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はじめに 

 

 本事後調査報告書は、「ホワイト・ビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮

称）環境影響評価書 平成18年2月」に示した事後調査について、沖縄県環境影響

評価条例第35条の規定に基づき、平成30年2月～令和2年2月間に実施した事後調査

の結果を同条例第36条に基づき作成しました。 

 なお、作成にあたっては、ホワイト・ビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業に

係る上記期間の事業及び環境保全措置の実施状況を整理するとともに、事後調査

結果については、平成25年2月から平成26年2月にかけて実施した環境調査、平成

29年7月から9月にかけて実施した工事前調査結果を踏まえて、「環境影響評価書」

における調査・予測結果との比較検討等を行い、同事業による環境影響について

評価を行いました。 

 さらに、当該結果を踏まえ、令和2年3月以降に実施する環境保全措置及び事後

調査の内容について検討を行いました。  

 

令和2年3月 

沖縄防衛局 
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第1章 事業者の氏名及び住所 
 

 

1.1 事業者の名称 

沖縄防衛局 

 

1.2 代表者の氏名 

沖縄防衛局長 田中 利則 

 

1.3 主たる事務所の所在地 

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納 290 番地 9 

電話 (098)-921-8131(代) 
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第2章 対象事業の名称等 
 

 

2.1 対象事業の名称 

ホワイトビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮称） 

 

2.2 対象事業の種類 

「し尿処理施設の新設」 

 

沖縄県環境影響評価条例（平成 12 年 12 月 27 日 沖縄県条例第 77 号）第 2 条第 2 項

第 1 号の事業（沖縄県環境影響評価条例施行規則（平成 13 年 8 月 3 日 沖縄県規則第

87 号）別表第 1（し尿処理施設処理能力 50kL／日以上）に該当します。 

 

2.3 対象事業の目的及び内容 

ホワイト・ビーチ地区に計画している艦船のし尿処理施設は、同地区に寄港する艦船か

らのし尿を処理する施設です。 

現在、ホワイト・ビーチ地区には、既往者の生活排水を対象としたし尿処理施設がある

のみで、寄港する艦船からのし尿を処理する施設はなく、このため、当地区に寄港する停

泊等に大きな制約を受けている状況にあります。 

この様な状況を解消するため、艦船の主要な寄港地である地区に艦船からのし尿と既往

者の生活排水を対象としたし尿処理施設を計画するものです。 

 

2.4 対象事業実施区域の概況 

対象事業実施区域の位置は、図 2.4-1、写真 2.4-1 に示すとおり、うるま市ホワイト・

ビーチ地区に位置しています。同地区は与勝半島の先端部に位置し、２つの桟橋を持った

港湾施設で、米国海軍の燃料及び陸軍の燃料及び物資の補給や軍需物質の積み下ろし港と

して利用されています。（表 2.4-1 参照） 

なお、ホワイト・ビーチ地区の土地利用の概況は、表 2.4-2 に示すとおりです。 

 

表 2.4-1 対象事業実施区域の施設概要 

項 目 概  要 

地区の所在地 うるま市 

地区総面積 約70ha 

施設の使用軍別 米国海軍及び陸軍 

施設の用途 港湾（燃料及び物資の補給、軍需物資の積み降ろし） 

 

表 2.4-2 対象事業実施区域の土地利用の概況 
区 域 面積(ha) 比率(％) 
施 設 13   19   
道 路 11   16   
芝 地 16   23   
樹林地 19   27   
裸 地 4   5   
海 浜 7   10   
計 70   100   

※「土地利用規制現況図」（沖縄県 平成13年３月）より判読。 
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2.5 事業計画策定における基本方針 

沖縄防衛局としましては、し尿処理施設の設備の検討、配置など事業計画の策定にあた

り、計画地及びその周辺の地域特性を踏まえ、地域の環境を可能なかぎり保全するため、

以下に示す取り組みの基本方針に基づき実施しました。 

 

