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資料等調査の目的及び範囲
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普天間飛行場の一部（東側沿い）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。

対象地（約43,000㎡）

業務の目的



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
地における使用等履歴・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、造成に関する資料、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等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】
古老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】
過去または現在の基地内構造物付近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】
対象地の使用等履歴に基づき、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】

2



使用等履歴に関する調査：既存資料（施設概要）による調査

既存資料調査の一環として、対象地が位置する普天間飛行場について、「沖縄の米軍基地」（沖縄県発行）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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主な沿革
（市道宜野湾11号の経緯を含む）
昭和20年 米軍占領と同時に接収、本土決戦に備え

て滑走路を建設
昭和35年 空軍から海兵隊に移管、海兵隊航空基地

として使用開始
昭和47年 普天間海兵隊飛行場、普天間陸軍補助

施設、普天間海兵隊飛行場通信所の3施
設が統合され、普天間飛行場として提供
施設・区域となる

昭和54年 市道宜野湾11号の事業開始
昭和62年 字宜野湾側の一部市道の整備完了
平成元年 字上原側の一部市道の整備完了
平成25年 宜野湾市長から沖縄防衛局に対し、普天

間飛行場の一部返還（市道宜野湾11号
の全体）に向けた早急な解決等を要請

平成29年4月 普天間飛行場内において、返還条件であ
る巡回道路及びフェンス等が完成

平成29年7月末 普天間飛行場の一部返還が実現

「沖縄の米軍基地」から引用

【米軍による使用状況】
施設概要を踏まえた上で、対象地（返還地）全
域における土地の使用状況について、行政保有
情報や航空写真、地形図などの一般公表資料に
より把握しました。



使用等履歴に関する調査：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。

撮影年月日 撮影機関 撮影高度 撮影縮尺 備考 

昭和 19 年 9 月 29 日 米軍 24600ft 不明  

昭和 20 年 2 月 28 日 米軍 30000ft 不明  

昭和 20 年 8 月 18 日 米軍 
1040 

～10700ft 
5000 一部欠 

昭和 20 年 12 月 10 日 米軍 不明 40000  

昭和 37 年 7 月 3 日 米軍 不明 10000 一部欠 

昭和 45 年 5 月 12 日 国土地理院 1500m 10000  

昭和 52 年 11 月 24 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 10 月 20 日 国土地理院 3000m 20000  

平成 5 年 8 月 3 日 国土地理院 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  

平成 22 年 9 月 27 日 国土地理院 1507m 10000  

発行年 図名 図歴 作成・発行機関 縮尺 

大正 10 年 泡瀬 大正 8 年測量 
参謀本部陸地測

量部 
1/50000 

昭和 23 年 

KIYUNA 

NODAKE 

GINOWAN 

昭和 22 年測量 米国陸軍地図局 1/4800 

昭和 37 年 
コザ南部 

昭和 36 年応急修正 
琉球政府法務局

臨時土地調査部 
1/50000 

那覇 

昭和 49 年 
沖縄市南部 

昭和 48 年測量 国土地理院 1/25000 
大謝名 

昭和 60 年 
沖縄市南部 昭和 58 年修正 

国土地理院 1/25000 
大謝名 昭和 59 年修正 

平成 7 年 
沖縄市南部 

平成 6 年修正 国土地理院 1/25000 
大謝名 

平成 17～18 年 
沖縄市南部 

平成 17 年更新 国土地理院 1/25000 
大謝名 

平成 24 年 
IE96-3、96-4 

平成 21～23 年測量 沖縄県 1/2500 
JE06-1、06-2 

＜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＞

【

確認されませんでした。

【施設等立地履歴】
対象地(普天間飛行場側)における米軍関連施設としては「巡回道路」と「通信施設」が確認されました。なお、沖縄戦以前
(占領前)の対象地は、おおむね農地で、古老への聞き取り調査でも同様の証言を得ています。
●昭和37年～ ：対象地に沿って普天間飛行場から続く道路（巡回道路）を確認
●昭和45～52年：対象地の北東部において通信施設（聞き取り調査による）の立地を確認
※対象地外ですが、普天間飛行場側に2基の燃料タンクの立地履歴（1基は撤去済み）が確認されました。
※対象地のうちフェンス外にあっては一部民間利用されており、資材置き場、農地としての利用が確認されました。
【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（H24）の等高線を比較した結果、廃棄物の埋設を疑う谷の埋め立て等は
確認されませんでした。

