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（４）条例等に基づく環境保全計画等の内容 

ア）生物多様性おきなわ戦略 

「生物多様性おきなわ戦略」（平成 25 年 3 月、沖縄県）における沖縄島中南部圏域

における現状と課題、圏域別の重点施策は表 3.2-45 のとおりです。 

 

表 3.2-45 生物多様性おきなわ戦略における沖縄島中南部圏域の現状と課題、将来像、重点 

        施策 

現

状 

現状 

ア 概況 

県面積の約 20％を占め、復帰前に 70 万人であった人口は現在約 111 万人で、県内人

口の約８割が集中しており、市街地化が進展しています。中央部の比較的平坦な土地を嘉

手納飛行場や普天間飛行場などの広大な米軍施設・区域が占め、土地利用上大きな制約

となっています。 

石灰岩風化土が広く分布しており、アカギ、オオバギ、ヤブニッケイなど好石灰岩地生の

森林植生が多くみられます。 

古くから集落が発達し、農地が広がっていましたが、復帰後急速に都市化・宅地化が進

みまとまった緑地は、主に土地利用が困難な隆起石灰岩の小山、森（ムイ）などにしか残さ

れておらず、祭祀を行う場所である御嶽とともにある周辺の自然環境も激減しています。 

農業としてはさとうきびやキク、豚、肉用牛、乳用牛の生産が盛んで、水産業としてはパ

ヤオ（浮魚礁漁業）や大型定置網漁、モズク、クルマエビ、アーサ（ヒトエグサ）などの養殖

が行われています。 

河川はほとんどが都市部を貫流する河川（以下｢都市河川｣という。）であり、南部におい

ては特に水質汚濁が進んでいましたが、近年では水質の改善が見られるようになりまし

た。また、河川の清掃、普及啓発、環境学習なども盛んになりつつあります。 

沿岸域は、本土復帰以降、大規模な埋立てにより、土地面積を拡大しましたが、同等の

面積の干潟、サンゴ礁が消滅したものと考えられます。 

埋立整備等とあわせて、人工ビーチの造成が進み都市地区住民や観光客に利用されて

います。 

北谷町宮城海岸には都市地区にありながらサンゴ群集が生息し、関係者の保全活動で

それが良好な状態で維持され、県内でも有数のダイビングスポットとなっています。 

農地生態系は、都市化や宅地化により減少していますが四季折々の景観により、住民

が自然の営みを身近に感じる空間となっています。 

 

イ 森林生態系 

森林にはオリイオオコウモリやオキナワハツカネズミ類が見られます。昆虫類では石灰

岩由来の樹林にコブナナフシやオキナワモリバッタなどの森林性昆虫が見られます。その

他リュウキュウアカショウビン、オキナワキノボリトカゲ、イボイモリ、シリケンイモリなどが生

息しています。植物ではガジュマル、ヤブニッケイ、ホルトノキ、アカギ、オオバギ、リュウキ

ュウマツ、ハマイヌビワ、クロヨナ、外来種のトキワギョリュウ（モクマオウ）やギンネムなど

が生育しています。 

古くから農地などの開墾や宅地化が進んだことから、森林は石灰岩の丘など土地利用

が困難な場所に残され、ガジュマルやリュウキュウガキなどの石灰岩特有の植生などが本

圏域の特徴的な森林として残されています。 

 

ウ 陸水生態系 
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河川への生活雑排水や畜舎排水などの流入による水質汚濁や、これまでの治水機能を

重視したコンクリート三面張りによる河川整備などにより、動植物の生息・生育環境は減少

しています。また、多くの河川は、ティラピア類やグッピーなどの外来種が定着しています

が、自然が残っている一部の地域では魚類のミナミメダカやタイワンキンギョ、タウナギ、甲

殻類のサカモトサワガニなどの希少種が生息しています。 

両生類ではヒメアマガエルやオキナワアオガエル、ヌマガエルといった開放環境を好むカ

エル類が中心ですが、一部、森林の河川や池にイボイモリの生息が知られ、湧水を伴った

森林環境にはシリケンイモリが見られます。 

沖縄島において、流域面積が最大である比謝川の河口近くの河岸は崖地となっており、

ハマイヌビワ、ヤブニッケイ、クスノハガシワなどの石灰岩地域で見られる森林植生が見ら

れます。 

 

