
平成２５年１２月１９日
内閣府沖縄総合事務局

内 閣 府

魅せましょう！ 活きなインフラ！
い

～１２月１９日より工事・施設見学の募集を開始します～

沖縄総合事務局開発建設部では、現在実施している事業や管理している施設について、

社会基盤整備への理解を深めていただくことを目的として一般の皆様に直接現地を見学

していただく工事・施設見学の募集を１２月１９日より開始します。

１．開発建設部の８事務所が厳選した１６箇所の現場が見学可能

見学可能な工事・施設は１６箇所（うち工事現場８箇所、施設８箇所）

沖縄総合事務局職員の丁寧な解説と案内で、普段立ち入ることのできない工事現場

や、間近でみることのできない施設について、見ていただくことができます。

２．"１０年に１回しか入れない水路トンネル" や "首里城未公開エリア"の公開も

見学できる工事・施設の中には、沖縄本島北部のダムの間を連結している水路トン

ネルの補修工事箇所がありますが、ここは普段、送水を行っているため、おおよそ

１０年に１回しか立ち入ることができない場所です。

また、首里城正殿裏で行われている復元工事では、普段は入ることのできないエリア

の公開もあります。

この機会に、"活きなインフラ"を実際に魅てみませんか！

詳しくは沖縄総合事務局開発建設部ホームページをご覧ください。

http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/

問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局開発建設部 那覇市おもろまち２丁目１番１号

那覇第２地方合同庁舎２号館

建設行政課長 小 林 毅 （直通 866-1908）
こ ば や し たけし

課 長 補 佐 上 原 啓 文 ( 〃 ）
う え は ら ひ ろ ふ み









2013/12/13
建設行政課

魅せましょう！活きなインフラ！ 見学できる工事・施設一覧

整理
番号 見学会名 見学事業・施設名 見学場所 見学対象者 見学可能日

見学可能時間
見学会頻度

見学可能
人数

見学時間 駐車場
その他

注意事項
担当事務所

河-1
ダムをつなぐ水路トンネルを見て
みよう！

福地ダム 東村川田 一般
・平成25年１2月
　　　　　～H26年２月まで
・毎月第３木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午前10:00～12:00
・午後13:00～16:00

・９人まで／回 約１２０分
・普通車20台可
・大型バス・マイク
ロバス可

＊貯水池状況・天候により直前に延期
の可能性あり
＊高低差５ｍ程度の登り下り有り
＊ある程度体力が有る方。
＊見学は水位ＥＬ.７５ｍ以上で実施

北部ダム統合管理事
務所
福地ダム管理支所

河-2
福地ダム管理施設、水力発電施設
を見てみよう！

福地ダム 東村川田 一般 ・毎月第２木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～16:00 ・１０人まで／回 約１２０分
・普通車20台可
・大型バス・マイク
ロバス可

＊貯水池状況・天候により直前に延期
の可能性あり
＊ 濡れても良い服装で参加が必要
＊遊覧船は水位EL.75m以上で運航

北部ダム統合管理事
務所
福地ダム管理支所

河-3
ダム管理施設見学と湖面でのカ
ヌー体験をしよう！

安波ダム 国頭村安波 一般 ・毎月第２木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～16:00 ・１０人まで／回 約１２０分
・普通車30台可
・大型バス（マイク
ロバス）５台可

＊貯水池状況・天候により直前に延期
の可能性あり
＊濡れても良い服装で参加が必要

北部ダム統合管理事
務所
安波ダム管理支所

河-4
高速道路から見えるダムを間近に
見よう！

漢那ダム 宜野座村漢那 一般 ・毎月第２木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～15:00 ・１０人まで／回 約６０分

・普通車15台可
・大型バス（マイク
ロバス）５台可

＊貯水池状況・天候により直前に延期
の可能性あり

北部ダム統合管理事
務所
漢那ダム管理支所

河-5
ダム管理施設を見学しよう！

羽地ダム 名護市田井等 一般 ・毎月第２木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～15:00 ・８人まで／回 約6０分

