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甲19 甲E1
泡瀬干潟公金支出差止等請求

事件判決書(正本)
写し

平成20年11
月19日

那覇地方裁判所書記官 第一次公金支出差止訴訟第一審判決

甲20 甲E2
泡瀬干潟公金支出差止等請求

控訴事件判決書(正本)
写し

平成21年10月
15日

福岡高等裁判所那覇支
部書記官

第一次公金支出差止訴訟控訴審判決

甲28 甲E3
東部海浜開発事業 東門市長記
者会見（沖縄市ホームページよ

り）
写し

平成20年1月
頃

沖縄市

沖縄市長が変更前の本件埋立事業を見
直し、「第Ⅰ区域は、土地利用計画の見
直しを前提に推進｣、「第Ⅱ区域は、干潟
への配慮などから推進は困難」とする方
針を表明した事実。

甲29 甲E4
平成20年度（2008年度）施政方

針
写し

平成20年2月
21日

沖縄市長

沖縄市長が、「東部海浜開発事業につい
ては、干潟等自然環境への配慮と将
来におけ･市経済の活性化に向け、国・
県と連携を図りながら、市民参画による
土地利用計画の見直しに取り組みま
す。」と施政方針において表明した事実。

甲30 甲E5
100人ワークショップの意見とま

とめ
写し 平成21年春頃 沖縄市外

沖縄市が、東部海浜開発土地利用計画
に関して市民意見の聴取を目的として、
東部海浜開発土地利用計画策定１００人
ワークショップなるものを３回開催した事
実。
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同
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甲E

甲31 甲E6 市民部会の意見報告書 写し
平成21年12

月1日

沖縄市が市民案をまとめるための部会と
して、沖縄市活性化１００人委員会東部
海浜開発見直し部会を組織した事実。同
部会では、世界一のプールを造る「エコ・
健康保養・国際観光リゾート」案と、ス
ポーツ施設を造る「健康を創り出す島」の
２案を市に報告した。同報告は、東部海
浜開発土地利用計画検討調査委員会の
第４回委員会（２００９年（平成２１年）１２
月２４日開催）では単に報告事項とされた
にとどまった事実。

甲32 甲E7
平成21年度 第４回 東部海浜開

発土地利用計画検討調査委員
会議事録

写し
平成21年12月
24日議事録

東部海浜開発土地利用
計画検討調査委員会

沖縄市長が、新しい土地利用計画策定
のためにコンサルタント会社に委託し、コ
ンサルタント会社が設置した委員会であ
る 東部海浜開発土地利用計画検討調査
委員会平成 21年度 第４回議事録。同委
員会のメンバーのほとんどが埋め立てを
推進する考えを表明している者である事
実。

甲33 甲E8
平成21年度 第５回 東部海浜開

発土地利用計画検討調査委員
会議事録

写し
平成22年3月3

日議事録
東部海浜開発土地利用
計画検討調査委員会

平成 21年度 第５回 東部海浜開発土地
利用計画検討調査委員会の議事録

甲34 甲E9 国会議事録 写し
平成22年3月
23日議事録

参議院

前原国土交通大臣（兼沖縄及び北方対
策担当大臣、当時）は、日本共産党紙智
子議員への答弁で、「中城湾港振興地区
東埠頭浚渫と泡瀬干潟埋め立てをリンク
させない」「沖縄市の新しい土地利用計
画が提出されたら厳しく検証する」旨述べ
ている事実。

甲67 甲E10 琉球新報記事 写し
平成22年3月

4日
株式会社琉球新報社

東部海浜開発土地利用計画検討調査委
員会で、スポーツコンベンション拠点形成
案を同委員会の案として選定した事実。
（最終的に平成２２年３月３日の第５回委
員会で確定）。

甲68 甲E11 沖縄タイムス記事 写し
平成22年3月

4日
株式会者沖縄タイムス

社
同上

甲69 甲E12 琉球新報記事 写し
平成22年8月

4日
株式会社琉球新報社

沖縄市の計画案に対して、前原国土交通
大臣（当時）は、甲３４の参議院答弁に反
し、即日これを承認し泡瀬干潟埋立工事
再開を表明した事実

甲70 甲E13 沖縄タイムス記事 写し 平成22年8月 株式会者沖縄タイムス 同上

甲71 甲E14 琉球新報記事 写し
平成23年3月

1日
株式会社琉球新報社

沖縄県知事が、沖縄市の新計画に関し、
「（需要予測など）数字がいろいろ変化し
ても沖縄市の次の展開のためにはどうし
ても（事業は）必要だ。計画を了として前
へ進めるべきだ。」旨発言した事実。初め
から結論ありきの方針を表明した事実。

甲72 甲E15 琉球新報記事 写し
平成23年3月

30日
株式会社琉球新報社

平成２３年３月２５日に、沖縄県議会予算
特別委員会が、本件埋立事業に反対し、
関連予算を削除する修正案を可決した事
実。

甲73 甲E16 沖縄タイムス記事 写し 平成23年3月 株式会者沖縄タイムス 同上

甲88 甲E17 沖縄県職員措置請求書
原
本

平成２３年５月
２７日

原告ら（１７号事件）

沖縄県の住民である原告ら（１７号事件）
が平成２３年５月２７日付で沖縄県監査
委員に対し、地方自治法第２４２条１項に
基づき、請求の趣旨と同様の措置を求め
る住民監査請求をした事実。

甲89 甲E18 沖縄県職員措置請求書に対する
却下通知

原
本

平成２３年６月
２８日

沖縄県監査委員
沖縄県監査委員が甲８８の監査請求に
対し、平成２３年６月２８日付で却下した
事実。

甲90 甲E19 沖縄市職員措置請求書
原
本

平成２３年５月
２７日

原告ら（１８号事件）

沖縄市の住民である原告ら（１８号事件）
が平成２３年５月２７日付で沖縄市監査
委員に対し、地方自治法第２４２条１項に
基づき、請求の趣旨と同様の措置を求め
る住民監査請求をした事実。

甲91 甲E20 沖縄市職員措置請求書に対する
却下通知

原
本

平成２３年７月
１５日

沖縄市監査委員
沖縄県監査委員が甲９０の監査請求に
対し、平成２３年７月１５日付で却下した
事実。

以上
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