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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 ３ 準 備 書 面 

 

２００９年７月１０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 

 

原告らは、主として被告の第３準備書面中の超大規模地すべりの問題と代替案の検

討の問題についての反論に対し、以下のとおり再反論する。 

 

第１ 超大規模地すべりの問題について 

１ Ｌ３ブロックの分断の非合理性 

(1) 他の調査結果との矛盾 

ア 被告は、Ｌ３について、「地すべり中段で実施したボーリングの柱状図等

から、想定すべり面深度及び深部のコア性状に大きな差異がある箇所が認

められたため、その２孔の間に地すべりブロックの境界を設定し」た、と

主張している（被告第３準備書面５６頁）。 

しかしながら、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。 
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イ 石川県の調査によれば、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。具体的には、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、旧河床堆積物に乗り上げた格好になって

いる（乙７５号証）。 

すなわち、乙第７５号証の２枚目にある「Ｌ３地区地質断面図」によれ

ば、旧河床堆積物 rdo の上部に地すべり土塊の末端部が約１００メートル

にわたり堆積しており、現在の河道のところは川の浸食作用により堆積し

た土砂が削られたと考えられることからすれば、少なくとも１００メート

ル以上は滑ったと考えられる。 

仮に被告が主張するように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（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、殊に土塊の中段部分は劣化や乱れが激しくなるは

ずである。 

ウ ところが、同じ石川県の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号証の「２．安定性の評価」の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。上記石川県の調査

を前提とすれば、Ｌ３ブロックがＬ３－１とＬ３－２に分断されることは

ありえないのである。 

(2)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、以下のとおり何ら根拠のない「想定」でしかない。 

イ すなわち、仮に被告の主張するような上記差異があるとしても、すべり
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面として、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。ボーリングデータの差異はＬ３をＬ３－１とＬ

３－２に分断する根拠とはならない。 

ウ 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号証の２枚目「Ｌ３地区地質断面図」）、仮に被

告の理論を前提とすると、５Ｂ－１０地点と４Ｂ－９地点の中間にも地す

べり面が想定されることになるのである（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）。Ｌ３－２が末端部分において分断される

ことになるのである。 

エ そもそも、すべり面の調査は、通常、深い穴を掘ってそこにアルミパイ

プを入れておき、時間をおいてその変形を確認する（すべり面の境目でア

ルミパイプが歪むことになる。）という方法によって行われるものである。

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（詳細は後述する。）。 

すなわち、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。 

オ 以上、あらゆる観点からみて、ボーリングデータによりＬ３をＬ３－１

とＬ３－２に分断するとする被告の主張には何ら理由はない。 
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(3) 他の根拠 

さらには、石川県は、以前、Ｌ３がＬ３－１とＬ３－２に分断される根拠

について、Ｌ３－１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（乙７０号証４頁に「断層線」の記載がある。）。 

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Ｌ

３－２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

が石川県に対し、どこに明瞭な崩落崖が存在するのかと指摘したところ、石

川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（乙７５号証では、乙７０号証に記載のある断層線が消され

ている。）。 

(4) まとめ 

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。Ｌ３ブロックについては、その全体が１つのすべり面で活動し、

もしくは未知のすべり面が存在する可能性が極めて大きいのである。 

にもかかわらず、石川県はＬ３全体を１つのブロックとして安定計算をす

ることもなく、また、他のすべり面の調査を行っていない。乙第７５号証の

１枚目「Ｌ３地区地質断面図」の上部のボーリング調査（１０Ｂｏ－３、１

０Ｂｏ－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、石川県が調査を怠っていることは明ら

かである。 

２ 他のダムサイトとの比較の観点から 

(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、石川県は、サーチャージ水位が標高１３２メートルとなる本件

ダムサイトにおけるＬ３－２ブロックについて、Ｒ／Ｄ比（安全率）が５パ
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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。 

(2) 石川県は、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

ルとなるダムサイト（本件ダムサイトより上流にあるサイト、以下「Ｂサイ

ト」という。）及びサーチャージ水位が１４３メートルとなるダムサイト（Ｂ

サイトよりさらに上流にあるサイト、以下「Ｃサイト」という。）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Ｂサイト及

びＣサイトについては、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１１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言わざ

るを得ない。 

安定計算に問題がないとするのであれば、被告は専門家による検証が可能

なデータを開示されたい。 

(3) なお、安定計算の問題点については、追ってさらに主張をする予定である。 

３ 末端部分における地すべり発生の危険性 

 (1) 被告は、Ｌ３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

との原告の主張に対し、①Ｌ３末端部のすべりについては、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、②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、③北陸電
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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

落であること、を根拠として、Ｌ３末端部分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５５～５６頁）。 

