管理基準をもとに野生生物保護の観点かを勧告し，アメリカ政府に対しては，米軍の環境管理基準をもとに野生生物保護の観点かを勧告し，アメリカ政府に対しては，米軍の環境管理基準をもとに野生生物保護の観点か

ら日本政府と協議すること，日本政府の環境アセスメントに協力することを勧告している．ら日本政府と協議すること，日本政府の環境アセスメントに協力することを勧告している．ら日本政府と協議すること，日本政府の環境アセスメントに協力することを勧告している．ら日本政府と協議すること，日本政府の環境アセスメントに協力することを勧告している．    

日米両政府は，それぞれの政府が加盟している日米両政府は，それぞれの政府が加盟している日米両政府は，それぞれの政府が加盟している日米両政府は，それぞれの政府が加盟している IUCNIUCNIUCNIUCN（国際自（国際自（国際自（国際自然保護連合）の勧告に従然保護連合）の勧告に従然保護連合）の勧告に従然保護連合）の勧告に従

い，軍用ヘリパッドを建設することではなく，野生生物の生息地を保護することに力を入い，軍用ヘリパッドを建設することではなく，野生生物の生息地を保護することに力を入い，軍用ヘリパッドを建設することではなく，野生生物の生息地を保護することに力を入い，軍用ヘリパッドを建設することではなく，野生生物の生息地を保護することに力を入

れるべきである．れるべきである．れるべきである．れるべきである．    

    

    前述の那覇防衛施設局の「環境影響評価図書」では，環境への影響を回避・低減し，保前述の那覇防衛施設局の「環境影響評価図書」では，環境への影響を回避・低減し，保前述の那覇防衛施設局の「環境影響評価図書」では，環境への影響を回避・低減し，保前述の那覇防衛施設局の「環境影響評価図書」では，環境への影響を回避・低減し，保

全措置をとることによって，環境保全上特に問題はないとしている．しかし，この報告書全措置をとることによって，環境保全上特に問題はないとしている．しかし，この報告書全措置をとることによって，環境保全上特に問題はないとしている．しかし，この報告書全措置をとることによって，環境保全上特に問題はないとしている．しかし，この報告書

自体が環境アセスメント法の対象外とされ，ヘリパッドの建設を前提に書かれているため，自体が環境アセスメント法の対象外とされ，ヘリパッドの建設を前提に書かれているため，自体が環境アセスメント法の対象外とされ，ヘリパッドの建設を前提に書かれているため，自体が環境アセスメント法の対象外とされ，ヘリパッドの建設を前提に書かれているため，

その手続きも含めて正当な環境アセスメントにはなっていない．回避，低減などの措置もその手続きも含めて正当な環境アセスメントにはなっていない．回避，低減などの措置もその手続きも含めて正当な環境アセスメントにはなっていない．回避，低減などの措置もその手続きも含めて正当な環境アセスメントにはなっていない．回避，低減などの措置も

実効性は疑わしい．環境保全上問題はないと言う結論は，明らかに間違いで実効性は疑わしい．環境保全上問題はないと言う結論は，明らかに間違いで実効性は疑わしい．環境保全上問題はないと言う結論は，明らかに間違いで実効性は疑わしい．環境保全上問題はないと言う結論は，明らかに間違いである．むしろ，ある．むしろ，ある．むしろ，ある．むしろ，

同書の環境現況調査の結果からは，科学的に，保全生物学的に検討すれば，ヘリパッドの同書の環境現況調査の結果からは，科学的に，保全生物学的に検討すれば，ヘリパッドの同書の環境現況調査の結果からは，科学的に，保全生物学的に検討すれば，ヘリパッドの同書の環境現況調査の結果からは，科学的に，保全生物学的に検討すれば，ヘリパッドの

建設と軍用機による訓練は，自然環境と野生生物へきわめて大きい影響をおよぼすと予測建設と軍用機による訓練は，自然環境と野生生物へきわめて大きい影響をおよぼすと予測建設と軍用機による訓練は，自然環境と野生生物へきわめて大きい影響をおよぼすと予測建設と軍用機による訓練は，自然環境と野生生物へきわめて大きい影響をおよぼすと予測

されるので，建設は不適当であり断念すべきという結論が導き出されるはずである．されるので，建設は不適当であり断念すべきという結論が導き出されるはずである．されるので，建設は不適当であり断念すべきという結論が導き出されるはずである．されるので，建設は不適当であり断念すべきという結論が導き出されるはずである．    

    

    6666 か所の米軍ヘリパッドは，東村高江地区を取り囲むように計画されている．直径か所の米軍ヘリパッドは，東村高江地区を取り囲むように計画されている．直径か所の米軍ヘリパッドは，東村高江地区を取り囲むように計画されている．直径か所の米軍ヘリパッドは，東村高江地区を取り囲むように計画されている．直径 75757575

メートルのヘリパッドの建設と垂直離着陸機オスプリーによる軍事訓練は，高江の住民のメートルのヘリパッドの建設と垂直離着陸機オスプリーによる軍事訓練は，高江の住民のメートルのヘリパッドの建設と垂直離着陸機オスプリーによる軍事訓練は，高江の住民のメートルのヘリパッドの建設と垂直離着陸機オスプリーによる軍事訓練は，高江の住民の

生活環境に大きな悪影響を及ぼす．高江は人口約生活環境に大きな悪影響を及ぼす．高江は人口約生活環境に大きな悪影響を及ぼす．高江は人口約生活環境に大きな悪影響を及ぼす．高江は人口約 150150150150 人で，中学生以下が人で，中学生以下が人で，中学生以下が人で，中学生以下が 20202020 パーセントパーセントパーセントパーセント

を占める小さな集を占める小さな集を占める小さな集を占める小さな集落である．居住者を軍用機の耐えがたい爆音や墜落の危険にさらすこと落である．居住者を軍用機の耐えがたい爆音や墜落の危険にさらすこと落である．居住者を軍用機の耐えがたい爆音や墜落の危険にさらすこと落である．居住者を軍用機の耐えがたい爆音や墜落の危険にさらすこと

は，基本的人権を無視する行為であり，平和で文化的，健康な生活を保障する日本国憲法は，基本的人権を無視する行為であり，平和で文化的，健康な生活を保障する日本国憲法は，基本的人権を無視する行為であり，平和で文化的，健康な生活を保障する日本国憲法は，基本的人権を無視する行為であり，平和で文化的，健康な生活を保障する日本国憲法

に背くものである．に背くものである．に背くものである．に背くものである．    

    

    なお，なお，なお，なお，2008200820082008 年に日本で開催される年に日本で開催される年に日本で開催される年に日本で開催される GGGG８サミットでは，地球温暖化防止と生物多様性保８サミットでは，地球温暖化防止と生物多様性保８サミットでは，地球温暖化防止と生物多様性保８サミットでは，地球温暖化防止と生物多様性保

全が環境上の重要なテーマであり，全が環境上の重要なテーマであり，全が環境上の重要なテーマであり，全が環境上の重要なテーマであり，2010201020102010 年には日本政府が生物多様性条約締約国会議を年には日本政府が生物多様性条約締約国会議を年には日本政府が生物多様性条約締約国会議を年には日本政府が生物多様性条約締約国会議を

誘致する予定である．このような時代に，生物多様性に富むやんばるの森に軍用ヘリパッ誘致する予定である．このような時代に，生物多様性に富むやんばるの森に軍用ヘリパッ誘致する予定である．このような時代に，生物多様性に富むやんばるの森に軍用ヘリパッ誘致する予定である．このような時代に，生物多様性に富むやんばるの森に軍用ヘリパッ

ドを建設することは，世界の趨勢から見ても非常識と言わざるを得ない．ドを建設することは，世界の趨勢から見ても非常識と言わざるを得ない．ドを建設することは，世界の趨勢から見ても非常識と言わざるを得ない．ドを建設することは，世界の趨勢から見ても非常識と言わざるを得ない．    

    

    以上のことから，以上のことから，以上のことから，以上のことから，WWFWWFWWFWWF ジャパンジャパンジャパンジャパンは，北部訓練場の米軍ヘリパッドおよび進入路の建設は，北部訓練場の米軍ヘリパッドおよび進入路の建設は，北部訓練場の米軍ヘリパッドおよび進入路の建設は，北部訓練場の米軍ヘリパッドおよび進入路の建設

の中止を強く求める．の中止を強く求める．の中止を強く求める．の中止を強く求める．    
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We demand an end to helipad construction in the US Armed Forces Northern Training Area 
 

WWF Japan 
(World Wide Fund for Nature Japan) 

 
WWF Japan has identified the forests of Yanbaru in Okinawa, where many endemic and rare 
species live, as an area whose protection should be prioritized. As one of the most important natural 
environments in the world, WWF Japan has already begun conservation activities in the area. The 
construction of new helipads in the US Marine Corps Northern Training Area will destroy 
Yanbaru’s natural environment and will threaten the peaceful livelihoods of the local residents, and 
so we strongly demand an end to their construction. 
 
In the Northern Training Area (Jungle Warfare Training Center), there still remains healthy 
Okinawan sub-tropical evergreen broad-leaved forest. This forest is an important habitat for many 
endemic species and subspecies at risk of extinction, such as Okinawa woodpecker (Sapheopipo 

noguchii) and Okinawa rail (Gallirallus okinawae). According to an Environmental Impact 
Assessment Report (2006) produced by the Naha office of the Defense Facilities Administration 
Agency, over 4,000 species have been recorded at the site planned for the construction of the 
helipads and in the surrounding area. 12 plant species and 11 animal species are endemic and/or 
subspecies, and between 177 species (Environment Ministry est.) and 188 species (Okinawa 
Prefecture est.) are threatened with extinction. This fully meets one of the criteria for selection by 
the World Heritage Committee (to contain the most important and significant natural habitats for 
in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of 
outstanding universal value from the point of view of science or conservation.). Much forest has 
been lost due to the development of Okinawa following its return to Japan in 1972. However, the 
approximately 7500 hectares of forest occupied by the Northern Training Area has been preserved 
in its natural state, and has become a refuge for wildlife. The building of access roads and six 
military helipads, which would destroy the rich biological diversity of the natural environment, 
must not proceed ! 
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At both the 2000 (Amman) and 2004 (Bangkok) meetings of the World Conservation Congress, the 
IUCN(the World Conservation Union) recommended the conservation of the Okinawa woodpecker 
and Okinawa rail, and of their habitat. The IUCN made the following recommendations to the 
Japanese government: that they create a conservation plan for biological diversity and for species 
threatened with extinction; that they consider nominating Yanbaru as a Natural Heritage site; that 
they create an action plan for the establishment and protection of a nature reserve; and finally that 
they carry out an environmental assessment which includes a zero option (i.e. not building the 
helipad). The IUCN also recommended that the US government confer with the Japanese 
government with a view to enabling the protection of wildlife based on US forces environmental 
control and management, and that the US government cooperate with the Japanese government’s 
environmental assessment. The Japanese and American governments, both of which are affiliated 
to the IUCN, should follow these recommendations and not build the military helipads, and instead 
devote their energies towards the protection of these wildlife habitats. 
 
According to the previously-mentioned Environmental Impact Assessment Report (Defense 
Facilities Administration Agency, Naha, 2006), if measures are taken to avoid or minimize impact, 
there should be no particular difficulty in conserving the environment. However, the report itself is 
not subject to environmental impact assessment law. Furthermore, because it was written on the 
premise that the helipads would be built, the report and its procedures do not represent a legitimate 
environmental assessment. The effectiveness of steps to avoid or reduce damage is questionable. It 
is clear that the report’s conclusion, namely that there were no environmental protection problems, 
is mistaken. Rather, if the results of the same report’s survey of current environmental conditions 
are scientifically examined from a conservation/biological viewpoint, it is clear that helipad 
construction and military helicopter training will greatly affect the natural environment and its 
wildlife. The conclusion that should be derived from the report is that this inappropriate 
construction must be abandoned. 
 
The six American helipads are planned to be built around the district of Takae, in Higashi village. 
The construction of the 75m diameter helipads and Osprey VTOL (vertical take-off and landing 
aircraft) military training will seriously affect the living environments of the residents of Takae. 
This small village has about 150 people, with 20% of its population being of junior high school age 
or under. The exposure of residents to both the unbearable roar of aircraft engines and the danger of 
air crashes are acts which ignore fundamental human rights, and infringe the Japanese 
Constitution’s guarantee of a peaceful, cultivated and healthy life. 
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At the 2008 G8 summit, held in Japan, the main environmental themes were the prevention of 
global warming and the conservation of biological diversity. In 2010 the Japanese government 
wants to hold a meeting of the partner-countries to the biological diversity treaty. At a time such as 
this the construction of military helipads amidst the rich biological diversity of the forests of 
Yanbaru can only be seen as greatly lacking in common sense. 
 
Taking all the above into account, WWF Japan demands an end to the construction of the US forces 
helipads and access roads in the Northern Training Area. 
 
 
For inquireies please contact 
 
Shin-ichi Hanawa 
WWF Japan, Conservation Division 
3-1-14 Shiba Minato-ku Tokyo 105-0014 Japan 
TEL.03-3769-1713 FAX.03-3769-1717 
E-mail: hanawa@wwf.or.jp  
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防衛省の「環境アセスメント法」無視の不法行為に強く抗議する防衛省の「環境アセスメント法」無視の不法行為に強く抗議する防衛省の「環境アセスメント法」無視の不法行為に強く抗議する防衛省の「環境アセスメント法」無視の不法行為に強く抗議する    

    

WWFWWFWWFWWF ジャパンジャパンジャパンジャパン    

（世界自然保護基金ジャパン）（世界自然保護基金ジャパン）（世界自然保護基金ジャパン）（世界自然保護基金ジャパン）    

    

    防衛省は，沖縄県知事が「米軍普天間飛行場代替施設建設事業に関する環境影響評価方防衛省は，沖縄県知事が「米軍普天間飛行場代替施設建設事業に関する環境影響評価方防衛省は，沖縄県知事が「米軍普天間飛行場代替施設建設事業に関する環境影響評価方防衛省は，沖縄県知事が「米軍普天間飛行場代替施設建設事業に関する環境影響評価方

法書」の受け取りを保留したにもかかわらず，法書」の受け取りを保留したにもかかわらず，法書」の受け取りを保留したにもかかわらず，法書」の受け取りを保留したにもかかわらず，14141414 日から一方的に方法書の公告縦覧を強行日から一方的に方法書の公告縦覧を強行日から一方的に方法書の公告縦覧を強行日から一方的に方法書の公告縦覧を強行

した．した．した．した．    

WWFWWFWWFWWF ジャパンは，環境アセスメント法の適正な実行および辺野古・大浦湾海域のジュゴジャパンは，環境アセスメント法の適正な実行および辺野古・大浦湾海域のジュゴジャパンは，環境アセスメント法の適正な実行および辺野古・大浦湾海域のジュゴジャパンは，環境アセスメント法の適正な実行および辺野古・大浦湾海域のジュゴ

ン生息域保全の観点から，防衛省の環境アセスメント法に対する再三の不法行為に強く抗ン生息域保全の観点から，防衛省の環境アセスメント法に対する再三の不法行為に強く抗ン生息域保全の観点から，防衛省の環境アセスメント法に対する再三の不法行為に強く抗ン生息域保全の観点から，防衛省の環境アセスメント法に対する再三の不法行為に強く抗

議する．議する．議する．議する．    

    

１１１１．．．．    防衛省は，すでに環境アセスメント法防衛省は，すでに環境アセスメント法防衛省は，すでに環境アセスメント法防衛省は，すでに環境アセスメント法の手続きを無視し，海上自衛隊の掃海母艦をの手続きを無視し，海上自衛隊の掃海母艦をの手続きを無視し，海上自衛隊の掃海母艦をの手続きを無視し，海上自衛隊の掃海母艦を

沖縄に派遣し，住民や支援者，環境団体の抗議を排除して，辺野古・大浦湾の事前調査沖縄に派遣し，住民や支援者，環境団体の抗議を排除して，辺野古・大浦湾の事前調査沖縄に派遣し，住民や支援者，環境団体の抗議を排除して，辺野古・大浦湾の事前調査沖縄に派遣し，住民や支援者，環境団体の抗議を排除して，辺野古・大浦湾の事前調査

（環境現況調査）を実施してきた．今回の方法書縦覧の強行は，事前調査に続いて，再（環境現況調査）を実施してきた．今回の方法書縦覧の強行は，事前調査に続いて，再（環境現況調査）を実施してきた．今回の方法書縦覧の強行は，事前調査に続いて，再（環境現況調査）を実施してきた．今回の方法書縦覧の強行は，事前調査に続いて，再

び環境アセスメント法を無視するものであり，その手続きを形骸化させるものである．び環境アセスメント法を無視するものであり，その手続きを形骸化させるものである．び環境アセスメント法を無視するものであり，その手続きを形骸化させるものである．び環境アセスメント法を無視するものであり，その手続きを形骸化させるものである．

これは，国家が法律の主旨を無視するというきわめて問題のある不法行為であり，決しこれは，国家が法律の主旨を無視するというきわめて問題のある不法行為であり，決しこれは，国家が法律の主旨を無視するというきわめて問題のある不法行為であり，決しこれは，国家が法律の主旨を無視するというきわめて問題のある不法行為であり，決し

て認めることはできない．て認めることはできない．て認めることはできない．て認めることはできない．    

２２２２．．．．    環境アセスメントの方法書は，事業者である那覇防衛施設局が事業内容と環境影響環境アセスメントの方法書は，事業者である那覇防衛施設局が事業内容と環境影響環境アセスメントの方法書は，事業者である那覇防衛施設局が事業内容と環境影響環境アセスメントの方法書は，事業者である那覇防衛施設局が事業内容と環境影響

の調査，予測，評価の方法を公開し，自治体および住民，環境団体の調査，予測，評価の方法を公開し，自治体および住民，環境団体の調査，予測，評価の方法を公開し，自治体および住民，環境団体の調査，予測，評価の方法を公開し，自治体および住民，環境団体，専門家などと説明，専門家などと説明，専門家などと説明，専門家などと説明

会や意見書をとおして協議し，合意形成を図るべきものである．したがって，沖縄県知会や意見書をとおして協議し，合意形成を図るべきものである．したがって，沖縄県知会や意見書をとおして協議し，合意形成を図るべきものである．したがって，沖縄県知会や意見書をとおして協議し，合意形成を図るべきものである．したがって，沖縄県知

事が方法書の受け取りを保留し手続きに応じないことは，協議と合意形成の方法が成り事が方法書の受け取りを保留し手続きに応じないことは，協議と合意形成の方法が成り事が方法書の受け取りを保留し手続きに応じないことは，協議と合意形成の方法が成り事が方法書の受け取りを保留し手続きに応じないことは，協議と合意形成の方法が成り

立っていないということであり，防衛施設局は方法書を撤回すべきである．立っていないということであり，防衛施設局は方法書を撤回すべきである．立っていないということであり，防衛施設局は方法書を撤回すべきである．立っていないということであり，防衛施設局は方法書を撤回すべきである．    

    

なお，沖縄県は，なお，沖縄県は，なお，沖縄県は，なお，沖縄県は，VVVV 字型滑走路の沖合移動などの条件で妥協するべきではなく，県を無字型滑走路の沖合移動などの条件で妥協するべきではなく，県を無字型滑走路の沖合移動などの条件で妥協するべきではなく，県を無字型滑走路の沖合移動などの条件で妥協するべきではなく，県を無

視してまで環境アセスメントを強行しようとする政府に対し，毅然とした態度をとり続け視してまで環境アセスメントを強行しようとする政府に対し，毅然とした態度をとり続け視してまで環境アセスメントを強行しようとする政府に対し，毅然とした態度をとり続け視してまで環境アセスメントを強行しようとする政府に対し，毅然とした態度をとり続け

るべきである．るべきである．るべきである．るべきである．    

以上以上以上以上    

    

    

この文書に関する問い合わせ先この文書に関する問い合わせ先この文書に関する問い合わせ先この文書に関する問い合わせ先    

花輪伸一花輪伸一花輪伸一花輪伸一    

WWF WWF WWF WWF ジャパン自然保護室ジャパン自然保護室ジャパン自然保護室ジャパン自然保護室    

〒〒〒〒105105105105----0000000014141414 東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝 3333----1111----14141414    

TEL.03TEL.03TEL.03TEL.03----3769376937693769----1713171317131713，，，，FAX.03FAX.03FAX.03FAX.03----3769376937693769----1717171717171717，，，，hanawa@wwf.or.jphanawa@wwf.or.jphanawa@wwf.or.jphanawa@wwf.or.jp    



米軍ヘリパッドの悪影響

　この北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）の北半分

（約4,000ha）が日本に返還される予定です．しかし，６か所

のヘリパッド（直径45mの着陸帯と周囲15mの無障害物帯，

合計75m）と進入路の建設が条件になっています．これら

が建設され軍事演習が行われた場合，森林とそこに棲む

野生生物に大きな悪影響をおよぼすと考えられます．

ヘリパッド建設の中止を求める

　北部訓練場の自然環境と野生生物は，世界自然遺産の

価値があります．IUCN（国際自然保護連合）は，日米両政

府に，米軍ヘリパッド建設に関し，ゼロ・オプション（造らな

いという選択）を含む代替案の検討，ノグチゲラ，ヤンバル

クイナの保護区設定と保全行動計画の作成を勧告しました

（2000年，2004年）．ヘリパッドに隣接する東村高江地区の

住民の安全で平穏な生活を守るためにも，政府はヘリパッ

ド建設計画を中止するべきです．

米軍ヘリパッドの建設予定地（６か所　　）

（黒丸は当初案の７か所）

北部訓練場ゲート

垂直離着陸機オスプリー

江高

村頭国

村東

ＷＷＦジャパン ・ ブロッコリーの森を守る会

やんばるの森に
ヘリパッドはいらない

やんばるの森の生物多様性

　国頭山地分水嶺の東側には、在沖縄米国海兵隊の北部訓練

場（ 約7,500ha ）があり，イタジイ、オキナワウラジロガシなどが

優占する自然林（ 10－15m ）や渓流がよい状態で残され，多様

な生物種の生育地，生息地となっています．ここでは4,000種を

超える極めて多くの野生生物が記録されました．やんばるの固

有種（固有亜種を含む）は，植物が12種，動物が11種記録され

ています．レッドデータブック記載種も，沖縄県版188種，環境

省版177種とたいへん多いのです．北部訓練場およびその周辺

のやんばるの森は，多くの固有種，固有亜種，絶滅のおそれの

ある種を含む生物多様性に富んだ重要な自然環境です．



 
 
 

2007 年 6 月 14 日 
 

米軍北部訓練場のヘリパッド建設の中止を求める 
 

WWF ジャパン 
（世界自然保護基金ジャパン） 

 
 WWF ジャパンは，多くの固有種，希少種が生育・生息する沖縄島山原（やんばる）の森を，優先的に保

護すべき地球上の重要な自然環境のひとつに位置づけ，保護活動を行なっている．米国海兵隊北部訓練場の

新たなヘリパッド建設は，やんばるの自然環境を破壊し，地域住民の平穏な生活を脅かすため，建設の中止

を強く求める． 
北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）には，沖縄島北部の亜熱帯性常緑広葉樹林が良好な状態で残

されている．この森は，地球上でここだけに生息するノグチゲラ，ヤンバルクイナなど，数多くの固有種，

固有亜種，絶滅のおそれのある種の重要な生息地となっている． 
那覇防衛施設局の「環境影響評価図書（2006 年）」を見ると，ヘリパッド建設予定地とその周辺では，4,000

種をこえる野生生物が記録されている．このなかには，植物で 12 種，動物で 11 種の固有種・固有亜種，177
種（環境省）から 188 種（沖縄県）の絶滅のおそれのある種が含まれている．これは，世界自然遺産の選定

基準のひとつである「世界的な価値の絶滅のおそれのある種を含む生物多様性の保存のための重要な自然の

棲み場所がある地域」という項目を十分に満たしている． 
沖縄島では，復帰後の開発により森林が失われてきた．しかし，約 7,500ha の面積を有する北部訓練場の

森林は自然状態で残され，野生生物の避難場所（レフュージ）となっている．生物多様性に富む貴重な自然

環境を破壊し，その価値を失わせる 6 か所の軍用ヘリパッドと進入路を造るべきではない． 
 IUCN（国際自然保護連合）の世界自然保護会議は，2000 年（アンマン）と 2004 年（バンコク）の 2 度

にわたり，ノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息地の保全を勧告した．日本政府に対しては，生物多様性

と絶滅のおそれのある種の保全計画を作成すること，自然遺産への指名を検討すること，保護区の設置と保

護の行動計画を作成すること，ヘリパッドに関するゼロ・オプション（造らない選択）を含む環境アセスメ

ントを実施することを勧告し，アメリカ政府に対しては，米軍の環境管理基準をもとに野生生物保護の観点

から日本政府と協議すること，日本政府の環境アセスメントに協力することを勧告している． 
日米両政府は，それぞれの政府が加盟している IUCN（国際自然保護連合）の勧告に従い，軍用ヘリパッ

ドを建設することではなく，野生生物の生息地を保護することに力を入れるべきである． 
 前述の那覇防衛施設局の「環境影響評価図書」では，環境への影響を回避・低減し，保全措置をとること

によって，環境保全上特に問題はないとしている．しかし，この報告書自体が環境アセスメント法の対象外

とされ，ヘリパッドの建設を前提に書かれているため，その手続きも含めて正当な環境アセスメントにはな

っていない．回避，低減などの措置も実効性は疑わしい．環境保全上問題はないと言う結論は，明らかに間

違いである．むしろ，同書の環境現況調査の結果からは，科学的に，保全生物学的に検討すれば，ヘリパッ

ドの建設と軍用機による訓練は，自然環境と野生生物へきわめて大きい影響をおよぼすと予測されるので，

建設は不適当であり断念すべきという結論が導き出されるはずである． 
 6 か所の米軍ヘリパッドは，東村高江地区を取り囲むように計画されている．直径 75 メートルのヘリパッ

ドの建設と垂直離着陸機オスプリーによる軍事訓練は，高江の住民の生活環境に大きな悪影響を及ぼす．高

江は人口約 150 人で，中学生以下が 20 パーセントを占める小さな集落である．居住者を軍用機の耐えがた

い爆音や墜落の危険にさらすことは，基本的人権を無視する行為であり，平和で文化的，健康な生活を保障

する日本国憲法に背くものである． 
 なお，2008 年に日本で開催される G８サミットでは，地球温暖化防止と生物多様性保全が環境上の重要な

テーマであり，2010 年には日本政府が生物多様性条約締約国会議を誘致する予定である．このような時代に，

生物多様性に富むやんばるの森に軍用ヘリパッドを建設することは，世界の趨勢から見ても非常識と言わざ

るを得ない． 
 以上のことから，WWF ジャパンは，北部訓練場の米軍ヘリパッドおよび進入路の建設の中止を強く求め

る． 
 

この件に関する問い合わせ先 
 花輪伸一 ＷＷＦジャパン自然保護室 
〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 TEL．03-3769-1713 FAX．03-3769-1717 E-mail : hanawa@wwf.or.jp 

 

WWF Japan 
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「ヘリパッドいらない」住民の会 
（ブロッコリーの森を守る会） 

結成アピール 
 
 
 東村のみなさん、沖縄県民のみなさん。 
 
 私たちは、那覇防衛施設局が進めようとするヘリパッド建設に反対し、去る７月２日から海兵隊北部訓練

場の進入路前で座り込み行動を続けてきました。 
 

７月３日に那覇防衛施設局が訓練場進入路３ヶ所に仮設ゲートを設置したのを始め、ショベルカーの搬入、

深夜作業の着手など多くの動きがありました。しかし、折からの参議院議員選挙などが重なったこともあっ

て、大々的な工事に着手することはありませんでした。 
 
 しかしながら、ついに昨日８月２３日、那覇防衛施設局職員ならびに請負業者の作業員約５０名が私たち

が座り込む現場に押しかけ、これまで施錠されていたゲートを開け、作業着手を図ろうとしました。いよい

よ本格的な工事に入る構えと思われます。 
  
ここに至って、私たちはこれまで村の有志で続けてきた反対運動を、よりしっかりとしたものにするため、

本日『「ヘリパッドいらない」住民の会』を結成しました。 
 
 村民のみなさん、県民のみなさん。 
  

建設されようとしているヘリパッドは、高江区を中心に数キロ範囲内に６ヶ所も予定されています。すで

に東村にはヘリパッドが１５ヶ所もあり、今でも昼夜問わず場所問わず、高江上空を飛行訓練しています。

これ以上、よりひんぱんに、より近くに、より数多くのヘリコプターが私たちの生活区域を飛び交うという

のです。危険極まりない無謀な基地建設といわねばなりません。 
 
 私たちは、平穏な生活が爆音と墜落の危険にさらされることに断固反対します。また、県民周知のように、

ヘリパッドが建設されようとする地域は、県民最大の水がめ（本島の生活用水の６０％を賄う）である福地

ダムをはじめ新川ダム、また近隣には安波ダム、普久武ダム、辺野喜ダムが連綿と連なる貴重な水源地とな

っています。 
 
 そしてまた、ヤンバルクイナやノグチゲラなど、ここにしか生息しない貴重な生き物たちが多数生息する、

世界遺産にも登録されようとする、大切な、世界にひとつしかない森がここにはあります。この沖縄本島に

とっても残された唯一の大森林、やんばるの森を基地建設で破壊させて 
はなりません。 
 
 私たちは本日結成した『「ヘリパッドいらない」住民の会』に集い、村民のみなさん、県民のみなさんのご

理解とご支援をあおぎながら、粘り強く反対運動を続けていく決意です。 
 どうか暖かい目で見守ってください。 
 
 戦後６２年。今なお米軍の占領下にあるような沖縄。 
 全県各地いたるところで今もなお米軍の横暴にさらされ続ける沖縄。 
 私たちはこの長い苦難の歴史を勇気と情熱で抗い続けた県民の力に学びながら、ヘリパッド建設に反対し、

県民運動に発展させ、建設を阻止するまでがんばりぬく決意です。 
 
 どうぞ私たちに力を貸してください。そして共にがんばりましょう。 
 
 

 ２００７年８月２４日 
「ヘリパッドいらない」住民の会 

会員一同 
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高江では座り込みが続いています

　ヘリパッドの工事を止めるために，高江では昼も夜も，住民や支援者による座り込み抗議

行動が続けられています．沖縄防衛局は，高江の西側と北側（N-4，H地区）から工事を行う

としているので，座り込みは，これらの地点に通じる４か所のゲート前で行われています．各

ゲートの距離は２－３kmも離れているので，多くの人数が必要です．できるだけ多くの方々

が，支援に駆けつけてくれるように，お願いします．半日でも，１日でも，多くの方々が参加し

ていただけると，工事を止めることができます．

　ヘリパッドいらない住民の会（通称：ブロッコリーの森を守る会）

　TEL/FAX: 0980-51-2688　　または　090-9789-6396

　e-mail:  info@nohelipadtakae.org

　「やんばる東村高江の現状」ブログ　http://takae.ti-da.net/

　郵便振替　01780-1-65612　払込先名義　ブロッコリーの森を守る会

　（２００８年６月１日改訂）

高江からの声

　高江の人口は現在１５７名で，そのうち小中学生１４名，未就学児１１名

です．自然豊かな環境の中で，のびのびと育っています．静かで平和な

高江ですが，沖縄のどこへ行ってもある米軍基地が，ここにもあります．

日々の暮らしの中で，昼夜構わず，高江の集落上空，授業中の小中学

校のすぐ隣を，縦横無尽に爆音を響かせて跳びまわります．さらに０７年

には，高江に新たなヘリパッド建設が始まりました．このまま工事が進め

ば高江周辺にヘリパッドが集中し，更なる騒音や事故への不安が増すの

は確かです．私たち高江区民はヘリパッド建設に断固反対します．



  

Harmful effect of U.S. military helipads
Northern half of the Jungle Warfare Training Center is 

scheduled for retiring to Japan. However, the construction of 6 

helipads (75m in diameter) and roads are required in return. If 

the helipads are constructed and military exercises carry out, it is 

considered to have serious adverse effect on forest and the 

wildlife living in the area.

Call for the cancellation of helipads
Natural environment and the wildlife living in the Jungle 

Warfare Training Center are of considerable value as World 

natural heritage. IUCN urged both Japanese and American 

governments to consider other alternatives, including Zero 

Option (option of no constriction), also to set up a protected area 

and management action plan for Okinawa Woodpecker and 

Okinawa Rail in the years of 2000 and 2004. The governments 

should also call off the helipads constriction plan to the security 

and tranquil life of the people who lives in Takae, Higashi village, 

situated next to the helipads. Location of the planning six helipads 

VTOL Osprey

TakaeHigashi

Kunigami

Jungle Warfare Training Center

WWF Japan and Residence’s group of No Helipad

No Military Helipads 
in Yanbaru Forest

Biodiversity of Yanbaru Forest
There is Jungle Warfare Training Center of United States Marine 

Corps (7,500 ha) in the area called Yanbaru – Northeast mountain side 

of Higashi and Kunigami village, Okinawa. Subtropical natural forest 

and mountain stream remain, and the area provides habitats for over 

4,000 species of wildlife. 11 animals and 12 plants are peculiar to the

Yanbaru area. A large number of Threatened Species are listed in the 

Red List, 188 species in Okinawan Red List, and 177 in the Red List of 

Environment Ministry. Jungle Warfare Training Center and the

Yanbaru Forest around the center have quite important natural 

environment and biodiversity including numerous endemic, endemic

subspecific, and threatened species.
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Sit-in protest continues in Takae
To halt the construction of the helipads, people of Takae and the supporters hold a sit-in 

protest. People stage a sit-in protest in front of the 4 gates of the U.S. military base, since 

the gates are respectively away from each other by 2 or 3 kilometer; the sit-in requires 

number of people. We request the cooperation of participating of as many people as 

possible. Even one day or a half-day participation, if there are a number of people we can 

bring a stop to construction of the helipads.

　Residence’s group of No Helipad

　TEL /FAX. +81-980-51-2688

E mail : info@nohelipadtakae.org

　http：//takae.ti-da.net/

Voice from Takae
Takae has as many as 157 inhabitants, of them 14 people are elementary and junior 

high schoolers and 11 people are preschooler. They live freely and vivaciously in 

the environment of great biodiversity. Takae is seemingly moderate, yet there is a 

U.S. military base just like everywhere in Okinawa. In our daily life, helicopters 

crisscross overhead of our settlement, right next to the schoolhouse in the middle of 

class, morning, noon, and night with a loud noise. New helipads constriction began 

in 2007, if the helipads are constructed; the concentration of helipads within Takae

increase and that takes alarm of future roar of helicopter and its fall accident. We, 

the people of Takae are adamantly opposed to the construction of the helipads. 
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沖縄防衛局長 

鎌田 昭良 様 

 

 

財団法人 世界自然保護基金ジャパン 

                         （ＷＷＦジャパン） 

                                        事務局長 樋口 隆昌 

 

 

環境影響評価法にもとづき「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価方法

書」に対する意見書を送付します． 

 

 

 

名 称：財団法人 世界自然保護基金ジャパン 

    （ＷＷＦジャパン） 

代表者：会長 大内照之 

所在地：〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 

日本生命赤羽橋ビル 6Ｆ 

TEL.03-3769-1711 

FAX.03-3769-1717 
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2007 年 9 月 27 日 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価方法書」に対する意見 

 

財団法人 世界自然保護基金ジャパン 

（ＷＷＦジャパン） 

 

意見の主旨 

 

 標記の「方法書」は，事業内容の記述が不十分であり，調査・予測・評価の手法もあい

まいであることから，方法書として必要な要件を満たしていない．また，この代替施設に

関わる環境アセスメントの進め方は，環境アセスメント法本来の目的，方法，手続きから

大きく逸脱している．そのため，適正な調査と影響予測，評価を行うことは困難で，環境

アセスメント制度を形骸化させるものとなっている．したがって，この方法書は一旦撤回

し，環境アセスメント法の精神にもとづき，法令を遵守し適正な手続きのもとで環境アセ

スメントをやり直すべきである．事業者は，科学的，合理的な観点で新たな方法書を作り

直し，説明会を開催し，広く情報を公開して，多くの市民，専門家，自治体などの意見を

求めるべきである． 

 

意見の理由 

 

1. 対象事業の内容に関する記述が極めて不十分であること，調査・予測・評価の手法が論

理的に関連していないことなど，方法書の核心部分が欠落している．この方法書による

手法では，代替施設建設による環境への影響を正しく予測，評価できないだけでなく，

このような方法書がまかり通れば，他の環境アセスメントに悪い影響を与え質が低下す

ることが心配される．（詳細は後述の「方法書の内容の問題点」に示す） 

2. 方法書が出される前に，事業者によって事前調査（環境現況調査）が非公開で行われ，

サンゴ幼生着床板，水中ビデオカメラ，パッシブソナーが 112 か所に設置されるなど，

すでに調査対象である自然環境と野生生物に影響を与えてしまった可能性が高く，科学

的な環境アセスメントになっていない． 

3. 事前調査には，海上自衛隊掃海母艦が派遣され自衛官が関与したとされる．また，事業

者が委託した会社の調査員による住民等とのトラブルが報じられている．このような威

圧的な手法を用い，非公開で調査を強行することは異常であり，社会的に許されること

ではない． 

4. 沖縄県知事など，環境アセスメント手続き上，重要な役割を担うべき自治体の長が，方

法書の受け取りを留保している．そのため，このまま知事意見を抜きにして進められる

WWF Japan 
〒105-0014 
東京都港区芝 3-1-14   
Tel: 03-3769-1711 
Fax:03-3769-1717 
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ことになれば，本来あるべき手続きと，多くの専門家の答申によって作成される県知事

意見が反映されないことになり，環境アセスメント制度自体がゆがめられてしまうこと

になる． 

5. 縦覧場所がわずか 5 か所のみである．一般市民が限られた閲覧場所で分厚い方法書を読

んで内容を理解することはほとんど不可能である．閲覧場所ではコピーもできないこと

から，情報の公開が阻害されており排他的である．これでは広く住民意見を聴取して取

り入れるという環境アセスメントの趣旨に反する． 

6. 2000 年および 2004 年の IUCN（国際自然保護連合）勧告を無視している．これらの勧告

では，ゼロ・オプション（基地を造らないという選択）を含む複数の代替案の検討，ア

メリカ政府の環境アセスメントへの協力を求めている．しかし，これらの有益な勧告が，

この方法書には生かされていない． 

7. 廃止された閣議決定による軍民共用空港の環境アセスメント方法書（2004 年 4 月）の

内容とほぼ同様の内容で，当時寄せられた多くの市民，専門家の意見や沖縄県知事意見

が，この方法書にはまったく生かされていない． 

8. 最近の報道によれば，この方法書では，飛行経路に関して「軍用機の日常的な場周経路

は集落から離れた海上」とわずかに書かれているに過ぎないが，米軍は陸地上空を飛行

する場合もあり得るとし，地元に情報を開示すべきであると主張したと伝えられている．

このような重要な情報が公開され記述されなければ，適正な環境アセスメントとは言え

ない． 

 

方法書の内容の問題点 

 

1. 事業内容の記述が不十分 

対象事業の目的・内容に関する記述が極めて不十分である．これでは事業内容を理解す

ることができない．事業内容が正確かつ十分に記述されていないために，事業に対応して

行われるべき環境調査，影響予測，評価の方法も，あいまいであり，適正な記述がなされ

ていない．もし，事業内容が決まっていない，あるいは軍事機密で分からないというので

あれば，想定される複数の案を示して検討するか，あるいは内容が明らかにされるまで環

境アセスメント手続きに乗せるべきではない． 

 

(1)普天間飛行場代替施設建設の目的は「同飛行場の移設・返還」とされている．代替施設

の候補地については，検討過程や選定方法が書かれていない．しかし，環境にも地域社

会にも大きな影響を与える候補地の選定は，ゼロ・オプション（移設しない）を含む複

数の代替案について環境アセスメントを実施するべきであり，方法書でその手法を明記

するべきである． 

(2)名護市辺野古への移設については，名護市民投票での反対多数，地域住民や環境団体に

よる反対運動，IUCN（国際自然保護連合）の勧告（2000 年，2004 年）など，多くの異

論があるにもかかわらず，これらを記述していない．海上ヘリ基地から軍民供用空港，

キャンプ・シュワブ沿岸案（Ｖ字型滑走路）への変遷なども，方法書には事実経過をき

ちんと記入するべきである．環境アセスメントの背景として重要な情報である． 
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(3)代替施設は，対象事業の種類としては「飛行場及びその施設の設置」および「公有水面

の埋め立て」とされている．しかし，軍用機に関して使用機種や機数が示されず，あい

まいなままであり，演習等の飛行経路，範囲，飛行頻度，時間帯などもあいまいなまま

か，あるいはまったく触れていない．また，燃料，弾薬，化学薬品などの貯蔵・供給，

給水・排水，機体洗浄など想定される施設についても触れていない．環境アセスメント

を行う上で，もっとも基本的な情報が欠落している． 

(4)軍事空港の目的は，戦闘訓練および実戦配備である．しかし，方法書には，日常的に行

われる訓練，演習の内容がまったく書かれていない．これでは，軍事空港供用後の演習

等による自然環境や野生生物，地域住民の生活環境への影響予測は不可能である．演習

の内容，予想される騒音，汚染物質，事故の可能性とその被害などについて，影響を予

測する方法とともに記述するべきである． 

(5)大浦湾側には軍港を建設するのではないかと疑われている．護岸の形状は，あいまいな

「護岸概念図」として示されているだけで，実際の形状は不明である．形状と大きさ（高

さ，長さ，深さなどの数値）を明確にして軍港にするのかしないのか，明記すべきであ

る． 

(6)作業ヤードとして，大浦湾奥部での埋立と海底浚渫，辺野古地先の埋立，大浦湾海底の

ケーソン置き場があげられている．しかし，埋立や浚渫の面積，土砂量，工法について

は記述がない．きちんとした影響予測を行うためには，各工事の規模に関する明確な数

値を示すべきである． 

(7)これらの作業ヤード建設については，その影響予測の手法が書かれていない．これらは，

辺野古および大浦湾の海岸および干潟，藻場，海底に直接の影響を及ぼすので，本体滑

走路に含めてしまう訳にはいかない．滑走路とは別に調査方法，予測方法を記述するべ

きである． 

(8)埋立土砂は 2,100 万 m

3

とされている．キャンプ・シュワブ内から採集するのは一部で

あり，大部分は購入材としている．その購入材の所在地，運搬手段，経路を明記しなけ

ればならない．土砂の採取，運搬も環境アセスメントに含め，方法書でとりあげるべき

である． 

(9)美謝川については切り替え等を行い適切に対応するとしている．これもまた，きわめて

あいまいな表現であり，計画を明記するべきである． 

 

2. 調査・予測・評価の方法が不明瞭 

方法書で具体的に記述されるべき環境アセスメントの「調査項目の選定」，「調査の目的

と方法」，「環境への影響予測」，「保全に関する評価」のそれぞれを関連づける基本的，論

理的な考え方が不明瞭または欠落している．調査項目の選定はマニュアル通りの形式的な

ものであり，対象地域・海域の普遍性，特殊性を絞り込んだものではない．また，調査の

目的と方法，環境への影響予測では，予測の目標が示されていないため，調査結果をもと

に，どんな方法，どんな論理で影響を予測し，保全に対する評価を行うのか不明である．

この方法書は，核心部分が欠落している． 

 

(1)方法書の核心部分であるはずの「予測の基本的な手法」をみると，どの項目も同じよう
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な短い文章が並んでいる．そこにはマニュアル通りに「事業計画の内容及び現地調査結

果で得られた注目種の分布状況や生態，生息環境等を整理し，類似の事例や既知の知見

等を参考に，注目種の生息状況等に及ぼす影響を定性的に予測」と書いてあるに過ぎず，

何を予測するのかわからない書き方になっている．環境も生物も，場所や種ごとに，影

響に関する予測と評価のポイントは異なるはずである．具体的に何を予測するのか，調

査項目ごとに予測の目標を明確にしなければ，方法書とはなり得ない． 

(2)辺野古および大浦湾海域の環境特性は，外洋に面したサンゴ礁生態系である．沿岸はリ

ーフやラグーンが発達した浅海域であり，大浦湾中央部には水深 30ｍ以上の深場もあ

る．ラグーンには，沖縄島では最大面積の藻場が広がっている．また，大浦湾には大規

模なサンゴの群落が発見されている．沖縄県は，辺野古海域を「自然環境の厳正な保護

を図る区域（ランクⅠ）」に指定している．このような自然環境保全上重要な海域に，

大規模な埋め立てによる軍事空港を計画したことについて，方法書では，その正当性，

合理性，妥当性を証明する手法を述べなければならない． 

(3)サンゴ礁生態系については，地形，地質，活断層，潮流，波浪，気象，生物相など総合

的な調査にもとづいて，生態系を構成する要素，その間の関係性，全体像について，で

きるだけ定量的に解明すべきである．その結果にもとづいて，大規模事業によってサン

ゴ礁生態系が受ける影響を予測する必要がある．また，潮流の変化や生物の生息域の分

断により，影響を受ける範囲は辺野古，大浦湾周辺の狭い海域にとどまらないことが予

想される．しかし，方法書では，上位性，典型性，特殊性などから注目される構成種の

調査のみであり，サンゴ礁生態系への影響予測という観点から調査が設計されているわ

けではない． 

(4)これは，陸上生態系についても同様である．上位性としてツミ，ミサゴ，典型性として

アジサシ類を選んでいるが，それらの行動圏を示すだけでは，生態系調査とはなり得ず，

従来のように，行動圏と埋め立て範囲が重ならないので生態系への影響はないという予

測は成り立たない．軍用機の訓練飛行による騒音の強さとその影響について，調査と予

測の手法を示すべきである． 

(5)沖縄島のジュゴンは，分布域が狭く，孤立し，個体数が少ないことにより，絶滅寸前の

状態にある．環境省のレッドデータブックでも絶滅危惧ⅠA 類とされた．辺野古，大浦

湾海域は，沖縄島におけるジュゴンの分布中心と見ることができる．このようなジュゴ

ンに対して，大規模な埋め立てによる軍事空港の建設とそこでの軍事演習がどのような

影響を及ぼすのか，ジュゴンの保全対策をどうするのかが，サンゴ礁生態系への影響予

測，評価とともに，この方法書の重要なテーマにならなければならない． 

(6)ジュゴンに関しては，絶滅寸前の種に対する保全生物学的視点での調査を組み立てるべ

きである．方法書に示されているわずか 1 年間の調査では十分な成果が得られるのか，

その見通しも記述すべきである．また，方法書が検討される前に，ジュゴンをディスタ

ーブした可能性のある事前調査が行われている．これによって，ジュゴンとその生息環

境にすでに影響を与えてしまった可能性があるので，この点についても検討するべきで

ある． 

(7)辺野古海域には沖縄島最大の海草藻場があり，ジュゴンの採食場所となっている．また，

稚魚や甲殻類など多くの小動物の生息場所であり，海草は海中への酸素供給にも貢献し
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ていると考えられる．海草藻場は，工事による埋め立てによって面積が大きく減少し，

周辺部にも赤土流出，汚水流出の可能性がある．藻場の変化を明らかにするための調査

方法と影響予測の方法，どのような結果が得られれば影響がある，あるいはないと判断

するのか基準を明記するべきである． 

(8)大規模な埋立地の出現，大浦湾奥部の埋立と浚渫，辺野古地先の埋立，大浦湾海底の作

業ヤード建設により，潮流，潮汐，流速，底質，水質が変化し，また，砂の流動が変化

し，海草やサンゴ類，魚類などの生育・生息状況に影響を与える可能性が高い．しかし，

方法書では，その予測目標，予測手法，結果の評価方法については示されていない． 

(9)辺野古周辺海域および陸域には，いろいろな鳥類が生息，繁殖していると予想される．

現状では，鳥類の状況は，キャンプ・シュワブ内の実弾射撃演習の影響を受けたものと

なっている可能性が高い．軍事空港ができれば，さらに軍用機の演習飛行によって，陸

海双方から恐怖感を与える強い騒音を受けることになる．これは地域住民にとってはさ

らに深刻な問題である．鳥類に対しては，陸域，海域（島）における繁殖状況，生息状

況にどのような影響を及ぼすのかを予測しなければならない．特に，長島などの小島に

営巣し，辺野古，大浦湾の浅瀬で小魚類を採食するアジサシ類にとって，軍用機による

演習がおよぼす影響をきちんと予測し評価する必要がある． 

(10) 景観および人と自然のふれあいは，昔から地域で生活を続けてきた人々によってか

たちづくられたものである．辺野古では陸域に名称があるように，サンゴ礁のクチや岩

にも名称がある．これらは文化遺産であり，このような遺産を消滅あるいは大規模に改

変することによる地域社会，住民への影響を予測する手法を方法書に書き込むべきであ

る．また，地域社会，住民への影響は，歴史的な視点と将来の展望を含めて評価する必

要がある． 

(11) 「評価の手法の選定」は，わずか３分の１ページの記載しかない．しかも，影響の

回避・低減および環境基準との整合性によって評価するだけである．自然環境や生態系，

野生生物への影響は，回避・低減や代償措置，環境基準で評価されるものではない．保

全目標を明確にした上で，影響を予測し，保全目標が達成できるのかどうか評価する必

要がある． 

(12) 軍事空港の工事中の稼働車両，供用後の軍用機による演習等などが，地球温暖化ガ

スをどのぐらい排出し，どの程度地球環境に影響を与えるのか，調査，予測，評価をす

るべきである． 

 

以上 
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普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書の普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書の普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書の普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書の    

撤回を求める声明撤回を求める声明撤回を求める声明撤回を求める声明    

 

 那覇防衛施設局（当時）は首記代替施設計画が地元沖縄県や名護市とも合意を得ず、また多く

の住民からの反対の声があるにも関わらず、本年 8 月 7 日首記方法書を沖縄県に提出し、また 8

月 14 日からは強引に公告縦覧を開始した。10 月 22 日沖縄防衛局は住民の意見の概要をまとめ

沖縄県・名護市・宜野座村に提出した。 

 しかしながら、今回防衛省が進めている環境影響評価方法書は、その内容においてもまた手順

についても多くの問題点が指摘されている。現在辺野古沖に棲息するジュゴンの保護を求めてア

メリカで行われている「沖縄ジュゴン訴訟」で原告が入手した米国防総省の資料が、10 月 23

日沖縄で公開された。この資料から、新基地計画の機能について環境影響評価方法書に記載のな

い設備があることなどが明らかになっている。我々は、以下の問題点を指摘し、環境影響評価方

法書の撤回をもとめるものである。 

 

記 

 

１．航空機弾薬搭載場について１．航空機弾薬搭載場について１．航空機弾薬搭載場について１．航空機弾薬搭載場について    

方法書には航空機弾薬搭載場の記載がなく、かつ詳細の仕様も不明である。米側からは「同時

に何機が搭載可能か」「搭載機間の間隔」「弾薬の輸送方法」など詳細な質問が出されている。こ

の軍事的機能は、搭載作業の危険性のみならず、弾薬を積んだ航空機が北部地域の上空を飛行す

ることになり、住民生活に重要な影響を及ぼすものである。沖縄防衛局鎌田局長は、10 月 25

日の記者会見で初めてその設置を認めたが、これまで非公開であったことは、重大な問題である。

弾薬搭載場については，方法書に明記し，影響予測，評価をきちんと行うべきである． 

 

２．岸壁の計画について２．岸壁の計画について２．岸壁の計画について２．岸壁の計画について    

米側資料には、米側が 214ｍの岸壁を要求した記載があり、未解決とされている。この背景に

は米側が、兵員や物資の輸送可能な輸送揚陸艦の着岸可能な軍港としての機能を持たせようとす

る意図を読み取る事ができる。政府はこの件について現時点では否定をしているが、この件につ

いての交渉経過と内容について明らかにし，方法書に記載するべきである。 

 

３．航空機洗浄場の設置について３．航空機洗浄場の設置について３．航空機洗浄場の設置について３．航空機洗浄場の設置について    

方法書には具体的な記載がないが、米側資料には日本側が 2 カ所の洗浄場を確認している。

しかし米側の条件を満たすためには一度に 3 機洗浄できる施設を求めている。この設備も海洋

汚染につながる可能性があり、環境アセスメントにおいて避けて通ることのできない問題である。 

 

４．陸上部の環境調査について４．陸上部の環境調査について４．陸上部の環境調査について４．陸上部の環境調査について    

 米側は「（埋立土砂発生区域の）辺野古ダム区域やシュワブ陸上区域に関して、生息地や計画

事項について言及するように勧告」している。事実、方法書には「埋立土砂発生区域」と図示し

ているだけで、環境影響を評価できる一切のデータが記載されていない。また、陸上部には、米

側によれば、兵員だけで６千人規模の増大であり、その家族の利便性のための学校、病院、福利

施設などが必要とされ、巨大なコミュニティが形成される可能性が高い。この陸上部の開発にも

環境アセスメントが必要であるが、方法書では何も触れていない。 

 

５．騒音コンタにつ５．騒音コンタにつ５．騒音コンタにつ５．騒音コンタについていていていて    

米側は「新しい滑走路の形状や運用に関する騒音コンタ（分布図）」の必要を指摘している。

しかし、方法書には航空機の種類や、その運用内容が一切記載をされていない。しかも当初の説



明に反し民間地区の上空を飛行することも明らかになった。また米軍側からは 2014 年から 16

年に CH46 ヘリの後継機として垂直離発着機 MV オスプレイの沖縄配備をする計画がたびたび

公表されている。政府はこの件についても一切明らかにしていない。このような状況では、航空

機による騒音や振動の影響評価をすることもできない。 

 

６．ジュゴンについて６．ジュゴンについて６．ジュゴンについて６．ジュゴンについて    

 ジュゴンは、絶滅危惧種ⅠA 類で天然記念物に指定されており、国際的にもその保護が叫ばれ

ている。しかし、方法書にはそうした記載がない。また、行政による調査結果のみが引用され、

環境団体や研究者、報道機関による撮影記録など、重要なデータが取り上げられていない。絶滅

寸前の沖縄のジュゴンに対して、軍事空港の大規模な埋立と演習がどのような影響を及ぼすと予

測されるのか、影響予測とその評価の手法が具体的に書かれていない。事前調査が悪影響をおよ

ぼした可能性もあり、調査期間も短く、パッシブソナーなどの機器による方法も不適切である。 

 

７．海草藻場について７．海草藻場について７．海草藻場について７．海草藻場について    

 沖縄本島では最大規模の辺野古の海草藻場およびホソウミヒルモなどの注目種がある大浦湾

の藻場について、既存資料などの調査が不十分である。そのため、方法書で示された調査方法も、

不十分なものとなっている。海藻草類の調査は、より密な調査ラインをもうけるべきであり、深

場の調査も不可欠である。 

 

８．サンゴ礁について８．サンゴ礁について８．サンゴ礁について８．サンゴ礁について    

 調査方法に関する記述があいまいである。調査時期、調査場所が明記されていないため、何を

調べようとしているのか不明である。また、ライン調査、スポット調査ともに、測線数、測点数

が少なく、広大な事業予定地をカバーすることは困難である。最近発見された大浦湾のアオサン

ゴ群落は，その規模から見て，極めて特異な群落と考えられるので，十分な調査と影響予測が必

要である． 

 

９．生物多様性の評価について９．生物多様性の評価について９．生物多様性の評価について９．生物多様性の評価について    

 辺野古および大浦湾には、ユビエダハマサンゴやアオサンゴの大群落を含むサンゴ礁やマング

ローブ林、干潟、希少種を含む海草藻場、アジサシ類が繁殖する島や岩礁、ウミガメの産卵の可

能性が高い砂浜など、野生生物とその生息環境に極めて高い多様性が認められる。この生物多様

性に関しても、影響予測と評価の手法を示すべきである。 

 

以上からもわかるように、環境影響の評価を求める方法書にもかかわらず、新基地の計画や機

能の全貌が明らかになっていない。また、事前調査により、すでに、サンゴ礁や海草藻場、ジュ

ゴンの生息状況に影響を及ぼした可能性が高い。したがって、このような状況では環境影響評価

は不可能である。防衛省は、まず建設ありき、まず工程ありきでなく、計画の全貌を隠さずに明

らかにし国民の前に説明する義務がある。今日新基地計画について様々な疑義が出されている段

階では環境影響評価そのものが意味をなさないことは明らかであり、我々は、その作業を直ちに

停止し、方法書を撤回することを求める。 

 

                                     以上 

呼びかけ人呼びかけ人呼びかけ人呼びかけ人    

照屋寛徳（衆議院議員），赤嶺政賢（衆議院議員）， 

喜納昌吉（参議院議員），糸数慶子（参議院議員），山内徳信（参議院議員） 

 

呼びかけ団体呼びかけ団体呼びかけ団体呼びかけ団体    

ＷＷＦジャパン，沖縄リーフチェック研究会，ジュゴン保護基金委員会，ジュゴンネットワーク沖縄，ジュゴン保

護キャンペーンセンター，じゅごんの里，沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団，ヘリ基地いらない二見以北十区

の会，ヘリ基地反対協議会，辺野古への基地建設を許さない実行委員会 
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普天間代替施設アセス方法書に対する知事意見への要望 

 

拝啓 

 時下，ますますご清祥のこととお喜び申し上げます． 

 本会の活動につきましては，日頃よりご理解をいただき，厚く感謝申し上げます． 

 さて，貴県の環境影響評価審査会は「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響

評価方法書」について審査を行い，12 月 17 日に答申を出されました． 

 この答申は，沖縄防衛局の方法書は，米軍飛行場の事業内容や運用形態の記述が不十分

であり，環境影響評価の項目および手法が適切かどうか判断できる内容になっていないこ

とから，方法書手続きは事業内容をある程度決定した上で再度実施するべき，という趣旨

であり，方法書を書き直して再提出するべきであると解釈することができます．したがっ

て，沖縄県環境影響評価条例第 25 条の「事業内容の修正の場合」に相当すると言えるで

しょう． 

 県知事におかれましては，審査会の答申内容を踏まえ，さらに一歩進めて，事業者に対

し，科学的かつ適正な環境アセスメントを実現するため，方法書の撤回と再提出を求める

意見書を作成されるように，ご要望申し上げます． 

 環境アセスメントの形骸化を防ぐためにも，ご高配のほど，よろしくお願いいたします． 

敬具 

 

この件に関する問い合わせ 

〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 WWF ジャパン 

TEL.03-3769-1713，FAX.03-3769-1717 

花輪伸一 hanawa@wwf.or.jp 
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ジュゴン裁判勝訴に関する WWF ジャパンのコメント 

 

