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第 8 章 事後調査 

当該事業の環境影響評価に係る選定項目としたもののうち、予測の不確実性の程

度が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じる場合等において、

環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態を把握するための調

査（以下、「事後調査」という。）を行います。また、「事後調査」の対象にしなか

ったものについても、事業者が事業の実施による周辺環境への影響の程度を把握し、

その結果に基づいて適切な環境保全措置を講じることを目的に、工事中及び供用時

に自主的に実施する「環境監視調査」を行います。 

これら事後調査と環境監視調査を併せて、ここでは「事後調査等」と呼びます。 

これらの調査は、専門家による環境保全措置や事後調査等の検討委員会を設置し

た監視体制の基に行うこととします（図-8.1）。 

 

 

 

事後調査等の報告書提出 

知事からの措置の要求      (必要に応じて速報の提出) 

 

 

 

発注,指示   報告      発注,指示    報告 

 

 

 

環境保全措置の 

具体的実施を含む 

 

                  事後調査等の実施 

                    

 

 

（工事現場） 

図-8.1 事後調査等（環境監視調査を含む）における監視体制 

注）1．事後調査等の報告書は、当該年度実施分をまとめて翌年度の上半期に沖縄県へ提出すること

とします。 

2．完成後の存在及び供用に係る監視体制については、今後関係機関と協議の上、決定します。 

事業の実施 

（事業者：沖縄防衛局） 

環境保全措置や事後調査

等の検討委員会 

沖縄県 

事  業  者（沖縄防衛局） 

事後調査等の調査業者 

施工業者 
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8.1 事後調査 

実施する項目及び事後調査の内容等は以下のとおりです。 

 

8.1.1 事後調査の内容 

 (1) 低周波音 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

航空機の運航に伴い発生する低周波音については、環境基準等がなく、低周波

音の影響の程度について不確実性が伴うことから、供用開始後、事後調査を行い、

その結果を踏まえて、必要な措置を講じます。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

調査項目 航空機の低周波音 

調査地点・範囲 飛行場及び飛行経路近傍の集落内（安部、辺野古、豊原、

久志、松田） 

調査時期・期間 普天間飛行場代替施設の供用後 3～5年程度 

調査方法 低周波音計を用いて測定及び聞き取り調査を実施 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が明らかになった場合の対応の方針 

航空機の運航に伴い発生する低周波音により、圧迫感や振動感による不快感な

どの心理的影響及び生理的影響、建具のがたつきや置物の振動といった物的影響

の問題が生じた場合には、その状況を把握するとともに、専門家等の指導・助言

を得て、必要な措置を講じます。 

 

 (2) 水の汚れ 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

コンクリートブロックの養生水、コンクリートプラントからの洗浄水、飛行場

の舗装面の養生水等のアルカリ排水については、海域に流出させないよう配慮し、

海域における水中コンクリートの打設に伴うアルカリ負荷による水質変化の程度

はごく小さいと予測しましたが、実際の工事に用いる資材の種類によっては予測

結果を上回る可能性を全て否定することはできず、予測の不確実性の程度が高い

と考えられるため、水の汚れ(pH)については事後調査を行い、その結果を踏まえ

て、必要な措置を講じます。 

また、供用後の水の汚れについても事後調査を行い、その結果を踏まえて、必

要な措置を講じます。 
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  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

調査項目 海水の pH、栄養塩類、注入塩素等 

調査地点・範囲 工事中：コンクリート打設に伴うアルカリ負荷による水質

変化のおそれのある海域及びその周辺で 5地点各 3層程度

供用後：施設排水口付近及び周辺海域、5地点各 3層程度 

調査時期・期間 工事期間中：月 1 回。ただし、コンクリート打設量が多く

なる時期には週 1回 

工事開始前にもバックグラウンドを把握するため、月 1 回

程度実施 

供用後：月 1回 

調査方法 現場測定及び採水分析 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

・事業実施前における pH データの変動範囲をはずれた状態の継続 

・コンクリート打設工事区域周辺における pH データが、周辺に比べて明らかに

高い場合 

 

これらの状況が生じた場合は、必要に応じて専門家等の指導・助言を受けて、

施工方法の見直しや環境保全措置の改善を図ります。 

 

 (3) 土砂による水の濁り 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

土砂による水の濁り（陸域）については、赤土等流出防止対策を講じるとする

環境保全措置を予測の前提として検討した結果、濁水を SS 25mg/L 以下にして放

流することは可能であると予測しましたが、施工区域から流出する濁水の SS 濃度

の予測において、不確実性を伴うことから、濁水の SS 濃度及び放流水質について

は事後調査を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講じます。 

また、海域の水の濁りについても、同様に事後調査として監視します。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 
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○陸域 

