第12章 評価書作成に当たっての準備書記載事項との相違の概要
準備書に対する沖縄県知事意見等を踏まえ、準備書の記載内容の見直しを行い、その記載事項
を修正した。
準備書記載事項との相違の概要は、表 12-1 のとおりである。
表 12-1(1) 評価書作成に当たっての準備書記載事項との相違の概要

該当箇所
第2章

第3章

第5章

第6章

2.4 都市計画対
象事業の施設内
容に関する計画
2.5 都市計画対
象事業に係る
工事計画

相違の概要
2.4.6 施設計画

宮古馬牧場について、飼育頭数や管理手法等を追記
（沖縄県知事意見（No.7）への対応）

2.5.2 工事施工
工事施工計画及び工事進捗図を修正（沖縄県知事意見
順序
（No.3）への対応）
2.5.5 廃棄物処
工事中に発生する一般廃棄物の記載を修正（沖縄県知
理計画
事意見（No.34）への対応）
施設等の存在・供用に伴う廃棄物のうち、し尿汚泥につ
いての記載を修正（沖縄県知事意見（No.35）への対応）
建築施設解体、し尿汚泥、剪定枝・刈草等の発生量を再
整理
3.2 自然的状況 3.2.5 植 物 、 動
引用文献の「国指定与那覇湾鳥獣保護区 与那覇湾特
物 及 び 生 態 系 別保護地区 指定計画書」（環境省、平成 23 年 11 月）を
2)陸域動物
「国指定与那覇湾鳥獣保護区 指定計画書」（環境省、平
成 23 年 11 月）に修正
3.3 関係法令等 3.3.1 関係法令
大気汚染に係る規制を追記
の指定、規制等 による指定地域
及び地区並び
に規制内容
5.3 調 査 、 予 測 5.3.5 水 の 汚
評価において、「環境保全の基準または目標」として引用
及び評価の手法 れ 、 5.3.9 陸 域 している「第２次沖縄県環境基本計画」（沖縄県、平成 25
植 物 ～ 5.3.14 年）を「第２次沖縄県環境基本計画【改定計画】（沖縄県、
生態系（海域生 平成 30 年）に修正
物 ） 、 5.3.17 歴
史的・文化的環
境、5.3.18 廃棄
物
6.1 大気質
6.1.2 予測
予測対象時期の設定を追記（沖縄県知事意見（No.11）
への対応）
資機材運搬車両の最大日交通量の設定を追記（沖縄県
知事意見（No.10）への対応）
6.2 騒音
6.2.2 予測
予測対象時期の設定を追記（沖縄県知事意見（No.11）
への対応）
6.3 振動
6.3.2 予測
予測対象時期の設定を追記（沖縄県知事意見（No.11）
への対応）
6.4 赤 土 等 に よ 6.4.1 調査
降雨時調査結果について目視確認の状況等を追記（沖
る水の濁り
縄県知事意見（No.15）への対応）
6.4.2 予測
降雨強度の算出根拠を追記、透水係数の設定理由を追
記（沖縄県知事意見（No.14）への対応）
予測結果の記載を修正（沖縄県知事意見（No.13）への
対応）
6.4.3 評価
環境保全措置に見回り点検等を追記（沖縄県知事意見
（No.13）への対応）
降雨状況に不確実性はないと判断されることから、環境
保全措置を講じる理由を修正
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表 12-1(2)