 サンフランシスコの連邦裁判所で「ジュゴン勝訴！」の判決が下された．マリリン・H・

パテル判事は，アメリカ合州国の国家歴史保存法（NHPA）に違反するとして，国防省が

係わる辺野古・大浦湾での米軍施設（普天間飛行場代替施設）建設計画に関して，沖縄の

ジュゴンに対するどんな危害も回避するか代償措置をとることを命じたのである． 

 この判決では，普天間飛行場代替施設の建設にアメリカ政府が強く関与し，日本の天然

記念物であり，沖縄の文化的，伝承的な生物であるジュゴンへ悪影響をおよぼすことを認

め，しかるべき措置を命じた点で画期的な判決であり，高く評価できる． 

 この裁判をとおして，代替施設計画における軍用機の飛行経路や装弾場の設置，船舶用

埠頭など，環境アセスメント方法書で日本政府・防衛省が隠蔽してきた事実が明らかにな

り，方法書を撤回すべきという環境団体や沖縄県民の世論が高まり，沖縄県環境アセスメ

ント審査会や県知事意見が，やり直しを求める厳しいものになったのである． 

 日米両政府はこの判決を重く受け止め，両政府が係わり，基地建設中止のオプションを

含む科学的かつ適正な環境アセスメントを実施し，絶滅の危機にある沖縄のジュゴンとそ

の生息域（サンゴ礁および海草藻場）への影響予測，評価を合理的に行い，軍事基地の工

事，存在，供用における悪影響を避けるため，建設計画を中止する方向へと進むべきであ

る． 

 また，国際自然保護連合（IUCN）の勧告（2000 年アンマン，2004 年バンコク）を想

起し，絶滅の危機にある沖縄のジュゴンとその生息地（およびノグチゲラ・ヤンバルクイ

ナとその生息地）保護のための行動計画を策定し，実行するべきである． 

 WWF ジャパンは，ジュゴン裁判の原告，弁護団，裁判官，それに支援者の方々に心か

ら敬意を表する． 
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IUCN 第４回世界自然保護会議報告 

2008.10.14 記者発表資料 

 

IUCNIUCNIUCNIUCN 勧告勧告勧告勧告    

「「「「２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進」が採択される」が採択される」が採択される」が採択される    

    

第４回第４回第４回第４回 IUCNIUCNIUCNIUCN 世界自然保護会議世界自然保護会議世界自然保護会議世界自然保護会議    

（（（（２００８年１０月２００８年１０月２００８年１０月２００８年１０月 5555----14141414 日，バルセロナ，スペイン）日，バルセロナ，スペイン）日，バルセロナ，スペイン）日，バルセロナ，スペイン）    

 

スペインのバルセロナで開催された第４回 IUCN 世界自然保護会議において、日本の環境 NGO（注 1）

が提案した「２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進」勧告案（CGR4. MOT027）

が、賛成多数で採択された。今後、この勧告案は第４回 IUCN 世界自然保護会議で採択された IUCN 勧告

となる。 

 

注１：ジュゴン保護キャンペーンセンター(14)、日本自然保護協会(4)、WWF ジャパン(1)、エルザ自然

保護の会、日本雁を保護する会、日本湿地ネットワーク（カッコ内は IUCN 会議への参加者数） 

 

1111.... 勧告の採択勧告の採択勧告の採択勧告の採択    

この勧告案に関する採決は、10 月 14 日午前の本会議において電子投票によって行われた。議長によ

る勧告案が会議に提案され、日本政府、提案団体がそれぞれコメントを行い、最後に採択が行われた。

投票総数は、政府が 104、NGO が 252、合計 356 であった。 

 

2.2.2.2.    投票の結果投票の結果投票の結果投票の結果    

 投票の結果は以下のとおりである． 

 賛成 反対 棄権 

政府 56 6 42 

NGO 202 3 47 

 

3.3.3.3.    勧告の内容勧告の内容勧告の内容勧告の内容    

採択された勧告は、別紙（4 ページ）のとおりである。なお、勧告の原文は英語であり、以下は日本

の環境 NGO による仮訳である。 

提案団体提出の原案と比較すると、コンタクト・グループ・ミーティングやプログラム・ヒヤリング

を通して幾つかの修正／訂正が行われた。しかし勧告は原案の内容を維持し、勧告対象をより明確にす

るものとなっている。 

事実関係を述べる前文においては、原案の「撤回した」（withdrew）が「再考慮した」（reconsidered）

（前文６）へと変更され、National Historical Preservation Act が National Historic Preservation 

Act（前文８）へと修正された。 

具体的な勧告を記述する主文では，まず日米両政府をひとまとめにして扱っていた原案に対して、勧

告では日本政府、米国政府に対して個別に勧告を行っている（主文３、４、５）。日本政府に対しては、

「学者、研究者、NGO との協議を通し」（in consultation with academics, researchers and NGOs）、

「全ての選択肢を含んだ」(including all options)を環境アセスを要求している。「全ての選択肢」

（all options）の表現が「ゼロ・オプション」を含む事を、採択前に行われた提案団体のコメントで

確認した（主文３）。 

米国政府に対しては、日本政府の行う環境アセスへの参加、ならびに行動計画の準備に参加すること

を要求している（主文５）。 

 最後に原案はIUCN事務総長とIUCNの種の保存委員会（SSC）に対し、国連環境計画（UNEP）と「移動

性野生動物種の保全に関する条約」（CMS）の国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進の支援を

求めていた。しかし採択された勧告では、IUCN事務総長と種の保存委員会（SSC）に対して直接、国際

生物多様性年におけるジュゴン保護の推進を求める内容となった（主文５）。これはIUCNのプログラム

委員会（Program Committee）からの提案に基づいての変更である。 

    

    

4.4.4.4.    本会議における勧告に対する関係者のコメント本会議における勧告に対する関係者のコメント本会議における勧告に対する関係者のコメント本会議における勧告に対する関係者のコメント    

本会議における勧告の採決に際し、提案団体と日本政府の各代表は以下のような主旨のコメントを
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した。これは提案団体の録音にもとづいて発言主旨を要約したものであるが、日本政府の発言に関して

は、本人の確認を得ていない。この文書の記載者の責任により以下に記載する。 

 

(1) 外務省（日本政府機関） 

日本政府はコンタクト・グループを通して、提案団体との勧告案の文言調整に努力し、意義ある協議

が行われた。これまでの事実認識の相違に対し、共通理解に至る部分もあった。 

しかしわれわれは、勧告文言の修正／提案において、最終的に合意に至れなかった。提案団体の原案

ならびに修正／訂正提案には、事実を反映しない表現があり、不必要な勧告を含んでいる。 

勧告案は、日本政府に対し普天間代替基地建設に関わる環境アセスメントを求めているが、日本政府

はすでに環境アセスに着手している。日本政府は、日本の法律や規則に基づいて、学者、研究者、NGO

の意見を環境アセスに反映させることを要求されている。また環境アセスメントの結果、ジュゴンに対

して悪影響があると判断された場合、影響の回避、緩和の施策を要求されている。 

また日本政府は、ジュゴンとその棲息地の重要性を認識しており、すでに地域住民の意見を取り入れ

るなどジュゴン保全のための施策を行っている。 

提案団体の事実認識の相違ならびに不必要な勧告を含むこの勧告案を日本政府は支持できない。 

 

(2) 提案団体（吉川秀樹 ジュゴン保護キャンペーンセンター） 

われわれの勧告案は、生物多様性を推進する国際的動きと、ジュゴンの保全に向けて行われてきたこ

れまでの取り組みを反映している。 

幾つかの修正／訂正案については合意に達したことを歓迎するが、最終的には勧告文言の合意には至

らなかった。日本政府が主文第２項目に対して提案した修正／訂正案は、ジュゴン保全への「覚え書き」

への日本政府の参加を除くものであり、また主文第２項全体を削除するものであった。 

日本政府が主文第３項に対して提案した修正／訂正案は、日本政府がジュゴンの棲息地における米軍

基地建設に対して行う環境アセスメントから「ゼロオプション」を排除するものであった。その提案は、

環境アセスメントの結果がどうであれ、日本政府が基地建設を行うことを可能にするものである。 

以上のような日本政府の修正／訂正案には、われわれは同意できない。 

最後にこの勧告案主文第３項における「全ての選択肢」は、「ゼロオプション」を含むものであるこ

とを明確にしておく。 

 

5.5.5.5.    採採採採択された勧告の意義択された勧告の意義択された勧告の意義択された勧告の意義 

1. 10 月 14 日午前の IUCN（国際自然保護連合）本会議で、勧告「国連の 2010 年国際生物多様性年

におけるジュゴン保護の促進」が賛成多数で採択された。投票結果は、政府では賛成 56、反対

6、棄権 42、NGO では賛成 202、反対 3、棄権 47であった。日本政府は、提案者の NGO との合意

形成が不調に終わったため棄権することを本会議で表明した。 

2. 今回のバルセロナ（2008）での IUCN 勧告では、以下の点が特に注目すべきポイントである。 

(1) UNEP（国連環境計画）および CMS（ボン条約）に対して、国連の 2010 年国際生物多様性年

には，特にジュゴン保護を推進するように求めている。 

(2) 日本をはじめとするジュゴンの生息国に対して、ジュゴンへの有害な影響を最小化し、ジ

ュゴン保護のための CMS 覚え書への参加を求めている。 

(3) 日本政府に、ジュゴン生息地での USMC（米国海兵隊）基地建設に関する EIA（環境アセス

メント）においては、科学者、NGO と相談して、環境保全と野生生物保護を考慮し、すべて

のオプション（基地を造らないというゼロ・オプションを含む）を含めて実施することを

求めている。 

(4) 日本政府に、沖縄ジュゴン生息地での USMC 基地建設による有害な影響を回避または緩和す

るための行動計画を作成し公表することを求めている。 

(5) アメリカ政府に、EIA と保全の行動計画の策定を完遂するために、日本政府と協働するよう

に求めている。 

(6) 勧告では，IUCN 事務局長および種の保存委員会に対して、アンマン（2000）、バンコク（2004）

の勧告にもとづいて、国連の 2010 年国際生物多様性年の中でのジュゴン保護の促進を求め

ている。 

3. バルセロナ勧告（2008）は、アンマン（2000）、バンコク（2004）に続き 3 回目である。通常、

過去と同じ内容の勧告は受理されないことになっているが、沖縄のジュゴンに関しては連続し

て受理され、賛成多数で採択された。その理由として、今回は CMS 覚え書きや国連の 2010 年国

際生物多様性年との関連づけが評価され期待されたためと考えられる。したがって，沖縄のジ
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ュゴン問題とその解決がより国際な関心を呼び、大きなテーマになってきたと言うことができ

る。2010 年には、名古屋で CBD（生物多様性条約）の COP10（第 10 回締約国会議）が開催され

ることから、日本にとって国連の 2010 年国際生物多様性年は重要な節目となる。さらに、その

中で、特にジュゴン保護の重要性を広めることが、沖縄のジュゴンとその生息地の保護の実現

および USMC 基地建設の中止へと直接的に結びつくという大きな意義がある。  

4. また，今回の勧告では，UNEP および CMS に対してだけではなく、IUCN 事務局長および IUCN・SSC

（種の保存委員会）に対して、アンマン（2000）、バンコク（2004）の勧告にもとづいて、同じ

く国連の 2010 年国際生物多様性年におけるジュゴン保護の促進を求めている。これは、IUCN 自

身に対しての要請であり、勧告と言うより決議の意味を含んでいると思われる。沖縄のジュゴ

ンに関する過去の 2 回の勧告にもとづいて、IUCN が自ら、沖縄を含めてジュゴン保護の促進に

取り組む姿勢を示した意義はたいへん大きいといえる。 

5. 沖縄のジュゴン生息域での USMC 基地建設に関しては、日本政府に対して、科学的で適正な国際

水準の EIA が求められていると言ってよい。これは前回、前々回の勧告から引き継がれており、

今回はさらに、日本政府に対して、科学者や NGO と相談して、環境保護および野生生物保護の

ために、ゼロ・オプションはもちろんのことすべてのオプションを含めて EIA を実行すること

が求められた。政府は、現在行っているアセス法の精神に背く不当な EIA 手続きを反省し、科

学的かつ適正な EIA に切り替えることを求められているのである。 

6. また、日本政府には、沖縄ジュゴン生息地での USMC 基地建設による有害な影響を回避または緩

和するための行動計画を作成し公表することが求められている。行動計画作成とその公表を求

めた意義は大きい。ジュゴンは、鳥獣法により保護すべき動物とされているが、生息地での具

体的な保護計画は立てられていないことから、保護の実効性は何もないのが現状である。政府

は、早急に保護計画の作成と保護区の設置にむけて動き始めるべきである。 

7. USMC 基地建設には、アメリカ政府が関与していることが、いわゆるジュゴン訴訟においてサン

フランシスコ地裁で認められている。したがって米軍基地の建設と運用という日本側が知り得

ない情報を多数含んでいる施設建設では、EIA において、アメリカ政府が日本政府と協働するこ

とは不可欠である。勧告はこの点を再再度求めている。 

8. アンマン（2000）、バンコク（2004）、バルセロナ（2008）と続く 3 回の IUCN 世界自然保護会議

において、ジュゴン保護の勧告が連続して賛成多数で採択された意義は大きい。この 3回、8 年

の間に、ジュゴンの保護は、沖縄という地域の問題から国連の 2010 年国際生物多様性年におけ

る保護活動へと広く発展してきたのである。絶滅危惧種である沖縄のジュゴンの生息域に、米

軍基地を建設し軍事活動を行うというオプションが、世界の自然保護の潮流から大きく外れて

いることは明らかである。 

 

（文責：吉川秀樹・花輪伸一） 

 

 

この件に関する問い合わせ先 

 

花輪伸一（ＷＷＦジャパン）  携帯 090-2452-8555  電話 03-3769-1713（事務所） 

吉田正人（日本自然保護協会） 電話 03-3265-0521（事務所） 

蜷川義章（ジュゴン保護キャンペーンセンター） 携帯 090-8524-6372 

吉川秀樹（ジュゴン保護キャンペーンセンター） 携帯 090-2516-7969 
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CGR4.MOT027  
２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進    （仮訳）（仮訳）（仮訳）（仮訳） 

 
２００２年の国連環境計画／早期警告評価部（UNEP/DEWA）の報告書『ジュゴンの現状と国別・地域別の

行動計画』（Dugong Status Report and Action Plans for Countries and Territories）において、ジュゴ

ンがほとんどの棲息域において危機的状態にあると警告されたことを想起し、 

２００２年の「移動性野生動物種の保全に関する条約」（CMS）（２００２年 ボン）の勧告７．５にお

いて、ジュゴンの棲息域全体にわたる保護と管理のため、ジュゴンの棲息域を持つすべての国に、理解の覚

え書きと行動計画の作成と締結が求められたことをさらに想起し、 

第３回IUCN世界自然保護会議（バンコク、２００４年）のノーレッジ・マーケット・セッション「アジア・

太平洋ジュゴンネットワーク」において、アジア・太平洋におけるジュゴンの危機的状態と、ジュゴン保護

のためのネットワークの強化の必要性が確認されたことを認識し、 

２００６年にNGOが東京・名護で開催した「アジア太平洋ジュゴン保護ネットワーク・シンポジウム」に

おいて、ジュゴン保護のための国際的枠組みの設定の性急なる必要性について言及されたこと、２００５年

に「移動性野生動物種の保全に関する条約」（CMS）のもと、オーストラリア政府とタイ政府がインド洋と

東南アジア地域でのジュゴン保全のための第１回会議を実施したこと、ならびに２００７年には「移動性野

生動物種の保全に関する条約」（CMS）のもと、「ジュゴン生息域すべてにおけるジュゴンの保護と管理の

ための理解の覚え書き」（Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Dugongs 

(Dugong dugon) and their Habitats throughout their Range）が採択され、ジュゴンの生息域の国々が署

名したことをさらに認識し、 

第２回 IUCN 世界自然保護会議（２０００年 アンマン）で採択された勧告 2.72 と第３回 IUCN 世界自然

保護会議（２００４年 バンコク）で採択された勧告 3.114 が、日本政府に対してジュゴン保護区の設定と、

沖縄本島北部のジュゴン棲息地への米国海兵隊施設の建設計画に関わる環境アセスメントにゼロオプショ

ンを含むことを求めたこと、ならびに米国政府に対して日本政府の行う環境アセスメントに協力するよう求

めたことを想起し、 

２００５年日米両政府が、沖縄本島北部のジュゴン棲息域に米国海兵隊施設を建設する「沖合い案」を再

考慮したことを歓迎し、 
前案と同じ海域においてジュゴン棲息地の沿岸域を埋め立てる「沿岸案」の環境アセスメントに日本政府

が着手したことに留意し 
沖縄ジュゴンの棲息地への米国海兵隊施設の建設計画において、米国政府は国家歴史保護法に違反したと

米国連邦地裁が判断を下したこと、ならびに基地建設による沖縄ジュゴンへの影響の考慮を含む国家歴史保

存法の遵守を米国連邦地裁が米国政府に命令したことを考慮し、 
 

IUCNIUCNIUCNIUCN 世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第４回世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第４回世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第４回世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第４回

会議において、会議において、会議において、会議において、    

1. 国連環境計画（UNEP）ならびに「移動性野生動物種の保全に関する条約」（CMS）に対して、２０１０

年国連国際生物多様性年にジュゴン保護を特に推進することを強く要求し、 

2. ジュゴンの棲息するすべての国に対して、ジュゴンへの有害な影響を最小化する努力と、「移動性野生

動物種の保全に関する条約」（CMS）による２００７年「ジュゴン生息域すべてにおけるジュゴンの保

護と管理のための覚へ書き」（the CMS Memorandum of Understanding on the Conservation and 

Management of Dugongs and their Habitats throughout their Range）への参加を推奨し、 

3. 日本政府に対して、環境保全と野生動物保護を考慮し、学者、研究者、NGOとの協議を踏まえて、沖縄

ジュゴンの棲息地への米国海兵隊施設の建設に関わる環境アセスメントを、全ての選択肢を含めて実施

する努力を求め、 

4. 日本政府に対して、米国海兵隊施設の建設に起因する沖縄ジュゴンへの有害な影響を回避あるいは緩和

する計画案を作成し公表することを要求し、 

5. 米国政府に対し、（日本政府の）環境アセスメントならびに行動計画の準備を共同で完遂することを要

求する。 

 

ささささらにらにらにらにIUCNIUCNIUCNIUCN世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第世界自然保護会議は、２００８年１０月５日− １４日にスペインのバルセルナで開催された第

４回会議において，２００９年４回会議において，２００９年４回会議において，２００９年４回会議において，２００９年———— ２０１２年プログラムの実行に関して、以下のガイダンスを提供する２０１２年プログラムの実行に関して、以下のガイダンスを提供する２０１２年プログラムの実行に関して、以下のガイダンスを提供する２０１２年プログラムの実行に関して、以下のガイダンスを提供する。。。。 

 

6. IUCN事務総長と種の保存委員会（SSC）に対して、２０００年にアンマンで採択された勧告２．７２な

らびに２００４年にバンコクで採択された勧告３．１１４に合致させ、２０１０年国連国際生物多様性

年にジュゴン保護の推進を求める。 

 



 

  

CGR4.MOT027 
Promotion of Dugong during the UN 2010 International Year for 
Biodiversity 
 
RECALLING Dugong Status Report and Action Plans for Countries and Territories of the 
United Nations Environment Programme/Department of Early Warning and Assessment 
(UNEP/DEWA) in 2002, which warned about the alarming status of the Dugong (Dugong 
dugon) in most of its range; 

 
RECALLING FURTHER Recommendation 7.5 adopted by the 7th Meeting of the Convention 
on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) (Bonn, 2002), which called 
on all range states of the Dugong to develop and conclude a memorandum of understanding 
and an action plan for the conservation and management of the Dugong throughout its 
range;  

 
RECOGNIZING that the Knowledge Marketplace Session Dugong Conservation Network in 
Asia and Pacific held in the World Conservation Forum of the 3rd World Conservation 
Congress (Bangkok, 2004) acknowledged the alarming status of the Dugong and the urgent 
need to strengthen the network to support Dugong conservation in the Asia and Pacific 
region;  
 
RECOGNIZING FURTHER that the Asia-Pacific Dugong Protection Network Symposium 
held by NGOs in Tokyo and Nago, Japan in 2006, addressed the urgent need to establish an 
international framework for Dugong conservation; that the Governments of Australia and 
Thailand co-hosted the first meeting on Dugong conservation in the Indian Ocean and 
Southeast Asian region under the auspices of CMS in 2005; and that the Memorandum of 
Understanding on the Conservation and Management of Dugongs (Dugong dugon) and their 
habitats throughout their Range was adopted and signed by range countries under the 
auspices of CMS in 2007; 
  
RECALLING Rec 2.72 (Conservation of Dugong (Dugong dugon), Okinawa Woodpecker 
(Sapheopipo noguchii) and Okinawa Rail (Gallirallus okinawae)) adopted by the 2nd World 
Conservation Congress (Amman, 2000) and Rec 3.114 (Conservation of Dugong (Dugong 
dugon), Okinawa woodpecker (Sapheopipo noguchii), and Okinawa rail (Gallirallus 
okinawae) in Japan) adopted by the 3rd World Conservation Congress (Bangkok, 2004), 
which urged the Government of Japan to establish a Dugong protected area and consider a 
zero option alternative in its environmental impact assessment (EIA) for the construction of 
the United States (US) Marine Corps facility in the habitat of the Okinawa Dugong in the 
northern part of Okinawa Island, and urged the Government of the United States of America 
(USA) to cooperate with the Government of Japan in its EIA;  
 
WELCOMING that the Governments of Japan and the USA reconsidered in 2005 the 
previous offshore plan to construct the US Marine Corps facility in the habitat of the Okinawa 
Dugong in the northern part of Okinawa Island; 
  
NOTING that the Government of Japan has begun its EIA for the new coastal plan to 
construct the US Marine Corps facility, requiring reclamation of a portion of the coastline of 
the Okinawa Dugong’s habitat in the same area as its previous plan; and 

 
CONSIDERING that the US Federal District Court has ruled that the Government of the USA 
has failed to comply with the National Historic Preservation Act (NHPA) in its planning of the 
construction of the US Marine Corps facility in the habitat of the Okinawa Dugong, and that 
the US Federal District Court has ordered the Government of the USA to comply with the 



 

  

NHPA, in particular, in taking into account the effects of the construction of the facility on the 
Okinawa Dugong;  
  
The World Conservation Congress at its 4 th Session in Barcelona, Spain, 5–14 October 
2008: 

1. URGES the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) to especially promote the 
conservation of the Dugong during the UN 2010 International Year of Biodiversity;  

 
2. RECOMMENDS that all range countries with Dugong habitats make  efforts to minimize 

adverse effects on the Dugong and participate in the CMS Memorandum of 
Understanding on the Conservation and Management of Dugongs and their habitats 
throughout their Range, and 

 
3. COMMENDS the efforts of the Government of Japan in consultation with academics, 

researchers and NGOs to conduct an environmental impact assessment, including all 
options for the construction of the US Marine Corps facility in the habitat of the Okinawa 
Dugong considering environmental conservation and wild animal protection; and 

 
4. 4.   REQUESTS the Government of Japan to establish and declare an action plan to 

avoid or minimize adverse effects on the Okinawa Dugong caused by the construction of 
the US Marine Corps facility in the habitat of the Okinawa Dugong;  

 
5. REQUESTS the Government of the United States of America to work together with the 

Government of Japan to complete the environmental impact assessment and the set-up 
of the action plan. 

 
In addition, the IUCN World Conservation Congress a t its 4 th Session in Barcelona, 
Spain, 5–14 October 2008, provides the following gu idance in the implementation of 
the Programme 2009–2012:  
 
6. CALLS on the IUCN Director General and the Species Survival Commission (SSC), in 

line with recommendation to 2.72 adopted in Amman 2000 and recommendation 3.114 
adopted in Bangkok, to promote Dugong conservation during the UN 2010 International 
Year for Biodiversity. 

 
 
Sponsors: 
 Save the Dugong Campaign Center (SDCC) 
 The Nature Conservation Society of Japan  
 WWF Japan  
 Elsa Nature Conservancy  
 Japanese Association for Wild Geese Protection  
 
Endorsements: 

Japan Wetland Action Network 
 
Comment: 

In respect of the programme, the activities provided for in this motion are included in the 
Programme 2009–2012 but would require additional resources for implementation. This 
motion is referred to a Programme Hearing and an ad hoc contact group. Interested parties 
are invited to confer on the contents of this motion with the aim of achieving an agreed text 
prior to the Members’ Assembly.  

 



 

  

 
Explanatory memorandum  
  
The Dugong (Dugong dugon) is a herbivorous marine mammal and lives in a large area covering 37 
countries and territories. The Dugong is currently listed as Vulnerable on the IUCN Red List globally; 
however, in Japan the species is listed as Critically Endangered. One urgent case is in Okinawa, 
Japan, where the plan by the Japanese and US governments to construct a US Marine Corp facility 
increases the threat that the northernmost Dugongs in this habitat face. It is crucial to create an 
international framework to promote the understanding of and implement existing and forthcoming 
measures for Dugong conservation while also calling for the responsibility and accountability of the 
Japanese and US governments in their undertaking of the construction plan. This motion aims to 
achieve these goals. 
 
This motion is built upon the steady progress made in recent years towards the establishment of a 
strong and effective international network for Dugong conservation. The progress includes: 
Recommendation 7.5 adopted by the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals (CMS) (Bonn, 2002), the Knowledge Marketplace Session Dugong Conservation Network in 
Asia and Pacific at the 3rd IUCN World Conservation Congress (Bangkok, 2004), the First Meeting on 
Dugong conservation in the Indian Ocean and Southeast Asia under the auspices of CMS (Bangkok, 
2005), the Asia-Pacific Dugong Protection Network Symposium held by NGOs in Tokyo and Nago 
(Japan, 2006), and the CMS Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of 
Dugongs and their habitats throughout their Range (2007). 
 
Designation of 2010 as International Year of the Dugong will optimize this progress. 
 
This motion is also built upon the IUCN Congress’s involvement and a recent crucial development for 
the conservation of the Okinawa Dugong. IUCN Recommendation 2.72 (Amman, 2000) and 
Recommendation 3.114 (Bangkok, 2004) urged the Japanese government to conduct a proper 
environmental impact assessment (EIA) for its plan to construct the US Marine Corps facility in the 
Dugong’s habitat, while calling for the establishment of a protected area for the Dugong. The 
Japanese and US governments reconsidered the previous construction plan in September 2005.  
 
Yet, the Japanese and US governments proposed in May 2006 a new “coastal” plan to construct the 
US Marine Corps facility in almost the same area as the previous plan. The Japanese government 
began its EIA in August 2007.  
 
In January 2008, however, the US Federal District Court delivered an extremely important decision, 
ruling that the US government was responsible and had failed to comply with the National Historical 
Preservation Act (NHPA) in drawing up the construction plan. The court also ordered the US 
government to comply with the NHPA by reviewing the Japanese government’s EIA and to find a way 
to avoid or mitigate adverse effects on the Dugong from the construction of the facility. 
 
The US court’s decision provides an excellent opportunity and a vital framework for the IUCN 
Congress to urge the Japanese and US governments to conduct a joint EIA for the conservation of the 
Okinawa Dugong.  
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2009 年 5 月 13 日 

 
 

普天間飛行場代替施設建設事業に係る普天間飛行場代替施設建設事業に係る普天間飛行場代替施設建設事業に係る普天間飛行場代替施設建設事業に係る    

環境影響評価準備書に対する意見書環境影響評価準備書に対する意見書環境影響評価準備書に対する意見書環境影響評価準備書に対する意見書    

 
 

花輪 伸一 
                               連絡先：ＷＷＦジャパン 

〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 

TEL.03-3769-1713，FAX.03-3769-1717 

 
 

環境影響評価法第 18 条の規定に基づき，環境保全の見地から次の通り意見を提出する． 
 
ジュゴンについて 

意見の項目 意見とその理由 

(1) ジュゴンが日本

では絶滅寸前である

ことを評価していな

い． 

ジュゴンは IUCN，環境省と沖縄県のレッドデータブックで，そ

れぞれ絶滅危惧（VU），絶滅危惧ⅠA 類（CR），であり，国指定天

然記念物である．分布域の狭さ，個体数の少なさ，個体群の孤立，

生息地での軍事基地計画などから，日本国内では最も絶滅のおそれ

の高い動物と言うことができる．この点を十分に認識した上で，軍

事基地建設の影響予測や保護に関する評価を行うべきである．しか

し，準備書では，絶滅の可能性や保護対策に関する考察が，きわめ

て不十分であり，おざなりである． 

 
(2) 事前調査による

人為的攪乱について

検討されていない． 

 方法書公開の前に行われた事前調査（環境現況調査）は違法であ

るだけでなく，公開で意見を求めることもなく，ビデオやパッシ

ブ・ソナーなど多数の機材をジュゴンの重要な採食場所の中に，自

衛隊を投入して設置した．これにより，ジュゴンがその採食行動に

影響を受けた可能性は否定できない．この点について，何の検討も

考察もなされていない．ビデオにジュゴンが映っていたから影響が

なかったということではない．危険を感じながらも，採食場所に向

かい，空腹を満たすために採食しなければならないという状況で，

ストレスが高い状態と見るべきである． 
 

(3) 米軍の水陸両用

戦車等の演習による

影響について検証さ

れていない． 

 辺野古および大浦湾海域で米軍が行っている水陸両用戦車等の

演習によって，ジュゴンが恒常的な影響を受けている可能性があ

る．キャンプ・シュワの辺野古側で，過去には得られていた観察記

録や海草場の食痕が，事業者の調査では一度も得られなかった理由

を検証し，考察するべきである．軍事演習に事前調査が加わったこ

とで，より大きな圧力となり，ジュゴンが近づけなくなった可能性

を否定できない．軍事演習に関しては，その頻度や強度を年毎に分

析し，ジュゴンの観察や食痕の記録と対比するべきである． 

 
(4) 金武湾および辺

野古沖で記録されな

 ジュゴンネットワーク沖縄がまとめた過去のジュゴン目撃デー

タ（2002 年資料）によると，金武湾，辺野古沖，嘉陽沖，安田沖
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かった理由について

考察されていない． 

でまとまったジュゴンの目撃記録が得られており，この範囲が一連

の周年生息域と考えられていた． 

しかし，その後の調査（粕谷他 2000，防衛庁 2001，環境省 2004）

では，辺野古沖，安田沖での目撃記録が減少している．なお，食痕

（食みあと）は，辺野古地先の海草藻場で環境省（2003 年調査），

日本自然保護協会（2004 年調査）で記録されていることから，そ

の時点までは夜間に採食に訪れていたことが分かる． 

今回の事業者の調査（2007，2008）では，さらに金武湾，辺野

古沖でまったく個体が記録されていない．食痕も記録されていな

い．この理由について何も書かれていないが，事実とすれば重要な

変化なので，その理由をきちんと考察するべきである． 

生息範囲の縮小，特に，周年生息域の縮小は，絶滅寸前のジュゴ

ンにとって，たいへん重要であまり良くない意味を持っている可能

性が高い． 

 
(5) 古宇利島東側で

記録が増加した理由

を説明していない． 

 過去のデータでは，古宇利島東側での目撃記録は，金武湾，辺野

古沖，嘉陽沖に比較すると少なかったが，食痕については，環境省

調査（2003）で比較的多く記録された．一方，空中調査の頻度が

高い今回の事業者の調査（2007，2008）では，2007 年度には古宇

利島東側での目撃記録が少なかった（36 回の調査で 1 例＝出現頻

度 2.8%）．しかし，2008 年度の記録は急激に増加している（64 回

の調査で 35 例＝出現頻度 54.7%）．この理由を考察し，説明する

べきである． 

2007 年，2008 年の調査データは，それ以前のものと比較すると，

記録地点がかなり限定的なものに変化していることから，この変化

が，今後も続くのか，元に戻るのか，あるいは，さらに変化するの

か，ジュゴンに関する調査，特に個体の分布と生息範囲については，

さらに 2－3 年の調査が必要である．そうでないと科学的で適正な

影響予測は不可能である． 

 
(6) 影響予測は明ら

かに誤り，的外れであ

る．好適な条件を備え

る辺野古地先とその

沖合でなぜジュゴン

がいないのか，考察す

るべきである． 

 嘉陽沖のジュゴンにとって，採食場所を含む生息範囲への影響は

（埋立と軍事基地の工事，その存在，供用＝軍事演習のどの段階

も），ほとんどないとする結論は，明らかに誤りである．影響がな

いという結論が先にあり，それに向けて強引に誘導したものであ

る． 

a．準備書では，嘉陽地先の海草藻場の面積は 44.2 ヘクタールで，

辺野古地先は 488.7 ヘクタールとされている．また，単位面積あた

りの海草の乾燥重量も辺野古のほうが相当大きいという結果が示

されている．したがって，採食場所としてみれば，辺野古地先は嘉

陽地先より好適な条件を備えていると言ってよいだろう．そのた

め，ジュゴンが辺野古地先の海草藻場で採食していない，沖でも観

察されていないとするならば，その理由を考察しなければならな

い．しかし，この点について準備書では何も書かれていない． 

b．辺野古地先の海草藻場を利用せず，沖に生息しなくなってしま

ったのならば，以前からの軍事演習に加えて，2004，2005 年の現

地技術調査（4 か所の単管足場，夜間の操船，スパット台船など），



 3 

また，2007 年の環境現況調査（ビデオ，ソナー，サンゴ着床板の

設置など）の影響があると考えるのが自然であり，きちんと考察す

るべきである．嘉陽沖で観察されるジュゴンおよび古宇利島から遊

泳してきた個体は，辺野古沖および海草藻場のある地先のイノー

（礁池）を利用できないことによって，大きな悪影響を被っている

可能性が高い． 

c．ジュゴンが辺野古地先とその沖合を利用しないと結論づけるの

なら，事業者は，事前調査と軍事演習の影響を消してから，すなわ

ち，軍事訓練を２年ないし 3 年ぐらい中止して，その間およびその

後にもジュゴンは辺野古地先と沖を利用しないことを証明しなけ

ればならない．ジュゴンは辺野古付近の海域を利用していないか

ら，埋立と軍事基地の建設，軍事演習の影響はないという結論は，

あきらかに間違っている． 

d．古宇利島東側の 2 頭へも，基地建設の影響はないとしているが，

これも間違っている．準備書によると，古宇利島から辺戸岬，嘉陽，

大浦湾への移動があると考えられており，古宇利島の個体らしいも

のが大浦湾中央部で遊泳する観察例があることから（沖縄島北部の

狭い海域で交流があるのは，むしろ当然と言って良い），行動圏の

なかに軍事基地が建設され，演習が行われることによって，既に受

けている影響に加えて，さらに大きな影響を被ると予測するのが合

理的である． 

e．海中作業ヤードの建設と使用，護岸の建設（杭打ち工事，捨て

石工事），海面埋立などの大規模工事とそれに伴う船舶の航行は，

海中に大きな騒音を発生させると考えられる．準備書では，ジュゴ

ンが大浦湾に入ってきたときのことだけを想定しているが，実際に

は，工事の騒音や船舶の航行を警戒して，大浦湾には入らない可能

性が高い．むしろ，嘉陽沖の生息場所へも海中騒音は伝わるので，

ジュゴンの生息環境として条件が悪化する可能性を考えるべきで

ある．準備書では，大浦湾中央の中干瀬によって騒音が減衰すると

しているが，定性的な記述のみで本当にそうなるのか疑わしい．別

の海域の同様な地形のもとで，海中騒音がどのように減衰するの

か，実験するべきである． 

f.  飛行場の供用＝軍事演習における騒音は，ジュゴンへの影響レ

ベルを上回る可能性があるが，飛行コースの直下に限られるとして

いる．飛行ルートの北東端は，まさに嘉陽沖のジュゴンの記録範囲

に重なる可能性がきわめて高い．軍用機の騒音の影響は大きく，ジ

ュゴンの生息に大きな影響を与える可能性が高いと考えられる．準

備書によれば，辺野古沖ではジュゴンが記録されなくなっており，

近い将来，嘉陽沖も，埋立工事による海中騒音の伝播や軍用機の騒

音によって生息場所として不適になる可能性があるとしたら，ジュ

ゴンの生息域はさらに縮小し，重要な海草藻場が利用できなくなる

ことから，生存はさらに危機的な状況になると予測される． 
 

(7) 保全措置は形式

的なものばかりであ

り，効果はあまり期待

準備書で取り上げられている保全措置，すなわち，ジュゴンとの

衝突回避のための見張り，ジュゴン出現時の作業船の航行回避，水

中音を出す工事の一時休止などは，形式的なものばかりであり効果
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できない． はあまり期待できない．保全措置を真剣に検討したとは思えない． 

また，大浦湾での刺網による混獲の可能性を指摘しているが，そ

の対策は示されていない．数十億円をかける環境アセスに比べれ

ば，ジュゴン保護のための刺網漁への補償は微々たるものであり，

保全措置として準備書で取り上げるべきである． 

準備書のジュゴンの観察記録をもとにすると，絶滅寸前のジュゴ

ンにとって当面必要な保全措置は，次のようなものである．①観察

頻度の高い嘉陽および古宇利島近辺の採食場所を含む生息域を攪

乱しないこと（重要生息域の保護），②嘉陽から辺戸岬，古宇利島

に到る海岸線および沿岸域を攪乱しないこと（移動経路の保護），

③辺野古・大浦湾に軍事基地を造らず海草藻場とサンゴ礁海域を安

全な生息域として確保し保全すること（重要生息域の回復，これが

最も重要な保全措置となる），④数年前まで観察記録のある金武湾

から辺野古・大浦湾，嘉陽，辺戸岬，古宇利島，本部半島沿岸域ま

でをジュゴン保護区として攪乱しないこと，⑤刺網漁などジュゴン

に危険な漁に対して漁業補償を行い混獲を防止すること，などであ

る． 

 
 
 
アジサシ類について 

(1)アジサシ類の生息

数の記載がない． 

 準備書では，アジサシ類の生息数（記録数）について，文献によ

り 5 種 947 羽の記録があるとしながら（シュワブ H18 環境現況調

査），2007 年，2008 年の調査結果では生息数のデータを示してい

ない．なぜ，データを示さないのか．生息数の調査をしていないの

か． 
 

(2)繁殖行動のうち，

抱卵はどのように確

認したのか． 

 陸上から遠く離れた岩礁を観察する場合や船上から島や岩礁を

見上げる場合，巣や卵を発見するのは困難である．また，岩礁や岩

棚に座る姿勢と実際の抱卵の区別も難しい．親鳥が実際に抱卵中で

あるか否かをどのようにして判定して繁殖行動としたのか． 
 

(3)繁殖行動が少ない

から，重要度は高くな

いという判断は誤り

である． 

 辺野古・大浦湾で繁殖するアジサシ類は，フィリピン，インドネ

シア等で越冬して再び渡ってくる群であり，生活史の上で繁殖地が

最も重要である．繁殖については，準備書でも触れているように，

人の立ち入りによって妨害されることも少なくない．また，台風に

よって卵やヒナが全滅することもある．沖縄島全体でも，アジサシ

類の繁殖数は大きく変化することが知られている．従って，わずか

2 年の調査で，繁殖行動が少ないから重要度は高くない，また，集

団繁殖地ではないと結論づけるのは誤りである． 

陸域生態系におけるアジサシ類の位置づけをやり直すべきであ

る．他地域，過去の記録との比較が重要であり，辺野古，大浦湾で

は，過去 2 年間繁殖はほとんど記録されていないが，生息数は 100

羽から 180 羽が記録されている． 

 
(4)軍事空港の工事，  準備書では，埋立による生息場所の消滅，工事による騒音，軍用
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存在，共用の影響は大

きく，個体群が姿を消

す可能性を否定でき

ない． 

機による影響はいずれも小さく，回避，低減措置によってアジサシ

類の個体群は維持されるとしている．しかし，長島，平島等は残さ

れるとしても，近接した場所での埋立工事や空港の存在，軍用機の

演習は，生息条件の悪化を積み重ねていくことになり，近い将来，

この海域の個体群の繁殖は不可能になり，生息数も激減する可能性

を否定できない．他にも生息地があるとか，採食できる海面がある

から影響は少ないなどというのは影響評価ではない． 
 

 
 
陸域生物について（鳥類について） 

(1)鳥類：調査方法，

結果のまとめ方に問

題がある． 

 鳥類調査は，ライン・定点調査とも広い範囲で薄く，道路と海岸

沿で行われている．何の目的でこのような方法を採用したのか不明

である．また，結果は，得られたデータを一括して表にしているが，

地域別，環境別にまとめなければ，影響予測や保全措置の検討は困

難である．データを羅列し，影響は無いか軽微と結論づけているに

過ぎない． 

 
(2)鳥類：定量的なデ

ータが示されていな

い． 

 ラインセンサス法を用いたのなら，記録個体数に関するデータを

示すべきである．数量データがないので，定量的な解析，影響予測，

評価がなされていない．個体数が多いのか少ないのかは，影響を予

測，保全措置を評価する上で不可欠である． 
 

(3)鳥類：繁殖確認の

方法が示されていな

い． 

 留鳥および夏鳥については，繁殖の有無が影響予測と評価の上で

重要であるが，準備書では，繁殖に関する調査や繁殖確認の方法が

まったく示されていない．それにもかかわらず「改変区域では・・・

調査地域では営巣繁殖は確認されておらず」という記述が並んでい

る．調査のラインや定点に偏りはないのか，繁殖を確認するために

ふさわしい方法を用いたのか，明記するべきである．そうでなけれ

ば，繁殖にかかわる観察ができないような手法で調査を行ったとい

う疑いが残る．少なくとも，環境庁（1978）の繁殖地図調査の手

法を用いるべきである．改変区域内で記録されたカラスバト，リュ

ウキュウコノハズク，リュウキュウオオコノハズク，リュウキュウ

アオバズク，リュウキュウサンショウクイ，リュウキュウサンコウ

チョウ，リュウキュウコゲラ，アマミヤマガラなどについては，繁

殖しているのか，していないのか，再調査するべきである．フクロ

ウ類は，繁殖期に，営巣可能な環境で，頻度高く鳴き声が聞こえれ

ば，繁殖の可能性が高いと見るべきである． 

 
(4)鳥類：影響予測と

保全措置の評価が不

適切である． 

工事中の騒音が鳥類に与える影響について，飛び立ちなど一時的

な反応はあるが，生息地の放棄などの重大な影響はないとしてい

る．しかし，その根拠は示されていない． 

土地改変区域では，鳥，コウモリ，トンボなどは周辺へ飛んでい

くので影響がないと言うに到っては，アセスを放棄したも同然であ

る．辺野古ダム周辺は土取り場として，キャンプ・シャワブ海岸部

は埋立と滑走路の建設で，大きく環境が改変されることによって，
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鳥類の繁殖，生息はほとんど不可能になるのである． 

 
(5)鳥類：調査の目的，

方法，結果のまとめ方

の記述があいまいで

あり，不十分である． 

これは鳥類に限らず，全体に言えることである．例えば，鳥類で

は，繁殖に関する調査方法の記述はなく，繁殖しているとされた種

についても，調査結果として明記するのではなく「工事中の騒音の

影響」の中で触れるという，通常の報告書，論文では考えられない

書き方になっている．これは，他の項目でも見られ，故意に，作為

的に，読者に理解させないためにやっているとしか考えられない．

事業者や調査実施者は，このような姑息な書き方を恥じるべきであ

る． 

 
(6)予測結果：「ゴルフ

場」は，計画に入って

いない． 

予測結果（6-17-407 ページ）では，ネズミ類に関して「新たに

ゴルフ場，芝地環境が創出され，生息環境が増加する可能性があ

る」，イノシシ，コウモリ，鳥類について「イジュ-タブノキ群落等

が，ゴルフ場，芝地などによって減少する」と書かれているが，そ

もそも「ゴルフ場」造成は，施設計画に入っていないのではないか．

この記述では，既存のゴルフ場ではなく新たに整備するように読め

るので，きちんと示すべきである． 
 

 
 
海草藻場 

(1)埋立予定地の海草

類分布域の年変化が

大きい理由を示すべ

き． 

 準備書の図-6.15.2.3.3.では，2007 年と 2008 年の海草類高密度

分布域が，1 年の間に大きく変化している．この理由がまったく説

明されていない．自然変動にしては短期間で大きすぎることから，

きちんと考察するべきである．それができなければ，提案されてい

る環境保全措置は，あいまいなだけでなく，無意味となる． 
 

(2)辺野古地先および

大浦湾側の海草藻場

はジュゴンの採食場

所として重要である． 

 辺野古地先の海草藻場は，面積が 488.7 ヘクタールとされてお

り，沖縄島に現存する最大の海草藻場である．絶滅のおそれが極め

て強い沖縄のジュゴンにとって，最も重要な採食場所である．しか

し，現地技術調査（2004－2005 年）や事前調査（2007 年），現地

調査（2008 年），米軍演習によって著しく攪乱され，ジュゴンが利

用できない状況にある可能性が大きい．保全措置としては，現存の

藻場を攪乱しないことにつきる．海草藻場の保全とジュゴンの保護

は一体的なものである． 
 

(3)保全措置があいま

いであり，実現の可能

性が低い． 

辺野古および大浦湾で，埋立により 71.8 ヘクタールの海草藻場

が失われるとされている．嘉陽・安部の藻場の面積が 46.5 ヘクタ

ールであることから，その 1.5 倍の藻場が消滅することになる．保

全措置として，専門家の助言により，海草の生育基盤の環境改善と

生息範囲拡大を図ると書かれているが，あいまいで具体的内容がな

い．保全措置は実現可能なことを明確に示すべきである． 
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生態系について 

(1)海域生態系は，生

物リストと生息環境

をつないだだけであ

る． 

海域生態系の項目の中では，海草藻類，サンゴ類，底生動物類，

魚類，爬虫類のリストを並べ，生態系を海浜，干潟，藻場，サンゴ

礁，内湾に類型し，それぞれの生態系（意味は環境）と優占的（代

表的）な種を結びつけたに過ぎない． 

海域生態系への影響は，埋立によって失われる部分には，生息空

間の消失として影響があり，機能が失われるが，保全措置として，

消失藻場を最小化し，サンゴを移植することにより，可能な範囲で

回避，低減が図られるとしている．しかし，辺野古地先で消失する

藻場の重要性，特に，ジュゴンの採食場所としての意味を考察して

いない． 

 
(2)陸域生態系は，い

くつかの種の調査結

果を併記しただけで

ある． 

準備書では，陸域生態系と言いながら，中心となる記述は，ミサ

ゴ，アジサシ類，オカヤドカリ類，マングローブ林など，上位性，

典型性，特殊性という視点で選んだいくつかの注目種に関する調査

結果を並べただけである．生態系に関しては，類型区分と食物連鎖

の構造について書かれているが，実際には，前者は環境区分であり，

後者や物質循環は一般的な概念を模式図にしたものである． 

選定された注目種については影響を予測しているが，いずれも土

地改変や埋立によって失われる地域については影響ありとしてい

るが，鳥類やコウモリのような移動性の種については，改変区域外

へ飛去するとして，影響を認めていない．一方，陸域生態系への影

響予測はなされていない． 

 
(3)生態系の構造と機

能は，一般的な記述で

ある． 

生態系の構造として書かれている内容は，一般的な食物連鎖の記

述とほとんどかわらない．生態系の機能についても，いくつかの生

物類の生息場所を羅列しただけに過ぎず，生物多様性に到っては，

分類群ごとの確認種数と重要種数を表にしただけで，物質循環は一

般的記載のみである．これでは，生態系の構造と機能について調査

したとは言えず，地域特性をもとにした考察もなく，影響を予測し，

保全措置を評価できるものでもない． 

影響予測のフローチャートのみ肥大化しているが，生態系への影

響は予測されておらず，生態系の代表として選定した数種につい

て，直接改変区域内で，移動性の少ない種は影響があるが，鳥類の

ように移動できるものへは影響がないと，実際の予測の仕方はお粗

末と言わざるを得ない．生態系への影響予測に関しては，内容が不

十分であることから，やり直すべきである． 
 

(4)生態系の関連につ

いて記述されていな

い． 

陸域生態系と海域生態系の関連性を明らかにし，保全の行動計画

を立案することは，島嶼生態系において，たいへん重要な視点であ

る．しかし，準備書では，わずか３分の２ページのみの記述で，生

物の分布情報を並べ，環境の類型区分をしただけに過ぎない．海と

陸との相互の影響を魚類と魚食性鳥類のみに限定しているのも不

十分である． 

多野岳等の脊梁山地東側の亜熱帯林，そこを水源とする河川，河

口の干潟，マングローブ林，砂浜，岩礁，島，サンゴ礁，沿岸域ま
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で，一連の水系としてみた場合の生物多様性，生態系の多様性の重

要性について分析されていない． 

 
 
 
環境アセスメントの手続きについて 

(1)事業内容の度重な

る追加，修正が軽微な

ものではないことか

ら，方法書手続きに戻

るべきである． 

 方法書（2007.8）を縦覧し住民意見を求めた後で，方法書追加修

正資料（2008.2），修正版（2008.3）を出し，ジェット機，弾薬装

弾場，洗機場，誘導灯などを追加し，演習時，緊急時の集落上空飛

行，および莫大な量の海砂採取などが明らかになった． 

また，今回の準備書では，新たに 4 か所のヘリパッド，汚水処理

浄化槽が加わり，今後，ゴルフ場造成の可能性も疑われるなど，事

業内容がなし崩し的にふくらんできている．しかも，これらの変更

については住民意見を言う機会がなかったのである． 

これらの追加項目は，軽微な変更とは認められず，一つ一つの追

加項目およびその集積が，大きな環境影響を生じる可能性が大き

い．したがって，環境影響評価法にもとづき，方法書手続きに戻っ

てやり直すべきである． 

 
(2)事前調査によっ

て，自然環境と野生生

物に大きな攪乱を与

えてから，現地調査を

行っており，科学的で

適正な環境アセスメ

ントではない． 

2004-2005 年の現地技術調査（ボーリング等），2007 年の事前調

査（水中ビデオ，パッシブ・ソナー，サンゴ着床板の設置）は，方

法書が出される前に行われたうえに，自然環境と野生生物に大きな

攪乱を与え，その影響が回復しないうちに 2008 年に現地調査が行

われた．そのため，特に，ジュゴンの生息状況にその悪影響が現れ，

辺野古沖での生息，地先での採食が観察されていない． 

方法書の前に強行された事前調査は，方法書手続きを通して検討

された手法で行われてはいないため，アセスメント自体が，非科学

的で不適正なものとなっている． 

少なくともジュゴンに与えた負荷が回復し，通常の行動が見られ

るようになるまで，ジュゴンに影響を及ぼすような調査や軍事演習

は数年間中止し，安定状態を取りもどしてから，再調査を行うべき

である． 

 
(3)IUCN の勧告，決

議を無視するのは，国

際信義に反する． 

 IUCN（国際自然保護連合）は，日本政府に対し 3 回におよぶ勧

告と決議を出している．そのなかで，ジュゴンの生息地における環

境アセスメントでは，基地を造らないというゼロ・オプションを含

めることを強く求めている．政府も加盟している国際機関の決定を

無視し続けることは，国際信義にもとることであり，恥とすべきこ

とである． 

 
 
 
事業の前提について 

(1)供用後の軍事演習

の前提は，そもそも成

り立っていない空論

 米軍のヘリコプターおよび固定翼機の飛行コースを，集落上空を

外したいくつかのパターンに固定して騒音等を予測すること自体，

無意味である．「訓練時，緊急時には集落上空を飛ぶこともあり得
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である． る」とされ，米軍演習に関しては日本側が関与できないことから，

米軍機は，現在，普天間飛行場で行われているように「どこでも飛

ぶ」ことになる． 

 「Ｖ字型滑走路」なので騒音の影響は回避できるというのは，あ

まりに官僚的発想であり，タッチ＆ゴーでは，離着陸で滑走路を取

り替えることなどあり得ないのである． 

 影響予測は，最悪の状況を想定して行い，集落上空を含めて，軍

用機によるデモ・フライトを実施するべきである． 

(2)供用後は米軍が使

用し，事業者の「評価」

は実現の可能性がな

い． 

 準備書では「事業者のできる範囲で回避，低減が図られている」

との評価が繰り返されている．しかし，供用後は，使用者は米軍で

あり，軍事演習において，環境絵の影響をできる範囲で回避，低減

を図ることは考えられない． 

 
(3)埋立用の海砂・土

砂の採取もアセスの

対象にするべきであ

る． 

 160 ヘクタールの埋立には，2,100 万立方メートルの土砂が必要

で，そのうち 400 万立方メートルをキャンプ・シュワブ内の山林

と平地から採取するとしている．しかし，残りの 1,700 万立方メー

トルについては未記述である．県内の海岸，海底から採取するので

あれば，その量は沖縄県の海砂採取量（2006 年度）の 12 年分以上

になるとされる．県内から分散して採取すると仮定しても，総量は

膨大であるため，沿岸海洋環境への影響は必至であり，環境アセス

メントの対象とするべきである． 

 県外からの購入にしても，膨大な量であることから，採取地の環

境を損ねる可能性は大きい．海外からの購入であれば，外来生物の

侵入防止は困難であり，有害な生物の影響に関するアセスが必要と

なる．埋立土砂については，その入手に係わる計画をきちんと示す

べきである． 
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環境影響評価法第 18 条の規定に基づき，環境の保全の見地から，次の通り意見を提出し

ます． 

 

この準備書は，普天間飛行場代替施設（辺野古新基地）が自然環境や野生生物に及ぼす

影響を「大部分の項目で影響はない，あっても軽微である，回避・低減措置がとられてい

るなど保全措置が適切である，したがって，事業実施区域周辺におよぼす影響は総じて少

ないものと判断される」と結論づけています． 

しかし，先に結論ありきの準備書で，調査結果を羅列しただけで，考察をほとんどせず

に，表面的にのみ影響を予測し，影響がないか軽微と結論づけ，重大な影響については，

実際は回避・低減ができない可能性が高いにもかかわらず「事業者の実行可能な範囲で回

避，低減が図られている」としている点で，非科学的であり不適正と言わざるを得ません． 

また，方法書作成前に，環境へ悪影響を及ぼすような事前調査を行い，後に，方法書追

加修正版や準備書で新たな事業内容を追加するなど，手続きの進め方に違法性があります． 

このような合理的でない環境アセスメント手続きでは，不適切な影響予測によって絶滅

危惧ⅠA 類のジュゴンを絶滅させる可能性が高いだけでなく，科学的で適正なプロセスを

怠り，アセス制度の形骸化をさらに進めるものとなるでしょう．基地建設計画を根本的に

見直す，あるいは，再度，方法書に立ち返り，環境アセスメント手続きを適正にやり直す

べきです． 

 

1. 環境アセスメント手続きについて 

普天間飛行場代替施設の環境アセスメントは，その手続きの進め方自体にアセス法の趣

旨と条文を無視する違法性があります．方法書（2007 年 8 月）を縦覧し住民意見を求めた

後で，方法書追加修正資料（2008 年 2 月），修正版（同年 3 月）を出し，ヘリコプターや

固定翼機の機種，弾薬装弾場，洗機場，誘導灯などを新たに追加し，さらに，演習時や緊

急時には集落の上空を飛行すること，また，埋立材として莫大な量の海砂が採取されるこ

となどを明らかにしています． 

また，今回の準備書では，新たに 4 か所のヘリパッド，汚水処理浄化施設が加わり，さ

らに，ゴルフ場造成が加わる可能性もあるなど，方法書で示されなかった事業内容がなし

崩し的に追加されています．これらの重大な変更については住民が意見を述べる機会はあ

りませんでした． 

このような追加項目は，軽微な変更とは認められず，一つ一つの追加項目およびその集
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積が，大きな環境影響を生じる可能性が大きいと考えられます．したがって，環境影響評

価法第 28 条および沖縄県環境影響評価条例第 25 条に基づき，方法書手続きに戻ってやり

直すべきです． 

 

2. 事前調査等の環境攪乱について 

2004-2005 年の現地技術調査（ボーリング等），2007 年の事前調査（水中ビデオ，パッシ

ブ・ソナー，サンゴ着床板の設置）は，方法書が出される前に行われたうえに，自然環境

と野生生物に大きな攪乱を与え，その影響が回復しないうちに 2008 年に環境アセスメント

の現地調査が行われています．そのため，特に，ジュゴンの生息状況にはその悪影響が現

れ，辺野古沖での生息，地先の海草藻場での採食が不可能となり，観察記録が得られなか

ったものと考えられます． 

方法書の前に強行された事前調査は，方法書手続きを通して検討された手法で行われて

はいないため，アセスメント自体が，非科学的で不適正なものとなっています． 

少なくともジュゴンに与えた負荷が回復し，通常の行動が見られるようになるまで，ジ

ュゴンに影響を及ぼすような調査や軍事演習は数年間中止し，安定状態を取りもどしてか

ら，再調査を行うべきです． 

 

3. 大気質 

大気質は環境基準を満たすとされていますが，環境基準は，最低限満たすべき基準であ

り，基準を満たしたからといって良い大気質が維持されるわけではありません．今回の調

査では，調査地点が少なすぎ，全集落で測定するべきでしょう． 

また，地球温暖化対策として，工事中，供用後の軍事演習で排出される二酸化炭素につ

いても，その排出量を見積もり，影響を予測するべきです．なお，排ガス対策型機械，ア

イドリングストップ，防塵シート，散水，法定速度の遵守，タイヤ洗浄などは，通常の配

慮であり，取り立てて環境保全措置と言うほどのことではありません． 

 

4. 騒音 

予測の前提として，ヘリコプター（AH-1,UH-1,CH-46,CH-53）と固定翼機（C-35,C-12）

の離着陸やタッチ＆ゴーが１日あたり合計 266 回実施され，さらに，ホバリングやエンジ

ン・テスト等も行われるとされています．準備書では，騒音は，Ｖ字型滑走路で周辺地域

上空を回避するので，相当程度低減される，工事中の騒音も環境基準を満たすとされてい

ます． 

しかし，一方では「訓練時や非常時には集落上空を飛ぶ可能性がある」と書かれている

ことから，予測の前提自体がそもそも不確実なものです．米軍の軍用機は，想定された飛

行コース，飛行回数どおりに飛ばないことは明らかであり，現在の普天間飛行場のように，

集落上空を低空で何回も飛行訓練することなど，最悪のケースを想定して影響を予測する

べきです．また，実際に米軍が使用するヘリコプター，固定翼機を使用してデモ・フライ

トを実施し，住民に騒音とその影響を体感してもらい，意見書を書いてもらうべきです．

なお，タッチ＆ゴーでは，Ｖ字型の着陸用滑走路と離陸用滑走路を使い分けるなど，あり

得ないことです． 

軍事訓練の航空機騒音や工事中の海中騒音は，ジュゴンへ悪影響を与える可能性が高い

と思われますが，その対策は，ジュゴン出現時に，水中音を発する工事の休止，航行船舶

の回避など言葉だけで実際上の運用がどうなるのか不明であり，回避，低減が図られてい

るとは言えないでしょう．そもそもジュゴンは，工事船が航行するような海域には近づか

ないと考えられます． 

低騒音型機械，車両行調整，米軍車両の適正走行なども，保全措置というより行われて
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当然の工事手法です． 

 

5. 振動 

法令に基づく適正な工事，車両運行調整，低震動型機械，アイドリングストップ，米軍

車両への適正走行依頼などによって，振動は，回避，低減が図られるとされています．し

かし，これらは工事をする上での当然の配慮であり，取り立てて環境保全措置と言うほど

のものではありません．基準が満たされたとしても，それは最低限であり，より良い環境

状態を目指すものではありません． 

 

6. 低周波音 

米軍機は，Ｖ字型滑走路で周辺地域の集落上空を回避するので，低周波音は相当程度低

減されるとありますが，騒音の項目で述べたように，米軍機の演習では，前提どおり集落

上空を飛ばないとは考えられません．したがって，低周波については，その影響の危険性

が指摘され，個人差もあるらしいことから，詳細に分析し，影響を予測するべきです． 

 