航空写真
・地形図
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使用等履歴に関する調査：【参考】航空写真

昭和19年(1944年)9月撮影 昭和20年(1945年)8月撮影

昭和37年(1962年)7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)11月撮影 平成5年(1993年)8月撮影

平成14年(2002年)1月撮影 平成22年(2010年)9月撮影 6



使用等履歴に関する調査：【参考】地形断面比較図
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米軍地形図

（1/4800）

沖縄県数値地図

（1/2500）

：対象地でみられる谷地形

対象地では戦後(米軍地形図)
に4つの谷地形がみられますが、
いずれの谷地形も埋め立て等を
示す地形の変化は見受けられま
せんでした。

●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



使用等履歴に関する調査：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周辺における有害物質使用特定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

事業場名 所在 特定施設 

①宜野湾浄化センター 伊佐 3-12-1 73 下水道終末処理施設 

②東洋実業(株) 伊佐 181 23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業 
ﾆ 蒸解施設 
ﾄ 漂白施設 
ﾁ 抄紙施設 

③沖縄綿久寝具(株)第一工場 赤道 1-8-5 67 洗濯業の用に供する洗浄施設 

④(株)沖縄環境科学研究所 新城 1-24-13 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  

⑤(有)沖縄環境技術センター 大山 1-8-5 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  

⑥(株)沖縄環境分析センター 真栄原 3-7-24 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  

 

普天間飛行場における事故等履歴を「沖縄の米軍基地」（沖縄県発行）、「過去の航空機事故」（沖縄県
HP）および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

発生日 事故区分 事故概要 

昭和 55 年 10 月 2 日 墜落 固定翼機が滑走路に墜落 

平成 6 年 4 月 6 日 墜落 ヘリコプターが施設内に墜落 

平成 21 年 3 月 3 日 油流出 燃料貯蔵所からホットピットタンクへ燃料を補給した際、

約 200 ガロン(757L)が漏れた 

平成 21 年 6 月 17 日 油流出 駐機場においてジェット燃料 50 ガロン(189L)が流出 

平成 24 年 1 月 24 日 油流出 空中給油機が誘導路を移動中、機体から約 140 ガロン

(532L)の燃料が流出 

平成 24 年 8 月 25 日～

27 日の間 

油流出 未使用のディーゼル燃料パイプから残量ディーゼル燃

料が流出 

 

【特定事業場立地状況】
宜野湾市内においては、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】
普天間飛行場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6件が確認されましたが、沖縄防衛局等が保有する情報と照会
をしましたが、いずれも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。古老への聞き取り調査でも対象地周辺を含めて環境等に影
響を及ぼす可能性のある事故履歴の情報は確認されませんでした。
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使用等履歴に関する調査：聞き取り調査（古老）

古老の4名（70代～80代）の方を対象に、既存資料で把握した情報を補足するとともに、情報の整合性につい
て確認を行うため、土地利用、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

項目 聞き取り調査結果 

土地利用に関す

る項目 

 

