
表6.11-27(7) 重要な甲殻類の確認状況及び一般生態 

和名：スマトライワベンケイガニ 

分類：十脚目 ベンケイガニ科 

学名：Stelgistra stormi 

出典:「台灣賞蟹情報」 

李榮祥(2001)大樹文化 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧 II 類 

 

【確認状況】 

H14～15：未確認 

H25：対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の砂浜付近の転石潮上帯の転

石の下おいて、夏季に2個体、秋季に2個体を確認しました。 

【生態など】 

 県内では西表島に分布し、海外では台湾南部、スマトラ北部に分布する。 

大甲幅22mm 程度で、甲は前方から後方に向けて狭くなる。額は広く、下方に強く下が

っている。鉗脚可動指の先端がスプーン状になり、可動指不動指共に先端は角質化して

いない。鉗脚長節内縁は先端部が薄片状に拡張する。 

潮間帯や潮上帯にある良く浸食された琉球石灰岩の、水面上1～1.5m くらいに生息し

ている。 

参考文献：ＲＤＯ改訂  
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表6.11-27(8) 重要な甲殻類の確認状況及び一般生態 

和名：オオヒライソガニ 

分類：十脚目 モクズガニ科 

学名：Varuna litterata 

現地撮影 

WWF-J：希少 

【確認状況】 

H14～15：対象事業実施区域内のみの確認で、調査地域中央、北側の沢やその下流側の

排水溝で小型の個体を確認しました。 

H25：対象事業実施区域内のみの確認で、夏季に調査地域中央、北側のゲート全面に位

置する谷部やその下流側の素堀の排水溝で確認しました。ただし、確認された個体

はほとんどが死体でした。これは、1か月程度降雨がなかった時期に調査を実施し

たためであると推測されます。 

   秋季には、調査地西側の排水溝などで5個体確認しました。 

【生態など】 

相模湾～八重山列島；中部太平洋・インド洋沿岸に分布します。甲は扁平な四角形、

額は幅広く、前縁はまっすぐです。前側縁は短く、まるく弧を描き、眼後歯を含めて3

歯あります。歩脚は扁平し、前節・指節の後縁には長い軟毛が列生します。内湾河口に

多いが、水田にも侵入し、また流れ藻・浮流物について海を漂流することもあります。

参考文献:三宅貞祥, 1983. 原色日本大型甲殻類図鑑(II). 保育社. 
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表6.11-27(9) 重要な甲殻類の確認状況及び一般生態 

和名：モクズガニ 

分類：エビ目 イワガニ科 

学名：Eriocheir japonicus 

 

現地撮影 

ＷＲＤＢ：減少傾向 

 

【確認状況】 

H14～15：対象事業実施区域外のみの確認で、調査地域中央、北側の沢で数個体確認し

ました。 

H25：対象事業実施区域外のみの確認で、北側のゲート全面に位置する谷部で、夏季に2

個体、秋季に2個体確認しました。 

【生態】 

甲は縦に長い六角形、表面は扁平で平滑、前側縁には眼後歯とともに3歯あります。鉗

脚の掌部は長い軟毛が密生します。歩脚は扁平します。日本各地、台湾、香港、朝鮮半

島東岸などの東アジアに分布します。河口から上流域に生息し、沖縄島では12月から3

月初旬まで抱卵個体がみられ、冬場に産卵します。 

参考文献: 諸喜田茂充「サンゴ礁の増養殖」 緑書房、三宅貞祥, 1983. 原色日本大型

甲殻類図鑑(II). 保育社. 
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表 6.11-28(1) 重要な陸生貝類の確認状況及び一般生態 

和名：フクダゴマオカタニシ 

分類：オキナエビス目 ゴマオカタニシ科 

学名：Georissa hukudai 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【確認状況】 

H14～15：未確認 

H25：対象事業実施区域内で、春季に森林域６箇所で合計193個体、冬季に森林域４箇所

で合計121個体を確認しました。対象事業実施区域外では、春季に森林域２箇所で

合計37個体、冬季に森林域３箇所で合計54個体を確認しました。石灰岩の表面など

で見られました。 

【生態】 

沖縄島のみに分布します。殻径約2㎜の微小な貝で、蓋は石灰質です。林内の石灰岩壁

の表面に生息します。 

参考文献：東正雄, 1982, 原色日本陸産貝類図鑑, 保育社, 大阪, 343pp.、環境省自然

環境局野生生物課, 2005, 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッ

ドデータブック－6 陸・淡水産貝類, 自然環境研究センター, 東京, 402pp.、

ＲＤＯ改訂  

和名：リュウキュウゴマオカタニシ 

分類 :オキナエビス目 ゴマオカタニシ科 

学名 :Georissa luchuana 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【確認状況】 

H14～H15：未確認 

H25：対象事業実施区域内で、春季に森林域１箇所で１個体、冬季に森林域 4 箇所で合計

95 個体を確認しました。石灰岩の上に生育するガジュマルの幹で見られました。 

【生態など】 

南西諸島(石垣島・西表島～与論島・沖永良部島)に分布します。殻高 2.1mm、殻径 1.9mm

の微小な貝です。殻は球形に近く、殻表に明瞭な螺状脈を持ち、殻色は黄色です。近似

種のゴマオカタニシより幅広く、彫刻は粗いです。樹上性です。 

 参考文献:沖縄県 RDB、東正雄, 1982, 原色日本陸産貝類図鑑, 保育社, 大阪, 343pp.
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表 6.11-28(2) 重要な陸生貝類の確認状況及び一般生態 

和名：アオミオカタニシ 

分類：ニナ目 ヤマタニシ科 

学名：Leptopoma nitidum 

 

現地撮影 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【確認状況】 

H14～15：秋季、冬季、春季、夏季に確認されています。 

H25：対象事業実施区域内で、春季に森林域14箇所で合計35個体、冬季に森林域７箇所で

合計15個体を確認しました。対象事業実施区域外では、春季に森林域１箇所で３個

体を確認しました。主に林縁の葉上で見られました。 

【生態】 

徳之島から八重山諸島に分布します。殻幅は約1.7cm で、殻表は白く半透明で繊細な

螺条が密に現れます。生時は外套膜の緑色の色素により美しい緑色の貝です。 

参考文献：東正雄, 1995. 原色日本陸産貝類図鑑.保育社,大阪,343pp.、環境省自然環境

局野生生物課, 2010, 改訂レッドリスト 付属説明資料 貝類, 環境省, 

64pp.、久保弘文・黒住耐二, 1995, 生態／検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝, 

沖縄出版, 浦添, 263pp. 

和名：クニガミゴマガイ 

分類：ニナ目 ゴマガイ科 

学名：Diplommatina lyrata 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ   ：絶滅危惧 II 類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧 II 類 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

H15：対象事業実施区域内のみの確認で、南側ガジュマル・ヤブニッケイ群落で、水の染

み出ている石灰岩のわきの地表や石の下から、12個体を確認しました。 

H25：対象事業実施区域内で、春季に森林内２箇所で合計14個体、冬季に森林域３箇所で

合計16個体を確認しました。林床の落ち葉などに付着する個体が見られました。 

【生態】 

沖縄島の主に北部地域に分布します。貝殻はこの属としては大型（殻高約3mm）で、殻

経はやや大きく（約1.5mm）、やや俵型です。比較的自然度の高い森林の林床落葉下に生

息します。 

参考文献：環境省自然環境局野生生物課, 2005, 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－6 陸・淡水産貝類, 自然環境研究センター, 東

京, 402pp.、ＲＤＯ改訂 
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表 6.11-28(3) 重要な陸生貝類の確認状況及び一般生態 

和名：キザハシクビキレガイ 

分類：ニナ目 クビキレガイ科 

学名：Truncatella sp. A 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ第４次：情報不足 

【確認状況】 

H14～H15：未確認(クビキレガイとして確認されていた可能性有) 

H25：対象事業実施区域内で、春季に海岸１箇所で６個体、冬季に海岸１箇所で合計10

個体を確認しました。海岸岩礁域の地表や転石下で見られました。 

【生態】 

奄美大島から西表島にかけて分布します。殻長は約4.5～6mm です。縦肋は、強くて間

隔が広く、体層で約12～18本です。内湾奥の岩礁地高潮帯砂泥底に半ば埋もれた転石下

に生息します。 

参考文献：日本ベントス学会, 2012, 干潟の絶滅危惧動物図鑑―海岸ベントスのレッド

データブック, 東海大学出版会, 神奈川, 285pp. 

