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                         平成２１年６月１２日 

平成２０年（行コ）第５号 泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件 

控訴人（一審被告） 沖縄県知事・沖縄市長 

被控訴人（一審原告）小橋川共男 外 

福岡高等裁判所 那覇支部 御中 

 

準 備 書 面 

 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   原 田 彰 好 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   籠 橋 隆 明 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   御 子 柴 慎 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   長谷川 鉱 治 

          被控訴人ら訴訟代理人弁護士   白 川 秀 之 

          被控訴人ら訴訟代理人弁護士   間 宮 静 香 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   栗  山  知 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   金邑 口   崇 

     被控訴人ら訴訟代理人弁護士   堀   雅 博 

          被控訴人ら訴訟復代理人弁護士  日 高 洋一郎 

          被控訴人ら訴訟復代理人弁護士  斉 藤 祐 介          

          被控訴人ら訴訟復代理人弁護士  城 間 さ な え          

          被控訴人ら訴訟復代理人弁護士  喜 多 自 然 
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第１章、原判決及び控訴人らの主張 

第１ 原判決の要旨 

  原判決の内容は，大要，以下のとおりである。 

１ 本件環境影響評価の環境影響評価法ないし省令違反の有無 

  本件環境影響評価においては，その調査，予測には，検討が不十分な点も

散見される。しかし，環境影響評価法や省令は，事業者が環境影響評価を実

施するに当たっての調査，予測及び評価の具体的な方法について，事業者の

自主的な判断に委ねているものと解されるところ，本件環境影響評価で採ら

れた調査方法の内容からすれば，本件環境影響評価が，環境影響評価法や省

令に違反する違法なものであるとまではいえない。 

２ 本件埋立事業等の経済的合理性の有無 

（１）平成１２年の本件埋立免許及び承認時点における経済的合理性の有無 

ア 宿泊需要等予測については，沖縄市の入域観光客数の推計，そのうちの泡

瀬地区の受け持ちの割合，平均滞在日数の根拠について，種々の疑問点が存

するものの，合理性を欠くものとまでいうことはできない。 

イ 宿泊施設以外の立地予定施設については，計画に見合うだけの企業の進出

が見込まれるかについては厳しい状況にあったものと見受けられるものの，

計画が実現可能性をおよそ欠くようなものであるとはいえない。 

ウ 沖縄市の財政に与える影響については，民間への売却がスムーズに進まな

かった場合に沖縄市の財政に大きな影響を与えかねないものといえるが，経

済的合理性が存しないものとまではいえない。 
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  以上の次第であるから，本件埋立事業等が，平成１２年の本件埋立免許及

び承認の時点で経済的合理性を欠くものとまではいえない。 

（２）現時点における経済的合理性の有無 

ア 被告市長による平成１９年１２月の本件方針表明は，第Ⅰ区域は，工事の

進捗状況から見て推進せざるを得ないが，土地利用計画は見直しが必要であ

る，第Ⅱ区域は，第Ⅰ区域へのアクセス等の点についての検討は必要である

ものの，計画自体の見直し（すなわち，計画の撤回）が必要であるとするも

のであると解される。このような本件方針表明の内容や，本件方針表明にお

いて推進が表明された第Ⅰ区域についても，具体的な土地利用計画は何ら明

らかでないことに加え，平成１２年時点における本件埋立事業等の計画自体，

その実現の見込み等について，疑問点も種々存することをも併せ勘案すると，

現時点においては，沖縄市が行う本件海浜開発事業について，経済的合理性

を欠くものと解するのが相当である。 

イ 本件埋立事業等は，沖縄市の施策実現がその中心目的と認められるところ，

本件海浜開発事業が経済的合理性を欠く状態にある以上，それとは別個に沖

縄県による本件埋立事業についての経済的合理性を認めることもできない。 

 

第２ 控訴人らの控訴理由の要旨 

１ 控訴人沖縄市長の控訴理由の要旨 

  控訴人沖縄市長は，原判決が，本件埋立事業等の現時点での経済的合理性

を否定した点について，その論理には合理性がないと主張しているが，その

主張は，おおむね以下のとおりである。 

（１）本件海浜開発事業の背景及び構造 

  平成１２年時点の本件海浜開発事業計画は，沖縄市が約３０年に渡って，

都市総合計画の一環として作り上げてきたものであるから，一市長の見直し

表明によって，直ちに経済的合理性を欠くことにはならない（控訴人沖縄市

長控訴理由書第２参照。以下のかっこ内の項数は同控訴理由書の項数を指

す。）。 

（２）本件市長表明の位置づけ 

  本件市長表明により，本件海浜開発事業の経済的合理性が失われるもので

はない。そもそも本件市長表明は，第Ⅱ区域については計画の見直しをする

というものであって，計画を撤回する趣旨ではないし，第Ⅰ区域についても，

計画の消極的推進の趣旨であるということはできない（第４第１から３項）。 

  また，本件市長表明は，意欲の表明にすぎず，今後将来に向けて計画変更

があるとしても，それは計画変更の契機としての意味合いにとどまる（第４
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第４項）。沖縄市は，本件市長表明の後，計画の見直しの具体的作業を開始

しており，見直しに相当程度の期間を要することは当然であるから，原審の

審理中に見直し計画の作成及びその検証がなされることを要求するのは妥当

でない（第４第４項，第７，第９）。また，計画内容が変更されることはま

まあることであるし（第８），見直しの作業は，埋立計画と平行して進行可

能である（第７第３項）から，このことからしても，本件埋立事業等の経済

的合理性に影響はない。 

（３）本件海浜開発事業が沖縄市に与える財政的影響 

  埋立地の購入及び処分の手続について，埋立地購入に当たっては処分先を

選定した上で，処分先が決まった区画ごとに県から埋立地を購入する仕組み

になっていること，周辺土地市場価格より相当程度低い価格で埋立地を処分

することが可能であること，などからすれば，本件海浜開発事業が，沖縄市

に対し，財政的悪影響を与える可能性は極めて低い（第５第３項，第１０）。 

（４）公金支出の一律禁止 

    一切の公金の支出を禁止した場合，埋立事業を推進するにしても廃止する

にしても，執行機関たる沖縄市長は何らの執行行為ができなくなり，不当で

ある（第５，第１１）。 

２ 控訴人沖縄県知事の控訴理由の要旨 

  控訴人沖縄県知事の控訴理由は，控訴人沖縄市長の控訴理由とほぼ同旨で

あるが，その主張は，おおむね以下のとおりである。 

（１）本件埋立事業の合理性 

  本件埋立事業は，その事業目的，事業執行方法について社会的，政策的又

は経済的見地から総合的に判断すれば，社会通念上相当なものであり，また，

経済的合理性も有していることから，行政機関の裁量権を逸脱，濫用したも

のとはいえない（控訴人沖縄県知事控訴理由書第２参照。以下のかっこ内の

項数は同控訴理由書の項数を指す。）。 

（２）本件市長表明の位置づけ 

  本件市長表明は，政治的意見の表明に過ぎず，土地利用計画を検証するこ

とは行政の裁量の範囲内の行為であるから，本件市長表明によって，本件埋

立事業の経済的合理性が失われるわけではない（第３）。 

 

第２章、少なくとも「沖縄市長見解表明」後の時点では、本件各計画に対する

公金支出が違法であること 

１ 控訴人らの主張 

（１）控訴人沖縄県知事は控訴理由書２２頁、第４以下において「「中城湾港



－ 6－ 

港湾計画」「埋立免許及び承認」「協定書」は、いずれも内容は変更されて

いない。現時点においても、その効力を有している。」として、その根拠と

して、「市長表明は、沖縄市長の「政治的意見」を表明したものであって、

何ら法的拘束力を有するものではない。市長表明によって、中城湾港港湾計

画、本件埋立事業、埋立事業後の土地利用計画等に何らかの変容が生じるも

のではない。」とする。 

（２）また、控訴人沖縄市長は控訴理由書２５頁で「更に言えば，市長表明に

より，港湾計画及び公有水面埋立承認・免許が直ちに変更されるわけではな

い。港湾計画及び公有水面埋立承認・免許が変更されるのは，あくまで，本

件海浜開発事業の変更が港湾法及び公有水面埋立法の免許等に影響を及ぼす

場合に限られる。この点，市長表明は，直ちに港湾法及び公有水面埋立法に

よる計画等に影響を及ぼすものではなく，今後の計画変更の端緒となり得る

一つの契機にすぎない。当然ながら，港湾法及び公有水面埋立法に基づく計

画等の変更が行われるか否かは，今後の調査・検討の結果にかかっており，

市長表明が，直ちに何らかの法的効果を与えることにはならない。」とする。 

  しかしながら、控訴人らの主張は、市長表明がなされるに至った経緯、市

長表明がなされるまでの議論の経緯、市長表明後の沖縄市等の施策などを全

く無視するものであり妥当ではない。そこで、以下に市長表明がなされるま

での経緯について論じる。 

２ 市長表明に至る経緯 

（１）控訴人沖縄市長である東門美津子（以下「沖縄市長」とする）は、２０

０６年（平成１８年）５月１２日に沖縄市長に就任した。 

  沖縄市長の前任者である仲宗根正和前沖縄市長は東部海浜開発を推進する

立場であった。沖縄市長の市長選挙における対立候補であった桑江朝千夫は、

上記前市長の後継候補として東部海浜開発事業の推進などを訴えた。沖縄市

長は市長選において東部海浜開発事業は「市民の意見を集約し判断する」こ

とを訴えた。そのため、沖縄市長は東部海浜開発事業を推進する対立候補に

勝利して沖縄市長に就任したのである（甲１４１）。 

  沖縄市長は就任後、東部海浜開発事業について、「経済や環境についての

専門家や市職員、市民を含めた検討委員会を設け、見極める」と述べた。 

  このように、沖縄市長選の経緯から沖縄市長は沖縄市の施策を決める上で、

東部海浜開発事業の中止も含めた事業の抜本的な計画変更も予定していたの

であり、沖縄市長には事業を継続するのか中断をするのかの判断が求められ

ていたのである。 

（２）その後、沖縄市は東部海浜開発事業検討会議（以下「検討会議」とする）
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を設置した。検討会議は「東部海浜開発事業について、客観的かつ多角的な

視点から精査するとともに公平公正な観点から情報を公開する」ことを目的

とし、「（１）東部海浜開発事業に係る資料等の精査及び公開に関すること。

（２）市民等の意見聴取に関すること。（３）その他前条の目的を達成する

ために必要な事項に関すること。」を担任することと定められた（丙４５）。 

（３）検討会議は合計で１３回にもわたり、その経緯をまとめると以下の通り

である。 

平成１８年１２月２５日 第１回 

平成１９年１月１９日  第２回 

２月１０日  第３回 

２月２４日  第４回 

３月１７日  第５回 

４月１４日    第６回 

４月２７日   第７回 

５月２５日   第８回 

６月４日      第９回 

６月３０日 第１０回 

７月５日    第１１回 

７月１４日  第１２回 

７月２８日  第１３回 

（４）検討会議では、１０名の検討会議委員が選任され、その検討内容につい

ても沖縄市のホームページ上で公開されて、単に専門家の意見だけではなく、

傍聴者からの意見も顕出され検討会議での議題に反映されていた。 

  また、検討会議では、原告らも多数が所属し、本件事業の中止を求めて活

動している「泡瀬干潟を守る連絡会」だけでなく、日本弁護士連合会、貝類

保全研究会、日韓共同干潟調査団、沖縄生物学会、日本湿地ネットワーク、

全国自然保護連合、北限のジュゴンを見守る会、日本ベントス学会、ＷＷF

Ｊ、日本自然保護協会、琉球諸島を世界自然遺産にする会、日本野鳥の会、

琉球湿地研究グループ、泡瀬干潟で遊ぶ会、沖縄市東部海浜リゾート開発推

進協議会（３４団体)、ちゅら島を創る市民の会、プライド泡瀬等合計５１団

体に対しても意見の照会をし、同団体らが意見書を提出した。 

（５）以上の検討の過程を経て、検討会議は平成１９年７月３０日に検討会議

所属の委員がそれぞれ沖縄市長に対して報告を行い終結した。 

  同報告では、各委員は以下のような報告を沖縄市長に対して行っている。

下線部は筆者が付した。 
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ア 市民委員 伊良部 光宏（甲１３９の１） 

  「4-1.現在の東部海浜開発事業では、沖縄市の経済活性化は期待できない」 

  「本検討会議を通して、各団体とも土地利用の見直しが必要だと考えてお

り、また、独自に取材した中で、現計画を推す人は無く、全ての人たちが抜

本的な計画の見直しが必要だと考えております。中には、ＦＴＺ新港地区の

厳しい状況などから、中城湾港湾計画の見直しの声もあり、2 区域の埋立て

は、規模の縮小、埋立形状の見直しもすべきとの意見もあります。」 

  「資料 5 の土地利用計画が示すように、クビレミドロなど世界的な希少生

物が多数生息する 2 区域には、住宅用地 30ha、多目的広場 17.8ha、研究施

設等 18.9ha 等が、埋立地の大部分を占めており、自然環境保全評価ランク 1 

に指定されている泡瀬干潟の埋立に値する計画とは思えません。現計画では、

沖縄市が抱える失業率の改善、経済の活性化に繫がらない、貴重な干潟を失

うだけとなる恐れがあります。」 

  「「埋立必要理由書」には、埋立時期に対する記述の中で「中部圏の活性

化及び基地依存経済からの脱却する緊急性がある」としています。東部海浜

開発事業は、経済を活性化させ､基地依存から脱却する事業内容となるよう、

抜本的な見直しが必要であると考えます。」 

イ 市民委員 岩田 健吉（甲１３９の２） 

  「以上のことから、行政や関係者だけが事業にかかわって進めていくので

はなく、市民一人一人が事業や泡瀬干潟に関心を持ち、理解し、各々の意見

を持つことが大切であり、またそうなるために、いかに市民に情報を発信し

て市民を巻き込んでいくのかが、今求められていることではないかとの思い

を強くしました。」 

ウ 市民委員 大田 至（甲１３９の３） 

  「市民委員として、上記の内容から、自然を守り開発事業（相反する言葉

ではあるが）を行う。環境との調和・共生をいかに図るかを、反対団体・推

進団体・一般市民も話し合いを持つ必要性がある。また、市当局の考えと市

民意見を融合させ、社会情勢等も踏まえ、沖縄市の活性化の起爆剤になりえ

る土地利用計画を行う事が今後重要で急務と考える。」 

エ 委員 高江洲昌和（甲１３９の４） 

  「今の時点で考えられる事は、推進派、反対派双方の意見を集約し、最低

限の合意形成を図ることではないだろうか。本事業について沖縄市が一体と

なることは、現実的には無理だと思うが、少なくとも時代の趨勢に合致した

計画を再構築することは必要であろう。」 

オ 専門委員 當山 真由美（甲１３９の５） 
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  「“自然を守りつつ、沖縄市の活性化を願う”という同じ目標に向かって