●沖縄戦以前の対象地一帯は畑であり、工場などの立地はなかった。 

●沖縄戦以前の対象地付近に日本軍の陣地はなかった。 

●沖縄戦後は空き地を利用した米軍の資材置き場（弾薬・車両など）が多く点

在していた。なお、米軍の駐屯地は宜野湾市役所付近にあった。 

●普天間飛行場内の洞窟で米軍の砲弾や火薬が保管されていた。 

●対象地一帯は戦後も農地として利用されていた。なお、有害な農薬が使用さ

れることはなかった。 

●対象地付近にごみ捨て場（ちり捨て場）はなかった。 

●昭和 45 年および昭和 52 年撮影の航空写真で北東部に確認できる施設は通

信部隊（気象関係）の施設である。なお、建物内の用途はわからない。 

●対象地にパイプラインは通っていなかった。 

●現在 2 つあるタンクの南側にも別の燃料タンクが建っていた。 

●昭和 38 年にフェンスが設置されるまでは自由に普天間飛行場内を行き来で

きた。 

●普天間飛行場の造成の際に車両や弾薬、廃棄物が投棄されたという話は聞

かない。 

●対象地で地形改変はない。 

環境等に関する

項目 

●現在 2 つあるタンクの南側にあった燃料タンクが落雷により火災を起こしたこ

とがある。なお、当時、ほとんどタンクに燃料は入っていなかったこともあり、燃

料が飛び散るといったことはなかった。 

●対象地付近で航空機事故が発生したことはない。 

●普天間飛行場内でタイヤを燃やしていたことがあったが、東シナ海側で対象

地ではなかった。 

●対象地周辺の事業所から化学物質の流出などがあった話は聞かない。 

戦災等に関する

項目 

●対象地付近では空襲や艦砲射撃はあまりなかった。 

●対象地付近では地上戦はなかったが、夜になると日本軍の夜襲があった。 

●対象地付近で大型不発弾の発見の話はない。 

 

【聞き取り調査】
既存資料で得られた情報と整合性のある土地利用の関する情報が得られました。また、沖縄戦後の状況や米軍施設の用途に
関する情報など貴重な情報を得ることができました。
＜沖縄戦後の利用状況＞
・米軍の資材置き場として利用されていた、対象地付近のごみ捨て場（ちり捨て場）はなかった など。
＜普天間飛行場の利用状況＞
・対象地の北東部に確認できた建物は通信部隊の施設である、パイプラインは通っていなかった、昭和38年頃に基地フェンス
が設置された など。 9

＜聞き取り調査結果位置図＞ ＜聞き取り調査結果＞



使用等履歴に関する調査：現地確認視察

既存資料や古老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、現に土壌汚染・水質汚
濁・不発弾・廃棄物の存在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】
普天間飛行場の外側にある民間資材置き場の裏で地表面に油状のものが認められ、フェンス沿い（住宅側）で乗用車、農業
用タンク、古い生活用品の残置が認められましたが、これら以外について土壌汚染、水質汚濁、不発弾、廃棄物が存在する状況
は認められませんでした。
なお、谷部においては普天間飛行場の巡回道路整備に伴い盛土されていますが、当該工事の際に土壌汚染や埋設廃棄物が
発見されたとの情報はないこと、汚染土壌の搬入はないことを施工業者への聞き取りにより確認しています。
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項目 踏査結果 参考資料・写真 No. 

土壌汚染の 

端緒 

対象地の北東部における資材置き場裏で地表面に油状のも

のが認められた。なお、このほかには燃料タンク近傍を含め

て土壌汚染の端緒となる土壌の変色、異臭、植物の異状な

枯れ等といった事象は確認されなかった。 

28、42、46、62、65 

水質汚濁の 

発生状況 

対象地を横断しての複数の水路（暗渠含む）や井戸が確認

されたが、水質に油膜や異臭といった事象は確認されなかっ

た。 

3、15、16、17、22、 

33、38、43、47、56、 

61、66、71、72 

不発弾等の 

有無 

対象地において不発弾等の存在は確認されなかった。 ― 

廃棄物の 

有無 

対象地内のフェンス沿い（住宅側）において、乗用車、農業

用のタンクや古い生活用品などが残置されていたが、埋設

廃棄物の端緒となる不自然な盛土といった事象は確認され

なかった。なお、フェンス内において、廃棄物の存在や埋設

廃棄物の端緒は確認されなかった。 

2、7、14、18、20、35 

盛土造成 巡回用道路整備に伴って、谷地形部分においては対象地に

及ぶ範囲で盛土造成が行われていた。 

12、13、21、23、32、 

34、48、55、67 

 

＜現地確認視察の記録写真撮影箇所＞
＜現地確認視察結果＞



使用等履歴に関する調査：【参考】現地記録写真
＜土壌汚染の端緒に関する記録写真＞ ＜水質汚濁に関する記録写真＞

＜廃棄物に関する記録写真＞

11



【地質・地下水概要】
宜野湾市の地質は市域の東側は泥岩や砂岩からなる島尻層群、中央部はサンゴ礁由来の琉球石灰岩、海岸部は未固結
の堆積層に区分されます。対象地の表層地質は琉球石灰岩または島尻層群となります。
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ます。地下水の流向は段丘面から低地へと向かうおおむ
ね北西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

