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駐留軍用地の返還に関する実施計画

返 還 が 合 意 さ れ た
施 設 及 び 区 域 の 名 称

返 還 に 係 る 区 域 （別図のとおり）

返 還 の 予 定 面 積 約１，９００㎡

返 還 の 予 定 時 期 令和３年５月３１日

返還に係る区域内に所在する １ 概要
駐留軍が使用している建物 （１）建物：なし

その他土地に定着する物件 （２）土地に定着する物件：工作物一式

２ 除却をするとした場合に当該除却に要すると

見込まれる期間
国道拡幅事業の工事工程を踏まえ、逐次実施

する。 ※年、半年単位での期間を記載

※入札公告から除却完了までの期間を記載

※想定される除去に要する最短期間を記載

返還に係る区域において国が
行う調査 １ 調査を行う区域の範囲

約１，９００㎡ ※返還跡地内の国有地の取扱いに

（調査の事項） ついては、返還実施計

☑土壌の汚染の状況 ２ 調査の方法
別紙のとおり

□水質の汚濁の状況

３ 調査に要すると見込まれている期間
☑不発弾その他の火薬類の 国道拡幅事業の工事工程を踏まえ、逐次実施

有無 する。
※年、半年単位での期間を記載

☑廃棄物の有無 ４ 調査の結果に基づいて国が講ずる措置の方針

別紙のとおり

注：１ 返還に係る区域において国が行う調査については、該当する□をチェックをすること。

２ 返還に係る区域において国が行う調査の欄については、記述事項が多く、本書式に記入

できないときは、別紙に記入すること。

ＦＡＣ６０５６ 牧港補給地区



FAC6056 牧港補給地区

返還予定区域

別 図



別 紙

２ 調査の方法
当該返還に係る区域について、関係機関と調整の上、下記調査を実施する。

（１）土壌の汚染の状況

土壌汚染対策法施行規則（平成 14 年環境省令第 29 号）で定める方法により土壌
汚染のおそれを把握、当該結果に基づき試料採取等を実施し、土壌汚染対策法（平
成 14 年法律第 53 号）第２条第１項に定める「特定有害物質」及び「鉱油類」につ
いて、土壌汚染対策法施行規則及び油汚染対策ガイドライン（平成 18 年 3 月中央
環境審議会土壌農薬部会、土壌汚染技術基準等専門委員会）で定める方法により試

料を測定し、土壌の汚染の状況を調査する。

（２）不発弾その他の火薬類の有無

過去の文献や聞き取り等による資料等調査等で得られた情報に基づき磁気探査等
の方法により不発弾等の有無を調査する。

（３）廃棄物の有無

不発弾等調査に併せて廃棄物の有無を調査する。

上記（１）から（３）までの調査を実施する際には、跡地利用に支障がないよう、関

係機関と調整することとする。

４ 調査の結果に基づいて国が講ずる措置の方針

（１）土壌の汚染
調査の結果、確認された土壌の汚染については、関係機関と調整の上、適切に処

理する。

（２）不発弾その他の火薬類

確認探査の結果、確認された不発弾等については、警察署への発見届出を行うな
ど不発弾等処理対策便覧（平成 16 年 3 月沖縄不発弾等対策協議会）に基づき適切
に対応する。

（３）廃棄物
調査の結果、確認された廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和 45年法律第 137号）等関係法令に基づき適切に処理する。
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「返還実施計画の案」に対する沖縄県の意見への回答

