
他事例における環境保全措置の事例

Ａ．大気汚染

1 工事中 「排出ガス対策型建設機械」の積極的採用を指導する。

2 工事の実施に当たっては、可能な限り大気汚染の負荷の少ない機械の採用、効率的な建設
機械の使用による台数の削減等に努めるとともに良質燃料の使用や機械の十分な整備を行
う。

3 施工業者に対して、工事用船舶及び建設機械等への良質燃料の使用の徹底を指導する。

4 建設資機材等の運搬に当たっては、騒音振動対策と同様に、工事内容の詳細が具体化した
時点で、工事関係車両の運行管理について施工業者を指導することにより、沿道地域の大
気環境への影響の軽減に努める。

5 建設資材の輸送をできるだけ海上輸送とする。

6 作業員の通勤において鉄道及びバスの利用促進を図る。作業員の自動車による通勤につい
ては、乗り合いを徹底する。

7 埋立土砂の搬入に伴う粉じんの発生防止のため、必要に応じて散水を行う。

8 埋立地内でのダンプトラックの走行に際しては、粉じんの巻き上げを少なくするため、走
行速度を抑制するよう施工業者を指導する。

9 粉じんに係る事後調査を実施し、工事の実施による粉じんの影響が認められた場合は、施
工調整など、工事へのフイードバックを行うこととする。

10 建設機械の高負荷運転を極力避けるよう指導する｡

11 作業船の主燃料である重油については､重油類の中で硫黄酸化物の排出が少ない良質なA重
油を使う。

12 空港施設の具体的な計画の策定にあたっては省エネルギー化等により、排出量の削減に努
める。

13 コジェネレーションシステム（熱・電力併給）を採用し、地域冷暖房システムを導入する
ことにより、エネルギー効率の向上、ひいては大気汚染物質の排出削減に努めている。

14 作業用車両に電気自動車を本格的に導入することにより、大気汚染物質の削減に寄与す
る。

15 低公害車が普及段階にあることから、率先して電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッ
ド自動車の導入を図る。

16 鉄道の乗り入れにより、自動車利用の抑制に資するアクセスを確保している。

17 空港関連車両による大気汚染等の負荷を軽減させるため、鉄道やリムジンバス等の公共輸
送機関の利用が促進されるよう、これらの事業主体に要請するとともに、空港ターミナル
についても利便性の高い施設整備に努める。

18 空港島内におけるアイドリング停止のための啓発に努めるとともに、実態調査に努め、ア
イドリング停止の徹底が図られるよう対策を講ずる。

19 航空機のタキシング経路の 適化などにより大気汚染物質排出量の抑制が図られるよう、
関係機関において滑走路、エプロンの使用方法等、運航計画への配慮を要請するなど、沿
岸陸域の大気質への影響をできるだけ軽減するよう努める。

20 航空機からの大気汚染物質の排出規制の強化について、必要に応じて国際民間航空機関
（ICAO）の構成員である運輸省に対して働きかけを行う。

21 GPU（航空機へ電力を供給する設備）が設置されているスポットにおいては、航空機がス
ポットイン後、速やかに航空機の補助エンジンの運転をやめ、GPUに切り替える。

22 空港の施設で使用される熱及び一部の電気の供給にエネルギー効率の高いコージェネレー
ション（内燃機関、外燃機関等の排熱の利用）を活用する。また、その燃料に都市ガス及
び灯油を使用する。

23 空港の施設で使用される熱エネルギーの一部を海水ヒートポンプを用いて供給することに
より、大気汚染物質の排出量の削減を図る。

24 税制措置等を講じ､燃料消費効率の良い新規航空機への代替を促進する｡

25 航空機燃料を圧送する方式(ハイドラント方式)で航空機燃料を給油することにより､レフ
エラー(タンクローリー車)の使用台数を削減するよう要請する｡

26 空港サービス車両に占める低公害車の割合を増やすよう航空会社に要請する。

存在・供用時

区分 対策の内容No.

参考資料３
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B．騒音、振動

1 建設作業騒音による影響を低減するために、土地利用の状況に応じ工事区域周辺の必要な
箇所に、可能な限り防音シート等を設置する。

2 工事中の資材運搬時における住宅密集地域の道路の通過に際しては減速する等、騒音の軽
減に努める。

3 工事期間中は騒音測定を行い、適切な施工管理を行うものとする。

4 使用する建設機械は、極力、低騒音型の機械を採用する。

5 建設機械による騒音の影響を軽減するため、工事箇所や工事時期が過度に集中しないよう
に努める。

6 工事用車両については、速度規制、走行車線規制及び過積載防止について、指導及び監視
に努める。

7 夜間工事実施時は、低騒音建設機械等を使用する他、必要に応じて防音対策を講ずること
とし、騒音の低減に努める。

8 空港工事の実施に伴って発生する道路交通騒音に対しては、建設資材をできる限り海上運
搬で行うとともに、一部の資材を陸上運搬する場合には、道路交通騒音に配慮し、車両の
運行時間帯及び車両が一時に集中しないように工事工程計画を策定する。

9 工事中の資材搬入車両の通過ルートは、周辺環境への影響を極力小さくできるように、十
分な検討を行う。集落地の分布する現況道路を使用する場合には、集落地において速度制
限の実施や、防音壁の設置、あるいは迂回路等周辺環境に配慮した工事計画を策定・実施
する。

