






 
資料：「海産植物の地理的分布」（昭和６年）岡村金太郎, 岩波書店 

図6.15-3 海藻相から見た日本周縁の区分とそれに関連ある主要海流 

 

 

資料：「水産と海洋生物の地理学－趣旨説明」（平成７年）小坂淳ほか, 漁業資源研究会会議報29 

図6.15-4 1989年の大海区県別・魚種別漁獲量別のクラスター分析に基づく地域の類型区分 
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イ 地域概況調査 

ア）動植物とその他の自然環境に係る概況 

海域における動植物の地域概況調査については、動植物調査における動物相の

調査結果と植物調査における植物相の調査結果を利用することとしました。 

その他の自然環境に係る概況については、「地域特性の概況」の関係項目の情報

を利用することとしました。また、海域生態系は潮間帯から海域を中心とした生

物相を対象とし、海岸から陸地にかけては陸域生態系で取り扱うこととします。 

 

イ）アジサシ類生息状況確認調査 

調査地域において上位性に位置する動物として、既存資料及び方法書作成時に

おける事前踏査で確認されたアジサシ類について、上位種と位置づけて現地調査

を実施しました。 

調査内容を表6.15-2に示します。 

 

表6.15-2 アジサシ類生息状況確認調査内容 

調査地域 調査方法 調査期間等 

図6.15-5参照 

（踏査ルートは

海岸沿いのルー

トを選定しまし

た。また、定点

観察地点につい

ては、陸域と海

域に各３地点を

選定しました。） 

現地踏査 

海岸沿いに設定した調査ルート上を

踏査し、対象鳥類が確認された場合、

種、個体数、行動様式等を記録しま

した。調査ルートは2.5㎞とし、早朝

と昼頃に２回調査を行いました。 

平成15年 

６月25日（陸域）

６月26日（海域）

７月29日（海域）

７月30日（陸域）

８月26日（陸域）

８月27日（海域）

９月16日（海域）

９月17日（陸域）
定点観察 

海岸沿いと海上に設定した６つの定

点観察地点で、対象鳥類が確認され

た場合、種、個体数、行動様式等を

記録しました。観察地点は陸域３地

点、海域３地点で、調査時間は１地

点30分としました。 

集団繁殖地

上陸調査 

現地踏査、定点観察によりアジサシ

類の営巣が確認された小島（ゴンジ

ャン岩）において、詳細な営巣状況

を調査するため上陸を行い、営巣数、

卵・雛の数、破棄された巣の数等の

カウント調査を行いました。なお、

上陸調査はアジサシ類への影響を考

慮し、上陸する調査員の人数制限や

調査時間の短縮等を行いました。 

平成15年 

７月29日（海域）、

７月30日（陸域）

８月26日（陸域）、

８月27日（海域）
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ウ）ウミガメ類生息・産卵状況確認調査 

海域生態系において上位性に位置する動物として、ウミガメ類を上位種と位置

づけてボディーピット等の産卵痕跡確認調査を実施しました。 

調査内容を表6.15-3に示します。 

 

表6.15-3 ウミガメ類生息・産卵状況確認調査内容 

調査地域 調査方法 調査期間等

図6.15-6参照 

（対象事業実施区

域周辺の砂浜にお

いて行いました。）

現地調査 

対象事業実施区域周辺の砂浜全域を、

徒歩で踏査し足跡やボディーピット等

の上陸痕跡を探索しました。確認され

たボディーピット及び足跡の数、大き

さ、位置、確認地点の砂浜の奥行き、

高さ、底質の状態（岩礁の有無等）、周

囲の状況等を記録し、写真撮影を行い

ました。 

足跡はボディーピットに比べ消失し易

い上に、産卵にまで至らなかったであ

ろう足跡との判別が非常に困難なた

め、補足的な資料としてカウントしま

した。 

※ボディーピットとは、ウミガメ類が産卵す

る前に、前足を使って作る浅く広いくぼみを

指します。 

平成15年 

４月21日 

５月21日 

６月26日 

７月30日 

８月14日 

９月24日 

ヒアリング調

査 

勝連町平敷屋住民、漁業組合、基地内

関係者を対象に、ウミガメ類の上陸、

産卵に関するヒアリング調査を実施し

ました。 

既存資料調査
調査対象地域周辺におけるウミガメ類

の既存資料の整理を行いました。 

 