調査項目 浮遊物質量（SS）及び濁度 

調査地点・範囲 浮遊物質量（SS）は、濁水処理プラントの放流口 

濁度は、美謝川及び切替え後の美謝川の各下流域の代表点

調査時期・期間 工事期間（赤土等流出防止対策の施工期間）中の濁水処理

水放流時。濁度は連続測定 

調査方法 SS 濃度は、調査地点で採水後に室内分析 

濁度は、1年間の連続測定 

 

○海域 

①埋立てに関する工事中の浮遊物質量調査 

調査項目 浮遊物質量（SS）及び濁度 

調査地点・範囲 埋立てに関する工事の施工区域の周辺 7地点各 3層程度 

調査時期・期間 工事期間中、月 1 回。ただし、浚渫期間中は、浮遊物質量

（SS）は週 1回、濁度は毎日。 

調査方法 SS 濃度について、調査地点で採水後に室内分析 

濁度は、調査地点で濁度計を用いて測定 

②海上ヤード撤去の工事中の浮遊物質量調査 

調査項目 浮遊物質量（SS）及び濁度 

調査地点・範囲 撤去する海上ヤードの周辺 5地点各 3層程度 

調査時期・期間 工事期間中、週 1回、濁度は毎日。 

調査方法 SS 濃度について、調査地点で採水後に室内分析 

濁度は、調査地点で濁度計を用いて測定 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

・工事期間（赤土等流出防止対策の施工期間）中の濁水処理水放流時の SS 濃度

が 25mg/L を超過 

・放流先河川の河川水質が SS25mg/L を超過 

・海域の濁りが対照地点に比べて SS2mg/L 以上となる場合 

 

これらの状況が生じた場合は、必要に応じて専門家等の指導・助言を受けて、

施工方法の見直しや環境保全措置の改善を図ります。 
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 (4) 地下水の水質 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

地下水の水質については、環境影響の低減に係る環境保全措置を講じるものの、

その効果に係る知見が必ずしも十分ではなく、効果が発揮されない場合には、環

境影響が生じるおそれがあるため、事後調査を行い、その結果を踏まえて必要な

措置を講じます。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

調査項目 地下水の水位及び水質 

調査地点・範囲 ボーリング孔代表 1地点及び下流域の代表 1地点（井戸）

調査時期・期間 工事期間中の豊水期、渇水期の 2回/年 

調査方法 ボーリング孔及び井戸を利用した水位観測。水位に変動が

あった場合、水質について室内分析を実施 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

・事業実施前における各種調査データの変動範囲をはずれた状態の継続 

 

これらの状況が生じた場合は、専門家等の指導・助言を受けて、環境保全措置

の改善を図ります。 

 

 (5) 電波障害 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

普天間飛行場代替施設の航空機の運航による電波障害については、予測結果に

不確実性が伴うこと、供用開始後、航空機の運航によるフラッター障害が発生し

た場合は、環境影響の程度が著しいと考えられることから事後調査を行い、その

結果を踏まえて、必要な措置を講じます。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 
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○テレビ電波の受信状況 

調査項目 テレビ電波の受信状況 

調査地点・範囲 名護市安部から宜野座村前原に至る地域の集落、学校及び

事業所等のテレビ視聴地域 

調査時期・期間 供用後適宜 

調査方法 電波測定車等を使用する路上調査 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

航空機の運航により電波障害が発生した地区には、速やかに受信状況調査を行

い、航空機の運航が原因であることが判明した場合には、障害の状況に応じて、

テレビ電波（デジタル放送）は共同受信施設や個別受信アンテナまたはケーブル

テレビ等の設置による措置を講じます。 

 

 (6) 海域生物、海域生態系 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

ウミガメ類、サンゴ類、海藻草類、ジュゴン及び海域生物（海上ヤード周辺及

び大浦湾奥部干潟）については、環境影響の回避・低減に係る措置を講じるもの

の、その効果に係る知見が必ずしも十分ではなく、効果が発揮されない場合には、

環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるため、事後調査を行い、その結

果を踏まえて、必要な措置を講じます。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

  (a) 工事の実施に係るもの 

○ウミガメ類 

①上陸状況 

調査項目 工事中の夜間照明による上陸産卵忌避影響 

調査地点・範囲 工事施工海域及びその周辺（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に 4 月～10 月の上陸・産卵期に毎月 2

回程度の踏査 

調査方法 調査員による砂浜目視調査 
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②工事海域への来遊（接近）状況 

