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＜第１部＞工事に関わる問題について

2019年2月25日
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＜第１＞

大浦湾の軟弱地盤と地盤改良工事について
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沖縄防衛局長の行政不服審査請求に係る「反論書」（2019.1.18）

「ボーリング調査については、---前記24本のボーリング調査を含めて合計76
箇所で実施していたところ、予定していた大半の調査が終了し、設計・施工の
検討に関わる主要なデータが出揃ったことから、今般、これらの試験結果を基
に設計・施工の検討を行なった（証拠13：「地盤に係る設計・施工の検討結果
報告書」（以下、「検討結果報告書」という）。
その結果、C1護岸、C2護岸、C3護岸、隅角部護岸、係船機能付護岸、A護岸、

中仕切岸壁A、中仕切岸壁B及び中仕切護岸N1を設置する箇所のほか、大浦湾の
埋立地について、一般的で施工実績が豊富であり、かつ、国内に在籍する船舶
等により施工が可能なサンドコンパクションパイル工法及びサンドドレーン工
法による地盤改良工事を実施することにより、護岸や埋立等の工事を所要の安
定性を確保して行なうことが可能であることが確認された。さらに、この地盤
改良の施工による環境負荷は、当初の環境保全図書で予測された範囲を逸脱す
るようなものではないことも確認された。」
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安倍首相の衆議院の代表質問に対する答弁（2019.1.30）

「今般、沖縄防衛局において、地盤の検討に必要なボーリン

グ調査の結果を踏まえ、米軍キャンプ・シュワブの北側海域

における護岸等の構造物の安定性等について検討した結果、

地盤改良工事が必要であるものの、一般的で施工実績が豊富

な工法により地盤改良工事を行うことにより、護岸や埋立て

等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であるこ

とが確認されたと聞いております。」



5

-70m

-90m

-30m

B27 B28B26

１．大浦湾の軟弱地盤の深さについて
＜1-1-1＞
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『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』（2019.1）
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軟弱地盤は護岸下部だけではなく、
埋立区域にも広範に拡がっている！

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』（2019.1）
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C1護岸内側
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C2護岸内側
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C３護岸内側

＜1-1-2＞



9『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』（2019.1）

＜1-2-2＞
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国内のSCP工法の作業船は15隻。うち70mまで可能なのは２隻のみ

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』＜SCP工法作業船一覧＞＜1-2-3＞
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＜SD工法作業船一覧＞

国内のSD工法の作業船は７隻。うち60mまで可能なのは２隻のみ

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』
＜1-2-3＞
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工程表 『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』＜1-2-4＞
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＜1-2-4＞

「軟弱地盤が見つかり、改良工事
に最短で５年を必要とするため、
代替施設の完成はさらに遅れると
の報告を日本側から受けたと聞い
た。」
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護 岸 本 数 合 計

サンドコンパクション
パイル工法

ケーソン C1護岸 7,769本

38,945本

ケーソン C2護岸 3,416本

ケーソン C3護岸 7,536本

ケーソン C4護岸 1,981本

A岸壁・B岸壁 18,243本

サンドドレーン工法 海上施工 24,210本
37,754本

陸上施工 13,544本

地盤改良のために必要となる砂杭の本数

合計 76,699本

＜1-2-5＞
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『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』

「砂、砕石、（スラグ、再生砕石）等」

＜1-2-6＞
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地盤改良には膨大な量の海砂が必要
---どこから調達するのか？

必要な砂の総量（砂杭、敷砂） 650.9万㎥

SCP工法：524.7万㎥ SD工法：126.2万㎥

・これは沖縄県内の数年間の海砂採取量にあたる。
（ここ数年、毎年183万㎥、139万㎥、126万㎥程度）

他にもケーソン護岸の中詰の海砂 56万㎥

何時、何処からこの膨大な海砂を調達するのか？

＜1-2-6＞
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＜1-2-6＞
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2014年度 121万㎥

2015年度 139万㎥

2016年度 183万㎥
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＜C-1護岸の地盤改良工事＞

-70m 地盤改良幅 96.0m

盛り上り土

敷砂 厚さ1.5m

ケーソン断面
当初 幅22m  高さ24m

↓
変更 幅16m  高さ14m

海底地盤面

『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』

SCP70％改良

SCP70％改良
-50m

SCP45％改良

＜1-2-7＞
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＜中仕切岸壁Bの地盤改良工事＞

地盤改良幅 91.0m-57m

盛り上がり土
岸壁利用に支障のないよう除去

SCP70％改良

＜1-2-7＞
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今回は前代未聞の難工事--従来のSCP工法の実績

国内 海面下 65mまで

海外 海面下 70mまで

岩屋防衛大臣(2019.2.20の衆議院予算委員会）

⇒ 海面下90mまでの地盤改良など可能か？

＜1-2-8＞
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安倍首相の衆議院の代表質問に対する答弁（2019.1.30）

「今般、沖縄防衛局において、地盤の検討に必要なボーリン

グ調査の結果を踏まえ、米軍キャンプ・シュワブの北側海域

における護岸等の構造物の安定性等について検討した結果、

地盤改良工事が必要であるものの、一般的で施工実績が豊富

な工法により地盤改良工事を行うことにより、護岸や埋立て

等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であるこ

とが確認されたと聞いております。」

＜1-2-9＞＜1-2-8＞
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環境への影響に関する防衛局の見解

（『地盤に係る設計・施工の検討結果 報告書』）

＜1-2-10＞
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「現時点で今後の工期や費用について

確たることを申し上げることは困難で

すが、今後、沖縄防衛局において地盤

改良に係る具体的な設計等の検討を十

分に行うものと承知しています。」

安倍首相の衆議院代表質問に対する答弁（2019.1.30）

2019.1.31 沖縄タイムス

＜1-4＞
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＜第２＞

埋立に用いられる土砂の問題について



26撮影：2018.12.1

4,250㎡の土砂堆積

琉球セメント安和桟橋敷地
＜2-1-1＞
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2018.12.5

