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資料等調査の⽬的及び範囲
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牧港補給地区の⼀部（国道58号沿）返還に伴う⽀障除去措置の⼀環として、返還地（以下、対象地という）
における⼟壌汚染、⽔質汚濁、不発弾及び廃棄物の存在の蓋然性を把握するため、対象地の⽶軍接収以前も
含めた使⽤履歴等を調査し、⼟壌汚染調査、⽔質調査、不発弾探査、廃棄物調査の計画を⽴案する。

業務の⽬的

平成30年3月31日
返還区域（約33,600㎡）

将来返還予定区域
（約1,900㎡）

対象地

「沖縄県数値地図」



⽀障除去措置に係る資料等調査の流れ

計画準備

資料等調査業務
既存資料調査
聞き取り調査
現地確認視察

調査計画等⽴案業務
⼟壌汚染概況調査計画

⽔質調査計画
不発弾等探査計画
廃棄物調査計画

報告書作成

関係機関との調整

発注者や関係⾏政機関及び⼀般に公にされた資料により対象
地における使⽤履歴・不発弾に係る情報を把握する。
【既存資料調査の内容】
過去の航空写真及び地形図、⾏政公表資料、既往の地下⽔等調査結果、
不発弾等事前調査データベースシステム（以下「不発弾等データベース」とい
う）、市史等

既存資料
調査

聞き取り
調査

既存資料で把握できた使⽤履歴の補⾜や既存資料では把握
できない情報を把握する。
【聞き取り調査の内容】
対象地に詳しい近隣住⺠等（元牧港補給地区従業員）を対象に対象地の
過去の⼟地利⽤、環境問題、戦災に関して聞き取り調査を実施

現地確認
視察

対象地の現況を把握するとともに、⼟壌汚染や廃棄物の埋設
の端緒、廃棄物の投棄、不発弾の有無を視察する。
【現地確認視察の内容】
過去または現在の⼟壌の異状の有無、⽔質の異状の有無、不⾃然な盛⼟の
有無、廃棄物の投棄及び不発弾の有無

【調査計画等⽴案】
対象地の使⽤履歴に基づき、⼟壌汚染、⽔質汚濁、不発弾等、廃棄物の蓋
然性（＝客観的な事実に基づいた可能性）について評価を⾏い、蓋然性がある、
または否定できないとの評価が下された項⽬について調査計画等の⽴案を⾏いま
した。

【業務の流れ】
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使⽤履歴に関する調査：既存資料（施設概要）による調査

使⽤履歴に関する調査に先⽴ち、対象地が位置する牧港補給地区について、「沖縄の⽶軍基地」（沖縄県発
⾏）や市史等によりその施設概要や沿⾰を把握しました。施設概要
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「沖縄の米軍基地」から引用

【施設概要】
牧港補給地区は昭和20年に軍事占領の継続として使
⽤が開始されました。朝鮮戦争により本格的な基地建設が
始まり、ベトナム戦争の時には戦場からジープ・戦⾞などの
破損⾞両が数千台も常時持ち込まれていました。

「写真にみる浦添のあゆみ」から引用



使⽤履歴に関する調査：既存資料（航空写真・地形図）による調査

対象地の⽶軍接収以前を含めた航空写真および地形図の判読により有害物質を排出等する可能性のある施設
等の⽴地履歴や廃棄物の埋設を疑う⾕の埋め⽴ての有無について把握しました。

＜⼊⼿した航空写真の緒元⼀覧＞ ＜⼊⼿した地形図の緒元⼀覧＞

【

が確認できました。

【使⽤履歴に関する調査結果】
●⽶軍接収以前（〜昭和20年）
対象地はおおむね農地であることが確認できました。なお、対象地の⻄側では仲⻄⾶⾏場の建設が⾏われていました。
●⽶軍接収後（昭和20年〜）
仲⻄⾶⾏場跡地やその周辺（現在の牧港補給地区）が資材や⾞両の置場として利⽤され、対象地の南側がこの資材等の
置場の⼀部として使⽤されていることが確認できました。
●牧港補給地区（昭和20年代後半〜）
基地建設以降は現在とほぼ同じ使⽤形態であることが確認できました。
【⾕の埋め⽴て等による地形変化】
⽶軍作成地形図（S23）と沖縄県数値地図（H21〜23）の等⾼線を⽐較した結果、対象地では主に切⼟による平坦化
が確認できました。

航空写真
・地形図
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撮影年月日 撮影機関 撮影高度 撮影縮尺 備考 

