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第７回 石西礁湖における航路計画検討委員会 

各住民説明会及びＰＣ結果の報告 
※ＰＣ：パブリックコメント 

 

１. 実施した各住民説明会及びパブリックコメント 

(１) 住民説明会 

実施年月日 実施地域 参加者数 議題 

平成２１年 ３月２６日（木） 竹富町 西表大原 １２名 

概略ルート選定 

 ６月 ４日（木）  波照間 １８名 

 ６月 ９日（火）  黒島 ２５名 

 ６月１０日（水）  小浜 ２１名 

 ７月 ８日（水）  竹富 １２名 

平成２２年 ５月２５日（火） 竹富町 西表大原 １３名 

竹富南航路の 

延伸整備 

 ５月２６日（水）  黒島 １３名 

 ５月２７日（木）  小浜 １４名 

 ５月３１日（月）  波照間 ２１名 

 ６月 １日（火）  竹富 ２２名 

 

(２) パブリックコメント 

実施期間：平成２２年５月２６日（水）～６月２５日（金） 

実施方法：内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所ホームページにおいて航路ルート案の資料を公表

し、FAX、E-mail、郵送により意見聴取を実施。 

 

資料-４ 
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２. 各住民説明会及びパブリックコメントの議事概要 

(１) 平成２１年 概略ルート選定（竹富町） 

【開催写真】 

 

 

 

 

 

   西表島東部        波照間島                   黒 島         小浜島 

【説明内容】 

①竹富南航路の現状と課題・・・・・竹富町企画財政課長 大城 正明 

②竹富町の航路に関する方針・・・・   〃 

③航路の安全・安心の確保・・・・・内閣府沖縄総合事務局 

石垣港湾事務所長 嶋倉 康夫 

④これまで事務所で調査した・・・・   〃 

⑤航路の概略位置・・・・・・・・・   〃 

⑥今後の予定・・・・・・・・・・・   〃 

 

【開催結果】 

竹富町生活保全航路の改善について、主に石西礁湖を囲む島々において住民説明会を開催した。

（竹富地区に関しては平成２１年７月以降開催予定） 

特に改善要望の多かった竹富南航路については、干潮時における船舶の乗り上げや往来する船

舶の接触事故、当海域における航路標識の改善についての要望があった。また、船会社が昼夜干

満を問わず航行できるシステムの構築について要望があった。 

 

【主な意見・要望】 

１．航路改善の際には、サンゴへの影響を必要最小限にしてほしい。 

２．朝早くから夜遅くまで船舶が航行できるように改善してほしい。 

３．各島から石垣へ航行する際、竹富南航路付近の標識が確認しづらい。 

４．竹富南航路において、船舶が一番混み合う時間帯は非常に危険を感じる。 

５．航路改善の際、住民生活にどのような影響があるのか。 

６．（小浜住民が）竹富島北ルートを航行できるように改善してほしい。 

７．浚渫土砂について、どのように処分するのか。 

８．緊急時においても、安心・安全に航行できるよう積極的に取り組んでほしい。今後もこのよ

うな説明会を開催してほしい。 

９．乗り上げ、接触、ペラの接触・破損事故等について、もっと詳細な情報がほしい。 

１０．海難事故の件数について、季節や時間帯も併せて提示できないか。 
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(２) 平成２２年 竹富南航路の延伸整備（竹富町） 

【開催写真】 

 

 

 

 

 

     西表島東部         小浜島          波照間島         竹富島 

 

【説明内容】 

①ビジョンの整理・・・・・・・・・竹富町副町長 富本 傳 

②航行の安全・安心の確保・・・・・沖縄総合事務局 

石垣港湾事務所長 嶋倉 康夫 

③社会・自然環境の現況・・・・・・   〃 

④各段階の環境配慮・・・・・・・・   〃 

⑤航路の概略位置の検討・・・・・・   〃 

⑥航路の詳細位置の検討・・・・・・   〃 

⑦今後の予定・・・・・・・・・・・   〃 

 

【開催結果】 

竹富南航路の延伸整備について、主に石西礁湖を囲む島々において住民説明会を開催した。 

  

