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3.2.2 自然的状況 

１） 大気質 

（１）大気質 

「平成 30 年度版 沖縄県環境白書」によれば、図 3.2-17 に示す与那城一般環境大気

測定局において平成 29 年度に二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキ

シダントの観測を行なっており、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は長期的評

価による大気の汚染に係る環境基準を達成していました。 

光化学オキシダントについては、大気の汚染に係る環境基準(昼間の１時間値 0.06ppm

以下)を 17 日間累計 98 時間超過していますが、大気汚染防止法に基づく緊急時の措置

が必要となる 0.12ppm を超えることはありませんでした。 

 

（２）気象 

2019 年度の宮城島気象観測所の観測結果によれば、夏は東から南南東、冬は北北西

から北北東からの風が卓越していました。年平均気温は 23.2℃で、月平均気温は 17.6～

28.5℃で、これは観測を開始してから 2 番目に高い値でした。 

また、強風・暴風が観測された日数は、再評価時の前年にあたる平成 24 年度より大

幅に増加し、これ以降平成 28･29 年度を除いて毎年度 2 桁を記録している。 

 

表 3.2-49 対象事業実施区域最寄りの気象観測所の観測期間 

地域気象観測所 観測期間 

金武 平成 12/1/1～平成 19/12/19 

宮城島 平成 19/12/20～平成 31･令和元/2/29 

     注）各地域気象観測所の位置は図 3.2-17 に示すとおり。 

 

表 3.2-50 最寄りの気象観測所で観測された、年別の強風・暴風の発生日数と最大風速 

観測年度 強風･暴風日数※ 暴風日数※ 年間最大風速(m/s) 備考 

平成 15 2  20.0  環境影響評価時 

平成 16 6  19.0   

平成 17 2  15.0  環境影響評価時 

平成 18 3  17.0   

平成 19 4 1 33.0   

平成 20 3  15.1   

平成 21 5  20.3   

平成 22 5 1 25.3   

平成 23 6 1 26.5   

平成 24 18 4 40.5   

平成 25 14 1 25.9  再評価時 

平成 26 15 3 35.1   

平成 27 10 3 30.3   

平成 28 4  18.9   

平成 29 6 1 29.0  工事前 

平成 30 12 1 26.4  工事中(仮設・準備工) 

平成 31･令和元 10 1 25.7  工事中 

※強風日数、暴風日数は、それぞれ平均風速 15m/s 以上、25m/s 以上の風が観測さ

れた日数を計数した。  
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２） 騒音 

「平成 30 年度版 沖縄県環境白書」によれば、うるま市内では平成 29 年度に図 

3.2-17 に示す 2 地点で道路交通騒音の測定が行われており、各調査地点における等価騒

音レベルは昼間が 65dB、夜間が 58,52dB であり、全ての地点で昼間、夜間ともに環境

基準を満足していました。 

平成 29 年度末現在の騒音規制法に基づくうるま市における特定施設の届出状況は、

532 件、特定建設作業の届け出状況は 8 件でした。 

 

３） 振動 

対象地域では、振動調査は行われていません。 

「平成 30 年度版 沖縄県環境白書」によれば、平成 29 年度末現在の振動規制法に基

づく特定施設の届出状況は 59 件、特定建設作業施設の届出状況は 15 件でした。 

 

４） 悪臭 

平成 18 年度以降平成 22 年度末までは、特定悪臭物質規制による規制が行われてきま

したが、平成 23 年度以降は複合臭にも対応した臭気指数規制が導入されています。 

「平成 30 年度版 沖縄県環境白書」によれば、平成 29 年度によせられた悪臭に係る

苦情件数は 26 件でした。 

 