昭和 20 年 1 月 3 日 米軍 不明 60000  

昭和 20 年 2 月 28 日 米軍 30000ft 不明 沖縄県公文書館 

昭和 20 年 12 月 10 日 米軍 6000m 30900  

昭和 21 年 2 月 22 日 米軍 6100m 40000  

昭和 22 年 5 月 12 日 米軍 不明 32000  

昭和 45 年 5 月 12 日 琉球政府 1500m 10000  

昭和 52 年 12 月 23 日 国土地理院 1600m 10000  

昭和 59 年 11 月 9 日 国土地理院 3000m 20000  

平成 2 年 11 月 26 日 国土地理院 3750m 25000  

平成 5 年 8 月 3 日 沖縄県 1650m 10000  

平成 14 年 1 月 12 日 国土地理院 3925m 25000  

平成 17 年 1 月 24 日 国土地理院 3200m 20000 一部欠 

平成 21 年 11 月 6 日 国土地理院 1800m 8000 一部欠 

平成 22 年 9 月 27 日 国土地理院 1523m 10000  

発行年 図名 図歴 作成・発行機関 縮尺 

大正 10 年 「那覇」、「牧港」 大正 8 年測量 
参謀本部陸地測

量部 
1/50000 

昭和 23 年 

「GUSUKUMA」 

「MIYAGUSUKU」 

「AZAGAWA」 

昭和 23 年測量 米国陸軍地図局 1/4800 

昭和 41 年 「那覇」 昭和 36 年応急修正 
琉球政府法務局

臨時土地調査部 
1/50000 

昭和 49 年 「那覇」、「大謝名」 昭和 48 年測量 国土地理院 1/25000 

昭和 56 年 「那覇」、「大謝名」 昭和 56 年修正 国土地理院 1/25000 

平成 2 年 「那覇」、「大謝名」 昭和 63 年修正 国土地理院 1/25000 

平成 7 年 「那覇」、「大謝名」 平成 6 年修正 国土地理院 1/25000 

平成 13 年 「那覇」、「大謝名」 平成 11 年修正 国土地理院 1/25000 

平成 18 年 「大謝名」 平成 17 年更新 国土地理院 1/25000 

平成 24 年 
JE04-2、JE04-4 

平成 21～23 年測量 沖縄県 1/2500 
JE05-1、JE05-3 



使⽤履歴に関する調査：【参考】航空写真

昭和20年(1945年)1月撮影 昭和20年(1945年)12月撮影

昭和21年(1946年)2月撮影 昭和45年(1970年)5月撮影 5



使⽤等履歴に関する調査：【参考】航空写真

昭和52年(1977年)12月撮影 平成5年(1993年)8月撮影

平成17年(2005年)1月撮影 平成22年(2010年)9月撮影 6
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使⽤履歴に関する調査：【参考】地形断⾯⽐較図

軍事占領期の資材置場や牧港
補給地区の造成⼯事の際と考え
られる平坦化（主に切⼟）が認
められる。

●⽶軍地形図の⽅が標⾼が低い
⇒埋め⽴て等による地形変化
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●⽶軍地形図の⽅が標⾼が⾼い
⇒切⼟等による地形変化

小湾川



使⽤履歴に関する調査：【参考】市史による⼟地利⽤状況
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小字名 土地利用状況（「浦添市史第 6 巻」より） 

字城間大川 ウフガー、ミーガーなど井泉が多い。南と北の低地帯には稲作、水イモを栽培する多少の田圃があった。 

字城間城間原 浦添で一番大きな集落を形成していた宅地があった。生活、文化、祭祀の中心であり、村屋、拝所、溜池があった。また、

城間原の南側、春川のとの境に旧県道が通交しており、交通の要衝でもあった。 

字城間前原 

字城間春川 

同地域の北側を旧県道と県鉄が交わるようにして北上した。春川にはその旧県道に沿って宅地（郵便局など）、駅舎（現

城間給油所付近）があった。字有のクムイ（溜池）が 2 か所あり、他に多少の原野が点在した。殆どは畑地でサトウキビ、

イモを主に作った。 

字屋富祖長久保原 ここにも旧県道に沿って民家があった。また、「名護ヤードゥイ」と呼ばれる小集落が小字内の中ほどに位置し、字城間寄

りにあった。これらの宅地の他は墓地が 2 か所あるだけで畑地が続いた。畑地の作物は主にイモとサトウキビであった。 

字屋富祖露原 ここには猶姿原の集落と旧県道を挟んで小集落（現国道 58 号線沿い）があった。集落になっている宅地の他は多少の墓

地と原野が点在した。ほとんどが畑地で作物は主にイモとサトウキビを生産した。 

屋富祖 3 丁目 

（字屋富祖猶姿原） 

宅地の他に畑地と多少の原野があった。 

字宮城宮城原 同地域は集落の中心地であり字宮城の宅地（126 戸）の殆どが集中した。戦後もいち早くここから集落が形成され復興が

始まった。村屋、共同のサーターヤー（製糖小屋）、闘牛場、駐在所があった。 

字宮城イネコブ原 同小字には県道沿いに西ヤードゥイと呼ばれた小集落があった。その他に多少の墓地と原野が点在する。イネコブ原の

殆どを占める畑地の作物は主にサトウキビ・イモであったが、以前は稲作の田圃としても利用、耕作された。 

字仲西仲西原 戦後、字仲西の戸数は 55 戸であった。同小字はその中心地であり、村屋や 3 か所のサーターヤー（製糖小屋）が配置さ

れた。 

字仲西外間門原 戦後は 2 軒の民家と東側に組毛（部落の地区が所有する原野）が多少あり西側に墓地と原野が点在した。その他は殆ど

が畑地であった。作物は主にサトウキビとイモで他に大豆・野菜を作る輪作であった。 

字小湾アス原 同小字は畑と原野、山林、墓地（6 か所）があった。字勢理客と境をなして貫流する小湾川に沿って広がる原野には字共

有の原野があった。 



使⽤履歴に関する調査：既存資料（特定事業場⽴地状況・事故等履歴）による調査

⽔質汚濁防⽌法に基づく特定事業場台帳により対象地および周辺の有害物質に関する規制を受けた事業場の
⽴地状況を調査し、対象地に影響を及ぼす可能性のある事業場の⽴地の有無について把握しました。