いる限り、単に賛成・反対の議論ではなく、それぞれの持っている知識や情

報を共有し、沖縄県や沖縄市の将来に必要なものについて議論することで、

共通のよりよい将来像を描くことの余地・可能性は十分にあると考えます。

一方で、事業が着工されても続く賛否が二分されている現状の背景には、全

国的に大型公共事業に対して厳しい目が向けられるようになっていること

や、事業そのものが市民負担の増加に繋がるのではないかという見通しに対

する不安なども考えられます。したがって、事業を実施することによる効果

や事業費が過重な市民負担に繋がらないのか等、生活者の視点で事業の再評

価を行う必要もあります。」 

カ 専門委員 比嘉 徹（甲１３９の６） 

  「以上から導き出せる打開策は、住民、利害関係者、専門家、行政参加に

よる合意形成に向けた委員会を発足させ、共同で数値化を図り、意味のある

意見交換会を実施し、妥協点を探るのではなく共通目標を達成するための積

極的かつ建設的提案を策定する。そのために現時点で早急に行わなければな

らないことは、沖縄市東門市長から、工事の一時中止を事業主体である国お

よび沖縄県へ要請することであると考える。」 

キ 委員 藤田 喜久（甲１３９の７） 

  「東部海浜開発事業に対するもう 1 つの争点、「東部海浜開発事業によっ

て沖縄市の活性化が出来るか否か」については、本検討会議のアンケートお

よび聞き取り調査により導き出されたこととして、「推進団体の中でも平成

7 年に計画された東部海浜開発事業に対しての見直しを必要としている」が

挙げられ、さらに他団体や沖縄県包括外部監査結果報告書などからも計画が

現在の情勢に合わないなどの意見が多数出ている。これらの意見からは、少

なくとも現行計画では、沖縄市の活性化には繋がらないように思えてしまう。

これは、現行の計画立案に際し、十分な調査とその結果（特に、沖縄市独自

の調査データが少ない）、他事例の詳細な分析・検討、シミュレーション、

などの数値化された根拠が少ないことに起因していると思われる。特に、環

境問題に関しては数値データを基にした議論がなされているだけに、余計に

説得力にかけるとの印象を持つことになる。一方、人工島の土地利用に関し

て、「土地利用に関する現行計画の変更は可能で、市民参画による議論を歓

迎する」との沖縄市の回答が得られ、合意形成の可能性を感じさせた。ただ

し、仮に今後土地利用計画を見直す場合があったとしても、新しい土地利用

計画の立案に際し、十分なリサーチが伴わないのであれば、アイデアの出所

(出す人)が変わるだけであり、根拠という点では、現行計画とさほど変わら
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ないと思われる。要点：数値データを伴う事業計画の再構築が必要。」 

ク 市民委員 藁科 邦利（甲１３９の８） 

  「沖縄市の未来をより良くしていくためには、もっと多くの市民が考え、

話し合い、将来について検討していくことが必要だと考えます。賛成・反対

だけではなく、誰もが納得できる未来を検討していかなければなりません。

そして一部の人たちの議論に終始するのではなく、市民の総意としての合意

形成を再度目指す必要があります。過去の合意形成を否定するわけではなく、

現在の状況にあわせた問題解決という意味で『真の合意形成』を目指してほ

しいと願います。そのために、①さまざまな人を巻き込んでの事業の再検討

と、事業や泡瀬干潟のこと、周辺地域のことも含めた②関連情報の周知の徹

底が必要だと考えています。」 

  以上のように、検討会議に参加した委員１０名のうち、７名が事業の見直

し（１名は事業の一時中止を沖縄市長に求めてさえいる。）が必要であると

の報告を行っており、見直しをせずに事業を推進することを肯定する意見を

述べていない。 

（６）以上のような経緯からすると、市長表明は、市民をはじめとした多様な

民意を取り入れた上で決定されたものであり単なる市長の政治的意見の表明

ではなく、沖縄市の政治の方針を決定づけるものであることは明らかである。 

３ 沖縄市長の施政方針演説 

  市長表明後の２００８年（平成２０年）２月２１日の平成２０年度施政方

針演説（甲１４０）では沖縄市長は以下のように述べている。 

  「東部海浜開発事業につきましては、市長として、極めて重要な判断を迫

られる中で、市民の心を一つに、元気な沖縄市を築いていきたいとの思いか

ら、東部海浜開発事業検討会議の委員をはじめ、多くの方々のご意見を伺い

ながら、総合的な判断をさせていただきました。今後は、市民の皆様と力を

あわせ、多くの市民・県民に喜んでいただけるよう、沖縄市の活性化と環境

との共生に努めてまいります。」「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る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。」とし、施政

方針演説においても市長表明に触れ、土地利用計画の見直し等、市長表明と

同様の内容が述べられている。そして、少なくともそれ以前の沖縄市の土地

利用計画を抜本的に見直すこと、見直しをしない限り、埋立を推進できない

という点については何らの変更もなされていない。 

４ 市長表明の意味その１ 

  控訴人沖縄県知事は、「政治的意見表明を行うことによって、価値観の違
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う立場同士の意見について折り合いをつけることは、よく行われていること

である。政治という観点からすれば、かかる行為は不当なものではない。社

会通念から判断して、本件市長表明も、控訴人沖縄市長の置かれた微妙な立

場のもと、かかる表明を行わざるを得なかったものに過ぎないといえる。」

とする。 

  しかしながら、市長は沖縄市という地方公共団体の長であり、住民の直接

選挙によって選出される。また、市長は「普通地方公共団体の事務を管理し

及びこれを執行」（地方自治法１４８条）し、「財産を取得し、管理し、及

び処分する」（同法１４９条６号）権限を有している。すなわち、沖縄市長

は埋め立て地を取得するのかを決定する権限を有し、取得した埋立地を管理

し、他に売却する権限を有しているのである。 

  このような沖縄市長が行った市長表明が単なる政治的意見であるとする控

訴人の主張は誤りである。 

５ 市長声明の内容 

（１）市長表明では、埋立計画について以下のように述べている。下線部は筆

者が付した。 

  「まず、第一区域については、環境などへの影響も指摘されていることは

承知していますが、工事の進捗状況からみて、今はむしろ沖縄市の経済活性

化へつなげるため、今後の社会経済状況を見据えた土地利用計画の見直しを

前提に推進せざるを得ないと判断致しました。」 

  「次に、事業着手前である第二区域の現行計画については、その約 3 分の

１が保安水域にかかることから新たな基地の提供になりうると共に土地利用

に制約が生じることや、クビレミドロが当該保安水域に生息していること、

また、残余の部分は大半が干潟にかかる中で、環境へのさらなる配慮が求め

られることから、推進は困難と判断致しました。」 

  「しかしながら、第一区域へのアクセスや干潟の保全など、国・県と協力

して解決しなければならない課題があることから、第二区域については、具

体的な計画の見直しが必要と考えています。」 

 「この判断を今後有効に展開していくには、現在の土地利用計画については

市民参画による見直し、国・県と事務協議を重ねることにより、法的手続き

及び技術的な計画の変更等が必要になってまいります。」 

（２）市長表明において沖縄市長が述べようとしていることは、①第一区域の

推進は土地利用計画の見直しが前提となっていること、②第二区域は推進が

困難であること、③第二区域の具体的な計画を見直すということである。 

  市長表明が示すところは、少なくとも計画の見直しがなされない限り第一
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区域、第二区域を問わず埋立を推進できないこと、これまでの土地利用計画

は白紙に戻され、今後の土地利用計画は市民参画により見直しをしなければ

ならない、という点は明らかである。 

  これにより、沖縄市の土地利用計画は白紙に戻され、第Ⅱ区域は計画を撤

回し、土地利用計画が改められない場合には第Ⅰ区域も埋立を推進しないと

いう方針になったのである。 

６ 市長表明の意味その２ 

  控訴人沖縄市長は、控訴理由書２２頁において市長表明について、「市長

表明は、第Ⅰ区域については計画を推進し、第Ⅱ区域については計画の見直

しをするものであり、第Ⅱ区域について計画を撤回する趣旨でははない」と

する。 

  しかしながら、市長表明では、第Ⅰ区域について、「土地利用計画の見直

しを前提に推進せざるを得ない」としており、控訴人沖縄市長の主張するよ

うに無条件での推進とはしていない。 

  また、第Ⅱ区域について、「推進は困難と判断致しました。」としており、

第Ⅰ区域について述べた内容とは異なり、土地利用計画の見直しをすればと

いう前提条件等は一切付されていない。また、「第二区域については、具体

的な計画の見直しが必要と考えています。」としている部分は「計画」とあ

り、あえて「土地利用計画」としていないことからも、土地利用計画の見直

しによっても今後第Ⅱ区域が推進されることはないと解釈するべきである。 

  よって、控訴人沖縄市長の主張は誤りである。 

７ 市長表明後の動き 

（１）以上のような市長表明がなされたことで沖縄市は土地利用計画を変更す

ること、第Ⅱ区域については埋立をしないことが施政の方針とされた。 

  沖縄市のこのような方針は、控訴人沖縄市長の以下のような行動からも明

らかである。 

  東部海浜開発事業の埋め立てにおいて、泡瀬通信施設の保安水域の一部が

埋立区域（第Ⅱ区域）に掛かることから、沖縄市として保安水域の解除を米

軍に求めてきたが、米軍の反対により保安水域の解除はできなかった。 

  それに代わり平成１１年に日米両国政府の間で、上記水域の共同使用が合

意され、翌１２年に沖縄総合事務局・沖縄県・沖縄市が米軍と現地協定を交

わし、沖縄市が三者を代表して署名をしてきた（甲１４２）。 

  その後、平成１６年に同協定の３年間の更新が行われ、平成１９年に期限

を１年間として同協定の更新が行われ、平成２０年９月８日をもって、その

期限の終期を迎えた。控訴人沖縄市長は、同年４月３０日に控訴人沖縄県知
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事に対して、共同使用に伴う現地協定書の期間更新について署名者とならな

い旨を通知した（甲１４３）。 

  沖縄市が、控訴人沖縄市長の主張するように、第Ⅱ区域についても推進を

前提としているのであれば、控訴人沖縄市長は埋め立て工事及び埋立後の埋

め立て地の利用に必要な共同使用の協定書に署名してしかるべきであるとこ

ろ、控訴人沖縄市長は署名をしていない。 

  この事実からも、沖縄市の上記主張が誤りであることは明らかである。 

  なお、上記の共同使用に伴う協定書は、控訴人沖縄県知事が控訴人沖縄市

長に代わって署名することになった。 

（２）その後、土地利用計画を検討するために、沖縄市活性化１００人委員会、

「東部海浜開発土地利用計画見直し市民部会」、「東部海浜開発土地利用計

画検討調査委員会（専門部会）」（２００９年５月）を設置して土地利用計

画を検討させている。 

  しかしながら、市長表明がなされた２００７年１２月５日以降１年半以上

が経過したにもかかわらず、具体的な土地利用計画は何ら定められていない。 

  上記１００人委員会でも、２００９年５月９日に行われた部会においては、

部会運営のルールについて確認をし、現場の視察を行ったり、勉強会をして

いるという段階にすぎない（丙５６号証の１０、１１）。 

８ 市長表明の法的意味 

（１）以上に述べた経緯からは、市長表明は、単なる「市長個人の政治的意見

の表明」ではなく、沖縄市という地方公共団体を代表する長（自治法１４７

条）としての政策変更であり、公有水面埋立法・港湾法の見直し規定の基礎

事実になりうる重要な事実と捉えるべきである。 

（２）すなわち、甲８等によれば本件埋立事業の目的は、①新港地区の航路・

泊地整備に伴う土砂処分場、②その跡地を交流拠点施設、海洋性レクリェー

ション施設及び都市機能施設等の用地として利用し、各種施設の建設・整備

をすることであり、もって沖縄市を中心都市とする沖縄本島中部圏の活性化、

基地依存経済からの脱却並びに沖縄本島西海岸地域との格差是正のための地

域振興を図るものとされている。そして、これに沿う施設整備として、本格

的旅客船埠頭、交流施設、宿泊施設、観光商業施設、マリーナ等、人工ビー

チ、情報・教育・文化関連設備、スポーツ施設、イベント会場施設、住宅施

設等を建設・整備するものであり、これに要する総埋立面積は国、沖縄県合

わせて約１８７ha が前提とされている。 

  また、本件埋立計画や東部海浜開発事業の目的であり本件埋立地を利用し

た「拠点開発」並びにこれによる経済効果は、本件埋立計画に規定された第
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Ⅰ区域及び第Ⅱ区域域を合わせた約１８７ha の埋立地を利用した土地利用

計画を前提にして計画されている（乙１～乙６、乙３６－２枚目等参照）。 

（３）平成１９年１２月の市長表明並びにこれに基づく沖縄市等の動きは前記

のとおりであり、また、第Ⅰ区域のみの従前の土地利用計画を前提としては

本件埋立事業等における上記目的を達成することは到底不可能といわざるを

得ないのであるから、結局第Ⅱ区域はもちろん、第Ⅰ区域自体の土地利用計

画も白紙に戻ったと言わざるを得ないのである。。 

（４）なお、本件埋立計画は昭和６３年に沖縄市により作成された東部海浜開

発事業に由来し、その後同開発計画は一部修正されて平成７年に「中城湾港

港湾計画」に位置付けられたものであり（乙２－４３頁、甲８－２－３頁等

参照）、本件埋立計事業による埋立地の利用計画は、沖縄市の東部海浜開発

事業に基づくコンセプトや土地利用計画と同様の内容となっている。 

（５）本件埋立事業は、沖縄県・国が本件埋立申請の際に具体的な埋立区域、

埋立後の土地利用計画、埋立工事に関する設計概要等を提出して、これを前

提として免許・承認がなされているのであり、前記の経過によりこのいずれ

もについて変更が必要になっている現段階では、沖縄県は公有水面埋立法１

３条の２の変更許可申請をしなければならない。 

  また、本件埋立計画に関する前記の経過からは、平成７年に本件埋立計画

を取り込むよう変更された現行港湾計画も変更すべき状況となっている。 

（６）上記の状況からすると、本件埋立事業計画、東部海浜開発事業の全面的

見直し・変更が不可避の状況となっていることは何人の目にとっても明らか

である。そして、そのことは必然的に本件公有水面埋立免許・承認及び港湾

計画の大幅な変更が避けられない事態であることを意味しているのである。

確かに、控訴人ら主張のとおり、現時点においては、本件公有水面埋立免許

・承認も港湾計画も変更はされていない。しかし、公有水面埋立免許・承認

及び港湾計画が変更されるためには然るべき手続を履践することが必要であ

り、そのための時間がかかることは当然である。この段階において原審が問

題にしているのは、大幅な各契約の変更が不可避の状況であるにもかかわら

ずそれを考慮することなく漫然と従前どおりの当初計画にしたがって公金を

支出続ける行為なのである。 

  これを後記⑦の参考判例に照らせば、平成１９年１２月の沖縄市長表明に

より土地利用計画が白紙に戻ってしまっている以上、社会的、経済的条件が

著しく変化したものと言え、本件埋立事業、港湾計画等を変更しなければ、

決定権者に与えられた裁量権を逸脱、濫用するものといえるものであり、本

件埋立事業の免許・承認等が適法になされたものであるとしても、これを変
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更すべき義務に違反したものとして、本件埋立事業の免許・承認等が違法に

