
 

 

訴状 

 

                                ２０１６（平成２８）年１２月２０日 

 

東京地方裁判所行政部 御中 

 

                           原告ら訴訟代理人弁護士   宮 里 邦 雄 

                 同             高 木 一 彦 

                              同             長 尾 宜 行 

                     同             八 坂 玄 功 

                              同             青 龍 美 和 子         

                              同                         舩 尾   遼 

                                                                外５５名 

 

  当事者の表示     別紙当事者目録記載のとおり 

 

違法公金支出損害賠償住民訴訟 

 訴訟物の価格  算定不能 

 手数料額    １万３０００円 

 

請求の趣旨 

 

１、被告東京都知事は、沖田芳樹に対し２億２４０万５９円を、高橋清孝に対し７

８８１万６４３円を、請求せよ。 

２、訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決及び仮執行の宣言を求める。 



 

 

請求の原因 

 

第１、当事者 

  １、原告らは、東京都の住民であり、平成２８年１０月１７日に、被告らの違法

な公金支出につき、東京都監査委員に対し、地方自治法第２４２条第１項に基

づく監査請求を行ったところ、同監査委員は、同年１１月２１日に到達した書

面により、同請求を不適法として却下する旨通知した（甲１、３枚目以降） 。 

また、原告らのうち原告川見一仁、同俵木毬子及び同野川未央は、同通知に

おいて、「住所地として記載された各区市に住民登録の照会をした結果、住民

票が存しない旨の通知を受けた」ので、「都の住民であることが確認できない」

ため住民監査請求として要件を欠いたもの、とされたが（甲１、２枚目及び請

求人名簿（１））、原告川見については、同監査請求において住所を誤記した 

ものの、実際には東京都に住民登録をしており（甲１５の１）、同俵木につい

ては、請求時に名前をひらがなで表記したため、誤解が生じたと思われるが、

住民登録をしており（甲１５の２）。同野川については、本年１１月１０日住

民登録を移動したに過ぎず、請求時から現在まで東京都民である（甲１５の３）。

この３人につき、いずれもも要件に欠けるところはない。 

  ２、東京都職員の給与に関する条例第５条第４号により、職員の任命権者が当該

職員の給与支給権者であるところ、警察法第５５条第３項後段により、警視総

監が、警視庁における警視正以上の階級にある警察官を除く職員の任免権を有

する。 

      このため、後に述べる本件沖縄へ派遣された機動隊員の給与支給権者であっ

て、地方自治法第２４２条の２第１項第４号に言う損害賠償責任を負う「当該

職員」は、警視総監であるところ、平成２８年９月２０日に高橋清孝から沖田

芳樹に交代している。被告は、同号に基づく、当該地方公共団体である東京都

の執行機関である。 



 

 