しかしながら、被告の主張には以下のとおり何ら理由がない。 

(2)ア 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。 

しかしながら、被告の指摘は末端地すべりの危険性を否定する根拠には

なりえない。 

イ すなわち、地すべりは数百年ないしは数千年のスパンで、末端部が侵食

されることにより発生するものであるから、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る。石川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ものである。 

ウ 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（後述するように、平成２０年６月末の豪雨で瀬領地区では幅１００メ

ートルに及ぶ大規模な急崖地崩落が発生している。）、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

りえないのである。 

エ 以上のとおり、被告の上記主張は末端地すべりの危険性を否定する根拠

にはなりえない。 

(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
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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、上述したとおり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。 

(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Ｌ３におい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、上記主張は、地すべり発生の経緯についてその理解を誤っ

た主張であると言わざるを得ない。 

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。すなわち、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もので

ある。 

なお、被告は、当該崩落箇所についてのり面保護工が実施されたと主張し

ているが、しかし、それは崩落面に網をかぶせただけのものであり、のり面

保護工とは到底言えないものである。 

(5) 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、石川県は、Ｌ３の地すべりの型を「風化岩地すべり」としてい

るが（甲★）、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
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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。石川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★）においても、風化岩地すべり地においても、「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。 

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。 

(6) 以上のとおり、Ｌ３末端部分において地すべりが発生する可能性はないと

する被告の主張にはまったく理由がない。Ｌ３の末端部分において地すべり

が発生し、またその末端地すべりを契機として大規模な地すべりが発生する

危険性が充分に認められるのである。 

現に、北陸電力は上記鉄塔を含めＬ３付近の送電線の鉄塔を移設すること

を決めているとのことである。北陸電力がそのような措置を予定しているの

は、Ｌ３において地すべりが発生する危険性が高いからに他ならない。 

しかしながら、石川県は末端地すべりについて何ら検討をしていない。本

件において尽くすべき検討がされていないのは明らかである。 

４ 瀬領地区について 

(1) Ｌ３の対岸にある瀬領地区は、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。 

また、現実にも、後述する石川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６月２８日、同日の豪雨により

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) 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
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った地表踏査・ボーリング調査の結果、犀川が侵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５７～５８頁）。 

具体的な石川県の調査結果は、①地形判読調査においては、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、②地表踏査及びボーリング調査

では、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６９号証３頁）。 

しかしながら、上記はいずれも瀬領町に地すべり地が存在することを否定

する根拠にはなりえない。 

(3) すなわち、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。 

(4) 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 長で４０メートルしかなく（乙６９号証４頁）、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。 

(5) すなわち、石川県の調査は地すべりについて何ら調査をしていないに等し

く、瀬領地区における地すべりの可能性を否定する根拠とはなりえないので

ある。瀬領地区について地すべりが発生する可能性はないとする被告の主張

には全く理由がないのは明白である。それにもかかわらず、石川県は瀬領地
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区の地すべり発生の危険性について上記以上の調査をまったくしていないの

である。 

５ 手続の瑕疵 

被告は、犀川水系流域委員会の審議において上記各地すべりに関する審議が

全くなされていないことについて、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（被告第３準備書面５８頁）。 

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り、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２ 代替案の検討について               

１ 代替８案（石川県が検討した比較案）について 

原告は､訴状（４８頁以下）において、石川県が行った辰巳ダム代替８案の

中の遊水池案及び放水路案の計４案について、理由を示して論外であるとし、

比較検討に値するのは河道改修４案だけである、と主張した｡これに対して、
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被告は､第３準備書面の第７（４４頁以下）で、石川県は土地利用や自然環境