・普通車２０台可
・大型バス（マイク
ロバス）1台可

＊貯水池状況・天候により直前に延期
の可能性あり

北部ダム統合管理事
務所
羽地ダム管理支所

河-6
ダム底のトンネル見学とぶながや
湖でカヌー体験をしよう！

大保ダム 大宜味村田港 一般 ・毎月第２木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～16:00 ・１０人まで／回 約１２０分
・普通車８５台可
・大型バス（マイク
ロバス）可

＊貯水池状況・天候により直前に延期
の可能性あり
＊濡れても良い服装で参加が必要

北部ダム統合管理事
務所
大保ダム管理支所

河-7
ＣＳＧで作られた珍しいダムを見
てみよう！

沖縄東部河川総合開
発事業

（億首ダム）
金武町金武 一般

・平成２５年１０月
　　　　　　～26年3月まで
・毎週水曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午前10:00～12:00
・午後14:00～16:00

・３０人まで／回 約１５分
・乗用車３台可
・大型バス（マイク
ロバス）１台可

＊米軍基地内に現場があるため、県道
104号線（基地外）からの現場見学
となる。

北部ダム事務所
億首出張所

道-1 製作中の橋を見学しよう！
国道３２９号

金武バイパス事業
金武町金武 一般

・平成２６年２月以降
・週１回程度
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～16:00
・２０人まで／回 約３０分

・普通車可
・マイクロバス可

＊施工機械の入れ替えなど、工程の都
合上、見学できない場合もあります。

北部国道事務所

道-2
めったに見られないトンネル工事
を見てみよう！

国道５８号
名護東道路事業

名護市世冨慶 一般
・平成２６年２月以降
・週１回程度
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～16:00
・２０人まで／回 約３０分

・普通車可
・マイクロバス可

＊施工機械の入れ替えなど、工程の都
合上、見学できない場合もあります。

北部国道事務所

道-3
最先端の土木技術を駆使した橋の
工事を見よう！

沖縄西海岸道路
国道５８号

浦添北道路事業
浦添市港川 一般

・平成25年１２月１日
　　～平成２６年3月10日まで
・毎週火曜日～木曜日
・週１回程度
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午前10:00～12:00
・午後13:00～15:00

・４～５人／回 約３０分
・普通車３台可
・大型バス（マイク
ロバス）可

＊未舗装箇所での徒歩移動有り
＊コンクリート打設時は見学
　箇所が制限されます。

南部国道事務所
那覇空港自動車道出
張所

道-4 橋の地震対策を勉強しよう！
一般国道

橋梁耐震補強事業
南風原町宮城 中学生以上限定

・平成２６年１月以降
（但し、２月３日～７日を除
く）
・頻度：１回／２週間
・毎週火曜日～木曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午後14:00～１６:00
・１５人まで／回
・中学生以上に限定

約１５分
・普通車可
・マイクロバス可

＊対応：１回／２週間程度 南部国道事務所

公園-1
首里城正殿裏の普段見られない未
公開エリアへご案内します！

首里城公園 那覇市首里当蔵町 一般

・毎月１回程度開催（開催２～
３週間前から新聞無料広告、Ｈ
Ｐ、公園内・首里周辺公共施設
等へチラシ掲示により、参加者
を募集します。）

・募集時に詳細日時は発表し
ます。

・３０人程度／回 約９０分
・首里城公園地下県
営駐車場（３１０
円）等

＊一般供用区域と併せた見学会を基本
とします。この場合、一般供用区域入
館料は有料となります。

国営沖縄記念公園事
務所
首里出張所

港空-1
重さ１００ｔのブロックの大きさ
を実感してみよう！

那覇港(浦添地区)防
波堤(浦添第一)

那覇市港町 一般
・平成26年１月～２月まで
・毎月第２水曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午前9:00～12:00
・１日１回限定開催

