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辺野古新基地建設事業

防衛省交渉に向けて

2018年4月27日



2

第１．辺野古側での護岸工事について

沖縄防衛局は、沖縄県に提出した埋立承認願書に添付した「環境保全に関
し講じる措置を記載した図書」（以下、「環境保全図書」）で、「傾斜堤護岸用
の石材はダンプトラック（10トン）で搬送」と記載していた。しかし、昨年
11月からは、ダンプトラックによる陸上搬送に加え、海上搬送を行い、施行
途中のK9護岸から石材の陸揚げを続けている。

この点について防衛省は、当初、「上記資料は、工事施工区域内における
作業の稼働計画を示したものであり、資材の搬入計画については、『資材は、
海上運搬及び陸上運搬により施工区域に搬入します』と記載していることか
ら、海上運搬については当初から想定されていた」ので変更ではないと主張
していた。

ところが防衛省は、本年４月４日、赤嶺政賢衆議院議員に対して、「ご指
摘の傾斜堤護岸用の石材について、この表を含む環境保全図書の作成時は、
『陸上運搬』を想定しておりました」と文書で回答した。従来の説明を撤回
し、環境保全図書の内容を変更したことを認めたのである。
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環境保全図書では、傾斜堤護岸の基礎捨石搬入は「ダンプトラック」と明記
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赤嶺政賢衆議院議員への防衛
省回答（2018.4.4）
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１．傾斜堤護岸用石材の海上運搬について

（１） 埋立承認の際の「留意事項４」では、「環境保全図書の変更

については知事の承認を受けること」とされている。沖縄県知事

も再三にわたって、石材の海上搬入等については、留意事項に基

づく知事の承認を受けるよう行政指導を行ってきた。

その際、防衛局は、前述のように「海上運搬については当初から

想定されていた」と反論し、行政指導を受け入れてこなかった。

しかし、今回、環境保全図書の変更であることを認めたのである

から、「留意事項４」に基づき知事の承認が必要ではないか？
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（２）現在、本部港（塩川地区）から辺野古への石材が２隻の運搬船

で海上搬送されている。防衛局は本年4月9日の第14回環境監視等

委員会で、「１日当り２隻の運搬船を用いて海上運搬し、ランプ

ウェイ台船に積み替え、K9護岸から搬入する」と説明した。運搬

船２隻でダンプトラック350台分に相当するという。

防衛局は昨年11月22日、地元の崎本部区に対して説明を行った

際には、「１日あたりダンプトラック160台の石材」を運搬すると

していた。現状でも1日に180台を超える日が多いが、さらに運搬

船を増やし、毎日、ダンプトラック350台分の石材を運搬すれば、

地元への約束を完全に無視することではないか？
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防衛省、崎本部区での説明会
2017.11.22
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（３）防衛局は昨年、石材の海上搬送のために国頭村奥

港の港湾使用許可を沖縄県に求め、11月13日に一度だけ

使用した。

しかし、奥港の使用許可は本年３月31日で終了し、4月

以降は使用許可申請を行っていない。今後、奥港の使用

は断念するのか？
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２．辺野古側での護岸工事について

（１）辺野古側で現在、施工中の傾斜堤護岸の基礎工の天端高、中

仕切護岸（N5）の天端高は、C.D.L＋4.00であるが、現在、これら

の護岸は、C.D.L＋何ｍの高さまで施工しているのか？

（２） 傾斜堤護岸については、基礎工の上にコンクリートの躯体工、

また前面に消波ブロックを設置する構造となっている。現状の高さ

のままで埋立工事を開始すれば、台風時などに高波が護岸の上を越

えることが想定されるが、躯体工造成、消波ブロック設置をしない

まま内側の埋立工事を開始するのか？
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CDL＋4.00



13

（３）K4護岸にはボックスカルバートを設置した排水工が

２ヶ所、予定されている。この排水工は、願書の設計概要説

明書に記載された「雨水配水管」か？（設計概要説明書P1）。

この排水工は、埋立時には海水の吐き出し口となるのか？

その場合、土砂による汚濁水が外部の海域に排出されるが、

設計図書には汚濁防止策が記載されていない。どのような汚

濁防止策を講じるのか？
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K4護岸
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第２．辺野古側での埋立工事着手について