和名：リュウキュウノミガイ 

分類：マイマイ目 ノミガイ科 

学名：Lamellidea rucuana 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ第４次:準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂:情報不足 

【確認状況】 

H14～H15：未確認 

H25：対象事業実施区域内で、冬季に森林域1箇所で1個体を確認しました。クワズイモ

の葉に付着する個体が見られました。 

【生態など】 

慶良間列島から記載されました。琉球列島各地から報告がありますが、再検討が必要

です。殻は小型(殻高約 3.3mm)で、殻径はやや細い(約 1.9 ㎜)です。長細く、螺塔の高

い円錐形で、各層の膨らみは弱いです。殻表は平滑で、やや光沢を持ち、淡黄褐色です。

海浜性の種であると思われます。 

参考文献:沖縄県 RDB、環境省自然環境局野生生物課, 2005, 改訂・日本の絶滅のおそれ

のある野生生物－レッドデータブック－6 陸・淡水産貝類, 自然環境研究セ

ンター, 東京, 402pp. 
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表 6.11-28(4) 重要な陸生貝類の確認状況及び一般生態 

和名：ノミガイ 

分類：マイマイ目 ノミガイ科 

学名：Tornatellides boeningi 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ   ：絶滅危惧 II 類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧 II 類 

【確認状況】 

H14～H15：未確認 

H25：対象事業実施区域内で、春季に森林内１箇所で29個体、冬季に森林域５箇所で合

計55個体を確認しました。対象事業実施区域外では、春季に森林内１箇所で２個体

を確認しました。植物の葉に付着する個体が見られました。 

【生態など】 

伊豆諸島から、伊豆半島、紀伊半島、四国の太平洋沿岸、九州の東シナ海沿岸から琉

球列島（奄美大島から西表島）までの広い範囲の海岸に生息します。貝殻は小さく、殻

高約3mm、殻経約1.5mm です。殻表は滑らかで光沢があり、半透明の褐色です。海岸近く

にのみ分布する海浜性の種で、海浜性植物群落や海岸林に生息します。 

参考文献：環境省自然環境局野生生物課, 2005, 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生

生物－レッドデータブック－6 陸・淡水産貝類, 自然環境研究センター, 東

京, 402pp.、ＲＤＯ改訂  
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表 6.11-28(5) 重要な陸生貝類の確認状況及び一般生態 

和名：スナガイ 

分類：マイマイ目 キバサナギガイ科 

学名：Gastrocopta armigerella 

 

採集標本(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【確認状況】 

H14～H15：秋季、冬季、春季に確認されています。 

H25：対象事業実施区域内で、春季に砂浜後背林２箇所で合計８個体、冬季に砂浜後背

林１箇所で合計１個体を確認しました。林縁部の地表で見られました。 

【生態など】 

本州・四国・九州・沖縄に分布します。殻はやや白く、殻高1.5～2.5mm です。殻表は

平滑で光沢があります。海岸の雑木林や海浜性植物群落の落葉や砂の間に生息します。

参考文献：東正雄, 1995. 原色日本陸産貝類図鑑.保育社,大阪,343pp.、環境省自然環境

局野生生物課, 2010, 改訂レッドリスト 付属説明資料 貝類, 環境省, 64pp.

和名：オオカサマイマイ 

分類：マイマイ目 コハクガイ科 

学名：Videnoida horiomphala 

 

現地撮影(スケールは1mm 単位) 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【確認状況】 

H14～H15：秋季、冬季、春季、夏季に確認されています。 

H25：対象事業実施区域内で、春季に森林域11箇所で49個体、冬季に森林域８箇所で合計

22個体を確認しました。対象事業実施区域外では、冬季に森林域２箇所で合計５個

体を確認しました。主に朽木に付着する個体が見れらました。 

【生態など】 

沖永良部島、久米島、沖縄に分布します。殻はうすく、殻高7.5mm、殻径28mm です。

光沢があり、やや透明で淡い黄褐色です。周縁は鋭い竜骨突起があります。殻口は菱形

で、その周縁は薄く鋭いです。 

参考文献：東正雄, 1982, 原色日本陸産貝類図鑑, 保育社, 大阪, 343pp.、久保弘文・

黒住耐二, 1995, 生態／検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝, 沖縄出版, 浦添, 

263pp. 
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6.11.2 予測 

１）予測項目 

（１）工事中 

ア 生息環境の改変の程度 

イ 重要な動物種の生息状況への影響 

 

（２）施設等の存在及び供用 

ア 生息環境の改変の程度 

イ 重要な動物種の生息状況への影響 

 

２）予測対象時期等 

（１）工事中 

重要な動物種及び注目すべき生息地に係る工事期間の環境影響を的確に把握でき

る時期としました。 

 

（２）施設等の存在及び供用 

施設の供用が定常状態であり、重要な動物種及び注目すべき生息地に関わる環境影

響を的確に把握できる時期としました。 

 

３）予測地域及び予測地点 

（１）工事中 

予測地域・予測地点は、事業計画や重要な動物種及びその生息環境の状況、並びに

注目すべき生息地に関する生息環境の状況等を考慮し、対象事業の実施による影響を

的確に判断できる範囲として、対象事業実施区域とその周辺としました。 

 

（２）施設等の存在及び供用 

 予測地域・予測地点は、事業計画や重要な動物種及びその生息環境の状況、並びに

注目すべき生息地に関する生息環境の状況を考慮し、対象事業の実施による影響を的

確に判断できる範囲として、対象事業実施区域とその周辺としました。 

 

４）予測方法 

（１）工事中 

工事中における動物に対する影響要因は、表6.11-29に示すとおりであり、造成工

事等による直接的影響として、工事用車両等による輪禍、造成による土地の改変、移

動阻害が挙げられます。 

また、造成等の施工による一時的な影響として粉じん等の発生による影響（大気環

境）、騒音・振動の発生等による繁殖地やねぐら及び採餌場所に対する影響が挙げら

れます。 
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表6.11-29 工事中における影響要素 

影響要因 影響要素 

土地の改変による直接的な影

響 

工事車両による輪禍 

造成による土地の改変 

移動阻害、移動経路の分断 

造成等の施工による一時的な

影響 

粉じんや排気ガス等による大気質への影響（大気環境）

騒音・振動による生息環境、繁殖地への影響 

 

ア 生息環境の改変の程度 

造成による土地の改変及び移動阻害等については、事業の施設計画と現存植生図

を重ね合わせ、改変の程度を予測しました。粉じん等による影響については、「6.1 

大気質」における予測結果を考慮し、騒音・振動については「6.2 騒音」「6.3 振

動」における予測結果を考慮し、改変の程度を予測しました。 

 

イ 重要な動物種の生息状況への影響 

造成による土地の改変及び移動阻害等については、事業の施設計画と重要な動物

種の確認地点等を重ね合わせ、生息状況への影響を予測しました。粉じん等による

影響については、「6.1 大気質」における予測結果を考慮し、騒音・振動について

は「6.2 騒音」「6.3 振動」における予測結果を考慮し、生息状況への影響を予

測しました。 

 

（２）施設等の存在及び供用 

施設の存在及び供用時における動物に対する影響要因は、表6.11-30に示すとおり、

施設利用車両等による輪禍等、施設の存在による移動阻害などが挙げられます。 

また、施設の供用による間接的な影響として、粉じん等の発生による影響（大気環

境）、騒音の発生等による繁殖地やねぐら及び採餌場所に対する影響が挙げられます。 

 

表6.11-30 施設等の存在及び供用時における影響要素 

影響要因 影響要素 

施設の存在・供用による直接

的な影響 

施設利用車両による輪禍 

施設の存在による移動阻害、移動経路の分断 

施設の供用による間接的な影

響 

粉じんや排気ガス等による大気質への影響（大気環境）

騒音による生息環境、繁殖地への影響 

水質の変化による海域の餌環境への影響（水環境） 
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ア 生息環境の改変の程度 

施設の存在による移動阻害等については、事業の施設計画と現存植生図を重ね合

わせ、改変の程度を予測しました。粉じん等による影響については、「6.1 大気質」

における予測結果を考慮し、騒音については「6.2 騒音」における予測結果を考

慮し、改変の程度を予測しました。 

 

イ 重要な動物種の生息状況への影響 

施設の存在による移動阻害等については、事業の施設計画と重要な動物種の確認

地点等を重ね合わせ、生息状況への影響を予測しました。粉じん等による影響につ

いては、「6.1 大気質」における予測結果を考慮し、騒音については「6.2 騒音」

における予測結果を考慮し、生息状況への影響を予測しました。 

 

５）予測結果 

（１）工事中 

ア 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、前項「6.10.1 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。また、工事区域におい

て移動阻害が生じますが、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。 

粉じん等の発生量は、「6.1 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。 

これらのことより、工事の実施による陸域動物の生息環境の改変はほとんどない

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、動物の生息環境の基盤である植物群落につ

いては、前項「6.10.1 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。また、工事区域において移動阻害が生じますが、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。 

粉じん等の発生量は、「6.1 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。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。 

 

イ 重要な動物種の生息状況への影響 

重要な動物種の確認位置と改変区域を重ね合わせ図6.11-8～図6.11-13に示しま

した。 

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
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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、工事による生息域の減少や圧

死、移動経路の阻害等が予測されます。 

また、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。 

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、「6.1 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。 

 

