








表6.14-24 注目種の特性の整理（クロイワトカゲモドキ） 

種名 クロイワトカゲモドキ(Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae) 

分布 ・沖縄島、古宇利島、瀬底島 

当該地域におけ

る確認状況 

【H14～15】 

・春季調査時に５個体、夏季調査時に６個体が確認されました。春季

の１個体を除き、夜間の確認でした。確認環境は、いずれも林内で、

林床、石灰岩・石垣の隙間、墓の入口、蓋付側溝内等で確認されま

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。夜間

に林床を徘徊する個体がみられました。 

食性 ・林床に住むクモ類、昆虫類、ムカデ、ワラジムシや小型の無脊椎動

物を食べます。 

利用環境 ・山地の洞穴、多孔質の琉球石灰岩の岩場からなる森林や墓地周辺に

見られる木や壁を登ることがない地上性のヤモリの仲間です。 

希少性 ・「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）で絶滅危惧Ⅱ類に

指定されています。 

・「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 爬虫類・両生類」（平

成12年、環境庁）で絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。 

・「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 爬虫類・両生類」（平

成12年、環境庁）で絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。 

・「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）で希少種に指定されています。 

・沖縄県指定天然記念物です。 

 

表6.14-25 注目種の特性の整理（ムラサキオカヤドカリ） 

種名 ムラサキオカヤドカリ（Coenobita purpureus） 

分布 ・国内では、鹿児島県以南。国外では東南アジア、インド洋に分布し

ます。 

当該地域におけ

る確認状況 

【H14～15】 

・当該地域のほとんどの地域で確認されています。 

【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。 

食性 ・海岸に打ち上げられた魚類の死体や他の哺乳類等の死体からアダン

やパパイア等の果物の実まで食べる雑食性です。 

利用環境 ・アダン群落、オオハマボウ群落等の海岸林やその後背地の森林帯で

す。 

希少性 ・国指定天然記念物です。 
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表6.14-26 注目種の特性の整理（オキナワモリバッタ） 

種名 オキナワモリバッタ（Taulia ornata okinawaensis） 

分布 ・沖縄島（沖縄島固有亜種） 

当該地域における

確認状況 

【H14～15】 

・当該地域の森林域で広く確認されている。 

【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。林床や林縁

部の葉上などで見られました。 

食性 ・林床に生えるゲットウ、クマタケラン類、クワズイモ等の植物を

食べます。 

利用環境 ・森林内に生息し、林床の草本類等の上にいることが多く、公園の

樹林帯から低地、山地を問わずまとまった樹林環境があれば普通

に見られます。 

希少性 ・「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）沖縄県で未決定種に指定されています。 
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イ 生息・生育基盤及び注目種・群集の状況 

調査地域の生物相互の関係を把握するために、生態的特性と生息環境－生物種・

群集の整理結果より食物連鎖模式図を作成し、調査地域の生態系を特徴づける食物

連鎖の模式図をそれぞれの自然環境の類型区分ごとに把握しました（図6.14-24～

図6.14-27）。自然環境区分ごと及び全体の模式図の概要は次のとおりです。 

    

ア）台地・丘陵地－常緑広葉樹林 

人為的に攪乱された場所が長期的に放置され代償植生として成立した台地の環

境と、丘陵地の急斜面といった表土が浅い立地に生育可能な石灰岩地特有の植物

によって構成され成立している環境で、このまま遷移がすすむことによって潜在

植生であるナガミボチョウジ－クスノハカエデ群落に移行していくものと考えら

れます。 

オオバギ、オキナワシャリンバイ、ギンネム、ハマイヌビワ、ガジュマル、ア

カギ、アコウ等が優占し、哺乳類では、オリイオオコウモリ、オキナワコキクガ

シラコウモリ、ネコ、鳥類ではサシバ、キジバト、コゲラ、リュウキュウサンコ

ウチョウ、シロハラ、シジュウカラ、メジロ、ヒヨドリ等、爬虫類ではクロイ

ワトカゲモドキ、オキナワキノボリトカゲ、ミナミヤモリ、アカマタ、ハブ等が

生息しています。また、両生類ではヒメアマガエル等の生息地となっています。 

上位性：ネコ、アカマタ、ハブ、サシバの生息が確認されています。 

特殊性：洞窟性コウモリのオキナワコキクガシラコウモリの餌場として利用さ

れています。 

典型性：オオバギ群落、オキナワシャリンバイ群落、ギンネム群落、ハマイヌ

ビワ群落、ヤブニッケイ群落、アカギ群落、ガジュマル群落、つる植

物群落、動物ではコゲラ、シジュウカラ、キマダラヒバリ等が挙げら

れます。 

 

イ）丘陵地－草地植生 

人為的に攪乱され放置された場所にススキと、牧草であるナピアグラス、パラ

グラスが侵入して成立した環境です。 

ナピアグラス、パラグラス、ススキ等が優占し、哺乳類ではワタセジネズミ、

鳥類ではサシバ、セッカ、スズメ、シマキンパラ、爬虫類ではアオカナヘビの生

息が確認されました。 

上位性：捕食鳥類であるサシバの生息が確認されました。 

特殊性：該当種はありませんでした。 

典型性：オキナワハツカネズミ、セッカ、タイワンツチイナゴ、ナピアグラス

群落、パラグラス群落等が挙げられます。 
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ウ）海浜－海岸植生 

