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旧石垣空港は,滑走路長が 1,500m のため,暫定的に小型ジェット機での運用を行っていたが，

各種の問題や弊害が発生していた．そこで，昭和 50 年代から新空港建設の計画があったが，そ
の位置選定に紆余曲折し，完成までに長い年月を経たことは周知のとおりである．今回は，八
重山郡民並びに沖縄県の悲願であった新石垣空港整備事業の概要について紹介する． 
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１．はじめに 
 
石垣島は，沖縄本島の南西約 470km の東シナ海に位
置し，面積は約 220km2で，県内において沖縄本島，西
表島に次ぐ3番目に大きな島であり，八重山圏域(石垣
市，竹富町，与那国町の 3 市町)の政治，経済，教育，
交通の中心地となっている． 
 石垣空港は，那覇・宮古・与那国間の県内路線の他，
東京・大阪・名古屋・福岡の本土路線や台湾から不定
期チャーターの国際路線運航があるなど，八重山圏域
の基幹空港である．2011 年度(H23)の利用実績につい
て，乗降客数と着陸回数は，全国の地方管理空港の中
でも神戸空港についで第2位，取扱貨物量では第1位
と非常に利用度の高い空港である(乗降客数 153 万人， 
着陸回数11,003回，貨物取扱量17,343t：いずれの値
とも旧空港での実績で｢国土交通省航空局 平成23年分
空港管理状況調書｣より)． 
しかしながら，旧空港は，1979 年(S54)から滑走路
が1,500mのまま暫定的にジェット化しており，一部の
路線では重量制限等を行っての運航であったため，非
効率的な航空輸送だけでなく，利便性においても不便
を来たし，農林水産業及び観光産業の発展に障害とな
っていた．また，旧空港の周辺は市街化が進み，航空
機騒音問題が及ぼす住環境や教育環境への悪影響が重
大な問題となっていた． 
これらの課題を解消すると共に，今後とも増大が見
込まれる航空需要に対応し，八重山圏域の振興発展を
図るため，中型ジェット機が就航可能な2,000m滑走路
を有する新空港の建設が早くから求められていた． 
建設位置の選定にあたっては，紆余曲折があったが，
八重山郡民の総意として現在の箇所を選定し，2005年 
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図-1 新石垣空港の建設位置 

 
(H17)12月に飛行場及び航空灯火の設置許可を受け， 
2006年(H18)10月から工事に着手した．2012年(H24)8
月末で基本施設に係る工事を完了し，最初の計画から
37年の長い年月を経て，2013年(H25)3月7日より供
用を開始した． 
 
 
２．事業概要 
 
整備の概要を表-1に，工事着手前の事業地周辺

の状況を写真-1に，整備計画平面図を図-2に，用
地造成(盛土部)の標準断面図を図-3に，また，新
旧空港の比較について表-2に示す． 

 
表-1 新石垣空港の整備概要 

 

新石垣空港 着陸帯：L=2,120m，W=300m 駐機バース数： 中型ジェット機用(B767等) ３バース

地方管理空港 滑走路：L=2,000m，W=45m 小型ジェット機用(B737等) ４バース

沖縄県 誘導路：L=2,318m，W=23～30m プロペラ機用(DHC-8等)    1バース

31.0m エプロン：S=75,145㎡ 航空灯火施設： 標準式進入灯，簡易式進入灯　他

約451億円 航空保安無線施設：ILS，VOR/DME　他総 事 業 費

施

設

内

容標点の標高

空 港 名

空 港 種 別
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写真-1 事業値周辺状況(工事着手前)と整備計画ライン 

 

 
図-2 整備計画平面図 

 

※ 縦方向に対し横方向の縮尺を小さく表示しています。

 
図-3 用地造成標準断面図(盛土部) 

 
表-2 新旧空港の比較 

項　目 【旧】石垣空港 【新】石垣空港

空港面積 約 46 ha 約 142 ha

滑走路長 1,500m 2,000m

平行誘導路 なし 設置

就航可能な
航空機

小型ジェット機 中型ジェット機

着陸方式 非精密進入(ILS無し) 精密進入(ILS有り)

貨物輸送 コンテナ不可 コンテナ可

本土への運航
（直行便）

一部重量制限により
宮古、那覇で給油

直行可能

航空機騒音
の影響

大(市街地に隣接) 小(住宅が少ない)

駐車台数 387 台 約 500 台

中心市街地
からの距離

約 3 km 約 14 km

 
 
旧空港と異なる点として，滑走路が 2,000m にな

ることで中型ジェット機の就航が可能となり，輸
送力や快適性が大幅に向上する．次に離発着の多
い過密さに対応するために平行誘導路と，その滑
走路との接続のための取付誘導路を 5 箇所に設け
た．また，ローカライザーやグライドパスなどの
ILS(計器着陸装置)の設置により，精密進入が可能
となり，視界不良時の着陸が可能となるため，就
航率の向上などが挙げられる． 
 
