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辺野古新基地建設事業、本体工事強行を許さない！
---5.17 防衛省交渉のために T.Kitaueda

１．K9護岸の着工について
２．沿岸部の「進入道路」工事
３．実施設計の事前協議について
４．サンゴ類の保全等について
５．海底ボーリング調査について
６．汚濁防止膜の設置について
７．今後の設計概要変更申請
８．ジュゴン監視等業務について

＜追加＞
・北部訓練場、オスプレイ着陸帯工事の
不具合について

2017.4.26
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１．埋立本体工事（K９護岸）の着工について

＊2017.4.25       防衛局、「埋立本体工事着工」と発表
＊2017.5.8         K9護岸基礎工部分の捨石投入開始
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工事着手箇所
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4月25日の「起工式」



K９護岸造成工事 ---石材だけでもダンプトラック9000台の搬入が必要

K9護岸構造図
K9護岸 延長316m

基礎捨石 20,012㎥

（大型ダンプ 5,900台）
砕石、岩ズリ 11,031 ㎥

（10トンダンプ 3,200台）

被覆ブロック（9t）
2,894ヶ

消波ブロック（20t)          

207ヶ

基礎捨石
⇒１日100台のダンプを入れ
ても90日かかる
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K9護岸平面図
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K9護岸縦断図

水深：-6.0mまで



2017.4.26 

沖縄タイムス

４月25日

2017.4.27 琉球新報
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写真①



取付道路

付替道路

琉球新報 2017.5.2

2017.5.1 撮影
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５月１日

写真②

＜1-1＞
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2017.5.9  沖縄タイムス

2017.5.9  琉球新報

埋立本体の護岸工着工（5月8日）

---沸き上がる粉塵と、白濁する海

写真④
＜1-3＞



132017.5.10 沖縄タイムス５月９日

写真③
＜1-３＞
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「石材の投下に伴い、粉塵が舞き上がり、海が白濁」
⇒石材の洗浄が行われていないのではないか？

＊アセス評価書

「石材の投入については、予め石材を洗浄し実施します」（4-1-44）

＊埋立承認申請願書
「海中に投入する石材は、砕石場において洗浄し、濁りの発生が少なく
なるようにして使用する」（6-14-163）

⇒洗浄の実施時間は？ 業者任せではなく、チェックが行われているか？

＜1-3＞＜1-４＞
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K9護岸で使用する石材は、砕石場だけではなく、シュワブ内で
も二次洗浄することとなっている ⇒実施されているか？

防衛局からの指示文書
（2015.9.15 工事打合簿）

＜1-４＞



汚濁防止膜（コンクリートブロック）設置箇所

海上ヤード部
228m  26個 本体北側・中央部

1,767m  180個

本体南側部
199m  22個

固定式
172m

固定式
240m

A

B
C

D
E

F

G

H

I

J

K

L

埋立区域 長島

海上作業ヤード
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---K9護岸から遠く離れている

＜1-5＞



K9護岸からの工事着工は埋立願書の内容と異なる

⇒知事への設計概要変更申請が必要

（埋立承認願書設計概要説明書 P61）

＊工事の工程表

・工事用仮設道路
１ヶ月目から

・海上ヤード
２ヶ月目から

・中仕切岸壁
１ヶ月目から

・A護岸
１ヶ月目から

・K9護岸
３ヶ月目から

17

＜1-2＞＜1-７＞
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＜工事の工程表＞

「設計概要変更申請図書」より

工事用仮設道路
海上ヤード

中仕切岸壁
A護岸

K9護岸

辺野古地先護岸工

＜1-6＞＜1-7＞



＜埋立承認の際の留意事項＞

１．工事の施工について
・工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと

２．工事中の環境保全対策等について
・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

３．供用後の環境保全対策等について

４．次の添付図書の変更については知事の承認を受けること
・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
・環境保全に関し措置を記載した図書 19

<1-8＞＜4-2＞



防衛局の主張する実施
設計の事前協議

2015.7.24

20171.20

20

＜1-9＞
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埋立本体護岸（K9護岸）の基礎工着工の問題点

