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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 ８ 準 備 書 面 

 

２０１１年２月  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  鳥 毛 美 範 

 

同 弁護士  塩 梅     修 
 

 被告の第１４準備書面に対し、必要と認める範囲で以下の通り反論する。なお、

自然環境の問題については原告らが提出を求めている文書が提出されてから合わせ

て反論する。 

 

第１ 水理模型実験と洪水吐きの構造について（被告の第１４準備書面の第２の２

に対する反論） 

１ 水理模型実験について 

⑴ 被告は、石川県の行った水理模型実験の際の条件設定の甘さについての原

告の批判に対して、「土砂と流木とは移動層が異なり、互いに影響を及ぼさ

ないことから、別々に実験を行うことがそもそも合理的といえる。」と主張

する（被告第１４準備書面の第２の２の⑴の第２段）。 

確かに、両者の移動層が異なる傾向があることはその通りであるが、土砂
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と流木とが互いに影響を及ぼさないかどうかは、実験をしてみなければ判明

しないことであるから、別々に実験を行うことが合理的とは言えない。実験

の際の条件となるべき要素を簡略化しすぎては、本当の実態を把握すること

はできない。穴あきダムの出口は一つしかなく、実際の洪水時には、穴あき

ダムの穴の部分では、土砂と流木は穴に集中して合流するのであるから、互

いに影響を与えることになるのは自明であり、被告の主張は不合理である。 

⑵ また、被告は、「辰巳ダム上流の集落約１００世帯は、いずれも河川から

相当離れた場所で居住していることから、それらの集落から家屋や車などが

洪水により流出することは、非現実的な想定といわざるを得ない。」と主張

する（被告第１４準備書面の第２の２の⑴の第３段）。 

しかし、平成２０年の浅野川水害でも明らかなように、稀な豪雨の際には、

家屋の裏の小川の細流さえもが大きな川に激変するのであり、河川から相当

離れた場所にある家屋や車が洪水で流されるという事態は決して非現実な

想定ではない。流域全体に異常な降雨があれば、全域にわたりいたるところ

で洪水氾濫が起き得るのである。決して、犀川本川だけが大洪水となり、本

川に近接したところにある家屋や車だけが洪水で流出し得るということで

はない。本川から離れていれば大丈夫だと考えることの方が非現実的な想定

と言わざるを得ない。 

⑶ さらに、また、被告は、「石川県は、本件水理模型実験に当たって、数多 

くの水理模型実験の研究実績を有する独立行政法人土木研究所から、流木の

量などの基本的な条件設定について指導を受けており、上記実験は、現時点

における水理学等の知見を反映したものとなっていることから、その設定条

件及び実験結果は、いずれも合理的かつ適正なものと判断している。」と主

張する（被告第１４準備書面の第２の２の⑴の第４段）。 

しかし、実験に際して、本件現地流域の地域特性を把握した上で、どのよ

うな条件を設定するかについて個別具体的に判断したのは、土木研究所では



3 
 

なく、石川県である。石川県が土木研究所の一般的な指導を受けていたから

といって、当然に石川県の条件設定に関する判断や実験結果が合理的かつ適

正なものとなるとは限らない。 

⑷ さらに、原告第２及び第５準備書面において再三指摘しているように、第

１に、穴（洪水吐き）では、濁水に含まれている土砂、草や木の根、流木な

どの夾雑物の影響が加わるのであるから、それらを含んだ水を流した実験で

ないと意味をなさないこと、第２に、流木実験においては幹が真っ直ぐで枝

がついていない形状である等、流木の形状が実際の洪水とは著しく異なるこ

とをはじめとして、実際の洪水とは異なる条件で実験がなされていること等

の問題点を指摘することができる。 

確かに、石川県が設定した条件による実験では、わずかな閉塞にとどまり、

水理的には軽微な影響にとどまるという結果が出たことは認められるが、し

かし、原告が指摘する悪条件の場合には、穴が閉塞する可能性が十分あり、

原告が指摘する悪条件の下での事態についての知見は全く不明である。 

さらに、穴が閉塞した場合において閉塞後にどうなるのかについての実験

も行われていないので、実施設で閉塞した場合の対策も全く立てられていな

いという問題も指摘できる。 

２ 洪水吐きの構造について 

⑴ 既存２ダムとの比較 