特定事業場
⽴地状況

牧港補給地区における事故等履歴を「沖縄の⽶軍基地」（沖縄県HP）などの⼀般公表資料により確認し、また、
沖縄防衛局にて保有する情報と照会するなどして調査し、対象地の環境等に影響を及ぼす可能性のある事故等
履歴の有無について把握しました。

事故等履歴

【特定事業場⽴地状況】
浦添市内においては、
有害物質使⽤特定事業
場は6事業所が確認され
ました。

【事故等履歴】
牧港補給地区に
おける環境等に影
響を及ぼす可能性
のある事故等履歴
は13件が確認され
ましたが、沖縄防衛
局が保有する情報
と照会をした結果、
対象地内で発⽣し
たという記録は確認
されませんでした。 9

No. 事業場名 所在 特定施設 

① 財団法人沖縄県環境

科学センター 

浦添市経塚 720 71-2 科学技術に関する研究、試験、

検査又は専門教育を行う事業場 

イ：洗浄施設 

② 沖縄電力城間変電所 浦添市城間 473 記載なし 

③ 沖縄コカ・コーラボトリ

ング(株) 

浦添市伊祖 5-14-1 10 飲料製造業に供する施設 

ロ：洗浄施設（洗びん施設を含む） 

④ 沖縄明治乳業 浦添市牧港 1-65-1 記載なし 

⑤ 社会医療法人仁愛会 浦添市伊祖 4-16-1 68-2 病院 

イ：厨房施設、ロ：洗浄施設、ハ：入浴

施設 

⑥ 沖縄電力(株)本店 浦添市牧港 5-1074-3 71-4 産業廃棄物処理施設 

ロ：ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポ

リ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

又は分離施設 

対象地

発生日 事故区分 事故概要 

昭和 48 年 2 月 20 日 薬剤流出 錆洗浄用薬剤（クリーニングコンパウンド剤）の溶解作業中、風で同薬の原粉が飛散したため、日本人従業

員が喉や眼の痛み等を訴え、周辺で作業中の日本人従業員約 180 人が建物外に避難する。 

昭和 48 年 4 月 油流出 廃油の流出により沿岸一帯が広範囲にわたって汚染される。 

昭和 49 年 12 月 19 日 薬物流出 牧港補給地区内に野積みのまま放置されていた薬物が容器の腐食で海へ流出。昭和 50 年 3 月 25 まで数

回にわたり発生。 

昭和 50 年 1 月 薬物流出 薬物の流出により沿岸一帯が広範囲にわたって汚染される。 

昭和 50 年 8 月 薬物流出 牧港補給地区内の自動車整備場から車体洗浄用薬剤（バウンド B クリーナー）が流出し海岸一帯を汚染。

同クリーナーの残液から、高濃度の六価クロム、鉛、カドミウム等の有害物質が検出。 

昭和 51 年 2 月 12 日 薬物中毒 基地内で軍需物資の害虫駆除（くん蒸作業）にあたっていた従業員が、勤務中身体に異常を訴え、帰宅後

意識不明となる。作業員の体内から、大量の臭化メチルが検出。 

平成 8 年 2 月 3 日 刺激物発生 牧港補給地区内で民間の建設作業員掘削作業中に、目や鼻に刺激を受け気分が悪くなる。 

平成 9 年 11 月 13 日 火災 牧港補給地区内の倉庫で火災が発生し、次亜塩素酸カルシウムが燃焼した。 

平成 21 年 4 月 22 日 油流出 牧港補給地区内の建物 506 で整備中の車両から油圧オイル 3 ガロン(11 リットル)が流出。うち 3 リットルが

排水溝に流れ込んだと思われる。 

平成 21 年 4 月 27 日 薬物流出 キャンプキンザ―内の倉庫の汚水管から異臭のする液体が漏れ出し、日本人従業員が不調を訴える。現

場は 727 と記載された倉庫。体調不良を訴えていた従業員は民間病院を受診、異常ないと診断される。 

平成 21 年 6 月 11 日 油流出 牧港補給地区内の建物 618 手前の駐車場で整備中の車両からパワステオイル 8 オンス(240 ミリリットル)

が流出。うち 180 ミリリットルが排水溝に流れ込んだと思われる。 

平成 22 年 11 月 5 日 油流出 浦添市城間の国道 58 号線で米軍トレーラーからエンジンオイル 8 ガロン(30 リットル)が流出した。 

平成 23 年 10 月 13 日 油流出 キャンプ・キンザ―第 2 ゲート付近で 7 トントラックからサスペンションオイルが少量漏れた。 

【確認に使用した資料】
１沖縄の米軍基地
２過去の航空機関連事

故一覧
３浦添で起きた主な事

件事故年表
４米軍基地環境カルテ

牧港補給地区



使⽤等履歴に関する調査：聞き取り調査（近隣住⺠等）
計4名の近隣住⺠等（70代〜80代、いずれも牧港補給地区の元従業員）を対象に、既存資料で把握した情
報の補⾜や既存資料では把握できない情報の⼊⼿を⽬的に使⽤履歴、環境等、戦災等に関して聞き取り調査を
⾏いました。

