
第９ 超巨大地すべりの問題  
以下この項目については第１～第６として区分して記載する。  
第１ 末端地すべりについて  

１ 本件地すべり地においては，本件ダムの湛水に伴い，その末端部分において地すべ

りが発生する可能性が極めて高い。これは，県が作成した「平成１６年度犀川総合開

発事業辰巳ダム建設 ダム基本設計資料作成業務委託報告書」に「ただしＬ３につい

ては規模が大きいことから，末端地すべりの可能性について今後詳細な調査・検討を

行う予定である。」と記載されていることからも明白である。 

２ また，本件地すべり地の末端（北陸電力の送電線の鉄塔が建っている部分）の基礎

部分において土砂崩落が進んでいることが確認されているが，この土砂崩落が地すべ

りを誘発することも充分に考えられる。 

３ (1) しかしながら，県は地すべりの調査において，本件地すべり地の末端部分におけ

る安全率低下の調査はほとんど行っていない。  
一般的に，末端部分は地すべり発生の危険性が高いとされていることに鑑みれば，

地すべりの発生の可能性及び対策工の必要性の判断については，むしろ末端部分に

おける安全率の低下について充分に調査する必要があることは火を見るより明ら

かである。それにもかかわらず，県は末端部分での地すべり発生の危険性について

は調査をほとんど行っていない。 

県がＬ３－２全体のみの調査・解析しか行わないのは，安全率低下を０．０５未

満となる結果を導き出すために他ならない。すなわち，分割片が大きければすべり

面の安定性が増すのであり，分割片が大きければ安全率の低下は低くなるのである。 
(2) 被告はＬ３の末端地すべりが起こる可能性がないことの根拠として，「旧地形図及

び空中写真で確認される末端の急崖地が，現在とほぼ同じ形状であり，長期にわた

って地形が変化していないこと」を挙げているが，地すべり現象の存否を地形的変

化によって判断するには，同じく数百年ないしは数千年のスパンでその地形的変化

を判断する必要があるのであって，県の調査のようにせいぜい数十年単位の地形的

変化の判読では，地すべり現象の存否の判断においては何ら意味がない。  
また，地形は豪雨や地震などの影響で，将来容易に変化するものであり，崩壊等

によって末端土塊が不安定になり，地すべりが発生する可能性は充分にある。従来

から現在に至るまで地形的変化がなく，地すべりの兆候がないとしても，それは将

来の地形的変化による地すべり発生の危険性を否定する根拠にはならない。  
(3) また，被告は末端地すべりが起こる可能性がないことの根拠として「土塊の構造，

性状は全体として一様であり，末端部が特に劣化したり乱れたりしている兆候はな

いこと」を挙げている。  
しかしながら，このような調査結果は，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断される

とする被告の前提と相容れないものである。  
仮に被告が主張するとおりＬ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるのであると

すれば，それはその前提と相反する前記調査結果が誤りであることを意味するに他

ならない。  
したがって，上記も末端地すべりの危険性を否定する根拠にはなりえない。  
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(4) また，被告は，北陸電力の送電線の鉄塔の基礎部分における土砂崩落については，

いわゆる表層崩落であるとして末端地すべりを誘発するものではないと主張して

いる。  
しかしながら，地すべりは，末端における小規模な崩壊の積み重ねによって末端

部分の地形が大きく変化し，末端部における土塊の押さえが効かなくなることで土

塊全体の安定性が失われ，その結果不安定となってすべりが発生するという経過に

より発生するものである。表層の崩壊であろうが，末端部分の崩落は地すべりを誘

発し，地すべり発生の危険性を大きくするのである。  
被告の主張は，このような地すべり発生の性質をまったく理解していないもので

あり，原告の主張に対する反論としてまったく意味を有しない。  
(5) また，被告は，乙第１６０号証を引用して，「土塊の末端部の層序は，土塊全体と

同様に基盤岩の層序と類似していることから，末端部のすべりは，存在しないもの

と判断した。」とも主張しているが，全く誤った理解である。  
末端部の土塊の状態は過去の痕跡であることからすれば，将来にわたって末端地

すべりが発生する危険性がないことの根拠とは全くなり得ないのである（過去にす

べった痕跡がないからといって，将来もすべらないとは全く言えない。）。  
(6) また，被告は，第８準備書面１４頁において「湛水に伴う水没の割合」について

縷々主張しているが，この考え方を末端地すべりについてあてはめれば，末端地す

べりの可能性は十分に危険水域であることはより明白となる。  
「これまでの調査事例によれば２０％程度以上の水没の割合を境として地すべ

りの発生頻度が大きくなっている」（乙１６４）ことからすれば，湛水によって末

端地すべりの可能性が高くなることは明瞭である。この末端すべりブロックよりも

小さいブロックでは，水没の割合はさらに高くなり，地すべりの可能性はより高く

なる。  
さらに，Ｌ３‐２ブロックの東側の端部（犀川の上流側に接する部分，ボーリン

グ５Ｂ‐１５孔付近）は，急な斜面の前面に，地すべり崩積土が旧河床堆積物の上

に堆積しており，この部分では地すべり土塊の大半が湛水面に没するので地すべり

発生の危険性は高い。標高は１３０ｍから１４０ｍであり，Ｌ３－２の下端標高１

１５ｍとの差は，１５ｍから２５ｍとなる。水没深１７ｍであるから，水没の割合

は，約１００から６８％にもなる。  
(7) さらに，Ｌ３地すべり地の型分類からすれば，Ｌ３において末端地すべりが発生

する可能性が高いことは明白である。  
すなわち，県はＬ３の地すべりの型を「風化岩地すべり」としているが（甲１０），

風化岩地すべりの場合，一般的に，地すべり地は末端ブロックや側部ブロックへと

分化し，そのブロックが地すべりを起こす危険性が高い。県が指針としている「貯

水池周辺の地すべり調査と対策」（旧建設省河川局開発課監修，甲１１）において

も，風化岩地すべり地において，「末端，側面において２次的な地すべりが発生す

る」との指摘がなされている。  
被告は，第８準備書面１７頁において，「Ｌ３の末端を含むブロック全体につい

て，土塊区分や地形など詳細に調査・検討を行っており，さらに（中略），Ｌ３末
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端斜面に法枠工及び対策工を実施することとしている」としているが，その主張は，

