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 沖縄市字泡瀬９３１番１地先    原  告 ニライカナイゴウナ 

 沖縄市字泡瀬９３１番１地先    原  告 ユンタクシジミ 

 沖縄市字泡瀬９３１番１地先    原  告 ホソウミヒルモ 

 沖縄市字泡瀬９３１番１地先    原  告 リ ュ ウ キ ュ ウ ズ タ 

 沖縄市字泡瀬９３１番１地先    原  告 ムナグロ 

 沖縄市字泡瀬９３１番１地先    原  告 泡瀬干潟 

 その余の当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 

 

泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件 

 

Ⅰ、請求の趣旨 

１、被告沖縄県知事は、下記事業に関して、一切の公金を支出し、契約を締結し、又は債務その

他の義務を負担してはならない。 

【事業の概要】 

 事業名：中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業 

 事業内容の概要：泡瀬干潟及びその周辺を、国が約１７８ha、沖縄県が約９．２ha埋立て、国

の埋立地を沖縄県が購入した上造成し、造成後の土地のうち約９０ha を沖縄市

に売却し、残部については基盤整備の上民間に売却するなどする事業 

２、被告沖縄県知事は、次の損害賠償請求をせよ。 

  債務者稲嶺惠一及び同国に対し、連帯して、金２０億円及びこれに対する平成１７年４月１



日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を支払うよう求める損害賠償請求 

３、訴訟費用は被告の負担とする。 

 との判決を求める。 

 

Ⅱ、請求の原因 

第１、総論 

１、「自然の権利」訴訟 

  本件は泡瀬干潟の保全を訴える「自然の権利」訴訟である。 

  自然界では生物・非生物が相互に関連して系をなして生存を続けている。人間も例外ではな

く、自然のこの関連の中で進化し、人として文化をはぐくんできた。「自然の権利」はそうし

た人も自然の一部であり、相互に関連した群集の一員であるという自覚に基づく思想である。

相互に関連した世界にあって人は特別な存在ではなく、ともに生きていく一員でしかない。人

が自然とともに生きていこうという自覚を持つとき、人は自然を守るために自然を代弁する。

それは同時に自己の権利の行使でもある。こうした自己の権利を通じて自然を代弁することを

「自然の権利」と呼んでいるのである。その自己の権利は環境権であり、人格権であり、入浜

権（地先権）であり、漁業権であり、所有権であり、本件のように県民・市民としての権利で

あったりするのである。 

  産業革命は人間と自然との関係を大きく変化させた。科学技術の発達は生産量を飛躍的に発

展させ、自然は無償で無限の財として消費され続けてきた。進歩というのは物質的な豊富さを

意味するようになり、物質文明の発展は自然に対し深刻な打撃を与えるまでになっている。し

かし、環境破壊が人間の生存そのものを脅かし始めている事実が科学的に予測可能な事態とな

るにおよんで、人間中心のこのような考えに変化の兆しが伺われるようになっている。現代社

会は環境と人間、自然と人間との関係についてあらたな倫理、制度を模索している状況にある

と言えよう。「自然の権利」はこの問題に対し、重要な方向を指し示すものである。 

２、「自然の権利」思想の系譜 （略） 

３、「自然の権利」における自然の価値の考え方 



  「自然の権利」においては自然はそれ自身に価値がある、自然が長い進化の過程で獲得して

きた生物・非生物の相互関係の核心部分を失うことなく存在しつづけることに価値があると考

える。そして、人にとってそのように自然が維持されることについては、当然に価値があると

考えるのである。 

  このような環境に対する認識から、最近では生物の多様性を系としてそのままで保護しよう

という環境的視点の考え方が多くの支持を得るようになり、今日の環境保護政策の主流の考え

方になりつつある。 

  自然環境は未だ解明されていないこと、自然環境は脆弱なものであること、自然環境の破壊

が人という種の存続を左右するものであること、それ故、自然保護のためには総体として生態

系が保護されなければならないことが認識されてきたと言える。このような考えからは、人間

の利益とは一旦切り離し、自然の為だけにその利益なるものを考えてみようと言うのが「自然

の権利」の考え方である。 

  もちろんだからといって我々は自然中心主義を求めるものではない。我々は世の中に多くの

利益が存在し、時にはその諸利益が対立することを理解している。それらの対立する利益は対

話と判断の過程によって調和されて行くべきであると考えるのである。多様な価値はそれぞれ

の価値を自己主張する者、代弁される者によって相互に対話され、事実と正義によって判断さ

れ調和が図られていくべきなのである。「自然の権利」では我々は自然及び自然と共に歩もう

としている人々の利益を徹底的に擁護する。もの言わぬ自然の利益は誰かによって代弁されな

ければならない。我々のこの擁護するとの意味は、自然を代弁してその対立する利益、本件で

は開発利益と対決し、対話する容易があるということである。従って、「自然の権利」は自然

中心主義ではない。むしろ多様な価値が認められる中で自然の価値も認めるよう主張するもの

である。 

 

第２、当事者・住民監査請求の経由 

１、原告ニライカナイゴウナ、ユンタクシジミ、ホソウミヒルモ、リュウキュウヅタ、ムナグロ

は泡瀬干潟に生息する野生動植物であり、原告泡瀬干潟は沖縄県沖縄市字泡瀬９３１番１の地



先公有水面に存する干潟である。 

２、別紙原告目録記載の原告らは、沖縄県の住民であり、住民監査請求をした。 

 