平成25年の調査結果からの予測では、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、工事による生息域の減少や圧死の他、キャンプ場の西側の海岸にて繁殖行

動が確認されたことから、工事による移動の阻害等が予測されます。 

また、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。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、「6.1 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。 
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（２）施設等の存在及び供用 

ア 生息環境の改変の程度 

施設等の存在による影響が直接的に及ぶ範囲は、し尿処理施設の面積の約0.6ha

ですが、その８割は既に改変された土地であります。中継ポンプ室は、既に改変さ

れている場所に設置予定です。汚水送水管は、全て地中に埋設するため、陸上には

存在しません。このように、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採餌及び営巣地が施設から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。 

 

平成25年の調査結果からの予測では、施設等の存在による影響が直接的に及ぶ範

囲は、し尿処理施設の面積の約0.6haですが、その８割は既に改変された土地であ

ります。中継ポンプ室は、既に改変されている場所に設置予定です。汚水送水管は、

全て地中に埋設するため、陸上には存在しません。このように、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採餌及び営巣地が施設から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。 

 

イ 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種については、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。 

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。 

 

平成25年の調査結果からの予測では、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種については、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
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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。 

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。 

 

 

6.11.3 環境の保全のための措置 

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、陸上動物の生息環境の

改変を回避するための検討を行い措置を講じました。 

 

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 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。なお、オカヤドカリ類の移動先については、図

6.11-14に示します。 

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、チラシ等の配布によって周知の徹

底を図ることとします。想定される遮音壁の設置個所を、図6.11-15に示します。 
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6.11.4 評価 

１）工事中 

（１）回避・低減に係る評価 

ア 評価の基準 

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、環境保全措置を勘案して、予測結果と比較検討しました。 

 

ア）事業者が講じる影響を回避するための措置 

事業計画の策定にあたっては、事業計画地内に生息する動物に対する配慮に関

し、生息環境の消失又は分断による影響や植生改変などについて検討を行い、可

能な限り影響を回避する措置を講じています。 

 

イ）事業者が講じる影響を低減するための措置 

事業者が講じる低減措置として、重要な動物の捕獲移動、重要な種の生息地へ

の立入制限、低騒音・低振動型機械の導入など、可能な限り影響を低減する措置

を講じています。 

 

  イ 評価結果 

ア）平成14年～平成15年の調査・予測に対する評価結果 

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、陸上動物に対しての回

避・低減は図られているものと評価しました。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

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、低騒音・低振動型機械を積極的

に導入する、オカヤドカリ類については工事前に移動を実施する、シロチドリにつ

いては繁殖が確認された場合には遮音壁などを周辺に設置するなどの環境保全措

置を実施することから、陸上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）環境保全施策との整合性に係る評価 

ア 評価の基準 

事業者の実施する環境保全措置について、国、県又は関係する市町村が実施する

環境保全に関する施策との整合性が図られているかを評価の基準としました。 

 

イ 評価の結果 

ア）平成14年～平成15年の調査・予測に対する評価結果 

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
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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）があります。 

工事中における重要な動物種の評価結果を、表6.11-27に示しました。 

上記施策に該当する重要な動物種が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。 

 

イ）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動物編」（平成17年、沖縄県）があります。 

工事中における重要な動物種の評価結果を、表6.11-31に示しました。 

上記施策に該当する重要な動物種が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。
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表6.11-31(1) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

ワタセジネズミ 

ＲＬ     ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次 ：準絶滅危惧 

ＲＤＯ   ：希少種 

ＲＤＯ改訂 ：準絶滅危惧 

【H14～15】対象事業実施区域外の草地にて確認されました。

改変区域近傍で確認されていないことや、林縁部など生息

環境の改変がほとんどないこと、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。 

【H25】対象事業実施区域内で死体１個体、対象事業実施区域

外で死体2個体がいずれも林縁部で確認されました。 

改変区域近傍で確認されていないことや、林縁部など生息

環境の改変がほとんどないこと、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。 

ジャコウネズミ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で林縁の舗装道路上を徘徊する1

個体が確認されました。 

改変区域近傍で確認されていないことや、林縁部など生息

環境の改変がほとんどないこと、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。 

オリイオオコウモリ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】林冠上空を飛翔中の個体や樹冠部にぶら下がって

いる個体が確認されました。 

改変区域では確認されておらず、樹木等の伐採も少ないこ

と、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。 

【H25】林冠上空を飛翔中の個体や樹冠部にぶら下がっている

個体が確認されました。 

改変区域では確認されておらず、樹木等の伐採も少ないこ

と、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。 

オキナワコキクガシラコウモリ 

ＲＬ     ：絶滅危惧ⅠＢ類 

ＲＬ第４次 ：絶滅危惧ⅠＢ類 

ＲＤＯ   ：危急種 

ＲＤＯ改訂 ：絶滅危惧ⅠＢ類 

【H14～15】林内を飛翔中の個体や、林内の古墓内で確認しま

した。 

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、

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。 

【H25】林内を飛翔中の個体や、林内の古墓内で確認しました。

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、

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。 

イエコウモリ(アブラコウモリ) 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】林内を飛翔中の1個体をヒナコウモリ科の一種として

確認しました。 

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、

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。 
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表6.11-31(2) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

コユビナガコウモリ 

(リュウキュウユビナガコウモリ)

ＲＬ    ：絶滅危惧IB類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧IB類 

ＲＤＯ  ：危急種  

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧IB類 

【H14～15】未確認 

【H25】林内を飛翔中の1個体をヒナコウモリ科の一種として

確認しました。 

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、

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。 

オキナワハツカネズミ 

天然記念物  ：対象外 

種保     ：対象外 

ＲＤＢ    ：対象外 

ＲＤＯ    ：希少種 

【H14～15】対象事業実施区域周辺の草地において確認され、

改変区域でも１個体確認されました。 

 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（草食性：草本や野菜の種子）

は周辺地域にも広く分布すること、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。 

【H25】未確認 

ヒメアマツバメ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】改変区域の背後地の林内において、春季に飛翔１

個体を確認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域外で、春季に上空を飛翔する1個体

を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、移動性が高いこと、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。 

シロチドリ 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】海岸沿いの砂浜で、確認されました。 

 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

海岸部の改変もほとんどないこと、移動性が高いこと、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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に海岸の砂浜10

カ所で延べ合計27個体５卵、冬季調査時に草地で１個体を確

認しました。対象事業実施区域外では、冬季調査時に防波堤

の１カ所で19個体を確認しました。 

 改変区域の周辺で繁殖が確認されたことから、繁殖阻害な

どの影響が及ぶ可能性があると予測されましたが、工事の実

施をユニット分割し全面的な工事の回避、繁殖が確認された

場合、遮音壁などの構造物を設置するなどの保全措置を講ず

ることで、影響は低減されると評価しました。 

セイタカシギ 

ＲＬ   ：絶滅危惧IB類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】事業実施区域周辺を飛翔する個体を、夏季にて１

個体確認しました。 

 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、移動性が高いこと、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。 

【H25】未確認 
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表6.11-31(3) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

ズグロカモメ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】対象事業実施区域外の海上を飛翔する個体を、秋

季にて１個体確認しました。 

 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、移動性が高いこと、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。 

【H25】未確認 

コアジサシ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】対象事業実施区域外の海域において、春季から夏

季にかけて複数個体を確認しました。 

 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、

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。 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に海岸

域の６カ所で延べ合計９個体を確認しました。 

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、

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。 

マミジロアジサシ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、春季に海上1箇所で1個体を確

認しました。 

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

海域及び岩礁等の改変もなく、移動性が高いこと、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。 

ベニアジサシ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】対象事業実施区域外の海域において、春季から夏

季にかけて複数個体を確認しました。 

 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、

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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に海岸堤防で休息

する２個体を確認しました。対象事業実施区域外では、春季

調査時に海上で採餌する４個体を確認しました。 

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、

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。 
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表6.11-31(4) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

エリグロアジサシ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】対象事業実施区域外の海域において、春季から夏

季にかけて複数個体を確認しました。 

 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、

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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に海岸堤防１箇所

で休息する８個体を確認しました。対象事業実施区域外では、

春季調査時に海上２箇所で採餌する延べ合計31個体を確認し

ました。 

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、

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。 

ミサゴ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ  ：危急種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】対象事業実施区域周辺を飛翔する個体を、秋季に

て２個体確認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査及び冬季調査時に各

１個体、上空を飛翔する個体を確認しました。対象事業実施

区域外では、冬季調査時に海岸林で休息する１個体を確認し

ました。 

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、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。 

サシバ 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

【H14～15】秋季、冬季に確認されています。（この当時は重

要な種に指定されていなかったことから、評価されていませ

ん。） 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に１個

体、冬季調査時に７カ所で延べ８個体を確認しました。 

留鳥でないこと、餌場である草地の改変がほとんどないこ

と、移動性が高いこと、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。 

リュウキュウオオコノハズク 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：危急種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に森林内の２カ所