調査項目 ウミガメ類の工事海域への来遊（接近）状況 

（工事施工海域への接近を監視する） 

調査地点・範囲 工事海域及びその周辺（豊原地先～安部崎地先） 

調査時期・期間 工事期間中、毎日調査 

調査方法 工事実施時間帯に監視船を出し、船上からの目視調査（ジ

ュゴンと併せて実施） 

 

○サンゴ類 

①分布状況 

調査項目 サンゴ類の生息被度、生息状況、食害生物の出現状況等 

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 工事期間中、夏季～秋季及び冬季～春季の年 2回 

調査方法 潜水目視観察（測線、地点を固定したモニタリング） 

②移植サンゴの生息状況 

調査項目 消失するサンゴ群集の移植先での生息状況、成長度合 

調査地点・範囲 消失域のサンゴ類の移植先（大浦湾内で波浪の影響の少な

い区域） 

調査時期・期間 移植後概ね 3ヶ月毎 

調査方法 移植先水域における移植群生及び既生息群生について、潜

水目視観察 

③幼サンゴの加入状況 

調査項目 幼サンゴの着床及び成長度合 

調査地点・範囲 事業実施区域周辺の海域 

調査時期・期間 設置後概ね 3ヶ月毎 

調査方法 人工着床具への幼サンゴの着床及び成長度合いについて、

潜水目視観察 
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○海藻草類 

①分布状況 

調査項目 ①代替施設周辺海域に残存する海藻草類（クビレミドロを

含む）の生育被度、生育状況等の生育状況 

②上記①の状況を踏まえ、専門家等の指導・助言を得て必

要に応じて行う事項として、供用後に想定される海草類

の生育基盤の環境改善による生育範囲拡大に関する環境

要因等 

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 工事期間中、繁茂期、衰退期の年 2回 

調査方法 潜水目視観察及び干潟の目視観察 

②生育範囲の拡大方策に係る海草藻場の生育状況 

調査項目 生育範囲の拡大方策による海草藻場の生育状況 

調査地点・範囲 生育範囲の拡大対象海域 

調査時期・期間 生育範囲の拡大方策実施後 3～5年程度 

調査方法 潜水目視観察（測線、定点を固定したモニタリング） 

 

○ジュゴン 

①ヘリコプターからの監視 

調査項目 ジュゴンの生息状況、工事海域への来遊（接近）状況 

調査地点・範囲 工事海域周辺（辺野古地先～安部地先）及び他の生息海域

（古宇利島沖） 

調査時期・期間 工事期間中、毎月 3～4回 

調査方法 工事実施時間帯にヘリコプターからの目視調査 

②監視プラットフォームによる監視 

調査項目 ジュゴンの工事海域への来遊（接近）状況 

（工事海域への接近を監視する） 

調査地点・範囲 工事海域及びその周辺（大浦湾内） 

調査時期・期間 工事期間中、毎日調査 

調査方法 船舶を利用した監視プラットフォームに水中録音装置、ス

キャニングソナー及び見張り櫓を装備し、機器観測による

存在確認及び目視調査（ウミガメ類と併せて実施） 
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③嘉陽周辺海域及び他の生息海域における生息状況 

a.目視調査 

調査項目 嘉陽周辺海域におけるジュゴンの生息状況 

調査地点・範囲 安部及び嘉陽地先の海草藻場 

調査時期・期間 工事期間中、毎月 1～2回調査 

調査方法 潜水目視観察（マンタ法）による食跡記録 

b.機器観測 

調査項目 嘉陽周辺海域及び他の生息海域（古宇利島沖など）におけ

るジュゴンの生息状況 

調査地点・範囲 サンゴ礁礁縁を中心とした海域 

調査時期・期間 工事期間中、毎日調査 

調査方法 水中録音装置による来遊記録 

 

○海域生物 

①海上ヤード周辺の海域生物の生息・生育状況 

調査項目 海上ヤード周辺の海域生物の生息・生育状況 

調査地点・範囲 海上ヤード工事区域とその周辺 

調査時期・期間 海上ヤード設置及び撤去工事前の各 2回（夏季、冬季） 

調査方法 潜水目視観察による周辺環境との比較、状況の記録等 

②トカゲハゼの生息状況 

調査項目 トカゲハゼの生息状況 

調査地点・範囲 大浦湾奥部（大浦川河口干潟及び二見地区地先干潟） 

調査時期・期間 工事期間中 年 4回 

調査方法 目視観察による個体数計数、巣穴の確認 

 