7. 水の汚れ 

コンクリート工事からのアルカリ排水の処理，基地内排水の浄化槽での処理，法令によ

る濃度での海への排水によって，影響を回避，低減できるとしています．しかし，沖縄の

米軍基地内での化学物質による汚染は，たびたび報道されており，軍事空港としての供用

後の汚染については，何も触れられていません．また，工事中の排水や供用後の排水によ

る汚染の蓄積についても触れられていません．塩分を落とすために，軍用機の機体を洗浄

する洗剤あるいは薬品についても浄化方法，排出方法を詳しく述べるべきです． 

 

8. 土砂による水の濁り 

汚濁防止膜，裸地の転圧，洗浄石材の投入，台風時は工事を中止することによって，影

響を回避，低減するとしています．しかし，これらも工事上の当然の措置です．沖縄の地

域特性として，台風だけでなく局地的な集中豪雨も頻発することから，そのようなケース

も想定して対策を検討する必要があります．豪雨時に，土堤や沈砂地，汚濁防止膜などが

役に立たない例は数多く見られます． 

さらに，すでに赤土の蓄積があるところ（バックグラウンド）は考慮されていませんが，

これも大きな問題です．辺野古ダム周辺の丘陵から，海域埋立用の土砂を 200 万立方メー

トル，キャンプ・シュワブの平地から 200 万立方メートル，合計 400 万立方メートルも採

取する計画なので，豪雨時における工事中の赤土流出，また工事後の法面，側溝等からの

大量の流水の影響についても十分検討するべきです． 

 

9. 地下水の水質 

地下水位と水質に影響はないので何も対策をしないとされています．しかし，サンゴ礁

のイノー（礁池）には，通常，地下水がわき出す場所があり，埋立によって，地下水脈が

分断されたり，水量が変化したり，基地による化学物質汚染の可能性もあり，サンゴ礁海

域や海草藻場への影響が予想されます．準備書では，この点に何も触れていないので，再

検討が必要です．また，辺野古ダム周辺の森林が土砂の採取によって失われることから，

集水域の環境が大きく変化し，これが地下水へも影響を及ぼすと考えられるので，その影

響についてきちんと調査するべきです． 

 

10. 水象 

潮流の変化は基地周辺だけで，大浦湾等では大局的には変化しないとされています．し
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かし，そのような結論を出す根拠となったシミュレーションに関しては，実施要件，境界

条件など，基本的な条件が示されておらず，観測値と実測値についてもよく一致している

というだけで，シミュレーションの精度など肝心の点に触れていません．そのため，この

シミュレーションは，大きな変化はないという結論に合わせるために操作を加えたのでは

ないか，という疑問を生じさせます． 

したがって，シミュレーションについては第 3 者機関の検証を受け，潮流の変化と地形

の変化，その結果に伴うサンゴ礁や海域生物への影響などの予測も，再度行うべきです．

また，埋立地の堤防ができることにより，台風時や高潮時の高波などによって，陸上部に

越波や塩害の被害が起きる可能性についても検討するべきです． 

 

11. 地形・地質 

重要な地形・地質の一部が失われるが，区域外にもあるので問題はないとしています．

しかし，他地域にあるから問題ないというのでは環境アセスメントにはなっていません．

辺野古のサンゴ礁地形，岩礁，大浦湾の南西側の急深斜面の喪失は一連の自然海岸の地形

を大きく損なうものであり，地形・地質への影響は大きいというべきです．方法書への県

知事意見では，重要な海岸地形・地質に関して詳細な調査を求めていますが，それは実現

されていません． 

 

12. 塩害 

内陸への塩害は生じないとしていますが，埋立地の堤防ができた場合，波当たりが強く

なり，海水の飛沫の飛び方も大きくなり，特に，台風や暴風雨時は，塩害が生じる可能性

が増大することを否定できないと思われます． 

 

13. 電波障害 

航空機による電波障害の事例があり，発生したらアンテナ，ケーブルなどで対策を取る

としていますが，米軍機の演習は飛行ルートを変化させることから，特定の場所ではなく，

周辺全域に電波障害の事例が増加する可能性を否定できないと思われます． 

 

14. 海域生物 

実行可能な保全措置で回避，低減が図られている，大浦湾奥部の作業ヤードを取りやめ

た，海上ヤードは工事後に撤去する，事後調査で影響が認められれば対策をとる，とされ

ています． 

しかし，サンゴ礁や藻場，浅瀬や深場などの海域生物について，影響が及ぶ範囲を，埋

立によって失われる部分だけに限定していることに大きな問題があります．埋立の影響は

すぐには現れなくても，次第に近傍から遠方へと波及していく可能性が高いと考えられま

す．事後調査の結果，後で悪影響が明らかになったとしても十分な対策はとれず，形式的

対策になりがちです． 

海域生物については，「重要種」のみを選んで影響を予測していますが，海草藻類，ベン

トス，魚類など記録種数の多い分類群については，それぞれの種の多様性について，他の

海域と比較して検討するべきです．また，辺野古・大浦湾の海域生物の多様性の観点から

も分析を行い，その評価と影響予測を行うべきです． 

ウミガメ類については，キャンプ・シュワブの辺野古側の海岸（埋立予定域）を産卵の

可能性の低い場所と判定していますが，辺野古側での唯一の産卵・ふ化が確認されている

場所であることから，この判定は訂正するべきです． 

 海底ヤードについては，工事後に撤去するとしても，その建設工事，使用状況，撤去と

海底への影響は大きいと考えられることから，現在の影響予測は不十分と思われます． 
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15. サンゴ類 

大浦湾西岸作業ヤードの取りやめと中央部作業ヤードの移動，汚濁防止膜や防止枠の使

用により濁りを低減する，埋め立て区域内のサンゴを移植するとしていますが，台風や集

中豪雨時の濁りの発生については触れていません．台風や集中豪雨は，可能性として十分

考えられることであり，影響を予測し，保全措置も検討するべきです． 

サンゴ類は，埋立予定域のサンゴ類が消滅するだけでなく，近傍のサンゴ類も巨大な埋

立地の存在による海流の変化等の影響を受ける可能性があります．水象の項目では，潮流

の変化は埋立地近傍に限られるとしてありますが，このシミュレーション自体の信頼性が

疑われます．辺野古崎から長島にかけての狭隘部が埋立により，さらに狭められることか

ら，海水の流動が変化する可能性は，むしろ大きいのではないかと考えられます．もしそ

うならば，大浦湾のアオサンゴやハマサンゴなどの巨大な群集も海流の変化による影響を

受ける可能性が高いと考えられます． 

なお，サンゴ類の被度に関する調査では，調査結果としてスケッチだけが示されていま

すが，写真もそえて客観性を示すべきでしょう． 

 

16. 海草藻類 

 辺野古地先の海草藻場は，面積が 488.7 ヘクタールとされており，沖縄島に現存する最

大の海草藻場です．絶滅のおそれが極めて強い沖縄のジュゴンにとって，最も重要な採食

場所と考えられます．しかし，辺野古および大浦湾で，埋立により 71.8 ヘクタールの海草

藻場が失われるとされています．嘉陽・安部の藻場の面積が 46.5 ヘクタールであることか

ら，その 1.5 倍の藻場が消滅することになります．また，埋立により直接消滅する場所だ

けでなく，埋立地の周辺も藻場としては次第に衰退する可能性が高いと思われます． 

保全措置として，専門家の助言により，海草の生育基盤の環境改善と生息範囲拡大を図

ると書かれているが，あいまいで具体的内容がありません．保全措置は実現可能なことを

明確に示すべきです．海草の移植は，泡瀬干潟の例で見られるように，成功していません． 

なお，辺野古地先の藻場のある海域は，現地技術調査（2004－2005 年）や事前調査（2007

年），現地調査（2008 年），米軍演習によって著しく攪乱され，ジュゴンが利用できない状

況になっている可能性が大きいと思われます．保全措置としては，現存の藻場海域を攪乱

しないことが第一です．海草藻場の保全とジュゴンの保護は一体的なものとして検討する

必要があります． 

 

17. ジュゴン 

ジュゴンは IUCN，環境省と沖縄県のレッドデータブックで，それぞれ絶滅危惧（VU），

絶滅危惧ⅠA 類（CR），であり，国指定天然記念物です．分布域の狭さ，個体数の少なさ，

個体群の孤立，生息地での軍事基地計画などから，日本国内では最も絶滅のおそれの高い

哺乳類と言うことができます．この点を十分に認識した上で，軍事基地建設の影響予測や

保護に関する評価を行うべきです．しかし，準備書では，絶滅の可能性や保護対策に関す

る考察が，きわめて不十分であり，おざなりです． 

 嘉陽沖のジュゴンにとって，採食場所を含む生息範囲への影響は（埋立と軍事基地の工

事，その存在，供用＝軍事演習のどの段階も），ほとんどないとする結論は，明らかに誤り

です．影響がないという結論が先にあり，それに向けて強引に誘導したものに過ぎません． 

準備書では，嘉陽地先の海草藻場の面積は 44.2 ヘクタールで，辺野古地先は 488.7 ヘク

タールとされています．また，単位面積あたりの海草の乾燥重量も辺野古のほうが相当大

きいという結果が示されています．したがって，採食場所としてみれば，辺野古地先は嘉

陽地先より好適な条件を備えていると言えます．そのため，ジュゴンが辺野古地先の海草
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藻場で採食していない，沖でも観察されていないとするならば，その理由を考察しなけれ

ばなりませんが，この点について準備書には何も書かれていません． 

辺野古地先の海草藻場を利用せず，沖に生息しなくなってしまったのならば，以前から

の軍事演習に加えて，2004，2005 年の現地技術調査（4 か所の単管足場，夜間の操船，ス

パット台船など），また，2007 年の環境現況調査（ビデオ，ソナー，サンゴ着床板の設置

など）の影響があると考えるのが自然であり，きちんと考察するべきです．嘉陽沖で観察

されるジュゴンおよび古宇利島から遊泳してきた個体は，辺野古沖および海草藻場のある

地先のイノー（礁池）を利用できないことによって，大きな悪影響を被っている可能性が

高いと考えられます． 

ジュゴンが辺野古地先とその沖合を利用しないと結論づけるのなら，事業者は，事前調

査と軍事演習の影響を消してから，すなわち，軍事訓練を２年ないし 3 年ぐらい中止して，

その間およびその後にもジュゴンは辺野古地先と沖を利用しないことを証明しなければな

りません．ジュゴンは辺野古付近の海域を利用していないから，埋立と軍事基地の建設，

軍事演習の影響はないという結論は，あきらかに間違っています． 

古宇利島東側の 2 頭へも，基地建設の影響はないとしているが，これも間違っています．

準備書によると，古宇利島から辺戸岬，嘉陽，大浦湾への移動があると考えられており，

古宇利島の個体らしいものが大浦湾中央部で遊泳する観察例があることから（沖縄島北部

の狭い海域で交流があるのは，むしろ当然と言って良い），行動圏のなかに軍事基地が建設

され，演習が行われることによって，既に受けている影響に加えて，さらに大きな悪影響

を被ると予測するのが合理的です． 

準備書では，飛行場の供用＝軍事演習における騒音は，ジュゴンへの影響レベルを上回

る可能性があるが，飛行コースの直下に限られるとしています．飛行ルートの北東端は，

まさに嘉陽沖のジュゴンの記録範囲に重なり，軍用機の騒音の影響はジュゴンの生息に大

きな影響を与える可能性が高いと考えられます．準備書によれば，辺野古沖ではジュゴン

が記録されなくなっており，近い将来，嘉陽沖も，埋立工事による海中騒音の伝播や軍用

機の騒音によって生息場所として不適になる可能性があるとしたら，ジュゴンの生息域は

さらに縮小し，重要な海草藻場が利用できなくなることから，生存はさらに危機的な状況

になると予測されます． 

一方，大浦湾での刺網による混獲の可能性を指摘していますが，その対策は示されてい

ません．数十億円をかける環境アセスに比べれば，ジュゴン保護のための刺網漁への補償

は微々たるものであり，保全措置として準備書で取り上げるべきです． 

なお，航空機による飛行ルートは概念図ではなく，実際の調査時に飛んだ飛行ルートを

GPS の記録にもとづいて示すべきでしょう．実際にどのように飛行したのか，準備書には

示されていません． 

 

18. 陸域動物（鳥類について） 

 鳥類調査は，ライン・定点調査とも広い範囲で薄く，道路と海岸沿で行われています．

しかし，何の目的でこのような方法を採用したのか意味不明です．調査結果は，得られた

データを一括して表にしだけですが，地域別，環境別にまとめなければ，影響予測や保全

措置の検討は困難です．データを羅列し，考察をほとんど加えずに，影響は無いか軽微と

結論づけているに過ぎません． 

 ラインセンサス法を用いたのなら，記録個体数に関するデータを示すべきです．数量デ

ータがないので，定量的な解析，影響予測，評価がなされていません．個体数が多いのか

少ないのかは，影響を予測，保全措置を評価する上で不可欠です． 

 留鳥および夏鳥については，繁殖の有無が影響予測と評価の上で重要ですが，準備書で

は，繁殖に関する調査や繁殖確認の方法がまったく示されていません．それにもかかわら
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ず「改変区域では・・・調査地域では営巣繁殖は確認されておらず」という記述が並んで

います．調査のラインや定点に偏りはないのか，繁殖を確認するためにふさわしい方法を

用いたのか，明記するべきです．そうでなければ，繁殖にかかわる観察ができないような

手法で調査を行ったという疑いが残ります．少なくとも，環境庁（1978）の繁殖地図調査

の手法を用いるべきです． 

改変区域内で記録されたカラスバト，リュウキュウコノハズク，リュウキュウオオコノ

ハズク，リュウキュウアオバズク，リュウキュウサンショウクイ，リュウキュウサンコウ

チョウ，リュウキュウコゲラ，アマミヤマガラなどについては，繁殖しているのか，して

いないのか，再調査するべきでしょう．フクロウ類は，繁殖期に，営巣可能な環境で，頻

度高く鳴き声が聞こえれば，繁殖の可能性が高いと見るべきです． 

工事中の騒音が鳥類に与える影響について，飛び立ちなど一時的な反応はあるが，生息

地の放棄などの重大な影響はないとしています．しかし，その根拠は示されていません．

土地改変区域では，鳥，コウモリ，トンボなどは周辺へ飛んでいくので影響がないと言う

に到っては，アセスを放棄したのも同然です．辺野古ダム周辺は土取り場として，キャン

プ・シャワブ海岸部は埋立と滑走路の建設で，大きく環境が改変されることによって，鳥

類の繁殖，生息はほとんど不可能になります． 

なお，予測結果（6-17-407 ページ）では，ネズミ類に関して「新たにゴルフ場，芝地環

境が創出され，生息環境が増加する可能性がある」，イノシシ，コウモリ，鳥類について「イ

ジュ-タブノキ群落等が，ゴルフ場，芝地などによって減少する」と書かれていますが，そ

もそも「ゴルフ場」造成は施設計画に入っていないはずです． 

 

19. 陸域植物 

土地改変区域で個体が失われることによって，周辺区域の個体群の存続に影響が生じる

と考えられる種については，類似環境へ移植する，生息環境の保全に努める，事後調査を

行い，専門家の助言を受けるとしています．しかし，類似環境とは何なのか，移植におけ

る活着とその後の成長，繁殖はどうなのかなど，技術的な検討は何もされておらず，形式

的な保全措置を述べているに過ぎません．事後調査と「専門家」の助言に，結果を先送り

してしまうのは無責任と言えます． 

また，土取り場の植物が刈り取られた後，緑化工法や植林が行われても，地形変化や風

の吹き込みなどで，周辺植生への影響は大きいと考えられます．安易な移植は，移植先を

攪乱することになるし，移植は，単に個体が生きのびればよいと言うことではなく，生態

系の中で自然に世代交代していけるような手法を考えるべきでしょう． 

 

20. 海域生態系 

海域生態系の項目の中では，海草藻類，サンゴ類，底生動物類，魚類，爬虫類のリスト

を並べ，生態系を海浜，干潟，藻場，サンゴ礁，内湾に類型し，それぞれの生態系（意味

は環境）と優占的（代表的）な種を結びつけたに過ぎません． 

海域生態系への影響としては，他の項目と同様に，埋立によって失われる部分は，生息

空間の消失として影響があり，機能が失われるが，保全措置として，消失藻場を最小化し，

サンゴを移植することにより，可能な範囲で回避，低減が図られるとしています．しかし，

辺野古地先で消失する藻場の重要性，特に，ジュゴンの採食場所としての意味を考察して

いません． 

 

21. 陸域生態系（アジサシ類） 

準備書では，陸域生態系と言いながら，中心となる記述は，アジサシ類など，上位性，

典型性，特殊性という視点で選んだいくつかの種に関する調査結果を並べただけです． 
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アジサシ類については，その生息数（記録数）について，文献により 5 種 947 羽の記録

があるとしながら（シュワブ H18 環境現況調査），2007 年，2008 年の調査結果では生息数

のデータを示していません．なぜ，データを示さないのか，生息数の調査をしていないの

かどうか，明記するべきです． 

辺野古・大浦湾で繁殖するアジサシ類は，フィリピン，インドネシア等で越冬して再び

渡ってくる群であり，生活史の上で繁殖地が最も重要です．繁殖については，準備書でも

触れているように，人の立ち入りによって妨害されることも少なくありません．また，台

風によって卵やヒナが全滅することもあります．沖縄島全体でも，アジサシ類の繁殖数は

大きく変化することが知られています．したがって，わずか 2 年の調査で，繁殖数が少な

いから重要度は高くない，また，集団繁殖地ではないと結論づけるのは誤りです． 

準備書では，埋立による生息場所の消滅，工事による騒音，軍用機による影響はいずれ

も小さく，回避，低減措置によってアジサシ類の個体群は維持されるとしています．しか

し，長島，平島等は残されるとしても，近接した場所での埋立工事や空港の存在，軍用機

の演習は，生息条件の悪化を積み重ねていくことになり，近い将来，この海域の個体群の

繁殖は不可能になり，生息数も激減する可能性を否定できません．他にも生息地があると

か，採食できる海面があるから影響は少ないなどというのは影響評価ではありません． 

陸域生態系におけるアジサシ類の位置づけをやり直すべきです．他地域，過去の記録と

の比較が重要です．辺野古，大浦湾では，過去 2 年間の繁殖はほとんどありませんでした

が，生息数は 100 羽から 180 羽が記録されています． 

 

22. 生態系の構造と機能 

生態系の構造として書かれている内容は，一般的な食物連鎖の記述とほとんどかわりま

せん．生態系の機能についても，いくつかの生物類の生息場所を羅列しただけに過ぎず，

生物多様性に到っては，分類群ごとの確認種数と重要種数を表にしただけで，物質循環は

一般的記載のみです．これでは，生態系の構造と機能について調査したとは言えず，地域

特性をもとにした考察もなく，影響を予測し，保全措置を評価できるものでもありません． 

影響予測のフローチャートのみ肥大化していますが，生態系への影響は予測されておら

ず，生態系の代表として選定した数種について，直接改変区域内で，移動性の少ない種は

影響があるが，鳥類のように移動できるものへは影響がないと，実際の予測の仕方はお粗

末と言わざるを得ません．生態系への影響予測に関しては，内容が不十分であることから，

やり直すべきです． 

 

23. 生態系の関連 

陸域生態系と海域生態系の関連性を明らかにし，保全の行動計画を立案することは，島

嶼生態系において，たいへん重要な視点です．しかし，準備書では，わずか３分の２ペー

ジのみの記述で，生物の分布情報を並べ，環境の類型区分をしただけに過ぎません．海と

陸との相互の影響を魚類と魚食性鳥類のみに限定しているのも不十分です． 

多野岳等の脊梁山地東側の亜熱帯林，そこを水源とする河川，河口の干潟，マングロー

ブ林，砂浜，岩礁，島，サンゴ礁，沿岸域まで，一連の水系としてみた場合の生物多様性，

生態系の多様性の重要性について分析されていません． 

 

24. 景観 

辺野古・大浦湾における広大な埋立地の出現や辺野古ダムの水源林となっている森林の

伐採と埋立用土砂の採取は，地域の景観を大きく変貌させます．また，供用段階に到り，

軍用機による演習が開始されれば，騒音だけでなく，墜落の危険性など，景観全体が恐怖

心を呼び起こすものとなるでしょう．陸から見た海，海から見た陸地，景観の大きな変貌
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と軍事演習は，地域住民にとって許容できるものではありません． 

 

25. 人と自然の触れ合い活動の場 

影響は工事中の一時的なものではなく，埋立地と軍事基地の存在，供用後の軍事演習は，

人々の海岸の散歩，貝やタコの採集，釣りなど，これまで親しんできた自然の中での活動

を不可能にしたり，あるいは景観の変貌，軍事演習によって，気分を阻害する可能性が高

いと思われます．また，グラスボート，ダイビングなどの観光への悪影響も当然出てくる

と思われます． 

 

26. 歴史的・文化的環境 

辺野古沖や大浦湾のサンゴ礁には，古くから地名がつけられ，陸上と同じように親しま

れてきました．このような民俗文化，歴史性も埋立等によって失われてしまいます．これ

らは，回避，低減されるものではありません．歴史・文化環境の代替性はありません． 

 

27. 廃棄物等 

事業者の実行可能な範囲で回避，低減が図られているとしていますが，供用後の使用者

は米軍であり，どのような廃棄物が出されるのかは不明です．危険な廃棄物についても想

定し，影響を予測するべきです．特に，化学物質等は，長期間残留し悪影響をおよぼしま

す． 

 

28. 環境保全措置 

事業者の実行可能な範囲で回避，低減が図られ，環境保全措置は適切であるとされてい

ます．しかし，実際には，回避，低減にならないと思われるものが少なくありません．当

然の工事手法（台風や休日には工事を休むなど）についてまで保全措置であると強弁する

べきではありません． 

 

29. 事後調査 

予測の不確実性が大きいもの，効果の知見の不確実性の大きい環境保全措置について，

事後調査をおこない，また，環境監視も行うとされています．しかし，特に，不確実性の

大きいものについては，影響予測が難しいとして事後調査に先送りするべきではありませ

ん．いくつかのあり得るケースを想定してきちんと影響予測をするべきです．事後調査や

モニタリング調査で悪影響を察知しても，その時には手遅れになっている可能性が高いの

です．特に，ジュゴンの生息数が準備書に書かれているように，わずか３頭であるとすれ

ば，日本では最も絶滅のおそれの高い哺乳類であり，その将来を事後調査にゆだねるとい

う無責任な手法をとるべきではありません． 

 

30. 総合評価 

大部分の項目で影響はない，あっても軽微である，実行可能な範囲で回避，低減措置が

とられている，環境保全措置が適切である，として「事業実施区域周辺におよぼす影響は

総じて少ないものと判断される」と結論づけています．しかし，これは，先に結論ありき

で，調査結果を，ほとんど考察しないまま，表面的にのみ影響を予測しているに過ぎませ

ん．重大な影響については，実際は回避，低減ができない可能性が高いにもかかわらず，

「事業者の実行可能な範囲で回避，低減が図られている」と評価している点も作為的です．

特に，供用後の軍事空港では，事業者(使用者)は米軍であり，日本の法律が及ばないこと

から，事業者の実行可能な範囲の回避，低減などは無意味です． 
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31. 埋立土砂 

160 ヘクタールの埋立には，2,100 万立方メートルの土砂が必要で，そのうち 400 万立方

メートルをキャンプ・シュワブ内の山林と平地から採取するとしています．しかし，残り

の 1,700 万立方メートルについては，どこから調達するのか記述がありません．沖縄県内

の海岸，海底から採取するのであれば，その量は沖縄県の海砂採取量（2006 年度）の 12

年分以上になるとされています．県内から分散して採取すると仮定しても，総量は膨大で

あるため，沿岸海洋環境への影響は必至であり，土砂の採取に関しては環境アセスメント

の対象とするべきです． 

 県外からの購入にしても，膨大な量であることから，採取地の環境を損ねる可能性は大

きいと思われます．海外からの購入であれば，外来生物の侵入防止は困難であり，有害な

生物の影響に関するアセスが必要でしょう．埋立土砂については，その入手に係わる計画

をきちんと示す必要があります． 

 

32. 不慮の事故 

準備書には，米軍機の墜落，燃料庫，弾薬庫の爆発，化学物質の漏洩など，不慮の事故

に関する記述がまったくありません．これらは，地域住民の安全，安心に直結する事柄で

あり，環境アセスの項目として含めるべきです． 

 

33. 災害時の対応 

上記と関連し，不慮の事故や台風，地震などの災害についても，どのような想定がなさ

れ，どのような対策を取るのか，まったく示されていません．環境アセスの実施要項に書

かれていなくても，住民にとっては重大な関心事であり，事業者は答えるべきです． 

 

34. 米軍と治安 

海兵隊員や米軍車両の増加は，地域の治安の悪化，交通事故等の増加に結びつく可能性

があり，社会的不安が増加する可能性があります．この点も，住民にとっては重大な関心

事であり，事業者は答えるべきです． 

 

35. 水問題 

将来の基地内の人口を約 6,400 人として，給排水計画が立てられています．しかし，給

水量を１日当たり 4,200 立方メートル，排水量を１日当たり 2,600 立方メートルにした根

拠は示されていません． 

住民にとって水問題は深刻であり，辺野古ダム周辺が土取り場となることから，いつま

で同ダムが辺野古地区の水源として存続できるのか，いつから県企業局の供給が始まるの

か，水道料金などの条件はどうなるのか，準備書できちんと説明するべきです． 

 

以上 
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2009 年 7 月 28 日 

 

沖縄県環境政策課 

課長 安富 雅之 様 

 

沖縄県環境影響評価審査会 

会長 津嘉山 正光 様 

 

沖縄県環境影響評価審査会における意見聴取のお願い 

 

（財）世界自然保護基金ジャパン 

                       （WWF ジャパン） 

                       事務局長 樋口隆昌 

 

 沖縄県内における多様な環境保全への取り組みに，深く敬意を表します． 

 現在，環境政策課および環境影響評価審査会におかれましては，普天間飛行場代替施設

建設事業に関わる環境影響評価準備書の審査にともない，県内の環境団体や住民代表から，

準備書の内容に関する意見聴取を行うと聞いております．これは，住民参加の場を広げる

ために，たいへん重要な取り組みであり，高く評価されます． 

 この普天間代替施設（辺野古新基地）問題に関して，WWF ジャパンは 1997 年に最初

の意見書を出して以来，継続して関わり，今回の準備書に関しても意見書を提出してきま

した．当会のみならず，県外の多くの環境団体，IUCN などの国際機関も，世界的に重要

な自然環境である辺野古・大浦湾・嘉陽海域の環境保全に大きな関心を持っています． 

 つきましては，本会などの県外の環境団体につきましても，貴審査会において意見を述

べる機会を設けてくださるように，強く要請したいと存じます． 

 ご検討のほど，よろしくお願いいたします． 

 

この件に関する問い合わせ先 

東京都港区芝 3－1－14 WWF ジャパン 

自然保護室主任 花輪伸一 

Tel.03-3769-1713, Fax.03-3769-1717 

E-mail : hanawa@wwf.or.jp 



鳩山首相鳩山首相鳩山首相鳩山首相にににに 

辺野古辺野古辺野古辺野古・・・・大浦湾地域大浦湾地域大浦湾地域大浦湾地域へのへのへのへの新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設（（（（普天間普天間普天間普天間代替施設代替施設代替施設代替施設））））のののの白紙撤回白紙撤回白紙撤回白紙撤回をををを求求求求めるめるめるめる 

NGO 共同声明共同声明共同声明共同声明 

 

私たち NGO はこれまで、辺野古・大浦湾地域が普天間飛行場の代替施設を建設

するために埋め立てられることに大きな懸念を抱き、事業実施を前提とした環境影響

評価の進行や、海の生物を脅かす環境調査手法の問題性などを指摘しつつ、埋め

立て事業の白紙撤回を強く要請してきました。同時に、県外や国外への移設方針を

示した鳩山政権に注目していました。 

 

辺野古・大浦湾地域は、日本にわずか十数頭ほどしか生息していない絶滅危惧種

ジュゴンの限られた生息地であり、またアオサンゴの大群集に象徴されるように、豊

かな自然生態系が残る海域です。最近では､エビ・カニ類の新種が 36 種も発見され

ています。埋め立て事業を実施すれば、このきわめて貴重な生態系の大規模な破壊

は避けられません。 

 

辺野古・大浦湾地域を埋め立てるこの事業計画に対し、「基地建設による影響は

総じて少ない」とする環境影響評価が示すものは、何が何でも基地建設を推進しよう

という日本政府の姿勢に他なりません。また、この事業の実施が民意を反映していな

いことは、各新聞社の世論調査や選挙結果からも明らかです。 

 

国際生物多様性年である 2010 年、日本は議長国として生物多様性条約第 10 回

締約国会議（CBD・COP10／MOP5）を主催します。辺野古・大浦湾地域の埋め立て

事業は、環境保全の取り組みを重視する国際社会から大いに疑問視されるものです。

鳩山政権に、気候変動枠組み条約への取り組み同様、生物多様性条約への取り組

みにおいても強いイニチアチブを示し、かけがえのない豊かな沖縄の自然を守ること

をはじめのステップとし、環境立国をめざす日本のリーダーシップを発揮することを強

く期待します。 

 

以上の認識にもとづき、鳩山首相に辺野古・大浦湾地域への普天間飛行場移設事

業の白紙撤回を要請します。 

 

2009年 12月 4日 

 

国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン、ＷＷＦジャパン、日本自然保護協会、

国際環境 NGO ＦｏＥ Ｊａｐａｎ、NPO 法人ネットワーク『地球村』、イルカ

＆クジラ・アクション・ネットワーク、北限のジュゴンを見守る会、ジュゴン

保護キャンペーンセンター、グリーン・アクション、沖縄・生物多様性市民ネ



ットワーク、琉球諸島を世界自然遺産にする連絡会、ヘリ基地いらない二見以

北十区の会、特定非営利活動法人熱帯森林保護団体、［自然の権利］セミナー、

未来につながる生命（いのち）を育てる会、雁を保護する会、FOCS Japan、（社）

Office Ecologist、NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本、ホールアース自然

学校、IFAW(国際動物福祉基金)ジャパン、「自然の権利」基金、劣化ウラン研究

会（東京）、平和の井戸端会議、平和省プロジェクト大阪、自衛隊を国際災害救

助隊にかえようプロジェクト、大阪ピース・ミュージック・フェスティバル制

作委員会、不戦へのネットワーク、アマナクニ／名前のない新聞、許すな！憲

法改悪・市民連絡会、グローバルピースキャンペーン、住まいと環境を考える

会、有機建築研究所、佐潟環境ネットワーク、日本キリスト教団大阪教区沖縄

交流・連帯委員会、行動：多様ないのちを還す、ホリスティック心理教育研究

所、たんぽぽ舎、都労連交流会、現代思想社、いろりばた会議、核開発に反対

する会、劣化ウラン兵益禁止市民ネットワーク、リブ・イン・ピース☆９＋２

５、パンダクラブ徳島、基地はいらない！女たちの全国ネット、ふぇみん婦人

民主クラブ、東アジア環境情報発伝所、玄米と旬の野菜 MOMONGA（順不同、計

49 団体） 
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2009 年 12 月 8 日 

 

 内閣総理大臣 鳩山 由紀夫 様 

 外務大臣   岡田 克也 様 

 環境大臣   小沢 鋭仁 様 

 防衛大臣   北澤 俊美 様 

 

                         (財)世界自然保護基金ジャパン 

                            WWF ジャパン 

                            会長 德川 恒孝 

 

辺野古・大浦湾の生物多様性保全についての要請 

 

 拝啓 

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 本会の活動につきましては、日頃より、ご理解、ご支援をいただき厚く感謝申し上げま

す。 

 さて、WWF ジャパンは、1983 年に「南西諸島自然保護プログラム」を開始してから、

同地域および海域での自然環境と野生生物の調査研究、生物多様性の保全、普及教育など

の活動を継続しています。 

 今年 6 月に、沖縄県名護市の辺野古・大浦湾海域で行われた十脚甲殻類（エビ・カニ類）

調査では、11 月末に名護市内で開催された「日本サンゴ礁学会」で発表されたように、少

なくとも 36 種の新種（未記載種）と 25 種の日本初記録種の生息が確認されています。 

 また、同海域は絶滅危惧ⅠA 類（環境省）のジュゴンの生息域であり、沖縄のジュゴン

は孤立し、分布域が狭く、個体数もきわめて少ないことから、IUCN（国際自然保護連合）

は、日本・アメリカ両政府に対し、３回にわたる沖縄のジュゴン保護に関する勧告、決議

を行っています。 

 辺野古・大浦湾には、巨大なアオサンゴ群集を含むサンゴ礁や海草藻場、沿岸には砂浜、

岩礁、干潟やマングローブ林が広がるなど様々な環境があり、ジュゴンをはじめ多くの野

生生物が生息し、まさに生物多様性の宝庫となっています。 

 2010 年は国連の国際生物多様性年であり、10 月には名古屋で第 10 回生物多様性条約締



約国会議が開催され､日本は、議長国として 2010 年から 2 年間、地球の環境保護、生物多

様性保全を確実に進める役割と責任を負うことになります。 

 以上のことから、辺野古・大浦湾海域の豊かな生物多様性の保全について、下記のこと

を要請いたします。 

 

記 

 

1. 辺野古・大浦湾海域に､生物多様性保全のための海洋保護区を設置し､やんばるの森と

あわせて、世界自然遺産への登録を推進すること。 

2. 辺野古新基地（普天間代替施設）については、生物多様性保全の観点から、計画を中

止すること。 

3. IUCN(国際自然保護連合)のアンマン（2000 年）、バンコク（2004 年）での勧告、バ

ルセロナ（2008 年）での決議を遵守すること。 

4. 辺野古・大浦湾海域で生息が確認された 36 種の新種､および国内初記録の 25 種の十

脚甲殻類（エビ・カニ類）の希少性等について調査を行うこと。 

 

 なにとぞ、ご高配の程、よろしくお願いいたします。 

 

敬具 

 

 

添付資料 

プレスリリース「沖縄島・大浦湾で 36 種以上の新種甲殻類を確認」（WWF ジャパン） 

「辺野古・大浦湾アオサンゴの海 生物多様性が豊かな理由」（WWF ジャパン他） 

「大浦湾生きものマップ」（沖縄リーフチェック研究会） 
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2010 年 2 月 24 日 

 

防衛省による高江ヘリパッド建設工事の強行に強く抗議する 

声明 

 

WWF ジャパン 

 

 防衛省沖縄防衛局は、2月 18 日より、沖縄県東村高江の米軍ヘリパッド建設予定地にお

いて、建設中止を訴える住民の声を無視して工事を強行している。6 か所の巨大なヘリパ

ッド建設予定地は高江の集落を取り囲むように位置し、住民の生活に大きな危険と不安を

もたらすだけでなく、多くの固有種が生息し生物多様性に富む「やんばるの森」の環境も

大きく悪化させることになる。WWF ジャパンは、防衛省の高江ヘリパッド工事強行に抗議

するとともに、建設計画の中止を強く要請する。 

 

那覇防衛施設局（当時）の「環境影響評価図書（2006 年）」によれば、ヘリパッド建設

予定地とその周辺で、4,000種をこえる野生生物が記録されている。そのうち12種の植物、

11種の動物が地球上で沖縄島だけに生育・生息する固有種・固有亜種であり、また、絶滅

のおそれのある種が 177 種（環境省レッドリスト）、188 種（沖縄県レッドリスト）も含ま

れている。これは「学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、

絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における保全にとって、もっとも

重要な自然の生育地を含むこと」という世界自然遺産の選定基準を満たしている。 

 

IUCN（国際自然保護連合）の世界自然保護会議（アンマン 2000 年、バンコク 2004 年）

では、沖縄島「やんばるの森」にのみ生息するノグチゲラ・ヤンバルクイナとその生息場

所の保全を日米両政府に勧告している。日本政府には、生物多様性と絶滅のおそれのある

種の保全計画を作成すること、自然遺産への指名を検討すること、保護区を設置すること、

ヘリパッドを造らない選択（ゼロ・オプション）を含む環境アセスメントを実施すること、

米国政府に対しては、米軍の環境管理基準をもとに野生生物保護の観点から日本政府と協

議すること、日本政府の環境アセスメントに協力することを勧告している。 

 

 東村高江は、人口が約 160 人、そのうち中学生以下が約 20人の小さな集落である。住民

を軍用機の爆音や墜落の危険にさらすことは、基本的人権を無視し平和で健康な生活を保

障する日本国憲法に背くことになる。 

 

鳩山内閣は、環境、人権、平和を守ることを最優先にし、高江のヘリパッド建設を中止

するべきである。 
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2010201020102010 年年年年 4444 月月月月 22225555 日日日日    

    

琉球列島の生物多様性保全と軍事基地計画に琉球列島の生物多様性保全と軍事基地計画に琉球列島の生物多様性保全と軍事基地計画に琉球列島の生物多様性保全と軍事基地計画に関する関する関する関する    

ＷＷＦジャパンのＷＷＦジャパンのＷＷＦジャパンのＷＷＦジャパンの声明声明声明声明    

    

    琉球列島（南西諸島）琉球列島（南西諸島）琉球列島（南西諸島）琉球列島（南西諸島）はははは、、、、「世界環境保全戦略」（「世界環境保全戦略」（「世界環境保全戦略」（「世界環境保全戦略」（IUCNIUCNIUCNIUCN、、、、UNEPUNEPUNEPUNEP、、、、WWF 1980WWF 1980WWF 1980WWF 1980 年年年年）および「グローバル）および「グローバル）および「グローバル）および「グローバル 200200200200」（」（」（」（WWF WWF WWF WWF 

2003200320032003 年年年年））））により、地球により、地球により、地球により、地球上で上で上で上で重要な重要な重要な重要な生物相と生物相と生物相と生物相と自然環境を有し自然環境を有し自然環境を有し自然環境を有していることからていることからていることからていることから保護・保護・保護・保護・保全の優先度が高い地域と保全の優先度が高い地域と保全の優先度が高い地域と保全の優先度が高い地域と

されされされされたたたた。。。。    

そのため、ＷＷＦジャパンは、そのため、ＷＷＦジャパンは、そのため、ＷＷＦジャパンは、そのため、ＷＷＦジャパンは、1980198019801980 年代から年代から年代から年代から琉球列島のなかで琉球列島のなかで琉球列島のなかで琉球列島のなかで生物生物生物生物等の等の等の等の調査を調査を調査を調査を開始し開始し開始し開始し、重要な生物種、重要な生物種、重要な生物種、重要な生物種や群や群や群や群

集と集と集と集とその生息地その生息地その生息地その生息地、保護上の問題点など、保護上の問題点など、保護上の問題点など、保護上の問題点などを明らかにし、保全を明らかにし、保全を明らかにし、保全を明らかにし、保全活動や普及活動や普及活動や普及活動や普及教育活動を行って教育活動を行って教育活動を行って教育活動を行っているいるいるいる。。。。    

特に、石垣島白保海域のサンゴ礁、沖縄島やんばるの森と海、奄美大島の森林を重要地域として、特に、石垣島白保海域のサンゴ礁、沖縄島やんばるの森と海、奄美大島の森林を重要地域として、特に、石垣島白保海域のサンゴ礁、沖縄島やんばるの森と海、奄美大島の森林を重要地域として、特に、石垣島白保海域のサンゴ礁、沖縄島やんばるの森と海、奄美大島の森林を重要地域として、白保に白保に白保に白保に

はサンゴ礁保護研究センター（しらほサンゴ村）を設立し、やんばるでははサンゴ礁保護研究センター（しらほサンゴ村）を設立し、やんばるでははサンゴ礁保護研究センター（しらほサンゴ村）を設立し、やんばるでははサンゴ礁保護研究センター（しらほサンゴ村）を設立し、やんばるでは生物多様性に富む生物多様性に富む生物多様性に富む生物多様性に富む森・川・海の森・川・海の森・川・海の森・川・海の環環環環

境保全境保全境保全境保全ののののためためためため辺野古・大浦湾、高江辺野古・大浦湾、高江辺野古・大浦湾、高江辺野古・大浦湾、高江の米軍基地の米軍基地の米軍基地の米軍基地建設建設建設建設計画計画計画計画にににに異議を唱え異議を唱え異議を唱え異議を唱え、奄美大島では地元団体の、奄美大島では地元団体の、奄美大島では地元団体の、奄美大島では地元団体の調査調査調査調査活動活動活動活動等等等等

を支援してきた。を支援してきた。を支援してきた。を支援してきた。    

また、また、また、また、ＷＷＦジャパンは、ＷＷＦジャパンは、ＷＷＦジャパンは、ＷＷＦジャパンは、2010201020102010 年に「南西諸島生物多様性評価プロジェクト報告書」を出版し、琉球列島年に「南西諸島生物多様性評価プロジェクト報告書」を出版し、琉球列島年に「南西諸島生物多様性評価プロジェクト報告書」を出版し、琉球列島年に「南西諸島生物多様性評価プロジェクト報告書」を出版し、琉球列島

における生物多様性の広がりを地図化しにおける生物多様性の広がりを地図化しにおける生物多様性の広がりを地図化しにおける生物多様性の広がりを地図化した。こた。こた。こた。この「生物多様性マップ」はの「生物多様性マップ」はの「生物多様性マップ」はの「生物多様性マップ」は、、、、今後今後今後今後のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県・・・・鹿児島県の生物鹿児島県の生物鹿児島県の生物鹿児島県の生物

多様性地域戦多様性地域戦多様性地域戦多様性地域戦略略略略の策定の策定の策定の策定とととと将来の世界遺産条約将来の世界遺産条約将来の世界遺産条約将来の世界遺産条約自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産登録地登録地登録地登録地のののの指定を視野に入れ、地域住民と指定を視野に入れ、地域住民と指定を視野に入れ、地域住民と指定を視野に入れ、地域住民と行政、研究機行政、研究機行政、研究機行政、研究機

関関関関が連携して生物多様性を保全し持続的に利用が連携して生物多様性を保全し持続的に利用が連携して生物多様性を保全し持続的に利用が連携して生物多様性を保全し持続的に利用するための基礎資料としてするための基礎資料としてするための基礎資料としてするための基礎資料として活用される活用される活用される活用される予定である予定である予定である予定である。。。。    

しかしながら、琉球列島では、空港、港湾、道路、ダム、林道、森林伐採、農用地造成など、高率補助にしかしながら、琉球列島では、空港、港湾、道路、ダム、林道、森林伐採、農用地造成など、高率補助にしかしながら、琉球列島では、空港、港湾、道路、ダム、林道、森林伐採、農用地造成など、高率補助にしかしながら、琉球列島では、空港、港湾、道路、ダム、林道、森林伐採、農用地造成など、高率補助に

よる大規模公共事業よる大規模公共事業よる大規模公共事業よる大規模公共事業が続けられが続けられが続けられが続けられ、環境が改変され、環境が改変され、環境が改変され、環境が改変されててててきた。きた。きた。きた。また、特に沖縄島とその周辺では多くの米軍基地また、特に沖縄島とその周辺では多くの米軍基地また、特に沖縄島とその周辺では多くの米軍基地また、特に沖縄島とその周辺では多くの米軍基地

があり軍事演習が行われがあり軍事演習が行われがあり軍事演習が行われがあり軍事演習が行われ、地域住民、地域住民、地域住民、地域住民とその生活、およびとその生活、およびとその生活、およびとその生活、および自然環境へも大きな負荷を与えている。これらの負自然環境へも大きな負荷を与えている。これらの負自然環境へも大きな負荷を与えている。これらの負自然環境へも大きな負荷を与えている。これらの負

荷は、荷は、荷は、荷は、上記の各プロジェクトを進め、上記の各プロジェクトを進め、上記の各プロジェクトを進め、上記の各プロジェクトを進め、生物多様性を保全し生物多様性を保全し生物多様性を保全し生物多様性を保全し利用利用利用利用していくしていくしていくしていく上で上で上で上で大きな大きな大きな大きな障害障害障害障害となっている。となっている。となっている。となっている。    

普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設先先先先ととととされるされるされるされる新たな基地建設計画新たな基地建設計画新たな基地建設計画新たな基地建設計画は、撤去可能な海上ヘリ基地（は、撤去可能な海上ヘリ基地（は、撤去可能な海上ヘリ基地（は、撤去可能な海上ヘリ基地（1997199719971997 年年年年 90ha90ha90ha90ha）から、軍民）から、軍民）から、軍民）から、軍民

共用空港（共用空港（共用空港（共用空港（200200200200 年年年年 184ha184ha184ha184ha）、シュワブ沿岸）、シュワブ沿岸）、シュワブ沿岸）、シュワブ沿岸 VVVV 字型滑走路（字型滑走路（字型滑走路（字型滑走路（2006200620062006 年年年年 205ha205ha205ha205ha）、勝連沖埋立案（）、勝連沖埋立案（）、勝連沖埋立案（）、勝連沖埋立案（2010201020102010 年年年年 1021ha1021ha1021ha1021ha）へ）へ）へ）へ

と巨大化しながら変転し、最近では、奄美と巨大化しながら変転し、最近では、奄美と巨大化しながら変転し、最近では、奄美と巨大化しながら変転し、最近では、奄美諸島諸島諸島諸島の徳之島までが移設先として報じられている。また、沖縄県の徳之島までが移設先として報じられている。また、沖縄県の徳之島までが移設先として報じられている。また、沖縄県の徳之島までが移設先として報じられている。また、沖縄県

東村高江でも、東村高江でも、東村高江でも、東村高江でも、集落を取り囲む集落を取り囲む集落を取り囲む集落を取り囲む米軍ヘリパッド米軍ヘリパッド米軍ヘリパッド米軍ヘリパッド建設計画（直径建設計画（直径建設計画（直径建設計画（直径 70707070 メートル、メートル、メートル、メートル、6666 か所）か所）か所）か所）がががが、地域住民の反対に、地域住民の反対に、地域住民の反対に、地域住民の反対に

もかかわらず進められている。もかかわらず進められている。もかかわらず進められている。もかかわらず進められている。多くの固有種が生息する多くの固有種が生息する多くの固有種が生息する多くの固有種が生息する国国国国頭村・東村のやんばるの森では頭村・東村のやんばるの森では頭村・東村のやんばるの森では頭村・東村のやんばるの森では、、、、米国海兵隊のジ米国海兵隊のジ米国海兵隊のジ米国海兵隊のジ

ャングル戦闘訓練が日夜にわたって行われている。ャングル戦闘訓練が日夜にわたって行われている。ャングル戦闘訓練が日夜にわたって行われている。ャングル戦闘訓練が日夜にわたって行われている。    

琉球列島琉球列島琉球列島琉球列島の島々は、亜熱帯林やマングローブ林、サンゴ礁や干潟など多様な自然環境のもとの島々は、亜熱帯林やマングローブ林、サンゴ礁や干潟など多様な自然環境のもとの島々は、亜熱帯林やマングローブ林、サンゴ礁や干潟など多様な自然環境のもとの島々は、亜熱帯林やマングローブ林、サンゴ礁や干潟など多様な自然環境のもとでででで、地球上で、地球上で、地球上で、地球上で

この列島にしか生息していないこの列島にしか生息していないこの列島にしか生息していないこの列島にしか生息していない数多くの数多くの数多くの数多くの固有種を固有種を固有種を固有種を育んできた。これらは、琉球列島の自然資源であるだけで育んできた。これらは、琉球列島の自然資源であるだけで育んできた。これらは、琉球列島の自然資源であるだけで育んできた。これらは、琉球列島の自然資源であるだけで

なく、地球の財産でもある。なく、地球の財産でもある。なく、地球の財産でもある。なく、地球の財産でもある。海洋に囲まれた海洋に囲まれた海洋に囲まれた海洋に囲まれた小さな島々において、本土並みの基準で大規模な開発を行うこ小さな島々において、本土並みの基準で大規模な開発を行うこ小さな島々において、本土並みの基準で大規模な開発を行うこ小さな島々において、本土並みの基準で大規模な開発を行うこ

とやとやとやとや広大な基地を広大な基地を広大な基地を広大な基地を造成して造成して造成して造成して軍事演習を行うことは、軍事演習を行うことは、軍事演習を行うことは、軍事演習を行うことは、地域地域地域地域生態系の破壊に直結するし、固有種の絶滅の原因に生態系の破壊に直結するし、固有種の絶滅の原因に生態系の破壊に直結するし、固有種の絶滅の原因に生態系の破壊に直結するし、固有種の絶滅の原因に

もなりかねない。また、地域住民の安全で静穏な生活をも破壊することになる。もなりかねない。また、地域住民の安全で静穏な生活をも破壊することになる。もなりかねない。また、地域住民の安全で静穏な生活をも破壊することになる。もなりかねない。また、地域住民の安全で静穏な生活をも破壊することになる。    

琉球列島の島々においては、もはや新たな軍事基地を造って生物多様性を劣化させるべきではなく、琉球列島の島々においては、もはや新たな軍事基地を造って生物多様性を劣化させるべきではなく、琉球列島の島々においては、もはや新たな軍事基地を造って生物多様性を劣化させるべきではなく、琉球列島の島々においては、もはや新たな軍事基地を造って生物多様性を劣化させるべきではなく、基地基地基地基地

は整理縮小し、は整理縮小し、は整理縮小し、は整理縮小し、大規模公共事業等によって痛んだ自然は大規模公共事業等によって痛んだ自然は大規模公共事業等によって痛んだ自然は大規模公共事業等によって痛んだ自然は復元、再生し、復元、再生し、復元、再生し、復元、再生し、自然資源を持続的に活用しながら地自然資源を持続的に活用しながら地自然資源を持続的に活用しながら地自然資源を持続的に活用しながら地

域の発展を図るべきである。これまでの大規模公共事業と軍事基地は、必ずしも地域を潤してきたわけでは域の発展を図るべきである。これまでの大規模公共事業と軍事基地は、必ずしも地域を潤してきたわけでは域の発展を図るべきである。これまでの大規模公共事業と軍事基地は、必ずしも地域を潤してきたわけでは域の発展を図るべきである。これまでの大規模公共事業と軍事基地は、必ずしも地域を潤してきたわけでは

なく、むしろ疲弊したところが少なくないように見える。なく、むしろ疲弊したところが少なくないように見える。なく、むしろ疲弊したところが少なくないように見える。なく、むしろ疲弊したところが少なくないように見える。    

沖縄島沖縄島沖縄島沖縄島の環境はの環境はの環境はの環境は、、、、もはやもはやもはやもはや陸も海も軍事基地建設を受け入れ陸も海も軍事基地建設を受け入れ陸も海も軍事基地建設を受け入れ陸も海も軍事基地建設を受け入れる余裕はなく、る余裕はなく、る余裕はなく、る余裕はなく、もしももしももしももしも強行強行強行強行されれされれされれされればばばばさらなる自さらなる自さらなる自さらなる自

然環境の劣化を誘うものとなる。他の琉球列島の島々も同様である。然環境の劣化を誘うものとなる。他の琉球列島の島々も同様である。然環境の劣化を誘うものとなる。他の琉球列島の島々も同様である。然環境の劣化を誘うものとなる。他の琉球列島の島々も同様である。地域住民の方々への悪影響も計り知れ地域住民の方々への悪影響も計り知れ地域住民の方々への悪影響も計り知れ地域住民の方々への悪影響も計り知れ

ない。ない。ない。ない。沖縄沖縄沖縄沖縄県および徳之島県および徳之島県および徳之島県および徳之島では、住民では、住民では、住民では、住民・・・・議会議会議会議会ともに新たな軍事基地を受け入れともに新たな軍事基地を受け入れともに新たな軍事基地を受け入れともに新たな軍事基地を受け入れないというないというないというないという意志意志意志意志を表明しておを表明しておを表明しておを表明してお

りりりり、本土においてもそれは同様である。したがって、、本土においてもそれは同様である。したがって、、本土においてもそれは同様である。したがって、、本土においてもそれは同様である。したがって、普天間基地は返還され、新たな普天間基地は返還され、新たな普天間基地は返還され、新たな普天間基地は返還され、新たな基地は基地は基地は基地は造らない造らない造らない造らないというというというという

のが国民ののが国民ののが国民ののが国民の意志意志意志意志であることを、政府は認識するべきである。であることを、政府は認識するべきである。であることを、政府は認識するべきである。であることを、政府は認識するべきである。    

今年今年今年今年 2010201020102010 年は、国連が定めた国際生物多様性年であり、年は、国連が定めた国際生物多様性年であり、年は、国連が定めた国際生物多様性年であり、年は、国連が定めた国際生物多様性年であり、10101010 月には名古屋で日本が議長国となる第月には名古屋で日本が議長国となる第月には名古屋で日本が議長国となる第月には名古屋で日本が議長国となる第 10101010 回生回生回生回生

物多様性条約締約国会議が開物多様性条約締約国会議が開物多様性条約締約国会議が開物多様性条約締約国会議が開催される。催される。催される。催される。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、地球の生物多様性を保全し持続的に利用するという地球の生物多様性を保全し持続的に利用するという地球の生物多様性を保全し持続的に利用するという地球の生物多様性を保全し持続的に利用するという責任責任責任責任

と任務と任務と任務と任務を自覚し、沖縄島をはじめとする琉球を自覚し、沖縄島をはじめとする琉球を自覚し、沖縄島をはじめとする琉球を自覚し、沖縄島をはじめとする琉球列島列島列島列島の島々に、新たな軍事基地を建設して生物多様性をの島々に、新たな軍事基地を建設して生物多様性をの島々に、新たな軍事基地を建設して生物多様性をの島々に、新たな軍事基地を建設して生物多様性をさらにさらにさらにさらに

劣化させることは避けるべきである。劣化させることは避けるべきである。劣化させることは避けるべきである。劣化させることは避けるべきである。    
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2010 年 5 月 12 日 

 
琉球列島の生物多様性保全と軍事基地計画に関する見解 

 

主 旨 

 

 ＷＷＦジャパンは、琉球列島（南西諸島）では、生物多様性の保全と賢明な利用を図り、

世界自然遺産への登録を目指すべきであるとの観点から、辺野古サンゴ礁内でのくい打ち

桟橋（QIP）方式および徳之島空港への一部移転という計画に強く反対する。 

 

見解とその理由 

 

 琉球列島（南西諸島）は、「世界環境保全戦略」（IUCN、UNEP、WWF 1980 年）および「グ

ローバル 200」（WWF 2003 年）により、地球上で重要な生物相と自然環境を有していること

から保護・保全の優先度が高い地域とされた。 

そのため、ＷＷＦジャパンは、1980 年代から琉球列島のなかで生物等の調査を開始し、

重要な生物種や群集とその生息地、保護上の問題点などを明らかにし、保全活動や普及教

育活動を行っている。 

特に、石垣島白保海域のサンゴ礁、沖縄島やんばるの森と海、奄美大島の森林を重要地

域として、白保にはサンゴ礁保護研究センター（しらほサンゴ村）を設立し、やんばるで

は生物多様性に富む森・川・海の環境保全のため辺野古・大浦湾、高江の米軍基地建設計

画に異議を唱え、奄美大島では地元団体の調査活動等を支援してきた。 

また、ＷＷＦジャパンは、2010 年に「南西諸島生物多様性評価プロジェクト報告書」を

出版し、琉球列島における生物多様性の広がりを地図化した。この「生物多様性マップ」

は、今後の沖縄県・鹿児島県の生物多様性地域戦略の策定と将来の世界遺産条約自然遺産

登録地の指定を視野に入れ、地域住民と行政、研究機関が連携して生物多様性を保全し持

続的に利用するための基礎資料として活用されている。 

 

しかしながら、琉球列島では、空港、港湾、道路、ダム、林道、森林伐採、農用地造成

など、高率補助による大規模公共事業が続けられ、環境が改変されてきた。また、特に沖

縄島とその周辺では多くの米軍基地があり軍事演習が行われ、地域住民とその生活、およ

び自然環境へも大きな負荷を与えている。これらの負荷は、上記の各プロジェクトを進め、

生物多様性を保全し利用していく上で大きな障害となっている。 

普天間飛行場移設先とされる新たな基地建設計画は、撤去可能な海上ヘリ基地（1997 年

90ha）から、軍民共用空港（2000 年 184ha）、シュワブ沿岸 V 字型滑走路（2006 年 205ha）、
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勝連沖埋立案（2010 年 1021ha）などと巨大化しながら変転してきた。さらに、現時点では、

辺野古沖の「くい打ち桟橋（QIP）方式」と奄美諸島徳之島空港への「一部移転」が報じら

れ、その可能性が高まっている。 

 しかし、この方式では、辺野古サンゴ礁内での数千本のくい打ちや上部構造物（滑走路

等）の建設により、浅瀬の海草藻場やサンゴ群集はくい打ち工事による海底の攪乱ととも

に、上部構造物による太陽光遮断により光合成が不可能になり、壊滅的な悪影響を受ける

と考えられる。辺野古の海草藻場は、沖縄島最大の規模であり、絶滅危惧種ジュゴンの重

要な採食場所になっている。ジュゴンの個体数回復のためには、広い安全な海草藻場が不

可欠であり、辺野古の藻場が破壊されることはジュゴンの絶滅を早めることになると考え

られる。また、数千本にのぼるくい打ちは、海流へも大きな影響を及ぼし、大浦湾など周

辺のサンゴ礁や海草藻場へも次第に悪影響を及ぼしていく可能性がある。また、徳之島の

場合でも、空港の北側には、サンゴ礁や干潟が広がり渡り鳥の渡来地になっており、これ

らの生物への演習の影響は避けられないと考えられる。 

一方、沖縄県東村高江でも、集落を取り囲む米軍ヘリパッド建設計画（直径 70 メートル、

6 か所）が、地域住民や環境団体の反対にもかかわらず進められている。多くの固有種が

生息する国頭村・東村のやんばるの森では、米国海兵隊のジャングル戦闘訓練が日夜にわ

たって行われているのである。この計画も見直され中止されるべきである。 

 

琉球列島の島々は、亜熱帯林やマングローブ林、サンゴ礁や干潟など多様な自然環境の

もとで、地球上でこの列島にしか生息していない数多くの固有種を育んできた。これらは、

琉球列島の自然資源であるだけでなく、地球の財産でもある。海洋に囲まれた小さな島々

において、本土並みの基準で大規模な開発を行うことや広大な基地を造成して軍事演習を

行うことは、地域生態系の破壊に直結する可能性が高く、固有種の絶滅の原因にもなりか

ねない。また、地域住民の安全で静穏な生活をも脅かすことになる。 

琉球列島の島々においては、もはや基地を含む大規模開発によって生物多様性を劣化さ

せるべきではなく、これまでの開発等によって痛んだ自然は復元、再生し、自然資源を持

続的に活用しながら地域の発展を図るべきである。島々の環境は、もはや陸も海も大規模

開発を受け入れる余裕はなく、もしも強行されればさらなる自然環境の劣化を誘うものと

なるだろう。 

 

今年 2010 年は、国連が定めた国際生物多様性年であり、10 月には名古屋で日本が議長

国となる第 10 回生物多様性条約締約国会議が開催される。私たちは、地球の生物多様性を

保全し持続的に利用するという責任と任務を自覚し、沖縄島をはじめとする琉球列島の

島々に、新たな軍事基地を建設して生物多様性をさらに劣化させることは避けるべきであ

る。 

 

 

この文書に関する問い合わせ先 

花輪伸一 〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 WWF ジャパン自然保護室 

TEL.03-3769-1711，FAX.03-3769-1717，hanawa@wwf.or.jp 



院内集会のご案内 
 

JUCON ネットワーク 

 

