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執行停止申立書

２０１４年 １月 １５日

那覇地方裁判所民事部 御中

申立人ら訴訟代理人

                                    弁護士 池宮城 紀 夫

                                    弁護士 中  村  照  美

                                    弁護士 伊志嶺 善 三

                                    弁護士 阿波根 昌 秀

                                    弁護士 新  垣     勉

                                    弁護士 永  吉  盛  元

                                    弁護士 仲  山  忠  克

                                    弁護士 三  宅  俊  司

                                    弁護士 加  藤     裕

                                    弁護士 高  木  吉  朗

                                    弁護士 儀 部 和歌子

                                    弁護士 横  田     達

                                    弁護士 金  高     望

                                    弁護士 中  村  昌  樹

                                    弁護士 上  原  智  子

                                    弁護士 松  崎  暁  史

                                    弁護士 伊志嶺 公 一

                                    弁護士 高  良     誠

                                    弁護士 山  城     圭
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                                    弁護士 安  里     学

                                    弁護士 齋  藤  祐  介

                                    弁護士 日 高 洋一郎

                                    弁護士 古  賀  尚  子

                                    弁護士 仲  西  孝 浩

                                    弁護士 小 園 恵 介

                                    弁護士 松 本 啓 太

                                    弁護士 喜 多 自 然

                                    弁護士 赤 嶺 朝 子

                                    弁護士 松 本 徹 意

                                    弁護士 角 谷 早 紀

                                    弁護士 高 塚 千恵子

                                    弁護士 白     充

                                    弁護士 吉 岡 良 治

                                    弁護士 籠 橋 隆 明

                                    弁護士 和 田 重 太

                                    弁護士 小 林 邦 子

                                    弁護士 増 田   尚

                                    弁護士 市 野 綾 子

                                    弁護士 橋 澤 加 世

                                    弁護士 小 林 哲 也

申立人  別紙申立人目録記載のとおり

申立人ら代理人弁護士  別紙代理人目録記載のとおり             
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〒１００－００１３ 沖縄県那覇市泉崎一丁目２番２号

         相手方 沖 縄 県

         同代表者兼処分行政庁   沖縄県知事

仲井眞 弘 多

公有水面埋立承認処分執行停止申立事件

貼用印紙額 ２０００円
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申立ての趣旨

１ 沖縄県知事仲井眞弘多が沖縄防衛局に対し２０１３年１２月２７日付でした

公有水面埋立承認処分は，本案事件の判決確定までその効力を停止する。

２ 申立費用は相手方の負担とする。

との決定を求める。

申立ての理由

第１ 当事者

申立人らは，沖縄県民であり，本件事業区域の自然の利益，景観を享受する

者である。

その享受の仕方は様々であるが，本件事業区域においてエコツーリズムを行

っている者，周辺区域において漁業を行う者が含まれる。

また，本件埋立て後に造成される普天間飛行場代替施設が利用されることに

より生活環境に被害を受ける者が含まれる。

相手方は，申立人らが執行停止を求める公有水面埋立承認処分を行った行政

庁たる沖縄県知事仲井眞弘多が所属する公共団体である。

第２ 公有水面埋立承認処分

１ 本件処分

沖縄県知事仲井眞弘多は，平成２５年１２月２７日，沖縄防衛局に対し，別

紙公有水面埋立承認目録記載の公有水面埋立承認処分を行った（以下，「本件処

分」という。）。

２ 環境影響評価手続及び埋立承認の経緯

  本件公有水面埋立は第一種事業に該当するため（環境影響評価法同法２条２
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項１号ト，同法施行令１条別表第一・七），環境影響評価法上の環境影響評価手

続きが行われている（以下では，「本件法アセス」という。）。

  また，飛行場設置については，沖縄県環境影響評価条例の適用を受けるため

（同条例２条２項(1)別表５項），同条例上の環境影響評価手続きが同時に行わ

れている（以下では，「本件条例アセス」という。なお，特に断らない限り，本

件法アセスと本件条例アセスを合わせて「本件アセス」という。）。

以下，本件アセスの経緯について，ざっと触れる。なお，以下のとおり，本

件においては，全く内容のある環境影響評価手続は行われていない。

2007.03.27 那覇防衛施設局(後の沖縄防衛局) 沖縄県に公共用財産使用協議書

提出

「海域における海生生物及び海象調査のため」の海域使用について，協議申入れ

2007.04.24 沖縄県 公共用財産使用協議に同意

以後，那覇防衛施設局 方法書手続に先立つ調査（「環境現況調査」）開始

2007.08.07 那覇防衛施設局 辺野古崎沿岸案の方法書（本件方法書）を沖縄県

及び名護市に送付

沖縄県・名護市 本件方法書の受取拒否

2007.08.14 那覇防衛施設局 本件方法書を公告縦覧

2007.10.22 沖縄防衛局 沖縄県に対し「方法書に関する意見の概要」送付

2007.12.17 沖縄県環境影響評価審査会 答申（条例答申）

「方法書において示された環境影響評価の項目及び手法が適切なものであるか否

かを判断できる内容が十分記載されているとは言い難い。」「審査するに足るものと

なっていないと考える。」「当該事業に係る環境影響評価方法書手続きは，事業内容

がある程度決定した上で，再度実施すべきものと思料する。」

「現在，事業者が実施している環境現況調査は，ジュゴンやサンゴ類等の生物的

環境への影響が懸念されることから，これらの調査の実施による環境への影響を十
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分に検討させた上で調査の中止も含め検討させる必要があると考える。」

2007.12.21 沖縄県知事意見（条例部分）

「『当該事業に係る方法書手続きは，事業内容がある程度決定した上で，再度実施

すべきものと思料する。』旨の答申がなされており，事業者においてはこのことを真

摯に受け止める必要がある。」

「現在，事業者が実施している環境現況調査は，ジュゴンやサンゴ類等の生物的

環境への影響が懸念されることから，これらの調査の実施による環境への影響を十

分に検討した上で調査の中止も含め検討する必要があるとの審査会からの指摘があ

り，事業者においては十分配慮する必要がある。」

2008.01.11 沖縄防衛局，沖縄県環境影響評価審査会に対し，１５０ページの資

料を追加提出（審査会委員に限り配布）

沖縄防衛局は，埋立土砂１７００万立方メートルを「沖縄近海で海砂を採取する」

と口頭で説明

2008.01.18 沖縄県環境影響評価審査会 答申（法答申）

「ジュゴンについては，国及び県のさらなる保護・保全対策を早急に講じるとと

もに，現在，事業者が実施している環境現況調査は，ジュゴンやサンゴ類等の生物

的環境への影響が懸念されることから中止させる必要がある。」

「当該事業に係る方法書は，事業内容がある程度想定できる段階において書き直

しをさせる必要がある」

2008.01.21 沖縄県知事意見（法部分）

「現在，事業者が実施している環境現況調査は，ジュゴンやサンゴ類等の生物的

環境への影響が懸念されることから中止させる必要があるとの答申を踏まえ，事業

者においては十分配慮し，本意見に基づき選定された調査方法に基づいて適切に調

査を実施する必要がある。」

「法及び条例における方法書の手続は，事業者としてある程度具体的な事業計画

を想定できる時期であって，その変更が可能な時期に開始されるものであることか
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ら，当該事業に係る方法書の対象事業の内容，環境影響評価の項目並びに調査，予