 
３．建設位置の選定 
 
建設位置の選定にあたっては，1976 年(S51)に

白保海浜地先案を選定し，1982 年(S57)3 月に｢白
保海浜地先｣として設置許可を得たが，新石垣空港
といえば｢環境問題｣をすぐに連想する人が多いと
思われるほど，白保のサンゴ保全のための建設反
対運動が全国的，世界的に展開された． 



 
 その後の｢カラ岳東側地区｣についても環境と政
治問題により計画が頓挫し，次の｢宮良地区｣につ
いても農政上の問題から建設候補地住民の大規模
な反対運動に発展したことで実現には至らず，最
初の計画から 20 年以上にわたり位置選定が紆余
曲折してきた． 
 
(1)住民主体の位置選定へ 
 従来の事業実施に至らなかった経緯等を踏まえ，
行政主体による計画手法を反省し，望ましい建設
位置の決定に資するため，学識経験者・地元の公
民館代表を始め，農業団体・漁業団体・地元 3 市
町の首長及び地元選出の県議会議員の合計 36 名
で構成する｢新石垣空港建設位置選定委員会｣を
1999 年(H11)6 月に設置し，全体委員会 8 回，学識
部会 4 回，地元部会 2 回を開催した． 
建設候補地の選定にあたっては，従来からの計

画案を含めた 4 案(図-4参照)について、空港計画 
としての妥当性，環境保全上，農政上の課題を中
心に比較検討を実施し，海域の埋立を伴わず，農 
地の潰れ地面積が少ない等により，最も望ましい
建設位置として｢カラ岳陸上案｣を選定し，県知事
へ提言を行った．これを受け、2000 年(H12)4 月に
県として｢カラ岳陸上案｣を建設位置とした． 
 

 
図-4 建設候補地の位置図 

 
また，この委員会は，審議の状況を全公開する

ことで公平性，透明性を高めると共に，全会一致
を原則として比較検討が行われた．この｢全面公
開｣，｢全会一致｣に｢全員参加｣を併せた三原則は，
後に｢新石垣方式｣と呼ばれ，その後の公共事業に
おける住民合意形成の代表的事例となっている． 
ここで，旧空港の拡張については，空港北側に

国指定の遺跡があること，南側は，先にも述べた
とおり，市街化が進み大規模な移転補償が伴うこ
と，旧空港周辺は航空機騒音による住環境が悪化
していること，周辺住民より強い拡張反対の要請
があること等により，滑走路延長が困難であるこ
とから，委員会の冒頭で説明がなされ，候補地か
らは除外された． 
 

(2)パブリック・インボルブメント(PI)の実施 
 建設位置の決定を受け，｢新石垣空港整備基本計
画(案)｣の策定に関して，住民等の意見を幅広く反
映させるために空港整備事業としては全国初とな
るパブリック・インボルブメント(PI)を実施した．
全国から 752 通の意見書が提出され，これを集約
するための第三者機関として，有識者・自然保護
団体・地元代表等，17 名の委員で構成する｢新石
垣空港整備基本計画協議会｣を2003年(H15)3月に
設置し，｢建設推進の意見｣と｢建設に問題があると
する意見｣に分類して，公開にて審議を行った． 
この結果については，同年 6 月に県知事あて報告
し，事業者見解を付して公表している． 
 
 
４．環境への配慮 
 
新石垣空港の事業地及びその周辺地では，天然

記念物や希少種などの様々な動植物の生息・生育
が確認されると共に，周辺の海域では多様なサン
ゴ礁が広がっている．新空港の整備にあたっては，
これらの豊かな自然環境の保全を図ることを最優
先の目標として取り組んだ． 
 
(1)各種委員会の設置 
本事業に係る環境影響評価の手続きを進めるに

あたっては，方法書等の作成並びに公告縦覧後に
提出された意見に対し，適切な指導及び助言等を
得るために様々な委員会を開催して検討を重ねた． 
環境全般については，地元自然保護団体を含む

学識経験者で構成する｢新石垣空港環境検討委員
会｣を設置し，赤土等流出防止対策の検討にあたっ
ては，｢新石垣空港建設工法検討委員会｣，小型コ
ウモリ類については，さらに専門性を高めた｢新石
垣空港整備に係る小型コウモリ類検討委員会｣を
設置して，環境影響の回避・低減措置を図るよう
検討を重ねた． 
工事着手後については，環境全般の｢新石垣空港