結局，「風化岩すべり」では，末端，側面に２次的な地すべりが発生する危険があ

ること及びその対策工が必要であることを自認しているものであり，つまりは，被

告の認識としてもＬ３ブロックにおいて末端地すべりが起こる危険性があること

を認めている，ことに他ならない。  
(8) また，原告は，何の根拠もなく末端地すべりの可能性があるとしているのではな

い。具体的に，末端地すべりのすべり面を想定することができるのであり，具体的

な断面を上申書「裁判所からの「原告に説明を求める事項」についての説明」スラ

イド４３で示している。 

これには，Ｌ３の末端部を拡大した断面に４Ｂ－９と５Ｂ－１０のボーリング結

果が記載されている。 

この２つのボーリングコア性状に大きな差異が認められ，破砕された層をすべり

面として結べば，この間にすべり面を想定することができる。 

４ 以上のとおり，本件地すべり地においては末端部分における地すべり発生の危険性

が充分に認められる。仮に，その危険性が確認された場合は，鋼製アンカーによる抑

止工などの方法により，地すべり対策工をとることが必要不可欠となり，本件事業計

画の合理性の検討にあたっては，対策工の必要性を前提とした上で，それにかかる費

用も盛り込んで，その合理性を検討するべきである。 

そして，その対策工の費用としては，莫大な出費が見込まれる。ところが，本件事

業にあっては，地すべり対策にかかる費用を計上して計画の合理性を検討していない。 

「事業費が最も廉価であり，経済的にも優れていることなどの理由から，（省略）

最も合理的であると認められる。」とは到底認められないのである。 

５ さらに，本件地すべり地においては末端部分の地すべりのみならず大規模地すべり

が発生する危険性すら認められる。 

すなわち，大規模地すべりは末端の地すべりが端緒となって発生するのである。 

仮に，本件ダムが建設された後に大規模地すべりが発生した場合は，本件ダム内に

土塊が流れ込み，本件ダムの穴をふさぎ，ダムとしての機能を全く失わせることとな

り，本件事業を全く無意味なものとすることになる。 

さらには，仮にダム湛水時に土塊が崩壊しダム貯水池になだれ込めば，貯水池にあ

る水は土塊によって押し出され，下流へと流れ出し，下流にある市街地を襲うことに

なる。このような災害が発生した場合，下流域に住む住民は安全な場所への避難，仮

設住宅などでの不自由な生活を余儀なくされ，最悪の場合，大多数の死者が出ること

は想像に難くない。 

第２ Ｌ３ブロックをＬ３－１とＬ３－２に分断することの非合理性  
１ 本件においては，Ｌ３ブロックをＬ３－１とＬ３－２に分断し，調査・解析の対象

をＬ３－２全体のみとしているが，そのことに合理的な根拠はない。 

２ (1) 被告の主張どおりにＬ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとすれば，以下のと

おり大きな矛盾が生じることとなる。  
(2)ア 県の調査によれば，Ｌ３ブロックにおいて過去に地すべりが起こった形跡が河

床にある（土塊が約１００メートルから２００メートル程度移動した形跡があり，
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旧河床堆積物に乗り上げた格好になっている，乙７５号証）。  
仮にＬ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されることを前提とすれば，こ

の地すべりは，Ｌ３－２のすべり面からＬ３－１の上に乗り上げていた土塊が河

床に向けて滑ったこととなる（原告第３準備書面別紙「概略説明図」参照）。そ

して，上記地すべりにより滑った土塊内の構造・性状は，地すべりにより乱れる

はずであり，  
ところが，同じ県のＬ３－２部分の調査によれば，「土塊の構造，性状は全体

として一様であり，末端部が特に劣化したり乱れている兆候はない。」とされて

いる（乙７４号証「２．安定性の評価」第５項）。  
すなわち，石川県の上記調査は，Ｌ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断さ

れるとする主張とまったく相容れないのである。  
イ これに対して，被告ないし県は，２つに分割した場合でも土塊の地層に劣化や

乱れがないのは，川側に緩く傾斜した泥岩層を滑り面として土塊が回転せずに滑

ったからであると主張し，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されることと，土塊

の構造，形状に乱れがないことは何ら矛盾しない，とする。  
しかしながら，被告の見解によれば上記一連の流れにおいてＬ３－１ブロック

がまず滑ったこととなるが，この場合，Ｌ３－１ブロックの前面にＬ３－２ブロ

ックが障害として立ちはだかっているのであって，Ｌ３－１ブロックの地すべり

が先に発生するという考え方は強引にすぎる。  
浸食による河床低下の現象が発生し，次に下段の泥岩層を滑り面としてＬ３－

２の地すべりが発生し，最後に上段の泥岩層を滑り面としてＬ３－１の地すべり

が発生したと想定する場合は，Ｌ３－２ブロックが滑った空隙にＬ３－１ブロッ

クの土塊が落ち込む形となり，Ｌ３－２ブロックの頭部の土塊は劣化や乱れが激

しくなるはずであるが，１２Bｏ‐４ボーリングデータなどでその兆候がないと

すれば，このような考えを取ることもできない。  
残るは，Ｌ３全体が一つのブロックとして移動したという考え方であるが，そ

うであれば，一つのブロックとして滑ったと考える方が自然でかつ合理的である。 
ウ 被告は，①Ｌ３－１がすべったのは河床が現在より数十メートルも高かった時

であり，上段の泥岩層を滑り面として地すべりが発生した，この段階ではＬ３－

２ブロックは河床面よりも低い位置にあって障害とならなかったと考えられる

とし，②その後，河川の流れによる浸食で河床が低下し，その結果，谷がえぐら

れて深くなったと考えられ，③その時の河床付近にあった下段の泥岩層をすべり

面としてＬ３－２の地すべりが発生し，河川の閉塞が起きたが，④浸食されてさ

らに河床低下したと考えられるとし，県の見解に矛盾はないとしている。  
しかしながら，被告の主張のとおり滑ったと考えるならば，Ｌ３－２ブロック

は川側に最低８０ｍ，実際には１００ｍ以上川側へ滑動したことになるので，Ｌ

３－１とＬ３－２の境界部には幅最大１００ｍ，深さ２０～３０ｍの大陥没地形

が形成されて，明瞭な崩落崖として存在するはずである。  
しかしながら，Ｌ３－２の頭部には，崩落崖は一切存在しないのである。この

ことは，被告及び石川県の見解が誤っていることの何よりの証左である。  
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この崩落崖の存在について，被告は，崩落崖が現在確認できないのは，地形の

