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上関原発住民訴訟

声  明 
 

２０２０年２月５日 
 

１ ２０２０年１月２２日、広島高等裁判所民事第４部（森一岳裁判長）は、上関原子力発電所用

地埋立禁止住民訴訟について、山口県知事による理由のない判断留保は違法ではないとして、

判断留保は裁量権の逸脱で違法として賠償を命じた山口地裁の判決を取り消し、住民側全面敗

訴の判決（以下「本判決」という。）を言い渡した。 
 
２ 本件は、上関原子力発電所用地の公有水面埋立免許に関し、中国電力が竣工期限の前日に山

口県知事に対し免許の期間伸長申請をしたところ、山口県知事が中国電力に度重なる補足説明

を求めて伸長許可申請に対する判断を留保したことについて、かかる判断留保が違法なもので

あり、違法な判断留保期間中の公金支出を賠償することを山口県の住民が求めた住民訴訟であ

る。 
 
３ 本判決は、公有水面の埋立免許の伸長許可について「正当ノ事由」の審査期間に一定の制限

がある理由は、申請者の速やかに処分をしてくれることの期待や、拒否処分であっても今後の

対応を考えるうえで早く知りたいという利益を主に考慮したものであるとし、申請者が判断の

留保に任意に同意しているときは、原則として判断留保は違法にならないとした。そして、本

件では、申請者である中国電力が、判断留保について任意に同意していたと認められることが

できるから、判断留保は違法ではないとの結論を示した。 

 

４ 本判決の内容は、申請者である中国電力さえ同意していれば、いつまでも公有水面埋立免許

伸長の許可の判断を引き延ばすことができると言っているに等しいものであり到底納得するこ

とができない。公有水面という公共の財産の制限を認める埋立免許がいったん与えられれば、

県知事と申請者の意思のみによって、公共財産の制限が無期限に認められるというのは、公有

水面の制限を規制している公有水面埋立法の趣旨に明らかに反する。本判決は、公有水面埋立

法の趣旨を活かして行政をチェックし住民の権利を守ろうとする姿勢が全く見られない。 

 

５ 原告団及び弁護団は、公有水面埋立法の趣旨を無視した山口県知事の行為を追認する本判決

を到底容認することができない。最高裁判所への上告受理申立てを行い、上告審で本判決の誤

りを正すべく、さらなる闘いを続ける。 
 

上関原発用地埋立禁止住民訴訟 原告団 
上関原発用地埋立禁止住民訴訟 弁護団 
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とき：2020 年 2 月 5 日　15 時 15 分〜 40 分
ところ：山口県庁内　記者クラブ会見室
参加者：記者　ほぼ全社の記者　13 社　幹事社は TYS
　　　　当方　田川弁護団長　大塚弁護士　小畑太作　（原告・事務局長）　安藤公門（原告）　岡本正彰（支援者）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　冒頭、弁護団と住民訴訟の会の参加者の紹介を小畑
さんから行った。
　次に、小畑さんが声明の全文を読み上げた（声明は 1
頁）。
　さらに、広島高裁に 2 月 3 日付で上告受理申立書を
送ったこと、4 日着で確認されたこと、今後 50 日以内
に上告理由書を送り、上告審が始まることの説明を田川
弁護士が行った。
　小畑さんから、上告にあたり原告は 33 名、二審原告
は 41 人であったことが報告された。

以下、記者からの質問を受け回答した。

TYS（幹事社）：上告にあたってどのような判決を求め
るか？一審以上なのか、更に新たに何か求めるのか？

小畑：もちろん一審を上回る判決を求めていく。一審は
本質的な核心をついた判決だった。だから広島高裁
の判決は想定していなかった。最高裁では、住民の権
利の部分を見据えて一審以上の判決を求めていく。

TYS：損害賠償は変わるのか？
田川弁護士：変わらない。
NHK: 公有水面で争うポイントは？
田川弁護士：期間の問題に凝縮されて切り詰められて、

埋立問題が無視されている。
小畑：公有水面の埋立許可にあたって、標準処理期間が

申請者の利益を中心に考えられている。県と中電の都
合で期間延長はどのようにもされて妥当とされる。申

請者だけの利益になっている。論理のすり替えだ。国
民共有の財産を一方的に埋め立てていいことにはなら
ない。これは国交省の見解でもある。

KRY：最も危惧されている、声明の 4 番目の項目につい
てお聞きします。中電と県との馴れ合い状態というか
違法状態というか、そこを危惧されているのか。

小畑：先程も言ったことの繰り返しになるが、1 企業１
自治体の都合と利益で国民の財産と権限を侵すことは
おかしい。このことを強く訴えていく。そんな国民の
主権を侵す判決は、おかしい。認められない。

