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甲35 甲Ｃ1
交通政策審議会第40回港湾分

科会に係る環境省意見について
（お知らせ）

写し
平成23年3月

3日
環境省

中央交通政策審議会港湾分科会に上程
された中城湾港港湾計画の一部変更案
につき、環境省が述べた意見。

甲43 甲Ｃ2
沖縄の自然とレッドデータブック

(１頁
写し

平成17年9月
27日公表

沖縄県

本件埋立予定海域には多くの固有種を
含む絶滅危惧種が多数生息しているこ
と、その内貝類も多数生息していること、
同海域に生息する絶滅危惧種を含め、沖
縄県の野生生物は開発等により益々そ
の生息状況は深刻化しており、これにつ
いて沖縄県自身が危機感をもち、その保
護対策の必要性を認識し、その基礎資料
として沖縄版レッドデータブックを作成し
たこと

甲44 甲Ｃ3 「環境問題と地域の自立的発展」 写し 神田嘉延 沖縄の干潟開発に関するデータ

甲45 甲Ｃ4 ２００１年１月３０日琉球新報朝
刊記事

写し
平成13年1月

30日
（株）琉球新報社

平成１２年ころ当時、沖縄県は、埋立によ
り、都道府県別の増加面積で全国１位と
なっているところ、さらに泡瀬干潟を埋め
立てようとしていることなど

甲46 甲Ｃ5
２００１年１月３０日沖縄タイムス

朝刊記事
写し

平成13年1月
30日

株式会者沖縄タイムス
社

同上

同

同

同

同

原告ら訴訟復代理人

同

原告ら訴訟代理人

同

同

同

同

同

平成２３年（行ウ）第１７号、１８号　第二次泡整干潟公金支出差止等請求事件

前川盛治外２７４名

沖縄県知事・沖縄市長

　証　拠　説　明　書（甲Ｃ）

平成２４年１月１３日

那覇地方裁判所民事2部　合議A係　御中
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甲47 甲Ｃ6
うまんちゅぬ宝　泡瀬干
潟の自然ガイドブック

写し

2005年（平成

17年）９月1０

日

泡瀬干潟自然環境
調査委員会・日本

自然保護協会

泡瀬干潟の環境特性、泡瀬干潟周辺の
土地利用の変遷の状況、泡瀬干潟と周
辺海域の環境区分と各ゾーンの特徴、泡
瀬干潟の海草群落の状況、海草移植の
問題点、泡瀬干潟の海草藻類が豊富で
基調であること、泡瀬干潟には極めて多く
の貝類、貴重種・希少種に属する貝類が
生息し、未だその調査が十分と言えない
こと、泡瀬干潟は沖縄県で最も多様な鳥
類が飛来・生息し、生息数も多いこと、鳥
類にとって泡瀬干潟が貴重な採餌場所と
なっていること、泡瀬干潟には多様な希
少種が生息していること、住民と干潟の
関係も密接であること。

甲48 甲Ｃ7 意見書 写し
平成18年3月

16日
金本自由生

海草は学術的に未だ未解明な部分が多
い事実、海草藻場の重要性、海草の移植
には移植と再生の２種類があり、本件事
業では、再生の理論に基づいている事
実、海草移植の成功判断には長い年月
の追跡調査が必要な事実、本件事業に
おいては、現段階では海草移植が可能で
あると判断することはできないとしている
事実

甲49 甲Ｃ8

泡瀬干潟生物多様性研究
会記者会見（７月２３日
沖縄県　県庁記者クラ

ブ）発表資料・写真・新
聞記事（ニナイカナイゴ
ウナ、オボロヅキ、スイ
ショウガイ資料等）

写し
2005年（平成
17年）10月19

日

泡瀬干潟生物多様
性研究会

本件埋立計画地ないしその周辺海域で
続々と希少種等貴重な生物が発見され
ていること。具体的には、貝類ニライカナ
イゴウナ、オボロヅキ、スイショウガイ、甲
殻類オキナワヤワラガニ、ヒラモクズガ
ニ、藻類リュウキュウヅタなどである。

