
平成２６年度 第３回 沖縄総合事務局開発建設部事業評価監視委員会  

議事録 

１．開催日時：平成２７年１月１６日（金）１４：００～１６：００ 

２．場  所：那覇第２地方合同庁舎２号館 沖縄総合事務局 ４階 事業審査室 

３．出 席 者    ：○委 員 

        池端 透    沖縄経済同友会常任幹事（りゅうぎん総合研究所社長） 

        原 久夫    琉球大学工学部准教授【委員長】 

        前泊 博盛  沖縄国際大学経済学部教授（前琉球新報社論説委員長）  

        宮城 和宏  沖縄国際大学経済学部教授  

             ○沖縄総合事務局 

        尾澤次長、小平田開発建設部長、髙井企画調整官、岡野営繕調査官、 

        吉柳技術管理官、中原港湾空港指導官 ほか 

４．審  議： 

【議事録】 

 ●石垣港本港地区離島ターミナル整備事業 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：整備の完了年度が平成２９年度から３２年度になっていて、その原因がエネ

ルギー関連企業の移転調整手続きに時間を要したとなっているが、それ以外

の緑地等は予定どおり進むのか、移転だけが遅れるということなのか。 

事務局 ：エネルギー企業の移転が遅れることによって、周りの緑地整備や関連事業も

少し遅れる。平成２５年１２月に港湾計画の改訂を行っており、施設の見直

しを行ったため調整を行った部分があるが、主な要因としては移転企業との

調整である。 

委 員 ：港湾計画の改訂箇所については、もう少し詳細なデータを入れたほうが親切

だと思う。緑地面積がどのくらいからどのくらいに変更されたのかも入れて

もらいたい。やはり３年も延びるというのは、どうしてなのか、もう少し早

めに執行できるようにしてほしい。また、多そう係留を解決するというのが

事業の効果になっているが、事業が終わっても５隻はまだ多そう係留が残っ

ている。問題解決をするのであれば完全に解決をできるというのが理想的な

形だと思う。さらに、観光も活性化してきて、観光客も過去最高になってい

て今後も伸びていく可能性からすると、多そう係留が増えてくる可能性があ

るのではないかと思う。そこら辺の先の見通しをどうみているか。 

事務局 ：船会社に係留隻数を算出するにあたりヒアリング等を行ったところ、現時点

の船でも搭乗率にまだ余裕があるとか、今の船でもある程度増便は可能だと

いうことがあるので、当面の需要ということでは、ある程度需要が伸びてき

ても対応できるものと考えている。また、多そう係留については、今回の審

議の本港地区では空間的な限界があるため、新港地区であるとか、今後の整

備により船が移転し解消されるものと思っている。一方でさらなる需要予測

ということになると、少し先の話になってくるが、今後港湾計画見直しの中

でそういった状況の変化がある場合は随時加味していくことになると思う。 

委 員 ：地域経済がせっかく伸びているのに、必要なインフラの供給が遅れるために



経済そのものの発展を遅れさせてしまうところがある。港湾計画については

特に時間が掛かる。是非、先々を予測した形での先の需要予測まで含めて事

業評価をして、事業展開の抜本的な課題解決と同時に、将来にむけて戦略的

な展開ができるような形で事業計画を作ってほしい。 

委 員 ：危険物取扱施設に火災があったのか、原因はどういうことか。 

事務局 ：石油タンクからタンクローリーに積み替えるところで引火をしたという事故

である。 

委 員 ：事業の必要性とか安全性の確保があって、危険物取扱施設が移るその点では

市街地の安全性の確保があると思われるが、これは自然災害とか例えば津波

とかが来たときは、もっと被害を受けやすいようなことになる気もするが、

その辺の考慮とか安全性の確保はあるのか。 

事務局 ：今回の建設にあたりそこら辺の懸念は当然あるが、周辺に隣接する緑地は、

その地域の利用者の避難の観点を併せて、築山を含んだ緑地を整備すること

で安全性を高めていくという計画になっている。 

委 員 ：事前説明から今回カットしたようだが、不安解消の便益部分はむしろ残して

もよかったのではないか。 

事務局 ：過大な便益という懸念がぬぐえなかったため、今回は定性的な効果として評

価をさせてもらっている。見る方によっては少し誤解も与えると思われるこ

とから今回は安全側で省いている。 

委 員 ：実際に事故が起こっており、危険性というような不安を感じたというところ

では、しっかり記録に残して対策をしたことを事業のアピールとして残して

おいたほうが良かったと思う。 

委員長 ：審議の結果、石垣港本港地区離島ターミナル整備事業については、委員会の

総意としては「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 

 