１．埋立工事の着手時期について

防衛局は本年3月2日、「シュワブ（H29）埋立工事（１

～５工区）」の工事契約を締結した。報道では、今後、辺
野古側の外周護岸が完成すれば、７月にも埋立工事（土砂
投入）を始めると言われている。
外周護岸（K1～K4、N3）が完成次第、埋立工事（土砂

投入）を開始する予定か？

埋立区域②－１の埋立を、埋立区域②に先行して行うの
か？
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②工区
②-1工区

①-1工区

①-2工区
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２．埋立工事開始前に県と実施設計・環境保全対策の事前協
議が必要

埋立承認の際の留意事項では、「１．工事の実施設計について事前
に県と協議を行うこと」、「２．実施設計に基づき環境保全対策など
について県と協議を行うこと」とされている。
防衛局は今までに、護岸工については22タイプのうち17タイプの実

施設計・環境保全対策の「事前協議書」を県に提出した。しかし、埋
立工事については、まだ沖縄県と実施設計・環境保全対策の事前協議
を行っていない。翁長知事も、本年4月9日、防衛局に対して「埋立に

関する工事を直ちに停止して、実施設計及び環境保全対策の事前協議
を行うこと」という行政指導を行った。

知事の行政指導を受け入れ、工事をいったん停止して、県と事前協
議を行うべきではないか？
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2018.4.9 

沖縄県知事からの行政指導
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３．施工順序の変更は知事の承認が必要
（１）埋立承認願書の設計概要説明書の「埋立に関する工事の施工
順序」では、大浦湾の埋立区域①－１、埋立区域①－２、辺野古側
の埋立区域②、大浦湾の埋立区域③の順に施工すると記載されてい
る。また、願書に添付された環境保全図書でも、「公有水面の埋立
に関する工事計画」として、同様の施工順序が明記されている。

ところが今回、防衛局は県に届けていた施工順序を大幅に変更し、
大浦湾側ではなく辺野古側から埋立工事を開始しようとしている。
このような施工順序の変更は、公有水面埋立法にもとづく設計概要
変更申請の対象であり、知事の承認が必要ではないか？

（２）また、埋立承認の際の「留意事項４」にもとづく環境保全図
書の変更であるから、埋立工事着手前に知事の承認を受けることが
必要ではないか？
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②工区
②-1工区

①-1工区

①-2工区



22

４．「シュワブ（H29）埋立工事（１～５工区）」について

（１）防衛局は本年3月2日、「シュワブ（H29）埋立工事

（１～５工区）」の工事契約を締結した。ところが１工区～３
工区の工事については契約から１ヶ月も経たないうちに、
増額の変更契約を行っている。この変更契約の理由を説明
されたい。

（２） 設計図書によれば、１工区～３工区の工事は埋立用

材に岩ズリだけを使用すると変更され、４工区～５工区の
工事は海砂と岩ズリが使用されることとなっている。
工区により埋立用材が異なっているのは何故か？
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５．埋立用土砂の陸上搬送には知事の承認が必要

（１）「シュワブ（H29）埋立工事（１～５工区）」の特

記仕様書では、埋立用の岩ズリについて、「ガット船によ

り揚陸された土砂をダンプトラックにより搬入」と、全て

海上搬送すると記載されている。

採石場から直接、ダンプトラックで陸上搬送することは

予定していないのか？
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（２）埋立承認願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採
取場所及び採取量を記載した図書」では、埋立用土砂等の
採取場所及び搬入経路図として、沖縄本島からは本部地区、
国頭地区の岩ズリを海上搬送することが明記されている。
埋立承認の際の留意事項では、「４．『埋立土砂に関する
図書』の変更については知事の承認を受けること」とされ
ている。岩ズリを陸上搬送する場合は、この「留意事項
４」に基づき、知事の承認が必要であることを確認された
い。