測及び評価の手法について書き直しをする必要がある。」

2008.1.28 沖縄弁護士会会長声明

「沖縄防衛局が作成した方法書は，審査するに足りない不十分な内容である一方，

沖縄防衛局は，方法書手続が終了する前に自然環境への影響が懸念される環境現況

調査に着手している。このような沖縄防衛局の行為は，環境影響評価法が定める手

続を形骸化し，法の趣旨を没却するものである。沖縄防衛局は，本件方法書を撤回

し，手続きをやり直すべきである。」

2008.02.05 沖縄防衛局 「方法書に対する追加・修正資料」提出

埋立のために１７００万立方メートルの海砂を調達することや，３箇所の洗機場

が新たに記載され，辺野古リーフ内に９２０メートル・大浦湾に４３０メートルの

誘導灯も図示された。

2008.03.04 沖縄県文化環境部長 「追加・修正資料についての意見」

ジュゴンについて「沖縄島周辺海域に生息するジュゴンについては，これまで科

学的調査がほとんど行われておらず，その生活史，分布，個体数などに関する知見

が非常に乏しい実情であることから，これらに関する知見を事業者として可能な限

り把握するため，生活史等に関する調査を複数年実施すること。」

2008.03.14 沖縄防衛局 「方法書に対する追加・修正資料（修正版）」提出

ジュゴンの複数年調査について明記せず。

2008.03.15 沖縄防衛局 本件方法書に基づく調査（環境影響調査）着手

2008.03.19 環境法律家連盟声明

「住民らが方法書に対して意見を述べる機会を与えるため，沖縄防衛局は，追加・

修正資料に記載された内容も含めて，再度方法書を作成し，公告・縦覧等の手続を

行うべきである。あわせて，沖縄県は，沖縄防衛局に対し，追加・修正資料に記載

された内容について，再度方法書を作成して公告・縦覧等の手続を行うことを求め

るべきである。」
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2009.04.01 沖縄防衛局 ５４００頁にわたる準備書（本件準備書）を提出

2009.04.22 名護市瀬嵩で本件準備書に関する住民説明会

2009.04.23 宜野座村松田区で本件準備書に関する住民説明会

2009.04.24 名護市辺野古で住民説明会。いずれの説明会でも，専門用語を長々

と読み上げ，住民の質問も３０分ほどで切り上げる。住民の理解を得ようという姿

勢は見られず，閉会後も住民の批判がでた。

2009.05.15 本件準備書に対する住民意見の締切

2009.06.15 本件準備書を審査する第１回目の沖縄県環境影響評価審査会開催。

沖縄防衛局が本件準備書の内容を説明し，委員から何故，辺野古なのか，環境へ

の影響を考慮した上での辺野古なのか，など質問が相次いだ。

同日，沖縄防衛局から沖縄県知事に「住民等意見の概要と事業者の見解」が提出

された。5317 通の意見書を 900 余の概要にまとめている。

2009.06.22 沖縄弁護士会会長の「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影

響評価手続のやり直しを求める声明」が発表された。

2009.07.14 第２回目の沖縄県環境影響評価審査会開催。引き続き沖縄防衛局が

説明し，審査会委員からの質問に明瞭ではない回答に終始した。

2009.07.30 第３回目の沖縄県環境影響評価審査会。宜野座村松田区の住民代表，

リーフチェック研究会，沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団，ジュゴンネットワ

ーク沖縄，４団体が準備書への意見を発表。審査会として，「アセス法の運用につい

て」アセス法専門家の意見を聞くことを決定した。

2009.08.11 第４回目の沖縄県環境影響評価審査会。名護市東海岸の住民の意見

を聴取した。

2009.8.19  辺野古環境影響評価手続やり直し義務確認等請求事件が那覇地方裁

判所に提起される。

2011.12.28  未明に，複数のワゴン車に分乗した沖縄防衛局職員が沖縄県庁に到

着し，同職員らは，本件評価書が入った段ボール箱計１６個を警備員室へ運び込
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んだ。評価書は，通常，送付した後に担当課から受領の確認を受けるが，沖縄防

衛局が搬入した箱には宛先もなく，長時間守衛室に積まれたまま放置された状態

にあった。沖縄防衛局職員が乗車していた車の車内には，評価書の提出時期につ

いて「これから犯す前に犯しますよといいますか」との不適切発言で更迭された

田中前沖縄防衛局長の後任として，同月着任したばかりの真部朗沖縄防衛局局長

の姿もあったとされる。

2012.2.20  沖縄県知事より，本件条例アセスについて知事意見を送付。種々の不

適切な事項の指摘を行った上で，「評価書で示された環境保全措置等では，事業実施

区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考える」と指摘し

ている。

2012.3.1 沖縄弁護士会会長の「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響

評価書の提出を受けて，手続のやり直しを求める会長声明」が発表された。

2012.3.27  沖縄県知事より，本件法アセスについて知事意見を送付。先の本件条

例アセスに対する意見と同様，「評価書で示された環境保全措置等では，事業実施区

域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考える」と指摘して

いる。

2012.10.1  普天間米軍基地にオスプレイ配備開始

2012.12.18  沖縄防衛局が補正評価書を提出。沖縄防衛局は，沖縄県に対し，搬

入の５分前に突然連絡し，職員２０名で運び入れたという。

2013.2.20  那覇地方裁判所判決。意見陳述権の権利性のみ判断を加え，本件アセ

スの内容には一切触れず（原告ら控訴）。

2013.3.22  沖縄防衛局が，沖縄県知事に対し，公有水面埋立承認申請書を送付。

2013.4.12  沖縄県知事が，沖縄防衛局長に対し，公有水面埋立申請書の補正を求

めた。

2013.5.31  沖縄防衛局が，沖縄県に対し，申請の補正書を提出した。この中で，

埋立用の購入土砂の調達先について，国頭，本部を含む県内外の約１０か所が想定
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される場所として明記された。

