
宛先 件名 根拠法令等 申請日等 承認等の決定日

沖縄県内水面漁場管理委員会 会長 リュウキュウアユ採捕実績報告書 沖縄県内水面漁場管理委員会指示21第1号 H23.4.12 －

沖縄県知事 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条第２項 H23.5.23 －

沖縄県知事 特別採捕許可申請書 沖縄県漁業調整規則　第４１条第２項 H23.5.23 －

沖縄県知事 特別採捕許可申請書 沖縄県漁業調整規則　第４１条第２項 H23.5.23 －

沖縄県内水面漁場管理委員会 会長 リュウキュウアユ採捕承認申請書 沖縄県内水面漁場管理委員会指示21第1号 H23.5.23 －

漁港管理者 名護市長 漁港の区域内における行為についての協議書 漁港漁場整備法第３９条第４項 H23.5.27 H23.8.12

名護市長 普天間飛行場代替施設の建設に係る現況調査について（依頼）
沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第４条第１号及び第６条第
１号

H23.5.30 H23.8.12

沖縄県知事 沖縄県漁業調整規則第４１条第５項に基づく報告について 沖縄県漁場調整規則　第４１条第５項 H23.6.3 －

沖縄県知事 沖縄県漁業調整規則第４１条第５項に基づく報告について 沖縄県漁場調整規則　第４１条第５項 H23.6.3 －

沖縄県農林水産部長 海域及び河川における特別採捕許可申請について（回答） 照会に対する回答（沖縄県漁場調整規則第４１条第２項） H23.9.1 －

沖縄県環境生活部長 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請について（回答）
照会に対する回答（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条
第２項）

H23.9.1 －

沖縄県知事 環境影響評価書送付書 環境影響評価法第２２条第１項第６号 H23.12.26 －

沖縄県知事 環境影響評価書送付書 沖縄県環境影響評価条例第２１条 H23.12.26 －

普天間飛行場代替施設建設事業に関し、沖縄防衛局が沖縄県及び名護市に対し行った申請等の行政手続き一覧
（２０１１年４月１日～２０１４年１０月２７日）



件名 根拠法令等 申請日等 承認等の決定日

沖縄県知事 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の追加送付について 追加送付（沖縄県環境影響評価条例第２１条） H24.1.5 －

沖縄県知事 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の補正について 補正（環境影響評価法第２２条第１項第６号） H24.1.6 －

沖縄県知事 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の補正について 補正（沖縄県環境影響評価条例第２１条） H24.1.6 －

沖縄県知事 環境影響評価補正評価書送付書 環境影響評価法第２５条第３項 H24.12.18 －

沖縄県知事 環境影響評価補正評価書送付書 沖縄県環境影響評価条例第２３条第３項 H24.12.18 －

名護市長 環境影響評価補正評価書送付書 環境影響評価法第２６条第２項 H24.12.18 －

沖縄県知事 公告実施報告書 沖縄県環境影響評価条例第２４条 H24.12.27 －

沖縄県知事 公有水面埋立承認願書 公有水面埋立法第４２条第１項 H25.3.22 H25.12.27

名護市長
普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書に係る公有水面の利用に
関して設置した施設について（照会）

公有水面埋立法第１０条 H25.5.7 H25.5.15

沖縄県知事 普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書の補正について（提出） 補正（公有水面埋立法第４２条第１項） H25.5.31 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について（依頼） なし H26.4.11 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る許可申請について（依頼） なし H26.4.11 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について（依頼） なし H26.4.11 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る意見照会について（依頼） なし H26.4.11 －



件名 根拠法令等 申請日等 承認等の決定日

漁港管理者代表者 名護市長 漁港の区域内における行為についての協議書 漁港漁場整備法第３９条第４項 H26.4.11 －

名護市長 甲種漁港施設占用等許可申請書 名護市漁港管理条例第１０条第１項 H26.4.11 －

名護市長 法定外公共物占用等協議書 名護市法定外公共物管理条例第５条 H26.4.11 H26.9.3取下げ

名護市長 法定外公共物占用等協議書 名護市法定外公共物管理条例第５条 H26.4.11 －

名護市長
普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等許可申請書に添付する意見書
について（照会）