等を勘案の上でダム案を含めた９案を選定して比較検討を行ったものであり、

河道改修４案以外の４案は比較検討に値しないとの主張は、原告ら独自の考え

方にすぎない、と反論する。 

そもそも、代替案を技術的に比較検討することの意味は、科学的知識を応用

して､目的を達成するためにいかに簡単で合理的かつ安価な方法があるかとい

う知恵を出すことである。石川県の放水路案のように、目的を達成するために、

あえて困難で費用が嵩む方法（放水路案は１３００億円～２９００億円）を考

えるのは、単なる時間と労力の浪費にすぎず、技術的な検討とは言えない。こ

のように考えるのは、言わば常識に属するものであり、何ら独自の考え方では

ない。 

さらに言えば、被告は、遊水池案及び放水路案の問題性についての原告の指

摘に対しては、上記準備書面では何ら具体的な反論をなし得ていないのである。 

したがって、比較検討に値するのは河道改修４案のみであるという原告の主

張は正当なものである。 

２ 河道改修案について 

原告は､訴状（４９頁以下）で、河道改修の代替案４案の比較検討について、

区間１と区間６が比較の要点であり、区間６については、A～D 案に加えてコ

ンクリート壁案（Ｅ案）を、区間１については、現況河道の粗度を実態に一致

させると河道改修は不要であるとする見方（案）を、それぞれ示し、費用比較

の問題を指摘した｡これに対し、被告は､上記準備書面（４６～４９頁）におい

て反論し、「まとめ」として、原告の主張する代替案はいずれも技術的､経済的､

社会的及び環境保全等の見地から採用すべきものではなく、原告ら独自の考え

方にすぎないから､失当である、と反論する。 

そこで、以下、この被告の反論に対して検討する｡ 

⑴ まず、区間６（新橋～下菊橋）について述べる。 
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原告の、辰巳ダム未調節流量 1540 ㎥／秒の場合でも水位上昇が３２㎝か

ら３９㎝であり、堤防の高さが不足する区間はコンクリート壁を設置するこ

とで対応が可能ではないかという指摘に対して､被告は､余裕高の意味を過

小に評価している､パラペットは特殊な堤防であり特別の事情によりやむな

く認められる場合だけである、１ｍを超えることはできないなどをあげ、原

告のコンクリート壁案を採用できない、と反論する｡ 

そこで、以下では、被告が提示した証拠書類をもとに、辰巳ダム未調節流

量 1540 ㎥／秒の場合の水位と堤防の関係を確認してみることとする。 

乙第３６号証の１に、区間６（No.8200～No.9774、新橋から下菊橋区間）

における、計画高水流量1230㎥／秒の場合の水位、辰巳ダム未調節流量1540

㎥／秒の場合の水位およびその水位差が表記されている。この区間において、

1540 ㎥／秒の場合の水位は、計画高水流量 1230 ㎥／秒の場合に比べて､

小３０㎝から 大１０１㎝上昇している。この上昇した水位と堤防高､堤内

地盤高の関係を一覧表にまとめたものが、「犀川 区間６（No.8200～

No.9774）における、1540 ㎥／秒の水位と堤防高、堤内地盤高との関係」（別

表１）である。 

左右の堤防高②、⑤から 1540 ㎥／秒の場合の水位①を引いた差③、⑥は、

すべてプラスであり、すべての区間にわたり、堤防高の方が高い｡つまり、

区間６では 1540 ㎥／秒が流れたとしても水位は堤防高内に収まり、計算上

流れることになる｡ 

実際には､波浪などの影響で一時的な水位上昇現象等があるので、河川の

規模によって堤防の高さは余裕高を加えることになっている。河川管理施設

等構造令第２０条１項では、「堤防の高さは､計画高水流量に応じ、計画高水

位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。」（乙６８号

証１１５頁）とあり、犀川の規模の場合､加える余裕高は、１ｍである。 

余裕高１ｍとした場合の余裕高不足は、左岸で No.8800～No.9100、
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No.9400～No.9700 までの約８００ｍ区間で３㎝から９７㎝､右岸で

No.8700～No.9000、No.9500～No.9700 までの約７００ｍ区間で１８㎝か

ら９７㎝である（別表２）。 

    この余裕高不足（３㎝から９７㎝）に対してパラペットを設置すれば余裕

高を確保することができる。区間６については、全区間の両岸で堤防の上に

高さ 80 ㎝程度のパラペット（コンクリート壁）が既に設置されているので

（被告もパラペット設置箇所があることは認めている｡）､大部分で余裕高は

確保されている。ごく一部の区間でパラペットの高さに不足はあるが、継ぎ

足せばよい。 も不足するのがNo.8800 地点であるが、余裕高不足９７㎝に

対して、左岸で８０㎝、右岸で８８㎝の高さのパラペットが既に設置されて

いる。したがって、左岸で１７㎝、右岸で９㎝のコンクリートを継ぎ足せば

よい。そもそも、パラぺットについて１ｍを超えないようにとされる理由は

美観等であり（乙６８号証１１４頁）、安全性の観点からではないのであり、

現在の犀川河畔の状況からすると、１ｍを超えないことを絶対的な基準とし

てとらえる意味はないと言い得るが、それはさておき、構造令で示された範

囲内でも余裕高を確保することができるのである。 

また、河川管理施設等構造令第２０条１項の但書きでは､堤内地盤が河川

水位よりも高い場合には、「堀込河道に余裕高を設けることは築堤河道部分

に計画以上の負担を課することとなるので、このような場合には、余裕高を

状況に応じ０～０．６ｍとする。」という運用事例も紹介されている（乙６

８号証１１７頁。堀込河道とは川の水位が堤内地盤よりも低い河道のこと。）。

堤内地盤が川の水位よりも低い区間（＝堀込河道ではない区間）は､右岸の

No.8700～No.8900 地点の約３００ｍの右岸区間のみであり、この区間を除

けば、余裕高を０．６ｍとすることもできるので、余裕高が不足する区間の

余裕高不足は６㎝から５７㎝と小さくなり､既存のパラペットは必要以上の

高さを有することとなる（別表３）。  
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    このように、区間６について、辰巳ダム未調節流量 1540 ㎥／秒の水位ま

