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平成２０年（行ウ）第２号 

原  告   下郷稔 外１４名 

被  告   国 

第１準備書面 

平成２１年３月  日 

 

金沢地方裁判所 合議Ａ係 御中 

 

原告訴訟代理人弁護士  鳥 毛 美 範 

 

同      弁護士  塩 梅  修 

 

原告らは、被告の第３準備書面第３に対し、以下のとおり再反論する。 

１ 第３．２（３）原告らの主張する維持流量について 

⑴ 被告は、「犀川水系の水使用を説明するために原告作成の図Ｗ１及びＷ２を用

いることは相当でない。」と主張する｡ 

その理由として､図Ｗ１では、「犀川水系に存するかんがい用水は多数存在し､

図Ｗ１に示されているように、一つの取水地点から取水を行っているものでは

ない。」と主張する。 

しかし、犀川水系の水使用を犀川大橋地点で考える場合､一つのかんがい用水

と捉えても実態との相違はほとんどない｡なぜなら、すべてのかんがい用水路の

取水口は犀川大橋地点より上流にあり、取水された用水の大半は､圃場へ供給さ

れ、排水は犀川大橋の下流で犀川へ戻るからである｡ 

又、被告は、「犀川ダムと内川ダムをあたかも一つのダムであるかのように表

しているが、独自に運用されている」と主張する｡ 

確かに、２つのダムは独自に運用されてはいるが､両ダムは、金沢市の上水道
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用水として一元的に管理されている｡すなわち、金沢市の水道水源は、この２ダ

ムと県営水道の受水（手取川水系から）でまかなわれており、２ダムの取水量

は、全体量から県営水道の受水量を差し引いた量である｡２ダムは実質的に一つ

のダムとして運用されており、一つのダムとして扱うことが運用実態に合致し

ている｡ 

したがって、「Ｗ１は、犀川水系の水使用を正確に表しているものとは到底い

えるものではない。」との被告の主張はあたらない。 

⑵ 被告は、図Ｗ２においては、「自然流量と開発流量とは、現実の河川の流量算

定において両立し得ないのであって、これらを加算して当該河川の流量と仮定

することには意味がない｡」と主張する。 

   原告が主張しているＷ２のダム開発後の自然流量とは、自然流量相当流量で

ある。開発流量は、ダム開発がなされて増えた分ということで、開発で付加さ

れた流量ということである。 

自然流量が利用され尽くしていた場合､新たな水開発をしなければ利用でき

ない｡犀川においては、歴史的に河川水を全量､かんがい用水として利用してお

り､夏場には犀川大橋下流で水が枯れるのが一般的であった。そのため、上水道

水源、工業用水源として河川水から新規に取水する際に、使用可能な水がなか

ったために犀川ダムと内川ダムが開発されたものである。従って、自然流量に

開発流量を加算して河川の水使用の総量を考えることは何ら問題ないどころか

自然な考え方である。犀川の場合､犀川大橋地点を基準として考えると､両者を

加算して考えても自然流量相当流量と開発流量の重複はない。 

⑶ 被告は「需要量が、犀川水系における各水利使用者の必要水量を意味するの

であれば、河川法に基づき許可された水量をもとに検証されるべきである。」と

主張する｡ 

  ここでは、許可されるべき水量を決めるための前提として、実際にどれだけ

の水需要があるかを議論しているのであり、被告の主張は揚足とりの主張であ
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る。石川県もかんがい用水を見直しているが､その際の水量は「河川法に基づき