（３）また、本部、国頭以外の岩ズリを使用する場合も、上
気図書の変更であるから、知事の承認が必要であることを
確認されたい。
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「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量
を記載した図書」（埋立承認願書）
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第３．大浦湾の活断層について

先日、公開された「シュワブ（H25）地質調査（その
２）」、「シュワブ（H２６）地質調査」の報告書（いずれも

2016年3月）では、活断層研究会編『日本の活断層』の図を引
用して、「調査地周辺の線構造」、「調査地周辺地域の地
形図」に辺野古断層を表示し、「辺野古美謝川は、名護市
世冨慶～辺野古に認められるリニアメント（線構造）に
沿って南東方向に流下する適従谷とみられている。なお図
中に示された破線は活断層と断定されてはいないが、その
疑いのある線構造と分類されているものである」と記載し
ている。防衛局はこれらの調査当時、活断層の疑いがある
と認識していたのである。
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ボーリング調査報告書

（報告書 5-1）
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１．地質調査では、活断層についてどのような調査を
したか？

（１）防衛局は、「H25・H26地質調査」では、辺野古断層が

活断層の疑いがあることを認識していた。そうであるならば
これらの地質調査で、大浦湾の海底の谷地形が辺野古断層と
つながっているのかどうか、また、海底部の「断層によると
考えられる落込み」（「推定地層断面」（H12.10））が活断層ではな
いか等を調べる調査項目は含まれていたか？

調査の結果、活断層の疑いは払拭されたのか、具体的なデー
ターをもとに説明されたい。
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（２）政府は、「既存の文献によれば、辺野古沿岸域における活断
層の存在を示す記載はないことから、『辺野古断層』及び『楚久
断層』の２本の断層に係るものも含め、辺野古沿岸域に活断層が
存在するとは認識していない」という説明を繰り返している。

しかし、「既存の文献」にこれらの断層を「活断層の疑い」とし
てものがあることは従来から指摘してきたが、そもそも活断層の
存在は、「既存の文献」だけではなく、防衛局が行ってきた海上
ボーリング調査のデーターにより科学的に判断すべきものである。

政府は、これらの答弁書の作成にあたって、「地質学の専門家か
ら意見は聴取していない」と答弁している。

何故、地質学の専門家に、ボーリング調査の結果を示し、活断層
の存否について意見を求めないのか？
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活断層問題についての政府答弁書

（2017.11.15 糸数慶子参議院議員に対して）

「既存の文献によれば、辺野古沿岸域における活断層の存在を示す

記載はないことから、ご指摘の『辺野古断層』及び『楚久断層』の

２本の断層に係わるものも含め、辺野古沿岸域に活断層が存在して

いるとは認識していない。このため、辺野古沿岸域における海底地

盤の安全性については、問題ないものと認識している」
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（３）先日、公開された「シュワブ（H25）地質調査（そ

の２）」の報告書には、音波探査に基づく解釈深度断面図

と、それを元に作成した地質断面図が付けられている。

しかし解釈深度断面図には、色をつけた解釈線が書き込

まれてしまっており、当初の音波探査のデーターが読み取

れなくなっている。

解釈深度断面図の元となった深度断面と、深度断面作成

前の当初のデーターを提出されたい。
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深度断面図 解釈深度断面図

H25 報告書
4-18
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２．「推定地層断面図」について

（１）防衛局の埋立承認願書の環境保全図書には、H12.10、

防衛庁が政府の第３回代替施設協議会に提出した「推定地
層断面図」が付けられている。そこでは、大浦湾の約60m

の落込みを、「断層によると考えられる落込み」と記載し
ている。この図について、加藤祐三琉球大学名誉教授、立
石雅昭新潟大学名誉教授らは「間違いなく活断層」、「紛
れもなく活断層」と言われている。

この「推定地層断面図」作成の元となったという「シュ
ワブ沖土質調査（その４）」の報告書を速やかに提出され
たい。
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「不開示情報を含む可能性があり、開示・不開示の判断等に時間を要することから、報告
書の一部につきまして提出させていただき、残りの部分につきましては、準備が整い次第
提出させていただきます」（2018.4.13  防衛省→糸数慶子参議院議員）
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（２）「H25・H26地質調査」では、大浦湾の落込みの形成

