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環境保全軽度
‾予測結果

評価結 果 衆境保全措 置 事後調査及び環境監 視
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○航 空機の運航
●航 空機 の運航 に よる騒音

・リュ ウキュ ウツ ミについては タキ 山東及びキ ツヌ ングスクは、60dB （A ）
を超 えるこ とか ら、繁殖率が低下 し営巣場所 と しての利 用価 値が下が
るおそれがある。本種 の営巣環境は平地及び 山地 の林内や、植林及 び
公園な どの樹 林地内で あることが知 られてい るが、周辺 にタキ山、カ
タフタ山、水岳 な どの まとまった樹林地が残存 し、調査 でも これ らの
樹林地 での営巣が確落 されてお り、営巣地 として利用 可能な環境 は周
辺 に残 され るこ とか ら、事業実施区域周辺の個体群 は存 続できるもの
と予測 され る。

・ズグ ロミゾゴイ につい ては、 8 地点 の うち2 地 点は60dB（A）を超過す
るこ とはあるが、地形条件 を考慮す ると、生息状況 の変化 は極 めて小
さいもの と予測 され る。

・キ ンバ トにつ いては60dB（A）を超過す る ことはない ことか ら生息状 況
の変化 はない もの と考 えられ る。

・シ ロチ ドリにつ いて は、 9 地点 の うち事業 実施 区域北側 の 1 地点 で
90曲 （A ）を超 える場合が あ り、 この地 点は繁殖地 として は利用 され な
くなるおそれ があ る。ただ し、当該地点は偽傷行動 が確 認 され た場所
であ り集 団繁殖 地ではない こと、’白保海域周辺で 同種 の繁殖行動 を多
数確 認 している ことな どか ら、事業実施区域周辺 の個体群 の存続及 び
種 の保存 はできる もの と考 えられ る。

・コア ジサシにつ いて は、 9 地点 の うち事業 実施 区域北側 の 1 地点 で
90dB （A）を超 える場合 があ り、、この地 点は繁殖地 として は利用 され な
くなるおそれ があ る。ただ し、当該地点はカ ラス↑ の威 嚇行動が確 認
され た場所 であ り、集団繁殖地ではない こと、白保 海域周辺で同種 の
繁殖行動 を確 認 してい ることな どか ら、事業実施 区域周辺の個体群 の
存続及 び種 の保存 はで きるもの と考え られ る。

・エ リグロア ジサ シにつ いては60dB（A）を超 過す る場 合が あるが、当該
地点 は滑走路 中心か ら約1．5Ⅹm以上離 れた海上 の小島上 の 1 巣 と成 鳥

の警戒行動や 求愛給餌が確認 された場所であ り、集 団繁 殖地ではない
もの と考 え られ る ことや、発生頻度 も低い ことか ら生息 状況の変化 は
ないもの と．予測 され る。

●航 空機 との衝 突

・シ ロチ ドリ、オオア ジサシ、エ リグロア ジサ シ、 コアジサシの 4 種 に
つ いては、主 として海浜部 を利用 してい るの が確認 されてお り、陸側
地点 での夜 間調 査な どで もね ぐらな どは確認 され てお らず、陸か ら海

へ の大規模 な移 動はない もの と考え られ る。 また、供 用後の航空機の
飛行経路 を考慮す ると、 これ ら4 種について 、航 空機 との衝突が生 じ
るおそれ は極 めて小 さい もの と予測 され る。

・ツバ メチ ドリについ ては内陸部 で生息 を確 認 してお り、事業実施 区
域周 辺の生息確 認個体数は ごくわずかであ るため、航 空機 との衝突が
生 じるおそれ は極 めて′トさい もの と予測 され る。

・チュウサギについて は人工草地 を利用 してい るのが確認 されてお り、
供用後 の空港 内の人工草地について も採餌場所 として利用す ると考 え
られ るこ とか ら、航空機 との衝突が生 じるお それ がある。 しか し、現
石垣 空港 においては職員が車両で巡回す るな どの鳥衝突防止対策が と
られ てお り、新空港 において も同様の対策が講 じられる ことか ら、個
体群 の減 少につなが るよ うな頻繁な衝突が生 じる もので はな く、また、
本種 は事業 実施区域周辺 に広 く生息 してい るもの と考え られ ることか
ら、重 要な鳥類の生息状況 の変化は ほとん どないもの と考 えられ る。