第３、泡瀬干潟埋立事業の概要・経緯 

１ 泡瀬干潟埋立事業の概要 

（１）泡瀬干潟埋立事業は、国（内閣府沖縄開発庁沖縄総合事務局。以下「総合事務局」と略称

する）と沖縄県が事業主体となって、泡瀬干潟と周辺海域の公有水面約１８７ha（内訳は総合

事務局が約１７８ha、沖縄県が約９．２ha）を出島方式によって埋立ようとするもので、埋立

事業費は総合事務局が約３０８億円、沖縄県が約１８０億円とされている。 

（２）泡瀬干潟埋立事業の目的は、次の２つである。 

 ① 総合事務局が企図するもの 

   埋立事業予定地の北東に隣接する中城湾新港地区の整備のための航路浚渫工事に伴って発

生する浚渫土砂の処理 

 ② 沖縄県および沖縄市が企図するもの 

   埋立地に計画する「マリンシティ泡瀬」というマリーナ・リゾートの建設 

（３）総合事務局は、埋立完了後、自らの施工部分を沖縄県にすべて売却し、沖縄市においてう

ち９０haを沖縄県から購入し、沖縄県と沖縄市がそれぞれ基盤整備事業を担当する。 

   この事業費は次のとおりである。 

  ① 沖縄県 

    ア  国からの埋立地取得費 ２１３億円 

    イ 地盤改良費 ４２億円    

    ウ 基盤整備費 ３２億円 

 ② 沖縄市 

    ア 県からの埋立地取得費 １８４億円 

    イ 基盤整備費 ９１億円 

（４）沖縄県、沖縄市とも事業資金は基本的には起債によってまかない、最終的には沖縄市が９



０ha、沖縄県が約４０haを民間に売却して返済資金を回収する独立採算事業としている。 

（５）埋立完了後の土地利用計画としては、住宅用地や観光商業施設等用地の確保もさることな

がら、その中心は４つのホテルやコンドミニアム、コテージといった宿泊施設建設用地の確保

にある（なお、上記（２）ないし（５）の沖縄市の事業部分を以下「東部海浜開発事業」とい

い、上記（１）ないし（５）の沖縄県及び総合事務局の事業を以下「本件埋立事業」という。）。 

２、本件埋立事業・東部海浜開発事業の経緯  （略） 

 

第４、埋立予定地である泡瀬干潟の貴重性・重要性 

１、沖縄の自然の豊かさと開発による危機的状況 

（１）日本の中での特殊な環境 （略） 

（２）本土復帰後の自然破壊      （略） 

（３）沖縄の干潟の危機的状況 

  沖縄の自然破壊は、当然に干潟にも大きな影響を及ぼしてきた。 

  沖縄島には、大規模な干潟が多数発達していた。環境省が選定した「日本の重要湿地５００」

のうち、５５の湿地は沖縄県から選ばれ、そのうち７つは干潟である。重要湿地５００のうち、

選定された干潟は６３しかなく、日本における重要な干潟の１割強が沖縄にあることとなる。 

  しかし、干潟は、陸地に接する浅場であり、その埋立によって安価に大規模な陸地が得られ

ることから、開発事業の名の下に埋立が進められてきた。しかも、国土全体の増加面積がはぼ

横ばいで埋立が落ち着いてきているにもかかわらず、沖縄の埋立は未だ増加傾向にある。沖縄

では１９７２年の本土復帰から９８年までに１６６５．８７haもの埋立が行われ、２０００年

には、都道府県別の土地の増加面積が全国１位となり、国土全体の増加面積分の４分の１を沖

縄の増加面積が占めるほど急速な開発が行われている（①２００１年１月３０日琉球新報朝刊

２３面）。 

  現在、埋立によって沖縄県の５つの干潟は消滅したのに加え、現在埋立計画のある干潟は、

泡瀬干潟を含めて９つ、急激な環境破壊により赤土・汚染の著しい干潟が６つとなっており、

沖縄の干潟が危機的状態にあることがわかる。 



２、泡瀬干潟 

  以上のように、泡瀬干潟は生物の多様性が高くあらゆる意味で重要な干潟であるが、既に中

城湾港内の近隣である新港地区などの干潟・浅海域が埋め立てられて、中城湾や周辺海域の生

態系劣化が進んでいる。にもかかわらず、沖縄本島における埋立事業や海岸整備事業等も急速

に進み多くの干潟・浅海域が埋立等で消失したため、泡瀬干潟は、沖縄の干潟の中で、現存す

る中では最大・最良の環境を有している。泡瀬干潟の埋立は、この沖縄最良の生態系を破壊す

るものである。 

 

第５、泡瀬干潟保護・保全に向けた運動の経過 （略） 

 

第６、泡瀬干潟に対する法的保護 

  泡瀬干潟は、上記のように貴重な干潟であることから、以下のような法的保護の対象となっ

ている。 

（１）ラムサール条約 

（２）生物多様性条約 

（３）世界遺産条約 

（４）二国間渡り鳥条約 

（５）環境基本法 

（６）文化財保護法 

（７）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（いわゆる「種の保存法」） 

（８）生物多様性国家戦略 

（９）重要湿地５００への選定 

（１０）「沿岸域における自然環境の保全に関する指針（沖縄島編）」において、泡瀬干潟は、

「自然環境の保護・保全を図る区域」である評価ランクⅠに位置づけられている。 

 

