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甲21 甲B1
「東部海浜開発事業～国際文化
観光都市の実現を目指して～」と

題する書面
写し 平成22年7月 沖縄市

2010年7月30日に沖縄市が発表した本件
埋立事業の元となる新計画。

甲22 甲B2
「主な需要予測の考え方」と題す

る書面
写し 平成22年7月 沖縄市

2010年7月30日に沖縄市が発表した本件
埋立事業の元となる新計画での需要予
測の考え方の資料。

甲23 甲B3
「市の財政への影響」と題する書

面
写し 平成22年7月 沖縄市

2010年7月30日に沖縄市が発表した本件
埋立事業の元となる新計画での市の財
政への影響の資料。

甲24 甲B4 沖縄市宿泊者数に関する資料 写し 不詳 沖縄市

沖縄市から沖縄県に提出された、沖縄市
の入域観光客数、平均宿泊日数に関す
る資料。同資料では、沖縄市の平均宿泊
日数については沖縄県の平均宿泊日数
をそのまま援用している。また、沖縄市入
域観光客数の算出に当たり、市内ホテル
宿泊延べ人数を沖縄県の平均宿泊日数
で割って出している。これらのことから、
各数字に対する信用性は存しない。

甲25 甲B5 観光要覧平成20年版 写し
平成21年11

月
沖縄県 沖縄県の入域観光客数・平均宿泊日数。
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甲26 甲B6
進出意向に関するヒアリング結

果
写し

平成22年5月
～6月

沖縄市

沖縄市が、平成２２年５月から６月にかけ
て実施したとする「進出意向ヒアリング（３
社）」結果。３社の内、２社について「進出
意向（ホテル・商業、コテージ）」を示され
たとしているが確約された訳ではなく、実
際に民間資本が埋立地に立地するか否
かは不透明な状況にあるのであって、土
地賃貸料収入や税収の確実性は存在し
ない事実。

甲27 甲B7 「泡瀬地区開発事業にかかる概
算事業費」と題する書面

写し
平成23年6月

3日

沖縄市、但し「沖縄市議
会議案説明会資料
2011年6月3日国･県の

泡瀬埋立事業変更手続
き書類に基づく「概算事
業費」の資料です。」の
部分は、原告前川盛治

甲２１，甲２２とは別に沖縄市議会におけ
る本件埋立計画に関する議案の資料。甲
２１，甲２２とは数字に食い違いが存在す
る事実。

甲36 甲B8
沖縄振興計画等総点検報告書

－沖縄振興の現状と課題及び展
望－

写し 平成22年4月 沖縄県

新港地区は1999年に特別自由貿易地域
（FTZ）に指定され、これまで国（沖縄振興
特別措置法に基づく高率補助）や県が用
地の整備や企業誘致を進めてきたが、
「期待された成果は上がっていない」報告
されている事実。

甲37 甲B9 特別自由貿易地域の概要 写し
平成19年8月

1日
観光商工部企業立地搾

進課

沖縄県の特別自由貿易地域に関する報
告。1999年のFTZ指定以降分譲が進んで
おらず、分譲済面積65,000㎡のうち、
46,000㎡については買取条件付賃貸で
あり、本来は賃貸と評価すべきものも含
んでいることから、実質分譲済み面積
は、19,000㎡（＝65,000㎡－46,000㎡）に
過ぎないこと、賃貸工場は２３棟整備され
ているが、2011年3月1日現在において、
なお６棟空いており、誘致が進んでいな
いこと、分譲用地には７社立地している
が、うち３社は買取条件付賃貸方式であ
り、現実に用地を購入したのは４社に過
ぎず、民間への分譲が全く進んでいない
こと等、ＦＴＺ構想が完全に破綻しているこ
と。

甲38 甲B10
平成２２年度中城湾港新港地区

雇用状況等調査レポート
写し

平成22年11
月

中城湾港開発推進協議
会

ＦＴＺでの雇用人数は、平成22年11月時
点のでは551人である事実。FTZでの雇
用については平成11年3月の基本計画で
は6,146人の雇用人口を見込んでおり、
平成23年3月1日資料での雇用数は439
人で当初計画の僅か7.1％というものであ
り、FTZ構想の失敗は明らかである。