琉球新報

＜2-1-1＞
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防衛省西田局長

「ご指摘の船につきましては、沖合で停泊しているとの報告

を受けてございます。この３日に運搬船に積み込んだ土砂の

取扱いについては、今後の作業の進捗等を踏まえ適切に判断

していきたいと考えておりますが、現時点でその取扱いにつ

いて確たることを申し上げられる段階にはございません」

（2018.12.6 参議院外交防衛委員会）
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岩ズリの細粒分含有率について

＊埋立承認願書に添付された環境保全図書
・「埋立土砂については、主に岩ズリを使用する計画であり、岩ズ
リの細粒分含有率は概ね10％前後と考えられ---」（6-7-131）

＊埋立承認申請の審査の過程での防衛局の県への回答
・「岩ズリの細粒分含有率については、--２～13％の事例を参考」

（2013.11.20）

＜2-2-1＞
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＜2-2-1＞ 「シュワブ（H29)埋立工事（３工区）」特記仕様書
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・「埋立土砂による水の濁りについては、外周護岸により閉鎖的な水域を
つくり、その中へ埋立土砂を投入する工法によって外海に拡散しないよう
にすることとし、そうでない場合、すなわち、かかる工法を用いない埋立
て工事について、埋立土砂の性状、種類により水の濁りによる影響を想定
することを記載しています」（2019.1.18）

・「外周護岸で閉鎖的な水域をつくることとしており、埋立材の細粒分や、
細粒分における粘土とシルトの含有率により、周囲の環境に、水の濁りに
よる影響を与えることは想定されていません」（2019.2.1）

⇒   これでは、外周護岸さえあればどんな劣悪な性状の土砂を投入して
もよいこととなる。

防衛局の沖縄県への回答文書＜2-2-1＞
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コンクリートブロック

CDL+5.20m
栗石を入れた袋材

Ｌ型コンクリート擁壁

CDL+8.10m

CDL+4.00m 今回の埋立地盤高

＜2-2-2＞
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外周護岸は完全な水密構造ではない

2018.5.7
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2019.2.17 撮影

外周護岸を通過する汚濁水
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2018.4.25 撮影

汚濁防止枠も十分な効果はない
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＜2-2-4＞

パンフロック試験 実施日 2018.7.20 粒度試験 実施日 2017.4.3
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パンフロック試験の温度管理が行なわれていない！
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＜2-3-2＞
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沖縄県知事の
行政指導文書

（2018.12.21）

＜2-4＞
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＜第３＞

現在の工事の状況について



41

コンクリートブロック

CDL+5.20m
栗石を入れた袋材

Ｌ型コンクリート擁壁

CDL+8.10m

CDL+4.00m 今回の埋立地盤高

現在の外周護岸高は（CDL＋5.2m）しかなく、
昨秋のように台風時には高波が護岸を超える！

＜3-2＞
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2018.9.24  台風24号

2018.9.3  台風7号
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＜3-2＞

濁水処理プラント



44

＜3-2＞

埋立承認願書添付の環境保全図書

・環境保全図書で

は、上部の擁壁を

施工してから内側

に防砂シートを張

り、土砂を投入す

るとされていた。
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新たな陸揚護岸の造成
N4護岸、K8護岸

沖縄タイムス

琉球新報

＜3-3-1＞
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事業開始当時、頓挫した「仮設桟橋」の
代替としてのN4・K8護岸着工

仮設桟橋計画
仮設桟橋計画

＜3-3-2＞
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助手席窓へのフィルター

積載オーバー

番号表示なし
再三、沖縄総合事務局が

違法ダンプの是正指導
道路交通法違反

道路運送車両法違反

ダンプ規制法違反

番号表示なし

後部荷台のかさ上げ

＜3-4-1＞
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辺野古新基地建設事業で違法ダンプトラック問題の経過

・2017年9月（キャンプ・シュワブ工事用ゲート前）

41台（51件）が道路運送車両法違反の疑い、５台がダンプ規制法違反の疑い

・2017年10月（キャンプ・シュワブ工事用ゲート前）

20台（22件）が道路運送車両法違反、ダンプ規制法違反の疑い

・2018年4月（本部港塩川地区前）

51件が道路運送車両法違反の疑い、20台がダンプ規制法違反の疑い
17台の積載オーバーの疑いのある車両については、県警に情報提供

・2018年5月（キャンプ・シュワブ工事用ゲート前）

22台（39件）が道路運送車両法違反の疑い、1台がダンプ規制法違反の疑い

・2018年12月（琉球セメント安和桟橋前）

25台（41件）が道路運送車両法違反の疑い、4台がダンプ規制法違反の疑い

・2019年2月（キャンプ・シュワブ工事用ゲート前）

６台が道路運送車両法違反の疑い、4台がダンプ規制法違反の疑い

＜3-4-1＞
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＜3-4-2＞
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埋立土砂（岩ズリ）の単価は、以前と比べて３倍もの高額！

「シュワブ（H26)ケーソン新設工事」

岩ズリ単価 1,870円/㎥

「シュワブ（H29)埋立工事」

岩ズリ単価 5,370円/㎥

総土量 129万㎥ 45億円もの過大設計

＜3-4-3＞
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岩ズリ単価に関する岩屋防衛大臣の弁明

「価格は調達時期や需給状況によって変動する。
那覇空港の滑走路増設事業などがあったので、
岩ズリの需要が増加した。」

（2019.12.20 東京新聞）