・１０人まで／回 約３０分 ・普通車５台程度可 ＊雨天不可
那覇港湾・空港
整備事務所

港空-2
移動作業車(ワーゲン)を使った橋
の架設工事を見てみよう！

那覇港(浦添地区)臨
港道路(浦添線)

浦添市西洲 一般 ・毎月第４水曜日
・年末年始、休日、祝祭日除く

・午前9:00～12:00
・午後13:00～17:00
・１日１回限定開催

・１０人まで／回 約３０分 ・普通車５台程度可 ＊雨天不可
那覇港湾・空港
整備事務所

港空-3

大規模地震が発生したときに、頼
りになる「耐震強化岸壁」につい
て勉強しよう！

平良港漲水地区複合
一貫輸送ターミナル

改良事業
宮古島市平良 中学生以上限定

・平成２６年１月下旬～
　　　　　　２月中旬頃の一日
・見学日は、確定次第公表

・午前9:30～11:30
・午後14:00～16:00
・午前１回、午後１回限定開
催

・10人程度まで／回
・中学生以上に限定 約１２０分

・事務所駐車場が利
用可能

＊安全管理上、中学生以上に限定 平良港湾事務所

港空-4 みなとのことを勉強しよう！
石垣港大型旅客船

ターミナル整備事業
石垣市新港地区 中学生以上限定

・平成2５年１２中旬以降の1日
・見学日は、確定次第公表

・午前10:00～11:00
・午後14:00～15:00
・午前１回、午後１回限定開
催

・10人程度まで／回
・中学生以上に限定 約60分

・普通車１０台程度
利用可能

＊安全管理上、中学生以上に限定 石垣港湾事務所

http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku4.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku3.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku2.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouen1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi4.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi3.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi2.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa2.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa3.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa4.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa5.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa6.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa7.pdf


橋の地震対策を勉強しよう！

ダムをつなぐ水路トンネルを見てみよう！

見る機会は１０年に１度！

福地ダム管理施設、水力発電施設を見て

みよう！

ダム管理施設見学と湖面でのカヌー体験

をしよう！

高速道路から見えるダムを間近に見よう！

ダム管理施設を見学しよう！

ＣＳＧで作られた珍しいダムを見てみよう！

制作中の橋を見学しよう！

最先端の土木技術を駆使した橋の工事

を見よう！

首里城正殿裏の普段見られない未公開

エリアへご案内します！

重さ１００tのブロックの制作現場でその

大きさを実感してみよう！

移動作業車（ワーゲン）を使った橋の

架設工事を見てみよう！

ダム底のトンネル見学とぶながや湖で

カヌー体験をしよう！

河川

道路

公園

港空

みなとのことを勉強しよう！

大規模地震が発生したときに、頼りにな

る「港湾施設」を勉強しよう！

めったに見られないトンネル工事を見て

みよう！

http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi4.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku4.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku3.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi2.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa6.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa7.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa4.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa5.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa2.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kawa3.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouen1.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/michi3.pdf
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/kengaku/pdf/kouku2.pdf