過程として、「海退により陸化してガリーが形成され、谷
地形が形成されたところが、海面上昇した」としているだ
けで、断層についての記述はない。
「推定地層断面図」では、A地点から約3.3kmのところで
琉球層群が60mほど切れて落ち込んでおり、防衛庁も「断
層によると考えられる」としていたものである。

今回の調査では、この落込みは陸化した際に、水により
侵食された谷であるというのか？
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「H25地質調査（その２）報告書」

「H26地質調査報告書」
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第４．大浦湾の軟弱地盤について

「H25・H26地質調査」の報告書では、大浦湾のケーソン護岸設置予

定箇所の海底がとんでもない軟弱地盤であることが明らかになった。

特にB28地点は、海底30.5mの地盤が厚さ40mにわたってほとんどが

N値ゼロという超軟弱地盤となっている。また、B26地点も、海底

27.8mの地盤が、やはり厚さ40mにわたってN値ゼロの箇所が多い。

他にも、B36地点、B41地点などでもN値ゼロという軟弱な箇所が確認

されている。まさに「マヨネーズのような軟弱地盤」（日本大学・鎌

尾准教授（地盤工学））である。
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そのため、「H25・H26地質調査」の報告書では、「当初

想定されていないような特徴的な地形・地質」として、「特

に当該地においては、構造物の安定、地盤の圧密沈下、地盤

の液状化の詳細検討を行うことが必須と考える」と結論して

いる。
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沖縄タイムス
2018.3.12

水深30m

N値ゼロの地層を
含む地点

343m

40m

C1護岸
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B-28地点のボーリング柱状図
（ケーソン護岸C-1)
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-47m

N値ゼロの地層

=74mより下はN値50以上

水深30mの海底
部が深さ40mに
わたって、ほぼ
N値ゼロ！
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B26
B28

B36
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B28

B26

B36

B41

N値ゼロの層がある箇所

ケーソン護岸総延長：1,407m
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＜地質調査報告書の結論＞
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１．政府は、赤嶺政賢衆議院議員の質問主意書に対して、前述の
「H25・H26地質調査」終了後、今、実施している海上ボーリング
調査は、「シュワブ（H26）ケーソン新設工事（２工区）」（ボーリング調査
１本）、「シュワブ（H26）中仕切岸壁新設工事」（ボーリング調査７本）、
「シュワブ（H26）ケーソン新設工事（１工区）」（ボーリング調査29本）、
「シュワブ（H29）土質調査（その１）」（ボーリング調査11本）、「シュワ

ブ（H29）土質調査（その２）」（ボーリング調査８本）であるという答弁
書を出した（2017年12月15日）。これらの工事・業務はいずれも本年3月
31日までの工期であったが、海上ボーリング調査は全て完了したの
か？ 今後、まだ海上ボーリング調査の予定はあるのか？

２．「H25・H26地質調査」以後の海上ボーリング調査の報告書を
提出されたい。
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大型調査船「ポセイ
ドン」の調査地点

（2017.9.12 防衛局の県への提出資料）
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３．埋立承認願書の設計概要説明書では、護岸等の構造物の設計の
ための土質条件として、沖積層（砂礫）はN値11としていた。そし
て大型ケーソンが置かれるC-1護岸部では、「厚さ15mの沖積層」
として設計を行っている。環境保全図書でも、「基礎地盤について
は、砂・砂礫層が主体であり、長期間にわたって圧密沈下する軟弱
な粘性土層は確認されていない」とされていた。

今回、明らかになったようなN値ゼロというようなマヨネーズのよ
うな軟弱地盤が厚さ40mも続いていること、そのうち砂質土の厚さ
は約17m、粘性土の厚さは23mほどもあることなどは、当初、全
く想定されていなかったものである。

このような想定外の地質が明らかになったことにより、構造物の
設計条件をどう変更したのか？
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埋立承認願書 設計概要説明書
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埋立承認願書 環境保全図書 2-76
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４．「H25・H26地質調査」の報告書は2016年3月に提出さ

