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平成２０年(行ウ)第２号 土地収用法に基づく事業認定処分取消訴訟事件 

原 告  下 郷   稔    ほか１４名 

被 告  国(処分行政庁 北陸地方整備局長) 

 

第 １ ２ 準 備 書 面 

 

 ２０１０年４月１３日 

 

金沢地方裁判所 民事部合議B係  御中  

 

        原告ら訴訟代理人弁護士  烏   毛   美   範   

 

            同弁護士  塩   梅      修   

 

 被告の第９準備書面（自然環境の問題）及び第１０準備書面（辰巳用水

と文化遺産の問題、利水の問題）について  

 

第１ 被告第９準備書面の「第２ 『第２ 自然環境の問題』について」

に対する反論（自然環境の問題）  

１ 貴重種等の資料について  

⑴ 被告は、原告らが原告第４準備書面で求釈明を行っている貴重種

等の資料の開示に対し、①本件事業地及びその周辺に貴重種等が存

在することは被告も認めていること、②例えば、原告第４準備書面

における主張のうち、平成２０年の本体工事着工後の事実は、本件

事業認定がされた平成１９年１１月２８日以後の事情にすぎないな

ど、本件事業認定の適法性の争点について、その関連性が必ずしも
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明らかであるとはいえないこと、③石川県は、資料を公開すること

により、貴重種等の存在及び存在箇所が不特定多数の知るところと

なり、現地の不用意な立入りを招来し、ひいては貴重種が荒らされ

たり、貴重種の存在に悪影響を与えることなる恐れを防止するため、

貴重種等調査箇所や生息場所等に関する部分等、その場所を特定で

きる地図や住所、写真などについては非公開としていることなどの

理由を挙げて、原告らの上記求釈明には、被告においてその必要を

認めることができないものが含まれている、と主張する。  

⑵ 上記①について  

原告らは、原告第４準備書面で開示を求めた貴重種等の資料によ

って立証しようと考えている事項は、本件事業地及びその周辺に貴

重種等が存在することに限られるものではなく、本件事業認定が本

件事業地及びその周辺の貴重種等の生息環境が破壊することになる

ことを過小に評価したものであることに及ぶものである。  

したがって、被告が、①本件事業地及びその周辺に貴重種等が存

在することは原告らも認めているとして、釈明の要を認めないこと

は妥当でない。  

⑶ 上記②について  

被告は、平成２０年の本体工事着工後の事実は、本件事業認定が

された平成１９年１１月２８日以後の事情にすぎないとするが、本

体工事着工後の事実は、被告の自然環境に対する調査及び評価が不

十分、過小あるいは誤りであったことを示す重要な事実であり、ま

さに本件事業認定の適法性に関わる事実である。その他原告らが開

示を求める貴重種等の資料と本件事業認定の適法性の争点との関連

性は、原告第４準備書面記載のとおりである。  

したがって、被告が、②平成２０年の本体工事着工後の事実は、
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本件事業認定がされた平成１９年１１月２８日以後の事情にすぎな

いなど、本件事業認定の適法性の争点について、その関連性が必ず

しも明らかであるとはいえないとして、釈明の要を認めないことは

妥当でない。  

⑷ 上記③について  

原告らが開示を求める貴重種等の資料は、石川県による環境影響

評価の妥当性ひいては本件事業認定の適法性を判断する上で必要不

可欠なものであるところ、被告は、石川県による環境影響評価が妥

当なものである旨主張しているのであるから、その主張の当否の判

断に必要な当該資料の開示に応じるべきである。  

被告が主張する、③貴重種等の存在及び存在箇所が不特定多数の

知るところとなり、現地の不用意な立入りを招来し、ひいては貴重

種が荒らされたり、貴重種の存在に悪影響を与えることとなる恐れ

は、抽象的な恐れに過ぎず、このような抽象的な弊害を理由として、

釈明の要を認めないことは妥当でない。  

⑸ 以上のとおり、原告らが原告第４準備書面で求釈明を行っている

貴重種等の資料の開示に対し、被告が釈明の要を認めない理由とし

て挙げる上記①ないし③の理由は、いずれも妥当でないから、被告

は、速やかに当該資料の開示に応じるべきである。  

 ２ ニホンテングコウモリについて  

被告は、原告第４準備書面第２の２⑵記載の求釈明に対し、コキク

ガシラコウモリ及びキクガシラコウモリの誘導実験の報告書である乙

第１７９号証のとおりであると回答する。  

しかし、乙第１７９号証は、仮閉塞を行った洞窟並びにコキクガシ

ラコウモリ及びキクガシラコウモリが移動したとする洞窟を黒塗りし

ているため、各洞窟間の位置関係を把握することができないものであ
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り、これをもって、被告が主張するとおり、ニホンテングコウモリに