2.5.1 地域特性 

１） 社会環境 

対象事業実施区域周辺では、畑地が多く拡がり、幹線道路沿いに集落が分布していま

す。 

周辺海域では、共同漁業権が設定されています。 

 

２） 自然環境 

対象事業実施区域及びその周辺区域における自然環境は、「台地・丘陵地－常緑広葉

樹林」、「丘陵地－常緑広葉樹林」、「丘陵地－草地」、「海浜－海岸植生」、「低地

－裸地」がみられます。 

 

2.5.2 環境保全への取組みの基本方針 

対象事業実施区域周辺の地域特性を踏まえ、事業内容の検討にあたっての環境保全への

取り組みの基本方針は以下のとおりとしました。 

また、環境影響予測・評価の結果については、本事業の計画策定並びに実施に際し、地

域の環境の保全に最大限配慮し、必要な措置を講じることとしています。 

 

⚫ 施設の規模を可能な限り小さくし自然環境の改変を少なくすること。 

⚫ 汚水送水管は可能な限り既設道路等を利用して敷設し、自然環境の改変を少なくする

こと。 

⚫ 施設からの処理排水は、できるだけ周辺海域への影響負荷の少ない処理方法を用いる

こと。 

⚫ 施設からの悪臭等により周辺生活環境に影響を与えないように必要な措置を講じるこ

と。 



2-5 

2.6 対象事業の規模及び内容に関する事項 

2.6.1 対象事業の規模 

対象事業の規模は、表 2.6-1 に示すとおりです。 

当該し尿処理施設は、艦船からのし尿、厨房排水及び浴用排水（以下「汚水」としま

す。）と既住者の生活排水を対象としており、その処理能力は両方の排水量の和により決

定しました。 

艦船からの汚水の処理能力は、対象艦船の寄港実績と汚水の最大貯留期間（10 日）を

踏まえ、１日当たり約 500m3となります。 

対象事業実施区域内には、既住者の生活排水を処理する既設の施設（処理量：約 70 m3

／日（KL/日））があり、新設し尿処理施設の供用開始まで稼働する計画です。 

 

表 2.6-1 対象事業の規模 

対象事業の施設 概       要 

対象事業実施区域面

積 

約70ha 

処理対象 

対   象：艦船からの汚水 
処 理 量：約500m3／日（KL/日） 
対   象：既住者の生活排水 
処 理 量：約70m3／日（KL/日） 

（キャンプ場利用者を含む） 

汚水流量調整槽 流量調整槽：約5,000m3 

汚水送水管 総 延 長：約3,000ｍ 

汚水放流管 延   長：約400ｍ（既設の放流管を利用） 

し尿処理施設面積 約 3,000m2 

※処理対象別の 1 日当たりの処理量に変更はありません。 

 

 

 

汚水処理量及び汚水流量調整槽容量の設定は以下によりました。 

 

 

１） 対象艦船 

し尿処理施設の規模を検討するにあたり対象艦船は、ホワイト・ビーチに寄港実績の

ある揚陸艦等４隻（２つの接岸桟橋）です。 
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２） 日流入汚水量 

対象艦船からの日汚水量については、米軍資料に示されている艦船タイプ別の汚水量

を使用しました。 

対象艦船からの汚水量は、搭乗部隊員を考慮しない場合は表 2.6-2、搭乗部隊員を考

慮した場合は表 2.6-3 に示すとおりです。 

 

表 2.6-2 対象艦船からの日汚水量(搭乗部隊員を考慮しない場合) 

 対象艦船 艦船数 
日平均汚水量 

L/日 
海軍桟橋 揚陸艦(LHD 級) 1 250,608 

揚陸艦(LPD 級) 1 115,770 
陸軍桟橋 揚陸艦(LSD 級) 2 170,250 
合計 537ｍ３/日 

 

表 2.6-3 対象艦船からの日汚水量(搭乗部隊員を考慮する場合) 