美ら海・沖縄に基地はいらない！ 

くい打ち桟橋方式をストップさせよう！ 

緊急院内集会・記者会見 
 
 政府は、米軍普天間飛行場移設先について、名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沖

の浅瀬に、1,800ｍの「くい打ち桟橋方式」による軍用飛行場を造成するとともに、

奄美諸島徳之島、さらに各地の自衛隊基地へも一部の訓練を移転する計画を固めた、

と報道されています。 

 このような、迷走の末に 1997 年の最初の案に逆戻りする計画は、沖縄県民や徳之

島住民をはじめ日本国民の理解を得られるものでは決してありません。 

「美ら海・沖縄に基地はいらない！」という声をアメリカにとどけるため、ワシン

トン・ポスト紙への全面意見広告を掲載した「JUCON ネットワーク」は、「くい打ち桟

橋方式」の問題点を明らかにし、計画の撤回を求める緊急集会を呼びかけます。ぜひ、

ご参加下さい！ 

 

日 時：  ５月１４日（金）９時３０分～１０時３０分 
会 場：  衆議院第 1議員会館 第 2会議室 

主 催： JUCON ネットワーク 

内 容： 

１．沖縄からの緊急報告： 

桜井国俊さん（沖縄大学） 

２．国会議員からの発言 

３．環境団体からの発言 

日本の環境団体の共同声明、 

アメリカの団体からのオバマ大統領・鳩山首相への手紙ほか 

４．質疑（報道機関等） 

 
JUCON ネットワーク（JAPAN - US Citizens for OKINAWA）の世話人は以下のとおりです。 

籠橋隆明（弁護士/「自然の権利」基金）／田巻一彦（ピースデポ）／野平晋作（ピースボー

ト）／花輪伸一（WWF ジャパン）／星川 淳（グリーンピース・ジャパン）／三石朱美（日本

環境法律家連盟（JELF）事務局） 

 

■ お問合せ： JUCON ネットワーク事務局（「自然の権利」基金/JELF 気付）） 

TEL: 090-2452-8555（花輪），052-459-1753（三石） FAX:052-459-1751 
E-mail: jelf@green-justice.com ブログ：http://jucon.exblog.jp/ 



共 同 声 明 
 

辺野古への基地建設に強く反対します 

「くい打ち桟橋方式」も豊かな海の生物多様性を破壊します 

 

 米軍普天間飛行場移設先について、政府は名護市辺野古沖の浅瀬に「くい打ち桟橋方式

（QIP）」で新基地を建設し、奄美諸島徳之島や各地の自衛隊基地へも訓練を移転する計画

を立てていると報道されています。 

 辺野古沖の浅瀬には沖縄島では最大の海草藻場があり、外洋に面して連続したサンゴ礁

が発達しています。また、深く切れ込んだ大浦湾には巨大なアオサンゴやユビエダハマサ

ンゴの群集があり、嘉陽の沖にも藻場とサンゴ礁が連なっています。 

これらの海域では、海底の泥のなかから新種のエビ・カニ類が多数発見され、クマノミ

類などの魚類も多く、島や岩礁ではアジサシ類が繁殖しています。さらに、絶滅危惧種ジ

ュゴンにとって重要な生息場所となっており、特に辺野古の藻場は、絶滅を回避するため

の重要な採食場所として確保する必要があります。このように、辺野古、大浦湾、嘉陽の

海域は、まさに生物多様性のホット・スポットになっています。 

 しかし、「くい打ち桟橋方式」による新基地の建設は、数千本の杭打ちによって海底の環

境を攪乱し、また、上部構造物の滑走路等によって太陽光が遮断されることから、海草や

サンゴは生育できなくなります。さらに、数千本の杭は潮の流れを阻害し、辺野古だけで

なく大浦湾や嘉陽の海域にも悪影響を及ぼすことが心配されます。また、杭や上部構造物

のメンテナンスのために使用される塗料や薬剤が海域の汚染を引き起こす可能性もありま

す。このように「くい打ち桟橋方式」は、埋立方式と比べて環境への影響が小さいとは考

えられず、同等かそれ以上と予想されます。さらに、新基地での軍事演習は、騒音や墜落

の危険など、地域住民の生活に大きな不安を与えることになります。 

 普天間飛行場移設先は、1997 年の辺野古海上ヘリポート案から二転三転し、昨年の政権

交代によって、辺野古等の沖縄県内には造らないことが約束されながら、多くの県民や国

民の世論にも反して再び辺野古に戻るという迷走状態になっています。これでは民主主義

が守られているということはできません。 

 私たちは、政府が約束を守り、辺野古をはじめとして沖縄県内には新たな基地を造らな

い、また、県外でも住民が反対するところには移転しない方針を確立するように強く訴え

ます。 

 2010 年は国連の国際生物多様性年であり、IUCN（国際自然保護連合）は 2010 年には特

にジュゴンの保護に取り組むべきと決議しています。第 10 回生物多様性条約締約国会議

（名古屋）から第 11 回会議までの 2 年間、日本政府は議長国を務めることになっており、

地球の生物多様性保全に大きな責任と義務を負っています。このような時代に軍事基地建

設を強行するべきではありません。 

政府が豊かな海の生物多様性を破壊する新基地建設計画を断念することを強く求めます。 

 

2010 年 5 月 14 日 
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内閣総理大臣　鳩山由紀夫 殿

　拝啓

　米国海兵隊普天間基地のキャンプ･シュワブ及び辺野古沿岸への移設案が計画通りに行

われれば、沖縄に残された健全な珊瑚礁の生態系の一つを破壊し、国内外で保護されてい

る多くの生物を絶滅の危機へと追いやることになります。

　2006年の二国間合意において、日米両政府は、問題が山積の米軍普天間飛行場をキャ

ンプ・シュワブ、辺野古沿岸へ移設することに合意しました。しかしながら、この移設計

画は、約 400 種もの珊瑚や 1000 種以上の魚の生息地を含む貴重な生態系を破壊してしま

うことを考慮に入れていない短絡的な案です。さらに、絶滅危惧種のウミガメや豊かな自

然環境を象徴し天然記念物である沖縄ジュゴンに悪影響を及ぼすことにもなります。

　姿がマナティーに似ていて、文化的にもなじみの深い沖縄のジュゴンですが、今、絶滅

の危機に瀕し、辺野古に残された僅かな手つかずの自然に身を寄せて命をつないでいます。

日本哺乳類学会では、沖縄のジュゴンの絶滅が加速すると判断し、ジュゴンを絶滅危惧種

の哺乳類としてレッドリストに登録しました。沖縄の人たちにとって文化的にも重要なジュ

ゴンは、今では沖縄の海に僅か約 50 頭しか残っていないといわれています。新基地建設

は、そのジュゴンが生き残るために必要な餌場である海草藻場を破壊し、沖縄のジュゴン

に残された最後の貴重な生息地を脅かすことになります。

　沖縄のジュゴンは、その地域だけで大切にされているのではなく、世界中から関心を集

める特別な生き物としても認められています。国際自然保護連合（IUCN）は、「2010 年

国際生物多様性年」におけるジュゴン保護の推進（「ジュゴン年」）を決議しています。

　そして、ジュゴン保護区の設立や、米国海兵隊基地建設による悪影響を最小限、または

避けるための行動計画の設立を日本政府に強く求めています。また、国際自然保護連合の

ジュゴン の専門家は、日本哺乳類学会と同じような関心を示しており、ジュゴンを IUCN

の絶滅危惧種のレッドリストに掲載しています。さらに、米国の「種の保存法」 

（Endangered Species Act）のにおいても、沖縄のジュゴンは絶滅危惧種とされています。

また、米国政府の海洋哺乳類委員会(Marine Mammal Commission)は、辺野古への基地建

設計画がジュゴンの生存に深刻な脅威を招くことを懸念しています。



　この基地建設計画は、辺野古や隣接する大浦湾に位置するジュゴンの生息地を破壊する

ことになります。昨年の衆議院選で勝利を収めた 鳩山由紀夫内閣総理大臣と民主党は、

2006年合意案の見直しと基地移設計画の撤回の要望を表明しています。名護市民もこれ

まで住民投票で米軍基地建設に 対して反対を表明し、先日、沖縄県議会も、米国海兵隊

基地を国外・県外へ移設するよう鳩山首相に求める意見書案を全会一致で可決しました。

鳩山首相は、2006年の日米合意案どおりに米国海兵隊普天間基地をキャンプ・シュワブ

へ移設することを進めるかどうか、あるいは、米国側に対して新たなる代替地の交渉を試

みるかどうかを、2010年 5月末までに決断すると表明しています。

　私達は、オバマ大統領と鳩山首相が、2006年日米合意案の条項について再交渉し、こ

の破壊的な基地建設計画を中止し、そしてジュゴンが国際生物多様性年である 2010年、

そしてそれ以降も、末永くその命を輝かせることができるようにしていただくことを強く

要請いたします。辺野古沿岸への飛行場建設計画を撤回することによって、オバマ大統領

と鳩山首相は、地球規模の視点からも重要である海洋生態系と、沖縄ジュゴンに残された

最適な生息地を守る英断を下すことになります。オバマ大統領と鳩山首相には、この破滅

的な計画の方向性を変える力と義務があります。その英断を下すのは今です。私達は、こ

の移設案の撤回をアメリカ合衆国国防長官と国務長官に直ちに指示されるよう強く求めま

す。

　敬具　

　基地建設計画の撤回とジュゴンと沖縄の尊い海の環境の保護の呼びかけに賛同した世界

中の人々を代表する各団体の署名を同封（添付）しております。どうぞご覧ください。

＜日本での連絡先＞

  JUCO ネットワーク（ JUCON ： JAPAN-US Citizens for OKINAWA Network ）

 事務局：「自然の権利」基金 / 日本環境法律家連盟（ JELF ）　担当：三石

　住所：愛知県名古屋市中村区椿町 15-19-2F

    TEL ： 052-459-1753, FAX ： 052-459-1751

    E-mail ： jelf@green-justice.com     URL ： http ： //jucon.exblog.jp/



2011 年 2 月 23 日 

 

防衛省による米軍ヘリパッド建設工事の強行に 

強く抗議し建設計画の中止を求める声明 

 

JUCON (Japan and US Citizens for Okinawa Network )、Us for Okinawa、 

「沖縄に基地はいらない！」全国同時アクション、WORLD PEACE NOW、 

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック、ゆんたく高江、 

 

私たちは、防衛省沖縄防衛局による東村高江での在沖米国海兵隊のヘリパッド建設工事

強行に強く抗議します。さらに私たちは、日本政府およびアメリカ政府に対し、高江での

米軍ヘリパッド建設計画を、早急に中止することを強く要請します。防衛省は、建設に反

対する住民・支援者を力づくで排除してはなりません。 

沖縄防衛局は、東村高江において、建設中止を訴える地域住民を無視し、100 人から 200

人の職員・作業員を動員して住民を威圧しながら、米軍ヘリパッド建設工事を強行してい

ます。建設現場において、ダンプカーにより大量の土嚢が運び込まれ、ユンボーが稼働し、

樹木が伐採され、抗議を続ける住民の頭越しに砂利の入った土嚢を投げこむなど危険な作

業が続けられています。住民のなかには転倒により怪我を負う人々も出ていると伝えられ

ています。 

米軍ヘリパッドは、無障害物帯を含めて直径 75 メートルの巨大なもので、高江の集落を

取り囲むように 6 か所に建設される計画です。さらに、そこで行われる米国海兵隊の軍事

演習には、大型の垂直離着陸機オスプレイを使用すると伝えられています。巨大ヘリパッ

ドの建設とオスプレイによる海兵隊の軍事演習は、耐え難い爆音と墜落の恐怖をもたらし、

地域住民の生活に大きな危険と不安をもたらします。さらに、ノグチゲラ、ヤンバルクイ

ナなど多くの固有種が生息し、生物多様性に富む「やんばるの森」の環境も大きく悪化さ

せることになります。 

 米軍ヘリパッドの建設工事が強行されている東村高江は、人口が約 160 人で、そのうち

中学生以下が約 20 人の小さな集落である。住民を軍用機の爆音や墜落の危険にさらすこと

は、基本的人権を無視し、平和で健康な生活を保障する日本国憲法に背くことです。 

日本政府は、地域住民の安全で安心な生活を保障するために、また、生物多様性の保全

と持続可能な利用を重視し、環境・人権・平和を優先して、高江の米軍ヘリパッド建設を

中止するべきです。 

 

この件に関する問い合わせ先 

Japan and US Citizens for Okinawa Network (JUCON)：http://jucon.exblog.jp/ 

TEL:052-459-1753, FAX:052-459-1751 

Us for Okinawa：http://us-for-okinawa.blogspot.com/ 

「沖縄に基地はいらない！」全国同時アクション：http://nobase.org/ 

WORLD PEACE NOW：http://www.worldpeacenow.jp/ 

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック：http://www.jca.apc.org/HHK/ 

ゆんたく高江：http://helipad-verybad.org/ 
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はじめに 

 
私は、1979 年から日本野鳥の会に勤務し、1991 年からは同じく環境団体のＷＷＦジャ

パンに勤務しています。日本野鳥の会では、絶滅のおそれのある鳥類の調査や日本へやっ

て来る渡り鳥の全国調査など、ＷＷＦジャパンでは、沖縄の自然保護と日本各地の干潟や

湿地の保護活動を行っています。大学および大学院修士課程では、生態学（鳥類、哺乳類）

と自然保護学を専攻しました。 
沖縄との関わりは、1981 年に、環境庁（当時）委託の「特殊鳥類調査」で、沖縄島北部

のやんばる（山原）においてノグチゲラの調査を行ったのが 初です。その後、同地域の

鳥類相調査やヤンバルクイナ調査、石垣・西表のカンムリワシ調査など、また、石垣島白

保海域のサンゴ礁保全活動に関わり、現在では、高江の米軍ヘリパッド建設をはじめ、辺

野古・大浦湾の米軍新基地計画（普天間移設）、泡瀬干潟の埋立問題などについて、自然保

護、環境保全の立場で、沖縄の環境団体や平和団体、個人の方々と協働しながら活動を継

続しています。 
沖縄での自然保護活動に関係しながら、気がついたことがいくつかあります。ひとつは、

琉球列島全体の生物多様性の豊かさ、固有種・固有亜種の多さで、これは地球の自然史を

現す重要な遺産であり、世界的に貴重なものです。それから、それほど多くの島々を訪れ

たわけではありませんが、島ごとに自然の個性が少しずつ異なり、多様性を生み出してい

ることです。人々は自然から強く影響を受けるとともに、人々も長い年月をかけて島々の

自然環境を少しずつ変え、うまく共生しています。 
二つ目は、大規模公共事業（空港、港湾、道路、ダム建設、海の埋立、森林伐採など）

と米軍基地およびそこでの軍事演習が、自然環境に大きな悪影響を与えていることです。

これは自然だけでなく、社会へも大きな悪影響をおよぼし、地域社会で対立が生まれ、分

断されるという状況も起きています。 
そして、三つ目は、このような大規模公共事業、軍事基地建設に際して、環境アセスメ

ント制度が十分に機能していないということです。「環境に大きな影響をおよぼすと考えら

れる事業について、事前に環境への影響を十分に調査し、影響を予測し、予測が合理的な

ものかどうか、また、回避、低減、代償などの保全措置が妥当かどうかを評価して、結果

を公表し、地域住民や利害関係者の意見を聞き、環境影響が著しい場合には事業を行わな

いという選択肢も含めて環境への配慮を行うこと」が環境アセスメントの目的です。しか

し、特に沖縄では、ほとんどうまくいっていないと言えます。 
その結果、面積の小さな島々で、島の大きさを無視した大規模な開発事業が行われ、自

然環境が破壊され、野生生物が絶滅の危機に陥り、生物多様性が劣化しつつあります。や

んばるの森における米軍ヘリパッドの建設とそこでの軍事演習、訓練もそのひとつです。 
私は、この意見陳述書で、琉球列島およびやんばるの森には多くの固有種、固有亜種が
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生息し、生物多様性に富み、世界自然遺産に登録すべき価値があること、自然環境の保全

は、私たちだけでなく将来の世代のためにも急務であり、現在の世代にとって大きな責任

があることについて述べ、さらに、やんばるの森の重要な部分である高江地区で行われよ

うとしている在沖縄米国海兵隊のヘリパッド建設に関して、沖縄防衛局が実施した自主的

な環境アセスメントがアセス逃れの法律違反であり、欺瞞的で形骸化したものであること、

ヘリパッドの建設によって、豊かな生物多様性を破壊するだけでなく、地域住民にとって

は、安全、安心な生活環境を奪われてしまうことについて述べたいと思います。 
 
 

琉球列島とやんばるの森の生物多様性、固有性 

 
１．琉球列島 

 
琉球列島（琉球弧）(注１)は、九州から台湾までの間、約 1,300 キロメートルに渡って弓状

に連なる島々で、面積 100 ヘクタール以上の島が 188 あります(注２)。琉球列島には、亜熱

帯林、マングローブ湿地、干潟、サンゴ礁など多様な自然環境があり、地球上でその地域、

海域にしか生息、生育していない固有種、固有亜種が多く認められ、小さな島々にしては

生物多様性がたいへん豊かであると言えます。 
世界の動物地理区分によれば、琉球列島は東洋区の北端に位置し、熱帯アジアの動物の

分布北限であるとともに、日本本土など旧北区の南限に接しています。そのため、両区の

移行帯として、動物の分類群によっては両方の要素が加わり、生物多様性に富む理由のひ

とつになっています。 
また、琉球列島は、地史的に見ると、約 2,300 万年前の新生代第３紀中新世頃からの激

しい地殻変動や更新世の氷河期における海面変動によって、隆起と沈降が繰り返され、大

陸や日本本土と陸続きになったり分離したりしています。そのため、陸続きの時代には大

陸からいろいろな生物が移動してきて棲みつき、多くの島々に分離した時代には、生物種

も孤立して独自の進化をとげ、現在のような生物多様性が生み出されてきたと考えられて

います(注３)。島では大陸に比べて天敵が少なく、大陸では絶滅した種が生き残ってきたこと

も生物相が豊かなことの理由に挙げられています(注４)。 
一方、世界の主要な植物群の地理的分布をみると、亜熱帯林の分布は琉球列島と台湾が

主であり、他の亜熱帯に相当する緯度の陸域は大部分が乾燥地帯であるため、地球規模で

見ても琉球列島の亜熱帯林は希少であり重要な森林であると言えます。琉球列島では、島々

に沿って暖流の黒潮が北上し、温暖で湿潤な気候がやんばるなどの亜熱帯の森を育んでい

ます。 
表 1 には、琉球列島と日本全土で記録されている生物の種数を示しました(注４)。日本全土
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のわずか 1 パーセント程度の面積に過ぎない琉球列島では、生物群によってはかなり高い

割合で記録されていることが分かります。琉球列島は、生物相がたいへん豊かで多様性に

富んでいると言うことができます。 
 

表 1．琉球列島産および日本列島産の生物種数の比較． 
       伊藤嘉昭（1995）を一部改変． 

日本全土 琉球列島 割合(%)
面積 37万8千km2 3740km2 0.99
維管束植物 約3900 約1600 約41.0
哺乳類 118 31 26.3
鳥類 542 418 77.1
両生類（カエル目） 39 19 48.7
甲虫類 約9000 1553 17.3
膜翅目 4130 733 17.7
アリ類 248 172 69.4
チョウ類 237 79 33.3
セミ類 32 18 56.3  

 
（注１）地図上では南西諸島と表記されるが、ここでは歴史的な名称の琉球列島を用いた。厳密に言えば、琉球列島

には、大東諸島と尖閣諸島は含まれない。 

（注 2）目崎茂和 1985 琉球弧をさぐる 沖縄あき書房 

（注 3）木崎甲子郎編 1980 琉球の自然史 築地書館 

（注 4）伊藤嘉昭 1995 沖縄やんばるの森―世界的な自然をなぜ守れないのか― 岩波書店 

 
２．やんばるの森 

 
やんばる（山原）という地名は、古くは、恩納村および金武町以北を指していたと言わ

れ、現在では、地域としては名護市以北を指しています。しかし、野生生物の生息域とい

う意味で使う場合には、東村、大宜味村、国頭村の北部三村、特に、東村平良と大宜味村

塩屋を結ぶ地峡以北（国頭地域）を指すことが一般的になっています。 
やんばるの背骨にあたるのが国頭山地であり、北から西銘岳、伊武岳、照首山、与那覇

岳、伊湯岳など、300～400 メートル台の山並みが続き、その裾野にはなだらかな段丘が

広がっています。しかし、一見なだらかに見える段丘の森林地帯は、尾根や沢が枝分かれ

し複雑な地形を形成しています。 
やんばるの森は、イタジイが優占する亜熱帯性の常緑広葉樹林です。イタジイやオキナ

ワウラジロガシなどの高木、大径木がある成熟した自然林は、西銘岳や伊武岳周辺、与那

覇岳から伊湯岳の東斜面や段丘上などの米国海兵隊北部訓練場の中に残され、かつて伐採

された民有林や県有林はイタジイの二次林やリュウキュウマツ林になっています。二次林

でも数十年かけて遷移が進んでいる森は成熟した自然林に近づき、多くの野生動物の生息
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場所になっています。 
表 2 に、やんばる、沖縄諸島、琉球列島などの固有種の種数を示しました。この表は、

沖縄県教育委員会の文献(注５)をもとに伊藤嘉昭（1995）が作成したものを一部修正しまし

た(注６)。表の陸棲貝類以下の動物群は採集や分類が不十分とされています。哺乳類ではオキ

ナワトゲネズミ、鳥類ではノグチゲラ、ヤンバルクイナ、両生類ではナミエガエル、ハナ

サキガエル、魚類ではアオバラヨシノボリ、陸棲貝類ではクニガミゴマガイ、カズマキノ

ミギセル、エイコベッコウ、ヘリトリケマイマイがやんばる（ここでは国頭地域を指す）

の固有種とされています。昆虫類を除いて 10 種になります。昆虫類は分布域が十分に調

べられておらず、沖縄諸島、琉球列島でまとめられていますが、166 種が沖縄諸島の固有

種です。やんばるでは、ヤンバルテナガコガネが日本 大の甲虫として有名です。 
琉球列島の固有亜種まで範囲を広げると、やんばるでは 618 種・亜種の動物が記録され

ていることになり、生物多様性が高いとともに固有性も高いと言うことができます。 
表 2 から、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、陸棲貝類では、やんばるに生息する動物に

占める琉球列島固有種、固有亜種の割合が 60～80 パーセントとたいへん高いことが分か

り、やんばるの生物地理的な重要性をよく示しています(注４)。 
 

表 2．やんばるの動物のなかの固有種，沖縄諸島固有種などの種数． 

          伊藤嘉昭（1995）から引用，一部改変． 

動物群
やんばる
固有種

沖縄諸
島固有
種

沖縄諸
島奄美
諸島固

琉球列
島固有

種

琉球列
島固有
亜種

計 ％
やんばる
種数

哺乳類 1 3 4 1 9 82 11
鳥類 2 1 1 18 22 65 34
爬虫類 11 2 1 14 82 17
両生類 2 1 3 4 10 71 14
淡水魚類 1 1 2 4 12 33
陸棲貝類 4 10 11 3 28 62 45
淡水棲貝類 2 2 8 25
クモ類 1 2 2 5 5 94
甲殻類 4 1 1 6 8 74
ムカデ・ヤスデ類 1 1 5 22
昆虫類 166 353 519 17 約3000
合計 10 182 33 375 20 618 18 約3369  

 
 一方、やんばるの高等植物については、新城・宮城(注７)がまとめており、全部で 1,089 種

があげられています。これは琉球列島の高等植物種が約 1,600 種であることから、やんば

るではその 68 パーセントが記録されていることになります。これは、動物相と同様に、

植物相も豊かで生物多様性に富んでいることを現しています(注４)。 
 

（注５）沖縄県教育委員会 1987 国頭郡天然記念物調査Ⅱ 沖縄島国頭郡の貴重動物 沖縄県教育委員会 

（注 6）もとの表では、両生類は 1 種であったが、その後、アマミハナサキガエルが別種とされ、魚類ではヨシノボ
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リはアオバラヨシノボリとして固有性が高いと考えられているので、固有の魚類を 1 種とした。哺乳類では 1998 年

に新種として記載された琉球列島固有種のコウモリ 2 種を追加した。 

（注７）新城和治・宮城康一 1988 沖縄県国頭地域の植物相 国頭郡天然記念物調査Ⅲ 沖縄県教育委員会 

 
３．やんばるの森の価値 
 
 以上のように、やんばるの森は、地球上では希少な亜熱帯性常緑広葉樹林であり、生息・

生育する動植物には、地球上でここにしか見られない固有種、固有亜種が多く含まれ、生

物多様性のたいへん豊かなホットスポットになっています。このような地域は、自然資源

として大きな価値を有しています。希少な野生生物の生息地としての自然保護、生物多様

性保全上の価値、さらに学術的、教育的、観光・レクリエーション的価値などがあり、遺

伝資源としての潜在的価値もあると思われます。また、郷土の自然の財産として世界に誇

ることができるという精神的な価値もあります。 
豊かな森林生態系(注８)のなかで、数多くの生物種が生存し、それぞれが多様な遺伝子を有

していことから、生物多様性条約の観点から見れば、生物多様性の保全、生物資源の持続

可能な利用が求められます。2010 年 10 月に名古屋で開催された第 10 回締約国会議では

「愛知ターゲット」が採択されています。その 2030 年までの短期目標は「生物多様性の

損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」ことで、生物多様性への圧力軽減、

生態系の回復、生物資源の持続利用、遺伝資源利益の公正配分などの実現が締約国に求め

られており、特に議長国である日本は、その実現のために、やんばるの森のようなホット

スポットでのいろいろな開発計画、軍事施設計画を見直し、保護区を設置して生物多様性

を保全する責任があります。 
一方、琉球列島を、世界遺産条約の世界自然遺産に登録する計画が進められています。

環境省は、2003 年の「世界自然遺産候補地に関する検討会」で、知床、小笠原諸島、琉球

列島(注９)を登録の可能性の高い地域としてリストアップし、知床は 2005 年 7 月に登録され、

小笠原諸島は 2011 年 6 月に登録されました。沖縄県と環境省は、琉球列島の近い将来の

登録を目標に 2006 年から継続して「琉球弧自然フォーラム」を開催しています。 

世界自然遺産に登録する場合には、そのための厳しい基準があり、琉球列島は、そのひ

とつである「学術的・保全的観点から見て、顕著な普遍的価値を持つ、絶滅のおそれのあ

る種を含む、生物学的多様性の本来の状態における保全のために も重要な自然の生息地

を包含すること」というクライテリアを満たしていると考えられます。その際、沖縄島の

やんばるの森がそのクライテリアを もよく満たしている地域と言えるでしょう。やんば

るの森とそこに生息する野生生物には、世界自然遺産の価値が十分にあります。 
 
（注８）尾根、谷、斜面、渓流、湿地、高木林、低木林、草地など、さらに多様に分けることができる。 
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 （注９）環境省の資料では、候補地の名称を琉球諸島とし、その資料では南西諸島としている。 

 
４．生物多様性への脅威 
 
 一般的に、島は面積が小さいため、生息する野生生物の種数は、大陸や本土と比べて少

なくなっています。これには、大陸との距離も関係しています。種によっては個体数も少

ない場合があり、多くの場合、固有種や固有亜種の個体数は多くありません。そのため、

これらの種、亜種には絶滅のおそれがつきまとう場合が少なくないのです。また、大陸や

本土と比べて、島の自然環境は脆弱であり、これらの種、亜種は、開発による自然環境の

改変や外来種の侵入によって、生息条件が悪化すると、絶滅の危険性が著しく高まります。 
 やんばるの森には、このような絶滅のおそれのある種、亜種が少なからず生息していま

す。沖縄県のレッドデータブック(注１０)には、すでに絶滅した種を除いて、動物では 828 種、

植物では 836 種が記載されています。特に絶滅のおそれの強い「絶滅危惧ⅠA 類」は、そ

れぞれ 66 種と 220 種、「絶滅危惧ⅠB 類」は 81 種と 129 種、「絶滅危惧Ⅱ類」は、172
種、233 種があげられています。これらの種に対しては、絶滅のおそれの原因や生存上の

脅威を明らかにし、保護対策を実施することが不可欠です。 
 やんばるの森の生物多様性、固有種・固有亜種、絶滅のおそれのある種に対する大きな

脅威として、以下のような人間の活動、行為が指摘されています。 
 
(1) 森林の大面積皆伐 

やんばるの森は、かつては木材や薪を取るために、人力による択伐が行われていました。

そのため、自然林（天然林）の機能が破壊されるような大規模伐採ではなかったと考えら

れます。しかし、本土復帰以降は、チェーンソーやトラックが導入され、伐採方式も択伐

から皆伐へと変わり、一回に数ヘクタールから数十ヘクタールの、小さな島としては大面

積の皆伐が行われるようになりました。これによって、国頭山地西側（東シナ海側）の民

有林、県有林の大部分は二次林、リュウキュウマツ林になっています。野生動物の生息場

所としては、成熟した自然林と比べて条件が劣ります。 
しかし、国頭山地東側（太平洋側）の国有林は、そのまま米国海兵隊の北部訓練場にさ

れたことから、大規模伐採等は行われず、軍事訓練施設以外の場所は、比較的良好な状態

で自然林が残され、野生生物の言わば避難場所（レヒュージ）となっています。 
 
(2) 自然林の下刈り 

沖縄県は「育成天然林整備（改良）事業」と称して、県有林等の自然林で林床植物の下

刈りを行っています。この森林作業は、森林生態系の重要な要素である林床の草本や灌木

をすべて刈り取ることから、特に林床に生息する昆虫類などの生息場所を破壊しています。
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昆虫や小動物がいなくなれば、それらを食物とする鳥類や哺乳類にも影響がおよびます。

また、地表が裸出することから赤土流出の一因にもなっています。 
 
(3) 林道建設 
森林伐採のための林道は、森林に大きな影響を与えないように、通常は未舗装で小規模

なものですが、やんばるの森に造られる林道は舗装され、側溝もつけられるため森林に大

きな影響を与えています。建設の際の樹木の伐採、法面の造成、渓流の暗渠化などによっ

て森は切り開かれて分断され、風や太陽光によって乾燥し、林道に沿って枯木が目立つよ

うになります。林業と無関係なレクリエーションのための車両の通行が増加し、ロードキ

ルなど野生生物に悪影響を及ぼしています。側溝は、地上性の野生動物の移動を妨げたり、

両生類や爬虫類、鳥類のヒナが落下して死亡する例が見られます。特に、国頭山地を縦断

する大国林道とその支線の建設には、大きな自然破壊が伴い、森林や沢、渓流へ悪影響を

及ぼしています。 
 
(4) 農用地の造成 

森林皆伐の後、伐採跡地は造林される場合と農地改良事業によって農用地に転用される

場合があります。農用地造成の場合には、平地を造成するために、尾根を削り谷を埋める

ため大規模な自然改変となります。野生生物の生息場所は失われます。また、赤土流出の

大きな原因になります。しかし、このようにして造成された農地では、過疎化などにより、

必ずしも農業がうまくいっているとは言い難い状況が続いています。 
 

(5) ダム建設 
やんばるの河川には多くのダムが建設されています。ダムは、渓流や中流域を大面積に

渡って水没させるため、魚類、両生類をはじめとする水辺の野生生物の生息場所を広範囲

に消滅させ、森林も失われます。辺野喜ダム建設時には、集水域の尾根付近まで森林が伐

採されました。面積の小さな島において、水を大量に蓄える「緑のダム」であり野生生物

の生息場所となる自然林を伐採しながらダムを建設することは矛盾しているといえます。

また、森林伐採の際には河川から海に赤土が流出し、サンゴ礁の生物を死滅させ、ダム建

設によって河川の水量が減少すると、海砂が溜まって河口が閉塞するなど、森、川、海の

一連の生態系に悪影響が及び、生物多様性を劣化させます。 
 
(6) 外来種の侵入 

やんばるの森には、マングースやノネコなど、人間によって持ち込まれた侵略的外来種

が増加し、在来種に悪影響を及ぼしています。天敵がほとんどいなかった島では、いった

ん外来種が侵入すると、在来種が壊滅的被害を受ける例が少なくありません。マングース
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の影響で、ヤンバルクイナの分布域はやんばるの北部へと追いやられ、個体数も減少して

いることが報告されています(注１１)。マングースやノネコは、林道を使って森林内部へ入り

込む可能性が高いとされています。 
 
(7) 米軍基地の建設と軍事演習 

東村と国頭村にまたがる在沖縄米国海兵隊の北部訓練場（ジャングル戦闘訓練センター）

には、ジャングル戦闘のための施設や道路、踏み分け道が作られ、ヘリコプターや車両な

どを用いた軍事訓練が行われています。枯れ葉剤など化学物質が使われた可能性も指摘さ

れています。これらの施設の建設やその使用、火器（実弾は使わないとされている）、照明

弾、ペイント弾などを用いる軍事訓練によって、自然環境や野生生物にどのような影響が

生じているのか調査されたことはありません。しかし、やんばるの森と渓流、そこに生息

する野生生物にとって、軍事施設とそこでの訓練が悪影響を及ぼしていることは容易に予

測できます。良い点としては、訓練場外部の県有林、民有林ように、森林の皆伐などが行

われていないことですが、米軍はジャングル戦闘のために必要な亜熱帯性の常緑広葉樹林

を残しているわけで、環境保護のためではありません。 
このような既存の施設、訓練に加えて、北部訓練場の北半分を返還する条件として、6

か所のヘリパッドの移設（実際には、巨大なヘリパッドすなわちヘリコプター着陸帯の新

設）が計画され、一部で工事が行われています。その際、沖縄防衛局（当時は那覇防衛施

設局）によって、自主的な環境影響評価検討書、同評価図書案、同評価図書が作成されま

した。しかし、これらは、沖縄県環境影響評価条例等の法律にもとづいたものではありま

せん。 
法律にもとづかない、すなわち、法律から逸脱して行われた一連の環境アセスメント手

続きは違法であり欺瞞的であり、内容も形骸化しており、新たなヘリパッドを造成する目

的にあわせてつじつま合わせを行ったものと言えます。この自主アセスとその結果はヘリ

パッド建設を容認していることから、環境に悪影響をおよぼし、地域住民の安全な生活を

脅かすなど、社会的にも大きな問題を含んでいます。 
沖縄防衛局による自主アセス「環境影響評価図書」の違法性、欺瞞性について、次に述

べます。 
 
 （注 10）沖縄県 2005 改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 沖縄県 

 （注 11）山階鳥類研究所 2004 平成 16 年度山階芳麿賞贈賞式・受賞記念講演とシンポジウム 沖縄山原に生きる 

ヤンバルクイナに明日はあるか 山階鳥類研究所 
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沖縄防衛局の環境影響評価図書の違法性、欺瞞性 

 
１．環境影響評価図書について 
 
(1)経緯とその問題点 
 1996 年の日米両政府による SACO 合意では、北部訓練場 7,833 ヘクタールのうち北半

分の 3,987 ヘクタールを日本に返還することになっています。その条件として、宇嘉川河

口の陸域と海域（国頭村内）を米軍に提供すること、返還する区域のヘリパッドを返還し

ない区域（東村および国頭村内）に移設することなどがあげられています(注１２)。沖縄防衛

局（旧那覇防衛施設局、以下、本文中では沖縄防衛局と記す）は、このうち 6 か所（当初

は 7 か所）のヘリパッドと進入路の建設計画のみを対象として、表 3 に示したような環境

調査概要、環境調査検討書（方法書に相当）、環境影響評価図書案（準備書に相当）、同図

書（評価書に相当）という環境アセスメントにしては奇妙な名称の一連の文書を発行しま

した(注１３)。 
 

表 3．環境影響評価図書関連の報告書 
 
①北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設に係わる環境調査（平成 10 年度）の概要 

（那覇防衛施設局 2001 年 1 月） 

②北部訓練場へリコプター着陸帯移設に係る継続環境調査検討書 

（那覇防衛施設局 2002 年 6 月） 

③北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）環境影響評価図書案 

（那覇防衛施設局 2006 年 2 月） 

④北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）環境影響評価図書（補正前） 

（那覇防衛施設局 2006 年 12 月） 

⑤北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）環境影響評価図書 

（那覇防衛施設局 2007 年 2 月） 

 
 
 このうち、 初に発行された環境調査の概要（表 3 の①）は、わずか 10 ページであり、

その内容には「環境影響評価」という表記はまったく見当たりません。ここで使われた現

況調査の手法は「自然環境保全基礎調査要綱（環境庁）」、「河川水辺の国勢調査マニュアル

案（建設省）」などに準拠しているとされ、現地調査と文献調査は 1998 年 12 月から 2000
年 3 月にかけて行われたとされています。現地調査自体は 1 年間だったようです。この概

要では、1,208 種の動物が記録され、そのうち、特記すべき種（天然記念物、絶滅のおそ
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れのある種）が 77 種、やんばる固有種が 9 種、植物は 641 種確認され、特記すべき種が

68 種、やんばる固有種が 11 種とされています。このうち、動植物の種数や特筆すべき種

の数は、評価図書案（2006 年）では大幅に増加しています(注１４)。 
なお、調査項目とされている大気質、騒音、振動、気象、水質、地形・地質、生態系、

景観、廃棄物等については、何の記述もありません。また、環境への影響予測、評価に関

する記述もまったくないのです。当時の沖縄防衛局は、環境アセスメントが重要であり、

科学的に適正に実施する必要があるという意識が希薄だったと思われます。 
このように、この報告書（概要）は、たいへん内容の少ないものですが、「防衛施設庁と

しては、環境影響評価法等の適用外ではあるが、ヘリコプター着陸帯移設に際し、自然環

境の保全に 大限配慮するとの観点から、ヘリコプター着陸帯移設候補地等とその周辺区

域における動植物の現況調査等を平成 10 年 12 月から平成 12 年 3 月に亘って実施してき

たところである」と記述されていることから、当時からすでに、自然環境の重要さは認識

していたものの、環境影響評価法等に従うつもりはなかったことが伺えます。 
 一方、1998 年末に明らかになったこの米軍ヘリパッド建設計画に対しては、東村、国頭

村の地元住民の強い反対があり、1999 年の「琉球列島動植物分布調査チーム」(注１５)や日本

生態学会(注１６)による計画見直しを求める意見書、国際的な自然保護機関である IUCN（国

際自然保護連合）が 2000 年に採択した日米両政府に対する勧告(注１７)、2001 年のアメリカ

鳥類保護協会（American Bird Conservancy）からの要望書(注１８)など、多くの反対意見や

批判的見解が、国内だけでなく国外や国際機関からも出されました。 
このような動きの影響もあり、沖縄防衛局は、移設予定地には特別天然記念物のノグチ

ゲラや天然記念物のヤンバルクイナ等の希少な固有種や絶滅危惧種が生息しているとして、

2000 年 3 月に終了した環境調査（後に過年度調査と呼ぶ）をさらに 2 年間継続すること

にしました。この継続調査については、方法書に相当する継続環境調査検討書（表 3 の②）

が公開されて意見が求められ、その後、準備書、評価書に相当する環境影響評価図書案、

評価図書（補正前、補正後）へと続く環境アセスメントに擬した手続きが行われたわけで

す。 
しかし、沖縄県環境影響評価条例（以下、県アセス条例）の対象外として、自主的な環

境アセスメントという位置づけで行われたため、県アセス条例に準じて行ったとは言うも

のの、その手法、内容は影響予測、評価ともにたいへん不十分なもので、後で詳しく述べ

るように違法であり欺瞞的なものであると言わざるを得ません。 
 

（注 12）1996 年 12 月 2 日の SACO 終報告書（仮訳）では次のように記載されている。「北部訓練場：以下の条件

の下で、平成 14 年度末までを目途に、北部訓練場の過半（約 3,987 ヘクタール）を返還し、また、特定の貯水池（約

159 ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除する。・北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するため、平

成 9 年度末までを目途に、土地（約 38 ヘクタール）及び水域（約 121 ヘクタール）を提供する。・ヘリコプター着陸帯
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を、返還される区域から北部訓練場の残余の部分に移設する。安波訓練場：北部訓練場から海への出入のための土地及

び水域が提供された後に、平成 9 年度末までを目途に、安波訓練場（約 480 ヘクタール）についての米軍の共同使用を

解除し、また、水域（約 7,895 ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除する。」 

（注 13）筆者が参照したのは、表 3 の中の①と②、③、⑤である。①の概要についてはもとになる「ヘリコプター着

陸帯移設候補地等及びその周辺区域の環境調査」報告書があるかどうか不明である。④も参照できなかったが④は後に

微修正されて発行された⑤とほとんど変わらないと考えられる。 

（注 14）評価図書案では、植物が 1,250 種、動物が 2,908 種、合計 4,158 種が記録されている。そのうち、やんばる

固有種は 23 種、沖縄県レッドデータ種が 188 種、環境省レッドデータ種が 177 種、県指定、国指定天然記念物がとも

に 8 種である。記録された種だけで 4,000 を超えており、如何に生物多様性が豊かな場所であるか明らかである。 

（注 15）当時、琉球大学理学部および農学部、広島大学理学部に所属していた 8 名の研究者による「沖縄島北部訓練

場内建設予定地の見直しに関する意見書」（1999 年 3 月 12 日）。 

（注 16）日本生態学会第 46 回大会総会での決議（1999 年 3 月 29 日） 

http://www.esj.ne.jp/esj/ESJ_NConsv/1999Helipad.html 

（注 17）IUCN（国際自然保護連合）第 2 回世界自然保護会議で勧告「沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバルク

イナの保全」（2000 年 10 月 アンマン）が採択され、また第 3 回会議では勧告「日本のジュゴン，ノグチゲラ，ヤンバ

ルクイナの保全」（2004 年 11 月 バンコク）が採択された。 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/iucn/2000/10/1010-1.html 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/iucn/pdf/081014press_release.pdf 

（注 18）アメリカ鳥類保護協会副会長から、アメリカ海軍副書記官と日本の防衛施設庁長官へ要望書が提出された

（2001 年 1 月）。 

 
(2)米軍ヘリパッド建設計画の概要 
①評価図書案に書かれている計画 
環境影響評価図書案（2006 年）で示されたヘリパッドの位置を図 1 に示しました。当

初の計画（1998 年）と検討書（2007 年）では、ヘリパッドの数は 7 か所でしたが、評価

図書案では変更されて 6 か所となっています。位置は、当初は北部訓練場の南西部奥にあ

った 3 か所が県道 70 号線近くに移されるなど、高江集落に近づいています。 
図 2 は、ヘリパッドの模式図と平面図です。平面図は単独のものと 2 か所が隣接するも

の（H 地区と N-1 地区）を例示しました。検討書では直径 70 メートルの着陸帯とのみ記

されていたものが、評価図書案では、直径 45 メートルの着陸帯とその周囲に 15 メートル

の無障害物帯があるという構造になっています。しかし、直径は変わりません。着陸帯部

分は切土、盛土によって整地され芝が張られます。無障害物帯は樹木が伐採され、一部に

盛土、切土があり、法面は植生マットにより緑化されます。砕石敷の進入路は、幅 3.6 メ

ートルの計画だったものが 3 メートルへとわずかに減らされています。進入路の長さの合

計は、約 1,500 メートル（評価図書では約 1,400 メートル）で、一部コンクリート舗装部 
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図 1．ヘリパッドの位置（環境影響評価図書案 2006 より引用）．
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図 2．ヘリパッドの形状．上は模式図（中央が着陸帯、周囲が無障害物帯），中は単独， 

下は 2 か所連続のヘリパッド，薄い影は切土部分、濃い影は盛土部分 
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があります。これらの変更は、環境への影響を低減する措置としてあげられ、それによっ

て、事業者の実行可能な範囲で低減が図られていると、自ら評価しています。しかし、こ

の程度のものでは、それほどの低減効果はないと考えられます。 
一方、検討書には記述されていなかった軍事訓練用の歩行ルート（G 地区から宇嘉川河

口にむけて約 2 キロメートル）が、評価図書案に加わっています。これは事業内容の後出

しであり、自主アセスが杜撰なことを示しています。歩行ルートの環境影響の程度によっ

ては、方法書に立ち返ってやり直さなければならない可能性もあります。 
②評価図書案に書かれていないもの 

評価図書案および評価図書では、事業特性として「ヘリコプターの運用」、「米軍による

ジャングル訓練」があげられています。しかし、ヘリコプターに関しては既存のヘリパッ

ドで既存の機種 CH-53 を用いて騒音等の測定をしただけであり、新たな大型ヘリパッドで、

後継機種の新型機等を使用したジャングル戦闘訓練についてはまったく触れられていませ

ん。つまり、ヘリパッドの供用時における訓練については記述がなく、影響予測も評価も

なされていないのです。 
一方、SACO 合意で、すでに宇嘉川河口の海域、陸域が米軍に提供されています。この

河口域と 6 か所のヘリパッドや進入路、歩行ルートなどを使用する演習、訓練は、本事業

と不可分なものと考えられますが、これについては何も記述されていません。さらに、北

部訓練場を利用するヘリコプターは、普天間飛行場や伊江島補助飛行場、キャンプ・ハン

センなどとの飛行も行われていることから、これらの飛行ルートを使った演習や訓練につ

いても、事業内容には含まれるはずですが、これもなされていません。また、住民説明会

ではじめて提示された作業用道路の設置（県道 70 号線からヘリパッド建設予定地の N-1
地区、H 地区へ到る）についても記述はありません。 

このように、自主アセスの一連の文書には、事業内容に関する不備が目立ちます。故意

に示さなかったのではないか、と疑わざるを得ません。 
 
２．環境影響評価図書の違法性、欺瞞性 
 
(1)沖縄県環境影響評価条例に違反する 
 表 3 の一連の文書の中で、沖縄防衛局は「本移設事業については、環境影響評価に係わ

る法令等の適用外ではありますが、防衛施設庁の自主的判断により、平成 10 年 12 月から

平成 12 年 3 月に亘り、ヘリコプター着陸帯移設候補地等とその周辺区域における動植物

の現況調査等（以下「過年度調査」という。）を実施し、その結果と今後の取り組みについ

て、平成 13 年 1 月末に公表いたしました（参考資料－2）(注１９)」（表 3 の②）、あるいは「本

事業は、沖縄県環境影響評価条例の適用外でありますが、自然環境の保全に 大限配慮す

るとの観点から事業者の自主的な判断により、環境影響評価を実施するものです」（表 3
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の⑤）とし、法律にもとづいたものではなく、自主的な環境アセスメントであることを強

調しています。 
また、沖縄県も、県議会の米軍基地関係特別委員会で「滑走路や駐機場、誘導灯を伴わ

ない直径 45 メートルの着陸帯であり、環境への影響はそう大きくないとの判断にもとづ

き、県アセス条例の対象外とした、条例を逸脱したとは考えていない」旨の認識を示した

と報道されています（2007 年 3 月 26 日 琉球朝日放送）。 
国の環境影響評価法では、ヘリポートあるいはヘリパッドはアセスの対象に含まれてい

ません。しかし、環境影響評価法では対象にならない小規模の飛行場は、県アセス条例の

対象になります。県アセス条例第 2 条 2 項(1)およびその施行規則第 3 条別表第 1 では「滑

走路の長さが 30 メートル以上」の陸上へリポートはアセスの対象になり、環境アセスメ

ントを行わなければならないことが定められています。直径 75 メートル（着陸帯直径 45
メートル、無障害物帯幅 15 メートル、合計 75 メートル）で、日本政府が工事を行う米軍

ヘリパッドは、県アセス条例の対象になるのは当然であり自明の理と言えます。これを対

象外にすることは、そのこと自体がまったく異様なことに見えます。 
しかし、沖縄防衛局の一連の文書では、県アセス条例の適用外と主張するだけで、その

根拠はまったく示されていません。また、沖縄県の認識は、以下の点で不適切であり、県

アセス条例を適用しなかったことは、条例からの逸脱であり、法令を遵守していないと言

えます。すなわち、直径 45 メートルの着陸帯はヘリコプターにとって滑走路および駐機

場に相当すること、周囲 15 メートルの範囲が無障害物帯とされ樹木の伐採や一部地形の

改変が行われること、そのようなヘリパッドが 6 か所と進入路、歩行ルートが建設され軍

事演習、訓練に供されること、沖縄県作成の「陸域における自然環境の保全に関する指針

（沖縄島編）」では、ヘリパッド建設予定区域は「自然環境の保護・保全を図る区域」であ

り、環境への影響はたいへん大きいと考えられることです。「環境への影響はそう大きくは

ない」という予断と偏見を持ち、格納庫や誘導灯がないから県アセス条例のヘリポートに

当たらないというのは、アセスの対象にしたくないための詭弁と言えるでしょう。 
以上のことから、沖縄防衛局が、県アセス条例に従わず、自主的なアセスと称して手続

きを進めたことは、県アセス条例違反であり、それを容認した沖縄県の判断も誤りである

と考えられます。また、違法な手続きのもとで環境アセスを進め、地域住民を排除してヘ

リパッド工事を強行し、住民の活動を妨害行為として裁判に訴えること、さらには、将来

にわたって、大型ヘリコプター等を使用する軍事訓練の騒音や事故の危険性等によって住

民生活の安心、安全を脅かすことは、まさに不正義な行為であると言えます。 
 

 （注 19）参考資料－2 は表 3 の①と同じものだが、今後の取り組みについては何も記述されていない。 
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(2) 事業の目的が記述されていない 
 一連の環境影響評価図書には、事業の目的が明記されておらず、方法書、準備書、評価

書の体をなしていません。このことは、沖縄防衛局による一連の図書が、科学的で正当性

のある環境アセスメントにはなっていないことを示しています。 
方法書に相当する継続環境調査検討書（表 3 の①）では、「はじめに」のなかに「SACO
終報告を踏まえ、平成 11 年 4 月 27 日の日米合同委員会において、返還される区域に所

在するヘリコプター着陸帯（7 か所）を同訓練場の残余の部分に移設するとともに、進入

路等支援施設を整備することを条件として、その過半（約 3,987ha）を返還することが合

意されています。移設するヘリコプター着陸帯は、直径約 75ｍの円形（芝張：面積約 0.5ha）
であり、移設先の各地区と既存道路との間は、車両が通行可能な進入路（砕石敷）で接続

する計画であります。」と記述されているだけです。 
準備書に相当する評価図書案（表 3 の③）と評価書に相当する評価図書（表 3 の⑤）で

は、「事業の目的」として同じ内容の文章が載せられています。しかし、ここでも、検討書

の中で述べた SACO 合意の背景や内容を追加記述し「以上のことから、ヘリコプター着陸

帯を移設し、北部訓練場の過半の返還を実現させるため、当該ヘリコプター着陸帯の移設

及び進入路等支援施設の整備を行うものです。」と結んだだけであり、目的を記述している

わけではありません。そもそも移設や整備は目的ではなく手段であり、ヘリパッドを移設

し進入路、歩行ルートを整備して「何をするのか」という環境アセスメントで必要不可欠

な「目的」が明らかにされなければ、事業の目的を記述したことにはならないのです。事

業目的を明記しない環境アセスメントはあり得ません。 
 
(3)事業の内容が記述されていない 
沖縄防衛局は記述していませんが、北部訓練場における米軍ヘリパッド建設の目的は軍

事演習、訓練を行うためであることは明らかです。北部訓練場は海兵隊に限らず陸軍、海

軍、空軍の各部隊が使用することになっています（注２０）。したがって、本来あるべき姿の環

境アセスメントならば、方法書で 初に、ヘリパッドの目的（軍事演習、訓練等）、建設工

事の内容（位置、規模、工法、工期、工事用機材など）、建設後にヘリパッドが供用され運

用される時に、そこで訓練等に使われる航空機、ヘリコプターの機種、飛行コースと回数、

時間帯など、また、そこで行われる総合的な軍事演習、訓練の規模、内容、頻度などにつ

いて明確に記述しなければなりません。そうでなければ、大気質、騒音、振動、低周波音、

気象、赤土流出、水象、地形・地質、植物、動物、生態系、人と自然の関係、景観、廃棄

物等について、それぞれの分野での影響予測と評価、また総合的な環境および住民の生活

への影響予測と評価はできるわけがないのです。この点でも、科学的で適正な環境アセス

メントを行うための情報が示されず、アセスの条件がまったく満たされていません。 
高江の米軍ヘリパッド建設においても、辺野古の新基地建設（普天間移設）においても、
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防衛省および日本政府は、軍事施設の建設についてのみ関与し、施設提供後にそこで使わ

れる軍用機の種類、行われる演習、訓練内容に関する情報は持っていないという建前を強

調します。しかし、事業の目的、内容について正確な情報がなければ、環境アセスメント

は成り立ちません。なぜなら環境アセスメントの設計図といわれる方法書を正当で適正な

形で作ることができないからです。環境影響を予測するために不可欠な「環境に影響を及

ぼすものの実体」、「環境影響の原因となるもの」が不明のままでは、どのような調査をす

れば環境や野生生物への影響を予測できるのか、科学的で合理的な影響予測をするための

基準をどうするのか（どのような基準で影響の有無を判断するのか）、影響予測の確からし

さの評価、環境保全措置（回避、低減、代償）の妥当性の評価は不可能です。 
結局、ここで問題にしている一連の評価図書は、ヘリパッドの工事に関わる部分だけを

抜き出して扱い(注２１)、アセスの本体であるべき米軍による大型ヘリパッドおよび新型ヘリ

コプターを用いた演習、訓練については隠されたままです。そして 初から、ヘリパッド

を建設し供用しても環境への影響は軽微であるという、あらかじめ決まっている結論に向

けて、アセスを誘導するという悪しき前例を踏襲するものとなっています。 
 

（注 20）北部訓練場は「海兵隊の管理の下に、海兵隊の各部隊のほか陸軍、海軍、空軍の各部隊が対ゲリラ訓練基地

として使用し、米軍唯一のジャングル訓練場となっています」と記述されている（沖縄県ホームページ）。 

http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=14&id=1172&page=1 

 （注 21）ヘリコプターの騒音等については、既存のヘリパッド、既存の機種について調査しただけである。 

 
(4)垂直離着陸機 MV22 オスプレイの導入問題 
 2011 年 6 月になって、米国海兵隊総司令部が、2012 年 10 月以降、現在使用している

CH46 ヘリコプターの後継機として、垂直離着陸機 MV22 を普天間飛行場に配備すること

を発表したという報道がなされています。しかし、オスプレイの導入は、すでに 1997 年 9
月に、在沖縄米国海兵隊の機関紙（OKINAWA NARINE）が沖縄への配備を報じ、国防総

省の文書でも辺野古に新設予定の海上ヘリ基地に配備されることが示されています。一方、

日本政府は、アメリカからの正式な通知はないのでオスプレイの配備については承知して

いないという答弁を繰り返すだけで、これまで認めることはありませんでした(注２２)。 
ところが、2007 年 4 月の共同通信の配信により、1996 年 12 月の SACO 終合意案に

記述されていた普天間飛行場代替施設（辺野古海上ヘリ基地）へのオスプレイ導入につい

て、日本側がその記述に難色を示し削除されたといういきさつが明らかにされました。こ

のことは、海兵隊の次期主力機オスプレイの沖縄配備は米軍の既定路線であるのに、日本

政府は、それを知りながら隠していたということになります(注２３)。 
 オスプレイは、開発段階から墜落事故が多発し、多くの乗員が死亡しています。また、

プロペラの騒音や風圧もたいへん激しいと言われています。このような機種が、人口密集
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地にある普天間飛行場などに配備され、北部訓練場のヘリパッド、伊江島補助飛行場など

を結んで飛行し、運用されることになれば、住民や行政から大きな反対運動が起きるのは

明らかで、そのことを警戒した日本政府は情報を隠し続けたと思われます。 
 北部訓練場の既存のヘリパッドは 22 か所あるとされ、その大きさは、直径が 10 メート

ルから 20 メートル、表面は裸地または草地ものが大部分だと思われます(注２４)。高江に計画

されている 6 か所の新たなヘリパッドは、着陸帯 45 メートル、無障害物帯 15 メートル、

大直径 75 メートルであり、2 か所が隣接するところでは、これらを連結すると、45 メ

ートルの幅、120 メートルの長さを持つ巨大なヘリパッドになりかねない大規模なもので

あることから、オスプレイの使用に供するものであることは間違いないと考えられます。 
 しかし、沖縄防衛局、日本政府は、オスプレイの導入については承知していないという

建前上、一連の環境影響図書において、これを明らかにすることができなかったわけです。

そのため、事業の目的も内容も示さなかったものと考えられます。2011 年 6 月になって日

本政府、防衛省は、オスプレイの配備を公式に認め、沖縄県等に通知しました。北部訓練

場でも後継機種としてオスプレイが使用されることは確実です。 
これまで、評価図書案でも、評価図書でも「ヘリコプター着陸帯が移設されても現状と

同様な訓練が行われることから、飛行訓練時におけるヘリコプター騒音は現状と同等なも

のになると考えられます」と記述されています。そのため、野生生物へも、高江の集落へ

も騒音の影響は小さいとしています。しかし、オスプレイの導入によって、このような影

響予測は成り立たなくなるのは確実です。 
アメリカ国内では、オスプレイの配備前に、国家環境政策法（NEPA）にもとづき、環

境アセスメントを行う義務があり、カリフォルニアやハワイの海兵隊基地では、実際にア

セスが行われています(注２５)。 
したがって、オスプレイ導入は事業内容の後出しであり、大きな変更に相当することか

ら、県アセス条例に従って、方法書に立ち返ってアセス手続きをやり直すべきです。 
 
 （注 22）真喜志好一ホームページ http://www.ryukyu.ne.jp/~maxi/sub7.html 

 （注 23）琉球新報社説（2007 年 4 月 6 日） 

（注 24）意見陳述人は、1980 年代に鳥類調査のため北部訓練場内に 2 回入った経験があり、そのときの見聞による。 

（注 25）沖縄タイムス（2011 年 6 月 8、9 日） 

 
(5) 沖縄防衛局の自主アセスはアセス逃れである 
 米軍ヘリパッドの建設とオスプレイを導入して行われる軍事演習、訓練は、その規模と

予想される環境影響の大きさから、県アセス条例が適用されるべきものであることは、先

に指摘したとおりです。 
県アセス条例を遵守し、これにしたがってアセス手続きを行うのであれば、沖縄防衛局
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は、方法書等一連のアセス文書の中に、事業目的および内容として、沖縄へのオスプレイ