第７、環境影響評価の問題点について（以下において、括弧内数字、例えば「１－１」等は環境



影響評価書のページ数を表す） 

 予測及び評価 

（１）サンゴ類 

  埋立計画地には本件環境影響評価書によれば、被度１～１０％未満のサンゴ類が生息してい

る。埋立計画地のサンゴは本件埋立事業により消滅し、周辺海域のサンゴも海水汚濁等による

影響を受ける可能性がある。 

  これについて、環境影響評価書は、「残存域では・・・サンゴ類の分布域への影響は少ない」

と結論している（５－４０４）。 

  しかし、埋立予定地周辺海域のサンゴ類生息域もほぼ同程度の被度１０％未満の地点が多い。

そして、埋立予定地のサンゴ類が周辺海域に占める割合は決して少なくなく、しかも埋立によ

る一定量の海水汚濁や埋立地の出現による周辺海域の海流等の変化等も考慮すれば、埋立予定

地周辺海域に生息するサンゴ類への影響が少ないとは断定できない。 

（２）海藻草類 

  埋立予定地の海藻草類は概ね被度５０％以上の「密生ないし濃生」の海域であり（５－３７

７以下）、周辺海域の生態系上極めて重要な海域である。この海域が埋立によって消失するこ

とになるが、周辺浅海域に占める埋立予定地の面積割合は決して小さくなく（２割～３割）、

埋立予定地周辺海域の海藻草類の生息に影響が無いとは断定できない。 

  環境影響評価書では「分布域への影響は少ない」と結論している。しかし、この影響評価の

結果にどのような考慮を経て到達したかは全く不明である。評価書で判明するのは「ＳＳ」の

濃度と発生期間を考慮し、残存海域が存在するとあるだけであり、また、海藻草類を周辺海域

の疎生域に移植するとの記載があるにすぎない。 

（３）トカゲハゼ 

  トカゲハゼは、「沖縄版レッドデータブック」で絶滅危惧種に指定されるなど、保護対象種

とされている。トカゲハゼは、中城湾全体で１０００～２０００匹の成魚が確認されていると

のことであるが、生息海域は分かれており、この生息数は種として安定的に維持されるために

は十分ではない。 



  埋立予定地付近におけるトカゲハゼの生息域は、埋立予定地の北東陸域道路沿いの泥質干潟

である（５－３９９）。生息環境条件としては２０㎝以上の泥厚をもつ泥質干潟の存在が不可

欠であるが、中城湾における生息地では、波浪や浸食による泥質の流出等の影響により生息可

能面積の減少が指摘されている（５－３９２）。 

  埋立予定地近接の生息地（泡瀬地区）の生息数は一桁台が続いている。一桁台の生息数とい

うことは、泡瀬地区のトカゲハゼの生息環境が極めて脆弱であり、限りなく絶滅に近い状態に

あり、僅かな変化でもこの地区のトカゲハゼは絶滅してしまう可能性があるということである。 

  沖縄県では中城湾におけるトカゲハゼの保全計画を策定して保護しているが、環境影響評価

書においても、保全のためには「干潟域から湾中央部まで連続した広い範囲の環境を健全な状

態で維持していくことが必要である」と指摘されているように（５－３８３頁）、トカゲハゼ

保全のためには、生息地のみならずその周辺海域についても良好な状態が維持されなければな

らないのである。。 

  ところが、環境影響評価書では、「トカゲハゼへ与える影響は軽微であり、生息環境は相当

程度保全される」と結論している。その根拠として、①埋立工事による生息地の直接の改変は

無い、②埋立予定地と陸域との間には幅１５０～２５０ｍの海域が存在し海岸環境は保全され、

海水の流れも良好である」（５－４０２，４０３）、③仔魚の浮遊着底過程の推測（５－４２

３）等が挙げられているが、人工島ができることによって海流・流速の変化等から泥質の流出

等による生息域の破壊もあり得るにもかかわらず、この点の考察は環境影響評価書には記載さ

れていない。 

  結局、泡瀬地区のトカゲハゼの生息環境が保全されるかということについては科学的な予

測・評価がなされていない。 

（４）生態系 

  環境影響評価書では、トカゲハゼ、ムナグロという注目種については影響回避・低減がなさ

れ、埋立予定地である干潟域の消失に対しては海藻草類の移植という代償措置を講じており、

生態系に関する配慮は適正になされているとしている（５－４２５）。 

  しかし、本件埋立事業は、泡瀬地区干潟域のコアの大部分を消失させるものであり、干潟生



態系に対する影響は決定的である。この影響は「移植」という代償措置で免罪されるほど軽微

ではない。環境影響評価書では、埋立予定地で生息していた生物は周辺の干潟等にも生息して

おり、又は周辺地域に分散し、あるいは移植保全される等としているが、これらも科学的根拠

のない憶測に過ぎず（我が国の野生生物絶滅の過程は、このような無責任な憶測に基づく開発

行為その他の人間活動が繰り返されて、野生生物の生息地が失われた結果である）、本件埋立

事業が埋立予定地及び周辺海域の生態系に与える影響は大きい。 

（５）鳥類 

  環境影響評価書における調査地点は埋立予定地の北から西にかけての６地点とされている

が、何故か埋立予定地海域の飛来については記載されていない。もし、この調査がなされてい