 ●平良港本港地区防波堤整備事業 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：昭和６０年度から始まったということで完成まで３８年というのは、これは

普通なのか。長く掛かっているという印象であるが。 

事務局 ：防波堤の延長が長いことから時間がかかってしまう。まずは防波堤の本体か

ら整備して、ある程度静穏度を確保して、小型船舶は避泊可能とし、更に大

型船舶も避泊できるように消波ブロックを設置する整備を段階的にすすめて

いる。 

委 員 ：事業としては平成３５年度に終了であるが、もう既に避難泊地としては使え

る状況にあるのか。 

事務局 ：小さい船のコンテナ船とか定期船等には実際使われている。現在、消波ブロ

ックを据えて静穏度を高めることをやっているのは、１万トンクラスのＲＯ

ＲＯ船が避難するには、まだ荒天時の静穏度が悪いところがあるため、それ

が完了したら大型ＲＯＲＯ船も入って来られるので完了を急いで進めてい

る。 



委 員 ：費用便益が急に残事業だけで７．６に上がるが、事業全体の１．１は少し数

字が上がっていないような疑問がある。 

事務局 ：１万トンクラスのＲＯＲＯ船がまだ本格的に使っていないので、その分は残

事業の便益になる。 

委 員 ：避難泊地は、船舶が大型化しても対応できるのか。 

事務局 ：１万トンクラスまでは大丈夫である。船舶業者も船舶を５千トンから１万ト

ンクラスくらいまでリプレイスしてきているが、それにも対応している。 

委 員 ：資料７頁にある博多―那覇便までも、わざわざ南に下がって避難するという

のはどんな状況なのか。北に逃げるか或いは本島周辺の羽地内海とかいろい

ろ使えそうだが。博多―那覇便であっても、平良港の方が利便性がいいの

か。 

事務局 ：例えば、那覇の方に台風が接近していて九州の方に上がっていくような場合

では、九州に逃げても九州からまた出られないという話もある。本島内には

避泊できるところがありませんし、羽地内海も水深が浅いため使えない。本

格的な避難港は平良になっている。ＲＯＲＯ船は生活物資を先島に運んでい

るため、沖縄管内の近くに避難できる場所があれば、そこに避難したいと船

舶業者からも話を聞いている。今回初めて５千トンクラスのＲＯＲＯ船が避

泊したことで、これはかなりメリットがあったということで、船舶業者から

も平良港の避難泊地を使用したいという話があった。 

委員長 ：これは大変予算も大きく残事業も７９億円、事業期間が平成３５年度まであ

と１０年ある。検討してもらいたいと思うのは、この１０年くらいあれば、

やはり防波堤の構造自体を技術の進歩に伴って、改良案を見出すようなこと

もできるような気もするが、代替え案の検討とか途中で考えることはないの

か。 

事務局 ：防波堤のケーソン本体も据わっているので、残っているのは消波ブロックの

据付になるが、事務所の方でコスト縮減を考えていて、均し作業に水中バッ

クホウを使うことで、均し作業のコストが１～２パーセント削減されてい

る。また、従来一般的に使われている４トン型の消波ブロックが標準的であ

るが、最近はかみ合わせの高いものが開発されてきて、空隙率が約６割と波

の吸収性能もよく個数も減らすことができて、消波ブロックの製作と据付で

２割ぐらいの削減ができそうである。その辺を工夫しながらやっていきた

い。 

委員長 ：審議の結果、平良港本港地区防波堤整備事業については、委員会の総意とし

ては「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何か。  

各委員 ：異議なし。 

  