ア 原告は、辰巳ダムの上段常用洪水吐きの設置の根拠について疑問を呈し、

上段常用洪水吐きを設置して洪水調節を２段階とすることが有益である

ならば、既存２ダムでも採用されてしかるべきなのに、現実にはそうはな

っていない点を指摘した。 

イ これに対して、被告は、第１４準備書面の第２の２の⑵（６～９頁）に

おいて、上段常用洪水吐きの設置による洪水調節は辰巳ダムだけに適用で

きる考え方であり、既存２ダムに同じ方式を取り入れることは不可能であ
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ると説明している。 

その理由として、被告は、①「洪水調節を行うための水位変動幅が小さ

いこと」と、②「ゲートを有する多目的ダムでの洪水調節にはゲート操作

を伴うところ、これを改造し、辰巳ダムと同じ方式を取り入れることは不

可能である」ことの２点をあげている。 

そこで、以下、この２点について、反論する。 

ウ まず、①の理由に関して言うと、辰巳ダムでは、洪水調節を行うための

水位変動幅が３５メートル（標高差）に対して、犀川ダムでは７．７メー

トル、内川ダムでは１０メートルと比較的小さいことがあげられている。 

しかし、水位変動幅が小さいからといって下段と上段の２段による洪水

調節ができないという理由は不明である。被告が示した「辰巳ダム貯水位

－放流量曲線」の図では、縦軸に標高、横軸に放流量をとり、オリフィス

敷高の高さから曲線が連続的に引かれている。洪水調節を行うための水位

変動幅は、オリフィス敷高を０メートルとしたときの水位の高さとなるが、

この高さが３５メートルでも７．７メートルでも、高さに応じてある一定

の放流量があるという物理的関係は、同じである。水位変動幅が３５メー

トルの辰巳ダムに適用できて、これよりも水位変動幅の小さい既存の２ダ

ムに適用できないという理由は不明である。 

エ ②の理由に関しては、被告は、既存２ダムは多目的ダムであり、ゲート

操作は洪水調節以外の目的にも使われており改造できない、と主張するも

ののようである． 

しかし、多目的ダムである犀川ダム、内川ダムのいずれにおいても、洪

水調節を行うのはダム貯水池容量の上層部分、利水のためのダム貯水池容

量は下層部分と明確に分割されており、ゲートも別に操作されている。 

基本的には、上流から流れてくる大きな洪水量をダム湖で貯留し、ダム

からの放流量を小さな穴で流れる量を制限するという仕組みは、従来のゲ
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ートで調節するダムも穴あきダムも同じことである。従来のゲート調節の

ダムでは放流量を人為的に調節できたが、穴あきダムでは放流量を一旦設

定した割合でしか人為的に調節できないというだけの違いである。つまり、

既存の２ダムの洪水調節を限定的にした場合が、穴あきダムであるという

ことである。 

オ 以上の通り、被告の主張する上記①②は、いずれも理由たり得ない。 

⑵ 穴あきダムは、ダムからの放流量を人為的に調節することができず、成り

行き任せという点からは、従来のゲート調節できるダムから機能的に後退し

たものである。一般的には、技術の進歩発展とともに機能が向上していくの

が通例であるが、穴あきダムに関しては、機能が後退する珍しい例である。

その大きな理由の一つは、洪水という自然現象が、発生ごとに規模が異なり、

ダム湖にどのように流入するかも予測できず、ダム管理者が適切にゲート調

節できないことにある。 

ダムからの放流量を人為的に調節することができないということは、溢れ

そうになった場合も調節できずお手上げという事態も想定され、穴あきダム

は、 初から、このお手上げ状態を想定して造られているものである。 

辰巳ダムについては、ダムからの放流量の調節をやめたのでゲートの必要

がなくなったと言うこともできる。放流量を調節できないので、無害放流量

まで許容せざるをえないのである。既存２ダムにおいても、無害放流量まで

放流量を許容すれば、ダムからの放流量の調節をやめてゲートの開度を固定

できるので穴あきダムと同じことになる。既存２ダムでは、ゲートを廃止す

る必要はなく、運転操作を変更すれば、辰巳ダム方式と同じことになる。 

３ 土砂堆積について 

⑴ 原告が、第１２準備書面の第２の４（６頁）において、平成２０年の浅野

川水害の報告書を引用して「大量の土砂が流入し、堆積することは明白であ

る。」という主張をしたことに対して、被告は、平成１８年度の水理模型実
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験の結果を引用して、土砂は一時的に堆積するが、水位の低下とともに土砂