10 施工機械等の効率的な使用計画により、施工機械等の騒音発生源の数を抑制する。

11 資材運搬車両について規制速度の遵守、急発進、空ぶかし及び過積載防止等の指導・監視
に努める。

12 工事関係者は可能な限り鉄道､通勤バス等を利用し､通勤車両台数の低減に努める

13 供用後、航空機騒音の実測調査を行ったうえで、必要に応じて防音工事に要する措置を実
施する。

14 空港整備事業の完成後において、より低騒音の航空機の導入を要請するとともに、航空機
騒音の実態を把握し、環境保全目標が達成維持されるように努める。なお、必要に応じ
て、所要の防音工事を行う。

15 飛行経路を遵守して飛行するよう、引き続き、運航管理者に対し周知徹底を図る。今後、
運航形態等の変更が生じた場合、必要に応じ騒音の実態調査等を実施し、適切な環境保全
対策を講じる。

16 道路交通騒音は環境保全目標を達成できるよう、道路管理者と協議し、騒音の低減に努め
るべく適切な措置を講ずるよう要請する。

17 空港の利用に伴って発生する航空機騒音に対しては、陸域部の居住地域への騒音影響を考
慮してほとんどの飛行経路を海上に設定しているが、飛行経路を大きくはずれることのな
いよう所要の保安施設の整備に努めるとともに、飛行経路を遵守して飛行するよう運行管
理者、操縦士等に対し、その周知徹底を図る。

18 航空機騒音の抑制のために、飛行経路と飛行高度を遵守するようAIP（航空路誌）に記載
するなどにより運航管理者、操縦士等に対し、その周知徹底が図られるよう関係機関に要
請する。

19 航空機騒音等に係る苦情処理体制については、運輸省と関西国際空港株式会社との責務を
明確にし、適切な役割分担のうえ強化する。

20 滑走路の運用等空港の運用方法については、陸域への影響が低減されるような運用形態と
なるよう関係機関に要請していく。

21 ・北風時における木更津市上空の着陸ルートの高度を現状の約3,000フィートから4,000ま
たは5,000フィートに引き上げる｡
・北風好天時の南方向からの着陸機は､木更津市上空を避け､富津岬から海上を飛行する経
路を設定する｡
・南風悪天時における江戸川区上空の着陸ルートの高度を現状の約2,700～2,000フィート
の水平飛行から3,200～2,200フィートの降下飛行に変更する｡

工事中

存在・供用時

No. 区分 対策の内容
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Ｃ．水質・底質等

1 降雨時の濁水の影響を低減するために、拡張区域の南側に必要な容量をもった仮設沈殿池
を設置し、発生した濁水を集水し濁り物質を沈降した後に河川に放流する。

2 仮設沈殿池、調節池とも、高濃度の濁水が流出しないように充分な滞留時間を設けるが、
高濃度の汚濁が生じるおそれがある場合には、排水量を調整するなど、直ちに沈殿池・調
整池内の流速を低下させる方策を実施し、必要に応じて、沈殿池等への流入水路でPAC
（無機系のポリ塩化アルミニウム:この場合pH監視も実施）などの凝集剤を投入して、濁
り成分の沈降除去を図る。また、工事の進捗状況とその内容及び濁水の程度を考慮して、
必要に応じては、濁水処理プラントの設置も検討する。

3 護岸等で区域を締め切った後に発生する余水は沈殿池において必要な処理を行い排水基準
を遵守して放流する｡

4 造成区域については、工事が終了した区域から順次早期緑化を行い、裸地の期間を極力短
くして、濁水の流出を抑える。

5 工事期間中は水質監視を行い、適切な施工管理を行う。
海域の工事時には、工事区域外への濁りの拡散を防止するため、施工区域の周囲に汚濁防
止膜を設置する。

6 ・埋立土砂を捨て込む際の濁りの拡散を防止するため、護岸を概成した後に埋め立て土砂
の投入を行うとともに、工事区域外周にわたって濁り拡散防止膜（以下「防止膜」とい
う）を展張し、さらに環境監視結果を施工計画に反映させ、濁りの拡散防止に努めた。

7 護岸工事に伴って発生する土砂による水の濁り、余水の放流による水質への影響を低減す
るための措置を講じる。護岸の工事において設置する汚濁防止膜については、新門司南地
区に適用できるものとして「垂下型汚濁防止膜」「自立型汚濁防止膜」「中間フロート型
汚濁防止膜」の3タイプが挙げられる。本事業では、事業実施区域の水深が約5ｍ程度であ
ること、実績、経済性を考慮して垂下型を採用する。カーテン長については、水深及び潮
位差を考慮して、満潮時においても汚濁防止膜が海面から離れないように設定する。

8 土運船の出入に必要な埋立地開口部については、濁水の流出を防止するため、土運船の航
行に支障を及ぼさない範囲で狭くし、開口部には汚濁防止膜を展張する。

9 浚渫時及び土砂の投入時において､汚濁防止枠や､濁りを極力発生させない作業船(トレ
ミー船等)を使用する｡

10 事業予定地の周辺海域では、海域工事は、海苔の養殖を考慮し、4月～9月の期間に実施す
る。

11 埋立工事の 盛期の工事量を分散する。

12 汚濁負荷量の小さい材料の使用増加を促進する。

13 改良浚渫土の使用に伴い発生するアルカリをpH調整し、余水吐から排出する。

14 埋立区域への山土の投入に際しては、事前に有害物質の分析を行い、性状を確認する。ま
た、浚渫土砂についても、採取位置、採取深度等に応じて適宜有害物質の分析を行い、性
状を確認することとする。

