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第4章 自主的な環境調査の実施（再評価書の作成） 
 

平成 18 年 2 月の環境影響評価書の公告から 7 年が経過したことから、工事前の現況を

再度把握する目的で、平成 25 年 2 月から平成 26 年 2 月にかけて環境調査を実施しまし

た。また、予測の条件や分布状況等の変化の有無を踏まえて、評価書に記載した環境保全

措置や事後調査の内容のとおりで良いか、妥当性の判定を行い、再評価書を作成しまし

た。 

その結果、「大気質」のうち工事中の粉じん、「陸域植物」、「陸域動物」、「海域植

物」、「海域動物」、「陸域生態系」、「海域生態系」の各項目については、再予測・評

価を行い、このうち「陸域植物」、「陸域動物」については環境保全措置に、またさらに

このうち「陸域動物」については事後調査に変更が必要であると判断しました。 

 

「陸域植物」については、重要な植物種の選定基準から外れたことによりハイシバが環

境保全措置の検討対象外となりました。 

「陸域動物」については、海岸部でシロチドリの繁殖が確認されたことから、新たな環

境保全措置措置として以下の３点を追加するとともに、本種の繁殖状況確認調査を事後調

査の項目に加えることとしました。 

⚫ 繁殖を妨げないように、汚水送水管の工事の実施に際し 50ｍ程度ごとにユニット分

割し、全面的な工事を回避することで、繁殖可能な海岸を確保すること。 

⚫ 工事中に改変範囲の近隣にてシロチドリの繁殖が確認された場合は、騒音や人影を遮

蔽するための遮音壁などの構造物を設置すること。 

⚫ 工事関係者の無用な海岸への立入りを制限することを目的として、チラシ等の配布に

よって周知の徹底を図ること。 

 

4.1 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 

評価書の妥当性に係る検討結果の概要を表 4.1-1 に示します。 

記載内容に変更を要することが確認された項目については、評価書の妥当性判定の欄に

赤字でその概要を記載しました。 
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表 4.1-1(1) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 

環境
要素 

環境の現状 

予測 

共通事項 
工事中 

建設機械の稼働 資機材運搬車両の走行 
二酸化硫黄、二酸化窒素 粉じん 二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

大気
質 

評価書時点と同様に大気質の環
境基準の達成状況に変化はあり
ません。また、気象の状況につ
いても、ほぼ変化はありませ
ん。したがって、評価書時点か
ら、大気質の状況はほとんど変
化していないものと考えられま
す。 

予測項目に変化はあ
りません。 
予測対象時期等に変
化はありません。 
予測地域及び予測地
点に変化はありませ
ん。 

予測方法に変化はありませ
ん。 
気象条件、煙源排出強度に大
きな変化はありません。 
有効煙突高、拡散係数、煙源
との標高差に変化はありませ
ん。 

予測式に変化はありません。 
ユニット数、月当たり作業日
数に変化はありません。 
気象条件に大きな変化はあり
ません。 
基準降下ばいじん量の係数が
10倍位上増加しました。ま
た、拡散係数も変化しまし
た。 

予測方法に変化はありません。 
道路構造に大きな変化はありま
せん。 
現況交通量に大きな変化はあり
ません。 

評価書の妥当性判定 

評価書における工事中の建設
機械の稼働に伴う二酸化硫
黄、二酸化窒素の予測結果は
妥当と判断されます。 

基準降下ばいじん量の係数が
増加したため、再予測・評価
を行いました。 
環境保全措置、事後調査に変
更はありません。 

評価書における工事中の資機材
運搬車両の走行に伴う二酸化窒
素、浮遊粒子状物質の予測結果
は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

共通事項 
工事中 施設の存在及び供用 

建設機械の稼働 資機材運搬車両の走行 し尿処理施設等の稼働 

騒音 

周辺の土地利用の状況等にほと
んど変化はなく、交通量も評価
書時点から 0.98～1.14倍程度
とほぼ横這い傾向にあること、
規制地域の状況も変化がほとん
どないことから、騒音の現況に
ついて評価書時点からほとんど
変化していないものと考えられ
ます。 
なお、近年のうるま市における
騒音に係る特定施設の届出状況
は微増傾向にあります。 

予測項目に変化はあ
りません。 
予測地域及び予測地
点に変化はありませ
ん。 

予測式に変化はありません。 
建設機械の稼働状況に変化は
ありません。 

資機材運搬車両の走行条件に
変化はありません。 

し尿処理施設の稼働状況に変化
はありません。 

評価書の妥当性判定 

評価書における工事中の建設
機械の稼働に伴う騒音の予測
結果は妥当と判断されます。 

評価書における工事中の資機
材運搬車両の走行に伴う騒音
の予測結果は妥当と判断され
ます。 

評価書におけるし尿処理施設の
稼働に伴う騒音の予測結果は妥
当と判断されます。 
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表 4.1-1(2) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

共通事項 
工事中 施設の存在及び供用 

建設機械の稼働 資機材運搬車両の走行 し尿処理施設等の稼働 

振動 

周辺の土地利用の状況等にほと
んど変化はなく、交通量も評価
書時点から 0.98～1.14倍程度
とほぼ横這い傾向にあること、
規制地域の状況も変化がほとん
どないことから、振動の現況に
ついて評価書時点からほとんど
変化していないものと考えられ
ます。 
なお、近年のうるま市における
振動に係る特定施設の届出状況
は微増傾向にあります。 

予測項目に変化はあ
りません。 
予測地域及び予測地
点に変化はありませ
ん。 

予測式に変化はありません。 
建設機械の稼働状況に変化は
ありません。 

資機材運搬車両の走行条件に
変化はありません。 

し尿処理施設の稼働状況に変化
はありません。 

評価書の妥当性判定 

評価書における工事中の建設
機械の稼働に伴う振動の予測
結果は妥当と判断されます。 

評価書における工事中の資機
材運搬車両の走行に伴う振動
の予測結果は妥当と判断され
ます。 

評価書におけるし尿処理施設の
稼働に伴う振動の予測結果は妥
当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

施設の存在及び供用 

悪臭 

周辺の土地利用の状況等は評価書時点とほぼ同様であ
ることから、悪臭の状況はほとんど変化していないも
のと考えられます。なお、うるま市における悪臭に係
る特定施設の届出状況は、評価書時点と比較すると、
5％程度増加している。 

予測項目に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 
煙源排出強度に変化はありません。 
排出口高さに変化はありません。 
拡散係数に変化はありません。 
風向・風速等気象条件に大きな変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における施設の存
在及び供用に伴う悪臭の予測結果は妥当と判断されます。 
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表 4.1-1(3) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 
環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

赤土
等に
よる
水の
濁り 

流域内の土地利用状況等は評価書時点とほぼ同様であ
り、裸地面積等も減少していることから、赤土等によ
る水の濁りの状況はほとんど変化していないものと考
えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における工事に伴
う赤土等による水の濁りの予測結果は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

施設の存在及び供用 

水の
汚れ 

法令等による基準に関し項目等の追加があるが、当該
海域の類型指定等に変更はなく、新たな汚濁発生源が
ないことや土地利用の状況も同様であることから、水
の汚れの状況はほとんど変化していないものと考えら
れます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における施設の存
在及び供用に伴う水の汚れの予測結果は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

施設の存在及び供用 

底質 

流域内の土地利用状況等は評価書時点と同様であり、
新たな汚濁発生源がないことから、底質の状況はほと
んど変化していないものと考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における施設の存
在及び供用に伴う底質の予測結果は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

施設の存在及び供用 

水象 

海岸線や海域の状況に変化がないことから、水象の状
況は評価書時点からほとんど変化していないものと考
えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における施設の存
在及び供用に伴う水象の予測結果は妥当と判断されます。  
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表 4.1-1(4) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 
環境
要素 

環境の現状 
予測 

施設の存在及び供用 

地
形・
地質 

対象事業実施区域内の土地利用状況等はほとんど変化
していことから、地形・地質の状況は評価書時点から
ほとんど変化していないものと考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における施設の存
在及び供用に伴う地形・地質の予測結果は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

陸域
植物 

植物相、植生、重要な植物種及び植物群落の状況は、
評価書の現地調査時点から最長 10年を経過している
ことから、変化している可能性があります。また、重
要種の判定基準等も新たな知見が確認されているとか
ら、環境の現状把握が必要と考えられます。なお、保
安林の状況については、評価書時点から変化していま
せん。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
予測に関する諸条件に変化はありませんが、陸域植物の状況が変化している可能性があり、重
要種の判定基準も更新されていることから、新たな現地調査と再予測・評価を行いました。 
その結果、環境保全措置に変更を行いました。事後調査に変更はありません。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

陸域
動物 

動物相、輪禍の状況、重要な動物種の状況は、評価書
の現地調査時点から最長 10年を経過していることか
ら、変化している可能性があります。また、重要種の
判定基準等も新たな知見が確認されているとから、環
境の現状把握が必要と考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
予測に関する諸条件に変化はありませんが、陸域動物の状況が変化している可能性があり、重
要種の判定基準も更新されていることから、新たな現地調査と再予測・評価を行いました。 
環境保全措置、事後調査に変更を行いました。  
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表 4.1-1(5) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 
環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

海域
植物 

植物相、重要な植物種及び海産資源の状況は、評価書
の現地調査時点から最長 10年を経過していることか
ら、変化している可能性があります。また、重要種の
判定基準等も新たな知見が確認されているとから、環
境の現状把握が必要と考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
予測に関する諸条件に変化はありませんが、海域植物の状況が変化している可能性があり、重
要種の判定基準も更新されていることから、新たな現地調査と再予測・評価を行いました。 
環境保全措置、事後調査に変更はありません。  

環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

海域
動物 

動物相、重要な動物種の状況は、評価書の現地調査時
点から最長 10年を経過していることから、変化して
いる可能性があります。また、重要種の判定基準等も
新たな知見が確認されているとから、環境の現状把握
が必要と考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
予測に関する諸条件に変化はありませんが、海域動物の状況が変化している可能性があり、重
要種の判定基準も更新されていることから、新たな現地調査と再予測・評価を行いました。 
環境保全措置・事後調査に変更はありません。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

陸域
生態
系 

陸域植物・陸域動物の状況は、評価書の現地調査時点
から最長 10年を経過していることから、陸域生態系
の状況も変化している可能性があります。したがっ
て、環境の現状把握が必要と考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
予測に関する諸条件に変化はありませんが、陸域植物・陸域動物の状況が変化していることか
ら、新たな現状把握と再予測・評価を行いました。 
環境保全措置・事後調査の変更は、陸域植物、陸域動物に同じです。  
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表 4.1-1(6) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 
環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

海域
生態
系 

海域植物・海域動物の状況は、評価書の現地調査時点
から最長 10年を経過していることから、海域生態系
の状況も変化している可能性があります。したがっ
て、環境の現状把握が必要と考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
予測に関する諸条件に変化はありませんが、海域植物・海域動物の状況が変化していることか
ら、新たな現状把握と再予測・評価を行いました。 
環境保全措置・事後調査の変更はありません。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 

施設の存在及び供用 

景観 

樹木の成長により眺望状況に一部変化が確認されまし
たが、周辺の土地利用状況等はほとんど変化していこ
とから、眺望景観・囲繞景観の状況は評価書時点から
ほとんど変化していないものと考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における施設の存
在及び供用に伴う景観の予測結果は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

人と
自然
との
触れ
合い
活動
の場 

交通量や航路使用者は微増傾向にありますが、新たな
レクリェーション地の出現等もないことから、人と自
然との触れ合い活動の場の状況は、評価書時点からほ
とんど変化していないものと考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における工事に伴
う人と自然との触れ合い活動の場の予測結果は妥当と判断されます。 

環境
要素 

環境の現状 
予測 
工事中 

歴史
的・
文化
的価
値 

史跡や埋蔵文化財包蔵地の追加されましたが、いずれ
も対象事業実施区域外であることから、歴史的・文化
的価値の状況は、評価生時点からほとんど変化してい
ないものと考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における工事に伴
う歴史的・文化的価値の予測結果は妥当と判断されます。 
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表 4.1-1(7) 評価書の妥当性に係る検討結果の概要（平成２６年３月時点） 
環境
要素 

環境の現状 
予測 

工事中・施設の存在及び供用 

廃棄
物等 

廃棄物の処理施設について増減が確認されています
が、事業計画等に変更がないことから、廃棄物等の状
況は、評価生時点からほとんど変化していないものと
考えられます。 

予測項目に変化はありません。 
予測対象時期に変化はありません。 
予測地域及び予測地点に変化はありません。 
予測方法に変化はありません。 

評価書の妥当性判定 
環境の現状に変化はなく、予測の諸条件も変化していないことから、評価書における工事及び
施設の供用に伴う廃棄物等の予測結果は妥当と判断されます。  
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4.2 評価書の見直し結果の概要 

「ホワイト・ビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮称）環境影響評価書 平成 18

年 2 月」の内容を見直した結果について、その概要を次ページ以降に示します。 

なお、見直しの結果として記述を改めた箇所については赤字で示しました。 
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4.2.1 大気質 

表 4.2-1 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(大気) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

大気質 １）二酸化硫黄 
二酸化硫黄の日平均値（２％除

外値）は、与那城で0.004～
0.005ppm、具志川で0.014ppmであ
り、いずれも長期的評価による環境
基準の0.04ppm以下に適合していま
す。１時間値の最大値は、与那城で
0.166ppm、具志川で0.077ppmとな
っており、与那城では１時間値の環
境基準値0.1ppm以下に不適合で
す。 

 
２）二酸化窒素 

二酸化窒素の日平均値（年間
98％値）は、与那城で0.003～
0.016ppm、具志川で0.007ppmであ
り、いずれも長期的評価による環境
基準の0.04～0.06ppmのゾーン内又
はそれ以下に適合しています。１時
間値の最大値は、与那城で0.033 
ppm、具志川で0.036ppmとなってい
ます。 

 
３）浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の年平均値は、
与那城で0.017～0.025 mg/m3、具
志川で0.018 mg/m3です。いずれの
測定局も平成10年度に日平均値が
0.1 mg/m3を超えた日が２日連続し
て出現しており、長期的評価による
環境基準に不適合です。なお、環
境基準を超えた両日は全測定局で
通常の値より高く、黄砂が原因だと
考えられています。 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
（１）二酸化硫黄、二酸化窒素 
①１時間値 

予測濃度は、二酸化硫黄0.0020～
0.0036ppm、二酸化窒素0.0020～
0.0047ppmです。最大の寄与濃度は、
二酸化硫黄0.0016ppm、二酸化窒素
0.0027ppmと予測されました。 

②日平均 
予測濃度は、二酸化硫黄0.0020～

0.0025ppm、二酸化窒素0.0020～
0.0029ppmです。最大の寄与濃度は、
二酸化硫黄0.0005ppm、二酸化窒素
0.0009ppmと予測されました。 

（２）粉じん 
降下ばいじん量の予測値の最大は、

St.1（直近集落端）で0.0720t/km2/月（旧
資料で0.0533t/km2/月）、St.2（直近集落
端）で0.1230t/km2/月（旧資料で
0.0840t/km2/月）、St.3（平敷屋診療所）で
0.0555t/km2/月（旧資料で0.0427t/km2/
月）と予測されました。（なお、上記括弧
内の旧資料とは「道路環境影響評価の技
術手法」（平成12年（財）道路環境研究
所）の係数を用いた計算結果であり、括
弧外の予測結果は最新資料の「道路環
境影響評価の技術手法（平成24年度
版）」（平成25年 国土技術政策総合研究
所、独立行政法人土木研究所））の係数
を用いた計算結果です。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
○早朝や夜間、日曜及び
祝日の工事は原則とし
て実施しません。 

○機械の保守点検の実
施を行います。 

○建設機械は無理な負
荷をかけないようにし、
高速走行を避けて丁寧
に運転するなど工事関
係者に対して必要な教
育・指導を行います。 

○工事関係者に対して空
ぶかしやアイドリングの
禁止等について呼びか
け、啓発を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
（１）回避・低減に係る評価 

二酸化硫黄は、１時間値の最大寄与濃度
は0.0016ppmで、平成10～14年の与那城及
び具志川測定局におけるの1時間値の最大
値0.166ppmに比べて非常に小さく、日平均値
も最大寄与濃度は0.0005ppmで、測定局にお
ける２％除外値の最大値0.014ppmと比較して
小さい値となっています。 
二酸化窒素は、１時間値の最大寄与濃度

は0.0027ppmで、測定局における1時間値の
最大値0.029ppmに比べて小さく、日平均値の
最大寄与濃度は0.0009ppmで、測定局におけ
る98％値の最大値0.016ppmと比較して小さ
い値となっています。 
降下ばいじん量は0.0555～0.1230t/km2/

月（旧資料の係数で0.0427～0.0840t/km2/
月）で、沖縄県衛生環境研究所（玉城村）の
年平均値の平成10～14年度の平均値である
1.6t/km2/月と比べて非常に小さい値となって
います。（なお、上記括弧内の旧資料とは「道
路環境影響評価の技術手法」（平成12年
（財）道路環境研究所）の係数を用いた計算
結果であり、括弧外の予測結果は最新資料
の「道路環境影響評価の技術手法（平成24
年度版）」（平成25年 国土技術政策総合研
究所、独立行政法人土木研究所））の係数を
用いた計算結果です。） 
以上から、本事業計画における建設機械

の稼働に伴う大気環境に及ぼす影響は小さ
く、実行可能な範囲内で環境に与える影響の
回避・低減が図られているものと評価しまし
た。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
二酸化硫黄、二酸化窒素は、すべての地

点で環境基準に適合しています。 
降下ばいじんは、環境基準は定められて

いませんが、参考値として10t/km2/月（「道路
環境影響評価の技術手法」（（財）道路環境
研究所））と比較すると、各予測地点の降下
ばいじん量にバックグラウンドを加味した予
測最大値は1.7230t/km2/月（旧資料の係数
で1.6840t/km2/月）であり、参考値に比較して
十分小さい値となっています。（なお、上記括
弧内の旧資料とは「道路環境影響評価の技
術手法」（平成12年（財）道路環境研究所）の
係数を用いた計算結果であり、括弧外の予
測結果は最新資料の「道路環境影響評価の
技術手法（平成24年度版）」（平成25年 国土
技術政策総合研究所、独立行政法人土木研
究所））の係数を用いた計算結果です。） 
以上から、環境保全施策との整合性は図

られているものと評価しました。 
浮遊粒子状物質についても資機材搬入等

の工事用車両の走行に伴う排出量の寄与率

特に事後調査は必要としません。 
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項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 
 
 
 
 

２）資機材の運搬車両の走行 
最大着地濃度は道路端となり、二酸化

窒素の工事時合成濃度は0.00231～
0.00341ppm、浮遊粒子状物質の工事時
合成濃度は0.02111～0.02149mg/m3と予
測されました。全自動車走行に対する資
機材搬入等の工事用車両の走行に伴う
排出量寄与率は、ニ酸化窒素3.5～
16.1％、浮遊粒子状物質2.0～9.1％と予
測されました。 

 
 
 
 
２）資機材の運搬車両の走
行 
○早朝や夜間、日曜及び
祝日の工事は原則とし
て実施しません。 

○工事車両の過積載禁
止の徹底や、高速走行
を避けて丁寧に運転す
るなど工事関係者に対
して必要な教育・指導
を行います。 

○工事関係者に対して空
ぶかしやアイドリングの
禁止等について呼びか
け、啓発を行います。 

○資機材の搬出入に際し
ては、効率的な運搬計
画を立て、極力運行台
数を減らすような措置
を講じます。 

 

は2.0～9.1％と小さく、全自動車走行に伴う排
出量もバックグランウンドに対して小さい値と
なっています。 

 
２）資機材の運搬車両の走行 
（１）回避・低減に係る評価 

全自動車走行に対する資機材搬入等の工
事用車両の走行に伴う二酸化窒素の排出量
寄与率は3.5～16.1％と小さく、全自動車走行
に伴う排出量もバックグランウンドに対して小
さい値であると判断されます。 
浮遊粒子状物質についても資機材搬入等

の工事用車両の走行に伴う排出量の寄与率
は2.0～9.1％と小さく、全自動車走行に伴う排
出量もバックグランウンドに対して小さい値と
なっています。 
以上から、本事業計画における資機材の

運搬車両の走行に伴う大気環境に及ぼす影
響は小さく、実行可能な範囲内で環境に与え
る影響の回避・低減が図られているものと評
価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
二酸化窒素の予測最大値は0.00341ppm、

浮遊粒子状物質の予測最大値は
0.02149mg/m3であり、環境基準に適合してい
ます。 
以上から、環境保全施策との整合性は図

られているものと評価しました。 
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4.2.2 騒音 

表 4.2-2 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(騒音) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

騒音 １）環境騒音 
等価騒音レベル（LAeq）は、平敷

屋公園内(St.1)で平日39～59dB、
休日42～59dB、平敷屋集落内
(St.2)で平日38～47dB、休日44～
47dBであり、環境基準（LAeq：60 dB
以下）に適合しています。 

90％レンジ上端値（LA5）は、平敷
屋公園内(St.1)で平日43～63dB、
休日44～63dB、平敷屋集落内
(St.2)で平日40～49dB、休日46～
51dBであり、規制基準（LA5：85 dB
以下）に適合しています。 
 

２）道路交通騒音及び交通量 
等価騒音レベル（LAeq）は平敷屋

診療所付近(St.3)で平日61～
66dB、休日60～66dBの範囲、勝連
小学校前(St.4)で平日65～68dB、
休日63～67dB、ドレミ幼児園付近
(St.5)で平日67～69dB、休日63～
69dB、与勝中学校前(St.6)で平日
64～70dB、休日64～68dBであり、
環境基準（LAeq：70 dB以下）及び要
請限度（LAeq：75 dB以下）に適合し
ています。 
また、朝・夕の交通量増加に伴い

騒音レベルが高くなる傾向が見ら
れます。全車種全路線で北に向か
うにつれて交通量が増加する傾向
にあり、路線別では、ホワイトビー
チ方面に比べ具志川方面の交通量
が多い傾向にあります。平日及び
休日では、平日の交通量が多くなっ
ています。 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 

対象事業実施区域に最も近い集落地
に位置する、St.1及びSt.2の予測騒音寄
与レベルはLAeqで45dB及び19dB、バック
グラウンド値との合成値はLAeqで54dB及
び42dBでした。 
集落側に最も近い対象事業実施区域

の境界線に位置する、St.7及びSt.8の予
測騒音寄与レベルはLA5で59dB及び
48dB、バックグラウンド値との合成値は
LAeqで57dB及び53dBでした。 
騒音発生源から最も近い施設である平

敷屋診療所に位置する、St.9の予測騒音
寄与レベルはLAeqで13dB、バックグラウン
ド値との合成値はLAeqで64dBでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）資機材の運搬車両の走行 
平敷屋診療所付近に位置するSt.3の

予測騒音レベルは61.0dBから66.3dBの範
囲で、時間区分の平均値（昼）は64.3dB
でした。工事の寄与分は、工事用車両が
通行する時間別では0.3dBから0.6dB、時
間区分の平均値（昼）では0.3dBでした。 
勝連小学校前に位置するSt.4の予測

騒音レベルは65.0dBから68.2dBの範囲
で、時間区分の平均値（昼）は67.0dBでし
た。工事の寄与分は、工事用車両が通行
する時間別では0.2dBから0.3dB、時間区
分の平均値（昼）では0.2dBでした。 
ドレミ幼稚園付近に位置するSt.5の予

測騒音レベルは67.0dBから69.2dBの範囲
で、時間区分の平均値（昼）は68.2dBでし
た。工事の寄与分は、工事用車両が通行
する時間別では0.1dBから0.3dB、時間区
分の平均値（昼）では0.1dBでした。 
与勝中学校前に位置するSt.6の予測

騒音レベルは64.0dBから70.1dBの範囲
で、時間区分の平均値（昼）は67.7dBでし
た。工事の寄与分は、工事用車両が通行
する時間別では0.1dBから0.3dB、時間区
分の平均値（昼）では0.1dBでした。なお、
St.6については、平成26年2月現在、舗装
が排水性舗装（低騒音舗装）となってお
り、予測騒音レベルは更に低くなるものと
考えられます。 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
○早朝や夜間、日曜及び
祝日の工事は原則として
実施しません。 

○低騒音型機械の積極的
な導入と機械の保守点
検の実施を行います。 

○建設機械は無理な負荷
をかけないようにし、高
速走行を避けて丁寧に
運転するなど工事関係
者に対して必要な教育・
指導を行います。 

○工事関係者に対して空
ぶかしやアイドリングの
禁止等について呼びか
け、啓発を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）資機材の運搬車両の走行 
○早朝や夜間、日曜及び
祝日の工事は原則として
実施しません。 

○工事用車両の進入ルー
トには規制速度の遵守
などの表示板を配置し、
工事用車両の走行によ
る道路交通騒音の増加
を抑制します。 

○工事車両の過積載禁止
の徹底や、高速走行を
避けて丁寧に運転する
など工事関係者に対して
必要な教育・指導を行い
ます。 

○工事関係者に対して空
ぶかしやアイドリングの
禁止等について呼びか
け、啓発を行います。 

○資機材の搬出入に際し
ては、効率的な運搬計画
を立て、極力運行台数を
減らすような措置を講じ
ます。 

 
 
 
 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
（１）回避・低減に係る評価 

工事中に発生する建設機械の騒音
は、対象事業実施区域の境界線上でも
現地調査の最大騒音を下回っており、実
際に住宅が分布する集落内(St.1)におい
ても現況平均値を７dB程度下回ることが
確認されました。また、早朝や夜間、休日
の工事を実施しないことや、低騒音型機
械の積極的な導入、工事関係者の教育・
啓発等を行うことから、可能な限り回避・
低減が図られているものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
予測地点では、全て環境基本法に基

づく環境基準（St.1、St.2、St.7及びSt.8は
類型指定外地域であるためC類型と仮定
しLAeq：60dB以下、St.9は幹線交通を担う
道路に近接する空間に該当するため
LAeq：70dB以下となり、バックグラウンド値
との合成値と比較）及び騒音規制法に基
づく特定建設作業に伴って発生する騒音
の規制基準（LA5：85dB以下、予測騒音レ
ベル（LA5(dB)）と比較）に適合していること
から、環境保全施策との整合性は図られ
ているものと評価しました。 

 
２）資機材の運搬車両の走行 
（１）回避・低減に係る評価 

資機材の運搬車両の走行に伴い発生
する道路交通騒音の予測によると、工事
用車両により増加する騒音の寄与分は
0.1dB～0.6dB程度の範囲と少ないことが
確認されました。また、早朝や夜間、休日
の工事を実施しないことや、工事関係者
の教育・啓発、効率的な運搬計画を立て
る等の措置をとることから、可能な限り回
避・低減が図られているものと評価しまし
た。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
予測地点では、全て環境基本法に基

づく環境基準（LAeq：70dB以下）及び騒音
規制法に基づく自動車騒音の要請限度
（LAeq：75dB以下）に適合していることか
ら、環境保全施策との整合性は図られて
いるものと評価しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し尿処理施設等の稼働に伴う騒音
については、機種が決定していない
ことから、機種が決定した際に、騒音
特性のデータを報告します。また、し
尿処理施設等の稼動に際しポンプ及
びブロアーの設置に先立って、低周
波音が「低周波音問題対応の手引き
書．環境省．2004」に定められた参照
値（Ｇ特性音圧レベルで92dBかつ、
1/3オクターブ音圧レベルの周波数
毎の参照値）より低い状況にあること
を確認した上で、備え付けを行いま
す。 
更に、実際の設置状態での発生騒

音レベルと低周波音の状況を確認す
るため、事後調査を実施します。 

 
１）調査項目 

発生騒音レベル、低周波音 
 

２）調査時期と回数 
供用時：１回 
 

３）調査位置 
し尿処理施設の敷地境界付近１

地点 
 

４）調査内容 
（１）発生騒音レベル 

ブロアー等騒音発生施設の発
生騒音レベル 

（２）低周波音 
Ｇ特性音圧レベル及び1/3オク

ターブバンド音圧レベル（1Hz～
80Hz） 

 
５）監視基準 
（１）発生騒音レベル 

ブロアー等騒音発生施設の発
生騒音レベルについては、予測に
用いた合成騒音レベルとの比較検
証を行います。 

（２）低周波音 
低周波音については、「低周波

音問題対応の手引き書．環境省．
2004」に定められた参照値（Ｇ特性
音圧レベルで92dBかつ、1/3オクタ
ーブ音圧レベルの周波数毎の参
照値）とします。 

 
６）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方針 
ポンプ及びブロアーの備え付け

状態を改善し、低周波音が監視基
準値以下となるようにします。 
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項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）し尿処理施設の稼動 