2013/12/12　沖縄総合事務局　　工事・施設見学担当

平成 年 月 日 曜日 時 分

氏　　　名

電話番号

携帯番号

E-mal

整理番号

見学会名

工事・施設名

見学希望人数

見学希望日 平成 年 月 日 曜日

見学希望時間 時 分 時 分

その他
要望など

申込者
連絡先

見学希望
工事・施設

　　　普通車：

　　　マイクロバス

　　　大型バス：

駐車希望
車種・台数

見学希望
事項

魅せましょう！活きなインフラ！
工事・施設見学申し込み

申し込み日時

申込団体名

沖縄総合事務局　建設行政課　工事・施設見学担当　宛

TEL　０９８－８６６－００３１（代表）
        ０９８－８６６－１９０８（直通）
ＦAX　０９８－８６１－０５３７

●受付時間：年末年始、休日、祝祭日除く、
　　　　　　　　月曜日～金曜日の午前１０：００～１２：００、午後１３：００～１６：００

申し込み先

人

＊一覧表から記載下さい。

＊工事・施設によって制限があ
りますので、ご注意下さい。

＊工事・施設によって制限があ
りますので、ご注意下さい。

＊工事・施設によって制限があ
りますので、ご注意下さい。

＊工事・施設によって制限があ
りますので、ご注意下さい。

台

台

台

～

＊団体名が無い場合、
友人、家族、親戚　など
適宜、記載下さい。

＊必須

＊必須

※視察当日の緊急連絡先とし
て記入ください。

＊一覧表から記載下さい。

＊一覧表から記載下さい。



ダムをつなぐ水路トンネルを 
見てみよう！ 

河－１ 

福地ダム 

●沖縄本島北部のダム間を連結している水路トンネルの
補修工事を行っています。 
●この工事は、送水を止めて行うおおよそ10年に1度の
補修工事です。 
●ダムの概要やダム間を水路で連携する効果、劣化した
トンネルの補修技術の説明。現場へは県内最大のダム貯
水池を船に乗って行きます。 

水路トンネル縦断図 

福地ダム 

位置図 
トンネル補修 

見学場所 



○工事・施設名：福地ダム 調整水路補修工事 
○工事・施設場所：東村川田 
○見学内容： 
 ・ ダム資料館にてダムについて説明 
 ・ダム間を水路で連携する効果について説明 
 ・劣化したトンネルの補修技術（長寿命化技術）の説明 
 ・現場へは県内最大のダム貯水池を体感しながら船で行く 
○見学可能日： 平成25年１２月～H26年２月まで 
      （毎月第３木曜日開催、年末年始、休日、祝祭日除く） 
○見学可能時間： 午前10:00～12:00、午後13:00～16:00 
○見学可能人数：９人まで／回 
○見学時間：約１２０分 
○駐車について： 普通車20台可、大型バス・マイクロバス可 
○注意事項： 
  ＊貯水池状況・天候により直前に延期の可能性あり 
    ＊高低差５ｍ程度の登り下り有り 
  ＊ある程度体力が有る方 
  ＊見学は水位ＥＬ.７５ｍ以上で実施 
○所管部署：北部ダム統合管理事務所 福地ダム管理支所 
 
 
 
 
 

＊見学は、「見学の仕方」をお読みになり、「申込先」に「申込
受付時間」を厳守の上、お申し込み下さい。 



ダム底のトンネル見学とぶな
がや湖でカヌー体験をしよ
う！！ 

河－６ 

大保ダム 

●沖縄本島北部の大保ダムでの体験・見学です。 
●ダム資料館にてダムについて説明やダム堤体内トンネ
ルの見学、ダム湖にてカヌー体験を行います。 

位置図 ダム写真 

その他効果的な 
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大保ダム位置図 



○工事・施設名：大保ダム施設、ダム湖面 
○工事・施設場所：大宜味村田港 
○見学内容： 
 ・ ダム資料館にてダムについて説明 
 ・ダム堤体内トンネルの見学 
 ・ダム湖にてカヌー体験（保険等＝５００円/人）  
○見学可能日： 毎月第２木曜日（年末年始、休日、祝祭日除く） 
○見学可能時間： 午後14:00～16:00 
○見学可能人数：１０人まで／回 
○見学時間：約１２０分 
○駐車について： 普通車８５台可、大型バス（マイクロバス）可 
○注意事項： 
  ＊貯水池状況・天候により直前に延期の可能性あり 
  ＊ 濡れても良い服装で参加が必要 
○所管部署：北部ダム統合管理事務所 大保ダム管理支所 
 
 
 
 
 
 