2013.11.21  日本弁護士連合会の「普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有

水面埋立てに関する意見書」が発表された。

2013.11.22  名護市長の「公有水面埋立承認申請書に対する意見」が名護市議会

で可決された。同意見は，沖縄防衛局による公有水面埋立承認申請が法４条１項の

要件を満たさないことを指摘するとともに，「未来の名護市・沖縄県へ正しい選択を

残すためにも，埋立ての承認をしないよう求めます。」と述べている。

2013.11.29  沖縄県環境生活部が「申請書に示された環境保全措置では不明な点

があり，事業実施区域周辺の生活，自然環境保全についての懸念が払しょくできな

い」との意見を述べた。

2013.12.27  沖縄県知事が公有水面埋立を承認

３ 本件処分後の流れ

   想定される本件処分後の流れは，以下のとおりである。

2014.01.中旬 工事区域の調査・設計を公告

2014.03 頃 調査・設計について業者と契約

2014.04 以降 辺野古におけるボーリング調査（約１年間）

2015 以降  埋立て工事着工（約５年間）

2022 頃 基地完成

第３ 本案訴訟が適法に提起されていること

申立人らは，２０１４年１月１５日，本件処分の取消しの訴えを提起した。
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第４ 「重大な損害を避けるための緊急の必要」性（いわゆる「執行停止の必要性」）

１ 辺野古について

  本件埋立てにかかる区域は，沖縄県名護市東部に位置する辺野古崎周辺及び

大浦湾の一部である（別紙図面参照）。

  ここでは，執行停止の必要性を判断する上で前提とすべき，①名護市大浦湾

の地理的特徴，②同湾の生態系の特徴，③辺野古崎・大浦湾が重要な自然環境

として評価されてきたこと，④ラムサール条約登録湿地の要件を満たすことに

ついて述べる。

（１）地理的特徴

辺野古崎・大浦湾は，沖縄県のうち沖縄本島名護市東海岸にあり，太平洋

に面する地区に位置する。

同地域は，サンゴ礁が広がる辺野古崎周辺と外洋的環境から内湾的環境の

特徴を持つ大浦湾が一体となって存在するという極めてまれな地理的特徴を

有する。

そして，辺野古崎周辺のサンゴ礁には，準絶滅危惧種に指定されているリ

ュウキュウスガモ，ベニアマモなど７種の海草の藻場が安定的に広がってい

る。

辺野古崎に隣接する大浦湾は，全体的に水深が深くなっているが，湾奥は，

海底が砂れきから泥へと移り変わり，水深が深くなるスロープラインに沿っ

てユビエダハマサンゴの大群集が分布する。

２００７年９月には，大浦湾の東部に高さ１２ｍ，幅３０ｍ，長さ５０ｍ

の広範囲にわたる国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）によりＶＵ（絶滅危惧Ⅱ類）

に指定されているアオサンゴ群落（チリビシの青サンゴ群集）が発見された。

湾奥の大浦川や汀間川の河口付近には，オヒルギやメヒルギといった大規

模なマングローブ林や干潟が広がっている。さらに，辺野古崎と大浦湾の接
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点である大浦湾西部の深部には，琉球列島では特異な砂泥地が広がっている。

（２）生態系の特徴

大浦湾は，外洋に面したところから湾の奥までさまざまな環境があるため

（サンゴは，外洋に面した環境を好むもの，川の水が流れ込む内湾でも耐え

られるものなど様々である），それぞれに対応して，アオサンゴをはじめハマ

サンゴ類，コモンサンゴ類，キクメイシ類，ミドリイシ類，アザミサンゴな

ど多くの種が造礁サンゴ礁を形作っている。

特にアオサンゴは，沖縄本島周辺が生息域の北限に位置するものと考えら

れており，また，大浦湾のアオサンゴ群集は一つの遺伝的なタイプしか見つ

かっておらず，学問的にも注目されている。

サンゴ礁は生物多様性がとても高く，沖縄に生息するカクレクマノミなど

６種のクマノミ全てや，トカゲハゼのような希少種など，魚類が豊富に生息

し，絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）のエリグロアジサシなど渡り鳥の沖縄県内でも有

数の生息地となっている。

サンゴ礁の浅い海には，リュウキュウスガモやウミヒルモなどからなる海

草藻場（うみくさもば）が広がっており，環境省レッドリスト絶滅危惧ＩＡ

類（ＣＲ）に指定されているジュゴンの生息域のほぼ中心に位置し，海草の

みを餌とするジュゴンの生息には欠かせない餌場となっている。

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）が２００９年

に行った調査では，大浦湾においてわずか１週間の調査で３６種の新種及び

国内初記録の２５種の十脚甲殻類（エビ・カニ類）などの生息が確認される

など，生物学的に大変貴重な地域である。

河口部のマングローブ・干潟には，トカゲハゼなどの魚類のほか，ミナミ

コメツキガニといった甲殻類，シマカノコマングローブアマガイなどの底生

生物などレッドリスト掲載の生物が多数生息している。
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さらに，大浦湾西深部の砂泥地は，詳細な生息地が知られていなかったオ

キナワハナムシロや新種の甲殻類など特異的な生物群と希少種が分布するな

ど，サンゴ礁の発達する琉球列島の中にあって極めて特異な生物相を有する。

   

（３）辺野古崎・大浦湾が重要な自然環境として評価されてきたこと

豊かな自然環境を有する辺野古崎・大浦湾は，沖縄県の「自然環境の保全

に関する指針（１９９８年）によ」り，沿岸地域の大部分が，評価ランクⅠ

として，自然環境の厳格な保護を図る地域とされてきた。また，同地域は，

レッドリスト掲載種を多数育むなど生物多様性の見地から保全上の配慮をす

べき地域として２００１年に環境省により「日本の重要湿地５００」に選定

されている（№４４９及び№４５３）。

さらに，海洋生物多様性保全戦略（環境省；２０１１年）の「海域の特性

を踏まえた対策の推進」の記述においては，「藻場，干潟，サンゴ礁などの浅

海域の湿地は，規模にかかわらず貝類や甲殻類の幼生，仔稚魚などが移動分

散する際に重要な役割を果たしている場合があり，科学的知見を踏まえ，こ

のような湿地間の相互のつながりの仕組みや関係性を認識し，残された藻場，

干潟やサンゴ礁の保全，相互のつながりを補強する生物の住み場所の再生・

修復・創造を図っていくことが必要である」とされ，その重要性が強調され

ている。

生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（平成２４年９月２８日閣議決定）

においては，ジュゴンについて，「引き続き，生息環境・生態等の調査や漁業

者との共生に向けた取組を進めるとともに，種の保存法の国内希少野生動植

物種の指定も視野に入れ，情報の収集等に努めます」とされ，その保全が急

務となっている。

ジュゴンの保護は国際的な関心事となっており，国際自然保護連合（ＩＵ

ＣＮ）においては，２０００年，２００４年に次いで２００８年のバルセロ
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ナ総会でも「２０１０年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進」