15 ターミナル施設からの汚水については、公共下水道へ接続し、公共用水域への影響が生じ
ないように努める。

16 排水処理水の水質については、処理施設の定期点検を強化し、水質が基準値を超える時に
は投薬するなど、水質保全に努めるよう関係者を指導する。

17 空港施設からの排水については適切な前処理を行って、汚濁負荷量の削減を計り、周辺海
域へのCOD等の影響を極力抑える。

18 新設滑走路の雨水排水については､護岸吐出口に泥溜を設けて海へ排出する｡

19 ・処理水の一部は中水として空港島内で再利用することにより、排出負荷量の削減、用水
利用の合理化に努めている。

20 内部水面が形成されたのちは、内部水面において水質等の状況を適切に把握し、必要に応
じ、自然浄化力の向上、底質の改善、上下層水の混合等の適切な措置を講じるなど、内部
水面の水質の保全に努めることとする。

存在・供用時

工事中

No. 区分 対策の内容
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22 1期空港島と2期空港島との間に生じる内部水面においては、連絡誘導路下に管路を設置し
て外海との十分な通水を確保するとともに、水質等の状況を適切に把握し、必要に応じ、
自然浄化力の向上、底質の改善、上下層水の混合等の適切な措置を講じることとする。

23 雨水排水施設については、1期空港島と同様に、集水桝に泥溜を設けることとするが、設
計に際しては、1期空港島の実績を基に、適切な容量等の構造とする等、空港島から流出
する負荷量を極力削減するように努める。

24 空港島東側の形状について、曲率をさらに大きくし、空港島と対岸部との海域を広くす
る。

25 新設滑走路の埋立護岸の隅角部については､流れを円滑にするため曲線とする｡

26 本埋立地の南西部において、水質浄化機能が期待される干潟の造成を行う。

Ｄ1．生物の多様性（植物）

1 工事中/存
在・供用時

埋立地の存在に伴い現飛行場周囲の松茂海岸を消滅させることにより損なわれる環境が有
する価値を代償するため、人工海浜の造成し、特定植物群落の移植を実施する。

2 工事中には、工事機械類及び人による周囲への踏み込みを 小限に止めるよう十分配慮す
る。

3 工事の実施に伴い埋没するおそれのある重要な植物については、生育状況や生育地の状況
について十分留意しながら事業を実施するとともに、可能なものについては極力移植を行
う。

4 海域環境保全のため、護岸の工事及び埋立ての工事の実施時における汚濁防止膜の展張、
濁りの監視調査と調査結果の施工へのフィードバック等、工事中の水質汚濁防止対策を徹
底する。

5 （水生植物）
・浚渫時及び土砂の投入時において､汚濁防止枠や､濁りを極力発生させない作業船(トレ
ミー船等)を使用する｡
・新設滑走路の造成工事にあたっては､護岸の概成後に埋立て工事を実施する｡
・護岸等で区域を締め切った後に発生する余水は沈殿池において必要な処理を行い排水基
準を遵守して放流する｡

6 ・本埋立地の南西部において、海生植物の新たな生息基盤となる干潟の造成を行う。

7 ・新設滑走路の構造は､多摩川の河口域に係る部分について､多摩川の通水性を確保するた
め桟橋構造とする｡
・連絡誘導路の構造は通水性を確保するため､桟橋構造と橋梁構造とする｡
・新設滑走路の埋立護岸の隅角部については､流れを円滑にするため曲線とする｡
・新設滑走路の雨水排水については､護岸吐出口に泥溜を設けて海へ排出する｡
・新設滑走路の埋立護岸や消波ブロックについては､多様な生物の着生や蝟集が期待でき
る捨石式傾斜堤護岸､環境共生型消波ブロックとする｡

8 貴重植物（ハリツルマサキ等）の移植措置方針

9 海藻類（クビレミドロ）の移植実験

10 カサノリ・ホソエガサの保全対策検討及び移植実験

11 海草類（アマモ類）の移植

存在・供用時

工事中

存在・供用時

対策の内容No. 区分

No. 区分 対策の内容
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8   貴重植物（ハリツルマサキ等）の移植措置方針

1.事業名 伊良部大橋橋梁整備事業

2.事業場所   沖縄県　宮古島市

3.実施規模   伊良部大橋（総延長約6.5km）

4.期間   平成18年度～

 
「伊良部大橋　環境ハンドブックより」

（宮古島支庁土木課，平成18年）
貴重植物（ハリツルマサキ等）は他事例の環境保全措置でも実施されており、適用が可

能である。
　配置案により生育の場が消失する場合には必要に応じて実施することが想定される。

5.事業概要 　貴重動物（ハリツルマサキ等）が作業範囲内で確認された場合には、作業範囲外の適切
な場所に移植する方針を定めている。

6.那覇空港
における適
用の可能性
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9 　海藻類（クビレミドロ）の移植実験

1.事業名 中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業

2.事業場所 　沖縄県　沖縄市　中城湾港　泡瀬地区

3.実施規模 　泡瀬干潟全域

4.期間   平成13年度～

 

「平成14年度中城湾港泡瀬地区環境監視・検討委員会
　　　　　　　　　　　　　　第１回海藻草類移植・保全WG資料より」

（沖縄総合事務局中城湾港出張所　ＨＰ）
6.那覇空港
における適
用の可能性

クビレミドロの生育場が消失する場合には、一時的な養生管理は可能と考えられるが、
基礎的研究段階であり、今後は移植方法や移植地の場の条件の検討が必要と考えられる。

5.事業概要 　泡瀬地区のクビレミドロ保全にあたって、現在まで、現況調査、監視調査、移植実験、
培養実験に取り組んでいる。これまでに、発育段階ごとの育成実現に取り組み、人工環境
下において全生活環を再現することができた。今後はその安定的・自立的な再生産実現に
向け、各生育段階の生残・成長率の向上に取り組んでいる。
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10 　カサノリ・ホソエガサの保全対策検討及び移植実験