ついて、洞窟を閉鎖されても他の洞窟等に移動して冬眠することを示

唆する結果が得られていると判断することは到底できない。  

そこで、被告は、乙第１７９号証の黒塗り部分について、速やかに

明らかにされたい。  

３ イブキシダについて  

被告は、イブキシダの環境保全措置として、平成１９年度に移植実

験を行ったところ、その大部分が活着されたと主張する。  

しかし、乙第１８２号証によれば、イブキシダの活着率は７９％と

なっているが、これは、移植したものが僅か１年３か月後に生育して

いた割合に過ぎず、同号証の３枚目記載のとおり、「いずれの種におい

ても今後の生育状況を継続して観察していく必要がある」から、これ

をもって、移植したイブキシダの大部分が活着されたと認めることは

できない。  

 

第２ 被告第１０準備書面の「第１ 原告第５準備書面について」に対す

る反論（辰巳用水と文化遺産の問題）  

１ 被告は、「原告らは、夾雑物の影響等についてるる主張しているが、

かかる主張は、既述の水理模型実験の結果を無視した憶測に基づく主

張といわざるを得ない。」と主張する。  

しかし、石川県が行った水理模型実験は現実とは相違した緩やかな

条件を設定したものであり、楽観的な結果を期待したアリバイ工作に

過ぎないものである。  

２ 原告らは、「実は、この上段の穴の持つ意味が検証されておらず」と

指摘したものであるが、これに対して、被告は、要旨、次のように反

論する。  
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「下段常用洪水吐きは、平成７年８月３０日の降雨波形に基づいて、

その開口幅及び開口高を算出した。最大貯留量を必要とする昭和５６

年８月２２日型の降雨波形では１３９ｍ（敷高）となる。（種々の条件

を検討の上）、上段常用洪水吐きを設置することにより、追加放流をす

ることができる。その結果、ダムの高さを１３２ｍ（敷高）とするこ

とが可能となった。」（被告第１０準備書面３頁下２行目から５頁２行

目）  

つまり、ダムの洪水調節を２段階とすること（乙第１８３号証の 7-16

頁の図 -7.12(2)の左側の模式図 → 7-17 頁の図 -7.12(4)の左側の模式

図）によって、ダム容量を小さく効率的にする、という考え方である。  

もし、このようなことができるのなら、既存の犀川ダム、内川ダム

でも採用され、より効率的な運用がなされるはずである。現実には実

現されていないことを机上の論理で提案されているから、「曖昧な技

術」と指摘する所以である。  

３ さらに、被告は、「上段常用洪水吐きに関しては、辰巳ダム下流で安

全に流下できる流量（無害流量）である毎秒４８９㎥を超えないよう

に、その開口幅及び開口高を設定し」た、と主張する。  

しかし、上段常用洪水吐きの根拠である「無害流量」自体の根拠も

曖昧である。  

乙第１０３号証によれば、No.160 地点の評価から毎秒４８９㎥が決

められているが、当地（大池橋上流約１６０ｍの位置）を現地で確認

すると、数枚の小さな田に影響するだけであり、左岸の数十メートル

区間の堤防を数十センチ嵩上げすれば、無害流量は毎秒１００㎥程度

拡大する。その他の区間で最も小さい無害流量は、No. 90 地点、No.98

地点のそれぞれ５９８㎥、５９２㎥であるので、無害流量は、毎秒５

９０㎥程度とすることは容易である。そうすれば、上段常用洪水吐き
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の開口はさらに大きくすることができ、ダムの最大貯水位も最大貯水