許可された水量」ではない。 

 ⑷ 以上から、犀川水系の水使用を説明するために原告が作成した図Ｗ１及び図

Ｗ２による考え方は正しい主張である。 

２ ４水余りについて 

⑴ 被告は（２）で、「そもそも上水道、工業用水については、将来の水使用を見

込んで計画的に水源の確保を行う必要があるのであって、取水実績がないこと

をもって、その水利使用を不要とする考え方は適当なものではない。」と主張す

る｡ 

被告の考え方は､人口が増加し､商工業が発展すると共に上水や工業用水の需

要が将来的にも増大するという成長予測にもとづいたものであるが、この考え

方は以下に述べるとおりすでに社会の実態に整合していないことは明らかであ

る。すなわち、昭和４１年犀川ダムの完成によって開発された工業用水は約４

０年間、一滴も使用されず､その使用見込みも全くないため、河川維持用水とし

て転用されることになった。上水の需要については昭和５０年代半ばから約３

０年間横ばい傾向にある。毎年伸びていた日平均量（年間の平均値）が昭和５

５年に１７万立方メートル台に乗せたがそれ以降、横ばい傾向が続き､ 近の数

年間は１５万立方メートル台へと落ち込んでいる｡日 大量（年間の一日の 大

量、夏季に発生した量を選択）も同じ傾向を示し､２１万立方メートル前後を推

移していたが、 近は１８万立方メートル台へと低下している｡ 

以上のとおり、原告の考え方は過去の水利用実績に合致した妥当な考え方で

ある。 

⑵ （３）の上水道使用量について 

原告の「水余りの根拠として､開発された上水道用水毎秒２．５２立方メート

ルのうち、実際に使用されているのは、毎秒１．１１立方メートル程度である」

旨の主張に対して、被告は、「毎秒１．１１立方メートルは平均値であり、水源



 4 

確保の観点から平均値で考えるのは適切ではないこと､昭和５３年７月１４日

に毎秒２．５２立方メートルの取水がなされたこと、県営水道からの受水を開

始した後も毎秒２．０７立法メートルの取水があり、水余りではなく、水源確

保が必要である」と主張する｡ 

又、被告は「水源の確保という観点からすれば、平均値をもって論ずること

自体適切ではない」と主張する。 

しかし、被告の主張は、そもそも上水の開発はダムによって行われているこ

とを無視している。 

なぜなら、ダムは貯留日数が長いのでその過不足を判断するのは､一時的な取

水量ではなく、ある期間の平均取水量によるからである。 

更に、毎秒１．１１立方メートルは、年平均の流量であるが、夏場の水需要

の多い７，８月の６０日間の平均値も同じ値である。７月の平均値は毎秒１．

１２立方メートル、８月の平均値は毎秒１．１０立方メートルである。 

ちなみに、犀川ダムと内川ダムのダム上水容量は９０９万立方メートルであ

る。毎秒２．５２立方メートルで取水すると１日あたり２１８千立方メートル

であり、ダム上水容量は４７日分に相当する｡毎秒１．１１立方メートルで取水

すると１日あたり９６千立方メートルでダム上水容量は９５日分にあたる。 

したがって、ダムで開発される流量を扱う場合には平均値で考えるのが妥当

な考え方である。 

⑶ 被告は「昭和５３年７月１４日に毎秒２．５２立方メートルの取水がなされ

た」と説明する。 

しかし､被告も言及するように、この時期は、県営水道からの受水を開始する

前のことである。昭和５５年に受水を開始し､毎年受水量を拡大し､昭和６２年

頃には内川ダムの取水実績に匹敵する規模になった。この時期以降の取水は半

減している｡ 

⑷ また、被告は、「県営水道から受水を開始した以降においても平成１３年１月
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１６日に毎秒２．０７立方メートルの取水がなされた」と主張する。 