1.事業名 那覇港(浦添ふ頭地区)港湾整備に伴う海域環境保全マニュアル

2.事業場所 　沖縄県　那覇港(浦添ふ頭地区)

3.実施規模 　浦添ふ頭地区

4.期間   平成15年～平成18年度

「那覇港(浦添ふ頭地区)港湾整備に伴う海域環境保全マニュアルより」
(那覇港管理組合，平成18年)

6.那覇空港
における適
用の可能性

カサノリの生育場が消失する場合には、生育場の創造が考えられるが、基礎的研究段階
であり、今後も移植方法や移植地の場の条件の検討が必要と考えられる。

5.事業概要 　平成15～17 年度にかけて実施した那覇港海域環境保全計画調査（浦添ふ頭における
生物環境条件調査、カサノリ・ホソエガサの広域分布調査、カサノリ・ホソエガサの水
槽内環境条件管理実験、実海域植栽実験）によって得られた数多くの知見を検討し、カ
サノリ・ホソエガサを保全・維持管理する方策を導き、那覇港浦添ふ頭地区における当
該種の保全・維持管理に当たっての基本方針を策定した。
　保全・維持管理には、現状の環境を維持することを前提として環境条件の適正化によ
る生育場の形成を行い、自然再生、修復に努める。必要に応じて当該種を補充（植栽）
することによりカサノリ・ホソエガサの生育量及び生育範囲の増大を図ることとしてい
る。

【カサノリ】
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11 　海草類（アマモ類）の移植

1.事業名 中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業

2.事業場所 　沖縄県　沖縄市　中城湾港　泡瀬地区

3.実施規模 　泡瀬干潟全域

4.期間   平成10年度～

「環境保全の取り組み　藻場生態系の保全より」
（沖縄総合事務局中城湾港出張所　ＨＰ）

6.那覇空港
における適
用の可能性

海草の移植についてはその他の事例においても一定の成果が見られるため適用が可能と
考えられる。沖合いへの展開により礁池生態系の基盤環境である藻場が消失する場合に
は、周辺地、特に静穏化する海域への移植が想定される。

5.事業概要 　工事により貴重な海草藻場が消失するため、その保全策として海草藻場の濃生域にて移
植を行った。
　移植については平成10年度に手植え移植実験、平成13年度に機械化移植実験等を行い、
それらで得られた知見に基づき移植計画を作成し、平成14年度に環境保全措置をして手植
えによる海草移植を実施した。移植藻場は台風等の影響を受けながらも、増減を繰り返し
ている。
　今後も面積拡大や被度増加の過程に着目しながらモニタリングを継続している。

海草の移植状況
 

移植直後の海草
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Ｄ2．生物の多様性（動物）

12 工事中には、工事機械類及び人による周囲への踏み込みを 小限に止めるよう十分配慮す
る。

13 工事の実施に際しては、過大な機器を採用せず、低騒音型の建設機械を採用することや建
設機械の十分な点検・整備を行うよう施工業者を指導し、動物の生息環境に影響を及ぼす
建設作業騒音を可能な限り低減するよう配慮する。

14 海域環境保全のため、護岸の工事及び埋立ての工事の実施時における汚濁防止膜の展張、
濁りの監視調査と調査結果の施工へのフィードバック等、工事中の水質汚濁防止対策を徹
底する。

15 浚渫時及び土砂の投入時において､汚濁防止枠や､濁りを極力発生させない作業船(トレ
ミー船等)を使用する｡
新設滑走路の造成工事にあたっては､護岸の概成後に埋立て工事を実施する｡
護岸等で区域を締め切った後に発生する余水は沈殿池において必要な処理を行い排水基準
を遵守して放流する｡

16 工事実施中に対象事業実施区域及びその近傍においてコアジサシの営巣・繁殖が確認され
た場合は、専門家の意見を聞いた上で、繁殖環境への影響を可能な限り低減するよう配慮
するとともに工事実施中にコアジサシの営巣・繁殖が確認された場合の対応について、現
場作業員等工事関係者に周知徹底を図る。

17 ハヤブサの繁殖地であることを考慮し、護岸工事に際し、繁殖時期の4～7月においては騒
音に十分留意して工事を行う。
使用する建設機械は、鳥類等への騒音刺激を低減するため極力低騒音型のものを採用す
る。

18 本埋立地の南西部において、海生動物の新たな生息基盤となる干潟の造成を行う。
護岸工事及び埋立ての工事竣功後において、埋立地の存在に伴う動物への影響の程度を把
握するために必要な動物に係る事後調査を実施し、影響の程度について検証する。

19 ・新設滑走路の構造は､多摩川の河口域に係る部分について､多摩川の通水性を確保するた
め桟橋構造とする｡
・連絡誘導路の構造は通水性を確保するため､桟橋構造と橋梁構造とする｡・新設滑走路の
埋立護岸の隅角部については､流れを円滑にするため曲線とする｡
・新設滑走路の雨水排水については､護岸吐出口に泥溜を設けて海へ排出する｡
・新設滑走路の埋立護岸や消波ブロックについては､多様な生物の着生や蝟集が期待でき
る捨石式傾斜堤護岸､環境共生型消波ブロックとする｡