なると解することができることとなる。 

  したがってまた、控訴人らによる上記公金の支出が、地方自治法２条１４

項及び地方財政法４条１項に違反して違法であることも明らかである。 

 

第３章、近時の参考判例 

  以下には行政裁量に対する審査に関する最近の判例を参考として引用する

が、原判決はこれらの判例に照らしても是認されるものと思料する。 

  すなわち、原判決が認定したとおり、市長表明以後の状況は本件埋立後に

予定されていた土地利用計画が存在していない状態になっており、その結果

本件埋立事業等は経済的合理性を欠いている。 

  にもかかわらず、控訴人らは、引き続き本件埋立事業等に関して公金支出

をすることができる旨主張しているが、控訴人らのこの判断は、市長表明の

意味及びその後の沖縄市の前記施策等の経過を余りにも軽視し、他方本件埋

立事業の免許・承認等が未だ効力を失っていないことを過大に評価したもの

であり、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということ

ができる。 

 

①平成１８年２月７日最高裁判所第３小法廷判決 

（ⅰ）本件は広島県教組が教研集会の会場として使用するため、呉市教育委員

会に対し同市立中学校学校施設の使用の許可を申請したが、同教育委員会が

不許可処分に付したため、同市に対し国賠法に基づき損害賠償の請求をした

事案である。その上告審において最高裁判所は、同教育委員会が裁量権を逸

脱したものとして、以下のような説示をしている。 

（ⅱ）「公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かの管理者の判断の

適否に関する司法審査は，その判断が裁量権の行使としてされたことを前提

とした上で，その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないか

を検討し，その判断が，重要な事実の基礎を欠くか，又は社会通念に照らし

著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って，裁量権の逸脱又は濫用

として違法となるとすべきものである。」そして、市教育委員会が教員によ

る自主的研修の意義を軽視し、抽象的な可能性でしかない集会妨害行為によ

る騒擾混乱及びこれによる悪影響のおそれを重視する等してなされた「本件

不許可処分は，重視すべきでない考慮要素を重視するなど，考慮した事項に

対する評価が明らかに合理性を欠いており，他方，当然考慮すべき事項を十

分考慮しておらず，その結果，社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたもの
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ということができる。」 

※なお、本判決は、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠いていることを端

的に判示した点で、行政裁量に対する裁判的統制の一つの典型といえる（引

用者）。 

 

②平成８年３月８日最高裁判所判決（「エホバの証人」退学事件） 

（ⅰ）本件は、神戸市立工業高等専門学校の生徒が、格技である剣道実技に参

加することは自らの宗教的信条と相容れないという信仰上の理由から体育科

目であった剣道実技に参加せず、レポート提出等の代替措置の申入れを行っ

たにもかかわらず、同校校長は代替措置をとらず、生徒の体育科目を不認定

とし第２学年に進級させない原級留置処分を行い、次年度でも同様なことが

繰り返され、連続２回進級することができなかったことが学則に定める退学

事由に該当するとして、退学処分とした。この処分を不服として、生徒が２

つの原級留置処分と退学処分の取消しを求めて出訴し、第１審は請求を棄却

したが、第２審はこれを認容し、校長が上告した。本判決は、要旨以下のよ

うに判示した。 

（ⅱ）裁判所が上記処分の適否を審査するに当たっては、「校長の裁量権の行

使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠

き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限

り、違法であると判断すべきものである（最高裁昭和 49 年 7 月 19 日第三小

法廷判決民集 28 巻 5 号 790 頁、同昭和 52 年 12 月 20 日第三小法廷民集 31

巻 7 号 1101 頁など参照）。」 

（ⅲ）「退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であり、学校教育法施

行規則 13 条３項も４個の退学事由を限定的に定めていることからすると、当

該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限っ

て退学処分を選択すべきであり、その要件の認定につき他の処分の選択に比

較して特に慎重な配慮を要するものである（前掲昭和 49 年 7 月 19 日第三小

法廷判決参照〔昭和女子大事件〕）。また、原級留置処分も、学生にその意

に反して１年間にわたり既に履修した科目、種目を再履修することを余儀な

くさせ、上級学年における授業を受ける時期を延期させ、卒業を遅らせる上、

神戸高専においては、原級留置処分が２回連続してされることにより退学処

分にもつながるものであるから、その学生に与える不利益の大きさに照らし

て、原級留置処分の決定に当たっても、同様に慎重な配慮が要求されるもの

というべきである。」 

（ⅳ）「高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいい
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難く、体育科目による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的

方法によってこれを行うことも性質上可能というべきである。」 

「他方、前記事実関係によれば、生徒が剣道実技への参加を拒否する理由は、

生徒の信仰の核心部分と密接に関連する真しなものであった。・・・また、

本件各処分は、・・・生徒がそれらによる重大な不利益を避けるためには剣

道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なく

させられるという性質を有するものであったことは明白である。」 

「本件各処分が右のとおりの性質を有するものであった以上、校長は、前記

裁量権の行使に当たり、当然そのことに相応の考慮を払う必要があったとい

うべきである。」 

（ⅴ）「以上によれば、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理

由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもな

いのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目を不認定とし

た担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる

理由及び全体成績について勘案することなく、２年続けて原級留置となった

ため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成業の見込み

がないと認められる者」に当たるとし、退学処分をしたという校長の措置は、

考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白

に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと

評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわ

ざるを得ない。」 

※処分にあたり考慮すべき事項を考慮せず、又は考慮された事実に対する評価

が明白に合理性を欠くとして、判断過程の合理性が審査された事例（引用者）。 

 

③平成２０年１月１８日最高裁判所第２小法廷判決 

（ⅰ）本件は、宮津市が丹後地区土地開発公社との間で、土地の先行取得の委

託契約を締結し、これに基づいて本件公社が取得した同土地の買取りのため

の売買契約を締結したところ，住民が，同土地は取得する必要のない土地で

あり，その取得価格も著しく高額であるから，上記委託契約は地方財政法等

に違反して締結されたものであって，これに基づいてされた上記売買契約の

締結も違法であると主張して，地方自治法に基づき，市に代位して，上記売

買契約の締結時に市長の職にあった被上告人に対し，上記売買契約の代金に

相当する額の損害賠償を求めた事案である。原審は同土地の譲受契約は市が

公社との委託契約に基づく義務の履行であるとして違法なものと言えないと

して住民の請求を棄却したが、本判決は当該売買契約の締結が違法となる場
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合があるとして、原判決を破棄して差し戻した。本判決は以下のような説示

をしている。 

（ⅱ）「当該職員の財務会計上の行為がこれに先行する原因行為を前提として

行われた場合であっても，当該職員の行為が財務会計法規上の義務に違反す

る違法なものであるときは，上記の規定に基づく損害賠償責任を当該職員に

問うことができる」 

（ⅲ）「（土地開発公社との）当該委託契約が私法上無効であるときには，当

該普通地方公共団体の契約締結権者は，無効な委託契約に基づく義務の履行

として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上

の義務を負っている」、「本件において，仮に，本件土地につき代金３８５

８万９６４６円で先行取得を行うことを本件公社に委託した市の判断に裁量

権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり，本件委託契約を無効としなければ地

方自治法２条１４項，地方財政法４条１項の趣旨を没却する結果となる特段

の事情が認められるという場合には，本件委託契約は私法上無効になる」 

（ⅳ）「先行取得の委託契約が私法上無効ではないものの，これが違法に締結

されたものであって，当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有し

ているときや，当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算

執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し，かつ，客観的にみて当

該普通地方公共団体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情があ

るときにも，当該普通地方公共団体の契約締結権者は，これらの事情を考慮

することなく，漫然と違法な委託契約に基づく義務の履行として買取りのた

めの売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負ってい

ると解すべきであり，契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売

買契約を締結すれば，その締結は違法なものになるというべきである。」 

※予算執行の適正確保の見地から看過しがたい違法事由がある場合の事例であ

る（引用者）。 

 

④平成１８年９月４日最高裁判所第２小法廷判決／事件番号：平成１５年（行

ヒ）第３２１号（「林試の森公園事件」） 

（ⅰ）本件は、建設大臣が林業試験場の跡地を利用して設置される公園に関す

る都市計画を決定するに当たって、同土地所有者が、隣接する国有地を利用

すれば足りるにもかかわらず、民有地であることを考慮せずにこれを計画区

域内に含めたことが裁量権の逸脱・濫用になるとして都市計画事業認可の取

消を求めた事案である。原審は「都市計画を策定する上で，公有地を利用す

ることによっては行政目的を達成することができない場合にのみ民有地を利
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用することが認められるべきであるといった観点が絶対的なものであると解

することはできない」旨判断して土地所有者の主張を排斥したが、本判決は

以下のように述べて原判決を破棄し原審に差し戻した。 

（ⅱ）「都市施設は，その性質上，土地利用，交通等の現状及び将来の見通し

を勘案して，適切な規模で必要な位置に配置することにより，円滑な都市活

動を確保し，良好な都市環境を保持するように定めなければならないもので

あるから，都市施設の区域は，当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配

置されたものとなるような合理性をもって定められるべきものである。この

場合において，民有地に代えて公有地を利用することができるときには，そ

のことも上記の合理性を判断する一つの考慮要素となり得ると解すべきであ

る。」 

（ⅲ）「樹木の保全のためには南門の位置は現状のとおりとするのが望ましい

という建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができる場合に

は，更に，本件民有地及び本件国有地の利用等の現状及び将来の見通しなど

を勘案して，本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設

大臣の判断が合理性を欠くものであるということができるかどうかを判断し

なければならないのであり，本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区

域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができると

きには，その建設大臣の判断は，他に特段の事情のない限り，社会通念に照

らし著しく妥当性を欠くものとなるのであって，本件都市計画決定は，裁量

権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるのである。」 

※行政裁量に対する審査方法の一つである「都市計画基準への適合性に関わる

都市計画決定権者の判断過程の統制、考慮の統制という観点からのコントロ

ール」の参考事例として引用されており、①都市計画基準を都市計画決定に

かかる裁量をコントロールする拘束的な規範ととらえる、②都市施設の建設

予定地の判断において民有地に代わる公有地の利用可能性が要考慮事項とさ

れ、都市計画決定に際し土地の利用実態や所有形態をどのように考慮したか

が司法審査の対象となることを認めた、③また、「本件民有地及び本件国有

地の利用等の現状及び将来の見通しなどを勘案して」判断すべきとしている

説示部分は、審査基準時の論点との関係では、実質的に計画決定後の事実状

態の変化をも考慮している、などと評されている。（『まちづくり・環境行

政の法的課題』芝池義一外編著・2007.8.25 日本評論社 １１０頁・１１４

頁）。 

 

⑤昭和４８年７月１３日東京高等裁判所判決（日光太郎杉土地収用事件・昭和
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４４年（行コ）第１２号） 

（ⅰ）本件は日光国立公園の入口付近の佇立する太郎杉と呼ばれる老樹や巨杉

群の生立する土地の国道拡張のための土地収用の適否が争われたものであ

る。本判決は、同国道拡張事業計画をもつて土地の適正かつ合理的な利用に

寄与するものと認められるべきであるとする控訴人建設大臣の判断は、その

裁量判断の方法ないし過程に過誤があり、土地収用法２０条３号の要件をみ

たしていないという違法があるというべきであるから、被控訴人主張の、そ

の事業認定処分は取消を免れず、後続の処分である本件土地収用裁決等も当

然に違法であつて取消を免れないとして、以下のとおり説示した。 

（ⅱ）「土地収用法は「公共の利益の増進と私有財産の調整をはかり、もつて

国土の適正且つ合理的な利用」を目的とする（同法一条参照）ものであるが、

この法の目的に照らして考えると、同法二〇条三号所定の「事業計画が土地

の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」という要件は、その土

地がその事業の用に供されることによつて得らるべき公共の利益と、その土

地がその事業の用に供されることによつて失なわれる利益（この利益は私的

なもののみならず、時としては公共の利益をも含むものである。）とを比較

衡量した結果前者が後者に優越すると認められる場合に存在するものである

と解するのが相当である。そうして、控訴人建設大臣の、この要件の存否に

ついての判断は、具体的には本件事業認定にかかる事業計画の内容、右事業

計画が達成されることによつてもたらされるべき公共の利益、右事業計画策

定及び本件事業認定に至るまでの経緯、右事業計画において収用の対象とさ

れている本件土地の状況、その有する私的ないし公共的価値等の諸要素、諸

価値の比較衡量に基づく総合判断として行なわるべきものと考えられる」 

（ⅲ）「控訴人建設大臣が、この点の判断をするについて、或る範囲において

裁量判断の余地が認めらるべきことは、当裁判所もこれを認めるに吝かでは

ない。しかし、この点の判断が前認定のような諸要素、諸価値の比較考量に

基づき行なわるべきものである以上、同控訴人がこの点の判断をするにあた

り、本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当

然尽すべき考慮を尽さず、または本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に

容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し、これらのこ

とにより同控訴人のこの点に関する判断が左右されたものと認められる場合

には、同控訴人の右判断は、とりもなおさず裁量判断の方法ないしその過程

に誤りがあるものとして、違法となるものと解するのが相当である。」 

（ⅳ）「太郎杉を初めとする本件土地上の巨杉群は、特別史跡・特別天然記念

物として指定されている日光杉並木街道のそれと同じ程度の文化的価値を有
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するものと一般国民に意識され評価されている」、「本件土地付近が国立公

園区域内の特別保護地区に指定されている趣旨から考えても、その風致・景

観は、国民にとつて貴重な文化的財産として、自然の推移による場合以外は、

現状のままの状態が維持・保存さるべきであるとの見地の下に、最も厳正に

現状の保護・保全が図らるべきことは当然である。」「このような文化的価

値は、長い自然的、時間的推移を経て初めて作り出されるものであり、一た

び人為的な作為が加えられれば、人間の創造力のみによつては、二度と元に

復することは事実上不可能であることにかんがみれば、本件土地の所有権こ

そ被控訴人の私有に属するとはいえ、その景観的・風致的・宗教的・歴史的

諸価値は、国民が等しく共有すべき文化的財産として、将来にわたり、長く

その維持、保存が図らるべきものと解するのが相当である。」 

 「そればかりではなく、本件道路の拡幅に伴なう自動車交通量の増加が環境

の静謐を害し、必然的に、その荒廃、破壊をもたらすことも、当然、予測し

うるところである。」 

（ⅴ）「してみると、控訴人建設大臣において、本件事業計画が土地の適正且

つ合理的な利用に寄与するという土地収用法二〇条三号所定の要件をみたす

ものと判断するためには、単に本件計画が前記のとおり本件国道一一九号お

よび一二〇号の交通量増加に対処することを目的とする点において公共性を

有するというだけでは足りず、それに加えて、本件計画がどうしてもそれに

よらざるを得ないと判断し得るだけの必要性、換言すれば、本件土地付近の

有する前記のような景観、風致、文化的諸価値を犠牲にしてもなお本件計画

を実施しなければならない必要性、ないしは環境の荒廃、破壊をかえりみず

右計画を強行しなければならない必要性があることが肯定されなければなら

ないというべきである。けだし、前記のようなかけがいのない景観、風致、

文化的諸価値ないし環境の保全の要請は、国民が健康で文化的な生活を営む

条件にかかわるものとして、行政の上においても、最大限度に尊重さるべき

ものであるからである。」 

（ⅵ）「ところが、本来、道路というものは、人間がその必要に応じて、自か

らの創造力によつて建設するものであるから、原則として、「費用と時間」

をかけることによつて、「何時でも何処にでも」これを建設することは可能

であり、従つて、それは代替性を有しているということができる。」 

 「また、本件土地付近の有する前記のようなかけがいのない諸価値ないしは

環境を保全するため適切、抜本的な対策を講ずるについて、数年ないし仮り

に一〇年程度の日子を要するとしても、それはまた、やむをえないところと

いうべきであり、その間交通安全のため差し迫つた対策が必要であるという
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ならば、交通制限の実施もしくは被控訴人提案の桟道（歩行者用の、日光山