改変があったためであるとしている｡ 
しかしながら，乙１９４号証では，昭和２３年の地形図と昭和４３年の地形図

を対比しても，その差は明瞭ではない｡昭和４３年の地形図は，昭和２３年地形

図と比較して谷や尾根が消滅するほどの地形の改変があったと認めることは到

底できない。  
この改変を知るための情報は，石川県作成の平成１８年度報告書７－２４－６

ページ以下（甲３４号証，被告の引用する乙１９４号証の続きの部分）から読み

取ることができる。  
甲３４号証７－２４－６ページの図－４．２ (1)「旧地形図から推定される地形

改変の状況（１測線）」においては，１－１′測線の断面を切った図で旧地形（昭

和２３年地形図）の地表面を表す線が一点鎖線で表示されている。同一点鎖線は，

Ｌ３ブロックの頭部から端部に向かってなだらかな線が書かれ，尾根も谷もなく，

崩落崖もない。頭部から中央にかけて１０ｍ前後の盛土となっており，末端部は

切り土になっている。地形の改変はあったが，ごく小さいものにとどまり，地形

の改変で崩落崖が消滅したということではないことは明白である。  
また，甲３４号証７－２４－５ページの図－４．１「旧地形図から推定される

地形改変の状況」では，Ｌ３－２ブロックの境界の一部に，「改変無し」の区間

がある。「改変なし」部分では，崩落崖の形跡は残ると考えざるを得ないが，そ

の形跡は見あたらない｡ 
以上から明らかなとおり，人為的な地形の改変で崩落崖が消滅したということ

はないのであり，そもそもＬ３－２の頭部に崩落崖が存在していなかったことは

疑いようがない。  
なお，乙１９４号証２ページ目の昭和２３年の地形図ではＬ３の地すべりブロ

ックの中央に谷地形があり，その右測（川側）に尾根状地形が認められるとある。

しかしながら，被告の主張によればＬ３－２ブロックが約１００ｍ川側へ滑動し

たことになるので，当然，地形上尾根状地形はＬ３－２ブロックの境界線に沿っ

て１００ｍ以上川側への平面的なズレが認められるはずであるが，地形図の尾根

形状はＬ３－２ブロックの境界線の前後で連続しておりズレが見られない｡この

事実からしても，被告の想定が全く根拠のないことは明白である。  
(3)ア また，ボーリング柱状図のコア性状の差異によりすべり面を想定するのは何ら

根拠のない「想定」でしかない。  
上記差異があるとしても，すべり面として，原告第３準備書面別紙概略説明図

その２「想定できるすべり面①」及び「想定できるすべり面②」のとおり，Ｌ３

を１つの土塊としてすべり面を想定することは十分に可能である。  
また，仮に被告の主張を前提とすると，Ｌ３－２の末端部分においても新たな

地すべり面を想定できることになる。  
すなわち，Ｌ３－２の末端部分の５Ｂ－１０及び４Ｂ－９地点におけるボーリ

ング調査においても，その柱状図のコア性状には大きな差異が認められるのであ

って（乙７５号証２枚目「Ｌ３地区地質断面図」），５Ｂ－１０地点と４Ｂ－９地
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点の中間にも地すべり面が想定されることになるのである（原告第３準備書面別

紙概略説明図その２「想定できる末端土塊のすべり面」参照）。  
そもそも，ボーリングデータによって判読できるのはせいぜいすべり面の「候

補」にしか過ぎないのであって，仮にボーリングデータによってすべり面を想定

するのであれば，外形的地形や崩落崖の有無などの情報を総合する必要がある。 
しかしながら，Ｌ３－１とＬ３－２の境目には外形的地形の変化はなく，また，

崩落崖も存在しない。ボーリングデータはＬ３をＬ３－１とＬ３－２に分断する

根拠にはなりえないのである。  
イ これに対し，被告は，「標高の高い側の１０Ｂｏ‐２孔と標高の低い側の１２

Ｂｏ‐４孔を比較すると，すべり面の深度及び土塊の性状に大きな差異があった

こと，さらにこの土塊の性状の差異は，上下段方向にそれぞれ連続性があったこ

とから，この２孔の間には過去に発生した地すべりに起因する境界を認めること

ができた。」等と主張し，乙第１６０号証，第１６１号証を引用している。  
しかしながら，県が１０Ｂｏ‐２孔と１２Ｂｏ‐４孔の間に断層があると推定

していた時点では，１２Ｂｏ‐４孔でのすべり面の深さは約５０m 付近にあると

認められる（乙７０の４頁の断面図から読み取ると，地表から５０m 程度に引か

れている。）。とすれば，すべり面の深さは，順に１５．２５m，３３．３５m，

５０m，６０．１３m となり，想定すべり面深度は徐々に大きくなる傾向となり，

被告が主張するような大きな差異はなくなる。  
被告は，断層がないと判断した後，唐突に，１２Ｂｏ‐４孔のすべり面の深さ

を約５０m 付近から，６４．３０m に変更しているが，すべり面の確実な証拠で

確定しているわけではなく，想定しているだけである（乙第１６０号証でいわく，

「１２Ｂｏ‐４孔については，土砂状のコアが連続する区間の下面（６４．３０

m）をすべり面に設定した
．．．．

。」とある。）。  
つまり，すべり面の深さを約５０m とする案も有力であり，その場合は，想定

すべり面深度に大きな差異はなくなる。  
被告が拠り所とするボーリング調査についても，結局，具体的根拠のない「設

定」に基づくものなのである。  
ウ ボーリング調査については，被告は，「ボーリング１２Ｂｏ－４孔の５５から

６４．３メートルの間は，亀裂が多く，岩片も軟質で岩盤不良部になっている。

平成１６年当時は，この岩盤不良部の原因は，断層により破砕されたものと解釈

していたが，平成１８年度に土塊の詳細な解析を行った結果，元の岩盤の岩種や

地質構造がさほど乱されていなかったことが確認され，地質層序が判別できたた

め，５５から６４．３メートル間が土塊区分の『互層土塊部』に相当すると判定

されたものである」として，ボーリング調査もＬ３－１とＬ３－２が分断される

根拠になるとする。  
しかしながら，上記主張においても，被告は「地質層序が判別できた」などと

いう抽象的な判断に基づいてすべり面を変更しているのであり，合理的な理由が

ないことは明白である。  
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ボーリングデータは，平成１２年度に実施された調査によるものであり，新た

なボーリング調査を行うこともなく，平成１６年時点までの判断を平成１８年に

突然に変更している｡同じボーリングデータで２つの違う結論が出ており，しか

も，調査後，６年も経過して後の判断の変更は，確たる根拠にもなりえないとい

うことは明らかである。被告は，解釈の変更を合理的な判断と主張するが，不明

瞭で抽象的な根拠を基にした判断による変更であり，すべり面が６４．３メート

ルでなければならないということにはならない。５０メートル付近にすべり面を

想定することも有力な案に変わりはないのである｡ 
(4)ア さらには，県は以前Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断される根拠について，Ｌ