評価書作成に当たっての準備書記載事項との相違の概要

該当箇所
6章

6.5 水の汚れ

相違の概要
6.5.１ 調査
6.5.2 予測

6.6 地下水の水 6.6.2 予測
質
6.6.3 評価
6.7 水象

6.7.１ 調査
6.7.2 予測

6.8 地形・地質

6.8.1 調査
6.8.2 予測

6.9 陸域植物

6.9.3 評価

6.10 陸域動物

6.10.2 予測

6.10.3 評価

6.11 海域植物

6.11.2 予測

6.11.3 評価
6.12 海域動物

6.12.2 予測

6.12.3 評価
6.13 生態系（陸 6.13.１ 調査
域生態系）
6.13.2 予測

6.13.3 評価

水質の状況調査結果（平常時：健康項目）について H30
秋季有効桁数を修正
高度処理の方式を追記（沖縄県知事意見（No.19）への
対応）
汚水排水量の根拠を追記（沖縄県知事意見（No.16）へ
の対応）
工事の実施の予測結果に基礎の工法を追記（沖縄県知
事意見（No.20）への対応）
工事の実施の環境保全措置に杭工法とすることを追記
（沖縄県知事意見（No.20）への対応）
地質調査（ボーリング調査）結果の記載を修正
工事の実施の予測結果に基礎の工法を追記（沖縄県知
事意見（No.20）への対応）
現地調査についての記載を追記・修正（沖縄県知事意
見（No.23、No.24）への対応）
予測結果について記載を修正（沖縄県知事意見
（No.23、No.24）への対応）
施設等の存在及び供用の環境保全措置に移植計画
(案)、外来種駆除を追記（沖縄県知事意見（No.25、No.26）
への対応）
工事の実施の予測結果の騒音の影響についての記載を
修正（沖縄県知事意見（No.29）への対応）
施設等の存在及び供用の予測結果の生息環境の改変
の程度についての記載を修正（沖縄県知事意見（No.27）
への対応）
工事の実施の環境保全措置の検討に騒音の低減対策
を追記（沖縄県知事意見（No.28）への対応）
施設等の存在及び供用の環境保全措置を追記（沖縄県
知事意見（No.27）への対応）
予測方法について修正
予測対象時期について修正
赤土等による水の濁りの予測結果の記載を修正
降雨状況に不確実性はないと判断されることから、環境
監視調査を実施する理由を修正
予測方法について修正
予測対象時期について修正
施設等の存在及び供用の予測結果に夜間照明による影
響を追記（沖縄県知事意見（No.31）への対応）
赤土等による水の濁りの予測結果の記載を修正
降雨状況に不確実性はないと判断されることから、環境
監視調査を実施する理由を修正
陸域生態系の概況の動物相の確認種数を修正
予測方法について修正
予測対象時期について修正
工事の実施の予測結果の騒音の影響についての記載
修正（沖縄県知事意見（No.29）への対応）
施設等の存在及び供用の予測結果の生息環境の改変
の程度についての記載を修正（沖縄県知事意見（No.27）
への対応）
工事の実施の環境保全措置の検討に騒音の低減対策
を追記（沖縄県知事意見（No.28）への対応）
施設等の存在及び供用の環境保全措置を追記（沖縄県
知事意見（No.27）への対応）
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表 12-1(3)

評価書作成に当たっての準備書記載事項との相違の概要

該当箇所
6章

6.14 生 態 系 6.14.2 予測
（海域生態
系）
6.14.3 評価

6.16 人と自然
との触れ合い
活動の場

6.17 歴史的・
文化的環境

6.18 廃 棄 物
等

第7章
第8章

8.2 事後調査

8.3 環境監視
調査

第9章

相違の概要

-

予測方法について修正
予測対象時期について修正
赤土等による水の濁りの予測結果の記載を修正
事後調査は実施しないことから、記載を修正
降雨状況に不確実性はないと判断されることから、環
境監視調査を実施する理由を修正
6.16.１ 調査
アクセスルートの状態について追記
6.16.2 予測
予測対象時期について修正
資機材運搬車両の最大日交通量の設定を追記（沖縄
県知事意見（No.33）への対応）
工事の実施の資機材運搬車両の走行の予測結果を
修正
施設等の存在及び供用の人々の活動・利用の変化、
人と自然との触れ合い活動の場へのアクセス特性の変
化の予測結果を修正
6.17.2 予測
予測対象時期について修正
工事の実施の予測結果の記載を修正（沖縄県知事意
見（No.33）への対応）
施設等の存在及び供用の予測結果を修正
6.17.3 評価
工事の実施の環境保全措置を追記（沖縄県知事意見
（No.33）への対応）
6.18.1 調査
工事中に発生する一般廃棄物の記載を修正（沖縄県
知事意見（No.34）への対応）
施設等の存在・供用に伴う廃棄物のうち、し尿汚泥に
ついての記載を修正（沖縄県知事意見（No.35）への対
応）
建築施設解体、し尿汚泥、剪定枝・刈草等の発生量を
再整理
6.18.2 予測
予測方法について修正
し尿汚泥の予測結果を追記（沖縄県知事意見
（No.35）への対応）
剪定枝・刈草等の予測結果を追記
事業者として実行可能なより良い技術を取り入れてい
ることを追記（沖縄県知事意見（No.8）への対応）
各項目の環境保全措置の検討の記載を追記・修正
8.2.2 事後調査の項
調査時期・期間を修正
目及び手法
8.2.3 事後調査の結
事後調査により環境影響の程度が著しいものとなった
果により環境影響の 場合の対応を追記（沖縄県知事意見（No.9）への対応）
程度が著しいことが
海浜植生に関して、ロープ柵の範囲の見直し等を追
明らかになった場合 記（沖縄県知事意見（No.26）への対応）
の対応の方針
調査地点図を追加
8.3.1 赤 土 等 に よ る
調査地点図を追加
水の濁り
調査時期・期間を修正
8.3.2 水の汚れ
環境監視調査の項目について分析項目を追記（沖縄
県知事意見（No.18）への対応）
調査地点図を追加
調査時期・期間を修正
8.3.3 地下水の水質
調査地点図を追加
調査時期・期間を修正
8.3.4 水象
調査時期を追記（沖縄県知事意見（No.22）への対応）
調査地点図を追加
8.3.5 海域 生物 、生
調査地点図を追加
態系（海域）
調査時期・期間を修正
第 6～8 章の追記・修正の反映
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