内の一部を通り抜ける通路、甲第四六号証の一ないし七参照。）の仮設等の

方策により対処することも不可能とは考えられない。」 

 「いずれにしても、本件土地付近の有するかけがいのない前記諸価値ないし

環境の保全の要請が行政の上においても最大限度に尊重さるべきものである

との見地に立つて考えれば、Ａ案以外の前記諸案に、それぞれ控訴人ら主張

のような難点があるということだけで、ただちにＡ案（本件事業計画）の実

施を必要、やむをえないものとすることは相当でなく、その実施を必要、や

むをえないものとする起業者栃木県知事の見解を是認する控訴人建設大臣の

判断は、ひつきよう、本件土地付近の有するかけがいのない諸価値ないし環

境の保全という本来最も重視すべきことがらを不当、安易に軽視し、その結

果、本件道路がかかえている交通事情を解決するための手段、方法の探究に

おいて、尽すべき考慮を尽さなかつたという点で、その裁量判断の方法ない

し過程に過誤があつたものというべきである。 

（ⅶ）「以上の判断を総合していえば、本件事業計画をもつて、土地の適正か

つ合理的な利用に寄与するものと認めらるべきであるとする控訴人建設大臣

の判断は、この判断にあたつて、本件土地付近のもつかけがいのない文化的

諸価値ないしは環境の保全という本来最も重視すべきことがらを不当、安易

に軽視し、その結果右保全の要請と自動車道路の整備拡充の必要性とをいか

にして調和させるべきかの手段、方法の探究において、当然尽すべき考慮を

尽さず（１ないし３）、また、この点の判断につき、オリンピツクの開催に

伴なう自動車交通量増加の予想という、本来考慮に容れるべきでない事項を

考慮に容れ（４）、かつ、暴風による倒木（これによる交通障害）の可能性

および樹勢の衰えの可能性という、本来過大に評価すべきでないことがらを

過重に評価した（５）点で、その裁量判断の方法ないし過程に過誤があり、

これらの過誤がなく、これらの諸点につき正しい判断がなされたとすれば、

控訴人建設大臣の判断は異なつた結論に到達する可能性があつたものと認め

られる。してみれば、本件事業計画をもつて土地の適正かつ合理的な利用に

寄与するものと認められるべきであるとする控訴人建設大臣の判断は、その

裁量判断の方法ないし過程に過誤があるものとして、違法なものと認めざる

をえない。 

※行政裁量に対する裁判的統制の方法である「いわゆる論証過程の統制」（「行

政の審査・審議・判断の過程に看過し難い過誤欠落があるために、決定が合

理性を欠くかどうかを裁判所は審査すべき）の契機となった判例で、「収用

の要件の判断を利益衡量と見て」その判断過程を審査したものとされている
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（判例時報１９３３号１５頁）。 

 

⑥平成１７年１０月２０日東京高等裁判所／平成１６年（行コ）第１４号（伊

東市都市計画変更決定事件） 

（ⅰ）本件は伊東市の住民がなした建築確認申請に対する県知事の建築不許可

処分に関し、住民がその取消を求めた事案である。本判決は、建築不許可処

分の理由とされた都市計画道路を１１ｍから１７ｍに拡幅するという内容に

変更する都市計画の変更決定が，都市計画に関する基礎調査の結果が客観性，

実証性を欠くものであったために，不合理な現状の認識及び将来の見通しに

依拠してされたものであり，都市計画法（平成９年法律第５０号による改正

前のもの）１３条１項１４号，６号の趣旨に反して違法であるとして、以下

の説示をして住民の請求を認容した。 

（ⅱ）「都道府県知事は，都市計画を決定するについて一定の裁量を有するも

のといい得るが，その裁量は都市計画法第１３条第１項各号の定める基準に

従って行使されなければならないのであり，これを都市施設を都市計画に定

めるについていうならば，同項第６号の定める基準に従い，土地利用，交通

等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置される

ように定めることを要するのであり，しかも，この基準を適用するについて

は，同項第１４号により法第６条第１項の規定による都市計画に関する基礎

調査の結果に基づくことを要するのであって（都市計画法第１３条第１項第

１４号），客観的，実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用，交通等に

つき現状が正しく認識され，将来が的確に見通されることなく都市計画が決

定されたと認められる場合には，当該都市計画の決定は，同項第１４号，第

６号に違反し，違法となると解するのが相当であるところ，都市計画に関す

る基礎調査の結果が客観性，実証性を欠くためにこれに基づく土地利用，交

通等の現状の認識及び将来の見通しが合理性を欠くにもかかわらず，そのよ

うな不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠して都市計画が決定された

と認められるときや，客観的，実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用，

交通等につき現状が正しく認識され，将来が的確に見通されたが，その正し

い認識及び的確な見通しを全く考慮しなかったと認められるとき又はこれら

を一応考慮したと認められるもののこれらと都市計画の内容とが著しく乖離

していると評価することができるときなど法第６条第１項が定める基礎調査

の結果が勘案されることなく都市計画が決定された場合は，当該都市計画の

決定は，上記と同様の理由で違法となると解するのが相当である。」 

（ⅲ）「そして，上記の拡幅の根拠は右折車線の設置と歩道の拡幅とにあるか
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ら，これらを必要とする合理性が問題となるところ，上記ア及びイのとおり，

被控訴人が本件変更決定をするに当たって勘案した土地利用，交通等の現状

及び将来の見通しは，都市計画に関する基礎調査の結果が客観性，実証性を

欠くものであったために合理性を欠くものであったといわざるを得ない。そ

うである以上，本件変更決定は，そのような不合理な現状の認識及び将来の

見通しに依拠してされたものであるから，法第６条第１項の規定による都市

計画に関する基礎調査の結果に基づき，都市施設が土地利用，交通等の現状

及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置されるように定

めることを規定する都市計画法第１３条第１項第１４号，第６号の趣旨に反

して違法であるというべきである。」 

※本判決は「都市計画基準適合性の判断において勘案した土地利用や交通の現

状の評価・将来予測、およびその基礎となった調査の合理性を問うおいう審

査方法の例として挙げられており、都市計画変更決定に関する判断過程の合

理性が問われたものとされている（前掲『まちづくり・環境行政の法的課題』

１１１頁・１１２頁）。 

 

⑦平成９年４月３０日名古屋高等裁判所判決／事件番号：平成５年（行コ）第

４号（境川流域下水道事件） 

（ⅰ）本件は、都市計画事業に係る流域下水道の終末処理場の事業用地とする

ため、その所有地の収用裁決がなされた土地所有者が愛知県を相手取り収用

裁決の取消等を求めた事案である。同判決は、土地所有者の請求を退けたが、

傍論で以下のように説示している。 

（ⅱ）都市計画決定、下水道事業計画及び同認可が違法とされる場合の一般的

基準について、都市計画は、都市計画法の定める基準に従って決定されなけ

ればならないが、都市計画基準の判断は、決定権者である県知事の裁量に委

ねられており、これを前提として、県知事の判断に社会通念上著しく不相当

な点があり、その裁量権の範囲を逸脱し、又は裁量権の濫用があったと認め

られる場合にのみ、当該都市計画決定を違法であるとすることができるもの

と解するほかない。 

（ⅲ）都市計画法２１条１項は「都道府県知事又は市町村は、・・・その他都

市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しな

ければならない。」と規定しているが、都市計画の変更も県知事の裁量に委

ねられているものと解すべきである。県知事の裁量権の行使としてされたも

のであることを前提として、県知事の判断に社会通念上著しく不相当な点が

あり、その裁量権の範囲を逸脱し、又は裁量権の濫用があったと認められる
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場合、すなわち当該都市計画が決定後相当の長期間を経過したものであり、

その間、社会的、経済的条件が著しく変化し、これに応じて都市計画を変更

しなければ、当該都市計画が都市計画法の定める都市計画基準を満たさない

こととなり、かつ、都市計画の決定権者において当該都市計画を変更しない

で維持することが決定権者に与えられた裁量権を逸脱、濫用するものといえ

る場合にのみ、当該都市計画そのものは適法に決定されたものであるとして

も、これを変更すべき義務に違反したものとして、都市計画事業の認可ない

し事業計画の変更の認可を違法であるとすることができるものと解するのが

相当である。 

※処分後の事情変更が裁量権の逸脱、濫用になるのかという論点に関して、以

下の説示部分はこれを認めたものと解されている（前掲『まちづくり・環境

行政の法的課題』１１６頁）。 

 

第４章、控訴人らの控訴理由に対する個別的反論 

第１、控訴人沖縄県知事の控訴理由書について 

１ 同第２（地方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項）について 

（１）同第２項（本件埋立事業）について 

  本件埋立事業の目的として関係各書証に泡瀬地区に観光・リゾート産業等

の拠点地区を形成して地域の活性化を図る等の記載があることは認めるが、

本件埋立事業の必要性、合理性や相当性については争う。 

２ 同第３（沖縄市長の方針表明）について 

（１）控訴人沖縄県知事は、「「中城湾港湾計画」「埋立て免許及び承認」「協

定書」はいずれも内容は変更されていない。」、「市長表明は、沖縄市長の

「政治的意見」を表明したものであって、何ら法的拘束力を有するものでは

ない。」と主張するが否認ないし争う。 

  市長表明の意味に関する被控訴人らの主張は前記のとおりである。 

（２）また、控訴人沖縄県知事は埋立事業の事業主体は国及び沖縄県であると

し、沖縄市長の市長表明により直ちに中城湾港湾計画並びに本件埋め立ての

埋立免許及び承認等、本件埋立事業の効力を消滅させるものではなく、沖縄

県による本県埋立事業が地方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項に違

反し、財務会計上の義務違反を生じさせるわけではないと主張する。 

  しかしながら、埋立地の当初の土地利用計画は市長表明により白紙となり、

現在沖縄市が新たな計画の検討を進めているとされているが、どのような結

果がいつ頃出てくるのか現時点では不明である。 

  結局、本件埋立事業等の目的である土地利用計画が白紙の状況であるとこ
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ろからは、本件埋立事業に合理性を認めることはできない。この理は第Ⅰ区

域の埋立終了予定時期がいつかには関係ないところである。 

（３）なお、控訴人らは、行政機関が一度決定した土地利用計画の変更や見直

しを原判決は認めていない等と原判決を攻撃しているが、これは控訴人らに

よる原判決の曲解にすぎない。原判決の趣旨は、埋立後の土地利用計画が白

紙となっても、なおかつ漫然と従前通り本件埋立事業等を推進しようとする

ことを禁じているにすぎない。 

  以上より、控訴人らの主張は誤りである。 

 

第２、控訴人沖縄市長の平成２１年４月２２日付準備書面について 

１ 同第１（原判決の要旨）について 

  特に争わない。 

２ 同第２（本件海浜開発事業の歴史及び計画策定に至る経緯）について 

  不知。 

３ 同第３（公金差止の判断基準）について 

（１）同第１項（地方自治法第２条１４項及び財政法４条１項の判断基準）に

ついて 

  特に争わない。 

（２）同第２項（地方自治法第２４２条１項６号）について 

  当該条項が規定されたことは争わないが、本件埋立事業等の停止により沖

縄市に地方自治法第２４２条１項６号が想定するようなおそれが存すること

は考えられず、同条項は本件には関係がない。 

（３）同第３項（経済的合理性が求められる趣旨と公金支出の判断基準）につ

いて 

  争う。原判決を曲解している。原判決は、「最終的には沖縄市の財政に回

復し難い負担が生じるおそれがある」ということを理由に差し止めを認めて

いるわけではない。 

４ 同第４（控訴人沖縄市長表明の位置づけ並びに経済的合理性との関連する

原判決の事実誤認）について 

（１）同第１項（市長表明の内容）について 

  特に争わない。 

（２）同第２項（市長表明の趣旨）について 

  争う。市長表明をねじ曲げて主張している。なお、市長表明の意味につい

ては前記のとおりである。 

（３）同第３項（市長表明における表現方法と経済的合理性との関連性）につ
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いて 

  原判決の結論に関する記載は認め、その余は争う。 

（４）同第４項（市長表明の埋立事業における位置づけ）について 

  全体として争う。 

  市長表明により直ちに港湾計画、本件埋立事業の免許・承認の変更の効果

は発生しないことはそのとおりであるが、その余の主張は牽強付会にすぎな

い。 

  市長表明は本件埋立事業や東部海浜開発事業等に合理性が欠如しているこ

とを自ら表明したものと解することができる。 

５ 同第５（公金支出の一律禁止）について 

（１）否認ないし争う。 

（２）東部海浜開発事業に経済的合理性がない以上、同事業に関する支出は適

正な財務会計行為を行う義務に違反するものであり、市長の財務会計行為に

関する裁量権を逸脱しているのであり、その禁止は当然のことである。公金

支出の支出予定時期が相当先であっても同様である。 

（３）なお、控訴人沖縄市長は、「沖縄県と沖縄市の申し合わせでは、」「沖

縄市は、土地処分先を確保した上で、土地を購入するのであるから、沖縄市

が土地を保有するのは極めて限られた期間」であるなどと主張して、沖縄市

が「多額の土地在庫を抱える事態」や過度の財政的負担を負う可能性はほと

んどないなどと主張する（２９頁）。 

  しかし、そのような「申し合わせ」は証拠上明らかではなく、また、同「協

定書」（甲７）４条及び５条によれば、確かに県市の間で「協議書」を締結

することになってはいるが、沖縄市は沖縄県から「速やかに」埋立地を購入

する義務を有するものとされ、しかも、譲渡価格には沖縄県が国から購入す

る費用、土地の整備、各種調査等に要する諸費用が含まれるものとなってお

り、控訴人沖縄市長が主張するように「購入原価は周辺地域の実勢価格と比

較して低廉であるため容易に他へ処分できる」ことは大変疑わしい。 

（４）また、控訴人沖縄市長の同準備書面３０頁によれば、本件埋立地の購入

予定価格に基盤整備費用を加えた原価が２万８２００円ないし３万２８００

円／㎡となり、周辺路線価４万５０００円ないし６万円／㎡と比較して大幅

に安価に売却できるとしているが、近接する新港地区ＦＴＺ分譲地は分譲が

進まないため、約１年半前から分譲価格を１万３３５０円／㎡に引き下げて

いるが、この間全く売却できていない。このような状況下で、「沖縄市が埋

立地購入により過度の財政的負担を負う可能性はほとんどない」とは到底言

えない。さらに、沖縄市自体が取得使用する土地も存するが、これについて
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は確定的に沖縄市の負担となる。 