12

＜対象地の地質・地下水＞

①谷部
②谷部

③谷部
④谷部

「宜野湾市自然環境情報データベース」から引用

「宜野湾市自然環境調査報告書」から引用
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＜対象地の地形＞

地下水等に関する調査：地形・地質・地下水概要

【地形概要】
宜野湾市の地形は海岸に面して4つの平坦面を有する雛壇状段丘です。対象地は中位段丘上位面（第四面）と中位段
丘下位面（第三面）の境界付近に位置し、標高は90～100mを示しますが、大きく4つの谷地形が見られ、起伏の大きい地
形となっています。

②谷部①谷部 ③谷部 ④谷部
高低差が約10mの谷部であり、同谷
底に設置された雨水排水路を通じ、普
天間飛行場内への雨水の流入が確認
される。

高低差が約5mの谷部であり、同谷底
に設置された雨水排水路を通じ、普天
間飛行場内への雨水の流入が確認さ
れる。

断面図(Bライン)に近接する高低差が
約15mの谷部であり、同谷底に設置さ
れた雨水排水路を通じ、普天間飛行
場内への雨水の流入が確認される。

①谷部

②谷部

③谷部
④谷部

高低差が約5mの谷部であり、同谷底
に設置された雨水排水路を通じ、普天
間飛行場内への雨水の流入が確認さ
れる。
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【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の汚染が発生したという情報は確認されませんでした。

地下水等に関する調査：既往地下水調査結果

既往の地下水調査結果について確認を行い、対象地および周辺における地下水の汚染状況の確認を行いました。既往地下水
調査結果

調査項目 調査結果
①水質汚濁防止法に基づく常時監視 【大山地内】、【真志喜地内】で実施された有害物質に関する地下水調査結果は、地下水環境基準に適合。

②ダイオキシン類対策特別措置法に
基づく常時監視

【ヒヤカーガー】、【シチャヌカー】で実施されたダイオキシン類に関する地下水調査結果は、地下水環境基準に適合。

③在日米軍施設・区域環境調査 【フェンス横湧水】、【森川森林公園内湧水】、【フンシンガー】、【ヒヤカガー】で実施された有害物質に関する地下水調査
結果は、地下水環境基準に適合。

④宜野湾市自然環境調査 【流入口】、【地下水】、【湧水】、【洞穴】で実施された有害物質・ダイオキシン類に関する地下水調査結果は、地下水環
境基準に適合。

対象地

調査項目①～③の調査地点位置 調査項目④の調査地点位置

14

宜野湾市自然環境調査報告書から引用



不発弾等の探査に係る調査：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は50Kg爆弾・250Kg爆弾の発見は確認されませんでしたが、艦砲弾・
砲弾・手榴弾などの発見履歴が確認できました。
市史等では対象地付近で本格的な交戦の記述は確認されませんでしたが、激戦地であった嘉数地区に近く、また、日本軍
による夜襲があったとの聞き取り情報から、規模は大きくなくとも日米軍による交戦が行われた地域と考えられます。

愛知

神山

中原

野湾

赤道

字界

処理弾

不発弾等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、市史等）を確認するとともに、聞
き取り調査により情報の補足を行いました。

不発弾等の

調査

不発弾等の
探査に係る
調査

【市史等】
・「宜野湾戦後のはじまり」（宜野湾市文化課）
・「宜野湾市史別冊写真集ぎのわん」（宜野湾市文化課）
・「沖縄戦（第二次世界大戦最後の戦い）」（国会図書館にて閲覧）
【聞き取り調査】
・古老4名（70代～80代）

対象地

＜不発弾データベースによる確認結果＞ ＜市史等・聞き取り調査による確認結果＞
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時期 交戦状況・戦災状況 

 
 

 

市
史
等 

昭和 20 年 4 月 1 日 米軍、読谷村付近に上陸 

昭和 20 年 4 月 2 日 米軍艦船、大山・普天間・城間・天久付近に艦砲射撃 

昭和 20 年 4 月 4 日 米軍、北谷・島袋・大山・宜野湾の線まで進出 

昭和 20 年 4 月 6 日頃 嘉数の戦いが始まる 

昭和 20 年 4 月 19 日 米軍、嘉数地区に猛攻撃 

昭和 20 年 4 月 21 日 日本軍、嘉数地区撤退 

昭和 20 年 6 月 普天間飛行場の建設が始まる 

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 

●対象地付近では空襲や艦砲射撃はあまりなかっ

た。 

●夜になると日本軍の夜襲があった。 

●対象地付近で大型不発弾の発見の話はない。 

●戦後から地形改変はない。 

 