が下流へ放流されるものと算定され、ダムの堆砂容量も２０万立方メートル

へと大幅に減ずることが可能とされた旨主張する（被告第１４準備書面の第

２の２の⑶）。 

⑵ しかし、原告が再三指摘してきたように、被告の引用する実験は、現実と

は乖離した緩やかな条件の設定を行い、意図的に楽観的な結果を導き出して

いるものである。この場合も、被告第６準備書面（３頁下４行目～下１行目）

によれば、平成１６年度の犀川河床の粒度分布の調査結果を基にして作製し

た砂を用いて実験がなされている。 

ここで問題とすべきは、平常時の流れの河床の砂ではなく、稀な豪雨で山

地の河川が崩壊して泥や砂礫や風化した岩などが一体となった土砂が想定

されるべきものであるが、被告の引用する実験ではそのような想定はなされ

ていない。 

⑶ 浅野川洪水の第三者委員会の資料によれば、浅野川上流の支流である板ヶ

谷川、横谷川からの流出土砂量は、それぞれ、７万９０００立方メートル、

１４万０７００立方メートルであり、合計２２万立方メートルにも及んだこ

とが報告されている。一方、田上本町地点（浅野川から放水路が分岐する地

点）での流出土砂量は３万７５００立方メートルに過ぎず、上記２２万立方

メートルの大半が浅野川に堆積したことになる。 

    そうすると、もし、浅野川洪水時と同様の土砂が辰巳ダム湖に堆積すると

すれば、２０万立方メートルのダム堆砂容量が１回の洪水で満杯になること

になる。 

被告の想定は甘過ぎるのである。 

 

第２ 利水の問題について（被告第 14 準備書面の第２の３に対する反論） 

１ 被告は、第１４準備書面の第２の３の⑴（１１頁）において、犀川ダムの付
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加高さについて、「付加高さは、機械の持つ本質的な問題点である万一の故障

時に貯水位が上昇する場合に備えるためにも必要であるとされ、原告らが主張

するように、機械の改良や維持管理によって減ずることができるものではな

い。」と反論する。 

しかし、原告は、付加高さの必要性は否定していないし、機械の改良や維持

管理によって減ずることができるとも主張していない。付加高さ０．８ｍから

２．０ｍに１．２ｍ嵩上げすることに対して、この１．２ｍ嵩上げが原因とな

る作動不良等は解決できない問題ではないことを指摘したのであり、機械の持

つ本質的な問題点である万一の故障は、１．２ｍ嵩上げの有無にかかわらず発

生するものであり、その点まで否定してはいない。付加高さを２．０ｍにしな

くても、洪水ゲートの作動不良に伴う貯水位の上昇という事態に対処できると

主張するものである。このことは、従前の河川管理施設等構造令では、付加高

さが０．８ｍと設定されていたことからも明らかである。 

  更に、被告は、「この点について、既存ダムの天端のコンクリート壁は、ダ

ム堤体ではなく、水を貯める構造になっていないことや、仮に壁の高さまで貯

水すると、管理事務所や管理用の道路等が水没するなど、ダムの管理上の機能

が失われることから、コンクリート壁まで貯水することは不可能であり」と主

張する。 

しかし、水を貯める構造の意味が不明であるが、既に水が貯まる構造になっ

ていることは前に指摘したとおりであり、また、壁の高さまで貯水しても壁に

よって水は遮断されている訳であるから、なぜ、管理事務所や管理用の道路等

が水没するのかも不明である。被告の主張は合理性がない。 

犀川ダムの付加高さは、既に、０．８ｍ確保されている。これは、昭和４１

年に犀川ダムが完成した時点で、旧「河川管理施設等構造令」に適合していた

ものである。原告第６準備書面の第１の４の⑴（６頁）でも述べたように、新

「河川管理施設等構造令」による付加高さ２．０ｍは、既存の犀川ダムには遡
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及適用されないことになっており、犀川ダムの貯水位を１．２ｍ下げてダムの