【主な意見・要望】 

１．仲間港沖合のＳ字箇所の航路を改善してほしい。 

２．サンゴの被度が高い箇所の改善策はどのようにするのか。 

３．航路改善によって、間違いなく夜間航行が可能となるのか。 

４．サンゴ礁を開削する場合、潮流の変化は起こらないか。 

５．航路改善の整備と一緒に、港湾入口の照明設備を整備できないか。 

６．掘削土砂はなるべく町内で活用して欲しい。 

７．既存航路の漁業権の補償はどのようになるのか。 

８．現ルートにおいて、逆に幅員を狭めることはないのか。 

９．現在の標識間の距離が長いので、新たに設置してほしい。 

１０．竹富南航路の幅をもっと大きく開削してほしい。 
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３. 意見募集に関する結果 

平成 22 年 5 月 25 日～6 月 1 日の期間、西表島、黒島、小浜島、波照間島及び竹富島の各島に

おいて、「竹富南航路の延伸整備についての住民説明会」及び意見募集を実施した。 （概要は巻

末資料参照） 

なお、意見募集（期間：5月 26 日～7月 16 日）の結果は、次のとおり。 

 

主な意見内容と意見数について

開発は避けるべき
今のままで良い

3

標識の設置までで良い 2

十分な調整をするべき 1

早期実現を要望、ただし、環境には十分配慮すべき 124

その他（船便に対する要望） 1

合　計 131

主
な
意
見
内
容

3件（2%）
2件（1%）

1件（1%）

124件（95%）

1件（1%）

開発は避けるべき

今のままで良い

標識の設置までで良い

十分な調整をするべき

早期実現を要望、ただし、環境には十分

配慮すべき

その他（船便に対する要望）

H22.8.9 現在
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竹富南航路の延伸整備についての住民意見聴取 

説明資料(概要版) 
～生活保全航路（開発保全航路）の安全・安心の確保～ 

 
１．パブリックコメントを実施する目的 

沖縄県八重山諸島の竹富町沖合の海域において、海上交通の安全・安心を確保するための

航路を整備するに当たり、より良い航路にするために位置・規模について意見を募集いたし

ます。 
 

２．安全・安心な航路の必要性 （詳細版 １：1ページ～） 
八重山諸島の拠点は石垣市のある石垣島で、病院や金融機関、流通拠点等が集中していま

す。そのため、周辺離島と石垣島を結ぶ海上交通は離島に住む住民の重要なインフラとなっ

ています。 
しかし、この海域はサンゴ礁のリーフに囲まれ、全体として浅く、かつ暗礁が多いため、

ここでの航行は常に座礁などの海難事故の危険性が伴っています。そのため、海上交通の運

行時間は安全を確保できる昼間に限定され、夜間の急病でも簡単に病院へ行けないこと、干

潮時に船が航行できず物資の輸送が滞ること、離島からの通勤・通学ができず高校進学以降

は転居を余儀なくされることなどの課題や制約が生じ、離島での生活の安全・安心の確保に

支障を来しています。 
そこで、離島に住む住民の安全・安心の向上をめざして安全な航路を確保し、地域の課題

の解決・緩和を目指します。 
ただし、この海域は世界的に有数なサンゴ礁海域であり、自然環境面への影響を出来る限

り少なくする必要があります。そのためには整備段階からではなく、事前の計画段階からの

環境への影響回避措置をとることが重要です。 
 

 
図 1 海上交通の問題点 

0        2      4km

定期便の運行時間帯（冬期） 
小浜航路  07：20 ～ 18：10 
大原航路  07：10 ～ 17：20 
昼間のみの運航となっている。 

●夜間の急病人の搬送をヘリに頼っている 
●通勤、通学ができない、夕方に石垣で会合

を開催できない 
●離島と空港とのアクセスに制限 
・離島から石垣発の始発便に間に合わない 
・石垣着の最終便では離島に渡れない 

大原航路 

大原・黒島航路

小浜航路 

竹富南航路 

特に小浜航路では、浅瀬が多いため、喫

水が浅い特殊な船型のフェリーを使わ

なければいけない。 

それでも、大潮の干潮時には航行できな

い 

日用品、食料、資材等の安定供給に支障

が出やすい 

◎昼間しか航行できない 

浅瀬が多く、避けながら航行する必要があ

るため、昼間だけの運航。 

凡例 

現状航行箇所 

船舶航行に危険性のある箇所 

石垣島

竹富島 
小浜島

黒島

西表島 

miyamoto
ノート注釈
miyamoto : MigrationNone
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３．検討の方針 （詳細版 ４：26 ページ～） 
この海域は漁業など離島に暮らす住民の生活に欠かせない場であるとともに、世界的に有