甲39 甲B11
中城湾新港地区協議会平成20
年度中城湾港（新港地区）振興

に向けての要請
写し

平成20年7月
29日

中城湾新港地区協議会

新港地区に立地する企業で構成する「中
城湾新港地区協議会」が平成２０年に国･
県に出した要請書。要請項目として、優
先的な要請としては、「東埠頭の浚渫」で
はなく、「定期航路の創出」「西埠頭への
ガントリークレーンの設置」「電気･水道料
などの軽減」「港湾施設の整備」などと
なっている事実。

甲40 甲B12
中城湾新港地区協議会平成21
年度中城湾港（新港地区）振興

に向けての要請
写し 平成21年

新港地区に立地する企業で構成する「中
城湾新港地区協議会」が平成２１年に国･
県に出した要請書。
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甲41 甲B13
沖縄振興計画等総点検報告書

に対する意見書
写し 平成22年6月 沖縄県振興審議会

甲３６に対する「沖縄県振興審議会」の意
見書。同意見書では「島嶼県沖縄におけ
る交通･物通面の条件不利性は、農林水
産業や製造業など輸出産業の振興や離
島の振興発展を著しく阻害しているだけ
でなく、離島の生活コストを押し上げてい
る。さらに、生活･医療･福祉･教育といっ
た行政サービスの質を維持する観点から
も克服すべき課題となっている。そのた
め、交通･物流の適正化及び効率化を実
現するための総合的対策に横断的に取
り組む必要がある。」と述べ「交通･物流
の適正化及び効率化」が課題であること
を指摘していること。

甲42 甲B14
平成12年度沖縄市産業連関表

の訂正に基づく各種資料
写し 不明 沖縄市

甲２１、６頁以下で「東部海浜開発事業の
運営段階では、市民約１３５０名の雇用
が創出されるとともに、１０年間で約１４９
０億円の生産誘発と約２１億円の市税増
収が見込まれるなど、大きな効果が地元
にもたらされ、地域経済が大いに活性化
する」とする根拠とされる資料。

甲74 甲B15 琉球新報記事 写し
平成21年11

月14日
株式会社琉球新報社

沖縄県は、FTZ分譲用地の「都市機能用
地（25.9ｈa）」について、分譲がすすまな
いため、「都市機能用地」をIT津梁パーク
の場所とし利用するための用地の変更を
進めている事実。

甲75 甲B16 琉球新報記事 写し 平成22年10 株式会社琉球新報社 同上

甲76 甲B17 琉球新報記事 写し
平成23年4月

16日
株式会社琉球新報社

FTZ分譲用地について、FTZ構想とは関
係のない「古酒貯蔵施設（約6千平方メー
トル）」が誘致されている事実。

甲84 甲B18 琉球新報記事 写し
平成21年11

月18日
株式会社琉球新報社

沖縄県が中城湾港マリンタウンプロジエ
クト（与那原・西原地区）の主要施策に掲
げていた「与那原マリーナ」の整備事業
が企業の破綻や不況によるボート愛好家
の減少により変更を余儀なくされている
事実。

甲85の1 甲B19の１ 琉球新報記事 写し
平成22年12

月29日
株式会社琉球新報社

沖縄市の「中部地域入域観光客の沖縄
市立寄率」の計算の根拠となっている東
南植物楽園は現在閉鎖されており、同園
を訪れたとされる観光客数を使って平成
３０年の入域観光客数を予測することに
は根本的な間違いが存すること。

甲85の2 甲B19の２ 沖縄タイムス記事 写し 平成22年12
月30日

株式会者沖縄タイムス
社

同上

甲86 甲B20
平成12年度沖縄市産業連関表

の訂正に基づく各種資料
写し 不詳 沖縄市

甲２１、６頁以下で「東部海浜開発事業の
運営段階では、市民約１３５０名の雇用
が創出されるとともに、１０年間で約１４９
０億円の生産誘発と約２１億円の市税増
収が見込まれるなど、大きな効果が地元
にもたらされ、地域経済が大いに活性化
する」とする根拠とされる資料。

甲87 甲B21 中城湾港泡瀬地区開発事業に
関する協定書

写し
不平成15年3

月28日
沖縄県知事・沖縄市長

国の埋立地を沖縄県が購入し、沖縄県に
おいて造成し、造成後の土地のうち約９０
ｈａを沖縄市に売却する等の協定が締結
されていること、「海浜緑地、人工ビーチ
の管理委託に要する費用」は沖縄市の負
担とされている事実。

以上
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