貯水量を削減してまでも付加高さ２．０ｍを確保しなければならない必要性は

ない。 

２ 被告は、第１４準備書面の第２の３の⑵（１２頁）において、原告が「自然

流量相当流量は水利使用許可とは別次元の話」としたことに対して、密接に関

わっており、別次元の話ではないと指摘する。 

原告が水利使用許可を行うこととは別次元と述べたのは、乙第８３号証の

「犀川水系水利権一覧（既得水利権）」に記載されているように、ダムなどの

開発施設がない昭和３６年時点で各用水の合計量が通年で８．７４４～９．０

５６㎥/秒であり、自然流量を大幅に超えて、河川管理者が水利使用許可を与え

ていた実態を踏まえて述べたものである。 

被告が主張するように、「水利使用許可は、通常、自然流量から下流河川で

必要となる河川維持流量を差し引いた残りの流量の範囲内で行うもの」である

ならば、昭和３６年当時の犀川の河川維持流量の取扱いはわずかで自然流量の

大半を水利使用許可していたと想定すると、水利使用許可流量８．７４４～９．

０５６㎥/秒はほぼ自然流量に相当することになる。辰巳ダム計画で設定された、

かんがい用水毎秒３．７１立方メートル、上水毎秒２．５２立方メートル、新

規の河川維持流量毎秒１．１９立方メートルの全量（７．４２㎥）をまかなう

ことができる。したがって、犀川には一つのダムも要らないことになる。 

３ 被告は、第１４準備書面の第２の３の⑶（「貯水容量の容量再編後の貯水容

量」）において、「原告らの上水道分の余剰を活用するとの根拠は、平成６年度

から平成１５年度の間の年平均取水量の１０か年平均値（毎秒１．１１立方メ

ートル）と思われるが、このように平均値をもって論ずることは、平均値に満

たない期間、つまり、相当期間にわたって流量が不足することを意味するので

あり、かかる事態は利水上、およそ適切なものではない。」（１３頁）と主張す

る。つまり、年間平均値が、上水道の供給能力毎秒２．５２立方メートルを下
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回ったとしても、１年のうち、家庭用水の需要が大きくなる夏場に取水量が大

きくなることが予想されるので、上水に余剰があるとはいえない、と反論する

ようである。 

しかし、被告は、データを読み誤っている。１０か年平均値（毎秒１．１１

立方メートル）は、１０か年の７月、８月の２ヶ月の平均値である（１０か年

の７月の平均値が１．１２立方メートル、８月の平均値が１．１０立方メート

ルであり、この２ヶ月の平均値が１．１１立方メートルである。）。 

夏場の も需要が多い時期に、毎秒１．１１立方メートルしか取水されず、

供給能力毎秒２．５２立方メートルと大きな乖離がある。この上水の余剰を活

用することが十分にできるのである。 

 

第３ 代替案の問題について（被告第 14 準備書面の第３に対する反論） 

 １ 被告第１４準備書面の第３の２（河道改修案でパラペット案が比較検討され

ていないこと）について 

⑴ 被告は、原告の主張に対して、パラペット案について、パラペットを考慮

し、計画高水位を以前よりも高くすることは、①ダメージポテンシャル（潜

在的洪水被害）が増大すること、②既往の計画高水位に基づいた河川管理が

なされていること、③都市部の人口集中区間では現実的でないこと、そして、

④洪水をできるだけ低い水位で流すという治水の大原則に反することをあ

げ、パラペット案を比較検討すること自体、妥当ではないと反論する。 

そこで、以下、再反論する。 

⑵ 上記①の、ダメージポテンシャルが増大することについて、被告は、乙第

２０２号証を引いている。これは、「堤内地の高さと洪水位」の「平面図で

あり、「辰巳ダムなし」の場合、洪水位はＮｏ．８７５０付近で標高２１．

５ｍに達し、この高さを堤内地にあてはめると、標高２１．５ｍの等高線（赤

太線）が引かれ、その内側の青色でぼかした区域が洪水位よりも低い地域と
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なるところ、その区域の内側には地下街（薄赤色の区画）が発達しているこ

