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事実の概要

　国（沖縄防衛局）は、米軍普天間飛行場の代替
施設を名護市辺野古沿岸域に設置するため、沖縄
県知事に対し、公有水面埋立法 42 条 1 項に基づ
き関係水域の埋立て（以下「本件埋立事業」という。）
の承認を申請した。沖縄県知事は、平成 25 年 12
月にこれを承認したが（以下「本件埋立承認」とい
う。）、平成 30 年 8 月に至り本件埋立承認を取り
消した。
　沖縄防衛局はこの取消しを不服とし、地方自治
法 255 条の 2 第 1 項第 1 号に基づき、公有水面
埋立法を所管する国土交通大臣（被上告人）に対
し、行政不服審査法2条所定の審査請求を行った。
これを受けた被上告人は、平成 31 年 4 月、本件
埋立承認取消しは違法かつ不当であるとしてこれ
を取り消す裁決を行った（以下「本件裁決」とい
う。）。
　令和元年 7月、沖縄県知事（上告人）は、本件
裁決は地方自治法 245 条所定の「関与」に該当
すると考え、同法 250 条の 13 第 1 項に基づく国
地方係争処理委員会に対する審査申出を経て（同
委員会は関与該当性を否定し却下）、同法 251 条の
5第 1項に基づき本件裁決の取消しを求めて出訴
した。
　上告人の主張は大要以下のとおり。公有水面埋
立法 42 条 1 項による埋立承認は、同法 2条 1項
による埋立免許とは異なり、国が行政不服審査法
7条 2項にいう「固有の資格」において相手方と
なるものであるため、本来は行政不服審査法に基

づく審査請求の対象とならず、誤ってこれを対象
とした本件裁決は地方自治法 245 条 3 号括弧書
きが関与から除外する「審査請求その他の不服申
立てに対する裁決」に該当しないため、関与に該
当する。
　国地方係争処理委員会は、本件において国は「固
有の資格」ではなく埋立免許を求める民間主体と
同等の立場にあると判断し、上告人の主張を斥け
た（令和元年6月17日付け国地委第6号により通知）。
原判決も同旨（福岡高那覇支判令 1・10・23）。

判決の要旨

　１　行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」
　「行政不服審査法……7条 2 項は、国の機関等
に対する処分のうち、国民の権利利益の救済等を
図るという……［同法 1条 1 項所定の］目的に鑑
みて……［不服申立て］制度の対象とするのにな
じまないものにつき、同法の規定を適用しないこ
ととしているものと解される。このような同項の
趣旨に照らすと、同項にいう『固有の資格』とは、
国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場、
すなわち、一般私人（国及び国の機関等を除く者
をいう。以下同じ。）が立ち得ないような立場を
いうものと解するのが相当である。」
　「……上記『固有の資格』は、国の機関等に対
する処分がこの［不服申立て］手続の対象となる
か否かを決する基準であることからすれば、国の
機関等が一般私人が立ち得ないような立場におい
て相手方となる処分であるか否かを検討するに当
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たっては、当該処分に係る規律のうち、当該処分
に対する不服申立てにおいて審査の対象となるべ
きものに着目すべきである。」
　「……埋立承認のような特定の事務又は事業を
実施するために受けるべき処分について、国の機
関等が上記立場において相手方となるものである
か否かは、当該事務又は事業の実施主体が国の機
関等に限られているか否か、また、限られていな
いとすれば、当該事務又は事業を実施し得る地位
の取得について、国の機関等が一般私人に優先す
るなど特別に取り扱われているか否か等を考慮し
て判断すべきである。そして、国の機関等と一般
私人のいずれについても、処分を受けて初めて当
該事務又は事業を適法に実施し得る地位を得るこ
とができるものとされ、かつ、当該処分を受ける
ための処分要件その他の規律が実質的に異ならな
い場合には、……国の機関等が一般私人が立ち得
ないような立場において当該処分の相手方となる
ものとはいえず、……国の機関等と一般私人との
間で、当該処分を受けた後の事務又は事業の実施
の過程等における監督その他の規律に差異があっ
ても、当該処分に対する不服申立てにおいては、
直接、そのような規律に基づいて審査がされるわ
けではないから、当該差異があることは、それだ
けで国の機関等に対する当該処分について同法の
適用を除外する理由となるものではな」い。