エ 沿岸生態系（砂浜・干潟・マングローブ・藻場・サンゴ礁） 

国場川河口部の漫湖一帯は、道路、公園や住宅地に囲まれた都市環境に残された干潟

ですが、絶滅危惧種であるクロツラヘラサギやズグロカモメなどの越冬地となっており、ラ

ムサール条約の登録湿地となっています。また、日本では奄美大島と沖縄島にのみ分布し

ているモモイロサギガイの生息地にもなっています。 

中城湾北部中城地区の泡瀬干潟は沖縄島で最も大きな干潟であり、沖縄島固有種であ

るクビレミドロを含め、多くの希少種が確認されています。ムナグロ越冬数は日本最大であ

ると同時に、キララハゼの日本唯一の生息地でもあり世界的にも分布の北限にあたりま

す。トビハゼ、マサゴハゼの日本での分布南限にもあたります。 

代表的な海岸砂丘として、米須砂丘（荒崎～米須）が広がります。 

沿岸域における藻場は、主に、比較的波のおだやかなサンゴ礁のイノー（礁池）内の砂

礫底に、リュウキュウスガモやリュウキュウアマモなどの海草類からなるアマモ場が形成さ

れており、ホンダワラ類などの海藻類からなるガラモ場も小規模ながら存在しています。 

アマモ場は、サンゴ礁と同様に生物生産性や種の多様性の高い場所であるほか、産卵

場や稚魚、幼魚が成長する場として機能し、「海のゆりかご」として知られています。 

 

そのほか、ホソエガサ、ホソウミヒルモ、オオウミヒルモ、ヒメウミヒルモなどの希少種が

群落で砂地海底に広く分布していることが確認されています。ウミトラノオは、沖縄島を南

限とする種であり、他府県のものとは形態や繁殖方法が異なっており、また生息地は局所

的で希少です。 

沖縄島南部周辺のサンゴ礁は、島の周囲に形成される裾礁と島から離れた離礁からな

ります。裾礁とはいえ、島の東岸ではサンゴ礁は島から数 kmの広がりを見せ、堡礁的性

格を見せるところもあります。 

沿岸海域のサンゴ礁は、1998 年と 2001 年に起きた白化現象やオニヒトデによる食害の

影響などにより、全般的には低被度の状況にありますが、糸満市の喜屋武や宜野湾市の

離礁などではサンゴ被度 50％を越える海域が確認されています。 

 

オ 都市生態系と農地生態系 

沖縄島中南部圏域は、戦前から集落が発達し農地としての土地利用が進んでいました

が、その後急速に都市化、宅地化していった歴史があり、当該圏域を全体として俯瞰すると

都市生態系と農地生態系が混在している地域であるといえます。 

これらの生態系は人間活動が集中していることから、多様な生物が生息・生育できる自

然環境は極めて少なくなっています。 
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しかしながら、都市の中にある公園や街路樹、残地林、農地周辺の林には多種多様な

