
表 6.13-23(3) 重要な大型底生動物の確認状況及び一般生態 

和名:オオサザナミサンゴ 

学名:Scapophyllia cylindrica 

分類: イシサンゴ目サザナミサンゴ科 

 

現地確認個体 

【指定状況】 

ＷＲＤＢ：減少傾向 

【確認状況】 

H25：冬季調査時に分布調査の定点 St.6 で被度 5%

未満で確認されました。 

【分布・形態・生態など】 

奄美大島以南のサンゴ礁海域に生息し、やや波当たりのよい特に開放的な礁斜面上部に生息

するが、あまり多くはない。 

固着性の準塊状あるいは被覆状群体で、中央部に多くの鈍端の柱状の特記な不規則な盛り上

がりがある。群体表面にほぼ等間隔で、まがりくねった長い谷が走る。色彩は灰緑色や緑褐

色。 
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6.13.2 予測 

１）予測項目 

（１）工事中 

ア 生息環境の改変の程度 

イ 重要な海域動物の生息状況への直接的、間接的影響の程度 

 

（２）施設等の存在及び供用 

ア 生息環境の改変の程度 

イ 重要な海域動物の生息状況への直接的、間接的影響の程度 

 

２）予測対象時期等 

（１）工事中 

重要な海域動物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 

施設の稼動が定常となる時期、並びに処理量が 大となる時期としました。 

 

３）予測地域及び予測地点 

予測地域・予測地点は、事業計画や重要な海域動物の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、対象事業実施区域の隣接

海域としました。 

 

４）予測方法 

（１）工事中 

工事中における海域動物に対する影響要因は、造成工事による一時的な水環境の変

化が挙げられます。この影響要素を、造成工事計画と海域動物の分布及び生息状況を

考慮し、生息環境の改変の程度及び重要な海域動物の生息状況への直接的、間接的影

響の程度について予測しました。 

 

（２）施設等の存在及び供用 

施設等の存在及び供用における海域動物に対する影響要因は、施設からの排水によ

る水環境の変化が挙げられます。この影響要素を、施設配置計画、排水計画と海域動

物の分布及び生息状況を考慮し、生息環境の改変の程度及び重要な海域動物の生息状

況への直接的、間接的影響の程度を予測しました。 
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５）予測結果 

（１）工事中 

ア 生息環境の改変の程度 

ア）平成 15 年～平成 17 年の調査に対する予測結果 

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、「6.5 

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。 

 

イ）平成 25 年～平成 26 年の調査に対する予測結果 

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、「6.5 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。 
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イ 重要な海域動物の生息状況への影響の程度 

ア）平成 15 年～平成 17 年の調査に対する予測結果 

重要な海域動物種の確認位置と影響範囲を図 6.13-8(1)～(2)、図 6.13-9(1)～(2)

に示しました。 

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、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。 

 

イ）平成 25 年～平成 26 年の調査に対する予測結果 

重要な海域動物種の確認位置と影響範囲を図 6.13-8(3)～(4)、図 6.13-9(3)～(4)

に示しました。 

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。 

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。 
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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 

ア）平成 15 年～平成 17 年の調査に対する予測結果 

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。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、供用後には 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、「6.6 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、「6.8 水象」の予測結果より、供用後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

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。 

 

イ）平成 25 年～平成 26 年の調査に対する予測結果 

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。 

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、「6.6 水の汚れ」、「6.8 水象」の予測結果も変更はないことから、Ｃ

ＯＤ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、供用後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。 
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イ 重要な海域動物の生息状況への影響の程度 

ア）平成 15 年～平成 17 年の調査に対する予測結果 

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。 

（影響範囲と重要な海域動物種の位置図については図 6.13-8(1)～ (2)、図

6.13-9(1)～(2)を参照。） 

 

イ）平成 25 年～平成 26 年の調査に対する予測結果 

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。 

（影響範囲と重要な海域動物種の位置図については図 6.13-8(3)～ (4)、図

6.13-9(3)～(4)を参照。） 
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6.13.3 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、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。 

 

 

6.13.4 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、海域動物における生息環境の改変の程度を

小限にすること」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 

事業計画策定にあたっては、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。 

 

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、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措置を講じます。 

 

イ 評価の結果 

ア）平成 15 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。 

 