（総括的事項）

１．「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措

置法（以下、「跡地利用推進法」という。）」に基づき、当該区域の全部について、

駐留軍の行為に起因するものに限らず、所有者等に土地を引き渡す前に、土壌

汚染・不発弾の除去等の支障の除去に関する措置を徹底して講ずること。

【県土・跡地利用対策課】

（回答）

牧港補給地区の一部土地の返還（国道58号沿い(ランドリー工場地区)）に当たっ

ては、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措

置法（以下「跡地利用特措法」という。）に基づき、返還が合意された区域の全部に

ついて、駐留軍の行為に起因するものに限らず土壌汚染や不発弾等の状況の調査を

実施した上で、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置

（以下「支障除去措置」という。）を当該土地の所有者等に当該土地を引き渡す前に、

関係法令に定める方法により適切に実施しております。

（管理部返還対策課）

２．土地の履歴情報や米軍及び元軍雇用員等の関係者への聞取り等を実施する資

料等調査報告書について、関係機関に速やかに提出すること。

【県土・跡地利用対策課】

（回答）

当該返還地における資料等調査については、平成３０年３月に返還された国道５

８号沿の土地（以下「既返還地」という。）の調査の際に実施しており、その調査報

告書については、沖縄県、浦添市等の関係機関（以下「関係機関」という。）に対し

適切に情報提供しているところです。

（管理部返還対策課）

（関係機関との調整）

３．当該区域の土地の返還については、適宜、関係する地方公共団体に情報提供

と協議を行い、地元の意向を踏まえ対応すること。

【基地対策課】

（回答）

沖縄防衛局は、本件返還に関して、これまでも浦添市に対して適宜情報提供や意

見聴取を行っており、引き続き、適切に対応してまいります。

（企画部基地対策室）

（管理部返還対策課）

４．土壌の汚染の状況に関する調査（以下「土壌汚染調査」という。）、不発弾そ

の他の火薬類の有無に関する調査（以下「不発弾等調査」という。）及び廃棄物

の有無に関する調査（以下「廃棄物調査」という。）（以上の三の調査を、以下、

「支障の除去に関する措置の各調査」という。）に係る具体的な計画の立案及び
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調査実施に際しては、関係機関と事前に調整すること。

【環境政策課・県土・跡地利用対策課】

（回答）

当該返還地は、国道５８号の渋滞緩和のため、返還後速やかに拡幅工事に着手す

る必要があることから、返還条件であるフェンス等の移設工事に必要な土壌汚

染調査及び不発弾等探査を実施する際、資料等調査の結果を反映させて実施し、

効率的に支障除去措置を実施したところです。

（管理部返還対策課）

５．支障の除去に関する措置の各調査の計画や結果が適切であるかを判断するに

は、現地確認が必要になることもあることから、関係機関が立入調査を求めた

場合には、速やかに応じること。

【県土・跡地利用対策課】

（回答）

関係機関から必要な立入調査を求められた場合は、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

（県民等への情報提供）

６．支障の除去に関する措置の各調査に係る具体的な計画及びその結果（土地の

履歴に関する情報を含む）については、速やかに関係機関及び県民に情報提供

すること。

【環境政策課、県土・跡地利用対策課】

（回答）

支障除去措置の計画及び調査結果に関する関係機関及び県民への情報提供につい

ては、関係機関と調整の上、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

（自然環境等調査の実施）

７．支障の除去に関する措置の各調査に係る具体的な計画については、事前に沖

縄県米軍基地環境調査ガイドライン（平成29年３月沖縄県）（以下「ガイドライ

ン」という。）に留意し、必要に応じて自然環境等調査を実施した上で立案する

こと。

【環境政策課】

（回答）

支障除去の実施に当たっては、自然環境等の把握に努め、資料等調査において

既存資料による調査及び現地調査を実施した上で、調査結果に応じた検討を行って

います。

（管理部返還対策課）

８．自然環境等調査をする場合は、希少な野生生物や外来種も調査対象とするこ

と。支障の除去に関する措置の各調査及び支障除去作業において、外来種が確

認された場合は、除去に努めるとともに、外来種が周辺地域へ逸出しないよう
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対策を講ずること。