で１個体ずつ、冬季調査時に森林内の3カ所で１個体ずつを確

認しました。 

留鳥でないこと、餌場、休息場である森林の改変がほとん

どないこと、移動性が高いこと、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。 
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表6.11-31(5) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

リュウキュウアオバズク 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、冬季調査時に林縁で１個体を

確認しました。 

餌場、休息場である森林の改変がほとんどないこと、移動

性が高いこと、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。 

リュウキュウアカショウビン 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】カンナ崎の斜面林で、春季に２個体の鳴き声を確

認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に森林内２カ所で

１個体ずつを鳴き声により確認しました。留鳥でないこと、

樹木の伐採も少ないこと、移動性が高いこと、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。 

リュウキュウコゲラ 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】冬季、春季、夏季に確認されています。（この当

時は重要な種に指定されていなかったことから、評価されて

いません。） 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に森林

域の４カ所で延べ５個体、冬季調査時に森林域の５カ所で延

べ５個体を確認しました。 

餌場である森林の改変がほとんどないこと、移動性が高い

こと、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。 

ハヤブサ 

種保   ：国内希少 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：危急種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】秋季調査時に沖合の小島で、岸壁に留まっている

１個体を確認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、冬季調査時に４カ

所で延べ４個体を確認しました。 

 留鳥でないこと、移動性が高いこと、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。 

リュウキュウサンショウクイ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】改変区域の背後地の林縁において、秋季に２個体

を確認しました。その他、飛翔個体も確認されました。 

 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、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。 

【H25】未確認 
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表6.11-31(6) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

リュウキュウサンコウチョウ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】改変区域背後の丘陵の林内など数カ所において、

複数個体を確認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に森林域の４箇所

で合計５個体を確認しました。 

餌場である森林の改変がほとんどないこと、移動性が高い

こと、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。 

クロイワトカゲモドキ 

沖縄県指定天然記念物 

ＲＬ    ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】改変区域背後の丘陵の林内など数カ所において、

林床、石灰岩・石垣の隙間、墓の入り口などで複数個体を確

認しました。 

 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、

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。 

【H25】対象事業実施区域内で、夏季に18箇所20個体、秋季に

７箇所９個体、対象事業実施区域外では、秋季に３箇所３個

体を確認しました。 

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、

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。 

オキナワキノボリトカゲ 

ＲＬ    ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ   ：該当なし 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】海岸林から内陸部の森林内において、複数個体が

確認されました。 

工事中は騒音・振動等によって逃避行動をとる可能性があ

るが、移動能力があり、樹木の伐採も少ないこと、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。 

【H25】対象事業実施区域内では、夏季に13箇所13個体、秋季

に４箇所４個体、対象事業実施区域外では、夏季に３箇所３

個体を確認しました。 

工事中は騒音・振動等によって逃避行動をとる可能性があ

るが、移動能力があり、樹木の伐採も少ないこと、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。 

ヒメイトトンボ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】改変区域の背後地の林縁において、１個体を確認

しました。 

 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、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。 

【H25】未確認 
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表6.11-31(7) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

ミナミアリツカコオロギ 

(旧称ダイトウアリツカコウロギ) 

ＲＤＯ  ：未決定種 

【H14～15】海岸のオオハマボウ群落の林床のツヤオオズアリ

の巣から１個体が確認されました。 

 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、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。

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に１個体、秋季調

査時に３カ所で５個体を確認しました。 

 改変区域では確認されていないこと、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。 

オキナワモリバッタ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

【H14～15】森林林床やクワズイモの葉の上など数カ所で、複

数個体が確認されました。 

 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、

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。 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に４カ

所で１個体ずつ、秋季調査時に９カ所で10個体を確認しまし

た。 

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、

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。 

タイワンハウチワウンカ 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に１カ所で12個体、

秋季調査時に１カ所で43個体以上を確認しました。対象事業

実施区域外では、春季調査に１カ所で３個体、秋季調査時に

は２カ所で10個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、チガヤ群落の改変も少な

いこと、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。 

クロアシブトハナカメムシ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、秋季調査時に草地１カ所で１

個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、草地の改変も少ないこと、

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。 

ハイイロイボサシガメ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、秋季調査時に１カ所で10個体

を確認しました。対象事業実施区域外では、秋季調査時に１

カ所で７個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、草地の改変も少ないこと、

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。 
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表6.11-31(8) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

コマルケシゲンゴロウ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に１カ所で３個体

を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、素掘り側溝の改変がない

こと、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。 

イワカワシジミ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ  ：希少種 

【H14～15】南側森林斜面に生育するクチナシの実から、産み

付けられた卵１個と幼虫の食痕を確認しました。 

 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、

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。 

【H25】未確認 

ナキオカヤドカリ 

国指定天然記念物 

 

【H14～15】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。 

【H25】対象事業実施区域内では、夏季及び秋季に、海岸植生

の見られる南西側の砂浜で多数確認しました。また、夏季の

大潮時の夜間には、同砂浜で多数個体の放幼を確認しました。

対象事業実施区域外においては、海岸植生の見られる北東側

の砂浜で確認しました。 

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。

工事車両による輪禍の影響が予測されましたが、工事実施前

に捕獲移動の保全措置を講ずることで、影響は低減されると

評価しました。 
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表6.11-31(9) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

ムラサキオカヤドカリ 

国指定天然記念物 

【H14～15】改変区域及び背後地において多数の個体が確認さ

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。 

【H25】対象事業実施区域内では、夏季及び秋季に、海岸植生

の見られる南西側の砂浜、灯台の南側の砂浜、南西部に分布

する広葉樹林の林床などの広範囲で多数の個体を確認しまし

た。また、夏季の大潮時の夜間には、同砂浜で多数の個体の

放幼を確認しました。対象事業実施区域外においては、北側

のゲート前面に位置する谷部、海岸植生の見られる北東側の

砂浜で確認しました。 

 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。工事車両に

よる輪禍の影響が予測されましたが、工事実施前に捕獲移動

の保全措置を講ずることで、影響は低減されると評価しまし

た。 

オカヤドカリ 

国指定天然記念物 

ＷＲＤＢ：減少種 

【H14～15】ナキオカヤドカリやムラサキオカヤドカリより更

に内陸部で複数個体が確認されました。 

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、

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。 

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、速やかな埋戻しによる

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。

【H25】対象事業実施区域内では、夏季及び秋季に、主に南西

部に分布する広葉樹林の林床など、対象事業実施区域外では、

北側のゲート前面に位置する谷部で確認しました。 

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、

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。 

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、速やかな埋戻しによる

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。

工事車両による輪禍の影響が予測されましたが、工事実施前

に捕獲移動の保全措置を講ずることで、影響は低減されると

評価しました。 
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表6.11-31(10) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

オオナキオカヤドカリ 

国指定天然記念物 

ＲＤＯ   ：希少種 

ＲＤＯ改訂 ：準絶滅危惧 

ＲＬ    ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次 ：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、夏季に南西部に分布する広葉

樹林内の山道沿いを徘徊する1個体を確認しました。 

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、

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。 

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、速やかな埋戻しによる

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。

工事車両による輪禍の影響が予測されましたが、工事実施前

に捕獲移動の保全措置を講ずることで、影響は低減されると

評価しました。 

ヤシガニ 

ＲＤＯ   ：希少種 

ＲＤＯ改訂 ：準絶滅危惧 

ＲＬ    ：絶滅危惧Ⅱ類 

ＲＬ第４次 ：絶滅危惧Ⅱ類 

ＷＲＤＢ   ：希少種 

【H14～15】カンナ崎周辺の岩場とアダン林内において４個体

が確認されました。 

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、

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。 

【H25】対象事業実施区域外で、カンナ崎周辺の林内の岩場と

アダン林内において、夏季に3個体を確認しました。 

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、

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。 

ヤエヤマヒメオカガニ 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の

砂浜付近の転石潮上帯の転石の下おいて、夏季に3個体、秋季

に2個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変がないこと、

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。 

イワトビベンケイガニ 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の

砂浜付近の転石潮上帯の転石の下おいて、夏季に2個体、秋季

に2個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変がないこと、

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。 

スマトライワベンケイガニ 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の

砂浜付近の転石潮上帯の転石の下おいて、夏季に2個体、秋季

に2個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変がないこと、

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。 
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表6.11-31(11) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

オオヒライソガニ 

ＷＷＦ－Ｊ  ：希少種 

【H14～15】調査地中央部の排水溝や沢で小型の個体を複数確

認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域内のみの確認で、夏季に調査地域中

央、北側のゲート全面に位置する谷部やその下流側の素堀の

排水溝で確認しました。ただし、確認された個体はほとんど

が死体でした。これは、1か月程度降雨がなかった時期に調査

を実施したためであると推測されます。秋季には、調査地西

側の排水溝などで5個体確認しました。 

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、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。 