6-15-8





エ）海域の類型区分 

生態系が非生物的空間、生物群集、生物による機能（生態系の基盤を構成する

生物）の３者から構成されているという観点から、構造的要素と生物的要素の組

み合わせを整理し、類型区分を行いました。 

 

（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指標する「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、抽出された動植物の注目種・生物群集をもとに、「地域を特徴

づける生態系」への影響を把握しました。 

 

（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 

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、文献等の資料を用いて整理・解析を行いました。 
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４）調査結果 

（１）事業特性の把握と影響要因の抽出 

対象事業実施により、水質や底質変化、基礎生産量の変化、生物相の変化、生息環

境・飼料環境の変化を引き起こすと想定されます（表6.15-4、図6.15-7参照）。 

 

表6.15-4 影響要因と環境要素の変化のマトリックス 

影響要因 

 

影響 

工 事 中 施設等の存在及び供用 

工事による一時

的な水の濁り 

建設機材の稼

動 

し尿処理施設

の存在 

し尿処理施

設の稼動 

水質変化 ○ ○  ○ 

底質変化 ○ ○  ○ 

藻場・サンゴ礁の変化 

（ 生 物 の 生 息 環 境 の 変

化） 

○ ○  ○ 

基礎生産量の変化 ○ ○  ○ 

魚卵・稚仔魚量の変化 ○ ○  ○ 

魚介類相の変化 ○ ○  ○ 

鳥類相 ○ ○  ○ 

生物相の変化 ○ ○  ○ 

注）○印は、影響要因の区分の欄に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを

示します。 
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（２）地域概況調査 

ア 既存資料調査 

ア）地形・基質の分布 

対象地域の地形は、主に台地・段丘からなっています。 

与勝半島の中央部には段丘が北東－南西方向に連続性をもって広く分布し、その

周りを囲むように丘陵地が分布しています。また、海岸沿いには、海岸低地や海浜・

砂丘などが見られ、海域にはサンゴ礁地形が与勝半島を囲むように分布しています。 

対象事業実施区域及びその周辺の地形は、海浜、丘陵地、サンゴ礁地形よりなっ

ています。海底地質は、サンゴ礁よりなっています。 

 

イ）地域（港湾等）計画 

対象事業実施区域及び周辺では、与那城町の東海岸開発構想、藪地島観光地化整

備事業、土地区画整理事業等の面的計画・構想と、勝連町、与那城町にまたがって

半島一周道路や津堅架橋等の計画・構想があります。（「第三次勝連町総合計画 基

本構想・前期基本計画」（平成14年）勝連町、「第四次与那城町総合計画」与那城町

提供資料）。 

 

ウ）海象条件 

ａ 潮流 

与勝半島東岸の周辺海域では、上げ潮時に西方向、下げ潮時に東方向の流れを示

しています。また、津堅島北東岸の周辺海域では、上げ潮時に北西方向、下げ潮時

に南東方向の流れを示します。津堅島南岸では、上げ潮時に西北西方向、下げ潮時

に東南東方向の流れを示しています。 

 

ｂ 波浪 

中城湾の津堅沖には、波高計が設置されています。平成8年（1996年）において、

年間を通して見ると、波高１ｍ以下の出現率が51.3％を占め、波高３ｍ以上の高

波の出現率は5.9％となっています。季節別に見ると、波高１ｍ以下の出現率は夏

季が73.3％と も多く、台風が襲来しない限り夏季が も穏やかになっています。

波高３ｍ以上の高波は、冬季には出現せず、春季も2.7％とごく少なく、台風が多

く襲来する夏季及び秋季に多く出現しています。 

平成15年～平成18年（2003年～2006年）において、年間を通して見ると、波高

１ｍ以下の出現率が46.0％を占め、波高３ｍ以上の高波の出現率は3.4％となって

います。季節別に見ると、波高１ｍ以下の出現率は夏季が58.4％と も多く、台

風が襲来しない限り夏季が も穏やかになっています。波高３ｍ以上の高波は、

台風が多く襲来する夏季及び秋季に多く出現しています。 
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ｃ 潮汐 

対象事業実施区域近傍の泡瀬検潮所における昭和57年（1982）～平成13年（2001）

の朔望平均満潮面は278.7cm、朔望平均干潮面は74.9cm、平均水面は187.3cmとな

っています。 

 