　２　埋立承認と埋立免許の共通性
　「公有水面埋立法は、公有水面の埋立て（以下、
単に「埋立て」という。）につき、その実施主体
を限定することなく、一般に、埋立てをしようと
する者は都道府県知事……の免許（以下「埋立免
許」という。）を受けるべきものとするとともに
（2条 1項）、国において埋立てをしようとすると
きには、これを実施する機関（「当該官庁」）にお
いて都道府県知事の承認を受けるべきものとして
いる（42 条 1項）。公有水面は国の所有に属する
ものであるから（公有水面埋立法 1条 1項）、国
は、本来、公有水面に対する支配管理権能の一部
として、自らの判断によりその埋立てをする権能
を有すると解されるが、同法が上記のとおり国に
おいても都道府県知事の処分を受けるべきものと
しているのは、埋立てにより周囲に生ずる支障の
有無等については、その地域の実情に通じた都道
府県知事が審査するのが適当であり、このことは

国が埋立てをしようとする場合にも妥当するこ
と、国以外の者による埋立ての可否を都道府県知
事の埋立免許に係らせる一方で国は自らの判断の
みで埋立てをし得るものとすれば、埋立て相互間
の整合性を欠くこととなって公有水面の管理に支
障が生じかねないこと等から、埋立ての可否の第
一次的な判断を都道府県知事が一元的に行うこと
とするという趣旨に出たものと解される。そして、
国の機関が埋立承認を受けることにより、埋立て
を適法に行うことができるようになるという効果
は、国以外の者が埋立免許を受ける場合と異なら
ない。」
　「なお、［上告人の］所論は、埋立免許について
は、工事の竣功後に都道府県知事による竣功認可
（公有水面埋立法 22 条）がされて初めて、公有
水面の公用が廃止され、免許を受けた者が埋立地
の所有権を取得する（同法 24 条 1 項）とされて
いるのに対し、埋立承認には、国の機関に対し、
自らが都道府県知事に対して行う竣功の通知（同
法 42 条 2 項）により、公有水面の公用を廃止し
て埋立地の所有権を取得することができる法的地
位ないし権限を付与するという効果が含まれてい
るから、埋立免許と埋立承認の効果の内容は本質
的に異なるという。しかし、国が埋立てをする場
合に国の機関において竣功の通知をすれば足りる
とされているのは、そもそも公有水面は国の所有
に属し、本来的にその支配管理に服するからであ
ると解され、公用を廃止する法的地位ないし権限
が、埋立承認によって国の機関に付与されるもの
と解さなければならない理由はないから、所論は
前提を欠くというべきである。」
　「そして、……［公有水面埋立法及び同法施行令
において］埋立承認及び埋立免許を受けるための
手続や要件等に差異は設けられていない。
　このように、埋立てを適法に実施し得る地位を
得るために国の機関と国以外の者が受けるべき処
分について、『承認』と『免許』という名称の差
異にかかわらず、当該処分を受けるための処分要
件その他の規律は実質的に異ならないものといえ
る。」

　３　埋立実施過程における規律の差異
　「他方、公有水面埋立法は、国が埋立承認に基
づいて埋立てをする場合について、国以外の者が
埋立免許に基づいて埋立てをする場合に適用され
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る規定のうち、免許料の徴収に係る規定（12 条）、
指定期間内における工事の着手及び竣功の義務に
係る規定（13 条）、埋立権の譲渡及び承継に係る
規定（16 条～21 条）、竣功認可に係る規定（22
条～24 条）、違法行為等に対する監督に係る規定
（32 条、33 条）、埋立免許の失効に係る規定（34
条、35 条）等を準用していない。
　しかし、これらは、埋立免許がされた後の埋立
ての実施の過程等を規律する規定であるところ、
公有水面埋立法は、特定の区域の公有水面につい
て一旦埋立承認がされ、国の機関が埋立てを適法
に実施し得る地位を得た場合における、その埋立
ての実施の過程等については、国が公有水面につ
いて本来的な支配管理権能を有していること等に
鑑み、国以外の者が埋立てを実施する場合の規定
を必要な限度で準用するにとどめたものと解され
る。そして、そのことによって、国の機関と国以
外の者との間で、埋立てを適法に実施し得る地位
を得るための規律に実質的な差異があるというこ
とはできないから、上記のような規定の準用がな
いからといって、国の機関が一般私人が立ち得な
いような立場において埋立承認の相手方となるも
のということはできない。」