生物が生息・生育しており、沿岸域には自然が残されている干潟やサンゴ被度の高い海域

も見られ、これらの地域が森林生態系、陸水生態系、沿岸生態系を構成し都市生態系と農

地生態系に繋がっていることが特徴です。 

例えば、那覇市の末吉公園や浦添市の浦添大公園には、森林が残され、いくつかの希

少種が生息･生育する場所となっており、那覇市の新都心にも自然度の高い湿地と周辺林

が残され、周辺の公園や緑地、街路樹とつながる緑の回廊を形成しつつあります。 

また、漫湖や泡瀬干潟は県内でも重要な渡り鳥の飛来地となっており、これらの干潟周

辺の湿地や池も渡り鳥の餌場や休息地となっています。 

さらに、佐敷干潟は日本では沖縄にしか生息しないトカゲハゼの重要な生息地となって

おり、宜野湾市の地先や喜屋武地先にはサンゴ被度が 50％を超えるサンゴ礁が再生しつ

つあります。 

問

題

点 

現状を踏まえ、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図る上での問題点を以下に抽

出しました。 

・都市化による土地の開発や沿岸域の埋立により、動植物の生息及び生育地は減少し続け

ており、また、他圏域に比べ、人間と自然とが触れ合う機会も限られていることから、身近

な自然への関心が薄れていることが憂慮されます。 

・既存の生態系を考慮せずに植栽されたマングローブによる在来種への影響や、植栽した

マングローブの急激な分布域拡大による動植物への影響など、人間の認識不足が引き起

こした問題もあります。 

・河川にはティラピア類やカダヤシなどの外来種が多く定着しているため、在来種の生息域

は減少しています。また、ペットなど飼育されていた動物が捨てられ、または逃げ出して野

生化して分布を拡大させるなど、在来種を脅かしている事例もあります。 

・沖縄島中南部圏域に存在する米軍基地返還後の跡地利用については、人間と生物とが共

存できる街づくりを推進していく必要があります。 

課

題 

問題点の克服のために以下の課題に取り組んでいく必要があります。 

・現存する干潟の保全と機能の再生 

・河川における更なる水質の改善 

・生物多様性に配慮した河川改修による生態系の再生 

・植栽されたマングローブ林の適切な管理 

・自然とふれあう機会の増加と理解の増進 

・ペットなど飼育由来の新たな外来種の定着防止 

・都市地区での緑化推進（コリドー※（緑の回廊）の創出） 

・返還跡地の自然環境の保全及び再生に留意したまちづくりの推進 

・祭祀や御嶽の周辺自然環境の減少の抑制と、望ましい保全 

目

指

す

べ

き

地

域

の

将

来

像 

『よみがえる自然に生きものが集い、生活の中に生きものとの繋がりを感じる地域』 

・昔から残されている森が保全されています。石灰岩台地などの藪山が沖縄本来の植生に

再生され、井泉（ガー/いせん）からは清らかな水が湧き出ています。そこは、人々が集い、

子ども達が遊び、地域の人々が繋がる場所として、地域の人々により管理されています。

また、伝統の祭祀とともに祭祀に関わる自然環境や、御嶽と周辺の自然生態系が大切に

維持保全されています。 

・都市の街路は緑で覆われ、木々がつくりだす日陰は南国の強い日射から歩行者を守り、涼

しい風を街路に導いています。 

・生物多様性に配慮した河川改修や都市部における下水道の整備が進み、地域住民や流

域自治体の協力により、水質が向上しています。また、その場所は子ども達の環境学習の

場として活用されるとともに、川辺の木陰は地域の人々が集う場所となっています。 
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・都市地区の沖合にも良好なサンゴ礁が発達し、その場所が保全されており、その場所がど

こにあるかを多くの市民・住民が理解しています。また、干潟の重要性の理解が市民・住民

に浸透し、住民参加型の保全・再生活動が行われています。 

・農地を中心とした地域では、自然界の循環機能を活かし、生物多様性の保全をより重視し

た生産手法で農業が行われ、その農産物は「うちなーむん」として多くの県民から高い評価

を受けています。また、都市近郊の農地では、体験農業や子ども達の農業学習が日常的

に行われ、大人も子どもも作物の栽培をとおして自然の恵みを体感し、理解しています。 

・観光産業が率先して自然資源の保全に責任を持って取り組んでいます。また、地域の人々

による生物多様性保全活動を様々な県内企業が支援しています。 

・都市地区の住民も自然の大切さを理解し、沖縄島の北部や離島を訪れる際は、その地域

の自然に配慮した行動をとっています。また、多くの都市住民が、ボランティアとして離島や

沖縄島北部地域の保全活動に協力しています。 

・小中学校では、NPO やボランティアなどの協力により身近な自然を理解する学習活動が継

続的に行われています。 

・返還された米軍施設跡地では、沖縄らしい森（ムイ）や井泉（ガー/いせん）が都市地区の

中のビオトープとして再生されるなど、生物多様性に配慮した街づくりが行われています。 
重

点

施

策 

都市における緑の創出（緑の回廊の創出） 

・沖縄島中南部圏域においては、戦後、急速に都市化が進んだことから、緑地は限られた場

所にしか残されていません。そのため、残された緑地の保全を図るとともに、生物多様性が

豊かな都市公園や緑地の計画的な整備を推進するとともに、道路の緑化に取り組むこと

で、緑の回廊の創出を図ります。 

・また、県民一体となった緑化の推進に向け、「沖縄県全島緑化県民運動」を展開します。 

干潟の保全及び機能の回復 

・都市地域に残されている干潟は、市民に憩いの場を提供するとともに、多様な生物が生

息・生育する空間となっていることから、その保全を図るとともに、機能の回復を図る必要

があります。 

・そのため、鳥獣保護区などの保全区域の拡充を図るとともに、干潟に流入する水質の改善

を図ります。 

多自然川づくりの推進（生物多様性に配慮した河川改修） 

・沖縄島中南部圏域の河川では、これまで治水機能を重視したコンクリート三面張りによる

河川整備などにより、生物の生息・生育環境が減少しています。 

・そのため、河川全体の自然環境、地域の暮らしや歴史・文化との調和に配慮するとともに、

生物の生息・生育、繁殖環境及び多様な河川環境を保全・再生・創出する「多自然川づく

り」による河川管理を行います。 
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イ）第 2次沖縄県環境基本計画【改定計画】 