が決議されている。

なお，同決議においては，日本国に対して，普天間飛行場代替施設につい

て，ゼロオプションを含めたジュゴン保護を視野に入れたあらゆる選択肢を

含めた環境影響評価を実施することを求めているが，日本政府はゼロオプシ

ョンを含める文言を削除するよう求め，これが受け入れられなかったため，

決議を棄権している。

（４）ラムサール条約登録湿地の要件を満たすこと

ラムサール条約（「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する

条約」）は，干潟をはじめとする湿地保全の重要性が国際的に認識されたこと

から，１９７１年に採択され，以後，湿地の保全は国際的な課題となってい

る。

日本は１９８０年にラムサール条約を批准し，現在の日本における同条約

登録湿地の数は，４６か所となっている。

ラムサール条約は，その名が示すとおり，かつては水鳥の保護を中心とし

た条約であったが，現在では広く湿地の保護を目的とするものとなっている。

登録湿地の基準については，現在は９の基準が示されており，そのいずれ

かに該当すれば登録湿地の要件を充たすものと評価される。

我が国においては，「国際的に重要な湿地であること（国際的な基準のうち

いずれかに該当すること）」，「国の法律（自然公園法，鳥獣保護法など）によ

り，将来にわたって，自然環境の保全が図られること」，「地元住民などから

登録への賛意が得られること」が登録基準とされており，「国際的に重要な湿

地であること」の要件については，環境省が２００１年１２月に選定した「日

本の重要湿地５００」から登録湿地がほぼ選定されるという方法が採られて

いる。
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辺野古崎・大浦湾については，上記のとおり重要湿地５００選に含まれて

いる。

また，ラムサール条約登録湿地の国際的な基準に照らしても，環境省レッ

ドリストにおいて絶滅危惧種ＩＡ類（ＣＲ）のジュゴンの生息地となってい

ること（基準１），アマモ類の大きな群落による藻場が形成されていること（基

準８），大浦湾についても，「日本の重要湿地５００」への選定理由とされて

いる，危急種である底生生物が多く生息することやマングローブ林の前後に

存する水溜まりに止水性昆虫の種の多様性が高いこと（基準２，基準３）か

ら，優に「国際的に重要な湿地」の要件は充たしていることとなる。

なお，埋立予定地である大浦湾に注ぎ込む大浦川及び河口域は２０１０年

９月３０日時点で環境省によりラムサール条約湿地潜在候補地として選定さ

れている。

このように，辺野古崎周辺の海域は，ラムサール条約締結のための基準を

優に充たしているものであり，国際的に重要な湿地であることは明らかであ

る。

２ 「損害」について

本件処分によって生じる損害としては，①埋立てにより生じる損害，②埋立

地の利用により生じる損害が挙げられる。以下，詳述する。

（１）埋立てにより生じる損害

埋立てにより生じる損害としては，①漁業への悪影響，②観光業への悪影

響，③生活環境の悪化が挙げられる。

ア 漁業への悪影響

（ア）潮流の変化等による悪影響
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辺野古漁港で主に水揚げされるのは，ブダイ，タマン，イセエビ，サザ

エ等であるが，辺野古漁港近海ではブダイやタマン等の稚魚期も確認でき

るほか，久志・豊原地先でのモズクの養殖，安部崎でのシャコ貝の種苗放

流等が行われている。代替施設建設に伴う公有水面埋立が行われれば，潮

流の変化による周辺海域の環境の変化に加え，航空機による騒音や低周波

音による海域生物への影響が懸念され，結果として漁業に甚大な被害を与

えることが予測される。

また，作業ヤードの建設により，辺野古漁港航路内及び漁港泊地に土砂

が流入する恐れも懸念される。

（イ）汚染された土砂が使用されること

キャンプ・シュワブにおいては，退役軍人がキャンプ・シュワブ内で「枯

葉剤エイジェント・オレンジのドラム缶を幾つも見た」と証言している

（2011年８月13日付The Japan Times）。

一方，沖縄市のアメリカ空軍嘉手納基地の一部跡地にあるサッカー場か

ら，ベトナム戦争時に使用されていたダイオキシンと思われるドラム缶が

埋め込まれていたことが確認された。

このように汚染された土砂を用いて，公有水面の埋立てを行えば，漁業

はもちろんのこと，人体への影響も避けられなくなり，観光業等にも悪影

響が生じる。

イ 観光業への悪影響

（ア）海草藻場について

海草藻場は国の天然記念物に指定されているジュゴンの餌場であること

はもとより，海域生物の生育環境の一部として辺野古・大浦湾の生物多様

性維持を担っている。

沖縄防衛局は，代替施設建設に伴って消失する海草藻場について，移  
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植をすることで対応するとしている。

しかし補正評価書に書かれている海草藻場への評価は，海草の種ごと

の特性の考慮や，被度が低い海草藻場に対する評価がなされていないなど，

亜熱帯の海草藻場に関する専門的知見が反映されていない。補正評価書で

は中城港湾（泡瀬地区）の事例をあげ，海草移植があたかも成功したかの

ように書かれているが，機械移植と手植移植のいずれも失敗に終わったこ

とは明白である（日本自然保護協会（2007））。

さらに，補正評価書で海草移植候補地とされている豊原沖，久志沖は，

海草移植候補地としてふさわしくないとの調査結果もある(日本自然保護

協(2013)）。

よって，代替施設本体や海上ヤードを含む関連施設の建設に伴い海草の

移植を行っても失敗に終わることは明白であり，生物多様性に大きな影響

を及ぼし，観光業に悪影響が生じる。

（イ）ジュゴンについて

補正評価書ではジュゴンの個体群等が科学的に正しく評価されていな

い。すなわち，補正評価書では，個体群及び個体群存続可能性分析（ＰＶ

Ａ）が行われているが，ここで用いられているジュゴンの繁殖率等に関す

る数値は，沖縄のジュゴン個体群にそのまま適用できるものではない。

また，分析に用いられている環境収容力についても，生息地を「沖縄島

周辺」と「先島諸島を含めた沖縄県全体」の２ケースを想定し，その広範

囲に占める海草藻場面積と消失面積の割合を示すなど，実際のジュゴン生

息域よりも広い範囲で評価が行われている。特に近年において，ジュゴン

やジュゴンの食み跡が確認されているところは沖縄島北部の沿岸であり，

それを反映させた定量的な予測・評価が行われていない。

そのうえ，沖縄防衛局は，平成24年に行った調査で代替施設建設予定地

でのジュゴンの食み跡を確認していたにもかかわらず情報を公開しない
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ばかりか，本件評価書において「ジュゴンは辺野古・大浦湾の海を利用し