モクズガニ 

ＷＲＤＢ   ：減少傾向 

【H14～15】排水溝や沢で小型の個体を複数確認しました。 

 改変区域では確認されておらず、工事による沢の改変もな

いこと、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。 

【H25】対象事業実施区域外のみの確認で、北側のゲート全面

に位置する谷部で、夏季に2個体、秋季に2個体確認しました。

改変区域では確認されておらず、工事による沢の改変もな

いこと、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。 

フクダゴマオカタニシ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域６箇所で合計193

個体、冬季に森林域４箇所で合計121個体を確認しました。対

象事業実施区域外では、春季に森林域２箇所で合計37個体、

冬季に森林域３箇所で合計54個体を確認しました。 

改変区域では確認されていないこと、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。 

リュウキュウゴマオカタニシ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域１箇所で１個体、

冬季に森林域4箇所で合計95個体を確認しました。 

改変区域では確認されていないこと、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。 

アオミオカタニシ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

 

【H14～15】秋季、冬季、春季、夏季に確認されています。（こ

の当時は重要な種に指定されていなかったことから、評価さ

れていません。） 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域１箇所で１個体、

冬季に森林域4箇所で合計95個体を確認しました。 

改変区域では確認されていないこと、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。 
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表6.11-31(12) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

クニガミゴマガイ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】改変区域の背後地のガジュマル・ヤブニッケイ群

落で、水の染み出ている石灰岩の脇の地表や岩の下から、12

個体を確認しました。 

 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、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。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林内２箇所で合計14

個体、冬季に森林域３箇所で合計16個体を確認しました。 

改変区域では確認されていないこと、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。 

キザハシクビキレガイ 

ＲＬ第４次：情報不足 

 

【H14～15】未確認(クビキレガイとして確認されていた可能

性有) 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に海岸１箇所で６個体、

冬季に海岸１箇所で合計10個体を確認しました。海岸岩礁域

の地表や転石下で見られました。 

改変区域では確認されていないこと、海岸はほとんど改変

されないこと、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。 

リュウキュウノミガイ 

ＲＬ第４次:準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂:情報不足 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、冬季に森林域1箇所で1個体を

確認しました。 

改変区域では確認されていないこと、森林はほとんど改変

されないこと、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。 

ノミガイ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林内１箇所で29個体、

冬季に森林域５箇所で合計55個体を確認しました。対象事業

実施区域外では、春季に森林内１箇所で２個体を確認しまし

た。 

改変区域では確認されていないこと、森林はほとんど改変

されないこと、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。 

スナガイ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】秋季、冬季、春季に確認されています。（この当

時は重要な種に指定されていなかったことから、評価されて

いません。） 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に砂浜後背林２箇所で合

計８個体、冬季に砂浜後背林１箇所で合計１個体を確認しま

した。 

改変区域では確認されていないこと、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。 
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表6.11-31(13) 工事中における重要な動物種の評価結果 

種名 生息環境への影響 

オオカサマイマイ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】秋季、冬季、春季、夏季に確認されています。（こ

の当時は重要な種に指定されていなかったことから、評価さ

れていません。） 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域11箇所で49個体、

冬季に森林域８箇所で合計22個体を確認しました。対象事業

実施区域外では、冬季に森林域２箇所で合計５個体を確認し

ました。 

改変区域では確認されていないこと、森林はほとんど改変

されないこと、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。 

注）1.天然記念物：国指定特別天然記念物、国指定天然記念物、県指定天然記念物、町指定天然記念物 

  2.種保：「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」（国内希少野生動植物種に指定さ

れている種） 

  3.ＲＤＢ：「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物 哺乳類」（平成12年、環境省） 

「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物 鳥類」 

「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物 爬虫類・両生類」 

4.ＲＬ ：「昆虫類レッドリスト」（平成12年、環境省） 

「甲殻類レッドリスト」（平成12年、環境省） 

「陸・淡水産貝類レッドリスト」（平成12年、環境省） 

5.ＷＲＤＢ：「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） 

6.ＲＤＯ：「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） 

7.ＲＬ第4次：「環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）第４次レッド

リスト」（平成24年、環境省） 

8. ＲＤＯ改訂：「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）―レッドデータおきなわ

―」（平成17年、沖縄県） 
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２）施設等の存在及び供用 

（１）回避・低減に係る評価 

ア 評価の基準 

評価の基準は、「造成工事に伴い、動物の重要な種が消失等の影響を及ぼさない

こと」とし、環境の保全のための措置を勘案して、予測結果と比較検討しました。 

 

ア）事業者が講じた影響を回避するための措置 

事業計画の策定にあたっては、事業計画地内に生息する動物に対する配慮に関

し、生息環境の消失又は分断による影響や植生改変などについて検討を行い、可

能な限り影響を回避する措置を講じています。 

 

イ）事業者が講じた影響を低減するための措置 

事業者が講じた低減措置として、重要な動物の捕獲移動などの低減措置を講じ

ています。 

 

  イ 評価結果 

ア）平成14年～平成15年の調査・予測に対する評価結果 

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、陸上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。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

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、陸上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）環境保全施策との整合性に係る評価 

ア 評価の基準 

事業者の実施する環境保全措置について、国、県又は関係する市町村が実施する

環境保全に関する施策との整合性が図られているかを評価の基準としました。 

 

イ 評価の結果 

ア）平成14年～平成15年の調査・予測に対する評価結果 

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）があります。 

施設の存在・供用後における重要な動物種の評価結果を、表6.11-32に示しまし
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た。 

上記施策に該当する重要な動物種が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回避又は低減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。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

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「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）があります。 

施設の存在・供用後における重要な動物種の評価結果を、表6.11-28に示しまし

た。 

上記施策に該当する重要な動物種が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回避又は低減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。 
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表6.11-32(1) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

ワタセジネズミ 

ＲＬ     ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次 ：準絶滅危惧 

ＲＤＯ   ：希少種 

ＲＤＯ改訂 ：準絶滅危惧 

【H14～15】対象事業実施区域外の草地にて確認されました。

施設の供用後は、林縁部の環境が安定することが予測され

るため、存在・供用による影響はほとんどないものと評価し

ました。 

【H25】対象事業実施区域内で死体１個体、対象事業実施区域

外で死体2個体がいずれも林縁部で確認されました。 

施設の供用後は、林縁部の環境が安定することが予測され

るため、存在・供用による影響はほとんどないものと評価し

ました。 

ジャコウネズミ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で林縁の舗装道路上を徘徊する1

個体が確認されました。 

施設の供用後は、林縁部の環境が安定することが予測され

るため、存在・供用による影響はほとんどないものと評価し

ました。 

オリイオオコウモリ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】林冠上空を飛翔中の個体や樹冠部にぶら下がって

いる個体が確認されました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】林冠上空を飛翔中の個体や樹冠部にぶら下がっている

個体が確認されました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

オキナワコキクガシラコウモリ 

ＲＬ     ：絶滅危惧ⅠＢ類 

ＲＬ第４次 ：絶滅危惧ⅠＢ類 

ＲＤＯ   ：危急種 

ＲＤＯ改訂 ：絶滅危惧ⅠＢ類 

【H14～15】林内を飛翔中の個体や、林内の古墓内で確認しま

した。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】林内を飛翔中の個体や、林内の古墓内で確認しました。

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

イエコウモリ(アブラコウモリ) 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】林内を飛翔中の1個体をヒナコウモリ科の一種として

確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

コユビナガコウモリ 

(リュウキュウユビナガコウモリ) 

ＲＬ    ：絶滅危惧IB類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧IB類 

ＲＤＯ  ：危急種  

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧IB類 

【H14～15】未確認 

【H25】林内を飛翔中の1個体をヒナコウモリ科の一種として

確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 
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表6.11-32(2) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

オキナワハツカネズミ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】対象事業実施区域周辺の草地において確認され、

改変区域でも１個体確認されました。 

 施設の供用後は、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、施設の存在・供用

による影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】未確認 

ヒメアマツバメ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】改変区域の背後地の林内において、春季に飛翔１

個体を確認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域外で、春季に上空を飛翔する1個体

を確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

シロチドリ 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】海岸沿いの砂浜で、確認されました。 

 改変区域では確認されておらず、営巣地として供用される

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、施設の存在・供用による影響はほとんどないものと

評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に海岸の砂浜10

カ所で延べ合計27個体５卵、冬季調査時に草地で１個体を確

認しました。対象事業実施区域外では、冬季調査時に防波堤

の１カ所で19個体を確認しました。 

施設の供用後は、海岸環境が安定するため、存在・供用に

よる影響はほとんどないものと評価しました。 

セイタカシギ 

ＲＬ   ：絶滅危惧IB類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】対象事業実施区域周辺を飛翔する個体を、夏季に

て１個体確認しました。 

 改変区域では確認されておらず、採餌場として供用される

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、施設の存在・供用による影響はほとんどないものと

評価しました。 

【H25】未確認 

ズグロカモメ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】対象事業実施区域外の海上を飛翔する個体を、秋