３－１とＬ３－２の境界とされる場所に明瞭な崩落崖があって断層があると説

明していた。  
しかしながら，上記説明を受けて専門家が調査したところＬ３－１とＬ３－２

の境界とされている場所に崩落崖など存在していなかった。同専門家が県に対し，

指摘したところ，県は崩落崖が存在しないこと，したがって断層線も存在しない

ことを認めるに至っている。  
イ 被告は，崩落崖については「自然的な動きや人為的な改変などにより・・・崩

落崖が存在しなかった」と主張し，断層線については，断層線の有無はＬ３ブロ

ックの分断に全く影響がない，と結論付けている。  
しかしながら，原告らが知る限りでは，石川県が崩落崖の存在を認めていた時

点からその存在を否定するに至った時点まで，同地において「自然的な動き」や

「人為的な改変」などは確認されていない。  
また，崩落崖，断層線の有無についての被告の主張は，評価を明らかに誤って

いるものでもある。  
崩落崖，断層線の有無について，その判断が変遷した問題点は，以下の２点に

あって，それらはＬ３ブロックの分断にとって重要な意味を持つ要素である。  
第１の問題点は，崩落崖，断層線と地すべり面の関連性にある。  
一般的に，崩落崖，断層線の存在は，そこに地すべりブロックの境界があると

いう有力な根拠になりうるものであり，現に被告も，Ｌ３－１とＬ３－２の分断

の有力な根拠としていた。  
したがって，仮に崩落崖，断層線の有無についてその存否の判断が変わるので

あれば，その存在を前提にした地すべりブロックの境界についても重要な存在根

拠が失われるのであるから，当然に，再検討，再調査が必要となる。  
しかしながら，被告は，崩落崖，断層線という有力な根拠が消滅した後も，全

く同位置に，漫然と，地すべりブロックの境界を設定したままにしている。  
第２の問題点は，被告ないしは県の調査能力の限界にある。  
断層線について，当初，石川県は紛れもなく存在するとしていた。その拠り所

は，ボーリングデータにあるものと思われる。  
ところが，見直しでは，断層がないと判断されるに至っている。その根拠とな

る乙第１６０号証では「既存資料で示されていた断層については，土塊内の地質

を見直した結果，土塊内の層序と基盤岩の層序には大きなズレがなく，断層その
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ものも露頭等で確認できないことから，推定していた断層はないと判断した。」

としか，記載がない。  
新たなデータが追加されたわけではなく，従来から露頭で確認できないことも

分かっていたことであり，石川県は，土塊内の層序に大きなズレはない，などと

いう抽象的な判断で，考え方を変更しているに過ぎないのである。  
結局，断層についての判断の変遷からすれば，当初の調査が全くの誤りであっ

たか，もしくは，見直し調査が抽象的で全く根拠たり得ない，という結論になら

ざるを得ず，それは，Ｌ３ブロックの構造を県が充分把握しておらず，また，調

査能力に著しい問題があることを明確に意味するものである。  
(5)ア また，被告の主張を前提とすると，以下のとおり，Ｌ３全体のすべり面につい

ての疑問が残る。  
被告は，Ｌ３ブロックの地すべりは，川側に緩く傾斜した泥岩層が上段と下段

にあり，これを滑り面としてすべったものであるとし，その想定すべり面を乙第

１６１号証で示している。１測線，６測線の断面図を見れば，泥岩層（ Ims）に

接してすべり面が想定されている。  
ところが，すべり面の位置は，１測線では泥岩層の下面，６測線では泥岩層の

上面と想定されており，考え方が食い違っている。  
さらに，１と６測線と直交する２測線では，１と６測線の地点は泥岩層のとこ

ろにすべり面が想定されているように見えるが，１と６測線をはずれたところで

は，泥岩層にすべり面が想定されていない。１と６測線に沿っては泥岩層の境目

にそってすべり面があるように見えるが，これをはずれたかなりの部分のすべり

面は泥岩層ではない。  
また，旧河床堆積物（ rdo）に着目して見ると，１測線では，旧河床堆積物の

上面にすべり面があるが，６測線では，旧河床堆積物の下面にすべり面がある。

１と６測線が直交する２測線の断面を見ると，すべり面は大半が旧河床堆積物の

上面に設定されており，最も左側の⑥（６測線）と次の①（１測線）の間で急に

上面から下面につなげられている。すべり面の想定に規則性がなく，何を判断の

基準にしているのか，まったく不明確である。  
イ これに対し，被告は，「個々のボーリング調査に基づく想定すべり面をつない

だ地すべり形状とすべて一致するわけではない。」「Ｌ3 地すべりは，周辺の地層

（砂岩，泥岩，凝灰岩の互層構造）の走向傾斜と地すべりの滑動方向が一致する

ものではないことが分かるから，測線の取り方によっては，すべり面の位置や泥

岩層の上面になったり，下面になったりすることも当然あり得ることである。」

と主張する｡ 
しかしながら，被告の上記主張は，暴論である。  
想定すべり面は，ボーリング調査に基づく想定すべり面をつないだ地すべり形

状とおおよそ一致していなければならないことは明白である。  
殊に，被告が主張するように泥岩層に接してすべり面が設定されているのであ

れば，なおさら，泥岩層との関係において想定すべり面がボーリング調査の結果

と一致しなければならないことは論を待たないものであり，一致しないのであれ
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ばそれはすなわち想定すべり面が誤っていることを意味するのである。被告の上

記主張は，「想定すべり面」という概念自体を誤った，暴論である。  
被告の想定すべり面を検証するに，１測線，６測線では，泥岩層をすべり面と

しているように見えるが，これらとほぼ直角方向の２，３，４，５測線において

はすべり面が泥岩層を含めたすべての地層を切断しており，泥岩層と密接な関係

がないことは明白である｡ 
また，すべり面が旧河床堆積物の上面にあるか下面にあるかという点は，本件

では看過できない大きな意味がある｡ 
被告の想定すべり面においては，１測線では旧河床堆積物の上面に，６測線で

は旧河床堆積物の下面にすべり面が想定されている。  
６側線の場合は旧河床堆積物の下面にすべり面が想定されていることから，過

去の地すべりにより河床が移動したということになり（上面にあれば河床は移動

していないが下面にあれば地すべりにより河床が移動したということになる。），

現在の河床堆積物は，被告の主張するＬ３－２ブロックの過去の地すべりで移動

してきたことにならざるを得ない。すなわち，６測線においては旧河床は現在の

位置よりもずっと山側にあったことになる。  
一方で，１測線においては，河床が地すべりにより移動することはなく，旧河

床の位置は現在の河床の位置と一致することになる。  
すなわち，被告の想定すべり面においては近接地点である１測線と６測線にお

いて，旧河床の位置が全く異なるということになってしまう。被告の想定を前提

とすれば，旧河床の位置関係が大幅に食い違うことになってしまうのである。  
(6)ア 以上のとおり，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとする被告の主張は，