＊岩礁破砕許可期間が切れたが更新を行っていない
（県漁業調整規則違反）

＊施工順序の変更だが、設計概要変更申請を行っていない
（公有水面埋立法違反）

＊実施設計の事前協議を行っていない
（埋立承認の際の留意事項違反）

＊サンゴ類の移植等、環境保全対策の協議を行っていない
（埋立承認の際の留意事項違反）



＜防衛局の主張＞
・「名護漁協が昨年11月28日の臨時総会で漁業権の放棄

を 決議したので、岩礁破砕許可は不必要」

⇒この防衛局の主張は全く通用しない！
・漁業法22条「漁業権の変更は知事の免許」

・水産庁長官が各都道府県知事に出した通知
「組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で『漁業権
の変更（一部放棄）』などを約する旨の契約を交わしても、
漁業法22条の規定上、このことにより漁業権が当然に変

更されるものではない」 （2012.6.8)

・以前の政府答弁書でも同様の見解
・辺野古の従来の手続。那覇空港の事例

防衛局は、岩礁破砕許可期限（3月31日）後も更新申請をしない！

22

埋立本体部分の岩礁破砕許可（漁業調整規則） 2014.8.28～2017.3.31
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２．沿岸部での「進入道路」「取付道路」

2017.4.3
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2017.4.23
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進入道路（パネル等敷設）・取付道路



27

「パネル等敷設」の概要

（防衛局提出資料 2016.1.19）

＜2-1＞
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＜2-２＞

「『建設機械や資機材運搬車両
等の通行』が含まれ得ますが、
施行区域内における維持・管理
や工事のための各種作業を安全
かつ効率的に行うための一時的
なパネル等の敷設であり、『新
たな道路』を建設するものでは
ありません」
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＜2-3＞

K9護岸の「シュワブ（H26)傾斜堤護岸新設工事」の変更施工計画書（H27.9）

にある「敷鉄板敷設」が、今回の「パネル等敷設」か？
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＜2-4＞＜2-6＞＜2-7＞

「パネル等敷設」「付替道路」「工事用仮設道路」の関係は？

「パネル等敷設」

「付替道路」

「工事用仮設道路」 （中仕切岸壁新設工事）

（傾斜堤護岸新設工事？）
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＜2-5＞

「シュワブ（H26）傾斜堤護岸新設工事」の変更施工計画書の取付道路工」

⇒今回施工された海岸部に袋材を積上げた工事か？
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３．実施設計及び工事中の環境保全策等に係わる
事前協議について

埋立承認の際の留意事項



埋立承認の際の「留意事項」に基づく「実施設計の事前協議」の経過

＊経過
・防衛局、22種類の護岸のうち12種類の護岸について「事前協議書」を提出 （2015.7.24）

・知事が埋立承認取消 （2015.10.13）

・防衛局、協議終了と一方的に通告（10.27)、10.28に工事着手

・防衛局、５種の護岸の書類提出 (2017.1.20)

＊防衛局の主張
・「留意事項の事前協議は、沖縄県の同意を得ることまで求めたものではない」
・「2015年度の協議は終了した」

＊沖縄県の主張
・「部分毎ではなく、護岸全体の実施設計の協議に入ること」（2016.12.28）

・「工事を中止した上でないと事前協議には応じられない」（2017.12.28、2017.2.10）

・「事前協議が調うまでは埋立工事を停止してください」（2017.2.10）
33

＜3-1＞＜3-2＞



防衛局の主張する実施
設計の事前協議

2015.7.24

20171.20
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＜3-3＞
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４．サンゴ類保全等の環境保全措置について

『埋立承認願書』 第７章 環境保全措置 7-10
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サンゴ類の保全等に係わる沖縄県の防衛局への指示

2017.4.21

＜4-1＞
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2016.5.13 沖縄タイムス

＜4-3＞

サンゴ類の移植には知事の
特別採捕許可が必要
（沖縄県漁業調整規則）

⇒前回の防衛省回答
「サンゴ類の移植に伴う行政手続について
は、関係する法令の解釈などを精査した上
で対応することとしており、現在、当該精査
を行っているところです」
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サンゴ類の移植・移築についての防衛局の考え方