ｄ 気象 

平成4年から平成13年までの金武地域気象観測所の年平均気温は22.8℃、月別平

均気温は16.6℃～28.6℃で、一年を通じて気温変化は小さいものとなっています。

また、平成24年の宮城島地域気象観測所の気温も年平均値がやや低くなっていま

すが、概ね同様の傾向を示しています。 

 

ｅ 降水量 

平成 4年から平成13年における年間降水量は、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となっています。 

平成24年時点の年間降水量は、胡屋が2,955.0mm、宮城島が2,498.0mmで降水量

はいずれも多い年でしたが、年間の降雨傾向に変化はありません。 

 

エ）河川流入状況 

対象事業実施区域及びその周辺域における河川等の分布状況を確認した結果、河

川は対象事業実施区域においては確認されず、その周辺域に屋慶名川が数km離れた

地点であるが確認されました。対象事業実施区域は、屋慶名川の流域には含まれて

いませんでした。 

 

オ）水質の現況 

対象事業実施区域及びその周辺の公共用水域の水質は、中城湾の泡瀬地先、浜比

嘉島西海域、金武湾の海中道路西海域で測定されています。 

平成14年度及び平成23年度における海域のＣＯＤは、いずれの調査地点において

も2.0㎎/L以下となっており、Ａ類型の基準値を満たしています。 

また、ＣＯＤの経年変化は、若干の増減変動は見られますが、概ね横ばい傾向を

示しています。 

 

カ）生物の分布状況 

対象事業実施区域周辺の海域では、サンゴ礁地形（リーフ）が海岸を取り囲むよ

うに形成しています。そのリーフは、プール状になっている潮だまり又は礁池や干

潮時に干出する干潟を形成しています。海岸の岩礁のところでは、岩礁ノッチやキ

ノコ岩が見られ、所々に大きな石灰岩転石が点在しています。キノコ岩では、貝類

のイシダタミアマオブネが飛沫する場所に生息し、植物のコケモドキやミドリゲが

満潮時に冠水するところに生育しています。陸側の岩礁に至る転石上には、アオノ
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リが分布しており、転石下には甲殻類のヒライソガニや貝類のウスヒザラガイ類が

多く見られます。また、石灰岩大型転石では、貝類のオハグロガキ等が岩礁上に生

息しています。 

リーフには、クモヒトデ、イソギンチャク類、ヤドカリ類、サンゴ類等が生息し

ているほか、海草藻類が生育しています。また、リーフには藻場の分布が見られ、

アオサ類やウミウチワ等さまざまな海藻が生育しています（「第４回自然環境保全

基礎調査」（平成２年、沖縄県自然保護課）、「干潟、藻場分布図」（平成元年、沖縄

県自然保護課）、「沖縄の潮間帯-1974」（昭和49年、琉大海洋保全研究会））。 

 

（３）地域特性の把握 

ア 全国的な位置づけ 

対象事業実施区域は、環境省による国土区分では「奄美・琉球諸島区域」に属して

います。周辺の海域は、日宇多（1935）の分岐型の日本近海海流模式図によると、黒

潮暖流の影響範囲になっています。また、岡村（1931）による海藻相による日本周辺

の区分によると、第３区系（日向大島から野間崎（鹿児島県薩摩半島）までの九州

南部とそれ以南の沖縄諸島まで、及び日本海沿岸津軽海峡西入口まで）に区分され、

魚種別漁獲量別による地域の類型区分（小坂 1995）では、暖水地域に区分されてい

ます。 
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イ 地域概況調査 

ア）動植物とその他の自然環境に係る概況 

ａ 海域の動植物相 

海域の動植物相の概要として、対象事業実施区域の周辺海域において確認され

た海域生物の確認種数を表6.15-5に示します。 

調査結果に基づく海域動植物の概況を以下に示します。 

 

表6.15-5 海域生物の確認種数 

分類区分 
対象事業実施区域周辺海域における確認状況 

H15年・H17年 H25年・H26年 合計※ 

海域 

植物 

植物プランクトン 65種類 57種類 89種類 

潮間帯植物 50種類 28種類 50種類 

海草藻類 168種類 151種類 205種類 

海域 

動物 

動物プランクトン 60種類 36種類 64種類 

魚卵 34種類 7種類 34種類 

稚仔魚 20種類 4種類 21種類 

底生生物(マクロベントス) 205種類 85種類 239 種類 

潮間帯動物 52種類 50種類 77 種類 

大型底生動物 277種類 466種類 564 種類 

魚類 236種類 217種類 325 種類 

サンゴ類 139種類 145種類 191 種類 

確認種数合計 1036種類 1246種類 1859種類 

※合計；平成15、17年、平成25、26年を通しての総確認種数を示す。 

 