なければ、前提となる最も重要な資料を欠落したまま評価を行ったことになり、適正な環境影

響評価とは全く言えないものとなる。 

  そして、調査がなされた６地点の個体数も最高数が１４１９個体とされているが（５－２８

８。なお、日本野鳥の会の資料では泡瀬干潟全体では２００１年調査で１９６８個体とされ、

これは沖縄県で唯一のラムサール条約登録湿地である「漫湖干潟」の鳥類飛来数の２倍に近い

数字である）、いずれにしても、泡瀬干潟はシギ・チドリ類の飛来数では沖縄一であり、ムナ

グロの越冬個体は日本最大を記録し、沖縄県も指摘しているように渡り鳥にとっては極めて重

要な干潟である。 

  環境影響評価書は、鳥類への影響について「鳥類の生息環境は相当程度保全される」として

“影響は軽微”との結論を出しており、その根拠として周辺海域に餌場となりうる場所が残る

ことを挙げている。 

  しかし、泡瀬干潟が沖縄一の渡り鳥の飛来地となっているのは、他に干潟・浅海域があった

としても、渡り鳥にとっては泡瀬干潟が最も良好な採餌場所等の条件を備えた干潟であるから

に他ならない。近隣に干潟や浅海域が残ったとしても、泡瀬干潟を失った渡り鳥を収容して養

っていくことができる余地があるのか、まさにこの点に関する調査・考察が重要であるが全く

抜け落ちており、到底科学的な環境影響評価を行ったとは言えない。 

（６）クビレミドロ 



  国は環境影響評価準備書段階ではクビレミドロについて全く記載しておらず、沖縄県知事等

の指摘より後に調査・記載することになった。環境庁作成「藻類レッドリスト」及び沖縄県が

作成した「レッドデータおきなわ」において絶滅危惧Ⅰ類及び絶滅危惧種とされているクビレ

ミドロの生育が確認されている。 

  クビレミドロは埋立予定地海域に生息しているため、環境影響評価書では、一時他の海域に

移植し、埋立後埋立予定地の人工干潟に再移植するとしている。 

  しかし、野生動植物を保全する場合は生息地保全が大原則であり、極めて例外的に移植が許

される場合があるとしても、その是非の議論もなく、移植の可否も不確定な段階で、“埋立を

大前提としてとにかく移植してみる”という環境影響評価は、埋立という結論が先にあり、埋

立予定地に存在する野生動植物（それも、移植対象となるのはクビレミドロと海藻草類だけで

ある）は“移植”するということであり、到底環境影響評価手続の名に値しないものと言わざ

るを得ない。 

  そして、事業者はクビレミドロを「移植」すると言うものの、移植の可否は不確定の状態で

ある。 

（７）ウミヒルモ類 

  環境影響評価手続の後であるが２００５年３月には「ホソウミヒルモ」の新種が埋立予定地

で発見され、ウミヒルモ類はそれまで２種の生息が確認されていたが、６種の生息が確認され

るに至った。これも、環境影響評価手続が埋立予定地周辺海域の環境基礎調査を十分経ないま

ま実施されたことを物語っている。 

３、調査、予測及び評価の不十分性 

（１）県知事は環境影響評価手続における意見（１０－７）の冒頭で、「本件埋立地及びその周

辺海域は、約２６５ha の干潟並びに約３５３ha の藻場が大規模に存在する浅海域となってい

る。これら干潟・藻場は、周辺の浅場とともに干潟生物に必要な養分を保持する役割を担って

おり、海藻草類、底生生物及びトカゲハゼ等の生息・生育の場となっているほか、干潮時には

多くのシギ・チドリ類、サギ類等の水鳥類が飛来し、良好な採餌・休息の場としての機能も有

している。このように、当該浅場・干潟域は長い年月を経て作り上げられた精妙な生態系バラ



ンスが保たれた海域である。 

  本件埋立事業を実施すると約４９haの干潟及び約７９haの藻場が消失するため、浅場から干

潟に広がる多様な生態系へ大きな影響を与え、様々な問題が生じることが懸念される。したが

って、価値の高い自然がある場合は、自然本来の姿を保全することをまず優先しなければなら

ない。したがって、「当該海域の干潟・藻場の自然環境の保護・保全を図るため、できる限り

事業の影響を回避・低減しなければならない」として、まず、影響の回避・低減を要求してい

る。 

  この県知事の意見（環境配慮の優先順位としては、第１に影響の回避であり、第２に影響の

低減（最小化）であり、最後に代償措置である）は、自然を開発する際の一般的な原則を述べ

たものであり、当然の指摘である。 

  ところが、事業者は影響の回避・最小化のために他の代替手段や埋立の規模の縮小も検討す

ることもなく、事業の推進を優先させ、成否も明確でない「移植」や「人工干潟」という「代

償措置」をもって環境配慮として十分であるとしているが、これは上記の環境配慮の原則から

完全に逸脱しているものと言わざるを得ない。 

（２）さらに知事意見は、評価書（１０－７以下参照）に記載されているところによれば、本件

埋立事業予定地に生息するクビレミドロの保護・保全について特別の対応、本件埋立事業海域

は環境保全上重要な場所であり自然環境の保護・保全について事業実施計画に反映すること、