判例の解説

　一　処分要件が実質的に異なるということの
　　　意義
　本判決は、国民の権利利益を救済するという行
政不服審査法の立法趣旨から同法 7条 2 項で適
用除外となる処分の内実を探る論調であるが、立
法趣旨に照らすなら、およそ国の機関等が相手方
となる処分は適用除外と解す余地もあろう１）。「固
有の資格」という文言こそが解釈の焦点となって
いる。
　しかるに、「一般私人が立ち得ないような立場」
というその解釈は、単純な言葉の言い換えを超え
てどのような意味を有するだろうか。本判決では、
処分に係る事業の実施主体が国の機関等に限られ
ているならばそれは「固有の資格」である、とい
う観点が示されたが、いかにも形式的な切り分け
であり、当該事業がどのような利益を擁護・増進
するものであるかは考慮されない可能性がある
（本件でこの観点が適用されたわけではないので、こ
れ以上踏み込まない）。

　事業実施主体が国の機関等に限られていないと
しても、本判決によると、事業を実施し得る地位
の特殊性がさらに問われる。敷衍して曰く、「当
該処分を受けるための処分要件その他の規律が
［私人と国の機関等とで］実質的に異ならない場合」
は「固有の資格」たる特殊性が否定される。「そ
の他の規律」はひとまず措くとして、処分要件が
「実質的に」異なるとなぜ行政不服審査法の適用
対象外となるのだろうか。一般論として、処分相
手方ごとに処分要件が異なることはあり得るもの
の、それは処分相手方の特性に応じた設定であろ
うから、処分要件が異なるから固有の資格、とい
う論には同義反復の空虚さがある。
　試論的な分析となるが、行政不服審査法の立法
趣旨を踏まえつつ処分要件に照らして適用除外を
探る思考は、本案審理において処分相手方（たる
国の機関等）の権利利益救済が直接の争点となり
得ない審査請求を排除する趣旨とも推察される。
すなわち、処分要件が対私人処分とは「実質的に」
異なるという判断は、処分相手方に帰属する利益
と公益との調整が処分要件に組み込まれていない
ならば当該規制案件に係る不服審査は処分相手方
（たる審査請求人）の主観的利益救済の体をなさな
い、というカテゴリカルな認識を前提とし、国の
機関等は処分要件に係る利害の当事者としてでは
なく「固有の資格」において処分相手方となる場
合がある、と考えるのである。
　この理解によると、国の機関等が「固有の資格」
で相手方となる意思決定はそもそも処分に該当す
るか疑わしい。ただ、いずれにせよ審査請求対象
外となるならば、処分の概念把握に立ち入らない
行政不服審査法 7条 2 項の表現は合理的ともい
えよう。問題は、国の機関等が特定公益の管理者
として形式的に処分相手方となる場合に、処分要
件上で当該特定公益の適正な考量が求められてい
るならば同条項の適用除外が及ばず、不服審査が
一般的な公益間調整手続として機能してしまいか
ねない点である。
　換言すれば、審査庁が最終的な処分行政庁とし
て立ち現れ、処分根拠法がアレンジした公益判断
手続に対し、一般法が特別法を破るような形で作
用してしまう懸念がある。環境保護のための事業
規制法は、市町村長、都道府県知事、環境大臣、
その他関係分野の主務大臣といった諸機関に各役
割を分担させることが通常であるところ、都道府