ａ）植物プランクトン 

平成15年の調査(7地点)では、冬季に41種類、夏季は44種類の合計65種類が出

現し、平成25年の調査(2地点)では夏季に49種類、冬季に22種類の合計57種類が

出現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された植物プランクトン

の総確認種数は89種類でした。 

主な確認種は、クリプト藻類(CRYPTOPHYCEAE)、渦鞭毛藻類（GYMONDINIACEAE、

Scrippsillea spp.）、珪藻類（Chaetoceros spp.、Cylindrotheca closterium、

Nitzschia spp.）でした。 

 

ｂ）潮間帯植物 

平成15年の調査(7測線)では、冬季に38種類、夏季は40種類の合計50種類が出

現し、平成25年の調査(3測線)では夏季に18種類、冬季に20種類の合計28種類が

出現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された潮間帯植物の総確

認種数は50種類でした。 

主な確認種は、アオサ属、カイノリ、イソスギナ、ヒジキ、フデノホ、ヒト

エグサでした。 
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ｃ）海草藻類 

平成15年の調査(7測線、分布20地点)では、冬季に147種類、夏季に129種類の

合計168種類が出現し、平成25年の調査(3測線、分布18地点)では夏季に121種類、

冬季に103種類の合計134種類が出現しています。対象事業実施区域の周辺海域

で確認された海草藻類の総確認種数は205種類でした。 

主な確認種として、ホンダワラ属、テングサモドキ属、オキナワモズク、ウ

ミヒルモ属、リュウキュウスガモ、ボウバアマモ、マツバウミジグサでした。 

 

ｄ）動物プランクトン 

平成15年の調査(7地点)では、冬季に43種類、夏季は39種類の合計60種類が出

現し、平成25年の調査(2地点)では夏季に25種類、冬季に22種類の合計36種類が

出現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された植物プランクトン

の総確認種数は64種類でした。 

主な確認種は、二枚貝類（Bivalvia）、カイアシ類〔Oithona sp.(copepodite)、

Copepoda(nauplius)〕でした。 

 

ｅ）魚卵 

平成15年の調査(7地点)では、冬季に16種類、夏季は23種類の合計34種類が出

現し、平成25年の調査(2地点)では夏季に5種類、冬季に2種類の合計7種類が出

現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された魚卵の総確認種数は

34種類でした。 

主な確認種は、カタクチイワシ、アオブダイ亜科、不明卵(27種類)でした。 

 

ｆ）稚仔魚 

平成15年の調査(7地点)では、冬季に18種類、夏季は9種類の合計20種類が出

現し、平成25年の調査(2地点)では夏季に3種類、冬季に1種類の合計4種類が出

現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された魚卵の総確認種数は

21種類でした。 

主な確認種は、ニシン科、スズメダイ科、ハゼ科、カワハギ科でした。 

 

ｇ）底生生物（マクロベントス） 

平成15年の調査(7地点)では、冬季に166種類、夏季は125種類の合計205種類

が出現し、平成25年の調査(2地点)では夏季に44種類、冬季に55種類の合計85

種類が出現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された底生生物（マ

クロベントス）の総確認種数は239種類でした。 

主な確認種は、ゴカイ類（イトゴカイ科、タマグシフサゴカイ科、ヒメエラ

ゴカイ科、イソメ科）、ドロクダムシ属、マルソコエビ属、スナカキソコエビ属、

スンナリヨコエビでした。 
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ｈ）潮間帯動物 

平成15年の調査(7測線)では、冬季に36種類、夏季は4種類の合計52種類が出

現し、平成25年の調査(3測線)では夏季に35種類、冬季に41種類の合計50種類が

出現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された潮間帯植物の総確

認種数は77種類でした。 

主な確認種は、キバアマガイ、ゴマフニナ、レイシダマシ、アマオブネ、イ

ボタマキビ、ヘリトリアオリガイ、リュキュウヒザラガイ、ベニツケガニ属で

した。 

 