沖縄県漁業調整規則第３９条 H26.4.11 H26.6.26

名護市教育委員会 教育長 キャンプ・シュワブにおける埋蔵文化財の有無について（照会） なし H26.4.11 H26.5.12

名護市長 貴職からの文書に係る疑義について（回答） 照会に対する回答（なし） H26.4.28 －

名護市長 貴職からの文書に係る疑義について（回答） 照会に対する回答（なし） H26.4.28 －

名護市長 貴職からの文書に係る疑義について（回答） 照会に対する回答（なし） H26.4.28 －

名護市長
普天間飛行場代替施設建設事業に係る意見照会に係る必要書類の提出について
（回答）

依頼に対する回答（沖縄県漁業調整規則第３９条） H26.4.28 －

名護市教育委員会 教育長 
キャンプ・シュワブにおける埋蔵文化財の有無照会に係る関係書類の提出について
（回答）

照会に対する回答（なし） H26.4.28 -

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議書の補正について（回答） 依頼に対する回答（名護市法定外公共物管理条例第５条） H26.5.9 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る許可申請書の補正について（回答） 依頼に対する回答（名護市漁港管理条例第１０条第１項） H26.5.9 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議書の補正について（回答） 依頼に対する回答（漁港漁場整備法第３９条第４項） H26.5.9 －



件名 根拠法令等 申請日等 承認等の決定日

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る意見照会について（回答） 依頼に対する回答（沖縄県漁業調整規則第３９条） H26.5.9 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議書等について
依頼に対する回答（漁港漁場整備法第３９条第４項、名護市漁港管理条
例第１０条第１項、名護市法定外公共物管理条例第５条）

H26.5.21 －

沖縄県知事 通知書 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第１１条 H26.5.22 －

名護市長
普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等許可申請書に添付する意見書
について（依頼）

意見書提出依頼（沖縄県漁業調整規則第３９条） H26.5.23 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議書等について
再提出（漁港漁場整備法第３９条第４項、名護市漁港管理条例第１０条
第１項、名護市法定外公共物管理条例第５条）

H26.6.6 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る意見照会について 再提出（沖縄県漁業調整規則第３９条） H26.6.6 －

沖縄県知事 工事着手届出書 沖縄県環境影響評価条例第３４条 H26.6.30 －

沖縄県知事 漁船の操業制限等変更通知書
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき
日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制
限等に関する法律第１条

H26.7.2 －

沖縄県知事 岩礁破砕等に関する協議書 沖縄県漁業調整規則第３９条 H26.7.11 H26.7.17

沖縄県知事 岩礁破砕等許可申請書 沖縄県漁業調整規則第３９条 H26.7.11 H26.8.28

沖縄県知事
普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等に関する協議書の補正につい
て

補正（沖縄県漁業調整規則第３９条） H26.7.16 -

沖縄県知事 道路使用許可手数料免除申請書 沖縄県警察関係手数料条例施行規則第２条第１項第１号 H26.7.17 －

沖縄県教育委員会　教育長 天然記念物（オカヤドカリ）に係る保護対策について なし H26.7.18 －

沖縄県教育委員会　教育長 天然記念物（ジュゴン）に係る保護対策について なし H26.7.18 －

沖縄県知事 氏名変更等通知書 沖縄県赤土等流出防止条例第９条第２項 H26.7.30 －



件名 根拠法令等 申請日等 承認等の決定日

沖縄県知事 岩礁破砕等に関する協議書 沖縄県漁業調整規則第３９条 H26.8.11 H26.8.14

沖縄県知事 普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等許可申請書の補正について 補正（沖縄県漁業調整規則第３９条） H26.8.11 -

名護市教育委員会　教育長 キャンプ・シュワブにおける埋蔵文化財発掘の通知について（依頼） 文化財保護法第９４条第１項 H26.8.11 -

沖縄県教育委員会　教育長 埋蔵文化財発掘の通知について 文化財保護法第９４条第１項 H26.8.11 -

名護市教育委員会　教育長
キャンプ・シュワブにおける埋蔵文化財発掘の通知に係る関係書類の提出について
（回答）

照会に対する回答（文化財保護法第９４条第１項） H26.8.22 -

沖縄県北部保健所長 特定粉じん排出等作業実施届出書 大気汚染防止法第１８条の１５第１項 H26.8.22 －

沖縄県知事 設計概要変更承認申請書 公有水面埋立法第４２条第３項により準用する第１３条ノ２第１項 H26.9.3 －

名護市長 普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について（通知） 協議の取下げ（名護市法定外公共物管理条例第５条） H26.9.3 －

沖縄県知事 通知書 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第１１条 H26.9.17 －

沖縄県知事
普天間飛行場代替施設建設事業に係る設計概要変更承認申請書の補正について
（提出）

補正（公有水面埋立法第４２条第３項により準用する第１３条ノ２第１項） H26.9.18 －

沖縄県土木建築部長
普天間飛行場代替施設建設事業に係る設計概要変更承認申請書の補正について
（提出）

補正（公有水面埋立法第４２条第３項により準用する第１３条ノ２第１項） H26.9.22 －

沖縄県教育委員会　教育長 天然記念物（オカヤドカリ）に係る保護対策について なし H26.10.14 －

沖縄県知事 通知書 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第１１条 H26.10.27 －