イ）平成 25 年～平成 26 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。 
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（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基準としました。 

 

イ 評価の結果 

ア）平成 15 年～平成 17 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」（平

成10年、WWF-J）があります。 

工事中における重要な海域動物の評価結果を、表6.13-24に示しました。 

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アコヤガイとヒメシャコガイが挙げ

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。 
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表 6.13-24 重要な海域動物種の評価結果・平成 15 年（工事中） 

種 名 生息状況への影響 

カヤノミカニモリ(WWF-J：危険種) 

ホラガイ(WRDB：希少種) 

シラヒゲウニ(WRDB：減少種) 

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が、移動性の海域動物であ

るため、工事時においては、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(WRDB：減少種) 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。 

アコヤガイ（WRDB：減少種） 

ヒメシャコガイ（WRDB：減少種） 

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、現況において濁度が 20～400

度程度であることから、影響は少ないものと評価しました。

ムカシサンゴ（WRDB：減少傾向） 

クシハダミドリイシ 

（WRDB：減少傾向） 

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。 
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イ）平成 25 年～平成 26 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。 

工事中における重要な海域動物の評価結果を、表6.13-25に示しました。 

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。 

6-13-94



 

表 6.13-25 重要な海域動物種の評価結果・平成 25 年（工事中） 

種 名 生育状況への影響 

オオアシヤガイ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 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。 

サラサダマ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

タイワンキサゴ ＲＤＯ改訂：絶滅危惧Ⅱ類

オハグロガイ ＲＬ(第4次)：準絶滅危惧

ＷＷＦ-Ｊ：危険種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧Ⅱ類

トミガイ ＷＷＦ-Ｊ：希少 

ホラガイ ＷＲＤＢ：減少種 

テングガイ ＷＲＤＢ：減少傾向 

リュウキュウサルボウ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 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。 

ソメワケグリ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

クロチョウガイ ＷＲＤＢ：減少種 

アコヤガイ ＷＲＤＢ：減少種 

サンゴナデシコ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

ユキミノガイ ＲＤＯ改訂：絶滅危惧Ⅱ類

ヒメシャコガイ ＷＲＤＢ：減少種 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 ＷＲＤＢ：減少種 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 ＷＲＤＢ：減少傾向 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。 

クシハダミドリイシ ＷＲＤＢ：減少傾向 

オオサザナミサンゴ ＷＲＤＢ：減少傾向 
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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、「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 小限にすること」とし、環境の保全のための措置を勘案して、予測結

果と比較しました。 

 

ア）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、し尿処理施設の処理方法を 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）の排水基準より低い濃

度で排出することにより、海域への影響を可能な限り低減する措置を講じます。 

 

イ 評価の結果 

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、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 

ア 評価の基準 

事業者が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基準としました。 
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イ 評価の結果 

ア）平成 15 年～平成 17 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」（平

成10年、WWF-J）があります。 

施設の存在及び供用時における重要な海域動物の評価結果を、表6.13-26に示しま

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重要な海域動物

種として「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。 
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表6.13-26 重要な海域動物種の評価結果・平成15年（施設等の存在及び供用） 

種 名 生息状況への影響 

カヤノミカニモリ(WWF-J：危険種) 
ホラガイ(WRDB：希少種) 

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(WRDB：減少種) 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(WRDB：減少種) 
ヒメシャコガイ(WRDB：減少種) 
 

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、 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(WRDB：減少種) 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（WRDB:減少傾向） 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、 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 
（WRDB:減少傾向）

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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イ）平成 25 年～平成 26 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時における重要な海域動物の評価結果を、表6.13-27に示しま

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。 
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表6.13-27 重要な海域動物種の評価結果・平成25年（施設等の存在及び供用） 

種 名 生育状況への影響 

オオアシヤガイ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 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。 

サラサダマ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

タイワンキサゴ ＲＤＯ改訂：絶滅危惧Ⅱ類

オハグロガイ ＲＬ(第4次)：準絶滅危惧

ＷＷＦ-Ｊ：危険種 

ＲＤＯ改訂：絶滅危惧Ⅱ類

トミガイ ＷＷＦ-Ｊ：希少 

ホラガイ ＷＲＤＢ：減少種 

テングガイ ＷＲＤＢ：減少傾向 

リュウキュウサルボウ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 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。 