で上昇してもNo.8800 地点付近を除けば、既存のパラペットで余裕高１．０

ｍを確保することができる。堀込河道であることを考慮に入れるならば､さ

らに余裕があることがわかる。 

したがって、現況の河道で流下能力があるので、区間６の河川改修の必要

はなく､事業費用はほとんどゼロである。 

 ⑵ 次に、区間１（河口～伏見川合流点）について述べる。 

被告は、原告の主張について、「その根拠が明らかでなく､当を得た主張で

あるとは認められない｡」と反論する（上記準備書面４８頁）。しかし､原告

は石川県が現況の流下能力を検討する際に依拠した「平成１５年度広域基幹

幹線改修工事（設計）業務委託（その４）報告書」（２００５－３、（株）ア

イ・エヌ・エー）（甲   ）に基づく根拠のある主張をしているので、被

告の反論は不当である。 

河川の事業は、多様で地域固有の自然現象を対象とするので、計画当初の

仮定と建設された施設の現実と必ずしも同じではない。河川の流れやすさを

表す「粗度」はその顕著な例である。ここで問題としている区間１では、上

記報告書（甲   ）によれば、計画当初の仮定値よりも、実際には小さい

数値になっていることが分かっている。 

したがって、この場合の計画当初の仮定と現実に発生している事実との差

は、事業の余裕というとらえ方もできる。 

もとより、河川の機能は、建設された構造物に期待された機能とこれを適

切な維持管理によって実現していくことによって達成される。つまり、現在

の流れやすさを表す「粗度」が小さいとしても、維持管理が十分になされず、

植生が繁茂し、土砂などが堆積すれば、「粗度」が大きくなり、流れにくく

なる。現在の河川が計画よりも流れやすい、つまり、多くの流量を流すこと

ができるとしても維持管理が十分になされなければ、これを確保し続けるこ
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とはできない。維持管理とあわせて、機能が達成できるのである。逆にいう

と、維持管理の水準の目標設定を下げることによっても、計画当初の機能を

達成できるとも言える。 

このように、適切な維持管理を行えば（もともと適切な維持管理を行うこ

とを前提としている！）、流れやすい、つまり多くの流量を流すことができ

る、現在の水準を容易に確保することができる、とも言える。 

したがって、１１２億円もの費用をかけずに現在の断面で辰巳ダムなしの

場合の流量を流すことができることになるのである。 

３ 辰巳ダム案と河道改修案との比較 

「区間６の費用はゼロとしたコンクリート壁案」をＥ案として加え、区間１

の費用については、ゼロの場合と石川県が算出した１１２億円との両方を比較

表にのせて、辰巳ダム案と比較すると次のようになる。 

 

表 辰巳ダム案と河道改修案との事業費比較表 

河道改修案 延長 

A B C D E 

区間 

（ｍ） 寺 町 側

引堤  

片 町 側

引堤 

高 水 敷

掘削 

河 床 掘

削 

コ ン ク

リ ー ト

壁 

ダム案 

１（河口～伏

見川合流点） 

4、100 112 

(0) 

112 

(0) 

112 

(0) 

112 

(0) 

112 

(0) 

２（伏見川合

流点～示野

中橋） 

 

1、000 7 7 7 7 7 

３（示野中橋
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～大豆田大

橋） 

1、550 0 0 0 1 0 

４（大豆田大

橋～JR橋） 
600 6 6 6 7 6 

５（JR橋～新

橋） 
950 8 8 8 8 8 

６（新橋～下

菊橋） 
1、600 434 872 470 89 0 

７（下菊橋～

鞍月用水堰） 
800 53 53 53 53 53 

合計 10、600 618 

(506) 

1056 

(944) 

656 

(544) 

278 

(166) 

186 

(77) 

２４０ 

注１：四捨五入のため、合計が不一致の場合がある｡ 

注２：()内の数値は､区間１の費用をゼロとした場合の事業費である｡ 

 

コンクリート壁案（Ｅ案）は、区間６の費用がゼロとなり、他の区間の事業

費をＡ～Ｃ案と同等としても１８６億円となり､ダム案の７８％である。上記

２の⑵で述べたように、区間１の費用がゼロとなれば７７億円であるから、ダ

ム案の３２％となる。 

したがって、コンクリート壁案（Ｅ案）が も安価で経済的な案である。 

以上 

 