しかし、この原因は冬季の一時的な寒波による水道凍結による漏水等の使用

によるものである。渇水期の水不足､水源不足とは無関係である｡冬期は水が豊

富にあり、常時､水余りである。取水実績として扱うのは不適当である。 

⑸ 夏期の 大取水量について､乙第４８号証によれば、平成８年７月１７日に毎

秒１．６１８立方メートルの取水量があったとある。しかし、平成８年７月の

３１日間の平均取水量実績は毎秒１．２０立方メートルである。夏の暑さのた

めに一時的に上水の使用量が増加したためであり、平均で見ると取水量が大き

いとは言えない｡ 

⑹ 被告は金沢市の計画に言及している｡「金沢市は、平成２８年度までの上水道

需給計画を策定しており、その中で、平成２８年度を目標年度として、平成１

７年度までの実績及び地下水利用から上水道への今後の転換等を想定し､毎秒

２．５２立方メートルが必要である」と主張している。 

しかし、金沢市はこれまで再三にわたり、水需要予測を誤って予測を変更し

ており､たびたび上水道需給計画を見直している。金沢市は県営水道と昭和５４

年度に受水協定を結び、昭和５５年度から段階的に増やして 終の平成２年度

までには毎秒１９５千立方メートルの受水量を受け入れる予定であった。とこ

ろが、需要が伸びないため、需要量を変更し、県水変更協定は第１回（昭和５

８年）から第４回（平成１７年）までとすでに４回におよび、目標とした毎秒

１９５千立方メートルの受水は平成３７年度まで先延ばしした。これによって

平成２８年度までの上水道需給計画はすでに破綻し、破棄している。 

水需要の目標達成の根拠として、「地下水利用から上水道への転換」を想定し

たが、平成１９年度時点でその転換はまったくない。無料の地下水から１立方

メートルあたり２００円近い上水道への転換は法的規制がなければ実行されな

い｡平成１９年に成立した「金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関す

る条例」では、工場用水の規制はない。地下水を利用している工場用水の揚水



 6 

量は年々減少し、地下水位は上昇傾向にある。地盤沈下の原因となっていない

ので､地下水のくみ上げ規制も行われない。今後とも地下水から上水道への転換

は想定できないだろう｡ 

ちなみに、平成６年の「金沢市水道事業変更認可申請書（第５時拡張事業第

２期変更）」の計画においても、平成１６年には、用途別使用量として工場用水

利用されると推定していたが､平成１９年に至っても工場用水の利用はない｡ 

⑺ （４）において 

被告は､「平成６年の渇水で犀川ダムが空にならなかったのは、工業用水容量

があったからだ」と主張している。 

しかし、被告は、内川ダムが空にならなかったことについては、説明をして

いない。 

前者について誤認がある。工業用水は、「犀川ダム操作規則」によって、下流

の取水の有無にかかわらず、水利権に相当する分が常にダムから放流されてい

る｡かんがい並びに上水道用水及び工業用水の供給のための放流は、犀川ダム操

作規則第二十八条に規定され、放流されている｡平成６年の渇水では当然ながら､

工業用水容量は空になっていたのである。従って、「犀川ダムの工業用水容量を

上水道等に一部使用したことがあったものである」とは言えない｡ 

  （注） 

犀川ダム操作規則第二十八条（かんがい並びに上水道用水及び工業用水の供給のための放流）

課長は、かんがい並びに上水道用水及び工業用水として別表第一に掲げる各用水量から有効雨

量、支川流量等の地区内利用可能水量、ダムから寺津用水堰までの自然流量、地下水利用可能

水量及び発電所を通じて供給される流量等の合計量を控除した量を、ダムから放流しなければ

ならない。 

⑻ （５）において 

被告は、「かんがい用水、上水道の取水制限がたびたび行われていた」と主張

する｡ 
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乙第５２号証でも明らかなように、渇水による取水制限が頻繁に行われてい

たのは主に昭和５０年代の後半までである｡それ以降は、よほどひどい渇水がな

ければ取水制限は行われなくなった｡その理由は､昭和５５年から開始した県営

水道の受水が加わったからである。従来､供給されていた犀川水系ではなく、県

営水道によって手取川水系からのあらたな水供給がされることになった。昭和

５５年には毎秒０．０９立方メートルであったが、年々、増加し､昭和６０年に

は毎秒０．４１立方メートル、平成７年には毎秒０．９６立方メートルとなり、

現在に至っている｡その供給増は、水道用水の需要の増加にともなうものではな

く、県営水道からの供給があらかじめ決められている責任水量制のためである

（受水しなければならない量が決められている責任水量制なので需要が無くて

も受け入れる必要がある）。これに対して､金沢市の水道用水全体の取水量は毎

秒２．０～２．１立方メートル程度であり、昭和５５年ころから横ばいでほと

んど伸びていない｡ 

水需要は頭打ちなので県営水道からの供給増加分とほぼ同量､犀川からの取

水量（犀川ダムと内川ダムからの取水）が減少した｡その減少分が結果的に､か

んがい用水として利用されることになり､かんがい用水の取水制限が行われな

くなったのである。２ダムから上水分の毎秒２．５２立方メートルが流されて

いるが、下流で上水分として１．１１立方メートルしか取水されていないので

その残りはさらに下流へ流れ、かんがい用水として使用されている｡ 

そのため、平成６年の渇水は７０年の観測の歴史の中でも 大規模の渇水で

あったが、わずかな通水量の調整ですんだ。 

県営水道からの受水が本格化した昭和６０年ころから、かんがい被害はほと

んどなく、上水の給水制限もない。 

被告が示した､いずれの証拠も水不足で水源確保が必要であるという根拠に

はなっていない｡ 

３ ５「本件事業計画についての検証」について 
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 （１）（２）において、被告は「犀川の自然流量を毎秒３．９６立方メートルの