トカゲハゼの生息に万全な対策を講じること等が記載され、また、「中城湾港泡瀬地区の公有

水面埋立承認に関する意見について」と題する書面では、移植を前提としたクビレミドロに適

した環境条件を調査して、人工干潟の環境条件を決定すること等が記載されている。 

  しかし、前記のとおりクビレミドロの「移植」の可否は不確定の状況であり、トカゲハゼの

保全、生息環境の維持についての検討も前記のとおり極めて不十分である。 

（３）仮に代償措置に優先すべき対策が困難である場合は（前記のとおり影響の回避、低減につ

いての検討は全くなされていないが）、保全されるべき（失われる）環境上の価値と代償措置

によって回復される環境上の価値を比較・評価することが必要であるが、これもなされていな

い。環境影響評価手続の結果を許認可手続に反映させるためには、いったいどの程度の環境上



の価値が失われ、代償措置によってどの程度の環境上の価値が回復されるのかが明確にされる

必要があるからである。 

  また、予測結果には不確実性が伴うものであるが、この不確実性の程度や内容も明らかにさ

れていない。 

（４）このように、本件環境影響評価の結果として、“影響は軽微”“生息環境は相当程度保全

される”等が機械的に並んでいるが、何故そのような結論に至るのか検討過程や理由が示され

ず、ところによっては“理由”が断片的に記載されているところもあるが、その場合でも予測・

評価の過程が不明であり、検討の道筋が明らかではない。環境影響評価書に記載された予測及

び評価は主観的、希望的なものであり、しかも余りにも「代償措置」に比重が偏りすぎている。 

（５）代償措置として人工干潟を造成するとしているが、そもそも人工干潟の造成工法は未だ完

成されていないと思料される。成功するか否か未知数である人工干潟を代償措置として環境影

響評価書に記載することは、住民や許認可権者に誤解を与えるおそれがあるので厳に慎むべき

である。沖縄県知事意見にあるように、干潟環境は「長い年月を経て作り上げられた精妙な生

態系バランスが保たれた海域であ」り、現時点では人工干潟造成工法で造られた人工干潟はこ

のような自然干潟には到底及ばない。 

  ちなみに、１９９８年名古屋市等が名古屋港湾奥部に廃棄物処分場のために藤前干潟の埋立

を計画した際、事業者が代償措置として計画した人工干潟について、環境庁（当時）は要旨次

のように申し入れた。 

  すなわち、①藤前干潟の埋立、改変の影響は予想以上に大きく、シギ・チドリ類の渡りの成

否に大きな影響を与える。②名古屋市が行おうとしている「代償措置」についても、藤前干潟

周辺の浅場は干潟生態系を支えている重要な要素であり、その改変も厳に慎むべきである。既

に環境の質の高い場所で代償措置を行うことは通常考えられない。残存干潟での人工干潟造成

は無謀である。干潟周辺の浅場の埋立は干潟生態系に重大な影響を与えかねず、また、周辺干

潟の嵩上げは干潟生態系の機能を損なう。周辺浅場や干潟の生態学的評価もせずに、これらを

大規模に使用して実験を行うことは非常識である。 

  このような申し入れを受けて、名古屋市等は賢明にも埋立事業の中止を決定したのである。 



（６）環境影響を予測する上でバックグラウンドの分析評価は不可欠である。特に本件埋立事業

では、優良な干潟、海草藻場、浅海域を大規模に消失せしめるものであるから、そこに生息し

ていた野生動植物種に対する影響の程度は、周辺海域の自然の評価無くしては絶対にできない。

ところが、環境影響評価書では、この点の分析・評価もなく、周辺海域に同種生物が生息して

いる等から“影響は軽微”と結論づけており、結論に至る理由の説明が記載されていないので

ある。 

（７）本件埋立事業の目的の１つは新港地区開発計画において発生した航路の浚渫土砂の投棄場

所の確保ということであるが、本来は航路浚渫計画を立てる際に適切な計画を立てる必要があ

ったにもかかわらず、これを怠った杜撰な計画のためにその処理に困り本件埋立事業を計画せ

ざる得ない状況となったもので、本件埋立事業の目的自体正当性を有しない。 

  本件埋立事業の目的自体に正当性が欠如する以上（事業の目的の正当性の欠如により、事業

の実施による利益の評価についても減殺されるべきであることはさておき）、本件埋立事業の

環境影響評価手続もより厳格に行われなければならないのであるが、前記のとおり本件環境影

響評価手続は、非科学的な憶測による予測・評価に終始し、結局事業を推進するためのセレモ

ニーとされてしまった。 

（８）また、埋立予定地周辺海域は、「沖縄県環境管理計画」の一環として策定された「自然環

境の保全に関する指針」においては５段階評価の内、藻場のある区域を中心に自然環境の厳正

な保護を図る区域である「評価ランクⅠ」とされ、その他が「評価ランクⅡ（自然環境の保護・

保全を図る区域）に区分されており（「自然環境の保全に関する指針のあらまし」１３頁）、

本来沖縄県はこれを保護・保全をすべき海域である。にもかかわらず、事業者の安易な「代償

措置」により本件埋立を進めることは、県の環境に関する計画にも背反し違法である。 

 