（５）また、沖縄市が沖縄県から取得する埋立地は本件埋立申請に添付された

土地利用計画により用途が決まっており、これに従って処分されなければな

らない。しかし、これを購入して同土地に立地する企業等の立場からすれば、

同土地を取得利用することによって採算可能でなければならない。ところが、

この見込みがないため土地購入希望については埋立工事が開始されて以降現

時点までほとんど存しない。結局、売却先の当てもなく、机上の「土地利用

計画」を前提として埋立工事が進んでいるのである。 

（６）そして、埋立地の売却が進まないときは、そのまま国有地として残され

ることになるか、あるいは、国、沖縄県及び沖縄市の間の協定等により沖縄

県や沖縄市が購入して血税を注ぎ込んだ“塩漬け土地”として保有すること

になり、全く無駄な公共事業となるばかりでなく、その保有に関しても相応

の管理費用を支出することになるのである。このような事例は全国至るとこ

ろに存在する。 

  結局、沖縄県及び沖縄市が本件埋立事業等に支出しあるいは本件土地の購

入により過度の財政的負担を強いられるおそれは極めて高いものと思料され

る。 

６ 同第６（平成１２年度計画の経済的合理性の存在）について 

  否認ないし争う。 

  この点については、後記の通りである。 

７ 同第７（控訴人沖縄市長表明に基づく本件海浜開発事業見直し作業の内容

と進捗状況）について 

  市長表明が「土地利用計画見直しに向けた意欲表明」にすぎない旨の主張、

並びに、市長表明に基づく見直し作業、港湾計画変更作業は、埋立作業と平

行して進行可能な内容であり・・・本件埋立事業等の経済的合理性になんら

の影響も及ぼさない」との主張については争い、その余は不知。 

８ 同第８（他の地域における埋立事業における計画変更例）について 

  沖縄市主張の計画変更事例は，いずれも軽微なものである。 

  美浜タウンリゾートの変更（丙５７）については，変更の程度の記載がな

いものの，軽微な変更であると思われる。 

  また，豊見城地区の変更の程度も，「変更なし」と記載されている場所が

ほとんどであり，軽微な変更である（丙６１～６３）。 

  本件埋立事業における変更例（丙５８～６０）についても，「変更なし」

と記載されている箇所がほとんどであり，変更してある箇所も微調整といっ

て良い程度である。 
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  そもそも，「軽微な変更」とタイトルにあるように，微調整と行って良い

ほどの軽微な変更にすぎない。 

  これらの変更は，沖縄市長声明をもとに行われている本件埋立計画の見直

しとは，変更の程度が大きく異なる。 

９ 同第９（市長表明を受けた本件海浜開発事業見直し計画案と経済的合理性

に）ついて 

  争う。 

１０ 同第１０（本件海浜開発事業における今後の費用予測）について 

  同１項ないし３項については不知、同４項については争う。 

１１ 同第１１（まとめ）について 

  争う。 

 

第５章、本件各事業及び本件埋立事業に対する免許・承認の違法性 

第１、はじめに 

  第４章までは、基本的に原判決の判示に従って被控訴人らの主張を述べて

きたが、以下には、本件埋立事業及びこれに対する免許・承認並びに東部海

浜開発事業が、本件埋立事業に対する免許・承認がなされた平成１２年当時

において違法であり、あるいは少なくとも現時点を基準にすれば違法である

という主張を記載する。 

 

第２、公有水面埋立法４条１号「国土利用上適正且合理的ナルコト」について 

１ 同１号の趣旨 

  公有水面埋立事業は公有水面を埋め立てて土地を生み出し、その後これを

「適正且合理的」に「国土利用」を図ろうとするものであるが、公有水面の

埋立は、公有水面が本来的に有する公益的機能を永久に破壊・消失させるば

かりでなく、工事途中においても水の汚濁その他の「公害」を排出するもの

であるから、同１号の要件は、埋立により生み出される利益とこれにより失

われる利益とを比較して、埋立によって生み出される土地がその事業申請の

際に予定された利用に供されることによつて得らるべき公共の利益と、当該

公有水面が埋め立てられることによって失なわれる利益とを比較衡量した結

果、前者が後者に優越する場合に初めて認められると解すべきである。 

  また、泡瀬干潟の環境的価値が高いこと、すなわち本件埋立事業等により

失われる公益的価値が大きいこと、環境影響評価が杜撰であること等に照ら

すと、この比較衡量の対象である事業等により得られるべき公共の利益すな

わち経済的合理性の程度もより高度のものが要求されると言うべきである。 
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２ 泡瀬干潟の埋立によって失われる公益的価値 

（１）公有水面の一つである干潟は、地球上の生態系の中でも最も生物多様性

の程度が高い海域であり、生物多様性保全の上で大きな役割を負っているば

かりでなく、生態系の働きにより生物生産性（各種生物を生産する機能）や

水質浄化機能、温室効果ガス吸収機能も極めて大きなものがあり、公益的機

能は極めて高い。 

（２）なかでも泡瀬干潟は、後記のとおり生態系としての価値は極めて高く、

他にかけがえのない干潟及び浅海域である。沖縄県でも多くの干潟が急速に

失われて行く中で豊かな生態系が残された沖縄随一の干潟といえる。地元住

民が自然と触れあう地域・海域であってこの事実は現在も変わっていない。

周辺の伝統的文化が泡瀬干潟等の海洋環境に依拠して発展させられてきたこ

とも言うを待たない。地域の学校が環境教育の場として利用していることか

らも分かるように環境教育にとり最適の場所であり、さらには観光資源とし

ての価値も計り知れない。 

（３）近年、環境経済学の分野で環境価値を金銭を持って評価する手法が開発

されている。これまで泡瀬干潟ではこの手法を用いた評価は行われていない

と思われるが、これによった場合の泡瀬干潟の環境的価値は莫大な金額とな

ることが推測される。 

  一般に自然に対する開発の場合、費用便益の計算において、開発によって

失われる公益的機能（環境価値）は無視されている。本件埋立事業では費用

面として工事関係費用のみが計上され、埋立により失われる干潟の公益的機

能は無視されている。しかし、これは片手落ちであり、正確な費用面が反映

されない。 

  公有水面埋立法４条１号の要件を充足するか否かの審査のためには、泡瀬

干潟が持っている公益的価値を考慮することが必要である。 

（４）本件埋立事業等の経済的合理性が存在しないことは平成１２年当時を基

準としても後記のとおり極めて明白であり、さらに上記の泡瀬干潟の有する

公益的価値を勘案した場合、本件埋立事業に合理性がないことは明らかであ

る。 

 

第３、公有水面埋立法４条２号「環境保全・・・ニ付キ十分配慮セラレタル」

について 

１ この要件は、前記のとおり干潟等の公有水面が生態系の働きなどにより大

きな公益的機能を有すること、埋立地の存在や工事により予定地周辺の環境

被害を発生させるおそれが大きいことなどから、これらの公益的機能をでき
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るだけ損なわないこと並びに工事による被害を最小化することを要求したも

のである。 

２ しかしながら、後記のとおり、動植物、生態系を中心とした環境影響評価

の各環境要素に関する調査・予測及び評価がいずれの段階でも杜撰であり、

非科学的、主観的であり、省令等の規定にも違反し、適正な環境影響評価が

なされたとは言えない。また、控訴人県知事の環境保全に関する審査も杜撰

であり、免許権限の行使を誤っている（県知事の審査の過誤については原審

平成２０年３月３１日付原告ら準備書面（１３５頁以下）に記載したとおり

である）。 

３ なお、「環境保全」や本件環境影響評価に対する審査については環境庁長

官（当時）の意見も徴求されていない。したがって、「環境保全」等の審査

は、事業者であるとともに免許・承認権者である沖縄県知事（免許・承認権

者）及び事業者そのものではないが事業官庁である運輸省運輸大臣（認可権

者）（当時）だけの最終判断で決定されたことになる。 

  公有水面埋立法４７条２条は、埋立事業申請に対する運輸大臣の認可の際

に環境庁長官（当時）の意見を求めることを規定している（同法施行令３２

条の２により本件公有水面埋立事業には環境庁長官の意見を求めなければな

らないことになっている）（ちなみに、環境影響評価法２３条は環境庁長官

（当時）は「必要に応じ」関係機関に意見を述べることができることになっ

ている）。 

  そして、平成１２年３月まではこのような「運用」がなされてきたが、地

方分権法の施行を契機に平成１２年４月から同「運用」が廃止され、国が事

業主体の埋立事業については環境庁長官（当時）（その後は環境大臣）の意

見が求められないこととなっている。 

  本件埋立事業の免許・承認（平成１２年１２月）の場合もこの「運用」が

廃止された後であって、環境庁長官（当時）の意見は求められなかった（以

上につき甲１４６参照）。 

  ところで、本件埋立事業の申請時期は沖縄県知事及び国のいずれも平成１

２年５月である。地方分権法は平成１１年７月に制定され、施行は平成１２

年４月に予定されており、国及び沖縄県等事業者は運輸大臣の環境庁長官（当

時）に対する意見徴求がなされないことは当然知悉していた。他方で、環境

庁（当時）はその選考にかかる我が国「重要湿地５００」（リストの中間発

表は平成 13 年 12 月であるが）の選考作業に平成１１年度から取り組んでお

り、泡瀬干潟が同リストに登載されることは確実であること、環境庁（当時）

は当時から泡瀬干潟の重要性を十分認識していたこと、また、事業者農水省
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による諫早干拓事業の潮受堤防の閉め切り（いわゆる「ギロチン」）が実施

されたのが平成９年４月でありこれに対して全国的に批判が巻き起こってい

たこと、平成１０年１２月には藤前干潟に対する名古屋市等の埋立計画に対

し環境庁はその埋立が不適切である旨の意見を公表し、藤前干潟の埋立を名

古屋市等が断念したこと、平成１２年当時は全国的に湿地保護の世論が相当

盛り上がっていた時期であることなどから、本件埋立事業の事業者が環境庁

長官（当時）の意見を望まなかったことは十分推測される。その結果、本件

埋立事業免許等の申請をこの時期にすることにしたのではないかとの推測も

生まれるのである。 

  いずれにしても、本件埋立事業に関する「環境保全」、環境影響評価につ

いては主務官庁である環境庁（当時）には意見の徴求がなされず、本件埋立

事業に関する「環境保全」についても十分な審査が行われたとは言えない。 

 

第４、本件埋立事業予定地及びその周辺自然環境の貴重さについて 

１ 泡瀬干潟は、琉球列島の中で現存する干潟としては最大の干潟であり、他

の干潟に類を見ない多様な底質を有するため、生物相・生態系も複雑多様で

あり、しかも生息する各種生物の個体数も豊かである。また、泡瀬干潟には

極めて多くのレッドデータブックに登載された絶滅危惧種が生息している。

これらの詳細は原審での平成２０年３月３１日付原告ら準備書面（第４章・

第７章参照）にまとめて記載したところである。 

  加えて、市民が自然と触れあう海域であり、環境教育上の重要な海域であ

ること、周辺地域の伝統的文化が泡瀬干潟と深い繋がりを有していること、

観光資源としての価値も計り知れないことなどを挙げることができる。 

  以下には特に本件埋立事業免許・承認後の新種の発見等泡瀬干潟の貴重性

が益々明確になってきていること、そして、埋立工事（護岸・浚渫工事等）

の進捗に伴い泡瀬干潟海域に深刻な環境影響が発生していることなどを例示

する。 

２ 本件埋立事業免許・承認後、泡瀬干潟からは新種や新発見種等が多数見つ

かった。当然これらは本件環境影響評価書に記載はない。 

（１）新種の植物（4 種） 

ア ホソウミヒルモ（海草） 

  2003 年 5 月 9 日、第Ⅰ区埋立地区内において、水深 6ｍ～7ｍ付近において、

ホソウミヒルモが発見された。 

  2005 年 3 月 30 日、（独）港湾空港技術研究所、内閣府沖縄総合事務局は

記者会見で、「ホソウミヒルモが新種」であること、「国内に生育するウミ
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ヒルモ類は６種（従来は２種）」であることを発表した。 

  これまで、日本には、ウミヒルモ類が 2 種生育しているとされていたもの

が、ホソウミヒルモの発見によって、再分析が行われた結果、日本には、6

種のウミヒルモ類が生育していることが判明したのである。 

  その後、ハワイ固有種や在来のウミヒルモ、ヒメウミヒルモの比較研究は

おわり、ホソウミヒルモが新種、オオウミヒルモ、ヒメウミヒルモは日本新

産であることは、確定している。ホソウミヒルモの発見は、学術的に大変貴

重なものであった。 

イ リュウキュウズタ（海藻）（甲１３） 

  2003 年、世界で初めて泡瀬海域で発見された新種の海藻で、泡瀬海域の埋

立予定地内に生息している。 

  側葉の形成されないリュウキュウズタの変異種であるが、泡瀬海域のごく

一部でしか生育が確認されていない。 

  生育状況は少なく、保全の必要性が極めて高いことは明らかである。 

ウ カラクサモク（海藻） 

  海藻類であり、絶滅危惧種に相当する。これも、埋立予定地域内に生息し

ており、2004 年 7 月には、工事区域内に沖縄最大のカラクサモク群落が生息

していることが判明している。 

  南西諸島固有種であるが、最近分布が確認されている地点は、泡瀬、宜野

座、西表島など、わずかであり、生物分布地理学的に、その重要性が指摘さ

れている。 

エ ミル属の一種（海藻） 

  アセス後、泡瀬海域において発見された海藻の新種であり、現在は、名前

も未定である。 

  今後、調査・研究が進んでいくことが期待されるが、今後の調査・研究の

ためにも、泡瀬干潟に生息する新種のミル属の一種の保全は、喫緊の課題で

あるというべきである。 

（２）新種の動物（7 種） 

ア ニライカナイゴウナ（巻貝）（甲１３） 

  ニライカナイゴウナは、殻長約 6mm の巻貝で、2003 年 6 月に、泡瀬干潟･

浅海域において始めて発見された。 

  その後の調査によって、ニライカナイゴウナは、津堅島西部のほか、埋立

計画地周辺に生息していることが確認されているが、確認された数からして、

埋立予定地周辺が、ニライカナイゴウナの主要な生息地であるとされる。 

イ ヒメメナガオサガニ（甲殻類・カニ） 
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  2005 年、泡瀬の第Ⅰ区域埋立海域において、ヒメメナガオサガニが発見さ