ソメワケグリ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

サンゴナデシコ ＲＤＯ改訂：準絶滅危惧 

クロチョウガイ ＷＲＤＢ：減少種 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、

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。 

アコヤガイ ＷＲＤＢ：減少種 

ユキミノガイ ＲＤＯ改訂：絶滅危惧Ⅱ類

ヒメシャコガイ ＷＲＤＢ：減少種 

シラヒゲウニ ＷＲＤＢ：減少種 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 ＷＲＤＢ：減少傾向 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、 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。 

クシハダミドリイシ ＷＲＤＢ：減少傾向 

オオサザナミサンゴ ＷＲＤＢ：減少傾向 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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6.14 陸域生態系 

6.14.1 調査 

１）調査項目 

（１）事業特性の把握と影響要因の抽出 

（２）地域概況調査 

（３）地域特性の把握 

（４）地域を特徴づける生態系の注目種・生物群集の抽出 

（５）地域を特徴づける生態系の注目種・生物群集の状況 

 

２）調査地域 

工事の実施、事業計画地の存在及び供用に伴い影響を受けるおそれがあると認められ

る地域を調査地域としました（図6.14-1参照）。 

 

３）調査方法 

（１）事業特性の把握と影響要因の抽出 

現時点で想定される事業計画に基づき影響要因を抽出します。面開発事業による生

態系への影響を把握するために、事業により生じる「影響要因」及びそこから生じる

「環境要素の変化」についてマトリックス及び影響フロー図による整理を行いました。 

 

（２）地域概況調査 

ア 既存資料調査 

調査は、既存資料調査により実施しました。対象となる項目を表6.14-1に示しま

す。 

既存資料は、以下の文献等を参考としました。 

・現存植生図、表層地質図、地形分類図、土壌図、地形図、航空写真等 

・自然環境保全基礎調査資料、自然環境に関する沖縄県等による調査報告書、大

学・博物館等の資料 

・気象資料 

・統計資料 

・レッドデータブック類 

・地域計画資料、地方公共団体の環境保全に関する資料、県史・市町村誌等 
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表6.14-1 対象となる調査項目 

調査項目 調査手法 調査地域 調査期間等

植物 植物相、植生 「6.10 陸域植物」参照 

動物 動物相 「6.11 陸域動物」参照  

大気環境 温度(気温・水温)、湿度、降水

量、風(風向・風速)、大気質 

「6.1 大気質」参照 

水環境 水質、底質、地下水 「6.4～6.7 水環境」参照 

土壌環境・ 

その他の環境 

地形・地質、土壌、傾斜度 「6.4～6.7 水環境」及び「6.9 地形・

地質」参照 

その他 土地利用等 「6.10 陸域植物」等参照 

 

（３）地域特性の把握 

地域概況調査の結果に基づいて、対象となる地域の全国的な位置づけ、基盤となる

環境の類型区分、生態系の概略について明らかにします。 

 

ア 全国的な位置づけ 

調査地域の陸域生態系の全国的な位置づけを把握する際に参考となるものとし

て、環境省自然環境局自然環境計画課において検討が進められている「生物多様性

保全のための国土区分（試案）」（以下「国土区分」という）及び「生物多様性保

全のための国土区分ごとの重要地域情報（再整理）」が存在します（表6.14-2及び

図6.14-2参照）。 

「国土区分」では、既存の文献資料や自然環境保全基礎調査等各種調査結果によ

り、日本列島の地史的成立経緯、生態系の基盤である植生に強く影響する気候要素

といった特性に着目して、全国を10の区域に区分しています。 

これらを参照し、対象地域がどの区分に属し、どのような生物群集タイプを含む

かについて抽出作業を行いました。 
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表6.14-2 生物群集タイプの区域別集計結果 

重要地域
の種別 

コード 生物群集タイプ 
区域番号  

計1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
区
域
の
生
物
学
的
特

性
を
示
す
生
態
系 

1 北方針葉樹林生物群集 26           26
2 夏緑樹林生物群集  20          20
3 北方針広混交林生物群集  5          5
4 夏緑樹林(太平洋側型)生物群集   53         53
5 夏緑樹林(日本海側型)生物群集    98 1       99
6 照葉樹林生物群集     17 61 20 79   177
7 亜熱帯林生物群集          13  13
8 亜熱帯(海洋島型）生物群集           3 3