の配備、それに関連して北部訓練場で行われる訓練の内容、すなわち、オスプレイの飛行

コースと回数、時間帯、また、北部訓練場の 6 か所のヘリパッドと他の米軍基地（伊江島

や普天間あるいは辺野古）を結んで行われる演習の内容、規模、頻度などをきちんと記述

しなければなりません。 
 しかし、日本政府、防衛省は、これまでオスプレイの配備については承知していない、

米軍からの通知もないという立場をとり続けてきたため、アセス文書の中に記述すること

ができなかったと思われます。明らかにすれば、反対運動が強まるとの懸念もあったのか

もしれません。そこで、沖縄防衛局は、県アセス条例等には該当しないということにして、

自主アセスと称し、重要な事業内容を示さないまま、隠蔽したまま、検討書、評価図書案、

評価図書という奇妙な名称を使い、環境アセスメントに擬した手続きを進めたのではない

かと疑われます。 
 すなわち、沖縄防衛局は、県アセス条例を遵守して環境アセスメントを行わなければな

らないにもかかわらず、米軍ヘリパッド建設事業においては、事業の目的と内容を、特に

オスプレイの導入とそれによる訓練について具体的に示すことができないため、あえてこ

れを隠蔽し、自主アセスと称して、アセス逃れを図ったと考えられます。これは故意によ

るアセス逃れであり、違法行為であり、欺瞞的で不正義であると言えます。 
 
３．検討書、評価図書の記述内容の問題点 
 
(1)環境調査検討書（2002 年 6 月） 
 環境調査検討書では、先に述べたように、事業の目的と内容について記述されていない

ため、方法書に相当する文書としては大きな欠陥があります。ここでは、公開性の問題点

と調査手法の問題点について述べます。 
 
①公開性について 
 検討書は、2002 年 6 月 21 日付那覇防衛施設局（当時）文書によれば、同日から 1 か月

間、那覇防衛施設局、沖縄県庁、東村および国頭村役場の 4 か所で閲覧に供され、その後

2 週間にわたり意見が求められています。しかし、縦覧者数、意見書提出者数は発表され

ていないため、どのくらいの数の住民がこれを知り、実際に縦覧場所まで出かけて閲覧し、

後で意見書を書くことができたのか、はなはだ疑問です。2006 年の評価図書案（表 3 の

③）には、検討書に対する「住民等意見の概要」と「事業者の見解」を収録していますが、

そこで採用されている意見は、少数の研究者や環境団体による調査手法等に関する意見ば

かりで、住民のものとみられる意見はありません。このことから、検討書に関して住民や

市民に十分な周知がなされず、形式的な通知であった可能性が高いと考えられます。県ア
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セス条例では、単なる通知ではなく、事業者による住民、市民への説明責任とその実行、

住民、市民の意見表明の機会を保障しているのであり、この点を見れば、事業者である沖

縄防衛局は義務を果たしていないと言えます。 
 
②検討書の内容について 
 検討書の内容の問題点として、以下のことがあげられます。 
ア．自主アセスの手法の問題 
この検討書では、7 か所のヘリパッドの建設（直径 75 メートル）が前提であり、文献や

地形図等の調査、GIS 解析により自然度が評価され、その評価が相対的に低いとされたと

ころにヘリパッド建設候補地を選定し、そこの環境と生物を調査し、影響を予測し、評価

するという組立になっています。 
その際、自然度の総合評価として、地形図をメッシュに区切り、それぞれのメッシュに

ついて、やんばる希少種（検討書ではヤンバルと表記）、林齢、水系及び植生高、地形をも

とに評価を加えています。ここでは、希少性の高い種が多いほど、林齢が高い林ほど、水

系および高木林が多いほど、また、地形に起伏が多いほど、自然度が高いと評価していま

す。 
しかし、自然度として用いた各要素において、小さなメッシュに区分したなかで、それ

らが大きい小さい、高い低いと評価することに、それほど意味があるとは考えられません。

広大なやんばるの森をメッシュに区切って、それぞれの指標を数値化して（数値化自体に

も無理がある）比べれば、大小、高低が出るのは当たり前のことで、指標数値が小さけれ

ば、あるいは低ければ、ヘリパッドを建設して軍事訓練に供しても影響は少ないというこ

とにはなりません。なお、やんばる希少種（動物 9 種）については、文献（注２６）から分布

域をどのように推定したのかなど、細かい記述がないため、ここでは重要な指標とされて

いるやんばる希少種のメッシュ図は、どの程度の確からしさがあるのか疑問が残ります。 
検討書の中で示された自主アセスの手法は、ヘリパッドの建設を前提に、環境影響が少

ない場所を選定したと見せるために、自然度の総合評価という指標を作り、規定路線上の

建設場所に巨大なヘリパッドを誘導する手法であり、一見科学的に見せるための詐術であ

ると思います。 
 
イ．調査対象区域について 
 検討書を公表した段階では、すでに、自然度の総合評価が終わっており、その結果が「自

然度の総合評価」としてメッシュ図で示され、一方、地形改変の少ない区域も「検討対象

区域図」として示されています。これらの図と「米軍の運用上の所用」を踏まえて、継続

環境調査（準備書に当たる評価図書案作成のための調査）を行うとされ、6 か所の調査地

区（半径約 500 メートルの円）が示されています。また、過年度調査の 7 地区も示されて
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います。しかし、調査地区は示してありますが、ヘリパッド予定地は示されていません。

また、「米軍の運用上の所用」についても内容は示されていません。 
 評価図書案の段階では自然度の総合評価は多少修正され、ヘリパッド建設予定地を絞り

込むための手法として使われています。この手法は、一見、複数案を提示し、環境影響の

少ない場所へ絞り込んでいくかのように見えますが、実際にはそうではなく、かなりの部

分「米軍の運用上の所用」を満たす場所へ誘導するために、このような手法を利用してい

ると考えられます。したがって科学的なものでも合理的なものでもありません。この点に

ついては、評価図書のところで再び述べます。 
 
イ．調査、予測、評価の手法について 
 自主アセスの項目の選定、移設候補地調査の内容及び方法、予測項目及び手法は、県ア

セス条例、同技術指針の類似事業を参考にしたとされています。類似事例とはどのような

ものか示されていませんが、全体として、型どおりのアセス手法について書かれた文章が

繰り返されています。 も重要な判断基準であるべき予測手法についても、型どおりの文

言、たとえば「事業計画の内容及び現地調査結果や既存の類似事例等を踏まえ、工事実施

に伴い施工区域を含む周辺域での重要な種の生息状況に及ぼす影響の程度について予測す

る」などがコピーアンドペーストして繰り返されているだけです。 
 ここで問題なのは、アセス項目の選定において、影響要因の区分を、工事中と存在・供

用にのみ区分し、存在と供用を一括りにしてしまったことです。6 か所のヘリパッドと進

入路が存在することと、ヘリパッドおよび道路が供用され軍事訓練が行われることは、ま

ったく別の環境要因が働くことから、一括することは間違いです。別々に環境影響を予測

しなければ意味がありません。一括したのは、事業内容に軍事演習、訓練を明記しなかっ

たことによる、また、供用による環境影響を小さく見せるためではないかと疑われます。 
 
ウ．影響把握調査 
 「影響把握調査」は、ヘリパッドの運用が動植物に与える影響を調べるために、既設ヘ

リパッド周辺で行うとされています。その内容は、騒音、低周波音、風圧に限られていま

す。既存の小さなヘリパッドにおいて現在使用されている機種の調査をして、その影響を

予測しても意味はありません。あるいは、その結果から、計画されている大型ヘリパッド

で新機種であるオスプレイの影響を類推するのでしょうか。しかし、その方法は書かれて

いません。オスプレイの導入を隠していることから、このような矛盾が生じています。 
 
エ．未記載の事業内容 

2002 年の検討書段階では書かれていなかった 6 か所のヘリパッドの位置、および新た

な軍事訓練用の歩行ルート（G 地区から宇嘉川河口にむけて約 2 キロメートルに及ぶ）が、
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2006 年の評価図書案の段階で初めて示されました。また、2007 年 2 月の評価図書の公開

が終わってから、高江での住民説明会（2007 年 3 月）で初めて、作業用道路（県道 70 号

線からヘリパッド建設予定地である N-1 地区、H 地区へ到る）が示されました。これは、

事業内容の後出しであり自主アセスの杜撰さを示すものです（注２２）。 
 

 （注 26）ここで用いた 34 編の文献は 1975 年から 2000 年にかけて発行されたもので内容は多岐にわたる。調査期間

は 1974 年から 1999 年までとされている。項目にもよるが、10 年、20 年前の文献を引用して、現況把握と言えるのだ

ろうか。また、評価図書案作成からでも、すでに 5 年経過しており、継続環境調査のデータも 9～10 年前のものとなっ

ている。その間、自然林は 10 年の成長があるわけで、野生動物の生息状況にも当然変化があると予測される。 

 
(2)環境影響評価図書案（2006 年 2 月） 
 
①評価図書案の公開 
 評価図書案は、2006 年 2 月 10 日付那覇防衛施設局（当時）文書によれば、同日から 1
か月間、沖縄防衛局、東村および国頭村役場の 3 か所で閲覧に供され、その後 2 週間、意

見が求められています。また、その期間中に、沖縄防衛局により国頭村安波公民館、高江

公民館で説明会が開催されました。閲覧に供された評価書案は約 2,000 ページに及ぶ分厚

いもので、住民や市民が、また、研究者も環境団体も閲覧場所で読みこなせるようなもの

ではありません。コピーやＣＤ等もない状態では、公開といってもまったく形式的なもの

にすぎません。説明会においても、評価図書案の概要を読み上げるだけで、住民が心配し

ている騒音や事故についての質問には、ほとんど答えていなかったと聞いています。 
県アセス条例では、住民、市民の意見表明の機会を保障しているのであり、事業者は住

民、市民への説明責任があり、誠意を持って実行しなければなりません。しかし、事業者

である沖縄防衛局は義務を果たしていないと言えます。県アセス条例に準じた自主アセス

といいながら、内容は従来の悪しき環境アセスのやり方を踏襲しているということです。 
 
②評価図書案への意見陳述人の意見書 
 私は、2006 年 3 月 20 日付けで、当時縦覧された「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設

事業（仮称）に係わる環境影響評価図書案」に関する意見書を提出していますので、評価

図書案に対する問題点の指摘は、その意見書を引用することで示したいと思います。以下

の内容は、当時の意見書のままです。 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

2006.3.20 

 

「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称） 

に係わる環境影響評価図書案」に関する意見書 

 

花輪伸一 

ＷＷＦジャパン 〒105－0014 東京都港区芝 3－1－14 

TEL03-3769-1713 FAX03-3769-1717 

 
 那覇防衛施設局の「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）に係わる環境影響

評価図書案」に関して意見書を提出します。 
 
1. 評価方法について 
この環境影響評価図書案（以下、評価図書）では、ヘリコプター着陸帯の移設を前提に

している。そのため、文献や現地調査により自然度が評価され、その評価が相対的に低い

とされたところに、着陸帯建設候補地を選定し、その地点の環境調査を行い、影響を予測

し評価するという組み立てになっている。その結果は、いずれの地点においても影響はな

いか、あっても軽微である、または各種の配慮や措置で低減されるというものであった。 
しかし、山原（やんばる）の森のように地球規模でみて重要な地域で行われる環境影響

評価は、IUCN（国際自然保護連合）の二度にわたる勧告（アンマン 2000 年、バンコク

2004 年）にあるように、着陸帯を移設しないというゼロ・オプションを含む複数の代替案

について行われるべきである。この評価図書は、事業者が沖縄県の条例に準じて自主的に

行ったものであるにしても、従来どおりの手法であり、環境への影響を合理的かつ的確に

予測し評価するものにはなっていない。  
 
2. 自然度の総合評価 
自然度の総合評価においては、ヤンバル典型種（26 種）、林齢（成熟度）、水系と植生高、

地形（起伏）を指標としている。しかし、典型種（希少種）の種数の少なさ、林齢の少な

さ、樹林と川の少なさ、起伏の少なさをもって、自然度が低いとする評価には、何の意味

があるのだろうか。それぞれの指標に大小、高低があるのは当然であり、斜面は自然度が

高く、平地は自然度が低いなどと評価することは無意味である。 
自然度の総合評価と言うならば、希少種のみならず普通種も含め生物多様性の視点から

評価すべきである。生物の多様性には場所によって濃淡があるのが当然であり、そのこと

自体が生物多様性の価値なのである。また、地形、水系、森林についても、ばらばらに評
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価するのではなく、生物の生息場所として、それぞれの種の生活史、テリトリー、行動圏、

その季節変化、経年変化などと結びつけて評価すべきである。この評価図書では、任意の

評価を足し合わせただけであり、総合評価にはなっていない。 
 
3. 着陸帯の位置 
当初 7 か所の計画であった着陸帯の数は、1 か所減って 6 か所になった。土木工事に関

しては、その分影響が低減されると言えないこともない。しかし、これが残り 6 か所の着

陸帯の建設と軍事演習による環境影響を低減するわけではなく、むしろ 1 か所あたりでの

タッチ・アンド・ゴゥなどの演習回数の増加として現れる可能性が高い。評価図書では、

1 か所減を低減と評価しているが、これは供用時には根拠が不明である。アクセス道路の

使用頻度についても同様である。また、幅員が 3.6ｍから 3.0ｍになったとしても、周辺地

形、植生への影響が、どれほど低減されるのかは不明である。 
新たな計画では、国頭山地の脊梁部に近い着陸帯は中止され、海岸段丘上の尾根部に配

置されている。評価図書では、斜面部や沢部の自然度を高く評価し、平坦部を低くしてい

る。工事による地形改変の少ない場所として傾斜 15°未満の緩傾斜地が検討され、その結

果、尾根上の部分が選定されている。これは地形への影響が少ないということではなく、

むしろ着陸帯の立地として尾根上が適地であり、工事もしやすいということであろう。し

かし、尾根・斜面・沢は、地形として、水系として連続しているのであり、切り離して評

価すべきではない。森林の保全においては、土壌および養分の流失を防止するため、尾根

上の樹林を伐採しないのが鉄則である。評価図書では、着陸帯に適しない斜面、沢を良好

な自然環境として重視し、着陸帯適地の尾根を意図的に軽んじる傾向がある。 
 
4. 着陸帯の規模 
当初の計画では、着陸帯の直径は 75ｍであった。新たな計画では、45ｍが着陸帯、その

外側 15ｍ（両側で 30ｍ）が無障害物帯として伐採されることになる。しかし、これも環

境影響の低減とは言えないであろう。切り土・盛土によって直接的に地形が改変される範

囲は、直径 45ｍの着陸帯だけでなく、その周囲の法面に広がるのである。直径 75ｍまで

伐採されるのであれば、規模は当初の計画と変わるものではなく（当初計画の直径 75ｍの

内部構造は示されていない）、同程度の規模と見るのが妥当であろう。そのため環境影響の

低減になるとは考えられない。2 か所の着陸帯が隣接する場所ではなおさらである。 
一方、評価図書では、伐採後に、林縁にマント群落、ソデ群落を人為的に形成し、これ

が林内の乾燥等を防ぐ効果があるとしている。しかし、人工的に切り開いた直径 75ｍの着

陸帯の周囲約 240ｍに、マント、ソデ群落が人為的に形成され、持続されるのかどうか、

疑問である。大国林道の例でも分かるように、集中豪雨や台風による法面の崩落は頻度高

く発生している。また、林道に接する森林は乾燥化が進み、イタジイの枯木が目立ってい
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る。着陸帯、アクセス道路ともに、このような悲惨な状態に陥る可能性はないのか、評価

図書では触れていない。また、集中豪雨や台風による赤土流出についても触れていない。

赤土流出は、工事期間中の一時的なものとは考えられず、その後も気象条件、軍事演習の

方法によっては裸地化が起こり、流出する可能性が高いと予測するべきである。 
一方、ヘリコプター着陸帯だけではなく、他の施設開発や軍事演習、例えばダムや砂防

堰堤、海兵隊の地上演習などとの関連も含めて総合的な視点からの環境影響評価が必要で

ある。 
 
5. ヘリコプター演習による影響 
評価図書では、着陸帯移設と表記されているが、この建設計画は移設ではなく、規模の

大きい着陸帯の新たな建設とみるべきである。その視点で、環境への影響を予測、評価す

る必要がある。しかし、ヘリコプターによる軍事演習に関しては、既存の小規模なヘリコ

プター着陸帯とその周辺での調査によって、動植物への影響は軽微であると結論づけてい

る。しかし、これはたいへん無責任な影響予測と言わざるを得ない。米軍の使用する機種

や演習計画は示されていないとしても、垂直離着陸機オスプリの導入があり得ることなど

から、既存の小規模着陸帯での演習とは比較にならないほど大きな爆音や演習規模が予想

されるのであり、そのために直径 75ｍもの大規模な着陸帯が必要とされているのであるか

ら、軍事演習による生物への影響、特にノグチゲラ、ヤンバルクイナ等については、より

合理的な影響予測と評価をしなければならない。この点に評価図書は触れていないことは、

強く批判されるべきである。なお、既存の小規模な着陸帯の周辺に生息しているからとい

って、彼らが好適な条件の下に生息しているわけでは、決してないのである。 
評価図書は、計画されている巨大な着陸帯の新設工事とその後の大規模演習が、自然環

境および生育・生息する動植物に与える影響を、的確に予測、評価していないと言える。 
 

6. 北部訓練場における生物多様性の意義 
在沖縄米国海兵隊の北部訓練場には、沖縄島北部の典型的な自然林が良好な状態で残さ

れ、地球上でこの地域にしか生息しないノグチゲラ、ヤンバルクイナなど固有種、固有亜

種を多く含む野生生物の重要な生息地となっている。1972 年の復帰後、民有林・県有林で

は、多くの地域で伐採やダム、農用地等の開発で自然林が失われてきたことから、約

7,500ha の面積を有する北部訓練場の自然林が、まさに避難場所（レフュージ）としての

役割を担ってきたのである。これは、地球上で沖縄島の山原（やんばる）にしかない固有

の生物多様性を保全する上で、大きな意義を持っている。ヤンバルの森は、世界自然遺産

に登録される資格を持つ自然環境、固有の動植物の生息地であり、その価値についても、

評価を行うべきである。今回の評価図書は、これらの点を理解していない、あるいは無視

している。 
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7. IUCN（国際自然保護連合）の勧告 

IUCN の第 3 回自然保護会議（2004．11 タイ・バンコク）では、以下のような「日本

のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保全」に関する勧告が出されている。政府お

よび事業者は、この勧告を尊重し実行すべきであるが、今回の評価図書では触れられてい

ない。各国政府が加盟し、国際条約にも等しいとされる IUCN 勧告を無視することは、国

際社会では恥である。 
 
IUCN 世界自然保護会議は、その第 3回会議（2004 年 11 月 17-25 日、バンコク、タイ）において、 

1．日本政府に対し、以下のことを要請する； 

a) ジュゴン生息海域における軍民共用空港建設計画に関する環境アセスメントでは、ゼロ・オプ

ションを含む複数の代替案を検討すること、また、ボーリング調査、弾性波探査などの事前調

査も環境アセスメントの対象にすること。 

b) ノグチゲラ、ヤンバルクイナ生息域における米軍ヘリパッド建設計画に関しては、これを環境

アセスメントの対象として、ゼロ・オプションを含む複数の代替案を検討すること。 

c) 早急に、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保護区を設置して、保全に関する行動計画

を作成すること。 

2．アメリカ合衆国政府に対し、以下のことを要請する； 

a) 沖縄の希少な野生生物生息地におけるアメリカ合衆国軍の基地建設について、米軍の環境管理

に関する基準にもとづいて、日本政府と環境保全、野生生物保護の観点から協議すること。 

b) 要請があれば、日本政府が実施する軍事基地に関する環境アセスメントに協力すること。 

 
8. 国際水準の環境影響評価 
今回の「環境影響評価図書案」は、環境アセスメントに関する法令外であるが、事業者

の自主判断により実施され、公表されているとのことである。そうであるならば、なおさ

ら上記の IUCN 勧告にある環境アセスメントの性格を備えたものとして実行されるべき

である。国際水準の環境アセスメントとして認められるには、少なくとも、建設に関する

基本計画策定の前に、着陸帯建設場所についての複数の代替案と着陸帯を造らないという

ゼロ・オプションを加えて調査、予測、評価すべきである。 
さらには、地球上でこの地域にしか生息していない固有種が少なくないことから、米軍

基地としての利用だけではなく、将来の世界自然遺産地域の指定も視野に入れた戦略的環

境アセスメントの性格もふくめるべきである。事業者により自主的に行われるものであれ

ば、なおさら、従来のものを踏襲するのではなく、環境影響評価方法・制度をさらに発展

させるのに貢献すべきである。 
しかしながら、そのような評価図書にはならず、事業を追認するための手続きとしての
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み行われ、合理的かつ的確な影響予測、評価が行われていないのは、きわめて遺憾である。 
 

以上 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
以上、私が 2006 年 3 月に、沖縄防衛局に提出した意見書を引用しました。当時は、沖

縄防衛局の「自主アセス」の流れに関しては、ほとんど批判しませんでしたが、その後、

疑問を持ち始め、今回、影響評価図書関連の文書を調べるうちに、沖縄防衛局の「自主ア

セス」はアセス逃れのための詐術であり、県アセス条例に違反し、社会的不正義であると

考えるようになりました。これは、すでに述べたところです。 
 
(3)環境影響評価図書（2007 年 2 月） 
 
①評価図書の補正の問題 
評価図書案（2006 年 2 月）に対して、住民は意見を述べることができましたが、その

後の評価図書の段階では、県知事意見のみになり、住民は意見を述べることができません。

評価図書案にどのような住民意見、知事意見があったかは、補正前の評価図書（2006 年

12 月）に示されています。沖縄防衛局は、補正前の評価図書に、二度目の県知事意見を入

れて、補正後の評価図書を作成し、 終の評価図書としています。評価図書（2007 年 2
月）には、その変更か所が示されています。しかし、ここでは、さらに「県知事意見に基

づく修正」だけでなく「事業者による自発的修正」が加えられるため、結果として沖縄防

衛局の主張がかなり強くなると言えます。 
たとえば、ヘリパッド候補地 N-4 地区について「集落に も近い地区であるが、既設着

陸帯に設置されることや当該事業の実施により訓練形態等に変更はないものと理解してい

ることから、現状に比べ周辺地域の生活環境に著しい影響を及ぼすことはないものと判断

しました」と追記されています。このような修正は、日常的に、昼も夜も集落の上を米軍

ヘリコプターが低空飛行し、騒音や墜落の危険に脅かされている高江住民にとっては、ま

ったく実感と異なる修正であると言えます。 
 
②ヘリパッド候補地選定の不適切さ 
 先に、検討書の調査対象区域の項目で、ヘリパッド候補地は「自然度の総合評価」にも

とづいて合理的に選定されたのではなく、かなりの部分「米軍の運用上の所用」に合わせ

たものであると述べました。 
 この点に関して、評価図書（2007 年 2 月）に対する「さい塾」（注２７）の問題点指摘は適

切で当を得ています。ひとつは、沖縄防衛局の手法である「自然度の総合評価」ランク付
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け（高い順にⅠからⅤまでの５段階）自体、不完全であり対処できない場合があること。

二つ目は、このランク付けにしたがってヘリパッド候補地の位置を再検討すると、 終的

に選定された６か所のうち３か所がランクの高いメッシュの側にあり不適であること。三

番目は、 終候補地にならなかった場所のうち、４か所がランクの低いメッシュにあり選

ばれた場所より妥当であること。すなわち、ヘリパッド候補地として、自然度の総合評価

が高い区域の隣接区域からも、また、比較的低い区域からも選定されているのです。これ

では、何のための自然度総合評価か分かりません。このような不適切な選定結果に至った

理由は、米軍の訓練など作戦上の都合が、環境上の利益より優先された結果であると「さ

い塾」は指摘しています。 
 
③恣意的な総合評価 
 評価図書（2007 年 2 月）の総合評価は、わずか半ページのものです。その主旨は「す

べての項目で環境への影響は小さく、実行可能な範囲で回避、低減を図っており、国や県

の基準とも整合しているので、環境への影響は小さい、環境保全上、特に問題はない」と

いうものです。 
 このような結論は「項目ごとの評価の概要（一覧表）」の随所に見られるように、以下の

ようなまやかしの前提を立てることにより引き出されています。 
ア．ヘリパッドの縮小 
ヘリパッドの大きさを、直径 75 メートルから 45 メートルに縮小したことで、環境影響

の低減が図られているとしています。しかし、75 メートルについては、その構造も示され

たことはなく、影響予測もされたわけではありません。縮小したから影響は小さくなった

に違いないとしているだけで、縮小したヘリパッドそのものの実際の影響予測はされてい

ないのです。工事にかかる建設機械の稼働台数等は減少することが示されています。これ

はあり得るでしょう。しかし、無障害物帯 15 メートル範囲内の樹木の伐採は行われるわ

けで、森林の中に直径 75 メートルの空間が 6 か所出現することで、まわりの植生はどう

なるのか、集中豪雨や台風時にはどうか、野生生物はどうなるのか、という予測はされて

いないのです。面積が減ったので影響は小さくなるということが、どれほど確からしいの

か、多いに疑問があります。 
イ．ヘリコプター訓練 
ヘリパッドが移設されても、現状と同様な訓練が行われることを前提にしています。し

かし、ヘリパッドの規模から見て、これは移設ではなく巨大ヘリパッドの新設であること、

垂直離着陸機 MV22 オスプレイが、ほぼ確実に導入されることから、この前提は成り立ち

ません。したがって、評価図書で示されている騒音、低周波音、植生、動植物、生態系な

どに対する影響予測は、当てはまらないと言えるでしょう。当然、プロペラによる騒音や

風圧は異なるわけで、より大きくなる可能性が高く、既存ヘリパッドでは影響が認められ
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ないからという理屈も成り立たなくなります。既存ヘリパッドは、実際には生息環境が劣

化し、好適な生息条件ではなくなっている可能性が高いと考えられます。 
 以上のことから、評価図書は、環境影響は少ない、低減が図られている、という既定路

線の結論に向けて理屈を合わせようとしているもので、科学的、合理的で正当性のあるも

のではないと言えます。 
 

 (注 27)「さい塾」とは、日米の情報公開法を活用して平和問題に取り組むグループで、2008 年 6 月に発足した。こ

の部分は、2010 年 10 月 22 日の記者発表資料「沖縄北部訓練場移設選定区域の半分は不適切、情報公開法で入手した米

軍・日本政府の環境調査を検討、軍事優先で生物多様性を壊す」を引用して記述した。なお、「さい塾」は、より適切な

ヘリパッド建設場所を求めるのが趣旨ではなく、生物多様性保護と住民生活の安全確保のために、米軍基地としての使

用を中止するべきと主張している。 

 
４．沖縄防衛局の環境影響評価図書に対する評価 
 
 以上述べてきたことから、沖縄防衛局による一連の米軍ヘリパッド建設環境影響評価図

書（自主アセス）については、次のように評価し結論づけることができます。 
 
1. 沖縄防衛局による大規模ヘリパッドの建設は、その面積、形状等から見て、県アセス条

例の対象となり、法に基づく環境アセスメントを実施する義務があります。しかし、沖

縄防衛局が、独自の判断で自主アセスとして実施したことは、県アセス条例違反である

と言えます。 
2. 沖縄防衛局は、北部訓練場へも垂直離着陸機 MV22 オスプレイの導入があり得ること

を知りながら、これを隠蔽しました。そのため、一連の評価図書に、事業の目的、内容

を明記することができず、県アセス条例をクリアできないために、自主アセスと称して

一連の調査を行ったと考えられます。これは、故意によるアセス逃れであり、違法行為、

不正義であると言えます。 
3. 影響評価図書では「ヘリコプター着陸帯が移設されても現状と同様の訓練が行われる」

という前提で影響予測、評価が行われています。しかし、後になって、後継機種のオス

プレイが導入されることがほぼ確実になり、環境影響もさらに大きくなる可能性が高い

ことから、これは、事業内容の大きな変更にあたり、県アセス条例に準ずるならば、方

法書に立ち返ってアセス手続きを再度行うべきです。 
4. 一連の環境影響評価図書では、ヘリパッドの供用、運用の際に、現状と同様な訓練が行

われるとして、オスプレイを導入した演習、訓練を想定しないで、影響予測、評価を行

っています。これでは、正当な予測、評価は不可能です。ヘリパッドの建設場所の選定

に関しては「自然度の総合評価」にもとづいて行ったとされていますが、選定結果は、
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自ら定めた総合評価ともずれており、「米軍の運用上の所用」を優先した可能性が高い

と思われます。さらに、すべての環境影響評価項目で「環境への影響は小さい、環境保

全上、特に問題はない」と結論づけています。しかし、これは、あらかじめ定めてある

結論へむけて理屈をつなげ誘導したものであり、科学性、合理性、正当性に欠けるもの

で、環境アセスの名に値しないものです。 
 

おわりに 

 
 琉球列島、特に沖縄島やんばるの森の豊かな生物多様性と、沖縄防衛局による米軍ヘリ

パッド建設環境影響評価図書（自主アセス）の問題点について述べてきました。生物多様

性の保全と持続可能な利用は、現在では、国際社会の重要な課題となっています。生物多

様性が破壊され劣化し続けると、私たち自身の生活も成り立たなくなります。乱開発や公

害、汚染、戦争などで生物多様性が破壊され、地域社会が崩壊した例は、残念ながら日本

をはじめ世界各地に見ることができます。 
 開発による環境への悪影響を未然に防ぐための環境アセスメントは、日本では、特に沖

縄では、不幸なことにほとんど信用されていません。それは、事業の実施を前提に行われ

る事業アセスであり、「環境への影響は軽微であり、保全措置により軽減できる、事後調査

で監視する」とすでに結論が決まっているからです。泡瀬干潟の埋立、新石垣空港建設、

そして辺野古新基地建設（普天間移設）のアセスでも、それは同じことでした。環境影響

評価法が施行（1999 年）され、アセス制度は進歩し、調査技術も発達し、大量のデータが

集められ、数千ページにおよぶアセス文書が出されるようになりましたが、 後の 1 ペー

ジに書かれる結論は、未だに変わってはいないのです。 
 沖縄島やんばるの森は、世界自然遺産の条件を満たし、登録をめざしているほどの生物

多様性の宝庫です。このような地球の自然の財産は、軍事基地建設や各種開発を行うので

はなく、教育利用を中心とした自然保護区として後世に伝えられるべきものです。米軍ヘ

リパッドの建設と軍事訓練は、やんばるの森の生物多様性を損ねるだけでなく、高江に住

む人々の生活環境にも大きな悪影響をおよぼします。高江は人口約 160 人、そのうち中学

生以下の子供が 2 割を占めています。住民を、軍用機の耐え難い爆音や墜落の危険にさら

すことは、基本的人権を無視する行為であり、平和で文化的、健康な生活を保障する日本

国憲法に背くものです。 
 沖縄防衛局による悪しき自主アセスと同局による不正義な行いが、司法により正され、

日本の環境アセスメントが、真に科学的、合理的で、正当性のあるものに生まれ変わる機

会になり、地域住民の方々が、国家によって不条理に訴えられることなく、軍事訓練の恐

怖から解き放たれ、安全・安心な生活を送ることができるようになることを、心から期待

しています。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

私は、本訴訟の原告のひとりです。宮城県仙台市生まれで、大学および大学院修士課程

では、生態学と自然保護学（鳥類と哺乳類を対象）を専攻し、1979 年から日本野鳥の会、

1991 年からはＷＷＦジャパンに勤務し、2011 年 9 月に退職しました。その後は、沖縄・生

物多様性市民ネットワークおよび NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本の一員として、

以前と同様に、辺野古・大浦湾、やんばる（山原）の森、泡瀬干潟など沖縄の自然環境と

野生生物の保護、また、ラムサール条約をもとに各地の湿地の保全活動に携わっています。 

私が、最初に沖縄島の辺野古・大浦湾を訪れたのは 1981 年のことで、やんばるの森でノ

グチゲラ調査を行った帰りでした。大浦湾沖のサンゴ礁の上を飛ぶアジサシ類を見かけた

のですが、広大な米軍基地に阻まれて近づくことができず、なぜ、こんなに環境のいいと

ころが軍事基地によって占有されているのか、たいへん疑問に思い、地図にある「キャン

プ・シュワブ」の名前が記憶に残りました。 

その 16 年後、友人が送ってくれた「シュワブ沖調査結果報告書（普天間飛行場移設対策

本部）」に関する琉球新報の記事（1997 年 11 月 5 日）を読んで、「調査水域外の海域に

おいて遊泳中のジュゴン 1 頭を目視した」という記述にたいへん興味を引かれ、ジュゴン

に関する資料を探しました。その結果、日本ではジュゴンは絶滅寸前で、沖縄島中北部の

東海岸が最後の生息地であり、その中央部の辺野古・大浦湾に米軍基地を建設するとジュ

ゴンを絶滅させる可能性が高まることが予測できました。そのため「ジュゴンを保護する

ため生息地に米軍基地を建設させない」ことを目的に、WWF ジャパン職員として、いろ

いろな活動を行ってきました。 

政府への要請・声明の発表（1997～2010 年に多数）、国会請願（2005 年）、署名活動（2000

年、2005 年）、国内集会（2001 年 名護市など多数）や国際シンポジウム（2000 年・2002

年 東京、2006 年 東京・名護）の開催、国際海生哺乳類学会（2001 年 カナダ、2003 年 ア

メリカ）と国際哺乳類学会（2005 年 札幌）での発表、IUCN（国際自然保護連合）での勧

告採択（2000 年 アンマン、2004 年 バンコク、2008 年 バルセロナ）、国際ジュゴン年キ

ャンペーン（2010 年）、環境アセスメントへの意見書提出（2004 年、2007 年、2009 年）、

辺野古・大浦湾の生物多様性調査（2006 年、2009 年）、大浦湾アオサンゴ群集調査（2008

年）、アジサシ類調査（2007～2009 年）などの活動であり、これらの結果を広く社会に向

けて広報してきました。また、辺野古テント村での座り込みや県民集会、デモ等へも積極

的に参加しました。 

これらの活動は、沖縄という地域から日本全国へ、さらに世界へと広げることを目指し、

環境、人権、平和に係わる多くの団体や個人と協力して行ってきました。そして、米軍基
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地を造らずに、ジュゴンを象徴種（注 1）として地域の自然と生物多様性を守り、環境教

育や観光などの地場産業を活性化し、持続可能な地域づくりに結びつけることを目標にす

るようになりました。 

 この意見陳述書では、上記の活動のなかから、環境アセスメントについて述べます。辺

野古・大浦湾で行われた沖縄防衛局の環境アセスメントは、アセス開始前に「環境現況調

査」を強行して現地の自然環境と野生生物を攪乱するなど、非科学的かつ違法なやり方で

行われました。また、方法書、準備書の内容も、必須の情報を開示せず、市民が意見を述

べる機会を奪い、影響の予測や評価の手法も不合理で形骸化しています。したがって、辺

野古アセスは、環境アセスメントに値しないものであり、本来の環境アセスメントの目的

とアセス法の理念に立ち返り、その根本である科学性と民主性にもとづき、アセスを方法

書段階からやり直すべきであると主張したいと思います。 

 

注 1 象徴種とは、ある特定の生息場所の保護を広く一般にアピールするために役立つ種のことを指してい

る。その種の保護によって、同じ生息地の他の種の保護にも役立つ。 

 

 

アセス法違反の環境現況調査アセス法違反の環境現況調査アセス法違反の環境現況調査アセス法違反の環境現況調査 

 

 沖縄防衛局（注 2）による「普天間飛行場代替施設建設事業に係わる環境影響評価」（以

下、辺野古アセスと記す）は、環境影響評価法（以下、アセス法）、沖縄県環境影響評価

条例（以下、県アセス条例）に反する手法で行われています。 

防衛局による「環境現況調査」とは、正式な環境アセスメント手続きが始まる前に行わ

れた事前調査のことで、アセス法で規定されたものではありません。アセス法では、アセ

スの調査自体が環境を改変しないように、方法書手続きを導入したのであり、方法書前の

大規模な環境現況調査は、アセス法の逸脱であり違法であると言えます。 

まず、方法書の意義と方法書が出される前に強行された環境現況調査の非科学的な点、

違法な点について述べます。 

 

注 2 2007 年に那覇防衛施設局から沖縄防衛局となる。この文書では沖縄防衛局に統一して使用している。 

 

1. 方法書の意義方法書の意義方法書の意義方法書の意義 

 

1999 年に施行されたアセス法は、それまでの閣議アセス（注 3）とは異なり、多くの改

善がなされました。そのひとつに「方法書」の作成と公告・縦覧、意見聴取があります。
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閣議アセスでは、この方法書の手続きがなかったため、いきなり準備書の公告・縦覧から

始まっていました。そのため、事業の影響を受ける住民や利害関係者、研究者が、事業の

目的と内容、調査、影響予測、評価の方法について、事前に、情報を得てその内容を検討

することはできません。また、準備書段階では、すでに事業内容が固まっていることから、

意見書を提出しても評価書にほとんど反映されず、環境への影響は軽微として、事業内容

も修正されることなく実施されました。そのため、アセスメントではなくアワセメントと

揶揄されたわけです（注 4）。 

アセス法では、スクリーニングに続いてスコーピングによる方法書の手続きが行われる

ようになり、これには次のような意義があるとされています。すなわち「環境アセスは、

事業の内容を柔軟に変更できるような早い段階で行うほど高い効果を上げられ、また、事

業が環境へ及ぼす影響は、事業が行われる地域によって異なるので、アセスも地域に応じ

て行う必要がある。アセスの方法を決めるに当たって、国民、地方公共団体などの意見を

聴く手続きをもうけ、事業計画のより早い段階で意見を聴くことによって、柔軟にその意

見を反映でき、また、地域に応じてメリハリの効いた方法による環境アセスが行えるよう

になる」（注 5）。また、意味はほぼ同じですが、「環境アセスの実施方法について多く

の意見を聞き、メリハリの効いた適切なアセスを実施すること、および、アセスへの住民

参加をできるだけ早め、早い段階からの環境配慮の検討などに生かすこと」（注 6）がで

きるという意義が認められています。 

このように、スコーピングで方法書を作成する際に、環境アセスの方法と内容を決める

段階、すなわちアセスの設計図を描く段階で、住民や自治体などの利害関係者、環境団体、

研究者等の意見を聞き、調査項目や方法などを柔軟に修正して、事業による環境への影響

をできるだけ少なくするように環境アセスメントの効果を高めることがたいへん重要だと

されています。特に、環境の快適性や利便性、歴史や文化などの地域の個性については、

地域住民が主体となる価値判断が必須であると指摘されています（注 7）。 

しかし、現実はどうかと言うと、より良い環境アセスメントを行うための方法書手続き

というよりは、すでに方法書段階で事業内容は固まっており、方法書の手続き自体が形式

化、形骸化してしまい、事業内容やアセスの方法が変更されることは、ほとんどありませ

ん。住民や自治体からの意見は、準備書段階になって、ようやく一覧表にして事業者の見

解が添えられるだけです。しかし、事業者の見解は、住民の意見や質問に直接答える例は

少なく、一般的な見解を述べるだけのものが大部分です。つまり、方法書の意義を無視し

ていると言えます。 

また、方法書段階では、本来、複数案（代替案）とその比較検討が示されるべきなので

すが、アセス法では、複数案は義務ではなく、検討した場合には記述する（注 8）、基本

的事項として留意する（注 9）という程度であり、実際には代替案が示されないことがほ
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とんどで、事業を行わないという選択肢（ノーアクションあるいはゼロオプション）の比

較検討を行った例はこれまでなかったと思います。 

このように、住民や環境団体の意見によって修正されることなく、複数案もなくて形骸

化した方法書が多いのですが、なかでも、辺野古アセスは最も悪質であると言うことがで

きます。それは、方法書の公告･縦覧の前に、大がかりな「環境現況調査」を強行し、海底

へ多数の調査器具を設置して環境を改変し、ジュゴンなどの野生生物に悪影響を与えてし

まってから、環境アセスメント手続きに入るという暴挙を行っているからです。これは、

まったく非科学的で不合理であり、環境アセスメント自体を成り立たなくさせる違法な行

為です。 

 次に、この違法な環境現況調査について述べます。 

 

注 3 法律ではなく行政指導による環境アセスメント制度、1984 年に閣議決定された。 

注4 この点は現在でも、住民意見が反映されないことが多いという点で、改善されたとは言い難い。なお、

元環境アセスメント学会会長の島津康夫氏は「アセスには二つの目的がある。それは環境への影響を

最小にするツール（調査・予測・評価の技術面）、事業者と住民との合意形成のツール（コミュニケ

ーションの面）で、両者あいまって意味があると考える。これまで後者の意義が軽視され、結果とし

て事業実施がはじめから決まっていると思われ「アワスメント」と揶揄されてきた」環境技術 Vol.38 

No.6 (2009)と述べている。 

注 5 環境省パンフレット「環境アセスメント制度のあらまし」 

注 6 「生物の多様性分野の環境影響評価技術Ⅰ」生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会 2001 年 

注 7 原科幸彦「環境アセスメントとは何かー対応から戦略へ」2011 年 岩波新書 

注8 アセス法 14 条 1 項 

注9 環境庁長官の定める基本的事項 1997 年 

 

2. 強行された環境現況調査強行された環境現況調査強行された環境現況調査強行された環境現況調査 

 

方法書の公告･縦覧以前に開始され、住民や環境団体、研究者、関係市町村長、沖縄県環

境影響審査会、沖縄県知事等の意見を聴いていない「環境現況調査」は、2007 年 5 月から

2008 年 2 月にかけて実施されました。このようなやり方では、科学的で民主的な環境アセ

スメントにはなり得ず、また、アセス手続きを恣意的にねじ曲げることになり、アセス制

度の破壊につながります。 

なお、2004 年から 2005 年にかけては、すでに廃案になった代替施設「軍民供用空港」

の現地技術調査として、海底ボーリングによる地質調査等が計画され、環境アセスメント

手続きの前に、辺野古沖の海上に「ボーリング用単管やぐら」が 5 か所に設置されたこと
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がありました（1 か所はまもなく台風で破損）。その際、事業者側の作業員と単管やぐら

で建設阻止を主張する住民等との間で、長期間の膠着状態がありました。このように、事

業者による環境アセスメント手続きの無視は、以前にも例があります。 

 

(1) 環境現況調査の機材設置 

 

環境現況調査で使用する器機の設置は、沖縄防衛局によって、2007 年 4 月下旬と 5 月中

旬に行われました。これは、方法書の公告･縦覧（2007 年 9 月）が始まる前のことです。

この調査で、ジュゴンとサンゴ幼生、海象調査のために、パッシブ･ソナー（音響探知機）

が 30 か所、水中ビデオカメラが 14 か所、連結式着床具が 39 か所、海象調査機器が 29 か

所の合計 112 か所に、夜間点滅するライト・ブイとともに設置されました。その際、防衛

省は海上自衛隊艦船を派遣し、監視船や作業船の作業員等が、抗議する住民や市民を威圧

しながら器機の設置等を行っています。 

また、設置された機器については、カメラのレンズ清掃、バッテリーチェック等のメン

テナンスや記録データ回収のため、作業員が頻繁に現場を巡回したとみられ、機材設置と

その巡回･点検がジュゴン等に影響を及ぼした可能性が十分にあると考えられます。 

 

(2) 情報の非公開と専門家等意見の排除 

 

環境現況調査は、その目的、内容、手法等に関して非公開のまま進められました。住民

や環境団体は、新聞等の報道や沖縄県の文書（公共用財産使用協議について）によって、

概要を知ったに過ぎません。また、この調査に対して住民や専門家（事業者がアドバイザ

ーとした氏名不詳の専門家ではない）等の関係者が意見を述べる場は、まったくなかった

わけです。 

この環境現況調査は、辺野古アセスの一環であることは明らかであり、一連の環境アセ

スメント手続きの中に位置づける必要があることは当然です。したがって、本来、調査方

法のひとつとして、海底への機材の設置を方法書の中に明記し、住民や関係者、研究者の

意見を求めて、その方法が科学的で正当性のあるものかどうか、調査対象の自然環境や野

生生物に悪影響およぼさないかどうかについて、事前に十分に検討する必要があるはずで

す。 

このような調査を、環境アセスメントとは別のものとして非公開で行うことは、明らか

にアセス法に違反しています。住民や環境団体、専門家等の関係者は、関与する機会を拒

否されており、意見を述べる権利を侵害されています。また、アセス法で定められた法的

手続きを恣意的に変更し、事業者の都合のいいように調査を進めているという点で、環境
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アセスメント制度そのものを破壊する行為であると言えます。 

 

(3) 環境影響の発生と科学性の欠如 

 

環境現況調査に関して、事前に、住民や環境団体、研究者、沖縄県等の意見を求めるこ

とがなく、科学的な検証を行わなかったことは、大きな問題です。環境現況調査の機器と

その数、設置方法は、明らかに、自然環境と野生生物に悪影響をおよぼす規模のものでし

た。ジュゴンの姿、鳴き声を記録する目的の水中ビデオカメラとパッシブ･ソナーは、ジュ

ゴンが移動する際に通ると考えられるサンゴ礁のクチ（切れ目）に設置されたため、ジュ

ゴンの移動を阻害しただけでなく、強い警戒心を起こさせ、周辺海域への来遊をさまたげ

た可能性が高いと考えられます。サンゴ幼生を着床させる目的で設置された連結式着床具

は、実際には海底のサンゴを損壊したことが報道されています（注 10）。 

全部で 112 か所に設置された機器とそのメンテナンスによって、すでに環境影響が発生

してしまい、その後に出された方法書は、アセス法および県アセス条例違反の環境現況調

査の手法をそのまま追認したものとなっています。そのため、それにもとづく環境アセス

メントの本調査である現地調査は、環境現況調査の非科学的な手法を引き継いだものとな

り、調査結果のまとめと影響予測、評価を行う準備書は、すでに環境影響を受けたデータ

を用いて影響を予測、評価するという歪められたものになってしまったわけです。これで

は、科学的、合理的な環境アセスメントにはなり得ません。 

環境省によれば、方法書の作成段階で必要な調査とは「既存文献調査を中心に専門家等

へのヒアリング、現地概略踏査を加えて、得られた情報を整理する」ものであり（注 11）、

事前に環境影響を与えるような大がかりなものであってはならないはずです。一方、「既

存資料により情報が十分に得られない、あるいは非常に古いデータしか得られないといっ

た場合には、適切な環境影響評価の実施計画を立案するために必要なデータを得ることを

目的として、この段階である程度詳細な現地調査を行うという選択もあり得る」（注 11）

とされていますが、辺野古、大浦湾近辺では、沖縄防衛局（1997 年）、環境省（2001 年～）、

日本自然保護協会（2002 年～）による既存の調査結果とその情報があることから、方法書

段階では、20 億円をかけたと言われるような大がかりな事前調査は不要であったと考えら

れます。 

 

注 10 2007 年 5 月 22 日琉球新報等の記事による。 

注 11 「生物の多様性分野の環境影響評価技術Ⅰ」2001 年 同検討会 
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(4) 環境アセスメントの前倒し 

 

沖縄防衛局は、環境影響現況調査は環境アセスメントとは別のものとしていますが、こ

の事前調査の結果を準備書で使用していることから、一連の辺野古アセスであることは否

定できません。この事前調査として行われた環境現況調査について、沖縄防衛局長（当時

は那覇防衛施設局長）の見解を、真喜志好一氏の文書（注 12）から、以下に引用します。 

『（2007 年）5 月 21 日に照屋寛徳、赤嶺政賢両衆議院議員同席のもとで、那覇防衛施設

局・佐藤勉局長と話し合いをもった。「アセス法違反ではないか？」という追及に、局長

はメモを次のように読み上げた。――本来ならば、環境影響評価法に則った手続きで粛々

と進めたいが、まだ、沖縄県あるいは名護市との間で現在の政府案の形状はともかく、位

置については十分合意に達してないところでございます。しかしながら、2014 年までに代

替施設を完成させるという目的で、私どもはできる範囲で、私どもの所掌事務の範囲の中

で移設先周辺の環境にかかる様々なデータを収集することが、今後の作業を円滑順調に進

める上で必要なことと認識しております。――本来ならば、という文脈に注目して欲しい。

アセス法違反を自認しているのだ。その上で、「2014 年までに代替施設を完成させるため

にアセス法を無視してデータを収集する」と強弁している、のではないか。』 

本来、アセス法に従ってなされなければならない環境アセス手続きを、アセスとは別の

「所掌事務の範囲」として恣意的に行うことは、アセス法の逸脱であり違法であると言え

ます。事業者が、方法書手続きの前に大がかりな現地調査を行った例として新石垣空港ア

セスがあり、これについては「新石垣空港設置許可処分取り消し訴訟」の那覇地裁判決で

「環境影響評価を行うに先立つ手続きとして方法書の手続きを定めた法の趣旨を没却しか

ねない」という指摘がなされています（注 13）。 

 

注 12 真喜志好一ホームページ http://www.ryukyu.ne.jp/~maxi/index1.html 

注 13 2009 年 9 月 24 日の那覇地裁判決、同日ウェブ版朝日新聞記事など。 

 

 

杜撰な方法書杜撰な方法書杜撰な方法書杜撰な方法書 

 

 辺野古アセスの方法書は、事業内容の記述が不十分であり、調査、影響予測、評価の方

法が不明瞭で、方法書として必要な要件を満たしていません。しかも、追加･修正を繰り返

した結果、住民等が意見を述べることができない場面が生じてしまうなど、多くの問題を

含んでいます。さらに、環境現況調査が進行しており、すでに自然環境と野生生物に影響

を与えてしまった後に出された方法書であり、科学的で適正なものではなく、たいへん欠
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陥の多いものとなっています。 

 辺野古アセスの進め方は、環境アセスメント法本来の目的、方法、手続きから、最初の

段階で大きく逸脱しています。そのため、このまま続けることは、環境アセスメント制度

を逸脱し違法であるだけでなく、制度を形骸化させるものとなります。したがって、事業

者は、この方法書およびその後に出された準備書を撤回し、環境アセスメント法の精神に

もとづき、法令を遵守し適正な手続きにしたがい、科学的な環境アセスメントをやり直す

べきです。 

 以下に、杜撰な方法書の問題点について述べます。 

 

1. 事業内容の記述が不十分事業内容の記述が不十分事業内容の記述が不十分事業内容の記述が不十分 

 

2007 年 8 月に公告、縦覧された方法書は、事業の目的、内容に関する記述がわずか 7 ペ

ージのみで、まったく不十分なものです。そのため、事業の内容を理解することが難しい

だけでなく、事業内容が必要かつ十分に記述されていないことから、はたして事業目的に

対応した調査計画になっているのか、調査の設計を検証することも困難です。そのため、

事業特性に応じて行われるべき環境調査、影響予測、評価の方法は、おおざっぱでメリハ

リを欠き、不明瞭なもので，科学的、論理的なものにはなっていません。 

まだ事業内容が十分に決まっていない、あるいは米軍から情報が知らされていないとい

うのであれば、内容が明らかになり計画の塾度が上がるまで、環境アセスメント手続きに

入るべきではありません。2014 年までに代替施設を完成させるという期限があるために、

事業内容が固まらないまま、あるいは住民に知られるとまずい事実を隠蔽しながら、拙速

な方法書づくりを行ったと言えます。 

以下に、事業内容に関する記述が不十分な点について、具体的に記します。 

 

（1）方法書では、「対象事業の目的（2-1 ページ）」のところで、普天間飛行場の移設・

返還に関する経緯について述べ、次いで「本事業は、かかる経緯のもと、辺野古崎とこれ

に隣接する大浦湾と辺野古湾に一部埋立により普天間飛行場代替施設を整備し、同飛行場

の移設・返還を進めることを目的とするものです」と記述されています。ここで、事業の

目的は「代替施設を整備し、移設・返還を進めること」とされています。 

しかし、移設・返還は政治的な目標であり、環境アセスメントを進める上では、代替施

設の建設とその供用（運用）が目的です。すなわち、新たな軍事基地を建設すること、お

よび建設後に軍用機を配備し日常的に軍事訓練や演習を行うことが目的になるわけです。

ところが、方法書では、その実際の目的が明記されず、その結果、事業特性とそれに対応

して設計されるべき環境アセスメントの手法も不明瞭なものになっています。 
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これが、代替施設として新たな軍事空港を造るのは事業者の沖縄防衛局（日本政府）で

あるが、軍事空港を運用し演習、訓練を実施するのは米軍（アメリカ政府）であり、後者

に対して沖縄防衛局（日本政府）は関知しないということであれば、きわめて無責任な話

です。 

 

（2）代替施設は、環境アセスメントの対象事業の種類としては、県アセス条例による「飛

行場及びその施設の設置」に当たります。しかし、使用する軍用機に関して機種や機数が

示されず、日常的に行われる訓練の飛行経路、範囲、頻度、時間帯などについてもまった

く記述されていません。また、燃料、弾薬、化学薬品などの貯蔵・供給、給水・排水、機

体洗浄などの施設についても同様です。 

環境アセスメントを行う上で、事業特性に関するもっとも基本的な情報が欠落していま

す。これでは、軍事空港供用後の訓練、演習による自然環境や野生生物、地域住民の生活

環境への影響予測は不可能です。方法書には、事業特性として、軍用機の種類や数量、飛

行コース、訓練の内容等をきちんと示し、それに対して、どのような方法で環境影響を予

測し評価するのか明記する必要がありますが、それがなされていないのです。 

 

（3）名護市辺野古への移設については、名護市民投票での反対多数、地域住民や環境団体

による反対運動、IUCN（国際自然保護連合）の勧告（2000 年、2004 年、2008 年）など、

多くの異論があるにもかかわらず、これらを記述していません。強い反対運動の結果、撤

去可能な海上ヘリ基地から恒久的な軍民供用空港、キャンプ・シュワブ沿岸案（V 字型滑

走路）へと変遷してきたわけで、方法書には事実経過をきちんと記入するべきです。これ

らは、事業の背景として、環境アセスメントを進める上で重要な情報です。 

代替施設の予定地については、候補地の選定方法や検討過程が書かれていません。自然

環境にも地域社会にも大きな影響を与える候補地の選定は、代替施設を造らないというノ

ーアクション（ゼロオプション）を含む複数の代替案について環境アセスメントを実施す

るべきであり、方法書でその手法を明記するべきです。しかし、このような点にはまった

く触れられていません。 

 

（4）方法書に示された「代替施設本体の形状（2-3 ページ図 2.2.5.1）」には、燃料関連施

設と埠頭･桟橋が示されていますが、これらの施設に関する説明はありません。1966 年の

米軍の内部資料では、辺野古崎の大浦湾側に軍港を建設する計画があることから、埠頭･

桟橋は、水深の深い大浦湾を軍港として使用するための施設ではないかと推測されます。

この施設については、使用目的、形態と規模を明確にして、その設置と運用がもたらす環

境影響を予測、評価するための調査方法を明記するべきですが、それがなされていません。 
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（5）代替施設本体を造成するための作業ヤードとして、大浦湾奥部の埋立てと海底浚渫、

辺野古地先の埋立て、大浦湾海底のケーソン置き場造成の 3 件があげられています。しか

し、埋立てや浚渫の面積、土砂量、工法については記述がないので、各工事の規模に関す

る明確な数値を示すべきです。また、これらの作業ヤード建設については、その影響予測

の手法が書かれていません。これらは、辺野古および大浦湾の海岸および干潟、藻場、海

底に直接の影響を及ぼすので、代替施設本体に含めてしまうわけにはいきません。本体と

は別に調査、影響予測の方法を記述するべきですが、その点の記述がありません。 

 

（6）代替施設は、対象事業の種類としてアセス法にもとづく「公有水面の埋立て」にあた

ります。方法書では、代替施設の埋立て部分に必要な土砂は、2,100 万立方メートルとされ

ています。キャンプ・シュワブ内の山地（土取り場）から採取するのはその一部の 200 万

立方メートルであり、残りの 1,900 万立方メートルは購入材とされています。その購入材

については、所在地と採取量および方法、現場への運搬手段と経路を明記する必要があり

ます。土砂の採取・運搬は、採取地の自然環境や運搬経路の交通への影響が大きいことか

ら環境アセスメント手続きに含め、方法書でとりあげるべきですが、これもなされていま

せん。 

 

（7）代替施設計画区域内を流れる美謝川については、流路と河口を切り替えるとしていま

すが、「切り替え等を行うなど適切に対応する」としか書かれていません。これもまた、

きわめてあいまいな表現で何も言っていないに等しいものです。方法書では、切り替え方

法に関する複数案を示し、環境影響、評価の方法を明記するべきです。 

 

2. 調査、予測、評価の方法調査、予測、評価の方法調査、予測、評価の方法調査、予測、評価の方法がががが不明瞭不明瞭不明瞭不明瞭 

 

方法書では、事業特性、地域特性にもとづいて、メリハリの効いた調査、的確な影響予

測を行うための方法を示し、住民や関係者からの意見に応じて柔軟に修正することが求め

られています。しかし、辺野古アセスの方法書では、重点化され具体的に記述されるべき

項目である「調査及び予測の手法の選定」、「評価の手法の選定」などは、主務省令のマ

ニュアルを引き写しただけの形式的なものにすぎません。また、この方法書は、対象事業

が海域の埋立てによる軍事空港の建設とその運用であり、対象地域・海域が生物多様性に

富み、絶滅危惧種の生息場所であるという環境特性、住民の生活の場であり独自の歴史と

文化を持っているという地域の個性を無視しています。 

 以下に、調査、影響予測、評価の手法の問題点について述べます。 
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（1）方法書の核心部分であるはずの「予測の基本的な手法」をみると、どの項目も同じよ

うな短い文章が並んでいます。これらは、主務省令の参考手法や技術指針の標準手法など

のマニュアル通りに、環境影響評価項目（騒音、水質、動物、植物、生態系、景観など 14

項目）ごとの予測手法を並べたものです。たとえば海域生態系では「海域生物調査で得ら

れた結果を整理解析し、海浜生態系、干潟生態系、藻場生態系、サンゴ礁生態系の構造及

び機能、相互間の関係についての情報と対象事業の特性に基づき、注目種の分布状況や生

態、生息・生育環境、主要な生物及び生物群集間の相互関係等に及ぼす改変の程度を踏ま

え、類似の事例や既知の知見等を参考に対象事業の実施等が海域生態系に及ぼす影響を定

性的に予測します」と何をどのように予測するのか、よくわからない書き方になっていま

す。これは、故意にそうしているわけで、その結果、次の段階の準備書では、海域生態系

に関しては、注目種の調査結果を並べ、あいまいな相互関係を図示するだけで、影響はな

いかあっても軽微というはじめから決められた結論に至るようになっています。 

 

(2)事業予定地の辺野古および大浦湾海域の環境特性のひとつとして、外洋に面したサンゴ

礁生態系であることがあげられます。沿岸はリーフ（サンゴ礁）やイノー（礁池）が発達

した浅海域で、大浦湾中央部には水深 30 メートル以上の深場もあります。イノーには、沖

縄島では最大面積の藻場が広がっています。また、大浦湾には大規模なユビエダハマサン

ゴやアオサンゴなどの巨大な群落が発見されています。サンゴ礁生態系については、重点

的に影響予測を行うべきであり、その方法を、マニュアルを引き写すことではなく、現地

の特性に応じて具体的に記述するべきですが、そのようにはなっていません。 

一方、沖縄県は、「自然環境の保全に関する指針 沖縄島編（沿岸域）」で、辺野古海

域を「自然環境の厳正な保護を図る区域（ランクⅠ）」に指定しています。このような自

然環境保全上重要な海域に、大規模な埋立てによる軍事空港を計画したことについて、方

法書では、その理由を述べる必要がありますが、それもなされていないのです。 

 

(3)海域生態系に含めてあるサンゴ礁生態系については、地形、地質、潮流、波浪、気象、

生物相など生態系を構成する要素について、また、その間の関係性、全体像について、で

きるだけ定量的に解明すべきです。その結果にもとづいて、軍事空港建設によってサンゴ

礁生態系が受ける影響を予測する必要があります。また、生物の生息域の分断や潮流の変

化により、影響を受ける範囲は辺野古、大浦湾周辺の海域にとどまらないことが予想され

ます。しかし、方法書では、サンゴ礁生態系の構成要素となる生物を調査するとしている

だけで、生態系への影響予測という観点から調査が設計されているわけではありません。 

 

(4)陸上生態系についても同様に、上位性、典型性、特殊性などから注目される構成種の調
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査のみであり、上位性としてツミ、ミサゴ、典型性としてアジサシ類を選んでいますが、