第８、公有水面埋立法と環境影響評価手続 

１、本件埋立事業については沖縄県知事が免許・承認を与えたが、公有水面埋立法は、「その埋

立が環境保全・・・に付き十分配慮せられたるものなること」（４条１項２号）、「埋立地の

用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体（港湾局を含む）の法律に基づく計



画に違背せざること」（４条１項３号）等に適合すると認められる場合を除く外、埋立の免許

を為すことを得ず、と規定している。 

  ４条１項２号の埋立免許基準における環境配慮について、旧建設省通達（昭和４９年６月１

４日、港管１５８０号、建設省河政発５７号）は、「埋立そのものが水面の消滅、自然海岸線

変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の

保全等に十分配慮されているかどうか慎重に審査すること」として、慎重な審査をするよう指

示している。 

  また、環境影響評価法３３条は、免許権者は、「当該免許の審査に際し、評価書の記載事項

及び第２４条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がな

されたものであるかどうかを審査しなければならない」（１項）、「評価書の記載事項及び第

２４条の書面に基づいて、当該法律（公有水面埋立法－引用者）の規定による環境の保全に関

する審査を行うものとする」（３項）と規定している。 

  これらの規定は、県知事が埋立免許・承認を与えるための要件である。 

２、本件埋立事業は約１８６haの干潟、藻場、浅海域を埋め立てるのであるが、この埋立により

周辺海域全体の干潟、藻場の内２割から３割が消失することになる。埋立予定地自体が貴重で

豊かな生態系を構成し、そこには絶滅の恐れのある種も生息し、埋立予定地は周辺海域の生態

系に対しても（稚仔の提供等）重要な海域である。本件埋立事業における「環境配慮」は、総

体として（地形、底質、生態系の総和）貴重で豊かな生態系を構成している多様な種の中から、

クビレミドロ種と一部の海藻草類だけを他の海域に移植し、併せて「人工干潟を創出」するこ

とが、事業者の「環境への配慮」の主要な事項となっている。 

  しかし、環境影響評価手続では、上記の一部植物の「移植」の成否も未確定であり、埋立に

よる干潟、藻場等の消失による周辺海域への影響も明確になっているとは言えず、「移植」と

いう「代償措置」だけでは本件埋立事業予定地周辺海域の自然環境が保全されることにならな

いのは明らかであり、結局、環境の保全についての適正な配慮がなされたものとは言えない。 

３、また、前記のとおり、埋立予定地周辺海域は、「沖縄県環境管理計画」の一環として策定さ

れた「自然環境の保全に関する指針」において「評価ランクⅡ（自然環境の保護・保全を図る



区域）」に区分されて保全することが予定されており、ラムサール条約その他の法規・各計画

上も保護・保全が義務付けられ、予定されている干潟であって、本件埋立事業はこれらにも違

背する事業である。 

４、したがって、上記公有水面埋立法、環境影響評価法の規定からは、免許・承認要件は存在し

ないと言わざるを得ず、また、本件埋立事業に対する免許・承認要件の存否については慎重・

厳正な審査がなされるべきであったにもかかわらず、杜撰な環境影響評価手続の結果に基づき

安易に埋立免許・承認を与えたものであり、本件埋立事業の免許・承認付与は違法と言わざる

を得ない。 

 