20 バードパトロール等を実施するとともに、必要に応じてバードストライクの防止対策を実
施してきたが、今後も鳥類の飛来・生息状況の実態調査を行い、国内、国外の実態調査結
果等を参考にしながら、バードストライクの要因及び鳥類の生態等を踏まえ、2期運用後
もより効果的な対策を検討する。空港島及びその周辺地域における海鳥等の鳥類の飛来・
生息状況及び飛行経路周辺地域におけるタカ類の渡りの状況について、これまで当社が実
施してきた調査内容を踏まえつつ、建設工事中から2期運用 大時までの間、定期的に実
態調査を実施する。

21 防波堤を活用したサンゴ場造成

22 石西礁湖の着床具によるサンゴ群集修復

23 底生生物等が生息する干潟の造成

24 干潟の造成事例1

25 干潟の造成事例2

26 貝類（オサガニヤドリガイ、ニラカナイゴウナ）の生息適地への移動措置

27 豊崎地区の鳥類の休息場としての人工中州の造成

28 オカヤドカリ類の生息適地への移動措置方針

Ｄ3．生物の多様性（生態系）

17 - ・空港島東側の形状の曲率をさらに大きくし、空港島と対岸部との海域を広くする。
・海域生物及び魚食性鳥類への影響を低減するため捨石式傾斜堤護岸（一部は緩傾斜護
岸）とし、海域生物の生息・生育場を創出する。また、空港島西側護岸及び南側護岸（延
長約6.5km）に、幅10mの自然石を用いた岩礁性藻類の生育基盤を造成し藻場を創出する。

18 存在・供用時 すべての外周護岸を被覆石と消波ブロックからなる構造として、より良好な海生生物の生
息環境を創造する。

工事中

存在・供用時

区分No. 対策の内容

No. 区分 対策の内容
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21 　防波堤を活用したサンゴ場造成

1.事業名 防波堤を活用したサンゴ場造成事業

2.事業場所 　沖縄県　那覇港防波堤

3.実施規模 　那覇港防波堤等人工構造物　数箇所

4.期間 　平成10年度～

「サンゴ礁と共生する港湾整備への取り組みより」
（内閣府沖縄総合事務局）

6.那覇空港
における適
用の可能性

「エコブロック」は実用段階であり、沖合いへの展開によりサンゴ礁生態系の場が減少
した場合、これらの場の創造の方法の一つとして有効と考えられる。

5.事業概要 　那覇港では、試験的取り組みにより基質表面に数cmの凹凸加工を施すことによってサン
ゴ幼生の着生・成長が効果的に促進されることを確認し、消波ブロックの表面を凹凸加工
した「エコブロック」事業を展開している。

10



22 　石西礁湖の着床具によるサンゴ群集修復

1.事業名 サンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復マニュアル

2.事業場所 　沖縄県　石垣市

3.実施規模 　石西礁湖

4.期間   平成17年度～

「サンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復マニュアル」（環境省，平成19年）より引用

6.那覇空港
における適
用の可能性

「サンゴ着床具」は実用段階であり、沖合いへの展開によりサンゴ礁生態系の場が減少
した場合、これらの場の創造の方法の一つとして有効と考えられる。

5.事業概要 　環境省では「石西礁湖自然再生マスタープラン」を策定し、平成17 年度より、サン
ゴ幼生着床具を用いた有性生殖移植法によるサンゴ群集修復事業を実施している。これ
までに得られた知識と経験に基づき、着床具を用いて移植を行おうとする技術者のため
のマニュアルを作成した。なお、本マニュアルは、石西礁湖の事例を用いながら、可能
な限り一般化するよう努めた。

【サンゴ着床具】
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23 　底生生物等が生息する干潟の造成

1.事業名 横浜港金沢・海の公園

2.事業場所 　神奈川県　横浜市

3.実施規模 　海の公園　全長1km　15.4億円

4.期間   昭和54年度

「(財)横浜市臨海環境保全事業団・横浜市環境創造局　ＨＰより」
6.那覇空港
における適
用の可能性

人工海浜を含む干潟の造成に関しては、岸側よりの配置案で砂質干潟等が減少する場合
には適用される可能性が考えられるが、干潟を造成するための土砂の入手先や干潟を造成
した場合の周辺域への影響等、検討する点が多く、消失が懸念される砂質干潟の場の創造
としては課題が残る。

5.事業概要 　横浜市金沢区地先から富岡町から平潟町に至る延長約70kmの海岸の埋立事業の環境保全
措置の一環及び市民の憩いの場として人工砂浜を含む干潟が創造された。人工干潟の創造
にあたっては流れや波によって侵食されないよう、またアサリ等の貝類の生息環境を保持
できるように配慮した。その結果、造成後1年でアサリの稚貝がみられるようになり、現
在では大勢のアサリ採りの人達でにぎわっている。
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24 　干潟の造成事例1

1.事業名 ふなばし三番瀬海浜公園

2.事業場所 　千葉県地先、船橋地先

3.実施規模 　ふなばし三番瀬海浜公園　面積約42ha

4.期間   昭和55年～昭和57年3月

「三番瀬パンフレットより（千葉県，平成17年）」
6.那覇空港
における適
用の可能性

人工海浜を含む干潟の造成に関しては、岸側よりの配置案で砂質干潟等が減少する場合
には適用される可能性が考えられるが、干潟を造成するための土砂の入手先や干潟を造成
した場合の周辺域への影響等、検討する点が多く、消失が懸念される砂質干潟の場の創造
としては課題が残る。