田川：原発が実際に問題になっているのに正面から判断
しないのはおかしい。

現時点では、新設原発はありえない。それとも新設原発
の決定を待っているのか？

小畑：公有水面を埋め立てて建てるのは原子力発電所
だ。県知事は、原発を必要と判断しているのか。新し
い原発を実際上、認めているに等しいことを県知事は
行っている。どう考えているのか、直に聞いてみたい。

この後、手続きのこと、弁護団の構成のことなど個別に
質問が行われた。弁護団は、13 人。

15 時 40 分　終了

追記：NHK 山口の放送を確認
https://www3.nhk.or.jp/lnews/ 
　　　　yamaguchi/20200205/4060004881.html

（あんどう・きみと／原告）

「声明」発表記者会見報告
安藤 公門

上告理由書は、現在弁護団が鋭意執筆中です。次号でご報告します。
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これが県民のために
　働く機関なのか…?!
　　山口県知事への「質問書（4）」提出報告

岡本 正彰

　１月 28 日、山口県庁での、知事宛の「質問書（4）」
の手交提出に参加した。こちらの参加者は８名で、県知
事側は港湾課、河川課、商政課の対応で、県知事は相
変わらず出てこなかった。
　はじめに、小畑事務局長が質問の主旨説明をし、その
あと回答書の手交とその際の質疑応答の場の設置につ
いて話し合った。県知事側は手交と場の設置については
明言回答を避け、「郵送対応にしたい」などと答えた。
　それに対して小畑事務局長は「場の設置を拒否される
のでしたら、知事に直接聞きに行くしかないです」と言
った。こちらの参加者は当然、同じ考え、思いであった
だろう。そもそも県知事側が度重なる道理に外れた、的
外れ、はぐらかす回答をするから、「質問書 (4)」まで提
出することになったのに、「こんな回答ばかりして、す
みません」の欠片も感じられない物言いだった。
　しかもそのことについては、「的外れやはぐらかしの
回答はしていません。そちら側の受け取り方、見解の相
違です」などと言う。22 日の控訴審で知事は勝訴した
ので、以前にもまして横柄な態度で臨んでくるとは思っ
たが、自分たちの回答不足をこちら側の見解の相違なん
て、まるでこちら側の理解不足と言われているようで、
歯がゆいやら呆れるやら…。
　「しっかり聴いて…」は山口県の過去のキャッチフレ

ーズだったか。でも過去のキャッチフレーズになっても、
県民の質問にはしっかり聴いてしっかり答えることが、
県知事や県職員の仕事の一つではないだろうか。
　質問は県知事にしているので、県知事が質問書をよく
読んで、わからなければ聴いて、自分で回答を書いて答
えて自分で手交されるのが、知事の仕事だと思う。回答
書を見ると、知事が回答にあまり関わっていない気がす
る。少しは関わり、「こんな風に書いといてください」と
職員に命令したのであろうか。だとしたら、的外れやは
ぐらかしの回答ばかり書かされる職員がかわいそうだ。

「こんなことをするために、私は県職員になったのでは
ない」と、言えるなら言いたいだろう。
　県知事が数々の表敬訪問に対応することが、重要でな
いとは言わない。障がい者スポーツ選手団を激励するこ
とも必要であろう。私は重度障がい者として避難のこと
を考えれば、原発がないこと、上関原発が建たないこと
が最も良い避難計画だと思い、この会にも入り、住民訴
訟では支援者となっている。県民の安心安全のためのや
り取りに、出てこれないほどの重要な公務は無いと思う
し、毎回私たちに会えないほど公務が重なることはない
と思うのだが…？

（おかもと・まさあき／支援者）
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知事への質問書（4）に対する回答　（質問書は前号に掲載。）
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事務局報告
1．2019 年度会計（2020.1.1 〜 2020.1.31）

（1）通常会計　会の運営に用いられます。 （円）
収入 支出

科　目 予算 期間 年度累計 備　考 科　目 予算 期間 年度累計 備　考
会　費 170,000 5,000 144,000 会議費 15,000 0 1,519
寄付金 150,000 7,000 212,000 内訳下欄 事務費 20,000 9,809 20,663 1 月分
前年度繰越 865,899 0 865,899 広報費 150,000 6,642 118,345 News 印刷
雑収入 0 3,000 次年度繰越金 500,000 0 0