れたものであり、既に２年以上が経過している。報告書の

結論は、「当該地においては、構造物の安定、地盤の圧密

沈下、地盤の液状化の詳細検討を行うことが必須と考え

る」というものであるが、この２年間、具体的にどのよう

な検討を行ってきたか？



57

５．厚さ40ｍものN値ゼロという「マヨネーズ」のような

軟弱地盤の上に大量の捨石（5kg～200kg/個）で基礎工を造成し、
大型ケーソンを設置することは不可能である。

少なくとも水深30mの海底で大規模な地盤改良工事を行

うためには、莫大な経費が必要となり、環境への深刻な影
響が危惧される。

また、地盤改良工事、ケーソン護岸の構造変更等にあ
たっては、沖縄県知事に対して公有水面埋立法に基づく設
計概要変更申請を行うことが必要であることを認識してい
るか？
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ケーソン工の構造変更、基礎地盤改良工が必要
⇒ 設計概要変更申請が不可避

＜防衛省の弁明＞
・「現在、ケーソン護岸工の実施設計を行っているところであり、その
内容について予断をもって申し上げることは困難」（2017.12.26 防衛省回答）

・「現時点において地盤改良やケーソン護岸の構造変更の予定はない」

・「地盤の強度等につきましては、標準貫入試験のみならず、現在も引
き続き、さらなる室内試験を含みますボーリング調査等を行っている
ところです。このボーリング調査の結果だけでは地盤の強度を正しく
判断できる段階にはありません」（2018.3.22 衆議院安全保障委員会）
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＜防衛省の弁明は通用しない＞

＊H25、H26の地質調査の報告書の指摘は、標準貫入試
験だけではなく、当然、様々な室内試験等を行なった上で
出された結論

＊N値ゼロは何カ所もの地点で確認されている。他の室内
試験のデーターがどうあれ、N値ゼロという調査結果が誤
りということにはならない。

＊ H25、H26の地質調査は「護岸の設計のため」、その
後の地質調査は「施工計画の策定のため」
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６．これらの設計概要変更申請について知事の承認が得ら

れない場合、その時点で辺野古新基地建設事業は頓挫する。

現在の工事をいったん中止し、大浦湾の地盤改良工事、

護岸工事について県と協議すべきではないか？
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第５．サンゴ類の移植に関して

防衛局は、本年4月9日の第14回環境監視等委員会で、K4護岸付

近（埋立区域の外側）に存在する稀少サンゴ（ヒメサンゴ）について、

当初の予定を変更し、移植せずに工事を進めると説明した。

このヒメサンゴについては、防衛局は本年1月24日、県に特別採

捕許可申請を行ったが、県は3月9日、移植先の問題等を理由に申請

を不許可とした。すると防衛局は、「汚濁防止枠の多重化を行った

上で、一日当りの石材投入量を抑制するという当初予定していた施

工方法とは異なる方法」で施工し、同サンゴを残置したまま護岸工

事を行うという方針に変更した。



63（2018.4.9 第14回環境監視等委員会 資料）
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N３護岸の工事
汚濁防止膜の外側に汚濁が拡がっている（2018.4.25)
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１．ヒメサンゴを移植せず残置したまま施工すると
いう方針変更について

（１）防衛局は当初、環境省が指定した絶滅危惧種リスト

（レッドリスト）に記載されているサンゴは移植するはず

だったにもかかわらず、県の指導に従わずに移植しない

という方針に変更することは認められない。

県の指導に沿った形で特別採捕許可の申請手続をするべ

きではないか？
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（２）埋立承認願書に添付された環境保全図書では、サン

ゴ類の移植について、「事業実施前に、移植・移築作業

の手順等、具体的方策について専門家等の指導・助言を

得て、可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場

所に移植・移築する」と記載していたはずである（7-

10）。移植をしないという方針変更は環境保全図書の変

更であり、留意事項にもとづく知事の承認が必要ではな

いか？
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埋立承認願書
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（３）防衛局は、「一日当りの石材投入量を抑制し、汚

