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泡瀬干潟を守ろう

2009憲法講演会
現場からの報告

詳細は,配布のパンフレット及びawase.net

泡瀬干潟を守る連絡会
報告：前川盛治（事務局長）

写真：小橋川共男（共同代表）他

ﾐﾅﾐｺﾒﾂｷｶﾞﾆの砂州　天気のいい日にﾐﾅﾐｺﾒﾂｷｶﾞﾆの大群が見れ
る。2～3月には、周辺にｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ（世界で3箇所、絶滅危惧ⅠA）が
現れる｡2005(H17）･9･18　撮影：小橋川共男

泡瀬総合運動公園のオートキャンプ場先の砂州　2002年
工事の影響で消えてしまった。撮影：小橋川共男

2008年前川

ﾌｼﾞｲﾛ砂州南 掘削跡泡瀬3丁目前、これ以上破壊するな

西防波堤とフジイロ砂州 工事前の泡瀬干潟、2003年、国資料

掘削跡1970
～1971年

国資料以外は、小橋川共男。2005年9月18日

ｸﾛﾂﾗﾍﾗｻｷﾞ､ｱｵｻｷﾞ､ｺｻｷﾞ､ﾀﾞｲ
ｻｷﾞ､ﾀﾞｲｼｬｸｼｷﾞ

ﾐﾅﾐｺﾒﾂｷｶﾞﾆの群れ

ｳﾐｴﾗ

ｲｿｽｷﾞﾅ

ｻﾝｺﾞの産卵（読売新聞）

ｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ絶滅危惧ⅠA類、世界で３箇所

ﾄｶｹﾞﾊｾﾞ、日本で3箇所
絶滅危惧ⅠA

ﾊﾎﾞｳｷｶ ｲ゙と海藻草類
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　新種発見続々。同地域で新種が11種以上発見されたところは、世界でも例が無い。

ｵｷﾅﾜｷﾁﾇ ﾕﾝﾀｸｼｼﾞﾐ

ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ

ﾆﾗｲｶﾅｲｺﾞｳﾅ

ｻﾞﾝﾉﾅﾐﾀﾞ
ｶﾗｸｻﾓｸ

ｱﾜｾﾋｶﾞﾀﾂﾊﾞｻｺﾞｶｲ ﾋﾒﾒﾅｶﾞｵｻｶ ﾆ゙

ﾘｭｳｷｭｳｽﾞﾀ

07年3月22日、航路浚渫工事が進む泡瀬干潟　撮影：小橋川共男

08年11月
19日

判決は、アセス面では不満であったが、実質的
な勝利であり、画期的であった。

① 埋立事業に経済的合理性は無い。

② 県知事・沖縄市長は今後、埋立事業の公　

金を支出してはならない。

③ 　損害賠償は却下。

④ アセスは、予測において検討が不十分、予

　測と検討がなされていないなど不十分も散

　見されるが、アセス法に反する違法なもの
　であるとまでは言うことはできない。

1月15日、新港地区の埋立てに使われなかったどす黒いﾍﾄﾞﾛ状の浚渫土砂の泡瀬
干潟への投げ捨てTV報道は衝撃を与えた　　　　沖縄県議会議員嘉陽宗儀さん撮影

国（内閣府）は那覇地裁判決

無視の埋立を、即時中止せよ

ｻﾝｺﾞ産卵地

新港地区FTZ港

1期工事区域

浚渫土砂運搬：当初計画は、ポンプ浚渫、パイプ輸送だった。　→　（変更）船で運搬
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サンゴ・海藻草類･新種･貴重種

第1期工事区域内（サンゴ等生息地）に、浚渫土砂が投げ捨てられている 1期区域のｽｷﾞﾉｷﾐﾄﾞﾘｲｼ。他に、ﾘｭｳｷｭｳｷｯｶｻﾝｺﾞ、ﾎｿｴﾀﾞﾐﾄﾞﾘｲｼ、ｵﾔﾕﾋﾐ゙
ﾄﾞﾘｲｼなど　新種ﾎｿｳﾐﾋﾙﾓ、ｵｻｶﾞﾆﾔﾄﾞﾘｶ ｲ゙、ﾆﾗｲｶﾅｲｺﾞｳﾅ、ﾘｭｳｷｭｳｽﾞﾀ、ｶﾗｸｻﾓｸも生息