自然植生で完全に自然状況で残存している場所と一定時期に管理されながら成

立しているような環境で海岸植生（隆起サンゴ礁植生、海浜植生、海岸植生等）

として成立しています。 

アダン、オオハマボウ、クラトベラ、モクビャクコウ、ホソバワダン、ハリツ

ルマサキ、テッポウユリ等が優占し、鳥類ではクロサギ、ミサゴ、ベニアジサシ、

イソヒヨドリ、イソシギ等、甲殻類ではオカヤドカリ類が確認されました。 

上位性：クロサギ、ミサゴ、ベニアジサシが上位性に該当します。なお、これ

らの種の採餌場は海域です。 

特殊性：該当種はありませんでした。 

典型性：イソシギ、ナキオカヤドカリ、ムラサキオカヤドカリ、クサトベラ群

落、オオハマボウ群落、隆起サンゴ礁植生、海岸砂丘植生等が挙げら

れます。 

    

エ）低地－裸地 

人工的に管理されている環境で、緑の多い宅地としてコウシュンシバ、チドメ

グサ、シロツメクサ、コメツブウマゴヤシ等が優占する土地利用となっており、

定期的に芝刈り機で刈られている地域となっています。 

哺乳類では、ネコ、ワタセジネズミ等、鳥類ではイソヒヨドリ、スズメ等、爬

虫類ではホオグロヤモリ等、昆虫類がヤマトシジミ、マダラバッタ等の生息が確

認されました。 

上位性：ネコが該当します。 

特殊性：該当種はありませんでした。 

典型性：ホオグロヤモリ、スズメ、ワタセジネズミ、緑の多い宅地が挙げられ

ます。 
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図6.14-26 海浜―海岸植生食物連鎖模式図 

 

鳥類 

ｲｿﾋﾖﾄﾞﾘ、ｲｿｼｷﾞ、ｼﾛﾁﾄﾞﾘ 

海岸植生 

アダン群落、クサトベラ群落、オオハマボウ群落、隆起サンゴ礁植生、

海岸砂丘植生 

植食性昆虫類、陸生貝類 

ﾘｭｳｷｭｳｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ、ｸﾋﾞｷﾚｶﾞ

ｲ、ｽﾅｶﾞｲ 

肉食性昆虫類 

ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ、ﾂﾔｵｵｽﾞｱﾘ 

甲殻類 

ﾑﾗｻｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ﾅｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ 
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  ウ 地形・地質及びそこに成立する生物群集模式図の作成 

   ア）Ｌ－１ 

ラインＬ－１は、対象事業実施区域のほぼ中央に設けた測線で対象事業実施区

域を横切るように海域から低地、丘陵地へと設定しました（図6.14-28、図6.14-29

参照）。 

類型区分によると海域から、低地－裸地が大部分を占め、その後背地に台地・

丘陵地－常緑広葉樹林の区分となっています。 

それぞれの類型で確認されている主な動植物を類型区分ごとに挙げると、 も

海岸域に位置する低地－裸地は、チドメグサ、コウシュンシバ、コウライシバ等

が生育し、草刈り作業が定期的に実施されている人工的な環境です。そこで見ら

れる動物として、イソヒヨドリ、スズメ等の鳥類の他、ヤマトシジミ、ショウリ

ョウバッタ等の昆虫類が確認されました。また、住居近くには爬虫類のホオグロ

ヤモリが確認されました。次に、台地・丘陵地－常緑広葉樹林が成立しており、

そこにはオオバギ、ハマイヌビワ等で構成される森林があり、対象事業実施区域

が何らかの形で改変された後に放置され成立した代償植生と考えられ、そこで見

られる動物は、コゲラ、リュウキュウサンコウチョウ、ヒヨドリ等の鳥類、オ

キナワキノボリトカゲ等の爬虫類、オキナワモリバッタ、オキナワナナフシ等の

昆虫類、オキナワヤマタニシ、オキナワウスカワマイマイ、オナジマイマイ等の

陸生貝類でした。 

 