根拠は乏しい。原告らは、この数値について、３０年間の平均渇水時流量毎秒３．

４８立方メートルを根拠にしているようにも思われるが、河川管理者は、１０年

に１回程度の渇水年（１０か年第１位相当渇水流量は毎秒２．１５立方メートル

である。）においても取水地点の渇水流量が、河川維持流量と水利流量の双方を満

たすようにする必要がある｡」と主張する｡ 

  原告が主張する犀川の自然流量相当流量毎秒３．９６立方メートルは、起業者

が今回の事業で示した数値から逆算して求めた水量である｡１０年に１回程度の

犀川大橋地点の８月の月平均流量は毎秒４．１３立方メートルであり、ほぼ一致

する（ちなみに渇水量は１年のうちで３５５日はこの数値を下回わらない、つま

り１０日はこれより下回るという水量である。）。したがって、１０年に１回程度

の渇水流量毎秒２．１５立方メートルのときの月平均流量が毎秒３．９６立方メ

ートルに相当することになる。被告は、毎秒３．９６立方メートルと毎秒２．１

５立方メートルは別物のように理解しているが､同じものである。 

図Ｗ１、Ｗ２で示すように、供給側は､自然流量相当流量３．９６＋犀川ダム１．

６３＋内川ダム１．３９＝毎秒６．９８立方メートルに対して､需要側は、かんが

い用水３．７１＋上水１．１１＋河川維持用水１．１９＝毎秒６．０１立方メー

トルであり、供給は需要を毎秒０．９７立法メートル上回り、まかなうことがで

きる。 

ところが、起業者はかんがい用水、工業用水は見直しあるいは転用したが、上

水については変更していない｡つまり、従来の上水毎秒２．５２立方メートルのま

まである。需要側は､かんがい用水３．７１＋上水２．５２＋河川維持用水１．１

９＝毎秒７．４２立方メートルとなり、供給を毎秒０．４４立法メートル超え、

水量が不足する。この不足量が辰巳ダムで利水容量を確保するための根拠である。

辰巳ダム計画の前後の比較によってその規模がわかる。 

辰巳ダム以前の利水ダム容量の合計は１２２５万立方メートルであり、辰巳ダ
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ム後の利水ダム容量の合計は１３３０万立方メートルであるので、その差は、１

０５万立方メートルである。これが、起業者が不足量（河川維持用水）を確保す

るために辰巳ダムで開発する必要があると主張するダム容量である。 

前述の不足量毎秒０．４４立法メートルが、ダム容量１０５万立方メートルで

開発される水量に相当する。過去に犀川水系で開発された実績にも近似する（犀

川ダム､内川ダムで開発された水量は、ダム容量１０５万立方メートルあたり平均

毎秒０．２６立方メートル。また、辰巳ダム計画では､ダム河川維持容量３６２万

立方メートルで河川維持流量毎秒１．１９立方メートルが開発されたと考えれば、

１００万立方メートルあたり毎秒０．３５立方メートルとなる。）。 

起業者は、工業用水と異なり、上水道の水余りを無視して見直しを行っていな

い。上水道用水は、開発流量毎秒２．５２立方メートルに対して､夏場の渇水時に

おいても取水量は毎秒１．１１立方メートル程度であり、毎秒１.４１立方メート

ルの余裕がある。この一部を利用すれば､上記の毎秒０．４立方メートル程度はま

かなうことができる。工業用水も河川維持用水に転用したのだから､上水の一部を

転用することに問題はない｡ 

よって、見直しを行っていない上水の一部を活用することによって河川維持用

水を確保することができる。この対策は､｢水使用の合理化｣というソフト対策であ

るので事業費用は不要である｡ 

４ ６「河川維持流量・環境用水の利水安全度１／１０は過剰である」ことに対す

る反論について 

被告は「基準」を根拠にしており､過剰という指摘は原告独自の見解に過ぎない

と主張する｡しかし、被告の主張には以下の問題点である｡ 

利水はつぎの３つに大別できる。①水道などの生活用水、②河川維持流量、③

用水路の景観用水である。一般的な価値判断からすると､人間の生存に不可欠の水

道用水と人が生活する上で一時的な不足があっても支障のない景観用水とが同じ

利水安全度ではおかしい。優先度は､①→②→③となるだろう。本計画では､①の
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利水安全度が１／１０である。②は利水安全度が①よりも小さくてもよいはずで