5.事業概要 昭和30年代に市川市地先から船橋地先、習志野地先にかけて埋立が行われていた。その
後、昭和50年に現在の船橋航路防波堤付近に浚渫土を投入し、暫定的に人工干潟が造成さ
れた。その後、昭和55年～57年にふなばし三番瀬海浜公園の人工海浜が造成された。

ふなばし三番瀬公園地先では、干潟の底生生物（アサリ・シオフキガイ等）が豊富とな
り、それらを餌とするダイセン、シロチドリ等の鳥類が多くみられている。

13



25 　干潟の造成事例2

1.事業名 三河湾シーブルー事業

2.事業場所 　三河湾内全域

3.実施規模 　面積約450ha

4.期間   昭和63年度～継続中

「国土交通省　三河港湾事務所ＨＰより」
6.那覇空港
における適
用の可能性

　人工海浜を含む干潟の造成に関しては、岸側よりの配置案で砂質干潟等が減少する場合
には適用される可能性が考えられるが、干潟を造成するための土砂の入手先や干潟を造成
した場合の周辺域への影響等、検討する点が多く、消失が懸念される砂質干潟の場の創造
としては課題が残る。

5.事業概要 　三河湾内の水質・底質の悪化、ヘドロの堆積した状況を改善するため、航路浚渫に伴
い発生する砂を有効活用する三河湾シーブルー事業が計画された。昭和62年に覆砂試験
工事を行い、生物相の改善効果がみられたため、平成11年度本工事を開始した。その
後、地形変化測量、水質調査、底質調査、生物調査等を継続的にモニタリングしてい
る。その結果、アサリをはじめ貝類の中でも も水質浄化能力が高いとされる二枚貝類
が増えてきており、海水の浄化機能の向上が期待されている。
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26 　貝類（オサガニヤドリガイ、ニラカナイゴウナ）の生息適地への移動措置

1.事業名 中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業

2.事業場所 　沖縄県　沖縄市　中城湾港　泡瀬地区

3.実施規模 　泡瀬干潟全域

4.期間   平成16年度～

「中城湾港泡瀬地区　生物ハンドブックより」
（沖縄総合事務局中城湾港出張所）

6.那覇空港
における適
用の可能性

貝類の生息適地に関する知見は少ないため、生息地の消失に対する適用には移動条件等
の検討が必要であるが、類似環境への適用実績から適用可能と考えられる。

5.事業概要 　工事により貴重な貝類（オサガニヤドリガイ、ニラカナイゴウナ）の生息場が消失する
場合には、これらの貝類の生息地で改変されない場所へ個体を移動させる方針を計画し、
いくつかの地点において実施した。事業実施区域の周辺と対照区で、モニタリング調査を
行っており、工事の影響がみられないことから、移動先においても移動個体の存続が予想
された。

オサガニヤドリガ

イ
ニライカナイゴウナ
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27 　豊崎地区の鳥類の休息場としての人工中州の造成

1.事業名 豊崎地区埋立事業

2.事業場所 　沖縄県　豊見城市

3.実施規模 　埋立計画地周辺1箇所（約1ha）

4.期間   平成11年度～

6.那覇空港
における適
用の可能性

鳥類については、事例にみられるよう生息場となる採餌域、休息域の造成は可能である
が、近傍干潟も含めて那覇空港周辺を利用しており、移動能力が高いため、残存する生息
域の保全に努める方向で検討する。

5.事業概要 　豊崎地区の埋立事業の環境保全措置の一環として、周辺地域の水路部に鳥類の採餌・
休息ができるような人工の中州を造成した。
　その後のモニタリング調査で、クロツラヘラサギ等の貴重な鳥類の利用が確認されて
いる。

【豊崎地区の人工中州】
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28 　オカヤドカリ類の生息適地への移動措置方針

1.事業名 伊良部大橋橋梁整備事業

2.事業場所 　沖縄県　宮古島市

3.実施規模 　伊良部大橋（総延長約6.5km）

4.期間   平成18年度～

　工事施工区域内に進入したオカヤドカリ類の個体を区域外へ移動した。

 
「伊良部大橋　環境ハンドブックより」
（宮古島支庁建築土木課，平成18年）

オカヤドカリ類の移動は他事例の環境保全措置でも実施されており、適用が可能であ
る。

配置案により海岸線が消失し、移動経路が確保できない場合には必要に応じて実施する
ことが想定される。

5.事業概要

6.那覇空港
における適
用の可能性

17



29 　哺乳類、両性類、爬虫類、陸産貝類等の移動措置方針

1.事業名 新石垣空港建設事業

2.事業場所 　沖縄県　石垣市

3.実施規模 　新石垣空港（総延長約6.5km）

4.期間   平成18年度～

 
「貴重動植物野帳より」

（八重山支庁新石垣空港建設課，平成18年）
貴重動物の移動は他事例の環境保全措置の方針として用いられており、適用が可能であ

る。
配置案により陸域環境が消失し、移動経路が確保できない場合には必要に応じて実施す

ることが想定される。

5.事業概要 　貴重動物（哺乳類、両性類、爬虫類、陸産貝類等）が作業範囲内で確認された場合に
は、初めに自力で貴重な動物を作業範囲外へ促し、移動能力の遅い種については、傷つけ
ないように捕獲し、作業範囲外の適切な場所に移動する方針を定めている。

6.那覇空港
における適
用の可能性
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Ｅ１．人と自然との触れ合い分野等（景観）