「沖縄不発弾等事前調査
データベースシステム」
より引用



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・天然記念物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

調査

文化財・植
生等に関する
調査

【文化財・植生・天然記念物】
文化財については、所在が示された国指定、登録、県指定、市指定の文化財の存在は対象地では確認されませんでした。ま
た、植生については、おおむね芝生地等やドブ川の草本群落、耕作地、人工林の分布であることが確認できました。天然記念
物については、宜野湾市に所在するものとして「ウデナガサワダムシ」、「大謝名メーヌカー淡水紅藻」が確認されました。

対象地

＜文化財の有無に関する確認結果＞ ＜植生に関する確認結果＞

＜天然記念物に関する確認結果＞

16

名称 指定年月 所在 

ウデナガサワダムシ 昭和 51 年 5 月 29 日 所在を定めず 

大謝名メーヌカー淡水紅藻 平成 3 年 8 月 1 日 宜野湾市大謝名 
大謝名メーヌカー淡水紅藻

「宜野湾市自然環境調査報告書」から引用

「宜野湾市文化課HP」から引用

画像は「宜野湾市自然環境情報
データベース」,「宜野湾市文化課
HP」から引用



資料等調査結果のまとめ

【使用等履歴のまとめ】
使用等履歴の調査結果から、対象地において有害物質の使用に関する情報や現に土壌汚染、水質汚濁、廃棄物が存在
するといった情報は確認されませんでした。ただし、戦後は資材置き場が点在していた、フェンスの内側は米軍の管理下であった
ことなど、土壌汚染については蓋然性の評価にあたって考慮すべき事項があったと考えます。
不発弾については不発弾データベースにおいて周辺に発見履歴があること、戦後に地形改変がないことから、存在する可能性
はあると考えます。 17

 

時期 把握された情報 土壌汚染・水質汚濁・廃棄物が存

在するおそれに関する評価 

沖縄戦以前～ 

昭和 20 年 8 月頃 

●一帯は畑であり、工場や日本軍の陣地はなかった。 

●沖縄戦時において、対象地付近では空襲や艦砲はあまりなかった。夜になると日本軍の夜

襲があった。 

●普天間飛行場の造成の際に、車両や弾薬、廃棄物が投棄されたという話は聞かない。 

【時期を特定しない情報】 

地形断面比較図 

●対象地において廃棄物の埋設を疑う谷

の埋め立て等による地形変化は確認され

なかった。 

 

 

古老聞き取り結果 

●対象地において地形改変はない。 

●対象地にパイプラインはなく、付近での

航空機事故が発生したこともない。 

●対象地周辺の事業所から水路に化学

物質の流出などがあった話は聞いたこと

がない。 

 

 

巡回用道路(対象地の東側隣接地)施工

業者聞き取り結果 

●土壌の変色や油臭などの異状は確認さ

れていない（一部土壌分析調査済み）。 

●不発弾等の発見はない。 

●地表に古タイヤが 3 本程度あったが、埋

設廃棄物の発見はない。 

 

 

土壌汚染・水質汚濁、廃棄物が存

在するおそれとなる事象は確認さ

れない。 

昭和 20 年 8 月頃 

～昭和 38 年頃* 

 