各地点ともに予測騒音寄与レベルは０
dBであったため、し尿処理施設の稼働に
よる騒音レベルの増加はなく、予測騒音
レベルとバックグラウンド値との合成値は
バックグラウンド値と等しくなりました。地
点毎の騒音予測結果は以下のとおりで
す。 

St.1及びSt.2におけるバックグラウンド
値との合成値はLAeqで平日は53dB及び
42dB、休日は52dB及び46dBでした。 
集落側に最も近い対象事業実施区域

の境界線に位置する、St.7及びSt.8にお
けるバックグラウンド値との合成値はLAeq

で平日は共に53dB、休日は共に52dBで
した。 
騒音発生源から最も近い施設である平

敷屋診療所に位置する、St.9におけるバ
ックグラウンド値との合成値はLAeqで平日
は64dB、休日は63dBでした。 

 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）し尿処理施設の稼動 
○異常な騒音が発生しな
いように機械の保守点検
を米軍に申し入れます。 

 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）し尿処理施設の稼動 
（１）回避・低減に係る評価 

騒音発生施設は全てＲＣ構造の建屋
内に収納されるため、発生する騒音は近
隣集落まで到達せず、予測結果でもLAeq

及びLA5で全て０dBとなり影響はありませ
ん。また、異常な騒音が発生しない様に
機械の保守点検を米軍に申し入れる等
の措置をとることから、可能な限り回避・
低減は図られているものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
騒音発生施設は全てＲＣ構造の建屋

内に収納されるため、発生する騒音は近
隣集落まで到達せず、予測された騒音レ
ベルも当該地域のバックグラウンド値と
同じ値であり影響はありません。以上の
結果から、施設の供用による騒音に関し
て環境保全施策との整合性は図られて
いるものと評価しました。 
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4.2.3 振動 

表 4.2-3 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(振動) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

振動 １）環境振動 
振動レベルのエネルギー平均値

（Leq）及び80％レンジ上端値（L10）
は、平敷屋公園内(St.1)、平敷屋集
落内(St.2)ともにすべて定量下限値
30 dB未満であり、規制基準（L10：75 
dB以下）に適合しています。 

 
２）道路交通振動 

80％レンジ上端値（L10）は、平敷
屋診療所付近(St.3)及び勝連小学
校前(St.4)で平日、休日ともすべて
定量下限値30 dB未満、ドレミ幼児
園付近(St.5)で平日昼間35～
40dB、平日夜間31～36 dB、休日
昼間32～35dB、休日夜間30～32 
dB、与勝中学校前(St.6)で平日昼
間33～37dB、平日夜間31～36 
dB、休日昼間32～34dB、休日夜間
30～33 dBであり、すべての地点で
要請限度（第１種区域「L10：昼間65 
dB以下、夜間60 dB以下」、第２種
区域「L10：昼間70 dB以下、夜間65 
dB以下」）に適合しています。 

 
３）地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数は、平敷屋診療
所付近(St.3)、勝連小学校前(St.4)、
ドレミ幼児園付近(St.5)で16Hz、与
勝中学校前(St.6)で20Hzでした。卓
越振動の振動レベル（10台の平均
値）は、平敷屋診療所付近で
19.0dB、勝連小学校前で37.0dB、ド
レミ幼児園付近で36.1dB、与勝中
学校前で35.3dBでした。 
道路交通振動の場合には、地盤

卓越振動数が15Hz以下の場合軟
弱地盤といえますが今回調査した
地点は15Hz以上となっていることか
ら、軟弱地盤ではないといえます 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 

予測振動レベル（L10）は、対象事業実
施区域に最も近い集落地に位置するSt.1
及びSt.2で51dB及び47dBでした。 
集落側に最も近い対象事業実施区域

の境界線に位置するSt.7及びSt.8で56dB
及び53dB、振動発生源から最も近い施
設である平敷屋診療所に位置するSt.9で
46dBでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）資機材の運搬車両の走行 
予測振動レベルL10は、平敷屋診療所

付近(St.3)で31.0～39.3dB、時間区分の
平均値は昼38.1dB、夜33.1dB、勝連小学
校前(St.4)で40.3～45.3dB、時間区分の
平均値は昼43.3dB 、夜41.0dB、ドレミ幼
稚園付近(St.5)で36.4～43.7dB、時間区
分の平均値は昼42.0dB、夜39.4dB、与勝
中学校前(St.6)で37.0～42.4dB、時間区
分の平均値は昼41.9dB、夜39.5dBと予測
されました。 
工事の寄与分は、時間別で平敷屋診

療所付近0.8～1.9dB、勝連小学校前0.3
～0.9dB、ドレミ幼稚園付近0.2～0.5dB、
与勝中学校前0.2～0.3dB、時間区分の平
均値（昼）で平敷屋診療所付近0.8dB、勝
連小学校前0.4dB、ドレミ幼稚園付近
0.3dB、与勝中学校前0.2dBと予測されま
した。 

 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
○早朝や夜間、日曜及び
祝日の工事は原則として
実施しません。 

○低振動型機械の積極的
な導入と機械の保守点
検の実施を行います。 

○建設機械は無理な負荷
をかけないようにし、高
速走行を避けて丁寧に
運転するなど工事関係
者に対して必要な教育・
指導を行います。 

○工事関係者に対して空
ぶかしやアイドリングの
禁止等について呼びか
け、啓発を行います。 

 
 
 
 

２）資機材の運搬車両の走行 
○早朝や夜間、日曜及び
祝日の工事は原則として
実施しません。 

○工事用車両の進入ルー
トには規制速度の遵守
などの表示板を配置し、
工事用車両の走行によ
る道路交通騒音の増加
を抑制します。 

○工事車両の過積載禁止
の徹底や、高速走行を
避けて丁寧に運転する
など工事関係者に対して
必要な教育・指導を行い
ます。 

○工事関係者に対して空
ぶかしやアイドリングの
禁止等について呼びか
け、啓発を行います。 

○資機材の搬出入に際し
ては、効率的な運搬計画
を立て、極力運行台数を
減らすような措置を講じ
ます。 

 
 

＜工事中＞ 
１）建設機械の稼動 
（１）回避・低減に係る評価 

建設機械の稼動による発生振動が最大と
なる時期の予測振動レベルの値は、概ね人
体に感じない程度の振動であることから、環
境に及ぼす影響はほとんどないことが確認さ
れました。また、早朝や夜間、休日の工事を
実施しないことや、低振動型機械の積極的な
導入、工事関係者の教育・啓発等を行うこと
から、可能な限り回避・低減が図られている
ものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
予測地点５地点ともに振動規制法に基づく

特定建設作業に伴って発生する振動の規制
基準（L10：75dB以下）に適合していることか
ら、環境保全施策との整合性は図られている
ものと評価しました。 

 
 
 
 

２）資機材の運搬車両の走行 
（１）回避・低減に係る評価 

資機材の運搬車両の走行による振動の寄
与分は、時間区分の平均値（昼）では0.2dB
から0.8dBと極めて小さいことが確認されまし
た。また、早朝や夜間、休日の工事を実施し
ないことや、工事関係者の教育・啓発、効率
的な運搬計画を立てる等の措置をとることか
ら、可能な限り回避・低減が図られているも
のと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
予測地点４地点ともに振動規制法に基づく

道路交通振動の要請限度の各該当基準に
適合しており、且つ、大幅に下回っていること
から、環境保全施策との整合性は図られて
いるものと評価しました。 

し尿処理施設等の稼動に際し
ポンプ及びブロアーの設置に先
立って、振動レベルが振動規制
法に基づく特定工場等において
発生する振動の規制に関する基
準より低い状況にあることを確認
した上で、備え付けを行います。 
更に、実際の設置状態におけ

る振動レベルの状況を確認する
ため、事後調査を実施します。 

 
１）調査項目 

振動レベル 
 

２）調査時期と回数 
供用時：１回 
 

３）調査位置 
し尿処理施設の敷地境界付

近１地点 
 

４）調査内容 
振動レベルのエネルギー平

均値（Leq）及び時間率振動レベ
ルLX（L10、L50、L90） 

 
５）監視基準 

振動規制法に基づく特定工
場等において発生する振動の
規制に関する基準（第１種区
域、昼間60dB以下、夜間：55dB
以下） 

 
６）環境影響の程度が著しいこと
が明らかとなった場合の対応
方針 
ポンプ及びブロアーの備え

付け状態を改善し、振動レベル
が監視基準値以下となるように
します。 
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4.2.4 悪臭 

表 4.2-4 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(悪臭) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

悪臭 １）悪臭の状況 
（１）特定悪臭物質 

アンモニアについては、対象事業
実施区域内（St.1）で秋季0.19ppm、
夏季0.07ppm、対象事業実施区域
境界線（St.2）で秋季0.12ppm、し尿
処理施設計画位置に最も近い集落
端（St.3）で秋季0.07ppm、夏季
0.06ppmと定量されました。St.1及び
St.2の北東方向、St.3の南東方向
に養豚団地が存在し、また、St.3周
辺の民家において馬の放牧が確認
されており、それらの影響によりア
ンモニアが定量されたと考えられま
すが、いずれも悪臭防止法に基づく
悪臭に係る規制基準（St.1、St.2は
規制地域の指定なし。St.3はＡ区域
に指定。）に適合しています。 
なお、アンモニア以外の21物質

は、全ての調査地点で、いずれも定
量下限値未満でした。 

（２）臭気指数  
調査地点３地点いずれも10未満

でした。 
（３）臭気強度 

秋季のSt.1において六段階臭気
強度表示法の「１」を示した他は、す
べての季節及び地点で「０」（無臭）
でした。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）悪臭物質の濃度 
（１）アンモニア 

発生源から約160m離れた対象事業実
施区域境界線（St.2）では、アンモニアの
寄与濃度は、昼間で0.001ppm未満（最大
0.00036ppm、高さ０～１ｍ）、夜間で最大
0.002ppm（高さ２～５ｍ）と予測されまし
た。St.2におけるアンモニアの現況測定
値の最大値は0.12ppmであり、寄与濃度
を加算して最大0.122ppm（夜間）と予測さ
れます。 

（２）アンモニア以外 
アンモニア以外の物質の寄与濃度は、

メチルメルカプタンが昼間
0.00000072ppm、夜間0.000004ppm、硫化
水素が昼間0.0000072ppm、夜間
0.00004ppm、硫化メチルが昼間
0.0000036ppm、夜間0.00001ppm、二流化
メチルが昼間0.0000032ppm、夜間
0.000018ppmと予測されました。 

 
２）臭気強度 

いずれの物質も臭気強度は１未満でし
た。 

○し尿処理施設からの排
気は、脱臭装置（生物脱
臭装置→活性炭吸着装
置）を通して排気する計
画です。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）悪臭物質の濃度 
（１）回避・低減に係る評価 

悪臭物質の寄与濃度は、発生源から約
160m離れた対象事業実施区域境界におい
て昼間0.001ppm未満、夜間0.002ppmと予測
され、現況測定値の最大値である0.12ppmと
比較して非常に小さい値となっています。以
上から、本事業計画におけるし尿処理施設
の供用に伴う悪臭による生活環境への影響
は小さく、実行可能な範囲内で環境に与える
影響の回避・低減が図られているものと評価
しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
対象事業実施区域に近い平敷屋集落は、

悪臭防止法に基づく悪臭に係る規制基準の
Ａ区域に指定されています。Ａ区域では、悪
臭物質を排出する場合の規制基準として、臭
気強度2.5相当（アンモニアでは1ppm）の濃度
以下と設定されています。 
対象事業実施区域は、類型指定されてお

らず規制基準は設定されていませんが、臭
気強度2.5以下で排気する計画であり、Ａ区
域の規制基準値に適合しています。 
以上から、環境保全施策との整合性は図

られているものと評価しました。 

悪臭による影響はないものと
評価されましたが、供用時の検
証並びに確認のために事後調査
を実施します。 

 
１）調査項目 

特定悪臭物質濃度、臭気強
度 

 
２）調査時期と回数 

供用時：四季（昼間・夜間）を
各１回 

 
３）調査位置 

し尿処理施設の周辺２地点 
 

４）調査内容 
（１）特定悪臭物質濃度 

アンモニア、メチルメルカプ
タン、硫化水素、硫化メチル、
二硫化メチル） 

（２）臭気強度 
（３）風向・風速 

 
５）監視基準 
（１）特定悪臭物質濃度 

悪臭防止法に基づくＡ区域
の規制基準(以下の濃度以下) 
アンモニア：1ppm 
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ：0.002ppm 
硫化水素：0.02ppm 
硫化メチル：0.01ppm 
二硫化メチル：0.009ppm 

（２）臭気強度 
臭気強度：2.5以下 
（悪臭防止法に基づくＡ区域

の規制基準値に相当する臭気
強度） 

 
６）環境影響の程度が著しいこと
が明らかとなった場合の対応
方針 
速やかに原因を究明し、必

要な対策を講ずるものとしま
す。 
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4.2.5 赤土等による水の濁り 

表 4.2-5 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(赤土等による水の濁り) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

赤土等に
よる水の
濁り 

１）水の濁りの状況 
（１）濁度 

平常時は定量限界～1.4度、降雨
時は定量限界～1.1度でした。 

（２）浮遊物質量 
平常時は定量限界～1.5mg/L、

降雨時は定量限界～2.2mg/Lでし
た。 

（３）透明度  
平常時は水深以上～18.5ｍ、降

雨時は水深以上～10.5ｍでした。 
 

２）土壌の性質 
（１）土壌の外観 

外観は、St.1は灰褐色の土、St.2
は灰白色の砂、St.3は明褐灰色の
土でした。 

（２）ｐＨ 
8.1～9.4 

（３）土壌沈降試験 
蒸留水中では、最も沈降速度が

速かった地点は、1440分後には始
めの２～４％の濃度となっており、
最も遅かった地点は、1440分後に
は始めの12～21％の濃度でした。 
また、海水中では、1440分後に

は0.06～2.3％程度の濃度となって
いました。 

（４）地形・地質 
地形は北東から南西に向かって

傾斜し、小起伏丘陵注には石灰岩
が見られ、波浪による浸食で形成さ
れた急崖である海食崖が一部見ら
れました。 

 
３）集水域の赤土等の主要な発生源
の状況 

（１）土地利用状況 
対象事業実施区域周辺の赤土

の発生源としては、耕作地、空き
地・改変地が見られ、また野草地・
牧場・牧草地も見られました。 

（２）航空写真による土地利用の判別 
周辺には7カ所の裸地が確認さ

れました。 
（３）集水域の状況 

周辺に裸地及び農地が確認され
たが、多量の赤土が海域に流れ込
む可能性は少ないと推測されます。 

 
４）海域濁度及び雨量同時連続観測 

平常時の濁度は概ね２度以下と
なっていました。100 mm程度の降
雨時は20～30度上昇し、これに波
浪が加わると400度を超える濁度に
なる結果が得られました。 

＜工事中＞ 
１）海域の水の濁りの状況（浮遊物質量） 

降雨時のし尿処理施設工事区域の前
面海域における海水のSS寄与濃度は、
海岸から約50ｍ沖合で0.1mg/L、100m沖
合で0.07mg/L程度になるものと予測され
ました。 

 
２）海域の赤土等の堆積状況 

Fickの拡散方程式による赤土等の海
底に堆積する量の予測結果は、海岸から
約50ｍ沖合で0.1ｇ/ｍ３/10日程度の堆積
量となりました。 
工事期間中（約２年間）に降雨が100日

間あった場合は、予測濃度17.901kg/ｍ３

（寄与濃度0.001kg/ｍ３）で寄与率が
0.01％となりました。 

 

○計画されているし尿処理
施設の造成等の施工に
よって、一時的に発生す
る濁水は、濁水プラント
用集水路によって沈殿
池に集め、凝集沈殿プラ
ントに送られ処理した
後、海域に排出します。 

また、移動式凝集沈殿プラ
ントの処理水はタンク車等
で運搬し、し尿処理施設
周辺の既設排水路にて海
域に排出します。 
○処理水のＳＳ濃度は沖
縄県赤土等流出防止条
例（平成７年）の基準値：
200mg/Lの1/8程度の
25mg/L程度とします。 

○工事中は、凝集沈殿プラ
ントの維持管理を定期的
に実施します。 

 
 

＜工事中＞ 
１）海域の水の濁りの状況、赤土等の堆積状況 
（１）回避・低減に係る評価 

降雨時に発生する濁水は、仮設の集水路
によって沈殿池に集められ凝集沈殿プラント
によって処理し、また、移動式凝集沈殿プラ
ントの処理水はタンク車等で運搬し、し尿処
理施設周辺の既設排水路より沖縄県赤土等
流出防止条例の基準の1/8程度(25mg/l)で
排出することから、回避・低減は図られてい
るものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
降雨時の濁水は、沖縄県赤土等流出防止

条例の基準値（ＳＳ:200mg/L）の1/8程度の
25mg/L程度で排出する計画であり、環境保
全施策との整合は図られているものと評価し
ました。 
なお、降雨時のし尿処理施設工事区域の

前面海域における海水のＳＳ寄与濃度は、海
岸から約50ｍ沖合で0.1mg/L、200m沖合で
0.05mg/L程度になるものと予測しました。ま
た、現況の海域（St.1～St.４）における降雨時
及び降雨後の濁度は20～400度程度（換算Ｓ
Ｓ：15mg/L～260mg/L）になることが確認され
ています。 

特に事後調査は必要としませ
ん。 
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4.2.6 水の汚れ 

表 4.2-6 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(水の汚れ) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

水の汚れ １）水質の状況 
生活環境項目は、ｐＨ8.1～8.3、Ｃ

ＯＤ0.6～1.8mg/L、ＤＯ最大
8.9mg/L、大腸菌群数最大値
79MPN/100mL、Ｔ-Ｎ最大値
0.31mg/L、Ｔ-Ｐ最大値0.052mg/L、
油分不検出、リン類最大値
0.004mg/L、塩素イオン18,400～
23,700、残留塩素最大値
0.15mg/L、陰イオン界面活性剤不
検出、クロロフィルa 1.0μg/L未満
となっています。ｐＨ、ＣＯＤ、大腸菌
群数、油分はＡ類型の環境基準に
適合しており、ＤＯはＡ類型の環境
基準不適合の地点がありますが、
Ｂ類型の環境基準に適合していま
す。Ｔ-ＮはⅢ類型、Ⅱ類型に相当
する地点がありますがほとんどが
Ⅰ類型に相当しています。Ｔ-Ｐは２
地点でⅣ類型に相当し、その他は
すべてⅠ類型に相当しています。 
健康項目は、全調査地点で環境

基準値に適合しています。 
ダイオキシン類３種は全て環境

基準値に適合しています。 
 

２）汚濁発生源の状況 
汚濁発生源は、既設の生活排水

処理施設からの排水放流がありま
す。なお、対象事業実施区域周辺
に流入河川はなく、河川からの汚
濁の流入はありません。 

 
３）水利用の状況 

対象事業実施区域内には、農業
用浅井戸２件、湧水５件があり地下
水が利用されています。 
対象事業実施区域の前面海域

は主に漁場として利用されている
他、海軍訓練区域として利用されて
います。漁業権は共同８号、共同９
号及び共同12号が設定されていま
す。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）水質の変化 
（１）ＣＯＤ 

最大で1.6 mg/Lであり、現況との濃度
差は排水口から半径約10ｍの範囲内で
0.1 mg/Lの上昇となりました。排出口直
近の予測地点では、濃度の上昇はない
結果となりました。 

（２）ＳＳ 
予測領域全域で１mg/L（定量限界値）

未満であり、排出口直近の予測地点の現
況との濃度差においても１mg/L以上の上
昇はない結果となりました。 

（３）残留塩素 
予測領域全域において0.02～0.03 

mg/Lであり、排出口周辺約100ｍの範囲
で0.021 mg/Lとなりました。現況との濃度
差は排水口周辺半径約20ｍの範囲内の
上層で0.002mg/Lの上昇であり、約100ｍ
の範囲内で0.001mg/Lの上昇となりまし
た。排出口直近の予測地点では、
0.001mg/L以上の上昇はない結果となり
ました。 

（４）Ｔ-Ｎ 
排出口より半径約10ｍより外側は0.2 

mg/L以下（環境基準Ｉ類型）となっており、
現況との濃度差については上層が排水
口周辺半径約10ｍの範囲内で0.1 mg/L、
30ｍの範囲内で0.05 mg/Lの上昇となり、
下層は0.05 mg/Lを超える変化域は存在
しませんでした。排出口直近の予測地点
では、0.05mg/L以上の上昇はない結果と
なりました。 

（５）Ｔ-Ｐ 
全域において0.02 mg/L以下（環境基

準Ｉ類型）となっており、現況との濃度差に
ついては上層が排水口周辺半径約50ｍ
の範囲内で0.005 mg/Lの上昇となり、下
層は0.005 mg/Lを超える変化域は存在し
ませんでした。排出口直近の予測地点で
は、0.005mg/L以上の上昇はない結果と
なりました。 

（６）その他 
ｐＨ、大腸菌群数、Ｎ-Ｈex、陰イオン界

面活性剤、クロロフィルa、塩素イオン濃
度、電気伝導率、水質汚濁に係る環境基
準の健康項目及びダイオキシン類につい
ても現況の濃度に影響を与えない又はほ
とんど与えないものと予測されました。 

 
 

○し尿処理施設の処理方
法の検討にあたっては、
最新の膜分離処理方式
を採用し、水質汚濁防止
法（上乗せ排出基準を含
む）の排出基準より低い
濃度で排出します。 

○し尿処理施設の管理・運
営に関しては、既設の生
活排水処理施設と同様
に、米軍からの委託を受
けた専門の維持・管理業
者に委託し、定期的に水
質検査等を実施します。 

 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）水質の変化 
（１）回避・低減に係る評価 

施設の供用により、ＣＯＤ、ＳＳ、残留塩
素、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐに関しては予測結果による
と将来も現況水質とほとんど変化がないもの
と予測されており、影響の低減が図られてい
るものと評価しました。 
また、その他の項目（有害物質やダイオキ

シン類等）については、し尿処理施設からは
排出されないことから、影響は回避されてい
るものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
施設の供用により、排出される処理水は全

て水質汚濁防止法に基づく排出基準（上乗
せ排出基準を含む）に適合しており、環境保
全施策との整合性は図られているものと評価
しました。 
また、施設の供用時も予測地点における

水質は環境基準に適合しており、環境保全
施策との整合性は図られているものと評価し
ました 
 

施設供用時における水の汚れ
の事後調査は、排水濃度が設定
されている項目について実施しま
す。以下の方法で実施し、現況
調査の結果と比較検討します。 
１）調査項目 
（１）し尿処理施設処理水 

水質汚濁防止法に基づく排
水規制基準項目：有害項目(27
項目)、生活環境項目(12項目) 

（２）周辺海域 
ＣＯＤ、ＳＳ、残留塩素、Ｔ－

Ｎ、Ｔ－Ｐ、大腸菌群数、潮流
観測 

 
２）調査時期と回数 
（１）し尿処理施設処理水 

寄港時の処理量が最大とな
る時期に行う。年に２回程度。 

（２）周辺海域 
水質は夏・冬季に各季１日２

回（干潮時、満潮時）計4回 
潮流観測は夏・冬季に現地

測定 
 

３）調査地点 
（１）し尿処理施設処理水 

し尿処理施設１地点 
（２）周辺海域 

現況調査における４地点 
St.1:リーフ内、St.2：リーフ内

（排水口直近）、St.3：リーフ
外、St.4：リーフ外 

 
４）監視基準 
（１）し尿処理施設処理水 

水質汚濁防止法に基づく排
水規制基準 

（２）周辺海域 
生活環境の保全に関する環

境基準及び水産用水基準 
 

５）監視基準を超過した場合の対
応方針 
速やかに原因を究明し、必

要な対策を講ずるものとしま
す。 
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4.2.7 底質 

表 4.2-7 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(底質) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

底質 １）有害物質に係る底質の状況 
有害項目及びダイオキシン類

は、すべて基準値に適合していま
す。 

 
２）底土の状況・赤土の堆積状況 

硫化物0.01～0.08 mg/g、ＣＯＤ
0.1～3.6 mg/gとなっており水産用
水基準（硫化物0.2 mg/g未満、ＣＯ
Ｄ20 mg/g未満）に適合しています。 
また、ｐＨ7.8～8.9、含水比21.1～

48.8％、強熱減量4.4～7.3％、赤土
等微細土粒子含量4.0～670 g/Lと
なっています。 

 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）隣接する海域底質の変化 
（１）水の汚れの予測結果 

ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐは排出口近傍でわず
かな上昇が予測されましたが現況への影
響はほとんどないものと予測されました。
その他（ＳＳ、残留塩素、ｐＨ、大腸菌群
数、Ｎ-Ｈex、陰イオン界面活性剤、クロロ
フィルa、健康項目（全24項目）及びダイオ
キシン類）は現況への影響はないものと
予測されました。 

（２）底質の結果 
上記水の汚れの予測結果から、底質

予測を定性的に行った結果、ＣＯＤ、硫化
物、ｐＨ、含水比、強熱減量、粒度組成、
有害物質（32項目）、ダイオキシン等に影
響はほとんどないものと予測されました。
赤土等微粒子細粒子含量については、
「4.2.5 赤土等による水の濁り」の予測結
果を参照。 

○し尿処理施設の処理方
法の検討にあたっては、
最新の膜分離処理方式
を採用し、水質汚濁防止
法（上乗せ排出基準を含
む）の排出基準より低い
濃度で排出し、底質への
影響を回避・低減しま
す。 

○し尿処理施設の管理・運
営に関しては、既設の生
活排水処理施設と同様
に、専門の維持・管理業
者に委託し、定期的に水
質検査等を実施し、底質
への影響を回避・低減し
ます。 

 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）隣接する海域底質の変化 
（１）回避・低減に係る評価 

施設の供用により、ＣＯＤ、硫化物、ｐＨ、
含水比、強熱減量、粒度組成は、影響がほと
んどないものと予測されており、影響の低減
が図られているものと評価しました。 
また、その他の項目（有害物質やダイオキ

シン類等）については、し尿処理施設からは
排出されないことから、影響は回避されてい
るものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
施設の供用により、排出される処理水は全

て水質汚濁防止法に基づく排出基準（上乗
せ排出基準を含む）に適合しているため、底
質への影響は少なく、環境保全施策との整
合性は図られているものと評価しました。 
また、施設の供用時も予測地点における

水質は環境基準に適合しており、底質への
影響は少なく、環境保全施策との整合性は
図られているものと評価しました。 

 
 

特に事後調査は必要としませ
ん。 
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4.2.8 水象 

表 4.2-8 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(水象) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

水象 １）海域の状況 
（１）水深 

リーフ内は概ね２ｍ程度で、調査
範囲の境界付近で12ｍ程度の水深
となっていました。 

（２）底質 
リーフ内は概ね砂若しくは砂礫で

した、リーフ外は泥砂が多く見られ
ました。 

（３）潮汐 
朔望平均満潮位は+2.167ｍ、朔

望平均干潮位は+0.150ｍとなって
いました。 

（４）海岸の状況 
海岸の地形は、西から中央にか

けて海岸低地、南東は海浜となって
おり、地質は海浜砂層、沖積層から
なっています。 

 
２）海域の流況 

冬季のリーフ外では上層と下層
の流向が概ね正反対であり、リーフ
内では複雑な流れが生じていまし
た。また、夏季のリーフ外表層では
概ね南西方向から北東方向への流
向が多く、リーフ内では東西分流し
ていました。 
リーフ内の最強平均流速は冬季

5.7～7.4 m/s、夏季3.6～11.7m/s
で、リーフ外の表層のおよそ1/2と
なっていました。 

 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）流況の変化 

予測領域（３km×1.5km）においても、
詳細領域（１km×１km）においても流速
の差が0.1cm/sを超える箇所はなく、当該
事業における流況に対する影響はほとん
どない結果が得られました。 