季にて１個体確認しました。 

 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、施設の存在・供用による影響はほとんどないものと

評価しました。 

【H25】未確認 
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表6.11-32(3) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

コアジサシ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】対象事業実施区域外の海域において、春季から夏

季にかけて複数個体を確認しました。 

 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、施設の存在・供用による影響はほとんどな

いものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に海岸

域の６カ所で延べ合計９個体を確認しました。 

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、施設の存在・供用による影響はほとんどな

いものと評価しました。 

マミジロアジサシ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、春季に海上1箇所で1個体を確

認しました。 

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、施設の存在・供用による影響はほとんどないものと

評価しました。 

ベニアジサシ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】対象事業実施区域外の海域において、春季から夏

季にかけて複数個体を確認しました。 

 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、施設の存在・供用による影響はほとんどな

いものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に海岸堤防で休息

する２個体を確認しました。対象事業実施区域外では、春季

調査時に海上で採餌する４個体を確認しました。 

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、施設の存在・供用による影響はほとんどな

いものと評価しました。 

エリグロアジサシ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】対象事業実施区域外の海域において、春季から夏

季にかけて複数個体を確認しました。 

 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、施設の存在・供用による影響はほとんどな

いものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に海岸堤防１箇所

で休息する８個体を確認しました。対象事業実施区域外では、

春季調査時に海上２箇所で採餌する延べ合計31個体を確認し

ました。 

 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、施設の存在・供用による影響はほとんどな

いものと評価しました。 
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表 6.11-32(4) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

ミサゴ 

天然記念物  ：対象外 

種保     ：対象外 

ＲＤＢ    ：準絶滅危惧種 

ＲＤＯ    ：危急種 

【H14～15】対象事業実施区域周辺を飛翔する個体を、秋季に

て２個体確認しました。 

 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、施設の存在・供用に

よる影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査及び冬季調査時に各

１個体、上空を飛翔する個体を確認しました。対象事業実施

区域外では、冬季調査時に海岸林で休息する１個体を確認し

ました。 

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、施設の存在・供用に

よる影響はほとんどないものと評価しました。 

サシバ 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

【H14～15】秋季、冬季に確認されています。（この当時は重

要な種に指定されていなかったことから、評価されていませ

ん。） 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に１個

体、冬季調査時に７カ所で延べ８個体を確認しました。 

留鳥でないこと、餌場である草地環境が安定すること、移

動性が高いことなどから、施設の存在・供用による影響はほ

とんどないものと評価しました。 

リュウキュウオオコノハズク 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：危急種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に森林内の２カ所

で１個体ずつ、冬季調査時に森林内の3カ所で１個体ずつを確

認しました。 

留鳥でないこと、餌場、休息場である森林の改変がほとん

どないこと、移動性が高いことなどから、施設の存在・供用

による影響はほとんどないものと評価しました。 

リュウキュウアオバズク 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、冬季調査時に林縁で１個体を

確認しました。 

餌場、休息場である森林の改変がほとんどないこと、移動

性が高いことなどから、施設の存在・供用による影響はほと

んどないものと評価しました。 

リュウキュウアカショウビン 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】カンナ崎の斜面林で、春季に２個体の鳴き声を確

認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に森林内２カ所で

１個体ずつを鳴き声により確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 
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表 6.11-32(5) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

リュウキュウコゲラ 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】冬季、春季、夏季に確認されています。（この当

時は重要な種に指定されていなかったことから、評価されて

いません。） 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に森林

域の４カ所で延べ５個体、冬季調査時に森林域の５カ所で延

べ５個体を確認しました。 

餌場である森林の改変がほとんどないこと、移動性が高い

ことなどから、施設の存在・供用による影響はほとんどない

ものと評価しました。 

ハヤブサ 

種保   ：国内希少 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ  ：危急種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】秋季調査時に沖合の小島で、岸壁に留まっている

１個体を確認しました。 

 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、施設の存在・供用による影響はほ

とんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、冬季調査時に４カ

所で延べ４個体を確認しました。 

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、施設の存在・供用による影響はほ

とんどないものと評価しました。 

リュウキュウサンショウクイ 

ＲＤＯ  ：希少種 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】改変区域の背後地の林縁において、秋季に２個体

を確認しました。その他、飛翔個体も確認されました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】未確認 

リュウキュウサンコウチョウ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】改変区域背後の丘陵の林内など数カ所において、

複数個体を確認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に森林域の４箇所

で合計５個体を確認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

クロイワトカゲモドキ 

天然記念物  ：県指定天然記念物

種保     ：対象外 

ＲＤＢ    ：絶滅危惧Ⅱ類 

ＲＤＯ    ：希少種 

【H14～15】改変区域背後の丘陵の林内など数カ所において、

林床、石灰岩・石垣の隙間、墓の入り口などで複数個体を確

認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、夏季に18箇所20個体、秋季に

７箇所９個体、対象事業実施区域外では、秋季に３箇所３個

体を確認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 
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表 6.11-32(6) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

オキナワキノボリトカゲ 

天然記念物  ：対象外 

種保     ：対象外 

ＲＤＢ    ：絶滅危惧Ⅱ類 

ＲＤＯ    ：対象外 

【H14～15】海岸林から内陸部の森林内において、複数個体が

確認されました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内では、夏季に13箇所13個体、秋季

に４箇所４個体、対象事業実施区域外では、夏季に３箇所３

個体を確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

ヒメイトトンボ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂：情報不足 

【H14～15】改変区域の背後地の林縁において、１個体を確認

しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】未確認 

ミナミアリツカコオロギ 

(旧称ダイトウアリツカコウロギ) 

ＲＤＯ  ：未決定種 

【H14～15】海岸のオオハマボウ群落の林床のツヤオオズアリ

の巣から１個体が確認されました。 

 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、存在・供用による影響はほとんどないもの

と評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に１個体、秋季調

査時に３カ所で５個体を確認しました。 

 改変区域では確認されておらず、施設の供用後は、森林が

安定するため、存在・供用による影響はほとんどないものと

評価しました。 

オキナワモリバッタ 

ＲＤＯ  ：未決定種 

【H14～15】森林林床やクワズイモの葉の上など数カ所で、複

数個体が確認されました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内及び区域外で、春季調査時に４カ

所で１個体ずつ、秋季調査時に９カ所で10個体を確認しまし

た。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

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 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に１カ所で12個体、

秋季調査時に１カ所で43個体以上を確認しました。対象事業

実施区域外では、春季調査に１カ所で３個体、秋季調査時に

は２カ所で10個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、チガヤ群落の改変も少な

いことから、存在・供用による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 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、秋季調査時に草地１カ所で１

個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、草地の改変も少ないこと

から、存在・供用による影響はほとんどないものと評価しま

した。 
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表 6.11-32(7) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

ハイイロイボサシガメ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、秋季調査時に１カ所で10個体

を確認しました。対象事業実施区域外では、秋季調査時に１

カ所で７個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、草地の改変も少ないこと

から、存在・供用による影響はほとんどないものと評価しま

した。 

コマルケシゲンゴロウ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季調査時に１カ所で３個体

を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、素掘り側溝の改変がない

ことから、存在・供用による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 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ  ：希少種 

【H14～15】南側森林斜面に生育するクチナシの実から、産み

付けられた卵１個と幼虫の食痕を確認しました。 

 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、存在・供用による影響はほとんどないものと評価しま

した。 

【H25】未確認 

ナキオカヤドカリ 

国指定天然記念物 

 

【H14～15】海岸近くの砂浜の数カ所において、複数個体が確

認されました。 

 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。

【H25】対象事業実施区域内では、夏季及び秋季に、海岸植生

の見られる南西側の砂浜で多数確認しました。また、夏季の

大潮時の夜間には、同砂浜で多数個体の放幼を確認しました。

対象事業実施区域外においては、海岸植生の見られる北東側

の砂浜で確認しました。 

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。 
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表 6.11-32(8) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

ムラサキオカヤドカリ 

国指定天然記念物 

【H14～15】改変区域及び背後地において多数の個体が確認さ

れておりますが、草地や樹木の伐採は少なく、周辺に連続し

た草地や森林が残存し生息環境が維持されるため、施設の存

在による影響はほとんどないものと評価しました。 

 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。

【H25】対象事業実施区域内では、夏季及び秋季に、海岸植生

の見られる南西側の砂浜、灯台の南側の砂浜、南西部に分布

する広葉樹林の林床などの広範囲で多数の個体を確認しまし

た。また、夏季の大潮時の夜間には、同砂浜で多数の個体の

放幼を確認しました。対象事業実施区域外においては、北側

のゲート前面に位置する谷部、海岸植生の見られる北東側の

砂浜で確認しました。 

 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。 

オカヤドカリ 

国指定天然記念物 

ＷＲＤＢ：減少種 

【H14～15】ナキオカヤドカリやムラサキオカヤドカリより更

に内陸部で複数個体が確認されました。 

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。

【H25】対象事業実施区域内では、夏季及び秋季に、主に南西

部に分布する広葉樹林の林床など、対象事業実施区域外では、

北側のゲート前面に位置する谷部で確認しました。 

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 

ＲＤＯ   ：希少種 

ＲＤＯ改訂 ：準絶滅危惧 

ＲＬ    ：絶滅危惧Ⅱ類 

ＲＬ第４次 ：絶滅危惧Ⅱ類 

ＷＲＤＢ   ：希少種 

【H14～15】カンナ崎周辺の岩場とアダン林内において４個体

が確認されました。 

改変区域の近傍では確認されておらず、施設の存在・供用

による影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域外で、カンナ崎周辺の林内の岩場と

アダン林内において、夏季に3個体を確認しました。 

改変区域の近傍では確認されておらず、施設の存在・供用

による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 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の