ある。被告は､②の１／１０は「基準」を根拠としたと主張する｡③は、「整備計画」

において「市街地の用水の環境用水として流量を確保する」としているが、「河川

維持流量」でもなく、かんがい用水のように水利権によって確定した「水利流量」

でもないので、１／１０とする根拠はない。 

少なくとも､③については、人工的な用水のために、犀川の自然を破壊するダム

を築造してまで開発するのは自己矛盾である上､法的な根拠もない。 

また、「基準」には、河川維持流量の確保の方策策定のためには、「水利用の合

理化等のソフト施策や既存施設の有効利用についても十分に検討する」とある。

上水で開発した水の一部を利用するということについて十分に検討されていな

い｡ 

５ ７代替案について 

  求釈明で求めた「辰巳ダム建設以外の必要な流量確保のためにとりうる代替案

を検討したか」に対して、被告の第４準備書面（８ページ）で、農業用水の見直

し、工業用水の振り替えることを述べている。しかし、被告は、上水の水余りの

活用についての検討をしていない。 

  金沢市の上水は供給能力一日あたり３２４千立方メートル（毎秒３．７５立方

メートル）である。内訳は、犀川ダム（末浄水場）１０５千立法メートル、内川

ダム（犀川浄水場１００千立法メートル、県営水道からの受水１１９千立法メー

トルである。これに対して金沢市上水道の需要は、年間一日 大配水量一日あた

り１８０千立方メートル（毎秒２．０８立方メートル、平成１９年度、夏季）、年

間一日平均配水量一日あたり１５６千立方メートル（毎秒１．８１立方メートル、

平成１９年度）にしかすぎない。犀川水系の犀川ダム、内川ダムで開発された水

量の合計は、２０５千立法メートルであり、これでまかなうことができる。将来

の水不足を予測して受け入れた手取川水系からの県営水道分はまるまる余ってい

る勘定である。県営水道との受水協定では、責任水量として受水が義務づけられ
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ており、協定量の７０％、８３千立法メートル（毎秒０．９６立法メートル）を

受水している。その結果、金沢市全体の需要量１８０千立法メートル（平成１９

年度）から県営水道受水分を引いた残り９７千立法メートル（毎秒１．１２千立

法メートル）が、犀川水系の２ダムへの負担分である。犀川水系２ダムから供給

された浄水場の配水能力２０５千立法メートル（毎秒２．３７立法メートル）で

あり、半分以下に相当する。犀川水系２ダムの取水の水利権は、水量ロス等を含

めて毎秒２．５２立法メートルあり、その半分も利用されていない。大幅な水余

り状態にある。 

  また、「犀川ダムと内川ダムの利用可能な利水容量を決定した」（８ページ）と

あるが、利用可能な利水容量を決定する際に代替案が検討されていない。第二準

備書面１９ページに「ダムの非越流部高さについて、河川管理施設等構造令に定

める所定の付加高さが不足している。このため、犀川ダムについては、容量の再

編に際し、所定の付加高さを確保するために洪水調節容量が７０万立方メートル

減少することから、減少分を辰巳ダムで確保する」としているが、これは本来、

犀川ダムの補修で対応するべき問題であり、１．２ｍのコンクリート壁を設置す

るという代替案が存在する（実際に、現在、犀川ダム本体天端にコンクリートの

壁が存在するので、これを利用すればよい）。さらに、第二準備書面２０ページに

「工業用水の容量２０７万立方メートルのうち、（省略）５５万立方メートルを堆

砂容量に振り替え」とあるが、ダムにはすでに確保されている堆砂容量があり、

この堆砂を除去することによって確保するべきものであり、工業用水の分を振り

替えるのではなく、堆砂除去という代替案が存在する。これらの代替案を検討す

るべきであり、「既存施設の有効利用についても十分に検討する」ことを求めてい

る「基準」に違反している。 

 


