
9・7 陸上植物 に係 る環境影響評価の結果 の概要 （その 1 ）
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◎植物相の状況

・調査全体で53日142
・事業実施 区域内で4
・帰化種 及び栽培逸
◎植物群 落の状況

・調査地域 にお ける

・ 地のコ ウライシバ
・植生 分布状況は、
◎重要 な種及び群落

・調査地 域において‡
・重要 な種 の分布に
・重要 な群 落に？い

科694種を確 認 した。 内訳 は、シダ植 物5 目15科51種、裸子植物
7 日106科478種、事業実施 区域外 で51 日136科 628種 、障害灯予
出種の割 合は、VOR／D肥 予定地周辺が最 も高 く40．飢 、次い で事

自然植生は、 山地林の タブ ノキーコミノタ ロツ グ群落、海岸林の
群落等26群 落が識別 され た。
人為的影響 を強 く受 け、サ トウキビ畑や パイナ ップル畑な どの
の分布状況 一
ま、国、沖縄 県、石垣市指定の天然記念物 は分布 していない。

ついて は、爾 査全体で48種が確認 され た。 この うち事業実施区
ては、調査地 域にお ける分布はない。

2 日4科4種、被 子植物双子薬類離弁花凶 日73科305種、合弁花12 日27科169種 、単子葉類 10 日
定地 周辺で43 日7科 187種、†OR／D拡予定地周辺 で33 日57科 181種 、ハ ナサキガェル類 調査で4
業 実施 区域内でお・l％、ハナサ キガェル類 調査域で24・0％、事業 実施 区域外 で23．I％であった。

ハ ス ノハギ リ群落、近海地低木林のアダ ン群落等18群落 、また代償植 生は二次林 のオオバ

耕作地 やアフ リカ ヒゲシバ、ギネアキビ、オガサ ワラスズメノ ヒエな どが栽 培 され る牧草地

域 内での確終 は20種 であった。

23科 165種であ った 。
5日103科388種 を確 落 した。

ギーグッキツ群落 、植林 の リュ ウ

、水 田が広範 囲を 占めてい る。

キ ュウマ ツ群落 、人 工革

環境保全配慮 ・予測結果 評価結果 環境 保全措置 事後調査及び環境監視
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・航空障書灯 の設置
工事に 当たっては
人力作業 を基本 と
す る。

・裸地面 は造 成工事
が終了 した箇所 か
ら順次 、早期 に緑
化 を行 う。

・広域的 な掘 削エ リ
アの出現 を極力避
けるた め、土工事
は年次毎 に施工エ
リアを決 めて進 め
る。

○土地 の改変 による個体の消失
予測対象種 である48種の うち、改変 区域 外のみで確 認さ

れた28種 につ いては造 成工事に よる生育個体 の消失はない
もの と予測 され る。
改変区域 内で確 認され た20種の うち、改 変区域内の生育

個体が消失す るこ とによ り事業実施 区域周 辺の個体群 が存
続できないお それ がある と考 え られ る種 は、 ミヤ コジマハ
ナ ワラビ、ハ ングシ ョウ、アカハダ グス 、ガラ ンピネ ムチ

ヤ、クサ ミズ キ、ヒジハ リノキ、イ シガ キカラスウ リ、タ
イワ ンア シカキ、ツル ラン、バイケイ ラン、テツオサギソ
ウ、ヤエヤマ クマ ガイ ソウ、コ ウ トウシランニアコウネッ
タイラ ンの14種 である と予測 され る。
航 空障害灯 の設置工事 に当たっては人力作業 を基本 とす

るこ とに よ り、大部分 の生育個 体は現状 のまま生 育可能 と
なる と考 えられ る。

○粉 じん等 によ る生育環境の変化
工事 の実施 に伴い発生す る粉 じん等 に よ り、重要な種の

呼吸、光合成 を妨げ るおそれ が考 え られ る。 しか し、事業
の計画検討 に当た り講 じた環境保全配 慮を前提 として予測
を行 った結果 、着陸帯西側 の樹林地 （卓 越す る風 向を考慮
し、生 育環境 に最 も影響 がある と思 われ るA 洞窟周辺 ）に
お ける粉 じん等の量 は、0．0021g／m ソ日 （A 洞窟方向の建
投機械の最大稼働 時で、かつ造成 面積 が最大 である 4 年 次）
と低い丑 であ り、重要な種の光合成及 び呼吸 を妨げ るおそ
れはない もの と予測 される。

◎環境影響の 回避 ・低減の検討
○土地 の改変 による個体の消失

土地の改変 による重要な種 の生育状況 に及 ぼす 環境影響 は、以下 に示す とお り、事
業 者に より実行可能な範囲内でできる限 り回避 され、又 は低 減 され てお り、環境 の保
全 についての配慮 が適正になされてい る と評価 した。

・可能 な限 り重要な種 の生育個体を避けた航空障害灯のケー ブル の布 設
水 岳、カ タフタ山、タキ山東 においては 、多数 の重要な種 の生育 が確 認 され てい る