れている。 

  ヒメメナガオサガニは、泡瀬のほか、金武湾、熊本県天草，長崎県島原，

愛媛県高浜，和歌山県串本，静岡県下田に分布しているが、泡瀬を模式産地

としている。 

  そのため、今後、全国各地のヒメメナガオサガニの分類においての基準と

して扱われるものであって、泡瀬のヒメメナガオサガニは学術的な重要性が

高い。 

ウ ユンタクシジミ（二枚貝） 

  2002 年に、埋立予定地から発見された種であり、埋立予定地とその周辺が

生息域である。 

  近縁種は大西洋に生息しているものの、泡瀬干潟と石垣島名蔵湾において

しか、その生息が確認されておらず、その保全は重要である。 

エ アワセカニダマシマメアゲマキ（二枚貝）（甲１７） 

  2005 年 7 月、泡瀬干潟の埋立予定地の近くにおいて発見された、カニに擬

態している貝である。 

  マメアゲマキ類は、半透明な殻を持つ二枚貝であるが、アワセカニダマシ

マメアゲマキは、殻の外側に様々な突起を発達させて、カニに擬態している。 

  科学的な擬態といえるか否か、動き方等について、今後研究が進められる

ことが予測されるが、生息場所が限定されており、その保全は極めて重要で

ある。 

オ オキナワキチヌ（魚） 

  泡瀬干潟で見つかった新種のタイ科の魚で、「改訂・沖縄県の絶滅のおそ

れのある野生生物 動物編 レッドデータおきなわ」の準絶滅危惧種に指定

されている。 

  稚魚や幼魚の状況が謎に包まれており、今後の調査・研究が待たれるが、

本件埋立事業の強行により、悪影響が及ぶことが懸念される。 

カ アワセヒガタツバサゴカイ（ゴカイ） 

  2003 年に米軍泡瀬通信施設前で発見された。 

  翼状の足を持ったツバサゴカイ科の一種で、足に生えた剛毛部分が斜め

に切れている形になっているのが特徴である。詳しいことは未だ解明され

ておらず、今後の調査・研究が待たれる。 

キ ザンノナミダ（二枚貝） 

  沖縄本島及び加計呂麻島の海草藻場に生息する二枚貝の新種である。模式

産地は泡瀬干潟であり、今後、泡瀬干潟のザンノナミダを基準に研究が進め
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られていくものである。 

  現在までにこの種が確認されているのは、泡瀬および辺野古、加計呂麻島

の渡連（どれん）および実久（さねく）のみである。 

これらの産地のウミヒルモ場の細砂中に限って棲息している。詳細な生態や、

なぜウミヒルモ場にのみ棲息するかについては、今後研究が進められていく。 

周知のとおり、辺野古には現在もジュゴンが生息しているが、泡瀬、加計呂麻

島にも近年までジュゴンが生息していた地域であって、泡瀬はもちろん、辺

野古や加計呂麻島の海草藻場の生態系を保全することの重要性は明らかであ

る。 

（３）日本新記録種（5 種）。 

ア ジャングサマテガイ（二枚貝）（甲１８） 

  中国大陸南岸（アモイ）、マレー半島（ペナン）において分布が確認され

ているが、日本における分布は、泡瀬干潟のほか、中城湾（佐敷）及び金武

湾（屋慶名）に局限されている。沖縄においても、西海岸や八重山では発見

されておらず、生息地は限られている。泡瀬干潟は、世界において 4 番目の

分布地である。 

  屋慶名及び佐敷の個体群規模は泡瀬よりも小さく、泡瀬干潟は、日本最大

の生息地となっている。 

イ オボロヅキ（貝）（甲１３） 

  2002 年 7 月に、泡瀬干潟北東部から発見された貝で、オーストラリアにお

いて分布が確認されているが、日本においてはこれまでに発見されていない

日本新記録種である。 

ウ オオウミヒルモ（海草） 

  日本に生息しているヒルモ類の中では最大である。 

  紀伊半島南部、徳島県南部、鹿児島県南西部から南西諸島にかけて広く分

布している。 

  ホソウミヒルモの発見により、それまで、2 種（ウミヒルモ、ヒメウミヒ

ルモ）しか発表されていなかったが、ホソウミヒルモの発見に基づく研究に

より、日本新産として、オオウミヒルモと記録されたものである。 

エ ヒメウミヒルモ（海草） 

  絶滅危惧種Ⅱ類に指定されており、埋立予定地の中にも生息している。 

  国外においては、香港、フィリピン、タイ、マレーシア、マリアナ諸島、

インド、アフリカ、オーストラリアに生息しているが、国内においては、泡

瀬と瀬底島、金武湾でしか確認がされていらず、その生息数もわずかである。 

オ オキナワホガタウロコムシ（環形動物門多毛綱ホガタウロコムシ科） 
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  2003 年 2 月 28 日、泡瀬干潟において、初めて生息が確認された貝の日本

新記録種である。 

  ホガタウロコムシ科の多毛類は概して大型で、他のウロコムシ類とは穂状

の剛毛と紡績腺を持つことで区別される。これまでに採集例が少なく、分類

や生態については未知の部分が多かったため、泡瀬干潟での発見は非常に重

要なものであった。 

  同科における海中での生態はほとんど分かっていないため、今後の解明が

待たれる。そのため、現時点での保全の必要性は非常に高い。 

 

３ 沖縄県版レッドデータブック登載種の多数が生息していること 

（１）2005 年、沖縄県文化環境部自然保護課から出版された「改訂・沖縄県の

絶滅のおそれのある野生生物（動物編）レッドデータおきなわ」に、泡瀬干

潟海域に生息している海洋生物１２１種（甲殻類 7 種、貝類 108 種、魚類 6

種）が絶滅危惧種（ⅠA 類、ⅠB 類、Ⅱ類、準絶滅危惧種、情報不足種）とし

て登載された。植物についても、18 種が絶滅危惧種として同（菌類・植物編）

（平成 18 年）に登載されている。泡瀬干潟には、非常に膨大な数の絶滅危惧

種が分布していることが明らかになっている。これらの種は現時点では「種

の保存法」等の「希少野生動植物種」に指定されていないとしても、将来指

定される可能性は高く、いずれにしてもその保全が緊急の課題となっている。 

（２）これらのレッドデータブックおきなわに登載された絶滅危惧種のうち本

件環境影響評価書に記載されていたのは、イボウミニナ、トカゲハゼ、クビ

レミドロのわずか 3 種だけである。このことからも本件環境影響評価のため

のアセス調査がいかに杜撰であったかが看取できる。本件アセス調査は調査

の杜撰さ故に、本来発見されるべき絶滅危惧種の存在を見落としたのである。 

４ 藻場・砂州の消失・変異 

（１）藻場の消失（甲１４７） 

ア 泡瀬干潟の海草藻場では、これまでの調査により、13 種類の海草の存在が

報告されている（甲 12）。日本全体に存する海草は、現在 20 種類確認され

ており、日本で確認されている海草の実に 3 分の 2 弱が、泡瀬干潟において

生息していることになる。 

  主に熱帯に生息する海草に限ってみても，強熱帯性のウミショウブを除く

全ての種類の海草が泡瀬干潟に生息していることとなり、泡瀬干潟は、実に

多様性に富んだ貴重な干潟であるといえる（甲 40）。 

  泡瀬干潟で確認された海草のうち、ヒメウミヒルモは環境省のレッドデー

タブックで絶滅の危険性が増大している絶滅危惧Ⅱ種に指定されており、他
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の海草 7 種も準絶滅危惧種に指定されている（甲 12） 

イ この豊かな藻場は、現在、消失しつつあり、特にフジイロ砂州西、泡瀬通

信施設先で顕著である。 

  泡瀬海域には、2001 年調査では被度 50％以上の海草藻場が約 57ｈａあっ

たが、現在、被度 50％以上の海草藻場は全く存しなくなっている。 

  この海草藻場の消失の原因につき、事業者は、台風の影響であると強弁し

ているが、沖縄には毎年のように台風が到来することは周知の事実である。

にもかかわらず，泡瀬干潟の藻場は、これまで、何百年、何千年にもわたっ

て存続してきたものであり、藻場消失の原因が台風であるはずなどない。 

  藻場消失の原因は国、沖縄県らが強行している第Ⅰ区域や航路浚渫の工事

以外に考えられない。これらの工事による大量のＳＳの発生・拡散、第Ⅰ区

域護岸等建設工事による潮流の変化等による日照量の減少、海砂の移動・堆

積が原因と考えられる。 

ウ 埋立予定地 187ｈａの範囲内の被度 50％以上の海草藻場は、24ha 存してい

た。 

  この 24ha のうちから「移植実験」のため 1ha が使用され、残余の 23ha に

ついては後に被度が 50％以下になったとして移植による保全対象とはされ

なくなり、第Ⅰ区域内の藻場は「生き埋め」にされている。 

  第Ⅰ区域・第Ⅱ区域の海草藻場（被度５０％以下とされている）は合計で

79ha、そのうち第Ⅰ区域の藻場は 49ha であるから、第Ⅰ区域の工事の強行に

よって失われることとなる藻場は、49ha に及ぶこととなる。 

（２）砂州の消滅（甲１４８の１，２） 

ア 泡瀬干潟海域には、浚渫予定地を南北に縦断する砂州が広がっており、ほ

とんどが 1ｍ前後の海中に存している。 

  この砂州には、トウカイタママキ、カゴカイ、フジイロハマグリ、ソメワ

ケグリ、ヒメツメタガイ沖縄型、ニライカナイゴウナ、チリメンカノコアサ

リ、フキアゲアサリ、トクサバイ、クサビザラ属の 1 種等、「レッドデータ

おきなわ」に登載されている絶滅危惧種が多数生息しているものである。こ

れらの種は、いずれも生息地の限定された希少種である。 

  トウカイタママキは、現在知られている限り、泡瀬干潟の砂州において最

大の個体群を形成している。 

  フジイロハマグリは、日本において、泡瀬干潟の砂州においてしか、生息

が確認されていない。 

  ニライカナイゴウナの発見地も、泡瀬干潟の砂州である。 

  泡瀬干潟の砂州は、浅海の細砂底という琉球列島では珍しい環境を形成し
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ているものであり、特異な貝類群集が成立しており、極めて貴重な生態系を

形成していることは明らかである。 

イ この貴重な砂州についても、2000 年のアセス調査以降、大幅な変更をきた

している。 

  まず，沖縄県総合運動公園側の砂州は、全て消失してしまった（甲１４７

の１参照）。 

  次に，西防波堤と埋立予定地の間にある砂州（フジイロ砂州）については、

浚渫土砂運搬や将来の客船航路として掘削されたことと、埋立地の護岸造成

の影響で、幅が大幅に狭まりＳ字型に曲がってしまい、フジイロ砂州の南側

についても完全に消滅してしまっている。（甲１４７の２参照）。 

ウ 環境影響評価書（甲８）によれば、浚渫工事によって砂洲の変化はないと

されているが、実際に泡瀬干潟の砂洲には上記のような変化が見られる。藻

場と同様、長い間泡瀬干潟の貴重な生態系として存在してきた砂洲が、なん

らの外的要因なくその姿を変化させるということは全くもって考えられない

ので、この砂洲の変化は護岸工事等による潮流の変化によって生じたもので

ある。 

（３）海藻の一種であるヒトエグサ（アーサ）につき、泡瀬干潟での収穫量が

工事の進行に伴い、年々減少してきた。このヒトエグサの収穫量の減少につ

いては、事業者による埋め立て工事現場から流れ出す粘土鉱物が大きな要因

であると考えられている（甲１４９の１，２）。しかし、本件環境影響評価

書にはこのようなヒトエグサ収穫量への悪影響についても記載がない。 

（４）本件埋立工事着工後に上記のような藻場・砂洲の変化が発生しているこ

とは事業者も認めている。結局環境影響評価手続における調査・予測の不十

分さ、あるいは作為があったかにより、このような重大な干潟環境への影響

の発生のおそれが記載されなかったのである。 

 

第５、保護の状況 

１、上記のように貴重な泡瀬干潟であるが、残念ながら現時点に至るも泡瀬干

潟には法的な意味での保護区の設定等はなされていない。ただ、不十分なが

らではあるが、以下に例示するような国、県等において政策的に保全を図る

べき措置がなされていた。 

２ 泡瀬干潟は貴重性・重要性から、環境省選定の「日本の重要湿地５００」

の１つに選定され、沖縄県「沿岸域における自然環境の保全に関する指針（沖

縄島編）」（1998 年 2 月）の「自然環境の厳正な保護を図る区域」である評

価ランクⅠ及び「自然環境の保護・保全を図る区域」である評価ランクⅡに
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も位置づけられている。また、２００５年（平成１７年）に沖縄県が発表し

た「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）レッドデータお

きなわ」及び同（植物編）登載種の多数の生息が確認されている。 

３ 泡瀬干潟に生息するオオヤドカリ科のムラサキオオヤドカリ、ナキオカヤ

ドカリは、文化財保護法に規定されている国の天然記念物に指定されている

（評価書５－３２４頁）。同法３条は、政府及び地方公共団体は、天然記念

物を含む文化財の保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法

律の趣旨の徹底に努めなければならないとし、１２５条１項では、「史跡名

勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を

しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならないとしている。 

  泡瀬干潟には種の保存法により指定された国内希少野生動植物種（コアジ

サシ）、国際希少野生動植物種（ミサゴ等猛禽類３種）の出現・生息が確認

されているが（甲８：５－２９９）、同法は第２条で、国は、野生動植物の

種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。）

が置かれている状況を常に把握するとともに、絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする、と

している。同法第３４条は、土地の所有者等は、その土地の利用に当たって

は、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない、としている。 

４ 生物多様性条約に基づき国により策定された「新生物多様性国家戦略」・

「第三次生物多様性国家戦略」、環境基本法に基づく「環境基本計画」等は

湿地保全等の方策を規定している。 

５ 湿地保護を主たる目的とするラムサール条約は、保護すべき湿地の登録制

度を採用し８つの基準を定めてその１つにでも該当すれば登録することがで

きる。泡瀬干潟はこの８つの登録基準の３つの基準を満たしている。同条約

は登録湿地だけではなく、締約国内に存在する全ての湿地を保護の対象とし

（４条１項）、湿地の「賢明な利用」を要求している。 

  中国等との二国間渡り鳥条約はムナグロ等渡り鳥を対象とし、日本国の保

護義務を定めている。 

  生物多様性条約は１９９３年に日本も加盟しているが、８条で保護地域の

設定等、生物の多様性の構成要素をその生息地域内において保全するための

措置、１４条で生物の多様性への著しい悪影響を回避しまたは最小にするた

め、事業計画案に対する環境影響評価を行うことを定めている。２００２年

にオランダ・ハーグで開催された同条約第６回締約国会議では、「締約国は

現在の生物多様性の損失速度を２０１０年までに顕著に減少させる」という

いわゆる「２０１０年目標」が採択されて、各締約国はこれに向けて取り組
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むべき事が確認され、その後２００４年第７回締約国会議、２００６年第８

回締約国会議などで「２０１０年目標」の取組評価方法、地球規模生物多様

性概況報告などが採択された。２０１０年に名古屋市で開催予定の同条約第

１０回締約国会議では、この「２０１０年目標」の総括とその後の中長期目

標の設定などが議論される予定である（以上につき甲１４８参照）。 

 