第９、本件埋立事業・東部海浜開発事業の合理性の欠如   

１、本件埋立事業及び東部海浜開発事業には合理性が欠如している。 

  公有水面埋立法は、免許・承認の要件として、「国土利用上適正且合理的ナルコト」との要

件を要求している（公有水面埋立法４条１項１号、４２条３項）。 

   地方自治法、地方財政法の規定も、地方公共団体の事務について、経済的な合理性を要求し

ている（地方自治法２条１４項、地方財政法４条１項等）。 

  ところが、本件埋立事業及び東部海浜開発事業の目的とされる①浚渫土砂の処理、②「マリ

ンシティ泡瀬」というマリーナ・リゾートの建設は、いずれも法が要求する合理性を有するも

のとはいえない。 

２、浚渫土砂処理目的の不合理性 

（１）そもそも、浚渫土砂を生じさせる新港地区の特別ＦＴＺ構想そのものに合理性が存しない。 

  浚渫土砂が発生するのは、前述のとおり、新港地区が特別ＦＴＺに指定されたことからくる

ものである。 

  しかし、当該指定については、そもそも、人件費等の理由から製造業の多くが海外に生産拠

点を移している現在において、東南アジアに多数あるＦＴＺとの競争上の優位性について十分

検討を尽くしたものとはいえない。 

  また、川田干潟という重要な自然環境を犠牲にし、かつ、２１７０億円もの巨費をかけて新



港地区を流通加工機能がある港湾として整備することに合理性があるかは疑問と言わざるをえ

ない。 

  現に、新港地区に９２社進出する前提で埋め立てしているが、現実には、５、６社程度しか

進出しておらず、その５、６社についてもＦＴＺ構想に沿った事業を行う会社は１社もない状

況である。 

（２）泡瀬干潟を浚渫土砂の廃棄場所として使用する必要性はない。 

  仮に、浚渫土砂を発生させる新港地区の特別ＦＴＺ構想自体が不合理なものとまではいえな

いとしても、新港地区から発生する浚渫土砂を、泡瀬干潟に廃棄し（埋立て）なければならな

いような必要性はない。 

 ① 一般に埋立が自然環境に少なからぬ影響をもたらさずにはおかない性質のものであるとこ

ろ、本件埋立事業および東部海浜開発事業の対象が前述するように極めて重要な自然環境であ

る泡瀬干潟であることを考慮すると、本件埋立事業および東部海浜開発事業が合理的なものと

いえるためには、当該事業に要求される必要性の程度は高度のものでなければならない。 

   ② この点、浚渫土砂の廃棄という点に着目してみれば、極めて重要な自然環境である泡瀬干

潟を選択せずとも、他の自然環境に影響の少ない場所を選定して廃棄すればよいのであり、泡

瀬干潟を廃棄場所としなければならないような必要性はない。 

３、マリーナ・リゾート建設の不合理性 

    マリーナ・リゾート建設については、そもそも当該場所での実現可能性がない。 

（１）沖縄市は１９９３年１１月に作成した「沖縄市東部海浜開発に伴う社会経済波及効果測定

調査報告書」の中で、「マリンシティ泡瀬」整備計画によって発生する経済効果について予測

している。 

  これによると、同整備計画は業務、アミューズメント、商業、文化等の多面的な開発をして、

リゾートホテル、商業施設等によって、域外からの集客を図り、情報サービス業オフィス、研

究施設等によって雇用の場を創出し、これらをマリーナなどのアミューズメント施設で結びつ

け、市民の憩いの場、交流の場や文化に触れる場として海浜公園、野鳥園、美術館等を整備し、

総合的で複合的開発を行うものであり、生産額や雇用、所得、財政収入等の経済的効果が極め



て大きいとしている。 

（２）具体的には、同整備計画により１４００億円を超す投資がなされることから市内純生産へ

の大きな波及効果が認められ、１９９０年を基準とすると、２００５年には実施しない場合に

比較して、５４４億円の増加となる。そして、各方面に大きな効果をもたらし、「２００５年

には一人あたりの所得が４０３万円となり所得格差も１１０．９と県平均を上回り所得格差が

解消される。」「就業者数は６万人、失業率も５．２％」となり開発をしない場合の１０％台

の高い失業率の解消につながり、さらに、商業力も、また都市環境、都市サービス、医療、福

祉厚生等の都市指標についても、向上が期待できるとしている。 

（３)沖縄市が予測したこのような経済波及効果は、埋立後インフラ整備が完了し、ホテル、コン

ドミニアム、コテージ、海洋研究センター、リゾート専門学校、生涯学習センター等予定した

建物が完成し、互いに複合的総合的に機能しあって集客力を生み出すことを前提としている。 

（４）ところが、上記予測には大要次のような問題点が存する。 

 ① 利用者の見通しについて 

  ア 中心となるリゾート施設の利用者推計について、沖縄市は「２００６年の沖縄への年間

観光客が６００万人になる。沖縄市には１７万８０００人が訪れ、そのうち６０％の１０万７

０００人を泡瀬地区で受け持つ、滞在平均日数は５．２７泊で年間利用者約５６万人を宿泊施

設として計画されている４ホテル、１コンドミニアム、１コテージの合計１２７５室で対応す

る。」としている。 

  イ しかし、この推計値の基礎をなすのはまだバブル期の残像を引きずっている１９９２年

の調査報告書であり、公有水面埋立法に基づく免許・承認がなされた２０００年１２月ころ当

時の経済状況に合致しておらず、この調査を前提とする計画に実現可能性はない。 

  ウ 実際にも１９９６年の入域観光客数は３５０万人に達してなく、１９９９年の沖縄県に

おける観光客の平均滞在日数は３．７４日で、泊数にすると２．７泊に過ぎず、しかもこの数

値は減少傾向が続いており、近年の実態は計画立案の根拠となった１９９２年当時の予測から

は著しくかけ離れている。 

 ② ホテルについて 



  利用者が多数泡瀬マリーナを訪れるためにもホテルの建設は必要不可欠であるが、ホテル建

設の見通しは全くたっていない。 

  ２０００年ころのアンケート結果によると、わずかに１社（全国１００社に希望調査）が様

子を見てから検討するという程度の回答を寄せたに過ぎず、その余の参加意向は皆無の状況で

ある。 

 ③ リゾート施設の設置運営主体について 

  リゾート施設の設置運営主体についても参加希望はほとんどない状況である。 

  ア 沖縄市が、本埋立事業にリゾート施設の設置運営主体として参加しうると思われる企業

に対して過去３回にわたって行なったアンケート調査の結果は次のとおりである。 

  （ア）１９９３年に２９４社を対象として行なった調査では、回答を寄せたのは１１５社で、

そのうち参加希望したのは３３社に過ぎない。 

  （イ）１９９６年に２７０社を対象に行なった調査では、回答を寄せたのは８４社で、参加

希望は１２社と激減している。 

  （ウ）２０００年９月に１０８社を対象に行なった調査では回答を寄せた会社は１８社に過

ぎず、参加希望についてはゼロに等しく、沖縄市の担当者も「内容については具体的に公表で

きるものはない。」と言わざるをえないほどである。 

  イ 現実にも、現在埋立事業がほぼ完成している豊見城村豊崎地区や新港地区の埋立地では、

企業誘致が計画どおりに進んでいない状況にある。 

 ④ 住宅地について 

   ホテル従業員等の新規就業者の住宅を見込んでいるので、ホテル等の進出がなければ、そ

の分の住宅地の需要もないとの当然の帰結が導かれる。 

 ⑤ 海洋研究所、栽培漁業試験場 

  泡瀬マリーナの主要施設とされる海洋研究所及び栽培漁業試験場についても実現可能性はな

い。 

   ア 施設の設置運営主体と見込まれるのは中城湾沿岸漁業振興推進協議会であるが、「計画書

に盛り込まれている栽培漁業施設は中城湾沿岸漁業振興推進協議会が管理運営する計画である



ところ、同事務局は『組織と運用面で無理』と言っている」とされている。 

  イ 海洋研究施設の設置運営者とされてい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。 

（５)小括 

  前述のとおり、東部海浜開発事業につき、沖縄市だけでも２７５億円を負担しなければなら

ないが、取得した埋立地が売却できなかった場合には、この費用の回収はできず、沖縄市が最

終的な負担をしなければならないことになる。沖縄市の一般会計の予算規模は２０００年度で

約４３７億円であるから、最終的には最大で約６３％にも上る費用負担をしなければならない。

沖縄市には２００１年度末で約３４４億円の負債（沖縄市の人口は約１２万４０００人である

から一人当たり２７万７０００円の負債）があることを考えると、本整備計画の推進は、沖縄

市に重大なリスクをもらすことになる。 

  また、沖縄市においてマリーナ・リゾートの実現見込みがないということで、沖縄県からの

埋立地取得を断念した場合には、上記同様の重大なリスクを沖縄県が負担することとなる。 

  このような状況の下で本件埋立事業および東部海浜開発事業を推進することは、貴重な干潟

を潰して埋立を行なったが、企業の誘致はできずに意図した経済波及効果は生み出されないど

ころか、埋立用地取得やインフラ整備にかかった費用の負担のみが、市民、県民にかかってく

るという悲惨な結果をもたらす蓋然性が高い。 

 

