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審 査 請 求 書 

 

令和２年３月２７日 

 

沖縄県開発審査会 御中 

 

    審査請求人ら代理人  柳 田 裕 行 

沖縄県石垣市白保４２－３ 

（連絡先 ０９０－３１３９－６０８８） 

 

 

行政不服審査法および都市計画法に基づいて、次のとおり審査請求をします。 

 

 

1. 審査請求人の氏名及び住所 

別紙 審査請求人目録に記載 

 

2. 審査請求に係る処分 

沖縄県知事による開発許可処分許可番号第２９－０８８号（以下、当

該開発許可という）。なお、名宛人である株式会社石垣島白保ホテル＆

リゾーツは平成３０年１０月に株式会社日建ハウジングが吸収合併し、

処分に係る地位を承継した。（証拠 1） 

 

3. 審査請求に係る処分を知った日 

 平成３０年４月２日 

 

＜審査請求期間について、行政不服審査法 第十八条第１項ただし書および同

条第２項ただし書の正当な理由にあたる事実＞ 

審査請求期間後、審査請求人らが原告となった平成３０年（ワ）第７５２

号 白保リゾートホテル建築工事差止請求事件（以下、差止訴訟という）に

おいて、当該開発許可処分がそもそも実施できない計画に対して下されたと
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いう事実が露呈し、公のものとなったことに起因する。その事実は名宛人も

認めていて争いがなく、差止訴訟の令和２年３月３日付判決でも認定された、

およそ開発許可制度が本来予定していない重大な事実である。計画が実施で

きない原因は、開発許可処分に付された条件が、許可処分の時点から成就不

能であったからであるが、開発許可処分に成就不能な条件を付することは、

行政行為として許される余地はなく、裁量権の濫用にあたり違法である。こ

の違法事由は請求期間後に差止訴訟の判決で確定し公になったために、当該

判決に基づいて審査請求人らは審査請求を行うことが可能になった。以上が、

審査請求人らが審査請求期間後に審査請求を行うことになった正当な理由で

ある。請求人らは、その後すみやかに請求を行った。 

なお、建築確認や事前協議など開発許可に付された条件が開発許可処分手

続きの後に行われる手続きであるという点は、審査請求人らの請求を否定す

る理由にならないことは、５．審査請求理由において明らかにする。 

 

本審査請求に関わる差止訴訟での経緯は次のとおり。 

 

原告は求釈明申立書４（証拠２）を提出し、当該開発許可に付された条件が

満たされておらず、今後も満たされる可能性がないにもかかわらず、開発許可

処分を受けた計画が実施可能である理由を明らかにするように、被告に求めた。

被告は、準備書面２（証拠３）第２ において、「原告らの指摘のとおり、現行

の排水計画のままでは保険所長との事前協議を終了することができないため、

被告は建築確認を受けることができず、したがって、本件ホテル工事を着工す

ることは事実上不可能な状態にある。」として、開発許可に付された条件、①保

健所長との事前協議を終了することができないこと、②建築確認を受けること

ができないこと、について、それらの手続き開始前にもかかわらず、成就が不

可能であることを公に認めた。また、①および②は、令和２年３月３日に下さ

れた当該請求事件判決においても認定された。（証拠４） 

 

4. 審査請求の趣旨 

「第２９－０８８号の開発許可処分を取消す。」との裁決を求める。 

 

5. 審査請求の理由 

(ア)  当該開発許可処分に付された条件は違法であり、処分は取消されなければ

ならない。 
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① 当該開発許可処分の条件が違法であること 

a 開発許可処分と処分に付された条件について 

当該開発許可の通知「沖縄県指令土第３０２号」の「１１．その他

必要事項」には、「建築基準法による確認が必要。」、（以下、建築確認

という）「浄化槽処理水の地下浸透処理について、沖縄県浄化槽取扱要

綱に基づく事前協議が必要。」（以下、事前協議という）という２つの

条件が付されている。 

開発許可処分は、国民の権利義務を形成し，その範囲を確定するこ

とが法律上認められている行政行為であるが、都市計画法には、開発

許可の基準が定められており、処分権限を有する県知事には裁量の余

地のない覊束行為であるとされている。一方、一般に開発許可に付さ

れる条件は、行政処分の法律上の効果を制限するために行政庁が付す

付加的な規律で、附款と呼ばれる。当該開発許可に付された附款は、

行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる内容であり、

私法上の「条件」と同様の効果がある。 

県知事には許可をするかどうかの裁量は無いとしても、どのような

許可をするか（どのような附款を付するか）という裁量は認められて

いると考えられ、当該開発許可に付された附款は、裁量の結果である。 

 