他の調査結果と大きく矛盾するものであり，また何ら合理的根拠がないものであ

る。  
にもかかわらず，県は調査を行っていない。乙７５号証１枚目「Ｌ３地区地質

断面図」の上部のボーリング調査（１０Ｂｏ－３，１０Ｂｏ－２）もその下にあ

る可能性のある他のすべり面の存否を確認するには，ボーリング長が不足してお

り，調査を怠っている。  
イ なお，ボーリング調査の懈怠について，被告は，１０Ｂｏ‐２孔，１０Ｂｏ‐

３孔のいずれにおいても，『貯水池周辺の地すべり調査と対策』（乙１６２）で要

求されている「ボーリング深度は不動層に５～１０ｍ程度貫入するように定め

る」を十分に満たしていると主張する。  
しかしながら，当該地すべり地を適正に判断するための要求が満たされていな

いことは，Ｌ３地区地質断面図を見れば明らかである。  
すなわち，この図においては，１０Ｂｏ‐２孔，１０Ｂｏ‐３孔のボーリング

最深部のすぐ下に地層の境となる線が引かれているが，いずれも，ボーリングで

確認されているわけではない。何らの根拠のない，想像で引かれた線であること

は明白である。  
いやしくも，Ｌ３のような超大規模地すべり地における調査においては，すべ

り面の設定に関しては調査を尽くすべきである。  
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また，１０Ｂｏ‐２孔と１２Ｂｏ‐４孔の間の区間についても，石川県はボー

リング調査で確認することなく，地層が不連続になると断定している。Ｌ３－１

とＬ３－２の境界について根拠がない以上，調査をすべきことは明らかであるし，

その間に１孔のボーリングをすれば容易に明確な判断ができる。  
ウ 被告は，「ボーリング調査の目的は，すべり面の位置の把握と地すべり土塊の

性状の把握が主目的であり，Ｌ３地点においても，不動岩盤の区間を確認した時

点で，その目的を果たしている。」「１０Ｂｏ－２孔と１２Ｂｏ－４孔のすべり面

の位置の食い違いは，地すべりが２回の滑動により形成されたと考えるに十分な

根拠といえる」とも反論している｡ 
しかしながら，本件においてはボーリング調査の懈怠があったことは明白であ

る。  
すなわち，そもそも当該区間にすべり面を想定したのは，１０Ｂ－２と１２Ｂ

－４とのデータに大きい相違があることから，この間にすべり面があるはずとい

う推定をしたに過ぎない。この推定を裏付ける調査はなされず，すべり面の境界

の崩落崖を確認できないのは，地形の改変があったためであるとして明確な根拠

なく想定しまったものなである｡ 
被告は，ボーリング調査の目的は，すべり面の位置の把握と地すべり土塊の性

状の把握が主目的であるとするが，平成１８年時点で断層がないと判断するに至

ったという時点で，上記目的が要請されたことは明白である。地表から確認でき

ないのであるから，ボーリング調査によって調べるべきだったことは明白であ

る｡ 
第３ Ｌ３ブロックを１つと見た場合の安定解析について  

１ 被告は，Ｌ３を一つの地すべりブロックとして検討した場合の安全率がＬ3 を２つ

に分割した安全率より大きく，Ｌ３を２つに分割した安全率の低下量のほうがより大

きい，と主張している。  
しかしながら，被告の主張する安定計算には大きな疑問がある。  

２ (1) 被告が示した試算は，乙第１５８号証と乙第１５９号証に示されている。乙第１

５９号証においては，１測線と 6 測線の二つの結果が示されている。  
ところが，乙第１５８号証では，Ｌ３ブロックの１測線の計算結果はなく，6 測線

についてのみ，L３ブロック全体の安定計算結果が示されており，その結果の比較

は次のようである。  
【６測線のＬ３ブロックとＬ３－２ブロックの比較】  

 安全率  抵抗力  起動力  
Ｌ３  ０．９７９  ５１，９４９  ５３，０４０  
Ｌ３－２  ０．９７３  ４６，６４９  ４７，９５２  
差   ５，３００  ５，０８８  

注１：水位低下 EL.１３２ｍ→９７ｍ  
注２：いずれの場合も１つの層（全体が同質の土塊）として計算され，すべり面の抵抗を示す

粘着力は２５ｋN/m2 としている。  
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上表から，L３－１と L３－２を一体としたＬ３ブロックの場合，L３－２ブロッ

クの場合に比べて，抵抗力で５，３００，起動力で５，０８８増加しており，比率

にして１割強の増加である。増加が少ないのは，乙第１５８号証の断面図のとおり，

L３－１ブロックに相当する部分の土塊が細長く，薄いためである。  
(2)ア ところで，上記試算においては，Ｌ３の粘着力を２５kN/㎡としているが，同

数値は大きく取りすぎている。Ｌ３－１ブロックの厚みは１５から２０ｍ程度で

あり，この場合，粘着力は１５ないし２０ｋN/㎡であるからである（乙１６２

の『貯水池周辺の地すべり調査と対策』１３３頁）。  
すなわち，被告の試算はＬ３－１ブロック部分に相当する部分の抵抗力を過大

に評価していることになり，L３の抵抗力は，５１，９４９よりも小さくなる。

そして，抵抗力に比例して安全率も低くなる。  
すなわち，Ｌ３一つのブロックの方が，二つに分割するよりも安全であるとは

到底言えないのである。  
イ また，１測線を想定した場合を考えてみると，乙第７５号証の断面図でも分か

るように，１側線においては６測線に比較して２倍程度の厚みを持っている。こ

の場合，すべり面にかかる起動力は土塊重量に比例するので，起動力は２倍程度

大きくなる。一方，抵抗力はすべり面の粘着力と摩擦抵抗によるが，土塊重量に

比例して大きくはならない。  
すなわち，１側線を想定した場合，起動力の増加が抵抗力の増加を上回り，そ

の結果，Ｌ３全体の安全率の低下が大きくなる。  
仮にＬ３ブロックについて安全率低下に問題がないというのであれば，１測線

の安定計算結果を示す必要がある。  
ウ そもそも，これらの乙号証の書類で示された計算根拠は，参考程度のものであ

る。  
第１に，被告の試算は，複雑な地質の重なりを単に一つの地質に色分けして単

純化したモデルであり，計算の精度はそれほど多く望めない。計算値は飽和重量，

湿潤重量，粘着力などの条件値は有効数字２桁程度であり，これらの数値を代入

して得られた結果である安全率についても小数点以下の２桁程度が有効数字で

ある。安全率の差０．００６は小数点以下３桁目の数値であり，有意な差とは言

えない。  
被告の試算が有意なものとは到底評価できず，同じような条件を設定して計算

しても数パーセント程度の安全率の相違が発生することは，県の報告書でも確認

できる。  
すなわち，乙第１５９号証の３３頁に，  

 
●L３ １－１ ’測線すべり線（H18）水位維持 EL.132.0m 

安全率 ０．９９１  
抵抗力 ４６，０７８．１ｋＮ／ｍ  
起動力 ４６，４８３．０ｋＮ／ｍ  
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とある。これは，L３‐２ブロックの安定計算である。  
これと同じケースを検討した結果が，『平成１６年度犀川総合開発事業（辰巳