   イ）Ｌ－２ 

ラインＬ－２は、対象事業実施区域のＬ－１とＬ－３に挟まれるように設けた

測線で対象事業実施区域を横切るように海域から低地、丘陵地へと設定しました

（図6.14-29、図6.14-30参照）。 

類型区分によると海域から、低地－裸地が大部分を占め、その後背地に台地・

丘陵地－常緑広葉樹林、低地－裸地、台地・丘陵地－常緑広葉樹林の区分となっ

ています。 

それぞれの類型で確認されている主な動植物を類型区分毎に挙げると も海岸

域に位置する低地－裸地が、チドメグサ、コウシュンシバ、コウライシバ等が生

育し、草刈り作業が定期的に実施されている人工的な環境で、そこで見られる動

物として、イソヒヨドリ、スズメ等の鳥類の他、住居近くにホオグロヤモリ等の

爬虫類、ヤマトシジミ、ショウリョウバッタ等の昆虫類が確認されました。次に、

台地・丘陵地－常緑広葉樹林が成立しており、そこにはオオバギ、イヌビワ等で

構成される森林があり、対象事業実施区域が何らかの形で改変された後に放置さ

れ、成立した代償植生と考えられ、リュウキュウサンコウチョウ、ヒヨドリ、

コゲラ等の鳥類、ミナミヤモリ等の爬虫類、オキナワモリバッタ、オキナワナナ

フシ等の昆虫類、オキナワヤマタニシ、オキナワウスカワマイマイ、オナジマイ

マイ等の貝類が確認されました。その後背地に再び低地－裸地の環境を挟んで、

台地・丘陵地－常緑広葉樹林へと続いており、台地・丘陵地－常緑広葉樹林は、

アカギ、ハマイヌビワ、ガジュマルといった樹木が標徴種となって成立しており、
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対象事業実施区域では樹高も高く、多様な植物で覆われており、自然性も高い地

域となっています。そこで見られる動物は、上位種であるネコの他、特殊性に位

置するオキナワコキクガシラコウモリ、典型性に位置するリュウキュウサンコ

ウチョウ、ヒヨドリ等の鳥類、オキナワキノボリトカゲ等の爬虫類、オキナワモ

リバッタ、オキナワマドボタル等の昆虫類、オキナワヤマタニシ、オキナワウス

カワマイマイ等の貝類が確認される多様な環境となっていました。 

 

   ウ）Ｌ－３ 

ラインＬ－３は、調査地域の東側に設けた測線で対象事業実施区域を横切るよ

うに海域から低地、丘陵地へと設定しました（図6.14-28、図6.14-31参照）。 

類型区分によると海域から順に、低地－裸地、丘陵地－草地、低地－裸地、台

地・丘陵地－常緑広葉樹林、低地－裸地、台地・丘陵地－常緑広葉樹林の区分と

なっています。 

それぞれの類型で確認されている主な動植物を類型区分毎に挙げると、低地－

裸地は、チドメグサ、コウシュンシバ、コウライシバ等が生育し、草刈り作業が

定期的に実施されている人工的な環境で、イソヒヨドリ、スズメ等の鳥類の他、

住居近くにホオグロヤモリ等の爬虫類、ヤマトシジミ、ショウリョウバッタ等の

昆虫類が確認されました。 

丘陵地－草地はナピアグラスが生育しており、哺乳類のワタセジネズミ、鳥類

のセッカ、爬虫類のアオカナヘビ、甲殻類のオカヤドカリ類、昆虫類のトノサマ

バッタ等が確認されました。 

丘陵地－常緑広葉樹林においては、アコウ、ハマイヌビワ、ガジュマル、オオ

バギといった樹木が標徴種となって成立しており、対象事業実施区域では樹高も

高く、多様な植物で覆われており、自然性も高い地域となっています。そこで見

られる動物は、上位種であるサシバ、ネコの他、コゲラ、リュウキュウサンコウ

チョウ、ヒヨドリ、メジロ等の鳥類、ミナミヤモリ、クロイワトカゲモドキ等の

爬虫類、オキナワスジボタル、オキナワナナフシ等の昆虫類、オキナワヤマタニ

シ、オキナワウスカワマイマイ等の貝類が確認される多様な環境となっています。

さらにその後背地は、低地－裸地を挟んで再び丘陵地－常緑広葉樹林へと続いて

います。 
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6.14.2 予測 

１）予測項目 

（１）工事中 

ア 基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響 

イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

ウ 生態系の構造と機能への影響 

 

（２）施設等の存在及び供用 

ア 基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響 

イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

ウ 生態系の構造と機能への影響 

 

２）予測対象時期等 

（１）工事中 

 生態系の概況並びに注目種及び群集の特性を踏まえ、工事中の予測地域における生

態系に係る環境影響を的確に把握できる時期及び、大気質、騒音、振動、改変による

動植物の生育・生息環境の消失による影響が 大となる時期としました。 

 

（２）施設等の存在及び供用 

 生態系の概況並びに注目種及び群集の特性を踏まえ、予測地域における生態系に係

る環境影響を的確に把握できる時期として、施設の供用後としました。 

 

３）予測地域 

 予測地域は、生態系の概況並びに注目種及び群集の特性を踏まえ、生態系への影響が

及ぶと想定される地域として、対象事業実施区域とその周辺としました。 
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４）予測方法 

（１）工事中 

工事中における生態系に対する影響要因は、表 6.14-27 に示すとおりであり、造成

工事等による影響として工事用車両等による轢死、移動阻害、移動経路の分断、土地

の改変に伴う直接改変等、粉じん等の発生による影響（大気質）、騒音振動の発生等

による繁殖地・ねぐら・採餌場所に対する影響があげられます。 

 

表 6.14-27 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 

移動阻害、移動経路の分断 

造成による土地の改変 

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 基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響 