 対象艦船 艦船数 
日平均汚水量 

L/日 
海軍桟橋 揚陸艦(LHD 級) 1 681,908 

揚陸艦(LPD 級) 1 326,880 
陸軍桟橋 揚陸艦(LSD 級) 2 374,550 
合計 1,384ｍ３/日 

 

 

３） 対象艦船の汚水タンク容量 

処理対象となる艦船汚水量を設定するためには、寄港時に艦船内に貯留されている汚

水量についても考慮する必要があります。 

米軍提供の資料から、対象艦船内に有する汚水タンク容量については、表 2.6-4 のと

おり設定しました。 

 

表 2.6-4 対象艦船内に有する汚水タンク容量 
対象艦船 艦船数 タンク容量（ｍ３） 合計容量（ｍ３） 
揚陸艦(LHD

級) 
1 204 204 

揚陸艦(LPD
級) 

1 94 94 

揚陸艦(LSD
級) 

2 63 126 

合  計 424 
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４） 寄港・停泊計画 

米軍との協議により対象艦船の寄港・停泊計画を以下の通り設定しました。 

⚫ 汚水の最大貯留期間は、10 日間としました。 

⚫ ホワイトビーチにおける艦船の寄港実績から、停泊日数は７日間とし、艦船停泊

中、艦船船員に加え搭乗部隊員が乗船している日数を５日間としました。 

 

５） 汚水の処理能力及び流量調整容量 

上記の条件を整理し、汚水流量調整槽とし尿処理施設の規模を設定しました。 

（１）汚水の処理能力 

  し尿処理施設の処理能力については、下記のとおり算定しました。 

   処理対象汚水量 ＝ 艦船からの汚水量(搭乗部隊員含む)×５日 

              ＋艦船からの汚水量(搭乗部隊員含まず)×２日 

               ＋タンク容量 

           ＝ (1,384×５)＋(537×2)＋424 

           ＝ 8,418 

 

   処理能力    ＝ 処理対象汚水量 ÷（停泊日数＋汚水の貯留期間） 

           ＝ 8,418 ÷ (７＋10) 

           ＝ 495 （約 500ｍ３/日） 

 

（２）流量調整槽の容量 

  流量調整槽の容量は、下記のとおり算定しました。 

   流量調整槽の容量 ＝ 処理対象汚水量 －（処理能力×停泊日数） 

            ＝ 8,418 ― （500×７） 

            ＝ 4,918 （約 5,000ｍ３） 
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2.6.2 対象事業の内容 

１） 流入水質 

（１）艦船汚水 

艦船汚水の水質は、米軍資料から、表 2.6-5 の通り設定しました。 

 

表 2.6-5 艦船汚水の流入水質 

水質項目 
汚水水質 

艦船からの汚水 既住者の生活排水 

原水 ＢＯＤ   400 mg/L 200 mg/L 

ＳＳ   600 mg/L 250 mg/L 

溶解性物質 20,000 mg/L － 

T-N 111 mg/L 50 mg/L 

T-P 5 mg/L 5 mg/L 

原水

（流量

調整

後）※ 

ＢＯＤ 375 mg/L 

ＳＳ 557 mg/L 

溶解性物質 17,544 mg/L 

T-N 104 mg/L 

T-P 5 mg/L 

※流量調整後、1 日あたり艦船からの汚水を 500 m3、既住者の生活排水を 70 m3処

理する。 

 

（２）陸上汚水 

「提供施設整備土木工事設計指針」（平成 9 年 9 月 30 日）に基づき、陸上汚水の水

質は、表 2.6-6 のとおり設定しました。 

 

表 2.6-6 流入水質 

水質項目 汚水水質 

ＢＯＤ 200mg/L 

ＳＳ 250mg/L 

 

２） 汚水処理システム 

当該し尿処理施設は、膜分離処理方式を採用しました。この方式は、建設省告示第

1292 号（し尿浄化槽構造基準） 第 13 に基づき、同告示第 11 の規定によるものと同等

以上の効力を有するものとして認定評価を受けた処理方式です。膜分離処理方式の特徴

は、以下のことが挙げられます。 

 

