
要望書 別添資料

写真1��ハチの⼲潟：陸地側から沖のハチ岩を望む。

写真2��ハチの⼲潟：ハチ岩より陸地を望む。
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写真3���ハチの⼲潟とLNG⽕⼒発電所建設予定地 (Google�Earthより作成）。
桟橋（⾚）の⻑さは500�m、LNG運搬外航船は250�×50�m、LNG貯蔵船は
120×50�mのサイズで描画（⽵原市が2021年５⽉6⽇に⽵原市下野町で配布
した資料等に基づいて作図）。
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写真4���ハチの⼲潟とLNG⽕⼒発電所建設予定地（国⼟地理院地図・空中写真
閲覧サービスより空中写真を⼊⼿し、作成）。桟橋、LNG運搬外航船、LNG貯
蔵船が賀茂川から流出する河川⽔の流⼼近くに位置することがわかる。
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写真5��カブトガニ (絶滅危惧 I�類)�

写真8��イセシラガイ (絶滅危惧 I�類)

希少種写真その1
以下の写真は全て、ハチの⼲潟で撮影されたもの、あるいはハチの⼲潟産の個体を撮影したもの。

絶滅危惧のカテゴリーは全て環境省レッドリスト2020に依る。

写真12��ヒナノズキン (絶滅危惧 I�類)�写真11��トゲイカリナマコに付着する
ヒナノズキン (絶滅危惧 I�類)�

写真9��トゲイカリナマコに付着する
アリアケケボリ (絶滅危惧 I�類)�

写真10��アリアケケボリ (絶滅危惧 I�類)�

写真7��ハボウキ（準絶滅危惧）に固着
するイソチドリ (絶滅危惧 I�類)�

写真6�ウネムシロ (絶滅危惧 I�類)�
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希少種写真その2
以下の写真は全て、ハチの⼲潟で撮影されたもの、あるいはハチの⼲潟産の個体を撮影したもの。
絶滅危惧のカテゴリーは環境省レッドリスト2020または環境省海洋⽣物レッドリスト2017に依る。

写真14��スジホシムシ (準絶滅危惧)�に
付着するオキナノエガオ(絶滅危惧 I�類)

写真13��スジホシムシ (準絶滅危惧)�に
付着するオキナノエガオ(絶滅危惧 I�類)

写真18��サナギモツボ (絶滅危惧 II�類)写真17��ハクセンシオマネキ
(絶滅危惧 II�類)の群⽣

写真16��ヒガシナメクジウオ
(絶滅危惧 II�類)

写真15��イソカゼ (絶滅危惧 I�類)

写真19��カハタレカワザンショウ
(絶滅危惧 II�類)

写真20��フロガイダマシ (絶滅危惧 II�類)
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希少種写真その3
以下の写真は全て、ハチの⼲潟で撮影されたもの、あるいはハチの⼲潟産の個体を撮影したもの。

絶滅危惧のカテゴリーは環境省レッドリスト2020に依る。

写真22��クモヒトデの１種に付着する
ヤセフタオビツマミガイ(絶滅危惧 II�類)

写真23��ヌノメホソクチキレ
(絶滅危惧 II�類)

写真26��トゲイカリナマコの棲管の中の
ツルマルケボリ (絶滅危惧 II�類)�

写真24��ヤミヨキセワタ (絶滅危惧 II�類)

写真28�ヒシガイ (絶滅危惧 II�類)

写真27��ツルマルケボリ (絶滅危惧 II�類)�

写真25��カミスジカイコガイダマシ
(絶滅危惧 II�類)

写真21��ヒモイカリナマコツマミガイ
(絶滅危惧 II�類)

6



写真34��サザナミツボ (準絶滅危惧)

写真35��シゲヤスイトカケギリ
(準絶滅危惧)

希少種写真その4
以下の写真は全て、ハチの⼲潟で撮影されたもの、あるいはハチの⼲潟産の個体を撮影したもの。
絶滅危惧のカテゴリーは環境省レッドリスト2020または環境省海洋⽣物レッドリスト2017に依る。

写真36��ウネイトカケギリ(準絶滅危惧)

写真31��サナダユムシ(準絶滅危惧)
の⼝吻

写真30��⽔管を切断したチゴマテ
(絶滅危惧 II�類)�

写真29��シナヤカスエモノガイ
(絶滅危惧 II�類)

写真32��イボキサゴ(準絶滅危惧)

写真33��ナギツボ (準絶滅危惧)
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希少種写真その5
以下の写真は全て、ハチの⼲潟で撮影されたもの、あるいはハチの⼲潟産の個体を撮影したもの。

絶滅危惧のカテゴリーは環境省レッドリスト2020に依る。

写真40��キヌタレガイ (準絶滅危惧)�写真39��Y字型の棲管の中のキヌタレ
ガイ (準絶滅危惧)

写真37��エドイトカケギリ(準絶滅危惧)

写真42��ハボウキ (準絶滅危惧)写真41��ハボウキ (準絶滅危惧)

写真38��ワカミルガイ (準絶滅危惧)

写真43 アナジャコ類の1種と共⽣する
マゴコロガイ(準絶滅危惧) 写真44��サクラガイ (右：準絶滅危惧)
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希少種写真その6
以下の写真は全て、ハチの⼲潟で撮影されたもの、あるいはハチの⼲潟産の個体を撮影したもの。

絶滅危惧のカテゴリーは全て環境省レッドリスト2020に依る。

写真46��バラフマテ (準絶滅危惧)

写真45��ウズザクラ (準絶滅危惧)

写真47��ウズツボ (情報不⾜)
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