とから、ダメージポテンシャルが大きい、と主張するもののようである。 

しかし、「辰巳ダムあり」の場合の想定をこの平面図にあてはめても、上

記地下街のダメージポテンシャルが解消されるわけではなく、五十歩百歩で

ある。「辰巳ダムあり」の場合、洪水位が No.8750 付近で標高２０．５ｍに

なるものとして、これを堤内地へあてはめてみると、被告の指摘する標高２

１．５ｍの等高線が標高２０．５ｍの等高線（赤色の等高線２１と２０の中

間になる）へ幾分後退（図の左側へ）するだけであり、地下街が発達した地

域は相変わらず、標高２０．５ｍよりも低い範囲に含まれており、ダメージ

ポテンシャルが大きいままとなっている。 

さらにいえば、これらの地下街が発達した金沢の中心市街地から下流の犀

川河口までの区間は、ほとんどの区域で計画高水位よりも土地が低く、ダメ

ージポテンシャルが高い区域である。ダメージポテンシャルで計画高水位を

決めることになれば、およそ犀川の治水計画は成り立たなくなるのである。 

⑶ 上記②の、既往の計画高水位に基づいた河川管理がなされているとの反論

について言うと、原告が「検証に代わる写真撮影報告書」において詳細に説

明したように、「辰巳ダムなし」で洪水位が上昇したとしても、区間６（新

橋～下菊橋）の両岸において堤防の道路面の高さよりも高くなることはなく、

氾濫することはない。また、河川管理上支障となる施設も特に見当たらない

のであり、被告の反論は当を得ない。 

⑷ 上記③の、都市部の人口集中区間ではおよそ現実的でないとの反論につい

て言うと、原告がこれまでも主張してきたように、まさに、既設のパラペッ

ト（コンクリート壁）があるのであってこれから改修するという必要はなく、

既に現実のものとして考えれば足りるのであるから、反論たり得ないのであ

る。 

⑸ 上記④の、洪水はできるだけ低い水位で流すという治水の大原則があると
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ころ、従来、決定した計画高水位よりも高く洪水位を設定することはこの原

則に反するとの反論について言うと、原告は従来の計画高水位自体が制約を

受けたギリギリのものではないことを主張してきたものであって、決してこ

の原則に反することなる主張をしているものではない。 

ここで改めて、被告らがたびたび引用する「中小河川計画の手引き（案）」

の指針を示して、「辰巳ダムなし」の洪水位の場合においても指針に合致す

る計画高水位であることを説明する。 

「中小河川計画の手引き（案）」の「５．５．３．１計画高水位設定の考

え方」１２７頁（甲第４０号証）では、「計画高水位は、沿川の地盤高を上
．．．．．．．．．．．．．．．

回る高さを極力小さくなるよう設定する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ものとし、極力既往 高水位以下に

とることが望ましい。」とある。これを区間６についてみると、「辰巳ダムな

し」で洪水位が も高くなる水位（計画高水位）は、沿川の地盤高を上回る
．．．．．．．．．．

ことはない
．．．．．

ことは、前記（３）の②についての反論の項でも説明した通りで

あって、上記「中小河川計画の手引き（案）」の指針で求められた条件を満

足しており、治水の大原則に反していることにはならない。 

⑹ 以上の通り、被告の前記①ないし④の反論はいずれも理由がなく、パラペ

ット案を比較検討すること自体、妥当ではない、という被告の主張は理由が

ない。 

ちなみに、確認的に指摘するが、区間６では、堤防の道路面の高さの上に、

約１ｍの高さのパラペット（コンクリート壁）が設置されており、パラペッ

トは構造上も法律上もれっきとした堤防であり、このコンクリート壁の天端

の高さが堤防高である。それにもかかわらず、被告は、コンクリート壁を無

視して、道路面の高さを堤防高と称しているのである。 

２ 被告第１４準備書面の第３の３（合成粗度係数の算出）について 

⑴ 原告は、第１３準備書面の第２の５で、「美しい山河を守る災害復旧基本

方針」には単断面の合成粗度係数についての記載しかなく、犀川は複断面形
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状であるので別途、複断面に適用される計算法で求めた合成粗度係数を採用