砂浜付近の転石潮上帯の転石の下おいて、夏季に3個体、秋季

に2個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変もほとんどな

いことから、存在・供用による影響はほとんどないものと評

価しました。 
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表 6.11-32(9) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

イワトビベンケイガニ 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の

砂浜付近の転石潮上帯の転石の下おいて、夏季に2個体、秋季

に2個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変もほとんどな

いことから、存在・供用による影響はほとんどないものと評

価しました。 

スマトライワベンケイガニ 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域外で、海岸植生の見られる南西側の

砂浜付近の転石潮上帯の転石の下おいて、夏季に2個体、秋季

に2個体を確認しました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変もほとんどな

いことから、存在・供用による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 

ＷＷＦ－Ｊ  ：希少種 

【H14～15】調査地中央部の排水溝や沢で小型の個体を複数確

認しました。 

 改変区域では確認されておらず、施設の存在・供用が生息

域である排水溝や沢に影響を与えないため、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。 

【H25】対象事業実施区域内のみの確認で、夏季に調査地域中

央、北側のゲート全面に位置する谷部やその下流側の素堀の

排水溝で確認しました。ただし、確認された個体はほとんど

が死体でした。これは、1か月程度降雨がなかった時期に調査

を実施したためであると推測されます。秋季には、調査地西

側の排水溝などで5個体確認しました。 

改変区域では確認されておらず、施設の存在・供用が生息

域である排水溝や沢に影響を与えないため、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。 

モクズガニ 

ＷＲＤＢ   ：減少傾向 

【H14～15】排水溝や沢で小型の個体を複数確認しました。 

 改変区域では確認されておらず、施設の存在・供用が生息

域である沢に影響を与えないため、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。 

【H25】対象事業実施区域外のみの確認で、北側のゲート全面

に位置する谷部で、夏季に2個体、秋季に2個体確認しました。

改変区域では確認されておらず、施設の存在・供用が生息

域である沢に影響を与えないため、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。 

フクダゴマオカタニシ 

ＲＬ   ：準絶滅危惧 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域６箇所で合計193

個体、冬季に森林域４箇所で合計121個体を確認しました。対

象事業実施区域外では、春季に森林域２箇所で合計37個体、

冬季に森林域３箇所で合計54個体を確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 
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表 6.11-32(10) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

リュウキュウゴマオカタニシ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域１箇所で１個体、

冬季に森林域4箇所で合計95個体を確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

アオミオカタニシ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

 

【H14～15】秋季、冬季、春季、夏季に確認されています。（こ

の当時は重要な種に指定されていなかったことから、評価さ

れていません。） 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域１箇所で１個体、

冬季に森林域4箇所で合計95個体を確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

クニガミゴマガイ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧II類 

【H14～15】改変区域の背後地のガジュマル・ヤブニッケイ群

落で、水の染み出ている石灰岩の脇の地表や岩の下から、12

個体を確認しました。 

 施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林内２箇所で合計14

個体、冬季に森林域３箇所で合計16個体を確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

キザハシクビキレガイ 

ＲＬ第４次：情報不足 

 

【H14～15】未確認(クビキレガイとして確認されていた可能

性有) 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に海岸１箇所で６個体、

冬季に海岸１箇所で合計10個体を確認しました。海岸岩礁域

の地表や転石下で見られました。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変もほとんどな

いことから、存在・供用による影響はほとんどないものと評

価しました。 

リュウキュウノミガイ 

ＲＬ第４次:準絶滅危惧 

ＲＤＯ改訂:情報不足 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、冬季に森林域1箇所で1個体を

確認しました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

ノミガイ 

ＲＬ   ：絶滅危惧II類 

ＲＬ第４次：絶滅危惧II類 

【H14～15】未確認 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林内１箇所で29個体、

冬季に森林域５箇所で合計55個体を確認しました。対象事業

実施区域外では、春季に森林内１箇所で２個体を確認しまし

た。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 
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表 6.11-32(11) 施設の存在・供用による重要な動物種の評価結果 

種名 生息状況への影響 

スナガイ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】秋季、冬季、春季に確認されています。（この当

時は重要な種に指定されていなかったことから、評価されて

いません。） 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に砂浜後背林２箇所で合

計８個体、冬季に砂浜後背林１箇所で合計１個体を確認しま

した。 

改変区域では確認されておらず、海岸の改変もほとんどな

いことから、存在・供用による影響はほとんどないものと評

価しました。 

オオカサマイマイ 

ＲＬ第４次：準絶滅危惧 

【H14～15】秋季、冬季、春季、夏季に確認されています。（こ

の当時は重要な種に指定されていなかったことから、評価さ

れていません。） 

【H25】対象事業実施区域内で、春季に森林域11箇所で49個体、

冬季に森林域８箇所で合計22個体を確認しました。対象事業

実施区域外では、冬季に森林域２箇所で合計５個体を確認し

ました。 

施設の供用後は、森林が安定するため、存在・供用による

影響はほとんどないものと評価しました。 

注）1.天然記念物：国指定特別天然記念物、国指定天然記念物、県指定天然記念物、町指定天然記念物 

  2.種保：「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」（国内希少野生動植物種に指定さ

れている種） 

  3.ＲＤＢ：「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物 哺乳類」（平成12年、環境省） 

「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物 鳥類」 

「改訂 日本の絶滅のおそれのある野生生物 爬虫類・両生類」 

4.ＲＬ ：「昆虫類レッドリスト」（平成12年、環境省） 

「甲殻類レッドリスト」（平成12年、環境省） 

「陸・淡水産貝類レッドリスト」（平成12年、環境省） 

5.ＷＲＤＢ：「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） 

6.ＲＤＯ：「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） 

7.ＲＬ第4次：「環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）第４次レッド

リスト」（平成24年、環境省） 

8. ＲＤＯ改訂：「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）―レッドデータおきなわ

―」（平成17年、沖縄県） 
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6.12 海域植物

6.12.1 調査

１）調査項目

（１）植物相（植物プランクトン、潮間帯植物、海草藻類、ヒジキ）の状況

（２）重要な植物種（潮間帯植物、海草藻類）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

２）調査地域

対象事業実施区域周辺海域としました。

３）調査方法

（１）植物相の状況

調査は、現地調査により実施しました。調査方法、調査位置及び調査期間は表6.12-1

に示すとおりです。

調査地点又は測線については、分布及び生育状況を適切かつ効果的に把握できるも

のとし、図6.12-1に示すとおり実施しました。

表6.12-1(1) 調査方法、調査位置及び調査期間(平成15年、平成17年)

調査項目 調査方法 調査位置 調査期間

植物プランク

トン

採水法による植

物プランクトン

の種同定・計数。

リーフ内

（St.2、St.3）

リーフ外(St.1、

4、5、6、7)

冬季：平成15年2月13日

夏季：平成15年7月9日

潮間帯植物 測線調査による

目視観察。

測線

調査

L-1 冬季：平成15年2月12日

夏季：平成15年8月3日

L-2 冬季：平成15年2月12日

夏季：平成15年7月14日

L-3 冬季：平成15年2月12日

夏季：平成15年7月14日

L-4 冬季：平成15年2月8日

夏季：平成15年8月3日

L-5 冬季：平成15年2月9日

夏季：平成15年7月17日

L-6 冬季：平成15年2月9日

夏季：平成15年7月17日

L-7 冬季：平成17年2月26日

夏季：平成17年7月25日
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表6.12-1(2) 調査方法、調査位置及び調査期間(平成15年、平成17年)

