
辺野古移設・普天間飛行場早期返還問題

― これまでの経緯と県連の取組み ―
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１　経緯
　普天間飛行場の危険性除去を実現するいわゆる普天間問題は、平成 25 年
12 月 27 日仲井眞弘多前知事のなした辺野古先沿岸の埋め立て承認を、平成
27 年 10 月 13 日に翁長雄志知事が取消してから、国と県との間に深刻な対
立が続いていたが、平成 28 年 12 月 20 日の最高裁判所判決で県敗訴が決定し、
翁長知事のなした埋め立て承認取消し処分が違法とされ、翁長知事は埋め立
て承認取消し処分を取消した。
　これにより、1 年 2 か月ぶりに、平成 25 年 12 月 27 日に仲井眞弘多前知
事がなした埋め立て承認処分は瑕疵がなく合法とされた。
　判決内容は、国の主張を全面的に認め県の申し立てをことごとく退けた高
裁那覇支部の判決内容をほぼ踏襲したもので翁長知事（県政）の完敗となっ
た。
　今後県政においては、埋立て承認は適法として扱うことになるが、しかし、
知事は、埋め立て承認取消しを取消した一方で、「撤回」を含め新たな知事
権限などあらゆる手法を行使し、辺野古移設を阻止すると、最高裁判決さえ
無視する姿勢を示しており、先行きが不透明となっている面がある。

２　辺野古移設をめぐる今後の動向
　国は、最高裁判所の判決を受けて翁長知事が埋め立て承認取消しを取消し
たことで埋め立て作業を再開し、この問題は新たな段階に入った。
　一方知事は、今後、新た手法を行使し何が何でも埋め立て作業を阻止する
としている。

　今後、県がとり得る方策は、次の２点が考えられる。

○今後想定される埋め立て承認変更などの申請に対し、和解条項 9 項の
適用外として、不許可・不承認等含めたあらゆる対抗策を講ずる。

○その後新たな事情が生じたとして埋め立て承認の「撤回」に踏み切る。
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（１）新たな知事権限の行使について

　国は、平成 27 年 12 月 27 日から中断していた埋め立て工事を再開したが、
今後、移設建設を進める上で、今後想定される現計画の変更や延長等に対す
る県の対応の如何が焦点となっている。
　知事は、これらの手続き等は、新たに提出されるもので最高裁の判決に拘
束されるものではないと明言している。
　しかし、この主張・手法には疑問を抱かざるを得ない。
　最高裁で県は敗訴した。翁長知事の取り消し処分が違法と断定されたこと
で、前知事がなした埋め立て承認の合法性が確定したのである。
　このことは、これまでの埋め立て工事や今後進める工事についても県の承
認（前知事がなした埋め立て承認）を根拠として合法的に進められることを
意味する。
　そして、今後想定される埋め立て承認の変更申請とうについては、現在進
められている埋め立て作業に関連し、法令・条例に基づいて申請されるもの
である。
　従って、常識的に考えて、合法的になされている工事・作業に設計変更が
生じたことによる許可申請に対し、知事が自らの政治的思惑や恣意的判断で
不許可や不承認にすることはあり得ないと考える。
　最高裁の判決によって、翁長知事の「埋め立て承認に法的瑕疵がある」と
の論拠が崩れたのである。
　本来、法治国家における県知事であれば、三権分立のもとで行政執行をす
る立場から、司法の最終判断となる最高裁判所の判決に従うのが、民主主義
国家における行政執行の在り方であり責任の取り方である。

　しかし、翁長知事が今後、「撤回」を含めた新たな知事権限などあらゆる手法
を行使し、辺野古移設を阻止すると内外に明言している通りに行動した場合には
行政権行使の濫用となることは明白であり、状況次第では国ばかりか様 な々立場
から沖縄県が損害賠償請求を受ける等 、々県政史上類のない重大な汚点が生じる
ことが懸念される。
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　県民がそのような事態を望んでいないことだけは明らかである。