b 当該開発行為が、許可処分の時点で実施不可能だった事実 

八重山保健所が県建築指導課に提出した文書「都市計画法に基づく

開発行為許可申請に係る意見照会について（報告）」（証拠２の資料３）

では、「１．所管する法令等への抵触の有無およびその手続き状況につ

いて」の欄に、「浄化槽法に係る地下浸透処理について、現時点で（中

略）法令等に抵触していると判断できません。」としつつ、続けて「し

かし、(中略)土壌浸透処理可能な土地条件を満たさない可能性がありま

す。」と法令に抵触する可能性を明示して回答している。実際、それが

原因となって当該開発許可処分に付された「事前協議」と「建築確認」

の２条件は、それぞれの手続き開始前から条件成就が不可能になって

いるのは、名宛人も認めているとおりである。つまり、県は、申請さ

れた開発行為計画が法令に抵触する可能性を、自ら求めた意見照会の

回答で承知しているにもかかわらず、申請者である名宛人に対して事

実の確認や計画変更についての指導を行うことなく、事前協議を開発

許可の条件として付している。結果、事前協議が開始される前に、こ

の条件は成就不能であることが差止訴訟によって公のものとなった。 
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c 開発許可処分に成就不能な条件を付することが違法であること 

当該開発許可処分に付された附款（条件）は、いずれも許可の時点

から実現不可能な条件であり、成就不能の停止条件であることが条件

手続きの開始前から判明している（証拠２および証拠３）。 

私法上の法律行為については、「不能の停止条件を付した法律行為は、

無効とする」（民法１３３条第１項）と定められているところ、私法上

の法律行為に比べて、より高い公益性が求められる行政行為に付され

る附款（条件）の内容は、その行政行為の目的に照らし，必要かつ合

理的なものでなければならない。 

この点、事前協議について記載されている附款（条件）の文言は慣

例的であり、示された停止条件が成就不能であるかどうかは直接的に

は判別できない。しかし、そもそも停止条件とは、効果を発生不確実

な将来の事実にかからせる定めであるから、事前協議の内容や要件を

踏まえて、協議を終えることができるかどうかが不確実でなければな

らない。はじめから事前協議を終えることが不可能だと確定している

場合には、その附款（条件）の文言が慣例的な表記であるとしても、

停止条件として求められる本来の効果を得ることはできない。 

したがって、開発許可処分に付された附款（条件）が不能の停止条

件である場合、その附款は行政行為の目的に照らし、必要かつ合理的

とは言えず、県知事の裁量権の濫用に当たる。よって、当該開発許可

に実現不可能な条件が付されていることは、法の趣旨および法が定め

る地方公共団体の責務（法第三条第１項）に反し、裁量権の濫用であ

り違法である。 

 

d 事前協議の要件である地下浸透処理は許可処分と不可分であること 

浄化槽放流水の地下浸透処理は、言うまでもなく開発行為計画の内

容である汚水排水計画である。浸透施設の設置場所や配管の図面は、

開発許可の審査に必要な図書として提出が義務付けられている。事実、

開発許可の審査中に、雨水浸透施設や配管と汚水浸透施設や配管が干

渉する配置がされていることについて、申請者である名宛人に指導が

行われ、計画図面の変更が行われた。 

また排水計画は、開発許可の要件の中でも技術基準として、特に厳

格に取り扱われる。開発許可後に排水計画を変更する場合は、原則と

して開発許可の変更許可（法第三十五条の二）が必要となる。 

この点、当該開発許可の条件になっている建築確認は建物について

の詳細設計に関して審査され、開発許可の要件として建築確認に必要
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な設計図面が提出されることはないため、建築確認と開発許可処分と

