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8.4 海域生態系 

8.4.1 アジサシ類 

アジサシ類の生息状況及び繁殖状況に係る事後調査結果と環境影響評価の結果との比

較検討の結果を表 8.4-1 に、確認位置を図 8.4-1～図 8.4-4 に示します。 

 

⚫ コアジサシの確認箇所数及び確認個体数は、平成 15 年度よりも少なかったものの

平成 25 年度からは大きな変化は見られませんでした。 

⚫ マミジロアジサシの確認箇所数及び確認個体数は平成 25 年度同様数個体であり、

平成 25 年度からは大きな変化は見られませんでした。 

⚫ ベニアジサシの確認箇所数及び確認個体数は、平成 15 年度よりも少なかったが平

成 25 年度からは大きな変化は見られませんでした。 

⚫ エリグロアジサシの確認箇所数及び確認個体数は、平成 15 年度及び平成 25 年度か

ら大きな変化は見られませんでした。 

 

なお、調査期間中の工事は、し尿処理施設の準備工や仮設工事に留まり、今後の工事

の本格化に伴い工事中調査を継続することで、工事影響の検出と早期の対応策検討を図

る予定です。アジサシ類の繁殖に対する工事影響低減のため保全対策としては、以下の

保全対策の実施が検討されています。 

 

・工事に伴う騒音の影響を低減するため、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 

・アジサシ類を含む海域生態系への影響を低減するため、工事排水等は沈殿池及び凝集

沈殿プラントにより処理した後に排出する 

 

これら保全対策の効果的な実施・効果検証を行うため、次年度も以下の点に注目して

調査を実施する予定です。 

 

・アジサシ類の生息状況が変化した場合その原因究明にあたり、目視観察による採餌の

確認状況と合わせ、生息環境の観点から主な餌資源である魚類の調査結果を活用する 
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表 8.4-1 アジサシ類の繁殖状況等の比較 
 

 

種名 

実施時期 工事前 工事中 

調査年度 H15 年度 H25 年度 H30 年度 R1 年度 

確認時期 6月 7月 8月 9月 春季 5/10 5/29 6/25 7/27 8/25 5/16 6/20,21 7/18,20 7/29,30 8/28,29 

コアジサシ 確認箇所数 

 
14 4 0 0 6 1 1 4 1 0 2 18 0 0 0 

確認個体数 

 
33 6 0 0 延べ9 1 2 7 1 0 9 29 0 0 0 

繁殖確認数 

(卵・雛数) 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

マミジロアジサシ 確認箇所数 

 
0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 

確認個体数 

 
0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 3 2 0 2 

繁殖確認数 

(卵・雛数) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ベニアジサシ 確認箇所数 

 
13 23 9 1 2 0 2 5 3 2 0 8 7 5 1 

確認個体数 

 
216 490 27 1 5 0 12 28 12 3 0 70 24 88 2 

繁殖確認数 

(卵・雛数) 
0 201 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

エリグロアジサシ 確認箇所数 

 
19 10 7 0 3 0 1 14 7 5 1 7 19 17 7 

確認個体数 

 
49 17 8 0 延べ39 0 4 61 31 18 4 19 26 106 8 

繁殖確認数 

(卵・雛数) 
0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 1 3 0 
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２） 測線調査及び周辺域の水平分布 

環境影響評価及び事後調査結果のヒジキの生育域（測線上での分布延長）の比較結果

を表 8.4-5 に示します。 

これより、環境影響評価時には測線 L-A が 3ｍでしたが、事後調査では 2～3ｍとな

り、測線 L-B では環境影響評価時には 15ｍでしたが、事後調査では 1～2ｍに縮小し、

また、測線 L-C では環境影響評価時には 8.3ｍでしたが、事後調査では 1～2ｍに縮小し

ています。これらの生育域縮小の原因として、台風等の海象の他、気象、水温等の自然

条件が推測されますが、現時点では特定するに至っていません。 

調査地におけるヒジキの縮小傾向は工事開始以前より確認されていますが、全国的に

は平成 10 年頃からアイゴやブダイなどの藻食性魚の食害による藻長の縮小、被度の低

下等藻場の衰退が報告されており、ヒジキについても同様です。（清本ら 2000、桐山

2000） 

今後も引き続き、原因や工事影響等の発生状況の確認に努めながら、調査を行ってい

く必要があると考えます。 

 