  (b) 施設の存在・供用に係るもの 

○ウミガメ類 

①行動状況 

調査項目 航空機の運用による騒音の発生による行動範囲の変化 

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生息状況が安定したことを確認し

た後に終了する。 

4 月～10 月の上陸・産卵期に毎月 2回程度の踏査 

調査方法 調査員による砂浜目視調査 
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②上陸･産卵のための砂浜造成に関する調査 

a.造成に関する事前検討 

調査項目 地形測量その他環境条件 

調査地点・範囲 辺野古弾薬庫下砂浜（詳細は有識者等の助言によって決定）

調査時期・期間 造成のための調査等（測量、環境整備等） 

調査方法 地形測量及び現地踏査により環境条件を把握し、検討委員

会を経て、環境整備工（樹木伐採、養浜等） 

b.上陸・産卵状況 

調査項目 上陸・産卵数 

調査地点・範囲 辺野古弾薬庫下砂浜（詳細は有識者等の助言によって決定）

調査時期・期間 造成後 3～5年程度、生息状況の安定確認後に終了する。 

4 月～10 月の上陸・産卵期に毎月 2回程度の踏査 

調査方法 調査員による砂浜目視調査 

 

○サンゴ類（工事中に引き続き実施） 

①分布状況 

調査項目 サンゴ類の生息被度、生息状況、食害生物の出現状況等 

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度、夏季～秋季及び冬季～春季の年 2回 

調査方法 潜水目視観察（測線、地点を固定したモニタリング） 

②移植サンゴの生息状況 

調査項目 消失するサンゴ群集の移植先での生息状況、成長度合 

調査地点・範囲 消失域のサンゴ類の移植先（大浦湾内で波浪の影響の少な

い区域） 

調査時期・期間 移植後概ね 3ヶ月毎 

調査方法 移植先水域における移植群生及び既生息群生について、潜

水目視観察 

③幼サンゴの加入状況 

調査項目 幼サンゴの着床及び成長度合 

調査地点・範囲 事業実施区域周辺の海域 

調査時期・期間 設置後概ね 3ヶ月毎 

調査方法 人工着床具への幼サンゴの着床及び成長度合いについて、

潜水目視観察 
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○海藻草類（工事中に引き続き実施） 

調査項目 ①代替施設周辺海域に残存する海草藻場の生育状況 

②上記①の状況を踏まえ、専門家等の指導・助言を得て必

要に応じて行う事項として、海草類の生育基盤の環境改

善による生育範囲拡大に関する環境要因等 

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生育状況が安定したことを確認し

た後に終了する。 

繁茂期、衰退期の年 2回 

調査方法 潜水目視観察等（測線、地点を固定したモニタリング） 

 

○ジュゴン（工事中に引き続き実施） 

①目視調査 

調査項目 嘉陽周辺海域におけるジュゴンの生息状況 

調査地点・範囲 安部及び嘉陽地先の海草藻場 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生息状況が安定したことを確認し

た後に終了する。毎月 1～2回調査 

調査方法 潜水目視観察（マンタ法）による食跡記録 

②機器観測 

調査項目 嘉陽周辺海域及び他の生息海域（古宇利島沖など）におけ

るジュゴンの生息状況 

調査地点・範囲 サンゴ礁礁縁を中心とした海域 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生息状況が安定したことを確認し

た後に終了する。毎日調査 

調査方法 水中録音装置による来遊記録 

 

○海域生物 

①海上ヤード周辺の海域生物の生息・生育状況 

調査項目 海上ヤード撤去後の海域生物の生息生育状況 

調査地点・範囲 撤去後の海上ヤード跡地とその周辺 

調査時期・期間 撤去後 3～5年程度行い、生息生育状況が安定したことを確

認した後に終了する。 

年 2回（夏季、冬季） 

調査方法 潜水目視観察による周辺環境との比較、状況の記録等。 

設置工事前及び撤去工事前の記録との状況の比較 
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②トカゲハゼの生息状況 

調査項目 トカゲハゼの生息状況 

調査地点・範囲 大浦湾奥部（大浦川河口干潟及び二見地区地先干潟） 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度 年 4回 

調査方法 目視観察による個体数計数、巣穴の確認 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

・事業実施前における各種調査データの変動範囲をはずれた状態の継続 

・移植・移築先における移植・移築対象生物種の顕著な減少 

 

これらの状況が生じた場合は、専門家等の指導・助言を受けて、環境保全措置

の改善を図ります。 

 

 (7) 陸域動物 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

改変区域において確認された重要な陸域動物種のうち、個体が消失することに

より事業実施区域周辺の個体群の存続に影響があると考えられる種については、

類似環境への移動、あるいは生息環境の創出を行うこととしています。このほか、

環境影響の低減に係る各種措置を講じるものの、その効果に係る知見が必ずしも

十分ではなく、効果が発揮されない場合には環境影響の程度が著しいものとなる

おそれがあるため、事後調査を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講じます。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