聞き取り調査

【【聞き取り調査】
⽶軍接収以前の使⽤履歴については既存資料で得られた情報と整合性のある情報が得られました。また、牧港補給地区内で
の具体的な使⽤履歴に関する情報など貴重な情報を得ることができました。
＜使⽤履歴に関する具体的な情報＞
・727建物で毒劇物や変圧器を保管しており、変圧器からは液体が漏れていた。液体は建物から海の⽅向へ流していたと思う。
・パイプラインや貯油施設はなかった、航空写真で確認できるタンクは⽔タンクである。
・基地内での屋外の⽕気使⽤は禁⽌されていたので、野焼きはない。 など。
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＜聞き取り調査結果位置図＞ ＜聞き取り調査結果＞

司令部建屋の海側に海に
繋がるガマ（洞窟）があり、
オイルを捨てていた（位置
は不明確）。

このタンクは水タンクである。

この付近に井戸があった。

727建物跡：毒劇物や変圧
器を保管していた。変圧器
からは液体が漏れており、
建物内の側溝を通って海の
方向へ流していた。

昭和51、52年頃に仲西バス
停付近でガソリンがこぼれ
たことがあった。
（仲西バス停と指差しした箇
所は不一致）

仲西バス停

指差しした箇所

項目 聞き取り調査結果 

使 用 履 歴 に 関

する項目 

 

●沖縄戦以前は農地であり、屋富祖ではサトウキビやスイカを作っていた。有

害な農薬が使用されることはなかった。 

●仲西飛行場の付近は墓地があり、飛行場の造成に墓石も使用された。 

●基地内司令部建屋の海側に海に繋がるガマ（洞窟）があり、オイルを捨てて

いた（位置は不明確）。 

●対象地にパイプラインはなかった。貯油施設はなかったと思う。 

●727 という建物（対象地の北部に近接して建っていた建物）で毒劇物や変圧

器（PCB）が保管されていた。変圧器からは液体が漏れており、建物内の側溝

を通って建物の外へ出ていた。建物の外からは海の方向へ流していたと思う。 

●727 建物は 1.5m ぐらい盛土された上に建っていた。 

●変圧器は海外からも運ばれていた。那覇港から運搬していたトレーラーの荷

台にも変圧器からの液体が漏れたことがあり、荷台は漏れた箇所を切り取り、

ドラム缶に詰めていた。 

●727 建物付近に井戸があった。 

●第 2 ゲート南側のタンクは水タンクである。 

環 境 等 に 関 す

る項目 

●基地内で屋外の火気使用は禁止されていたので、野焼きはない。 

●昭和 51、52 年頃に仲西バス停付近でガソリンがこぼれたことがあり、地区の

みんなでもらいに行った。（仲西バス停付近と指差しした箇所は不一致） 

戦 災 等 に 関 す

る項目 

 

 

 

 

 

●避難していたので詳しくはわからないが、終戦後に部落へ帰った頃には集落

の家はなかった。 

●仲西飛行場の空襲の際、建設に従事していた人が宮城の集落に逃げ込ん

だが、それが米軍の飛行機に見つかり、宮城の集落は機銃掃射を受けた。 

●屋富祖では当時 400 名がいたが、沖縄戦により 200 名が戦死した。 

●現在の仲西交差点付近に仲西小学校があり、校舎は日本軍の宿舎として利

用され、グラウンドに戦車が置かれていた。 

【補⾜】
近隣住⺠の他、⽶軍（海兵隊・陸軍）へ使⽤状況の照会を⾏いましたが、対象地において有害物質や⽕器・弾薬類の貯蔵、廃棄物の処分、薬品流出事故、実弾
を使⽤した訓練の記録はないと回答を得ています（海兵隊：H29年10⽉回答、陸軍：H29年12⽉回答）。



使⽤等履歴に関する調査：現地確認視察

既存資料や近隣住⺠等への聞き取り調査で確認された情報に基づいて現地確認視察を⾏い、⼟壌汚染や埋設
廃棄物の端緒、現に⽔質汚濁の発⽣、不発弾・不法投棄の有無について確認を⾏いました。

現地確認
視察

【現地確認視察】
727建物（聞き取り調査で変圧器などを保管との情報）の周辺を含め、⼟壌汚染の端緒（⼟壌の変⾊、異臭、植物の異状
な枯れ等）、埋設廃棄物の端緒（不⾃然な盛⼟等）は⾒受けられませんでした。また、⼩湾川に接続する⾬⽔排⽔路は、す
でに撤去され、現在は基地内の⾬⽔が⼩湾川に流⼊する状況になく、現に⽔質汚濁が発⽣（油膜や異臭など）している状況も
確認されませんでした。
ただし、⼩湾川沿いの右岸側についてはビニール・プラ、ビン・⽸、⼟砂が詰まったドラム⽸、冷蔵庫などが投棄（⼀部は対象
地）されている状況が確認されました（No.7、8、9）。
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＜現地確認視察の記録写真撮影箇所＞ ＜現地確認視察結果＞