の一体性は乏しい。 

以上から、開発許可の条件である事前協議と開発許可処分は、その

対象となる計画が同じ汚水排水計画であり、どちらも法令に照らして

厳密に審査され、一方だけを変更するわけにはいかない一体性を有し、

不可分であるといえる。 

 

e 違法な条件が付された開発許可処分は取り消されるべき 

違法な条件が行政処分の附款として付された場合、その条件は処分

全体の違法を招来することになる。当該開発許可については、違法な

条件が附款として付されていただけでなく、その条件手続きの対象と

なる汚水排水計画は、許可処分の要件であり一体不可分の関係にある。

したがって、違法な条件を付された当該開発許可は、取消されるべき

である。 

 

f 名宛人は、保護に値しない 

八重山保健所に確認したところ、浄化槽放流水の地下浸透処理につ

いて、事前相談が行われる場合、一般的に相談者は、浄化槽設置届手

続きの段階で土壌浸透処理可能な土地条件に反することがないように

開発許可の申請段階で計画を変更し問題を解消する。しかし、名宛人

は土地条件を満たさない可能性を指摘されながらも計画を変更せずに

開発許可を受けている。法第三条第２項では、「都市の住民は、国及び

地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、

良好な都市環境の形成に努めなければならない。」と住民の責務を定め

ているが、名宛人の開発許可請求行為は当該責務に適合しないのは明

らかである。事前協議が開発許可の後に行われる手続きだからといっ

て、必要な手続きを終えることができないことを承知の上で開発許可

を受ける理由にはならないのは当然、信義則に反して開発許可制度の

適正な利用とは言えないことから、処分の取消から保護されるべき立

場にない。 

 

② 条件が開発許可処分の後に審査されることは、不能条件を許す理由には

ならない。 

確かに、当該開発許可の条件となっている「建築確認」や「事前協議」

は、開発許可処分の後に行われる手続きである。それは、条件として当
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然の一般的性質で、本来であれば「建築確認」や「事前協議」が手続き

として実施されるまで、その成否がわからないはずである。しかし、当

該開発許可について審査請求人らが指摘しているのは、条件とされた

「事前協議」が処分の時点で成就不能であると確定している「不能条件」

であるという事実である。実際、当該開発許可の条件になっているどち

らの手続きも、現時点で一切開始されていないにもかかわらず、条件の

不成就が確定しているのである。「事前協議」と「建築確認」の２条件

が、条件手続きの開始前から成就不能であることは名宛人も認めている。

両条件が処分後の手続きであるという一般的性質は、個別の許可処分に

成就不能な条件を付すことを許す理由にならないのは当然である。 

③ 開発行為計画が変更されても、当該開発許可の違法性を否定されない。 

今後、開発許可処分の名宛人が、当該開発許可を受けた計画を変更し、

新たに開発許可の変更許可を得て、ホテル建設計画を実現できる可能性

はある。しかし、計画が変更されて実現可能になることは、変更前の計

画に対して、成就不能な条件が付された開発許可処分が下された事実と

は関係なく、当該処分が違法であることを否定する理由にはならない。 

 

(イ)  当該開発許可は、開発許可基準（法第３３条第１項第三号）に反し違法 

県は、開発許可処分の際、浄化槽排水の地下浸透処理施設について「下水を

有効に排出する」（法第３３条第１項第三号）かどうかの判断に、沖縄県浄

化槽取扱要綱が定める基準を適用するべきところ、適用せずに開発許可処分

を下している。これは、重大で明白な瑕疵であり、処分は違法である。 

① 基礎となる開発許可の基準は次のとおり 

法第三十三条第一項第三号の規定 

「排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内

の下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第一号に規定する下

水を有効に排出するとともに、（中略） 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況」 

 

法第三十三条第一項第二号が定めるイから二 
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イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