*巡回用道路、フェンス

が設置され、米軍の管

理下となった時期 

●対象地周辺一帯は米軍の資材置き場（弾薬や車両など）が点在していた地域との証言もあ

ったが、対象地付近は沖縄戦後も農地だったとも証言があった。 

●昭和 20 年 8 月および同年 12 月撮影の航空写真から、対象地はおおむね空き地や農地で

あり、米軍の資材置き場として利用されている状況は確認されなかった。 

●対象地付近に米軍のゴミ捨て場（ちり捨て場）はなかった。 

●当時、畑で有害な農薬が使用されることはなかった。 

●対象地外であるが、東側沿い敷地の普天間飛行場側に 2 つの燃料タンクの設置履歴（うち

北側の 1 つは現存）があり、南側のタンクは昭和 27～28 年頃に落雷により火災を起こしたこと

があるが、当時、燃料はほとんど入っておらず、燃料が飛び散ることはなかった。 

●昭和 37 年撮影の航空写真から、対象地のフェンス内を通る米軍の巡回用道路の存在が確

認できた。 

●フェンスが設置されるまでは普天間飛行場を自由に行き来できた。 

土壌汚染・水質汚濁・廃棄物が存

在するおそれとなる事象は確認さ

れない。 

 

【考慮すべき事項】 

●戦後、対象地周辺一帯は米軍の

資材置き場が点在していた。 

昭和 38 年頃～現在 

 

 

●昭和 45 年～昭和 59 年撮影の航空写真から、対象地の北東部の一画に通信（気象関係）

部隊の施設（アンテナ・建物）があった。なお、建物内の用途はわからない。 

●昭和 45 年撮影の航空写真から住宅地から続く道路（後に拡幅あり）が設置される。 

●昭和 59 年撮影の航空写真から、対象地の北東部の一画（中原進入路脇）が民間業者の資

材置き場として利用される。 

●既往地下水調査において地下水汚染の存在は確認されない。 

現地視察結果 

●対象地の普天間飛行場側に隣接して新たな巡回用道路の工事が行われており、谷部分で

は対象地にかかって盛土されているが、盛土に土壌汚染の端緒は認められない。 

●現存する燃料タンクの近傍では掘削工事が行われていたが、法面に油染みは認められな

かった。 

●東側沿い敷地の北東部に位置する資材置き場裏で油状のものが部分的に確認されたが、

このほかに土壌汚染の端緒となる事象は認められない。 

●現地視察では確認された水路・井戸の水質において外観からは異状は認められない。 

●現地視察では廃棄物の埋設を疑う不自然な盛土は認められない。 

●フェンスの外側では個人のものと思われる残置物（農業タンク・バケツ類・生活用品・肥料袋

など）が見受けられる。 

土壌汚染・水質汚濁・廃棄物が存

在するおそれとなる事象は確認さ

れない。 

 

【考慮すべき事項】 

●フェンスの内側（普天間飛行場

側）は巡回用道路が設置されるな

ど、米軍の管理下であった。 

●北東部の一画にあった通信部隊

の施設における建物内の用途は不

明であった。 

●北東部の民間資材置き場裏に

部分的に油状のものが確認され

た。 

●新たな巡回用道路整備における

盛土は米軍基地内における建設発

生土が利用された。 



検討項目 蓋然性の評価 調査計画
土壌汚染 前述の考慮すべき事項について下表のとおり検討しました。

＜使用等履歴における留意すべき事項と蓋然性の検討結果＞
土壌汚染対策法を参考に、土
壌汚染の概況を把握するための
調査計画を立案する。

水質汚濁 使用等履歴に基づく蓋然性はないと考えられるが、土壌汚染調査
において土壌溶出量基準不適合が確認された場合、これに起因し
た地下水汚染のおそれが考えられるため、土壌溶出量基準不適合
が確認された場合には蓋然性があると考えられる。

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
計画を立案する。

不発弾等 交戦が行われた地域と考えられ、また、不発弾データベースにおいて
周辺に不発弾が発見されており、戦後に地形改変はないという証言
から、不発弾等が存在する蓋然性があると考えられる。

磁気探査要領(案)を参考に、不
発弾探査に係る調査計画を立
案する。

廃棄物 廃棄物の投棄の事実や埋設を疑う使用履歴等（地形変化含
む）に関する情報は確認されなかったため、廃棄物が存在する蓋然
性はないと考えられる。

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
れら調査時に併せた目視調査を
行うことを計画する。

14蓋然性の評価と各種調査計画
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考慮すべき事項 
蓋然性