量よりも小さくすることができる。  

   ２段で洪水調節し、無害流量まで放流できる技術が採用できるとい

うのであれば、既存の犀川ダム、内川ダムにおいても、現況洪水調節

ダム容量の洪水調節能力６２０㎥ /秒をどれだけ拡大することができ

るのか検討した上で、それでも能力が不足するというのであれば、そ

のとき初めて、これを補うための手段、新規ダムなどを検討するべき

ものである。  

４ 原告らは、「１００年に１回の豪雨を想定した場合、どの程度の土砂

が流出し、土石流が発生するか、不明であり、調査はなされていない。」

と指摘したものであるが、これに対して、被告は、「砂防基本計画策定

指針及び同解説」を根拠に、辰巳ダム上流の本川の勾配は緩いので土

石流発生の恐れはなく、仮に支川渓流で発生したとしても到達しない

などと反論する。  

しかし、平成２０年の浅野川水害では、浅野川本流（芝原橋から田

上、勾配２００分の１程度）には、６万㎥の土砂が流入し、大量の土

砂が堆積したと報告されている（石川県「第２回局所的豪雨に対応し

た新たな河川管理検討委員会（第三者委員会）～浅野川における豪雨

災害を受けて～（平成２０年１０月２９日）」報告５２頁）。  

したがって、たとえ土石流の発生はないとしても、大量の土砂が流

入し、堆積することは明白である。  

 

第３ 被告第１０準備書面の「第２ 原告第６準備書面について」に対す

る反論（利水の問題）  

１ 原告らは、ダム天端のコンクリート壁を付加高さの一部とすること

も可能である、と指摘した。  
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これに対して、被告は、「コンクリートの壁は車両用防護柵として設

置されたもので、ダムの堤体ではない。もし、これを付加高さとして

１．２ｍ嵩上げすると、洪水吐きゲートの作動不良等に伴う貯水池水

位の上昇という事態も考慮する必要がある。そうなると、ダムの堤体

全体に加わる静水圧が嵩上げ前に比べて３．２％増加し、ダムの滑り

出しに対する安全率を３．１％低下させることになる。」として、乙第

１８９号証を提出する。  

被告が主張するように、洪水吐きゲートの作動不良等が発生する場

合があるかも知れないが、しかし、それは、付加高さを上げたことが

原因というよりも、壊れない機械はないという機械設備自体が有する

本質的な問題点である。機械は設置条件が変われば、その条件に見合

った仕様に改良されるべきであり、そうすれば作動不良等の問題はク

リアされると考えるべきである。なおも不良が起こるとすればそれは

維持管理の問題である。つまり、付加高さを上げたことで不良等の発

生が起こるのではなく、維持管理が悪いから不良が起こるに過ぎない

のである。  

被告は、水位が１．２ｍ上昇すると、「仮にその影響を試算すれば、

ダムの堤体全体に加わる静水圧が嵩上げ前に比べて３．２％増加し、

ダムの滑り出しに対する安全率を３．１％低下させることになる。」と

主張する。  

しかし、既存のダムは既に水が通り抜けない構造となっていて、被

告が試算した外力が加わる構造となっているのであるから、築造当初

から、安全を見て、満杯になった場合においても不安定にならないよ

うな条件でダムが築造されているはずである。また、既に４５年間供

用されておいて何ら支障はなかったものであるから、今後も、支障が

生じるとは考えられない。  
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被告が主張するように、もし既存の車両用防護柵が水の通り抜ける

ような構造形式になっており、これをコンクリート壁に改造した場合

に、新たに外力の増加が加わるということであれば被告の主張は成り

立つが、既にコンクリート構造の壁ができており、外力が作用する構

造となっており、新たに改造するわけではないのであるから、さらに

不安定になるということはない。  

よって、被告の主張は成り立たない。  

２ さらに、被告は、「原告らは『自然流量相当流量』の意味を『場所は

犀川大橋基準点、時期は夏場の渇水期、数値は１／１０確率の渇水時

の平均的な流量と限定して取り扱っている』が、渇水期の平均的流量

を基に水利使用許可を行えば、相当期間にわたり流量が不足すること

が明らかであるから、河川管理者がかかる考えを採り得ないことは、

被告第３準備書面第３の５（２）（３２頁）で述べたとおりである。」

と主張する。  

「自然流量相当流量」は、ダムによる水開発以前の自然流量状態を

把握するために提起した概念であり、水利使用許可を行うこととは別

の次元の話である。  

３ 被告は、「原告らは、『開発流量とは、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』とした上で、辰巳ダム計画で