第２、本件訴え提起に至る事情 

  １、本件訴え提起に至る経過 

      本年７月１０日に投開票が行われた参議院選挙沖縄選挙区では、現内閣の沖

縄担当大臣であった島尻安伊子が、新基地建設反対を掲げた伊波洋一に大差で

破れ、同基地建設に対する沖縄県民の意思が明確に示されたにもかかわらず、

その翌日である同月１１日に、沖縄県東村高江で、沖縄防衛局はヘリパッド（ヘ

リコプター着陸帯）建設工事を開始した。 

      これに対しては、地元住民を始めとする強い抵抗が予想されたことから、同

日警察庁は、警視庁を含む６都府県警察に対し、「沖縄県公安委員会から沖縄

県警への特別派遣の要請が行われる予定であるが、派遣機関及び派遣部隊は次

のとおりであるから、派遣態勢に誤りなきを期されたい」との通知を行い（甲

３）、その翌日である７月１２日に、沖縄県公安委員会から各都府県公安委員

会に援助要求が行われた（甲４の１、同の３）。 

      同日、東京都公安委員会は、沖縄県公安委員会に対し、援助要求通りの派遣

をする旨の回答を行い（甲４の２、同の４）、確認できる限り、遅くとも７月

１９日には、警視庁の機動隊２個中隊１４０人が、高江現地に着任し、後に述

べるように、明らかに違法な警備行動を行って、住民らに弾圧を加えた。 

      これに対し、原告らを含む３１４名の東京都住民が、６７名の弁護士代理人

により、本件派遣された機動隊員に対する都の俸給等の支払いは、違法な派遣

による違法不当な公金支出であるとして、同年１０月１７日に、東京都監査委

員に監査請求を申し立てた。 

      ところが、同監査委員は、１１月１９日付けで「請求人は本件派遣決定の違

法を主張するのみであり、本件支出自体の違法性等を示しているとは認められ

ない」「要件を欠いているので監査を実施しない」との監査結果を同月２１日

に請求人に通知したので（甲１）、原告らは、地方自治法第２４２条の２第１

項第４号の規定に基づき、本訴えに及んだものである。 



 

 

  ２、監査委員の決定の誤り 

      同条第１項柱書きにおける訴え提起の要件としての「（住民監査）請求をし

た場合」の判断について、請求が却下された場合には、「請求した」に当たら

ないのではないかとの点が一応問題になる。 

      本件の如き、先行行為の違法性が公金支出の違法性にどのように承継される

のかについてのリーディングケースとして最判昭和５８年７月１５日があるが

（最高裁民事判例集３７巻６号８４９頁）、その判例解説では、「財務会計法

規に違反する場合だけに住民訴訟を限定してしまうと、住民訴訟はほとんど機

能しないことになる」として、「いわゆる前提行為が法律的に見て真に公金支

出の前提となっているか、また、当事者がいかなる事由をもって違法事由とし

て主張しているか、等について具体的に検討することなしには、一概に答えら

れないように思われる」（最高裁判例解説民事篇昭和５８年度３１０頁、同３

１２頁）としている。即ち、判例上も、先行行為の違法性の承継という論点に

おいては、請求者の主張を具体的に検討することなしには判断できないとして

いるのである。 

   ところが、今回の都の監査委員は、形式上の要件不備ではなく、請求の内容

に基づいた要件の審査であるにもかかわらず、請求人の意見陳述や書証の提出

を許さずに却下したものであって、このようなことでは、住民自治を保障する

ための重要な手段として法定されている住民監査請求の趣旨が完全に没却され

ることは明らかである。 

      ちなみに、都の監査委員は、平成２１年度以来の８年間で、住民監査請求が

合計１２５件も申し立てられているにもかかわらず、監査を実施したのは１１

件に過ぎず、それ以外は、すべて監査を行っていない。申立書の書面審査のみ

で却下した率は実に９１．２％に及んでいる。このような状況は、他府県の監

査委員では見られず、ネットニュースでは、都の監査委員を税金泥棒と評し、

「代表委員は月８６万円、非常勤でも月４３万円。ほとんど何もしなくても飯



 

 

を食えるんです」と批判をしているほどである（甲５）。 

      このような都の監査の実態に鑑みれば、裁判所が、監査請求が却下された場

合には、住民訴訟の要件である「監査をした場合」に当たらないとするような

ことがあれば、住民の地方自治法上の権利は画餅に帰すことになる。本裁判に

おいては、前記最高裁判例解説のとおり、事案を具体的に検討し、違法性の承

継が認められるか否かを実態審理を通して判断しなければならない。 

 

第３、本件公金支出の金額等について 

      政府答弁書によれば、本件派遣中の警察官の俸給等身分に直接付随する経費

は、当該警察官が所属する都府県が負担するということである（甲２の１）。 

   従って、実際に派遣が確認された７月１９日から本訴え提起の日である１２

月２０日までの、５か月と２日間の「俸給等身分に直接付随する経費」が、本

件派遣に伴って都が支出した公金であることは疑いない。 

     その具体的な金額は、情報公開請求によっても開示されないが、公開されて

いる総務省「平成２７年地方公務員給与の実態」第５表職種別職員平均基本給

月額の「２（１）警察職」東京都の場合によると、平均基本給月額は３９万６

６１２円となっており（甲６）、警視庁からの派遣人員数もまた情報公開請求

によっても明らかにされていないが、前出の７月１１日付警察庁による通知文

書では、派遣する６都府県警のうち警視庁のみ派遣部隊が２コマになっている

ことと、通常機動隊の中隊編成が７０人であることを考えるとおそらく１４０

人であろうと推定される（甲３、なお甲４の１）。 

     従って、３９万６６１２円×１４０人×５か月２日＝２億８１２１万０７０

２円が総額となるが、前述したとおり、本年９月２０日に警視総監が高橋から

沖田に交代しているため、７月分・８月分の給与支給権者は高橋であり、９月

分以降の給与支給権者は沖田となる。従って、請求の趣旨記載のとおり、７８

８１万０６４３円を高橋に、２億０２４０万００５９円を沖田に請求すること



 