※写真の一部は沖縄防衛局より提供を受けた。



【地形・地質・地下⽔概要】
浦添市の地形は東側から⻄側にかけて傾斜しています。対象地付近は低位段丘（標⾼20〜40m）に該当し、地形分類
図においては、対象地は下位⾯に区分されます。地質は下位から上位に島尻層群、琉球⽯灰岩、沖積層の3つに⼤別でき、
表層地質図においては、対象地は琉球⽯灰岩に分布します。
地下⽔は不透⽔層となる島尻層群の上にある琉球⽯灰岩に存在し、対象地付近にあっても豊富に存在すると考えられます。
地下⽔の流向は地下⽔基盤等⾼線から段丘⾯から低地へと向かうおおむね北⻄⽅向であると推定されます。

地下⽔等に関する調査：地形・地質・地下⽔概要

今後の⽀障除去措置に係る基礎資料として対象地が置かれた地形・地質・地下⽔について既存資料を整理しまし
た。

地形・地質・
地下⽔概要
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＜地形分類図・表層地質図＞ ＜地下⽔基盤等⾼線図＞

「土地分類基本調査「那覇」「沖縄市南部」「糸満」「久高島」」から引用

「米軍基地環境カルテ牧港補給地区」から引用

対象地

 

対象地

対象地

対象地



【流域区分】
⼩湾川の流域上において⼟壌汚染等のおそれのある施設
（有害物質使⽤特定事業場）の⽴地は確認されませんでし
た。

地下⽔等に関する調査：流⼊⽔系の流域区分、既往地下⽔等調査結果
対象地の南端部に流⼊する⼩湾川の流域に
ついて整理し、流域における⼟壌汚染等のおそ
れのある施設の⽴地状況を把握しました。

流域区分
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既往地下⽔等調査結果を確認し、対象地お
よび周辺における地下⽔等の汚染状況の確認
を⾏いました。

既往地下⽔
等調査結果

調査項⽬ 調査結果（環境⽩書H16〜28年度）
⽔質汚濁防⽌法
に基づく常時監視
（地下⽔）

浦添市内で実施された調査において⼈為
的原因による地下⽔環境基準への不適
合は認められない。
※「屋富祖」、「当⼭」で砒素の継続監視
調査が実施されていたが、⾃然由来の可
能性と記述あり。

ダイオキシン類対策
特別措置法に基づ
く常時監視
（⼟壌・地下⽔）

浦添市内で実施された調査において環境
基準への不適合は認められない。

在⽇⽶軍施設・区
域環境調査
（底質）

牧港補給地区を対象とした調査において
環境基準(ダイオキシン類)、暫定除去基
準(総⽔銀・PCB)への不適合は認められ
ない。

【既往地下⽔等調査結果】
既往の地下⽔調査結果を確認した結果、対象地周辺にお
いて地下⽔等の汚染が発⽣したという情報は確認されませんで
した。

対象地



不発弾の探査に係る調査：既存資料・聞き取りによる調査

【不発弾データベース確認結果・交戦状況】
不発弾データベースでは対象地および周辺において50Kg爆弾・250Kg爆弾・艦砲弾を含む多くの発⾒履歴があることが確
認されました。また、市史では仲⻄⾶⾏場の空襲や伊祖⾼台、嘉数⾼地、前⽥⾼地をはじめ、屋富祖・安波茶⽅⾯で激しい
戦闘が⾏われた記載が確認できたことから、対象地付近は⽇⽶軍による激しい交戦が⾏われた地域と考えられます。