ていない。したがって辺野古での基地建設とその運用はジュゴンの存続に

あまり影響しない」との旨結論している。

しかし，大がかりな事前調査で辺野古・大浦湾の海を掻き回し，ジュゴ

ンを追い出した上で行われた調査の結果は，食み跡のデータを公表しなか

ったことも加え，極めて信ぴょう性に欠けると言わざるを得ない。

辺野古・大浦湾には，豊かな海草藻場があることは沖縄防衛局の調査で

も明らかである。３頭生存するとされるジュゴンのうち，一番若い個体が

他の個体と競合しない自らの餌場を求めて行動していると予想され，沖縄

島最大規模とされる辺野古の藻場を保全することがジュゴン保護にとっ

て不可欠である。

さらに，「工事による影響と判断された場合は速やかに施工方法の見直

し等を行う」とあるが，どのようにして工事の影響かどうかを判断するの

かすら不明であり，同様に「米軍にマニュアルを提供する」等，具体的な

方法は一切示さず，あとは米軍任せにする姿勢など，実行可能性に乏しい。

（ウ）サンゴ類について

サンゴ類は海草藻場同様，辺野古・大浦湾の生物多様性維持において極  

めて重要な役割を果たしている。しかし，事業者は辺野古・大浦湾海域の

サンゴ類の生息現状を過小評価している。

本件評価書の中で用いられている過去のサンゴ被度のデータは適切でな

く，現状やサンゴ類のポテンシャルの評価ができていない（日本自然保護

協会（2013））。沖縄島の周辺海域と比較して特にこの海域のサンゴ類の

生息状況が悪いとは言えず，「本海域のサンゴ類の生息状況は良好ではな

い」とする補正評価書の記述は誤りである。

また，事業者は日本に生息する400種以上のサンゴを識別しておらず，評

価書では「サンゴ」とひとくくりに扱っており，その姿勢は移植技術の導
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入方法についても同様である。環境保全措置としてサンゴ移植を位置付け

実施するのであれば，どのような環境（場所）のサンゴ群集・群体をどの

ような環境（場所）へ移植するのか，その成功率はどの程度のものになる

のかを工事開始以前に検証すべきである。サンゴ移植は確立した技術では

なく不確実性が高く，日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全委員会が公表した

「造礁サンゴ移植の現状と課題(2008)」にもサンゴ移植がサンゴ礁の保全

や再生にどの程度寄与するか不明であると記されている。

したがって，移植技術はサンゴ類の環境保全措置として取り上げられる

ような状況にはなく，観光業に悪影響が生じる。

（エ）ウミガメの生息環境の保全措置について

補正評価書によると，ウミガメに関して，平成19年度からの５年間の調  

査のうち，キャンプ・シュワブの地形改変地域において，平成20年度から

の４年間は連続して上陸し，そのうち平成20年度からの３年間は産卵し，

平成20年度と平成21年度は孵化が記録されている。また上陸数も，安部か

らバン崎に次いでキャンプ・シュワブの砂浜が多い。これらの結果からわ

かるのは，ウミガメは確かにキャンプ・シュワブの砂浜を利用していると

いうことであり，キャンプ・シュワブ地区の海岸を「上陸には好適ではな

い」，「産卵の可能性が低い」などと評価している補正評価書の記述は誤

りである。

また，環境保全措置として記している「ウミガメ類の上陸，産卵にとっ

て良好な環境条件を整え，利用しやすい場を創出する」という記述も，上

陸数と砂浜のコンディションとの関連性すら見つけられない状況であり

ながら実効性を伴うとは考えられない。

本来，本海域から他の海域にウミガメが逃避しないような環境保全措置

を取るべきであり，補正評価書に記述されているように日本の沿岸域のウ

ミガメ類が減少傾向にあることを取り上げ，逃避しても影響はないとする
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判断は誤りである。

（オ）埋立てによる外来種の移入について

公有水面埋立の認可に当たっては，使用する埋立土砂の採取地及び埋立

地の双方における環境保全措置が適切なものであると確信できることが

必要不可欠の条件である。にもかかわらず，環境影響評価の時点では事業

実施に必要な埋立土砂の調達先の詳細が記載されておらず，公有水面埋立

承認願書にてその詳細が初めて明らかにされた。

辺野古・大浦湾の生物多様性豊かな海は，やんばるの森とともに世界自

然遺産の登録候補地であるが，外来種の移入阻止に向けあらゆる努力を払

うことが登録の必須の条件となっている。しかし，本件埋立申請において

は，「外来生物法に準拠した対策を講ずる」とあるものの，外部から購入

する土砂に，生態系に悪影響を及ぼす外来生物が混入しているかを誰がど

のように確認するのか，プロセス等が示されていない。

また，沖縄県内から購入すると記されている海砂60万㎥についても調達

先の詳細を明記し，埋立地並びに土砂採取地双方において適切な環境保全

措置が講じられるとの保証がなされるべきである。

（カ）沖縄島周辺からの購入土砂運搬経路と海砂の採取について

代替施設建設に伴う公有水面埋立に用いられる沖縄島周辺からの購入

土砂の運搬経路は，辺野古・大浦湾海域から古宇利島周辺のジュゴンの回

遊ルートとほぼ同じであり，船の航行や音・震動がジュゴンに与える影響

が明らかにされておらず，環境影響評価を実施すべきである。

また，海砂の採取について，その採取地点の詳細な場所は不明なものの，

ジュゴンが餌場としている海草藻場付近の海域も含まれており，採取時の

濁水を始め，海砂採取による海底地形の変化とそれに伴う海流や地形の変

化が海草藻場にも大きな影響を与えることや，ジュゴンを始めとする当該

海草藻場を利用する海域生物への影響も懸念される。
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ウ 生活環境の悪化

生活環境の悪化としては，水質汚染，災害リスク向上，景観等の悪化が

挙げられる。

（ア）水質汚染について

辺野古ダムは久志地域唯一の水がめである。その周辺における埋立土砂

採取について，赤土等流出防止対策などの環境保全措置は示されているも

のの，沖縄特有の気候による集中豪雨や台風襲来時の降雨により，沈砂池

等から越流する可能性も否定できないが，これらについて辺野古ダムへの

赤土等流出防止対策が示されていない。

また，名護市の久志地域水道施設整備計画においては，辺野古ダムを廃

止して沖縄県企業局から受水するのは平成31年を予定している。一方埋立

てに係る概略工程においては，工程１年目から埋立土砂発生区域における

土砂の採取が位置付けられており，土砂採取による辺野古ダムの水質汚染

が起こった場合は，甚大な影響を受けることが懸念される。

（イ）災害リスクの向上

ａ 津波の被害について

沖縄県津波被害想定調査（平成25年３月）の津波浸水予想図では，今

後沖縄県で起こり得る最大クラス（マグニチュード7.8～9.0に設定）の

地震による津波では名護市東海岸地域の最大遡上高は嘉陽地点で27.5m，

瀬嵩地点で20.7m，久志地点で18.6mと予測しており，水面から10mに設置

される代替施設は甚大な被害を受けるとともに，海流の変化により津波

の遡上高が高まり，その影響は周辺地域にも及ぶ可能性が想定される。

ｂ 辺野古川周辺における冠水等について

沖縄防衛局の見解によると辺野古川は「冠水等の災害については，環

境影響評価の対象ではない。作業ヤードの河川側護岸の整備に伴い，河
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川の流れが現状より円滑になるものと考えられ，少なくとも現状より悪