 
 

○事業計画策定にあたっ
ては、既設の放流管を使
用するなど海域への施
設配置は行わない計画
であるため、海域の改変
を回避します。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）流況の変化 
（１）回避・低減に係る評価 

し尿処理施設からの計画排水量は、570 
ｍ3/日であり、この排水量では周辺海域の流
況にはほとんど影響を与えないことが予測さ
れました。したがって、本事業計画は、実行
可能な範囲内で環境に与える影響の回避・
低減が図られているものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
沖縄県の「自然環境の保全に関する指針」

では、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
が、流況に影響を与えないことから、本事業
計画は、国、県、町などが実施する環境保全
の施策との整合性が図られているものと評価
しました。 

水象の事後調査は、「4.2.6水
の汚れ」に含めて記述しておりま
す。 
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4.2.9 地形・地質 

表 4.2-9 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(地形・地質) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

地形・地
質 

１）重要な地形・地質等 
重要な地形・地質等として、石灰

岩丘（大規模な鍾乳洞はなし）ビー
チロック、海食崖、ノッチ地形（ノッチ
の発達により、キノコ状になったも
のあり）、海食洞及び湧水（農業用
水として使用されている）が確認さ
れました。そのうち対象事業実施区
域内には石灰岩丘、ビーチロック、
海食崖が南部に分布しています。 

 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）重要な地形・地質等の改変の程度 
（１）石灰岩丘 

事業計画に伴う改変範囲は低地部に
位置しており、石灰岩丘の分布範囲とは
一致しません。 

（２）ビーチロック 
ビーチロックの分布範囲を既設の放流

管が横断していますが、既設の放流管の
改変は行われないためビーチロックの直
接改変はありません。 
また、ビーチロックの高さは上面EL＝

1.76～2.13ｍ、下面EL＝1.02ｍで、当該
地区の地下水位はEL＝0.475～0.575ｍ
でした。このことから、ビーチロックは地下
水面より高い位置に存在しており、現在、
ビーチロックには地下水から炭酸カルシ
ウムの供給はされていないと考えられま
す。以上から、事業の実施に伴い地下水
涵養量は変化すると思われますが、ビー
チロックの形成過程への影響はないと考
えられます。 

（３）海食崖 
事業計画に伴う改変範囲は低地部に

位置しており、海食崖の分布範囲とは一
致しません。 

（４）ノッチ 
事業計画に伴う改変範囲は、ノッチの

分布範囲とは一致しません。 
（５）海食洞 

事業計画に伴う改変範囲は、海食洞
の分布範囲とは一致しません。 

（６）湧水 
湧水の涵養源は湧水北側の丘陵とな

っています。事業計画に伴う改変範囲
は、湧水及びその涵養源の範囲とは一
致しません。 

 
以上から、重要な地形・地質等の改変に

よる影響はないと予測されました。 
 
 

○事業計画策定にあたっ
ては、既に人工的な改変
が行われている道路、施
設、造成地、裸地などを
中心に施設配置計画を
行いました。このように、
地形・地質の改変を回避
するための検討を行いま
す。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）重要な地形・地質等の改変の程度 
（１）回避・低減に係る評価 

し尿処理施設及び汚水送水管は、既に人
工的な改変が行われている道路や施設、造
成地などを中心に施設配置計画を行い、自
然地形の改変を最小限にとどめる計画となっ
ており、また重要な地形・地質等の改変も行
われません。以上から、本事業計画は、実行
可能な範囲内で環境に与える影響の低減が
図られているものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
沖縄県の「自然環境の保全に関する指針」

では、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
が、本事業計画では海域の土地の改変は行
われず、陸域においても自然地形の改変を
最小限にとどめる計画となっています。 
また、対象事業実施区域に国、県、町に天

然記念物等として指定された重要な地形・地
質等は存在しません。 
以上から、本事業計画は、国、県、町など

が実施する環境保全の施策との整合性は図
られているものと評価しました。 

特に事後調査は必要としませ
ん。 
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4.2.10 陸域植物 

表 4.2-10 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(陸域植物) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

陸域植物 １）植物相 
調査の結果、シダ植物５科７属10

種、種子植物68科200属241種、合
計73科207属251種の維管束植物を
確認しました。 
調査地域は、基盤が島尻層群泥

岩で、その上位に琉球層群琉球石
灰岩が位置します。西側に基盤で
ある島尻層群泥岩が直接表層に見
られ、東側に琉球層群琉球石灰岩
が分布、海岸低地に沖積層、海浜
に海浜砂層が分布しています。台
地や丘陵地には、オオバギ、オキ
ナワシャリンバイ、ハマイヌビワ、ヤ
ブニッケイ、ガジュマル、アコウ等か
ら構成される常緑広葉樹林、海浜
はハマゴウ、モクビャクコウ、ウコン
イソマツ、ホソバワダン、グンバイヒ
ルガオ等で構成される海岸植生が
分布しています。平地では、チドメ
グサ、シロツメクサ、コウシュンシ
バ、コメツブウマゴヤシ等で構成さ
れる植物群落が分布しています。 
平成25年の調査結果では、シダ

植物7科９属11種、種子植物77科
240属316種、合計84科249属327種
の維管束植物を確認しました。 
調査地域の概要に大きな変化は

ありませんでした。 
 

２）植生 
（１）現存植生 

調査地域の植生は22の植物群
落及び土地利用状況に区分されま
した。調査地域南東部のカンナ崎
にはオキナワシャリンバイ群落が広
く分布し、その他アダン群落、ハマ
イヌビワ群落、ヤブニッケイ群落、
ガジュマル群落、アコウ群落などが
分布していました。北から北東部の
道路沿いにアカギ群落、北部から
東部の林縁部にオオバキ群落、北
西部から南東部にかけてギンネム
群落やハマイヌビワ群落が広く分
布していました。南部の海岸沿いは
隆起サンゴ礁植生や海岸砂丘植
生、クサトベラ群落、イボタクサギ群
落、オオハマボウ群落などが分布し
ていました。また、西部から南部に
かけて緑の多い宅地となっており、
道路沿いや海岸沿いでコウシュン
シバ、チドメグサ、シロツメクサなど
の群落が確認されました。 
平成25年の調査結果では、アコ

ウ群落、イボタクサギ群落、シマグ
ワ群落、タイワンクズ群落、コバノ

＜工事中＞ 
１）生育環境の改変の程度 

土地造成により、ギンネム群落約
0.061ha、ハマイヌビワ群落約0.009ha、パ
ラグラス群落約0.019haが改変されます
が、その改変率は最高でも７％程度と低
い状況です。また、施工による一時的な
影響として粉じんや排気ガス等による生
育環境への影響が考えられますが、開発
面積が小さいことや、工事用運搬路は現
道の整備された道路を利用し粉じん等は
発生しにくいことから、影響は少ないもの
と考えられます。 
したがって、消失・衰退する植物群落

はなく、現況の植生環境の多様性は維持
されるため、生息環境の改変の程度は小
さいものと予測されます。 
平成25年の調査に対する予測結果で

は、ギンネム群落の約0.143haが改変さ
れますが、その改変率は1.26%程度と低
い状況にあります。 
また、施工による一時的な影響として

粉じんや排気ガス等による生育環境への
影響が考えられますが、開発面積が小さ
いことや、工事用運搬路は現道の整備さ
れた道路を利用し粉じん等は発生しにく
いことから、影響は少ないものと考えられ
ます。 
したがって、確認された植物群落のう

ち対象事業実施区域から消失または衰
退する群落は無いことから、現況の植生
環境の多様性は維持されるため、生育環
境の改変の程度は小さいものと予測され
ます。 

 
２）重要な植物種及び植物群落の生育状況
への影響 

（１）重要な植物種 
工事による改変区域には、重要な植物

種は生育していません。したがって、重要
な植物種が工事により直接改変されるこ
とはありません。 
重要な植物種のうちハリツルマサキと

ハイシバは、汚水送水管の敷設予定地
の近傍に生育しているため、粉じんや排
気ガス等による影響が考えられます。 
その他の重要な植物種については、工

事区域から生育域が50ｍ以上離れてい
るため、影響はありません。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、工事による改変区域には、重要な植
物種は生育していません。したがって、重
要な植物種が工事により直接改変される
ことはありません。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、重要な植物種のうちハリツルマサキ

１）回避 
事業計画策定にあたっ

ては、残存する森林環境及
び草地環境を本地域の生
態系を維持するために重
要と判断し、既に人工的な
改変が行われている道路、
施設、緑の多い造成地、裸
地などを中心に施設配置
計画を行いました。このよう
に、陸域植物の生育環境
の改変を回避するための
検討を行い、措置を講じま
す。 

 
２）低減 

工事中は重要な植物種
の生育場所及び重要な植
物群落の分布域には、原
則として立ち入りを制限す
る計画とします。施設の供
用時は、重要な種などの生
育状況を周知し、生育環境
に配慮するように米軍に申
し入れます。 

＜工事中＞ 
１）回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、植物の
重要な植物種及び重要な植物群落に消失等
の影響を及ぼさないこと」としました。 
 

（１）平成14年～平成17年の調査・予測に対す
る評価結果 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

てほとんどの影響が低減され、対象事業実
施区域より消失するような重要な植物種及び
植物群落が存在しないことから、陸上植物に
対する影響の回避・低減は図られているもの
と評価しました。 
なお、重要な植物種のうちハリツルマサキ

とハイシバは、汚水送水管の敷設予定地近
傍に生育しているため、粉じんや排気ガス等
による影響が考えられますが、影響が短期
間であること、周辺にも生育が確認されてお
り対象事業実施区域から消滅することがない
ことなどから、影響は小さいものと評価しまし
た。 
また、重要な植物群落のうち、イボタクサ

ギ群落は汚水送水管の敷設予定地近傍に
分布しているため、粉じんや排気ガス等によ
る影響が考えられますが、工事期間が短期
間であることから影響は小さいものと評価し
ました。 
保安林については、評価の基準を「造成工

事に伴い、潮害防備保安林としての機能を損
なわないこと」としました。事業者が行う環境
保全措置の実施によってほとんどの影響が
低減され、対象事業実施区域における潮害
防備保安林としての機能を損なうことはない
ことから、保安林に対する影響の回避・低減
は図られているものと評価しました。 

（２）平成25年度の調査・予測に対する評価結
果 
事業者が行う回避・低減措置の実施によっ

てほとんどの影響が低減され、対象事業実
施区域より消失するような重要な植物種及び
植物群落が存在しないことから、陸上植物に
対する影響の回避・低減は図られているもの
と評価しました。 
なお、重要な植物種のうちハリツルマサキ

は、汚水送水管の敷設予定地近傍に生育し
ているため、粉じんや排気ガス等による影響
が考えられますが、影響が短期間であるこ
と、周辺にも生育が確認されており対象事業
実施区域から消滅することがないことなどか
ら、影響は小さいものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成14年～平成17年の調査・予測に対す
る評価結果 

陸域植物については予測の不
確実性が伴い、環境保全措置の
効果並びに環境影響評価結果の
検証のために、工事中に事後調
査を実施します。 

 
１）調査項目 

重要な植物種及び植物群
落、植生 

 
２）調査時期と回数 
（１）重要な植物種及び植物群落 

工事前：1回 
工事中：年2回（春季・秋季） 
供用時：年2回（春季・秋季） 

（２）植生 
供用時：１回 

※調査期間については、事後調
査の結果により適宜判断して
決定します。 

 
３）調査位置 
（１）重要な植物種及び植物群落 

重要な植物種及び植物群
落：改変範囲とその周辺 

（２）植生 
改変範囲とその周辺の植物

群落の20地点 
 

４）調査内容 
（１）重要な植物種及び植物群落 

改変範囲とその周辺を踏査
し、平成14,15年度、平成25年
度に確認されている重要な植
物種及び植物群落について生
育状況の確認を行う。また、踏
査中に重要な植物及び植物群
落が新たに確認された場合、
記録を行う。 

（２）植生 
改変範囲とその周辺を踏査

し、社会学的手法（Braun－
Blanquet法）による植生調査を
行います。 

 
５）環境影響の程度が著しいこと
が明らかとなった場合の対応
方針 
ア）対策の検討 
・影響が以後の工事や供用に
連動しない場合、軽減策、代
償措置を検討し、必要な対
策を実施します。 

・工事や供用に連動して影響が
発生している場合、工事方
法の検討、軽減措置を検討
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ハスノハカズラ群落、チドメグサ群
落、シロツメクサ群落、コメツブウマ
ゴヤシ群落の計８つの群落が、他
の群落への遷移や、造成により消
失していました。 

（２）植生自然度 
調査地域では、自然性が高い植

生自然度10が南東部、南部、西部
の海岸に分布し、植生自然度９が
南東部及び南部、植生自然度８が
北西部及び北部から南部、植生自
然度７が北部から南東部の内陸
部、植生自然度５が西部から南部、
植生自然度２が北西部から南部に
分布していました。また、植生自然
度１は本調査地の全域で分布を確
認しました。 
平成25年の調査結果では、他の

群落への遷移や、造成により消失
した群落はありますが、植生自然
度の分布状況に大きな変化はあり
ませんでした。 

 
３）保安林の状況・経緯について 

保安林は、潮害防備保安林とし
て明治45年４月10日に指定され、
所轄は沖縄県知事、施設内の指定
面積は13区域で地積総面積約
4.4haとなっています。カンナ崎周辺
からトレーラーハウス周辺の海岸
線、さらに西側に続く軍港の海岸線
においても帯状に指定されていま
す。植林が局所的にしか見られな
かったホワイトビーチ軍港周辺を除
き、カンナ崎周辺の植生とトレーラ
ーハウス付近の丘陵地緑地の保安
林は、現状において潮害保安林と
しての機能を果たしているものと判
断されます。 
 

４）重要な植物種及び植物群落 
（１）重要な植物種 

リュウキュウツチトリモチ、ハリツ
ルマサキ、リュウキュウクロウメモド
キ、ヒメイヨカズラ、ウコンイソマツ、
リュウキュウコクタン、オキナワソケ
イ、モクビャクコウ、ハイシバの９種
です。 
平成25年の調査結果では、リュ

ウキュウツチトリモチ、ハリツルマサ
キ、ウコンイソマツ、リュウキュウコ
クタン、オキナワソケイ、ヒメイヨカ
ズラ、モクビャクコウの７種を追認
し、評価書作成後新たに重要な植
物種に指定されたミズガンピ、ヤエ
ヤマアオキの２種についても追認し
ました。 
また、ハマツメクサ、カワヂシャの

２種を新規に確認しましたが、リュ
ウキュウクロウメモドキ、ハイシバ

は、汚水送水管の敷設予定地の近傍に
生育しているため、粉じんや排気ガス等
による影響が考えられます。 
その他の重要な植物種については、工

事区域から生育域が50ｍ以上離れてい
るため、影響はありません。 

（２）重要な植物群落 
工事による改変区域には、重要な植物

群落は分布していません。したがって、重
要な植物群落が工事により直接改変され
ることはありません。 
なお、重要な植物群落のうちイボタク

サギ群落は、汚水送水管の敷設予定地
近傍に分布しているため、粉じんや排気
ガス等による影響が考えられます。 
その他の重要な植物群落に関しては、

工事区域から分布域が10ｍ以上離れて
いるため、影響はありません。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、工事による改変区域には、重要な植
物群落は分布していません。したがって、
重要な植物群落が工事により直接改変さ
れることはありません。 
なお、汚水送水管の敷設予定地近傍

にも重要な植物群落は分布していないた
め、粉じんや排気ガス等による影響もあ
りません。 
その他の重要な植物群落に関しては、

工事区域から分布域が10ｍ以上離れて
いるため、影響はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）生育環境の改変の程度 
施設の存在及び供用における間接的な

影響として、構造物の出現に伴う光条件の
変化（建物による日照阻害）による影響が
考えられますが、構造物が低いことや、影
響を受けるし尿処理施設北側の植物群落
が地形的に高い位置にあることから、生育
環境の改変の程度は小さいものと予測され
ます。 
平成25年の調査結果からの予測では、

施設の存在及び供用における間接的な影
響として、構造物の出現に伴う光条件の変
化（建物による日照阻害）による影響が考え
られます。しかしながら、構造物が低いこと
や、影響を受けるし尿処理施設北側の植物

植物について、野生生物保護の観点から
定められた法令として、「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律」（平
成４年、法律第75号）があり、この他に種の
多様性の維持を目的に作成された「改訂 日
本の絶滅のおそれのある野生生物」（平成12
年、環境庁）、「沖縄県の絶滅のおそれのあ
る野生生物 ―レッドデータおきなわ―（平成
８年、沖縄県）」があります。 
工事の実施によって影響を受けることが予

想されている重要な植物種（ハイシバの１
種）、植物群落（イボタクサギ群落の１群落）
は、いずれも事業者が行う環境保全措置の
実施によって大部分の影響が低減され、対
象事業実施区域より、絶滅するような種及び
植物群落が発生しないものと考えられます。 
保安林における行為の制限については森

林法で定められており、本地域の工事にあた
っては同法にのっとり適切な対策等を講じる
こととしています。 
したがって、対象事業の実施に際しては、

環境の保全に関する施策との整合性は図ら
れているものと評価しました。 

（２）平成25年度の調査・予測に対する評価結
果 
植物について、野生生物保護の観点から

定められた法令として、「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律」（平
成４年、法律第75号）があり、この他に種の
多様性の維持を目的に作成された「環境省レ
ッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平成24年、環
境省）及び「改訂・沖縄県の絶滅のおそれの
ある野生生物 レッドデータおきなわ菌類編・
植物編」（平成18年、沖縄県）があります。 
工事の実施によって影響を受けることが予

想される重要な植物種・植物群落は存在しな
いことから、対象事業実施区域より、絶滅す
るような種及び植物群落が発生しないものと
考えられます。 
したがって、対象事業の実施に際しては、

環境の保全に関する施策との整合性は図ら
れているものと評価しました。 

 
 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、植物の
重要な植物種及び重要な植物群落に消失等
の影響を及ぼさないこと」としました。 

 
（１）平成14年～平成17年の調査・予測に対す
る評価結果 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

てほとんどの影響が低減され、対象事業実
施区域より消失するような重要な植物種及び
植物群落が存在しないことから、陸域植物に
対しての回避・低減が図られているものと評
価しました。 

（２）平成25年度の調査・予測に対する評価結
果 

し、必要な対策を実施しま
す。 

イ）影響の詳細な調査 
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の２種については追認できません
でした。 

（２）重要な植物群落 
アダン群落、クサトベラ群落、イ

ボタクサギ群落、オオハマボウ群
落、隆起サンゴ礁植生（モクビャク
コウ群落、ホソバワダン群落、ウコ
ンイソマツ群落、コウライシバ群
落）、海岸砂丘植生（ハマゴウ群
落、グンバイヒルガオ群落、コウシ
ュンシバ群落）の６群落です。 
平成25年の調査結果では、アダ

ン群落、イボタクサギ群落、オオハ
マボウ群落、隆起サンゴ礁植生（モ
クビャクコウ群落、ホソバワダン群
落、ウコンイソマツ群落、コウライシ
バ群落）、海岸砂丘植生（ハマゴウ
群落、グンバイヒルガオ群落、コウ
シュンシバ群落）の５群落です。 

群落が地形的に高い位置にあることから、
生育環境の改変の程度は小さいものと予
測されます。 

 
２）重要な植物種及び植物群落の生育状況
への影響 
施設の存在及び供用における間接的

な影響として、構造物の出現に伴う光条
件の変化（建物による日照阻害）による
影響が考えられますが、構造物の周辺に
重要な植物種の生育及び植物群落の分
布がないため、影響はないものと予測さ
れます。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、施設の存在及び供用における間接
的な影響として、構造物の出現に伴う光
条件の変化（建物による日照阻害）によ
る影響が考えられますが、構造物の周辺
に重要な植物種の生育及び植物群落の
分布がないため、影響はないものと予測
されます。 

 
３）保安林への影響 
（１）保安林指定区域の改変の程度 

保安林指定区域の６カ所でし尿処理施
設の改変及び汚水送水管の敷設による
保安林指定区域の分断が予測され、これ
らの改変面積は0.109haと予測されまし
た。 

（２）保安林機能への影響 
し尿処理施設付近に隣接する保安林

0.0131haが改変されるものと予測されま
したが、小規模であることと、樹木による
緑化が計画されることから、現状の保安
林としての機能を損なうものではないもの
と予測されます。 

事業者が行う環境保全措置の実施によっ
てほとんどの影響が低減され、対象事業実
施区域より消失するような重要な植物種及び
植物群落が存在しないことから、陸上植物に
対しての回避・低減は図られているものと評
価しました。 

 
２）環境保全との整合性に係る評価 
（１）平成14年～平成17年の調査・予測に対す
る評価結果 
植物について、野生生物保護の観点から

定められた法令として、「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律」（平
成４年、法律第75号）があり、この他に種の
多様性の維持を目的に作成された「改訂 日
本の絶滅のおそれのある野生生物」（平成12
年、環境庁）、「沖縄県の絶滅のおそれのあ
る野生生物 ―レッドデータおきなわ―（平成
８年、沖縄県）があります。 
施設の存在及び供用によって影響を受け

ることが予想されている重要な植物種・植物
群落はないため、対象事業の実施に際して
は、環境の保全に関する施策との整合性は
図られているものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
植物について、野生生物保護の観点から

定められた法令として、「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律」（平
成４年、法律第75号）があり、この他に種の
多様性の維持を目的に作成された「環境省レ
ッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平成24年、環
境省）及び「改訂・沖縄県の絶滅のおそれの
ある野生生物 レッドデータおきなわ菌類編・
植物編」（平成１８年、沖縄県）があります。 
施設の存在及び供用によって影響を受け

ることが予想されている重要な植物種・植物
群落はありません。 
したがって、対象事業の実施に際しては、

環境の保全に関する施策との整合性は図ら
れているものと評価しました。 
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4.2.11 陸域動物 

表 4.2-11 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(陸域動物) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

陸域動物 １）動物相 
（１）哺乳類 

調査の結果、４目７科８種が確認
されました。確認された主な種は、
ワタセジネズミ、オリイオオコウモ
リ、オキナワコキクガシラコウモリな
どです。 
平成25年調査では、ジャコウネ

ズミ、ヒナコウモリ科が追加確認さ
れ、計4目8科10種となりました。 

（２）鳥類 
調査の結果、９目25科49種が確

認されました。確認された主な種
は、ミサゴ、ハヤブサ、シロチドリな
どです。また、繁殖を確認した種
は、シロチドリ、ベニアジサシ、エリ
グロアジサシ、コアジサシ、カワラ
バト（ドバト）、リュウキュウアカショ
ウビン、コゲラ、リュウキュウツバ
メ、シロガシラ、ヒヨドリ、シジュウカ
ラ、メジロの計12種です。 
平成25年調査では、ゴイサギ、ツ

ミなどが追加確認され、計11目31科
60種となりました。 

（３）両生類 
調査の結果、１目３科３種が確認

されました。確認された種は、ヌマ
ガエル、シロアゴガエル、ヒメアマガ
エルです。 
平成25年調査では、リュウキュウ

カジカガエルが追加確認され、計1
目3科4種となりました。 

（４）爬虫類 
調査の結果、２目９科12種が確

認されました。確認された主な種
は、クロイワトカゲモドキ、オキナワ
キノボリトカゲ、ハブなどです。 
平成25年調査では、オガサワラ

ヤモリが追加確認され、計2目9科
13種となりました。 

（５）昆虫類 
調査の結果、13目126科433種が

確認されました。確認された主な種
は、ヒメイトトンボ、ダイトウアリツカ
コオロギ、オキナワモリバッタです。 
平成25年調査では、イボトビムシ

科の一種、リュウキュウベニイトトン
ボなどが追加確認され、計17目198
科829種となりました。 

（６）甲殻類 
調査の結果、１目５科13種が確

認されました。確認された主な種
は、ナキオカヤドカリ、ムラサキオカ
ヤドカリ、オカヤドカリなどです。 

＜工事中＞ 
１）生息環境の改変の程度 

動物の生息環境の基盤である植物群
落については、「4.2.10 陸域植物」で述
べているように、工事による改変はほと
んどありません。工事区域における移動
阻害については、汚水送水管の工事区
域では一時的な影響であること、し尿処
理施設では0.6ha程度と改変面積が少な
いことから、生息環境の改変の程度は少
ないものと予測されます。また、粉じん等
の発生量は「4.2.1 大気質」で予測してい
るとおり小さく、騒音・振動については重
要な動物種であるアジサシ類の繁殖地ま
で約500ｍ離れているため、影響は小さ
いものと予測されます。 
平成25年調査で海岸にてシロチドリの

繁殖が確認されたことから、これらに対す
る影響が予測されます。 

 
２）重要な動物種の生息状況への影響 

重要な動物種のうち、オキナワハツカ
ネズミはし尿処理場の建設予定地で確
認されており、工事車両による輪禍や圧
死などが予測されます。また、ナキオカヤ
ドカリ、オカヤドカリ、ムラサキオカヤドカ
リの３種は、影響要素として施設の存在
により繁殖行動に対し移動阻害や移動
経路の分断などが想定されましたが、施
設のほとんどが改変地域であり、汚水送
水管も全て地中に埋設することから、施
設の存在による移動阻害や移動経路の
分断などの影響はほとんどないものと予
測されます。 
アジサシ類の繁殖への影響について

は、繁殖地まで約500ｍと離れているた
め、粉じんや騒音・振動などの影響もほと
んどないものと予測されます。 
平成25年調査で海岸にてシロチドリの

繁殖が確認されたことから、これらに対す
る影響が予測されます。 
その他の動物種に関しては、生息域の

直接的な改変がほとんどないこと、粉じ
ん等の発生量も、「4.2.1 大気質」で予測
しているとおり小さいこと、工事が一時的
であり、騒音・振動についても影響はほと
んどないことから生息状況への影響は少
ないものと予測されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

１）回避 
事業計画策定にあたっ

ては、残存する森林環境及
び草地環境を本地域の生
態系を維持するために重
要と判断し、既に人工的な
改変が行われている道路、
施設、緑の多い造成地、裸
地などを中心に施設配置
計画を行いました。このよう
に、陸域動物の生息環境
の改変が回避するための
検討を行い措置を講じま
す。 

 
２）低減 

重要な動物種に対して
は、汚水送水管の工事の
実施に際し50ｍ程度ごとに
ユニット分割し送水管敷設
後は速やかに埋戻しを行う
ことにより、移動経路の阻
害を最小限に低減すること
とします。 
オカヤドカリ類について

は、工事中は見つけ取りに
よってあらかじめ捕獲を行
い、工事の影響を受けない
地域へ移動を行った後に
工事を行うこととします。ま
た、移動後に再び改変区
域に進入しないように工事
中は再進入防止柵の設置
等を検討いたします。な
お、オカヤドカリ類の活動
が活発になる夜間の工事
は実施しないことにより、工
事による輪禍の被害を低
減することとします。 
シロチドリの繁殖を妨げ

ないように、汚水送水管の
工事の実施に際し50ｍ程
度ごとにユニット分割し、全
面的な工事を回避すること
で、繁殖可能な海岸を確保
することとします。 
また、工事中に改変範囲

の近隣にてシロチドリの繁
殖が確認された場合は、騒
音や人影を遮蔽するため
の遮音壁などの構造物を
設置することとします。ま
た、工事関係者の無用な
海岸への立入りを制限する
ことを目的として、チラシ等

＜工事中＞ 
１）回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、動物の
重要な種の消失等の影響を及ぼさないこと」
としました。 
事業者の行う環境保全措置によってほと

んどの影響が低減され、対象事業実施区域
より動物の重要な種が消失することがないこ
と、また、低騒音・低振動型機械を積極的に
導入するなどの環境保全措置を実施すること
から、陸域動物に対しての回避・低減は図ら
れているものと評価しました。 

 
２）環境保全との整合性に係る評価 

動物について、野生生物保護の観点から
定められた法令として、「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律」（平
成４年、法律第75号）があり、この他に種の
多様性の維持を目的に作成された「改訂 日
本の絶滅のおそれのある野生生物」（平成12
年～14年、環境庁）、「レッドリストの見直しに
ついて」（平成10年～平成12年、環境庁）及
び、「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 
―レッドデータおきなわ―（平成８年、沖縄
県）がありました。現在「環境省レッドリスト(第
4次レッドリスト)」、（平成24年、環境省）及び
「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生
物 レッドデータおきなわ動物編」（平成17
年、沖縄県）に改訂されています。 
重要な動物種の評価結果は以下のとおり