  (a) 工事の実施に係るもの 

○陸生動物 

①重要な動物種の移動 

調査項目 重要な動物種の移動 

調査地点・範囲 改変区域、移動先とその周辺 

調査時期・期間 工事着手前に 1回 

調査方法 事前確認をふまえ、目視確認等による捕獲移動、または追

い出し 
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②重要な動物種の移動後の生息状況 

調査項目 移動後の生息状況 

調査地点・範囲 移動先とその周辺 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に移動後年 4回（4季） 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲 

③鳥類の営巣状況 

調査項目 鳥類の営巣状況 

調査地点・範囲 改変区域とその周辺 

調査時期・期間 工事着手前に 1 回、工事期間中は繁殖期（四季）に各季 1

～2回程度（主に造巣前や造巣初期の時期を考慮）。 

調査方法 改変地及びその周辺での事前確認をふまえ、工事中も継続

して営巣を把握 

④進入防止柵の設置効果 

調査項目 進入防止柵の設置効果 

調査地点・範囲 工事用仮設道路 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に年 4回（4季） 

調査方法 工事用仮設道路の踏査 

 

○河川水生動物 

①美謝川及び周辺の消失地点の沢の河川動物の移動 

調査項目 美謝川及び周辺の消失地点の沢の河川動物の移動 

調査地点・範囲 改変区域、移動先とその周辺 

調査時期・期間 工事着手前に 1回 

調査方法 事前確認をふまえ、目視確認、タモ網等での捕獲移動 

②移動後の河川動物の生息状況 

調査項目 移動後の河川動物の生息状況 

調査地点・範囲 移動先とその流域 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に移動後年 4回（4季） 

調査方法 目視確認、タモ網等での捕獲 
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③辺野古川での河川水生動物の生息状況 

調査項目 河川水生動物の生息状況、作業ヤード周辺の水質・底質 

調査地点・範囲 辺野古川河口の作業ヤード周辺～上流 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に年 4回（4季） 

調査方法 目視観察やタモ網等による河川生物の捕獲。作業ヤード周

辺で水質・底質の調査 

 

  (b) 施設の存在・供用に係るもの 

○陸生動物 

①移動後の生息状況 

調査項目 移動後の生息状況 

調査地点・範囲 移動先とその周辺（バッファーゾーンを考慮し周辺地域を

含める） 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生息状況が安定したことを確認し

た後に終了する。年 4回（4季）。 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲 

②事業実施区域周辺の生息状況 

調査項目 事業実施区域周辺の生息状況 

調査地点・範囲 事業実施区域とその周辺（バッファーゾーンを考慮し周辺

地域を含める） 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、動物相の状況が安定したことを確

認した後に終了する。年 4回（4季） 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲 

 

○河川水生動物 

①移動後の生息状況 

調査項目 移動後の河川動物の生息状況 

調査地点・範囲 移動先とその流域 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生息状況が安定したことを確認し

た後に終了する。 

年 2回以上（魚類や甲殻類の多い初夏から夏を含む） 

調査方法 目視確認、タモ網等での捕獲 
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②移動後の生息状況 

調査項目 河川水生動物の生息状況、作業ヤード周辺の水質・底質 

調査地点・範囲 辺野古川河口の作業ヤード周辺～上流 

調査時期・期間 供用後 3～5 年程度行い、生息状況が安定したことを確認

した後に終了する。年 2回以上 

調査方法 目視確認やタモ網等による河川生物の捕獲。作業ヤード周

辺での水質・底質調査 

③魚道の機能 

調査項目 遡上する生物種の状況把握等 

調査地点・範囲 辺野古ダムの魚道 

調査時期・期間 供用後 3～5 年程度行い、生息状況が安定したことを確認

した後に終了する。初年度は年 2回以上。その後は年 1回

以上（遡上の活発な春～夏頃） 

調査方法 捕獲カゴ設置による 24 時間の毎時記録 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

・移動先における移動対象種の顕著な減少 

・辺野古川の生物相の単純化 

・魚道において遡上生物が確認されないこと 

 

これらの状況が生じた場合は、専門家等の指導・助言を受けて、環境影響の低

減措置の改善を図ります。なお、生物相の劣化や水質等において環境基準値の超

過が確認された場合は、その地点と周辺環境の状況等を調査し、改善等の対策を

検討します。また、魚道については、遡上阻害の要因を解析し、必要に応じて改

善策を検討します。 

 