第１０、本件埋立事業に伴う沖縄県の債務負担行為および支出行為  

１、本件埋立事業の事業費は４６０億円を超えるものと予定されている。 

（１）沖縄県からは、既に、 

  平成１２年度には、本件埋立事業費として金２０億０２４０万８８３４円 

  平成１３年度には、本件埋立事業費として金２４８７万７９９６円 

  平成１４年度には、本件埋立事業費として金１６５６万４３７８円 

  平成１５年度には、本件埋立事業費として金７１２万９５００円 

   が支出されている。  



（２）また、 

  平成１６年度には、本件埋立事業費として金２億２０００万円が予算計上され相当な額が支

出されている。 

  平成１７年度には、本件埋立事業費として金２億６６３０万１０００円が予算計上され相当

な額が支出されている。 

２、沖縄県の公金支出の確実性と債務負担行為の確実性 （略） 

３、予算執行権限者                                       （略） 

 

第１１、地方自治法・地方財政法上の違法性 

１、地方自治法２条１４項・地方財政法４条１項違反 

  「地方自治行政の基本的原則」等を定めた地方自治法２条１４項は、「地方公共団体は、その事

務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げ

るようにしなければならない。」と規定している。 

  この「最少の経費による最大の効果」の原則を予算執行の立場から表現した規定が地方財政法第

４条であり、その第１項は、「地方公共団体の経費は，その目的を達成するための必要かつ最少の

限度をこえてこれを支出してはならない。」と規定している。 

  しかし、前述したとおり、本件埋立事業及び東部海浜開発事業が経済的な合理性を欠いているも

のであることは明らかである。 

  よって、本件埋立事業及び東部海浜開発事業は、地方自治法２条１４項、地方財政法４条１項に

反する。 

２、したがって、本件埋立事業に関する財務会計上の行為は、地方財政法４条１項、地方自治法２条

１４項に違反しており、本件埋立事業のための債務負担行為は無効であり、無効な債務負担行為に

基づく既支出分については違法な支出であり、沖縄県知事は、当該支出につき、その当時の沖縄県

知事である債務者稲嶺惠一に対し少なくとも金２０億円を下らない金額につき損害賠償請求をし

なければならない。 

  また、本件埋立事業に関して、沖縄県（最終執行権限者沖縄県知事）による、国の埋立地を購入



する契約の締結を含む一切の債務負担行為及び一切の公金の支出等は違法であり、差し止められる

べきである。 

 

第１２、公有水面埋立法違反 

１、公有水面埋立法４条１項１号違反 

本件埋立事業は国土利用上適正且合理的といえない。 

２、公有水面埋立法４条１項２号違反 

    前述したとおり、本件埋立事業に関する環境影響評価手続が適正に実施されておらず、かつ、

本件埋立事業について環境保全に十分な配慮がなされたとはいえない。 

３、公有水面埋立法４条１項３号違反 

本件埋立事業はラムサール条約等に違反しており、埋立地の用途が環境保全に関する国の法

律等に基づく計画に違背しないとの要件を欠く。 

４、よって、公有水面埋立法４条１項１号ないし３号に違反してなされた公有水面埋立免許・承

認には重大かつ明白な違法があり、公有水面埋立法に違反する本件埋立事業に関する財務会計

上の行為も違法となる。 

５、したがって、違法な債務負担行為に基づく既支出分については違法な支出であり、沖縄県知事は、

当該支出につき、その当時の沖縄県知事である債務者稲嶺惠一に対し少なくとも金２０億円を下ら

ない金額につき損害賠償請求をしなければならない。 

  また、本件埋立事業に関して、沖縄県（最終執行権限者沖縄県知事）による、国の埋立地を購入

する契約の締結を含む一切の債務負担行為及び一切の公金の支出等は違法であり、差し止められる

べきである。 

 

第１３、国の債務不履行責任ないし不法行為 

１、本件埋立事業については、国の機関である総合事務局が事業者として行った環境影響評価手

続に基づいて公有水面埋立の免許・承認がなされている。同環境影響評価手続における予測、

評価では本件埋立事業による自然環境への影響は少ない旨の結果となっているが、この環境影



響評価手続における調査、予測、評価の仕方は極めて杜撰であった。総合事務局は沖縄県に対

し、信義則上、誠実に環境影響評価手続における調査、予測及び評価を実施する義務が存する

が、沖縄総合事務局にはこの義務に違反した重大な過失があり、杜撰な環境影響評価手続によ

り免許・承認権者である沖縄県知事の審査につき誤った環境情報を提供してその判断を誤らせ、

沖縄県に対し本件埋立の免許を与えさせ、その事業について公金を支出させ、もって沖縄県に

同額の損失を与えた。 

２、よって、沖縄県は国に対し、沖縄県が本件埋立事業に関して支出した公金相当額のうち少な

くとも金２０億円を下らない金額について国家賠償に基づく損害賠償請求権を有している。 

 

第１４、結論               （略） 

 

 

【沖縄市長に対する請求】 

 

泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件 

Ⅰ、請求の趣旨 

１、被告沖縄市市長仲宗根正和は、東部海浜開発事業に関して、一切の公金を支出し、契約を締

結し、又は債務その他の義務を負担してはならない。 

２、訴訟費用は被告の負担とする。 

 との判決を求める。 

 

第１１、地方自治法・地方財政法上の違法性 

１、地方自治法２条１４項・地方財政法４条１項違反 （略） 

２、したがって、東部海浜開発事業に関して、沖縄市（最終執行権限者沖縄市長）による、沖縄

県が購入した国の埋立地を沖縄県から購入する契約の締結を含む一切の債務負担行為及び一切の

公金の支出は違法であり、差し止められるべきである。 

 