事後調査委員会｣，地下水保全や赤土等流出防止対
策に係る専門部会である｢新石垣空港建設工法モ
ニタリング委員会｣を設置し、｢新石垣空港小型コ
ウモリ類検討委員会｣も加えて，環境モニタリング
や事後調査を行い，周辺環境に配慮して工事を進
めた． 
 
(2)赤土等流出防止対策 
本事業においては，赤土等流出防止対策技術指

針(案)に準拠し，発生源対策(表土保護工)，流出
抑制対策(表流水のコントロールとして小堤工,流
域切り回し水路，盛土内貯留水の排水用立坑の設
置)，濁水処理対策(仮設調整池，ろ過・沈殿池，
浸透池の設置)を実施し，濁水を海域へ直接出さな
い取組みを実施した． 
 



 
(3)地下水の保全対策 
本事業では，空港本体の盛土構造内に雨水を地

下浸透させる浸透層(ドレーン層)を設置し，空港
表面の雨水を整備前と同じ地盤中に地下浸透させ，
現況の流出機構を可能な限り変化させないように
した．(図-5参照) 
 

 
図-5 地下水保全の仕組み(イメージ) 

 
また，切土箇所(空港南側やターミナル付近)の

難透水層の区域については，現況の流域を可能な
限り変化させないよう周辺の轟川や既設の排水路
へ排水している．空港の雨水を空港内で地下浸透
させるという工法は，沖縄県の他空港においても
実績があり，最近では新多良間空港整備の際にも
雨水の地下浸透により，赤土等流出防止対策と地
下水保全を図っている． 
 
(4)小型コウモリ類の保全対策 
空港建設地内の地下洞窟には，貴重な小型コウ

モリ類が生息している．これらのコウモリについ
て，空港建設による影響を回避・低減するために
以下の保全対策を実施した． 
a)採餌場や移動経路としての緑地(グリーンベル 
ト)を創出(幅 50m 程度)． 

b)出産・哺育時期や休眠時期は騒音・振動の影響 
を低減するため，騒音・振動を大きく発生させ 
る重機による洞窟周辺での作業の回避． 

c)ねぐら(洞窟)の一部が消失するため、その緊急 
避難場所として利用可能な人工洞の設置．(図-6， 
写真-2参照) 

 
(5)カンムリワシの保全対策 
国指定特別天然記念物であり，石垣市の鳥とし

ても知られているカンムリワシは，石垣島全体で
100 羽程度しか確認されていない．事業地の周辺
にもカンムリワシの生息が確認(写真-3 参照)さ
れていることから，これについても空港建設によ
る影響を回避・低減するために以下の保全対策を
実施した． 
a)資材運搬車両等の運行経路は主要な採餌場を 
避ける． 

b)航空障害灯の工事は人力作業を基本とし，工事 
時期は，繁殖期を避けて施工． 

c)空港施設工事の実施には低騒音型の機種を使用． 
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図-6 小型コウモリ類保全対策用の人工洞の 

整備イメージ 
 

 
写真-2 人工洞内での飛翔が確認されたカグラ 

コウモリ 
 

 
写真-3 事業地周辺で実際に確認された 

カンムリワシ 
 
(6)貴重植物の保全対策 
空港建設地内で確認された貴重な植物の一部に

ついては，事業実施区域周辺の適地に移植するこ
とにより，個体の生育を確保している．移植の実
効性については，試験栽培において①生育環境調
査，②自然条件の調査(日照・風・土壌等)，③播
種・挿し木・株分けを実施し，試験結果を検証し
て，より高い移植手法の検討を行い，保全対策を
実施した． 
 
(7)ビオトープの創出 
空港建設によって重要な水辺環境が消失するこ

とから，オオハナサキガエルをはじめ，水生生物
や水辺を好む植物に係る環境保全対策としてビオ
トープを創出した． 
 
 



 
５．本体工事 
 
(1)用地造成 
空港本体の用地造成については約650万 m3の切

盛を行う設計となっており，建設地内で切土した
土砂を盛土材に使用することで，事業地外からの
土砂搬入を行わずに事業地内で土工量のバランス
を図る計画とし，施工を行った． 
 

(2)空洞対策工の実施について 
空港建設地の地下には，地下水が流れ，小型コ

ウモリ類が生息する A 洞～E 洞までの 5 洞窟を中
心にいくつかの空洞が存在することが明らかに
なっており，その空洞上部に 15m を越える高盛土
が施工されることや，滑走路直下に空洞が位置す
ることから，盛土荷重や航空機荷重による空洞へ
の影響によって航空機の安全就航への影響が懸
念されていた．(図-7参照) 

 
図-7 空洞と滑走路の位置関係イメージ 

 
そこで 2006(H18)年度までに実施した地質調査，

電気探査，空洞内部の観察調査等に基づく空洞影
響検討(FEM 解析等)を行ったところ，常時あるい
は地震時に空洞が崩壊する可能性がある箇所が判
明したため，空港機能確保の観点から，滑走路陥
没の危険性を排除する空洞対策の実施が不可欠と
なった． 
対策における基本方針は｢地震時における空港