 (8) 陸域植物 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

改変区域において確認された重要な陸域植物種のうち、個体が消失することに

より事業実施区域周辺の個体群の存続に影響があると考えられる種については、

類似環境への移植、あるいは生育環境の保全に努めることとしています。 

このほか、環境影響の低減に係る各種措置を講じるものの、その効果に係る知

見が必ずしも十分ではなく、効果が発揮されない場合には、環境影響の程度が著

しいものとなるおそれがあるため、事後調査を行い、その結果を踏まえて必要な
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措置を講じます。 

 

  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

  (a) 工事の実施に係るもの 

○重要な植物種の移植 

調査項目 重要な植物種の移植 

調査地点・範囲 改変区域、移植先とその周辺 

調査時期・期間 工事着工直前 

調査方法 個体識別プレート付け、類似環境への移植を実施。併せて

生育環境も把握 

○移植後の生育状況 

調査項目 移植後の生育状況 

調査地点・範囲 移植先とその周辺 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に、1年目は移植後 1ヶ月は 5回（1、

3、7、14、30 日目）。その後、11 ヶ月は月 1 回。2 年目以

降は年 2回程度。 

調査方法 目視や各部計測、生育環境の把握 

○切替え後の美謝川の植生状況 

調査項目 切替え後の美謝川の植生状況 

調査地点・範囲 美謝川切替え水路及びその周辺 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に年 2回 

調査方法 植生状況の把握 

 

  (b) 施設の存在・供用に係るもの 

○移植後の生育状況 

調査項目 移植後の生育状況 

調査地点・範囲 移植先とその周辺 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生育状況が安定したことを確認し

た後に終了する。 

調査方法 目視や各部計測、生育環境の把握 
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○マント群落・ソデ群落の生育状況 

調査項目 マント群落・ソデ群落の生育状況 

調査地点・範囲 埋立土砂発生区域の跡地林縁 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生育状況が安定したことを確認し

た後に終了する。 

調査方法 目視や各部計測による生育状況の把握 

○切替え後の美謝川の植生状況 

調査項目 切替え後の美謝川の植生状況 

調査地点・範囲 美謝川切替え水路及びその周辺 

調査時期・期間 供用後 3～5年程度行い、生育状況が安定したことを確認し

た後に終了する。 

調査方法 植生状況の把握 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

・移植対象種の顕著な生育不良または移植地周辺植生の撹乱 

・切替え後の美謝川河岸における植生の形成不良 

・埋立土砂発生区域跡地の林縁におけるマント群落及びソデ群落の形成不良 

 

これらの状況が生じた場合は、専門家等の指導・助言等を受けて、環境影響の

回避・低減措置の強化や改善を図ります。なお、上記に示した移植個体の衰弱や

植生の撹乱等が確認された場合は、原因解明に努めるとともに新たな対策（再移

植等）を検討します。 

 

 (9) 陸域生態系 

  1) 事後調査を行うこととした理由 

建設機械の稼働や航空機の運航による騒音影響について、70dB を超えると予測

された地点及びその近傍などでは鳥類の繁殖状況の把握を行うこととしています。 

このほか、環境影響の低減に係る各種措置を講じるものの、その効果に係る知

見が必ずしも十分ではなく、効果が発揮されない場合には、環境影響の程度が著

しいものとなるおそれがあるため、事後調査を行い、その結果を踏まえて必要な

措置を講じます。 
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  2) 事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び手法は以下のとおりです。 

 

  (a) 工事の実施に係るもの 

○基盤環境、生態系の機能と構造 

①動物相の状況 

調査項目 動物相の状況 

調査地点・範囲 事業実施区域周辺の調査範囲全域 

調査時期・期間 工事期間中、年度毎に年 4回（4季） 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲 

②植生の状況 

調査項目 植生の状況（現存植生図の作成） 

調査地点・範囲 事業実施区域及びその周辺（詳細植生図と同範囲） 

調査時期・期間 工事前 1回 

調査方法 航空写真からの読み取りや、目視により作成 

 

○地域を特徴づける注目種 

①建設作業騒音の測定と注目種、重要な哺乳類及び鳥類の繁殖・行動状況 

調査項目 建設作業騒音の測定と注目種、重要な哺乳類及び鳥類の繁

殖状況や行動状況 

調査地点・範囲 建設作業騒音が 70dB を超過すると予測される箇所とその

周辺における注目種、重要な哺乳類及び鳥類の繁殖地や営

巣地及びそれらの周辺 

調査時期・期間 工事直前から工事期間中の繁殖期間（主に春～夏） 

調査方法 工事前の事前踏査を踏まえ、繁殖や営巣が確認された場

合、その繁殖状況や行動を目視記録。同時に騒音レベルを

測定 

②ミサゴ、ツミ、アジサシ類、シロチドリの生息・繁殖状況 

調査項目 ミサゴ、ツミ、アジサシ類、シロチドリの生息・繁殖状況

調査地点・範囲 調査地域の生息地、繁殖地 

調査時期・期間 工事初年度は年 4回（4季）。アジサシ類は飛来期間（春～

夏）。工事 2 年目以降は種毎の生態を考慮して、各種の繁

殖時期にそれぞれ 1～2回 

調査方法 目視確認による 
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③オカヤドカリ類・オカガニ類の移動 