化することはない」としている。

しかしながら，辺野古川周辺は，現状においても台風のたびに道路の

冠水や家屋の浸水等の深刻な被害に悩まされている地域であり，作業ヤ

ードの設置に伴い河口が狭まることにより災害リスクがさらに高まり，

周辺住民の生活がこれまで以上に脅かされることが懸念される。そもそ

も台風時の影響については，代替施設建設事業全体を通じて環境影響評

価法の趣旨に沿った評価が行われていない。

ｃ 景観等の悪化

代替施設建設に伴う公有水面埋立が行われれば，波高や潮の流れが大

きく変わる可能性が高く，周辺環境が多大な影響を受けることが懸念さ

れる。特に，辺野古区民が日常的に憩いの場として利用している平島及

び長島については，代替施設建設に伴う潮流のシミュレーションが正し

く行われていないという指摘（日本自然保護協会（2012，2013））もあ

る中，当該施設との距離が非常に近いことから，流れに大きな変化が生

じたり，砂浜が消失するなどの影響が考えられる。

また，代替施設建設予定地近くの天仁屋川河口からバン崎にかけた海

岸に国指定天然記念物「名護市嘉陽層の褶曲」があり，海流の変化等に

よる海岸線の変化など，影響が懸念される。

さらに，辺野古漁港周辺に設置が予定されている作業ヤードの建設が

行われれば，松田の浜，東松根前の浜，ハーリー会場が消滅することに

なり，地域住民の伝統文化及び地域間交流の場所が失われることになる。

（２）埋立地の利用によって生じる損害

   埋立地の利用によって生じる損害としては，音環境の悪化による，①身体

的被害，②睡眠妨害，③生活被害，④精神的被害が挙げられる。なお，オス
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プレイ配備に伴う懸念についても，別途記述する。

ア 音環境の悪化について

名護市においては，キャンプ・シュワブで行われる廃弾処理やその他訓練

による爆発音を始め，複数の着陸帯を利用した離着陸訓練や民間地上空での

旋回飛行が日常的に行われるなど，周辺住民は深刻な騒音被害に悩まされて

いる。また，航空機騒音については久志区・豊原区・辺野古区における被害

に加え，西側の許田区・幸喜区においても昼夜を問わずヘリコプターやオス

プレイ等の低空飛行が行われており，その被害は深刻な状況にある。そして，

キャンプ・シュワブ周辺には北部訓練場，キャンプ・ハンセン，新たな着陸

帯が建設されている伊江島補助飛行場など，多くの米軍海兵隊基地や訓練場

が点在している。

他方，現在の普天間飛行場では１日平均50回以上，年間約２万回の航空機

離発着が行われており，騒音の被害は最大で120デシベルを記録している。

今後代替施設が建設されると，周辺米軍海兵隊基地の拠点となり，現在の

キャンプ・シュワブの騒音被害，普天間飛行場における騒音被害を鑑みても，

音環境への被害増大は明らかである。

  イ 身体的被害

    身体的被害として代表的なものは，聴覚被害（難聴を含む騒音性聴力損失，

耳鳴り）が挙げられる。一時的な騒音に曝されると，人の聴覚には一過性聴

力損失が生じるところ，このような騒音に繰り返し曝されると，一過性聴力

損失が累積し，回復されない聴力損失，すなわち永久性聴力損失が生じる。

    それ以外にも，低出生体重児の出生率が増加したり，情緒不安定等の幼児

問題行動，学童の長期記憶力の低下，自覚的健康感の低下，高血圧者の増加，

虚血性心疾患による死亡リスクの上昇などが生じる。
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  ウ 睡眠妨害

    現在，基地周辺では，深夜あるいは早朝に運航する航空機の騒音による睡

眠妨害が問題となっている。そして，睡眠妨害により，不眠感，疲労感，憂

鬱，作業能率の低下等が生じる。

  エ 生活被害

    睡眠妨害以外の生活被害としては，会話妨害，電話聴取妨害，テレビ・ラ

ジオの視聴妨害，仕事・勉強等の妨害，音楽鑑賞・楽器演奏等の妨害が挙げ

られる。

しかも，航空機騒音は，不定期に起こるものであり，恐怖感・不安感・不

快感を抱かせるものであって，会話，作業，視聴等の様々な行動を一旦中断

させるなど，快適な生活を一挙に奪うものである。

  オ 精神的被害

    埋立地に基地が建設されると，航空機墜落に対する周辺住民の不安は，現

実化する。そして，この不安は，２００４年８月１３日に発生した沖縄国際

大学への米軍ヘリコプターの墜落事故，２０１３年８月５日に発生したＨＨ

－６０の墜落等に代表されるように，決して抽象的なものではない。

    また，航空機の騒音や墜落は，戦争体験を思い出し，あるいは戦争に巻き

込まれるのではないかという恐怖感を生じさせるものである。

  カ オスプレイの配備に伴う懸念について

オスプレイの配備については生活環境保全，災害防止いずれの観点にも関

わり，市民生活へ与える不安が最も大きな問題の一つである。

日米両政府は，オスプレイの配備に先立ち，平成24年9月の日米合同委員
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会で，その運用について「日本国における新たな航空機（ＭＶ－22）に関す

る合同委員会合意」を行った。しかし，10月・11月に行われた沖縄県による

調査では，「普天間飛行場の外でも離着陸モードで飛行し，安全性に大きな

危惧を抱かせる運用がなされている」ことなどを確認し，「合意」が全く守

られていないことを明らかにしている。名護市においても，配備直後から国

立沖縄工業高等専門学校（以下「沖縄高専」という。）裏及び周辺着陸帯に

離着陸するため，沖縄高専，久辺小学校，久辺中学校及び児童養護施設なご

みの上空を離着陸モードで飛行し，辺野古集落上空を旋回するのが幾度とな

く目撃されている。こうした飛行実態を踏まえると，普天間飛行場代替施設

で24機のオスプレイが飛行する際の安全及び環境保全措置については，実効

性ある措置が求められるが，それが全く示されていない。

また，低周波音対策を含む実態を踏まえた環境保全については，オスプレ

イの実機飛行を行い環境影響評価を行うことが必要であるが，米国での調査

結果を示すのみで一切実施されていない。辺野古近隣集落の低周波音対策が

全く示されていないのは重大な欠陥である。

そもそも，オスプレイについては，開発段階から墜落事故を繰り返し，専門家

からも構造的欠陥が指摘されている機種である。本来ならば環境影響評価の手続

を経て，その安全性が確認されるべきであるにもかかわらず当該手続きを経ず沖

縄に配備しているのは，安全性への配慮を著しく欠いている。

３ 損害が「重大」であること

   ここでは，上記の損害が重大であることについて，①損害の回復の困難の程

度，②損害の性質および程度，③処分の内容及び性質に触れながら論じる。

（１）損害の回復の困難の程度

    そもそも，埋立てという行為は，人の手によって意図的に自然環境を変化
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させる作業である。そして，この自然環境の人為的な変化によって直接的か