です。 
○哺乳類のワタセジネズミ、ジャコウネズミ
は、林縁部など生息環境の改変がほとん
どないことから影響はほとんどないものと
評価しました。コウモリ類は、改変区域で
確認されておらず、樹木等の伐採も少ない
ことから影響はほとんどないものと評価し
ました。オキナワハツカネズミは、周辺でも
複数個体確認されていることや、比較的移
動能力も高いこと、ねぐらや採餌環境は周
辺地域にも広く分布することから影響はほ
とんどないものと評価しました。 

○鳥類のミサゴは、留鳥でないこと、餌場で
ある海域の改変がないこと、移動性が高い
ことなどから影響はほとんどないものと評
価しました。ハヤブサは、改変区域では確
認されていないこと、留鳥でないこと、移動
性が高いことなどから影響はほとんどない
ものと評価しました。シロチドリは、改変区
域では確認されておらず、移動性が高いこ
と、改変区域の周辺で繁殖が確認されまし
たが必要に応じて遮音壁の設置などを行
うこと、などから影響はほとんどないものと
評価しました。セイタカシギとズグロカモメ
は、改変区域では確認されておらず、採餌
場として利用される海域の改変もなく、移

陸域動物及び陸域生態系につ
いては、当該地域の上位性、特
殊性、典型性として注目される種
のうち、特に典型性として注目さ
れるオカヤドカリ類について、工
事車両による輪禍や移動阻害な
ど予測の不確実性が伴い、ま
た、環境保全措置の効果並びに
環境影響評価結果の検証のため
に、工事中に事後調査を実施し
ます。 
また、対象事業実施区域内で

繁殖が確認されたシロチドリにつ
いても、影響が予測されることか
ら、環境保全措置の効果並びに
環境影響評価結果の検証のため
に、工事中に事後調査を実施し
ます。 

 
１）調査項目 

オカヤドカリ類等地上徘徊
性動物のロードキル調査、シロ
チドリの繁殖状況確認調査 
 

２）調査時期と回数 
（１）オカヤドカリ類等地上徘徊性
動物のロードキル調査 
工事中：各月１回（７～９月） 

（２）シロチドリの繁殖状況確認調
査 
工事中：各月１回（３～９月） 

※供用時の調査については、必
要性も含め、事後調査の結果
により適宜判断して決定しま
す。 

 
３）調査位置 
（１）オカヤドカリ類等地上徘徊性
動物のロードキル調査 
工事車両が通過する１ルー

ト 
（２）シロチドリの繁殖状況確認調
査 
対象事業実施区域内の海

岸線 
 

４）調査内容 
（１）オカヤドカリ類等地上徘徊性
動物のロードキル調査 
工事中の７～９月の大潮時

に、工事車両が通過するルー
トにおいて夜間踏査を行い、オ
カヤドカリ類やその他の地上
徘徊性動物の確認調査を行い
ます。 



 

4-25 

平成25年調査では、オオナキオ
カヤドカリなどが追加確認され、計1
目7科19種となりました。 

（７）陸生貝類 
調査の結果、４目14科19種が確

認されました。確認された主な種
は、クニガミゴマガイ、ゴマオカタニ
シ、アフリカマイマイなどです。 
平成25年調査では、フクダゴマオ

カタニシなどが追加確認され、計4
目18科32種となりました。 

 
２）輪禍の状況 

輪禍が特に多く確認された場所
は海岸付近の道路であり、轢死個
体はオカヤドカリ類でした。陸域に
生息するオカヤドカリ類が道路を挟
んだ海岸に向けて放卵行動を行う
ために移動している最中、輪禍に遭
遇したものと考えられます。調査区
間の中でも最も多かったのは100ｍ
区間の中で合計99個体のオカヤド
カリ類が確認され、そのうち23個体
は轢死個体でした。陸側の海岸林
が道路に近い距離まで分布してい
ることから、多くのオカヤドカリ類
が、海岸へ移動する移動経路として
利用している区間と考えられます。 
平成25年調査でも轢死個体が最

も多く確認された区間は同じでし
た。 

 
３）重要な動物種 

調査地域で確認した重要な動物
種は、哺乳類４種（ワタセジネズミ、
オリイオオコウモリ、オキナワコキク
ガシラコウモリ、オキナワハツカネ
ズミ）、鳥類12種（ミサゴ、ハヤブ
サ、シロチドリ、セイタカシギ、ズグ
ロカモメ、ベニアジサシ、エリグロア
ジサシ、コアジサシ、ヒメアマツバ
メ、リュウキュウアカショウビン、リュ
ウキュウサンショウクイ、リュウキュ
ウサンコウリョウ）、爬虫類２種（クロ
イワトカゲモドキ、オキナワキノボリ
トカゲ）、昆虫類４種（ヒメイトトンボ、
ダイトウアリツカコオロギ、オキナワ
モリバッタ、イワカワシジミ）、甲殻
類６種（ナキオカヤドカリ、ムラサキ
オカヤドカリ、オカヤドカリ、ヤシガ
ニ、オオヒライソガニ、モクズガニ）
陸生貝類１種（クニガミゴマガイ）の
合計29種を抽出しました。 
平成25年調査で追加された種と

合計して、哺乳類６種、鳥類15種、
爬虫類２種、昆虫類６種、甲殻類９
種、陸生貝類８種の合計46種が重
要な動物種として抽出されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の配布によって周知の徹
底を図ることとします。 

動性が高いことなどから影響はほとんどな
いものと評価しました。アジサシ類は、改
変区域では確認されておらず、営巣地や
採餌場として利用される海域及び岩礁等
の改変もなく、移動性が高いことなどから
影響はほとんどないものと評価しました。ヒ
メアマツバメ、リュウキュウアオバズク、リュ
ウキュウアカショウビン、リュウキュウサン
ショウクイ、リュウキュウサンコウリョウは、
改変区域では確認されておらず、樹木の
伐採も少ないこと、移動性が高いことなど
から 影響はほとんどないものと評価しま
した。 

○爬虫類のクロイワトカゲモドキは、改変区
域では確認されておらず、樹木の伐採も少
ないことなどから影響はほとんどないもの
と評価しました。オキナワキノボリトカゲ
は、騒音・振動等によって逃避行動をとる
可能性がありますが、移動能力があり、樹
木の伐採も少ないことなどから影響はほと
んどないものと評価しました。 

○昆虫類のヒメイトトンボ、オキナワモリバッ
タ、イワカワシジミは、改変区域では確認さ
れておらず、樹木の伐採も少ないこと、移
動性が高いことなどから影響はほとんどな
いものと評価しました。ダイトウアリツカコ
オロギは、改変区域では確認されておら
ず、オオハマボウ群落の改変もないことか
ら影響はほとんどないものと評価しました。
タイワンハウチワウンカ、ハイイロイボサシ
ガメ、コマルケシゲンゴロウは、改変区域
では確認されておらず、生息環境の改変も
少ないことから影響はほとんどないものと
評価しました。 

○甲殻類のナキオカヤドカリは、改変区域及
び海岸近くの砂浜の数カ所において複数
個体が確認されており、工事による轢死や
圧死などが想定されますが、樹木や海岸
林の伐採はわずかなため周辺に生息環境
が維持されるため、一時的な避難や逃避
は可能です。 
産卵行動に対しては、汚水送水管の敷

設工事が移動阻害の要因となる可能性が
想定されますが、速やかな盛土による原状
回復を図ることから、影響は小さいものと
評価しました。また、低騒音・低振動型機
械を導入することなどから、工事による影
響はほとんどないものと評価しました。ムラ
サキオカヤドカリは、改変区域及び背後地
で多数確認されており、工事による轢死や
圧死などが想定されますが、ナキオカヤド
カリと同様の理由から影響は小さいものと
評価しました。ナキオカヤドカリ、ムラサキ
オカヤドカリについて新たに砂浜での放幼
が確認され、工事車両による轢禍の影響
が考えられますが、活動が活発になる夜
間の工事は実施しないことにより、影響は
ほとんどないものと評価しました。オカヤド
カリ及び新たに確認されたオオナキオカヤ
ドカリは、改変区域では確認されておら

（２）シロチドリの繁殖状況確認調
査 
工事中の３～９月に海岸線

を任意に踏査し、シロチドリの
繁殖状況の確認調査を行いま
す。 

 
５）環境影響の程度が著しいこと
が明らかとなった場合の対応
方針 

（１）オカヤドカリ類等地上徘徊性
動物のロードキル調査 
ア）対策の検討 
・工事や供用に連動して影響
が発生している場合、工事
方法の検討、軽減措置を検
討し、必要な対策を実施しま
す。 

イ）影響の詳細な調査 
（２）シロチドリの繁殖状況確認調
査 
ア）対策の検討 
・繁殖が確認された箇所の周
辺に騒音や人影を遮蔽する
ための遮音壁などの構造物
を設置します。 

イ）対策の効果検討 
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＜施設等の存在及び供用＞ 
１）生息環境の改変の程度 

し尿処理施設の面積が約0.6haですが
その８割は既に改変された土地であるこ
と、中継ポンプ室は既に改変されている
場所に設置予定であること、汚水送水管
は全て地中に埋設するため陸上には存
在しないことなど、施設はほとんどが改変
地域であり、樹木の伐採等も少ないた
め、施設等の存在による移動阻害や移
動経路の分断など生息環境の改変はほ
とんどないものと予測されます。 
施設の供用では、余剰汚泥の搬出車

両は月に約10台と少なく、現道を利用す
るため、輪禍・粉じん等の影響、騒音等
の影響に関しても影響はほとんどないも
のと予測されます。なお、繁殖地としてア
ジサシ類の営巣地が施設から500ｍ程沖
合の岩で確認されましたが、距離が離れ
ていることとから、影響は小さいものと予
測されます。 
海岸にてシロチドリの繁殖が確認され

ましたが、繁殖箇所は改変範囲外である
ため、影響はないと予測されます。 

ず、樹木の伐採も少ないことから影響はほ
とんどないものと予測され、産卵行動に対
してはムラサキオカヤドカリと同様の理由
から影響は小さいものと評価しました。ヤ
シガニは、改変区域では確認されておら
ず、樹木の伐採も少ないことから、影響は
ほとんどないものと評価しました。ヤエヤマ
ヒメオカガニ、イワトビベンケイガニ、スマト
ライワベンケイガニは、改変区域では確認
されておらず、海岸の改変もないことから
影響はほとんどないものと評価しました。
オオヒライソガニとモクズガニは、改変区域
では確認されておらず、工事による排水溝
及び沢の改変もないことから、影響はほと
んどないものと評価しました。 

○貝類のクニガミゴマガイは、改変区域では
確認されておらず、カジュマル・ヤブニッケ
イ群落などの改変もないことから、影響は
ほとんどないものと評価しました。 
フクダゴマオカタニシ、リュウキュウゴマ

オカタニシ、アオミオカタニシ、キザハシク
ビキレガイ、リュウキュウノビガイ、ノミガ
イ、スナガイ、オオカサマイマイは改変区
域では確認されていないことなどから影響
はほとんどないものと評価しました。 
上記施策に該当する重要な動物種が53種

（評価書では28種）確認されましたが、いずれ
の種に対しても事業者が実現可能として行う
環境保全措置の実施によって大部分の影響
が低減され、事業計画地より消失することは
ないものと予測されました。 
以上のように、重要な動物種に対する影響

は低減されており、環境の保全に関する施策
との整合性は図られているものと評価しまし
た。 

 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、動物の
重要な種の消失等の影響を及ぼさないこと」
としました。 
事業者の行う環境保全措置によってほと

んどの影響が低減され、対象事業実施区域
より動物の重要な種が消失することがないこ
とから、陸域動物に対しての回避・低減は図
られているものと評価しました。 

 
２）環境保全との整合性に係る評価 

動物について、野生生物保護の観点から
定められた法令として、「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律」（平
成４年、法律第75号）があり、この他に種の
多様性の維持を目的に作成された「改訂 日
本の絶滅のおそれのある野生生物」（平成12
年～14年、環境庁）、「レッドリストの見直しに
ついて」（平成10年～平成12年、環境庁）及
び、「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 
―レッドデータおきなわ―（平成８年、沖縄
県）がありした。現在「環境省レッドリスト(第4
次レッドリスト)」、（平成24年、環境省）及び
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２）重要な動物種の生息状況への影響 

重要な動物種のうち、ナキオカヤドカ
リ、オカヤドカリ、ムラサキオカヤドカリの
３種は、施設の存在により繁殖行動に対
し移動経路の阻害が予測されます。 
海岸にてシロチドリの繁殖が確認され

たことから、これらに対する影響が予測さ
れましたが、余剰汚泥の搬出車両の通行
も月に約10台と少ないため、影響はほと
んどないと予測されます。 
その他の動物種に関しては、生息域の

直接的な改変はほとんどなく、施設から
の騒音や運搬車両の増加も少ないため、
影響はないものと考えられます。 

 

「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生
物 レッドデータおきなわ動物編」（平成17
年、沖縄県）に改訂されています。 
重要な動物種の評価結果は以下のとおり

です。 
○哺乳類のワタセジネズミ、ジャコウネズミ
は、供用時は林縁部の環境が安定するこ
とが予測されるため影響はほとんどないも
のと評価しました。コウモリ類は、施設の供
用時は森林が安定するため、影響はほと
んどないものと評価しました。オキナワハ
ツカネズミは、施設の供用時は草地環境
が一部減少するものの、ナピアグラス等草
地環境は90％が残存するため影響はほと
んどないものと評価しました。 

○鳥類のミサゴは、留鳥でないこと、餌場で
ある海域の水質の変化がわずかであるこ
と、移動性が高いことなどから影響はほと
んどないものと評価しました。ハヤブサは、
改変区域では確認されていないこと、留鳥
でないこと、移動性が高いことなどから影
響はほとんどないものと評価しました。シロ
チドリは、改変区域では確認されておら
ず、営巣地として利用される海岸部も供用
時は安定することなどから影響はほとんど
ないものと評価しました。セイタカシギとズ
グロカモメは、改変区域では確認されてお
らず、採餌場として利用される海域の水質
の変化もわずかであること、移動性が高い
ことなどから影響はほとんどないものと評
価しました。アジサシ類は、改変区域では
確認されておらず、営巣地や採餌場として
利用される海域の水質の変化もわずかで
あること、移動性が高いことなどから影響
はほとんどないものと評価しました。ヒメア
マツバメ、リュウキュウアオバズク、リュウ
キュウアカショウビン、リュウキュウサンシ
ョウクイ、リュウキュウサンコウリョウは、施
設の供用時は森林が安定するため影響は
ほとんどないものと評価しました。 

○爬虫類のクロイワトカゲモドキ、オキナワキ
ノボリトカゲは、施設の供用時は森林が安
定するため影響はほとんどないものと評価
しました。 

○昆虫類のヒメイトトンボ、オキナワモリバッ
タは、施設の供用時は森林が安定するた
め影響はほとんどないものと評価しまし
た。ダイトウアリツカコオロギは、改変区域
では確認されておらず、オオハマボウ群落
の改変もないことから影響はほとんどない
ものと評価しました。イワカワシジミは、改
変区域では確認されておらず、樹木の伐
採も少ないことから影響はほとんどないも
のと評価しました。 
クロアシブトハナカメムシ、ハイイロイボ

サシガメ、コマルケシゲンゴロウ改変区域
では確認されておらず、生息環境の改変も
ないことから影響はほとんどないものと評
価しました。 



 

4-28 

○甲殻類のナキオカヤドカリ、ムラサキオカ
ヤドカリ、オカヤドカリなどのオカヤドカリ類
は、施設はほとんどが改変地域であり、汚
水送水管も埋設するため、施設の存在に
よる移動阻害や移動経路の分断など生息
環境の改変はほとんどないものと評価しま
した。ヤシガニは、改変区域の近傍で確認
されておらず影響はほとんどないものと評
価しました。ヤエヤマヒメオカガニ、イワトビ
ベンケイガニ、スマトライワベンケイガニ
は、改変区域では確認されておらず、施設
の存在・供用が生息域である海岸に影響
を与えないことから影響はほとんどないも
のと評価しました。オオヒライソガニとモク
ズガニは、改変区域では確認されておら
ず、施設の存在・供用が生息域である排水
溝及び沢に影響を与えないため、影響は
ほとんどないものと評価しました。 

○貝類のクニガミゴマガイなどは、施設の供
用時は森林が安定するため影響はほとん
どないものと評価しました。 

 
上記施策に該当する重要な動物種が53種

（評価書では28種）確認されましたが、いずれ
の種に対しても事業者が実現可能として行う
環境保全措置の実施によって大部分の影響
が低減され、事業計画地より消失することな
いものと予測されました。 
以上のように、重要な動物種に対する影響

は低減されており、環境の保全に関する施策
との整合性は図られているものと評価しまし
た。 
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4.2.12 海域植物 

表 4.2-12 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(海域植物) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

海域植物 １）植物相の状況 
（１）植物プランクトン 

６門７綱65種類の植物プランクト
ンを確認しました。多かった確認種
は、珪藻類で32種類、次いで渦鞭
毛藻類の27種類でした。 
平成25年の調査結果では、総計

7門8綱89種類の植物プランクトンを
確認しました。 

（２）潮間帯植物 
４門４網20目29科51種類の潮間

帯植物を確認しました。多かった確
認種は、紅藻類で20種類、次いで
緑藻類の19種類でした。 
平成25年の調査結果では、総計

４門４網17目26科50種類の潮間帯
植物を確認しました。 

（３）海草藻類 
５門５綱27目54科169種類の海草

藻類を確認しました。多かった確認
種は、紅藻類で72種類、次いで緑
藻類の52種類でした。 
被度別分布の状況は、冬季は主

にガラモ類被度１～25％が分布し、
東南部に海草類被度26～50％（ア
マモ類）が見られました。夏季は、
ガラモ類被度１～25％が広く分布
し、東南部には海草類被度26～
50％（アマモ類）が見られ、ガラモ類
被度26～50％も点在していました。 
平成25年の調査結果では、総計

5門5綱27目54科205種類の海草藻
類を確認しました。被度別分布の状
況は、ガラモ類が広く確認され、海
草類被度26～50％（アマモ類）は少
なくなっていました。 

（４）ヒジキ 
ヒジキはカンナ崎周辺の東海岸

沿いに多く確認されました。 
平成25年の調査でも同様の結果

が得られました。 
 

２）重要な種及び海産資源として注目
される海草藻類の分布、生育の状
況及び生育環境の状況 

（１）重要な種 
海草藻類の11種を抽出しました。 
確認された種は、カサノリ、トサカ

ノリ、リュウキュウスガモ、ウミヒル
モ、ヒメウミヒルモ、ボウバアマモ、
ベニアマモ、リュウキュウアマモ、マ
ツバウミジグサ、ウミジグサ、コアマ
モでした。 
平成25年の調査では、カサノリ、

リュウキュウスガモ、ウミヒルモ、ボ
ウバアマモ、ベニアマモ、リュウキュ

＜工事中＞ 
１）生育環境の改変の程度 

造成工事による一時的な生育環境の
改変として、赤土等による水環境の変化
が考えられます。工事排水及び土砂の
流入は、沈殿池及び凝集沈殿プラントに
より処理することにより、「沖縄県赤土等
流出防止条例」で定められたＳＳ濃度
200mg/L以下より少ない25mg/L程度で
排出します。排出位置は、施設に隣接す
る砂浜付近にあり、降雨時には一時的な
赤土等によるわずかな濁りが発生しま
す。しかし、「4.2.5 赤土等による水の濁
り」の予測結果より、SS寄与濃度が水産
用水基準の2.0mg/Lを超える範囲は発生
源から１ｍにも満たないこと、また、一時
的な発生であること、降雨時における現
況は濁度が20～400度（換算SS：15mg/L
～260mg/L）となっていることから、工事
による生育環境の改変の程度は小さい
ものと予測しました。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、造成工事による一時的な生育環境の
改変として、赤土等による水環境の変化
が考えられます。工事排水及び土砂の流
入の処理方法や排出位置は、平成15年
から変更はなく、「4.2.5 赤土等による水
の濁り」の予測結果も同じことから、工事
による生育環境の改変の程度は小さいも
のと予測しました。 

 
２）重要な海域植物種及び群落の生育状況
への直接的、間接的影響の程度 
重要な海域植物種及び群落のうち、カ

サノリ、ウミヒルモ、リュウキュウスガモ、
マツバウミジグサ、ウミジグサと海草類被
度26-50％（アマモ類）の海草藻場（アマ
モ場）については、赤土等による水の濁
りが発生した場合、光条件が変化するた
め、光合成阻害等の生育個体及び群体
の消失又は被度の低下などの影響が予
測されます。 
その他の重要な海域植物種及び群落

に関しては、光条件が変化し光合成阻害
等が考えられますが、影響が予測される
範囲において確認されなかったため、影
響はないものと予測されます。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、重要な海域植物種及び群落のうち、
ナガミズタマ、ウスガサネ、ホソエガサ、カ
サノリ、ヤバネモク、リュウキュウスガモ、
ウミヒルモ、マツバウミジグサについて
は、赤土等による水の濁りが発生した場
合、光条件が変化するため、光合成阻害
等の生育個体及び群体の消失又は被度
の低下などの影響が予測されます。 

１）回避 
事業計画策定にあた

っては、既設の放流管
を使用するなど海域へ
の施設配置は行わない
計画であるため、海域
植物の生育環境への改
変を回避しています。 

 
２）低減 

工事排水及び土砂の
流入は、沈殿池及び凝
集沈殿プラントにより処
理した後に排出する計
画とし、事業の実施によ
る海域植物への影響を
低減するための措置を
講じます。 

 

＜工事中＞ 
１）回避・低減に係る評価 
（１）平成14年～平成17年の調査・予測に対す
る評価結果 
評価の基準は、「造成工事に伴い、海域植

物における生育環境の改変の程度を最小限
にすること」としました。 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

て影響が低減され、重要な海域植物種及び
群落への影響はほとんどないことから、海域
植物に対する影響の回避・低減は図られて
いるものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
平成15年と同様、事業者が行う環境保全

措置の実施によって影響が低減され、重要な
海域植物種及び群落への影響はほとんどな
いことから、海域植物に対する影響の回避・
低減は図られているものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成14年～平成17年の調査・予測に対す
る評価結果 
海域植物について、野生生物保護の観点

から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に編纂された
「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生
物」（平成12年、環境省）、「沖縄県の絶滅の
おそれのある野生生物－レッドデータおきな
わ－（平成８年、沖縄県）」、「日本の希少な
野生水生生物に関するデータブック、水産庁
編（平成10年、日本水産資源保護協会）」、
「WWF Japan サイエンスレポート 第３巻 特
集：日本における干潟海岸とそこに生息する
底生生物の現状 希少種」（平成10年、WWF-
J）があります。 
重要な海域植物種及び群落の評価結果は

以下のとおりです。 
○カサノリ、ウミヒルモ、リュウキュウスガモ、
マツバウミジグサ、ウミジグサと海草類被
度26-50％（アマモ類）は、赤土等による水
の濁りが発生した場合、光条件が変化す
るため、光合成阻害等の生育個体及び群
体の消失又は被度の低下などの影響が考
えられますが、本種は周辺海域にも広く分
布しており、また工事排水は、沈殿池及び
凝集沈殿プラントにより適切に処理するこ
とと、濁りの発生は一時的であることから
影響は少ないものと評価しました。 

○トサカノリ、ヒメウミヒルモ、ボウバアマモ、
ベニアマモ、リュウキュウアマモ、コアマ
モ、オキナワモズク、ヒジキ及びガラモ類
被度26-50％は、赤土等による水の濁りが
発生した場合、光条件が変化するため、光
合成阻害等の生育個体及び群体の消失

＜工事中＞ 
海域植物の予測は不確実性を伴う

ことから、環境保全措置の効果並び
に環境影響評価結果の検証のため
に、工事中に事後調査を実施します。 

 
１）調査項目 

海域植物（重要な種）の生育状
況 
○海藻類：カサノリ、トサカノリ 
○海草類：ウミヒルモ、ヒメウミヒル
モ、リュウキュウスガモ、ボウバ
アマモ、ベニアマモ、リュウキュウ
アマモ、マツバウミジグサ、ウミジ
グサ、コアマモ 
 

２）調査時期と回数 
工事前：１回 
工事中：年２回（冬季・夏季） 
 

３）調査位置 
工事に伴う濁水排水位置周辺

（現地調査地点30を含む３地点） 
 

４）調査内容 
定点調査（5m×5m程度） 
出現種、被度、貴重種の生育状

況 
 

５）環境影響の程度が著しいことが明
らかとなった場合の対応方針 
工事中の濁水等により、海域植

物の生育状況に著しい変化が生じ
た場合には、原因を究明し必要な
措置を講ずるものとします。 
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ウアマモ、マツバウミジグサ、ウミジ
グサ、コアマモの9種を追認し、評価
書作成後新たに重要な種に指定さ
れたクビレズタ、イチイズタ、ナガミ
ズタマ、ウスガサネ、ウミボッス、ヤ
バネモク、ヒジキ、ハイコナハダ、ア
ケボノモズク、ヌルハダ、フイリグ
サ、カラゴロモの12種についても追
認しました。 
また、リュウキュウズタ、ハネモモ

ドキ、ケブカフデモ、ホソエガサの4
種を新規に確認しましたが、トサカ
ノリ、ヒメウミヒルモの2種と、評価書
作成後新たに重要な種に指定され
たヒロハサボテングサ、カモガシラ
ノリ、ベニモズク、キリンサイの4種
については追認できませんでした。 

（２）海産資源として注目される海草藻
類 
オキナワモズクとヒジキを選定し

ました。（平成25年も同じ。） 
 

その他の重要な海域植物種及び群落
に関しては、光条件が変化し光合成阻害
等が考えられますが、影響が予測される
範囲において確認されなかったため、影
響はないものと予測されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又は被度の低下などの影響が考えられま
すが、影響が予測される範囲に確認され
なかったため、影響はないものと評価しま
した。 
工事の実施によっては影響を受けることが

予測されている「日本の希少な野生水生生
物に関するデータブック、水産庁編（平成10
年、日本水産資源保護協会）」の危急種に指
定されているカサノリ、海草藻類被度26-
50％（アマモ類）は、いずれも影響が一時的
であること及び事業者が行う環境保全措置
の実施によって大部分の影響が低減される
ものと考えます。したがって、対象事業の実
施に際しては、環境保全に関する施策との整
合性は図られているものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
海域植物について、野生生物保護の観点

から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に作成された
「環境省レッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平
成24年、環境省）及び「改訂・沖縄県の絶滅
のおそれのある野生生物 レッドデータおき
なわ菌類編・植物編」（平成１８年、沖縄県）、
「日本の希少な野生水生生物に関するデータ
ブック、水産庁編（平成10年、日本水産資源
保護協会）」、「WWF Japan サイエンスレポー
ト 第３巻 特集：日本における干潟海岸とそ
こに生息する底生生物の現状」（平成10年、
WWF-J）があります。 
工事の実施によっては影響を受けることが

予測されている重要な海域植物種としてナガ
ミズタマ、ウスガサネ、ホソエガサ、カサノリ、
ヤバネモク、リュウキュウスガモ、ウミヒルモ、
マツバウミジグサが挙げられました。いずれ
も影響が一時的であること及び事業者が行う
環境保全措置の実施によって大部分の影響
が低減されるものと考えます。 
したがって、対象事業の実施に際しては、

環境保全に関する施策との整合性は図られ
ているものと評価しました。 
重要な海域植物種及び群落の評価結果は

以下のとおりです。 
○ナガミズタマ、ウスガサネ、ホソエガサ、カ
サノリ、ヤバネモク、リュウキュウスガモ、
ウミヒルモ、マツバウミジグサは、赤土等に
よる水の濁りが発生した場合、光条件が変
化するため、光合成阻害等の生育個体及
び群体の消失又は被度の低下などの影響
が考えられます。影響が予測される範囲に
おいて、カサノリが被度５％未満、海草類
（アマモ類）が26-50％で確認されていま
す。このため、水の濁りが長期間発生した
場合には本種への影響が考えられます。
しかし、本種は周辺海域にも広く分布して
おり、また工事排水は、沈殿池及び凝集沈
殿プラントにより適切に処理することと、濁
りの発生は一時的であることから影響は少
ないものと評価しました。 
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＜施設等の存在及び供用＞ 
１）生育環境の改変の程度 