（２）和解条項 9項の適用について

　これについて、県は、和解条項９項は、「是正の指示の取消し訴訟判決後は、
直ちに、同判決に従い」とあり、是正の指示の取消し訴訟に関する規定とな
っている。従って、先の訴訟は、不作為の違法確認訴訟であり、和解条項に
定めのないものであるから、和解条項９項は適用されず、今後の変更申請等
について必ず承認しなければならないものではないとし、新たな知事権限で
辺野古への移設は阻止するとしている。
　しかし不作為の違法確認訴訟は、県が、和解条項に従い、国地方係争処理
委員会の審査結果の通知があった日から１週間以内に取り消し訴訟を提起す
べきところ、それをしなかったことから国による不作為の違法確認訴訟が提
起されたのである。

　高裁判決は、本件（不作為違法確認訴訟）では、従前の代執行訴訟と主た
る争点が共通することとなるに鑑みると、遅くとも本件指示についての国地
方係争処理委員会の決定が通知された時点では是正の指示の適法性を検討す
るに要する期間は経過したというべきであり、その後本件取消し決定を取消
す措置を行うのに要する期間は長くとも１週間程度と認められるから、本件
訴えが提起された時点では相当期間を経過していることは明らかであり、被
告が本件指示に従わないことは不作為の違法に当たる。としている。

　最高裁判決では、本件指示に係る措置の内容は本件埋立承認取消しを取消
すという上告人の意思表示を求めるものである。これに加え、被上告人が平
成 27 年 11 月に提起した前件訴訟においても本件埋め立て承認取消しの適否
が問題とされていたことなど本件の事実経過を勘案すると、本件指示がされ
た日の 1 週間後である同 28 年 3 月 23 日の経過により、同項に言う相当の期
間が経過したものと認められる。
　上記の期間が経過したにもかかわらず上告人が本件指示に係る措置を講じ
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ないことが許容される根拠は見出しがたいから、上告人が本件埋立承認取消
しを取消さないことは違法である。としている。

——まとめ——

　上記の高裁及び最高裁の判決内容から、「期間の経過」「不作為の違法」に
ついて、高裁、最高裁とも「和解条項」を前提に事実関係の経過を勘案し判
断していることがわかる。
　そもそも和解条項が出た背景には、延々と続く裁判闘争を避け、双方の協
議と並行し是正指示取り消し訴訟一本で最終決着させることにあった。
　そして、国・県が合意した和解の趣旨は、国の是正指示に対し県は、国地
方係争処理委員会の決定が県に有利・不利の有無に関わらず、取消し訴訟を
提起し、並行して協議を行うとされている。
　従って、国地方係争処理委員会の決定が和解の想定外の内容となったとし
ても、もともと係争委の協議を促す決定に拘束力はなく、従う義務もないこ
とから、県（知事）の手元には、国の是正指示が残ったままとなっているの
である。
　そうであれば県（知事）は、是正指示を取消すために、係争委の通知を受
け 1 週間内に取消訴訟を提起しなければならなかったのである。

　県がこれを無視し、是正指示取消訴訟を提起しなかったことで、国は、県
の不作為を違法とし、違法確認訴訟を提起したのであり、和解条項に沿った
是正指示からの一連の流れと捉えることが自然である。
　現に、裁判所の判断も和解条項に沿ったものとなっている。是正の指示が
なされた日 3 月 16 日から 1 週間後の 3 月 23 日の経過により、相当の期間が
経過したとしている。
　相当の期間は、本来法律で 30 日としている期間を和解条項で 1 週間とし、
その間に県が取消訴訟を提起することを国・県も合意したものである。
　裁判所の判断も相当の期間を 1 週間としていることは、和解条項 5 項、6
項に沿い、根拠としていることを示している。
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　高裁判決では、被告は本件指示の取消訴訟を提起すべきであったのであり、
それをしないために国が提起することとなった本県訴訟にも同和解の効力が
及び、協議はこれと並行して行うべきものと解するのが相当である。なお、
同和解は代執行訴訟において被告が不作為の違法確認訴訟の確定判決に従う
と表明したことが前提とされているところ、被告は本件においてもその確定
判決に従う旨述べており、被告にも原告にも錯誤はなく、同和解は有効に成
立した。とし、今回の不作為の違法確認訴訟にも和解協議の効力が及ぶと明
確述べている。
　最高裁判決は、和解条項に直接触れてはいないが、「期間の経過」「不作
為の違法」についての判断で、和解条項 5 項・6 項に規定する期間「1 週間」
を適用しているから、和解条項を前提に判断していることは明らかである。
　以上のとおり、県が合意を守らず、是正指示の取消し訴訟を提起しない不
作為があったことに原因しているのであるから、不作為の違法確認訴訟は是
正指示の取消訴訟ではないとして、和解条項 9 項が適用されるものではない
との主張は当たらないと考える。