第６、杜撰な環境影響評価手続 

１、上記のとおり十分な法的保護政策が取られないまま本件埋立事業等が推進

されることになるが、泡瀬干潟の貴重性に比較して本件埋立事業に際して行

われた環境影響評価手続はあまりにも杜撰なものであった。この点も原審で

の平成２０年３月３１日付原告ら準備書面（第７章）にまとめて記載したと

ころであり、また、本書面においても既に触れたところでもあるが、一部主

張を補充しつつ被控訴人らの主張骨子を以下に列記する。 

２ 鳥類 

  本件環境影響評価書（甲８）では、ムナグロ等の水鳥類は埋立により生息

域の一部が消失するが、海岸環境が保全され、残存干潟が残るから生息環境

は保全されるとしているが、干潟生態系を支える底生生物相、これを捕食す

る高次の捕食生物（例えば鳥類）の生態・動向調査（干潟のどの海域をどの

ように利用しているかなど）、繁殖種については営巣場所、繁殖活動域、採

餌域も含む動向調査がほとんどなされておらず、しかも環境影響評価書記載

の出現種数も沖縄野鳥の会の調査に比して４割程度であり、調査回数、方法

も不適切であるなど、調査自体の精度は極めて低い。その影響もあり予測の

点でも極めて定性的な予測となっており、重要な干潟が消失した埋立地周辺

の環境で個体群が生息できるか否かを客観的、科学的に明らかにすることが

なされていない。 

  シロチドリやコアジサシの繁殖活動調査もなされていない。また、先例と

なる近接する新港地区埋立による新港地区の鳥類への影響も調査されていな

い。 

３ サンゴ 

  泡瀬干潟のサンゴ及びサンゴ群集の生態的特徴、貴重性、危機的状況にあ

ること等については、原審平成２０年３月３１日付原告ら準備書面（同３８

頁以下）に記載したとおりである。 

  サンゴに対する調査方法は、調査ポイント及び調査回数・期間が少なすぎ

ること、本件環境影響評価手続のための調査期間は平成８年５月２１日～２

９日までの１期間だけであるが、平成９年から平成１０年の大規模な白化現
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象により世界の４０～５０％のサンゴ礁が白化し、沖縄海域も含め深刻なあ

るいは壊滅的な被害を受けた後に本件環境影響評価手続のための再調査がな

されていないこと、調査方法自体も適切でなく、被度の算出方法等も不明で

あり、原審係属中の調査で発見された本件埋立地への航路の浚渫予定海域に

ヒメマツミドリイシを優占種とする１０ｍ×１０ｍ枠で最大被度５０％以上

の密生域を含む分布面積約２９，３６０㎡のサンゴ群集等の記載がいずれも

本件環境影響評価書には無い（見落とされた）。 

  本件環境影響評価手続では、調査並びに予測について環境影響評価法・省

令の要求する「重点化手法」を採用しておらず、ＳＳ濃度の予測も作為的で

ある。予測の結論自体の記載も意味をなしていない。 

  省令に規定された「学術上又は希少性の観点」等からの考察がなされてお

らず、事業者が当初設定した環境保全目標を満たしているかどうかについて

の判断もなされていない。 

  なお、事業者は、本件環境影響評価書において、埋立工事区域内のサンゴ

は 10％未満であり保全の対象ではないとし、また、西防波堤北西部（現在の

ヒメマツミドリイシ生息地）のサンゴは記載していなかった。 

  しかし、泡瀬干潟を守る連絡会が、平成１７年４月１６日、１７日に実施した

調査により①原審原告ら準備書面（７）別紙「サンゴ調査地点地図」の「ＨＭ」

周辺（西防波堤北西海域）においてヒメマツミドリイシを優占種とする１０ｍ×

１０ｍ枠で最大被度５０％以上の密生域を含む分布面積約２５００㎡以上のサ

ンゴ群集の存在、②同地図の「ＳＨＳ」周辺においてスギノキミドリイシを優占

種とする１０ｍ×１０ｍ枠で最大被度５０％以上の密生域を含む分布面積約４０

０㎡以上のサンゴ群集の存在、③同地図の「ＳＨＳ」周辺において分布面積約１

５０㎡程度のリュウキュウキッカサンゴの群落（１０ｍ×１０ｍ枠で最大被度３

０％以上）の存在を確認した。 

  上記①の「ＨＭ」周辺のサンゴ群集については平成１３年頃より住民からの指

摘がなされてが、事業者はその存在を公表しなかった。また、この「ＨＭ」ポ

イントは航路のための浚渫区域にかかる位置にあり、浚渫により生息基盤が直接

消滅することになる。 

  事業者も泡瀬干潟を守る連絡会の調査後の平成１７年５月３１日～６月３日

にようやく「ＨＭ」ポイント、「ＳＨＳ」ポイントのサンゴ群集確認調査を実施

した（甲３２：平成１７年度中城湾泡瀬地区環境監視委員会第１回委員会資料３、

７頁、８頁、３０頁～３３頁）。この調査結果につき、事業者は、①「ＨＭ」ポ

イントについては、「西防波堤北西部のサンゴ群集は、ヒメマツミドリイシを

主体とするサンゴ群集であり、面積は約２９，３６０㎡であった。」②「ＳＨ
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Ｓ」ポイントについては、「海上工事区域西側の調査点Ｓｔ．１～６において、

まとまったサンゴ群集が確認されたのは、Ｓｔ．３～６の４地点であり、このう

ちＳｔ．４とＳｔ．５は連続した群集であった。」「Ｓｔ．３における群集面積

は、リュウキュウキッカサンゴを主体とする区域が１１６㎡、オヤユビミドリイ

シを主体とする区域が２８㎡であった。」「Ｓｔ．４～５における群集面積は、

スギノキミドリイシを主体とする区域が４３４㎡、ホソエダミドリイシを主体

とする区域が１１４㎡」「Ｓｔ．６における群集面積は、ヤッコアミメサンゴ

を主体とする区域が１７９㎡であった。」旨報告した。 

  しかし、②「ＳＨＳ」ポイントのサンゴ群集については、個々の群集、群落ご

との被度については一切明らかにせず、「Ｓｔ．３～６の調査地点以外において、

周辺にまとまったサンゴ群集は確認されず、分布域としてみた場合のサンゴ類の

生息被度は１％未満であるものと考えられた。」とするのみである。そして、１

％未満との生息被度を出す際に用いた調査方法は、環境影響評価実施時に用いた

１０ｍ×１０ｍ毎の方形枠調査ではなく、「箱メガネによる船上目視観察とマ

ンタ法による潜水目視観察」によるというものである。環境影響評価手続の調

査実施時に用いた調査方法とは異なる調査方法を用いている点、また、個々の群

集、群落毎の被度を一切明らかにしていない点に、事業者側の作為的な意図が窺

われる。実際、甲 32-32 頁下段の写真を見ても被度１％未満とは見えない。そし

て、このような事後調査に基づき、事業者は工事を推進し、07 年度工事で一

期区域の護岸が完成し、②のサンゴ群集は護岸内に閉じ込められてしまった。 

  ところが、事業者は、2008 年（H20）10 月 28 日～11 月 5 日にかけて、突

然、生息しているサンゴのごく一部（976 ㎡の一部 145 ㎡）を移植した（事

業者の説明では、移植を実施したのは「沖縄市を中心として」ということで

ある）。事業者が「保全のために」若干の「移植」をしたとのことであるが、

これが環境監視検討委員会や環境保全･創造検討委員会での議論も全くなく、

根本的な保全方法にもなら無いことは明白であり、事業者の事後調査を十分

行い環境保全に努めるとの環境影響評価書における約束を履行していないこ

とは明白である。 

４ 海藻・海草 

  本件環境影響評価では、基本原則である環境影響の回避・低減を優先する

努力が全く検討されないまま代償措置の検討に入っている。 

  新種ホソウミヒルモ等は環境影響評価手続後に発見されたものであり、環

境影響評価書には記載されておらず、自然調査の不十分さを反映している。 

  また、海草藻場は海草藻類だけが生息しているわけではなく、他の多くの

底性生物の生息場所ともなっており、しかも生息個体数も極めて豊富である
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にもかかわらず、泡瀬干潟生態系における海草藻場の位置付けが全く考察さ

れていない。これに関する調査も行われていない。省令の要求に反している。

結局、埋立予定地周辺の海草藻場の消失により、周辺生態系にどの程度の影

響を与えるのかは全く調査・予測されていない。 

  代償措置として生育被度が５０％以上の箇所の海草を移植するとしている

が、海草移植は現在の段階においても技術的には確立されていない（甲６２、

甲６３参照）。にもかかわらず、環境影響評価手続当時の段階で移植が可能

であることを前提とされて上記手続が行われている。しかも、移植対象とさ

れて着工前には存在していた被度５０％以上の海草藻場が、着工後には被度

５０％以下になったとして移植対象からはずされてしまったことは前述し

た。 

５ クビレミドロ 

  本件環境影響評価書は、クビレミドロは「概ね埋立計画区域内に分布して

いるため、クビレミドロの生育地を現状のまま保全することは実行不可能で

ある。」として、回避低減の方法を検討しようとはしていない。代償措置と

しての移植も未だに実験段階に過ぎないのに、環境影響評価書には移植が可

能と記載している。 

６ トカゲハゼ 

  本件環境影響評価書の予測・評価では「影響は軽微」とされているが、こ

れらは本件埋立計画に先行して埋立が行われた新港地区の埋立の経過から見

て全く信用性がない。代償措置である人工干潟についても成功しているとは

言い難い。 

７ 貝類 

  泡瀬干潟に生息する貝類は種数も個体数も最大規模である。泡瀬干潟の貝

類のうち、101 種が「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）

レッドデータおきなわ」（沖縄県文化環境部自然保護課，2005）に登載され

ている。しかも、本件埋立事業免許・承認後に発見に新種・日本新記録種が

多数発見されている。 

  貝類につき実施された環境影響評価手続では、調査手法、調査範囲・調査

ポイントが不備・不十分であり、このため埋立計画地 130ha の浅海域の底生

動物相を把握できていない。環境影響評価書に記載された種数も極めて少な

く、３４０～３６０種を超えると考えられる貝類の多様性が考慮されていな

い。 

８ 浚渫土砂による埋立について 

  本件環境影響評価書には、埋立土砂は隣接する新港地区の航路・泊地をポ
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ンプ浚渫船により浚渫し、浚渫船に連結した排砂管を一部海底に沈設するな

どして埋立地まで敷設し、浚渫土砂を圧送排出して埋立地に投入する、また

泡瀬地区航路泊地浚渫土砂についてはグラブ浚渫船により採取した土砂を台

船で運搬し、埋立地に揚土機械で投入するなどと記載されているが、これに

関する影響予測はほとんどなされていない。なお、事業者が当初予定してい

たポンプ浚渫・パイプ輸送の浚渫土砂の運搬方法は、原審での原告側の批判

（環境破壊・本土マリコン奉仕等）等により変更され、現在はグラブ浚渫・

台船輸送の方法で行われている。 

９ 環境影響評価の手続についても、法令や指針等により要求される基準を履

践したとは言えない。 

 

第７、経済的合理性の欠如 

  本稿では、原審での平成２０年３月３１日付原告ら準備書面（第９章）で

主張したところの要点にその後明らかとなった事実、補充すべき事実も加え

て、被控訴人らの主張の要点を述べるものである。 

１、埋立必要理由書にある泡瀬地区の宿泊需要等の計算に根拠はない。 

（１）平成１８年における中部地域全体での入域観光客数１２４１千人のうち

沖縄市の入域観光客数については１７８千人と推計されるとしている（甲２

５：埋立必要理由書「１－２３」）。 

  しかし，この１７８千人という数字についてはその推計の過程が不明であ

り，全く根拠のない数字と言わざるを得ない。 

（２）さらに，上記の根拠不明である１７８，０００人のうち６０％が泡瀬地

区に入域することを前提として，１７８，０００人×６０％≒１０７，００

０人と泡瀬地区入域観光客数を推計している。 

  しかし，この６０％の根拠が不明（なお，「重点整備地区整備計画調査報

告書」にも６０％の根拠の記載はない。）であるため，泡瀬地区入域観光客

数を１０７，０００人と推計することはできない。 

（３）このように疑問点の多い数値が並ぶ埋立必要理由書記載について，免許

・承認における県の直接の担当者である新垣氏は，免許・承認の８年以上も

前である平成４年３月に作成された「重点整備地区整備計画調査報告書」な

る資料が原典として引用されているにもかかわらず，その内容の確認すらし

ていない（新垣３９，４０頁）。 

（４）埋立必要理由書が用いている平均滞在日数には合理性はない。 

  埋立必要理由書は，入域観光客につき１人当たり５．２７泊の平均滞在日
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数（泊数）を見込んでいるとしている。 

  しかし，平成２年から平成１２年までの平均宿泊泊数（平成２年の３．３

１泊から平成１２年の２．６８泊と減少している）からも，５．２７泊の数

値に根拠がないことは明らかである。 

  また，平成１３年以降の平均宿泊日数（実績値）も， 

平成１５年   ２．９３泊（平均滞在日数３．９３日） 

平成１６年   ２．７２泊（平均滞在日数３．７２日） 

平成１７年   ２．８０泊（平均滞在日数３．８０日） 

平成１８年   ２．７６泊（平均滞在日数３．７６日） 

平成１９年   ２．７２泊（平均滞在日数３．７２日） 

 となっており（甲１５１），５．２７泊という数値が現実から離れた数字で

あることは明白である。 

２ その余の土地利用計画も成り立たないこと（実態のない土地利用計画） 

（１）施設の設置主体がないこと 

  沖縄市では過去３回，埋立地への立地予定希望調査アンケートを実施した。 

  しかし，平成１２年のアンケートでは，回答者が１８社にすぎず，そのう

ち立地希望者は２社と公表している（甲１２６，１２７－１～４）。 

  しかも，その内容は，事業参加の可能性について「やや可能性がある」と

の回答が２社というものである（甲１２６）。 

（２）また，平成１３年７月頃の調査（免許・承認のわずか半年程度後の調査

である。）によると，大型主要施設として事業者側が予定している栽培漁業

試験場の設置主体とされる中城湾沿岸漁業振興推進協議会は，「今の組織で

管理運営は厳しい。資金面でも無理」と否定的であり，同じく海洋研究所の

設置主体とされる琉球大学施設部は「そのような施設計画はない」と否定し

ている（甲１２８）。さらに，県が設置する予定であった「生涯学習センタ

ー」についても県財政が厳しいため，沖縄市が他の施設を誘致する方針に切

り替えている（甲１２８）という有様である。 

３ 沖縄市の財政的負担（甲４９，川瀬）について 

（１）本件埋立事業の沖縄市財政へ及ぼす危険性について 

  約１８４億円が埋め立て地の購入費用として予定されているが，この１８

４億円という金額は，沖縄市の地方債残高約４０２億円の約４６％，税収約

９７億円の約２倍，歳出総額４１２億円の約４５％に当たる金額であり（い

ずれも２００４年度），沖縄市にとって極めて負担の大きな金額であること

は明らかである（川瀬７～８頁，甲１２４：図３，４）。 

  沖縄市の財政状態を見ると，地方債残高が年々増加しており，９０年度に



－ 46－ 

は１６１億６２５４万円であったのが，２００４年度には４０２億５８万円

と２倍以上に増加している（川瀬７～８頁）。 

  また，標準財政規模（標準税収入額に普通交付税額を加えたもので，自治

体が自由に使える金額を意味する。）に対する地方債残高の比率をみると２

００２年度―１４８．２，２００３年度―２０１．５というように，１．５

倍になっている（川瀬８，２０頁）。 

  このような状況で，標準財政規模の２倍以上の地方債残高があるというこ

とは，現状でも決して楽観できる財政状態ではない（川瀬７～８，１５頁）。 

  本件開発事業が失敗し，埋立地の購入費を沖縄市の一般会計で負担するこ

ととなった場合，沖縄市は財政再建団体になる可能性が高い。 

  その場合，生活保護等市の福祉サービスに依拠している住民に多大な影響

を及ぼすことになる（甲５３，川瀬８～１０頁）。 

（２）これに対して，沖縄市は，沖縄県との申し合わせにより，売却先が見つ

かった土地だけを沖縄県から購入するため，財政的危険はない旨主張する。 

 しかし，そのような申し合わせを示す書面はないし，沖縄県の準備書面にも，申

し合わせ事項についての記載はない。 

  むしろ，協定書（甲７）の存在や沖縄市のために本件事業が進められてきた

経緯を考慮すると，埋立地を沖縄市から購入する企業等がいないことから埋立

地を購入しないという方針を沖縄市が事業者（国）や沖縄県に貫くことができ

るとは到底思われない。 

  沖縄市は，早晩，事業者や沖縄県から埋立地の購入を求められ，応じなければ

ならない立場にあることは明白である。 

（３）また，沖縄市は，売却先が見つかった区画毎に沖縄県から購入するため，沖

縄市には経済的な負担はないと主張する。 

  しかし，そのような継ぎ接ぎのような買取計画では，土地利用計画について全

体的に合理的な計画が立てられるはずがない。 

 かかる沖縄県の主張は，自ら経済的合理性がないことを自認しているようなもの

である。 

（４）さらに，沖縄市は，万が一，土地の在庫を抱えることになっても，沖縄市の

沖縄県からの購入原価は周辺地域の実勢価格と比較して低廉であるため容易に他

へ処分できると主張している。 

  しかし，泡瀬地区に隣接している新港地区の２次，３次埋立事業は，土地

の分譲について極めて不成績な状態となっている。 

  特に，特別自由貿易地域指定用地では６社しか分譲されていないため，分

譲価格を２６，７００円／㎡としたがそれでも分譲が進まないため、さらに
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約１年半前から分譲価格を１３,３５０円／㎡に引き下げているが、この間全