4 新・判例解説Watch4

新・判例解説 Watch ◆ 環境法 No.91

県知事の実施する法定受託事務については、地方
自治法 255 条の 2 第 1 項を介して処分根拠法の
所管大臣が最終的権限を握ることになる。国民の
権利利益救済という不服審査の準司法機能が発揮
される場面であれば格別、審査庁となる所管大臣
が「関与」により是正を求めることもできる都道
府県知事の処分を裁決手続で覆し得る制度理解に
は、地方自治法との不整合が感じられる（関与と
機関争訟を制度化し自治体処分庁の権限を尊重した
趣旨を没却しないか）２）。

　二　処分要件・効果・手続の共通性
　上述の懸念を本件に引き直すなら、国による埋
立ての是非を国土交通大臣ではなく都道府県知事
に判断させることとした公有水面埋立法の権限分
配を歪めずに、個別的な権利利益救済という準司
法作用に出たものとして本件裁決を評価すべき
か、同法における埋立承認制度の存在理由が問わ
れる。本判決は、埋立免許と埋立承認とで法的効
果・手続・要件が共通であることを強調するが、
であればなぜ埋立承認が条文上区別されたという
のだろうか。
　本判決によると、公有水面埋立法は、埋立てを
地域の実情に応じた審査に服さしめるという（公
私の埋立主体に共通の）関心から都道府県知事に
規制権限を一元化したものである。同時に本判決
は、国が本来、公有水面に対する支配管理権能の
一部として埋立権能を有することを認めており、
この本来的地位が埋立承認と埋立免許を区別させ
ていると考えるようである。
　ここで、公有水面を支配管理する国の本来的地
位は一般私人の立ち得ない「固有の資格」ともみ
えるが３）、本判決は、実定化した法的効果・手続・
要件が共通であることを理由にこれを否定し、な
ぜ共通であるかについては、国の本来的権能を実
定化すると「埋立相互間の整合性を欠くことと
なって公有水面の管理に支障が生じかねない」等
と指摘。結局、公有水面埋立法において、国の本
来的地位は埋立承認後の事業実施過程を異ならせ
るにとどまり、処分相手方としては私人と異なら
ないというのである。
　処分の法的効果・手続・要件のみを切り出して
対私人処分との共通性を論ずる判旨には、当然疑
問が生じよう４）。法的効果や手続が共通だとなぜ
「固有の資格」が否定されるのか。また、処分要

件につき埋立免許に係る条項が準用されていると
しても、公有水面を支配管理する国の本来的な統
治権能に鑑みれば、同じ条項が埋立承認と埋立免
許とで異なる意味を持ち得るのではないか。少な
くとも、本件裁決をもって国の権利利益救済と位
置づけることには、違和感を禁じ得ない。
　管見の限りながら、埋立承認とは、埋立てによ
り実現すべき公益と地域環境管理という公益の間
の調整に埋立免許の仕組みを援用した、形の上で
の行政処分であり、沖縄防衛局が代表すべき国に
帰属する権利利益の範囲を確定する作用ではな
い。公有水面埋立法は、都道府県知事が本来的に
有する地域環境管理権能を実定化する中で、その
ような公益間調整の最終判断権限を都道府県知事
に付与した５）。国として知事の最終判断に異議を
差し挟むのであれば、地方自治法で設けられた関
与手続によるのが筋であり、さもなくば、公有水
面埋立法の改正手続を踏むほかはないというべき
である。

●――注
１）もちろん、行政不服審査法 7条 2項の規定振りは、国
の機関等が相手方となる処分全般よりも適用除外範囲を
限定するものと読め、学説も、国が病院を設立する場面
や自治体がバス事業を経営する場面を挙げて、一般私人
と同等の立場で処分相手方となるため「固有の資格」に
該当しないと説明してきた。参照、宇賀克也『行政手続
三法の解説〔第 2次改訂版〕』（学陽書房、2016 年）78
～81 頁。ただ、国の機関等が特定私益を代理する形で
処分相手方となるような例外的場面を除いて全て適用除
外とすることも、条文と矛盾はしないように思われる。

２）「関与」ならざる「裁定的関与」の問題性が指摘されて
きた。参照、塩野宏『行政法Ⅲ〔第四版〕行政組織法』（有
斐閣、2012 年）245～246 頁。

３）学説状況は、前田定孝「本件原審判批」三重 37 巻 2
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