施設の供用開始に伴い、施設からの
排水量が現在70ｍ3/日から、供用時には
570ｍ3/日に増加することにから水環境
の変化による影響が考えられますが、
「4.2.6 水の汚れ」の予測結果より、ＳＳ濃
度の上昇はほとんど見られず、ＣＯＤは
排水口から半径約10ｍの範囲で0.1mg/L
とわずかな上昇で、影響が見られるのは
排水口の直近であり、10ｍ以上離れると
ほとんど影響はないものと考えられます。
このことから生育環境の改変の程度はほ
とんどないものと予測されました。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、施設からの排水量に変更がなく、
「4.2.6 水の汚れ」の予測結果もかわらな
いことから、施設等の存在及び供用によ
る生育環境の改変の程度は平成15年と
同じく、ほとんどないものと予測しました。 

 
２）重要な海域植物種及び群落の生育状況
への直接的、間接的影響の程度 
重要な海域植物種及び群落のうち、ウ

ミヒルモ、オキナワモズクは排水口周辺
のわずかな範囲において水環境が変化
するため、生育個体及び群落の消失また
は被度の低下が予測されます。 
その他の重要な海域植物種及び群落

に関しては、排水口周辺のわずかな範囲
において水環境の変化による影響等が
考えられますが、影響が予測される範囲
において確認されなかったため、影響は
ないものと予測しました。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、重要な海域植物種及び群落のうち、
ハネモモドキ、ナガミズタマ、ウスガサネ、
カサノリ、ヤバネモク、アケボノモズク、フ
イリグサは排水口周辺のわずかな範囲
において水環境が変化するため、生育個
体及び群落の消失または被度の低下が
予測されます。 
その他の重要な海域植物種及び群落

に関しては、排水口周辺のわずかな範囲
において水環境の変化による影響等が
考えられますが、影響が予測される範囲
において確認されなかったため、影響は
ないものと予測しました。 

○その他の重要な海草藻類および海草藻類
群落は、赤土等による水の濁りが発生した
場合、光条件が変化するため、光合成阻
害等の生育個体及び群体の消失又は被
度の低下などの影響が考えられます。しか
し、影響が予測される範囲において、本種
は確認されなかったため、影響はないもの
と評価しました。 

 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）回避・低減に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

評価の基準は、「施設等の存在及び供用
に伴い、海域植物における生育環境の改変
の程度を最小限にすること」としました。 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

てほとんどの影響が低減され、重要な海域植
物及び群落への影響はほとんどないことか
ら、海域植物に対する影響の回避・低減は図
られているものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
平成15年と同様、事業者が行う環境保全

措置の実施によって影響が低減され、重要な

海域植物種及び群落への影響はほとんどな

いことから、海域植物に対する影響の回避・

低減は図られているものと評価しました。 
 

２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

海域植物について、野生生物保護の観点
から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に編纂された
「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生
物」（平成12年、環境省）、「沖縄県の絶滅の
おそれのある野生生物－レッドデータおきな
わ－（平成８年、沖縄県）」、「日本の希少な
野生水生生物に関するデータブック、水産庁
編（平成10年、日本水産資源保護協会）、
「WWF Japan サイエンスレポート 第３巻 特
集：日本における干潟海岸とそこに生息する
底生生物の現状 希少種」（平成10年、WWF-
J）があります。 
重要な海域植物種及び群落の評価結果は

以下のとおりです。 
○ウミヒルモとオキナワモズクは、施設から
の排水により、排水口周辺のわずかな範
囲において水環境が変化するため、生育
個体及び群落の消失または被度の低下が
予測されますが、本種は周辺海域にも広く
分布しており、また排水による変化の程度
は軽微であり、最も影響が及ぶ範囲も排水
口の直近のわずかな範囲であることから
影響は少ないと評価しました。 

○カサノリ、トサカノリ、ヒメウミヒルモ、リュウ
キュウスガモ、ボウバアマモ、ベニアマモ、
リュウキュウアマモ、マツバウミジグサ、ウ
ミジグサ、コアマモ、ヒジキ、海草類被度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜施設等の存在及び供用＞ 
海域植物の予測は不確実性を伴う

ことから、環境保全措置の効果並び
に環境影響評価結果の検証のため
に、施設の供用時に事後調査を実施
します。 

 
１）調査項目 

海域植物（重要な種）の生育状
況 
○海藻類：カサノリ、トサカノリ 
○海草類：ウミヒルモ、ヒメウミヒル
モ、リュウキュウスガモ、ボウバ
アマモ、ベニアマモ、リュウキュウ
アマモ、マツバウミジグサ、ウミジ
グサ、コアマモ 
 

２）調査時期と回数 
供用時：年２回（冬季・夏季） 
供用開始後３年間程度 

※調査期間は、事後調査の結果によ
り適宜判断して決定します。 

 
３）調査位置 

放流管の排出口周辺（５地点） 
 
４）調査内容 

定点調査（5m×5m程度） 
出現種、被度、貴重種の生育状

況 
 
５）環境影響の程度が著しいことが明
らかとなった場合の対応方針 
供用時の排水等により、海域植

物の生育状況に著しい変化が生じ
た場合には、原因を究明し必要な
措置を講ずるものとします。 
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26-50％（アマモ類）、ガラモ類被度26-
50％は、施設からの排水により、排水口周
辺のわずかな範囲において水環境が変化
するため、生育個体及び群落の消失又は
被度の低下が予測されますが、影響が予
測される範囲に確認されていないため、影
響はないものと評価しました。 
 
施設等の存在及び供用によって影響を受

けることが予測されている上記の指定を受け
る海域植物は確認されませんでしたが、有用
水産資源として着目されるオキナワモズクが
挙げられました。事業者が行う環境保全措置
の実施によって大部分の影響は低減される
ものと考えます。したがって、対象事業の実
施に際しては、環境の保全に関する施策との
整合性は図られているものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
海域植物について、野生生物保護の観点

から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に作成された
「環境省レッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平
成24年、環境省）及び「改訂・沖縄県の絶滅
のおそれのある野生生物 レッドデータおき
なわ菌類編・植物編」（平成１８年、沖縄県）、
「日本の希少な野生水生生物に関するデータ
ブック、水産庁編（平成10年、日本水産資源
保護協会）」、「WWF Japan サイエンスレポー
ト 第３巻 特集：日本における干潟海岸とそ
こに生息する底生生物の現状」（平成10年、
WWF-J）があります。 
施設等の存在及び供用によって影響を受

けることが予測されている重要な海域植物種
及び群落として、ハネモモドキ、ナガミズタ
マ、ウスガサネ、カサノリ、ヤバネモク、アケ
ボノモズク、フイリグサが挙げられました。事
業者が行う環境保全措置の実施によって大
部分の影響は低減されるものと考えます。 
したがって、対象事業の実施に際しては、

環境の保全に関する施策との整合性は図ら
れているものと評価しました。 
重要な海域植物種及び群落の評価結果は

以下のとおりです。 
○ハネモモドキ、ナガミズタマ、ウスガサネ、
カサノリ、ヤバネモク、アケボノモズク、フイ
リグサは施設からの排水により、排水口周
辺のわずかな範囲において水環境が変化
するため、生育個体及び群落の消失また
は被度の低下が予測されます。影響が予
測される範囲において、被度５％未満での
生育が確認されています。しかし、本種は
周辺海域にも広く分布しており、また排水
による変化の程度は軽微であり、最も影響
が及ぶ範囲も排水口の直近のわずかな範
囲であることから影響は少ないものと評価
しました。 

○その他の重要な海草藻類および海草藻類
群落は、施設からの排水により、排水口周
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辺のわずかな範囲において水環境が変化
するため、生育個体及び群落の消失また
は被度の低下が予測されます。しかし、影
響が予測される範囲において、本種は確
認されませんでした。このため、影響はな
いものと評価しました。 
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4.2.13 海域動物 

表 4.2-13 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(海域動物) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

海域動物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）動物相の状況 
（１）動物プランクトン 

9門13綱57種類の動物プランクト
ンを確認しました。多かった確認種
は、節足動物門甲殻綱で40種類、
次いで原索動物門尾索網の３種類
でした。 
平成25年の調査結果では、総計

9門13綱64種類の植物プランクトン
を確認しました。 

 
（２）魚卵・稚仔魚 

魚卵34種15,196個体、稚仔魚20
種188個体が確認されました。確認
された魚卵は卵の形状、卵径、油
球数、油球径から７種に識別されま
した。所属目不明卵が27種あり、こ
れらは無脂球形と単脂球形、多脂
球形に識別されました。 
平成25年の調査結果では、魚卵

7種164個体、稚仔魚4種6個体を確
認しました。 

 
（３）底生動物（マクロベントス） 

11門20綱117科206種類の底生
動物を確認しました。多かった確認
種は、環形動物門多毛網で89種
類、次いで節足動物門甲殻網の61
種類でした。 
平成25年の調査結果では、総計

11門20綱123科41目239種類の底
生動物を確認しました。 

 
（４）潮間帯動物 

７門11網20目39科52種類の潮間
帯動物を確認しました。多かった確
認種は、軟体動物門腹足網が29種
類、次いで軟体動物門二枚貝網の
８種類でした。 
平成25年の調査結果では、総計

19門14綱27目50科77種類の潮間
帯動物を確認しました。 

 
（５）大型底生動物（メガロベントス） 

11門21綱52目123科277種類の
大型底生動物を確認しました。多か
った確認種は、軟体動物門腹足綱
が114種類、次いで軟体動物門二
枚貝綱の37種類でした。 
平成25年の調査結果では、総計

13門23綱58目176科564種類の大
型底生動物を確認しました。 

 
（６）魚類 

＜工事中＞ 
１）生息環境の改変の程度 

造成工事による一時的な生息環境の
改変として、赤土等による水環境の変化
が考えられます。工事排水及び土砂の流
入は、沈殿池及び凝集沈殿プラントによ
り処理することにより、「沖縄県赤土等流
出防止条例」で定められたＳＳ濃度
200mg/L以下より少ない25mg/L程度で
排出します。排出位置は、施設に隣接す
る砂浜付近にあり、降雨時には一時的な
赤土等によるわずかな濁りが発生しま
す。しかし、「4.2.5 赤土等による水の濁
り」の予測結果より、SS寄与濃度が水産
用水基準の2.0mg/Lを超える範囲は発生
源から１ｍにも満たないこと、また、一時
的な発生であること、降雨時における現
況は濁度が20～400度（換算SS：15mg/L
～260mg/L）となっていることから、工事
による生息環境の改変の程度は小さいも
のと予測しました。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、造成工事による一時的な生育環境の
改変として、赤土等による水環境の変化
が考えられます。工事排水及び土砂の流
入の処理方法や排出位置は、平成15年
から変更はなく、「4.2.5 赤土等による水
の濁り」の予測結果も同じことから、工事
による生育環境の改変の程度は小さいも
のと予測しました。 

 
２）重要な海域動物の生息状況への直接
的、間接的影響の程度 
重要な海域動物種のうち、アコヤガイ

とヒメシャコガイはし尿処理施設の建設予
定地の前面海域で確認されており、固着
性で他の海域へ移動できないことから、
工事中の水の濁りが長期間続いた場合
には、影響が予測されます。 
その他の種のうち、カヤノミカニモリと

ホラガイ、シラヒゲウニは移動性があり、
逃避行動をとることが予測されます。 
クロチョウガイ、ムカシサンゴ、クシハ

ダミドリイシの確認個体に関しては、確認
地点が離れていることから、影響はない
ものと予測されます。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、重要な海域動物種のうち、ヒメシャコ
ガイ、シラヒゲウニはし尿処理施設の建
設予定地の前面海域で確認されており、
特にヒメシャコガイは固着性で他の海域
へ移動できないことから、工事中の水の
濁りが長期間続いた場合には、影響が予
測されます。シラヒゲウニは移動性があ
り、逃避行動をとることが予測されます。 

１）回避 
事業計画策定にあた

っては、既設の放流管
を使用するなど海域へ
の施設配置は行わない
計画であるため、海域
動物の生息環境への改
変を回避しています。 

 
２）低減 

工事排水及び土砂の
流入は、沈殿池及び凝
集沈殿プラントにより処
理した後に排出する計
画とし、事業の実施によ
る海域動物への影響を
低減するための措置を
講じます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜工事中＞ 
１）回避・低減に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

評価の基準は、「造成工事に伴い、海域動
物における生息環境の改変の程度を最小限
にすること」としました。 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

て影響が低減され、重要な海域動物への影
響はほとんどないことから、海域動物に対す
る影響の回避・低減は図られているものと評
価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
平成15年と同じく事業者が行う環境保全措

置の実施によって影響が低減され、重要な海
域動物への影響はほとんどないことから、海
域動物に対する影響の回避・低減は図られ
ているものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

海域動物について、野生生物保護の観点
から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に編纂された
「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生
物」（平成12年～14年、環境省）、「沖縄県の
絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータ
おきなわ－（平成８年、沖縄県）」、「日本の希
少な野生水生生物に関するデータブック、水
産庁編（平成10年、日本水産資源保護協
会）、「WWF Japan サイエンスレポート 第３
巻 特集：日本における干潟海岸とそこに生
息する底生生物の現状 希少種」（平成10
年、WWF-J）があります。 
重要な海域動物の評価結果は以下のとお

りです。 
○カヤノミカニモリ、ホラガイ、シラヒゲウニ
は、降雨時に一時的にSSが上昇する範囲
に確認されませんでしたが、移動性の海域
動物であるため、工事時は、生息が確認さ
れる可能性もあります。しかし、赤土等に
より影響が出た場合には移動することによ
り影響を回避することができるため、影響
はほとんどないものと評価しました。 

○クロチョウガイは、降雨時に一時的にSSが
上昇する範囲に確認されておらず、固着性
であるため、影響範囲内に移動してくる可
能性もないことから、影響はないものと評
価しました。 

○アコヤガイとヒメシャコガイは、降雨時に一
時的にSSが上昇する範囲に１～５個体程
度確認されており、固着性であり他の場所
へ移動できないため、水の濁りが長期間
発生した場合には本種への影響が考えら

＜工事中＞ 
海域動物の予測は不確実性が伴う

ことから、環境保全措置の効果並び
に環境影響評価結果の検証のため
に、工事中に事後調査を実施します。 

 
１）調査項目 

海域動物（重要な種）の生息状
況 
○大型底生生物：カヤノミカニモリ、
ホラガイ、クロチョウガイ、アコヤ
ガイ、ヒメシャコガイ、シラヒゲウ
ニ 

○サンゴ類：ムカシサンゴ、クシハ
ダミドリイシ 
 

２）調査時期と回数 
工事前：１回 
工事中：年２回（冬季・夏季） 
 

３）調査位置 
工事に伴う濁水排水位置周辺

（現地調査地点30を含む３地点） 
 

４）調査内容 
定点調査（5m×5m程度） 
出現種、被度、貴重種の生息状

況 
 

５）環境影響の程度が著しいことが明
らかとなった場合の対応方針 
工事中の濁水等により、海域動

物の生息状況に著しい変化が生じ
た場合には、原因を究明し必要な
措置を講ずるものとします。 
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１門１網12目45科238種類の魚類
が確認されました。多かった確認種
は、スズメダイ科が34種類、ハゼ科
が32種類、ベラ科が25種類の順で
した。 
平成25年の調査結果では、総計

1門1綱12目54科325種類の魚類を
確認しました。 

 
（７）サンゴ類 

16科44属139種類のサンゴ類が
確認されました。多かった確認種
は、キクメイシ科で49種類、次いで
ミドリイシ科の24種類でした。 
平成25年の調査結果では、総計

16科47属191種類のサンゴ類を確
認しました。 

 
 

２）重要な動物種の分布、生息の状況
及び生息環境の状況 
重要な動物種として大型底生動

物６種（カヤノミカニモリ、ホラガイ、
クロチョウガイ、アコヤガイ、ヒメシャ
コガイ、シラヒゲウニ）、サンゴ類２
種（ムカシサンゴ、クシハダミドリイ
シ）を抽出しました。 
平成25年の調査結果では、大型

底生動物5種（ホラガイ、クロチョウ
ガイ、アコヤガイ、ヒメシャコガイ、シ
ラヒゲウニ）、サンゴ類2種（ムカシ
サンゴ、クシハダミドリイシ)を追認
し、評価書作成後新たに重要な種
に指定された大型底生動物2種（ソ
メワケグリ、リュウキュウサルボウ）
についても追認しました。 
また、大型底生動物8種（オオア

シヤガイ、サラサダマ、タイワンキ
サゴ、オハグロガイ、トミガイ、テン
グガイ、サンゴナデシコ、ユキミノガ
イ、）、サンゴ類1種（オオサザナミサ
ンゴ）を新規に確認しましたが、大
型底生動物のカヤノミカニモリ1種
については追認できませんでした。 

その他の重要な種の確認個体に関し
ては、確認地点が離れていることから、
影響はないものと予測されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

れます。しかし、工事排水は、沈殿池及び
凝集沈殿プラントにより適切に処理するこ
とと、濁りの発生は一時的であることから
影響は少ないものと評価しました。 

○ムカシサンゴとクシハダミドリイシは、赤土
等による水の濁りによる影響がある場合、
光条件が変化するため、光合成阻害等の
生息個体への影響が考えられますが、影
響が予測される範囲に確認されておらず、
本種は固着性であるため、影響範囲内に
移動してくる可能性もありません。このこと
より、影響はないものと評価しました。 

 
工事の実施によっては影響を受けることが

予測されている「日本の希少な野生水生生
物に関するデータブック、水産庁編（平成10
年、日本水産資源保護協会）」の減少種に指
定されているアコヤガイとヒメシャコガイは、
いずれも影響が一時的であること及び事業
者が行う環境保全措置の実施によって大部
分の影響が低減されるものと考えます。した
がって、対象事業の実施に際しては、環境の
保全に関する施策との整合性は図られてい
るものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
海域動物について、野生生物保護の観点

から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に編纂された
「環境省レッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平
成24年、環境省）、「改訂・沖縄県の絶滅のお
それのある野生生物 レッドデータおきなわ
動物編」（平成17年、沖縄県）、「日本の希少
な野生水生生物に関するデータブック、水産
庁編（平成10年、日本水産資源保護協会）、
「WWF Japan サイエンスレポート 第３巻 特
集：日本における干潟海岸とそこに生息する
底生生物の現状」（平成10年、WWF-J）があ
ります。 
工事の実施によっては影響を受けることが

予測されている重要な海域動物として「日本
の希少な野生水生生物に関するデータブッ
ク、水産庁編（平成10年、日本水産資源保護
協会）」で減少種に指定されているヒメシャコ
ガイとシラヒゲウニが挙げられました。いずれ
も影響が一時的であり、事業者が行う環境保
全措置の実施によって大部分の影響が低減
されるものと考えます。したがって、対象事業
の実施に際しては、環境の保全に関する施
策との整合性は図られているものと評価しま
した。 
重要な海域動物の評価結果は以下のとお

りです。 
○オオアシヤガイ、サラサダマ、タイワンキサ
ゴ、オハグロガイ、トミガイ、ホラガイ、テン
グガイは、赤土等による水の濁りによりSS
が上昇する範囲において、本種は確認さ
れませんでした。また、赤土等による影響
が出た場合には移動することにより影響を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）生息環境の改変の程度 

施設の供用開始に伴い、施設からの
排水量が現在70ｍ3/日から、供用時には
570ｍ3/日に増加することにから水環境
の変化による影響が考えられますが、
「4.2.6 水の汚れ」の予測結果より、ＳＳ濃
度の上昇はほとんど見られず、ＣＯＤは
排水口から半径約10ｍの範囲で0.1mg/L
とわずかな上昇で、影響が見られるのは
排水口の直近であり、10ｍ以上離れると
ほとんど影響はないものと考えられます。
また、「4.2.8 水象」の予測結果より、供
用時における施設からの排水の増加が
周辺海域の流況に与える影響はほとん
どないものと予測されました。このことか
ら生育環境の改変の程度はほとんどない
ものと予測されました。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、施設等の存在及び供用による生息
環境の改変として、施設からの排水によ
る水環境の変化が考えられます。 

回避することができるため、影響はほとん
どないものと評価しました。 

○リュウキュウサルボウ、ソメワケグリ、クロ
チョウガイ、アコヤガイ、サンゴナデシコ、
ユキミノガイは赤土等による水の濁りによ
りSSが上昇する範囲において、本種は確
認されませんでした。また、本種は固着性
であるため、影響範囲内に移動してくる可
能性もありません。このことより、影響はな
いものと評価しました。 

○ヒメシャコガイは、赤土等による水の濁りに
よりSSが上昇する範囲において、１～５個
体程度確認されています。本種は固着性
であり他の場所へ移動できないため、水の
濁りが長期間発生した場合には本種への
影響が考えられます。しかし、工事排水
は、沈殿池及び凝集沈殿プラントにより適
切に処理すること、濁りの発生は一時的で
あることから影響は少ないものと評価しま
した。 

○シラヒゲウニは、赤土等による水の濁りに
よりSSが上昇する範囲において、１～５個
体程度確認されています。本種は、移動性
の海域動物であるため、赤土等により影響
が出た場合には移動することにより影響を
回避することができるため、影響はほとん
どないものと評価しました。 

○ムカシサンゴ、クシハダミドリイシ、オオサ
ザナミサンゴは、赤土等による水の濁りに
よる影響がある場合、光条件が変化する
ため、光合成阻害等の生息個体への影響
が考えられます。しかし、影響が予測され
る範囲において、本種は確認されませんで
した。また、本種は固着性であるため、影
響範囲内に移動してくる可能性もありませ
ん。このことより、影響はないものと評価し
ました。 

 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）回避・低減に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

評価の基準は、「施設等の存在及び供用
に伴い、海域動物における生息環境の改変
の程度を最小限にすること」としました。 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

てほとんどの影響が低減され、重要な海域動
物への影響はほとんどないことから、海域動
物に対する影響の回避・低減は図られている
ものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
平成15年と同様に、事業者が行う環境保

全措置の実施によってほとんどの影響が低
減され、重要な海域動物への影響はほとん
どないことから、海域動物に対する影響の回
避・低減は図られているものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

海域動物について、野生生物保護の観点
から定められた法令として、「絶滅のおそれ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
海域動物の予測は不確実性を伴う

ことから、環境保全措置の効果並び
に環境影響評価結果の検証のため
に、施設の供用時に事後調査を実施
します。 

 
１）調査項目 

海域動物（重要な種）の生息状
況 
○大型底生生物：カヤノミカニモリ、
ホラガイ、クロチョウガイ、アコヤ
ガイ、ヒメシャコガイ、シラヒゲウ
ニ 

○サンゴ類：ムカシサンゴ、クシハ
ダミドリイシ 

 
２）調査時期と回数 

供用時：年２回（冬季・夏季） 
供用開始後３年間程度 

※調査期間は、事後調査の結果によ
り適宜判断して決定します。 
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施設の供用開始に伴う施設からの排
水量は平成15年から変更はありません。 
また、「4.2.6 水の汚れ」、「4.2.8 水象」

の予測結果も変更はないことから、ＣＯＤ
は排水口から半径約10ｍの範囲で
0.1mg/Lとわずかな上昇で、10ｍ以上離
れるとほとんど影響はなく、供用時におけ
る施設からの排水の増加が周辺海域の
流況に与える影響はほとんどないものと
予測されました。このことから平成15年と
同様に、生息環境の改変の程度はほと
んどないものと予測しました。 

 
２）重要な海域動物の生息状況への直接
的、間接的影響の程度 
重要な海域動物種のうち、クロチョウガ

イとヒメシャコガイ、ムカシサンゴはし尿処
理施設の排水口周辺に生息しており、水
環境の変化による生息個体への影響が
予測されます。 
その他の種のうち、カヤノミカニモリと

ホラガイ、シラヒゲウニは移動性があり、
逃避行動をとることが予測されます。 
また、アコヤガイ、クシハダミドリイシの

確認個体に関しては、確認地点が排水口
から離れていることから、影響はないもの
と予測されます。 
平成25年の調査結果からの予測で

は、重要な海域動物種のうち、クロチョウ
ガイ、アコヤガイ、ユキミノガイ、ヒメシャコ
ガイ、シラヒゲウニ、ムカシサンゴ、クシハ
ダミドリイシはし尿処理施設の排水口周
辺に生息しており、水環境の変化による
生息個体への影響が予測されます。 
その他の重要な種は、確認地点が排

水口から離れていることから、影響はな
いものと予測されます。 

 

のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に編纂された
「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生
物」（平成10年～14年、環境省）、「沖縄県の
絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータ
おきなわ－（平成８年、沖縄県）」、「日本の希
少な野生水生生物に関するデータブック、水
産庁編（平成10年、日本水産資源保護協
会）、「WWF Japan サイエンスレポート 第３
巻 特集：日本における干潟海岸とそこに生
息する底生生物の現状 希少種」（平成10
年、WWF-J）があります。 
重要な海域動物の評価結果は以下のとお

りです。 
○カヤノミカニモリ、ホラガイは、施設からの
排水により、排水口周辺のわずかな範囲
において水環境の変化が予測されます
が、影響が予測される範囲に確認されてい
ません。しかし、移動性の海域動物である
ため、施設稼動中に生息が確認される可
能性もありますが、影響の範囲が排水口
周辺のわずかな範囲であることと、移動に
よる影響の回避ができるため、本種の生
息状況への影響はほとんどないものと評
価しました。 

○アコヤガイは、施設からの排水により、排
水口周辺のわずかな範囲において水環境
の変化が予測されますが、影響が予測さ
れる範囲に確認されておらず、本種は固
着性であるため、影響範囲内に移動してく
る可能性もありません。このことより、本種
への影響はないものと評価しました。 

○クロチョウガイとヒメシャコガイは、施設から
の排水により、排水口周辺のわずかな範
囲において水環境の変化が予測され、固
着性であり他の場所へは移動できないた
め、水の汚れが発生した場合には本種へ
の影響が考えられます。しかし、排水によ
る変化の程度は軽微であり、最も影響が
及ぶ範囲も排水口の直近のわずかな範囲
であること、本種は周辺海域に広く分布し
ていることから影響は少ないものと評価し
ました。 

○シラヒゲウニは、施設からの排水により、
排水口周辺のわずかな範囲において水環
境の変化が予測されますが、移動すること
により影響を回避することができるため、
影響はほとんどないものと評価しました。 

○ムカシサンゴは、施設からの排水により、
排水口周辺のわずかな範囲において水環
境の変化が予測され、影響が予測される
範囲に被度５％未満で確認されており、固
着性であり他の場所へは移動できないた
め、水の汚れが発生した場合には本種へ
の影響が考えられます。しかし、排水によ
る変化の程度は軽微であり、最も影響が
及ぶ範囲も排水口の直近のわずかな範囲
であること、本種は大きな群集を造らず周

 
３）調査位置 

放流管の排出口周辺（５地点） 
 
４）調査内容 

定点調査（5m×5m程度） 
出現種、被度、貴重種の生息状

況 
 
５）環境影響の程度が著しいことが明
らかとなった場合の対応方針 
供用時の排水等により、海域動

物の生息状況に著しい変化が生じ
た場合には、原因を究明し必要な
措置を講ずるものとします。 
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辺海域にも広く分布していることから影響
は少ないものと評価しました。 

○クシハダミドリイシは、施設からの排水によ
り、排水口周辺のわずかな範囲において
水環境の変化が予測されますが、影響が
予測される範囲に確認されておらず、固着
性であるため、影響範囲内に移動してくる
可能性もありません。このことより、本種へ
の影響はないものと評価しました。 
 
施設の存在及び供用によって影響を受け

ることが予測されている「日本の希少な野生
水生生物に関するデータブック、水産庁編
（平成10年、日本水産資源保護協会）」の減
少種に指定されているクロチョウガイとヒメシ
ャコガイ、減少傾向に指定されているムカシ
サンゴは、いずれも事業者が行う環境保全措
置の実施によって大部分の影響が低減され
るものと考えます。したがって、対象事業の
実施に際しては、環境の保全に関する施策と
の整合性は図られているものと評価しまし
た。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
海域動物について、野生生物保護の観点