⚫ 膜分離処理は、生物学的処理に加え、フィルター（膜）による物理的な処理を行う

方式です。 

⚫ 膜分離処理設備は、通常の汚泥沈殿設備に比べ、小さな面積での設置が可能です。 

⚫ 膜分離処理設備は、処理の過程で発生する汚泥の分離・回収が確実であり、余剰汚

泥等の汚泥管理が容易です。 

 

本事業におけるし尿処理施設の全体フローを図 2.6-1 に示します。 



 

 

 
 

図 2.6-1 全体フロー図 
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３） 計画放流水質 

当該し尿処理施設からの海域への放流水質は、「水質汚濁防止法第３条第３項の規定

に基づく排水基準を定める条例に基づく上乗せ基準値」では、ＣＯＤが 20mg/L、ＳＳ

が 70mg/L でありますが、環境への負荷をより低減させるために、処理方式として膜分

離処理方式を採用することから、計画処理水質をＣＯＤが 15 mg/L、ＳＳが 15mg/L と

します（表 2.6-7 参照）。 

なお、放流の際には消毒用として次亜塩素酸ナトリウムを使用し、放流する残留塩素

濃度は 0.2～0.3mg/L とします。 

 

表 2.6-7(1) 放流水質(設計条件とした水質) 

予測項目 排水濃度 備 考 

ＣＯＤ 15 mg/L以下 計画処理水質より 

ＳＳ 15 mg/L以下 〃 

Ｔ－Ｎ 10mg/L以下 〃 

Ｔ－Ｐ １mg/L以下 〃 

ｐＨ 5.8～8.6 水質汚濁防止法に基づく排水基準 

※し尿処理施設からの放流先が海域であることから、設計条件としてはCOD濃度を付した。 

 

表 2.6-7(2) 放流水質(供用前調整時に達成していることを確認する項目) 

予測項目 排水濃度 備 考 

塩素イオン 20,000mg/L程度 周辺海域と同等 

電気伝導率 5,200mS/m程度 〃 

大腸菌群数 排出せず 次亜塩素酸ナトリウムによる消毒 

残留塩素 0.3mg/L以下 計画処理水質より 

n-ヘキサン抽出物質 排出せず 〃 

陰イオン界面活性剤 排出せず 〃 

クロロフィルａ 排出せず 〃 

健康項目（全24項目） 排出せず 〃 

ダイオキシン類 排出せず 〃 

 

４） 放流位置 

処理水は、既設の生活排水処理施設の放流管を利用して海域へ放流します。 

 

５） 汚泥等発生量 

余剰汚泥などの発生量は表 2.6-8 に示すとおりです。 

 

表 2.6-8 余剰汚泥の発生量 

処理内容 発生量(m3/日) 

余剰汚泥 0.48 m3/日 

し渣 0.64 m3/日 

引抜油分 約14.25kg/日 
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2.6.3 土地利用計画 

し尿処理施設及び汚水送水管の土地利用計画は、図 2.6-2、表 2.6-9 に示すとおりで

す。また、し尿処理施設地区の標準断面図は、図 2.6-3 に示すとおりです。 

 

表 2.6-9 し尿処理施設及び汚水送水管の土地利用計画 

区分 土地利用 土地利用面積(m2) 備考 

汚水送水管 管路 3,100 道路（埋設） 

中継ポンプ室 工作物 200 中継ポンプ室 

道路 500  

緑地 600  

計 1,300  

し尿処

理施設

地区 

し尿処理施

設 工作物 1,630 
処理施設、 

流量調整槽、 

受変電設備 

道路・舗装 720  

緑地 460  

砂利敷 130  

その他 60  

計 3,000  

施設外 道路・舗装 780  

緑地 1740  

砂利敷 40  

その他 140 水路等 

計 2,700  

合計 10,100  
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