それらの種の調査だけでは生態系を調査したことにはなりません。これでは従来のように、

対象種の行動範囲と埋立て範囲が重ならないので生態系への影響はないなどという都合の

よい予測をするための方法になっていると言えます。軍用機の訓練飛行のコースや頻度、

騒音、低周波音などが生態系に与える影響を、どのような方法で調査し、その影響を予測

する方法については示されていないのです。 

 

(5)ジュゴンは日本では沖縄島周辺海域に生息するだけで、分布域が狭く、孤立し、個体数

が少ないことにより、絶滅寸前の状態にあります。環境省のレッドデータブックでは絶滅

危惧ⅠA 類です。これまでの調査結果や観察例（注 14）から、辺野古、大浦湾海域は、沖

縄島におけるジュゴンの分布域の中心と見ることができます。このようなジュゴンに対し

て、大規模な埋め立てによる軍事空港の建設とそこでの軍事演習がどのような影響を及ぼ

すのか、ジュゴンの保全対策をどうするのかを、この方法書の重要なテーマにするべきで

す。 

しかし、方法書に書かれている予測の基本的な手法は「現地調査結果及び既往文献調査・

資料調査、ヒアリング等によって得られた生息状況、生態に関する情報と対象事業の特性

に基づき、その生息環境の改変の程度を踏まえ、類似の事例や既存の知見等を参考に、対

象事業の実施等がジュゴンに及ぼす影響を定性的に予測します」と、省令の参考手法を引

き写したにすぎません。環境特性にもとづき重要生物種を重点化し、メリハリの効いた調

査や影響予測を行うという方法書の目的から逸脱しています。 

 

注 14 ジュゴンネットワーク沖縄「ジュゴンの目視確認記録」1999 年 WWF ジャパン・セミナー報告書 

   粕谷俊雄ほか「日本産ジュゴンの現状と保護」2000 年 日本自然保護協会 

   環境省「ジュゴンと藻場の広域的調査報告書（2001-2005 年）」2006 年 環境省 

 

(6)ジュゴンに関しては、絶滅寸前の種に対する保全生物学的視点での調査を組み立てるべ

きです。すなわち、事業を行った場合、沖縄島周辺海域に生息するジュゴンが個体群とし

て存続可能なのかどうかを定量的に予測し、事業を行わなかった場合と比較して絶滅のリ

スクを検討する必要があります。方法書に示されているわずか 1 年間の調査では、十分な

成果が得られるのかどうか、その見通しも記述すべきです。また、方法書が検討される前

に、環境現況調査により、ジュゴンが影響を受けた可能性があります。この点についても

検討が必要ですが、方法書ではまったく触れられていません。 

 

(7)辺野古海域には沖縄島最大の海草藻場があり、ジュゴンの採食場所となっています。ま
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た、藻場は稚魚や甲殻類など多くの小動物の生息場所であり、海草藻場は海中への酸素供

給にも貢献していると考えられます。海草藻場は、工事による埋め立てによって面積が大

きく減少し、工事区域の周辺部へも赤土流出、汚水流出の可能性があります。藻場の変化

を明らかにするための調査方法と影響予測の方法、どのような結果が得られれば影響があ

るのか、あるいはないと判断するのかの基準を明記するべきですが、そのような記述はあ

りません。 

 

(8)事業実施による大規模な代替施設本体の埋立地の出現、作業ヤード建設による大浦湾奥

部の埋立てと浚渫、辺野古地先の埋立て、大浦湾海底の整地により、潮流、潮汐、流速、

底質、水質が変化し、また、砂の流動が変化し、海草藻類やサンゴ類、魚類などの生育・

生息状況に影響を与える可能性が予測されます。しかし、方法書では、地形、地質への影

響を予測するとしているだけで、海域生態系（海浜、マングローブ、干潟、藻場、サンゴ

礁などを含む）への影響を予測する方法については触れていません。 

 

(9)辺野古・大浦湾の周辺海域および陸域には、いろいろな鳥類が生息、繁殖しています。

現状では、鳥類の生息状況は、キャンプ・シュワブの海兵隊の訓練、演習の影響を受けた

ものとなっていると考えられます。軍事空港ができれば、さらに軍用機の訓練飛行によっ

て、恐怖感を与える強い騒音を受けることになると考えられます。鳥類に対しては、陸域、

海域（島）における繁殖状況、生息状況にどのような影響を及ぼすのかを予測しなければ

なりません。特に、長島、平島などの小島に営巣し、辺野古、大浦湾で小魚類を採食する

夏鳥のアジサシ類にとって、軍用機による演習がおよぼす影響をきちんと予測し評価する

必要があります。しかし、方法書では、これらの海鳥について特段の記述はなく、重点化

されている様子はありません。 

 

(10)景観および人と自然のふれあいは、昔から地域で生活を続けてきた人々によってかた

ちづくられたものです。辺野古では陸域に名称があるように、サンゴ礁やサンゴ礁のクチ

（切れ目）、岩礁にも名称がつけられています。これらは地域の文化遺産であり、このよ

うな遺産を消滅させるあるいは大規模に改変することによる地域社会、住民への影響を予

測する手法を方法書に書き込むべきです。また、地域社会、住民への影響は、歴史的な視

点と将来の展望を含めて評価する必要がありますが、方法書にはそのような配慮が見られ

ません。 

 

(11)「評価の手法の選定」は、わずか 3 分の 1 ページの記載にすぎません。しかも、事業

者ができる範囲での影響の回避、低減および環境基準との整合性によって評価するだけで
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す。自然環境や生態系、野生生物への影響は、事業者ができる範囲の回避、低減や代償措

置をとればよい、環境基準を超えていないから十分であるというものではありません。保

全目標を明確にした上で、影響を予測し、保全目標が達成できるのかどうか評価する必要

がありますが、方法書では、そうはなっていません。 

 

(12)軍事空港の工事中の稼働車両、供用後の軍用機による演習等などが、地球温暖化ガス

をどのぐらい排出し、どの程度地球環境に影響を与えるのか、調査、予測、評価をするべ

きですが、これも記述はありません。 

 

3. 追加追加追加追加・・・・修正の繰り返し修正の繰り返し修正の繰り返し修正の繰り返しと住民意見の機会喪失と住民意見の機会喪失と住民意見の機会喪失と住民意見の機会喪失 

 

沖縄防衛局による辺野古アセスの方法書は、2007 年 8 月に公告・縦覧されました。しか

し、この方法書は、事業内容を記述した部分が、図表を含めてわずか 7 ページにすぎず、

住民や関係者に事業内容をわかりやすく知らせるという方法書の役割を最初から放棄する

ものでした（注 15）。 

 このような内容の乏しい方法書に対して、沖縄県環境影響審査会および沖縄県知事が、

計画内容が不確定であるとして数回におよぶ多数の質問を出しています。その結果、沖縄

防衛局は、2008 年 2 月に「方法書に対する追加･修正資料」、3 月に「方法書に対する追加･

修正資料（修正版）」を出すという追加、修正を繰り返し、異様な事態になりました。 

このような事態になったのは、沖縄防衛局が情報を隠蔽し、追求されると小出しに出す

という姑息な手段をとったことによります。決して、方法書段階での「意見交換」があっ

たなどということではありません。なぜなら、防衛局は、3 回におよぶ方法書の追加･修正

でも示さなかった新たな事業内容（4 か所のヘリパッド、汚水処理浄化槽の設置など）を、

後の準備書段階になってから明らかにしています。また、2011 年 6 月には、垂直離着陸機

MV22 オスプレイの沖縄への配備を明らかにするなど、さらなる事業内容の後出しは、住

民に対する情報の隠蔽であり、アセス法をまったく無視していると言えます。 

 方法書手続きの中で、住民や環境団体などの関係者は、最初の内容の乏しい方法書に対

して意見書を提出することができただけで（注 16）、その後の 2 回目、3 回目の追加･修正

版には意見を述べる機会はまったくなかったので、その機会を設けなかった沖縄防衛局の

やり方は、アセス法違反であると言えます。 

 また、方法書の縦覧場所は、わずか 5 か所のみであり、住民や市民が限られた閲覧場所

に出かけ、限られた時間で分厚い方法書を読んでメモをとり内容を理解することは、ほと

んど不可能です。閲覧場所ではコピーもできないことから、情報の公開が阻害されており

排他的になっています。これでは広く住民意見を聴取して取り入れるというアセス法の趣
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旨に反しています（注 17）。 

 

注 15 沖縄県知事は、立地の協議が確定していないのでアセスを開始する段階ではないとして、方法書の受

け取りを一旦留保したが、10 月になって留保を解除した。 

注 16 本文書の「杜撰な方法書」の内容も、1 回目の方法書の内容にもとづいている。 

注 17 方法書等の縦覧方法やコピー、CD、ホームページでの公開等の意見もあったと思われるが、準備書の

第 4 章に示された主な意見の概要には含まれていない。 

 

 

非科学的な準備書の内容非科学的な準備書の内容非科学的な準備書の内容非科学的な準備書の内容    

 

 辺野古アセスの準備書は、3 分冊、全部で 5,400 ページにおよぶもので、2009 年 4 月に

公告・縦覧されました。ほぼ同時に沖縄防衛局のホームページで閲覧できるようになりま

したが、ファイルをすべてダウンロードするには、1 日がかりの仕事になります。また、

この膨大な準備書には、全編にわたる通し番号のページ数が打っていない、全体の構成に

関する説明がない、キーワードによる検索ができないなど、たいへん読みにくい作りにな

っています。まるで、読ませたくない、理解させたくないという意図があるかのようです。

そのため、関心がある人は誰でも読んで意見を言うことができるというものではありませ

ん。 

4 月末には、辺野古地区などで現地説明会が行われましたが、防衛局職員が専門用語の

多い原稿を棒読みするだけで、住民の質問へも十分な回答はなく、形式的なものでした。

これでは、住民や関係者の疑問や不安に答えられるわけがありません。まさにアリバイづ

くりのためにやったというものです。 

以下に、準備書の内容の問題点について述べます。 

 

1．事業内容の．事業内容の．事業内容の．事業内容の後出し後出し後出し後出し追加追加追加追加 

 

辺野古アセスでは、方法書（2007 年 8 月）を縦覧し住民意見を求めた後で、方法書追加・

修正資料（2008 年 2 月）と同修正版（同年 3 月）を出し、最初の方法書にはなかったヘリ

コプターや固定翼機の機種を追加し、あわせて弾薬装弾場、3 か所の洗機場、920 メートル

と 430 メートルの誘導灯なども新たに追加されています。さらに、演習時や緊急時には集

落の上空を飛行すること、また、埋立て材として莫大な量の海砂が採取されること（注 18）

などを明らかにしています。方法書段階では、これらの重大な追加や修正については、住

民が意見を述べる機会はまったくありませんでした。 
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一方、準備書が出されると、方法書の時と同じように事業内容のさらなる追加がありま

した。これまで記述のなかった 4 か所のヘリパッド設置、汚水処理浄化施設が新たに加え

られており、さらに、ゴルフ場造成（注 19）が加わる可能性もあるなど、方法書で示され

なかった事業内容が、なし崩し的に追加されています。さらに、準備書の公告･縦覧が終わ

り、評価書が出されないままに 2 年以上が経過した 2011 年 6 月には、防衛省および沖縄防

衛局が、垂直離着陸機 MV22 オスプレイを普天間飛行場などへ配備するという米軍の計画

を明らかにしています。このような、さらなる事業内容の後出しは、住民に対する情報の

隠蔽であり、アセス法、県アセス条例をまったく無視していると言えます。 

このような追加項目は、特に、莫大な量の海砂採取とオスプレイの配備に関しては、軽

微な変更とは認められません。また、一つ一つの追加項目およびその集積が、複合的な環

境影響を生じる可能性があると考えられます。したがって、環境へ重大な影響をおよぼす

可能性の高い事業の追加が多々あることから、辺野古アセスは、アセス法第 28 条および県

アセス条例第 25 条に基づき、方法書手続きに戻ってやり直すべきです． 

 

注 18 沖縄県内で採取される海砂の 12.4 年分に当たる量が県内外で採取されることになる。 

注 19 準備書の予測結果（6-17-407 ページ）では、ネズミ類に関して「新たにゴルフ場，芝地環境が創出さ

れ、生息環境が増加する可能性がある」、イノシシ、コウモリ、鳥類について「イジュ-タブノキ群落

等が、ゴルフ場、芝地などによって減少する」と書かれている。この記述では，ゴルフ場を新たに造

成するように読める。 

 

2．形だけの．形だけの．形だけの．形だけの複数案複数案複数案複数案検討検討検討検討 

 

方法書の公告･縦覧後、住民や環境団体からは、軍事空港の建設位置に関して複数の代替

案を取り上げて検討するようにという意見が少なからず出されていると思われます。準備

書では、方法書に対する意見について、第 4 章で事業者の見解をしめしていますが、この

なかには、複数案を求める意見は少数しか記述されていません。その意見に対して、事業

者は「現在の環境影響評価法等に基づき適切に実施しているところです」と答えています。

これは、アセス法でも県アセス条例でも、複数案の検討は義務ではないので、やらないと

いう意味でしょうが、たいへん不遜な表現で事業者の傲慢さを表していると言えます。 

原科幸彦氏は、その著書（注 20）のなかで「アセス法が適用され 10 年が経過した 2009

年時点での環境省調査によれば、8 割ほどの法アセスメントで何らかの形で複数案の検討

が行われていた。このように日本でもアセスメントの準備書段階では、代替案検討が行わ

れることがしだいに増えてきた」と述べています。まだ、他の先進国のように複数案の検

討が義務化されてはいませんが、日本でも趨勢は複数案の検討に向かっていることは確か
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です。 

2 回目の方法書に対する追加･修正資料には、沖縄県文化環境部長の意見が出されていま

す（2008 年 3 月 4 日）。この意見では、代替施設本体については、環境保全措置の検討に

当たっては、構造および位置・形状の検討を行うこと、また、作業ヤード、海上ヤード、

浚渫区域および土砂発生区域の事業については、位置、規模、面積、構造、形状等に係わ

る複数案の検討を求めています。これに対して、準備書第 4 章に示された事業者の見解で

は、複数案あるいは代替案という言葉はいっさい使わずに、検討して準備書に記載したと

書かれています。 

 同じく準備書の 4 章には「方法書に対する県知事意見を踏まえ」、「事業計画案と異な

る位置における検討ケースを設定し、調査の結果を基に比較・検討」を行った結果の記述

があります。このような表現で「検討ケース」とは複数の代替案ではないと、事業者は強

調しているものと見られます。 検討ケースとしては、代替施設本体を、東、西、南に、

50m から 350m 移動した 6 つのケースを想定し、それぞれについて、航空機の騒音レベル、

消失する海域の面積と体積、流速、海域生物について比較し、環境面に関する変化予測と

施工性の実行可能性を総合的に勘案して、やはり、現在の事業計画案を選んだということ

になっています 

実際に、この検討ケースは、まったく複数の代替案の検討ではなく、県知事意見なので、

仕方がなく検討してみたというところでしょう。形だけの複数案の検討にも当たらないと

思います。この程度の位置の動かし方では、環境影響の出方は、さして変わらないものと

考えられます。 

 

注 20 原科幸彦「環境アセスメントとは何か ― 対応から戦略へ」2011 年 岩波新書 

 

3．環境現況調査結果の引用．環境現況調査結果の引用．環境現況調査結果の引用．環境現況調査結果の引用の問題の問題の問題の問題 

 

辺野古アセスでは、方法書が出される前に、環境現況調査に着手しており、その結果が

準備書に引用されています。そのため、すでに「アセス法違反の環境現況調査」の項目で

述べたように、自然環境と野生生物を攪乱する機材の設置、情報の非公開と（事業者の氏

名不詳のアドバイザーではない）専門家意見の排除、環境影響の発生と科学性の欠如、環

境アセスメントの前倒しなど重大な問題が発生しています。 

 さらに、事業者が自らの所掌事務の範囲内として、別途行った環境現況調査の結果を準

備書で使用したことで、次のような問題が生じています。 
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(1)方法書手続きの無視 

 

重大な問題は、方法書手続きを行わずに、2007 年 5 月から開始された環境現況調査で採

用されている調査手法、すなわち、ジュゴンに関する水中ビデオ、パッシブ･ソナー、航空

調査、食痕調査（マンタ法）などが、2008 年 3 月から始められた環境アセスメント本体の

現地調査においても、ほぼ同じ手法でそのまま継続されたということです。つまり、2007

年 8 月の後出しの方法書で受け付けた住民、環境団体、専門家、沖縄県環境影響評価審査

会、県知事等の意見は、辺野古アセスでは最も重要な事項であるジュゴン関連の調査では、

事実上、採用されなかったということです。これは、方法書手続きを故意に無視したこと

になり、明らかに違法行為です。 

 準備書では、第 4 章で「方法書に対する意見及び事業者の見解」について、対照表を

作成してあります。しかし、住民等からの意見については「主な意見の概要」として要約

され、「知事意見」についても同様に要約されたものが示されているだけで、それに対す

る「事業者の見解」は大部分が直接的な回答ではなく、一般的な見解の提示に終始してい

ます。すなわち、方法書段階で示すべきものを「準備書に記載した」との回答が多数あり、

また、氏名不詳の「専門家の意見を聴いた」、「現地調査では、調査による影響をできる

だけ回避できるように配慮した」、環境現況調査の機材設置等については「設置間隔を十

分に確保してあるので、ジュゴンの行動を阻害しない」など、また、県知事によるジュゴ

ンは複数年調査するべきという意見には「既往調査や文献資料を勘案することで生活誌の

把握に努めた」として、大型哺乳類の生態など基礎的データを集め、影響予測と評価に最

低でも必要な複数年の調査を拒否しています（注 21）。また、住民等の意見については、

意図的に取り上げなかったものがあると疑われます。 

このように、ジュゴンの調査や影響予測の方法については、方法書への意見がほとんど

無視されています。結局、2014 年の完成目標に間に合わせるために、アセス法、県アセス

条例を無視して現地調査を始めてしまい、その後に方法書を出し、形だけ意見を求めたが

採用せず、調査は続けて、十分な影響予測もせずに、影響はほとんどないという準備書を

作成したということです。 

このような事業者のやり方は、アセス法、県アセス条例違反であり、環境アセスメント

制度自体を破壊するものです。 

 

注 21 事業者の所掌事務の範囲で行ったという環境現況調査と環境アセスメント本体の現地調査で、2007 年

8 月から 2008 年 2 月まで、同様の手法を用いて 19 か月の調査が行われている。しかし、事業者は、

これを複数年調査とは称していない。自ら違法行為とは言えないのであろう。ジュゴンに人為的な影

響をおよぼしながら継続される調査では、何年かけても科学的事実を明らかにすることは不可能であ
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る。また、準備書を出した後でも「環境現況追加調査」と称して水中ビデオカメラ、パッシブ・ソナ

ー等を海底に設置して調査を継続したが、これは、むしろジュゴンを事業予定海域に近づけない（追

い払う）ために行っているようなものである。 

 

(2)ジュゴンに関する非科学的で恣意的な影響予測 

 

2004 年～2005 年の現地技術調査（海底ボーリング用単管やぐらの設置）、2007 年の環

境現況調査（水中ビデオ、パッシブ・ソナー、サンゴ着床板の設置、ジュゴン航空調査ほ

か）は、方法書が出される前に行われたうえに、自然環境と野生生物、特にジュゴンの生

息状況に大きな攪乱を与え、その影響が回復しないうちに、環境現況調査と同じ手法を用

いて、2008 年の環境アセスメントの本調査（現地調査）が行われています。そのため、特

に、ジュゴンの生息状況にはその悪影響が現れ、辺野古沖での生息、地先の海草藻場での

採食が不可能となり、観察記録が得られなかったものと考えられます。 

このように、準備書に、方法書手続きを行わなかった環境現況調査の結果を引用し、ほ

ぼ同じ手法で行われた環境アセスメント本体の現地調査の結果とともに示し、考察らしい

考察を加えずに結論づけた影響予測は、科学的ではなく、信頼性もありません。 

科学的な環境アセスメントを行うのであれば、少なくともジュゴンに与えた負荷が回復

し、通常の行動が見られるようになるまで、ジュゴンに影響を及ぼすような手法での調査

や軍事演習は数年間休止し、安定状態を取りもどしてから，再調査を行うべきです。 

ジュゴンに関する調査結果、影響予測、評価の問題点については、次の項目で詳しく述

べます。 

 

4．環境影響評価項目ごとの問題点．環境影響評価項目ごとの問題点．環境影響評価項目ごとの問題点．環境影響評価項目ごとの問題点 

 

 辺野古アセスでは、環境影響評価項目として、大気質、騒音、振動、低周波音、水の汚

れ、土砂による水の濁り、地下水の水質、水象、地形･地質、塩害、電波障害、海域生物、

サンゴ類、海草藻類、ジュゴン、陸域動物、陸域植物、生態系、景観、人と自然の触れ合

い活動の場、歴史的･文化的環境、廃棄物等があげられています。 

米軍の軍事空港の建設とその運用という事業特性、沖縄の亜熱帯のサンゴ礁海域で絶滅

危惧種が生息するという環境特性からみれば、広範囲の沿岸域埋立て、軍用機の飛行訓練

による騒音、墜落などの事故による住民への危険性、ジュゴンと海草藻場、サンゴ礁生態

系への悪影響について、重点化を行い、メリハリをつけるべきです。しかし、辺野古アセ

スの準備書は、型どおりに環境影響評価項目すべてについて、膨大なデータを羅列し、そ

の割には分析や考察が少なく、しかも入り組んだ項目配置にしてあるため、たいへん読み
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にくく理解しにくいものとなっています。 

しかも、地域住民が最も心配する米軍機の墜落、燃料庫や弾薬庫の火災・爆発，化学物

質の漏洩・引火など，また、地震や津波など、起こり得る事故や災害とその対策、さらに

は、米兵の犯罪とその防止策、風紀の問題と対策など、軍事基地係わる事件に関する記述

は、まったくありません。このような地域住民の安全、安心に直結する問題が除外されて

いるのは、準備書の大きな欠陥と言えます。 

以下に、環境影響評価項目ごとの問題点について述べます。 

 

(1)ジュゴンに関して 

 

(a) ジュゴンが日本では絶滅寸前であることを評価していない 

ジュゴンは IUCN（国際自然保護連合）、環境省と沖縄県のレッドデータブックで、そ

れぞれ絶滅危惧（VU）、絶滅危惧ⅠA 類（CR）であり、国指定天然記念物です。分布域

の狭さ、個体数の少なさ、地域個体群の孤立、生息地中心部での軍事基地建設計画、漁網

による混獲などから、日本国内では最も絶滅のおそれの高い哺乳類ということができます。

この点を十分に認識した上で、軍事基地建設とその運用の影響予測や保護に関する評価を

行うべきです。しかし、準備書では、絶滅の可能性や保護対策に関する考察がきわめて不

十分であり、おざなりです。 

 

(b) 環境現況調査などによる人為的攪乱について検討されていない 

方法書公開の前に行われた環境現況調査は違法であり、水中ビデオやパッシブ・ソナー、

サンゴ幼生着床版など多数の機材の設置により、ジュゴンがその行動圏や採食行動に影響

を受けた可能性が高いと考えられます。この点について、準備書では何の検討も考察もな

されていません。 

辺野古側では、キャンプ･シュワブの海兵隊による以前からの日常的な演習に加えて、

2004 年，2005 年には、事業者による現地技術調査（4 か所の単管足場設置，夜間の操船，

スパット台船の曳航など）とそれに対する住民・支援者による激しい阻止行動がありまし

た。さらに、2007 年の環境現況調査（ビデオ，ソナー，サンゴ着床板の設置など）により、

辺野古周辺および大浦湾西側の海域は、人為的に大きく攪乱されていたために、ジュゴン

が記録されなかったと考えるのが論理的であり、科学的に正当であると言えます。準備書

にあるように、辺野古周辺にジュゴンは生息していないということでは決してありません。 

なお、嘉陽沖の水中ビデオによるジュゴンの記録がありますが、これは機材の影響がな

かったということではなく、危険を感じながらも採食場所に向かい、ストレスが高い状態

にあったと見るべきです。また、嘉陽沖は、辺野古側に比較すると、相対的に人為的攪乱
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が少なかったと考えられます。 

 

(c) 金武湾および辺野古沖で記録されなかった理由について考察されていない 

 ジュゴンネットワーク沖縄がまとめた過去のジュゴン目撃データ（2002 年資料）による

と、金武湾、辺野古沖、嘉陽沖、安田沖でまとまったジュゴンの目撃記録が得られており、

この範囲がひとつながりの周年生息域と考えられていました。 

しかし、その後の調査（粕谷他 2000 年、防衛庁 2001 年、環境省 2004）では、辺野古沖、

安田沖での目撃記録が減少しています。なお、ジュゴンの食痕（食みあと）は、辺野古地

先の海草藻場で環境省（2003 年）、日本自然保護協会（2004 年）の調査で記録されている

ことから、その時点までは採食に訪れていたことが確実です。 

今回の事業者の調査（2007 年、2008 年）では、さらに金武湾、辺野古沖でまったく個体

が記録されず、食痕も記録されていません。準備書には、この理由について何も書かれて

いませんが、事実とすれば重要な変化であり、その理由をきちんと考察する必要がありま

す。しかし、準備書では何も触れていません。 

 

(d)辺野古沖におけるジュゴンの記録の抹消 

ジュゴン保護キャンペーンセンターの吉川秀樹氏が提出した準備書への意見書（注 22）

には、沖縄防衛局が、辺野古沖におけるジュゴンの記録を抹消したことが示されています。

準備書では、環境省のジュゴン調査報告書（注 23）を頻繁に引用し、いくつかの図表はそ

のまま掲載されています。この環境省の報告書には、2005 年 3 月 7 日に、1 頭のジュゴン

が宜野座沖から辺野古沖に遊泳した記録が図と表で示されています。しかし、準備書では、

何故かこの記録は抹消されています。つまり「辺野古沖にはジュゴンは生息しない」とい

うあらかじめ決められた事業者の結論に反する事実は準備書に記載していないということ

です。 

また、吉川氏は、同じ意見書で、事業者が自ら調査して得たデータである大浦湾奥部の

ジュゴンの観察記録を準備書の図 6-16-1-44(1)には示しながら、ジュゴンの「行動範囲は大

浦湾東側海域までの範囲にあり、事業実施区域への移動は確認されていません」と強弁し

ていることを問題視しています。 

このように、わずか数年前の重要な記録を隠し、短期間の調査で得たデータだけを採用

して、事業予定地周辺にはジュゴンが生息しないので、代替施設の建設と軍事空港の運用

は何の影響もおよぼさないという結論に強引に導いています。このような嘘で固めた非科

学的な結論は、アセス法でも、県アセス条例でも、また、道義的にも許されることではあ

りません。 
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注 22 吉川秀樹「普天間代替施設建設計画に係わる環境影響評価準備書への意見書―ジュゴンに関して」  

けーし風第 63 号（2009 年 6 月）新沖縄フォーラム刊行会議 

注 23 環境省「ジュゴンと藻場の広域的調査（平成 13 年～17 年度結果概要）」2006 年 環境省 

 

(e)古宇利島東側で記録が増加した理由を説明していない 

過去のデータでは、古宇利島東側での目撃記録は、金武湾、辺野古沖、嘉陽沖に比較す

ると少なかったのですが、食痕については、環境省調査（2003 年）で比較的多く記録され

ています。一方、航空機による空中調査の頻度が高い今回の事業者の調査（2007 年、2008

年）では、2007 年度には古宇利島東側での目撃記録が少なかったのですが（36 回の調査で

1 例、出現頻度 2.8%）、2008 年度には記録は急激に増加しています（64 回の調査で 35 例、

出現頻度 54.7%）。この理由を考察し説明する必要があります。 

2007 年、2008 年の調査データは、それ以前のものと比較すると、記録地点がかなり限定

的なものに変化していることから、この変化が、今後も続くのか、元に戻るのか、あるい

は、さらに変化するのか、ジュゴンに関する調査、特に個体の分布と生息範囲については、

さらに数年の調査が必要です。そうでなければ、科学的で適正な影響予測と保全対策の立

案、実行は不可能です。事業者による事前調査とアセス現地調査の 2 年間だけでは、明ら

かにデータが不足しています。 

 

(f)辺野古地先とその沖合でのジュゴン記録の欠如を考察するべき 

嘉陽沖の 1 頭のジュゴンにとって、採食場所を含む生息範囲への影響は、埋立てと軍事

基地の工事、その存在、供用すなわち軍事演習のどの段階も、ほとんどないとする結論は、

明らかに誤りです。影響がないという結論が先にあり、それに向けて強引に誘導したもの

に過ぎません。 

準備書では、嘉陽地先の海草藻場の面積は 44.2 ヘクタールで、辺野古地先は 488.7 ヘク

タールとされています。また、単位面積あたりの海草の乾燥重量も辺野古のほうが相当大

きいという結果が示されています。したがって、採食場所としてみれば、辺野古地先は嘉

陽地先より好適な条件を備えていると言えます。そのため、ジュゴンが辺野古地先の海草

藻場で採食していない、沖でも観察されていないとするならば、その理由を考察しなけれ

ばなりませんが、この点について準備書には何も書かれていません。 

辺野古地先の海草藻場を利用せず、沖に生息しなくなってしまったのならば、以前から

の軍事演習に加えて、2004 年、2005 年の現地技術調査と阻止行動、また、2007 年の環境

現況調査の影響があると考えるのが自然であり、きちんと考察するべきです。嘉陽沖で観

察されるジュゴンおよび古宇利島から遊泳してきた個体は、辺野古沖および海草藻場のあ

る地先のイノー（礁池）を利用できないことによって、大きな悪影響を被っている可能性
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が高いと考えられます。 

ジュゴンが辺野古地先とその沖合を利用しないと結論づけるのなら、事業者は、環境現

況調査と軍事演習の影響を消してから、すなわち、海底の機材を撤去し、軍事訓練を 2 年

ないし 3 年ぐらい中止して、その間およびその後にもジュゴンは辺野古地先と沖を利用し

ないことを証明しなければなりません。ジュゴンは辺野古付近の海域を利用していないか

ら埋立てと軍事基地の建設、軍事演習の影響はないという結論は、明らかに間違っていま

す。 

古宇利島東側の 2 頭へも、基地建設の影響はないとしていますが、これも間違っていま

す。準備書によると、古宇利島から辺戸岬、嘉陽、大浦湾への移動があると考えられてお

り、古宇利島の個体らしいものが大浦湾中央部で遊泳する観察例があることから（沖縄島

北部の狭い海域で交流があるのは当然で、さらに辺野古、金武湾へと行動圏が続いている

と考えるのが妥当）、行動圏のなかに軍事基地が建設され、演習が行われることによって、

既に受けている影響に加えて、さらに大きな悪影響を被ると予測するのが合理的です。 

海中作業ヤードの建設と使用、護岸の建設（杭打ち工事、捨て石工事）、海面埋立てな

どの大規模工事とそれに伴う船舶の航行は、海中に大きな騒音を発生させると考えられま

す。準備書では、ジュゴンが大浦湾に入ってきたときのことだけを想定していますが、実

際には、工事の騒音や船舶の航行を警戒して、大浦湾には入らない可能性が高いと考えら

れます。むしろ、嘉陽沖の生息場所へも海中騒音は伝わるので、ジュゴンの生息環境とし

て条件が悪化する可能性を考えるべきです。準備書では、大浦湾中央の中干瀬によって騒

音が減衰するとしていますが、定性的な記述のみで本当にそうなるのか疑わしいと思われ

ます。 

準備書では、飛行場の供用すなわち軍事演習における騒音は、ジュゴンへの影響レベル

を上回る可能性があるが、飛行コースの直下に限られるとしています。飛行ルートの北東

端は、まさに嘉陽沖のジュゴンの記録範囲に重なり、軍用機の騒音の影響はジュゴンの生

息に大きな影響を与える可能性が高いと考えられます。準備書によれば、辺野古沖ではジ

ュゴンが記録されなくなっており、近い将来、嘉陽沖も、埋立て工事による海中騒音の伝

播や軍用機の騒音によって生息場所として不適になる可能性があるとしたら、ジュゴンの

生息域はさらに縮小し、重要な海草藻場が利用できなくなることから、生存はさらに危機

的な状況になると予測されます。 

 

(g)保全措置は形式的なものばかりであり効果は期待できない 

準備書で取り上げられている保全措置、すなわち、ジュゴンとの衝突回避のための見張

り、ジュゴン出現時の作業船の航行回避、水中音を出す工事の一時休止などは、形式的な

ものばかりであり効果は期待できません。船上からのジュゴンの発見はほとんど不可能な
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ために航空調査を行うのであり、保全措置を真剣に検討したとは思えません。 

また、大浦湾での刺網による混獲の可能性を指摘していますが、その対策は示されてい

ません。数十億円をかける辺野古アセスに比べれば、ジュゴン保護のための刺網漁への補

償は微々たるものであり、保全措置として準備書で取り上げるべきでしょう。 

準備書のジュゴンの観察記録をもとにすると、絶滅寸前のジュゴンにとって当面必要な

保全措置は、次のようなものがあると考えられます。 

① 観察頻度の高い嘉陽および古宇利島近辺の採食場所を含む生息域を攪乱しないこ

と（重要生息域の保護） 

② 嘉陽から辺戸岬、古宇利島に到る海岸線および沿岸域を攪乱しないこと（移動経路

の保護） 

③ 辺野古・大浦湾に軍事基地を造らず海草藻場とサンゴ礁海域を安全な生息域として

確保し保全すること（重要生息域の回復、これが最も重要な保全措置となる） 

④ 数年前まで観察記録のある金武湾から辺野古・大浦湾、嘉陽、辺戸岬、古宇利島、

本部半島沿岸域までをジュゴン保護区として攪乱しないこと 

⑤ 刺網漁などジュゴンに危険な漁に対して漁業補償を行い、混獲を防止すること 

 

(2)海域生物（ウミガメ類など） 

海域生物に対する影響は、実行可能な保全措置で回避、低減が図られている、大浦湾奥

部の作業ヤードを取りやめた（注 24）、海上ヤードは工事後に撤去する、事後調査で影響

が認められれば対策をとることにより、問題はないとされています。しかし、サンゴ礁や

藻場、浅瀬や深場などの海域生物について、影響が及ぶ範囲を埋立てによって失われる部

分だけに限定していることに大きな問題があります。埋立ての影響はすぐには現れなくて

も、次第に近傍から遠方へと波及していく可能性が高いと考えられます。事後調査の結果、

後で悪影響が明らかになったとしても、十分な対策をとることができず形式的対策になり

がちです。 

海域生物については「重要種」のみを選んで影響を予測していますが、海草藻類、ベン

トス、魚類など記録種数の多い分類群については、それぞれの種の多様性について、他の

海域と比較してその価値を検討するべきです。また、辺野古・大浦湾の海域生物の多様性

の観点からも分析を行い、その評価と影響予測を行うべきです（注 25）。 

ウミガメ類の上陸、産卵調査では、バン崎から安部、汀間、辺野古、松田にかけて、112

か所の上陸痕が記録され、2～3 か月後に、そのうち 9 か所で卵殻が発見され、卵の孵化が

あったとされています。キャンプ・シュワブ南側（辺野古側の埋立て予定域）は、9 か所

に含まれています。また、キャンプ・シュワブ西側（大浦湾側）は上陸痕が記録されまし

たが、卵殻は発見されていません。 
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しかし、奇妙なことに、準備書では、卵殻が見つからなかった西側の海岸を「産卵の可

能性が高い場所」とし、卵殻が発見された東側の海岸を「産卵の可能性が低い場所」に分

類しています。その理由は、埋立て予定域は「岩礁帯があり上陸困難、夜間照明があり、

人の活動も盛んであるから」としています。実際に卵殻があり、産卵が確実な場所を「可

能性が低い場所」に分類するのは、まったく非科学的です。事実を無視して、埋立て予定

地は産卵の可能性が低いという結論に結びつけるために、このような虚偽の記述を行って

いるわけです。このウミガメ類の例は、結論ありきのあからさまな例ですが、準備書では、

調査結果にかかわらず「影響はない」あるいは「影響は総じて少ない」という、十分な考

察がない、非科学的な結論づけが横行しています。 

 

注 24 大浦湾の作業ヤードが簡単に取りやめになったことから、そもそも初めから必要性があったのかどう

か疑われる。 

注 25 2009 年 6 月に行われた WWF ジャパン、琉球大学等の研究者による底生動物調査では、62 科 241 属

496 種の十脚甲殻類が採取され、そのうち 36 種が新種（未記載種）、25 種が日本で初めての記録とな

ることが分かった。この例のように、これまで未調査の部分もあり、辺野古･大浦湾海域は、生物多様

性のホットスポットになっている。 

 

(3)サンゴ類 

準備書では、サンゴ類に関して、大浦湾西岸作業ヤードの取りやめと中央部作業ヤード

の移動、汚濁防止膜や防止枠の使用により濁りを低減する、埋め立て区域内のサンゴを移

植するとしています。しかし、台風や集中豪雨時の濁りの発生については触れていません。

台風や集中豪雨は、沖縄の地域特性として、かなり可能性の高い自然現象であり、影響を

予測し、保全措置も検討するべきです。 

サンゴ類は、埋立て予定域のサンゴ類が消滅するだけでなく、近傍のサンゴ類も巨大な

埋立地の存在による海流の変化等の影響を受ける可能性があります。水象の項目では、潮

流の変化は埋立地近傍に限られるとしてありますが、このシミュレーション自体の信頼性

が疑われます（後述）。辺野古崎から長島にかけての狭隘部が埋立てにより、さらに狭め

られることから、海水の流動が変化する可能性はむしろ大きいのではないかと考えられま

す。もしそうならば、大浦湾のアオサンゴやハマサンゴなどの巨大な群集も海流の変化に

よる影響を受ける可能性が高いと考えられます。 

 

 (4)海草藻類 

 辺野古地先の海草藻場は、面積が 488.7 ヘクタールとされており，沖縄島に現存する最

大の海草藻場です。絶滅のおそれが極めて強い沖縄のジュゴンにとって、最も重要な採食
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場所と考えられます。しかし、辺野古および大浦湾で、埋立てにより 78.1 ヘクタールの海

草藻場が失われるとされています。嘉陽・安部の藻場の面積が 46.5 ヘクタールであること

から、その 1.5 倍の藻場が消滅することになります。また、埋立てにより直接消滅する場

所だけでなく、埋立地の周辺も藻場としては次第に衰退する可能性が高いと思われます。 

保全措置として、氏名不詳の専門家等の助言により、海草の生育基盤の環境改善と生息

範囲拡大を図ると書かれているが、あいまいで具体的な内容がありません。保全措置は実

現可能なことを明確に示すべきです。海草の移植は、泡瀬干潟の例で見られるように成功

していません。 

また、準備書の図-6.15.2.3.3.では、2007 年と 2008 年の海草類高密度分布域が、1 年の間

に大きく変化していますが、この理由がまったく説明されていません。自然変動にしては

短期間で大きすぎることから、きちんと考察するべきです。それができなければ、提案さ

れている環境保全措置は、あいまいなだけでなく無意味なものとなるでしょう。 

なお、辺野古地先の藻場のある海域は、現地技術調査（2004 年～2005 年）や環境現況調

査（2007 年）、環境アセスメントの現地調査（2008 年）、以前からの米軍演習によって攪

乱が続き、ジュゴンが警戒して近づかなくなった可能性が大きいと思われます。保全措置

としては、現存の藻場海域を攪乱しないことが第一です。海草藻場の保全とジュゴンの保

護は一体的なものとして検討する必要があります。 

 

(5)陸域動物（鳥類について） 

 鳥類調査は、ライン・定点調査とも広い範囲で薄く、道路と海岸沿で行われています。

しかし、何の目的でこのような方法を採用したのか意味不明です。調査結果は、得られた

データを一括して表にしだけですが、地域別、環境別にまとめなければ、影響予測や保全

措置の検討は困難です。データを羅列し、考察をほとんど加えずに、影響は無いか軽微と

結論づけているに過ぎません。 

 ラインセンサス法を用いたのなら、記録個体数に関するデータを示すべきです。数量デ

ータがないので、定量的な解析、影響予測、評価がなされていません。個体数が多いのか

少ないのかは、影響を予測、保全措置を評価する上で不可欠です。 

 留鳥および夏鳥については、繁殖の有無が影響予測と評価の上で重要ですが、準備書で

は、繁殖に関する調査や繁殖確認の方法がまったく示されていません。それにもかかわら

ず「改変区域では・・・調査地域では営巣繁殖は確認されておらず」という記述が並んで

います。調査のラインや定点に偏りはないのか、繁殖を確認するためにふさわしい方法を

用いたのか、明記するべきです。そうでなければ、繁殖にかかわる観察ができないような

手法で調査を行ったという疑いが残ります。少なくとも、環境庁（1978）の繁殖地図調査

の手法を用いるべきです。 
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改変区域内で記録されたカラスバト、リュウキュウコノハズク、リュウキュウオオコノ

ハズク、リュウキュウアオバズク、リュウキュウサンショウクイ、リュウキュウサンコウ

チョウ、リュウキュウコゲラ、アマミヤマガラなどについては、繁殖しているのか、して

いないのか、再調査するべきでしょう。フクロウ類は、繁殖期に、営巣可能な環境で、頻

度高く鳴き声が聞こえれば、繁殖の可能性が高いと見るべきです。 

工事中の騒音が鳥類に与える影響について、飛び立ちなど一時的な反応はあるが、生息

地の放棄などの重大な影響はないとしています。しかし、その根拠は示されていません。

土地改変区域では、鳥、コウモリ、トンボなどは周辺へ飛んでいくので影響がないと言う

に到っては、環境アセスを放棄したのも同然です。辺野古ダム周辺は土取り場として、キ

ャンプ・シャワブ海岸部は埋立てと滑走路の建設で、大きく環境が改変されることによっ

て、鳥類の繁殖、生息はほとんど不可能になります。 

 

(6)陸域植物 

土地改変区域で個体が失われることによって、周辺区域の個体群の存続に影響が生じる

と考えられる種については、類似環境へ移植する、生息環境の保全に努める、事後調査を

行い、専門家の助言を受けるとしています。しかし、類似環境とは何なのか、移植におけ

る活着とその後の成長、増殖はどうなのかなど、技術的な検討は何もされておらず、形式

的な保全措置を述べているに過ぎません。事後調査と「専門家」の助言に、結果を先送り

してしまうのは無責任と言えます。 

また、土取り場の植物が刈り取られた後、緑化工法や植林が行われても、地形変化や風

の吹き込みなどで、周辺植生への影響は大きいと考えられます。安易な移植は、移植先を

攪乱することになるし、移植は、単に個体が生きのびればよいと言うことではなく、生態

系の中で自然に世代交代していけるような手法を考えるべきでしょう。しかし、準備書で

は、そのような配慮はなされていません。 

 

(7)海域生態系 

海域生態系の項目の中では、海草藻類、サンゴ類、底生動物類、魚類、爬虫類のリスト

を並べ、生態系を海浜、干潟、藻場、サンゴ礁、内湾に類型し、それぞれの生態系（生態

系という言葉を使っているが、意味は環境のこと）と優占的な種（実際は目立っている代

表的な種）を結びつけたに過ぎません。 

海域生態系への影響としては、他の項目と同様に、埋立てによって失われる部分は、生

息空間の消失として影響があり、機能が失われるが、保全措置として、消失藻場は最小化

し、サンゴは移植することにより、事業者の可能な範囲で回避、低減が図られるとしてい

ます。しかし、辺野古地先で消失する藻場の重要性、特に、ジュゴンの採食場所としての
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意味を考察していません。サンゴの移殖も、長期的にみて、活着して成長しサンゴ群集に

までいたるのか疑問です。 

 

(8)陸域生態系（アジサシ類） 

準備書では、陸域生態系と言いながら、中心となる記述は、アジサシ類など、上位性、

典型性、特殊性という視点で選んだいくつかの種に関する調査結果を並べただけです。 

アジサシ類については、その生息数（記録数）について、文献により 2007 年には 5 種

947 羽の記録があるとしながら（注 26）、2008 年の調査結果（注 27）では生息数のデータ

を示していません。なぜ、データを示さないのか、生息数の調査をしていないのかどうか、

明記するべきです。 

辺野古・大浦湾で繁殖するアジサシ類は、フィリピン、インドネシア等で越冬して再び

渡ってくる群であり、生活史の上で繁殖地が最も重要です。繁殖については、準備書でも

触れているように、人の立ち入りによって妨害されることも少なくありません。また、台

風によって卵やヒナが全滅することもあります。沖縄島全体でも、アジサシ類の繁殖数は

大きく変化することが知られています。したがって、わずか 2 回の繁殖期の現地調査で、

繁殖数が少ないから重要度は高くない、また、集団繁殖地ではないと結論づけるのは誤り

です。 

準備書では、埋立てによる生息場所の消滅、工事による騒音、軍用機による影響はいず

れも小さく、回避、低減措置によってアジサシ類の個体群は維持されるとしています。し

かし、長島、平島等は残されるとしても、近接した場所での埋立て工事や空港の存在、軍

用機の演習は、生息条件の悪化を積み重ねていくことになり、近い将来、この海域の個体

群の繁殖は不可能になり、生息数も激減する可能性を否定できません。他にも生息地があ

るとか、採食できる海面があるから影響は少ないなどというのは影響評価ではありません。 

陸域生態系におけるアジサシ類の位置づけをやり直すべきです。他地域、過去の記録と

の比較が重要です。辺野古、大浦湾では、2007 年～2009 年の繁殖数はたいへん少数でした

が、エリグロアジサシ、ベニアジサシの 2 種、生息数は 100 羽から 180 羽が記録されてい

ます（注 28）。 

 

注 26 沖縄防衛局「シュワブ（H18）環境現況調査（その 4）報告書」2008 年 

注 27  2007 年の調査結果は既存資料（環境現況調査）により、2008 年の結果は環境アセスメント本体の現

地調査によるとされている。方法書を出す前に環境現況調査を始めてしまったので、辻褄合わせに、

このように区分して記述せざるを得なくなっている。科学的には意味のないことである。 

注 28 WWF ジャパン、沖縄野鳥の会の未発表調査データによる。 
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(9)生態系の構造と機能 

生態系の構造として書かれている内容は、一般的な食物連鎖の記述とほとんどかわりま

せん。生態系の機能についても、いくつかの生物類の生息場所を羅列しただけに過ぎず、

生物多様性については、分類群ごとの確認種数と重要種の数を表にしただけで、物質循環

は一般的記載のみです。これでは、生態系の構造と機能について調査したとは言えず、地

域特性をもとにした考察もなく、影響を予測し、保全措置を評価できるものでもありませ

ん。 

影響予測のフローチャートのみ肥大化していますが、生態系への影響は予測されておら

ず、生態系の代表として選定した少数の種について、直接改変区域内で、移動性の少ない

種は影響があるが、鳥類のように移動できるものへは影響がないと、実際の予測の仕方は

お粗末と言わざるを得ません。生態系への影響予測に関しては、内容が不十分であること

から、やり直すべきです。 

 

(10)生態系の関連 

陸域生態系と海域生態系の関連性を明らかにし、保全の行動計画を立案することは、島

嶼生態系において、たいへん重要な視点です。しかし、準備書では、わずか 3 分の 2 ペー

ジのみの記述で、生物の分布情報を並べ、環境の類型区分をしただけに過ぎません。海と

陸との相互の影響を魚類と魚食性鳥類のみに限定しているのも不十分です。 

多野岳等の脊梁山地東側の亜熱帯林、そこを水源とする河川、河口の干潟、マングロー

ブ林、砂浜、岩礁、島、サンゴ礁、沿岸域まで、一連の水系としてみた場合の生物多様性、

生態系の多様性の重要性について分析されていません。 

 

(11)地形・地質 

重要な地形・地質の一部が失われるが、区域外にもあるので問題はないとしています。

しかし、他地域にあるから問題ないというのでは環境アセスメントにはなっていません。

辺野古のサンゴ礁地形、岩礁、大浦湾の南西側の急深斜面の喪失は一連の自然海岸の地形

を大きく損なうものであり、地形・地質への影響は大きいというべきです。方法書への県

知事意見では、重要な海岸地形・地質に関して詳細な調査を求めていますが、それは実現

されていません。 

地形･地質の改変は、それを基盤として成り立つ海草藻場、サンゴ礁など、陸上では植生

に影響をおよぼし、さらに、そこを生息場所とする底生動物や魚類、それらを食物とする

鳥類、海草を食物とするジュゴンに影響をおよぼすので、重要な環境影響評価項目です。

しかし、準備書では、それが無視されています。 
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(12)埋立て土砂 

160 ヘクタールの埋立てには、2,100 万立方メートルの土砂が必要で、そのうち 400 万立

方メートルをキャンプ・シュワブ内の山林と平地から採取するとしています。しかし、残

りの 1,700 万立方メートルについては、どこから調達するのか記述がありません。沖縄県

内の海岸、海底から採取するのであれば、その量は沖縄県の海砂採取量（2006 年度）の 12

年分以上になるとされています。県内から分散して採取すると仮定しても、総量は膨大で

あるため、沿岸海洋環境への影響は必至であり、土砂の採取に関しては環境アセスメント

の対象とするべきです。 

 県外からの購入にしても、膨大な量であることから、採取地の環境を損ねる可能性は大

きいと思われます。海外からの購入であれば、外来生物の侵入防止は困難であり、有害な

生物の影響に関する環境アセスが必要でしょう。埋立て土砂については、その入手に係わ

る計画をきちんと示す必要があります。 

 

(13)大気質 

大気質は環境基準を満たすとされていますが、環境基準は、最低限満たすべき基準であ

り、基準を満たしたからといって良い大気質が維持されるわけではありません。今回の調

査では、調査地点が少なすぎ、全集落で測定するべきです。 

また、地球温暖化対策として、工事中、供用後の軍事演習で排出される二酸化炭素につ

いても、その排出量を見積もり、影響を予測するべきです。なお、排ガス対策型機械、ア

イドリングストップ、防塵シート、散水、法定速度の遵守、タイヤ洗浄などは、通常の配

慮であり、取り立てて環境保全措置と言うほどのことではありません。 

 

(14)騒音 

予測の前提として、ヘリコプター（AH-1、UH-1、CH-46、CH-53）と固定翼機（C-35、

C-12）の離着陸やタッチ・アンド・ゴーが 1 日あたり合計 266 回実施され、さらに、ホバ

リングやエンジン・テスト等も行われるとされています。準備書では、騒音は、V 字型滑

走路で周辺地域上空を回避するので、相当程度低減される、工事中の騒音も環境基準を満

たすとされています。 

しかし、一方では「訓練時や非常時には集落上空を飛ぶ可能性がある」と書かれている

ことから、予測の前提自体がそもそも不確実なものです。米軍の軍用機は、想定された飛

行コース、飛行回数どおりに飛ばないことは明らかであり、現在の普天間飛行場のように、

集落上空を低空で何回も、しかも夜間にも飛行訓練することなど、最悪のケースを想定し

て影響を予測するべきです。なお、タッチ・アンド・ゴーでは、V 字型の着陸用滑走路と

離陸用滑走路を使い分けるなど、あり得ないことです。 



 32 

軍事訓練の航空機騒音や工事中の海中騒音は、ジュゴンへ悪影響を与える可能性が高い

と思われますが、その対策は、ジュゴン出現時に、水中音を発する工事の休止、航行船舶

の回避など言葉だけで実際上の運用がどうなるのか不明であり、回避、低減が図られてい

るとは言えないでしょう。そもそもジュゴンは、工事船が航行するような海域には近づか

ないと考えられます。 

低騒音型機械、車両行調整、米軍車両の適正走行依頼なども、保全措置というより行わ

れて当然の手法です。 

 

(15)振動 

法令に基づく適正な工事、車両運行調整、低震動型機械、アイドリングストップ、米軍

車両への適正走行依頼などによって、振動は、回避、低減が図られるとされています。し

かし、これらは工事をする上での当然の配慮であり、取り立てて環境保全措置と言うほど

のものではありません。基準が満たされたとしても、それは最低限であり、より良い環境

状態を目指すものではありません。 

 

(16)低周波音 

米軍機は、V 字型滑走路で周辺地域の集落上空を回避するので、低周波音は相当程度低

減されるとありますが、騒音の項目で述べたように、米軍機の演習では、前提どおり集落

上空を飛ばないとは考えられません。したがって、低周波については、その影響の危険性

が指摘され、個人差もあるらしいことから、詳細に分析し、影響を予測するべきです。 

 

(17)水の汚れ 

コンクリート工事からのアルカリ排水の処理、基地内排水の浄化槽での処理、法令によ

る濃度での海への排水によって、影響を回避、低減できるとしています。しかし、沖縄の

米軍基地内での化学物質による汚染は、たびたび報道されており、軍事空港としての供用

後の汚染については、何も触れられていません。また、工事中の排水や供用後の排水によ

る汚染の蓄積についても触れられていません。塩分を落とすために、軍用機の機体を洗浄

する洗剤あるいは薬品についても浄化方法、排出方法を詳しく述べるべきです。 

 

(18)土砂による水の濁り 

汚濁防止膜、裸地の転圧、洗浄石材の投入、台風時は工事を中止することによって、影

響を回避、低減するとしています。しかし、これらも工事上の当然の措置です。沖縄の地

域特性として、台風だけでなく局地的な集中豪雨も頻発することから、そのようなケース

も想定して対策を検討する必要があります。豪雨時に、土堤や沈砂地、汚濁防止膜などが
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役に立たない例は数多く見られます。 

さらに、すでにバックグラウンドとして、赤土の蓄積があるところは考慮されていませ

んが、これも大きな問題です。辺野古ダム周辺の丘陵から、海域埋立て用の土砂を 200 万

立方メートル、キャンプ・シュワブの平地から 200 万立方メートル、合計 400 万立方メー

トルも採取する計画なので、豪雨時における工事中の赤土流出、また工事後の法面、側溝

等からの大量の流水の影響についても十分検討するべきです。 

 

(19)地下水の水質 

地下水位と水質に影響はないので何も対策をしないとされています。しかし、サンゴ礁

のイノー（礁池）には、通常、地下水がわき出す場所があり、埋立てによって、地下水脈

が分断されたり、水量が変化したり、軍事基地からの化学物質汚染の可能性もあり、サン

ゴ礁海域や海草藻場への影響が予想されます。準備書では、この点に何も触れていないの

で、再検討が必要です。また、辺野古ダム周辺の森林が土砂の採取によって失われること

から、集水域の環境が大きく変化し、これが地下水へも影響を及ぼすと考えられるので、

その影響についてきちんと調査するべきです。 

 

(20)水象 

潮流の変化は基地周辺だけで、大浦湾等では大局的には変化しないとされています。し

かし、そのような結論を出す根拠となったシミュレーションに関しては、実施要件、境界

条件など、基本的な条件が示されておらず、観測値と実測値についてもよく一致している

というだけで、シミュレーションの精度など肝心の点に触れていません。そのため、この

シミュレーションは、大きな変化はないという結論に合わせるために操作を加えたのでは

ないか、という疑問を生じさせます。 

したがって、シミュレーションについては第 3 者機関の検証を受け、潮流の変化と地形

の変化、その結果に伴うサンゴ礁や海域生物への影響などの予測も、再度行うべきです。

また、埋立地の堤防ができることにより、台風時や高潮時の高波などによって、陸上部に

越波や塩害の被害が起きる可能性についても検討するべきです。 

準備書における潮流予測計算の危うさについては、真喜志好一氏の論考に詳しく書かれ

ています（注 29）。 

 

注 29 真喜志好一「辺野古アセスの問題点－違法な手続き、準備書の重要な間違い」けーし風第 64 号  

（2009 年 9 月）新沖縄フォーラム刊行会議 
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(21)塩害 

内陸への塩害は生じないとしていますが、埋立地の堤防ができた場合、波当たりが強く

なり、海水の飛沫の飛び方も大きくなり、特に、台風や暴風雨時は、塩害が生じる可能性

が増大することを否定できないと思われます。 

 

(22)電波障害 

航空機による電波障害の事例があり、発生したらアンテナ、ケーブルなどで対策を取る

としていますが、米軍機の演習は飛行ルートを変化させることから、特定の場所ではなく、

周辺全域に電波障害の事例が増加する可能性を否定できないと思われます。 

 

(23)景観 

辺野古・大浦湾における広大な埋立地の出現や辺野古ダムの水源林となっている森林の

伐採と埋立て用土砂の採取は、地域の景観を大きく変貌させます。また、供用段階に到り、

軍用機による演習が開始されれば、騒音だけでなく、墜落の危険性など、景観全体が恐怖

心を呼び起こすものとなります。陸から見た海、海から見た陸地、景観の大きな変貌と軍

事演習は、地域住民にとって許容できるものではありません。 

 

(24)人と自然の触れ合い活動の場 

影響は工事中の一時的なものではなく、埋立地と軍事基地の存在、供用後の軍事演習は、

人々の海岸の散歩、貝やタコの採集、釣りなど、これまで親しんできた自然の中での活動

を不可能にし、あるいは景観の変貌、軍事演習によって、気分を害する可能性が高いと思

われます。また、グラスボート、ダイビングなどの観光への悪影響も当然出てくると思わ

れます。 

 

(25)歴史的・文化的環境 

辺野古沖や大浦湾のサンゴ礁には、古くから地名がつけられ、陸上と同じように親しま

れてきました。このような民俗文化、歴史性も埋立て等によって失われてしまいます。こ

れらは、回避、低減されるものではありません。歴史・文化環境の代替性はありません。 

 

(26)廃棄物等 

事業者の実行可能な範囲で回避、低減が図られているとしていますが、供用後の使用者

は米軍であり、どのような廃棄物が出されるのかは不明です。危険な廃棄物についても想

定し、影響を予測するべきです。特に、化学物質等は、長期間残留し悪影響をおよぼしま

す。 
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 (27)環境保全措置 

事業者の実行可能な範囲で回避、低減が図られ、環境保全措置は適切であるとされてい

ます。しかし、実際には、回避、低減にならないと思われるものが少なくありません。当

然の工事手法（台風や休日には工事を休むなど）についてまで保全措置であると強弁する

べきではありません。 

 

(28)事後調査 

予測の不確実性が大きいもの、効果の知見の不確実性の大きい環境保全措置について、

事後調査をおこない、また、環境監視も行うとされています。しかし、特に、不確実性の

大きいものについては、影響予測が難しいとして事後調査に先送りするべきではありませ

ん。いくつかのあり得るケースを想定してきちんと影響予測をするべきです。事後調査や

モニタリング調査で悪影響を察知しても、その時には手遅れになっている可能性が高いの

です。特に、ジュゴンの生息数が準備書に書かれているように、わずか 3 頭であるとすれ

ば、日本では最も絶滅のおそれの高い哺乳類であり、その将来を事後調査にゆだねるとい

う無責任な手法をとるべきではありません。 

 

(29)起こり得る事故 

準備書には、米軍機の墜落、燃料庫、弾薬庫の爆発、化学物質の漏洩など、起こり得る

事故に関する記述がまったくありません。これらは、地域住民の安全、安心に直結する事

柄であり、環境アセスの項目として含めるべきです。 

 

(30)災害時の対応 

上記と関連し、不慮の事故や台風、地震、津波などの災害についても、どのような想定

がなされ、どのような対策を取るのか、まったく示されていません。環境アセスの実施要

項に書かれていなくても、住民にとっては重大な関心事であり、事業者は答えるべきです。 

 