不発弾の存在する可能性を調査するため、既存資料（不発弾データベース）を確認するとともに、交戦状況を市
史や聞き取り調査により把握しました。

不発弾の探
査に係る調
査

対象地

＜不発弾等データベースによる確認結果＞
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処理事業

不発弾等
磁気探査

爆弾

砲弾

手榴弾

地雷

その他

対象地での磁気探査の記録はなし。
（沖縄県中部土木事務所河川班への照会）

時期 交戦状況・戦災状況 

市
史
等 

昭和 18 年 仲西飛行場の建設の準備が進められる。 

昭和 19 年 10 月 10 日 十・十空襲、仲西飛行場も一日中空襲を受け

て、その隣接部落に若干の被害が出た。 

昭和 20 年 3 月 1 日 仲西飛行場攻撃の際に宮城部落で犠牲者が出

た。 

昭和 20 年 4 月 1 日 米軍、沖縄本島中部西海岸に上陸。日本軍は大

謝名・牧港-我如古-和宇慶の線で米軍を迎撃す

る体制を整える。 

昭和 20 年 4 月 6 日～ 大謝名・牧港-我如古-和宇慶の線で日本軍の

抵抗が始まる。 

昭和 20 年 4 月 18 日 米軍、港川や城間部落まで接近。伊祖高台をめ

ぐって熾烈な攻防戦が展開。 

昭和 20 年 4 月 19 日 米軍、首里をはじめすべての前線に猛攻撃を加

える。 

昭和 20 年 4 月 23 日 伊祖高台・嘉数高地が陥落、浦添方面では港川

-伊祖-仲間-前田が首里防衛の最前線となる。 

昭和 20 年 4 月 26 日 米軍、仲間-前田高地の陣地に総攻撃。 

昭和 20 年 4 月 28 日 屋富祖、安波茶方面で激しい戦闘。 

昭和 20 年 5 月早々 小湾の日本軍部隊もほぼ全滅状態。2 日には仲

西飛行場が占領される。 

昭和 20 年 5 月 7 日 前田高地の陣地が崩壊。 

昭和 20 年 6 月 23 日 沖縄での組織的な戦闘終了 

聞
き
取
り 

戦時中～戦後 

避難していたので詳しくはわからないが、終戦後

に部落へ帰った頃には集落の家はなかった。 

仲西飛行場の空襲の際、建設に従事していた人

が宮城の集落に逃げ込んだが、それが米軍の

飛行機に見つかり、宮城の集落は機銃掃射を受

けた。 

「沖縄不発弾等事前調査データベースシステム」をもとに作成

対象地



⽂化財・植⽣等に関する調査：既存資料・現地確認視察による調査

各種調査計画⽴案時の基礎資料とするため、⽂化財・植⽣等に関する既存資料・現地確認視察による調査を⾏
いました。

⽂化財・植
⽣等に関する
調査

【【⽂化財・植⽣等】
⽂化財については、所在が⽰された国指定、県指定、市指定の⽂化財は対象地では確認されませんでしたが、天然記念物
（動物）としてオカヤドカリ、フタオチョウ、クロイワトカゲモドキの3種が地域を定めずに指定されています。
植⽣については、対象地の⼤部分は造成されていますが、南端部の⼩湾川沿いで唯⼀の⾃然植⽣が残っている状況が確認
されました。
※⽀障除去措置において掘削等を⾏う場合、事前に浦添市教育委員会⽂化財課などの関係機関と協議を⾏うなど、埋蔵⽂化財についても注意します。

＜⽂化財の有無に関する確認結果＞ ＜植⽣に関する確認結果＞
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「浦添市文化課HP公表資料」

「環境省自然環境局生物多様性センターWeb‐GIS」から引用

対象地



資料等調査結果のまとめ

【使⽤履歴のまとめ】
対象地の⼟地の使⽤履歴については、「軍事占領以前（〜昭和20年）」、「軍事占領期（昭和20年〜）」、「牧港補給
地区（昭和20年代後半〜）」の3つに区分することができます。それぞれの時期ごとにおける使⽤履歴および有害物質の使⽤
等（使⽤・貯蔵・埋設など）について上表のとおり整理し、蓋然性の評価を⾏いました。
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＜使⽤履歴等調査結果のまとめ＞
時期 土地の使用履歴に関するまとめ 有害物質の使用等・廃棄物の

埋設等の事実 

軍事占領以前 

（～昭和 20 年） 

 

軍事占領される以前の対象地および周辺はおおむね稲作、イモ類、サトウキビなどの農地であっ

た。また、農地で有害な農薬が使用されたという情報はなく、対象地付近に工場などが立地していた

という情報もなかった。なお、対象地の西側では仲西飛行場の建設が行われていた。 

対象地での有害物質の使用等

や廃棄物の埋設等に関する事

実は確認されなかった。 

軍事占領期 

（昭和 20 年～） 

 

対象地および周辺は昭和 20 年 5 月早々に米軍に占領された地域と考えられる。占領後は仲西飛

行場跡地および周辺が米軍の車両や資材等の置場として利用され、対象地の南部もその一部であ

った。なお、資材等の置場として利用する際の造成の状況や造成時における廃棄物の埋設等、置か

れていた資材等の種類等については情報がなかった。ただし、図 3.15 の地形断面比較図より対象

地での造成は主に切土による平坦化のようであり、廃棄物の埋設等の機会となり得る谷部の埋め

立て等は認められなかった。 

対象地での有害物質の使用等

や廃棄物の埋設等に関する事

実は確認されなかった。 

牧港補給地区 

（昭和 20 年代後

半～） 

 