【自然保護課、環境政策課】

（回答）

支障除去の実施に当たっては、資料等調査において希少な野生生物や外来種も調

査対象として既存資料による調査及び現地調査を実施し、確認された外来種につい

ては除去に努めるとともに、外来種が周辺地域へ逸出しないよう実施しております。

（管理部返還対策課）

（土壌汚染調査等）

９．土壌汚染調査については、跡地利用推進法で規定する土壌汚染対策法、ダイ

オキシン類対策特別措置法（以下「土壌汚染関連国内法」という。）で規制基準

が設けられている物質について概況調査を実施すること。

【環境政策課】

10．米軍基地は、国内一般地域に比べ、化学物質の利用に特殊性があることから、

土壌汚染調査に際しては、ガイドラインに沿った、地歴調査（訓練や事故等を

含む。）等の当該区域に関する情報を十分に収集すること。

また、土壌汚染関連国内法において規制基準が設けられている物質以外に、化学物

質の審査及び製造等の規制に関する法律で規制されている物質や、米国内の米軍基地

のうち「庁舎（管理事務所、整備工場、倉庫等）」で調査がなされ汚染が確認された

物質（ガイドライン資-20 ～ 23）など、当該区域でその存在可能性が高いと考えら

れる物質についても、概況調査を実施すること。また、PCBについては特に詳細に調

査を行うこと。

【環境政策課】

（回答）

土壌汚染調査の実施に当たっては、返還される施設・区域の全部について、過

去の図面等の資料収集、米軍（基地従業員関係者含む。）及び地元古老等から

聞き取り等を行い、土地の使用履歴や改変状況等を調査することとしており、

当該調査から得られた結果を踏まえ、土壌汚染調査を実施しております。

（管理部返還対策課）

11．土壌汚染調査の結果、汚染が確認され、周辺住民に影響を及ぼすおそれがあ

る場合は、その対策について、ガイドラインに沿った住民参画を実施すること。

【環境政策課】

（回答）

周辺住民に影響を及ぼす土壌汚染等が確認された場合は、関係機関と調整を行っ

た上で、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

12．土壌汚染が確認された場合は、土壌汚染対策法第14条の規定に基づく指定申

請に努めること。

【自然保護課】
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（回答）

当該返還地における土壌汚染調査については、関係法令に定める方法により実施

しました。

（管理部返還対策課）

（廃棄物調査）

13．過去の返還跡地から引渡し後に、廃棄物等が発見されていることから、廃棄

物調査に当たっては、目視調査、磁気探査等現地調査を徹底して行うこと。

【環境政策課】

（回答）

廃棄物調査については、当該返還地における資料等調査の結果及び既返還地にお

ける支障除去結果を踏まえ、目視調査、磁気探査等現地調査を実施しました。

（管理部返還対策課）

14．所有者等への土地の引渡し後に、埋設廃棄物等何らかの支障が認められた場

合は、国において調査、対策等を実施すること。

【環境政策課】

（回答）

当局としては、土地の引渡し前の支障除去措置に万全を尽くしてまいりますが、

仮に、土地の引渡し後に埋設廃棄物等が発見された場合は、土地の所有者及び関係

機関と調整し、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

15．調査の結果、確認された廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和45年法律137号）等関係法令に基づき適切に処理すること。

【環境整備課】

（回答）

調査において、確認された廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律137号）等関係法令に基づき、適切に処理しているものです。

（管理部返還対策課）

（不発弾等調査）

16．別紙「２ 調査の方法（２）不発弾その他の火薬類の有無」に関して、不発

弾等について、過去の文献や聞き取り等による資料等調査の結果、把握した貫

入予測調査の結果を提供すること。

併せて、磁気探査等について、調査箇所及び調査方法を明確に示すこと。

【防災危機管理課】

（回答）

資料等調査の結果や磁気探査等の調査箇所及び調査方法については、関係機

関に対し、適切に情報提供してまいります。

（管理部返還対策課）
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17．別紙「４ 調査の結果に基づいて国が講ずる措置の方針（２）不発弾その他

の火薬類」に関して、確認された不発弾等については、「不発弾等処理対策便覧

に基づき、適切に対応する」とあるが、土地の引渡しが完了するまでに確認さ

れた不発弾等の処理については、跡地利用推進法を踏まえ、戦後使用弾を含め

全て国において処理すること。

万が一、引渡し後に発見される不発弾等についても、全て国において処理す

ること。

併せて、戦時中の不発弾等及び戦後使用弾の処理の流れや処理までの役割分

担を関係機関と十分調整の上、明確に示すこと。

【防災危機管理課】

（回答）

不発弾の処理については、関係機関と調整を行った上で、適切に対応してお

ります。

当局としては、土地の引渡し前の支障除去措置に万全を尽くしてまいります

が、仮に、土地の引渡し後に不発弾等が発見された場合には、土地の所有者及

び関係機関と調整し、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

（文化財の保護）

18．当該箇所の埋蔵文化財の有無照会等について、浦添市教育委員会と事前に調

整を行うこと。

また、着手前の時点で埋蔵文化財の所在がない場合でも、作業中に埋蔵文化

財が確認される可能性があるため、その際は作業を中断し、速やかに浦添市教

育委員会に連絡してその指示に従うこと。

【文化財課】

（回答）

埋蔵文化財については、事前に市の教育委員会と調整を行うなど、適切に対

応しております。なお、当該返還地における支障除去措置において、埋蔵文化

財と認められるものは確認されておりません。

（管理部返還対策課）

19．当該地には地域を指定した天然記念物は存在しないが、下記の地域を定めず

指定されている天然記念物が生息している可能性がある。作業にあたっては、

これら天然記念物の保存に影響を与えないように配慮すること。また、作業中

にこれらの天然記念物に遭遇した際は、文化財保護法125条及び文化財保護条例

第36条に抵触することのないよう、作業を中断し、速やかに浦添市教育委員会

に連絡し、その指示に従うこと。

（国指定）：オカヤドカリ

（県指定）：クロイワトカゲモドキ

【文化財課】

（回答）

当該区域に生息・生育する天然記念物に極力影響を与えないよう十分配慮し
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ながら作業を実施しております。なお、作業中において天然記念物については