するべきこと、そして、犀川下流区間１の場合、複断面で適用される計算法

で求めた合成粗度係数が単断面に適用される計算法で求めた合成粗度係数

よりも小さいことを指摘した（７～８頁）。 

⑵ これに対して、被告は、第１４準備書面の第３の３（１６頁）で、①犀川

の現況の区間１の大部分は明確な複断面形状ではなく、単断面に近いので単

断面に適用される計算法で合成粗度係数を求めたこと、そして、②高水敷を

含んだ抵抗の大きい複断面の水路の合成粗度係数が単断面の粗度係数より

も大きくなるわけがなく、現実としてあり得ない、と反論する． 

そこで、以下、再反論する。 

⑶ 上記①について 

被告は、合成粗度係数に適用される計算法について、単に形状だけで判断

しているが、もう一つの要因として、側壁の影響が無視できるかどうかにつ

いて判断する必要がある。前記「中小河川計画の手引き（案）」１２０頁（甲

第４０号証）によれば、「単断面河道における粗度係数の設定方法は、中小

河川では川幅水深比
．．．．．

が小く、側壁（河岸法面粗度）の影響が無視できないこ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とを考慮し
．．．．．

、、、これらを合成して求める。」とあり、側壁の影響が無視でき

ない場合に限定して、単断面河道における合成粗度係数の設定方法が採用さ

れるのである。 

単断面の合成粗度係数が適用されている「美しい山河を守る災害復旧基本

方針」の計算例では、川幅１０ｍに対して水深３ｍであり、川幅水深比（川

幅を水深で割った数値）が３（＝川幅１０ｍ÷水深３ｍ）である。一方、犀

川下流区間１では、川幅約５０から１３０ｍ、水深２．５から５．６ｍであ

り、川幅水深比は２０程度と大きい（川幅５０ｍ÷水深２．５ｍ＝２０）。

川幅水深比が大きく、側面の粗度の影響が無視できるので、単断面の合成粗

度係数は適用できず、単断面に適用される計算法を用いた場合、誤って計算
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されるのである。これは乙第１６９号証を吟味することでも確認できる。 

乙第１６９号証 2-16 ページの②№3100 地点を例にあげて説明する。川の

断面を表したのが上部の図であり、この断面を n1 から n6 までの６つに分割

している。n4 を除いた５つの受け持つ断面積は両側の側部にわずかに残るの

みであり、一方、n4 は川幅４４．５ｍ、水深２．６ｍの断面を表し、№3100

地点の断面の大半を占めていることが分かる。流れる量は、断面積に比例す

るので、№3100 地点の流量は、n4 によってほぼ決まることが分かる。n4 の

断面の流れの抵抗を表す粗度係数は、河床の０．０２４である。したがって、

№3100 地点全体の流れの抵抗を表す合成粗度係数は、この０．０２４にほぼ

近似するはずである。ところが、石川県が行った計算（単断面に適用される

計算法による合成粗度係数）では、０．０２４よりも１割以上も大きく、０．

０２７と見積もられている。原告による複断面適用計算法の合成粗度係数は、

０．０２４と計算され、河床の粗度係数０．０２４と一致している。 

⑷ 上記②について 

被告は、高水敷を含んだ抵抗の大きい複断面の水路の合成粗度係数が単断

面の粗度係数よりも大きくなるわけがなく、現実としてあり得ない、と主張

する。 

しかし、これは、石川県が単断面の式で求めた合成粗度係数が正しいと誤

解したが故の誤った主張である。本来は複断面の式を適用するべきところ、

単断面の式を適用したため、犀川下流区間１の合成粗度係数を大きく見積も

りすぎるという誤りをおかしているのである。 

以上 