５） 水環境 

（１）水象 

対象事業実施区域及びその周辺の河川の分布状況は、屋慶名川が流れています。 

与勝半島東岸の周辺海域では、上げ潮時に西方向、下げ潮時に東方向の流れを示して

います。また、津堅島北東岸の周辺海域では、上げ潮時に北西方向、下げ潮時に南東方

向の流れを示します。津堅島南岸では、上げ潮時に西北西方向、下げ潮時に東南東方向

の流れを示しています。 

対象事業実施区域近傍の泡瀬検潮所における昭和 57 年（1982）～平成 13 年（2001）

の潮位は、朔望平均満潮面が 278.7cm、朔望平均干潮面が 74.9cm、平均水面が 187.3cm

となっています。 

中城湾の津堅沖には、波高計が設置されており、平成 15 年～平成 18 年（2003 年～

2006 年）において、年間を通して見ると、波高１ｍ以下の出現率が 46.0％を占め、波

高３ｍ以上の高波の出現率は 3.4％となっています。季節別に見ると、波高１ｍ以下の

出現率は夏季が 58.4％と最も多く、台風が襲来しない限り夏季が最も穏やかになってい

ます。波高３ｍ以上の高波は、台風が多く襲来する夏季及び秋季に多く出現していま

す。 

 

（２）海面水温の状況 

沖縄気象台 HP（以下、出典を参照）より、沖縄本島東海域においてサンゴの白化が

発生し始めると言われている海面水温 30℃以上を観測した日数について、1982 年の観

測開始以降のデータを表 3.2-51 に整理しました。なお、観測地点の位置は図 3.2-18 の

とおりです。 

環境影響評価時の現地調査が行われた平成 15 年(2003 年)と 17 年(2005 年)はそれぞれ

12 日と 0 日観測しています。 

再評価時の現地調査が行われた平成 25 年は海面水温 30℃以上を観測した日数は 15

日で 8 月に集中していました。 
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図 3.2-18 沖縄本島東海域の観測地点 

 

（３）水質 

対象事業実施区域及びその周辺の公共用水域の水質は、中城湾 3 地点と与勝海域 1 地

点で測定されています。 

海域の水質状況は、平成 21 年度以降いずれの環境基準点においてもＣＯＤが 2.0 ㎎/L

以下となっており、Ａ類型の基準値を満たしています。 

 

（４）底質 

特に異常な値は検出されていません。 

 

６） 土壌及び地盤環境 

（１）地形・地質 

対象地域の地形は、図 3.2-19 に示すとおり、主に台地・段丘からなっており、対象

事業実施区域及びその周辺の地形は、海浜、丘陵地、サンゴ礁地形よりなっています。 

また、対象地域と対象事業実施区域の地質のうち、陸域については図 3.2-20 に示す

とおり、海浜部は沖積層、丘陵地部は琉球石灰岩、海域については図 3.2-21 に示すと

おり、サンゴ礁よりなっています。 

 

（２）土壌・地盤 

対象事業実施区域及びその周辺の土壌は、図 3.2-22 に示すとおり、林野土壌の乾性

赤色土壌と塩基性暗赤色土壌からなっています。 

沖縄県における地盤沈下の事例は現在までのところ報告されていません。 

 

７） 植物、動物及び生態系 

（１）陸域 

「第３回自然環境保全基礎調査」（昭和 60 年、環境庁）によると対象地域の植生

は、図 3.2-23 に示すとおり、畑地雑草群落の草地植生が広い範囲で分布し、ナガミボ

チョウジ－クスノハカエデ群落の森林植生が対象地域内の尾根となるところで見られま

す。その他モクマオウ植林の二次林植生、ススキ群団等の草地植生、隆起珊瑚礁植生が

海岸付近に分布しています。対象事業実施区域では、ススキ群団が海岸に、ナガミボチ

ョウジ－クスノハカエデ群落の森林植生が丘陵部に、また、隆起珊瑚礁植生がカンナ崎

付近の海岸に分布しています。 

「自然環境保全に関する指針 沖縄島編」（平成 10 年、沖縄県）では、図 3.2-24 に

示すとおり、対象地域範囲が屋慶名地区に設定され、動物の生息状況が報告されていま

す。 

これによると、対象地域に生息の可能性が考えられる種として、哺乳類のオリイオオ

コウモリ、両生類のオキナワアオガエル、シリケンイモリ、爬虫類のアマミタカチホヘ
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ビ、クロイワトカゲモドキ、ハイ、昆虫類のコシブトトンボ、コブナナフシ、オキナワ