数なサンゴの海でもあります。そこで、自然環境の保全を図るため、計画段階から施工段階、

供用段階の各段階ごとに環境配慮の基本方針（抜粋）を定め実行していきます。 
特に、計画段階での影響回避については重点的に行う事としております。 
＜計画段階＞ 

◎環境保全の観点から、海底の改変を可能な限り減らします。 
◎航路の位置はサンゴ等の高被度域を出来る限り回避します。 

＜施工段階＞ 
◎濁り等の発生を出来る限り抑制し、周辺への影響を最小限にします。 
◎出来る限りサンゴを増加できるように法面保護の自然石ブロックを設置する等工夫します。 

＜供用段階＞ 
◎石西礁湖の環境を幅広くモニタリングして、影響が確認された場合は対策を行います。 

 
４．実施した現況調査 （詳細版 ３：10 ページ～） 

船舶が頻繁に航行する箇所

を対象に詳細な海底地形の調

査を行い、その結果、竹富島

南側～西側、小浜島沖合、黒

島沖合などで、干潮時等に安

全に航行できない箇所を確認

しました。 
また、環境調査については、

サンゴを中心に、サンゴ加入

量：注、ソフトコーラル、海藻

草、底生生物、大型底生生物、

魚類、魚卵・稚仔魚、植物・

動物プランクトンについて調

査を行っております。 
なお、環境調査の詳細な結

果・対応措置等については、

後日、法令等に基づく環

境アセスメントと同等な

調査・措置を自主的に行

い、その内容等について

公告・縦覧を行う事とし

ておりますので、そちら

で確認をお願いいたしま

す。 
 

(注)「サンゴ加入量調査」：調

査対象の海底にサンゴの幼

生がどのくらい漂着してい

るか調べるもの。 
 

  

図 2 広域サンゴ被度分布調査結果 

図 3 サンゴ加入量調査結果 

凡例凡例

：

：

1 ＞

5＞,≧ 1

10＞,≧5

着床密度（着床群体数／100㎠） ：

着床なし

≧10

現状航行箇所

改善候補箇所



 