 

となる。 

      さらに、神奈川県警が情報開示したところによると、派遣した警察官に対し

ては、基本給以外に時間外勤務手当が支給されており（甲７）、警視庁におい

ても同様と考えられる。 

また、それ以外にも、派遣した警察官に対し、特殊勤務手当が支給されてい  

ると考えられるし、最終的には国から補填されるとしても、警察活動基盤整備  

費として、東京都から本件派遣に関する活動旅費・装備費なども支出されてい  

る。 

      現在、時間外手当、特殊勤務手当、警察活動基盤整備費等について調査を進

めており、その結果を待って、請求の拡張を行う予定である。 

 

第４、本件公金支出の違法性について 

  １、高江ヘリパッド建設の違法性 

      本件公金支出の原因となっているのは、前述したとおり、本年７月に開始さ

れた沖縄県東村高江でのヘリパッド建設工事に対する住民らの反対行動を抑圧

するために行われた警視庁機動隊の派遣である。 

      １９９５年の米兵による少女暴行事件を契機に、日本全土の０．６％の面積

しかない沖縄県に７４％もの米軍専用施設が集中していることに対し、沖縄県

民の米軍基地の撤去要求が高まった。これを受け、同９６年にＳＡＣＯ（日米

両政府により設置された「沖縄に関する特別行動委員会」）最終報告により、 

    やんばる（沖縄北部）の森の多くを占める米軍北部訓練場７８３３万平方メー

トルのうちの３９８７万平方メートルが返還されることになったが、その条件

として返還予定地域内にヘリパッドを移設新設するとされた。 

      このように、北部訓練場の一部返還により、一見沖縄県民の負担が軽減され

るかのような装いをこらしているものの、その後の米軍の公式文書で述べてい

るとおり、使っていない、即ち、いらなくなった訓練場を一部返し、新たにヘ



 

 

リパッドを日本の費用で整備させて、実際に必要な基地機能を強化するという

のがその本質であった。 

      また、当初、本件ヘリパッドがオスプレイの発着場となることは一切明らか

にされず、政府（沖縄防衛局）が実施した環境アセスメントも、別のヘリコプ

ター（ＣＨ５３）を使って実施したものであり、その後オスプレイの配備が決

まって以降、沖縄県を始めとする関係市町村が行っているオスプレイ配備反対、

オスプレイ配備を前提として再度アセスメントを行えとの要求にも、政府は一

切を耳を貸さないでいる。 

      そもそも、このやんばるの森は、地球上で唯一残る湿潤亜熱帯照葉樹林帯で

あって、ノグチゲラやヤンバルクイナなどの希少生物が多数生息する場所であ

り、先日、国立公園に指定され、世界自然遺産登録がめざされている場所であ

る（甲８の１、２）。 

     ６つのヘリパッドは、１５０人の小さな高江の集落を取り巻くように設置さ

れ、すでに完成して供用が始まっている２カ所には、オスプレイが日夜飛来し、

夜間９９．３デシベルの騒音が観測されている（甲８の２）。 

      このような状況の下で、本年４月に東村の全小中学校の児童・生徒を対象に

行ったアンケート調査では、学校在校時に騒音が気になったとする回答が７７

％に上り、同じく７月末に行われた高江地区の住民アンケートではヘリパッド

でのオスプレイ運用に反対とする回答が８２．２％に及んだ（甲１２の１、２）。 

      これらの住民の意向を受けて、沖縄県議会では、建設工事が開始された直後

である７月２１日に、「ヘリパッド建設を強行に進めることに厳重に抗議し、

建設を直ちに中止するよう強く要請する」との意見書を採択している（甲１１

の１）。 

      また、東村高江の住民ら３１名が、本件工事の差し止めを求める訴えを那覇

地方裁判所に提訴している。 

そして、１２月１３日、普天間飛行場に配備され、当該ヘリパッドにも飛来  



 