ｉ）大型底生動物 

平成15年の調査(7測線、分布20地点)では、冬季に223種類、夏季に232種類の

合計277種類が出現し、平成25年の調査(3測線、分布18地点)では夏季に345種類、

冬季に336種類の合計466種類が出現しています。対象事業実施区域の周辺海域

で確認された大型底生動物の総確認種数は564種類でした。 

主な確認種は、ハマトビムシ科、ナキオカヤドカリ、ミナミスナガイ、シュ

モクガイ科、ヤドカリ類、シャコ類、キクザル科、ヒメシャコガイ、ナガウニ

類、マダライモ、マガキガイ、オオタカノハ、ハナビラダカラ、レイシダマシ、

アナエビ類、コブヒトデ、シラヒゲウニでした。 

 

ｊ）魚類 

平成15年の調査(7測線)では、冬季に172種類、夏季は194種類の合計236種類

が出現し、平成25年の調査(3測線)では夏季に185種類、冬季に165種類の合計217

種類が出現しています。対象事業実施区域の周辺海域で確認された魚類の総確

認種数は325種類でした。 

主な確認種は、キビナゴ属、キンセンイシモチ、ミヤコイシモチ、テンジク

ダイ科、オジサン、レモンスズメダイ、ルリスズメダイ、クラカオスズメダイ、

イソハゼ属、クツワハゼ属、タカノハハゼ、アミアイゴでした。 

 

ｊ）サンゴ類 

平成15年の調査(7測線、分布20地点)では、冬季に117種類、夏季に117種類の

合計139種類が出現し、平成25年の調査(3測線、分布18地点)では夏季に126種類、

冬季に118種類の合計145種類が出現しています。対象事業実施区域の周辺海域

で確認されたサンゴ類の総確認種数は191種類でした。 

主な確認種は、ハナヤサイサンゴ、塊状ハマサンゴ類、キクメイシ類でした。 
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ｂ その他の自然環境に係る概況 

対象事業実施区域周辺海域の平敷屋ミーガチ海水浴場、平敷屋漁港等は、海岸

レクレーション地として地元住民や観光客の海水浴、釣り等の活用の場として利

用されています。 

また、当海域はモズクの養殖地として知られています。 

 

ａ）水深 

勝連崎からアギナミ島、冬至瀬及びゴンジャン岩に至る海域はリーフによっ

て囲まれ水深は２ｍ以浅となっており、特に勝連崎からアギナミ島に至る範囲

は浅く、大潮の干潮時にはかなりの範囲で干上がっていました。勝連崎の東か

ら北東側海域は５ｍ以浅の浅い海域が広がり、岸近くはリーフとなっていまし

た。勝連崎から南東方向は、海岸線から500ｍ程までがリーフの浅瀬の範囲であ

り、そこから急激に深くなっており調査範囲の境界で水深15ｍ前後となってい

ました。桟橋から南西方向の海域は水深が徐々に深くなり海岸線より500ｍ程で

水深10ｍ前後となり、調査範囲の境界で12ｍ前後となっていました（図6.15-8

参照）。 

 

ｂ）底質 

対象事業実施区域周辺の海底の底質は、桟橋付近の水深５ｍから南西方向は

砂もしくは泥砂となっており、また、勝連崎から南東方向の水深８ｍ付近から

沖側も砂泥となっていました。桟橋に囲まれた海岸線及び桟橋の東側近傍は砂

で、また、勝連崎からアギナミ島にかけても砂となっていました。勝連崎の東

側に岩がありその他の範囲は、サンゴ片や礫が混在する砂礫となっていました。 

 

ｃ）流況 

対象事業実施区域周辺の海域の流況は、流況調査の結果より、表層について

は概ね南西方向から北東へ向かう流れが勝連崎の沖合で速い流れとなり、津堅

島の北側を東に向い外洋に向かっていく流れのパターンとなっています。リー

フ内は勝連崎によって東西に分流しています（図6.15-9参照）。 

また、中城湾の他の地点との比較では、中城湾の海図（第228号）によると与

那原湾で0.5knot、津堅島の南が0.6knot、勝連崎の南東が0.5knotとなっていま

すが、この値は強流時の値であることを考慮すると、調査範囲の海域の流速は

中城湾の標準的な流速となっていると言えます（図6.15-10参照）。 
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