「第 2次沖縄県環境基本計画【改定計画】」(平成 30年 10月、沖縄県)における主体

別配慮指針は表 3.2-46 のとおりです。 

 

表 3.2-46 第２次沖縄県環境基本計画【改定計画】における主体別配慮指針（米軍の場合） 

目標 配慮指針 

循環 ◆米軍基地からの排水は適正に処理し、河川や海域等を汚さないよう努める。 

◆米軍基地内における油流出事故により河川、海域等の水質汚染を引き起こすこと

がないよう施設等の整備・維持管理を徹底する。 

◆米軍基地内から発生する廃棄物については、発生の抑制、リサイクルの推進、廃棄

物処理施設の整備を含めた適正処理に努める。 

共生 ◆自然環境の豊かな区域における事業等を計画する際、貴重な野生動植物の生息・

生育環境や生態系に十分配慮する。 

◆埋立てや海浜の地形変更を伴う事業等を計画する際、地域の生態系・景観等の影

響について十分検討する。 

◆演習など米軍の活動に伴う赤土等の流出により、河川・沿岸海域の汚濁を引き起こ

すことがないよう努める。 

◆廃棄物の処理においては、含有物質や性状等に留意し、適正に処理する。 

参加 ◆米軍基地から派生する環境問題については、速やかに基地内への調査のための

立ち入りや事件・事故に関する情報の提供に協力する。 

◆米軍航空機も民間航空機と同様に、関係する日本国内法に準拠して運航し、米軍

航空機による騒音や事故の危険性の軽減に努める。 

◆原子力艦が寄港する港湾周辺に居住する住民の不安を解消するため、米軍に対し

ても日本国内法の「原子力災害対策特別措置法」に準拠し、万一、放射能事故が発

生した場合の災害対策に努める。 

◆米軍が実施する施設整備工事等において、住居跡や古墳等遺跡と認められるもの

を発見した際、日本国内法の「文化財保護法」に準拠し、関係機関への届出や通知

に協力する。 

◆土壌の汚染に係る環境基準や関連する国内法に準拠し、米軍基地内での土壌汚

染防止対策に協力する。 

地球

環境

保全 

◆環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例の対象事業と同等の米軍の事業に

ついて、同法又は同条例で定める環境影響評価の手続及び事後調査の実施や日

常的な環境監視に努める。 

◆日米両政府間での環境調査結果を踏まえ、環境保全上の措置について協議する。

万一、環境汚染が生じた際は、調査、浄化対策等を実施し、汚染原因者としての米

軍の責任により適時･的確な回復措置に努める。 ◆可能な限り、省エネに配慮した

電化製品や車両の利用に努める。 

◆可能な限り、基地内緑化に努める。 
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ウ）うるま市みどりの基本計画 

平成 22 年 3 月に、うるま市は、緑化や自然環境の保全に関する長期的・総合的な計

画の基本方針として、「うるま市みどりの基本計画」を策定しました。勝連地域と与那

城地域における基本計画の内容は、表 3.2-47 に示すとおりです。 

 

表 3.2-47(1) うるま市みどりの基本計画の内容（勝連地域） 

現況と課題  勝連地域は、勝連半島の中城湾側及び浜比嘉島、津堅島で形成されている。勝連半島では

県道8号線や県道16号線沿道を中心に大規模な集落が形成され、その周辺は農地や丘陵地等

のみどり豊かな空間が広がっている。 

 人口及び世帯数は微増傾向であり、土地利用状況は自然的土地利用が上回っている。公園・

緑地は19箇所あり、住民一人当たり公園面積（供用開始）は15.3㎡となっている。 

 勝連半島南側の斜面緑地や、勝連半島、浜比嘉島、津堅島の自然海岸線等の豊かな自然及

び集落景観が残っており、その維持・保全が課題である。 

 また、琉球王国のグスク及び関連世界遺産群の一つとして世界遺産に指定されている勝連城

跡や各地域に残る歴史文化資源が豊富にあり、これらの維持・保全や景観づくり等への活用も

課題である。 

みどりの特性

（資源） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実現のため

の方針 

樹林地の保全 道路の緑化と維持管理 

農地の保全 公園・緑地の整備 

海岸・海浜の保全 公共施設・民間施設の緑化 

井泉の保全 住宅地等の特性に合ったみどりの保全・創出 

歴史文化資源の保全・活用 高台からの眺望の保全 

屋敷林や地域のシンボルツリー等の保全 地域とともに取り組む緑化活動 
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表 3.2-47(2) うるま市みどりの基本計画の内容（与那城地域） 