く売却できていない。したがって、分譲された面積も僅かである（野中５～

６頁，甲９７－２表４，甲８３，甲１５２の１，２）。 

  また，特別自由貿易地域指定用地では，分譲するはずの工場を賃貸として

いる上に，値引きをしているが，空き工場がある状況である（野中６頁，甲

９７－２－表５、甲１５２の１、２）。 

  このような新港地区の分譲状況・賃貸状況からは，新港地区に隣接してい

る泡瀬干潟での埋立地においても，土地需要がないことは明白である。 

５ 平成１２年の埋立計画は，埋立免許承認以後も，経済的合理性がないこと

が明らかになっている。 

（１）「中城湾港泡瀬地区開発事業の推進にかかる確認作業結果」（乙７） 

  平成１４年に実施された上記「確認作業結果」（乙７）には， 

  「将来の観光客数予測については，既存のリゾート地の場合は，過去の実

績を基にある程度予測可能であるが，新設されるリゾート地の場合は，関連

施設整備等の魅力創出のあり方等によって比較的優位性も異なってくること

から，既存のリゾート地に比べ難しいのが実情である。 

  そのため，現計画においては，便宜的な方法として，県の入域観光客数６

１６万人の内，１０７千人を泡瀬地区に配分し，一人当たり目標平均滞在日

数５．２７泊を乗じて年間５６万人泊の需要を設定し，稼働率を勘案の上，

必要宿泊室数を１２７５室と算定している。」（下線部筆者加筆） 

 という記載がある。 

  これは，沖縄県と沖縄市は，同書において，現計画（埋立必要理由書記載

の土地利用計画のこと）の需要なるものは，便宜的な方法によって作出した

ものであること，また，平均滞在日数５．２７泊も単なる目標値であること

を自白しているのである。 

  また，上記確認作業結果（乙７）においては， 

  「しかし，昨今の観光パックツアー等の実情では，１回の旅行で複数の県

内観光地に宿泊する場合も多く，単に入域観光客数に平均滞在日数を乗じて

年間宿泊需要を算出する従来の方法は，必ずしも観光の実態に即したものと

は言えない面がある。 

  このため，今回の確認作業においては，宿泊施設用地規模の算定に直接関

連する年間宿泊需要５６万人泊及び宿泊施設計画室数１２７５室を対象とし

て検証することとする。」（下線部筆者加筆） 

 という記載もある。 

  ここでは，沖縄県と沖縄市は，埋立必要理由書にて需要を推計した手法を
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放棄してしまっている。 

  以上より，埋立必要理由書の推計方法に全く根拠がなかったことは，上記

確認作業結果（乙７）の記載からしても明らかである。 

（２）この点，同書の検証に対し，沖縄県包括外部監査人弁護士大城純市氏に

よる平成１６年度「包括外部監査結果報告書」（甲２６）では， 

① 現計画における「海洋性レクリエーション拠点」「国際交流リゾート拠点」

形成の根拠が明確でない（甲８０号証１－７６頁）。 

② 土地利用上の疑問点（甲８０号証１－７７頁） 

③ 土地利用の実現化方策について（甲８０号証１－７７頁） 

 等の項目において，痛烈な批判がなされているところである（原審原告準備

書面第９章第３．５（３）参照）。 

  この監査結果に対して，被告沖縄県知事は，監査結果が指摘する疑問点に

ついて，明確な根拠を示した応答は全く為されていない（甲６７－２１頁）。 

  明確な根拠を示すことができないことからも，経済的合理性のある判断が

なされていないことを自ら認めているものである。 

６ 小括 

  以上より，本件埋立事業の土地利用計画において主要な柱となっている４

つのコンベンションホテル・リゾートホテル，１コンドミニアム，１コテー

ジについての埋立必要理由書にてなされている宿泊需要の予測は全くのでた

らめである。また，その余の土地利用計画のうち，少なくとも「海洋研究施

設用地」，「栽培漁業施設用地」，「生涯学習センター用地」については架

空の利用計画と評価せざるを得ないものである，そして，そのような用地で

新規に創出される雇用に対する就業者を当て込んだ住宅用地の需要（甲１３

３）についてもでたらめと評価せざるを得ない。このようなでたらめな埋立

必要理由書記載の土地利用計画を目的とする本件埋立事業・東部海浜開発事

業が，公有水面埋立法４条１項の「国土利用上適正且合理的ナルコト」との

要件を欠き，また，地方自治法，地方財政法の規定から要求される，経済的

な合理性を欠くものであることは明白である。 

  以上に述べたように，埋立必要理由書記載の土地利用計画等に問題点があ

ることを全く看過してなされた本件埋立事業計画には，平成１２年当時，既

に，経済的合理性は全く認められない。 

  そして．本件埋立事業が経済的合理性を欠いていることは，①沖縄県・沖

縄市による確認作業結果（乙７）で埋立必要理由書に記載されている需要予

測の手法が放棄されていること（埋立必要理由書の推計方法に経済的合理性

がないことの自白），②包括外部監査人による経済的合理性の欠如が指摘さ
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れていることなどから,平成１２年の埋立免許承認以後においても，日々明ら

かになっていたところである。 

  そのような状況から，平成１２年計画を維持できなくなり，平成１９年１

２月に，経済的合理性がないことの自白というべき沖縄市長の声明が出され

たのである。 

 

第８、以上の点を踏まえて、改めて本件埋立事業等について検討する。 

１ 泡瀬干潟の自然環境的、文化的、教育的、観光資源的価値については上述

したとおりである。このような意味で泡瀬干潟は国民全体のみならず地球人

類の共通の財産として未来永劫保全されるべきである。戦後、沖縄のみなら

ずわが国全土で広大な干潟・浅海域の埋立がなされ、海域の生態系は著しい

損壊を受けてきた。泡瀬干潟は、残された干潟の中でももっとも重要な干潟

であり、その保全は世界的にも注目を集めている。 

  近時の地球規模での環境問題やこれを契機とする世論の高まりや、これを

背景とした生物多様性や生態系保護を内容とする環境保護法制・政策の展開

は、泡瀬干潟のような生態系の保全を強く要求している。２０１０年の名古

屋での生物多様性条約第１０回締約国会議を招致したわが国としても、泡瀬

干潟の保全は同条約上の責務と言っても過言ではない。 

２ 他方で、本件埋立事業の目的は①新港地区航路・泊地等の浚渫土砂処分場

及び②沖縄本島中部東海岸地域の経済活性化であり、これらの目的はいずれ

も代替的手段が可能である。控訴人らは他に適地を見出しがたい等と主張し

ているが信用しがたい。本件埋立事業等はもともと泡瀬干潟の埋立自体が目

的で事業が進んできたものと考えられ、代替方法が真剣に検討されたかは極

めて疑問である。 

  しかも、地域経済活性化の前提とされている予測数値は極めて信用性の低

いものである。 

３ 本件埋立事業免許・承認以降、その前提となった環境影響評価手続の調査

・予測・評価の各段階で著しい不備があることが明らかとなった。環境影響

評価書に記載されなかった種については結局調査、予測及び評価がなされな

かったことになるし、調査、予測及び評価がなされた種についても、当然な

されるべき前例が検討されておらず（トカゲハゼや鳥類に関する新港地区埋

立の経過等）、予測自体も調査の精度不足と相俟って非科学的である。代償

措置としてのクビレミドロや大型海草の「移植」についても「移植」方法が

確立されたことを前提としているが、実際には確立されていない。 

  また、国や沖縄県は、本件埋立事業の免許・承認後に、国や沖縄県のレッ
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ドデータブック等に登載された絶滅危惧種や本件環境影響評価手続の過程で

見落とされた重要な種や個体群が極めて多く生息していることを確認しなが

ら、また、沖縄県は自ら同海域を「自然環境の厳正な保護を図る区域」等に

指定していながら、さらに国についてはその一機関である環境省が泡瀬干潟

を重要湿地５００にリストアップしていながら、国や沖縄県は事実上泡瀬干

潟やそこに生息している生物の保護を放棄し、これらの自ら定めた方針にも

背反して本件埋立事業を推進している。 

４ 平成１９年１２月の沖縄市長表明（甲１３０）は、本件埋立事業等につき

上記の各“事情変更”ないし当初計画の不備の認識を背景としてなされたも

のであり、自ら本件埋立事業や東部海浜開発事業に合理性が無いことを表明

したものといえる。 

（１）市長表明で列挙された「判断要素」は①東部海浜開発計画に基づく新た

な公共投資（埋立地の購入・売却、企業誘致等をさす）が沖縄市の経済活性

化につながるのか、財政を逼迫させることにならないか、②泡瀬干潟への環

境影響が過大すぎるのではないか、③本件埋立事業のうち第Ⅱ区域域は米軍

との共同使用により制約が生ずることとされている（４頁）。そして、判断

の結果は、①第Ⅰ区域については、泡瀬干潟環境への影響の指摘を「承知」

してはいるが、「工事の進捗状況からみて・・・今後の社会経済状況を見据

えた土地利用計画の見直しを前提に推進せざるを得ない」、②第Ⅱ区域域に

ついては、（ⅰ）基地の提供になりうる、（ⅱ）クビレミドロの生息域であ

る、（ⅲ）環境へのさらなる配慮が求められることから推進は困難とし、た

だ（ⅳ）第一区域へのアクセスや干潟の保全から計画の見直しが必要とする

（５頁）。 

（２）以上の市長表明のうち、「判断要素」の③は当初から既知の事柄である

が、①及び②のマイナス要素は当初からも指摘されてきたが原審において被

控訴人らが詳細に論証してきた事項である。判断の結果の①は環境への過大

な影響が懸念されていることについて理解を示しながら、相当程度工事が進

捗してしまっているのでやむなく推進することを表明したもので、“消極的

推進”とも言うべきものであり、また、「今後の社会経済状況を見据えた土

地利用計画の見直し」とは、当初の東部海浜開発計画や本件埋立事業での土

地利用計画は少なくとも沖縄市長の認識としては不適切であることを表明し

たものと解することができる。判断の結果の②は、基地の提供及び環境配慮

から第Ⅱ区域域は推進困難とされているが、市長表明の全体的な趣旨からす

れば、経済的合理性に関する懸念も背景にあるものと推測される。 

５ このようにして、本件埋立事業は平成１２年当時を基準としても、まして
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や現時点においては、到底公有水面埋立法４条１号、２号の要件を満たして

いないと言わざるを得ない。 

６、そして、前記各参考判例によってもこの結論は是認されるものと思料する。 

（１）本件免許・承認処分は、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くとこ

ろがあり、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く（前記参考判例①②④⑤な

ど参照）。 

  すなわち、本件埋立事業の免許・承認は、（ⅰ）泡瀬干潟の公益的価値を

十分考慮しておらず、（ⅱ）本件環境影響評価書に対する評価も合理性を欠

き、（ⅲ）本件埋立事業の目的達成のための代替的手段の検討がなされてお

らず、（ⅳ）地域経済活性化の前提とされている各予測数値の検証も不十分

であり、結果として、本件免許・承認は社会通念に照らし著しく妥当性を欠

いている。 

（２）また、当該土地利用計画に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠

き、土地利用、観光客数予測等の現状の認識および将来の見通しが合理性を

欠いている。これは、求められる比較考量に基づく総合判断における看過し

がたい過誤である（前記参考判例⑥参照）。 

  すなわち、本件埋立事業の埋立必要理由書における宿泊需要の予測は客観

性がなく、土地利用計画の相当部分については具体的な需要が無い。 

（３）本件埋立事業等の判断過程において、埋立に代わる代替措置について何

ら検討されていない。すなわち、埋立地以外の土地を利用した計画や本件土

地利用計画以外の方法による地域活性化の方策について十分な検討がなされ

ていない。これは考慮すべき事項を考慮していないということになり、その

結果、本件埋立事業の免許・承認は社会通念上著しく妥当を欠いている（前

記参考判例②参照）。 

（４）本件環境影響評価手続は、前記のとおりその調査・予測・評価の全ての

段階において杜撰であり、非科学的、客観性を欠如するものであり、法の要

求するレベルに達していない。また、本件埋立事業着手後の事後調査及びこ

の結果に基づく対策のいずれも極めて不十分と言わざるを得ず、環境影響評

価書に記載された事後対策（事後的環境保全措置）も誠実に履行されていな

い。これらの結果、本件環境影響評価手続において著しい手続上の瑕疵があ

り、これを看過してなされた本件埋立事業の免許・承認には裁量権の濫用、

逸脱があったといえる（前記参考判例⑥④等参照）。 

  また、泡瀬干潟海域並びに同干潟に生息する生物については不十分ながら

前記保護制度（前記第５参照）に基づく保護が期待されているところ、本件

環境影響評価手続は、これら保護制度の要請を考慮していない。これは、当



－ 52－ 

然考慮すべき事項を十分考慮しておらず，その結果，社会通念に照らし著し

く妥当性を欠いたものというべきである（参考判例①②④等参照）。 

            以上 