○飛行 場の施設の供用
●空港利 用車両の走行 による騒 音

・道路 に最 も近 い リュウキュ ウツ ミの営巣地 点 （タキ 山東及 びキツヌ ン
グス ク）では、昼間53～55曲 （A ）、夜間38～42dB （Å）と予測 され 、60dB
を大幅に下回る ことか ら、生息状況の変化 はない もの と考 え られ る。

・ズグ ロミゾゴイ、 リュウキュウツ ミ、キンバ ト、シ ロチ ドリ、コアジ
サシ、エ リグロア ジサシのそ の他 の営巣地 については道路端 から200m
以上離れてお り、距離減衰 によ りさらに低 い値 とな るこ とか ら、空港
利 用車両の奉行 による騒音 によ り、重 要な鳥類 の生息状況 が変化す る

・こ とはない もの と考 え られる。

○航空機 の運航
●航空機 の運航 による騒音

航空機騒音 による影響 についてほ、航空機騒音 のレベ
ルが、注意 したほ うが無難 であ るとした60dB を下回って
い る種 につ いては環境影響 の程度は極 めて小 さく、また、
60dB を上回 る地 点がある種 については周辺 に利用可能 な
環境が残 され 事業 実施 区域 周辺の個体群 の存続 に及 ぼす
環境影響 の程 度は極 めて小 さい ことか ら、重要 な種 の生
息状況 に及 ぼす環境影響 の程 度は低減 されて いる。

●航空機 との衝 突
航空機 との衝突については、現石垣空港 においては職

貞 が車 両で巡 回するな どの鳥衝突防止対策 が とられてお
り、新空港にお いて も同様 の対策 が講 じられ ることか ら、
個体群 の減少 につながる ような頻繁 な衝 突が生 じる もの

ではない と考え られ る。
また、供用 後 も空港周辺 を利用す る と考 え られるチュ

ウサ ギにつ いては、事業実施区域周辺 に広 く生息 してい
るもの と考 え られ、重要な種の生息状況 に及 ぼす環 境影
響 は極 めて小 さく、環境影響の程度 は低減 されてい る。

○飛行場の施設 の供用
●空港利用車両 の走行 による騒音

重要な鳥類 の繁殖地点 にお ける空港利用車両の走行 に
よる騒 音 レベル は、注意 した ほ うが無難 であ る とした
60dB を大幅 に下 回ってお り、空港 利用車両の走行 による
騒音が重要な種 の生息状況 に及 ぼす環境影響 の程度 は極
めて′トさく、環境影響 の程 度は低減 されてい る。

○航空機の運航
●航空機の運航 による騒音

事業実施 区域周辺 の個体群 の存続に及ぼす環
境影響 の程度 は極 めて小 さい ことか ら、環境保
金持置 を溝ず る必要 はないもの と判断 した。

●航空機 との衝 突
現石垣 空港 においては職員 が車両 で巡 回す る

な どの鳥衝 突防止対 策が とられてお り、新空 港
においても同様の対 策が講 じ られ るこ とか ら、
重 要な種 の生息状況 に及ぼす環境影響 は極 めて
小 さく、環境保全措 置を講ず る必 要はない もの
と判 断 した。

○飛行場の施設の供用
●空港利用車両の走行 による騒 音

重要な鳥類 の紫殖地点 にお ける空港利用車 両

の走行 による騒音 レベル は、注意 したほ うが無
難で ある とした60dBを大幅に下回 ってお り、空
港利用車両等 の走行 に よる騒音が重 要な種 の生
息状 況 に及 ぼす療境 影響 の程 度 は極 めて′トさ
く、環境保全措 置を講ず る必要 はないもの と判
断 した。

○航 空機 の運航
●航 空機 の 運航 に よ

る騒音
環境保全措置 を講

じないこ とか ら事 後
調査の必 要はない と
判断 した。

●航空機 との衝突
環境保全措置 を講

じない ことか ら事後
調査 の必要 はない と
判 断した。

○飛行場の施設の供用
● 空 港利 用 車 両 の走

行 による騒音
環境保全措置 を諌

じない ことか ら事後
調査 の必要は ない と
判 断 した。