1 鍋島が空港に取り込まれることの代替対策として、・四季の風情、祭事、地域住民とのか
かわり等に関するビデオ作成。・上記の写真パネルの作成。・鍋島の岩（蛇紋岩）の一部
を利用したモニュメントの設置。・特徴的な植物の移植及びその植生の記録保存。等を行
う。

2 ・空港島内の緑化を推進している。
・空港島内の建築施設等については調和のとれた色彩としている。

3 2期事業の実施によって、大阪湾を眺望する景観に著しい違和感を生じさせないと考えて
いるが、1期空港における緑化の経験を活かしつつ、空港の管理・運営上影響を及ぼさな
い範囲で内部水面の護岸敷き等において、景観にも配慮しつつ、親水空間の整備と合わせ
た緑化を推進する。また、建物の色彩、形状についても、今後、施設の詳細計画策定の中
で1期空港内施設との調和に十分配慮する。

4 施設法面には芝などの植栽を施し周辺景観との調和を図り、周辺地域への影響を軽減する
よう努める。

5 ・埋立地の緑化に際しては、周辺の風景に調和したものとする。
6 ・管制塔や国際線ターミナルビルについては､周辺環境との調和協調を図る｡

・国際線地区の駐車場周辺には､緑地の整備を行う｡
7 眺望景観の変化を低減するための措置を講じるとともに、より良好な景観を創造するため

の埋立地に緑地を整備する。

Ｅ２．人と自然との触れ合い分野等（人と自然との触れ合い活動）

8 ・浚渫時及び土砂の投入時においては､浚渫土の気中露出時間の短縮を図る｡
・浚渫土の土運船待機場所については､風向き等の気象条件に配慮する｡
・浚渫時及び土砂投入時において､汚濁防止枠や､濁りを極力発生させない作業船(トレ
ミー船等)を使用する｡
・新設滑走路の造成工事にあたっては､護岸の概成後に埋立て工事を実施する｡
・護岸等で区域を締め切った後に発生する余水は沈殿池において必要な処理を行い排水基
準を遵守して放流する｡

9 ・黒島のバーベキューサイト施設について、関係機関と協議し、代替機能を確保する。
10 埋立地の存在に伴い現飛行場周囲の松茂海岸を消滅させることにより損なわれる環境が有

する価値を代償するため、人工海浜の造成を実施する。さらに、現況に比べて利用環境を
向上させるため新たな海洋性レクリエーションや親水空間として活用できる遊水池及び海
浜公園を整備する。

11 ・黒島のバーベキューサイト施設について、関係機関と協議し、代替施設を設置する。

12 ・本埋立地の南西部において、新たな人と自然との触れ合いの活動の場となる干潟の造成
を行う。
・護岸工事及び埋立ての工事竣功後において、埋立地の存在に伴う人と自然との触れ合い
の活動の場の利用環境に関連する環境要素（水質）への影響の程度を把握するために必要
な事後調査を実施し、影響の程度について検証する。

13 ・高騒音型機の離着陸を抑制するため､騒音レベルの高いボーイング747旧タイプの乗り入
れを制限する｡
・新設滑走路の構造は､多摩川の河口域に係る部分について､多摩川の通水性を確保するた
め桟橋構造とする｡
・連絡誘導路の構造は通水性を確保するため､桟橋構造と橋梁構造とする｡
・新設滑走路の埋立護岸の隅角部については､流れを円滑にするため曲線とする｡
・新設滑走路の雨水排水については､護岸吐出口に泥溜を設けて海へ排出する｡
・管制塔や国際線ターミナルビルについては､周辺環境との調和協調を図る｡
・国際線地区の駐車場周辺には､緑地の整備を行う｡

14 護岸工事に伴って発生する土砂による水の濁り、埋立ての工事に伴う余水の放流、埋立区
域から発生する騒音による釣りの対象魚類及びその餌生物への影響を低減するための措置
を講じる。また、外周護岸を被覆石と消波ブロックからなる構造とし、釣りの対象魚類及
びその餌生物の良好な生息環境を創造するとともに、レクレーションの場として埋立地に
緑地を整備する。

15 - 空港施設の設置に伴い消失する「方八丁グラウンド」については、現在利用する地域住民
の意向を把握し、再整備等の必要性について検討する。

No. 区分 対策の内容

存在・供用時

工事中

存在・供用時

対策の内容No. 区分
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Ｆ１．その他（悪臭）

1 悪臭の発生源となる有機物を含有した廃棄物を搬入させないための監視体制を整える。

2 ・浚渫土砂の埋立後に、山土で覆土を行う。

3 ・浚渫時及び土砂の投入時においては､浚渫土の気中露出時間の短縮を図る｡
・浚渫土の土運船待機場所については､風向き等の気象条件に配慮する｡

Ｆ２．その他（電波障害）

4 存在・供用時 ・航空機の運航によりテレビジョン電波の受信に関しフラッター障害が発生すると予測さ
れた地区の一部については、開港前に受信障害対策を実施するとともに、開港後に受信障
害が認められた地区については、地域の実情に応じた適切な対策を実施、完了している。