＊見学は、「見学の仕方」をお読みになり、「申込先」に「申込
受付時間」を厳守の上、お申し込み下さい。 



首里城正殿裏(御内原等)の 
普段見れない未公開エリアへ
ご案内します！！ 

公園－１ 

首里城 

●首里城開園区域で施設案内や歴史解説を行います。 
●首里城正殿裏の普段見られない御内原エリア等の未開
園地区で実施している工事です。 
●黄金御殿等復元建物建築・復元石積み等の工事や発掘
調査箇所、未公開施設（正殿裏、東のアザナ展望台）の
現地見学や今後の首里城整備計画が明らかになります。 

位置図 ダム写真 

その他効果的な 
写真や図 等 

その他効果的な 
写真や図 等 

御内原完成予想図 位置図 

御内原(正殿裏)整備
状況写真 



○工事・施設名：首里城公園未開園地区における 
           復元建物建築、復元石積工事、発掘調査 
○工事・施設場所：那覇市首里当蔵町 
○見学内容： 
  ・首里城開園区域での施設案内・歴史解説等 
  （未開園区域） 
  ・黄金御殿等復元建築、復元石積等の工事や発掘調査箇所 
  ・未公開展望台（東のアザナ）からの那覇の街、東西海岸の眺望 
  ・今後の首里城公園の整備計画等の説明 
○見学可能日： 毎月１回程度開催 
          ・開催２～３週間前から参加者を募集 
           （新聞無料広告、首里城公園ＨＰ、首里周辺公共 
                 施設等へのチラシ掲示等募集します。）  
○見学可能時間： 募集時に詳細日時は発表 
○見学可能人数：３０人程度／回 
○見学時間：約９０分 
○駐車について： 首里城公園地下県営駐車場（小型３１０円）等の  
                       近隣駐車場をご利用ください。          
 
○注意事項： 
 ＊集合場所は首里城公園内の施設を予定（募集時に告知） 
 ＊一般供用区域も併せた見学会を基本とします 
   この場合、一般供用区域入館料(大人800円)が必要となります。 
   入館料、駐車場等の詳細は首里城公園ＨＰでご確認ください。 
   http://oki-park.jp/shurijo-park/index.html 
○所管部署：国営沖縄記念公園事務所 首里出張所 
 
 
 
 
 

＊見学は、「見学の仕方」をお読みになり、お申し込み下さい。 



トンネル工事を見学しよう！ 
 ～道路トンネルはどうやって造るの？～ 

道－２ 

  国道５８号名護東道路事業（地域高規格道路） 

●名護東道路は、名護市字伊差川と同市字数久田を結ぶ延長6.8㎞の4車線の自 
 動車専用道路です。 
●平成９年度に事業化され、平成13年度から工事を開始し、平成24年3月30 
 日に伊差川ＩＣ～世冨慶ＩＣ間が暫定2車線で開通しました。現在は、全線開 
 通に向けて、世冨慶ＩＣから数久田間の3号トンネル（仮称）の工事を進めて 

 います。めったに見られないトンネル工事を見てみよう！！ 

国道３２９号 
世冨慶地区 平成25年3月撮影 

←幸地又トンネル 
 （平成24年3月開通） ３号トンネル

（仮称） 

３号トンネル
（仮称） 

３号トンネル
（仮称） 

平成24年3月開通（2/4車線） 

事業中 

名護市 

幸地又トンネル（平成24年3月開通） 掘削状況 

平成20年9月撮影 



○工事・施設名：国道５８号名護東道路事業 
           名護東道路３号トンネル工事 
○工事・施設場所：名護市世冨慶地内 
○見学内容： 
 ・国道５８号名護東道路事業の概要 
 ・トンネル工事の概要説明 
 ・掘削中のトンネル本抗見学 
○見学可能日： 平成２６年２月以降の週１回程度 
           （年末年始、休日、祝祭日除く） 
○見学可能時間：午後14:00～16:00 
○見学可能人数：２０人まで／回 
○見学時間：約３０分 
○駐車について：普通車可、マイクロバス可 
○所管部署：北部国道事務所 
 
 
 
 
 
 