は、ダム河川維持容量３６２万㎥に対して河川維持流量毎秒１．１９

㎥が開発されたことからダム容量１０５万㎥を比例計算すれば毎秒０．

３５㎥が開発されたなどと主張している。しかしながら、石川県は、

辰巳ダム計画における貯水容量配分の再編成後の犀川ダム及び内川ダ

ムの利水容量について、それぞれ７１０万㎥及び６２０万㎥と定めて

いる。（被告第１０準備書面１０頁３行目から９行目にかけて説明する

水収支計算によって算出された）確保しようとする流量とダムの利水
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容量との関係を度外視した方法である」と反論する。  

原告らが、ダム河川維持容量３６２万㎥で河川維持流量毎秒１．１

９㎥が開発されたと考えれば、辰巳ダムで河川維持用水を確保するた

めに新たに必要とされたダム容量１０５万㎥は毎秒０．３５㎥の水が

開発されたことに相当する（第１準備書面８頁下２行目から９頁８行

目）などと主張していることに対して、単純な比例計算で求めること

はできないと反論するようである。  

単純な比例で開発される水の量を厳密に求めることはできないにし

ても、新規に利水のためのダムを造るのは新たに水を開発するためで

あるから、新たに追加されるダム容量に相当する水の量が開発される

ことは間違いがない。  

辰巳ダム計画前の既存の犀川ダム及び内川ダムの利水容量は、それ

ぞれ７６５万㎥及び４６０万㎥、合計１２２５万㎥である。辰巳ダム

計画では、前述のとおり、それぞれ７１０万立㎥及び６２０万㎥、合

計１３３０万㎥である。１２２５万㎥との差、１０５万㎥が辰巳ダム

計画で追加された利水容量である。  

被告は、「石川県は、辰巳ダム計画における貯水容量配分の再編成後

の犀川ダム及び内川ダムの利水容量について、それぞれ７１０万㎥及

び６２０万㎥と定めている。この利水容量は、同県が実測した犀川ダ

ム及び内川ダムの流入量を基に、流域比按分で支川からの流入量を求

め、さらに、期別に異なるかんがい用水量も踏まえた上、半旬ごとに

正常流量を確保するために必要となるダム補給量を水収支計算により

算出し、その補給量の累計値が１０か年第１位相当となる値をもって

決定したものである。」と主張しているが、既存の２ダムについてもそ

の算出方法は同様である。  

既存の２ダムの過去の実績は、犀川ダムの上水容量４９９万㎥に対
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して開発流量は毎秒１．２７㎥、内川ダムの上水容量４１０万㎥に対

して毎秒１．２５㎥、犀川ダムの工業用水容量２０７万㎥に対して開

発流量は毎秒０．４６㎥である（被告第３準備書面３２頁下６行目か

ら下３行目、乙第５０号証）。  

このように、既存のダムの例を参照すれば、辰巳ダムによって新た

に必要とされたダム容量１０５万㎥で開発される水の量は、おおよそ

毎秒０．３５㎥と考えても大差ないことが分かる。  

そして、この量は、既に開発されている上水道の余剰を活用すれば

容易に確保することができる。繰り返しになるが（訴状３２頁下６行

目から下５行目、原告第１準備書面９頁１０行目から１４行目）、犀川

ダムと内川ダムで開発された上水量毎秒２．５２㎥のうち、現在、使

用しているのは毎秒１．１１㎥程度であるから、この分は、犀川ダム

の上水ダム貯水容量４９９万㎥（毎秒１．２７㎥）だけで十分にまか

なうことができる。  

したがって、内川ダムの上水ダム貯水容量４１０万㎥（毎秒１．２

５㎥）が余っていることになり、この内の一部を活用すれば、辰巳ダ

ムによって新たに必要とされるダム容量１０５万㎥は、容易に確保す

ることができる。  

４ 以上、辰巳ダムの利水ダム貯水容量についてまとめると、以下のよ

うに要約できる。  

辰巳ダムによる利水ダム貯水容量は、２３０万㎥である（当初は、

２４０万㎥）。このうちの実質的な利水ダム貯水容量増加分１０５万㎥

は上記で述べたとおり、上水道分の余剰を活用できるので不要である。

残りの１２５万㎥は、犀川ダムの堆砂容量増加分５５万㎥と犀川ダム

の付加高さ確保分７０万㎥に振り分けられている。堆砂容量５５万㎥

は、既に堆積した土砂を除去すれば確保できるので新たにダムを造る
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という必要がない。付加高さ確保分７０万㎥は、新構造令で「既存施

設に遡及適用されない」という規定があり、不要である。  

したがって、辰巳ダムによる利水ダム貯水容量は不要である。  

以上  

 