こ とか ら、航空障事灯のケーブル設 置に 当たっては、可能 な限 り重 要な種の生 育個体
を避けて布設す ることによ り、大部 分の生育個体 は現状の まま生育可 能 とな るこ とか
ら、重要 な種 の生育状況に及 ぼす藻境影響 の程 度は低減 されてい る。

、・重要な種の移植
改変区域において確落 され た重 要な種の うち、改変区域 内の生育個 体が消失す るこ

とによ り事業実施区域周辺の個体群 の存続 に影響 があ ると考 え られ る14種 につ いて、
12種は、事業実施区域周辺の適地 に移植 を行 うこ とに よ り個 体の生育 は確保 され る こ
とか ら、重要な種の生育状況 に及 ぼす 環境影響 の程 度は低減 されてい る。ただ し、 2
種 については適切な移植地 が事業実施 区域周辺 にない ことか ら、生育環 境 を創 出 し、
そ こへ移植 を行 うことによ り、損 なわれ る環境 の有す る価値 は代償 され るもの と判 断
され る。

・生育株への進入防止柵設置
後 年次 の改変区域内に生育す る重 要な種 の生育 個体 につい て、作業 員に よる踏 圧や

建設機械 の誤進入がないよ う、事業 実施 前 に囲 い等を行い、生 育株 の保 護 を図る こと
によ り、生育個体は改変年次 まで現状 のま ま生育 可能 とな るこ とか ら、重要 な種 の生
育状況 に及 ぼす環境影響 の程度は低減 されて いる。

○粉 じん等に よる生育環境の変化
事業 の計 画検討に当た り講 じた環境 保全配慮 を予測 の前提 として検 討 した結果 、重

要 な種 の光合成 及び呼吸を妨 げるお それは ない もの と考 えられ 、重要 な種の生育 状況
に及 ぼす藻 境影 響の程度 は極 めて小 さい と判断 され る ことか ら、環境影 響は、事業 者
によ り実行 可能 な範囲内でで きる限 り回避 され、又 は低減 され てお り、環境 の保 全に
ついての配慮が適正になされている と評価 した。

◎ 国又 は地方公 共団体 による環境保全 の基準又 は 目標 との整合性に係 る評価
沖縄 県環境 基本計画の中の 「事業別凍境配慮指 針」 として 「飛行場 の設置又 は変 更の

事業 」において 、「その他 、当該事業 の実施 に当た り、周辺環境 への影響 につい て把 握
し、環境へ の影響 を最小限に とどめるよ う十分配 慮す る」 と記載 され てお り、これ を環
境保全 の基準又 は目標 とする。

事業 の計画 検討 に当た り講 じた環境保全配慮及 び重 要な種の移植 な どの環境保全措 置
を講ず るこ とによ り、重要な種 の生育状況 に及 ぼす影響 は、最小限 に とどめるよ う十分
配慮 されて いる と考 えられ るこ とか ら、環境保全 の基 準又は 目標 との整 合は図 られ てい
るもの と評価 した。

○土地 の改変に よる個体 の消失

・水岳 、カタフタ 山、タキ山東
における航 空障害灯 のケーブ
ル布設 は、可能な 限 り重 要な
種 の生育個体 を避 けて行 う。

・改変 区域 内の生育個体 が消失
す るこ とによ り、事業実施 区
域周辺 の個体 群の存続 に影響
がある と考 え られ る14種 は、
工事着工前 に生育環境 に適 し
た土地へ移植す る。適地 が存
在 しない場 合、新 たに生育環
境 を創 出 し、そ こへ移植 を行
う。移植 は造成 工事 の工事年
次を考慮 して行 う。

・後年次 の改 変区域 内に生育す
る重 要な種 の生育個体 につ い
て、作業員 によ る踏圧や建設
機械 の誤進入 がな いよ う、事
業実施前 に囲い等 を行い 、生
育株 の保護 を図 る。

○粉 じん等 による生育環境 の変
化

事業 の計画検 討 に当た り講
じた環境保全配 慮 を予測 の前
捷 として検討 した結果 、環境
影響 の程度 は極 めて小 さく、
環境保全措置 を誇ず る必要 は
ない もの と判 断 した。

・環境保全措置 の効
果 に係 る知見 が不 十
分で あることから、
以下に示す事後調査
を行 う。

○調査項 目

・重要な種の移植後 の
生育状況

○調査地点

・移植地
○調査時期等

・工事直前か ら移植後
3 ～ 5 年程度

・移植後 1 年間 は月 1
回程度、その後状況
に応 じて見直 し、，最
低年に 2 回

○調査方法

・移植株毎に番号札 を
取 り付 け、採集前及
び移植後に生育状況
を記録

○調査項 目

・移植株周辺の植生 の
裸乱状況

○調査地点

・移植地及びそ の周辺
○調査時期等

・移植後 3 ～ 5 年程度
・年に 2 回
○調査方法

・移植株 を中心 に概 ね
5 m X 5 m 程 度の永
久 コ ドラー トを設置
し、コ ドラー ト内の
生育種の生育状 況等
を記録