濁防止枠を４重化する」というが、この方法による施工

は何時から行うのか？ すでに始まっているのか？

また、この工法変更により「約１ヶ月程度、施工に日

数を要する」というが、１日当りの石材投入量はどのよ

うに変更されるのか、具体的に説明されたい。
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（４）また、「このような施工方法についてシミュレー

ションを行ったところ、護岸工事に伴う水の濁りの影響が

環境保全目標値の２mg/Lに及ばないように施工することが

可能であるとの結果を得た」（第14回環境監視等委員会資料）というが、

同資料にはそのシミュレーションについての記載はない。

「２mg/Lに及ばないように施工することが可能」という

判断となった根拠を具体的に説明されたい。
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２．サンゴ類の移植は、産卵期・高水温期だけでは
なく、配偶子形成期の移植も避けるべき

（１）防衛局は、県に提出した特別採捕許可申請（オキナワハ

マサンゴ１体2017.10.26、ヒメサンゴ１体2018.1.24）で、申請の目的を
「造礁サンゴ類の移植技術に関する試験研究」としてい
る。
しかし１群体だけでは比較対照もできず、死んでしま
えばそれで終りとなる。「試験研究」とは言えないので
はないか？



71（特別採捕許可申請書）
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（５）埋立承認願書に添付された環境保全図書では、「工

事に伴い発生する水の濁りは、１年次10ヶ月目及び4年次4

ケ月目の予測結果は、日最大限度の寄与濃度2mg/Lの濁り

は、代替施設本体の南側護岸から1～２Km沖合まで拡散す

る」とされていた（6-8)。

今後、「2mg/Lに及ばないよう施工することが可能」と

は言えないのではないか？
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環境保全図書 6-8
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（２）防衛局自身も特別採捕許可申請書において、「サンゴ
類の移植技術は、未だに十分に確立された状況にない」と認
めている（防衛局の特別採捕許可申請書（2017.10.26）調査計画書））。また、
「移植には繁殖期を避ける」といいながら、「現在の知見で
は、オキナワハマサンゴの繁殖時期を特定することまではで
きない」（2018.3.13第13回環境監視等委員会）と認めざるを得ない現状
にある。また、繁殖期とは、産卵期だけではなく、「配偶子
の形成時期」（２月～４月）も含んでおり、その時期の移植
は避けなければならない（大久保奈弥准教授（東京経済大学））。
産卵期と高水温期の５月～10月も避ける必要があるから、
サンゴ類の移植を急ぐのではなく、少なくとも秋まで待つべ
きではないか？
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（３）防衛局は、環境監視等委員会で承認されたというが、
環境監視等委員会にサンゴ移植の専門家は含まれている
か？

（４）防衛局は、「仮に移植が失敗と判断された場合にも、
---原因究明に努め、本件サンゴ１群体以外のヒメサンゴの

移植の資とし、更なるヒメサンゴの移植技術の向上を図り
たい」（防衛局の特別採捕許可申請書（2018.1.24）としている。

これは、移植の失敗を見込んだものであるが、成功の目
処もないまま移植を行うことは許されない。少なくとも、
サンゴ類の移植前には近くでの工事を停止するなど、移植
の成功に向けた最大限の努力をすべきではないか？
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３．オキナワハマサンゴを残したまま、護岸工事を
進めることは認められない

（１）防衛局は、辺野古側の埋立区域内に残っているオキ
ナワハマサンゴについて、本年3月20日、特別採捕許可の

再申請を行った。しかし現場では、このサンゴを残した
ままK3、K4、N3護岸の工事が続けられており、まもなく
その海域が護岸で仕切られようとしている。

海域が護岸で仕切られてしまえば、潮流や水温変化、水
質悪化等により、内部のサンゴに深刻な影響を与える。
サンゴ類の移植前にその海域を仕切ってしまう護岸工事
は控えるべきではないか？
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（２）防衛局は、大浦湾側のオキナワハマサンゴ８群体に
ついて、「当該サンゴは、今後の工事の進捗を踏まえると
移植をしなければ今夏にも工事による影響が生じかねな
い」と説明している（第14回環境監視等委員会（2018.4.9））。
沖縄県知事は防衛局長に対して、「N3工事が施工されれ