確認されておりません。

（管理部返還対策課）
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「返還実施計画の案」に対する浦添市の意見への回答

（総括的事項）

１．「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措

置法（以下、「跡地利用特措法」という。）」に基づき、返還が合意された駐留軍

用地の区域の全部について、駐留軍の行為に起因するものに限らず、例外なく

土地所有者等に土地を引渡す前に、土壌汚染・不発弾の除去等の支障の除去に

関する措置を徹底して講じていただきたい。

また、返還手続きにあたっては、「駐留軍から返還された民公有土地等の引渡し等

に関する訓令（防衛省訓令第75号）（以下、「訓令」という。）」に定めるところにより

適切に対処していただきたい。

【跡地未来課・区画整理課】

（回答）

牧港補給地区の一部土地の返還（国道58号沿い（ランドリー工場地区））に当たっ

ては、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措

置法（以下「跡地利用特措法」という。）に基づき、返還が合意された区域の全部に

ついて、駐留軍の行為に起因するものに限らず土壌汚染や不発弾等の状況の調査を

実施した上で、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置

（以下「支障除去措置」という。）を、当該土地の所有者等に当該土地を引き渡す前

に、関係法令に定める方法により適切に実施しております。

また、返還手続きについては、訓令に基づき適切に行います。

（管理部返還対策課）

２．土地の引渡しにあたり、平成２４年５月１５日付締結の土地建物等賃貸借契

約書を遵守すること。

【土地所有者等】

（回答）

土地の引渡しに当たっては、跡地利用特措法に基づく支障除去措置を実施し

た上で、土地建物等賃貸借契約書の規定に基づく対応を行います。

（管理部返還対策課）

３．土地の引渡し後の跡地利用が円滑に実施できるように環境浄化に努めること。

【土地所有者等】

（回答）

当該返還地は、国道５８号の渋滞緩和のため、返還後速やかに拡幅工事に着手す

る必要があることから、返還条件であるフェンス等の移設工事に必要な土壌汚

染調査及び不発弾等探査を実施する際、資料等調査の結果を反映させて実施し、

効率的に支障除去措置を実施したところです。

（管理部返還対策課）

（関係機関との調整について）
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４．返還に係る区域の全部において国が行う調査（調査方法、経過、調査結果）

について、関係機関及び土地所有者等に対して、事前調整するとともに、調査

等について十分な説明と情報開示を行い、不安や誤解を与えないようにしてい

ただきたい。

【跡地未来課】

（回答）

当該返還地は、国道５８号の渋滞緩和のため、返還後速やかに拡幅工事に着手す

る必要があることから、返還条件であるフェンス等の移設工事に必要な土壌汚

染調査及び不発弾等探査を実施する際、資料等調査の結果を反映させて実施し、

効率的に支障除去措置を実施したところです。

本調査の結果等にかかる情報開示については、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

（返還実施計画への具体的記載について）

５．「返還に係る区域内に所在する駐留軍が使用している建物その他土地に定着す

る物件」について、土地に定着する物件の内容を明示していただきたい。

また、訓令第4条に基づく返還合意後の調査結果は、関係機関への公表と十分な

説明を行っていただきたい。

【跡地未来課】

（回答）

返還実施計画に記載の土地に定着する物件については、フェンス、外灯、埋

設管等の工作物です。

また、訓令第4条に基づく調査結果については、沖縄県、浦添市等の関係機

関（以下「関係機関」という。）に対し適切に情報提供してまいります。

（管理部返還対策課）

（管理部施設管理課）

６．当該返還に係る区域内にある施設等については、跡地利用特措法及び訓令に

定めるところにより適切に対処していただきたい。

また、引渡し後に土壌の汚染・水質の汚濁・不発弾その他の火薬類・廃棄物

等が確認された場合は、関係機関と協議の上、国の責任において適切に措置す

るとともに、その旨返還実施計画への記載を求める。

【跡地未来課・区画整理課】

（回答）

返還実施計画は、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する

措置を定めるものであり、土地引渡し前の支障除去措置に万全を尽くしてまいりま

すが、仮に、土地の引渡し後に土壌汚染等が確認された場合には、土地の所有者及

び関係機関と調整し、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

（土壌汚染調査について）

７．土壌汚染調査においては、土壌汚染対策法第2条第1項に定める「特定有害物

質」及び「鉱油類」のみならず、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に
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定める「ダイオキシン類」の調査も実施していただきたい。