 

するオスプレイ２機が事故により、１機は海上に墜落し、１機は普天間飛行場  

に胴体着陸をした。これによって、現地住民らの、「オスプレイは欠陥機であ  

り、頭上を飛行されることによって甚だしい危険にさらされる」との懸念が、  

現実のものであることは、はっきりと証明された（甲９）。 

      これらの事実を踏まえれば、少なくとも本件ヘリパッド建設が、地元住民・

自治体の合意を得ていないことは明らかであり、そのために行われる住民らの

抵抗を警察力で押さえつけ、排除して強行することが、民主主義の原理に反す

る違法なものであることは明らかである。 

 

  ２、本件派遣は違法である。 

      警察法第６０条第１項は、「都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府

県警察に対して援助の要求をすることができる」と規定しており、援助の要求

を行うのは、あくまで都道府県公安委員会の専権である。 

   ところが、前述したとおり、本件では、沖縄県公安委員会が援助の要求を行

うことを決定する７月１２日の前日である７月１１日に、警察庁が、警視庁を

含む６都府県警察に対し、「沖縄県公安委員会から沖縄県警への特別派遣の要

請が行われる予定であるが、派遣機関及び派遣部隊は次のとおりであるから、

派遣態勢に誤りなきを期されたい」との通知を行っている。新聞報道によれば、

警察庁は「これは、同条第２項で予定されている行為である」と述べているよ

うであるが、同項は、「当該都道府県公安委員会が援助要求をするときは、あ

らかじめ必要な事項を警察庁に連絡しなければならない」とするものに過ぎず、

沖縄県公安委員会が援助要求を決定していない段階で、警察庁が当該都府県警

本部にあらかじめ援助要求に応えるよう通知するとなどということが予定され

てはいない。これは、本件派遣が沖縄県にとって必要だったのではなく、政府

が住民合意すら取れていないにもかかわらず、無理矢理の工事強行を決め、そ

れを実現するためには、膨大な人数の機動隊が必要になったからであることは



 

 

明らかである。 

      また、都道府県警察の責務が、警察法第３６条により、「都道府県の機関と

して、区域内における個人の生命等の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に

当たることを責務とするものであって、他の都道府県警察とは独立した存在で

ある」（田村正博「警察行政法解説」ｐ３８５）とされていること、「都道府 

県警察の本質的性格は、自治体の警察である」（警察庁長官官房「警察法解説

（新版）」ｐ１９１）とされていることに鑑みても、当該県公安委員会の頭越

しに、国の必要性や意向によって援助が行われることは、法の予定するところ

ではない。 

   さらに、１４０人もの警察官を５か月間以上にも亘って派遣を続けるという

ことは、異常なことであると言わなければならない。地方自治体の職員一般の

派遣については、その給与・手当を派遣を受けた側が負担する（地方自治法第

２５２条の１７）にもかかわらず、地方自治体の本来の業務に専念する職務専

念義務（地方自治法第３５条）から考えて、それ以外の業務に従事することは

慎重でなければならない（「逐条地方公務員法」橋本勇ｐ２５９）とされてい

る。これに対し、本件の如き警察官の派遣では、派遣した側である東京都が給

与の支払い義務を負っているのであるから、派遣が制限的なものでなければな

らないことはなおさらである。 

      タックスペイヤーである都民や都議会に一度も諮ることもなく、都民の税金

を使って、本来都民の安全の保護に当たるべき多数の警視庁警察官を長期に亘

り他県に派遣することは、警察法第６０条の趣旨の歪曲・濫用であって、同条

に違反し、違法であるといわなければならない。 

 

 ３、実際に行われた警察行動も違法の限りを尽くすものである。 

      言うまでもないことであるが、警察法第２条第１項は、警察の責務を「個人

の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び操作、被疑者の逮



 

 

捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」とし、同条第２項

で、警察の活動は「厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、そ

の責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公正中立を旨とし、いやしくも日本

国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用するこ

とがあってはならない」と定められている。 

   ところが、本年１１月３０日付けの沖縄タイムス紙で、米軍統治下から沖縄

県民の権利を守るべく弁護士活動に当たってきた池宮城紀夫弁護士が「高江や

辺野古での警察の横暴は、復帰前の米軍施政下よりひどい。米軍でも基地に反

対する人々をむやみに逮捕・投獄することはしなかった。戦後沖縄の歴史の中

でも、まれに見る権力の暴走が起きている」と語っている。 

そしてそのような警察の横暴は、沖縄県警だけではなしえず、本件警視庁を

含む全国の警察の派遣・援助によって始めて可能となったのである。 

以下、警視庁機動隊を含む全国の機動隊によって行われた警察法第２条に違

反する違法な警察行動を挙げる（甲１０）。なお、ここで挙げた違法行為は例

示であり、その実態は枚挙に暇がないものである。 

 （１）車両検問 

        本年７月１９日、派遣された全国の機動隊が加わって、北部訓練場各ゲー

ト前を通る県道７０号の東村側で、午前９時半ころから午後０時半まで、２

カ所で検問を行い、通行する車両を全て停止させ、免許証の提示を求めた。 

        これらは、何の法令上の根拠もなく、車両検問についての最決昭和５５年

９月２２日に照らしても、「交通の安全及び交通秩序の維持」を目的とする

ものではなければ、警察官による車両検問は許されないところ、当該場所は、

交通量も少なく、信号もない山間部の県道に過ぎず、同決定が言う「交通取

締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所」に当たらないこと

は明らかである（最高裁判所刑事判例集３４巻５号２７２頁）。 

    よって、本件車両検問は、交通の安全及び交通秩序の維持の目的で行われ



 

 

るものではなく、ヘリパッド建設に反対する住民らの活動に干渉し、抑圧す

ることを目的とする違法なものである。 

        このような車両検問や（３）で述べる県道封鎖は、現在に至るまで繰り返

し行われている。 

  （２）Ｎ１ゲート前の住民のテント・車両の違法な強制撤去 

        同月２２日、Ｎ１地区のゲート前で、住民らが、ヘリパッド建設のための

資材搬入を阻止するべく設置したテントや県道７０号に駐車した約１５０台

の車両が強制的に撤去された。 

これらは如何なる法令上の根拠もなく行われたものであるだけでなく、そ

の撤去に対しては、住民らに対し激しい有形力が行使されたものであり、そ

れが違法行為であることは明らかである。 

 （３）管理者である沖縄県の意見聴取も行わない県道封鎖 

        前同日午前６時４分から午後４時４７分まで、県道７０号が東村高江と国

頭村安波の２カ所で封鎖され、一般住民、報道記者のみならず同県道の管理

者である沖縄県土木事務所職員の通行も阻止された。 

    この道路封鎖は、道路交通法第１１０条の２第３項に定められた本件道路

管理者たる沖縄県に対する事前の意見聴取も行うことなく、一方的に行われ

たものであり、違法であることは明らかである。 

１１月１２日付け琉球新報社説は、その後も続く車両規制は、工事用車両

はゲート内に入れ、抗議行動への参加者が乗っていると判断した車両は長時

間足止めにするもので、ヘリパッド建設に反対する市民の通行は認めないと

言っているに等しく、憲法の精神に合致しないものだとして批判している（甲

１０ｐ２７）。 

  （４）住民らに対する暴行 

        ９月２８日、ヘリパッドＨ地区の工事現場周辺で、沖縄防衛局が行ってい

る木の伐採を阻止しようと斜面上に座り込んでいた住民を、１人当たり４人



 

 