調査項目 調査方法 調査位置 調査期間

海草藻類 測線調査、分布

調査による目視

観察。

測線

調査

L-1 冬季：平成15年2月16日

夏季：平成15年7月12日

L-2 冬季：平成15年2月12日

夏季：平成15年7月14日

L-3 冬季：平成15年2月11日

夏季：平成15年7月14日

L-4 冬季：平成15年2月7、8日

夏季：平成15年7月15日

L-5 冬季：平成15年2月6、7日

夏季：平成15年7月11日

L-6 冬季：平成15年2月5、6日

夏季：平成15年7月10日

L-7 冬季：平成17年2月26日、27日

夏季：平成17年7月25日、26日

分布

調査

St.1～20 冬季：平成15年2月10、14、20日

St.21～40 夏季：平成15年7月16、17日、

8月3、4日

ヒジキ ヒ ア リ ン グ 調

査、測線調査に

よる目視観察、

坪刈り調査。

測線

調査

L-A～C 平成15年4月16日、5月19日、

6月16日、7月17日、8月14日、

9月24日、10月23日

坪 刈

り

調査

St.A～C
平成15年4月16日、6月16日、

8月14日、10月23日
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表6.12-1(3) 調査方法、調査位置及び調査期間(平成25年・平成26年)

調査項目 調査方法 調査位置 調査期間

植物プランク

トン

採水法による植

物プランクトン

の種同定・計数。

リーフ内

（St.2、St.3）
夏季：平成25年7月26日

冬季：平成26年1月27日

潮間帯植物 測線調査による

目視観察。

測線

調査

L-3 夏季：平成25年8月2日

冬季：平成26年1月28日

L-4 夏季：平成25年8月2日

冬季：平成26年1月31日

L-5 夏季：平成25年8月5日

冬季：平成26年1月31日

海草藻類 測線調査、分布

調査による目視

観察。

測線

調査

L-3 夏季：平成25年8月1日

冬季：平成26年1月28日

L-4 夏季：平成25年7月31日

冬季：平成26年1月29日

L-5 夏季：平成25年7月30日

冬季：平成26年1月30日

分布

調査

18地点 夏季：平成25年8月2、5、6、7日

冬季：平成26年1月22～24、31日

ヒジキ 分布調査による

目視観察、坪刈

り調査。

分布調査 平成25年4月25日、6月10日、

8月23日、10月17日

坪刈り調査

（St.A、B、C）

平成25年4月25日、6月10日、

8月23、26日、10月17日

（２）重要な植物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）植物相の状況」の結果（潮間帯植物、海草藻類）を基に、自然性、希少性、

特殊性を考慮して、重要な植物種の判定を行うとともに、判定結果より抽出された重

要な植物種の分布、生育の状況及び生育環境の状況の把握を行いました。

また、海草藻類については確認された種のうち、海産資源として注目される種の選

定を行い、分布、生育の状況及び生育環境の状況の把握を行いました。
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４）調査結果

（１）植物相の状況

調査の結果、植物プランクトン7門8綱89種類、潮間帯植物4門4網17目26科50種類、

海草藻類5門5綱27目54科205種類を確認しました。各項目の確認状況は以下に示すとお

りです。

ア 植物プランクトン

現地調査の結果、表6.12-2に示すとおり、7門8綱89種類の植物プランクトンを確

認しました。調査地点別の出現状況は表6.12-3、図6.12-2に示すとおりです。

表6.12-2(1) 植物プランクトン確認種一覧 

    調査時期  冬季  夏季  夏季  冬季  

    調 査 年  H15 H15 H25 H26 

No. 門  綱  種名  調 査 点  7 地点*1 7 地点  2 地点※2 2 地点

1 
藍藻  
植物門  

藍藻綱  OSCILLATORIACEAE 45 264 52

2 ｸﾘﾌﾟﾄ植物門  ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱  CRYPTOPHYCEAE   11,540 35,520

3 渦鞭毛植物門  渦鞭毛藻綱 Prorocentrum mexicanum   80

4   Prorocentrum balticum  372 160

5   Prorocentrum dentatum 9 150 

6   Prorocentrum lima 81 132 4

7   Prorocentrum micans  18 

8   Prorocentrum minimum  546 80

9   Prorocentrum triestinum  1,206 320

10   Dinophysis sp. 3  

11   Gymnodinium sanguineum 36 8

12   Gymnodinium sp. 150 228 40 320

13   Gyrodinium spp. 15 894 340

14   Torodinium sp.  40

15   GYMNODINIACEAE  5,128 8,960

16   Warnowia polyphemus 12 

17   Scrippsiella spp. 141 15,348 320

18   Ceratium furca 42 100

19   Ceratium fusus  80

20   Ceratium kofoidii 21  

21   Ceratium macroceros 3  4

22   Ceratium tripos 6 12 

23   eratium sp. 6 6 

24   Alexandrium sp.  40

25   Gonyaulax spp. 390 

26   Protoceratium reticulatum  40

27   Oxytoxum gladiolus 198 

28   Oxytoxum scolopax 3 54 

29   Oxytoxum sp.  40 960

30   Diplopsalopsis orbicularis 90 

31   Heterocapsa rotundata 102 40

32   Peridinium quinquecorne 6 

33   Protoperidinium conicum   4

34   Protoperidinium crassipes   4

35   Protoperidinium depressum  84 4

36   Protoperidinium oblongum   8

37   Protoperidinium oceanicum 9  8

38   Protoperidinium spp. 210 2,898 360

39   Pyrophacus steinii  18 

40   PERIDINIALES   2,360 320

注1）7地点：リーフ内外全7地点(St.1～7) 細胞数及び出現種類数の単位は「個体数/7L」。
注2）2地点：リーフ内2地点(St.2、3) 細胞数及び出現種類数の単位は「個体数/2L」。
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表 6.12-2(2) 植物プランクトン確認種一覧

    調査時期 冬季  夏季  夏季  冬季  

    調 査 年 H15 H15 H25 H26 

No. 門  綱  種名  調 査 点 7 地点*1 7 地点  2 地点※2 2 地点

41 ﾊﾌﾟﾄ植物門  ﾊﾌﾟﾄ藻綱  Gephyrocapsa oceanica 3,330 804 320

42   HAPTOPHYCEAE 1,500 40 5,760

43 黄色植物門  黄金色藻綱 Dictyocha fibula 111  

44 珪藻綱  Coscinodiscus sp.  324

45   Corethron sp. 3  

46   Leptocylindrus danicus 90  40

47   THalassiosira sp.  320

48   Guinardia flaccida 12  

49   Rhizosolenia alata 48  

50   Rhizosolenia fragilissima  80

51   Rhizosolenia imbricata 69 78 

52   Rhizosolenia robusta 3  

53   Rhizosolenia setigera 15  

54   Rhizosolenia stolterfothii 138  

55   Rhizosolenia sp. 9  

56   Cerataulina pelagica   240

57   Eucampia cornuta 6  

58   Hemiaulus membranaceus   8

59   Bacteriastrum sp. 132  

60 
  

Chaetoceros atlanticum 
 v.neapolitanum 

63  

61   Chaetoceros curvisetum 24  

62   Chaetoceros distans 78  120

63   Chaetoceros lorenzianum 66  

64   Chaetoceros pendulum 12  

65   Chaetoceros spp. 540 27,552 3,360

66   Licmophora spp. 228 80 1,680

67   Striatella unipunctata 216 

68   DIATOMACEAE 1,332 1,280

69   Bleakeleya notata 54 198 2,000

70   Cocconeis scutellum  8

71   Cocconeis sp. 222  960

72   Amphiprora spp. 42 280

73   Amphora  spp. 198 680 960

74   Diploneis sp. 6 40

75   Donkinia sp.  80

76   Gyrosigma spp.  52

77   Mastogloia minuta 102 

78   Mastogloia  sp. 48 40 640

79   Navicula  spp. 501 1,992 

80   Pleurosigma  sp. 66 36 4

81   NAVICULACEAE 18 732 1,600

82   Bacillaria paxillifer  84

83   Cylindrotheca closterium 465 3,444 1,920 960

84   Nitzschia longissima  200

85   Nitzschia  spp. 909 8,694 41,200 2,240

86   Surirella sp.   4

87   PENNALES   1,760 5,760

88 ﾐﾄﾞﾘﾑｼ植物門 ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 EUGLENOPHYCEAE 924 246 

89 緑藻植物門  ﾌﾟﾗｼﾉ藻綱  PRASINOPHYCEAE 2,670 9,498 240 6,400

 7 門  8 綱  89 種類 種類数 41 44 49 22

   細胞数合計 11,262 79,338 72,100 77,680

注1）7地点：リーフ内外全7地点(St.1～7) 細胞数及び出現種類数の単位は「個体数/7L」。
注2）2地点：リーフ内2地点(St.2、3) 細胞数及び出現種類数の単位は「個体数/2L」。
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表6.12-3 調査地点別出現状況 

調査位置  
冬季  

(H15) 

夏季  

(H15) 

夏季  

(H25) 

冬季  

(H26) 

リーフ内  
St.2 18種類  28種類  31種類  16種類  

St.3 18種類  34種類  40種類  18種類  

リーフ外  

St.1 17種類  28種類  

- - 

St.4 14種類  21種類  

St.5 14種類  27種類  

St.6 18種類  22種類  

St.7 15種類  26種類  

合計 7地点(全地点) 41種類  44種類  - - 

    2地点(リーフ内) 26種類  39種類  49種類  22種類  
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