表 8.4-5 測線調査結果（生育域）の比較（環境影響評価、事後調査） 

                                                 単位： m 
調査時期 

調査測線 
H15.4 H25.10 H29.9 H30.10 H31.2 R1.7 R2.2 

L-A 3 － 2 2 3 2 4 

L-B 15 － 1 1 2 1 未満  

L-C 8.3 － 1 2 2 1 未満  

 

（参考文献） 

清本節夫ら（2000）長崎県野母崎において 1998 年秋に発生したクロメ葉状部欠損

現象の経過観察，西水研研報，78，57-63 

桐山隆哉（2000）ヒジキ生育不良現象の発生原因について（長崎県総合水産試験場 

種苗量産技術科開発センター 種苗開発科 報告），漁連だより, 68， 
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8.5 廃棄物等 

平成 30 年度から令和元年度までの事後調査期間中に搬出した建設発生土のリサイクル

率は 100%でした。 

また、建設残土の仮置きに伴って発生する濁水については、残土仮置き場に設置した浸

透式の沈殿池で全量を浸透処理できたことから、凝集沈殿プラントにおける処理水の放流

は発生しませんでした。 
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第9章 有識者の助言 
 

 

9.1 陸域植物 

重要な植物種、重要な植物群落の事後調査の結果及び環境の保全のための措置につい

て、専門家にヒアリングした結果を以下に示します。 

専門家意見を踏まえ、今後は植物のフェノロジーについても記録します。 

 

 

専門家ヒアリング記録 

 
【日 時】令和 2年 3月 13日 14:00～15:40 
【場 所】宜野湾市大謝名（喫茶店） 
【出席者】大学等非常勤講師クラス（植物） 
 
◆重要な種及び群落について 
・海岸植物は台風による波浪など自然界で生じる様々な攪乱によって消長を繰り返して

おり、これまでの変動はその変化に基づくものである。 

・パイプラインの工事が発生した際には何らかの変化が生じる可能性がないわけではな

いが、現段階においては工事影響と認められる変化は検出されていないと考える。 

 
◆事後調査報告書について 
・記載内容は当該業務の事後調査報告として問題ない。 

・ただし、今後の報告については以下の点を課題とする。 

① 植被率や種数などはグラフとして年変動を表現した方がわかりやすい。 

② 帰化植物と在来植物の区別、海流散布植物など立地に特徴的な種群については目立つ

ようにマークしておくと専門家以外にもわかりやすい。 

③ 花や果実の有無についても調査票に付しておくこと。 

④ 重要な植物群落である「隆起サンゴ礁植生」について、「植生」という言葉は群落よ

り上位の概念であり、漠然と植物のまとまりを指す場合に用いる用語である。可能で

あれば、「群落」の用語に統一した方が良い。 

⑤ 調査に余裕があれば、砂浜において漂着している種子を記録して海岸植生への種子供

給の状況を観察しておくと考察の参考となるだろう。 

 

以上 
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9.2 陸域動物及び陸域生態系 

9.2.1 オカヤドカリ類 

オカヤドカリ類の事後調査の結果及び環境の保全のための措置について、専門家にヒア

リングした結果を以下に示します。 

専門家意見を踏まえ、環境の保全のための措置についてその有効性の実証試験を行いま

す。 
 

 

専門家ヒアリング記録 

 
【日 時】平成 31年 3 月 12日 15:00～16:00 
【場 所】南城市佐敷（ホテル内喫茶店） 
【対 象】大学等教授クラス(甲殻類)  

 
・調査手法等については、問題ない。複数の手法により詳細な調査結果が得られている

と理解した。今後も同様の調査を継続すればよいと考える。 

 

・塩ビパイプを用いた侵入防止柵については直径 20cm以上であれば十分機能するもの

と考えられるが、侵入個体がいないことを確認することに加え、夏場に実証試験を行

いオカヤドカリが登攀できないことを確認しておくこともその有効性を説明する上で

強力な補強材料となるものと考える。具体的には今回の調査で用いたようなインター

バルカメラを浜側、後背地樹林側にそれぞれ設置し、侵入個体の有無を確認しておく

のが良いと考える。 

・オカヤドカリの轢死について米軍施設運用の中での影響と事業に係る工事車両による

影響とを切り分けることは難しいが、工事前と比較のほか、工事車両の通行計画を確

認しておき工事車両がほとんど通行しない場合とそうでない場合とを比較する方法も

あると考える。 

 