第４回環境監視等委員会資料 2015.4.9

＜4-5＞



K9護岸

K9護岸

K9護岸予定地にもサンゴ
の被度の高い箇所がある。

⇒移植等の対策を講じないままの
護岸工事着工は認められない

40『埋立承認願書』

＜4-7＞
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＜4-8＞

防衛局からの沖縄県への回答文書（2017.4.24）

移植対象サンゴ類は73,863群体
にとどまらない！

＊水深20m以浅だけが対象
⇒C1護岸部などは移植せずか？

＊護岸工以外の場所のサンゴ類は？
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５．海底ボーリング調査について

多目的調査船
「ポセイドン」（4000トン）



3種類の方法、数十箇所で海底ボーリング調査再開
大型調査船「ポセイドン」だけではなく、３基のスパッド台船、クレーン台船によるボーリングも始まった

３基のスパッド台船２台のクレーン台船（大水深足場）

43



海底ボーリング調査の再開について

＜昨年３月まで行われていた海底ボーリング調査＞
・シュワブ（Ｈ25)地質調査（その２） 21地点 （平均水深 -3m）

契約金額：4億4280万円 当初契約の工期：2014.5.31～11.30

・シュワブ（Ｈ26)地質調査 3地点 （平均水深 -33m）

契約金額：1億8878万円 当初契約の工期：2015.1.7～3.31

＊24カ所のうち、23カ所の調査終了。１ヶ所は継続中ということだった。

＜再開された海底ボーリング調査＞
・「継続中の１ヶ所は検討中。新たに13カ所の調査を実施する」（防衛省回答）
・日本でも最大級の多目的調査船「ポセイドン」による調査
その他にも３基のスパッド台船、２基のクレーン台船（大水深足場）による調査も始まった。

「24箇所は事業本体の設計に必要なデータを得るため。13箇所の調査は護岸工事
を安全かつ適切に履行するために必要な施工計画を検討するためのもの」

（2017.3.3 防衛省回答）
44

＜5＞
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・多目的調査船による調査 16カ所
・大型スパッド台船による調査 7カ所
・クレーン台船による調査 6カ所

「ケーソン新設工事（１工区）工事打合せ簿」より
（2017.1.5）

中仕切岸壁

＜5-１＞＜5-3＞＜5-5＞
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＊多目的調査船による調査地点 ---16カ所

・C1護岸工 ４カ所 ・C2、C3護岸工 ８カ所
・中仕切岸壁工 ２カ所 ・埋立中央部分 ２カ所

＊大型スパッド台船による調査 7カ所
＊クレーン台船（大水深足場）による調査 6カ所

⇒何故、これらの調査全てがケーソン工（１工区＝C1護岸工）の
「確認ボーリング」に入っているのか？

＜各工事の設計図書での「確認ボーリング」＞ ---これ以外の工事には「確認ボーリング」なし
・ケーソン工（１工区） 大水深足場 １ ⇒スパッド台船 ７ 大水深足場 ６（第２回設計変更 2017.2）

・二重締切護岸工 スパッド台船１
・中仕切岸壁工 スパッド台船 1 大水深足場 ４ ⇒スパッド台船 4 大水深足場 ４

（第1回設計変更 2015.3）

＜5-3＞
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＜5-4＞ 知事は再三、ボーリング終了後、フロートを撤去せよと指示してきた
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大浦湾海底部の琉球石灰岩層の問題点
空洞の存在、N値のバラツキ ⇒ 基礎地盤の支持力強化（基礎杭等）が必要か？

＜5-７＞

「ケーソン新設工事（１工区）第２回設計変更（2017.2）

琉球石灰岩の層

防衛局も変更設計図書で「琉球層群」の調査を特に指示

近
く
に
は
大
規
模
な
鍾
乳
洞
も

大浦湾の長島にも
鍾乳洞が！
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防衛局は本事業のB調査について事
前協議書を提出している（2014.7）

＜5-9＞
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６．コンクリートブロック投下と汚濁防止膜設置