調査項目 オカヤドカリ類・オカガニ類の移動 

調査地点・範囲 海岸の改変区域と移動先とその周辺 

調査時期・期間 工事着手前に 1回 

調査方法 移動先の事前踏査を踏まえ、目視確認、トラップ等での捕

獲移動。移動先の環境把握 

④オカヤドカリ類・オカガニ類の移動先での繁殖状況・移動経路 

調査項目 オカヤドカリ類・オカガニ類の移動先での繁殖状況・移動

経路 

調査地点・範囲 移動先とその周辺 

調査時期・期間 工事期間中、繁殖期の夏季に 4回程度実施 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲。移動先の環境把握 

 

  (b) 施設の存在・供用に係るもの 

○基盤環境、生態系の機能と構造 

①動物相の状況 

調査項目 動物相の状況 

調査地点・範囲 調査範囲全域 

調査時期・期間 供用後 3～5 年程度行い、生息状況が安定したことを確認

した後に終了する。年 4回（4季） 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲 

②植生の状況 

調査項目 現存植生図 

調査地点・範囲 事業実施区域及びその周辺（詳細植生図と同範囲） 

調査時期・期間 施設の供用直後に 1回 

調査方法 航空写真からの読み取りや、目視により作成 
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○地域を特徴づける注目種 

①航空機騒音の測定と注目種、重要な哺乳類及び鳥類等の繁殖・行動状況 

調査項目 航空機騒音の測定と注目種、重要な哺乳類及び鳥類等の繁

殖状況や行動状況 

調査地点・範囲 航空機騒音が 70dB を超過すると予測される箇所とその周

辺における注目種、重要な哺乳類及び鳥類の繁殖地や営巣

地及びそれらの周辺 

調査時期・期間 供用後 3～5 年程度行い、生息状況が安定したことを確認

した後に終了する。繁殖期間（主に春～夏） 

調査方法 繁殖や営巣が確認された場合、繁殖状況や行動を目視記

録。同時に騒音レベルを測定 

②ミサゴ、ツミ、アジサシ類、シロチドリの生息・繁殖状況 

調査項目 ミサゴ、ツミ、アジサシ類、シロチドリの生息・繁殖状況

調査地点・範囲 調査地域の生息地、繁殖地 

調査時期・期間 供用後 3～5 年程度行い、生息状況が安定したことを確認

した後に終了する。 

年 4回（4季）。アジサシ類は飛来期間（春～夏） 

調査方法 目視確認による 

③オカヤドカリ類・オカガニ類の移動先での繁殖状況・移動経路 

調査項目 オカヤドカリ類・オカガニ類の移動先での繁殖状況・移動

経路 

調査地点・範囲 移動先とその周辺 

調査時期・期間 供用後 3～5 年程度行い、生息状況が安定したことを確認

した後に終了する。 

繁殖期である夏季の満潮時に 4回程度実施 

調査方法 目視確認、トラップ等での捕獲。移動先の環境把握 

 

  3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対

応の方針 

事後調査で環境影響の程度が著しいと判断する基準は以下のとおりです。 

 

・ミサゴの生息状況に減少傾向が認められた場合、及び繁殖行動（営巣地等）

が確認された場合 

・ツミの繁殖状況に減少傾向が認められた場合 

・アジサシ類、シロチドリの個体数に減少傾向が認められた場合 

・移動先におけるオカヤドカリ類・オカガニ類の個体数に減少傾向が認められ
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た場合 

・上記の注目種を含めた、生物群集の生息状況や機能と構造に大きな変化が確

認された場合 

・工事の実施時の建設作業騒音や供用後の航空機騒音が 80～85dB を超える範

囲内で確認された鳥類の繁殖状況や行動について、騒音による回避行動が頻

繁に認められた場合 

 

これらの状況が生じた場合は、専門家等の指導・助言を受けて、環境影響の回

避・低減措置の強化や改善を図ります。なお、上記に示した種の生息・繁殖状況

の顕著な変化が確認された場合は、原因の解明に努めるとともに、周辺環境の状

況等を調査し、改善等の対策を検討します。 

 