土地の改変による直接的な影響として、「工事車両による輪禍や移動阻害」、「土

地の改変に伴う基盤環境の消失・縮小」、造成等の施工による一時的な影響として

「粉じんや廃棄ガス等による大気質の変化による影響」、「騒音・振動による生息環

境、繁殖地への影響」が考えられ、「6.1 大気質」、「6.2 騒音」、「6.3 振動」、「6.10

陸域植物」、「6.11 陸域動物」等の予測・評価の結果を参照しながら、基盤環境と生

物群集との関係による生態系への影響を予測しました。 

 

イ 注目種及び群集により指標される生態系のへ影響 

基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響の予測結果、陸域生態系の調

査結果を踏まえ、注目種及び群集の生息・生育環境の変化の程度を把握し、これら

の結果によって指標される生態系への影響を予測しました。 

 

ウ 生態系の構造と機能への影響 

生態系の概況及び「6.10 陸域植物」、「6.11 陸域動物」の状況を踏まえ、食物

連鎖等の変化の程度を把握し、その影響を予測しました。 

 

（２）施設等の存在及び供用 

 存在及び供用時における生態系に対する影響要因は、表 6.14-28 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、施設利用車両等による轢死等、間接的な影響とし

て粉じん等の発生による影響（大気質）、騒音振動の発生等による繁殖地、ねぐら、採

餌場所に対する影響があげられます。 
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表 6.14-28 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 

 

ア 基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響 

「6.10.2 陸域植物」及び「6.11.2 陸域動物」における予測結果及び生態系の

概要、現地調査結果等を考慮して、施設の存在及び供用による直接的な影響として

は「施設利用車両による輪禍」、「施設の存在による移動阻害や移動経路の分断」、

施設の供用による間接的な影響としては「粉じんや排気ガス等による大気質」、「騒

音・振動による生息環境、繁殖地への影響」が想定され、これらの状況を踏まえ、

基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響の程度を予測しました。 

 

イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響の予測結果、陸域生態系の調

査結果を踏まえ、注目種及び群集の生息・生育環境の変化の程度を把握し、これら

の結果によって指標される生態系への影響を予測しました。 

 

ウ 生態系の構造と機能への影響 

基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響や注目種及び群集により指

標される生態系への影響の予測結果を考慮し、生態系の概況及び「6.10 陸域植物」、

「6.11 陸域動物」の状況を踏まえ、食物連鎖等の変化の程度を把握し、その影響

を予測しました。 
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５）予測結果 

（１）工事中 

ア 基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響 

ア）平成14年～平成17年の調査・予測に対する評価結果 

直接的な影響が想定される基盤環境として台地・丘陵地－常緑広葉樹林、丘陵地

－草地、海浜－海岸植生、低地－裸地の４つの類型が挙げられました。 

このうち、低地－裸地の改変面積は 0.904ha ですが、既に開発された人工的な環

境であり、生物群集に対する影響は現状と何ら変化する状況ではありません。 

台地・丘陵地－常緑広葉樹林は 0.087ha の改変ですが、面積がごくわずかであり、

周辺に残存する同種の基盤環境から見ると 0.29％程度の改変であり、更に改変によ

り基盤環境の分断等も起こらないことから、生物群集に与える影響はほとんどない

ものと予測されます。 

丘陵地―草地の改変面積は 0.019ha ですが、周辺に残存する草地環境と比較する

と改変率は 5.28％程度と少なく、草地の消失や分断も起こらないことから、生物群

集に与える影響はほとんどないものと予測されます。 

海浜－海岸植生については、工事による改変はなく、生物群集に与える影響はな

いものと予測されます。 

「工事車両による輪禍」、「移動阻害・移動経路の分断」については、地上徘徊性

の小動物への工事車両による輪禍、移動経路の阻害等が予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや、「6.1大気質」により影響は小さいとの結果から、生物群集に対する影響

はほとんどないものと予測されます。騒音・振動については、工事が一時的である

ことや、改変区域の周辺に動物の生息環境が残存していることから、影響はほとん

どないものと予測されます。 

 

表 6.14-29 基盤環境の改変状況(H14～17) 

類型区分 

（基盤環境） 

現存植生 面積 

（ha） 

改変面積

（ha） 

改変率

（％）

台地・丘陵地－常緑広葉樹林 ｵｷﾅﾜｼｬﾘﾝﾊﾞｲ群落他 30.5 0.087 0.29

丘陵地－草地 ﾅﾋﾟｱｸﾞﾗｽ群落、ﾊﾟﾗｸﾞﾗｽ群落 0.36 0.019 5.28

海浜－海岸植生 ｸｻﾄﾍﾞﾗ群落、ﾊﾏｺﾞｳ群落他 2.28 0 0

低地－裸地 緑の多い宅地、裸地 48.38 0.904 1.87

合  計 81.52 1.010 1.24
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イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