汚濁防止膜（コンクリートブロック）設置箇所

海上ヤード部
228m  26個 本体北側・中央部

1,767m  180個

本体南側部
199m  22個

固定式
172m

固定式
240m

A

B
C

D
E

F

G

H

I

J

K

L

埋立区域 長島

海上作業ヤード

51

＜6-1＞



＜6-6＞ 2種類の汚濁防止膜（浮沈式と固定式）

根固用袋材（１トン/個）

（浮沈式）
（固定式）

L=2,185m

L=412m

52

海中のカーテンは７ｍしかない



付替道路工事からK9護岸のための基礎捨石投下へ

国道329号線 第２ゲート近くに高架道路

工事用仮設道路と土砂運搬のためのベルトコンベアが併設
（幅：13m）

第２ゲート

辺野古ダム

工事用仮設道路③

53
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７．今後の「設計概要変更申請」について

＜公有水面埋立法第13条の2＞

「都道府県知事は正当な理由があると認めるときは免許した埋立に関し
埋立区域の縮小、埋立地の用途もしくは設計の概要の変更又は前条の
期間の伸張を許可することができる」

⇒撤回とともに、今後、知事が持っている最大の権限



防衛局が行った設計概要
変更申請（2014.9）

１．工事用仮設道路①～③の
追加 ⇒承認

２．中仕切護岸の追加
⇒承認

３．美謝川切替ルートの変更
⇒取下げ

４．辺野古ダム周辺からの土
砂運搬方法の変更 ⇒取下げ

552014.9 防衛局の「設計概要変更申請」

＜7＞＜7-1＞
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今後、防衛局は、設計概要変更申請なしに工事を強行する事
を狙っている？

＊防衛局の主張①
「設計概要変更申請が必要となるのは、埋立承認願書本文の『４ 設計の概要』
を変更する場合だけである。添付の『設計概要説明書』の変更については設計概
要変更申請の対象ではない」

（2015年5月13日の話し合いにおける防衛省経理装備局御園氏の説明）

＊防衛局の主張②
「仮設的なものは設計概要変更申請の対象ではない」（同）

＜7-2＞＜7-4＞＜7-5＞
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埋立承認願書の「設計の概要」

＊本文の「４．設計の概要」---わずか６頁
⑴ 埋立地の地盤の高さ
⑵ 護岸、堤防、岸壁その他これらに関する工作物の種類及び構造
⑶ 埋立に関する工事の施工方法

⑷ 公共施設の配置及び規模の概要 ←「仮設道路①～⑶」も含まれている
⑸ 埋立に関する工事の施行に要する期間

＊設計概要説明書（添付図書２） ---100頁
←防衛局が2014年に申請した「土砂運搬方法の変更」は、本文ではなく、「設計概要説明書」
に記載された部分

＜7-3＞＜7-4＞



美謝川の切替えルートの変更について

58



辺野古ダム 辺野古ダム

国道329号線
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８．ジュゴン監視等業務について



61

大浦湾からジュゴンが消えてしまった！
2015.4.1～2016.3.1までの週１回程度の航空機による
ジュゴン確認結果(2017.3.3 防衛省提供資料）

＊嘉陽沖、古宇利島沖では毎回のように
ジュゴンが確認されている。

＊しかし、大浦湾、辺野古沖ではジュゴ
ンは全く確認されていない。

（大浦湾で確認されたのは 9月が最後）

＊従来、大浦湾で再三確認されていた
「個体C」のジュゴンは、2015.6.24
以後、どこでも確認されていない。

＊しかし、幼いジュゴンの目撃情報も

＜8-2＞
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＜8-2＞

2017.3.20

沖縄タイムス
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2017.3.17 

沖縄タイムス



知事は、ただちに埋立承認の「撤回」を！

●埋立承認の「撤回」 ⇒ 国は、今回も行政不服審査請求、執行停止に出る可能性

＊知事は「撤回」を明言（3月25日）
＊今、浮上しているいくつかの動き

①県民投票の動きが浮上（４月7日） ②知事の辞任、出直し選挙

＊知事は以前から「承認撤回は法的に可能」と説明していたはず（2015.6）

選挙結果と現在までの多くの違法行為---ただちに「撤回」を行うべき

＊「撤回」は「最後の手段」ではない---今後、更に違法行為が出れば再度「撤回」できる

●ゲート前の座り込みの強化を！

＊K9護岸の基礎工だけでも9000台のダンプトラックが必要---止められる！ 64