甲50 甲Ｃ9

『埋立工事中の泡瀬干潟
で、またまた！貴重な貝
を発見』のインターネッ

ト資料

写し
2009年（平成
21年）3月14日

琉球新報社
泡瀬干潟において新種のゴカイ「アワセヒ
ガタツバサゴカイ」が発見された事実

甲51 甲Ｃ10
「ジャングサマテガイ」

記者会見文
写し

平成17年9月
21日

泡瀬干潟生物多様
性研究会・貝類保

全研究会

泡瀬干潟において日本で初めてジャング
サマテガイが発見されたこと

甲52 甲Ｃ11 環境影響評価図書(抄本） 写し 平成12年3月
沖縄開発庁沖縄総

合事務局

中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業
に関し実施された環境影響評価は極めて
杜撰なものであること、甲８の極めて杜撰
な環境影響評価をもとにして為された免
許・承認は、「環境保全に十分に配慮せ
られたるもの」との要件を欠くものである
こと

甲53 甲Ｃ12 写真 写し 平成16年～平
成20年

原告ら
本件工事による泡瀬干潟海域における藻
場の経年変化を写した写真

甲54 甲Ｃ13 写真 写し
平成12年頃、

平成20年頃
原告ら

本件工事による泡瀬干潟における砂州の
経年変化を写した写真

甲55 甲Ｃ14 写真 写し
平成12年、平

成21年
原告ら

本件工事により泡瀬干潟のアーサの生
息に異変が起きていることを写した写真

甲56 甲Ｃ15
交通政策審議会第40回港湾分

科会に係る環境省意見について
（お知らせ）

写し
平成23年3月

3日
環境省

環境省、国土交通省交通政策審議会港
湾分科会が泡瀬埋立事業に対して出した
意見。環境省が、泡瀬干潟の重要性を認
識し、埋立に対して消極的な見解を発表
している。

甲57 甲Ｃ16
泡瀬干潟の埋立の中止を緊急に

求める意見書
写し

平成20年7月
18日

日本弁護士連合会

日弁連が、国及び沖縄県に対して本件埋
立事業を速やかに中止すること、沖縄市
に対しては本件事業の根拠となる東部海
浜地区開発計画を廃止することを求める
意見書。
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甲58 甲Ｃ17
泡瀬干潟埋立事業訴訟福岡高

裁判決に関する会長談話
写し

平成21年10
月15日

元日本弁護士連合会会
長　宮﨑誠

第一次公金支出差止訴訟控訴審判決を
受けて、日本弁護士連合会会長が行った
談話。沖縄県及び国に対して、泡瀬干潟
埋立工事を直ちに中止すること、沖縄県
及び沖縄市は、泡瀬干潟埋立事業及び
東部海浜開発事業を中止することを求め
ている事実。

甲59の1 甲Ｃ18
ラムサール条約湿地潜在候補地

の選定について（お知らせ）
写し

平成22年9月
30日

環境省

泡瀬干潟は、ラムサール条約湿地の潜
在候補地として選定されている事実。国
（環境省）自身が、泡瀬干潟が登録基準
を満たしており登録にふさわしい湿地で
あることを認めている事実。

甲59の2 甲Ｃ18の２ 別添資料 写し 同上 同上 甲59の１に添付された資料

甲60 甲Ｃ19 泡瀬干潟サンゴ調査結果 写し
平成22年8月

11日

日本自然保護協会／沖
縄リーフチェック研究会

安部真理子

第Ⅰ区域の護岸工事が始まった時点か
ら、工事海域と隣接する St.8 付近の海
域のヒメマツミドリイシの被度が顕著に減
少していることが確認されていること。

甲61 甲Ｃ20

平成21 年度中城湾港泡瀬地区

環境保全・創造検討委員会第2 
回 海藻草類専門部会クビレミド
ロの実海域展開実験について

写し
平成22年2月

24 日

内閣府沖縄総合事務局
開発建設部

沖縄県土木建築部(財)
港湾空間高度化環境研

究センター

クビレミドロの移植に関して、実海域での
培養については、今後の課題であるとし、
移植技術が未だ完成していないこと。

甲62 甲Ｃ21
前訴甲５６　クビレミドロについて

（意見書）
写し 平成18年頃 香村眞徳

クビレミドロの生物学的な価値、クビレミド
ロの生育にはどのような環境が必要か、
本件埋立事業がクビレミドロに与える影
響、クビレミドロの移植技術が未だ確立さ
れていないこと等に関する意見書