② 当該汚水排水計画は、土壌浸透処理可能な土地条件を満たしていないた

め、地下水を汚染につながり、禁止である。 

当該開発許可を受けた汚水排水計画は、浄化槽排水を地下浸透処理する

内容である。浄化槽放流水の地下浸透処理は、沖縄県浄化槽取扱要綱で

「地下水の汚染につながり、生活環境の保全及び公衆衛生上支障が生じ

る恐れがあることから、原則として禁止する。」と定められている。土

壌浸透処理可能な土地条件等を満たして事前協議を終えた場合は禁止

の例外となるが、差止訴訟においては、審査請求人らの主張のとおり、

当該計画は土質や浸透速度などの土壌浸透処理可能な土地条件を満た

すことができず、事前協議を終えられないことが明らかになった。つま

り、名宛人が申請した開発行為計画の汚水排水計画は、「地下水の汚染

につながり、生活環境の保全及び公衆衛生上支障が生じる恐れがある」

ため「禁止」であることが確定した。しかも「禁止」であることは開発

許可を受ける時点で、はじめから確定していたことになる。 

③ 「下水を有効に排出」することについて、国土交通省都市局の見解 

法第三十三条第一項第三号にいう「排水路その他の排水施設が」「下水

を有効に排出する」といえるかどうかを判断する基準について、国土交

通省都市局に確認したところ、使用する管渠等の設計に求める技術的な

仕様の基準は定められているが、それとは別に地下水への影響などにつ

いて「有効に排出する」かどうかを評価する基準となる法令や告示、通

達などは存在しないので、県が独自に条例等で定める基準によるとの回

答を得た。 

つまり、法第三十三条第一項第三号において、開発許可の基準への適合

性を審査するべき「排水路その他の排水施設」には、浄化槽排水の地下

浸透処理施設も含まれる。そして「有効に排出する」かどうかを判断す

るべき「下水」には地下浸透処理される浄化槽排水も当然含まれる。し

かし、都市計画法の法令や告示、通達には地下浸透処理施設に関して基

準となる規定が存在しない。だからといって、審査するべき汚水排水計

画の地下浸透処理施設から排出される下水について、有効に排出される



8 

 

か否かを、当然に審査しなくてもいいわけではない。国土交通省都市局

の見解に従うならば、少なくとも、地下浸透処理施設の構造や管渠等の

設計仕様の基準適合性について、条例等で基準があるのならば、それを

基に「下水を有効に排出する」か否かを判断することになる。沖縄県の

場合は、沖縄県浄化槽取扱要綱に照らして地下浸透処理施設からの排水

が有効に排出されるか否かの判断を下すことができ、それで足りる。 

 

④ 当該開発許可処分は、重大かつ明白な瑕疵がある。 

上記③で述べたとおり、浄化槽放流水の地下浸透処理について、地下浸

透施設が、法第三十三条第一項第三号が定める「下水を有効に排出する」

といえるかどうかを判断するためには、沖縄県浄化槽取扱要綱が定める

基準での適合性判断をする必要がある。なぜなら、当該開発行為計画で

は雨水以外の汚水排水処理は、すべて地下浸透処理されるから、県が汚

水排水計画について「下水を有効に排出する」かどうかの判断の根拠は、

沖縄県浄化槽取扱要綱にしか存在しないからである。しかし、上記②で

述べたとおり、当該開発許可を受けた開発行為計画の汚水排水計画は、

沖縄県浄化槽取扱要綱の基準に照らして、「禁止」の地下浸透処理であ

ることが明らかになっている。 

つまり、県は、開発許可基準（法第３３条第１項第三号）に反した汚水

排水計画に許可処分をしており、重大で明白な瑕疵があるといえる。も

し、県が、都市計画法の排水計画に係る開発許可の基準に地下浸透排水

に係る基準がないことを理由に、当該開発行為計画の汚水排水計画につ

いて、「下水を有効に排出する」かどうかの判断をせずに開発許可処分

を行ったのだとすれば、その場合も開発許可処分として重大で明白な瑕

疵があるといえる。 

 

(ウ)  当該開発許可処分は不当であり、取消されなければならない。 

① 行政不服審査法上、不当であること 

そもそも行政不服審査法は「行政庁の違法又は不当な処分」に関して、

「行政の適正な運営を確保することを目的」としている（第一条第 1項）。

審査請求人らは、当該開発許可に関して不当性を指摘し、当該許可処分

が適正な運営を確保しているとはいえないことを明らかにする。 

② 実施できない計画に対する開発許可処分は、法の趣旨に反し不当 
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名宛人は、当該開発許可を受けた計画では着工できないことを認めてい