 ●那覇港浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

【審議内容】 

委 員 ：資料６頁にある貨物船うりずんの事故原因は、操船ミスでなくて天候のせい

なのか。 

事務局 ：波が高いと操船が不安定になるため、スピードを出さざるを得ないところが



ある。最終的にはスピードを保つためにストップのタイミングが遅れたとい

う要素もある。 

委 員 ：図を見た感じでは、入口も狭いし中に入っても狭いような印象を受ける。構

造上の問題はないか。港湾に入ってからの操船が難しいのか。 

事務局 ：港口部の波が非常に高いため港内に入るまでのスピードが減速できない。  

操船が難しいという港湾ではない。 

委員長 ：この案件に限らず、事業が３年間も延びているが便益の発現も３年遅れるこ

とになり国民側にとってもマイナスになると思われる。遅れていく事情がそ

れぞれあることも理解できるが、それと残事業との兼ね合いも考慮して完成

年度を延ばしているのか、評価の仕方を教えてもらいたい。 

事務局 ：早く進めたいが、大型台風等の自然災害による被災箇所の補修が必要となり、

工程的にどうしてもやむを得ない事態がある。どの事業にも効果の発現を早

くすることは国民にとってプラスであって、我々もそれを目指している。い

ろんな意味で段階的に効果が発現できるものは、段階的にも効果を発現しな

がら事業をやっていく手法をとっている。災害もあるが、公共事業の場合は

予算の制約もあって限られた予算の中で何を優先的に順位を付けていくか、

一つの港の重点化という中で、これは急ぐ絶対に期間を守るものと、予算上

の制約の中でそうではないものが結果として出てくると思う。 

委 員 ：島嶼県のため港湾空港については、ライフラインという部分もある。そこら

辺を強調できるよう生活実感の必要性を働きかけるとか、データを出してい

かないと、今後も事業が延ばされてしまう可能性がある。安全性を考えると、

クルーズ船を優先にする話もあるが、生活のライフラインという部分では、

ここの事業ももうひと踏ん張りして予算を確保する必要があるのではないか。 

委員長 ：審議の結果、那覇港浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業については、

委員会の総意としては「事業を継続する」ということにしたいと思うが如何

か。  

各委員 ：異議なし。 

 