現況と課題  与那城地域は、勝連半島の金武湾側及び平安座島、宮城島、伊計島で形成されている。勝

連半島では県道8号線及び県道37号線沿道を中心に集落が形成され、その周辺は農地や丘陵

地等のみどり豊かな空間が広がっている。 

 人口は減少しているが世帯数は微増傾向であり、土地利用状況は自然的土地利用が上回っ

ている。公園・緑地は 17 箇所あり、住民一人当たり公園面積（供用開始）は18.4 ㎡となってい

る。 

 平安座島、宮城島及び伊計島の海岸線や丘陵地、斜面緑地等の豊かな自然が残っており、

その維持・保全が課題である。 

 また、海中道路等の観光資源や各地域に残る数々の伝統行事、文化遺産等の地域資源が

豊富にあり、これらの維持・保全や景観づくりが課題である。 

みどりの特性

（資源） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実現のため

の方針 

樹林地の保全 道路の緑化と維持管理 

農地の保全 公園・緑地の整備 

河川の保全・活用 公共施設・民間施設の緑化 

海岸・海浜のみどり 住宅地等の特性に合ったみどりの保全・創出 

井泉の保全 高台からの眺望の保全 

歴史文化資源の保全・活用 地域とともに取り組む緑化活動 

屋敷林や地域のシンボルツリー等の保全  
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エ）うるま市環境基本計画 

平成 27 年 3 月に、うるま市は、市の環境行政の基本的な指針となる「うるま市環境

基本計画」を策定しました。勝連地域と与那城地域における基本計画の内容は、表 

3.2-48 に示すとおりです。 

 