マドボタル、オキナワノコギリクワガタ、オキナワモリバッタ、イワカワシジミ、オオ

ゴマダラ、ツマベニチョウ、テングチョウなどが挙げられます。 

 

（２）海域 

「第４回自然環境保全基礎調査」（平成２年、沖縄県自然保護課）及び「干潟、藻場

分布図」（平成元年、沖縄県自然保護課）によると、図 3.2-25 に示すとおり、干潟

は、海中道路周辺や与那城地先に分布し、藻場は、海中道路周辺、藪地島東側、浜比嘉

島東側やカンナ崎周辺に分布しています。また、藻類のクビレミドロが海中道路の南側

に生育しています。海生動物は、オキナワアナジャコとシオマネキが沿岸に生息してい

ると考えられています。 

「沖縄の潮間帯-1974」昭和 49 年、琉大海洋保全研究会によると、図 3.2-26 に示す

とおり、対象事業実施区域近傍の調査地点では、海岸の岩礁で、岩礁ノッチやキノコ岩

が見られ、所々に大きな石灰岩転石が点在しています。キノコ岩では、貝類のイシダタ

ミアマオブネが波の飛沫する場所に生息し、植物のコケモドキやミドリゲが満潮時に冠

水するところに生育しています。陸側の岩礁に至る転石上には、アオノリが分布してい

ます。また、転石下には甲殻類のヒライソガニや貝類のウスヒザラガイ類が多く見られ

ます。 

また、石灰岩大型転石では、貝類のオハグロガキ等が岩礁上に生息しています。 

 

８） 景観 

景観については、図 3.2-27 に示すとおり、主要な景観資源として、海成段丘や自然

海岸があげられ、これらは広い範囲に分布しています。また、主要な景勝地として、潮

辺名バンタ、平敷屋タキノー、津堅島のタナカ浜、ヤジリ浜、トマイ浜及び灯台などが

挙げられます。近年、海中道路、浜比嘉大橋なども主要な景勝地として、紹介されてい

ます。 

 

９） 人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ合いの活動の場については、図 3.2-28 に示すとおり、対象地域内

では、潮干狩り、海水浴場が７カ所あり、家族連れや観光客で賑わっています。その

他、主な景勝地が４カ所、釣り場が２カ所、レジャー施設が２カ所あります。 

 

１０） 歴史的・文化的環境 

対象地域における「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）、「沖縄県文化財保

護条例」（昭和 47 年条例第 25 条）及びうるま市の条例に基づく指定文化財は、表 

3.2-52、図 3.2-29 に示すとおりですが、いずれも対象事業実施区域内には分布していま

せん。 

 

「沖縄県文化財保護条例」（昭和 47 年条例第 25 条）に基づく埋蔵文化財包蔵地につ

いては、表 3.2-53、図 3.2-29 に示すとおり、対象事業実施区域内には平敷屋トウバル

遺跡が分布しています。 

 

御嶽については、表 3.2-54、図 3.2-29 に示すとおり、対象事業実施区域内には分布

していません。 
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表 3.2-52 対象地域における指定文化財 

種 別 No. 名 称 指定年月日 所在地 
県指定史跡 1 平安名貝塚 S31.10.19 うるま市勝連平安名 
県指定天然記念物（動物） ｰ チャーン H3.1.16 うるま市与那城屋慶名 

市指定史跡 

2 平敷屋タキノー H2.3.26 うるま市勝連平敷屋 
3 ヤマトゥンチュウ墓 H9.4.23 うるま市勝連浜 
4 ワイトゥイ H9.4.23 うるま市勝連平安名 

5 
新川・クボウグスク周辺の
陣地壕群 

H16.3.3 うるま市勝連津堅 

6 藪地洞穴遺跡 H29.3.17 うるま市与那城屋慶名 
市指定天然記念物（植物） 7 クボウグスクの植物群落 H9.4.23 うるま市勝連津堅 
注）No.は図 3.2-29の番号に対応します。なお、チャーンについては、平成29年度版以前の沖縄県文化財課要覧ではうるま市高