る。都市計画法は、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて

国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的」として

定められており（法第１条）、第三条第１項にあるとおり「国及び地方

公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなけ

ればならない。」ところ、処分庁である県が、はじめから実施できない

ことが明らかな開発行為に開発許可処分を下すことは、法が目指す「都

市の健全な発展と秩序ある整備」にそぐわず、「開発その他都市計画の

適切な遂行」とは言えないことから、明らかに不当な処分である。 

 

 

③ 成就不能な条件を付けて許可することは、許可制度の運用として不当 

審査請求人らは、証拠２を作成するにあたり、浄化槽放流水の地下浸透

処理に関して八重山保健所への問い合わせと、開発許可制度に関して県

土木建築部建築指導課（以下、県建築指導課という）への問い合わせを

行っている。両機関からの回答は、当該開発許可に関する個別案件につ

いては回答できないため、あくまで一般的な行政手続きについての説明

であった。審査請求人らはそれらの説明と県建築指導課を窓口として得

られた開示情報を確認するだけで、特別の調査や専門家への意見聴取な

どを要することなく開発許可に付されている条件が実現不可能である

という疑念を抱き、証拠２を作成することができた。以上の事実を前提

として、開発許可制度を所管する県建築指導課は、以下のように行政不

服審査法第一条第１項に定める不当な処分を行ったといえる。 

 

a 当該開発行為計画は、許可処分の時点で実施不可能だった。 

証拠３で名宛人も認めたとおり、当該開発許可処分に付された「事

前協議」と「建築確認」の２条件は、それぞれの手続き開始前から

条件成就が不可能なことが明らかである。つまり、当該開発許可処

分が下された開発行為計画は、処分の時点から実施不可能であった。 

 

b 県は、成就不可能な条件であることを知り得たのに、条件付けした 

県建築指導課は、当該開発許可に付した条件が成就不能であること

を知り得る立場にあった。「事前協議」を許可の条件として付する前

に八重山保健所に意見照会を行い、「土壌浸透処理に必要な土地条件

を満たさない可能性」があるとして、法令等へ抵触する可能性につ
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いて回答を得ていた。許可申請当事者でもなく開発許可に関しての

専門知識も持ち合わせていない審査請求人らでさえも、県の機関か

らの一般的な説明と開示された八重山保健所からの回答に基づいて、

当該開発許可に付された条件が実現不可能であると疑念を抱いて証

拠２を作成した。八重山保健所からの意見照会の回答を事前に得て

いた県建築指導課は、開発許可に付する条件が成就不可能な条件で

ある事実を当然に予見でき、「不能の停止条件を付した法律行為は、

無効である（民法第１３３条第１項）」から、少なくとも、八重山保

健所に確認等を行い、当該開発許可処分に付する条件が不能条件で

はないことの確認を行うべきだった。当該開発許可処分は、行政処

分庁が行う許可制度の運用として甚だしく不適正で、不当である。 

 

c 保健所からの意見にもかかわらず、計画に対して指導をしていない。 

県建築指導課は、八重山保健所に行った意見照会によって、名宛人

が許可申請した計画が土壌浸透処理可能な土地条件を満たさない可

能性があることを承知していた。その事実が開発許可に付する条件

であることも承知していた。しかし、県はその事実に関して名宛人

への指導を全く行っていない。この点、処分庁である県建築指導課

が、適正に指導等を行っていれば、名宛人は、開発許可に付された

条件を満たすように計画を修正したはずであり、処分庁として制度

を適正に運営をしていたとはいいがたい。仮に、指導を行っていた

ならば、県建築指導課の指導に従わなかった名宛人は、次項 dに示

す責務（法第三条第２項）を果たしていないことが明らかである。 

 

d 名宛人は、保健所との事前相談における問題の指摘を無視している。 

八重山保健所に確認したところ、浄化槽放流水の地下浸透処理につ

いて、事前相談が行われる場合、一般的に相談者は、浄化槽設置届

手続きの段階で必要な土地条件に反することがないように開発許可

の申請段階で計画を変更し問題を解消する。しかし、名宛人は必要

な土地条件を満たさない可能性を指摘されながらも計画を変更せず

に開発許可を受けている。法第三条第２項では、「都市の住民は、国

及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協

力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。」と住民の責

務を定めている。事前協議が開発許可の後に行われる手続きだから

といって、必要な手続きを終えることができないことを承知の上で

開発許可を受ける理由にはならないのは当然、開発許可の条件であ
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る事前協議制度の適正な利用とは言えない。結果として下された当