ほどの機動隊員で取り囲み、トラロープで腰や脚を縛り上げ、そのロープで

無理矢理斜面を引き上げた。これらの有形力行使が許される正当な理由が警

察官に存しない（甲１０ｐ１５～１６、甲１３の３）。 

  （５）違法逮捕 

        ７月１９日の本件機動隊派遣以降現在に至るまで、ヘリパッド建設に反対   

する住民らは延べ５０人が逮捕され、うち３名が起訴されている。 

    中でも、反対運動の先頭に立っていた沖縄平和運動センター議長の山城博   

治氏に対して繰り返される逮捕勾留そして起訴は、明らかに反対運動全体の   

萎縮を狙った違法なものである。 

  （６）取材妨害 

        ７月２０日、県道２０号上で取材中の沖縄タイムス及び琉球新報の記者が 

      機動隊員により強制排除され、約１５分間機動隊員と車両の間に閉じこめら   

れた。同記者らは、新聞社の腕章を着け、記者であることを機動隊員に訴え 

   たが、機動隊員はそれでもなお強制排除を行ったもので、琉球新報は、８月   

２２日付け社説で、「明確な意図に基づく取材妨害があった」とし、「過剰

な警備は明らかに人権を侵害している」「記者の拘束は、民主主義と人権を

危機に陥れる」と弾劾した（甲１３の１）。 

  （７）建設作業員の警察車両による輸送と建設車両での機動隊の移動 

        ９月２日、抗議する住民らによって足止めされていた建設作業員約１０人   

を、警察が警察車両３台に乗せ、東村高江のＮ１地区ゲート前まで運んだ。 

        逆に、１０月１１日は、工事作業員が運転するトラック２台の荷台に、機   

動隊員約２０人ずつが乗って移動した。 

これらの一連の機動隊と建設作業者の癒着は、今回の警察行動が、市民の   

安全や秩序維持を目的とするものではなく、ヘリパッド建設工事の強行その   

ものを目的とするものであることを裏付け、警察法第２条第２項に定める警   

察の活動の不偏不党かつ公正中立性に違反する違法なものであることを示し   



 

 

ている。 

  （８）土人発言 

        １０月１８日、Ｎ１地区ゲート前で、本件派遣に警視庁とともに応じた大   

阪府警の機動隊員が、抗議していた住民らの一人で芥川賞作家である目取間   

俊氏に対し、「触るなクソ、どこつかんどんじゃボケ。土人が」と発言した。 

        同発言は、住民らによって動画撮影がされていたため、大阪府警も事実を   

認め謝罪したが、同様の差別発言・ヘイトスピーチは、本件機動隊員らによ   

って日常的に行われており、一連の警察行動が異常な状態の中にあることを   

示している。 

        同発言に対しては、沖縄県議会が「法を守り、市民及び県民の人権を守る   

先頭に立つべき警察官である機動隊員らによる一連の発言に対し、県内外か   

ら多数の避難が出ており、不信感が広がっている事実を警察関係者は真摯に   

受けとめるべきである」との意見書を国家公安委員長及び警察庁長官宛に採   

択した（甲１１の２）。 

 

４、違法性の承継の観点から、本件支出行為は違法である。 

      以上のとおり、本件支出行為の原因行為である本件警視庁機動隊員の派遣は、

住民合意が得られてないにもかかわらず、騒音被害及びオスプレイの事故に対

する不安等により住民らに耐え難い損害を負わせ、かつ、世界でも稀な自然遺

産を破壊する違法なものであるところの高江でのヘリパッド建設に反対する住

民らの活動を抑圧することを目的とするものであり、合わせて、その派遣その

ものが、警察法第６０条を潜脱する違法なものであり、さらにはその派遣によ

って行った警察行動自体が違法なものである。 

      これにより、仮に本件支出行為そのものに、財務会計法規上の違法が見られ  

なかったとしても、その原因となる派遣行為には重大かつ明白な違法がある。   

さらに、当該派遣が形式的には東京都公安委員会名で行われているとしても、  



 

 

その具体的な決定は警視総監が行ったものである。このように、前提行為と財  

務会計上の行為を同一の行為者が行った場合には、違法な前提行為を自ら是正  

することができるとして、前提行為の違法性は、後行行為者たる警視総監らの  

行為の違法性及び財務会計法規上の義務違反として評価される。 

   本件支出行為はいずれの点からも違法である（最大判昭和５２年７月１３日  

民集３１巻４号５３３頁、最一小判昭和６０年９月１２日民集１４５号３５７  

頁、東高判昭和６１年５月２９日民集４６巻９号２７７９頁）。 

 

第５、まとめ 

      よって、沖田及び高橋は、東京都に対し、それぞれ損害を賠償する責任があ  

るところ、原告らは、被告らに対して、地方自治法第２４２条の２第１項第４  

号前段に基づき、東京都の執行機関である被告に、請求の趣旨記載の判決を求  

めて、本訴えに及んだ。 
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