の有無 
理由 

蓋然性がある場合

の存在範囲 

戦後、米軍の資材置き場と

して利用されていた可能性

が否定できない。 

有り 戦後、資材置き場には様々な軍需品や車両（廃車両

含む）が集積されたと考えられるが、これらの物品中に

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。 

全域 

昭和 38 年以降はフェンスの

内側（普天間飛行場側）は

米軍の管理下にあった。 

有り 米軍の管理下であったため、有害物質の取り扱いや

廃棄物の発生があった場合に適切に使用・処理が行

われたことを客観的に示すことが困難であるため。 

フェンスの内側 

（普天間飛行場側） 

北東部の一画にあった通信

部隊の建物。 

有り 建物内の用途が不明であり、当該施設において有害

物質の使用・保管・処理がなかったことを客観的に示

すことが困難であるため。 

北東部の一画 

北東部の民間資材置き場裏

に部分的に油状の存在が確

認された。 

有り 

現に、油状の存在が確認されたため。 

油状の存在が確認

された箇所 

 

巡回用道路整備における盛

土は米軍基地内における建

設発生土が利用された。 

無し 施工業者への聞き取りによると、搬入した土壌の異状

や廃棄物（焼却灰などを含む）の混入は認められなか

った。また、搬入土の一部については土壌汚染調査が

実施済であるため。 

 

 



調査項目 対象物質 
分析 

検体数 
分析方法 

土壌ガス調査 第一種特定有害物質 12 物質 84 平成 15 年環境省告示第 16 号 

土壌調査 

(特定有害物質) 

第二種特定有害物質 

第三種特定有害物質 
14 物質 84 

平成 15 年環境省告示第 18 号 

平成 15 年環境省告示第 19 号 

土壌調査 

（油類） 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 

臭気強度 
 664 油汚染対策ガイドライン 

 

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、焼却灰などの埋設が確認された場合には状況に応じてダイオ
キシン類に係る調査を検討します。

調査地点位置の選定

調査対象物質の特定

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。

土壌汚染対策法における土壌汚染状況調査の考え方を基本に
調査地点位置を選定します。なお、基地フェンスの内側（飛行場
側）と外側（住宅側）を比較すると、基地フェンスの内側のほう
が土壌汚染のおそれが高いと考えられるため、可能な限り基地フェ
ンスの内側で調査地点を選定します。
なお、具体的な調査地点については、跡地利用計画等を考慮し、
地権者及び関係機関等との調整を経て決定します。

調査数量（想定）

＜土壌汚染調査地点位置図の例＞
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分析項目



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。経層探査の範囲につ
いても同様とします。
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爆弾については近傍における
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。

業務名：普天間(25)構内道路整備土質調査 

ボーリング地点 貫入深度（①） 埋土層厚 

（②） 

埋没深度 

（①＋②） 50kg 爆弾 250kg 爆弾 

B-1 3.03m 3.24m 1.50m 4.74m 

B-2 1.48m 2.02m 0.90m 2.92m 

B-3 4.11m 5.30m 0.80m 6.10m 

B-4 1.62m 2.39m 0.90m 3.29m 

B-5 3.17m 3.67m 1.50m 5.17m 

調査範囲や調査深度の計画にあっては、跡地利用（市道の整備）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）

経層探査に係る実施設計
＜陸上水平探査機器の例＞

20「磁気探査要領(案)の解説」から引用

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 21,000 ㎡ 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。

調査手法の検討

調査範囲の選定

廃棄物の種類等

地表の廃棄物については金属探知機を併用した上での目視調査
とします。埋設された廃棄物については不発弾等探査としての経
層探査に併せ、経層探査における掘削時の目視調査を基本とし
ます。

地表の廃棄物の調査範囲については対象地全域を基本とします。
埋設廃棄物の調査範囲については跡地利用計画において掘削
等を行う範囲（＝経層探査を行う範囲）を基本とします。

具体な投棄・埋設の事実がなく、廃棄物の種類や大きさを想定で
きないため、設定しません。
※フェンス沿いに確認された個人のものと思われる残置物は廃棄
物には含めていません。

21

調査数量（想定）
調査項目 想定廃棄物 調査範囲 調査方法 

目視調査 

（地表） 
種類を問わず 

対象地全域 

（約 43,000 ㎡） 
現地踏査 

目視調査 

（地中） 
種類を問わず 

経層探査を 

実施する範囲 

経層探査における 

掘削時の確認調査 

 

廃棄物が確認された場合には関係法令に基
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。


