分類

主な意 見の概要

事業者の見解

陸 域 生 態 ・カ ンム リワシの営巣木 が見 つかっているこれ らの山
頂 には 航空障害 灯が設置 され る予定で繁殖への影響
系
（
つづき） が ある。
・カタフ タ山、水 岳、 タキ山東 に建設が予定されてい
る航空 障害灯 によ る生活 活動 に影響さ
ま及ぼされない
だ ろ うか。バ ンナ岳 で は影響 な しとしているが、そ
れはカ ラ岳で も通用 す るだ ろ うか。生態系が変われ
ば影響 も変わ るはず であ る。

本事業たおいては航 空障害灯の設置工事をカンム リ
ワシの繁殖期を避 けて ヒナの巣立ちか ら次の繁殖シー
ズ ンが始まる前に終了す るこ と、人力作業を基本 とす
ることによ り影響 の低減 を図 ります。また、バンナ岳
はカンム リワシが集中的に生息する場所とされてお り、
現地調査でも繁殖 に係 わる行動が確認されていること
か ら、航空障害灯の存在や赤色灯 の点滅によるカンム
リワシの生息 ・繁殖た及ぼす影響 は小 さいもの と思わ
れ、本事業予定地のカタフタ山、水岳、タキ山東にお
いても航 空障害灯設置後 も継続的な利用がなされるも
の と考えていますム
しかしながら、予測結 果に不確難 を伴 うことから、
工事中、及び供用時に事後調査 を実施 してい くことと
しています」

・準備書 では、事業 区域 とカンム叩シ行動圏の重複は、カ 由一為に示すように、将来想定される土地利用につい
ラ岳 掘 削部 の約1．指 h a で残 りの餌場等i礁 全され ては、現在のところ、現況と同程度と想定していますム
ると記 述 してい る。 しか し、今後の土地利用では、 将来 においても現況 が可能な限 り維持 されるよう関係
住 宅建設等 もあ る。行 動圏全 域の土地を買い取る等、 機関に要請いたしますム
農耕地 が餌 場 と して維 持 され るとい う保証がなけれ
ば、行 動圏が保全 され る とい うべきでない。
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・カ ンム リワシの営巣木 は カ タフタ山とタキ山で確認 行動圏内部構造解析は、p6 −12 −6 3 に示す ように繁殖
され てい る。 しか し行 動 圏の解析はカタフタ山を中 ペ アの営巣期 （4 〜 6 月）の行動や営巣位置に基づい
心に行 われ てお り、空 港予 定地により近いタキ山で てお り、繁殖年によ り営巣中心域がタキ山の方に移る
は行 われ ていない。 カ タフタ 山だけでなくタキ山を 可能性 も考慮 して営巣中心域の抽出を行なった結果で
中心 とす る行 動圏解 析 と影 響評価を行う必要がある。あ り、営巣中心域はカ タフタ山 とタキ山エ リア も含む
・カ ンム リワシの営巣 環境 に対 する影響評価を」タキ 範囲 と捉 えてお ります。ただ し、タキ山の北側斜面は
山エ リアに対 して行って いない。
図−6 ．12 ．1 ．1 （
25 ）に示す ようにリュウキュクツミの営
・カ ンム リワシの行動圏 の解 析 は空港予定地か ら遠い 巣地 となってお り、カ ンム リワシによる利用に影響を
カタフ タ山を中心に な され 、営巣場所がタキ山 とな 与えているものと考えていますム
予測にあたってはカ タフタ山 とタキ山を含む範囲を
った場 合の解 析は行われて いない。
営巣環境 と捉え影響評価を実施 しています。
タキ山の営巣跡か ら空港端までは約 1 Ⅰ
血以上離れて
いますム
・過去の準 鮨書 と違い 、種間 関係 と人間活動の関係の ボー12ニ74 に示すカンムリワシ とオサハシブ トガラス、
調査 は評価 出来 るが、種 間 関係の調査結果と人間活 リュウキュクツミの巣 との距離関係についての調査結
動 とカ ンム リワシ生息 地 の関係の調査結果が、予測 果 を基に、カンム リワシの営巣環境を分析 し、他の 2
と保全 対策 に全 く活用 され ていない。
種 との巣間距離がカンム リワシの営巣活動に影響を与
える要因 として作用 しているもの と考え、内部構造図
における営巣中心域の確定に活用 しました。
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・カラスが増 え、カンムリワシが減 少傾向なら裏付けデータを
予測 に生 かすべ き。 人 間活 動 とカ ンムリワシの関係
は、 も う少 し調査 を行 って簡 単なH S I モデ／レを作
成 し、代償 措置 として の営巣 地創出の際に活用す る
こともできた であろ う。 予測 に活用できるデータを
とりたい もので ある。

カ ンム リワシの環境利用の分析において、餌場環境
分析 でp 6−12−52 に採餌 の待ち伏せ場所の選択の際に農
作業が影響 している可能性 を示 しました。これ より農
作業以外にもカンム リワシの行動に影響を与える人間
活動の状況 を示 し、この調査結果を内部構造の推定 の
際に活用 していますムp 6−12 十201 の予測でもカ ンム リワ
シの行動圏周辺の人間によるイ ンパ ク トを考慮 した上
で、工事の影響について予測していますム

・カ ンム リワシの航 空機 との衝 突の可能性があること カタフタ山のカンム リワシの繁殖ペアの最大行動圏
が図示 され 、予測す る こ とに なっているが、本文 に は航空機の進入経路 とは重な らない ことや、供用時 に
その記述 がない。セ ッカ での手法を参考に予測すべ おいてさ
ま航空機の騒音の影響に より若鳥や移動個体の
き。
一時的な生息場所の利用状況が変化す ると予測 され る
ことか ら、航空機 との衝突についての予測を行 ってい
ません。．
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