ﾎﾃﾙｾﾞﾛ

住宅なし 栽培漁業
なし海洋研究所

なし

米軍の制限あり

客船埠頭

利用あてなし

将来性
なし

新種の生息地を埋めて
人工ビーチ、砂の流出で保全に莫大な金

ｸﾋﾞﾚﾐﾄﾞﾛ移植、
保証なし

ﾄｶｹﾞﾊｾﾞ保全、
保証なし

渡り鳥保全
保証なし

新種・絶滅危惧種
を生埋め

浚渫で
貴重種が死滅

土地利用計画は破綻、進んでいるのは「人工ビーチ」だけ

平成10年2月まで、
国（当時、運輸省）
は、沖縄市の埋立
の相談に否定的な
見解を述べてきた。

（コスト高、将来性
のなさ、港の必要性
なさ）

経過を示す沖縄市の資料

2000年12月
沖縄市の調査

１．108社にアンケート
２．回答18社
３．立地希望会社
　　2社（ホテル１、不動
産１）
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Q３－２
事業参画の可能性につ
いて

１．可能性がある　　ゼロ
２．やや可能性がある　
　　　2社
３．あまり可能性がない
　　11社
４．可能性がない　5社

泡瀬埋立事業の転機
１９９８（平成１０）年

沖縄市･県の事業から国（沖縄総合事務局）の事業へ

• 沖縄市･県の事業であった｢泡瀬埋立事業」
は、頓挫していた。それが一転して進んだ
のは、新港地区のFTZの港･航路の浚渫土
砂捨て場として国(沖縄総合事務局）が泡
瀬埋立事業に参画したからである。

• 浚渫土砂の「処分場」としての埋立として進
行してきた。

埋立の目的・崩れている

１．新港地区のFTZ（特別自由貿易地域）の
港･航路浚渫土砂の処分場として泡瀬干
潟を埋立てる（国・総合事務局の目的）

　　→緊急性、合理性なし、FTZ破綻
２．埋立地を海洋リゾート地として利用し、沖
縄市･中部圏を活性化させる（県・沖縄市
の目的）

　　→リゾート開発破綻、計画の「見直し中」

実質分譲率
2.1％（数年
変化なし）

売れないFTZ分譲地を３～５割値引き、税金で尻拭い、しかし売れない

FT Zと関連ないIT企業誘致
FT Z都市機能用地だった。

レンタル工場、４月に

2社撤退４棟空いている

FT Z指定：1999(平成11)年

沖縄県包括外部監査人（知事が任
命した人）　報告０５（平成17）年3月

　● 海洋性ﾚｸﾚｰｼｮﾝ拠点、国際交流リゾート
　拠点形成の根拠が明確でなく、需要予測
　が甘い。

　● 事業計画も抽象的

　●事業内容の抜本的な変更や見直しも必要　
　

記者会見

07年12月5日

1区：

見直し前提
に、進捗状況
から推進せ
ざるを得ない

2区：

推進は困難

市財政の負
担軽減

国･県の支援
要請０７年１２月６日報道
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沖縄市案が出来るのは平成２２年２月頃。その後国･県と調整
見直案が出来るのは、何時のことやら？　変更→21年11月頃　

沖縄県の埋立の目的は、客船埠頭づくり。今は人工ビーチの突

堤の工事をしている。
●不確定（沖縄市計画ない、ホテルないのに客船埠頭？）
●将来性がない
●税金の無駄遣い
埋立法、地方自治法、地方財政法違反

沖縄県の埋立の目的

• 問題点１．沖縄市：現時点で事業計画はな
く、公有水面埋立法、地方自治法、地方財
政法に違反すること。

• 問題点２．沖縄県の埋立事業の目的（客船
埠頭建設などの港湾整備）も現時点で極
めて不確定である。沖縄県の事業は中止さ
れるべきであること

　　　　　　　　　那覇地裁判決

• 市・県の埋立事業に経済的合理性はない。
• 沖縄県･沖縄市は公金支出するな

琉球新報

09年3月
13日

公共事業
ﾁｪｯｸ議員

の会

泡瀬視察
後

内閣府
に凍結
求める

東京でも「緊急シンポジウム」（3月17日、「毎日新聞」）
150名の参加で、熱気に溢れた集会になった。０８・１１・１９
０９・１・１５以降、泡瀬干潟埋立問題は、全国的な問題に広がった
全国の注目の的になり、支援が広がった。

沖縄県議会
では野党共
闘も前進

予算特別

委員会では
泡瀬埋立
予算削除
が可決され
る

本会議では
否決
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平成21年度工事
沖縄総合事務局
中城湾港出張所
HPより
国の事業
に大きな
変化？!