つ不可避的に生じるのが，上記埋立てにより生じる損害である。

    自然環境は，一度変化させたら回復が不可能ないし著しく困難であり，し

かも，上記埋立ては約２１００万立法メートルの土量を使用し，総面積は約

１６０万平方メートルと大規模かつ広範囲の埋立てを，５年をかけて実施す

るものであるため，本件処分により生じる同損害も，およそ回復を観念しえ

ないものと言わざるを得ない。

    また，埋立地を利用することにより生じる上記損害は，いずれも人体に悪

影響を及ぼすものばかりか，騒音は半永久的に無くならないのであるから，

人体に生じた悪影響も，およそ回復が不可能であると言わなければならない。

（２）損害の性質および程度

漁業者及び観光業者は，本件処分により，得られていた海産物や提供して

いた自然環境を半永久的に失うことになる。また，周辺住民も，本件処分に

より，埋立て前に享受していた良好な水質等を半永久的に失うことになり，

生活の質は著しく低下することになる。

    このような損害は，たとえいくらかの金銭が当事者に支払われたとしても，

取り戻すことのできない，回復不可能な損害である。

    また，人体に生じる損害は，上記のとおり，騒音が続く限り，金銭をもっ

ても回復できず，その損害は固定化かつ深刻化するばかりである。

    そして，埋立てに必要な土量，埋立総面積からしても，申立人らが被る損

害の程度は甚大である。

（３）処分の内容及び性質

   ア 処分の内容

   （ア）代替施設の必要性についての事業者の説明
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事業者は，代替施設（辺野古新基地）の必要性について，概略以下のと

おり説明する（公有水面埋立承認申請書添付図書 01 埋立必要理由書 P1 以

下参照）。

① 沖縄は南西諸島のほぼ中央にあること，日本のシーレーンに近いこ

とから，安全保障上極めて重要な位置にある。

② 高い機動力と即応性を有し，様々な緊急事態への対処を担当する米

海兵隊をはじめとする米軍が駐留していることは，わが国の安全，ア

ジア太平洋地域の平和と安定に寄与している。

③ 普天間飛行場には第３海兵機動展開部隊隷下の第３６海兵航空群な

どの部隊が駐留し，ヘリなどによる海兵隊の航空輸送の拠点となって

おり，同飛行場は米海兵隊の運用上，極めて大きな役割を果たしてい

る。

④ 普天間飛行場の安全，騒音，交通などの問題から，同飛行場の危険

性を除去する必要がある。

⑤ 県外移設，国外移設が以下の理由で望ましくない。

・在日米軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させる。

・地理的優位性を有している

・海兵隊の組織的一体性を低下させない必要がある

・普天間飛行場の危険性除去の観点から極力短期間で移設できる案

⑥ 県内移設では辺野古以外に選択肢がない

   しかし，これらの説明は全く理由がない。以下，前提として安保条約及

び普天間飛行場の公共性について触れ，上記①乃至⑤の説明に理由がない

ことについて論じる。なお，そもそも県内移設が妥当ではないから，以下

では，上記⑥の説明については特に触れない。

   （イ）安保条約及び普天間飛行場の公共性

まず，日米安全保障条約は，他国の軍隊を駐留させる条約であるから，



-  -29

憲法９条を持つ我が国においては，そもそもその合憲性が問われてきた。

ここで，特にその点について踏み込むことはしない。

しかし，先例として挙げられることが多い最判 S34.12.16 判時 208.10

（いわゆる砂川事件）は，いわゆる統治行為論を用い，日米安全保障条約

及び行政協定が一見極めて明白に違憲無効か否かを判断しているが，その

ロジックは，以下のようなものである。

すなわち，最高裁は，同条約の前文から同条約の目的を「平和条約の発効

時において，わが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実状に鑑み，無責

任な軍国主義の危険に対処する必要上，平和条約がわが国に主権国として集団的安全

保障取極を締結する権利を有することを承認し，さらに，国際連合憲章がすべての国

が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き，わが

国の防衛のための暫定措置として，武力攻撃を阻止するため，わが国はアメリカ合衆

国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等，わが国の安全

と防衛を確保するに必要な事項を定める」ことにあると解し，それを受けて，「こ

の軍隊は，前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり，

同条約一条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し，ならびに一

または二以上の外部の国による教唆または干渉によつて引き起されたわが国におけ

る大規模の内乱および騒じようを鎮圧するため，わが国政府の明示の要請に応じて与

えられる援助を含めて，外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために

使用することとなつており，その目的は，専らわが国およびわが国を含めた極東の平

和と安全を維持し，再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し，わが国がその

駐留を許容したのは，わが国の防衛力の不足を，平和を愛好する諸国民の公正と信義

に信頼して補なおうとしたものに外ならない」ために，一見極めて明白に違憲無

効でない，と判断した。

最高裁が，日米安全保障条約の合憲性を，我が国の個別的自衛権に求め

ていること，我が国の防衛力の不足を補うためとしていることは明らかで
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ある。

なお，政府解釈においても，集団的自衛権は憲法上行使できない，とい

うことは繰り返し述べられてきている（第１３６回国家参議院予算委員会

会議録１３号 P12 等）。

しかし，砂川事件判決が出た昭和３４年と現在とでは，状況が全く異な

る。

まず，第一に我が国の防衛費は世界でも有数の額で，自衛隊は世界有数

の軍隊となっており，十分に我が国の安全と平和を防衛する能力を有する

から，そもそも防衛力の不足を補うという理由が成り立ちえない。

第二に，駐留米軍及び米軍基地の実態の変質である。駐留米軍及び米軍

基地の実態は，現在では，わが国の安全と平和のために存する状況から，

アメリカ合衆国の世界戦略の中でその国益を追求するために使用される

駐留米軍及び米軍基地となって，わが国の安全と防衛のために駐留米軍及

び米軍基地が必要とされる状況は極めて希薄となっている。

特に，普天間飛行場に駐留する海兵隊は，アメリカ本土の防衛を任務と

せず，外征を専門とする軍隊であり，ましてや，日本の防衛を任務とする

ものではない。

現に，ベトナム戦争，イラク戦闘，アフガン戦争等の米国の侵略戦争に

出動し，普天間基地はそのベースとして利用されてきた。

これらの利用が我が国の自衛のためのものと言うことは到底言えず，砂

川事件判決が前提としていた，日米安全保障条約の「日本国の安全に寄与

し，並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」とい

う目的の範囲を逸脱することは明らかである。

さらに言えば，狭い沖縄本島（国土面積の０．３％）に，米軍基地の専

用施設・区域の７４％が集中し，今日まで４１年間にわたって，このよう

な集中状態が継続していることからすれば，更なる基地負担は憲法１３条，
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１４条に反するものである。