【環境保全課】

８．平成27年度よりキャンプキンザー周辺においてPCB等汚染物質の調査を実施し

ており、その調査の結果、底質等にPCB等を含む汚染物質が検出されております。

返還に伴う土壌汚染調査の際は、当該区域内においてPCB等を含む汚染物質の調

査を実施していただき、その調査結果を速やかに公表（情報開示）し、汚染物

質が確認された場合は、関係機関と協議の上、適切な措置を講じていただきた

い。

【環境保全課】

（返還に係る区域において国が行う調査について）

９．令和2年4月10日に起こった普天間飛行場からの泡消火剤流出事故のその後の

調査において、PFOS等の有機フッ素化合物の検出が続いており、土壌汚染の常

態化が懸念されるとの新聞報道がなされている。当該区域内においても、PFOS

等の土壌汚染調査を実施していただきたい。

【跡地未来課・環境保全課】

（回答）

土壌汚染調査の実施に当たっては、返還される施設・区域の全部について、過去

の図面等の資料収集、米軍（基地従業員関係者含む。）及び地元古老等から聞

き取り等を行い、土地の使用履歴や改変状況等を調査することとしており、当

該調査から得られた結果を踏まえ、土壌汚染調査を実施しております。

（管理部返還対策課）

（文化財について）

10．返還予定区域は、文化財保護法による埋蔵文化財を包蔵する土地として周知

されている土地ではなく、また包蔵する可能性は低いと考えられる。ただし、

次の点に留意していただきたい。

１.国が行う調査において掘削を行う際、埋蔵文化財と認められるものが発見さ

れた場合は速やかに本市教育委員会文化財課まで連絡をすること。

２.上記の場合において埋蔵文化財と確認された場合は、その取り扱いについて

協議を行い適切な措置を講じること。

【文化財課】

（回答）

埋蔵文化財については、事前に市の教育委員会と調整を行うなど、適切に対

応しております。なお、当該返還地における支障除去措置において、埋蔵文化財

と認められるものは確認されておりません。

（管理部返還対策課）

（土壌汚染調査等）

11．返還に係る区域において国が行う調査の結果、土壌汚染等が確認され、民地

側及び提供施設内への影響が疑われる場合、民地及び提供施設内においても調



- 4 -

査を行っていただき、調査結果の十分な説明と公表等はもちろん、周辺住民の

健康調査を実施する等適切な措置を講じていただきたい。

【跡地未来課】

（回答）

調査において、周辺住民に影響を及ぼす土壌汚染等が確認された場合は、関係機

関の御意見を伺いながら、適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）

12．跡地利用を円滑にするためには、例え支障除去措置で全て対処したとしても

駐留軍が使用している建物その他土地に定着していた物件等を把握しておく必

要があることから、将来土地利用の現況図の基礎資料としてその内容を公表（情

報開示）していただきたい。

【区画整理課】

（回答）

当該返還地において駐留軍が使用していた建物その他土地に定着していた物件等

の情報開示については、適切に対応してまいります。

（管理部施設管理課）

（管理部返還対策課）

13．返還後に予定しうる土地利用のみならず、恒久的に土地利用に支障が発生す

ることが無いよう、想定される全ての埋没不発弾の貫入深度の計算を行い埋没

不発弾の探査を実施すること。

【跡地未来課】

（回答）

不発弾探査については、当該土地を利用をする上で支障となるものを除去するこ

とにより、その有効かつ適切な利用が図られるよう実施しているものであることか

ら、返還後の跡地利用計画に基づき、必要な調整を行った上で、適切に実施いたし

ます。

（管理部返還対策課）

（情報開示について）

14．調査、措置等の各段階において、関係機関並びに土地所有者等に対し、積極

的かつ速やかに情報開示していただきたい。

【跡地未来課】

（回答）

国が講ずる措置については、関係機関及び土地所有者に対し適切に情報提供

してまいります。

（管理部返還対策課）

（その他）

15．沖縄県より提出された意見書についても誠実に対応していただきたい。
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【跡地未来課】

（回答）

沖縄県より提出された意見書についても適切に対応してまいります。

（管理部返還対策課）