ダム建設）ダム全体設計検討業務委託報告書 Ⅱダム施設計画および概略施工計

画編２００５‐３』３－４頁に記載されており，  
 

●Ｌ３地すべり，サーチャージ水位時（ＥＬ．１３２ｍ）  
安全率（Ｒ／Ｄ）０．９６  
抵抗力（Ｒ）４，８９３ｔｆ／ｍ＝４７，９８３ｋＮ／ｍ  
滑動力（Ｄ）５，０９６ｔｆ／ｍ＝４９，９７４ｋＮ／ｍ  
 

となっている（注：単位をｔｆ／ｍからｋＮ／ｍへ変換している。起動力と滑動力は同義

である。）。  
これも，Ｌ３－２ブロックの安定計算である。  
以上を分析すると，前者は，抵抗力と起動力との差は，４０５であったが，後

者では，１，９９１となり，安全率の差は０．０３（３％）である。いずれも県

が同じ水位条件で計算したにもかかわらず，抵抗力と起動力の差は約５倍も異な

り，安全率は３％も相違している。  
また，乙第１５９号証の５３頁に，  
 
●Ｌ３（６－６ ’断面）すべり（H18）水位維持 EL.132.0m 

安全率 ０．９８１  
抵抗力 ４５，４０６．３ｋＮ／ｍ  
起動力 ４６，２９５．７ｋＮ／ｍ  
 

とある。これも，Ｌ３－２ブロックの安定計算である。  
６－６ ’断面は，前述の１－１ ’断面を基準に，平面上で時計回り方向に６度，傾

きが異なるだけである。６－６ ’断面では，１－１ ’断面に比べて，安全率は，０．

０１（１％）低下し，０．９８（９８％）となっている。仮に，前述の例と同じ

ように安全率が３％低くなれば，０．９５となる。  
このように，単純化したモデルによる簡略な計算方法では，数パーセントの食

い違いは容易に発生する。被告の試算は，信用に値しない。  
エ さらに，L３ブロックについて，１－１ ’断面，６－６ ’断面で安定計算がなされ

ているが，ブロックの断面を切る位置によって安全率が異なることを考えれば，

L３ブロックの安定性の検討が十分に尽くされているとは言えない。  
地すべり地から見て南から西側の山地の等高線の向きを考慮すると（地すべり

においては等高線と直角方向に最も大きな起動力が作用する。），地すべり土塊の

移動方向が１測線や６測線よりも時計回りの逆方向にずれている可能性も高い。

より不安定な断面を見つけ，安定計算がなされなければならないのである。  
オ 以上，分析したとおり，Ｌ３－１を含めたＬ３全体のブロックが必ずしも安全

側になるとは限らないのであって，被告の主張は明らかに誤っている。  
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(3) これに対し，被告は，上記原告の指摘について，測線や断面が異なれば，当然，

抵抗力，滑動力（起動力）も異なるのであるから，それらに基づいて算出される安

全率が違ってくるのも当然であり，そもそも比較すること自体が間違っている等と

主張する（被告第１２準備書面９ページ）。  
(4) そこで，以下に被告の引用する証拠からの安全率を掲載する。これらを比較する

ことで，条件変更による安全率の低下が検証できる。  
①Ｌ３－２（Ｈ１８）１－１′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル  

０．９９１  
②Ｌ３－２（Ｈ１８）１－１′測線，水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９８１  
③Ｌ３－２（Ｈ１８）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル  

０．９８１  
④Ｌ３－２（Ｈ１８）６－６′測線 , 水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９７３  
⑤Ｌ３（Ｈ１８）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル  

０．９９１  
⑥Ｌ３（Ｈ１８）６－６′測線 , 水位低下ＥＬ．１３２→９７メートル  

０．９７９  
⑦Ｌ３－２（Ｈ１６）６－６′測線，水位維持ＥＬ．１３２．０メートル 

０．９６ 

（⑦のケースは，平成１６年時点の検討であり，すべり面を変更する前のもので

ある。） 

ア 水位維持ＥＬ．１３２．０メートルから水位低下ＥＬ．１３２→９７メートルの

変更では，つぎのとおりであり，平均０．０１０低下する。  
①→②０．０１，③→④０．００８，⑤→⑥０．０１２  

イ 測線の違い（１－１′測線→６－６′測線）では，平均０．００９低下する。  
①→③０．０１０，②→④０．００８  

ウ すべり面の変更（Ｈ１６断層によるすべり面→Ｈ１８断層消去によるすべり面）

では，０．０２１低下する。  
③→⑦０．０２１  

このうちの最も安全度の高いケース①０．９９１の場合であっても，上記の３つ

の変更をあてはめて安全率を減ずると，０．９５１となる。また⑦０．９６のケー

スでは，水位維持から水位低下に変更すると０．９５となる（以下⑧とする。）。  
以上のとおり，数パーセント程度の安全率の相違が発生することは明白であって，

被告の試算は信用に値するものではないことは明白である。  
(5)ア 上記原告の試算に対して，被告はそれぞれの条件が複合的に作用するので安全

率の低下を一律に数値化できるものではない等として原告の安全率低下の試算

は無意味であると断定し，そして，⑧については０．９７と計算されており，原

告の指摘は全く意味がないとする。  
イ しかし，被告の計算する上記⑧の安全率には疑問があると言わざるを得ない。 
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すなわち，被告の説明によれば，「貯水位の急速な下降による残留間隙水圧の