(31)米軍と治安 

海兵隊員や米軍車両の増加は、地域の治安の悪化、交通事故等の増加に結びつく可能性

があり、社会的不安が増加する可能性があります。この点も、住民にとっては重大な関心

事であり、事業者は答えるべきです。 

 

(32)水問題 

将来の基地内の人口を約 6,400 人として、給排水計画が立てられています。しかし、給

水量を 1 日当たり 4,200 立方メートル、排水量を 1 日当たり 2,600 立方メートルにした根拠
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は示されていません。 

住民にとって水問題は深刻であり、辺野古ダム周辺が土取り場となることから、いつま

で同ダムが辺野古地区の水源として存続できるのか、いつから県企業局の供給が始まるの

か、水道料金などの条件はどうなるのか、準備書できちんと説明するべきです。 

 

 

辺野古アセスの評価辺野古アセスの評価辺野古アセスの評価辺野古アセスの評価 

 

全部で 5,400 ページにおよぶ膨大な辺野古アセス準備書の結論は、わずか 1 ページ、実

質的には 6 行のみで、調査、予測、評価のとりまとめが全部で 30 ページの A3 判の表に示

されているだけです。 

総合評価として示された結論は、次のようなものです。すなわち、普天間飛行場代替施

設（辺野古新基地）の建設と供用が、自然環境や野生生物に及ぼす影響について、大部分

の項目で影響はないか、あっても軽微であり、回避・低減措置などの保全措置が適切であ

ることから「事業実施区域周辺におよぼす影響は総じて少ないものと判断しています」と

いうものです。 

しかし、これは、事業者が自ら作成する「先に結論ありきの準備書」で、調査結果を羅

列しただけでほとんど考察をせず、表面的に影響を予測したようによそおい、影響がない

か軽微と結論づけ、重大な影響については、実際は回避、低減ができない可能性があるに

もかかわらず「事業者の実行可能な範囲で回避、低減が図られていると評価」としている

ことから、まったく非科学的であり欺瞞的なものとなっています。 

また、方法書作成前に、環境へ悪影響を及ぼす環境現況調査を強行し、後に、方法書や

その追加・修正版および準備書でも、新たな事業内容を追加するなど、その手続きは不適

切で違法性があります。さらに、準備書の後で、垂直離着陸機 MV22 オスプレイの配備が

明らかにされるなど、決して軽微ではない変更が追加されています。 

このような科学的でも合理的でもない環境アセスメントでは、誤った影響予測によって、

絶滅危惧ⅠA 類のジュゴンを絶滅させる可能性が高いだけでなく、軍用機の住宅地上空飛

行による騒音や事故の危険性を覆い隠すという大きな弊害をおよぼします。また、科学的

で民主的なプロセスを怠っていることから、他の環境アセスメントへも悪影響をおよぼし、

アセス制度の形骸化をさらに進めるものとなります。 

辺野古アセスは、科学的でもなく、民主的でもなく、アセス法および県アセス条例を逸

脱し、違法であることから、この準備書を撤回し、再度、方法書に立ち返って環境アセス

メント手続きを、法にもとづいて科学的に、適正にやり直すべきです。 
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おわりにおわりにおわりにおわりに 

 

 2009 年 5 月 14 日の沖縄タイムスには、沖縄タイムス･朝日新聞両社が行った普天間基地

の県内移設に関する沖縄県民世論調査の結果が示されています。それによると、県内移設

に反対が 68 パーセント、賛成が 18 パーセントとなっています。また、辺野古アセスの「環

境への影響は少ない」という結論については、納得できないが 80 パーセント、納得できる

が 7 パーセントとなっています。沖縄県民の意志は明らかであり、辺野古アセスの結論を

正当なものとは考えていないのです。 

 国連のオブザーバーであり、世界の 200 以上の政府と政府機関、800 以上の NGO、160

か国から 11,000 人の専門家が参加している世界最大の自然保護機関である IUCN（国際自

然保護連合）は、4 年ごとに開催される世界自然保護会議で、3 回にわたり（2000年、2004

年、2008 年）、日本政府に対して、絶滅のおそれのあるジュゴン保護のために、普天間代

替施設の建設に係わる環境アセスメントにおいては、軍事基地を造らないというゼロオプ

ションを含むあらゆる選択肢を採用するように勧告しています（注 31）。IUCN の勧告、決

議は国際条約と同等の意義があり、これが自然保護上の国際世論と言えます。 

 2003 年 9 月 25 日に、米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提訴された、いわ

ゆる「ジュゴン訴訟」では、裁判の過程で、防衛省と日本政府が隠し続けてきた情報が、

米国国防総省から提出されるなど、普天間移設問題に係わる証拠資料が多数明らかになっ

ています。2008 年 1 月 24 日には、同裁判所は画期的な命令を下しました。すなわち「米

国防総省に対し、辺野古沖の普天間代替施設の建設に際し、米国国家歴史保存法（National 

Historic Preservation Act）に違反し、同施設がジュゴンにおよぼす影響に「配慮」しなかっ

たとして、同法違反の違法確認、同法を遵守するまで建設関与禁止の差し止め（原文のま

ま）、裁判所が適当と認める法的救済を求めるものであった」（注 31）というものです。

この裁判は、その後進展していませんが、日本の天然記念物であるジュゴンの保護は、米

軍基地建設に優先する重要課題と見ることができ、大きな意味があると言えます。 

 以上のような、沖縄県民の世論や国際的な世論、米国の裁判所命令をもとに考えると、

沖縄防衛局、防衛省、日本政府のやっていることは、米国政府と連携しながら、明らかに

誤った方向を向いていると言えます。環境アセスメント手続きの進め方は、この文書で述

べたように、科学的でも、合理的でも、民主的でもなく、アセス法、県アセス条例に違反

し、環境アセスメント制度自体を危うくするものになっています。国家が、自ら法を守ら

ないということは、国民に対する責任を果たしていないということであり、国を危うくす

ることです。 

 沖縄防衛局が行った違法な辺野古アセスに対して、司法の立場から、厳正な判断が下さ

れることを期待しています。 
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注 30 IUCN（国際自然保護連合）第 2 回世界自然保護会議で勧告「沖縄島のジュゴン，ノグチゲラ，ヤン

バルクイナの保全」（2000 年 10 月 アンマン）、第 3 回会議では勧告「日本のジュゴン，ノグチゲ

ラ，ヤンバルクイナの保全」（2004 年 11 月 バンコク）、第 4 回会議では決議「2010 年国連国際生

物多様性年におけるジュゴン保護の推進」（2008 年 10 月）が採択された。 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/iucn/2000/10/1010-1.html 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/iucn/pdf/081014press_release.pdf 

http://www.nacsj.or.jp/katsudo/iucn/2008/10/4iucn-2010.html 

注31 関根孝道「世紀のショー･ダウン！ 沖縄ジュゴン対米国防省―米国国家歴史保存法第 402 条の域外

適用に関する米国連邦地裁命令訳と解説―」2008 年 The Journal of Policy Studies No.28 pp.205-242 

関西学院大学 総合政策学部研究会 

関根孝道「沖縄ジュゴン対ラムズフェルド事件 米国連邦地裁決定訳と解説―沖縄ジュゴンと法の支

配―」2005 年 The Journal of Policy Studies No.20 pp.165-198 関西学院大学 総合政策学部研究会 

関根孝道「沖縄ジュゴンと環境正義―辺野古海上ヘリ基地問題と米国環境法の域外適用について―」

2004 年 The Journal of Policy Studies No.16 pp.1-42 関西学院大学 総合政策学部研究会 

 

 

意見陳述人の略歴意見陳述人の略歴意見陳述人の略歴意見陳述人の略歴 

 

花輪伸一（はなわしんいち） 

1949 年に、仙台市に生まれる。 

1969 年より、東北大学理学部生物学科で動物生態学を専攻、鳥類、特に干潟のシギ・チ

ドリ類に関する研究を行う。 

1974 年より、東京農工大学大学院農学研究科修士課程で自然保護学専攻する。鳥類（ツ

バメ類など）、哺乳類（ニホンカモシカなど）の生態と保全に関する研究を行う。 

1979 年に、（財）日本野鳥の会に勤務、主に絶滅のおそれのある鳥類の調査、シギ・チ

ドリ類、ガン・カモ・ハクチョウ類などの全国一斉調査、鳥類の保護活動、野鳥公

園での環境教育等の活動を行う。 

1991 年より、WWF ジャパン（(財)世界自然保護基金ジャパン）に勤務し、主に南西諸

島の自然保護（白保サンゴ礁、泡瀬干潟、辺野古・大浦湾、やんばるの森など）、

湿地保全（各地の干潟など）、地域ＮＧＯとの協力に関する活動を行う。 

環境アセスメント関係では、諫早湾干拓（農水省）、藤前干潟埋立（名古屋市）、

新石垣空港（沖縄県）、普天間飛行場代替施設（防衛省）、北部訓練場ヘリコプタ

ー着陸帯（防衛省）、八ッ場ダム（国交省）、南摩ダム（同）と湯西川ダム（同）

などに関連して意見書を提出する。北部訓練場と 3 つのダムについては、それぞれ

の地域の地方裁判所で証人尋問を受ける。 



 39 

2011 年 9 月に、WWF ジャパンを退職する。 

 

住所 神奈川県川崎市多摩区中野島 6 丁目 27 番 5 号 大和フラット 203 

  電話：044-933-8984 携帯電話：090-2452-8555  E-mail：hanawashinichi@nifty.com 

 

 



    

    

辺野古アセス・防衛省「有識者研究会」への辺野古アセス・防衛省「有識者研究会」への辺野古アセス・防衛省「有識者研究会」への辺野古アセス・防衛省「有識者研究会」への    

NGONGONGONGO による意見書および要請による意見書および要請による意見書および要請による意見書および要請    

 

 辺野古新基地建設の環境アセスで、防衛省が出した『評価書』に対し、沖縄県知事が「評価

書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図る

ことは、不可能」との厳しい意見を出しました。 

 防衛省は、知事意見の内容を精査し、評価書を補正するため、助言を受ける「有識者研究会」

を発足しました。４月２７日に第１回がひらかれ、現在まで４回の会合と辺野古現地視察が行

われています。 

 私たち環境 NGO は、防衛省に対し、「有識者研究会」のあり方について、公開の場での開催で

傍聴を認めることや、完全な議事録の速やかな公開、そして現地視察の際には沖縄県環境影響

評価審査会や沖縄県民の意見を聞く機会を設けることなど、「情報公開」と「市民参加」を要望

してきました。しかし、防衛省はこうした声に耳を塞ぎ、密室のままでの開催を続けています。 

 防衛省が辺野古アセスで、いかに恣意的たくさんのごまかしや虚偽の説明を繰り返してきた

かを、私たちはずっと見てきています。それゆえ、密室の議論のままでは、この「有識者研究

会」において、知事意見の大事な箇所を本当に研究会に伝えて議論をするのか、疑問を抱かざ

るをえません。 

 このたび私たち環境 NGO が発表する防衛省「有識者研究会」への意見書は、県知事意見の各

項目について、我々が重要と考えるものをピックアップし、「NGO としての意見」をつけていま

す。防衛省が作成した「評価書」のどこに問題があり、補正作業として何をやらねばならない

のかを端的に示すもので、本記者会見後に、防衛省を通じて「有識者研究会」メンバーに提出

し、研究会での議論に役立てていただくことを願っています。 

 辺野古アセスに対し「方法書」の段階からその非科学性・非民主性を指摘し続けてきた専門

家、環境 NGO メンバーが結集し取り組んだ「意見書」です。ぜひご注目くださいますよう、み

なさまのご参加、ご取材をお願いいたします。 

 

日時：９月２０日（木） １２：００〜１３：００ 

場所：衆議院第１議員会館 第１会議室 

  （11 時 50 分までに、議員会館入口で入館証をお受け取りください） 

共催：沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団、 

JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク）、沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

内容 

・ 辺野古アセスの問題点 

・ 防衛省「有識者研究会」へのこれまでの要請、経過報告 

・ 有識者研究会への NGO 意見書 発表 

・ 質疑応答 

スピーカー（予定） 

真喜志好一（沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団／建築家） 

安次富 浩（ヘリ基地反対協議会） 

花輪 伸一（JUCON：沖縄のための日米市民ネットワーク） 

安部真理子（日本自然保護協会） 

緊急院内集会・記者会見のお知らせ 



2012 年 9 月 20 日  

  防衛大臣 

   森本 敏 様 

 

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団 

沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク） 

公益財団法人 日本自然保護協会 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価 

に関する有識者研究会」への要請書 

 

 「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価」（辺野古アセス）で防衛省が出し

た『評価書』に対し、沖縄県知事が「評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区

域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能」との厳しい意見を出しま

した。これに対して、防衛省は、知事意見の内容を精査して評価書を補正するため、大臣

への助言を行う「有識者研究会」を発足させました。 

 私たち環境 NGO は、防衛省に対し、「有識者研究会」のあり方について、公開の場での開

催と傍聴を認めること、完全な議事録の速やかな公開、そして現地視察の際には沖縄県環

境影響評価審査会や沖縄県民の意見を聞く機会を設けることなど、「情報公開」と「市民参

加」を要望してきました。 

しかし、こうした声は聞き入れられず、非公開のままとなっています。防衛省ホームペ

ージで示される短く断片的な文章は、情報公開とはかけ離れたものです。防衛省が辺野古

アセスで、いかに恣意的な解釈や説明を繰り返してきたかを、私たちはずっと見てきまし

た。それゆえ、私たちは、知事意見の重要な箇所について、「有識者研究会」でしっかりと

議論され、議論の結果が目に見える形で公表され、評価書補正に十分に反映されることを

強く期待しています。 

 添付の文書は、私たち環境 NGO が、県知事意見の各項目のなかから重要と考えるものを

ピックアップし、「NGO としての意見」をつけたものです。防衛省が作成した「評価書」の

どこに問題があり、補正作業として何をやらねばならないのかを示すもので、防衛省を通

じて「有識者研究会」メンバーに提示していただき、研究会での議論に役立てていただく

ことを強く要請致します。 

 ご高配の程、よろしくお願い致します。 

 

添付文書 1．普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」に対する 

沖縄県知事意見の抜粋と NGO としてのコメント 

添付文書 2．同上の抜粋版 

 

この件に関する問い合わせ先 

 [東京]花輪 伸一（JUCON）090-2452-8555 

[東京]安部真理子（日本自然保護協会）03-3553-4103 

[沖縄]岡本由希子（アセス監視団）090-6110-3876 



 

 

2012 年 9 月 20 日  

 

普天間飛行場代替施設建設事業に係る  

環境影響評価に関する有識者研究会の  

委員の皆さまへ  

 

 

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団 

沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク） 

公益財団法人 日本自然保護協会  

 

 

 辺野古新基地建設の環境アセスで、防衛省が出した『評価書』に対し、沖縄県知事が「評

価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全

を図ることは、不可能」との厳しい意見を出しました。 

 添付の文書は、私たち環境 NGO が、県知事意見の各項目のなかから重要と考えるものを

ピックアップし、「NGO としての意見」をつけたものです。防衛省が作成した「評価書」の

どこに問題があり、補正作業として何をやらねばならないのかを示すもので、「有識者研究

会」での議論に役立てていただくことを強く願っています。 

 ご検討の程、よろしくお願い致します。 

 

添付文書 1．普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」に対する 

沖縄県知事意見の抜粋と NGO としてのコメント 

添付文書 2．同上の抜粋版 

 

この件に関する問い合わせ先 

 [東京]花輪 伸一（JUCON）090-2452-8555 

[東京]安部真理子（日本自然保護協会）03-3553-4103 

[沖縄]岡本由希子（アセス監視団）090-6110-3876 

 



1 
 

                                2012 年 10 月 2 日 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会 

中間的整理 ～評価書の補正に係る基本的方針について～」に関する NGO 意見 

 

公益財団法人 日本自然保護協会 

沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

沖縄環境ネットワーク 

沖縄ジュゴンアセスメント監視団 

沖縄平和市民連絡会 

ヘリ基地反対協議会 

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック 

辺野古への基地建設を許さない実行委員会 

JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク） 

 

 

有識者研究会の公開性有識者研究会の公開性有識者研究会の公開性有識者研究会の公開性についてについてについてについて    

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会」は、環境

アセスメント（環境影響評価、以下「環境アセス」と略す）の一環として出される補正評

価書の補正にかかる助言を行うために設置されたにも関わらず、環境アセスにおいて重要

な要素である科学性と公開性のうち、公開性はまったく不十分で、NGO や市民からの再三

の要請があったにもかかわらず、改善されないままの状況下で、「普天間飛行場代替施設建

設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会 中間的整理 ～評価書の補正に係る基

本的方針について～」（以降は、「中間的整理」と略す）が発表された。現在までの経緯や

同研究会の議論の一部は、議事要旨や資料という形で防衛省のウェブサイトに公表されて

いるが、それらの情報では全く不十分であるので、改善するよう要望する。 

 

評価書補正にあたる方針評価書補正にあたる方針評価書補正にあたる方針評価書補正にあたる方針についてについてについてについて    

評価書補正にあたる方針は、防衛省ウェブサイトの公表資料（平成 24 年 5 月 18 日 資

料１）から知ることができた。同文書には「１．評価指標が明確な項目については、予測

結果と評価指標の比較による当該指標の達成・整合についての評価だけでなく、影響の程

度についても具体的に評価する」、「２．明確な評価指標がない場合については 1) 影響の程

度については、出来る限り具体的かつ詳細に示す、2) 評価指標を新たに設定する場合には、

その根拠及び適用性等について具体的かつ詳細に示す、3) 評価にあたっては「影響が小さ

い」、「影響がほとんどない」等の抽象的な表現を出来る限り避け、その科学的根拠を付加

する」とある。今回発表された中間的整理には、このような視点での検討が十分に示され

ていない。これらの方針を最終提言書及び補正評価書にぜひ活かしていただきたい。 

 

有識者研究会有識者研究会有識者研究会有識者研究会の位置付けの位置付けの位置付けの位置付けについてについてについてについて    

「調査結果の取り扱い」(p6)に記されていることは科学者のスタンスとして当然と納得で

きる事項である。しかし、現況調査結果を含む最新のデータを「研究会として活用する」
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と記してあることに懸念が生じる。研究会として活用した結果、この一連のアセス手続き

のどこに反映されるのか不明である。これは研究会の位置づけや役割とも関連するので、

明確に示すことを要望する。 

 

 

 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ「中間的整理」の「中間的整理」の「中間的整理」の「中間的整理」の全体に全体に全体に全体に関すること関すること関すること関すること    

 

評価における課題で、「評価については「影響が小さい」、「影響がほとんどない」等の抽

象的な表現が多く、また、その根拠が明確になっていない部分もあるなど、見直しが必要

である。」との指摘は評価書をよく検討された結果と評価している。これらの指摘を最終提

言書及び補正評価書に的確に活かしていただきたい。 

「さらなる調査が必要」、「さらなる検討が必要」などの表現が記述されている。この指

摘も、評価書をよく検討された結果として示された課題であると評価している。最終提言

書では「調査・検討」の内容を具体的に示し、補正評価書に反映すべきである。 

 

「中間的整理」の全体を通じて、特に指摘しておきたい点を以下に記す。 

    

（１（１（１（１）水環境について）水環境について）水環境について）水環境について    

 海域については、海域に大きな構造物を作ることによる潮流の変化の予測が鍵を握る重

要な要因の一つである。評価書に記されている潮流のシミュレーションやシールズ数につ

いては日本自然保護協会（2012）等の NGO や市民から数値の誤りが指摘されている。海

草藻場やサンゴ類、堆積物の移動等への影響を予測するにあたり、正確な潮流シミュレー

ションの値が必要となる。評価書に記されている数値ではなく、コンサルタントが計測し

た生データから計算し直していただきたい。 

水質についても根拠が不明確な措置（例えば埋め立て土砂投入に伴う外海への汚濁の防

止策、飛行場施設供用後の水質の変化）について検討をしないまま生態系全体への影響を

測ることは不可能である。 

    

（２）生物等の移植、自然環境の復元や造成に関する記述について（２）生物等の移植、自然環境の復元や造成に関する記述について（２）生物等の移植、自然環境の復元や造成に関する記述について（２）生物等の移植、自然環境の復元や造成に関する記述について    

自然環境は人工的な造成や再生ができるものではない。生物の移植や環境の造成によっ

て元の自然に近づける補助にはなるものの、元々の自然とは全く異なる。これは沖縄県知

事や複数の NGO からも指摘してきたことである。多様な生物が生息する生態系の中で、人

為的に移動させやすい生き物に限定した移動や移植を行うことは環境保全措置ではない。

また移動・移植・造成などの技術が確立していないのであれば、なおさらこれらの措置の

効果は不明であり、環境保全措置にならないことは言うまでもない。さらには、このよう

な提案は、自然破壊の免罪符を与えることにつながりかねないものであることに留意すべ

きである。 

環境アセスの手続きとしては、有識者研究会（第１回議事要旨）においても環境への影
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響を定量的に示すことが重要であると指摘されているように、事業の実施により、どのよ

うな自然を失うのかそのコストをまず定量的に測り、その上で、有効な保全措置や緊急避

難的な措置を検討すべきである。有識者研究会や事業者にはまずその測定方法について具

体的に示していただきたい。緊急避難的な措置の導入も否定はしないが、それはあくまで

も有効な環境保全措置が存在したうえで、付加的に位置づけられるべきであると考える。 

 また動物の移動及び植物の移植に伴う影響については、移動・移植先における個体密度

の変化や移植先を利用している生物に与える影響等、移動・移植先の環境に及ぼす影響が

全く検討されていないことが問題である。 

平成 24 年 4 月 27 日の議事要旨には「生態系については、評価書全体として「影響が小

さい」との評価になっているが、「影響が小さいからいい」だけでは通らないと思う。現在

の知見でどこまで影響があるかを再度評価することは重要であるが、影響が大きいのであ

れば大きいと評価した上で、例えば影響を受けるものを移植するだけではなく、影響を受

ける周辺の環境を含めて保全するようなことに踏み込むことも考えられるのではないか。」

との意見があるが、今回の中間的整理では移植技術の検討だけにとどまっている。影響を

受ける周辺の環境も含めての保全措置を検討していただきたい。 

 

（（（（３）生物多様性豊かな海域、辺野古・大浦湾の特性３）生物多様性豊かな海域、辺野古・大浦湾の特性３）生物多様性豊かな海域、辺野古・大浦湾の特性３）生物多様性豊かな海域、辺野古・大浦湾の特性    

事業が予定されている海域では、サンゴ礁の地形の上に、大小さまざまな規模のサンゴ

群集、海草藻場、マングローブ林、干潟、泥地、砂地が広がり、これらが全体として大き

な一つのセットになり、微妙なバランスを取りつつ現在の自然環境を保っている（日本自

然保護協会・WWF ジャパン 2009、沖縄リーフチェック研究会 2009）。つまりサンゴ礁

生態系は生物群集系と地形・堆積物・海水の動き・水質といった無機環境系との関係によ

って成り立っているのである。特に、外洋的環境から内湾的環境の特性を持つ大浦湾とサ

ンゴ礁生態系の辺野古がセットで存在することに生物多様性を保全する、高い重要性があ

り、その接点である遮蔽された大浦湾西部の砂泥地は、特異的な生物群と希少種が分布し、

極めて重要な環境である（日本自然保護協会、2007）。このような自然環境が、絶滅危惧種

であるジュゴンをはじめとし、トカゲハゼやユビエダハマサンゴ群集、海草藻場、大規模

なアオサンゴ群集を支えている。これらの事項は全て関連しているのであるから、その一

部だけを取り上げて移動や造成を論じることには疑問を感じる。潮流や堆積物も含めて移

植ができるならば、その手法を明記すべきである。 

このような生物多様性のホットスポットを、科学的な評価を十分に行わずに、不可逆的

な変化を与え、失おうとしていることは、将来世代へ大きな禍根を残すことになることを

考慮し、事業ありきとも受け取れる「中間的整理」に示されている事項について、再度ご

検討いただきたい。 

 

（４）不明確な根拠の追及（４）不明確な根拠の追及（４）不明確な根拠の追及（４）不明確な根拠の追及    

事業の進め方や環境保全措置等において、埋立土砂による汚濁防止方法や米軍へのマニ

ュアル周知などについて具体的な方法が示されていない。これらの根拠や有効性が不明確

な措置にこそ焦点をあてて検討していただきたい。 

 

（５）常襲する台風（５）常襲する台風（５）常襲する台風（５）常襲する台風の検討及び対策の検討及び対策の検討及び対策の検討及び対策    
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評価書の地形変化・堆積物変化のシミュレーションでは、「高波浪」と「年最大波浪」に

ついて行っているだけで、台風等の「異常波浪」については、シミュレーションが行われ

ていない（日本自然保護協会、2011）。従って台風時の生物や地形への影響が正確になされ

ていないという状態である。 

そのため海上ヤードをはじめとする海上の建築物について、沖縄県知事意見においても

対策が懸念されている。台風の襲来は避けられないものであるので、知事意見を真摯に受

け止めていただきたい。 

また海上ヤードの存在自体が海流を変化させる可能性があり、設置地点以外にも影響を

及ぼす可能性があることについても留意すべきである。 

 

（６）環境アセスの手続きについて（６）環境アセスの手続きについて（６）環境アセスの手続きについて（６）環境アセスの手続きについて    

本件の環境アセスのプロセスには問題が多い。方法書が出された半年後に、追加方法書、

追加・修正方法書が出され、追加方法書及び追加・修正方法書については広告縦覧がなさ

れなかった。つまり市民が意見を言える機会が存在しなかったのである。埋立土砂の件（分

量と調達先）については追加方法書の段階になり初めて公表されたものであり、また MV22

オスプレイの配備に至っては評価書の段階まで記載がなかった。これらの事実は環境アセ

ス手続きにおいて重大な問題であり、事業者や有識者研究会には再度この点を検討事項に

入れていただきたい。 

全般的に評価書を肯定する内容になっている。評価書補正という環境アセス上重要な手

続きにどう生かすのか、有識者研究会の役割を示していただきたい。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ「中間的整理」の「中間的整理」の「中間的整理」の「中間的整理」の個別の項目に関すること個別の項目に関すること個別の項目に関すること個別の項目に関すること    

 

以下、「中間的整理」の目次に沿い、意見を述べる。 

 

２２２２    全般事項に係る助言全般事項に係る助言全般事項に係る助言全般事項に係る助言        

（（（（１１１１））））    評価方法について評価方法について評価方法について評価方法について        

 次のような問題点について、沖縄県知事意見及び環境影響評価書に立ち戻ってよく見て

いただきたい。 

・調査項目が多岐にわたり膨大なデータが集められているが、項目によっては生物リスト

を示しただけで定量的データが不足しているものもあり、種同定まで出来ていない種も

ある。この状態で正確な評価をすることは難しい。 

・調査結果およびその解析に関する考察が不十分であり、大部分の項目で短絡的な評価に

帰結している。 

・科学的根拠の提示、影響の程度の定量化は重要であり、補正に反映させるべきである。 

・環境リスクと事業の必要性、意義の比較衡量は、やり方によっては環境アセス制度その

ものを否定することになる。 

・環境アセスは、事業に関する評価を科学的・民主的な方法を用いて行うべきであり、そ

の結果として事業の可否を判断すべきである。 

・環境基準等の評価指標については、事業特性、地域特性を十分に勘案するべきである。 
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・科学的知見の不十分な評価指標は、予防原則に従って厳しく定めるべきである。 

 

（（（（２２２２））））    環境保全措置について環境保全措置について環境保全措置について環境保全措置について        

・類似の事例を活用するのは良いが、効果の評価については相反する意見が少なくないこ

とに留意する必要がある。 

・サンゴ類等は移動及び移植するとしながら、海藻草類のウミボッスについては同様の保

全措置は検討されていない。評価書全体にわたり、種や項目により環境保全措置に差異

がある、というこの重要な点を検討いただきたい。 

・移動・移植を環境保全措置としている生物種や生態系については、移動・移植以外の保

全措置を具体的に明記したうえで、移動・移植先の環境への影響も併せて具体的に明記

していただきたい。 

・赤土等の流出に関しては、事業によるものだけでなく、すでにバックグラウンドとして

流出し堆積しているものについても検討するべきである。 

・環境影響の回避が優先されるべきであり、次いで低減であり、代償措置はその後である。

この順番は重要である。 

 

（（（（３３３３））））    事業内容に事業内容に事業内容に事業内容についてついてついてついて    

①①①① 埋立土砂埋立土砂埋立土砂埋立土砂    

・本土のダムの堆積土砂は、その水系内の環境保全（中洲や海浜の再生）に用いるべきで

ある。 

・建設残土、浚渫土砂も原則として発生源近辺で処理するべきであり、長距離運搬をする

ことになれば環境にかかるコストは高くなる。 

・埋め立て土砂として本土のダムの堆積土砂を用いるという案は、評価書の補正というレ

ベルの記述ではなく、新たな提案である。有識者研究会の意見なのか防衛省の意見なの

か明確にするべきである。 

・この提案は環境保全の立場からは多くの問題を含んでいる。第 3 回議事要旨（7 月 4 日）

には「仮に大量の海砂を購入することとなった場合、採取場所及びその周辺への影響が

懸念される」とあるが、本土のダムの浚渫残土を沖縄に移動させた場合、海砂の場合と

同様、沖縄から見れば外来種に相当する生物等が含まれている。本中間的整理にもその

点を懸念しているとの旨は書かれているが、具体的にどのようにすれば懸念がなくなる

のか、その方法を示していただきたい。 

・本土のダムの浚渫残土の活用は全く有効な環境保全措置になっていないと考える。 

 

②②②② 美謝川切り替え美謝川切り替え美謝川切り替え美謝川切り替え    

・連続した生態系を失うことの大きさを算出し、その上で、どの程度ならば人為的方法で

復元が可能なのかを検討すべきである。 

・河口域の地形と生態系は人為的な再生が可能なのか、持続性はどうなのか疑問がある。 

・局地的な集中豪雨が原因となり赤土流出が起きる例が少なくないので、それに対する対

策も併せて検討していただきたい。 

・1km に満たない美謝川の流路切替を行えば、川から海の連続した生態系という概念自体

が成り立たないのではないかと考える。 



6 
 

 

③③③③ 海上ヤード海上ヤード海上ヤード海上ヤード    

・一時的な海上ヤードに定着する生物を生かすよりも、海上ヤードの存在が海の生態系に

与える影響を考えるべきである。 

・海上ヤードの存在が潮流に与える影響を定量的に測るべきである。 

・一時的な建造物を撤去しないという不十分な工事につながりかねない 

・そもそも海上ヤードの必要性そのものかについて検討が必要であると、沖縄県知事意見

でも指摘があり、海上ヤードありきの考え方は納得ができないものである。 

 

（４）その他（４）その他（４）その他（４）その他        

①環境保全（保護）策①環境保全（保護）策①環境保全（保護）策①環境保全（保護）策    

・「２ 全般事項に係る助言（２）」に書かれている環境保全措置とこの段落の見出しの「環

境保全（保護）策」の違いを明確に示していただきたい。 

・事業者は国（防衛省）であるのに「周辺環境や生態系の保全（保護）については、沖縄

全体にも及ぶ課題でもあり、事業者により実施するには難しい面もあることから、国と

しての取り組みが必要」と記してあるが、意味が理解できない。国というのは例えば環

境省を指すことが考えられるが、もしそうならば、これは責任転嫁に相当することであ

ると考えられる。事業者が有効な環境保全措置を取ることは法律上の義務である。 

・環境アセスの「現地調査」に行われている「現況調査」で新たな知見が得られているこ

とから（ジュゴン、ウミガメ類など）、最新のデータを考察、影響予測、評価に取り入れ

ることは重要である。 

・環境アセスの「現地調査」に行われている「現況調査」で新たな知見が得られているこ

とから（ジュゴン、ウミガメ類など）、最新のデータを考察、影響予測、評価に取り入れ

ることは重要である。 

 

３３３３    生活環境に係る助言生活環境に係る助言生活環境に係る助言生活環境に係る助言        

（（（（１１１１））））    航空機騒音について航空機騒音について航空機騒音について航空機騒音について        

・普天間基地や嘉手納基地等の周辺の住宅の騒音対策を調査していただきたい。コンクリ

ート住宅が多いのは確かであるが、その他の有効な騒音対策も併せて導入していること

が多い。 

・米軍からデータを得て、丁寧に記述しても問題は何も解決しない。米軍が規則を守らな

いことや、手続き上の抜け道があることが問題であり、その対策が十分に示されない限

り保全対策にはならない。 

・沖縄の住宅は鉄筋コンクリート造の住宅が多く「遮音対策が有利ではないか」との認識

が示されている。沖縄全体の住宅の認識はある程度は妥当であると考えるが、「航空機騒

音」の影響があるとされる地域についてもその認識が当てはまるかどうか、言及するべ

きである。またこの地域においては、漁業や農業に従事する生活があること、屋外で人々

がレクレーションや伝統行事等の活動を行われていることへの言及がなく、これは問題

であると考える。 

 

（（（（２２２２））））    低周波音について低周波音について低周波音について低周波音について        
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・個人差が大きく予測・評価が難しい項目ではあるが、予測しないで良い訳ではない。個

人差を勘案した予測・評価を行うべきである。なお事後調査は保全措置ではないので、

これをもって予測・評価もしたかのように受け取れる記述は適当でない。 

・アメリカで行った MV22 オスプレイの低周波音に関する調査に関わった専門家のヒアリ

ングを行うべきである。 

 

（（（（３３３３））））    水環境について水環境について水環境について水環境について        

・水環境で用いられる値はサンゴ類や海草藻類等の予測に影響を及ぼすので、用いられて

いる条件が妥当かどうか説明する必要があるとの指摘は良いと思う。 

・潮流シミュレーションに関しては沖縄県知事意見や NGO 等から批判的な意見が出されて

いる、それに対する反論がないまま、予測、評価は妥当というのでは、科学的意見の交

換にならない。 

・＜２全般事項に係る助言（１）評価について①評価における課題＞の冒頭で、「評価書全

般を通して、現地調査については、細部にわたり非常によく実施されているが・・・」

との記述がある。しかし、この評価は潮流シミュレーション（水象）については、全く

当てはまらない。まず、水深の測量が 50m メッシュでありサンゴ礁の地形を再現できな

い。またシミュレーションに与えた境界条件が実測によらず仮定の数値を与えている。

有識者研究会はこれらの点を見逃さず精査して評価していただきたい。また沖縄県知事

意見で求められている台風時の調査はおこなわれていないことも指摘しておく。 

・＜水の濁り等の予測の基本となる潮流シミュレーションについては、これまでの確認に

おいては、概ね現在のシミュレーション技術に合致していることを確認しており、予測

条件も概ね適切に設定され、着目すべきポイントについても、流れの状況が概ね的確に

再現されていると考えられる。さらに、流れや濁りの発生についても妥当な評価がなさ

れていると考える。＞5～9 行目に以上の記述があるが、潮流シミュレーションの技術レ

ベルについて、概ねという定性的な評価をおこない、その結果としての流れの状況が概

ね的確に再現されている、との評価をおこなっている有識者の姿勢は大いに疑問である。

（アンダーラインは沖縄ジュゴンアセスメント監視団） 

 

４４４４    自然環境に係る助言自然環境に係る助言自然環境に係る助言自然環境に係る助言        

（（（（１１１１））））    海域生物（ウミガメ類）について海域生物（ウミガメ類）について海域生物（ウミガメ類）について海域生物（ウミガメ類）について        

・現況調査のデータを加えて考察、影響予測、評価することは必要であるので、ぜひその

ようにしていただきたい。また環境省や NGO 等が実施した調査結果についてもぜひ含め

ていただきたい。 

・キャンプ・シュワブ前の海浜のウミガメ類の上陸・産卵に対する評価は妥当ではない。

ウミガメが現在利用している（産卵、孵化）海浜は「産卵の可能性が高い場所」とする

べきである。また「さらに条件が良好な産卵場所を提供する」とはどのようなことか意

味しているのか、具体的に示していただきたい。 

・人間から見て良好であろうと思われる場所が必ずしもウミガメにとって「産卵・孵化に

良好な海浜」とは限らないうえに、その逆も成り立つことを考慮いただきたい。 

・なぜ、屋久島より上陸数が少ないので影響が軽微なのか意味不明である。他の場所に多

く生息しているので影響は少ないということを意味するならば環境アセスになっていな
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いと言わざるを得ない。 

 

（（（（２２２２））））    サンゴ類についてサンゴ類についてサンゴ類についてサンゴ類について        

・大浦湾に生息しているのはサンゴ類やサンゴ群集のみではない。（３）生物多様性豊かな

海域、辺野古・大浦湾の特性に記したよう、本海域の自然環境がセットで保存されるこ

とが重要である。 

・サンゴ礁生態系はサンゴ類だけで成り立っている訳ではない。サンゴ類だけではなく、

サンゴ礁としての地形や海域生態系全体について及ぶ影響についても、きちんと述べて

いただきたい。 

・サンゴ類に関する 1)、2)、3)の指摘は妥当であると思う。しかしこれらの指摘をきちんと

反映させるということはが、なぜ潮流のシミュレーション及び水質への対策を再検討す

るということにならないのか不思議である。 

・キャンプ・シュワブの東側海域（大浦湾、キャンプ・シュワブ沖周辺海域）は非常に狭

い範囲内に、浅場から深場までの多様な環境がある生物多様性保全上、きわめて重要な

海域である（日本自然保護協会、2007）。このような場について、地形や堆積物、水の流

れのパターンもそのままの状態で再現する方法は無い。またサンゴの移植先として用い

る場合にも、既存の生物や生態系に影響を及ぼさないという保証はないので、事前に影

響の程度について明確にすべきである。 

・沖縄総合事務局が移植に成功しているサンゴのみである。参照することに異議はないが、

これらの事例が必ずしもサンゴ礁生態系全体の保全にはなっていないことも考慮してい

ただきたい。 

 

（（（（３３３３））））    海草藻類について海草藻類について海草藻類について海草藻類について        

①①①① 予測・評価、②環境保全措置（移植・海草藻場造成）予測・評価、②環境保全措置（移植・海草藻場造成）予測・評価、②環境保全措置（移植・海草藻場造成）予測・評価、②環境保全措置（移植・海草藻場造成）    

・「被度 50％以上の高被度域を含む藻場の消失を伴うことから、評価を丁寧に行う」とは、

具体的にどのようなやり方で評価するのか、言葉だけでなく例を示して説明していただ

きたい。 

・中城湾港（泡瀬地区）における海草の移植実験については手植え移植と機械移植が行わ

れたがいずれも失敗に終わったことは明白である（日本自然保護協会、2007）。また同海

域においては巨大な構造物の建設が、直接の埋立地だけではなく、周囲に生息していた

海草類、地形、サンゴ類等へも影響を及ぼしていることが、調査の結果判明している（日

本自然保護協会、2011）。従って同海域の海草移植の方法を導入するのは適切ではないと

考える。また日本自然保護協会の調査結果を参考にし、構造物が埋立地周辺の地形や生

き物に及ぼしている影響も見ていただきたい。 

・また海草の移植は、中城湾港（泡瀬地区）の例を見るまでもなく、ことごとく失敗して

おり、移植元の生態系のみならず移植先の生態系まで破壊していると NGO や専門家から

指摘がある。海草藻場の積極的な造成をアドバイスすることは、自然破壊の免罪符を与

えることにつながる。 

・海草の種ごとの特性を考慮することもないまま、被度 50％以上の海草藻場の存続のみで

影響評価の妥当性を判断しているのは間違っている。被度 50％以上の密生した海草藻場

を形成するのは、ボウバアマモ、リュウキュウスガモなど、密生した根茎を持つ種であ
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り、葉身のみを採食するウミガメならばともかく、根茎を含めて採食するジュゴンにと

っては必ずしも良好な採食環境とは言えない。むしろ、リュウキュウアマモ、ベニアマ

モ、ウミジグサなどの中程度の被度を持つ海草や、マツバウミジグサ、ウミヒルモなど

低密度の群落を形成する海草のジュゴンの餌としての重要性を軽視する結果となってい

る。 

・シールズ数については、評価書はページによって都合のよい数字を使い分けており、こ

の問題を指摘した日本自然保護協会の理由書（2012）に対して、防衛省は何も反論でき

ていない。したがって、ここに書かれたシールズ数をもって、影響の回避の可否を判断

することは到底できない。 

    

③③③③クビレミドロクビレミドロクビレミドロクビレミドロ    

・中城湾港（泡瀬地区）におけるクビレミドロの移植実験は室内でしか行われておらず、

フィールドでの実験は行われていない（泡瀬干潟 環境保全・想像検討委員会 海藻草

類専門部会 資料）。室内実験では上手く出来ることが、フィールドでは出来ないという

ことは現在までの経験からよくあることである。「基本的な生息環境条件が整理できた」

とあるが、これをもってフィールドでの移植を行うのは早計である。 

・「評価書の潮流シミュレーションに基づくシールズ数の変化に係る予測結果を見る限りに

おいては、事業の実施に伴う地形の変化により、クビレミドロの生息域への直接的な影

響は少ないと考えられる」とあるが、指摘潮流シミュレーション自体が間違っていた場

合には、この検討も誤りとなる。 

・海草藻場やサンゴ類への影響を予測するにあたり、正確な潮流シミュレーションの値が

必要となる。評価書に示されている数値を用いるのではなく、生データから計算し直す

ことを考慮いただきたい。 

 

（（（（４４４４））））    ジュゴンについてジュゴンについてジュゴンについてジュゴンについて        

・この部分に記された意見や提案は、概ね、知事意見や NGO が指摘してきた同事業がジュ

ゴンに及ぼす影響を確認したものとなっている。また、沖縄防衛局が影響はないとして

きたジュゴンの利用する海草藻場がある嘉陽地区の海域について、「事業の実施に伴う影

響を受ける可能性」を指摘したことは評価される。また、ジュゴンの保全（保護）につ

いて、沖縄全体における取組みへ言及したことも一定の評価はできる。 

・しかしこの部分においても、事業を行う前提で意見や提案が出されており、事業の中止

や見直しを視野に入れた意見とはなっておらず、意見や提案が非常に矛盾したものにな

っていることを問題視せざるをえない。 

・例えば、事業者のアセスで確認個体数が 3 頭であったことをもとに、「事業がなくても絶

滅のリスクが高い」「事実上絶滅に近い状態」との認識を示しているが、「事業の実施が

これをさらに悪化させないように対処する必要がある」との意見となっている。しかし、

果たして事業を行いながら、そのような対処が可能であるのかの根本的議論がなく、こ

れは大きな問題だと考える。また「警戒システムの構築」や嘉陽地域の海域における「モ

ニタリング」が提案されているが、これも事業を行うことを前提にしており、またこれ

らの保全措置の実際の効果について踏み込んだ議論が示されていないことも問題である

と考える。沖縄におけるジュゴンの生息状況が非常に厳しいものであることは共通認識
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としているが、これに対して中間的整理は、ジュゴン減少の原因の調査、八重山諸島に

おけるジュゴンの生息調査などすでに粕谷他が研究済みであることをくり返してアドバ

イスしている。PVA の実施は重要だが、アドバイスの多くは事業者ではなく、環境省が

行うべき筋のものばかりである。 

・・・・事業者に対しては、このように絶滅寸前のジュゴン個体群の生息地で事業を行うのであ

れば、事業がジュゴンの絶滅に１％たりとも加担しなかったという証明を求めるべきで

ある。具体的には、工事期間中、毎日航空機を飛ばしてジュゴンの位置を把握し、もし

ジュゴンが１頭でも辺野古・大浦湾に来たら工事を中止し、すべての船舶の運航も中止

することを求めるべきであろう。 

・ジュゴンの餌場である海草藻場については、「事業の実施に伴い海草藻場が失われる影響

や仮に本事業で大量の海砂を購入した場合の海砂採取による沖縄全体の藻場の減少によ

る影響の可能性も排除できない」としているが、一方「海草藻類について」の項目では、

「喪失面積に相当する藻場を移植等によって代償されることが望ましく、具体的には、

移植等による現状の育成区域周辺への海草藻場の拡大等のほか、海草藻場の新たな造成

及び移植についても検討することが望ましい」との意見を出している。この２つの意見

は大きく矛盾しており、生態系の中におけるジュゴンと海草藻場の関連を考慮した意見

とは考えにくい。「喪失面積に相当する藻場を移植等によって代償」が果たして実際に可

能な提案なのか、という疑問があることはいうまでもない。 

・環境アセスの前の現地技術調査（ボーリング用単管やぐらの設置）、現況調査（ビデオ撮

影機、パッシブソナー、サンゴ着床板の設置）などによるジュゴンとその生息海域への

攪乱について、何ら考察していない。 

・これらの攪乱によって、ジュゴンの分布、行動におよぼした影響を解析しなければ、「貴

重な調査」とは言えない。 

・人為的攪乱とジュゴンの行動範囲をどのように解析して、評価書補正に生かすのか、そ

の道筋を示すべきである。 

・ジュゴンの個体群維持に関わる評価は十分意味のある指摘であるが、評価書補正には、

具体的に、どのように生かせるのか、具体的に示すべきである。 

・ジュゴンの調査は、専門家や住民、自治体の意見を聴取しないまま開始された現況調査

が先にあり、その手法を踏襲して環境アセス現地調査が行われた。アセス後の現況調査

については、仕切り直しをして、これまで除外されてきた専門家や住民の意見を聞くべ

きである。 

・現在知られているジュゴンの生息海域は、沖縄島中北部沿岸だけである。先島諸島の調

査も必要であるが、優先順位としては、沖縄島個体群の保全を優先するべきである。そ

の際には、安全な生息場所と十分な食料を得られる海草藻場の確保が不可欠である。 

・事業の実施が、ジュゴンの絶滅にどれだけの影響を及ぼすのかを、ジュゴンの生息地に

及ぼす影響も含め、具体的に検証することが必要である。 

 

５５５５    事後調査・環境監視調査に係る助言事後調査・環境監視調査に係る助言事後調査・環境監視調査に係る助言事後調査・環境監視調査に係る助言        

・夜間工事、汚濁防止膜、工事による騒音、地下水、水象、地形・地質及び辺野古地先水

面作業ヤードにおける水の汚れ（pH）についても、事後調査を実施することが必要であ

る。とりわけ予測の基礎となる水象（潮流シミュレーション）の計算をやり直す必要が
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ある。 

 

６６６６    今後の進め方今後の進め方今後の進め方今後の進め方    

・同有識者研究会が環境アセスメントの枠組みの中で開催されていること、環境アセスメ

ントを行うには科学性と民主性が重要な要素であり、情報公開と住民参加が基本である

こと、に留意して今後進められるべきである。 

・今後行われる研究会を公開し、参加者の意見を聴取するべきである。 

 

【おわりに】【おわりに】【おわりに】【おわりに】    

    有識者研究会は環境アセスの科学性を保証するために、沖縄県知事意見の一つ一つに、

丁寧に応答すべきであると考える。 

情報の公開性や匿名の専門家が述べた意見への対応に苦労してきた私たちとしては、少

なくとも「中間的整理」の項目ごとに執筆者の氏名を入れていただきたい。仮に、「中間的

整理」の起草者が防衛省の担当者や、コンサルタントの担当者であるのなら、これらのこ

とを明示して、有識者研究会としての責任を果たしていただきたい。 

今後も、科学的・専門的観点から、より鋭い指摘を行っていただきたく、私たち NGO の

意見が有識者研究会による最終提言書および補正評価書に活かされることを強く願う。 

 

 

＜参考文献＞  

１）日本自然保護協会（2012）「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」へ

の意見書・理由書 

２）日本自然保護協会・WWF ジャパン(2009) 『辺野古・大浦湾 アオサンゴの海 生物多

様性が豊かな理由（わけ）－合同調査でわかったこと－』 

３）沖縄リーフチェック研究会（2009）『大浦湾生き物マップ報告書』 

４）日本自然保護協会（2011）「泡瀬干潟・浅海域埋立て。なぜ、自然環境・生物多様性を

破壊し、経済的合理性が示されない事業が止まらないのか!?」記者会見資料. 

５）日本自然保護協会（2007）『沖縄島北部東海岸における海草藻場モニタリング調査報告

書』日本自然保護協会報告書第 97 号 

６）日本自然保護協会（2007）『泡瀬干潟自然環境調査報告書』日本自然保護協会報告書第

95 号 
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辺野古アセス辺野古アセス辺野古アセス辺野古アセス学習会「補正評価書提出＆埋立申請を許さない」学習会「補正評価書提出＆埋立申請を許さない」学習会「補正評価書提出＆埋立申請を許さない」学習会「補正評価書提出＆埋立申請を許さない」     

 
辺野古アセス評価書補正と公有水面埋立辺野古アセス評価書補正と公有水面埋立辺野古アセス評価書補正と公有水面埋立辺野古アセス評価書補正と公有水面埋立のののの問題問題問題問題  

 
花輪伸一  

 
1. 辺野古アセス評価書補正辺野古アセス評価書補正辺野古アセス評価書補正辺野古アセス評価書補正  

 
「普天間飛行場代替施設建設に関わる環境影響評価」（以下、辺野古アセス）

は、現況調査（2007 年度）、アセス現地調査（2008 年度）、現況調査（2009 年～）

の順で行われた。その結果、事前の現況調査（水中ビデオ、パッシブソナー、サ

ンゴ着床版など）でジュゴンの生息環境を攪乱し、科学的なアセスとは認められ

なくなった。また、方法書も追加版、修正版など、重要な事業内容の後出しが多

く、住民の意見を述べる機会を奪い、評価書段階で初めてオスプレイの配備を認

め、年末に県庁へ強行搬入するなど、アセスの基本である科学性と民主性が失わ

れ、法の精神を無視した違法なものとなっている。  
 これに対して、5,000 件を越える住民意見が出され、沖縄県知事は計 579 件も

の意見を付した。防衛省は、大臣の下に「有識者研究会」を設けて評価書の補正

に当たり、9 月に「中間的整理」を発表した。しかし、この「中間的整理」には、

次のような問題がある。  
(1) アセスの理念、NGO や議員の要請にもかかわらず、研究会を公開しなかった。 

(2) ジュゴンへの攪乱、海流シミュレーションなどの問題に触れず、一連の調査

を高く評価している。  

(3) 環境リスクと事業の必要性や意義を比較することも重要として、アセス制度

の形骸化を図ろうとしている（例えば、ジュゴンの絶滅リスクと軍事基地建

設による防衛を比較し、後者が重要とすることなどが想定される）。  

(4) 埋立土砂について、建設残土、ダム堆積土砂、浚渫残土等の本土からの搬入

も含めて、積極的な活用を検討するべきとし、不足土砂の入手先を提案し、

新たな公共事業への展開を狙っているように見える。  

(5) 海上ヤードを撤去せずに放置し、生物の定着を図ることを提案しているが、

海底環境への悪影響を考慮していないし、手抜き工事につながることもあり

得る。  

(6) ジュゴンは基地建設事業が無くても絶滅リスクが高いので、保護のためには

先島諸島での調査も必要である。また、ジュゴンとその生息海域の保全は、

沖縄全体におよぶので国（環境省）の関与が必要として、責任転嫁を図って

いる。  

(7) サンゴや海草の移植を推進しているが、本来の生態系保全がおろそかになる

し、他の場所で成功しているわけではない。  

(8) アセス現地調査後の現況調査で得られたデータは研究会で参考にするだけで

あるが、これらの新たな知見も加えて評価書を補正するべきである。  

(9) 「単に影響は少ないと言うだけでなく丁寧に説明するように」などの指摘は

良いが、今回の中間的整理を見る限り、最終報告がどれだけ評価書補正に対
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して科学的に、具体的に重要な指摘を行うことができるのか、疑問である。  

(10) 環境アセスの専門家が入っていないので、違法の可能性の高い手続き問

題の指摘がない。  

(11) 最終報告はコンサルが作成し研究会の承認を得る、補正評価書も防衛省

の指示でコンサルが補正すると思われ、評価書と大きく変わるところはあま

りないだろう。  

 

2. 公有水面埋立申請について公有水面埋立申請について公有水面埋立申請について公有水面埋立申請について  
 
「公有水面埋立法」に関わる政令では、埋立免許の出願の際に「環境保全に関

し講じる措置を記載した図書」が必要であり、この図書として環境アセス評価書

が添付される。そのため、評価書補正後、公有水面埋立の申請は、次のようにな

ると思われる。  
(1) 補正した評価書は 1 か月間縦覧され確定されるが、住民等の意見は求められ

ない。公有水面埋立申請は、環境アセス評価書を添付して、事業者（沖縄防

衛局）から沖縄県知事に提出され、その承認が求められる。  

(2) 沖縄県知事は、「自然環境、生活環境の保全は困難」として飛行場、埋立に関

する 579 件の意見を出している。そのため、補正評価書で十分な修正が示さ

れ「保全は可能という証明」がなされなければ、公有水面埋立申請は承認で

きないという立場にある。  

(3) 政府は、照屋寛徳衆議院議員の質問主意書（2011.12）に対して、①「一般論

として申し上げれば、国が公有水面の埋立てを行うには、同法第四十二条第

一項に規定する都道府県知事の承認を受ける必要があり、また、その承認に

係る事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一

号に規定する第一号法定受託事務であることから、国は、その処理が公有水

面埋立法に違反していると認めるとき等には、地方自治法第二百四十五条の

七等の規定により是正の指示等をすることができる場合がある」、②「公有水

面埋立法第四十二条の改正を行うことは念頭に置いていない」と回答してい

る。  

(4) したがって、是正指示、代執行、裁判があり得る。また、政権交代が起きれ

ば、法改正もあり得る。  

(5) 報道によれば、12 月上旬には有識者の最終報告
1)1 )1 )1 )
、中旬には補正評価書が出

来上がり、その後、補正評価書を縦覧する可能性もある。公有水面埋立申請

は、選挙後の新内閣へ先送りするようで 1 月になる見込みと報じられている。 

(6) 県の審査は、形式審査（免許基準に合うか、所定の図書があるかなど）、告示･

縦覧（3 週間）、内容審査（利害関係者、地元市町村長、関係行政機関の意見

聴取とその評価、承認するかどうかの意志決定など）があり、6 か月間程度

と見られる。  

(7) 今後、沖縄県が「承認しない」という論理的根拠（環境アセスの不備や埋立

土砂の問題など）を補強し、後押しする世論づくりが必要である。  

 
1)1 )1 )1 ) すでに 11 月 27 日に第 7 回有識者研究会（最終回）が開かれた。  



                               2012 年 12 月 25 日 

防衛大臣 殿 

 

公益財団法人 日本自然保護協会 

沖縄･生物多様性市民ネットワーク  

沖縄環境ネットワーク                                        

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団  

沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会 

ヘリ基地反対協議会                               

ヘリ基地いらない二見以北十区の会   

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック                             

辺野古への基地建設を許さない実行委員会  

ジュゴン保護キャンペーンセンター 

ジュゴンネットワーク沖縄 

JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク） 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会 最終報告 

～ 評価書の補正に係る提言 ～」に対する意見書の送付 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価」（辺野古アセス）の『評価書』に

対し、沖縄県知事が「評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活

環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能」との厳しい意見を出しました。 

それに対して、防衛省は、知事意見の内容を精査して評価書を補正するため、大臣への

助言を行う「有識者研究会」を今年 4 月に発足させました。 

 

その後、私たち市民団体は、同研究会の非公開性や中間的整理の問題点を指摘し、改善

を要請してきました。しかし、最後まで改善が見られず、環境影響評価において重要な要

件である科学性と公開性を無視したまま最終報告が出されたことは大変残念です。 

 

「有識者研究会最終報告」に記載された科学性や論理積を欠いた部分が、補正評価書に

どのように反映されているのか、また、公有水面埋立申請に引き継がれていくのか、私た

ちは引き続き注視していきます。 

 

「最終ゴールは県外」と言いながら、一旦、基地を辺野古に作り、そこから移設するとい

う石破茂幹事長の意見も聞こえますが、これは多くの沖縄県民の意見を無視するばかりか、

自然環境に「不可逆的に」悪い影響を与えるという観点からも絶対に認める訳にはいきま

せん。 

 

私たちは、沖縄県民や沖縄の自然環境を大切に思う国民の声が実現され、辺野古、大浦

湾の地域、自然環境、生活環境が保全され、オスプレイが飛行せず、ジュゴンが絶滅しな

いことを強く願い、最終報告に対する意見書を送付します。 

 

添付文書 

 「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関 する有識者研究会 最終報告 

～ 評価書の補正に係る提言 ～」に対する意見 



                                2012 年 12 月 25日 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会 最終報告 

～ 評価書の補正に係る提言 ～」に対する意見 

 

公益財団法人 日本自然保護協会 

沖縄･生物多様性市民ネットワーク  

沖縄環境ネットワーク                                        

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団  

沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会 

ヘリ基地反対協議会                               

ヘリ基地いらない二見以北十区の会   

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック                             

辺野古への基地建設を許さない実行委員会  

ジュゴン保護キャンペーンセンター 

ジュゴンネットワーク沖縄 

JUCON（沖縄のための日米市民ネットワーク） 

 

2012 年 12 月 11 日に公表された「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に

関する有識者研究会 最終報告 ～ 評価書の補正に係る提言 ～」には多くの問題点がある

ので、以下に指摘する。 

 

１． 環境影響評価のプロセスの問題 

普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会が、今年 4 月 

に設置されて以来、私たち市民は、有識者研究会の非公開性や中間的整理の問題点を指摘

し、改善を要請してきた。普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関しては、

沖縄で実施されてきた今年 3 月までは、市民の粘り強い要求により、情報公開と市民参加

が、十分ではないものの、なされてきた経緯がある。しかし、それに続いて設置された有

識者研究会では、公開の場での傍聴や完全な議事録の公開、沖縄県民の意見を聞く機会を

設けることなど、公開性が重要な要件である環境影響評価の手続きに大きな問題を残した

まま最終報告が出されたことは極めて遺憾である。 

また「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関する有識者研究会最終報

告 ～ 評価書の補正に係る提言 ～」の文章の作成者・発行機関・発行日が書かれていな

いことも大きな問題である。防衛省のウェブサイトの「普天間飛行場代替施設建設事業に

係る環境影響評価に関する有識者研究会」に最終報告が掲載されていたことから、同研究

会が作成し防衛省が発行したものと考えられるが、正式な文書としては要件が欠けている

と言わざるを得ない。 

さらに同研究会は、「補正に関して科学的・専門的観点から討議を行い、防衛大臣に助言

する」ことを目的として組織されたものであるが、最終報告が提出された 12 月 11 日の翌

週 18 日に補正評価書が事業者により沖縄県へ提出されたということは、防衛省とコンサル

タントによる評価書補正と研究会による検討が、相互乗り入れをしながら同時進行で行わ

れてきたものと見られ、同研究会は中立性を保った助言を与えるための独立した機関とし

ては機能していないと判断せざるを得ない。 



２． 全般について 

同研究会は沖縄県知事意見への対応をするに際して、以下の 4 つの方針（1）-4)）に基づ

き分類したが、論理的に考えると、評価書補正方針には 2 項目（5）-6)）が欠けている。予

測不能な要素を多々含む自然環境が対象であるのに「対応が不可能なもの」や「影響が不

明のもの」が出て来ないのは不自然である。従って事業者は今後、2 項目を追加し、これら

に基づき、補正評価書全体を再検討すべきである。 

1) 評価書の内容をより丁寧に説明することで対応するもの 

2) 追加的な調査、解析、知見等を増やして対応するもの 

3) 環境保全措置を新たに（更に）行うことで対応するもの 

4) 事後調査又は環境監視調査を続けて、その結果に応じた措置を講じるもの 

5) 対応が不可能なもの 

6) 影響が不明のもの 

 

３． 科学性に欠け、論理性を欠いている 

本文及び別添において、科学的・論理的に問題がある部分が多い。 

（１） 最終報告の本文と添付資料の内容が異なる部分が多々見られる。 

例１：埋立土砂の調達計画において、本文には本土からのダムの浚渫残土が大

部分を占めるような記述がなされているが、別添資料には本土のダムの浚渫残

土以外の岩ずりが大部分であるという記述がある。いずれにしても埋立土砂の

調達先について具体的な明記が欠けている。 

例２：本文には、サンゴ類に関し、「台風の接近等による影響も把握することが

望ましい」とあるものの、別添ではその要素については検討されていない。 

 

（２） ジュゴンの個体群存続可能性分析（PVA）に用いられている成熟齢「9 歳」は

妥当なものとは思えない。熱帯のトレス海峡のジュゴン個体群を研究している

Kwan（2002）は成熟齢を「6-11 歳」としているが、オーストラリアのジュゴ

ン個体群を研究している Marsh（1984, 1986）は成熟齢を「10-17 歳」として

いる。このように環境によって大きく左右されるジュゴンの成熟齢を考える際

に、亜熱帯の沖縄のジュゴンは、どちらかといえばトレス海峡よりもオースト

ラリアのジュゴン個体群に近いのではないかと推測される。従ってしたがって、

成熟齢は「9 歳」という仮定は、妥当なものとはいえない。（UNEP(2002),  

Marsh et al. (2012)）。 

 

（３） サンゴや海草の種類や群体型等を全く考慮せず、被度のみを確保すれば良いと

いう偏った考え方に基づき移植や造成等の措置を検討していることは、生物多

様性保全の観点からは不適切である。 

 

（４） 中城港湾（泡瀬干潟）や水産庁（2008）の事例を基に海草藻場の造成が検討さ

れているが、前者に関しては、手植え移植と機械移植が行われたものの、いず

れも失敗に終わっている（日本自然保護協会 2007）。後者は移植が可能である

とされている種が限られており、また生残率等のデータすら示されていない実

験の段階にある。従って、これらの事例を基に移植が可能と考えるのは不十分

である。 



（５） 「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書に対する有識者研究会 

中間的整理～評価書補正に係る基本的方針について～」に対する NGO 意見に

て（日本自然保護協会ほか 2012）指摘したが、移動させやすい生き物のみに

絞り移植することは環境保全措置として適切ではない。また仮に、サンゴや海

草の移植を試みるのであれば、事業全体の工程のなかでいつどの位の量を移植

するのか、どの方法を用いるのか、事後調査はどの程度の頻度で行うのか等の

詳細を具体的に示すべきである。 

 

（６）沖縄県知事意見や日本自然保護協会、沖縄・生物多様性市民ネットワーク、沖 

縄ジュゴンアセス監視団など市民や市民団体が出してきた意見の多くが反映 

されていない。 

 

【おわりに】 

 有識者研究会は環境アセスの科学性を保証するために、沖縄県知事意見の一つ一つに、

丁寧に応答すべきであると考える。情報の公開性や匿名の専門家が述べた意見への対応に

苦労してきた私たちとしては、少なくとも分野ごとに執筆者の氏名を入れていただきたい。

仮に、最終報告の起草者が防衛省の担当者や、コンサルタントの担当者であるのなら、こ

れらのことを明示して、有識者研究会としての責任を果たしていただきたい。 

 また、最終報告では「事業自体の適否、環境影響評価の補正手続き自体の適否について

意見を述べるために設けられたものではない」と自らを規制しているが、まさに「木を見

て森を見ず」の類である。科学者は「与えられた条件」のもとでのみ考察しがちであるが、

時と場合によりけりで、「与えられた条件」が作為的で誤りである場合には、その考察自体

が疑わしいものとなる。これでは科学者の社会的責任を果たせないことを自覚していただ

きたい。 

 

＜参考文献＞  

１）Marsh, Helene, Thomas J. O’Shea and John E. Reynolds III (2012) Ecology and 

Conservation of Sirenia : Dugongs and Manatees. Cambridge University Press, U.K. 