区
域
内
の
環
境
特
性
の
要
因
の
違
い
に

よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
重
要
な
生
態
系

9 高山性生物群集 13 3 7 36 1       60
10 亜高山性生物群集   16 56 3 5      80
11 山地性生物群集     59 17 13 47   136
12 マングローブ生物群集         1 14  15
13 河畔林生物群集 2  9 35 9 23 1 4 2  85
14 河川生物群集   8 5 14 20 3 4 2  56
15 湖沼生物群集 4  4 15 6 11 1 1   42
16 高層湿原生物群集 14 13 7 38 4 1   2   79
17 中間・低層湿原生物群集 8 3 16 58 32 22 7 20   166
18 汽水性生物群集 4  6 3 6 3 7 15   44
19 海岸生物群集 20 9 11 29 31 27 5 34 8 4 178
20 火山荒原生物群集 3 2 1 9  2   2   19
21 特殊岩地生物群集 6 4 12 10 3 5 3 20 9 2 74
22 岩格・礫地生物群集 4 2 30 39 21 12 15 21   144
23 洞窟・風穴生物群集  2  13     2   17

統計 104 63 180 444 207 209 75 252 48 9 1591
注）1.表中の数値は重要地域の数を示します。 

  2.これは重要な生態系を選定するための区分であり、すべての生物群集タイプは含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.14-2 生物多様性国土区分（試案） 
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  イ 動植物その他の自然環境に係る概況 

   ア）動植物その他の自然環境に係る概況 

動植物の概況については、方法書の「第３章 対象事業実施区域及び対象事業

に係る環境影響を受ける範囲であると認められる区域の概況」（以後、「対象区

域の地域特性」とする）の調査結果と、今回現地調査を実施した動植物相の調査

結果を利用することとしました。 

    

イ）オキナワコキクガシラコウモリ生息状況確認調査 

調査地域において特殊性に位置する動物として、哺乳類調査時に確認されたオ

キナワコキクガシラコウモリについて、特殊性の注目種と位置づけ現地調査を実

施しました。生態系の視点から見たオキナワコキクガシラコウモリの位置づけを

表6.14-3に、調査方法及び調査期間について表6.14-4、表6.14-5に示し、調査の

実施フローを図6.14-3に、踏査ルートについては図6.14-4に示します。 

 

表6.14-3 生態系の視点から見たオキナワコキクガシラコウモリの位置づけ 

生態的特性 区分内容 

上位性 

上位性の注目種は、調査地域の自然環境区分において、行動範囲が広く、多様な環境を
利用する動物のなかで、より大型で個体数の少ない肉食動物等が該当します｡ 

例） 魚食性のイルカやサメ類 
ワシタカ類・フクロウ類等の猛禽類 
アジサシ・ミサゴ等の魚食性の鳥類 
オオウナギ等の食肉性の魚類 

典型性 

典型性の注目種は、調査地域内の生態系の特徴を現し、食物連鎖の各栄養段階に位置す
る代表的な種が該当する。身近な自然を象徴する種でもあります。 

例） イタジイ林等の常緑広葉樹林群落 
シジュウカラ、ヤマガラ等の森林性鳥類 
サンゴ礁 
森林と水域を生息域とするイモリ類・カエル類 

特殊性 

特殊性の注目種は、自然環境区分の分布状況を概観して、調査地域の自然環境を見た時、
地域の自然環境を形づくる主な環境と比較し、相対的に分布が少ない環境区分を選定
し、そこに生息・生育する生物種群が該当します。 

例） 汽水域に生息するマングローブ林 
洞窟性のコウモリ類 
砂浜海岸の一部に存在する潮間帯生物 

 