直接的な影響が想定される基盤環境として台地・丘陵地－常緑広葉樹林、丘陵地

－草地、海浜－海岸植生、低地－裸地の４つの類型が挙げられました。 

このうち、低地－裸地の改変面積は 0.867ha ですが、既に開発された人工的な環

境であり、生物群集に対する影響は現状と何ら変化する状況ではありません。 

台地・丘陵地－常緑広葉樹林は 0.143ha の改変ですが、面積がごくわずかであり、

周辺に残存する同種の基盤環境から見ると 0.52％程度の改変であり、更に改変によ

り基盤環境の分断等も起こらないことから、生物群集に与える影響はほとんどない

ものと予測されます。 

丘陵地―草地については、工事による改変はなく、生物群集に与える影響はない

ものと予測されます。 

海浜－海岸植生については、工事による改変はなく、生物群集に与える影響はな

いものと予測されます。 

「工事車両による輪禍」、「移動阻害・移動経路の分断」については、地上徘徊性

の小動物への工事車両による輪禍、移動経路の阻害等が予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや、「6.1大気質」により影響は小さいとの結果から、生物群集に対する影響

はほとんどないものと予測されます。騒音・振動については、工事が一時的である

ことや、改変区域の周辺に動物の生息環境が残存していることから、影響はほとん

どないものと予測されます。 

 

表 6.14-30 基盤環境の改変状況(H14～17、H25 の比較) 

類型区分 
（基盤環境） 

現存植生 

面積 
（ha） 

改変面積 
（ha） 

改変率 
（％） 

H14～17 H25 H14～17 H25 H14～17 H25

台地・丘陵地－常
緑広葉樹林 

ｵｷﾅﾜｼｬﾘﾝﾊﾞｲ群落他
30.5 27.52 0.087 0.143 0.29 0.52

丘陵地－草地 ﾅﾋﾟｱｸﾞﾗｽ群落、ﾊﾟﾗ
ｸﾞﾗｽ群落 

0.36 0.22 0.019 0 5.28 0 

海浜－海岸植生 ｸｻﾄﾍﾞﾗ群落、ﾊﾏｺﾞｳ
群落他 

2.28 1.88 0 0 0 0 

低地－裸地 緑の多い宅地、裸地 48.38 51.94 0.904 0.867 1.87 1.67

合  計 81.52 81.57 1.010 1.010 1.24 1.24
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イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

ア）平成14年～平成17年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の指標となる注目すべき種及び群集として、上位性として注目されるアカ

マタ、特殊性で注目されるオキナワコキクガシラコウモリ、典型性で注目されるオ

キナワハツカネズミ、オキナワキノボリトカゲ、クロイワトカゲモドキ、ムラサキ

オカヤドカリ、オキナワモリバッタの８種を抽出しました。 

これらの注目種及び群集により指標される生態系への影響については、生息環境

（餌場、休息場、繁殖場）である「台地・丘陵地－常緑広葉樹林」と「丘陵地―草

地」の改変面積が 0.1ha 程度と少なく、周辺に同様の環境も残存することから、影

響は少ないものと予測されます。 

「工事車両による輪禍」、「移動阻害・移動経路の分断」については、オキナワハ

ツカネズミ、ムラサキオカヤドカリへの工事車両による輪禍や、移動経路の阻害等

が予測されます。特にムラサキオカヤドカリについては、海岸付近に生息している

ことから、工事車両による輪禍や移動経路の阻害等が予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや、「6.1 大気質」により影響は小さいとの結果から、これらの影響による注

目種及び群集により指標される生態系への影響はほとんどないものと予測されま

す。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の指標となる注目すべき種及び群集として、上位性として注目されるアカ

マタ、特殊性で注目されるオキナワコキクガシラコウモリ、典型性で注目されるワ

タセジネズミ、オキナワキノボリトカゲ、クロイワトカゲモドキ、ムラサキオカヤ

ドカリ、オキナワモリバッタの８種を抽出しました。 

これらの注目種及び群集により指標される生態系への影響については、生息環境

（餌場、休息場、繁殖場）である「台地・丘陵地－常緑広葉樹林」の改変面積が 0.1ha

程度と少なく、周辺に同様の環境も残存することから、影響は少ないものと予測さ

れます。 

「工事車両による輪禍」、「移動阻害・移動経路の分断」については、ワタセジネ

ズミ、ムラサキオカヤドカリへの工事車両による輪禍や、移動経路の阻害等が予測

されます。特にムラサキオカヤドカリについては、海岸付近に生息していることか

ら、工事車両による輪禍や移動経路の阻害等が予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや、「6.1 大気質」により影響は小さいとの結果から、これらの影響による注

目種及び群集により指標される生態系への影響はほとんどないものと予測されま

す。 

「騒音・振動による生息環境、繁殖地への影響」については、海岸で繁殖を行う

シロチドリが確認されたことから、繁殖阻害などの影響が予測されます。 
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ウ 生態系の構造と機能への影響 

ア）平成14年～平成17年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の構造と機能については、「ア 基盤環境と生物群集との関係による生態

系への影響」、「イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響」に示したと

おり、基盤環境の改変は１ha 程度と少ないうえに、樹木や草地の改変は 0.1ha 程度

で、改変される 90％は生態系の機能としてはあまり高くない芝生や裸地といった低

地－裸地の環境です。 

したがって、工事の実施による生態系の構造と機能への影響は、ほとんどないも

のと予測されます。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の構造と機能については、「ア 基盤環境と生物群集との関係による生態