活動費 270,000 37,000 154,060
　旅　費 200,000 34,000 136,940 高裁旅費補助
　その他 70,000 3,000 17,120 裁判横断幕
雑　費 23,000 608 10,453
　雑　費 3,000 0 0
　手数料 20,000 608 10,453 郵便振替
予備費 207,899 ─ ─

小　計 1,185,899 54,059 305,040
残　高 0 -42,059 919,859

合　計 1,185,899 12,000 1,224,899 合　計 1,185,899 12,000 1,224,899
【寄付金協力者（敬称略）】
嘉本　　勲
倉田　勝正

佐藤　文明
福岡　早苗

藤川　幸久
松本　　隆

（2）裁判費会計　裁判に要する印紙代や送料等、弁護士事務所で負担している実費の補塡に用いられます。 （円）
収入 支出

科　目 期間 年度累計 備　考 科　目 期間 年度累計 備　考
前年度繰越金 0 163,000 前号誤記 弁護士事務費補助 0 0
寄付金 4,000 192,000 内訳下欄 残高 4,000 355,000

合　計 4,000 355,000 合　計 4,000 355,000
【裁判費協力者（敬称略）】
倉田　勝正 佐藤　文明 福岡　早苗

2．会員登録状況　会員登録者数 175 名（2020/2/17 現在）

会費を納入して下さい　1,000 円／年
登録情報に変更がなければ振替用紙への記載は、お名前の他に郵便番号または電話番号だけでも結構です。
登録状況は封筒宛名右（E-mail の方は本文冒頭）にてご確認下さい。過去未納の場合は、継続するところ
まで遡っての入金となりますので、ご了承下さい。

寄付にご協力下さい
当会の運営は、会費と皆様からの寄付金のみです。皆様のご協力をお願い致します。寄付金のみ（会員登
録なし）も受け付けています。同封の振替用紙をご利用下さい。

原告の皆様へ　裁判費にご協力下さい
裁判の主体は、あくまで原告と被告です。しかしながら、本訴訟では、原告の委託を受けた代理人である
弁護士が、多くを自弁して下さっています。少なくとも、印紙代や送料等の実費程度は原告で負担したい
という思いで、裁判費特別会計が設置されています。
原告の方は、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。10,000 円／年を目処にお願いしていますが、実
状に応じてで結構です。原告以外のご支援も歓迎します。
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上関原発用地埋立禁止住民訴訟とは
　山口県知事が上関原発建設のため上関町田ノ浦の公有水面埋立を中国電力に免許してから 3年、竣工期限の
前日 2012 年 10 月 5日、中電は竣工期間伸長許可申請を知事に提出。これに対し知事は中電から 4度にも及
ぶ補足説明を経て、2013 年 2月 26 日、標準処理期間も越えて許否の判断をしませんでした。続いて知事は、
同年 3月 19 日、今度は回答期限を 1年とする 5度目の補足説明を中電に求め、更にまた 1年、また 1年と、
都合 7回の補足説明を求めるという行為によって、その間、免許は失効しないとしたのです。そして、2016
年 8月 3日、正当な理由などない中、免許伸張をしたのです。
　これは明らかな権力の濫用であり、公有水面埋立法違反です。
　公有水面埋立法では免許期間の延長については先ずもって「正当の事由」が認められなくてはならないとあ
り（13条の 2）、更に「正当」の内容についても別途定めがあります（『港湾の行政の概要』）。
　この行政の権力濫用に対して、2013 年 6月 11日、市民有志によって違法な公費支出に対しての住民監査請
求が行われましたが、同年 8月 2日、却下の決定が下されました。そこで、監査請求人が原告となり 2013 年
8月 30日に提訴されたのが「上関原発用地埋立禁止住民訴訟」です。
　2018 年 7月 11 日、山口地裁は山口県知事の行為は裁量権の逸脱であり違法と判示、県側に 240 円の返還
請求を命じました。これに対して県側は、十分な反論をさせて貰えなかったなどと身勝手極まりない理由で、
また議会を経ることもなく控訴。またしても違法な公費支出の上塗りをしました。
　2020 年 1月 22日、4回の口頭弁論を経て広島高裁は住民側の勝訴部分を取消し、県側の全面勝訴という不
当判決を言い渡しました。判決の理由は、判断留保が長くとも申請者である中国電力が容認していたのだから
違法ではないというものでした。
　この住民無視の主権在民にも反する判決に対して、住民側は上告受理申立書を 2月 4日に広島高等裁判所に
提出しました。次は、50日以内に上告理由書を最高裁判所に提出する予定です。

上関原発住民訴訟