発生」によって抵抗力が低下し，安全率が低下するのであるから，満水状態のケ

ース⑦よりも水位下降状態のケース⑧の安全率（Ｒ／Ｄ）が小さくならなければ

ならないはずである。そうすると，ケース⑦は安定計算結果０．９６であるから，

満水位から９７ｍまで水位を低下させる場合（ケース⑧），安全率は０．９６よ

りも低くなるはずである。原告の主張するように０．９５と低下するのは自然で

ある。  
他方，石川県の算定結果では，逆に０．９７と大きくなっている｡ダム湛水に

伴う地すべりのメカニズムの説明が正しいとすれば，明らかに矛盾している。  
このケース⑦とケース⑧の算定結果の矛盾についての説明が被告からはまっ

たくない。⑧について石川県は入力条件等をミスしている可能性があるし，繰り

返し計算の最大値あるいは最小値をとらえ損なっている可能性もある。  
上記のとおり石川県の算定結果に疑問が残る以上，計算の過程を含めて検証

（検算）をすることは必要不可欠であるが，被告は計算結果を出すのみで原告そ

の他の専門家によって検証が可能な程度の計算過程，データをまったく提出して

いない。被告から何らデータが提出されていないことからすれば，計算過程に疑

義があるというほかない。  
第４ Ｌ３ブロックについてその他の主張  

１ 万が一，Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断されるとしても，Ｌ３－２ブロックが地

すべりを起こす危険性が充分にあると言わざるを得ない。  
すなわち，県は，本件ダムサイトにおけるＬ３－２ブロックについて，Ｒ／Ｄ比が

５パーセント以上低下しないため対策工が必要ないとしているが，上記安定計算につ

いては，以下のとおり疑問があると言わざるを得ない。  
県は本件ダムサイトの他に，サーチャージ水位が標高１３９メートルとなるＢサイ

ト及びサーチャージ水位が１４３メートルとなるＣサイトについてもＬ３ブロックの

地すべりの安定計算を行っているところ，これらについては，同ブロックの安全率が

５パーセント以上低下する，つまり，地すべり発生の危険性が高いとして抑止工が必

要であると結論付けている。  
しかしながら，本件ダムサイトとＢサイト及びＣサイトのサーチャージ水位の差は，

地すべりブロックの高さ約６０メートルと比較すると，わずか７メートルもしくは１

１メートルしかない。  
このように，わずかな水位の差しかないにもかかわらず，本件ダムサイトにおいて

は安全率低下に問題はなく，Ｂサイト及びＣサイトにおいては安全率低下に問題があ

るとする被告の安定計算には，大いに疑問が残るといわざるを得ない。  
２ (1) また，被告の計算においては，辰巳ダム湖の貯水位の条件を，サーチャージ水位

１３２メートルを最高水位として，Ｌ３ブロック全体の安全率が０．９５を超えて

いると結論付けている（乙第１５８号証）。 

(2) しかしながら，そもそも貯水位の条件について，サーチャージ水位１３２メート

ルを最高水位とすることは問題である。  
(3) ダム堤体の構造計算では，「ダム堤体の安全性確保の想定水位」として，２つの水
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位が用いられている（乙第９６号証）。サーチャージ水位と設計洪水位である。本

件では，それぞれ１３２メートル，１３５．５メートルとなっている。  
地すべりの安定解析においても，ともに重要であり，「地すべりの安全性確保の

想定水位」として，両方の水位を条件とすべきことは論をまたない。想定外の洪水

に対しても安全性を確保しておかなければ，安全を確保するためのダムが災害を引

き起こす原因になるからである。この条件で，安全率が０．９５を超えているか否

か，確認をする必要があるのである。 

(4) しかるところ，被告は安全率の計算にあたってダム湖の貯水位の条件として設計

洪水位１３５．５ｍは採用していないのである。被告の依拠する安全率低下の計算

は不十分なのである。 

３ (1) また，被告は，ダム湖の湛水によるすべり面の安定に関して，すべり面の水没の

割合（水没深／すべり面の標高差）２０％を超えると地すべりの頻度が大きくなる

（乙第１６４号証）と説明している（被告第８準備書面１４頁下６行目）｡ 

Ｌ３－２ブロックの貯水位条件として，設計洪水位１３５．５メートルのケース

を適用して，水没の割合を計算してみるとつぎのようになる。 

 

すべり面の水没の割合（％）＝水没深／すべり面の標高差×１００ 

水没深(貯水面からすべり面下端までの水深,ｍ)＝貯水位-すべり面下端標高 

すべり面の標高差（ｍ）＝すべり面の上端標高―下端標高 

 

【Ｌ３－２ブロックの設計洪水位１３５．５メートルの場合】 

水没深＝１３５．５―１１５＝２０．５ 

すべり面の水没の割合＝２０．５／９５×１００＝２２パーセント 

(2) 設計洪水位１３５．５メートルを適用した場合は，水没の割合が２２％と地すべ

りの発生頻度が大きくなる境の２０％を超過している。 

(3) 上述したとおり，安全率の計算にあたってダム湖の貯水位の条件として設計洪水

位１３５．５ｍについても検討するべきであるところ，すべり面の水没の割合とい

うすべり面の安定に関して，設計洪水位を前提とすれば，仮に被告の主張するとお

りＬ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されるとした場合，Ｌ３－２ブロック

について地すべりが起こる危険性が大きくなるのである。  
４ (1) また，被告は安定解析の対象となる土塊ブロックについて，定量的評価方法が十

分確立されていないこともあり，実際のＲ／Ｄ比を評価することなく，「現状で地

すべり地が滑動中でないと判定された場合，一般的に，安定解析では最も安全側を

とって，Ｒ／Ｄ＝１．００と仮定している。」（同書面７頁８～１０行目）としてい

る。 

そして，地すべりを防止する対策については，「現在安定している地すべり地で

あり，かつ，貯水池の湛水によるＲ／Ｄ比の低下が０．０５未満の地すべり地につ

いては，これまでの実績から，湛水後も滑動に至らないことが多いことから，」（第

８準備書面７頁下５～下３行目）地すべり対策工は必要ないとしている。 

(2) しかしながら，上記基準は湛水によってＲ／Ｄ比の値が０．０５低下しても地す
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べりが発生した事例が少ないということから設定された，あくまでも目安であり，