系への影響」、「イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響」に示したと

おり、基盤環境の改変は１ha 程度と少ないうえに、樹木の改変は 0.1ha 程度で、改

変される 90％は生態系の機能としてはあまり高くない芝生や裸地といった低地－

裸地の環境です。 

したがって、工事の実施による生態系の構造と機能への影響は、ほとんどないも

のと予測されます。 
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（２）施設等の存在及び供用 

ア 基盤環境と生物群集との関係による生態系への影響 

ア）平成14年～平成17年の調査・予測に対する評価結果 

直接的な影響が想定される基盤環境として台地・丘陵地－常緑広葉樹林、丘陵地

－草地、海浜－海岸植生、低地－裸地の４つの類型が挙げられました。 

このうち、低地－裸地の面積は 0.745ha 増加します。いずれにしても、既に開発

された人工的な環境であり、生物群集に対する影響は現状と何ら変化する状況では

ありません。 

台地・丘陵地－常緑広葉樹林は 0.087ha 面積が減少しますが、ごくわずかであり、

周辺に残存する同種の基盤環境から見ると 0.29％程度の改変であり、更に改変によ

り基盤環境の分断等も起こらないことから、生物群集に与える影響はほとんどない

ものと予測されます。 

丘陵地―草地は 0.019ha 面積が減少しますが、周辺に残存する草地環境と比較す

ると改変率は 5.28％程度と少なく、草地の消失や分断も起こらないことから、生物

群集に与える影響はほとんどないものと予測されます。 

海浜－海岸植生については、供用後も改変はなく、生物群集に与える影響はない

ものと予測されます。 

「施設使用車両による輪禍」や「移動阻害・移動経路の分断」については、汚泥

搬出車両は月に約 10 台と少ないこと、既に施設があり裸地部を中心とした開発と

なっていることから、影響はいずれも軽微であると予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや汚泥搬出車両が月に約 10 台と少ないことから、生物群集に対する影響は

ほとんどないものと予測されます。騒音については、「6.2 騒音」において供用後

の騒音は小さいことから、生物群集に与える影響はほとんどないものと予測されま

す。 

 

表 6.14-30 施設の存在後の基盤環境の面積改変状況(H14～17) 

類型区分 

（基盤環境） 

現況面積 

(ha) 

供用後面積

(ha) 

施設の存在

後改変面積 

(ha) 

供用後植裁

(ha) 

台地・丘陵地－常緑広葉樹林 30.50 30.413 -0.087 0 

丘陵地－草地 0.36 0.341 -0.019 0 

海浜－海岸植生 2.28 2.28 - 0 

低地－裸地 48.38 49.125 +0.745 0.28 
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イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

直接的な影響が想定される基盤環境として台地・丘陵地－常緑広葉樹林、丘陵地

－草地、海浜－海岸植生、低地－裸地の４つの類型が挙げられました。 

このうち、低地－裸地の面積は 0.176ha 減少します。既に開発された人工的な環

境であり、生物群集に対する影響は現状と何ら変化する状況ではありません。 

台地・丘陵地－常緑広葉樹林は 0.143ha 面積が減少しますが、ごくわずかであり、

周辺に残存する同種の基盤環境から見ると 0.52％程度の改変であり、更に改変によ

り基盤環境の分断等も起こらないことから、生物群集に与える影響はほとんどない

ものと予測されます。 

丘陵地－草地については、供用後も改変はなく、生物群集に与える影響はないも

のと予測されます。 

海浜－海岸植生については、供用後も改変はなく、生物群集に与える影響はない

ものと予測されます。 

「施設使用車両による輪禍」や「移動阻害・移動経路の分断」については、汚泥

搬出車両は月に約 10 台と少ないこと、既に施設があり裸地部を中心とした開発と

なっていることから、影響はいずれも軽微であると予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや汚泥搬出車両が月に約 10 台と少ないことから、生物群集に対する影響は

ほとんどないものと予測されます。騒音については、「6.2 騒音」において供用後

の騒音は小さいことから、生物群集に与える影響はほとんどないものと予測されま

す。 

 

表 6.14-30 施設の存在後の基盤環境の面積改変状況(H14～17、H25 の比較) 

類型区分 
（基盤環境） 

現況面積 
(ha) 

供用後面積 
(ha) 

施設の存在後改変
面積 
(ha) 

供用後植裁
(ha) 

H14～17 H25 H14～17 H25 H14～17 H25 

台地・丘陵地－

常緑広葉樹林 
30.50 27.52 30.413 27.377 -0.087 -0.143 0 

丘陵地－草地 0.36 1.88 0.341 1.88 -0.019 - 0 

海 浜 － 海 岸 植

生 
2.28 0.22 2.28 0.22 - - 0 

低地－裸地 48.38 51.94 49.125 51.034 +0.745 -0.176 0.28 

 

イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

ア）平成14年～平成15年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の指標となる注目すべき種及び群集として、上位性として注目されるアカ