以上からすれば，そもそも沖縄県に海兵隊の駐留を認めること自体憲法

の趣旨に合致しないものであり，埋立ての必要性は全くない。

（ウ）地理的事情（理由①乃至③，⑤）

上記のとおり，国は沖縄が地理的に重要であり，米軍のプレゼンスが重

要であるとする。

しかし，仮にシーレーン防衛が重要であるとしても，そのことと，普天

間基地及びその代替施設に駐留する（ことになる）海兵隊の重要性はリン

クしない。

なぜなら，そもそも海兵隊はシーレーン防衛を担う役割・機能を有せず，

その装備さえないからである。

また，統一的運用や即応性などの指摘についても，理由がない。

海兵隊を大量に移送するためには，揚陸艦が必要であるが，揚陸艦基地

は長崎県佐世保基地に存在する。

在沖海兵隊のヘリで輸送できる兵員数は極めて限定されており，在沖海

兵隊単独で可能な作戦行動はほとんどない。海兵隊の一体的運用であれば

佐世保基地に駐留することが最適であるという理由づけも可能になるの

である。

森本元防衛大臣は，離任記者会見において，軍事的には沖縄でなくても

良いが，政治的に考えると，沖縄がつまり最適の地域である，と述べてい

るが，結局，沖縄の地理的優位性は軍事的観点からのものではない。

沖縄に普天間代替施設を設置する必然性は全くなく，埋立ての必要性は

存しない。

なお，沖縄県知事は，本件処分を承認するにあたり，普天間基地の５年

以内の運用停止を要望し，国がこれに応えたことを評価する内容のコメン

トをし，県外移設という公約に反するものではないと述べている。
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しかし，国は，沖縄県内に基地がある必要性があり，県外移設・国外移

設は不可能ということを埋立ての必要性の根拠としている。

仮に，処分行政庁として，かかる根拠が妥当で，公有水面埋立法の要件

を充足すると考えたのであれば，上記のコメントは明らかに矛盾している。

沖縄県知事として，県内移設の必要性，ひいては埋立ての必要性につい

て，どのように判断したということなのであろうか。

明確になされたい。

（エ）普天間飛行場の危険性除去という理由づけが妥当でないこと（理由④）

国は，あたかも代替施設の建設が普天間飛行場の危険性除去のためであ

るかのように述べるが，全くそのようなことはない。

辺野古崎沿岸案に先立つ辺野古沖海上基地建設計画（辺野古沖海上案）

は，もともと名護市東側に存在するキャンプ・シュワブ及び辺野古弾薬庫

と一体となり，効率的な軍事行動及び訓練を可能とする海上基地を新設す

るものであって，老朽化した普天間飛行場施設に代わって最新の技術を投

入した新施設を建設するものであった。既に１９６０年代には辺野古に基

地を作る計画はあったのであり，日本の費用負担で実現できるから辺野古

代替施設を設置するというだけのことである。

極めて危険性が高く，普天間飛行場に配備が困難な，垂直離着陸機オス

プレイの配備すら予定されているのであって，この基本的な基地新設の思

想は，建設場所が多少移動しただけの辺野古崎沿岸案にも当然に受け継が

れている。

また，１９９６年に普天間基地の全面返還が発表された際は，このよう

に大規模な代替施設をつくるという条件が付されていたものではなかっ

たのである。

要するに，国は，普天間基地の危険性除去のため現在の代替施設を設置

しようとしているのではない。
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実態は，新たな基地建設のために普天間の危険性除去を駆け引きの道具

にしているに過ぎない。

１９９０年代初頭にフィリピンにおいて，クラーク米軍基地，スービッ

ク米海軍基地が撤去された経緯などを見ても，国が即時の撤去を求めるこ

とは可能であって，埋立ての必要性は存しない。

なお，沖縄県知事は，本件処分を承認するにあたり，普天間基地の５年

以内の運用停止を要望し，国がこれに応えたことを評価する内容のコメン

トをし，県外移設という公約に反するものではないと述べている。

これは，県としては，普天間基地の運用停止と代替施設の設置をリンク

させて考えていない，ということである。

国と関係なく県がそのように考えているとしても，運用停止につながる

ことはないから，県知事としては，国とかかる意識を共有しているからこ

そ，承認に応じたということであろう。

であれば，処分行政庁である沖縄県知事のコメントを前提にするのであ

れば，普天間基地の危険性除去のために代替施設が必要という理屈は成り

立たないことは明らかである。

   イ 処分の性質

     このように，（普天間基地の返還は今すぐである必要があるが）辺野古基

地建設のための埋立ては，今すぐ実施される必要はない。その意味で，本

件処分は何ら緊急性を要しない性質のものである。

     また，本件処分は，直接的にはおろか，間接的にも何ら地域住民に利益

をもたらさず，執行を停止することによる不利益は皆無である。

  （４）小括

     以上のとおり，本件処分は，その行政目的自体が妥当でなく，他方で損

害の回復は不可能ないし著しく困難であることから，本件処分の行政目的

の達成が一時的に犠牲になることがあっても，申立人らが被る損害は，な
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お社会通念上救済する必要があるものといえ，本件処分により生じる損害

は重大であるというべきである。

第５ 結語

  以上に述べてきたとおり，本件処分の効力が停止されなければ，申立人らに

重大な損害が生じるため，本件申立ては認められなければならない。

                                 以 上

疎明資料

１ 疎甲第１号証 公有水面埋立承認申請書

２ 疎甲第２号証 承認書

附 属 書 類

１ 申立書副本             １通

２ 甲号証写し            各２通

３ 訴訟委任状            ４３通

４ 証拠説明書             ２通
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別紙公有水面埋立承認目録

事業者  沖縄防衛局

埋立区域 別添図面のとおり

埋立面積 １，５７１，３２８．９３平方メートル

埋立用途 飛行場用地及び普天間飛行場代替施設建設のための造成用地