甲63 甲Ｃ22
泡瀬干潟埋め立て事業ありきの
環境アセスメントと市民参加の欠

落
写し 平成20年頃

日本自然保護協会開発
法子

第Ⅰ区域の陸側（第Ⅱ区域と陸側の干潟
部）には、護岸工事開始後、藻場やサン
ゴ類、貝類への土砂の堆積が確認され、
藻場の底質の粒度組成が大きく変化した
こと。

甲64 甲Ｃ23 参議院環境委員会会議録第５号 写し
平成18年3月
22日会議録

参議院
環境省の政府参考人が、本件事業にお
ける海草の移植に関して、技術確立まで
時間を要すると答弁している事実。

甲65 甲Ｃ24 琉球新報記事 写し
平成19年3月

14日
株式会社琉球新報社

環境保全検討委員会の委員で海藻草類
専門部会の座長を努める野呂忠秀鹿児
島大学水産学部教授が環境保全・創造
検討委員会で、「移植による藻場が保全
されるとは考えていない」述べ、藻場生態
系の保全対策について根本的に見直す
ように提起している事実。

甲66 甲Ｃ25
中城湾港泡瀬地区公有水面埋
立事業の免許にかかる流れ(フ

ローチャート)
写し

平成19年5月
15日

新垣健一
本件事業における当初の免許手続の流
れ、第一次訴訟の乙１１号証の別紙

甲77 甲Ｃ26 沖縄タイムス記事 写し
平成23年6月

17日
株式会者沖縄タイムス

社
本件の埋め立て予定地付近でウミガメの
卵が発見された事実。

甲78 甲Ｃ27 琉球新報記事 写し 平成23年6月 株式会社琉球新報社 同上

甲79 甲Ｃ28 琉球新報記事 写し
平成21年12

月25日
株式会社琉球新報社

ＷＷＦ（世界自然保護基金）ジャパンが公
表した南西諸島における生物多様性の
保全上重要な地域を示した生物多様性
保全地域地図（南西諸島生きものマップ）
において、泡瀬干潟が、固有種の分布
や、自然度の高い植生などを考慮して定
められた生物多様性優先保全地域（ＢＰ
Ａ）に含まれている事実。

甲80 甲Ｃ29 沖縄タイムス記事 写し
平成23年6月

1日
株式会者沖縄タイムス

社

Ｃ・Ｉ（国際環境保護団体）は、絶滅のおそ
れがある生物の生息地や渡り鳥の集中
飛来地など、日本の生物多様性保全に
とって特に重要な場所として「生物多様性
重要地域（ＫＢＡ）」２３２か所を選定し、泡
瀬干潟も含まれている事実。

甲81 甲Ｃ30 琉球新報記事 写し
平成23年5月

15日
株式会社琉球新報社

変更前の本件埋立工事の中断後の２０１
１年５月の調査ではヒメマツミドリイシ類
のサンゴの被度が平成２２年との比較で
若干回復の傾向を示している事実。

甲82 甲Ｃ31 琉球新報記事 写し
平成21年12

月25日
株式会社琉球新報社

本件の埋め立て工事が始まった平成１８
年年１０月の調査より浅場の小型海草群
落の乾重量が減少している事実。

甲83 甲Ｃ32 沖縄タイムス記事 写し
平成23年6月

17日
株式会者沖縄タイムス

社
本件の埋め立て予定地付近でウミガメの
卵が発見された事実。
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甲92 甲Ｃ33 安部真理子意見書 写し
2007年（平成
19年）10月24

日
安部真理子

本件埋め立て地内のサンゴに関する調
査で、第Ⅰ区域内にはリュウキュウキッカ
サンゴをはじめとして被度約３０～５５％と
いう多くの健全なサンゴ類が確認されて
いた事実。

以上
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