マタ、特殊性で注目されるオキナワコキクガシラコウモリ、典型性で注目されるオ

キナワハツカネズミ、オキナワキノボリトカゲ、クロイワトカゲモドキ、ムラサキ

オカヤドカリ、オキナワモリバッタの８種を抽出しました。 

これらの注目種及び群集により指標される生態系への影響については、生息環境
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（餌場、休息場、繁殖場）である「台地・丘陵地－常緑広葉樹林」と「丘陵地―草

地」の改変面積が 0.1ha 程度と少なく、周辺に同様の環境も残存することから、影

響は少ないものと予測されます。 

また、「施設利用車両による輪禍」や「移動阻害・移動経路の分断」については、

汚泥搬出車両は月に約 10 台と少ないこと、既に施設があり裸地部を中心とした開

発となっていることから、これらの影響による注目種及び群集により指標される生

態系への影響はほとんどないものと予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや汚泥搬出車両が月に約 10 台と少ないこと、騒音については、「6.2 騒音」

において供用後の騒音は小さいことから、これらの影響による注目種及び群集によ

り指標される生態系への影響はほとんどないものと予測されます。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の指標となる注目すべき種及び群集として、上位性として注目されるアカ

マタ、特殊性で注目されるオキナワコキクガシラコウモリ、典型性で注目されるワ

タセジネズミ、オキナワキノボリトカゲ、クロイワトカゲモドキ、ムラサキオカヤ

ドカリ、オキナワモリバッタの８種を抽出しました。 

これらの注目種及び群集により指標される生態系への影響については、生息環境

（餌場、休息場、繁殖場）である「台地・丘陵地－常緑広葉樹林」の改変面積が 0.1ha

程度と少なく、周辺に同様の環境も残存することから、影響は少ないものと予測さ

れます。 

また、「施設利用車両による輪禍」や「移動阻害・移動経路の分断」については、

汚泥搬出車両は月に約 10 台と少ないこと、既に施設があり裸地部を中心とした開

発となっていることから、これらの影響による注目種及び群集により指標される生

態系への影響はほとんどないものと予測されます。 

「粉じんや排気ガス等による生育環境への影響」については現状の道路を利用す

ることや汚泥搬出車両が月に約 10 台と少ないこと、騒音については、「6.2 騒音」

において供用後の騒音は小さいことから、これらの影響による注目種及び群集によ

り指標される生態系への影響はほとんどないものと予測されます。 

 

ウ 生態系の構造と機能への影響 

ア）平成14年～平成17年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の構造と機能については、「ア 基盤環境と生物群集との関係による生態

系への影響」、「イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響」に示したと

おり、基盤環境の改変は１ha 程度と少ないうえに、樹木の改変は 0.1ha 程度で、改

変される約 90％は生態系の機能としてはあまり高くない芝生や裸地といった低地

－裸地の環境です。 

したがって、施設の存在及び供用に伴う生態系の構造と機能への影響は、ほとん

どないものと予測されます。 
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イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

生態系の構造と機能については、「ア 基盤環境と生物群集との関係による生態

系への影響」、「イ 注目種及び群集により指標される生態系への影響」に示したと

おり、基盤環境の改変は１ha 程度と少ないうえに、樹木の改変は 0.1ha 程度で、改

変される約 90％は生態系の機能としてはあまり高くない芝生や裸地といった低地

－裸地の環境です。 

したがって、施設の存在及び供用に伴う生態系の構造と機能への影響は、ほとん

どないものと予測されます。 

 

6.14.3 環境の保全のための措置 

１）工事中 

（１）回避 

 事業計画の策定にあたっては、現存する森林環境及び草地環境を本地域の生態系を

維持するために重要と判断し、既に人工的な改変が既に行われている道路、施設、緑

の多い造成地、裸地などを中心とした施設配置計画を行いました。このように、生息・

生育環境の改変を回避するための検討を行いました。 

（２）低減 

 動物種に対しては、汚水送水管の工事の実施に際し 50ｍ程度ごとにユニット分割し

送水管敷設後は速やかに埋戻しを行うことにより、移動経路の阻害を 小限に低減す

ることとします。 

ワタセジネズミ等の地上徘徊性小動物については、工事関係者に注意喚起すること

により、工事車両による輪禍を低減することとします。 

また、オカヤドカリ類等については、工事中は見つけ取りによってあらかじめ捕獲

を行い、工事の影響を受けない地域へ移動を行った後に工事を行うことにより、工事

車両による輪禍を低減することとします。 

シロチドリの繁殖を妨げないように、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。 

 なお、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。 

 

２）施設等の存在及び供用 

（１）回避 

 事業計画の策定にあたっては、現存する森林環境及び草地環境を本地域の生態系を

維持するために重要と判断し、既に人工的な改変が既に行われている道路、施設、緑

の多い造成地、裸地などを中心とした施設配置計画を行いました。このように、生息・

生育環境の改変を回避するための検討を行いました。 

（２）低減 

生態系を特徴づける基盤環境に配慮するよう、米軍に申し入れます。 
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6.14.4 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、基盤環境と生物群集の関係維持、注目種及び