以上 
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9.2.2 シロチドリ 

シロチドリの事後調査の結果及び環境の保全のための措置について、専門家にヒアリン

グした結果を以下に示します。 

専門家意見を踏まえ、環境の保全のために工事工程と既往調査における主な繁殖場所に

ついて繁殖期の工事が発生しないよう工事工程について調整を行います。 

具体的には、シロチドリの営巣・繁殖が確認された場合には、ユニットの施工順序を調

整して、その周辺での工事が巣立ち確認後となるよう配慮します。遮音壁等の対策は、実

際に工事に使用する機械やシロチドリの繁殖場所との関係にもよるため、施工計画・条件

が定まったのちに対応を検討します。ただし、これまでのところ、工事区域を視認できる

場所での営巣はなく、工法によっては波打ち音によるマスキング効果で、騒音による影響

も小さくなる可能性もあり、対策効果の確認を含めて、事後調査により影響がないことを

確認しつつ、工事を進める予定です。 

なお、レクリエーション利用者に対しては、アジサシ類とシロチドリについて、生態や

繁殖期の注意事項をまとめた英文の看板が設置されています（ｐ7-36 の写真 7.2-4 のうち

左下の写真を参照）。 

 

 

専門家ヒアリング記録 

 
【日 時】平成 31年 2月 18日 17:20～18:40 
【場 所】那覇市小禄（喫茶店） 
【対 象】大学等教授クラス(鳥類)  

 

・当地の浜の規模からは妥当な生息・繁殖個体数が確認されていると考えられ、調査手法

等については、問題ない。今後も同様の調査を継続すればよい。 

・工事にかかる保全対策としては、繁殖を確認した場合に遮音壁設置等の保全対策を実施

するというよりも、まず如何に繁殖ピーク時に繁殖箇所周辺での工事を回避するか、工

事工程の調整を検討すべきである。今回調査結果や既往調査の結果からある程度繁殖可

能性の高い箇所が絞り込まれるが、施工範囲を分割して工事を進めていくならば、その

ような箇所の工事を繁殖ピークである 5月頃に実施しないように検討するのがまず必要

ではないか。 

・遮音壁の規模によると考えるが、遮音壁の設置自体が繁殖に影響を及ぼさないよう事前

に遮音壁の設置方法を土木業者と調整することや、生物調査員が設置に立ち会う等の対

応が望ましい。 

・遮音壁による騒音対策がどの程度有効かは不明であるが、少なくともシロチドリの視界

を遮ることは効果があるだろう。騒音に関しては例えばダンプカーによる荷降ろし等突

発的な騒音が影響しやすいものと推察する。繁殖時の行動観察から保全対策の効果を検

証する場合は特に突発騒音の発生時に注目して観察を行うこと。 

・工事関係者に対する立ち入り制限に関しては、看板等設置する場合、レクリエーション

利用者等に対しても周知できるよう英語での表記も加えてみてはどうか。 

 

以上 
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9.3 海域生態系 

9.3.1 アジサシ類 

アジサシ類の事後調査の結果及び環境の保全のための措置について、専門家にヒアリン

グした結果を以下に示します。 

専門家意見を踏まえ、環境の保全のために 7 月の工事騒音の低減に特に注力するよう工

事工程について調整を行います。 

 

 

専門家ヒアリング記録 

 
【日 時】平成 31年 2月 18日 17:20～18:40 
【場 所】那覇市小禄（喫茶店） 
【対 象】大学等教授クラス(鳥類)  

 