から定められた法令として、「絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法
律」（平成４年、法律第75号）があり、この他
に種の多様性の維持を目的に編纂された
「環境省レッドリスト(第4次レッドリスト)」、（平
成24年、環境省）、「改訂・沖縄県の絶滅のお
それのある野生生物 レッドデータおきなわ
動物編」（平成17年、沖縄県）、「日本の希少
な野生水生生物に関するデータブック、水産
庁編（平成10年、日本水産資源保護協会）、
「WWF Japan サイエンスレポート 第３巻 特
集：日本における干潟海岸とそこに生息する
底生生物の現状」（平成10年、WWF-J）があ
ります。 
施設の存在及び供用によって影響を受け

ることが予測されている重要な海域動物種と
して、クロチョウガイ、アコヤガイ、ユキミノガ
イ、ヒメシャコガイ、ムカシサンゴ、クシハダミ
ドリイシが挙げられました。 
いずれも事業者が行う環境保全措置の実

施によって大部分の影響が低減されるものと
考えます。 
したがって、対象事業の実施に際しては、

環境の保全に関する施策との整合性は図ら
れているものと評価しました。 
重要な海域動物の評価結果は以下のとお

りです。 
○オオアシヤガイ、サラサダマ、タイワンキサ
ゴ、オハグロガイ、トミガイ、ホラガイ、テン
グガイは、施設からの排水により、排水口
周辺のわずかな範囲において水環境の変
化が予測されます。影響が予測される範
囲において、本種は確認されませんでした
が、移動性の海域動物であるため、施設
稼動中に生息が確認される可能性もあり
ます。しかし、影響の範囲が排水口周辺の
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わずかな範囲であることと、移動による影
響の回避ができるため、本種の生息状況
への影響はほとんどないものと評価しまし
た。 

○リュウキュウサルボウ、ソメワケグリ。サン
ゴナデシコは、施設からの排水により、排
水口周辺のわずかな範囲において水環境
の変化が予測されます。影響が予測され
る範囲において、本種は確認されませんで
した。また、本種は固着性であるため、影
響範囲内に移動してくる可能性もありませ
ん。このことより、本種への影響はないも
のと評価しました。 

○クロチョウガイ、アコヤガイ、ユキミノガイ、
ヒメシャコガイは、施設からの排水により、
排水口周辺のわずかな範囲において水環
境の変化が予測されます。影響が予測さ
れる範囲において数個体確認されていま
す。本種は、固着性であり他の場所へは
移動できないため、水の汚れが発生した場
合には本種への影響が考えられます。し
かし、排水による変化の程度は軽微であ
り、最も影響が及ぶ範囲も排水口の直近
のわずかな範囲であること、本種は周辺海
域に広く分布していることから影響は少な
いものと評価しました。 

○シラヒゲウニは、施設からの排水により、
排水口周辺のわずかな範囲において水環
境の変化が予測されます。影響が予測さ
れる範囲において数個体確認されました
が、移動することにより影響を回避すること
ができるため、影響はほとんどないものと
評価しました。 

○ムカシサンゴ、クシハダミドリイシは、施設
からの排水により、排水口周辺のわずか
な範囲において水環境の変化が予測され
ます。影響が予測される範囲において、被
度５％未満で確認されています。本種は固
着性であり他の場所へは移動できないた
め、水の汚れが発生した場合には本種へ
の影響が考えられます。しかし、排水によ
る変化の程度は軽微であり、最も影響が
及ぶ範囲も排水口の直近のわずかな範囲
であること、周辺海域にも広く分布している
ことから影響は少ないものと評価しました。 

○オオサザナミサンゴは、施設からの排水に
より、排水口周辺のわずかな範囲におい
て水環境の変化が予測されます。影響が
予測される範囲において、本種は確認され
ませんでした。また、本種は固着性である
ため、影響範囲内に移動してくる可能性も
ありません。このことより、本種への影響は
ないものと評価しました。 
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4.2.14 陸域生態系 

表 4.2-14 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(陸域生態系) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

陸域生態
系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）地域特性の把握 
（１）動植物その他の自然環境に係る
概況 
動物相は、哺乳類10種（評価書８

種）、鳥類60種（評価書49種）、両生
類4種（評価書３種）、爬虫類13種
（評価書12種）、陸生昆虫類829種
（評価書433種）、甲殻類19種（評価
書13種）、陸生貝類32種（評価書19
種）が確認されました。 
植物相は、84科249属327種（評

価書73科207属251種）が確認され
ました。植生については、事業計画
地の北西から南東部にかけての台
地及び丘陵地に森林植生が発達
し、その全面の低地に裸地や草地
植生、南東部の海岸部に海岸植生
が発達しています。 
地形は、北東から南西に向かっ

て傾斜しており、最高位は段丘中
位面(下位)で、下位に向かって小起
伏丘陵、海岸低地、海浜と続きま
す。小起伏丘陵中には石灰岩丘が
見られ、波浪による浸食で形成され
た急崖である海食崖が一部に見ら
れます。 
地質は、段丘中位面、小起伏丘

陵の西側で基盤である島尻層群泥
岩が直接表層に見られ、東側は琉
球層群琉球石灰岩が分布していま
す。海岸低地には沖積層、海浜に
海浜砂層が分布しています。 
土壌は、島尻層群泥岩分布域に

泥岩を母材とする細粒灰色台地土
壌の稲嶺統、琉球層群琉球石灰岩
分布域に琉球石灰岩を母材とする
礫質暗赤色土壌の摩文仁統、海浜
砂層分布域に砂質未熟土壌の名
城統が分布しています。沖積層分
布域は、地層が新しく植生にも乏し
いことから土壌の発達は見られま
せん。 

（２）オキナワコキクガシラコウモリ生
息状況確認調査結果 
生息地として、対象事業実施区

域内で25カ所の洞穴が確認され、
そのうち２カ所が自然洞窟、23カ所
が古墓でした。ヒアリング調査の結
果対象事業実施区域北西部に位
置する自然洞窟（ヒージャーガマ）
が確認されました。 

（３）自然環境の類型区分 
類型区分を行った結果、対象事

業実施区域において広い面積を占
める類型は、台地・丘陵地－常緑

＜工事中＞ 
１）基盤環境と生物群集との関係による生
態系への影響 
直接的な影響が想定される基盤環境

として台地・丘陵地－常緑広葉樹林、丘
陵地－草地、海浜－海岸植生、低地－
裸地の４つの類型が挙げられました。 
低地－裸地の改変面積は0.867ha（評

価書0.904ha）ですが、既に開発された人
工的な環境であり、生物群集に対する影
響は現状と何ら変化する状況ではありま
せん。 
台地・丘陵地－常緑広葉樹林の改変

面積は0.143ha（評価書0.087ha）ですが、
面積がごくわずかで、周辺に残存する同
種の基盤環境から見ると0.52％（評価書
0.29％）程度の改変であり、更に改変によ
り基盤環境の分断等も起こらないことか
ら、生物群集に与える影響はほとんどな
いものと予測されます。 
丘陵地―草地の改変面積はなく（評価

書0.019ha）生物群集に与える影響はない
ものと予測されます。 
海浜－海岸植生については、工事によ

る改変はなく、生物群集に与える影響は
ないものと予測されます。 
「工事車両による輪禍」、「移動阻害・

移動経路の分断」については、地上徘徊
性の小動物への工事車両による輪禍、
移動経路の阻害等が予測されます。 
「粉じんや排気ガス等による生育環境

への影響」については現状の道路を利用
することや、「4.2.1大気質」による影響は
小さいとの結果から、生物群集に対する
影響はほとんどないものと予測されま
す。騒音・振動については、工事が一時
的であることや、改変区域の周辺に動物
の生息環境が残存していることから、影
響はほとんどないものと予測されます。 

 
２）注目種及び群集により指標される生態
系への影響 
生態系の指標となる注目すべき種及

び群集として、上位性として注目されるア
カマタ、特殊性で注目されるオキナワコキ
クガシラコウモリ、典型性で注目されるワ
タセジネズミ、オキナワキノボリトカゲ、ク
ロイワトカゲモドキ、ムラサキオカヤドカ
リ、オキナワモリバッタの８種を抽出しま
した。 
これらの注目種及び群集により指標さ

れる生態系への影響については、生息環
境である「台地・丘陵地－常緑広葉樹林」
と「丘陵地―草地」の改変面積が0.1ha程
度と少なく、周辺に同様の環境も残存す

＜工事中＞ 
１）回避 

事業計画の策定にあ
たっては、現存する森
林環境及び草地環境を
本地域の生態系を維持
するために重要と判断
し、既に人工的な改変
が既に行われている道
路、施設、緑の多い造
成地、裸地などを中心と
した施設配置計画を行
いました。このように、
生息・生育環境の改変
を回避するための検討
を行いました。 

 
２）低減 

動物種に対しては、
汚水送水管の工事の実
施に際し50ｍ程度ごと
にユニット分割し送水管
敷設後は速やかに埋戻
しを行うことにより、移動
経路の阻害を最小限に
低減することとします。 
ワタセジネズミ等の地

上徘徊性小動物につい
ては、工事関係者に注
意喚起することにより、
工事車両による輪禍を
低減することとします。 
また、オカヤドカリ類

等については、工事中
は見つけ取りによってあ
らかじめ捕獲を行い、工
事の影響を受けない地
域へ移動を行った後に
工事を行うことにより、
工事車両による輪禍を
低減することとします。 
生態系を特徴づける

基盤環境に配慮するよ
う、工事中は不必要に
森林環境や草地環境に
立入らないよう工事関
係者に指導を行いま
す。 
 

 
 
 
 
 
 

＜工事中＞ 
１）環境影響の回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、基盤環
境と生物群集の関係維持、注目種及び群集
により指標された生態系へ消失並びに縮小
等の影響を及ぼさないこと」としました。 
対象事業実施区域内における動植物の生

育・生息する基盤環境の改変、注目種及び
群集の生育・生息状況への影響が想定され
ましたが、事業者が実現可能として行う回
避、低減措置の実施によって大部分の影響
が軽減され、事業計画地から絶滅するような
注目種及び群集が発生しないものと予測さ
れました。以上の結果から、事業者が実現可
能な範囲で回避、低減措置を行っているもの
と判断し、事業実施に対する影響は小さいも
のと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 

沖縄県が策定した「自然環境の保全に関
する指針［沖縄島編］（平成10年２月.沖縄
県）」において、対象事業実施区域は評価ラ
ンクⅢ（自然環境の保全を図る区域）と評価
ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区
域）に指定されています。 
工事の実施によって影響が想定されるも

のとして「基盤環境と生物群集の関係維持」、
「注目種及び群集により指標される生態系へ
の影響」、「生態系の構造と機能への影響」
があげられますが、何れに対しても事業者が
実現可能として行う回避、低減措置の実施に
よって大部分の影響が軽減され、対象事業
実施区域より、絶滅するような個体群は発生
しないと予測されました。 
以上の結果から、事業者が実現可能な範

囲で回避・低減措置を行っており、環境の保
全に関する施策との整合性は図られているも
のと評価しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

陸域生態系の事後調査は、「4.2.11
陸域動物」に含めて記述しておりま
す。 
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広葉樹林、次いで低地－裸地、海
浜－海岸植生、丘陵地－草地植生
の順となっていました。 

 
２）地域を特徴づける生態系の注目
種・生物群集の抽出 
自然環境を４つの類型区分に分

け、その区分ごとに上位性、典型
性、特殊性の観点から重要と考え
られる動物種を抽出した結果、動物
種のうち、上位性として注目される
のはアカマタの１種、特殊性で注目
されるのはオキナワコキクガシラコ
ウモリの１種、典型性で注目される
のはワタセジネズミ、オキナワキノ
ボリトカゲ、クロイワトカゲモドキ、ム
ラサキオカヤドカリ、オキナワモリバ
ッタの５種としました。なお、平成25
年調査で確認されなかったオキナ
ワハツカネズミについては、ほぼ同
様の生態的地位を持つワタセジネ
ズミの抽出に伴い、典型性注目種
からは除外しました。 

 
３）地域を特徴づける生態系の注目
種・生物群集の状況 
調査地域の生物相互の関係を把

握するために、生態的特性と生息
環境－生物種・群集の整理結果よ
り食物連鎖模式図を作成し、地域
の生態系を特徴づける食物連鎖の
模式図をそれぞれの自然環境区分
ごとに把握した結果は以下に示す
とおりです。 

（１）台地・丘陵地―常緑広葉樹林 
人為的に攪乱された場所が長期

的に放置され代償植生として成立
した台地の環境と、丘陵地の急斜
面といった表土が浅い立地に生育
可能な石灰岩地特有の植物によっ
て構成され成立している環境で、こ
のまま遷移がすすむことによって潜
在植生であるナガミボチョウジ－ク
スノハカエデ群落に移行していくも
のと考えられます。 
○上位性：ネコ、アカマタ、ハブ、サ
シバ 

○特殊性：洞窟性コウモリのオキナ
ワコキクガシラコウモリ（餌場とし
て利用） 

○典型性：オオバギ群落、オキナワ
シャリンバイ群落、ギンネム群
落、ハマイヌビワ群落、ヤブニッ
ケイ群落、アカギ群落、ガジュマ
ル群落、アコウ群落、マント群
落、シマグワ群落、動物ではコゲ
ラ、シジュウカラ、ヘリグロヒメトカ
ゲ、キマダラヒバリ等 

（２）丘陵地―草地植生 

ることから、影響は少ないものと予測され
ます。 
また、「工事車両による輪禍」、「移動

阻害・移動経路の分断」については、ワタ
セジネズミ、ムラサキオカヤドカリへの工
事車両による輪禍や、移動経路の阻害
等が予測されます。特にムラサキオカヤ
ドカリについては、海岸付近に生息してい
ることから、工事車両による輪禍や移動
経路の阻害等が予測されます。 
「粉じんや排気ガス等による生育環境

への影響」については現状の道路を利用
することや、「4.2.1大気質」による影響は
小さいとの結果から、注目種及び群集に
より指標される生態系への影響はほとん
どないものと予測されます。 

 
３）生態系の構造と機能への影響 

生態系の構造と機能については、
「（１）基盤環境と生物群集との関係によ
る生態系への影響」、「（２）注目種及び群
集により指標される生態系への影響」に
示したとおり、基盤環境の改変は１ha程
度と少ないうえに、樹木や草地の改変は
0.1ha程度で、改変される90％は生態系
の機能としてはあまり高くない芝生や裸
地といった低地－裸地の環境です。 

 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）基盤環境と生物群集との関係による生
態系への影響 
直接的な影響が想定される基盤環境

として台地・丘陵地－常緑広葉樹林、丘
陵地－草地、海浜－海岸植生、低地－
裸地の４つの類型が挙げられました。 
低地－裸地の面積は0.176ha減少（評

価書0.745ha増加）しますが、既に開発さ
れた人工的な環境であり、生物群集に対
する影響は現状と何ら変化する状況では
ありません。 
台地・丘陵地－常緑広葉樹林は

0.143ha（評価書0.087ha）面積が減少しま
すが、ごくわずかであり、周辺に残存する
同種の基盤環境から見ると0.52％（評価
書0.29％）程度の改変であり、更に改変
により基盤環境の分断等も起こらないこ
とから、生物群集に与える影響はほとん
どないものと予測されます。 
丘陵地―草地は改変なく（評価書

0.019ha減少）生物群集に与える影響は
ないものと予測されます。 
海浜－海岸植生は、供用時も改変は

なく、生物群集に与える影響はないもの
と予測されます。 
「施設使用車両による輪禍」や「移動阻

害・移動経路の分断」については、汚泥
搬出車両は月に約10台と少ないこと、既
に施設があり裸地部を中心とした開発と
なっていることから、影響はいずれも軽微
であると予測されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜施設等の存在及び供用
＞ 

１）回避 
事業計画の策定にあ

たっては、現存する森
林環境及び草地環境を
本地域の生態系を維持
するために重要と判断
し、既に人工的な改変
が既に行われている道
路、施設、緑の多い造
成地、裸地などを中心と
した施設配置計画を行
いました。このように、
生息・生育環境の改変
を回避するための検討
を行いました。 

 
２）低減 

生態系を特徴づける
基盤環境に配慮するよ
う、米軍に申し入れま
す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）環境影響の回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、基盤環
境と生物群集の関係維持、注目種及び群集
により指標された生態系へ消失並びに縮小
等の影響を及ぼさないこと」としました。 
対象事業実施区域内における動植物の生

育・生息する基盤環境の改変、注目種及び
群集の生育・生息状況への影響が想定され
ましたが、事業者が実現可能として行う回
避、低減措置の実施によって大部分の影響
が軽減され、対象事業実施区域から絶滅す
るような注目種及び群集が発生しないものと
予測されました。以上の結果から、事業者が
実現可能な範囲で回避、低減措置を行って
いるものと判断し、事業実施に対する影響は
小さいものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 

沖縄県が策定した「自然環境の保全に関
する指針［沖縄島編］（平成10年２月.沖縄
県）」において、対象事業実施区域は評価ラ
ンクⅢ（自然環境の保全を図る区域）と評価
ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区
域）に指定されています。 
施設の存在・供用によって影響が想定され

るものとして「基盤環境と生物群集の関係維
持」、「注目種及び群集により指標される生態
系への影響」、「生態系の構造と機能への影
響」があげられますが、何れに対しても事業
者が実現可能として行う回避・低減措置の実
施によって大部分の影響が軽減され、対象
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人為的に攪乱され放置された場
所に牧草であるナピアグラス、パラ
グラスが侵入して成立した環境で
す。 
○上位性：捕食鳥類であるサシ
バ 
○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：ワタセジネズミ、セッ
カ、トノサマバッタ、ナピアグラ
ス群落、パラグラス群落等 

（３）海岸―海岸植生 
自然植生で完全に自然状況で残

存している場所と一定時期に管理
されながら成立しているような環境
で海岸植生（隆起サンゴ礁植生、海
浜植生、海岸植生等）として成立し
ています。 
○上位性：クロサギ、ミサゴ、ベニア
ジサシ（これらの種の採餌場は
海域です。） 

○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：イソシギ、ナキオカヤドカ
リ、ムラサキオカヤドカリ、クサト
ベラ群落、イボタクサギ群落、オ
オハマボウ群落、隆起サンゴ礁
植生、海岸砂丘植生等 

（４）低地－裸地 
人工的に管理されている環境

で、緑の多い宅地としてコウシュン
シバ、チドメグサ、シロツメクサ、コメ
ツブウマゴヤシ等が優占する土地
利用となっており、定期的に芝刈り
機で刈られている地域となっていま
す 
○上位性：フイリマングース、ネコ 
○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：ホオグロヤモリ、スズメ、
ワタセジネズミ、緑の多い宅地 

 

「粉じんや排気ガス等による生育環境
への影響」については現状の道路を利用
することや汚泥搬出車両が月に約10台と
少ないことから、生物群集に対する影響
はほとんどないものと予測されます。騒
音については、「4.2.2 騒音」において供
用時の騒音は小さいことから、生物群集
に与える影響はほとんどないものと予測
されます。 

 
２）注目種及び群集により指標される生態
系への影響 
注目種及び群集により指標される生態

系への影響については、「工事中（２）注
目種及び群集により指標される生態系へ
の影響」と同様の理由から、影響は軽微
であると予測されます。 
また、「施設利用車両による輪禍」や

「移動阻害・移動経路の分断」について
は、汚泥搬出車両は月に約10台と少ない
こと、既に施設があり裸地部を中心とした
開発となっていることから、これらの影響
による注目種及び群集により指標される
生態系への影響はほとんどないものと予
測されます。 
「粉じんや排気ガス等による生育環境

への影響」については現状の道路を利用
することや汚泥搬出車両が月に約10台と
少ないこと、騒音については、「4.2.2 騒
音」において供用時の騒音は小さいこと
から、これらの影響による注目種及び群
集により指標される生態系への影響はほ
とんどないものと予測されます。 

 
３）生態系の構造と機能への影響 

「工事中（３）生態系の構造と機能への
影響」と同様の理由により、生態系の構
造と機能への影響はほとんどないものと
予測されました。 

 
 

事業実施区域において絶滅するような個体
群が発生しないものと予測されました。以上
の結果から、事業者が実現可能な範囲で回
避・低減措置を行っており、環境の保全に関
する施策との整合性は図られているものと評
価しました。 
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4.2.15 海域生態系 

表 4.2-15 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(海域生態系) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

海域生態
系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）地域特性 
（１）動植物とその他の自然環境に係
る概況 
海域の動植物は、植物プランクト

ン65種類(89種類)、動物プランクト
ン57種類(64種類)、魚卵34種類(34
種類)、稚仔魚20種類(21種類)、底
生生物206種類(239種類)、潮間帯
植物50種類(50種類)、潮間帯動物
52種類(77種類)、大型底生動物277
種類(565種類)、魚類238種類(325
種類)、海草藻類168種類(205種
類)、サンゴ類139種類(191種類)が
確認されました。( )内の種類数
は、平成15～17年、平成25、26年を
通しての総確認種数を示します。 
対象事業実施区域周辺海域の

平敷屋ミーガチ海水浴場、平敷屋
漁港等は、海岸レクレーション地と
して地元住民や観光客の海水浴、
釣り等の活用の場として利用され、
海域はモズクの養殖地として知ら
れています。 
水深は、リーフ内は概ね２ｍ程度

で、調査範囲の境界付近で12ｍ程
度の水深となっていました。 
底質は、リーフ内は概ね砂若しく

は砂礫でした、リーフ外は泥砂が多
く見られました。 
流況は、冬季のリーフ外では上

層と下層の流向が概ね正反対であ
り、リーフ内では複雑な流れが生じ
ていました。また、夏季のリーフ外
表層では概ね南西方向から北東方
向への流向が多く、リーフ内では勝
連崎によって東西分流していまし
た。リーフ内の最強平均流速は冬
季5.7～7.4 m/s、夏季3.6～11.7m/s
で、リーフ外の表層のおよそ1/2と
なっていました。 

（２）アジサシ類生息状況確認調査 
海岸付近では、コアジサシの飛

翔・採餌・休憩個体と、育雛行動が
確認されました。沖合では、ベニア
ジサシ、エリグロアジサシ、コアジサ
シの飛翔・採餌・休憩個体が確認さ
れ、６月、７月には沖合のゴンジャ
ン岩、アギナミ島、トゥンジ岩、カン
ナ崎沖の岩で、ベニアジサシとエリ
グロアジサシの営巣が確認されま
した。特にゴンジャン岩とカンナ崎
沖の岩では、ベニアジサシの集団
繁殖が確認されました。 
平成25年はアジサシ類生息状況

調査は実施しておりません。ただ
し、平成25年の鳥類調査では、マミ

＜工事中＞ 
１）環境要素の変化による生態系への影響 

造成工事による一時的な環境要素の
変化として、工事による騒音の発生と赤
土等による水環境の変化が考えられま
す。工事による騒音は、「4.2.2 騒音」で影
響は小さいと予測されています。工事排
水及び土砂の流入は、沈殿池及び凝集
沈殿プラントにより処理することにより、
「沖縄県赤土等流出防止条例」で定めら
れたＳＳ濃度200mg/L以下より少ない
25mg/L程度で排出します。排出位置は、
施設に隣接する砂浜付近にあり、降雨時
には一時的な赤土等によるわずかな濁り
が発生します。しかし、「4.2.5 赤土等によ
る水の濁り」の予測結果より、SS寄与濃
度が水産用水基準の2.0mg/Lを超える範
囲は発生源から１ｍにも満たないこと、ま
た、一時的な発生であること、降雨時に
おける現況は濁度が20～400度（換算
SS：15mg/L～260mg/L）となっていること
から、環境要素の変化による生態系への
影響は少ないものと予測しました。 

 
２）注目種・群集により指標される生態系へ
の影響 
注目種・群集により指標される生態系

への影響要因として、工事による騒音の
発生と赤土等による水環境の変化による
影響が考えられます。 
ベニアジサシ、エリグロアジサシ、コア

ジサシ(マミジロアジサシ)は、工事中の騒
音が長期間に及ぶ場合、アジサシ類の
繁殖場としての岩場利用に影響が及ぶと
考えられますが、「4.2.2 騒音」の予測結
果より、影響はほとんどないとされている
ことから、影響は少ないものと考えられま
す。 
砂浜、潮間帯礫浜、アマモ場、サンゴ

礁に生息する海域生物は、赤土等による
水の濁りが発生した場合、光条件が変化
するため、サンゴ類や海草藻類には光合
成阻害等による個体及び群集への消失
又は被度の低下が考えられ、その他の
生物の繁殖場、餌場としての利用に影響
を受けることが考えられます。しかし、工
事による排水は、沈殿池及び凝集沈殿プ
ラントにより適切に処理することと、濁り
の発生は一時的であることから影響は少
ないものと考えられます。 
餌場として利用する鳥類（上位性）の注

目種・群集は、赤土等による水の濁りが
発生した場合、光条件が変化するため、
鳥類の採餌場となる、潮間帯、サンゴ
礁、アマモ場の生態系への影響が考えら
れますが、工事による排水は沈殿池及び

１）回避 
事業計画策定にあた

っては、既設の放流管
を使用するなど海域へ
の施設配置は行わない
計画とし、海域生態系
における環境要素の変
化を回避しています。 

 
２）低減 

工事の騒音による影
響は少なく、影響が考え
られるアジサシ類の繁
殖時期（６～９月）には
大規模な工事を行わな
いような措置を行いま
す。また、工事排水及び
土砂の流入は、沈殿池
及び凝集沈殿プラントに
より処理した後に排出
する計画としており、事
業の実施による海域生
態系への影響を低減す
るための措置を講じま
す。台風時には台風対
策を講じるなどの低減
措置を行います。 
施設からの排水は、

周辺海域に水環境の変
化による影響がないよう
に排水処理計画を行
い、海域生態系への環
境要素の変化を低減し
ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜工事中＞ 
１）回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「造成工事に伴い、海域生
態系における環境要素の変化を最小限にす
ること」としました。 

（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

て影響が低減され、海域生態系への影響は
ほとんどないことから、海域生態系に対する
影響の回避・低減は図られているものと評価
しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
平成15年と同様に、事業者が行う環境保

全措置の実施によって影響が低減され、海
域生態系への影響はほとんどないことから、
海域生態系に対する影響の回避・低減は図
られているものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

海域生態系について種の多様性の観点か
ら定められた基準等はありませんが、沖縄県
が策定した「自然環境の保全に関する指針
［沖縄島編］（平成10年、沖縄県）において対
象事業実施区域は、ランクⅠ（自然環境の厳
正な保護を図る区域）に指定されています。 
工事の実施によって影響を受けることが予

測されている、アジサシ類や砂浜、潮間帯礫
浜、アマモ場、サンゴ礁に生息する海域生物
及び餌場として利用する鳥類などの生態的
機能への影響は事業者が行う環境保全措置
の実施によって大部分が低減されるものと考
えられることから、対象事業の実施に際して
は、環境保全に関する施策との整合性は図
られているものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
沖縄県が平成25年4月に策定した「第2次

沖縄県環境基本計画」によると、本事業は
「事業別配慮指針」における「下水道終末処
理場の設置又は変更の事業」に該当します。
配慮指針の個別事項として「当該事業の実
施にあたり、周辺環境への影響について把
握し、環境への影響を最小限にとどめるよう
十分配慮する」と示されています。 
本事業は、事業計画の段階における環境

保全措置として、海域への施設配置は行わ
ない計画としていること、工事中はアジサシ
類の繁殖時期に大規模工事を行わないこと
とし、工事による騒音を低減する措置を講じ
ていること、工事による排水は、沈殿池及び
凝集沈殿プラントで処理するなどの海域への
影響を可能な限り低減するなどの措置を講
じ、海域生態系に対する影響の回避・低減は
図られていることから、上記政策との整合性
は図られているものと評価されます。 

 

海域生態系については、当該地域
の上位性、特殊性、典型性として注目
される種のうち、特に上位性として注
目されるアジサシ類の生息状況及び
特殊性として注目されるヒジキについ
て予測の不確実性が伴うことから、環
境保全措置の効果並びに環境影響
評価結果の検証のために、工事中及
び供用時に事後調査を実施します。 
１）調査項目 