該開発許可は不当な処分であるといわざるを得ない。 

 

④ 当該開発許可を放置することは、沖縄振興特別措置法に違反し、不当。 

審査請求人らのうち６名は、県知事が認定した白保サンゴ礁地区保全利

用協定締結事業者（以下、協定事業者という）である。協定事業者は、

独自に自主ルールを定め、白保海域の自然環境の保全と利用に取り組ん

でおり、当該開発許可処分が下されたのち、環境悪化の恐れがあること

から、県知事宛に「沖縄振興特別措置法に基づく自然環境保全のための

施策の要望書」（証拠５）を提出した。当該開発許可を受けた開発行為

計画の汚水排水計画は、沖縄県浄化槽取扱要綱によって「地下水の汚染

につながり、生活環境の保全及び公衆衛生上支障が生じる恐れがある」

ことが明らかになり、協定事業者が要望書も提出し恐れていた、排水の

地下浸透処理による海域の環境悪化が、県が定めた根拠によって科学的

にも法的にも認定された現在、県が当該開発許可を放置することは、沖

縄振興特別措置法第八十四条の三に違反し、不当である。 

⑤ 実施できない計画が、開発許可処分によって価値を獲得している。 

開発許可処分を受けた計画が、そのままでは実施できない内容にもかか

わらず、開発許可処分が有効に継続していることは名宛人に経済的な価

値を供与している。計画地を開発行為計画が付属したものとして譲渡や

承継することが可能になっており、結果的に名宛人は、実施できない開

発許可処分によって特定の地位を獲得しており、処分が取り消されない

限り、その地位は継続される。開発許可制度としては著しく不当である。

実施できない計画に開発許可が出されていたことが、確定的に公になっ

た現在、当該開発許可処分は取り消されなければならない。 

 

(エ)  当該開発許可の取消が、名宛人の正当な利益を害することはない。 

名宛人は、当該開発許可処分に付された条件を満たすことができずに、開発

行為計画を実施できないことを認めている。また、当該開発許可処分の時点

からその事実を認識しつつ当該開発許可を申請したことになる。計画を変更

し、実施可能な開発行為計画をもって、改めて開発許可を申請することは、

名宛人にとっては当然の義務であり、制度上必要な手続きであることから、

開発許可の取消が名宛人の利益を不当に侵害することにはならない。よって、
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当該開発許可の取消について、名宛人の権利に配慮する余地はなく、適正な

処分といえる。 

 

(オ)  開発許可処分の取消は、民意の尊重を主張する県の方針に合致する。 

地方自治法に基づく石垣市の認可地縁団体である白保公民館は、石垣市自然

環境保全条例に基づいて、臨時総会において当該開発行為に対する「不同意」

の決議を行った。沖縄県は、米軍基地の辺野古移設に対して県民投票によっ

て示された民意の尊重を理由に、国に対して移設工事の中止や移設計画の撤

回を主張している。白保公民館が行った総会決議による住民の意思表示を基

に審査請求を行っている審査請求人らの請求を、沖縄県は自らの主張同様、

当然に尊重する立場にある。請求人らの生活環境を脅かす恐れのある開発許

可処分を取消すことは、白保住民の意思表示の実現であり、行政行為に対す

る民意の尊重を求める県の方針とも合致する。 

 

 

6. 処分庁の教示の有無及びその内容 

審査請求人らが情報公開請求により入手した当該開発許可の通知に沖縄県

による教示はない。 

 

7. その他として、次の書類を提出します。 

１ 請求書副本          1通 

２ 開発許可（第２９－０８８号）の通知の写し   1通 

３ 証拠             各１通 

１． 差止訴訟 乙第 1号証 履歴事項全部証明書の写し 

２． 差止訴訟で提出された求釈明申立書４および資料１～３ 

３． 差止訴訟で提出された準備書面 2 

４． 差止訴訟判決の写し 

５． 沖縄振興特別措置法に基づく自然環境保全のための施策の要望書 

 

４ 代理人の資格を証明する委任状      7通 

以上 