群集により指標された生態系へ消失並びに縮小等の影響を及ぼさないこと」とし、

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 

事業者が講じる低減措置として、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う、

また、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17年の調査・予測に対する評価結果 

対象事業実施区域地内における動植物の生育・生息する基盤環境の改変、注目種

及び群集の生育・生息状況への影響が想定されましたが、事業者が実現可能として

行う環境保全措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域から

絶滅するような注目種及び群集が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っているものと判

断し、事業実施に対する影響は小さいものと評価しました。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

対象事業実施区域地内における動植物の生育・生息する基盤環境の改変、注目種

及び群集の生育・生息状況への影響が想定されましたが、事業者が実現可能として

行う環境保全措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域から

絶滅するような注目種及び群集が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っているものと判

断し、事業実施に対する影響は小さいものと評価しました。 

 

（２）環境保全施策との整合性に係る評価 

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す。 
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イ 評価結果 

ア）平成14年～平成17年の調査・予測に対する評価結果 

沖縄県が策定した「自然環境の保全に関する指針［沖縄島編］（平成10年２月.沖

縄県）」において、対象事業実施区域は評価ランクⅢ（自然環境の保全を図る区域）

と評価ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区域）に指定されています。 

工事の実施によって影響が想定されるものとして「基盤環境と生物群集の関係維

持」、「注目種及び群集により指標される生態系への影響」、「生態系の構造と機能へ

の影響」があげられますが、何れに対しても事業者が実現可能として行う環境保全

措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域において絶滅する

ような個体群が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っており、環境の

保全に関する施策との整合性は図られているものと評価しました。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

沖縄県が策定した「自然環境の保全に関する指針［沖縄島編］（平成10年２月.沖

縄県）」において、対象事業実施区域は評価ランクⅢ（自然環境の保全を図る区域）

と評価ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区域）に指定されています。 

工事の実施によって影響が想定されるものとして「基盤環境と生物群集の関係維

持」、「注目種及び群集により指標される生態系への影響」、「生態系の構造と機能へ

の影響」があげられますが、何れに対しても事業者が実現可能として行う環境保全

措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域において絶滅する

ような個体群が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っており、環境の

保全に関する施策との整合性は図られているものと評価しました。 
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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、基盤環境と生物群集の関係維持、注目種及び

群集により指標された生態系へ消失並びに縮小等の影響を及ぼさないこと」とし、

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、事業計画地内における動植物が生育・生息する

基盤環境となる類型に関しては、生息環境の消失、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 

事業者が講じる低減措置として、生態系を特徴づける基盤環境に配慮するよう

米軍に申し入れる等により、低減措置を講じます。 

 

  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 

対象事業実施区域内における動植物の生育・生息する基盤環境の改変、注目種及

び群集の生育・生息状況への影響が想定されましたが、事業者が実現可能として行

う環境保全措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域から絶

滅するような注目種及び群集が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っているものと判

断し、事業実施に対する影響は小さいものと評価しました。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

対象事業実施区域内における動植物の生育・生息する基盤環境の改変、注目種及

び群集の生育・生息状況への影響が想定されましたが、事業者が実現可能として行

う環境保全措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域から絶

滅するような注目種及び群集が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っているものと判

断し、事業実施に対する影響は小さいものと評価しました。 
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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の基準とします。 

 

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 

沖縄県が策定した「自然環境の保全に関する指針［沖縄島編］（平成10年２月.沖

縄県）」において、対象事業実施区域は評価ランクⅢ（自然環境の保全を図る区域）

と評価ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区域）に指定されています。 

施設の存在・供用によって影響が想定されるものとして「基盤環境と生物群集の

関係維持」、「注目種及び群集により指標される生態系への影響」、「生態系の構造と

機能への影響」があげられますが、何れに対しても事業者が実現可能として行う環

境保全措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域において絶

滅するような個体群が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っており、環境の

保全に関する施策との整合性は図られているものと評価しました。 

 

イ）平成25年の調査・予測に対する評価結果 

沖縄県が策定した「自然環境の保全に関する指針［沖縄島編］（平成10年２月.沖

縄県）」において、対象事業実施区域は評価ランクⅢ（自然環境の保全を図る区域）

と評価ランクⅣ（身近な自然環境の保全を図る区域）に指定されています。 

施設の存在・供用によって影響が想定されるものとして「基盤環境と生物群集の

関係維持」、「注目種及び群集により指標される生態系への影響」、「生態系の構造と

機能への影響」があげられますが、何れに対しても事業者が実現可能として行う環

境保全措置の実施によって大部分の影響が低減され、対象事業実施区域において絶

滅するような個体群が発生しないものと予測されました。 

以上の結果から、事業者が実現可能な範囲で環境保全措置を行っており、環境の

保全に関する施策との整合性は図られているものと評価しました。 
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6.15 海域生態系 

6.15.1 調査 

１）調査項目 

調査は、影響が予測される「地域を特徴づける生態系」について、上位性・典型性・特

殊性の視点から注目種等の生息・生育環境の位置又は範囲・状況等を明らかにしました。 

 

（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・生物群集の特性の整理 

 

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 6.15-1 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。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 

海域生態系の既存資料調査における資料と調査項目を表 6.15-1 に示します。 
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	6.14 陸域生態系
	6.14.2 予測