牧港補給地区は朝鮮戦争（昭和 25 年～28 年）の勃発を受けて昭和 20 年代後半から本格的な基

地建設が始まり、補給や車両修理などの各部隊が配置された。昭和 30 年頃には現在の牧港補給

地区と同じような利用形態になっていたようであり、ベトナム戦争（昭和 39 年～50 年）の時には常時

数千台のジープ・戦車が持ち込まれ、修理作業が行われていた。 

牧港補給地区の辺縁部にあたる対象地においては一時期に資材置場として利用され、ランドリー

工場が対象地の北部にかかって立地していたことが確認できたものの、おおむね空き地や緑地であ

った。また、有害物質の貯蔵や流出、廃棄物の処分に関する記録はないと米軍から回答があったほ

か、対象地に詳しい近隣住民等への聞き取り調査では焼却施設の立地や野焼きはなかったと情報

を得た。しかし、事故履歴や聞き取り調査の結果から、牧港補給地区の残余の部分では油類や有

害物質の使用等があると考えられ、対象地近傍での有害物質を使用等していた可能性のある施設

としては、毒劇物や変圧器などを保管していたという 727 建物、ドライクリーニング溶剤の使用等が

考えられるランドリー工場が挙げられる。また、聞き取り調査では昭和 51、52 年頃に対象地付近（仲

西バス停付近）でガソリンがこぼれる事故があったと証言を得たが、こぼれたガソリンをもらいに行っ

たとの証言を踏まえると、対象地外（基地外）の事故と思慮される。 

 現地確認視察では土壌汚染の端緒となる土壌の変色や異臭、植物の異状な枯れ等、廃棄物の埋

設の端緒となる不自然な盛土等は確認されなかったが、牧港補給地区としての利用が認められな

い小湾川沿いでビニール・プラ・ビン・缶やドラム缶、冷蔵庫などが投棄されている状況が確認され

た（一部は対象地内）。 

対象地での有害物質の使用等

に関する事実や廃棄物の埋設

に関する事実は確認されなか

ったが、小湾川沿いでは廃棄

物が投棄されている状況が確

認された。 



検討項⽬ 蓋然性の評価 調査計画(H30.3.31返還区域)
⼟壌汚染 対象地の⼟地において直接的に有害物質の使⽤等に関する情報はなく、⼟壌汚染の

端緒も認められませんでした。ただし、使⽤履歴を踏まえ、以下の理由・範囲のとおり蓋
然性はあると評価しました。

⼟壌汚染対策法などの関係法令を参考に、
⼟壌汚染の概況を把握するための調査計
画を⽴案します。

⽔質汚濁 対象地の⽔域において直接的に有害物質の流出・浸透に関する情報はなく、現に地下
⽔汚染に繋がる⼟壌汚染や⽔質汚濁の端緒も認められませんでした。ただし、使⽤履
歴を踏まえ、底質について以下の理由・範囲のとおり蓋然性はあると評価しました。

底質調査⽅法・ダイオキシン類底質調査マ
ニュアルを参考に、底質汚染の概況を把握
するための調査計画を⽴案します。また、⼟
壌汚染調査で⼟壌溶出量基準不適合が
確認された場合、詳細調査（深度⽅向調
査）と併せて地下⽔の調査計画を⽴案しま
す。

不発弾 激しい交戦が⾏われた地域と考えられ、また、不発弾等データベースにおいても周辺に多
数の不発弾が発⾒されていることから、不発弾が存在する蓋然性があると評価しました。

磁気探査要領(案)、同解説を参考に、探
査計画を⽴案します。

廃棄物 地表の廃棄物については⼩湾川沿い（右岸側）でその存在（ビニール・プラ、ビン・⽸、
ドラム⽸、冷蔵庫など）が認められました。
埋設された廃棄物については埋設の事実や埋設を疑う使⽤履歴・地形変化は認められ
ないことから、蓋然性はないと評価しました。

地表を対象とした調査（⼟壌汚染調査・⽔
平磁気探査）や地中を対象とした調査
（経層探査）の機会があり、これら調査時
に併せた⽬視調査を⾏うことを計画します。

14蓋然性の評価と各種調査計画
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土壌汚染の蓋然性

に繋がる使用履歴 

理由 範囲 

軍事占領期の資材

置場 

 

さまざまな軍需品や車両等が集積されていたと考えられるが、これ

ら物品中に有害物質を含むものがないことを客観的に示すことが

困難であるため。 

小湾川沿いを除く対象地

の南側部分 

牧港補給地区 

（米軍基地） 

牧港補給地区の残余の部分では油類や有害物質の使用等が考え

られ、残余の部分と一体的な敷地である対象地においても有害物

質の運搬時の漏洩や飛散などによる影響を否定できないため。 

小湾川沿いを除く対象地

全域 

廃棄物の投棄 米軍基地としての利用は認められないが、現地確認視察において

確認された廃棄物に油類や有害物質を含むものがないことを客観

的に示すことが困難であるため。 

小湾川沿いの右岸側 

水質汚濁の蓋然性

に繋がる使用履歴 

理由 範囲 

牧港補給地区から接

続する雨水排水 

 

牧港補給地区の残余の部分では油類や有害物質の使用等が考え

られ、基地内雨水排水に油類や有害物質が混入していた場合、小

湾川流入地点付近で蓄積することが考えられるため。 

小湾川の底質 

 

 

廃棄物の投棄 現地確認視察において確認された廃棄物に油類や有害物質を含

むものがないことを客観的に示すことが困難であり、降雨に伴い有

害物質を含む土砂等が小湾川流入地点付近で蓄積することが考え

られるため。 

小湾川の底質 

 



⼟壌汚染概況調査計画

汚染のおそれの区分の分類

調査対象物質の絞り込みは⾏わず、⼟壌汚染対策法で基準が
設けられている全項⽬とし、これに油類を追加した項⽬とします。
また、廃棄物の投棄が認められた⼩湾川沿い（右岸側）ではダイ
オキシン類に係る調査を追加して実施します。

調査地点位置の選定

調査対象物質

直接的な有害物質の使⽤に関する情報が確認されていないことか
ら、汚染状況の概況を把握することとして、対象地全域を「⼟壌汚
染のおそれが少ないと認められる⼟地」に分類した上で30m格⼦
ごとの⼟壌汚染概況調査を計画します。
（ダイオキシン類については⼩湾川沿いを対象に1検体）

⼟壌汚染対策法の考え⽅を基本に表層の調査地点位置を選定
します。なお、物件撤去に伴って⼟地の改変が⾏われた箇所は避
けて調査地点を設定し、改変地から採取する場合には改変深度
の下端から採取します。

調査数量（想定）

＜⼟壌汚染調査地点位置図の例＞
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調査項目 
試料採取 分析 

採取数 対象物質 検体数 分析方法 

土壌ガス調査 81 第一種特定有害物質 12 物質 81 
平成 15 年環境省告示 

第 16 号 

土壌調査 

(特定有害物質) 
323 

第二種および第三種

特定有害物質 
14 物質 81 

平成 15 年環境省告示 

第 18 号、19 号 

土壌調査 

（油類） 
323 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 

臭気強度 
 646 油汚染対策ガイドライン 

土壌調査 

（ダイオキシン類） 
5 ダイオキシン類  1 

ダイオキシン類 

土壌マニュアル 

 