護岸工事:4月中旬
（遅れている）
浚渫：県･市と十分
相談しながら対応

（新聞「保留」）

｢保留」（今のところ未定、県･市
と相談して対応）

１．理由 (新聞報道）
●世論の厳しい目線
●控訴審の動向
●沖縄市の見直し

２．運動の成果でもある。
●地裁判決
●土砂投げ込みへの抗議
●全国的な運動

３．工事「中止」ではない
｢保留」を「中止」に追い込む
運動を

琉球新報、4月17日

　　　　　控訴審（４月２２日、進行協議）

１．県･市が控訴理由書を４月２２日に提出
　　　（期限は１月２１日頃だった）
２．公判日程は
　　◎５月２８日（第１回口頭審理）
　　◎６月２５日（第２回）
　　◎７月２３日(第３回）
３．結審は７月２３日？
４．判決は早い(秋頃）？
５．控訴理由書の問題点はHP　awase.net

沖縄市控訴理由書の問題点

１． これまでの経過を捻じ曲げている。現計画は「生きている」と強弁。

　● 12年当時の計画は破綻しており、現時点で実現できるものは何もない。
　● 記者会見内容は「第一区域は・・工事の進捗状況からみて・・土地利用計画
の見直しを前提に推進せざるを得ない・・第二区域の現行計画は・・推進は困難
と判断致しました。」である。市財政負担→国･県に支援依頼

　● 市長は、「共同使用に伴う現地協定書」の署名を拒否した。理由は、「泡瀬

通信施設にかかる一部保安水域において埋め立てられる部分が、新たな基地とし
て米軍に提供されるとともに、共同使用により制約が生じるため」（沖縄市が県
知事に発送した公文、平成20年4月30日）。第2区域については、沖縄市の事業
撤回の表明、沖縄市の土地利用計画見直しの対象ではないことを示す。

２． 地裁判決は「事実誤認」と開き直っている。

　●一審では、記者会見内容についても意見を求められたが、提出しなかった。原
告主張についての本格的な反論の準備書面も一度提出されたが、すぐに撤回した。

３． 10年経過、計画はない。 これから検討、確定するのは数年後。→裁量権の

範囲、財政負担はない、などと居直る。

　●市の「見直し」は、当初計画の半分を、大幅に見直すものであり、「経済的合
理性を示す」こと、手続きなど、数年を必要とするものであり、現時点で「経済
的合理性」を証明するものは何もない。売れない新港地区の土地値段の2倍。

４． 地裁判決に応える「控訴理由書」になっていない。

　●地裁判決は「平成12年時点における本件埋立事業の計画自体、経済的合理性を
欠くものまではいえないものの、その実現の見込み等について、疑問点も種々存
することをも併せ勘案すると、現時点においては、沖縄市が行う本件埋立事業に
ついて、経済的合理性を欠くものと解するのが相当である。」

今年、3月14日
左と同じ時期、場所
↓

06年4月、泡瀬通信施設前。
泡瀬干潟はｱｰｻで緑のｼﾞｭｰﾀ

ﾝであった。↑

泡瀬干潟から
アーサが消えてしまった

北中城村
漁協の話
では、「泡瀬
埋立工事が

原因」という。

専門家も工事
で発生した
「鉱物粒子

（ｼﾙﾄ）が原因
と思われる」
と発言



7

90％進行していた国の事業を「中止」させた例は多い。
上の例は、その一つ。泡瀬埋立も「中止」を!!

中止され再生事業が
行われている例も多い
０７年、全国１９箇所

泡瀬も｢中止」して
再生事業を

日本自然保護協会作成

　晴れわたる空、爽やかな春風、背後に埋め立て護岸・・。
「人の輪」の「泡瀬干潟を守ろう」の声が響く。

　　　　09年4月12日「干潟を守る日、IN泡瀬干潟」

これからの取組(日程、課題、目標など)

●浚渫工事「保留」を工事｢中止｣にさせよう。

●新聞投書、講演会、シンポジウム、学習会など　

で「泡瀬干潟を守ろう」の世論を高めよう。

●控訴審を勝利しよう（5･28、6･25、7･２3）　
●県・市の控訴理由書への批判活動を広めよう

　「5･28控訴理由書批判大集会・沖縄市農民研修　
センター」を成功させよう。

●国会議員、県議会議員への要請活動を広げよう。

●泡瀬干潟を残し、埋立しないで沖縄市を活性化さ　　　
せる委員会(仮称）を発足させよう　