＊見学は、「見学の仕方」をお読みになり、「申込先」に「申込
受付時間」を厳守の上、お申し込み下さい。 



最先端の土木技術を駆使した
橋の工事を見よう！  

道－３ 

沖縄西海岸道路 国道５８号浦添北道路事業 

●沖縄本島の西海岸を読谷村から糸満市まで繋ぐ「沖縄
西海岸道路」の一部を構成する「浦添北道路」で、最先
端の土木技術を駆使した橋の基礎工事を行っています。 
● 「沖縄西海岸道路」事業の概要や「浦添北道路」橋梁

下部工工事の概要説明と見学、最先端の土木技術を駆使
した橋の基礎工事として、ケーソン設備、ＴＶカメラに
よる函内の状況などが見学出来ます。 

遠隔モニターによる沈下掘削管理！ 

海上にてケーソン鋼殻吊込み状況！ 



○工事・施設名：沖縄西海岸道路 国道５８号浦添北道路事業 
           港川高架橋下部工工事 
○工事・施設場所：浦添市港川地内 
○見学内容： 
 ・「沖縄西海岸道路」事業の概要説明 
 ・「浦添北道路」橋梁下部工工事の概要説明・見学 
 ・最先端の土木技術を駆使した橋の基礎工事見学   
 ・見学は、ケーソン設備、TVカメラによる函内の状況等の見学とな 
  ります。（工事の掘削作業は、夜間作業となっています。） 
○見学可能日：平成２５年１２月１日～平成２６年３月１０日までの 
         毎週火曜日～木曜日（年末年始、休日、祝祭日除く） 
         週に１回程度。 
○見学可能時間：午前10:00～12:00、午後13:00～15:00 
○見学可能人数：４～５人まで／回 
○見学時間：約３０分 
○駐車について：普通車３台可、大型バス（マイクロバス）可 
○注意事項： 
 ＊未舗装箇所での徒歩移動有り 
 ＊コンクリート打設時は見学箇所が制限されます。 
○所管部署：南部国道事務所 那覇空港自動車道出張所 
 
 
 
 
 
 

＊見学は、「見学の仕方」をお読みになり、「申込先」に「申込
受付時間」を厳守の上、お申し込み下さい。 



移動作業車(ワーゲン)を使った
橋の架設工事を見てみよう！ 

港空－２ 

那覇港(浦添地区)臨港道路(浦添線) 

●現在整備中である、浦添市西洲～空寿崎をつなぐ臨港
道路(浦添線）の橋の上部工工事です。 
●臨港道路(浦添線)整備事業の概要説明や移動作業車
(ワーゲン)を使った工事、臨港道路(浦添線)の工事状況の
見学ができます。 

空寿崎側 

西洲側 

進捗状況 

平成25年9月 

移動作業車 
（ワーゲン） 

移動作業車（ワーゲン）を使用し、左右にバランス 
を取りながら橋のブロックを製作し伸ばしていく。 

位置図 

見学箇所 

那覇港航空写真 

西洲側 空寿崎側 

臨港道路(浦添線) 
２．５ｋｍ 

８３７ｍ 
橋梁区間 



○工事・施設名：那覇港(浦添地区)臨港道路(浦添線) 上部工事 
○工事・施設場所：浦添市西洲地先 
○見学内容： 
 ・ 臨港道路(浦添線)整備事業の概要説明 
 ・移動作業車(ワーゲン)を使った工事の見学 
 ・臨港道路(浦添線)の工事状況見学 
○見学可能日： 毎月第４水曜日（年末年始、休日、祝祭日除く） 
○見学可能時間：午前9:00～12:00、午後13:00～17:00 
            （１日１回限定） 
○見学可能人数：１０人まで／回 
○見学時間：約３０分 
○駐車について：普通車５台程度可 
○注意事項： 
  ＊雨天不可 
○所管部署：那覇港湾・空港整備事務所 
 
 
 
 
 
 

＊見学は、「見学の仕方」をお読みになり、「申込先」に「申込
受付時間」を厳守の上、お申し込み下さい。 
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