３　自民党県連の対応
　翁長知事は知事就任以来、辺野古移設阻止を県政の最重要課題に位置付け、
辺野古移設作業を止めるために法廷闘争を含め、国と激しく対立してきた。
　その一方、この問題の原点である、「普天間飛行場の危険性の除去・早期
返還」については、一切具体的な方策を示さず、何等具体的な行動を起こし
ていない。
　復帰後 45 年、普天間飛行場の条件付き全面返還が日米合意されてから 21
年が経過しながら普天間飛行場は動いていないのが現実である。
　翁長知事の辺野古移設阻止の姿勢は、反対派や阻止団体等の法を無視した
阻止行動につながっており、翁長知事がその頑なな姿勢をこれからも押し続
けて行けば、普天間飛行場はそのまま固定化され居座り続けるという、県民
の誰も望んでいない最悪の結果になりかねない。
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　現に普天間飛行場は補修工事が進んでいるのである。
　わが県連は、翁長知事が、最高裁の判決を無視し、法令・条例に沿ってな
される手続き・申請等を、政治的な思惑で不当な処理を行うことがないよう、
慎重に監視し県議会の場における徹底追及を行う。

　わが県連は、日米関係・日米安全保障体制の安定維持を容認する立場にあ
るが、本県に集中する米軍基地の全国への分散をめざし、基地の整理縮小を
強く求めてきた。
　その中で、世界一危険であると言われる普天間飛行場の危険性の除去・早
期返還の実現を最重要課題として位置付け全国行脚を展開して来た。
　その具体的行動として、「5 年以内の運用停止」を政府に対し強力に求め
た他、平成 25 年から県外の米軍基地所在県・市等を中心に要請活動を展開
して来た。

　わが県連が訪問した県や市・町は、山口県岩国市、和木町、周防大島町、
青森県三沢市、宮崎県新富町、群馬県榛東村など、4 県 6 市町村に及んでいる。
　負担軽減に向けては、平成 26 年 8 月 26 日にＫＣ− 130 １５機が普天間飛
行場から岩国飛行場に移駐し、そして、岩国市では、沖縄の過重な基地負担
の軽減を図る観点からオスプレイ訓練受入れなどの実現を見ている。
　去る 12 月 3 日には本県那覇市において、全国 16 市町議会議長で構成する

「沖縄の基地負担軽減を考える議員有志の会」の第 1 回 協議会が開催され、
県外は７県から市町議会議長１６名、本県からは、７市町議会２９議員が参
加した。
　そして出席者の全会一致で、沖縄の基地負担の軽減や政府に対する支援要
請の沖縄協議会決議が採択さるなど、大きな成果を上げている。

　普天間飛行場の「5 年以内の運用停止」については、わが県連も当時の仲
井眞知事と連携し政府に対しその実現を強く求めてきた経緯がある。
　辺野古移設とかかわりなく普天間飛行場の機能を停止状態にすると言うも
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のである。これに対し、安倍首相は、出来ることは何でもやると約束した。
　政府がその約束を実現するには、沖縄県の協力が不可欠であることは改め
て言うまでもないことであり、政府とすれば普天間の機能を一時的に他県に
移すには、辺野古の代替施設への移設作業が順調に進んでいることが前提に
あったことは十分に推測できる。
　移設作業は当初 5 年から 7 年とされていたことで、他県へ移設するにも一
時的であり、工事を急ぐことで他県への一時的移設をすることなく 5 年以内
の運用停止が可能となるとの思いがあったと考える。
　しかし翁長知事の抵抗で予定されていた作業は、2 年も遅れる結果となり、
しかも今後も抵抗が予想され工事作業の更なる遅れも予想される。
　現状において政府として、他県に一時的に移設するに要する説明材料もな
く、5 年以内の運用停止を言える筈がないのである。
　もはや 5 年以内の運用停止の実現の見通しはなく、全ては翁長知事の協力
のなさから来るものである。現下においては、普天間飛行場の危険性の除去・
早期返還を実現するには、最高裁判決に従い辺野古の代替施設への移設を容
認する以外に具体的かつ現実的な方策は見出せない。
　その上でわが県連は、普天間飛行場の危険性の除去・早期返還、固定化阻
止に向け、国・県の動きを注視しながら全力で取り組む決意である。