表 3.2-48(1) うるま市環境基本計画における地域別環境配慮指針（勝連地域） 

施策の柱 施策の展開 

生活環境の

保全と創出 

・工場・事業場等からの大気汚染や水質汚濁の防止に努めます。 

・野焼きや豚舎、牛舎等の悪臭防止対策に努めます。 

・海岸地域、農用地及び墓地周辺等における不法投棄防止の喚起やパトロー

ルの実施に努めます。 

快適環境の

保全と創出 

・「勝連城跡」等の高台からの緑とまち並み、そして周辺に広がる美しい海を望

む眺望景観の保全と創出に努めます。 

・「勝連城跡」から海中道路に続く雰囲気を感じられる沿道景観の創出に努め

ます。 

・自然豊かな津堅島の島しょ景観の保全と創出に努めます。 

・浜比嘉島の自然と歴史に彩られた昔ながらの島しょ景観の保全に努めます。 

自然環境の

保全と創出 

・湧水では流入水の浄化を行うなど、水辺環境の保全と創出に努めます。 

・環境省の特定植物群落として指定されている「津堅島クボウ城のタブノキ群

落」の保護・保全に努めます。 

・津堅島の東側の海岸はウミガメの上陸・産卵確認地点であることから、その砂

浜の保全に努めます。 

・浜比嘉島の御嶽林や自然海岸の保全に努めます。 

・中城湾港新港地区の海岸部の干潟は、貴重な種であるトカゲハゼの生息場

となっていることから、その生息場の保全に努めます。 

歴史・文化

環境の保全

と創出 

・国指定史跡の「勝連城跡」を中心とした歴史的環境の保全と創出に努めま

す。 

・県指定史跡の「平安名貝塚」の文化遺産を保護・伝承に努めます。 

・県指定選択文化財である「津堅島の唐踊り」を地域住民と協力して保護・伝承

に努めます。 

・市指定史跡の「ワイトゥイ」、「ヤマトゥンチュウ墓」、「平敷屋タキノー」、「アマミ

チューの墓」等の文化遺産を保護・伝承に努めます。 

・市指定無形民俗文化財である「南風原の獅子舞」、「平敷屋エイサー」、市指

定有形民俗文化財である「シルミチュー」等を地域住民と協力して保護・伝承

に努めます。 

環境保全の

活動、情報

発信 

・地域の美化のために、市民等が協力して草刈りや清掃活動を実施するよう努

めます。 

・海岸漂着ごみ等の除去を市と協力して実施するよう努めます。 

・勝連地域の干潟の保全のために、市、事業者及び市民等が協働して清掃活

動等を実施するよう努めます。 

・環境教育を通して、自ら考え、調べ、学び、環境に関する知識を増やすよう 

努めます。 

・市内での貴重な動植物の分布が不明な種が多いことから、地域住民からの

情報収集に努めます。 
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表 3.2-48(2) うるま市環境基本計画における地域別環境配慮指針（与那城地域） 

施策の柱 施策の展開 

生活環境の

保全と創出 

・野焼きや豚舎、牛舎等の悪臭防止対策に努めます。 

・屋慶名川流域の畜産排水対策や生活雑排水対策を推進し、水質悪化の低減

に努めます。 

・海岸地域、農用地及び墓地周辺等における不法投棄防止の喚起やパトロー

ルの実施に努めます。 

快適環境の

保全と創出 

・海とともに暮らす人々が受け継ぐ平安座島の伝統・文化的、島しょ景観の保

全と創出に努めます。 

・「たかはなり」と呼ばれる宮城島の眺望や昔ながらの自然、集落環境の保全と

創出に努めます。 

・のどかで自然豊かな伊計島の島しょ景観の保全と創出に努めます。 

自然環境の

保全と創出 

・野鳥との触れ合いの場である「照間の水田」の保全と活用に努めます。 

・湧水では流入水の浄化を行うなど、水辺環境の保全と創出に努めます。 

・環境省の特定植物群落として指定されている「伊計城跡の石灰岩地植生」や

「平安座島東城の石灰岩地植生」の保護・保全に努めます。 

・宮城地区の海岸はウミガメの上陸・産卵場所となっており、その砂浜の保全に

努めます。 

・海中道路周辺の藻場と干潟は、生物の生息・生育環境として、また、人と自然

の触れ合いの場として保全と活用に努めます。 

歴史・文化

環境の保全

と創出 

・国指定史跡の「仲原遺跡」の文化遺産の保護・伝承に努めます。 

・市指定建造物の「ガーラ矼（はし）」、「ヤンガー」、市指定有形民俗の「与佐次

川（ユサチ（ヂ）ガー）」、市指定名勝の「犬名河（インナガー）」等の文化遺産の

保護・伝承に努めます。 

・市指定無形民俗である「マーラン船の建造技術」、「宮城ウシデーク」等を地域

住民と協力して保護・伝承に努めます。 

・「野グスク」、「平安座西グスク」、「泊グスク」及び「伊計グスク」周辺等の歴史

的環境の保全と創出に努めます。 

環境保全の

活動、情報

発信 

・地域の美化のために、市民等が協力して草刈りや清掃活動を実施するよう努

めます。 

・海岸漂着ごみ等の除去を市と協力して実施するよう努めます。 

・与那城地域の干潟の保全のために、市、事業者及び市民等が協働して清掃

活動等を実施するよう努めます。 

・環境教育を通して、自ら考え、調べ、学び、環境に関する知識を増やすよう努

めます。 

・市内での貴重な動植物の分布が不明な種が多いことから、地域住民からの

情報収集に努めます。 
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（５）自然環境の保全に関する指針 

沖縄県における望ましい環境を実現するための基本計画として「沖縄県環境管理計

画」（平成６年、沖縄県）が策定されており、自然環境を保全する施策のひとつとして

「自然環境の保全に関する指針」（平成 10 年、沖縄県）が位置づけられています。 

この指針によると、対象事業実施区域及びその周辺は、沿岸域における自然環境の保

全に関する指針が評価ランクⅠ（自然環境の厳正な保護を図る区域）で、陸域における

自然環境の保全に関する指針が、評価ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区域）及

び評価ランクⅢ（自然環境の保全を図る区域）となっています（図 3.2-16 参照）。 

 

 

評価ランクⅠ：自然環境の厳正な保護を図る区域 

 評価ランクⅡ：自然環境の保護・保全を図る区域 

 評価ランクⅢ：自然環境の保全を図る区域 

 評価ランクⅣ：身近な自然環境の保全を図る区域 

 評価ランクⅤ：緑地環境の創造を図る区域 
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