絶対的な基準，すなわち絶対に地すべりが起こらないことを意味するものではない。

実際のＲ/Ｄ比が１．００ぎりぎりである場合，湛水によって安定性が低下し，Ｒ

／Ｄ比が１．００を下回れば，地すべりの可能性が排除できないし，現にＲ／Ｄ比

が０．０５まで低下しなくても地すべりが発生したケースはある。 

(3) Ｌ３ブロックは，ごく最近地すべりが起こっていないが，県の試算結果によって

も地すべりが発生する可能性を否定できない。 

特に，Ｌ３ブロックのように土塊が巨大ですべり面が深い場合は，一旦土塊が動

き出すとこれを止めることが非常に困難である。事後的対策によっても地すべりを

止めることができない可能性が高い。 

また，少なくとも，Ｒ／Ｄ比の低下が僅かであっても，対策工を行ってＲ／Ｄ比

を１．００まで回復させるべきである｡しかしながら，被告の計画においては上記

対策について一切検討されていないのである。 

第５ 瀬領地区について  
１ また，本件地すべり地の対岸の瀬領地区は地質学的にはＬ３の流れ盤地すべりに対

して受け盤地すべり地にあたり，Ｌ３の地すべりと対になって発生する可能性が極め

て高いことが専門家により指摘されている。  
それにもかかわらず，県は瀬領地区の地すべり発生の危険性について全く調査して

おらず，また，学識経験者からの意見聴取もしていない。仮にこの地区において地す

べりが発生した場合は，多大な損害が生じうるのは，本件地すべり地と同様である。 

また，現実にも，県がボーリング調査を行った場所から下流側約１００メートルの

ところで，平成２０年，豪雨により幅約１００メートル，高さ約３０メートルの規模

の崩壊性の地すべりが発生しているのであって，瀬領地区においても同様の地すべり

が発生する可能性が極めて高い。  
２ (1)ア この瀬領地区について，被告は地すべりが発生する可能性はないと主張してお

り，その根拠として，昭和６０年に石川県が行った地形判読調査の結果，地すべ

り地形はないとの報告を受けたこと，及び昭和６３年に石川県が行った地表踏

査・ボーリング調査の結果，犀川が浸食して急崖を形成してからこれまでに地す

べりは起こっていないとの報告を受けたこと，を挙げている（被告第３準備書面

Ｐ５７，５８）。  
イ 具体的な県の調査結果は，地形判読調査においては①瀬領町における段丘面は

平坦に連続していることであり，地表踏査及びボーリング調査では②各露頭やボ

ーリングコアには地すべりのすべり面となる粘土層，断層，破砕部等が認められ

ず，また，それぞれの地質がボーリング孔や瀬領町付近の露頭にわたって連続し

ており，地すべり岩塊のような地層の乱れが認められないこと，となっている（乙

６９Ｐ３）。  
しかしながら，①については，地すべりが発生しても段丘面にずれが生じると

は限らないのであって（例えば，水平方向に数メートル移動した程度の地すべり

であれば段丘面のずれは生じない），段丘面が平坦に連続していることをもって

地すべり地ではないと結論付けることはできない。  
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また，石川県の行ったボーリング調査についても，ボーリング長は１５メート

ルから最長で４０メートルしかなく（乙６９Ｐ４），河床には達するまでのボー

リング調査は行っていない。岩盤すべりを想定した調査をするには，河床まで達

するボーリング，すなわち当該地区においては少なくとも６０メートルのボーリ

ング調査をする必要があるのであって，石川県の調査は全くの調査不足であり，

岩盤地すべりの調査として何の意味も無いものである。  
ウ また，仮に瀬領地区が被告の主張するとおり地すべり地形ではないとしても，

地すべりが発生することはある。「初生地すべり」と呼ばれる。 

エ 地質学的に考慮すると，数千万前の地層は，対岸の鴛原地区と瀬領地区は連続

していたと考えられる。鴛原は流れ盤すべりであり，瀬領地区は受け盤すべりの

可能性があり，過去に発生した弱い地層をすべり面として地すべりが起こる危険

性がある（スライド４７）｡また，平成２０年７月２８日の豪雨では，瀬領集落

端から１００メートルほど下流で幅約１００メートル，高さ約３０メートルにわ

たり，大規模な斜面崩壊が発生している。地すべり末端部の動きを示唆する災害

現象と考えられる（スライド５３）｡また，石川県土砂災害情報システムＳＡＢ

Ｏアイの「危険箇所図」では，瀬領地区の一部が「地すべり危険地区」となって

いる（スライド５１）。さらに，隣接して，県道の北側に地すべり危険度のある

Ｒ２ブロックが位置している（スライド５１）｡加えて，集落の犀川に面する急

斜面の崖地に沿って不安定斜面となっている｡上記各点を留意すれば，初生地す

べりの危険性があると言わざるを得ない。 

(2) また，被告は，前述した平成２０年７月２８日の大規模崩壊については，復旧工

事の工法から判断して地すべりではないことを理由として瀬領地区において地す

べりが発生する可能性はない，と主張している（被告第３準備書面５７頁以下，被

告第８準備書面１７頁以下）。  
しかしながら，前記大規模崩落地の直上流の瀬領地区において，平成２１年１１

月頃から崖地法面の補強などのための工事が開始されているところ，この工事に先

立ち対策工を検討した，『平成１８年度犀川辰巳治水ダム建設事業ダム貯水池内斜

面対策工設計業務委託（平成１９年３月）』においては，斜面の安定計算がなされ，

地すべりに用いられる工法（鉄筋挿入工）が提案されている。すなわち，上記検討

においては瀬領地区が地すべり地であり，地すべりが発生する可能性を前提にした

調査・検討がされているのである。  
また，金沢市が行った災害復旧工事の内容についても，同工事は緊急に行われた

と考えられ，地すべり地形であるかどうかも含めて慎重かつ詳細に検討した後に補

強土工法が採用されたとは評価できない。崩壊後まもなく工事に着手しているなど

から，地質調査などの時間的な余裕は無く，単に原形復旧しただけの可能性が充分

に高いのであって，金沢市の復旧工事の内容を根拠として瀬領地区が地すべり地形

ではないとするのは，根拠薄弱であるばかりか，暴論である。  
第６ 手続の瑕疵について  

１ 河川法第１６条の２第３項によれば「河川管理者は，河川整備計画の案を作成しよ

うとする場合において，必要があると認めるときは，河川に関し学識経験を有する者
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の意見を聴かなければならない。」とされている。 

しかしながら，本件においては，地質工学専門家など学識経験者からなる「犀川水

系流域委員会」の審議において，上記地すべりに対するデータは提供されず，地すべ

りに関する審議は全くなされていない。 

２ 被告は，上記について，河川法施行令１０条の３に定める「河川整備計画の目標に

関する事項として，河川工事の目的，種類及び施工場所並びに当該河川工事の施工に

より設置される河川管理施設の機能の概要等」に地すべりに関する事項は該当しない

のであるから，手続上の瑕疵は存在しないと主張する。  
しかしながら，同施行令１０条第１項においては河川整備計画の作成について「災

害の発生の防止又は軽減に関する事項については，過去の主要な洪水，高潮等及びこ

れらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の現象，地形，地質，

開発の状況等を総合的に考慮すること」と規定されている。  
本件地すべり地及び瀬領地区の地すべり地の存在，並びに地すべり発生の危険性は，

上記規定に該当することは文言上明白である。  
３ また，本件河川整備計画が策定された平成１７年３月当時，河川管理者である県は

鴛原地区に地すべり地（Ｌ３）が存在することを認識し，また，他のダムにおいて地

すべり災害が深刻化していることを認識していたのであるから，Ｌ３における自身の

調査が正当なものであるか否かを検討するために，学識経験者からなる意見聴取・審

議の手続が必要不可欠であり，手続上要請されていることは明らかである。  
また，地すべり問題が高度に専門的分野であり，さらに仮に地すべりが発生した際

の災害の深刻さに鑑みれば，その必要性はより明らかである。  
以上については，原告第１１準備書面Ｐ１８以下を参照されたい。  

４ したがって，本件においては河川法１６条の２第３項，同法施行令１０条第１項に

基づき，学識経験者からの意見聴取・審議の手続が不可欠となる。  
にもかかわらず，本件事業認定においては上記手続が全く行われていないのである

から，手続上の瑕疵があることは明白である。  
第７ 結論  

以上のとおり，本件処分においては超大規模地すべり地，考慮すべき点を考慮して

おらず，また重要な事実につき誤認があり重要な事実の基礎を欠いている。また学識

経験者からの意見聴取の手続すら行われていない。 

よって，本件処分は，裁量権を逸脱，濫用したものであり違法である。 

 
 
 