表6.14-4 オキナワコキクガシラコウモリ現地調査内容 

調査項目 調査方法 調査地域 調査期間 

オキナワコキク

ガシラコウモリ

生息地特定調査 対象事業実施区域

及びその周辺 

平成15年5月28日、29日 

生息地特定調査 

生息確認調査 

平成15年6月26日、27日 

平成15年7月28日、29日、30日 

生息地確認調査 平成15年8月12日 

生息洞個体数 

カウント調査 

平成15年10月29日 

平成15年11月20日 

生息確認調査* ヒージャーガマ 平成25年7月31日 

平成25年11月22日 

*：平成25年の生息確認調査は、ヒージャーガマにてオキナワコキクガシラコウモリの生息
の確認及び周辺状況の把握を行った。その結果、本種の生息が確認され、周辺状況に大
きな変化が認められなかった。 
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図6.14-3 オキナワコキクガシラコウモリ調査実施フロー 

 

表6.14-5 オキナワコキクガシラコウモリ現地調査方法 

調査方法 内容 

生息地 
特定調査 

対象事業実施区域内を可能な限り詳細に踏査し、オキナワコキクガシラコウモリの生
息洞となる洞穴（自然洞窟や古墓）の位置確認を行いました。踏査ルートを図6.14-5
に示します。また、平敷屋公民館にヒアリング調査を行い、周辺に存在する洞穴の位
置確認も行いました。 

生息確認 
調査 

生息地特定調査において確認された洞穴の内部を確認し、コウモリ類の生息の有無
を確認しました。また、洞穴の周辺を踏査し、飛翔する個体の確認も行いました。な
お、洞穴内部の確認時及び周辺の踏査時には、目視だけではなく、バットディテクタ
ーを併用し確認を行いました。 
洞穴内部の確認調査は昼間、夜間の両方実施し、洞穴周辺の踏査は夜間に実施しまし
た。バットディテクターは、小型コウモリ類の発する超音波を人の可聴音域に変換す
る装置で、超音波の周波数とパターンにより、小型コウモリ類の確認に役立ちます。

生息洞 
個体数 

カウント 
調査 

コウモリ類の生息が確認された洞穴のうち奥行きが深く、生息個体数が多いと考えら
れる洞穴について、個体数カウント調査を実施しました。 
洞穴開口部の外に調査員を配置し、17:00から24:00まで出入洞するコウモリを、バッ
トディテクターを用いて確認を行い、同時に目視によりカウントを行いました。 
なお、コウモリが出洞する際、開口部付近で高速飛翔による出入洞を繰り返したあと
飛去することや夜間であることから、カウント数は概数で示します。 
①目視について 

洞穴開口部に懐中電灯を設置し出入洞するコウモリのカウントを行いました。な
お、コウモリの出入洞に与える影響を軽減するため、懐中電灯には赤セロファンを貼
付しました。 
②バットディテクターについて 

バットディテクターの周波数は、2台をオキナワコキクガシラコウモリ（110kHz）
に合わせ、1台をリュウキュウユビナガコウモリ（55kHz）に合わせました。 

オキナワコキクガシラコウモリ用の2台のうち、1台は開口部に向け、もう1台は開
口部周辺の上空に向けました。この2台の入感の順序により出洞・入洞の区別を行い
ました。 

 

 

 

                                   オキナワコキクガシラコウモリの確認有り 

 

 

 

洞穴なし                洞穴あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

哺乳類調査 

生息地特定調査 

生息確認調査 

生息洞個体数カウント調査 

調査結果整理 

結果考察 

報告書作成 
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（４）地域を特徴づける生態系の注目種・生物群集の抽出 

「地域を特徴づける生態系」における、生態系の上位に位置する「上位性」、生態

系の特徴を典型的に現す「典型性」、特殊な環境であることを示す指標の「特殊性」

の３つの視点から、注目される動植物の種又は生物群集（以下、「注目種・生物群集」

とする）の抽出を行いました。 

 

（５）地域を特徴づける生態系の注目種・生物群集の状況 

抽出された注目種・生物群集の生態、他の動植物との関係、生息・生育環境の状況

について、現地調査結果を用いて整理・解析を行いました。 
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ウ 大気環境 

   ア）気象 

沖縄市の金武地域気象観測所の観測結果によると、年平均気温は、22.8℃、月

平均気温は、16.6℃から28.6℃で、一年を通じて変化は小さいものとなっていま

す（「気象月報（平成４年から平成13年）」（沖縄県気象台）、「アメダス観測

年報（平成12年、13年）」）。 

    