ば、潮流の変化等により、移植が実施されていないサンゴ
類の生息環境への影響が懸念される」として、「県との協
議が調うまではN3護岸の工事を実施しないこと」との行

政指導を行っている（本年4月9日）。上記の防衛局の見解は、
サンゴ類への影響を無視したまま護岸工事を進めることを
表明したものであり許されない。知事の行政指導に従い、
護岸工事を停止すべきではないか？
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（2018.4.9  第14回環境監視等委員会）
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第６．その他の事項について
１．辺野古新基地周辺の高さ制限問題について

（１）米国防総省は、飛行場周辺の危険を除去するために飛行場
設置基準を定めている。滑走路の周囲2286mの範囲で、建造物
の高さの上限は約55mとされている。また、日本の国内法でも、

航空機の飛行の安全を確保するために航空法で建造物の高さ制
限を設けている。辺野古新基地の場合は、1800mの滑走路であ
るから、3000mの範囲で建造物の高さは45mに制限される。と
ころが辺野古では、近くの国立工業高等専門学校、送電塔（12

箇所）、辺野古弾薬庫、久辺３区の久辺小学校、久辺中学校や
集落等がこの高さ制限を超えている。住民、学生、そして子ど
もたちの安全が問われている深刻な事態である。辺野古新基地
の位置そのものに問題があるのではないか？
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（２）辺野古周辺で、高さ制限の基準を超える建造物の全容を明らか
にされたい。

（３）小野寺防衛大臣はこの問題について、「米側とのこれまでの調
整で、沖縄高専が高さ制限の対象とはならないことを確認している」、
「離陸、着陸のいずれも周辺集落上空を通過するのではなく、基本的
に海上とすることで、日米間で合意している」と説明した（2018.4.10 参

議院外交防衛委員会、衆議院安全保障委員会）。しかし一方では、鉄塔については
国の費用で撤去、移転するとしており、全くの「二重基準」となって
いる。沖縄の米軍基地においては、米軍は定められた飛行経路を遵守
しないことが常態となっている。辺野古新基地建設事業の埋立承認願
書の添付図書でも、「気象、管制官の指示、安全、パイロットの専門
的な判断、運用上の所要等により、場周経路から外れることがありま
す」と記載されている。「周辺集落上空を通過しない」というような
弁明は通用しない。沖縄高専等の建造物を「適用除外」とした理由、
米軍とどのような調整をしたのかを説明されたい。
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＜政府の弁明＞

・「米側と調整を行なっており、高さ制限の適用は除外される」
・「離陸、着陸のいずれも周辺集落上空を通過するのではなく、基本
的に海上とすることで日米間で合意している」

（小野寺防衛大臣 2018.4.10 参議院外交防衛委員会、衆議院安全保障委員会）

＜問題点＞
・沖縄の米軍基地においては、米軍は定められた飛行経路を遵守しな
いことが常態化。

・「気象、管制官の指示、安全、パイロットの専門的な判断、運用上
の所要等により、場周経路から外れることがあります」

（埋立承認願書の添付図書 4-4-21）

---辺野古新基地の立地そのものが問われている！
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２．辺野古地区地先の埋立について

今回の埋立申請には、飛行場代替施設用地（約152.5ha）だ
けではなく、辺野古漁港・辺野古川河口部周辺の辺野古地
区地先（約4.6ha）の埋立も含まれている。この用地は、護岸
工の消波ブロック・被覆ブロック等の製作・仮置きのため
の作業ヤードとして予定されているが、すでに辺野古側で
の護岸工はかなり進んでいる。
本年3月28日には、名護市議会で、辺野古地区地先の埋

立の中止を求める決議が全会一致で採択された。名護市議
会の全会一致の決議はきわめて重いものである。辺野古地
区地先の埋立は中止すべきではないか？
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