Ｆ３．その他（廃棄物）

5 工事中 ・建設副産物は､発生抑制､分別を徹底し､特定建設資材廃棄物(コンクリート､コンクリー
ト及び鉄から成る建設資材､木材､アスファルト･コンクリートの4品目)は再資源化施設に
搬入し､再資源化に努める｡
・使用する型枠については､施工上可能な範囲で銅製型枠を使用し､木製型枠の使用を抑制
する｡
・新設滑走路の建設工事に伴い発生する建設発生土については､可能な限り用地造成の埋
立材として利用する｡
・本事業以外から発生する公共建設発生土については､搬入方法､工事工程に支障がなく､
発生量及び性状等の条件を満足し､環境上の問題がない場合､埋立材として利用する｡
・工事区域内の工事用道路において､再資源化された材料をできる限り利用する｡
・廃棄物の適正な取り扱い等について､関係者に周知徹底するとともに､廃棄物の内容や処
理方法を把握し､計画通りに処理されているかを確認する｡廃棄物の処理委託は､許可条件
を確認した上で､処理業者に委託する。
・一般廃棄物については､排出抑制及び有効利用に努め､分別排出を徹底するとともに､適
正に処理する｡

6 ・可燃ごみを空港内で焼却処理して減容化を行うとともに資漁ごみ､粗大ごみは分別収集
と有効利用を行うことにより､ 終処分量を削減するよう要請する｡
・ペットボトルのべーラー化によりリサイクルを促進する｡また､べ-ラー化できないペッ
トボトルについては固形燃料へのリサイクルを試験的に導入するよう要請する｡・生ごみ
の飼料へのリサイクルを促進するよう要請する｡
・紙類の固形燃料へのリサイクルを試験的に導入するよう要請する｡
・産業廃棄物については､関係法令を遵守し､自らの責務において排出抑制及び有効利用に
努め､マニフェスト(産業廃棄物管理票)を用いて適正に行う｡
・排出事業者を対象とした廃棄物処理に関する講習会を開催するとともに廃棄物の排出抑
制､有効利用､適正な処理を行うよう要請する｡

7 ・廃棄物の減量化、資源化を推進するため、分別排出を徹底している。
・空港島内で発生する一般廃棄物はクリーンセンターで全量焼却し、 終処分量の減量に
努めている。

8 空港島内で発生する一般廃棄物については、廃棄物の減量化や再資源化を推進するため、
分別収集を徹底するとともに、可燃ごみについては廃棄物焼却施設にて全量焼却し、 終
処分量の減量に努めている。
2期供用後においても、これらの対策を引き続き実施するとともに、分別種別の細分化や
リサイクルの推進について関係機関とも協議し、対策を進めることとする。
航空機から排出される航空機取卸しごみについては、現在、一航空会社が試験的に可燃ご
みと資源ごみの分別収集を実施しているが、今後、試験運用を継続し、その結果を基に税
関との協議を行う。

9 ・産業廃棄物については、関係法令を遵守し、自らの責務において排出抑制及び有効利用
に努め、また、処理にあたっては、マニフェスト（産業廃棄物管理票）を用い適性に行
う。
・一般廃棄物については、分別排出の徹底など、排出抑制及び有効利用に努め、適正に処
理する。
・中部国際空港株式会社は空港の設置管理者として、排出事業者を対象に、廃棄物処理に
関し講習会等を開催するなど廃棄物の排出抑制、有効利用に努め、適正な処理を行うよう
に要請する。

No. 区分 対策の内容

No. 区分 対策の内容

工事中

存在・供用時

区分 対策の内容No.
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Ｆ４．その他（温室効果ガス）

10 製造過程において二酸化炭素の排出の少ない高炉セメントを、資源の有効利用の観点を含
め可能な範囲内で使用する。

11 ・施工可能な範囲で環境配慮型セメントを使用する｡
・大気質に配慮した作業の徹底については､車両のアイドリングストップ等を行うよう指
導する｡また､建設機械の高負荷運転を極力避けるよう指導する｡
・作業船の主燃料である重油については､重油類の中で二酸化炭素の排出が少ない良質なA
重油を使用する｡
・掘削残土及びコンクリート塊は､可能な限り場内で利用し､空港外への搬出車両台数の低
減に努める｡
・工事関係者は可能な限り鉄道､通勤バス等を利用し､通勤車両台数の低減に努める｡

12 ・GPUが設置されているスポットにおいては、航空機がスポットイン後、速やかに航空機
の補助エンジンの運転をやめ、GPUに切り替える。
・空港の施設で使用される熱及び一部の電気の供給にエネルギー効率の高いコージェネ
レーションを活用する。また、その燃料に都市ガス及び灯油を使用する。
・空港の施設で使用される熱エネルギーの一部を海水ヒートポンプを用いて供給すること
により、燃料消費量の削減を図る。
・低公害車が普及段階にあることから、率先して電気自動車、天然ガス自動車、ハイブ
リッド自動車の導入を図る。

13 ・税制措置等を講じ､燃料消費効率の良い新規航空機への代替を促進する｡
・航空機に電力や熱源を送る施設(GPU)を可能な限り設置し､GPUが設置されているスポッ
トにおいては､航空機がスポットイン後､速やかに航空機の補助エンジンの運転をやめ､GPU
に切り替えるよう要請する｡
・航空機燃料を圧送する方式(ハイドラント方式)で航空機燃料を給油することにより､レ
フエラー(タンクローリー車)の使用台数を削減するよう要請する｡
・空港サービス車両に占める低公害車の割合を増やすよう航空会社に要請する。

14 工事の実施にあたっては、低公害型機材の導入等環境保全に対し、特段の配慮に努めま
す。

15 ・工事区域及び工事船舶については、関係機関及び関係者と十分協議して区域の設定及び
航行経路の選定を行うとともに、周辺航行船舶に対する事前の十分な広報、工事区域を表
示する灯標等の設置など海上交通安全のための諸対策を講じた。

No. 区分 対策の内容

工事中

存在・供用時

工事中
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