＜⼟壌汚染ガイドラインにおける試料採取＞

対象地において直接的な有害物質の使用等は認められな
いため、土壌汚染ガイドラインを参考に全域を「汚染の
おそれが少ない土地」として調査地点を設定します。

※⼩湾川沿い(右岸側)の敷地
の試料採取は廃棄物の直下や
その近傍で⾏います。



⽔質（底質）調査計画

暫定除去基準が設定されている総⽔銀、PCB、環境基準が設定
されているダイオキシン類に加え、基地周辺公共⽤⽔域監視調査
（底質）で調査項⽬として設定されているカドミウム、鉛、六価ク
ロム、砒素を調査対象物質とします。

調査地点位置の選定

調査対象物質

牧港補給地区からの⾬⽔排⽔が流⼊していた地点とします。底
質の採取深度についてはマニュアル等を参考に10cmとします。

調査数量（想定）

＜⽔質（底質）調査地点位置図＞
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調査項目 
試料採取 分析 

採取数 対象物質 検体数 分析方法 

底質調査 

（金属等） 
1 

カドミウム、鉛、六価クロム、砒

素、総水銀、ポリ塩化ビフェニル 
1 底質調査方法 

底質調査 

（ダイオキシン類） 
1 ダイオキシン類 1 

ダイオキシン類 

底質マニュアル 

 



不発弾等探査計画

探査⼿法の検討

探査範囲の選定

貫⼊深度の検討

「磁気探査実施要領(案)」に⽰される探査⼿法を基本とします。
・地表に存在する不発弾：⽔平探査
・地中を貫いて存在する不発弾：経層探査
・⽐較的深く浅い範囲：鉛直探査

⽔平探査の範囲については対象地全域を基本とします。ただし、
具体的な範囲については跡地利⽤計画等を考慮し、地権者およ
び関係機関等と調整を経て決定します（経層探査についても同
様）。
経層探査の深度については、弾種ごとに求めた貫⼊深度のうち最
も深い深度までを基本としますが、跡地利⽤計画において改変深
度が貫⼊深度より浅い場合は改変深度までを基本とします。

「磁気探査実施要領(案)の解説」に基づき、5インチ砲弾について
は3.5mとし、 50kg爆弾、250kg爆弾については対象地内にお
けるボーリング柱状図のN値を考慮して貫⼊深度を求めました。

調査範囲や調査深度の計画にあっては、跡地利⽤（国道58号の拡幅）の⼯事における⼯法や事業計画に変更を⽣じさせない
ことを⽬的とし、跡地利⽤の⽬的を達成するための合理的な計画とすることを基本⽅針としました。

探査の⽬的は⼯事の安全を確保する⽬的で実施することが多く、⼯事の施⼯計画と探査計画が合致しないとこの⽬的を達成することが
できないことや、不要な費⽤がかかること等があるので合理的な計画を⽴案することが重要である。（磁気探査実施要領(案)より）

調査数量（想定）

＜陸上⽔平探査機器の例と探査参考図＞

20「磁気探査要領(案)の解説」から引用

業務名：牧補(H27)国道 58 号線返還予定地土質調査 

ボーリング 

地点 

貫入深度（①） 埋土層厚 

（②） 

最大埋没深度 

（①＋②） 50kg 爆弾 250kg 爆弾 

H27B-1 2.21m 2.67m 3.00m 5.67m 

H27B-2 2.96m 3.30m 0.30m 3.60m 

H27B-3 2.83m 2.99m 0.30m 3.29m 

H27B-4 5.05m 5.83m 0.50m 6.33m 

探査項目 想定不発弾等 探査範囲 探査方法 

水平探査 弾種を問わず 約 33,600 ㎡ 磁気探査実施要領(案) 

経層探査 弾種を問わず 
50cm 以上の掘削等

を伴う範囲 
磁気探査実施要領(案) 



廃棄物調査計画
廃棄物が存在する蓋然性はないと考えらえるものの、地表を対象とした調査（⼟壌汚染概況調査および⽔平磁気探査）や地中
を対象とした調査（経層探査）の機会があり、これら調査時に併せて⽬視調査を⾏うことを基本⽅針としました。

調査⼿法

調査範囲の選定

【地表の廃棄物】
⼟壌汚染概況調査や⽔平磁気探査といった地表を対象とした調
査と併せて⽬視確認を⾏います。⽔平磁気探査によって⽬視では
⾒落とされる可能性のある⾦属の廃棄物も調査が可能です。
【地中の廃棄物】
経層探査といった地中を対象とした調査と併せて⽬視確認を⾏い
ます。

【地表の廃棄物】
対象地全域を基本とします。
【地中の廃棄物】
経層探査を⾏う範囲を基本とします。
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廃棄物が確認された場合（確認されている
廃棄物を含む）には関係法令に基づいて適
切に処理・処分を⾏うこととし、廃棄物に起因
する⼟壌汚染等の可能性が考えられる場合
には、確認された廃棄物の種類や存在範囲
に応じて必要な⼟壌調査を計画します。