江洲、平成30年度版以降の沖縄県文化財要覧ではうるま市与那城屋慶名となっていますが、住所の詳細について記載がな

いため図示していません。 

 

 
表 3.2-53 埋蔵文化財包蔵地一覧 

NO. 遺跡名 所在地 NO. 遺跡名 所在地 

1 南風原潮辺名遺跡 うるま市勝
連 

25 浜貝塚 うるま市勝
連 2 平安名上グスク 26 浜桃原遺跡 

3 平安名貝塚 27 浜要川丘陵洞窟遺跡 

4 平安名貝塚Ａ地点 28 浜グスク 

5 平安名第三貝塚 29 浜グスク東南畑遺物包含地 

6 フニグスク 30 浜ナゴーヌチヂ遺跡 

7 平安名第二貝塚 31 浜吉田川の上洞窟遺跡 

8 幸地原遺跡 32 浜比嘉ミーハンチャー洞窟遺跡 

9 内間貝塚 33 浜比嘉中の御嶽洞窟遺跡 

10 内間部落内遺跡 34 比嘉小学校東方遺跡 

11 平敷屋遠見番貝塚 35 比嘉兼久上原遺物包含地 

12 平敷屋原遺跡 36 比嘉兼久西丘陵遺物包含地 

13 平敷屋古島遺跡 37 浜比嘉大あぶ洞窟遺跡 

14 平敷屋トウバル遺跡 38 浜比嘉大あぶ洞窟北隣の洞窟遺跡 

15 平敷屋遺物包含地 39 ナチジングスク うるま市与
那城 16 新川グスク 40 藪地貝塚 

17 クボウグスク 41 （藪地洞穴遺跡） 

18 津堅神山遺跡 42 饒辺貝塚 

19 津堅国森御嶽遺跡 43 久々釣遺跡 

20 津堅泊浜遺物包含地 44 安勢理岩陰遺跡 

21 津堅ヤジリ浜貝塚 45 饒辺古島遺跡 

22 津堅港原遺跡 46 饒辺遺跡 

23 津堅和名浜貝塚 47 藪地遺跡 

24 津堅キガ浜貝塚 - －  

（以下、平成15年以降追加されたもの） 

NO. 遺跡名 所在地 NO. 遺跡名 所在地 

48 津堅貝塚 うるま市勝
連 

54 比嘉大川遺跡 うるま市勝
連 49 津堅第二貝塚 55 比嘉クバ島遺跡 

50 津堅第三貝塚 56 浮原島遺跡 うるま市与
那城 51 浜比嘉はまちん洞窟遺跡 57 平敷屋カンジャー屋跡 

52 浜比嘉浜川洞窟遺跡 58 平敷屋製糖所跡 

53 比嘉グスク 59 兼久後方丘陵遺跡 

注）No.は図 3.2-29の番号に対応します。ただし、No.41の藪地洞穴遺跡については、平成29年3月17日に市の史跡に指定された

ため、図上では欠番となっています。 

資料：「沖縄県土地利用規制現況図」沖縄県 
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表 3.2-54 御嶽一覧 

№ 御  嶽 所 在 地 

1 シキン御嶽 うるま市勝連 

2 ウーブ御嶽 〃 

3 小舎覇門中の御嶽 〃 

4 仲吉門中の御嶽 〃 

5 西の御嶽 〃 

6 前の御嶽 〃 

7 シリー御嶽 〃 

8 とうの御嶽 〃 

9 東の御嶽 〃 

10 クボウの御嶽 〃 

11 国森の御嶽 〃 

12 中の御嶽 〃 

13 ヒガル御嶽 〃 

14 西の御嶽 〃 

15 東の御嶽 〃 

16 中之御嶽 〃 

注）No.は図 3.2-29の番号に対応します。 

資料：1.「内間・平安名(きむたかの文化財シリーズ④)」勝連町教育委員会 

2.「平敷屋(きむたかの文化財シリーズ⑤)」勝連町教育委員会  

3.「浜比嘉島(きむたかの文化財シリーズ⑥)」勝連町教育委員会 

4.「勝連町の文化財マップ（津堅島編）」勝連町教育委員会  
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