 ●中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業 

・対応方針（原案）に対して審議を行った結果、「事業を継続」で了承された。 

［委員からの主な意見］ 

 ・社会経済情勢等の変化により、東部海浜開発事業への影響が出た場合には、すみや 

  かに事業再評価を実施した上で、継続するかどうか判断すること。 

【審議内容】 

委 員 ：資料３頁の東ふ頭地区の分譲面積とか立地企業数があるが、資料８頁右上の

対象地区の立地企業想定表の面積、想定企業数と見比べてもよくわからない。

また、取扱貨物量の設定はどのように推計をしたのか教えてもらいたい。 

事務局 ：資料３頁の面積は、東ふ頭地区全体で青線から上側、今回評価の対象として

いる資料８頁の地区は、その更に上の細い赤線で囲った半分を対象としてい

る。東ふ頭地区全体の分譲対象面積１２１．６ｈａのうち、評価対象地区の

立地済み等面積と将来推計面積を足した約半分の６０．５ｈａの企業が取り

扱う貨物量を見込んでいる。 



委 員 ：実際に国際航路というのは何航路ぐらい就航して、どれぐらいの貨物量があ

るのかわかるか。 

事務局 ：国内航路の定期は２路線ができたところ。国際定期航路はこれからとなって

いる。国際貨物については、西ふ頭に不定期船が就航している。 

委 員 ：国際物流というネーミングに即した形で、産業政策が展開できるか疑問が残

る。そこら辺は、産業政策を担当しているところからどんな意見が出ている

か知りたい。 

事務局 ：アジアに向けた製造業やＩＴなども含めて非常に関心が高い。ＥＶ車開発メ

ーカや製造用ロボットメーカーが既に立地してきている。研究段階から実際

に輸出となると、ここからアジア向けの貨物が出てくるということで、まず

はＲＯＲＯ船から誘致をしたい。管理者である沖縄県と背後の県産業政策部

署と一緒に提携してやっているところ。以前に議論があった製造業だけを呼

ぶのではなく、貨物船との間を繋ぐ物流企業や倉庫だとかも立地させてはど

うかという議論も出てきている。一部共同倉庫というのも今後整備していき

たいため、うるま市と沖縄県と一緒に検討しているところ。 

委 員 ：産業政策との整合性みたいなものが、もう少しほしい。どんな企業、産業が

入り、どのような使い方をするのか。ある程度目処が立っていかないと事業

が進めにくい環境がある。 

事務局 ：立地するためには航路が必要となり、航路がきちっと来るためには企業立地

も必要となる。なかなか定期航路の実現がしなかったが、県、市と我々も協

力連携しながら定期航路化のために社会実験から始めて、現在は２路線が定

期航路化しており、今後はソフトの一括交付金を活用しながら徐々に航路も

増やし拡大もしてく。 

委 員 ：国際航路については、前にも議論があったカボタージュ規制の撤廃とか、国

際航路が沖縄に寄ってしまうと国内運賃になって料金が跳ね上がってしまう

という問題がある。こういう制度的な面のサポートもほしいという話も以前

にあった。中城湾に入っている企業から聞いても、「裏沖縄」というマイナ

スイメージがある。場所的にどうも明るくない、立地している企業からする

と昼食も食べる場所もない、視察に他の人が来たときに連れて行く場所もな

いという話をされていた。カフェやリフレッシュができるような公園機能が

あるとか、おしゃれな商業施設が少しでもあって、働いている人達がもう少

し憩えるような環境みたいなものもでき上がっていくと入りたいというよう

な付加価値が付いてくる。そこに国際的な企業もそれならということで入っ

てくると思う。ハード整備だけが先行してしまってソフト的なところも、戦

略的にターミナルや周辺にある世界遺産を活かすとか、交通アクセスも高速

道路から泡瀬ラインと読谷まで伸びるような横１本高速道路ができるだけで

も付加価値が付いて、全体の構想の中で改めて中城湾の魅力を高めるような

戦略も是非作っていただければと思う。 

事務局 ：東海岸全体のもっているポテンシャルの問題で、そこは道路も含めたアクセ

ス性を高めたりとか、いろんな施策を入れていかないと、やはり東海岸は西

に比べるとまだまだというところがあって、そこは大きな戦略がいると思う。 

委員長 ：中城湾は太平洋側にあって心配なのは津波による被害だと思うが、新港地区

の防災関係はどういうふうになっているのか。 

事務局 ：想定されるレベル１の津波に対しては高さを確保している。 



委員長 ：津波の想定を県でもやっているが、今回ここは新しく浚渫されて深くなって

いる。随分海底の地形が変わっていて、南から波が来ると集まりやすく水位

が高くなる可能性がある。想定される地形が変わってきているので、防災上

の観点でどこかで確認してもらいたい。 

委 員 ：前回の事業評価の時も条件付きで、泡瀬の埋め立てが上手くいかない場合ど

うするか、或いは裁判になってどうするかという話もあったと思うが、その

後の埋め立て事業の進捗状況や裁判の状況はどうなっているか。 

事務局 ：裁判は既に結審は終わって、近々に判決ではないかと思う。 

委 員 ：判決が埋め立てに関わる重大な変化が出た場合には、この事業自体の再評価

を改めてするということで、前回の監視委員会は条件を付けて事業継続とし

ている。埋め立てをして新しい土地ができるということが事業のＢ／Ｃに非

常に大きなインパクトを持っている事業の性格から、この事業そのものがど

うなるかということが、今後の影響を与えるというところで裁判の動向によ

っては、すみやかに再評価を実施するということで意見があったと思う。土

砂の捨て場を失うことになるが、埋め立て事業そのものはどうなるのか。 

事務局 ：裁判の一番の争点が経済的合理性があるかどうか、その中でも当時沖縄県は

観光客１０００万人という目標を掲げていて、沖縄市は８５０万人将来来る

という前提であるところ、６００万人もいかないというのが元々の原告側の

主張である。既に７００万人を超えているので経済的合理性の部分は前提条

件としてはクリアできると思う。 

委員長 ：前回の再評価時には、そういう裁判の結果を受けてという条件付きで、これ

は継続を答申していたのか。 

事務局 ：前回の時は、仮に裁判等で東部海浜開発事業への影響が出た場合には、すみ

やかに事業再評価を実施した上で、継続するかどうか判断することとしてい

る。 

委員長 ：委員の方々にお聞きしたいが、今回の場合はどうするかご意見があればお聞

かせもらいたい。どうなるかは裁判であるから、今回もそういう条件を付け

るべきかどうか。 

委 員 ：埋め立てと関連するのは、浚渫土砂の行き（処分場）場所だけとなるのか。 

委 員 ：注目度の高い事業でもあるので、今回も前回と同じように変化があったとき

は再度事業評価監視委員会を開いたほうが無難である。 

委員長 ：審議の結果、中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業については、

「社会経済情勢等の変化により、東部海浜開発事業への影響が出た場合には、

すみやかに事業再評価を実施した上で、継続するかどうか判断すること」の

意見を議事録に明記して、委員会の総意としては「事業を継続する」という

ことにしたいと思うが如何か。 

各委員 ：異議なし。 

  

 

 

 

 

 