アジサシ類（上位性）、ヒジキ（特
殊性） 

 
２）調査時期と回数 
（１）アジサシ類 

工事中：年３回（６～８月） 
供用時：年３回（６～８月） 
供用開始後３年間程度 

（２）ヒジキ 
工事前：１回 
工事中：年２回（冬季・夏季） 
供用時：年２回（冬季・夏季） 
供用開始後３年間程度 

※調査期間は、事後調査の結果によ
り適宜判断して決定します。 
 

３）調査位置 
周辺海域 
 

４）調査内容 
○アジサシ類 

定点観察（６地点） 
○ヒジキ 

目視観察（３測線） 
坪狩り調査（３地点） 
 

５）環境影響の程度が著しいことが明
らかとなった場合の対応方針 
供用時の排水等により、上記の

種の生息状況に著しい変化が生じ
た場合には、原因を究明し必要な
措置を講ずるものとします。 
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ジロアジサシが1個体確認され、対
象事業実施区域周辺で確認された
アジサシ類は4種になりました。 

（３）ウミガメ類生息・産卵状況確認調
査 
調査範囲内でウミガメ類の上陸

痕跡は確認されませんでした。ヒア
リング調査においてもホワイトビー
チ周辺での確認はありませんでし
た。沖縄県教育委員会が行った砂
浜調査（平成５～７年）の際にも、対
象事業実施区域周辺の砂浜では、
ウミガメ類の上陸跡は確認されま
せんでした。平成25年にはウミガメ
類生息・産卵状況確認調査を実施
しておりません。新たな上陸の情報
もありませんでした。 

（４）海域の類型区分 
対象事業実施区域周辺の海域

の地形、底質、生物とその生息・生
育環境等の状況を基に類型区分を
行った結果、砂浜、磯（岩）浜、礫
浜、砂泥底域、海草藻類、サンゴ
礁、ガラモ場の７つに区分されまし
た。 

２）地域を特徴づける生態系の注目
種・生物群集の抽出 
対象事業実施区域周辺海域にお

いて事業の影響が及ぶと想定さ
れ、評価の対象として検討すべき
重要な類型として潮上帯（砂浜）、
潮間帯（岩礁・砂礫）、潮下帯（アマ
モ場・サンゴ礁域・ガラモ場・砂泥底
域）が挙げられます。これらの各類
型における種・種群と食物連鎖から
上位性、典型性、特殊性の視点で
注目される主な生物を抽出した結
果、鳥類９種、底生動物15種、潮間
帯生物12種、魚類９種、海草藻類６
種、サンゴ類２種(4種)の合計53種
を抽出しました。 

（１）潮上帯（砂浜） 
○上位性：該当種はありません。 
○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：ハマトビムシ科、ナキオ
カヤドカリ、ミナミスナガニ 

（２）潮間帯（岩礁） 
○上位性：クロサギ、ミサゴ、ハヤブ
サ、ズグロカモメ、イソシギ、シロ
チドリ 

○特殊性：ヒジキ 
○典型性：イソシギ、シロチドリ、ア
オサ属、カイノリ、キバアマガイ、
ゴマフニナ、レイシダマシ、アマオ
ブネ、ヘリトリアオリガイ 

（３）潮間帯（砂礫） 
○上位性：該当種はありません。 
○特殊性：該当種はありません。 

凝集沈殿プラントにより適切に処理する
ことと、濁りの発生は一時的であることか
ら潮間帯、サンゴ礁、アマモ場の生態系
への影響は少ないと考えられ、餌場とし
て利用する鳥類への影響も少ないものと
考えられます。 

 
３）生態系の構造・機能への影響 

工事による騒音の発生及び赤土等の
水の濁りによる環境要素の変化や生物
群集への影響は少ないと予測しており、
海域動植物及び鳥類（上位性）の生態系
基盤は維持されることから、食物連鎖な
どへの影響は少ないものと考えられま
す。 
工事による騒音の発生及び降雨時な

どの一時的な赤土等によるわずかな濁り
の発生による影響は間帯及び海域の生
物及び鳥類に変化が見られますが、影響
は一時的でるため、対象事業実施区域
の隣接海域での変化は小さいと考えら
れ、生態系の構造と機能への影響は少
ないものと予測しました。 

 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）環境要素の変化による生態系への影響 

施設等の存在及び供用による環境要
素の変化として、施設からの排水による
水環境の変化が考えられます。施設の供
用開始に伴い、施設からの排水量が現
在70ｍ3/日から、供用時には570ｍ3/日
に増加します。それにより水環境の変化
による影響が考えられます。しかし、
「4.2.6 水の汚れ」の予測結果より、ＳＳ濃
度の上昇はほとんど見られず、ＣＯＤは
排水口から半径約10ｍの範囲で0.1mg/L
とわずかな上昇でした。影響が見られる
のは排水口周辺の直近であり、10ｍ以上
離れるとほとんど影響はないと考えられ
ます。また、同じく「4.2.6 水の汚れ」の予
測結果から、その他の項目についても、
上昇はほとんど見られないか、影響を与
えないという予測結果となりました。この
ことから環境要素の変化による生態系へ
の影響は少ないものと予測しました。 

 
２）注目種・群集により指標される生態系へ
の影響 
施設等の存在及び供用による注目種・

群集により指標される生態系への影響要
因として、施設からの排水による水環境
の変化が考えられます。 
サンゴ礁およびガラモ場に生息する海

域生物は、施設からの排水により排水口
周辺のわずかな範囲において水環境が
変化するため、基盤となるサンゴ類、ホン
ダワラ類、一次生産者であるプランクトン
の変化などの影響が考えられ、その他の
生物の生息の場、繁殖場、餌場としての

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）回避・低減に係る評価 

評価の基準は、「施設等の存在及び供用
に伴い、海域生態系における環境要素の変
化を最小限にすること」としました。 

（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 
事業者が行う環境保全措置の実施によっ

てほとんどの影響が軽減され、海域生態系
への影響はほとんどないことから、海域生態
系に対する影響の回避・低減は図られている
ものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
平成15年と同様に、事業者が行う環境保

全措置の実施によってほとんどの影響が軽
減され、海域生態系への影響はほとんどな
いことから、海域生態系に対する影響の回
避・低減は図られているものと評価しました。 

 
２）環境保全施策との整合性に係る評価 
（１）平成15年の調査・予測に対する評価結果 

生態系について種の多様性の観点から定
められた基準等はありませんが、沖縄県が
策定した「自然環境の保全に関する指針［沖
縄島編］（平成10年、沖縄県）において対象
事業実施区域は、ランクⅠ（自然環境の厳正
な保護を図る区域）に指定されています。 
施設の供用によって影響を受けることが予

測されている、サンゴ礁に生息する海域生物
及び餌場として利用する鳥類などの生態的
機能への影響は事業者が行う環境保全措置
の実施によって大部分が軽減されるものと考
えられることから、対象事業の実施に際して
は、環境保全に関する施策との整合性は図
られているものと評価しました。 

（２）平成25年の調査・予測に対する評価結果 
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○典型性：イソスギナ、ベニツケガ
ニ科、フデノホ、ヒトエグサ、ハナ
ビラダカラ 

（４）潮下帯（アマモ場） 
○上位性：ベニアジサシ、エリグロ
アジサシ、コアジサシ 

○特殊性：オキナワモズク 
○典型性：リュウキュウスガモ、ボ
ウバアマモ、マツバウミジグサ、
シュモクガイ科、シラヒゲウニ、ヤ
ドカリ類、シャコ類、キビナゴ属、
タカノハゼ、アミアイゴ、クツワハ
ゼ属 

（５）潮下帯（サンゴ礁域） 
○上位性：該当種はありません。 
○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：ハナヤサイサンゴ、ベニ
ハマサンゴ、塊状ハマサンゴ類、
キクメイシ類、オオタカノハ、キク
ザル科、ヒメシャコガイ、コブヒト
デ、ナガウニ類、ゴカイ類、マダラ
イモ、ルリスズメダイ、オジサン、
クラカオスズメダイ、テンジクダイ
科、キンセンイシモチ 

（６）潮下帯（ガラモ場） 
○上位性：該当種はありません。 
○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：ホンダワラ属、アミアイゴ 

（７）潮下帯（砂泥底域） 
○上位性：該当種はありません。 
○特殊性：該当種はありません。 
○典型性：ウミヒルモ類 
 
 

利用に影響を受けることが考えられます
が、排水による変化の程度は軽微であ
り、最も影響が及ぶ範囲も排水口の直近
のわずかな範囲であることから影響は少
ないものと考えられます。 
餌場として利用する鳥類（上位性）の注

目種・群集は、施設からの排水により排
水口周辺のわずかな範囲において水環
境が変化するため、鳥類の採餌場とな
る、サンゴ礁、ガラモ場の生態系への影
響が考えられますが、排水による変化の
程度は軽微であり、最も影響が及ぶ範囲
も排水口の直近のわずかな範囲であるこ
とからサンゴ礁の生態系への影響は少な
いと考えられ、餌場として利用する鳥類
への影響も少ないものと考えられます。 

 
 

３）生態系の構造・機能への影響 
施設からの排水による環境要素の変

化や生物群集への影響は少ないと予測
しており、海域動植物及び鳥類（上位性）
の生態系基盤は維持されることから、食
物連鎖などへの影響は少ないものと考え
られます。 
施設からの排水による変化の程度は、

サンゴ礁（海域）、ガラモ場の生物に変化
が見られますが、排水による影響は軽微
であり、最も影響が及ぶ範囲も排水口の
直近のわずかな範囲であることから、対
象事業実施区域の隣接海域での変化は
小さいと考えられ、生態系の構造と機能
への影響は少ないとものと予測しました。 

沖縄県が平成25年4月に策定した「第2次
沖縄県環境基本計画」によると、本事業は
「事業別配慮指針」における「下水道終末処
理場の設置又は変更の事業」に該当します。
配慮指針の個別事項として「当該事業の実
施にあたり、周辺環境への影響について把
握し、環境への影響を最小限にとどめるよう
十分配慮する」と示されています。 
本事業の施設等の存在及び供用時の低

減措置として、施設からの排水を排水基準以
下に処理し、影響が及ぶ範囲を少なくするな
どの海域への影響を可能な限り低減すること
としています。この環境保全措置により、海
域生態系に対する影響の回避・低減は図ら
れていることから、上記政策との整合性は図
られているものと評価されます。 
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4.2.16 景観 

 

表 4.2-16 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(景観) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

景観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）眺望景観の状況 
対象事業実施区域が眺望可能

な９地点のうち、対象区域への眺望
状況や眺望地点の利用状況等を考
慮した結果、「平安名地区2-1号
線」、「平敷屋公園」、「展望台」の３
地点を代表地点として選定しまし
た。 

 
２）囲繞景観の状況 
（１）対象事業実施区域周辺の囲繞景
観の状況 
対象事業実施区域周辺に分布

する可視領域内を土地利用現況
図、地形的要素及び植生区分等か
ら景観的均質性や一体性を目安と
して、既存資料を参考に住宅地、樹
林地、農地と海岸の景観区に区分
しました。景観区の代表的な地点と
しては住宅地（平敷屋集落）、樹林
地、農地（耕作地）と海岸（カッチン
浜）の４地点を選定しました。 
なお、対象事業実施区域内は、

地域の人々が一般的に利用できる
地域ではないことから除外しまし
た。 
ア）住宅地（平敷屋集落） 

本地域は、生活空間の場とし
て利用されている地域です。住
宅地内には平敷屋公園がありま
す。囲繞景観が有する価値として
は、利用状況から見られるように
生活環境における快適性（普遍
価値）のある地域となっていま
す。 

イ）樹林地 
本地域は、対象事業実施区域

に隣接する地域です。本地域に
おける囲繞景観の有する価値と
して、自然性（普遍価値）のある
地域となっています。 

ウ）農地（耕作地） 
本地域は、対象事業実施区域

に隣接する地域です。本地域に
おける囲繞景観の有する価値と
して、利用状況から見られるよう
に利用性（普遍価値）のある地域
となっています。 

エ）海岸（カッチン浜） 
本地域は、対象事業実施区域

に隣接する地域です。本地域に
おける囲繞景観の有する価値と
して、自然性、利用性（普遍価
値）及び親近性（固有価値）のあ
る地域となっています。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）視覚的変化による眺望景観の価値の変
化の程度 

（１）平安名地区2-1号線 
事業計画実施後の平安名地区2-1号

線における眺望景観には、本事業計画に
係る構造物の第３中継ポンプ室の建物の
出現が予測されました。しかし、出現する
新設のポンプ室は地上部の高さが3.5ｍ、
床面積が6.1ｍ×5.6ｍで、周辺に点在す
る人工的な構造物に較べて小規模な構
造物であり色彩の側面からも違和感はな
く、眺望状況の変化は少ないと考えられ、
眺望性の価値の変化に対する影響は軽
微であると予測されました。なお、し尿処
理施設は地形的な条件により捉えること
はできない状況となっています。 

（２）平敷屋公園 
事業計画実施後の平敷屋公園におけ

る眺望景観には、本事業計画に係る構造
物は出現しないものと予測されました。こ
のことから、眺望性の価値の変化に対す
る影響はないものと予測されました。 
なお、樹木に遮られて視認することが

できない第２中継ポンプ室に対し視点方
向を変えて捉えた場合においても「平安
名地区2-1号線」からの予測結果と同様、
出現する構造物は小規模であると考えら
れ、違和感はないと予測されました。ま
た、し尿処理施設は地形的な条件により
捉えることはできない状況となっていま
す。 

（３）展望台（津堅島） 
事業計画実施後の津堅島の展望台か

ら対象事業実施区域までの距離が5.5km
と遠距離になるため、本事業計画に係る
構造物の変化を視覚的に捉えることはで
きない状況です。このことから、眺望性と
しての価値への影響はないと予測されま
した。なお、し尿処理施設は地形的な条
件により捉えることはできない状況となっ
ています。 

 
２）景観要素の状態の変化による囲繞景観
の価値の変化の程度 

（１）対象事業実施区域周辺の囲繞景観の
状況 
ア）住宅地（平敷屋集落） 

事業計画実施後の住宅地において
は、囲繞景観の直接改変は現れず、
眺めにおいても住宅の要因により本事
業計画に係る構造物は出現しないもの
と予測されます。このことから、本地域
がもつ快適性としての価値において影
響はないものと予測しました。 

事業計画策定にあたっ
ては、森林環境及び草地
環境を本地域の自然景観
を維持するために重要と
判断し、環境への影響が
少なくなるよう、既に人工
的な改変が行われている
道路、施設、緑の多い造
成地、裸地などを中心に
施設配置計画を行いまし
た。 
施設の構造としては、

流量調整槽を半地下構造
にする等、周辺地形を出
来るだけ利用した施設配
置としました。また、し尿処
理施設の周囲には植栽を
行うこと、構造物の色彩は
周辺建物と同様に淡色系
の色彩とするなど、眺望景
観に配慮しました。 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）視覚的変化による眺望景観の価値の変化の
程度 

（１）回避・低減に係る評価 
し尿処理施設の人工構造物が外部から目

立たないように海岸部において植栽が計画さ
れていることや新設のポンプ室が小規模で、
周辺に点在する人工的な構造物に較べて色
彩的にも違和感なく、眺望状況の変化は最
小限に止まる計画となっていることから、視
覚的変化による眺望景観の価値の変化の程
度に対する影響の回避・低減が図られている
ものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
景観について環境保全の観点から定めら

れた施策として、「沖縄県環境基本条例」（平
成12年３月31日沖縄県条例第15号）がありま
す。本条例では、「人と自然との豊かな触れ
合いが保たれ、並びに良好な景観及び歴史
的、文化的遺産が保全されること」が定めら
れています。 
ア）平安名地区2-1号線 

し尿処理施設の建物は捉えられず、第３
中継ポンプ室の建物の出現が予測されま
したが、出現する新設のポンプ室は周辺に
点在する人工的な構造物に較べて小規模
な構造物であるため色彩の側面からも違
和感はなく、眺望状況の変化は少ないと考
えられ、眺望性の価値の変化に対する影
響は軽微であると予測されました。このこと
から、沖縄県における環境の保全に関す
る施策との整合性は図られているものと評
価しました。 

イ）平敷屋公園 
樹木や既存の構造物及び地形的な要因

により構造物は出現しないものと予測さ
れ、眺望状況の変化はなく、眺望性の価値
の変化に対する影響もないものと予測され
ました。このことから、沖縄県における環境
の保全に関する施策との整合性は図られ
ているものと評価しました。 

ウ）展望台（津堅島） 
眺望地点からの距離が5.5kmと遠距離

にあり、構造物の変化を視覚的に捉えるこ
とはできない状況であることから、眺望状
況の変化はなく眺望性の価値の変化に対
する影響はないものと予測されました。こ
のことから、沖縄県における環境の保全に
関する施策との整合性は図られているも
のと評価しました。 

 
２）景観要素の状態の変化による囲繞景観の価
値の変化の程度 

（１）回避・低減に係る評価 

特に事後調査は必要としません。 
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（２）対象事業実施区域の囲繞景観の
把握 
ア）各景観区の価値の把握 

対象事業実施区域における当
該事業の影響を予測する必要が
あることから、これまでの地形・
地質及び陸域植物の調査結果
等を基に、海域を含んだ事業実
施区域内について、丘陵地、低
地、砂浜、海域と人工海岸の景
観区に区分しました。 

イ）普遍価値 
対象事業実施区域の普遍価

値の高い認識項目としては、丘
陵地に自然植生が分布している
ことから、植生自然度が高いと考
えられ、自然性があげられます。
また、対象事業実施区域で多く
の面積を占める低地において
は、港湾施設等が立ち並んでい
るが、その周囲には芝等の草地
で管理された環境となっていま
す。 

ウ）固有価値 
対象事業実施区域の固有価

値の高い認識項目としては、海
域はホワイト・ビーチ地区水域の
ため、活動が制限されているた
め自然が残っており、自然性が
高いと認識されます。 

 
３）その他の必要事項 

本地域周辺海域では平敷屋漁
港～津堅漁港を結ぶ定期線が航行
することから航路上からの眺望状
況を記録した結果、航路上のうち最
も眺望が良いと判断された地点は
ゴンジャン岩から南に１km離れた地
点でした。眺望状況は、水平見込
み角約30度で北西方向に捉えるこ
とができます。 

 
 

イ）樹林地 
事業計画実施後の樹林地において

は、囲繞景観の直接改変は現れず、
眺めにおいても周囲の樹木に遮られる
ことにより本事業計画に係る構造物は
出現しないものと予測されます。このこ
とから、本地域がもつ自然性としての
価値において影響はないものと予測し
ました。 

ウ）農地（耕作地） 
事業計画実施後の農地においては、

囲繞景観の直接改変は現れず、眺め
においても地形的な要因により本事業
計画に係る構造物は出現しないものと
予測されます。このことから、本地域が
もつ利用性としての価値において影響
はないものと予測しました。 

エ）海岸：カッチン浜 
業計画実施後の海岸においては、囲

繞景観の直接改変は現れず、眺めにお
いてもポンプ室等の小規模な構造物が
既存の構造物の中に新たに出現する
が、樹木や既存の大規模な構造物に遮
られることにより本事業計画に係る構造
物は出現しないものと予測されます。こ
のことから、本地域がもつ自然性、利用
性及び親近性としての価値において影
響はないものと予測しました。 

（２）対象事業実施区域の囲繞景観の状況 
ア）場の改変の程度 

事業計画実施後のし尿処理施設の
存在に伴う各景観区の分布を重ね合わ
せ、囲繞景観の変化の程度を予測しま
した。 
自然度の高い丘陵－森林や砂浜－

海岸植生は、事業による改変はなく、自
然性の価値の変化はないと考えます。
丘陵－草地や低地－裸地は、事業によ
る改変で場の消失が生じますが、事業
の計画検討に当たって講じた環境保全
配慮として、し尿処理施設の周辺には
在来種を用いた緑化を行うことから、自
然性の価値の変化は小さいものと考え
ます。 

イ）囲繞景観の普遍価値と固有価値の変
化の程度 
①普遍価値 

自然度の高い丘陵地－森林、丘陵地
－草地、丘陵地－緑の多い宅地、丘陵
地－裸地、低地－草地、砂浜－海岸植
生や砂浜－裸地は、事業による改変は
なく、自然性の価値の変化はないと考え
ます。低地－緑の多い宅地や低地－裸
地は、事業による改変で場の消失が生
じますが、事業の計画検討に当たって
講じた環境保全配慮として、し尿処理施
設の周辺には在来種を用いた緑化を行
うことから、自然性の価値の変化は小さ
いものと考えます。 
②固有価値 

し尿処理施設の人工構造物が外部から目
立たないように海岸部において植栽が計画さ
れていることや新設のポンプ室が小規模で、
周辺に点在する人工的な構造物に較べて色
彩的にも違和感なく、眺望状況の変化は最
小限に止まる計画となっています。これによ
り、周辺景観区の直接改変はなく、また眺め
の状態においても、住宅地、樹林地、農地の
各景観区においては変化はなく、海岸景観
区においても僅かな変化となっており、海岸
景観区のもつ自然性、利用性（普遍価値）及
び親近性（固有価値）の価値に影響はないも
のと予測されました。 
このことから、囲繞景観の価値の変化に対

する影響の回避・低減が図られているものと
評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
「（１）視覚的変化による眺望景観の普遍価

値と固有価値の変化の程度 イ」と同様の施
策との整合性を評価しました。 
ア）住宅地 

樹木や地形的な要因により本事業計画
に係る構造物は出現しないものと予測さ
れ、本地域がもつ快適性の価値について
も影響はないものと予測されました。このこ
とから、沖縄県における環境の保全に関す
る施策との整合性は図られているものと評
価しました。 

イ）樹林地 
予測の結果、事業計画実施後の緑地に

おいては、周囲の木々に遮られることによ
り本事業計画に係る構造物は出現しないも
のと予測され、本地域がもつ自然性の価値
についても影響はないものと予測されまし
た。このことから、沖縄県における環境保
全施策との整合性は図られているものと評
価しました。 

ウ）農地 
予測の結果、事業計画実施後の農地に

おいては、地形的な要因により本事業計画
に係る構造物は出現しないものと予測さ
れ、本地域がもつ利用性の価値についても
影響はないものと予測されました。このこと
から、沖縄県における環境保全施策との整
合性は図られているものと評価しました。 

エ）海岸 
予測の結果、事業計画実施後の海岸に

おいては、木々や既存の構造物に遮られ
ることにより本事業計画に係る大規模な構
造物の出現に伴う景観構成要素の変化は
ないものと予測され、本地域がもつ自然
性、利用性及び親近性の価値についても
影響はないものと予測されました。このこと
から、沖縄県における環境保全施策との整
合性は図られているものと評価しました。 

 
３）その他の必要事項 
（１）回避・低減に係る評価 

し尿処理施設のうち海岸部に面する前面
には、地域の植生に配慮した植栽を施す事と



 

4-48 

海域では、ホワイト・ビーチ地区水域
に指定されており、ホワイト・ビーチに寄
港・停泊する艦船の運行ルートとなって
います。また、事業の影響は海域に及
ばないことから、海域での固有性といっ
た価値認識に変化はありません。 
 

３）その他の必要事項 
事業計画実施後の海上における眺望

景観には、新設のし尿処理施設周辺に
計画されるフェンスと植栽樹木の出現が
予測されますが、これらの変化は、航路
上との距離が最短でも１kmに達すること
から詳細な変化は捉えられず、供用時の
眺望変化は軽微なものと予測されまし
た。 

 
 

なっていることから眺望景観の変化を回避す
る計画となっています。このことから、海上か
らの眺望性の価値の変化の程度に対する影
響の回避・低減が図られているものと評価し
ました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
「（１）視覚的変化による眺望景観の普遍価

値と固有価値の変化の程度 イ」と同様の施
策との整合性を評価しました。 
し尿処理施設周辺にフェンスと植栽樹木の

出現が予測されましたが、航路上との距離が
最短でも１kmに達することから詳細な変化は
捉えられず、供用時の眺望変化の程度は軽
微なものと予測され、航路上における眺望性
の価値の変化に対する影響も軽微なものと
予測されました。このことから、沖縄県におけ
る環境の保全に関する施策との整合性は図
られているものと評価しました。 
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4.2.17 人と自然との触れ合いの活動の場 

 

表 4.2-17 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(人と自然の触れ合い活動の場) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 
人と自然
との触れ
合い活動
の場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）人と自然との触れ合い活動の場の
概況 
調査範囲内に分布する人と自然

との触れ合い活動の場は、タイプご
とに見ると、主要な景勝地及び眺望
地６地点、児童公園及び緑地15地
点、海岸及び漁港18地点、レジャー
施設２地点が確認されました。その
うち、潮辺名バンタ、勝連ハンググ
ライダー飛行ボードは、現在利用さ
れていませんでした。 

 
２）主要な人と自然との触れ合い活動
の場の分布、利用状況及び利用形
態 
主要な人と自然との触れ合い活

動の場は、主要道路周辺に位置す
る主要な人と自然との触れ合い活
動の場が10地点、その他の主要な
人と自然との触れ合い活動の場が
14地点、合計24地点あり、主に公
園及び海岸でした。 

（１）主要道路周辺に位置する主要な
人と自然との触れ合い活動の場 
公園として浦ヶ浜公園（平敷屋漁

港内）、平敷屋運動広場（平敷屋漁
港内）、平敷屋公園（平敷屋タキノ
ー）、内間児童公園、平安名第２公
園、平安名区児童公園、与那城児
童公園、西原児童公園が挙げら
れ、遊具遊び、ゲートボール、休
憩、散歩、ジョギングなどに利用さ
れています。幼児～老人まで利用
されている場が多く、利用者数は１
日に０～10人の所が多くなっていま
す。 
海岸として平敷屋ミーガチ海水

浴場とその周辺海岸、平敷屋漁港
が挙げられ、釣り、潮干狩り、海水
浴、休憩などに利用されています。
幼児～老人まで利用し、平敷屋漁
港では船待ち、エイサー練習やハ
ーリー練習など多い日には１日14
～150人確認されました。 

（２）その他の主要な人と自然との触
れ合い活動の場 
平安名幸地浜海水浴場、湾岸道

路付近の海岸、屋慶名海峡、藪地
大橋、浜の人工ビーチなどの海岸
は、釣り、潮干狩り、海水浴、浜遊
びなどに利用されています。 

 
３）主要な人と自然との触れ合い活動
の場へのアクセス形態 

（１）交通量 

＜工事中＞ 
１）主要な人と自然との触れ合い活動の場
の分布、利用環境の改変の程度 
事業実施計画と調査区域を重ね合わ

せた結果、人と自然との触れ合い活動の
場は対象事業実施区域外に位置してお
り、資機材の運搬車両の走行に伴う主要
な人と自然との触れ合い活動の場の分
布、利用環境の改変は生じないと予測さ
れました。 

 
２）人々の活動・利用の変化 

「4.2.1 大気質」、「4.2.2 騒音」、「4.2.3 
振動」の予測結果より、県道８号線沿道
の環境への影響は軽微であるものと予
測されており、それに伴う人々の活動・利
用の変化への影響においても軽微である
ものと予測されました。 

 
３）人と自然との触れ合い活動の場へのア
クセス特性の変化 
交通量の最も多い地点と交通量の最

も少ない地点において資機材の運搬車
両の走行時の交通量を算出した結果、増
加量は平常時に対し0.8～2.8％であると
予測されたこと、また、事業計画ではアク
セスルートの改変はないことから資機材
の運搬車両の走行によるアクセス特性へ
の影響は軽微なものであると予測されま
した。 

 

＜工事中＞ 
○資機材の搬出入に際し
ては、効果的な運搬計
画を立て、極力運行台
数を減らすような措置を
講じます。 

○進入道路及び交差点に
は必要に応じ交通整理
員等を配置し歩行の安
全性、快適性を確保す
るものとします。 

○運搬車両の運転者に対
しては規制速度の厳
守、空ぶかしやアイドリ
ンクの禁止など安全運
転を心がけるよう呼び
かけ、啓発を行います。 

 

＜工事中＞ 
１）主要な人と自然との触れ合い活動の場の分
布、利用環境の改変の程度 

（１）回避・低減に係る評価 
資機材の運搬車両の走行に伴う主要な人

と自然との触れ合い活動の場の分布、利用
環境の改変はないと予測されたことから、環
境への影響は回避が図られると評価しまし
た。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
人と自然との触れ合いの活動の場につい

