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図 6.6-2 陸域動物及び陸域生態系（シロチドリの繁殖状況確認調査）の事後調査位置 
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6.7 海域植物（工事前、工事中、供用時） 

 

6.7.1 工事前、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、工事前、工事中に事後調査を実施します。事後調査の内容は表 6.7-1

に示したとおりです。 

 

表 6.7-1 海域植物の事後調査の内容（工事前、工事中） 

調査項目 海域植物（重要な種）の生育状況 

カサノリ、トサカノリ、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 

調査時期と回数 工事前：１回、工事中：年２回（冬季・夏季） 

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） 

（図 6.7-1参照） 

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 

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 

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。 

 

 

6.7.2 供用時 

 

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。事後調査の内容は表 6.7-2 に

示したとおりです。 

 

表 6.7-2 海域植物の事後調査の内容（供用時） 

調査項目 海域植物（重要な種）の生育状況 

カサノリ、トサカノリ、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 

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。 

調査位置 放流管の排出口周辺（５地点）（図 6.7-2参照） 

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 

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 

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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6.8 海域動物（工事前、工事中、供用時） 

6.8.1 工事前、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、工事前、工事中に事後調査を実施します。事後調査の内容は表 

6.8-1 に示したとおりです。 

 

表 6.8-1 海域動物の事後調査の内容（工事前、工事中） 

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 

調査時期と回数 工事前：１回、工事中：年２回（冬季・夏季） 

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） 

（図 6.8-1参照） 

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 

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 

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。 

 

6.8.2 供用時 

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。事後調査の内容は表 6.8-2 に

示したとおりです。 

 

表 6.8-2 海域動物の事後調査の内容（供用時） 

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 

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。 

調査位置 放流管の排出口周辺（５地点）（図 6.8-2参照） 

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 

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 

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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6.9 海域生態系（工事前、工事中、供用時） 

 

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。 

海域生態系の事後調査の内容は表 6.9-1 に示したとおりです。 

 

表 6.9-1 海域生態系の事後調査の概要 

調査項目 アジサシ類（上位性） 

ヒジキ（特殊性） 

調査時期と回数 工事前：（ヒジキのみ）１回 

工事中：（アジサシ類）３回／年、（ヒジキ）２回／年 

供用時：３年間 （アジサシ類）３回／年、（ヒジキ）２回／年 

調査時期 

アジサシ類：６～８月夏季、ヒジキ：冬季・夏季 

※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。 

調査位置 周辺海域（アジサシ類：図 6.9-1参照、ヒジキ：図 6.9-2参照） 

 

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） 

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 

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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6.10 廃棄物等（工事中～リサイクル終了まで） 

 

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、

表 6.10-1 に示したとおり事後調査を実施します。 

 

表 6.10-1 廃棄物等の事後調査の内容 

調査項目 ①建設発生土のリサイクル率及びリサイクル先 

②仮置きする場合：処理水のSS濃度 

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 

調査位置 処理水のSS濃度：仮置き場の処理水排出地点 

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。 

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） 

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、必要な措置を講ずるものとします。 
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第7章 事後調査の結果の概要 
 

 

7.1 陸域植物 

7.1.1 重要な植物種 

１） 調査項目 

重要な植物種 

 

２） 調査期日 

工事前：平成 29 年 9 月 19～20 日 

工事中 1 回目：平成 30 年 5 月 30～31 日 

工事中 2 回目：平成 30 年 11 月 29～30 日 

工事中 3 回目：令和元年 5 月 16～17 日 

工事中 4 回目：令和元年 11 月 26～27 日 

 

３） 内容 

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

な植物種について生育状況の確認を行いました。また、踏査中に重要な植物種が新たに

確認された場合は記録を行うこととしました。 

改変範囲及びその周辺に生育している重要な植物種については、表 7.1-1 に示す調査

項目を記録しました。なお重要な植物種について多数が確認された場合には、生育位置

ごとに、その環境を代表し、比較的健全に生育している個体をサンプルとして 5 個体程

度を選定し、記録しました。 

 

表 7.1-1 調査方法 

対象 調査項目 調査方法 

重要な植物種 形状寸法 メジャーにより株の高さと枝張を測定 

葉の枚数（草本のみ） 草本について着葉枚数を計数 

土壌水分量 土壌水分計を用いて測定 

相対光量子束密度 光量子束密度計を用いて測定 
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４） 調査結果 

（１）確認位置及び個体数 

改変範囲とその周辺について、工事中における重要な植物種の確認位置を図 7.1-1～

図 7.1-5 に示し、確認個体数の内訳を表 7.1-2に示します。評価書または再評価書で確

認されていた重要種のうち、ハマツメクサを除く４種が工事中でも確認されました。こ

のうち、ハリツルマサキとモクビャクコウは若干の増減はあるものの概ね安定した生育

状況を示し、ハイシバは個体が確認されませんでした。ヒメイヨカズラの全部とハリツ

ルマサキ一株については、工事中 4回目調査時点で生育地が隣接する米側の他種工事区

域とともに立入禁止にされていたため確認できませんでした。 
 

 

表 7.1-2 重要な植物種の確認個体数 

種名 指定状況 
工事前 

工事中 

1 回目 

工事中 

2 回目 

工事中 

3 回目 

工事中 

4 回目 

H29.9 H30.5 H30.11 R1.5 R1.11 

ハマツメクサ 沖縄県 RDB：
VU 
環境省 RDB：－ 

0 0 0 0 0 

ハリツルマサキ 沖縄県 RDB：－ 
環境省 RDB：
NT 

8 8 8 8 7 

ヒメイヨカズラ 沖縄県 RDB：－ 
環境省 RDB：
EN 

6 6 4 4 0 

モクビャクコウ 沖縄県 RDB：

VU 
環境省 RDB：
VU 

145 145 127 168 160 

ハイシバ※ 沖縄県 RDB：‐ 
環境省 RDB：‐ 

7 7 0 0 0 

※ハイシバは評価書当時は環境省 RDB において VU（絶滅危惧Ⅱ類）であったが、

再評価書当時にリストから除外され、重要な植物種対象外となった。 
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