記
１　県連は、今後とも普天間飛行場の危険性除去・早期返還の実現を図るた

め全力で取り組む。
２　オスプレイの分散配備と訓練の県外への分散の実現。
３　嘉手納基地以南の米軍 6 施設・区域の早期返還。
４　全国 16 市町議会議長で構成する「沖縄の基地負担軽減を考える議員有

志の会」との連携・協力関係を強化し、米軍基地の更なる整理縮小を図る
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時系列でみるこれまでの経緯

　平成 25 年
　・12 月 27 日、仲井眞弘多知事は辺野古先沿岸埋め立てを承認
　平成 27 年
　・10 月 13 日、翁長雄志知事は辺野古沿岸埋め立て承認を取消し

・10 月 14 日、沖縄防衛局は、翁長知事の取消しは違法として、行政不服
審査法に基づき公有水面埋立法を所管する国土交通大臣へ取り消しの無
効の審査請求と採決が出るまでの暫定的取り消しの効力を止める執行停
止を申し立てた。

・10 月 27 日、国土交通大臣は、翁長知事による公有水面埋め立て承認取
消しの効力を停止すると発表、

・10 月 28 日、国交相は、翁長知事に是正を求める勧告文書を送付（11 月
6 日翁長知事は是正勧告を拒否）。

・11 月 2 日、翁長知事は、総務省所管の第三者機関「国地方係争処理委
員会（係争委）」に、国交相の「執行停止」決定を不服として審査を申
し出た。

・11 月 9 日、国交省は、翁長知事の是正勧告拒否を受け、埋め立て承認
の取り消し処分の取り消しを求める是正指示文書を送付。——翁長知事
は、是正指示を拒否。

・11 月 17 日、国交相は、翁長知事の埋め立て承認取消しは違法として、
福岡高裁那覇支部に「代執行」に向けた訴訟を提起。

・12 月 25 日、国地方係争処理委員会は、翁長知事の審査申し出を却下す
ると発表。

・12 月 25 日、翁長知事は、国交相の埋め立て承認取消しの執行停止決定
は違法として、抗告訴訟を那覇地裁に提起した。

平成 28 年
・2 月 1 日、翁長知事は、国地方係争処理委員会が県の審査申し出を却下

したことを不服として、執行停止の取消しを求めて福岡高裁那覇支部に
提訴した。
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・3 月 4 日、福岡高裁那覇支部で、国と県の和解協議があり、裁判所の和
解勧告を受け入れ和解が成立した。

　（これにより、国と県はそれぞれの訴訟を取下げ、協議に入り、国は埋
め立て工事を中止した。）

・3 月 16 日、国交相は、和解勧告に従い翁長知事に対し、埋め立て承認
取消し処分は違法として、是正するよう指示した。

・3 月 23 日、翁長知事は、国の是正指示を受け、国地方係争処理委員会
に審査を申し出た。

・6 月 17 日、国地方係争処理委員会は、県の申し出について、適法か違
法かを判断せず協議を促す決定をした。

・7 月 22 日、翁長知事が承認取消しの取り下げを求める是正指示に応じ
ないのは違法として、不作為の「違法確認訴訟」を福岡高裁那覇支部に
提起した。

・9 月 16 日、福岡高裁那覇支部は、国が提起した「違法確認訴訟」で、
国の請求を全面的に認め県の敗訴を言い渡した。

　・9 月 23 日、県は、最高裁判所に高裁の判決を不服として上告した。
・12 月 20 日、最高裁判所は、「違法確認訴訟」の県の上告を棄却する判

決を言い渡し、県の敗訴が決定した。
・12 月 26 日、翁長知事は、最高裁での敗訴を受けて、埋め立て承認取消

し処分の取り消しを発表した。これを受けて、国は辺野古での工事を再
開した。