て環境保全の観点から定められた施策とし
て、「沖縄県環境基本条例」（平成12年３月31
日沖縄県条例第15号）があります。本条例で
は、「人と自然との豊かな触れ合いが保た
れ、並びに良好な景観及び歴史的、文化的
遺産が保全されること」が定められています。 
資機材の運搬車両の走行に伴う主要な人

と自然との触れ合い活動の場の分布、利用
環境の改変はないと予測されたことから、上
記施策を満たしていると考えられ、沖縄県に
おける環境の保全に関する施策との整合性
は図られているものと評価しました。 

 
２）人々の活動・利用の変化 
（１）回避・低減に係る評価 

資機材の運搬車両の走行に伴う県道８号
線沿道の環境への影響は軽微であり、それ
に伴う人々の活動・利用の変化への影響に
おいても軽微であるものと予測されたことか
ら環境への影響は低減が図られているもの
と評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
上記の「人と自然との豊かな触れ合いが

保たれ、並びに良好な景観及び歴史的、文
化的遺産が保全されること」を基準に評価し
た結果、資機材の運搬車両の走行に伴う県
道８号線沿道の環境への影響は軽微であ
り、それに伴う人々の活動・利用の変化への
影響においても軽微であるものと予測された
ことから、上記施策を満たしていると考えら
れ、沖縄県における環境の保全に関する施
策との整合性は図られているものと評価しま
した。 

 
３）人と自然との触れ合い活動の場へのアクセ
ス特性の変化 

（１）回避・低減に係る評価 
資機材の運搬車両の走行に伴う人と自然

との触れ合い活動の場へのアクセス特性の
変化への影響は軽微であると予測されたこと
から、環境への影響は低減が図られると評
価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 

特に事後調査は必要としません。 
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主要な人と自然との触れ合い活
動の場へのアクセスルートは、県道
８号線、浜比嘉及び藪地島の人と
自然との触れ合い活動の場へのア
クセスルートは、伊計平良川線とな
っています。 
対象事業実施区域周辺の交通

量は、平日は県道８号の勝連町平
安名で14,079台、休日は伊計平良
川線の与那城町字西原で11,040台
とそれぞれ最多でした。 
全車種及び全路線で具志川市方

面に向かうにつれて交通量が増加
する傾向が見られました。平日の交
通量が休日に比べ多い傾向が見ら
れました。 

（２）航路利用 
津堅島へのアクセス手段は平敷

屋～津堅間のフェリーのみで、過去
５年間における航路利用者数は平
成13年度が約71万人となっていま
す。 

 
４）利用の観点から見た主要な人と自
然との触れ合い活動の場の価値 
公園における価値は普遍価値で

は普及性や多様性が多く、固有価
値では郷土性や親近性が多くなっ
ています。その他に平敷屋公園に
おいては傑出性（非代替性の高
さ）、歴史性（郷土史などへの掲載）
が挙げられました。 
海岸及び浜における価値は、普

遍価値では普及性や多様性が多
く、固有価値では親近性や自然性
が多くなっています。 

 
 

上記の「人と自然との豊かな触れ合いが
保たれ、並びに良好な景観及び歴史的、文
化的遺産が保全されること」を基準に評価し
た結果、資機材の運搬車両の走行に伴う人
と自然との触れ合い活動の場へのアクセス
特性の変化への影響は軽微であると予測さ
れたことから、上記施策を満たしていると考
えられ、沖縄県における環境の保全に関する
施策との整合性は図られているものと評価し
ました。 
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4.2.18 歴史的・文化的環境 

表 4.2-18 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(歴史的・文化的環境) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 
歴史的・
文化的環
境 

１）文化財等の状況 
（１）文化財保護法等に規定する文化
財 
既存資料等による調査の結果、

調査の対象となる文化財保護法や
沖縄県及び勝連町の文化財保護
条例等により指定、選定・選択、登
録され、かつ土地に密接な関係を
有する文化財は、対象事業実施区
域には存在しませんでした。 

（２）文化財保護法等に準じる文化財 
既存資料等による調査の結果、

調査の対象となる文化財保護法等
に基づく指定又は登録されていな
いが指定基準に適合し､かつ土地
に密接な関係を有する文化財は、
対象事業実施区域には存在しませ
んでした。 

 
２）埋蔵文化財包蔵地の状況 

対象事業実施区域には調査の
対象となる周知の埋蔵文化財包蔵
地として、「平敷屋トウバル遺跡」１
カ所が存在します。 

 
３）歴史的街並み、御嶽や拝所等の風
土・伝統的行事及び祭礼等の場の
状況 
調査地域において井戸１カ所及

び墓39カ所が確認されました。 
 

４）その他必要事項（関係法令） 
指定文化財及び埋蔵文化財包

蔵地に関する関係法令の内容を
「文化財保護の手引き 改訂版」
（平成10年、沖縄県教育庁文化課）
を参考に以下に示します。指定文
化財については、「文化財保護法
（第43条、56条13、80条）」、「沖縄
県文化財保護条例（第14条、第36
条）」により、文化財に関してその現
状を変更し、又は、その保存に影響
を及ぼす行為をしようとするときに
は、町教育委員会、県教育委員会
を経由して、文書で文化庁長官へ
届け出することが義務づけられてい
ます。 
埋蔵文化財包蔵地については、

「文化財保護法」に基づき、「埋蔵
文化財の発掘又は遺跡の発見の
届出等に関する規則」（昭和29年、
文化財保護委員会規則第５号（最
終改正：平成12年３月８日文部省令
第８号）に定める事項を記載した書
面を県教育委員会へ届出すること
が義務づけられています。また、工

＜工事中＞ 
１）埋蔵文化財包蔵地の現状変更、損傷、
改変等の程度 

（１）造成等の施工による一時的な影響 
対象事業実施区域内には周知の埋蔵

文化財包蔵地の「平敷屋トウバル遺跡」
の存在が確認されていますが、対象事業
の改変区域には含まれないことから、工
事により影響を受けることはないものと予
測しました。 
なお、工事に際し新たに埋蔵文化財や

化石等の出土が確認された場合は、勝
連町教育委員会に報告するとともに、文
化財保護法第57条の２（工事等の発掘に
ついて）及び同法第57条の５（新たに遺
跡を発見した場合について）にのっとり適
切な対策を講じることから、重要な文化
財が工事により確認された場合でも、そ
の影響は最小限度とすることが可能と考
えられます 

（２）資機材の運搬車両の走行 
建設機械や建設資機材の搬出入によ

る運搬車両の発生に伴い、埋蔵文化財
包蔵地への道路交通振動による損傷に
係る影響が挙げられますが、6.3振動の
予測結果や発生運搬車両台数は最大１
日当り108台と極めて少なく、道路交通振
動による影響はほとんどないものと判断
されていることから、現状変更、損傷、改
変等の影響はないものと予測しました。 

 
２）歴史的街並み、御嶽や拝所等の風土・
伝統的行事及び祭礼等の場その他の文
化財に準じるものの現状変更、損傷、改
変等の程度 

（１）造成等の施工による一時的な影響 
対象事業実施区域内には、その他の

文化財に準じるものとして井戸１カ所と墓
39カ所が確認されていますが、対象事業
の汚水送水管は、主に既存道路に沿って
埋設され、これらの文化財に準じるもの
の分布とは一致しません。し尿処理施設
についても、既設の生活排水処理施設か
ら規模が大きくなる計画であるが改変範
囲は、文化財に準じるものの分布とは一
致しません。 
以上から、工事によるその他の文化財

に準じるものとして挙げられた井戸及び
墓への影響はないと予測しました。 

（２）資機材の運搬車両の走行 
「１」埋蔵文化財包蔵地の現状変更、

損傷、改変等の程度」と同様の理由より
確認された井戸や墓の現状変更、損傷、
改変等の影響はないものと予測しまし
た。 

 

＜工事中＞ 
○対象事業実施区域周辺
の文化財等、埋蔵文化
財包蔵地及びその他の
文化財に準じるものに
おいて、対象事業の実
施による現状変更、損
傷、改変等の影響が生
じないように努めます。 

○工事に際し新たに埋蔵
文化財や化石等の出土
が確認された場合は、
勝連町教育委員会に報
告するとともに、文化財
保護法第57条の２（工
事等の発掘について）
及び同法第57条の５
（新たに遺跡を発見した
場合について）にのっと
り適切な対策を講じるも
のとします。 

＜工事中＞ 
１）埋蔵文化財包蔵地の現状変更、損傷、改変
等の程度 

（１）造成等の施工による一時的な影響 
ア）回避・低減に係る評価 

対象事業実施区域内には周知の埋蔵
文化財包蔵地の「平敷屋トウバル遺跡」の
存在が確認されていますが、対象事業の
改変区域は周知の埋蔵文化財包蔵地を含
まない計画となっていることから、工事によ
り影響を受けることはなく､影響は回避され
るものと評価しました。 
なお、工事に際し新たに埋蔵文化財や

化石等の出土が確認された場合は、勝連
町教育委員会に報告するとともに、文化財
保護法第57条の２（工事等の発掘につい
て）及び同法第57条の５（新たに遺跡を発
見した場合について）にのっとり適切な対
策を講じることから、環境影響は最小限度
に低減されるものと評価しました。 

イ）環境保全施策との整合に係る評価 
「ア 回避・低減に係る評価」の理由によ

り、埋蔵文化財の保全を図る施策との整
合性は図られているものと評価しました。 

（２）資機材の運搬車両の走行 
ア）回避・低減に係る評価 

運搬車両の運行台数は最大１日当り
108台に抑えるなど低減措置が講じられ、
道路交通振動による影響はほとんどない
ものと予測され、周知の埋蔵文化財包蔵
地の「平敷屋トウバル遺跡」の現状変更、
損傷、改変等の影響はなく回避されている
ものと評価しました。 

イ）環境保全施策との整合に係る評価 
周知の埋蔵文化財包蔵地の「平敷屋ト

ウバル遺跡」への道路交通振動による影
響はほとんどないものと予測され、現状変
更、損傷、改変等の影響はなく現状のまま
保全されることから､埋蔵文化財の保全を
図る施策との整合性は図られているものと
評価しました。 

 
２）歴史的街並み、御嶽や拝所等の風土・伝統
的行事及び祭礼等の場その他の文化財に準
じるものの現状変更、損傷、改変等の程度 

（１）造成等の施工による一時的な影響 
ア）回避・低減に係る評価 

その他の文化財に準じるものとして、井
戸１カ所と墓39カ所が確認されています
が、汚水送水管を主に既設道路沿いに埋
設するなど土地の改変を最小限にとどめ
る計画となっており、確認された文化財に
準じるものの改変も行われません。 
以上から、本事業計画は、実行可能な

範囲内で環境に与える影響の回避が図ら
れているものと評価しました。 

特に事後調査は必要としません。 
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事に際し新たに埋蔵文化財や化石
等の出土が発見された場合は、そ
の現状を変更することなく、遅滞な
く文化財保護法第57条の２（工事等
の発掘について）及び同法第57条
の５（新たに遺跡を発見した場合に
ついて）に基づき適切な対策を講じ
る必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜施設等の存在及び供用＞ 
１）埋蔵文化財包蔵地の現状変更、損傷、
改変等の程度 
対象事業実施区域内には、周知の埋

蔵文化財包蔵地の「平敷屋トウバル遺
跡」の存在が確認されています。施設等
の存在による影響はなく、現状のまま保
全されることから、埋蔵文化財包蔵地の
現状変更、損傷、改変等はないものと考
えられます。 

 
２）歴史的街並み、御嶽や拝所等の風土・
伝統的行事及び祭礼等の場その他の文
化財に準じるものの現状変更、損傷、改
変等の程度 
対象事業実施区域には、その他の文

化財に準じるものとして井戸１カ所、墓39
カ所が分布しています。井戸や墓へのア
クセス道路は、施設の存在及び供用時に
も現状のまま保全され、かつ利用できる
ことから、利用に際し影響を及ぼすことは
ないものと予測しました。 

 
 
 
 
 
 

イ）環境保全施策との整合に係る評価 
その他の文化財に準じるものとして、井

戸１カ所と墓39カ所が確認されています
が、これらの改変は行われない計画となっ
ており、工事により影響を受けることはなく
保全されることから、文化財の保全を図る
施策との整合性が図られているものと評価
しました。 

（２）資機材の運搬車両の走行 
ア）回避・低減に係る評価 

「１）埋蔵文化財包蔵地の現状変更、損
傷、改変等の程度」と同様の理由より確認
された井戸や墓の現状変更、損傷、改変
等の影響はなく回避されているものと評価
しました。 

イ）環境保全施策との整合に係る評価 
「１）埋蔵文化財包蔵地の現状変更、損

傷、改変等の程度」と同様の理由より 
文化財の保全を図る施策との整合性は

図られているものと評価しました。 
 
 
<施設等の存在及び供用> 
１）埋蔵文化財包蔵地の現状変更、損傷、改変
等の程度 

（１）回避・低減に係る評価 
施設等の存在による影響はなく、現状のま

ま保全されることから、埋蔵文化財包蔵地の
現状変更、損傷、改変等の影響は回避され
ているものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合に係る評価 
「（１）回避・低減に係る評価」と同様の理由

から、埋蔵文化財の保全を図る施策との整
合性は図られているものと評価しました。 

 
２）歴史的街並み、御嶽や拝所等の風土・伝統
的行事及び祭礼等の場その他の文化財に準
じるものの現状変更、損傷、改変等の程度 

（１）回避・低減に係る評価 
対象事業実施区域には、その他の文化財

に準じるものとして井戸１カ所、墓39カ所が分
布しています。施設等の存在による影響はな
く、現状のまま保全されることから、現状変
更、損傷、改変等の影響は回避されているも
のと評価しました。また、井戸や墓へのアク
セス道路は、施設の存在及び供用時にも現
状のまま利用可能であることから、利用に対
する影響も回避されるものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合に係る評価 
「（１）回避・低減に係る評価」と同様の理由

から、沖縄の伝統や文化の保全を図る施策
との整合性は図られているものと評価しまし
た。 

 
 

 



 

4-53 

4.2.19 廃棄物等 

表 4.2-19 再評価書（平成２６年３月時点）における調査、予測及び評価の結果(廃棄物等) 
項目 調査 予測 環境の保全のための措置 評価 事後調査 

廃棄物等 
 

１）汚泥等の廃棄物及び建設発生土
の処理並びに処分状況 

（１）工事の実施（建設発生土、建設廃
材及び伐採木） 
建設発生土は他の工事において

利用する計画です。 
建設廃材は建設リサイクル法に

従い適切に処理します。 
伐採木は県の許可を受けた廃棄

物処理業者に委託し、再資源化等
の適正な処理を行います。 

（２）土地又は工作物の存在及び供用
（余剰汚泥、し渣、引抜油分） 
１日当たりの発生量は、余剰汚

泥0.48m3/日、し渣は0.64m3/日、引
抜油分は約14．25kg/日となってい
ます。これらの廃棄物は、県の許可
を受けた廃棄物処理業者に委託
し、適正な処理を行うよう米軍へ要
請します。 

 
２）廃棄物処理施設及び最終処分場
の状況 

（１）産業廃棄物 
沖縄県内においてがれき類・木く

ず破砕施設は58施設あります。ま
た、安定型最終処分場18施設、管
理型最終処分場10施設、焼却施設
６施設となっています。 

３）関係法令及び計画等、その他予測
に必要な事項 
廃棄物等に関する法令には「廃

棄物処理及び清掃に関する法
律」、「水質汚濁防止法」、「水質汚
濁防止法第３条第３項の規定に基
づく排水基準を定める条例」、「資
源の有効な利用の促進に関する法
律」、「建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律(建設リサイク
ル法)」があります。 

＜工事中＞ 
１）建設発生土 

改変区域内の残土処分量は、し尿処
理施設6,000m3、ポンプ室600m3、汚水送
水管200m3であり、合計6,800m3です。 
これらの残土は他の工事において利

用する計画であり、100％リサイクルされ
ると予測しました。 

 
２）建設廃材（コンクリート塊、アスファルト
等） 
既設の生活排水処理施設の撤去に伴

い発生する建設廃材（コンクリート塊、ア
スファルト等）の発生量は既設の生活排
水処理施設200m3、既設の主ポンプ室
50m3、合計250m3です。これらの産業廃
棄物は建設リサイクル法に従い適切に処
理します。 
平成14年度の沖縄県におけるこれら

のリサイクル率は78％です。 
 

３）伐採木 
ギンネム群落、ハマイヌビワ群落の２

群落が伐採され、発生量はギンネム群落
19.50m3、ハマイヌビワ群落12.51m3、合計
32.01m3です。これらの伐採木は、県の許
可を受けた廃棄物処理業者に委託し、再
資源化等の適正な処理を行います。 
沖縄県における産業廃棄物のリサイク

ル率は、41.2％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜工事中＞ 
○工事の実施に伴い発生
する建設発生土につい
ては、他の工事におい
て利用する計画であり、
再資源化に努めます。 

○既設の生活排水処理施
設の撤去に伴い発生す
る建設廃材（コンクリー
ト塊、アスファルト等）の
産業廃棄物は「建設工
事に係る資材の再資源
化等に関する法律(建設
リサイクル法) 」（平成
12年5月31日法律第104
号）に従い適切に処理し
ます。 

○伐採木については、県
の許可を受けた廃棄物
処理業者に委託し、再
資源化等の適正な処理
を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<工事中> 
１）建設発生土 
（１）回避・低減に係る評価 

工事中に発生する残土は他の工事におい
て利用する計画となっており、100％リサイク
ルされることから、建設発生土による影響の
回避は図られるものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
沖縄県では廃棄物の減量化を目標とした

環境基本計画を策定しています。工事中に
発生する残土は他の工事において利用する
計画となっており、対象事業の実施において
は沖縄県が実施する施策との整合性は図ら
れるものと評価しました。 

 
２）建設廃材（コンクリート塊、アスファルト等） 
（１）回避・低減に係る評価 

発生した建設廃材（コンクリート塊、アスフ
ァルト等）については、県の許可を受けた廃
棄物処理業者に委託し、再資源化等の適正
な処理を行う計画であることから、建設廃材
による影響の低減は図られるものと評価しま
した。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
発生した建設廃材（コンクリート塊、アスフ

ァルト等）については、建設リサイクル法の施
行により、分別解体等、再生資源化等が義
務づけられており、本法に従い適切に処理す
る計画です。 
また、沖縄県では廃棄物の減量化を目標

とした環境基本計画を策定しており、対象事
業の実施においては、国及び沖縄県が実施
する施策との整合性は図られるものと評価し
ました。 

 
３）伐採木 
（１）回避・低減に係る評価 

発生した伐採木については、県の許可を
受けた廃棄物処理業者に委託し、再資源化
等の適正な処理を行う計画であることから、
伐採木による影響の低減は図られるものと
評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
発生した伐採木については、県の許可を

受けた廃棄物処理業者に委託し、再資源化
等の適正な処理を行う計画です。 
沖縄県では廃棄物の減量化を目標とした

環境基本計画を策定しており、対象事業の
実施においては沖縄県が実施する施策との
整合性は図られるものと評価しました。 

 
 
 
 
 
 

建設発生土の搬出先については、
本事業の実施までに決定する事とし
ておりますが、現時点で具体的な利
用場所が決定していないことから、リ
サイクル先について事後調査を実施
します。 
また、建設発生土について仮置き

等を行う場合には、沖縄県赤土等流
出防止条例（平成７年）に準拠して実
施するとともに、赤土等の流出が発
生しないことを確認するために、以下
のとおり事後調査を実施します。 

 
１）調査項目 

建設発生土のリサイクル率及び
リサイクル先、仮置きする場合：処
理水のSS濃度 

 
２）調査時期と回数 
（１）リサイクル率及びリサイクル先 

リサイクル終了まで 
（２）処理水のSS濃度 

降雨時各１回 
 

３）調査位置 
（２）処理水のSS濃度 

仮置き場の処理水排出地点 
 

４）調査内容 
（１）リサイクル率 

建設発生土についてリサイクル
先とリサイクル率について工事別
に取りまとめる。 

（２）処理水のSS濃度 
降雨時に仮借置き場より発生す

る処理水を採水し、SS濃度を分析
する。 

 
５）監視基準 
（１）リサイクル率 

特になし 
（２）処理水のSS濃度 

沖縄県赤土等流出防止条例の
基準値（SS濃度200mg/L以下） 

 
６）環境影響の程度が著しいことが明
らかとなった場合の対応方針 
速やかに原因を究明し、必要な

措置を講ずるものとします。 
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＜施設等の存在及び供用＞ 
１）し尿処理施設の稼働時に発生する廃棄
物（余剰汚泥、し渣、引抜油分） 
余剰汚泥、し渣及び引抜油分は７日間

サイクルで別途で場外搬出します。 
余剰汚泥、し渣及び引抜油分は、既設

の生活排水処理施設と同様に、県の許
可を受けた廃棄物処理業者に委託し、適
正な処理を行います。 
沖縄県における産業廃棄物のリサイク

ル率は、41.2％となっています。 
 

＜施設等の存在及び供用
＞ 

○余剰汚泥、し渣及び引
抜油分は、既設の生活
排水処理施設と同様
に、県の許可を受けた
廃棄物処理業者に委託
し、適正な処理を行いま
す。 

 
 

＜施設等の存在及び供用＞ 
１）し尿処理施設の稼働に発生する廃棄物 
（１）回避・低減に係る評価 

発生する余剰汚泥、し渣及び引抜油分
については、既設の生活排水処理施設と
同様に、県の許可を受けた廃棄物処理業
者に委託し、適正な処理を行う計画である
ことから、廃棄物による影響の低減は図ら
れるものと評価しました。 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 
発生する余剰汚泥、し渣及び引抜油分

については、既設の生活排水処理施設と
同様に、県の許可を受けた廃棄物処理業
者に委託し、適正な処理を行う計画です。 
沖縄県では廃棄物の減量化を目標とし

た環境基本計画を策定しており、対象事業
の実施においては沖縄県が実施する施策
との整合性は図られるものと評価しまし
た。 
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第5章 対象事業の実施の状況 
 

 

5.1 対象事業の実施の状況 

対象事業の実施状況については、表 5.1-1 に最新の工事工程とともに示したとおり、本

調査期間のうち、平成３１年２月までの進捗状況は、準備工と仮設配管工事にとどまって

おり、本格的な土工事は平成３１年３月以降でした。 

また、令和２年２月までの進捗状況は、し尿処理施設工事に係る掘削工、基礎工、躯体

工の工事にとどまり、改変域はし尿処理施設の敷地内と不定期に資材置き場として利用さ

れる敷地に設置した残土仮置場に限られました。なお、汚水送水管敷設工事に係る各種工

事については、着工に向けた協議を平成 30 年 2 月に一度行いましたが、着工には至って

いません。 

なお、汚水送水管敷設工事以降の工事については、し尿処理施設工事の進捗にあわせて

着工が遅れており、汚水送水管敷設工事については令和２年の着工を予定し、建築工事以

降の工事については今後工程を見直す予定です。 
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表 5.1-1 対象事業実施状況（工程表） 

 
      注：計画工程を黒線で、進捗状況を赤線で示した。 



 

 

5-3 

表 5.1-1 対象事業実施状況（工程表） 

 
  注：計画工程を黒線で、進捗状況を赤線で示した。 
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第6章 事後調査の項目及び調査の手法 
 

環境影響評価の結果より、対象事業実施区域を含む周辺地域の環境への影響について

は、事業者の実行可能な範囲において、回避・低減が図られているものと考えられます

が、環境保全措置の検討及び検証結果に基づき、本事業の実施に当たっては、事業者が実

施主体となって事後調査を行い、環境保全措置の効果並びに環境影響評価の結果を検証す

ることとします。 

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には、その

原因について学識経験者等の指導・助言を踏まえ検討し、関係機関と協議するとともに、

必要に応じて追加調査を行うなど、適切な措置を講ずるものとします。 

なお、事後調査のとりまとめの際は、最新の知見に基づき調査結果を解析・整理すると

ともに、新たな貴重種の生育・生息が確認された場合には、必要に応じ環境保全措置を講

ずるものとします。 

なお、第 4 章 自主的な環境調査の実施の結果を踏まえ、事後調査項目に加えることと

した調査の内容については、赤字で示しました。 
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6.1 騒音（供用時） 

 

し尿処理施設等の稼働に伴う騒音については、機種が決定していないことから、機種が

決定した際に、騒音特性のデータを報告します。 

また、し尿処理施設等の稼動に際しポンプ及びブロアーの設置に先立って、低周波音が

「低周波音問題対応の手引き書．環境省．2004」に定められた参照値（Ｇ特性音圧レベ

ルで 92dB かつ、1/3 オクターブ音圧レベルの周波数毎の参照値）より低い状況にあるこ

とを確認した上で、備え付けを行います。 

更に、実際の設置状態での発生騒音レベルと低周波音の状況を確認するため、表 6.1-1

に示したとおり、事後調査を実施します。 

 

表 6.1-1 騒音（低周波音を含む）の事後調査の内容 

調査項目 発生騒音レベル、低周波音 

調査時期と回数 供用時 １回 

調査位置 し尿処理施設の敷地境界付近１地点（図 6.3-1 参照） 

調査内容 ブロアー等騒音発生施設の発生騒音レベル 

Ｇ特性音圧レベル及び1/3オクターブバンド音圧レベル（1Hz～

80Hz） 

監視基準 

 

ブロアー等騒音発生施設の発生騒音レベルについては、予測に

用いた合成騒音レベルとの比較検証を行います。 

低周波音については、「低周波音問題対応の手引き書．環境省．

2004」に定められた参照値（Ｇ特性音圧レベルで 92dB かつ、1/3 オ

クターブ音圧レベルの周波数毎の参照値）とします。 

監視基準を超過した

場合の対応方針 

ポンプ及びブロアーの備え付け状態を改善し、低周波音が監視基

準値以下となるようにします。 

 

6.2 振動（供用時） 

 

し尿処理施設等の稼動に際しポンプ及びブロアーの設置に先立って、振動レベルが振動

規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制に関する基準より低い状況にある

ことを確認した上で、備え付けを行います。 

更に、実際の設置状態における振動レベルの状況を確認するため、表 6.2-1 に示したと

おり、事後調査を実施します。 

 

表 6.2-1 振動の事後調査の内容 

調査項目 振動レベル 

調査時期と回数 供用時 １回 

調査位置 し尿処理施設の敷地境界付近１地点（図 6.3-1 参照） 

調査内容 振動レベルのエネルギー平均値（Leq）及び時間率振動レベルLX

（L10、L50、L90） 

監視基準 

 

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制に関

する基準（第１種区域、昼間 60dB 以下、夜間：55dB 以下） 

監視基準を超過した

場合の対応方針 

ポンプ及びブロアーの備え付け状態を改善し、振動レベルが監視基

準値以下となるようにします。 
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6.3 悪臭（供用時） 

 

悪臭による影響は、可能な限り回避・低減が図られているものと評価されましたが、環

境保全措置の効果並びに環境影響評価結果の検証のために事後調査を実施します。悪臭の

事後調査の内容は表 6.3-1 に示したとおりです。なお、事後調査の時期は、気象の現地調

査及び文献調査の結果等に基づき、影響が最大となる時期について実施します。 

事後調査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、速やかに原因を究

明し、必要な対策を講ずるものとします。 

 

表 6.3-1 悪臭の事後調査の内容 

調査項目 特定悪臭物質濃度、臭気強度 

調査時期と回数 供用時の四季（昼間・夜間）を各１回 

調査位置 し尿処理施設の周辺２地点（図 6.3-1 参照） 

調査内容 特定悪臭物質濃度（アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫

化メチル、二硫化メチル）、臭気強度及び風向・風速 

監視基準 

 

特定悪臭物質濃度：悪臭防止法に基づくＡ区域の規制基準（アンモ

ニア;1ppm、メチルメルカプタン;0.002ppm、硫化水素;0.02ppm、硫化

メチル;0.01ppm、二硫化メチル;0.009ppm）以下 

臭気強度：2.5（悪臭防止法に基づくＡ区域の規制基準値に相当す

る臭気強度）以下  

監視基準を超過した

場合の対応方針 

速やかに原因を究明し、必要な対策を講ずるものとします。 
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