２）UNEP (2002) Dugong, Status Report and Action Plan for Countries and Territories, 

Early Warning and Assessment Report Series 02-1. UNEP/DEWA 

３）日本自然保護協会（2007）泡瀬干潟自然環境調査報告書．日本自然保護協会報告書第

95 号．日本自然保護協会 
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公有水面埋立承認申請書（名護市辺野古）に係る利害関係人の意見書公有水面埋立承認申請書（名護市辺野古）に係る利害関係人の意見書公有水面埋立承認申請書（名護市辺野古）に係る利害関係人の意見書公有水面埋立承認申請書（名護市辺野古）に係る利害関係人の意見書     

 

平成 25 年 7 月 15 日  

 

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿  

 

提出者  

住   所：〒110-0016 

東京都台東区台東 1-12-11 青木ビル 3 階  

氏   名：NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本  

共同代表：花輪伸一、柏木実、呉地正行、堀良一  

電 話：03-3834-6566 

E-mail： info@ramnet-j.org 

 

利害関係の内容  

 

 NPO 法人ラムサール･ネットワーク日本は、ラムサール条約にもとづき湿地の

保全と賢明な利用を図ることを目的に活動している。辺野古･大浦湾・嘉陽の沿

岸域は、生物多様性に富む重要な自然環境であり、これまで本会等が主催する「沖

縄･大問題シンポ」（2012 年 10 月沖縄市および 2013 年 2 月東京都）の重要テー

マのひとつとして取り上げてきた。また、辺野古･大浦湾をはじめとする「沖縄・

大問題ツァー」を企画し、メンバー等 10 数名が問題になっている現地を訪問す

るエコ･ツァーを実施し、地域住民との交流も行っている（2011 年 6 月および

2013 年 7 月）。したがって、辺野古の公有水面埋め立てに関して、本会は大きな

利害関係を有している。  

 

意見  

 

 辺野古･大浦湾・嘉陽の沿岸域、海域は、琉球列島の生物多様性を保全する上

で、極めて重要な場所であるため、米軍基地建設のための辺野古地先埋め立てに

強く反対する。沖縄県知事は、沖縄防衛局による公有水面埋立申請（名護市辺野

古）を承認するべきでない。  

 

 理由は、以下のとおりである。  

 

1. 自然環境保全指針の厳正保全区域である  

沖縄県の「自然環境の保全に関する指針」によれば、名護市の松田、久志、辺
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野古、キャンプ･シュワブの沿岸域は「評価ランクⅠ」であり「自然環境の厳正

な保護を図る区域」とされている。この沿岸域のサンゴ礁は、沖縄島の周囲では

陸地から比較的遠くにあり、イノー（礁池）の面積も広く、規模の多きいもので

ある。したがって、辺野古の沿岸域での埋め立てや米軍基地の建設を行うべきで

はなく、環境保全を優先するべきである。仮に、埋め立てを承認することになれ

ば、環境保全のための政策と大きく矛盾することになる。  

 

2. ジュゴンの生息場所である  

辺野古･大浦湾･嘉陽の沿岸域は、日本で最も絶滅のおそれの高い哺乳類である

ジュゴンの重要な生息場所である。これらの沿岸域には、ジュゴンの採食場所で

ある海草藻場が広がることから、ジュゴンの絶滅防止を図るためには、これらの

藻場の保全が不可欠であり、特に、沖縄島沿岸では最も面積が大きい辺野古地先

の藻場に関して十分に保全するべきである。仮に、埋め立てが行われ軍事基地が

造られ、オスプレイその他の航空機や艦船による軍事演習が実施されることにな

れば、藻場の大部分が失われ、騒音等による攪乱もあり、ジュゴンの絶滅可能性

はさらに高くなると思われる。  

 

3. 世界自然遺産の構成資産として重要である  

現在、琉球列島は「奄美･琉球」として世界自然遺産の暫定リストに記載され

ている。今後、区域が確定すれば、条約事務局に申請することになる。琉球列島

は、固有種・固有亜種の種分化、絶滅危惧種および生物多様性が登録基準を満た

していると言われる。沖縄島に関しては、国頭山地のやんばるの森は十分に基準

を満たしている。一方、辺野古･大浦湾･嘉陽の沿岸域では、30 数種の甲殻類の

新種が発見されるなど、海域生物の種分化、生物多様性を示す自然遺産となる可

能性を含んでいる。世界自然遺産の構成資産として検討する価値が十分にあるこ

とから、この沿岸域での埋め立てを行うべきではない。  

 

4. 「大浦川及び河口域」は「ラムサール条約潜在候補地」である  

大浦湾に流入する「大浦川及び河口域」は、環境省の「ラムサール条約潜在候

補地リスト」に記載されている。これは、ラムサール条約湿地としての国際基準

を満たし、湿地の生物多様性を保全し賢明な利用を図る上で国際的に重要な場所

であることを示している。名護岳・多野岳の東斜面の集水域の森、大浦川流域、

大浦湾は、森･川・海がコンパクトに連続した環境であり、全体を自然公園法に

もとづく公園とし、環境保全を図りながら環境教育、観光などに役立てることが

地域振興につながると考えられる。埋め立てと軍事基地建設は、豊かな自然資源

を破壊するだけで、地域の振興にはならない。  
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5. 環境アセスメントが科学的、民主的でない  

環境保全のための図書として「普天間飛行場代替施設建設に係わる環境影響評

価補正書」（辺野古アセス）が使われている。しかし、この辺野古アセスは、ア

セス前のボーリング調査、水中ビデオ、パッシブソナーなどの設置により、辺野

古海域の海底環境やジュゴンに影響与えてからアセス調査が行われるなど非科

学的なものであった。また、辺野古アセスでは、住民が意見を述べる場のない事

業計画の後出しが多く、非民主的なものであった。オスプレイの配備は、評価書

段階まで隠され、配備後は約束違反の飛行が繰り返されるなど、アセス自体の意

義が疑われるものである。また、沖縄県知事の 409 件におよぶ意見や専門家、

住民等の意見に対しては、必要かつ十分な回答がなされておらず、形骸化した回

答や趣旨とずれたものが多く、これでは知事意見にあるように「自然環境と生活

環境の保全は不可能」である。  

 

6. 埋め立て土砂の調達先等の問題  

埋め立て承認申請書では、購入を予定している埋め立て土砂の採取場所と採取

量、有害物質、外来生物の検査については、具体的な計画が示されておらず、土

砂の調達計画全体が明らかにされていない。これでは、土砂の採取先の環境保全

は困難であり、埋め立て予定地への有害物質や外来生物の混入防止も不可能であ

る。仮に、具体的な土砂調達計画が、埋め立て承認後でも可となれば、公有水面

埋立法に反し法の形骸化につながる。また、事前の環境対策もあいまいなものと

なり、適切な環境保全が図られる可能性は低くなると思われる。一方、沖縄島に

おいては、辺野古公有水面埋め立てと同時に、那覇空港第 2 滑走路計画による公

有水面の埋め立て計画も建てられている。事前に双方の埋め立て土砂の具体的な

調達計画が示されなければ、沖縄島沿岸あるいは九州沿岸等の土砂採取に競合が

起こり、沿岸域の海底環境がさらに悪化する可能性がある。  

 

7. 地域住民の生活環境への悪影響  

埋め立てによって沿岸域の自然環境が悪化することは、地域住民の生活環境を

悪化させるだけでなく、海辺やサンゴ礁を利用する伝統的な行事や文化も失われ

ることになり、地域社会にとって悪影響が大きいと考えられる。辺野古沖のイノ

ーやクチ、リーフには古くから、陸上と同じように名称が付けられており、これ

らも失われてしまうことになる。仮に、軍事基地が造られた場合には、オスプレ

イ等軍用機の騒音、夜間飛行など、軍事演習による生活環境の悪化と事故の危険

性が高まり、安全で安心な地域住民の生活が著しく脅かされることになる。  

 

以上  



普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続きに関する要望書 

 

2013 年 8 月 13 日 

 

沖縄県知事 仲井真弘多 殿 

 

公益財団法人 日本自然保護協会 

                                                沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

ジュゴン保護キャンペーンセンター 

                             NPO 法人ラムサール・ネットワーク日本 

ヘリ基地いらない二見以北十区の会 

北限のジュゴン調査チーム・ザン 

ヘリ基地反対協議会 

沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会 

        沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団 

沖縄環境ネットワーク 

             

 

普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続きが進んでいます。これに

対して、長いあいだ、埋立予定地の生物多様性豊かな自然環境の保全や安全で安心な暮ら

しを守る住民運動に取り組んでいる立場から以下の事項を要望します。 

 

１．「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認申請書」の利害関係人とその

意見書に制限を加えず、取り扱いの範囲を拡大すること。 

 

沖縄県に提出した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認申請書」の

利害関係人からの意見書についての取り扱い方法が報道されるようになりました。沖縄県

からはまだ整理中であると伝えられていますが（沖縄タイムス 2013 年 8 月 10 日）、一方

で名護市民ではない人から提出された意見や県外を活動のベースとする自然保護団体を利

害関係人と認めず、対象外として扱うという趣旨の記事も出ています（沖縄タイムス 7 月

27 日「９割対象外」）。 

また「辺野古に住んでいてオスプレイが飛ばれたら困るというのは利害関係人だ」とい

う當銘健一郎土木建築部長の非常に限定的な判断基準も記憶に新しいところです（2013 年

7 月 19 日琉球新報） 

しかし、公有水面埋立法の第３条を解説した「公有水面埋立実務ハンドブック」には利

害関係人とは、「自らが利害関係人と思う人であり、特に限定的な解釈はなされていない」



と記されています。 

研究者や自然保護団体の調査で明らかになっているよう、埋め立て予定地は自然度の非

常に高い場所であり、そこを埋立てることは、沖縄の、そして日本の重要な生物多様性の

「ホット・スポット」の消失を意味します。また自然はつながっていることから、埋め立

ての影響は人為的に引かれた行政区分の外にも及ぶのは明らかです。そして観光で将来訪

れたいという意見が多かったことからも見られるように、この場所の埋め立ては、将来的

にも価値を有するものであり、子孫に残すべき財産として考慮すべきものでもあります。 

さらには、埋立て後に建設が予定されている飛行場にはオスプレイ配備が予定されてい

ますが、オスプレイ配備に対しては沖縄県知事・県議会を始め、全 41 市町村の首長と議会

が反対しており、その観点からみても、利害関係は全県に及びます。このことは、大多数

の県民がオスプレイ配備によって安全、安心な生活が脅かされることを実感し、配備とそ

のための基地建設には強く反対しているということであり、利害関係人であることを示し

ています。 

以上の理由から、私たちは、利害関係人とその意見書を、居住地域や意見内容によって

制限することなく対象範囲を広げ、また沖縄県知事の最終判断に至る前に、意見書検討の

過程を公表することを要望します。 

 

２．埋立申請の審査手続きとその過程の透明性を確保すること。 

 

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価」（辺野古アセス）で防衛省が出し

た『評価書』に対し、沖縄県知事は「評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区

域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能」との厳しい意見を出しま

した。そして、制度上では定められていませんが、「評価書」に関する県のアセス審査会で

は住民意見の表明も実現してきました。また、これまで県外の市民や専門家、自然保護団

体や市民団体の声も県内の住民の声と同様に聞いていただきました。 

沖縄県は、環境アセスの手続き期間中は、比較的透明性の高い住民参加の姿勢を取って

きたと思います。しかしながら公有水面埋立手続きに入ってからは、申請書の一部の情報

の告示・縦覧期間が短いまま手続きを終了する、現地調査の内容も明かさない、など姿勢

が不透明になっています。 

今後の審査手続きでは、透明性の確保や市民参加が重視され、利害関係人の意見が、沖

縄県知事の最終判断に十分に反映されることを強く要望します。 

 

以上 
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2013 年 8 月２２日  

 

沖縄県環境生活部環境政策課（環境評価班）御中  

 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

 FAX：098-866-2308 

 E-mail：aa025003@pref.okinawa.lg.jp 

 

花輪 伸一  

〒214-0012 川崎市多摩区  

Tel. 090-2452-8555 

E-mail : hanawashinichi2@mbn.nifty.com 

 

 

「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）に係る事後調査報告書」  

に対する意見  

 

1. 貴重な維管束植物調査の結果、2010 年に 10 種 128 か所、2011 年に 10 種 122

か所、2012 年に 118 か所（種数表記なし）が確認され、工事前後で大きな変

動はないとしている（P6.3-3）。しかし、植物種名が開示されていないことか

ら、この安定性の確からしさとその意味を検証することができない。多年生

植物の安定性は十分あり得るが、一年生、二年生植物の安定性がそれほど高

いのか、種ごとに検証が必要である。  

2. 貴重な植物の移植結果に関しては「枯死」、「生存」のみの表記である（P6.3-20）。

移植個体の生育状況に関しては「枯死」、「不良」、「やや不良」、「概ね良好」、

「良好」などのように、個体ごとに具体的な記述が必要である。移植個体が

良好なのか、そうでないのかを示すために、生育状況については詳しく記述

するべきである。なぜ、具体的な生育状況の記述をしないのか疑問である。  

3. 植物の移植に関しては、移植個体の「生存」確認が中心であり、「生育場所」

としての評価はみられない。移植先に同種がすでに生育しているのか、生育
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密度の検討などもないので、この移植手法には大きな問題がある。  

4. 植物の移植に当たっては、学識経験者・専門家等の指導･助言を受けたとして

いるが（P6.3-18）、沖縄防衛局に対し、学識経験者･専門家等の了解を得た上

で、その所属、氏名を公開させること。  

5. 「マント群落・ソデ群落の形成が進み、林内環境への影響は低減されていく

ものと判断した」（7-12）と記述されているが、掲載されている写真からは、

裸地への草本類の侵入（ソデ群落とされている）はみられるものの、林縁の

マント群落の形成は進んでいないとみられる。この状態では、林内への影響

が低減されるとは考えられない。  

6. 調査対象とした動物に関しては、3 年間の短い期間であるが、記録種数には

大きな経年変化はないとしている（P6.4-3、P7-24）。しかし、調査時期（季

節）は年によってバラバラである（2010 年は未記述、2011 年は 6 月、2012

年は 10 月）。定住性の動物の種数は短期間では比較的安定しているとしても、

それぞれの種の個体数には季節変動があるため、調査時期が異なれば得られ

るデータも異なるのが当然であり、調査時期の異なるデータを比較する意味

がない。この手法では、将来にわたって科学的で適正なモニタリングを継続

できない。少なくとも、調査時期、時刻、ルートや定点、カウント方法など

は規格化しておくべきである。  

7. 2013 年 1 月におけるヘリパッド N4 の土砂崩れと沢への土砂流出に関して具

体的に記述し、沢への赤土流出の状況とその影響、動植物の生息、生育状況

への影響について、調査データを示して具体的に考察すること。崩落した部

分の林縁部がどうなったのかについても示すべきである。  

8. 貴重とされる動物、植物とも、種名が公開されていないことから、工事前後

の生息状況の比較、移植、移動の効果については、種ごとに検証することが

困難である。沖縄防衛局が、希少種保護の観点から、種名が公開できないと

頑なに主張するのであれば、少数の信頼できる専門家および弁護士（所属、

氏名を公開）にのみ開示し、調査結果およびその評価の科学性、信頼性を証

明できるようにすること。  
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2014 年 5 月 22 日 

国際生物多様性の日 

 

辺野古新基地および高江ヘリパッドの建設に強く抗議し 

計画の撤回を求める環境団体の声明と要請 

～軍事基地建設ではなく世界自然遺産への登録を～ 

 

 琉球列島は、サンゴ礁や干潟、マングローブ林、亜熱帯林などの多様な自然環

境に恵まれ、地球規模で見てたいへん生物多様性の豊かな地域・海域となってい

ます。島々は、地殻変動や氷河期の海面変動により大陸との分離・連結をくり返

し、大陸から渡来した生物が隔離された島ごとに独自に進化し、その結果、多様

な固有種、固有亜種が生息･生育しています。これらの種は、多くが絶滅のおそ

れのある種です。また、世界の動物地理区分では旧北区と東洋区の移行帯にあた

り、南北両系統の要素が含まれ多様性豊かな動物相を形成しています。地球上で

は比較的希な亜熱帯林も、暖流とモンスーンにより雨の多い島々には豊かに生育

しており、島々を取り巻くサンゴ礁と同様に、多様な野生生物の生息場所となっ

ています。 

 

 IUCN・UNEP・WWF による「世界環境保全戦略」（1980 年）では、琉球列島は、

優先して保護区を設置し保全を図るべき地域とされ、WWF の「グローバル 200」

（1996 年）でも、地球上で最も優先的に守るべき貴重な自然とされています。

また、IUCN（国際自然保護連合）は、沖縄のジュゴン･ノグチゲラ･ヤンバルクイ

ナの保全に関する勧告と決議を採択しています（2000、2004、2008 年）。一方、

生物多様性条約で採択された愛知ターゲット（2010 年名古屋）では、生物多様

性の状況改善のため積極的に保護区を設置し絶滅の防止を図ることを戦略目標

のひとつに掲げており、日本では琉球列島において実現されることが急務です。 

 

 しかしながら、琉球列島では、軍事基地建設や大規模公共事業などによる自然

環境の破壊と劣化が進みつつあります。特に、生物多様性保全の活動中心になる

べき沖縄島においては、米軍基地の建設と軍事訓練による生物多様性への脅威が、

ますます増大しています。そのため、豊かな自然環境および住民の生活環境への

悪影響が生じており、今後さらに増大することが懸念されています。 

 

 名護市の辺野古・大浦湾・嘉陽の海域は、巨大なアオサンゴ群集を含むサンゴ

礁や海草藻場が広がり、日本では絶滅のおそれが最も高い哺乳類であるジュゴン

が生息するなど、たいへん生物多様性が豊かな沿岸域です。2009 年には、大浦

湾の海底の泥の中から 36 種の新種のエビ･カニ類が発見されています。この海域

は、生物多様性と絶滅のおそれのある種の生息地として、また、独自の進化･種

分化が沿岸域の底生動物でも起きている可能性が考えられることから、世界自然

遺産の登録申請に含めるべき地域です。 

この辺野古･大浦湾では米軍普天間飛行場の移設先として新たな巨大軍事基地

建設計画が進んでいます。昨年 12 月末に、沖縄県知事は公有水面の埋立を承認

しました。しかし、この埋立承認は、公有水面埋立法の第 4 条 1 項を満たしてい
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ない違法なものと言えます。 

その理由のひとつは、国土利用の合理性がないことです。沖縄県の「自然環境

の保全に関する指針」では、辺野古･大浦湾海域は、評価ランク I の自然環境の

厳正な保護を図る区域とされています。生物多様性豊かな沿岸域の埋立は、合理

的な国土利用ではありません。環境に関する国際条約や国内法からみても自然環

境の保全を優先するべきであり、軍事基地建設目的の埋立は許容するべきではあ

りません。 

ふたつ目の理由は、環境保全措置が適正ではないことです。環境アセス自体が

科学的かつ民主的には行われていないにもかかわらず、環境保全への配慮は適正

という恣意的な結論になっています。また、補正評価書や事後調査の未公開デー

タが多数あることが通信社の情報公開で分かっており、ジュゴンやウミガメ類の

保全措置は適正性に欠けることが指摘されています。埋立用土砂に含まれる外来

生物への対策もまったく不十分です。 

環境アセス評価書に対する沖縄県知事意見の「自然環境および生活環境の保全

は不可能である」という評価は何も解決されていないし、名護市議会の議決を得

た名護市長の埋立に反対する意見への見解も何も示されていません。また、県知

事の埋立承認は公約違反であり、大部分の県民が強く反発しています。現在の普

天間飛行場では、協定違反のオスプレイの訓練が日常化しており、辺野古新基地

ができた場合には、同様に地域住民の生活への悪影響はたいへんに大きいことが

予測されます。 

 

 東村・大宜味村・国頭村の国頭山地には、亜熱帯の照葉樹林が発達する豊かな

森林生態系・淡水生態系が残され「やんばるの森」と呼ばれています。やんばる

の森は生物多様性に富み、沖縄島で独自に進化し種分化をとげた固有種・固有亜

種が生息・生育し、その多くが絶滅のおそれのある種とされています。そのため、

やんばるの森は地球レベルで保全される必要があり、世界自然遺産として登録さ

れるべき地域です。特に、宇嘉川流域は、海岸、河口、河川、渓流、照葉樹林が

自然状態で残され、森・川・海が連続する重要な環境です。 

 しかしながら、米軍北部訓練場（約 7,800ha）の北半分を日本に返還するため

の交換条件として、やんばるの森の中に、東村高江の小さな集落を取り囲むよう

に、垂直離着陸機オスプレイ用のヘリパッド 6 か所の建設が計画され、住民の強

い反対を無視して工事が強行されています。ヘリパッドは無障害物帯を含めて直

径 75 メートルの巨大なものであり、幅 3 メートルの進入路も合わせて造成され

ます。 

これまで、大国林道などの工事で照葉樹林が切り開かれた場合、風の通り道と

なって道路周辺の樹木が立ち枯れてしまうことが明らかになっています。また、

道路法面の崩壊も少なくありません。したがって、6 か所もの巨大ヘリパッドお

よび道路の造成は、周辺の樹木の枯死、切り土・盛り土部分の崩壊、沢への赤土

流出などが発生し、森林に大きな悪影響をおよぼすことが予測されます。すでに

2013 年 1 月には、工事中のヘリパッドの一部崩落と沢への赤土流出が起きてい

ます。沖縄防衛局の自主アセスにもとづく希少植物の移植などもうまくいかない

状況です。この自主アセス自体が、オスプレイの配備を隠したまま行われており、

形骸化した悪しき環境アセスそのものです。 
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将来、オスプレイによる軍事演習が頻繁に行われるようになると仮定すれば、

強い騒音や低周波音、着陸時の高熱の下降気流によって、周辺のノグチゲラ、ヤ

ンバルクイナ、アカヒゲ、アマミヤマシギなどの固有種、希少種の繁殖、生息を

妨げることは確実です。また、琉球朝日放送（QAB）のドキュメンタリー「標的

の村」に描かれたように、現在すでに高江住民の安心、安全な生活はヘリパッド

工事によって脅かされ、大きな負担がのしかかっています。今後もオスプレイに

よる軍事演習へと拡大されたら、人々の生活自体が破壊されることになります。 

 

 沖縄県には日本の米軍専用基地の 74 パーセントが集中し、沖縄島はその面積

の 18 パーセントが米軍基地で占有されています。米兵および米軍属による事件･

事故が絶えない状況です。戦後の 69 年間、かつては日本本土からの移転による

土地の強制収奪により基地は増大し、現在ではさらに機能強化された基地が新た

に建設されようとしています。基地の見返りとして振興資金が投入されています

が、他県では通常の配分であるものが沖縄県に対しては振興資金の名目がつき、

高補助率の公共事業費の多くは本土企業に還流するなど、決して優遇されている

わけではなく、必ずしも地元のためにはなっていないのが現状です。振興資金に

よる大規模公共事業により、沖縄の海も山も川も、その自然環境は破壊されつつ

あり、地域住民の持続可能な生活も脅かされつつあります。 

このような沖縄における状況は、日本国憲法が保証する住民の権利を無視する

もので明らかな差別です。沖縄では、環境、人権、平和がないがしろにされてい

ます。 

 

 以上のことから、私たち自然保護および環境保全に係わる団体は、沖縄県名護

市の辺野古新基地および東村高江でのオスプレイ用ヘリパッドの建設に強く抗

議するとともに、軍事基地の建設計画を撤回して世界自然遺産に登録することを

強く主張し、日米両政府および沖縄県知事に以下のことを要請します。 

 

1. 日本政府とアメリカ政府に対して、 

(1) 豊かな自然環境と生物多様性に悪影響をおよぼす辺野古における新基地

計画、高江におけるオスプレイ用ヘリパッド建設を中止、撤回すること。 

(2) 琉球列島の固有種･固有亜種の重要生息地である北部訓練場は部分返還で

はなく全面返還すること、また、普天間飛行場も早急に返還すること。 

2. 日本政府に対して、 

(1) 辺野古･大浦湾・嘉陽の海域およびやんばるの森の自然環境の保全と持続

可能な利用、地域住民の安全で安心な生活環境の確保を政策として実現す

ること。 

(2) 「奄美･琉球」の世界自然遺産登録の申請には、辺野古･大浦湾･嘉陽の海

域および北部訓練場全域のやんばるの森を含めること。 

3. 沖縄県知事に対して、 

(1) 辺野古の公有水面埋立承認を取り消すこと。 

(2) 高江のオスプレイ用ヘリパッド建設を容認せず中止を求めること。 

 

以上 
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『辺野古新基地および高江ヘリパッドの建 設に強 く抗議し計画の撤回を求める 

環境団体の声明と要請～軍 事基地建設ではなく世界自然遺産への登録を～』 

 

賛 同 団 体  

 

NPO 法人ラムサール･ネットワーク日本／国連生 物多様性の１０年市 民ネットワーク／ジュゴン保護

キャンペーンセンター／沖 縄 ・生 物 多 様 性市 民 ネットワーク／沖 縄 環 境ネットワーク／沖 縄リーフチ

ェック研 究会／ヘリ基地反 対協議 会／ヘリパッドいらない住民の会／公益 財団法 人世界 自然 保護

基 金 ジャパン／公 益 財 団 法 人 日 本 自 然 保 護 協 会 ／公 益 財 団 法 人 日 本 野 鳥 の会 ／一 般 社 団 法

人グリーンピース・ジャパン／一般社 団法 人北 海 道自然 保護 協会／日本 環境法 律家 連盟 （JELF）

／日 本 森 林生 態 系 保護 ネットワーク(CONFE-JAPAN)／沖 縄 ジュゴン環 境アセスメント監視 団 ／ジ

ュゴンネットワーク沖 縄／泡 瀬干 潟を守 る連 絡 会 ／日 本科 学者 会 議沖 縄 支部 ／北 限のジュゴンを

見 守 る会 ／北 限 のジュゴン調 査 チーム・ザン／ヘリ基 地 いらない二 見 以 北 十 区 の会／沖 縄 から基

地 をなくし世 界 の平 和 を求 める市 民 連 絡 会 （沖 縄 平 和 市 民 連 絡 会 ）／三 番 瀬 を守 る署 名 ネットワ

ーク／三 番 瀬のラムサール条 約登 録 を実 現 する会 ／バイオダイバーシティ・インフォメーション・ボッ

クス／虔 十 の会 ／徳 山 ダム建 設 中 止 を求 める会 ／大 阪 茨 木 北 部 丘 陵 地 域 の自 然 を守 る市 民 会

議 ／山 崎 川 グリーンマップ／長 良 川 市 民 学 習 会 ／導 水 路 はいらない！愛 知 の会 ／海 の生 き物 を

守 る会 ／生 命 の輪 ／イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク／熱 帯 林 行 動 ネットワーク(JATAN)／

地球救出アクション 97／NPO 法人環境ネットワークくまもと／設楽ダムの建設中止を求める会／渡

良瀬遊水池を守る利根川 流域住民協議 会／とくしま自然観察の会／認定 NPO 法 人環境市民／

広 島 フィールドミュージアム／渥 美 自 然 の会 ／有 明 海 漁 民 ・市 民 ネットワーク／高 松 干 潟 を守 ろう

会／認定 NPO 法人 生態工房／沖縄 ・一坪反戦 地主会関東ブロック／辺野古への基地 建設を許 さ

ない実行委 員会 ／沖 縄のための日 米市 民ネットワーク（JUCON）／ピースボート／基地 のない平和

で豊 かな沖 縄 をめざす会 ・大 阪 ／普 天 間 ・辺 野 古 問 題 を考 える会 ／沖 縄 平 和 ネットワーク首 都 圏

の会／沖縄戦の史実 歪曲を許さず、沖縄の真実 を広める首都圏の会（沖 縄戦首都圏の会）／あい

ち沖 縄会 議／平 和・人 権・民主 主 義を考える西 濃憲 法 集会 ２０１４実 行 委員 会／うちなんちゅの怒

りとともに！三 多 摩 市 民 の会 ／オスプレイの横 田 配 備 に反 対 する会 ／「標 的 の村 」を上 映 する会 ・

三多 摩／「命どぅ宝 」あいち／平 和・人権 ・環 境を守る岐 阜県 市民 の声／日本 山妙 法寺 ／日 本カト

リック正義と平和協 議会 ／基地 のない沖縄をめざす宗教 者の集い／みん宿ヤポネシア／ティナラク

織の会「カフティ」／関西 市民の会／時を見つめる会／ゆんたく高江／沖縄意見広 告運動（第５期）

／計７１団体 

 

呼 びかけ人  

花 輪 伸 一 （NPO 法 人 ラムサール･ネットワーク日 本 ）／安 部 真 理 子 （沖 縄 リーフチェック研 究 会 ）／三 石 朱 美  

（国 連 生 物 多 様 性 の 10 年 市 民 ネットワーク）／蜷 川 義章  （ジュゴン保 護キャンペーンセンター）／真 喜 志 好 一

（沖 縄 環 境 ネットワーク）／吉 川 秀 樹 （沖 縄 ･生 物 多 様 性 市 民 ネットワーク）／安 次 富 浩 （ヘリ基 地 反 対 協 議 会 ）

／伊 佐 真 次 （ヘリパッドいらない住 民 の会 ） 

 

連 絡 先  

NPO 法 人 ラムサール・ネットワーク日 本  

〒110-0016 東 京 都 台 東 区 台 東 1-12-11 青 木ビル 3F   TEL/FAX：03-3834-6566 

okinawa2014@ramnet-j.org   http://www.ramnet-j.org/okinawa2014/okinawa2014seimei.pdf 

担 当 者 ：花 輪 伸 一 （共 同 代 表 ）  090-2452-8555  hanawashinichi2@mbn.nifty.com 
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23 June 2014 

 

YES to World Natural Heritage!     NO to US Military Marine Base! 

 

We demand a cease and desist to plans for the construction of US military bases. 

Instead, we hope that the areas will be designated as a World Natural Heritage. 

 

Our Environment Preservation Group strongly opposes the construction of the new US military 

base in Henoko and helipads in Takae located in Okinawa Is. of Ryukyu Islands in Japan. We 

demand that the authorities retract any construction plan. The consequences of going forward with 

the plans will be the irreparable damage to unique biodiversity. 

 

No to military bases!  Yes for Natural Beauty! 

 

We do not want the destruction of the natural beauty of Okinawa by the land into military bases. 

There are World Heritage nominated sites in Okinawa which sit in contrast to the idea of putting a 

US Military base which is about war and destruction, rather than preservation and peace.   

 

The Ryukyu Islands are blessed with a variety of natural wonders including coral reefs, 

tidal-flats, mangrove swamps and subtropical forests. It is an area rich in biodiversity. 

 

The Islands have a unique geological history having been repeatedly separated and rejoining 

with the continent by crustal movements and fluctuations of sea level during the glacial epoch. 

Consequently, creatures that came from the continent were isolated and the local wildlife has 

evolved in unique ways on each and every island. As a result, unique species and various 

subspecies currently inhabit the islands. Many of them are already endangered species.  

 

According to wildlife geography, Ryukyu Islands are located in the transit zone between 

Pale-arctic region and Oriental region. They have elements of both northern and southern systems. 

They created an ideal environment for flora and fauna to flourish and Mother Nature to 

innovate. Along with the unique creatures inhabiting the islands, rare subtropical forests can also 

be found growing in the rainy islands with the help of warm ocean currents and monsoon. Together 

with coral reefs surrounding the islands, it has for centuries provided the ideal habitat for diverse 

wildlife. So much so that in the  “World Conservation Strategy” jointly adopted in 1980 by 

IUCN(International Union of Conservation of Nature), UNEP(United Nation Environment Project) 

and WWF(World Wildlife Fund for Nature), they identified that the preservation of the unique wildlife 

was considered a priority and designated the islands as protection areas. 
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According to the WWF’s “Global 200” (1996), the Ryukyu Islands are designated as one of the 

most valuable natural environment in the world. IUCN adopted the recommendation and resolution 

regarding the conservation of Dugong, Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail in 2000, 2004 and 

2008. 

 

“Aichi Biodiversity Targets” (2010 Nagoya), adopted by CBD/COP10 (Convention of Biological 

Diversity), set up the targets that prevent endangered species from extinction by designating the 

islands as protected areas. It is an urgent issue to protect endangered species in Ryukyu Islands. 

 

Unfortunately on Ryukyu Islands, there is on-going destruction of ecosystems and 

deterioration of environment due to the construction of military bases and large-scale public 

works. Although Okinawa Is. is an active center for wildlife conservation, the threats against wildlife 

is increasing at an alarming rate.  

 

The Ocean is a treasure trove of life 

 

The areas of Henoko, Ooura bay and Kayo in Nago city are the regions with various marine 

organisms including a huge colony of Blue Coral, large seagrass beds, and Dugong which is unique 

marine mammal and on the edge of extinction. In 2009, thirty six new kinds of crustaceans were 

found in the mud of sea bed in Ooura bay. Many endangered species and uniquely evolved benthos 

live in this sea area, their loss would mean the loss of a unique evolutionary pattern, therefore it 

should be designated as World Natural Heritage site. 

 

In Henoko and Ooura bay area, construction projects of a huge military base of US Marine Corps 

are in progress as the alternative relocation site for USMC Air Station Futenma. In the end of 

December 2013, the governor of Okinawa prefecture approved the landfill works in the public 

waters. However, this approval is unlawful because it is against Article 1 of Clause 4 in the 

Public Waters Reclamation law. 

 

It is not logical to utilize the public land full of unique wildlife for military purposes. According to 

“Guideline of Okinawa Prefecture for preservation of natural environment , Henoko and Ooura bay 

are designated as the most important sites where the natural environment should be protected. It 

is makes no sense to trash the areas rich with diverse wildlife and landfilling them for 

military installations. According to international and domestic law regarding environment 

preservation, conservation of nature should get the first priority. For this reason, construction of 

military bases should not be approved. Contrary to this, government officials decided to make an 
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arbitrary conclusion that appropriate consideration had been made to the environment. Even when 

there has been no proper environmental conservation measures taken. Furthermore, no 

scientific or consultative environmental impact assessment has been conducted.  

 

According to the disclosure of information by news agencies, there are many revised evaluations 

and unpublicized data, and they point out that the protective measures for Dugongs and sea 

turtles are inadequate. Measures for alien organism such as Argentine Ant in the soil for landfill are 

also insufficient. 

 

In regards to the impacts of the military base being built, the Okinawa governor 

said ”maintenance of natural environment and living environment is impossible ”. Despite this 

remark, he approved landfill for construction of US military base. 

 

To make matters worse, the governor totally defied the objections to this project made by 

the Nago city mayor, which is supported by municipal assembly. Governor’s approval to landfill the 

public waters is breaking his own election campaign pledge and citizens are outraged for his 

betrayal. 

 

In Futenma Air Station, military trainings using vertical takeoff and landing aircrafts “Osprey” are 

already conducted. It is a breach of the agreement with the local people. In Henoko the new air 

force base is expected to badly affect the daily lives of the residents.   

 

Kunigami Mountains in Higashi, Oogimi, and Kunigami village, there is a subtropical evergreen 

forest called “Yambaru Forest” which is rich in biodiversity and fresh water ecosystem. There are 

plants and animals indigenous to the area, and many of them are endangered species. Therefore 

the area should be preserved with global cooperation, and be designated as a world natural 

heritage. The Uka-gawa basin especially is one of the most important areas with seashore, estuary, 

river, mountain stream and evergreen forest. Those natures should not be disturbed. 

 

The Government of USA promised to return half of their Northern Training Area (US Marine Corps 

Jungle Warfare Training Center, about 7,800ha) to the public. In return they demanded to construct 

new six helipads for Ospreys in the surrounding area of Takae of Higashi village, which means that 

their helipads are going to be built in the Yambaru Forest. It’ll inevitably cause harmful impact on 

the environment and village people life. 

 

The construction already started despite strong oppositions from local residents. The helipad is 

75 meters wide including its obstruction-free zone. Three-meter-wide approach road have also 
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been constructed. 

 

From our past experience we know that trees along the roads will wither, because the roads 

create a wind-way phenomenon that will damage the forest. The construction of roads and helipads 

will likely cause irreparable ill-effects on the environment of evergreen forest. We will see 

soil-erosion, withering and dying trees before long. We have already seen the helipad is under 

construction partly collapse and the soil from this drained into the valley in January 2013. 

Transplanting of the endangered vegetations, proposed by the self-assessment of Okinawa 

branch of Ministry of Defense, have been unsuccessful. This self-assessment is a name-only 

assessment while hiding their real intentions around deployment of Ospreys. 

 

Once Osprey training is fully conducted in the near future, It will badly affect rare indigenous and 

endangered wildlife such as Okinawa Woodpecker, Okinawa Rail, Ryukyu Robin, and Amami 

Woodcock due to tremendous noise, ultra low-frequency noise and hot downward airflow caused by 

Ospreys while takeoff and landing. 

 

As you may know through the documentary TV program “The Village of Target” broadcasted by 

Ryukyu Asahi TV (QAB), the daily lives of Takae village are badly affected by helipad constructions 

which became heavy burden and strains for the local people. Once military exercises are fully 

conducted using Ospreys, that will certainly lead to destruction of peaceful life for local residents. 

 

74％％％％ of US military bases in Japan are located in Okinawa Prefecture. US military bases 

occupy 18 % of whole land of Okinawa Is. US soldiers and military employees have caused 

many accidents and have created civil troubles for the community. Many of them have gotten away 

with their crimes without being punished. There is an attitude demonstrated by some of them of 

feeling they are above Japanese law. 

 

 Sixty nine years passed since the end of World War II. During that period, every time a US military 

base was transferred to Okinawa from mainland Japan, the US military presence in Okinawa 

became larger and the lives of the residents was more adversely affected. And now they plan to 

build new air force bases with more fortified military function.  

 

As a compensation for constructions of US military bases, Japanese government provides 

Okinawa prefecture with funds for developments. In general, those are regular funds for other 

prefectures. However the funds for Okinawa are called the promotional fund for further 

developments. The reality though is that most public works funds go to the companies located in 

mainland Japan. Consequently, the funds hardly contribute to energize local business and 
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economy in Okinawa. 

 

Large-scale public works by development funds lead to destruction of the natural environment in 

the mountains, rivers and ocean and affect the sustainable life style of local residents. The current 

situation in Okinawa is a violation of the Japanese Constitution, that is supposed to guarantee 

rights of citizens, by destroying the environment, human rights and disturbing the peaceful life of the 

residents of Okinawa. This is discrimination against people living in Okinawa. 

 

Because of above-mentioned reasons, our nature conservation, peace and human rights groups 

strongly oppose the constructions of any new military base in Henoko of Nago city and Osprey 

helipads in Takae of Higashi village. 

 

We demand a cease and desist to plans for the construction of U.S. military bases. Instead, we 

hope that the areas will be designated as a World Natural Heritage. 

 

We hereby request governments of USA and Japan, and Okinawa governor as follows, 

 

Requests to both governments of Japan and USA. 

 

1, Withdraw the construction plans of new military bases in Henoko and helipads in Takae because 

they cause destruction of the natural environment rich with biodiversity. 

2, Northern Training Area should not be partially returned but fully returned because that area is 

the main habitat for the endangered indigenous wildlife of Okinawa. Futenma Air Station should 

also be returned as early as possible. 

 

Requests to Japanese government. 

 

1. Establish eco-friendly policies that guarantee nature conservation and sustainable use of the 

wildlife habitat such as Henoko, Oura bay, Kayou and Yambaru Forest. We also request safe and 

secure daily life, free from fear, for the residents. 

2. When applying for designation of Amami and Ryukyu as the World Natural Heritage, Henoko, 

Ooura bay, Kayo sea and whole Yambaru Forest in northern training area should also be included.  

 

Requests to Okinawa governor 

 

1. Retract  the approval to landfill in the public waters in the Henoko area. 

2. Order to halt the constructions of Osprey helipads in Takae. 
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This statement has been agreed by sixty nine environment, human lights, and peace organizations 

in Japan including Ramsar Network Japan, Greenpeace Japan, Japan Civil Network for the United 

Nations Decade on Biodiversity, Save Dugong Campaign Center, Citizen’s Network for Biodiversity 

in Okinawa, Okinawa Environmental Network, Council against the Military Base Construction in 

Henoko, Residence’s Group of No Military Helipads in Takae, WWF-Japan, Wild Bird Society of 

Japan, and Japan Environmental Lawyers Federation. 

 

 

※For further information ,please contact the following organization! 

 

Mr. Shin-ichi Hanawa (Co-representative)  

Ramsar Network Japan 

Aoki Bld., 1-12-11 Taitou, Taitou-ku, Tokyo 110-0016 

Tel/Fax: +81-3-3834-6566, e-mail: hanawashinichi2@mbn.nifty.com 

 

Mr. Junichi Sato (Executive Director) 

Greenpeace Japan 

NFBldg.2F, 8-13-11 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 

Tel: +81-3-5338-9800, Fax: +81-3-5338-9817, e-mail: jsato@greenpeace.org 

 



第 12 回生物多様性条約締約国会議（CBD/COP12） 

日時：10 月 6 日〜17 日 

場所：韓国ピョンチャン 

 

サイドイベント 

「沖縄島と済州島での軍事基地建設による島の生物多様性に対する脅威」 

日時：10 月９日の夕方 18:15~19:45 

場所；Hall D, Room 2, GRULAC Meeting Room （定員 148 人） 

主催：ラムサール・ネットワーク日本 

 

沖縄島と済州島での軍事基地建設による島の生物多様性に対する脅威 

 

2014 年の国際生物多様性の日のテーマは「島の生物多様性」である。島々とその周辺海域は、

森林や河川とつながる特異的な生態系を持っていることが多く、生物多様性に富み、固有種・固

有亜種も少なくない。しかし、島々とその海岸域では、港湾施設、堤防、その他の開発プロジェク

トが実行され、自然環境は大きく改変され、生物多様性も減少している。 

日本の沖縄島では、日本政府が、米国海兵隊が使用する軍事基地を建設するために、辺野

古、大浦湾の浅海域やサンゴ礁、海草藻場を埋め立てる計画を進めている。この海域は、生物

多様性に富み、日本では最も絶滅のおそれのある哺乳類のひとつであるジュゴンの重要な採食

場所になっている。 

辺野古から遠くない東村高江では、米国海兵隊が使用する６か所のヘリパッドとその連結道路

の建設のために、常緑広葉樹林が部分的に伐採されている。この森林は「やんばるの森」と呼ば

れ、地球上でやんばるの森にのみ生存しているノグチゲラやヤンバルクイナなどの固有種のた

いへん重要な生息場所である。ヘリパッドの建設と垂直離着陸機オスプレイによる軍事訓練は、

やんばるの森の固有種や絶滅危惧種を含む生物多様性に、大きな悪影響をおよぼす。 

韓国の済州島では、韓国政府により、カンジョン村の海岸に巨大な海軍基地が建設されつつ

ある。すでに、特異的な溶岩地形であり、地質学的に価値の高い、クロンビ岩とよばれる巨大な

一枚岩が破壊されている。カンジョン村の海には、いろいろな種類のソフトコーラルや絶滅のおそ

れのあるカニなどの海洋生物が生息し、生物多様性に富んでいる。また、この海域は、魚介類の

重要な漁場でもある。 

日本でも韓国でも、地域住民や環境保護団体、科学者が、自然と生物多様性の保護、地域住

民の生活を守るために、軍事基地建設に対して強い反対意見を表明している。地域住民は、そ

れぞれの基地建設場所で、長い間、座り込みによる抗議行動を継続している。しかし、日韓両政

府ともに、地域住民や自然保護団体の反対意見や抗議行動を無視し、排除しようとしている。 

このサイドイベントで、私たちは、軍事基地の建設と軍事訓練が、島と海岸・海域の環境と生物

多様性および地域住民の生活に及ぼす影響について議論することを目指している。各地からの

発表は、保全生物学、環境保護運動、住民の生活の視点を含むものである。 

 

NPO 法人 ラムサール・ネットワーク日本 共同代表 花輪伸一 

 

 

 

 



CBd/COP 12  Pyeongchang, 6 - 17 October 2014 

Side-event, 9 October 2014, 18:15-19:45, 

Hall D, Room 2, GRULAC Meeting Room 

 

Threats to the island biodiversity by military base constructions 

in Okinawa, Japan and Jeju, Korea 

 

The theme of the International Day for Biological Diversity 2014 was "Island Biodiversity". 

Islands and their surrounding sea has often unique ecosystem connected to rivers and forests.  

They are rich in biodiversity, endemic and endangered species/subspecies. However, in islands 

and their coastal area, many kinds of development projects such as ports, sea dikes, and others 

are carried out and natural environments are largely changed and biodiversity also reduced. 

In Okinawa Island of Japan, the Japanese government promotes a plan to landfill the shallow 

water of coral reefs and sea-grass beds in Henoko and Oura Bay, to build a new military airbase 

for the United States Marine Corps. This area is rich in biodiversity and an important feeding 

habitat of dugong, which is one of the most endangered mammals in Japan.  

In Takae of Higashi Village not far from Henoko, trees in a subtropical evergreen broad-leaved 

forest is partially cut down for the construction of six military helipads and connecting roads for 

the USMC. The forest called Yambaru is a very important habitat for many endemic species such 

as Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail that survive only in Yambaru on earth. Helipad 

construction and military training by vertical takeoff and landing aircrafts called Osprey make 

serious negative influence to the biodiversity including endemic and endangered species in 

Yambaru Forest. 

In Jeju Island of Korea, Korean government is promoting the construction of the large naval 

base on the coast of Gangjeong Village. A famous huge monolith called Grombi-rock has already 

been destroyed, which was unique lava terrain and is geologically valuable. The sea of Gangjeong 

supports many kinds of soft corals, marine wildlife including an endangered crab, and is very rich 

in biodiversity. This area is an important fishery ground for seafood. 

In both country, local people, nature conservation groups, and some scientists are expressing 

their strong opposition to the military base construction for the protection of nature, biodiversity, 

and life of local people. The local people are continuing sit-in protest for a long time at the each 

construction sites. However, both governments of Japan and Korea disregard and exclude the 

opposite opinions and protest activities of residents and nature conservation groups. 

In this side-event, we have aimed to discuss impacts to the environment and biodiversity of 

islands, coasts, surrounding sea, and the life of local people by the military base constructions and 

training. The presentations include points of view of conservation biology, environmental 

movements, and life of local people. 

 

Shinichi Hanawa, Ramsar Network Japan, Co-representative 

Hanawashinichi2@mbn.nifty.com 
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In Okinawa Island of Japan, the Japanese government promotes a plan to landfill the shallow 

water of coral reefs and sea-grass beds in Henoko and Oura Bay, to build a huge military airbase 

for the United States Marine Corps, as the relocation of Futenma Air Station. These areas are 

the regions with various marine 

organisms including a huge colony 

of Blue Coral, large seagrass beds, 

and Dugong which is unique 

marine mammal and on the edge 

of extinction. In 2009, thirty six new 

species of crustaceans were found 

in the mud of sea bed in Oura bay.  
 

In Takae of Higashi Village not far from Henoko, trees in the subtropical 

evergreen broad-leaved forests are partially cut down for the construction 

of six military helipads and connecting roads for the USMC. The forest 

called Yambaru is a very important habitat for many endemic species such 

as Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail that survive only in Yambaru on 

earth. Helipad construction and military training by vertical takeoff and landing aircrafts called 

Osprey make serious negative influence to the biodiversity including endemic and endangered 

species in Yambaru Forest. 

In both area, local people, nature conservation groups, 

and some scientists are expressing their strong 

opposition to the military base construction for the 

protection of nature, biodiversity, and life of local 

people. The local people are continuing sit-in protest 

for a long time at the each construction sites. 

However, government of Japan disregards and 

excludes the opposite opinions and protest activities 

of residents and nature conservation groups. 

 

We strongly oppose the construction of the new US 

military base in Henoko and helipads in Takae located 

in Okinawa. We demand that the Government of Japan 

retracts any construction plan. The consequences of 

going forward with the plans will be the irreparable damage to unique biodiversity and local people’s 

life. 



［カンジョン・高江・辺野古住民共同宣言文］ 

 

軍事基地建設によって島の生物多様性が脅威を受けている！ 

 

 脅威を受けている島の生物多様性 

 

 今、この瞬間も、韓国の済州島と日本の沖縄島では、住民たちの意見を黙殺

したまま新しい軍事基地が建設されている。済州島カンジョン村では大規模な

海軍基地の建設によって、独特な溶岩地形であり地質学的価値がある絶対保全

区域であったクロムビ岩が破壊され、カンジョンの沖合の美しいソフトコーラ

ルなどさまざまな絶滅危惧海洋生物が脅威にさらされている。済州の海軍基地

の沖合は UNESCO 生物圏保全地域を含み、韓国政府によって天然記念物として保

護を受けている場所である。また、基地建設によってすでに沿岸漁業では否定

的な影響を受けていると海女や漁民らが証言している。  

 

 日本の沖縄では新しい米軍基地建設によって、サンゴと海草が豊かな辺野古

と大浦湾の埋立計画を推進中で、現在陸上部の工事と沿岸部のボーリング調査

が進められている。この地域は IUCN（国際自然保護連合）が指定した絶滅危惧

哺乳動物であるジュゴンの重要な生息地でもある。沖縄の人々にとってジュゴ

ンは伝統的、文化的な意味を持つ動物である。また、沖縄島北部の高江は独特

な亜熱帯性の森林地域「やんばる」にあるが、このやんばるの森には巨大な米

国海兵隊の北部訓練場がある。やんばるの森は国際的に重要で保護地域にすべ

きと評価されており、特別天然記念物のノグチゲラ、天然記念物のヤンバルク

イナ以外にも多様な生物が生息している。ここはすでに軍事訓練による耐え難

い騒音や墜落の不安におびやかされているにもかかわらず、さらに新しい 6 つ

のヘリパッド建設に着手している。 

 

 高江と辺野古の新基地建設・済州海軍基地建設を中止せよ！ 

 

 2014 年国際生物多様性の日のテーマは「島の生物多様性」である。島とその

周辺の海は川と森につながる独特の生態系を持っている。島と海岸地域で進め

られる様々な開発事業は自然環境を大きく変化させ、生物多様性も傷つけてい

る。特に軍事基地の建設とその運用は該当地域の住民たちの生活の根幹を揺る

がす大きな脅威となっている。   

 



 済州海軍基地建設事業、辺野古と高江の新基地建設事業は住民たちの涙を踏

みつけて建設されている。住民の同意のない基地建設、海洋生態系の破壊は韓

国と沖縄で同時に起こっている。生命のない平和はありえず、平和のない生命

もありえない。 

 

 済州カンジョンと辺野古、高江の軍事基地は海や山によって生きてきた住民

たちの生きる方法を破壊し、住民と共に生きてきた生態系も傷つけている。 

 

 私たちは、生活の拠り所であり生命の宝庫である美しい島、沖縄と済州が軍

事基地建設によって脅威を受け傷つけられることを、決して望まない。絶滅危

惧種と保護区域の指定だけでなく実質的な保護が重要である。高江と辺野古の

新基地建設、済州海軍基地建設は中止されなければならない。 

 

 

2014 年 10 月 9 日 CBD COP 12 サイドイベント 

「沖縄島と済州島での軍事基地建設による島の生物多様性に対する脅威」参加

者一同 

 

【韓国】 

カンジョン村会 

済州島海軍基地阻止と平和の村の実現のための全島民対策委員会 

済州島海軍基地建設阻止のための全国対策会議 

 

【日本】 

ヘリ基地反対協議会 

ヘリパッドいらない住民の会 

沖縄平和市民連絡会 

沖縄環境ネットワーク 

沖縄・生物多様性市民ネットワーク 

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団 

ラムサール・ネットワーク日本 

UNDB 市民ネットワーク 



[Gangjeong, Takae, Henoko Villagers' Joint Statement] 

 

Island Biodiversity is being threatened  
by Military Base Constructions! 
 

 

Island Biodiversity under threat 

At this moment, on Jeju Island, South Korea and Okinawa, Japan, new military bases are being 

constructed against the will of the residents. In Gangjeong village of Jeju, a massive naval base 

construction has destroyed Gureombi rock, a designated ultimate conservation area for the unique 

basalt rock formation which worth geological value. Various endangered marine life in Gangjeong Sea 

such as soft corals are under threat from it. The sea around Jeju naval base is a UNESCO designated 

Biosphere Reserve and also protected by the Korean government as a natural monument. However, 

the base construction is having negative impacts on coastal fishery, women divers and fishermen 

testify.  

 

In Okinawa, Japan, landfill plan for new US military base construction is under way in Henoko and 

Oura Bay, famous for the lich coral reefs and seagrass beds. The boring surveys on the seabed and 

constructions on land area are already going on. This area is an important habitat for dugong, an 

IUCN listed endangered marine mammal. In Okinawa people’s traditional culture, dugong is a very 

meaningful animal. Takae of Higashi Village in the northern part of Okinawa Island is located in 

Yanbaru, a unique subtropical evergreen broad-leaved forest where a huge northern training area of 

US Marine Corps exists. Yanbaru forest is well-known as one of the important ecological areas on the 

planet, a habitat for endemic species such as Okinawa Woodpecker and Okinawa Rail, natural 

monuments of Japan. Despite military training activities cause unbearable noise and possibility of 

dangerous crash, construction of further six new helipads for vertical takeoff and landing aircraft called 

Osprey are going on just around Takae.   

 

Stop New Military Base Constructions in Takae and Henoko, Jeju Naval Base! 

The main theme of International Day for Biological Diversity 2014 was 'island biodiversity'. Islands and 

their surrounding marine areas have unique ecosystem, linked to rivers and forest. Development 

plans on islands and the near-shore areas change natural environment on a large scale, and damage 

biodiversity. Especially, military base construction and its use make a big threat for the local residents 

as their subsistence gets damaged.     

 



Jeju naval base project, and new military bases in Henoko and Takae are being constructed at the 

cost of local residents' tears without getting the consent of the people. Base construction is the 

destruction of life and marine environment of Jeju and Okinawa. There is no peace without life, and no 

life without peace. The military bases in Jeju Gangjeong and Henoko, Takae destroy the people's way 

of living to indwell closely within the sea and the mountain.    

 

We never want our pristine islands of Jeju and Okinawa, the grounds and treasure house for life, to be 

threatened and destroyed by military base construction. Not only designation of conservation areas 

for endangered species but also essential protection plan is important. New military base 

constructions in Henoko, Takae, and Jeju naval base construction should be stopped.     
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CBD COP12 Side-Event 

Participants of Threats to the Island Biodiversity by Military Base Constructions in Okinawa, Japan 

and Jeju, Korea 

[Korea] .Gangjeong Village Association, National network of Korean Civil Society for 

Opposing the Naval Base in Jeju Island, Jeju Pan-island Committee for Stop of Military Base 

and for Realization of Peace Island 

[Japan] Citizen’s Committee against the Military Base Construction in Henoko, Resident’s 

Group of No Military Helipads in Takae, Network  for peaceful Okinawa, Okinawa 

Environmental Network, Citizen’s Network for Biodiversity in Okinawa, Monitoring Mission 

for Okinawa Dugong EIA, Ramsar Network Japan, Japan Civil Network for the United 

Nations Decade on Biodiversity 
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