・アジサシ類については、抱卵から孵化まで 3-4週間程度であり、また孵化後数日で雛は

歩行可能となる。孵化後間もない雛は岩や草本の陰に隠れて生活しており、洋上からの

目視観察でも短時間の観察では親の給餌のタイミングに遭遇する可能性も低下するた

め、個体を発見しにくい。そのため、雛の孵化数を正確に把握する上では、1ヵ月前に

抱卵を確認した箇所はやや離れた箇所からしばらく定点観察し親の餌運びがないか確認

することや繁殖ピーク時期の 7月上旬にも陸上からでも観察機会を増やす等したほうが

よい。 

・エリグロアジサシはベニアジサシにくらべると、単独や少数での繁殖もみられるので、

繁殖確認には注意を要する。 

・ベニアジサシの繁殖数が平成 15年時とそれ以降で大きく異なるのは、対象地周辺での

個体群サイズの変化にもよるかもしれないが、本種の繁殖生態による部分もある。本種

は集団で繁殖する性質を持つが繁殖場所は年により異なることが分かっている。平成

15年時は調査範囲に集団繁殖場所があり、平成 25年時、今回調査時には集団繁殖場所

がなかったと考えられる。今回調査で確認されている 1個体での抱卵というのは珍しい

事例である。 

・確認種のなかでは岩陰で繁殖するマミジロアジサシが一番繁殖を確認しにくい。本種の

繁殖確認は、一つの箇所にとどまり上空を旋回する個体がいないかに注目するのが効果

的である。 

・工事に伴う騒音の影響を低減するため、アジサシ類の繁殖時期(6～9 月)には大規模な

工事を行わないという環境保全措置に関して、評価書時に騒音の影響は軽微と予測して

いるため評価書時の予測条件を超えないことをひとつの目安とすることについて、そう

いった考え方はありうるとは考える。工事が陸域で実施されるため工事騒音がどの程度

アジサシ類繁殖へ影響するかはともかく、繁殖時期として挙げられる 6月～9月のう

ち、最も注意すべきなのは 7月であり、影響低減の観点からは 7月の工事騒音の低減に

特に注力するのが良いと考える。 

・アジサシ類の採餌範囲は広範囲であり、調査対象としている繁殖地や排水先周辺だけて

なく、もっと沖合に及ぶ。そのため、工事排水によるアジサシ類の採餌に対する影響は

限定的であると考える。 

 

以上 
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第10章 事業に係る環境影響の総合的な評価 
 

当該事業においては、次の事後調査期間中も引き続き工事が継続する見込みです。この

進捗状況を踏まえ、以下のとおりとします。 

なお、内容欄の記載にあたり、4 色の文字をしましたが、それぞれの文字色の意味は次

の通りです。 

 

灰色：今回の事後調査期間中に記載すべき実施内容がなく、将来も実施予定の無いもの。 

水色：今回の事後調査期間中に完了したもの。 

赤色：今回の事後調査期間中に実施し、引き続き実施するもの。 

黒色：今回の事後調査期間中は未実施であるが、今後実施することとしているもの。 

 

10.1 継続して講じる必要のある環境保全措置の項目及びその理由並びに継続して行う必

要のある事後調査の項目及びその理由 

当該事業は工事中の段階であることから、工事中の環境保全措置は継続して講じる必要

があります。また、供用時の環境保全措置についても、開始適期を継続的に判断する必要

があります。 

同様に、工事中の事後調査は継続して行う必要があります。また、供用時の事後調査に

ついても、開始適期を継続的に判断する必要があります。 

工事中もしくは供用時の環境保全措置ならびに工事中もしくは供用時の事後調査の双方

を含む項目は、「騒音」「振動」「悪臭」「水の汚れ」「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」「廃棄物等」の 11 項目です。 

 

 表 10-1 環境保全措置並びに事後調査を継続する項目とその内容 
項目 環境の保全のための措置 事後調査 

騒音 ＜工事中の環境保全措置＞ 

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。 

＜施設等の存在及び供用時の環境保全措置＞ 

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。 

<供用時の事後調査項目> 

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 
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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。 

振動 ＜工事中の環境保全措置＞ 

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。 

<供用時の事後調査項目> 

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。 

悪臭 <供用時の環境保全措置> 

○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。 

<供用時の事後調査項目> 

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 

（２）臭気強度 

臭気強度：2.5以下 
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（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。 

水の汚れ <計画段階の環境保全措置> 

○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。 

<供用時の環境保全措置> 

○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。 

<供用時の事後調査項目> 

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 

供用時：年２回程度。寄港時の処理量が最大となる

時期に行う。 

（２）周辺海域 

供用時：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。 

陸域植物 <計画段階の環境保全措置> 

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。 

<工事中の環境保全措置> 

１）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。 

<工事前、工事中、供用時の事後調査項目> 

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：各年2回（春季・秋季） 

供用時：各年2回（春季・秋季） 

（２）植生 

供用時：１回 

３）調査位置 

（１）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 
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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、軽減措置を検討し、必要な対策を実