イ）降水量 

胡屋地域雨量観測所及び金武地域気象観測所の観測結果によると、年間降水量

は、胡屋が2,206.5mm、金武が1,952.7mmであり、特に５月～９月の梅雨期と台風

時に集中しており、 も降水量が多いのは９月で、胡屋が274.3mm、金武が256.6mm

となっていました（「気象月報（平成４年から平成13年）」（沖縄県気象台）、

「アメダス観測年報（平成12年、13年）」）。 

 

エ 水環境 

対象事業実施区域及びその周辺における河川等の分布状況を確認した結果、対象

事業実施区域において河川は確認されず、その周辺域では数㎞離れた地点で屋慶名

川が確認されました。なお、対象事業実施区域は屋慶名川流域には含まれません。 

 

オ 土壌環境・その他の環境 

   ア）地形 

対象事業実施区域及びその周辺の地形は、海浜・砂丘と海岸低地、その後背地

に丘陵地の小起伏丘陵、一部台地と段丘が見られます（「土地分類基本調査 沖

縄県本島中南部」（昭和58年、沖縄県））。 

 

   イ）地質 

対象事業実施区域及びその周辺の地質は、沖積層と琉球石灰岩によって成立し

ています（「土地分類基本調査 沖縄県本島中南部」（昭和58年、沖縄県））。 

 

   ウ）土壌 

対象事業実施区域及びその周辺の土壌は、塩基性赤色土壌の摩文仁統、稲嶺統

が僅かに見られる他は、土壌埴質未熟土壌で大部分が成立しています（「土地分

類基本調査 沖縄県本島中南部」（昭和58年、沖縄県））。 
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イ 動植物その他の自然環境に係る概況 

   ア）動植物その他の自然環境に係る概況 

    ａ 動植物相 

動植物の概況として、対象事業実施区域及びその周辺において現地調査時に

確認された動植物は、下記に示すとおりです（表6.14-8参照）。 

 

 表6.14-8 動植物相の状況 

分類 
確認状況 

H14～15,17 H25 

植物相 73科207属251種 84科249属327種(春季、秋季) 

哺乳類 ４目７科８種 ４目６科８種(夏季、秋季) 

鳥類 ９目25科49種 11目31科60種(春季、冬季) 

爬虫類 ２目９科12種 ２目８科10種(夏季、秋季) 

両生類 １目３科３種 １目３科４種(夏季、秋季) 

甲殻類 １目７科13種 １目７科18種(夏季、秋季) 

陸生昆虫類 13目126科433種 17目178科654種(春季、冬季) 

陸生貝類 ４目14科19種 ４目18科29種(春季、冬季) 

 

    ｂ 植生 

対象事業実施区域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（表6.14-9及び図6.14-6参照）。 

 

表6.14-9 植生群落及び土地利用状況 

区分 植物群落名 

森林植生 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、オオバギ群落、ガジュマル群落、アコウ群落、つる植

物群落、オオバイヌビワ群落、シマグワ群落 

草地植生 パラグラス群落、ナピアグラス群落、ススキ群落 

海岸植生 アダン群落、オオハマボウ群落、イボタクサギ群落、クサトベラ群落、隆起

サンゴ礁植生、海岸砂丘植生 

裸地他 緑の多い宅地、裸地 
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ｃ その他の自然環境に係る概況 

ａ）地形 

調査地域における地形は、北東から南西に向かって傾斜しています。 高

位は、段丘中位面(下位)であり、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（図6.14-7参照）。 

ｂ）地質 

調査地域周辺の基盤は、島尻層群泥岩であり、その上位に琉球層群琉球石

灰岩が位置します（図6.14-8参照）。 

低地部では、未個結の沖積層、海浜砂層が表面を被っています。調査地域

では、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。また、海岸低地に

は沖積層が分布し、海浜に海浜砂層が分布しています。 

ｃ）土壌 

島尻層群泥岩分布域には、泥岩を母材とする細粒灰色台地土壌である稲嶺

統(方言ではジャーガルと呼ばれる)、琉球層群琉球石灰岩分布域には、琉球

石灰岩を母材とする礫質暗赤色土壌である摩文仁統（方言では島尻マージ）、

海浜砂層分布域には、砂質未熟土壌である名城統が分布しています（図6.14-9

参照）。 

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。 
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