- 3 - 
 

５．概略ルートの選定 （詳細版 ５：28 ページ～） 
今、船舶の大部分は

石西礁湖内を航行して

おりますが、ここ以外に

も、竹富島の北側を通る

竹富島北(東シナ海)ル
ートや大きく南側に迂

回する桜口(太平洋)ル
ートも考えられます。こ

れら 3 ルートを比較し

た結果、住民の生活の足

として使うために必要

な利用面から、竹富島北

(東シナ海)ルート・桜口

(太平洋)ルートともに

冬期の季節風や夏期の

うねりにより航行でき

ないため、現在の航行箇

所付近である竹富南航路ルートが適切と考えられます。 
 

６．航路規模の当初案の設定 （詳細版 ６－３：33 ページ～） 
現在航行している船舶を対象に、標準的な基準等の考え方から必要となる航路幅、航路深

さを設定しました。 
竹富南航路 現在：幅 60 ｍ、深さ 4.0 m → 幅 120 ｍ、深さ 4.5 m 

竹富南航路以外 －  幅 70 ｍ、深さ 4.0 ｍ 

 
７．詳細ルートの当初案の設定 （詳細版 ６－４：35 ページ） 

概略ルートで選定された竹富南航路ルートを基に、具体的な航行箇所の候補である当初案

の設定を行います。ここではまず特性別の 3 つのルートを設定し、その中から選ばれた当初

案に各種調整を加えることとしました。 
３つの候補は、海底の改変をできる限り避けるため、付近のより深い所に沿って設定した

「迂回ルート」、距離をできる限り短く設定した「短絡ルート」、環境面と航行機能面を考慮

しながら設定した「環境及び航路機能に配慮したルート」としました。 
比較検討した結果、迂回ルートについては、屈曲点が多い上に大きいなど実用上の問題が

多く、実現は難しいと考えられます。短絡ルートについても、浅瀬の開削距離が長いなど環

境面の影響が大きく、実用的でありませんでした。また、両案ともに漁業箇所等、他の海域

利用へ大きな影響が考えられました。残された環境及び航路機能に配慮したルートが比較的

環境面と実用上の課題が少ないため、調整の基礎となる当初案として設定しました。 
 

８．詳細ルートの調整と規模の縮小 （詳細版 ６－５：37 ページ） 
当初案に対し、サンゴの被度が高い所を回避し環境への影響を回避するなど、調整を続け

ております。また、石西礁湖周辺でサンゴの研究をしている有識者や航行安全の専門家等か

ら意見をいただき、航路の規模を安全を確保できる最小限にまで縮小し影響がさらに少なく

なるようにしております。 
竹富南航路部分 幅 120ｍ、深さ４．５ｍ → 幅 70ｍ、深さ４ｍ 

その他の部分 幅 70ｍ、深さ４．０ｍ → 幅 55ｍ、深さ３ｍ 

表 1 概略ルート比較検討結果(抜粋) 

ルート 

竹富島北（東シナ海）ルート 竹富南航路ルート 桜口（太平洋）ルート 

 

利用面 
×北風の影響で冬に欠航しやすい。 

×小浜島以外は、乗船時間が長くなる。

○波の影響を受けにくく、欠航が少な

い。 

○乗船時間は現在と同じくらい。 

×夏はうねり、冬は北風の影響で「欠

航」しやすい。 

×乗船時間が長くなる。 

経済面 
×航路の距離が今よりも長くなるた

め、乗船料金も高くなる。 

○航路の距離は今とほとんど変わらな

いため、乗船料金も同じくらい。 

×航路の距離が今よりも大幅に長くな

るため、乗船料金も大幅に高くなる。

環境面 
△他の２案と比べ、全体として影響は

もっとも少ないと考えられる。 

△桜口ルートより若干影響が大きいと

考えられる。 

△竹富南ルートより若干影響が小さい

と考えられる。 

総合 

評価 

欠航しやすく、住民の方々にとって、

今よりも船が使いにくくなり、実用的

ではありません。 

住民の方々にとって、今と同じように

船が使えます。ただし、他の２案と比

べて環境への配慮をより慎重に行う必

要があります。 

欠航しやすく、住民の方々にとって、

今よりも船が使いにくくなり、実用的

ではありません。 
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９．航路（案） （詳細版 ６－６：44 ページ～） 
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１０．今後の予定 
今後想定している予定は以下の通りです。 

 

◇ 平成 22 年 5 月下旬～ ： 住民説明会の開催（具体的な位置を示した上で説明） 

○ 関係機関・団体への説明会の開催 

◇      6 月～  ： 自主的な環境アセスメント手続きの開始 

◇      7 月頃  ： 最終的な位置を決定 

◇ 平成 23 年度～    ： 港湾法施行令改正 

◇            ： 事業の実施 

 

 

１１．意見の送付先  ～皆様のご意見をお送り下さい～ 
自然環境を保全しながら安全・安心な航路を確保するためには、様々な方々からの視点・

ご意見が重要になります。頂いたご意見を基に、さらに改善が可能か検討を行います。 
お問い合わせ、ご意見は手紙・ファックス・電子メールで下記へ送付をお願い致します。

（送付先はどちらでもかまいません） 
お送り頂いたお問い合わせ、ご意見の内容は、個人が特定できない形で公表する場合が

あります。また、回答、対応については、まとめてホームページ等に掲示させて頂きます。 
 
誠に勝手ながら作業の都合上、平成 22 年 6 月○日までに送付をお願いします。 

 
 
◇ 内閣府沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 工務課 
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