8.1.2 事後調査の結果の公表の方法 

事後調査の結果は、年次毎に報告書にとりまとめ、沖縄防衛局、沖縄県庁、名

護市役所、宜野座村役場等において公表します。 
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8.2 環境監視調査 

事後調査とは別に、事業の実施による周辺環境への影響の程度を把握し、その結

果に基づいて適切な対策を講じるための環境監視調査を実施するものです。 

環境監視調査を実施する項目及び内容等は以下のとおりで、環境監視調査の結果

は、環境保全措置の検討等のために、必要に応じて専門家等の指導・助言を受ける

こととします。 

なお、環境監視調査の結果は、事後調査と同様の方法で公表することとします。 

 

 (1) 大気質 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

○建設機械の稼働に伴う大気汚染物質 

調査項目 二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄 

調査地点・範囲 工事箇所の近傍住宅地 3地点程度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4 回程度、各連

続 1週間測定 

調査方法 大気環境測定装置による大気汚染物質調査 

○資機材運搬車両等の運行に伴う大気汚染物質 

調査項目 二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄 

調査地点・範囲 資機材運搬車両等の走行ルート沿いの住宅地近傍 3 地点程

度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4 回程度、各連

続 1週間測定 

調査方法 大気環境測定装置による大気汚染物質調査 

 

 (2) 騒音 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

○航空機騒音 

調査項目 航空機騒音（ＷＥＣＰＮＬ値） 

調査地点・範囲 飛行場及び飛行経路近傍の集落内（安部、辺野古、豊原、

久志、松田） 

調査時期・期間 普天間飛行場代替施設の供用後 3～5年程度 

調査方法 航空機騒音自動観測装置による騒音調査 
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○道路交通騒音 

調査項目 道路交通騒音、交通量 

調査地点・範囲 資機材運搬車両等の走行ルート沿いの住宅地近傍 5 地点程

度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4回程度、24 時

間測定 

調査方法 騒音計、カウンターを用いて測定 

○建設作業騒音 

調査項目 建設作業騒音 

調査地点・範囲 工事箇所の近傍住宅地 3地点程度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4 回程度、昼夜

測定 

調査方法 騒音計を用いて測定 

 

 (3) 振動 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

○道路交通振動 

調査項目 道路交通振動 

調査地点・範囲 資機材運搬車両等の走行ルート沿いの住宅地近傍 5 地点程

度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4回程度、24 時

間測定 

調査方法 振動計を用いて測定 

○建設作業振動 

調査項目 建設作業振動 

調査地点・範囲 工事箇所の近傍住宅地 3地点程度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4 回程度、昼夜

測定 

調査方法 振動計を用いて測定 
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 (4) 低周波音 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

○建設機械・船舶、資機材運搬車両等の低周波音 

調査項目 建設機械・船舶、資機材運搬車両等の低周波音 

調査地点・範囲 建設機械、船舶については、工事箇所の近傍住宅地 3 地点

程度、資機材運搬車両等については、走行ルート沿いの住

宅地近傍 5地点程度 

調査時期・期間 工事期間中、年毎の工事工程を考慮して年 4 回程度とし、

建設機械、船舶については昼夜、資機材運搬車両等につい

ては 24 時間測定 

調査方法 低周波音計を用いて測定 

 

 (5) 地下水の水質 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

 

調査項目 地下水の水位及び水質 

調査地点・範囲 埋立土砂発生区域全域 

調査時期・期間 工事期間中 

調査方法 地下水の湧出状況を目視調査 

 

 (6) 海域生物、海域生態系 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

○サンゴ類（全域の状況監視） 

調査項目 サンゴ類の生息被度、生息状況、食害生物の出現状況等 

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 工事期間中、夏季～秋季及び冬季～春季の年 2回 

調査方法 潜水目視観察等による定性的調査 

○海藻草類（全域の状況監視） 

調査項目 海藻草類（クビレミドロを含む）の生育被度、生育状況等

調査地点・範囲 環境現況調査を実施した区域（松田地先～嘉陽地先） 

調査時期・期間 工事期間中、海藻草類の繁茂期及び衰退期の年 2回 

調査方法 潜水目視観察及び干潟の目視観察等による定性的調査 
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 (7) 陸域動物 

環境監視調査の概要は以下に示すとおりです。 

○鳥類等 

調査項目 鳥類等の営巣状況の確認 

調査地点・範囲 事業実施区域及び直近で営巣を確認した箇所 

調査時期・期間 工事期間中、営巣時において週 1回 

調査方法 双眼鏡や望遠鏡（スポッティングスコープ）を用いた目視

観察 

 


	8
	★補正評価書_8章_事後調査_121214【第3稿】


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