施します。 

イ）影響の詳細な調査 

陸域動物 <計画段階の環境保全措置> 

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を回避するための検討を行

い、措置を講じます。 

<工事中の環境保全措置> 

１）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し、営巣、繁殖可能な海岸

を確保することとします。 

営巣・繁殖が確認された場合には、ユニットの施

工順序を調整して、その周辺での工事が巣立ち確

認後となるよう配慮します。さらに、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、対策効果の確認を含

めて、事後調査により影響がないことを確認しつ

つ、工事を進めます。 

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、チラシ等の配布によって

周知の徹底を図ることとします。 

<工事中、供用時の事後調査項目> 

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。 

（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 
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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 

海域植物 <計画段階の環境保全措置> 

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。 

<工事中の環境保全措置> 

１）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。 

 

<工事前、工事中、供用時の事後調査項目> 

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。 

 

＜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。 

海域動物 <計画段階の環境保全措置> 

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

<工事前、工事中、供用時の事後調査項目> 

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 



 

10-6 

項目 環境の保全のための措置 事後調査 

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。 

<工事中の環境保全措置> 

１）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。 

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。 

 

＜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。 

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。 

陸域生態系 <計画段階の環境保全措置> 

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。 

<工事中の環境保全措置> 

１）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。 

陸域生態系の事後調査は、「６．６陸域動物及び陸域

生態系」に含めて記述しております。 
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項目 環境の保全のための措置 事後調査 

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。 

＜施設等の存在及び供用時の環境保全措置＞ 

１）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。 

海域生態系 <計画段階の環境保全措置> 

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。 

<工事中の環境保全措置> 

１）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。 

<工事前、工事中、供用時の事後調査項目> 

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。 

廃棄物等 ＜工事中の環境保全措置＞ 

○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。 

<工事中の事後調査項目> 

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 
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項目 環境の保全のための措置 事後調査 

○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。 

 

＜施設等の存在及び供用時の環境保全措置＞ 

○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。 

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）リサイクル率及びリサイクル先 

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）リサイクル率及びリサイクル先 

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。 

 

 



 

10-9 

10.2 環境保全措置は継続して講じる必要はあるが事後調査は継続して行う必要のない場

合の、継続して講じる環境保全措置の項目及びその理由並びに継続して行う必要がな

い事後調査項目及びその理由 

当該事業は工事中の段階であることから、工事中の環境保全措置は継続して講じる必要

があります。また、供用時の環境保全措置についても、開始適期を継続的に判断する必要

があります。 

同様に、特に事後調査は必要としない項目の事後調査は継続して行う必要はありませ

ん。 

これらだけで構成されるのは「大気質」「赤土等による水の濁り」「底質」「人と自然

との触れ合い活動の場」「歴史的・文化的環境」の 5 項目です。 

 

 表 10-2 環境保全措置は継続するが事後調査は継続しない項目とその内容 
項目 環境の保全のための措置 事後調査 

大気質 ＜工事中の環境保全措置＞ 

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。 

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。 

特に事後調査は必要としません。 

赤土等による

水の濁り 

<工事中の環境保全措置> 

○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。 

 

特に事後調査は必要としません。 

底質 <計画段階の環境保全措置> 

○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。 

＜供用時の環境保全措置＞ 

○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。 

特に事後調査は必要としません。 
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項目 環境の保全のための措置 事後調査 

人と自然との

触れ合い活動

の場 

＜工事中の環境保全措置＞ 

○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。 

特に事後調査は必要としません。 

歴史的・文化

的環境 

＜工事中の環境保全措置＞ 

○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、うるま市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。 

特に事後調査は必要としません。 
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10.3 継続して環境保全措置を講じる必要はないが事後調査は継続して行う必要のある場

合の、継続して講じる必要のない環境保全措置の項目及びその理由並びに継続して行

う必要のある事後調査の項目及びその理由 

当該事業は工事中の段階であることから、計画段階の環境保全措置は継続して講じる必

要はありません。 

同様に、工事中の事後調査は継続して行う必要があります。また、供用時の事後調査に

ついても、開始適期を継続的に判断する必要があります。 

これらだけで構成されるのは「水象」の 1 項目です。 

 