機能の確保｣であるが，新石垣空港では環境影響
評価書に対する国土交通大臣意見として｢(常時
において)空洞を可能な限り保全すること｣が示
されていたため，空洞を現状のまま残しながら空
港機能を確保する対策工法を基本とした． 
また，新石垣空港は，八重山地方の防災拠点と

なることから，地震直後に非計器着陸に必要な滑
走路及び着陸帯Ⅰ(非計器用着陸帯：滑走路中心
線から 75m以内)の機能を確保する必要があった．
従って，対策の対象範囲を滑走路及び着陸帯Ⅰ内
とし，その範囲に影響を及ぼす可能性のある A1
洞窟，E 洞窟について検討することになった．(図
-8参照) 
紙面の関係上，検討内容の詳細は省略するが，

対策工の上部に載る盛土の厚さ(土被り)をはじ
めとする種々の項目について検討した結果，図-9
に示すとおり，計画盛土高が約 6m 以上の箇所に

ついては｢ア－チ構造物｣を、計画盛土高が 6m 以
下の箇所については｢スラブ構造物｣を基本とし
て施工を行った． 

 
図-8 空洞対策工平面図 
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図-9 空洞対策工の標準断面図 

 

 
写真-4 空洞対策工全景[(株)シネマ沖縄提供] 

 
空洞対策工は，基本的な構造が橋梁やトンネル

と同様であり，かつ滑走路直下に設置される構造

滑走路 



 
物であることから，非常に重要度が高い施設であ
る．また，空洞対策工に異常が生じた場合には復
旧することが非常に困難であることから，適切な
監視が行えるようモニタリングや供用後の日常
点検・定期点検を実施することとした． 
モニタリングは空洞対策工本体の挙動を把握

することとし，構造物の内空変位を測定するため
のレーザー距離計を設置した．これにより，①造
成工事中の空洞対策工の変形，②供用後の航空機
荷重による空洞対策工の変形を確認することが
でき，さらに観測を継続していくことで今後の維
持管理に必要な点検記録データとして活用でき
るものと考えている．また，アーチ箇所の一部の
ブロックでは鉄筋歪み計を設置して，これについ
ても継続して測定を行っている． 
 
 
６．まとめ 
 
(1)事業の成果 
先にも述べたとおり，最初の計画着手から完成

までに 37 年という長い年月を経て，新石垣空港は，
八重山郡民の悲願を乗せ，開港を迎えた．建設位
置の選定に紆余曲折はあったが，住民参画による
事業実施への合意形成や，周辺の自然環境に配慮
した整備を行うことで，経済効果や安心・安全の
確保に併せ，人間関係・自然環境・生活環境のバ
ランスを保った公共事業を実施することができた
ものと考える． 
 

 
写真-5 完成した新石垣空港[(株)シネマ沖縄提供] 
 

 
写真-6 開港日のエプロン，ターミナル地区の状況 

[(株)シネマ沖縄提供] 

(2)開港後の状況 
2013年 3月 7日の開港直後はターミナルビル内

や駐車場の混雑も一部見受けられたが，時間の経
過と共に落ち着きを見せている． 
地元では新空港の開港を観光産業や農林水産業

の振興・発展の起爆剤と捉え，あらゆる取り組み
が始まっている． 
 
(3)今後の課題 
開港後の運用を踏まえ、今後の課題は次のとお

りであり，県を含めた関係機関の対応が求められ
ている． 
a)ターミナルビル内及び周辺(道路，駐車場を含 
む)における各種運用や利便施設の改善検討 

b)LCC(ローコストキャリア)参入に伴う施設展開 
の検討 

c)国際線の定期及びチャーター便の就航に伴う施 
設展開の検討 

 また，沖縄県としても｢環境モニタリング調査の
継続｣，｢航空法 50 条に基づく用益制限に係る補
償｣，｢空港アクセス道路(一般県道 石垣空港線)
の整備｣などの事業を今後も継続して実施し，八重
山圏域の更なる発展に貢献していきたいと考える． 
 
 
謝辞：本事業に携わった全ての方々に感謝すると
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観光振興に貢献して頂ければ幸いである． 
 
 
付録：新空港の愛称とマスコットキャラクターの

紹介 
◆空港愛称：南ぬ島(ぱいぬしま)石垣空港 
◆マスコットキャラクター：ぱいーぐる 
南ぬ島の｢ぱい｣と｢カンムリワシ｣から、鷲の英訳である 
｢イーグル｣を掛け合わせたもの 

 

 
写真-7 マスコットキャラクターの｢ぱいーぐる｣ 

 