 表 10-3 環境保全措置は継続しないが事後調査は継続する項目とその内容 
項目 環境の保全のための措置 事後調査 

水象 <計画段階の環境保全措置> 

○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。 

<供用時の事後調査項目> 

水象の事後調査は、「６．４水の汚れ」に含めて記述し

ております。 
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10.4 継続して講じる必要のない環境保全措置の項目及びその理由並びに継続して行う必

要のない事後調査の項目及びその理由 

当該事業は工事中の段階であることから、計画段階の環境保全措置は継続して講じる必

要はありません。 

また、特に事後調査は必要としない項目の事後調査は継続して行う必要はありません。 

これらだけで構成される項目は「地形・地質」並びに「景観」の 2 項目です。 

 

 表 10-4 環境保全措置並びに事後調査を継続しない項目とその内容 
項目 環境の保全のための措置 事後調査 

地形・地質 <計画段階の環境保全措置> 

○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。 

特に事後調査は必要としません。 

景観 <計画段階の環境保全措置> 

○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う。 

○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

する。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、眺望景観に配慮する。 

特に事後調査は必要としません。 
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10.5 事後調査の結果及び前述した「10.1」から「10.4」までに掲げる事項を踏まえた、

対象事業の実施に係る環境影響の総合的な評価 

対象事業の実施状況は第 5 章に示したとおり、平成 31 年 2 月までは準備工と仮設配管

工事にとどまり、対象事業による影響要因の出現がほぼ無い状況でした。 

平成 31 年 3 月から令和 2 年 2 月までは掘削工、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。 

 

陸域植物については施工箇所が調査地点から離れており、重要な植物種については、確

認された変化は波浪や風雨等による影響や、それに伴う上層木の倒伏による二次的な影響

であると考えられました。 

重要な植物群落についても、全体としては工事前と工事中とで大きな変化は無く、変化

が認められた場所でも植生遷移や砂浜の通常の管理に伴う変化と推定されました。 

 

陸域動物及び陸域生態系のうち、オカヤドカリ類については、工事前と同程度もしくは

それよりも少ないオカヤドカリ類の轢死を確認しました。 

シロチドリについても、環境影響評価の結果と比較して、確認箇所数、確認個体数に大

きな変化は見られず、また工事中も工事前と同程度のシロチドリの生息・繁殖を確認しま

した。 

 

海域植物については、調査範囲内において事後調査で新たに確認された重要種は 1 種

で、事後調査で確認できなかった重要種は 3 種ありました。水質や水の濁りに影響を及ぼ

す工事が行われていなかったことから、調査方法の相違（環境影響評価ではライン及び定

点調査、事後調査は定点調査である）や台風襲来に伴う底質の移動が原因であると推定さ

れました。 

 

海域動物については、調査範囲内において事後調査で新たに確認された重要種は 2 種

で、事後調査で確認できなかった重要種は 4 種ありました。こちらも海域植物と同様に、

水質や水の濁りに影響を及ぼす工事が行われていなかったことから、調査方法の相違（環

境影響評価ではライン及び定点調査、事後調査は定点調査である）や台風襲来に伴う底質

の移動が原因であると推定されました。 

 

海域生態系のうち、アジサシ類については、コアジサシ、マミジロアジサシ、ベニアジ

サシ、エリグロアジサシともに平成 25 年度から大きな変化は見られませんでした。ただ

し、対象事業以外の影響要因や調査対象範囲外におけるコロニー形成なども確認されたこ

とから、引き続き、対象事業以外の影響要因の出現状況の把握に努めながら、事後調査を

進める必要があると考えています。 

海域生態系のうち、ヒジキについては工事前と工事中とで最大藻長や湿重量に減少傾向

は認められず、水質や水の濁りに影響を及ぼす工事が行われていなかったものの、生育域

の縮小傾向が工事開始以前より確認されていることから、引き続き、原因や工事影響等の

発生状況の確認に努めながら、事後調査を進める必要があると考えています。 

 

以上の平成 30年 2月から令和 2年 2月までの期間における調査の結果を総合的に判断

し、し尿処理施設の建設工事に伴う環境への影響は、評価書や補正評価書で想定した範囲

にとどまっていると評価しました。 
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