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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 ８ 準 備 書 面 

 

２００９年１１月２６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 
 

第１ はじめに 

 １ 原告は，第３準備書面の第２の２の⑴において，第６区間においては，１５

４０㎥／秒の水位まで上昇しても，第６区間について河道改修工事を実施する

必要がなく，事業費用はほとんどゼロである旨主張し，その根拠として，下記

の点をあげた。 

①  第６区間においては，１５４０㎥／秒の洪水が発生したとしても，全て

の地点において，河川の水位よりも堤防高の方が高いこと（別表１）。 

②  余裕高を１ｍとして算定した場合であっても，第６区間においては，既

に高さ約８０cm のパラペット（コンクリート壁）が設置してあるため，№

８８００地点を除いては，余裕高が既に十分に確保されていること（別表

２）。 

③  №８７００～８９００地点の右岸区間を除いた第６区間は，堀込河道で
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あるから，余裕高を０.６ｍとして算定することが可能であり，第６区間に

おいては，既に高さ約８０cm のパラペット（コンクリート壁）が設置して

あるため，余裕高が既に十分に確保されていること（別表３）。 

 ２ 本書においては，本件事業認定時において，第６区間中， も余裕高不足が

発生すると見込まれていた№８８００地点についてすら，既存のパラペット

（コンクリート壁）により十分な余裕高が確保されているため，河道改修工事

の必要性がないことを明らかにする。 

 

第２ 石川県が本件事業認定申請時において想定している計画高水流量について 

１ 石川県は，本件事業認定申請時に提出している事業計画書において，治水対

策として辰巳ダム建設案が採用された理由について，次のような説明をしてい

る。 

「新しく定められた『犀川水系河川整備計画』では，治水計画については，

（省略）概ね１００年に１回程度発生する規模の降雨による洪水から防御する

ことを目標とし、基準地点（犀川大橋）における基本高水のピーク流量を１７

５０㎥／秒、計画高水流量を１２３０㎥／秒として、上流の洪水調節群によっ

て５２０㎥／秒を調節する」。 

また，「基本高水のピーク流量が１７５０㎥／秒と定められた犀川の基準地

点（犀川大橋）においては、既設の洪水調節施設（犀川ダム、内川ダムおよび

浅野川放水路）を 大限活用しても，２９０㎥／秒の洪水調節しかできず、現

況河道の流下能力１２３０㎥／秒に対して２３０㎥／秒の流下能力が不足す

ることから、（省略）９つの治水対策案を総合的に比較検討した結果、上流部

に新たなダムを建設する案が も優れていると判断された」。 

石川県は，①既設の洪水調節施設（犀川ダム、内川ダムおよび浅野川放水路）

の活用により，犀川大橋基準点で２９０㎥／秒を削減して，１７５０㎥／秒か

ら１４６０㎥／秒に調整し，②辰巳ダムの活用により，２３０㎥／秒を削減し
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て，１４６０㎥／秒から１２３０㎥／秒に調整することを計画している。 

したがって，石川県は，本件事業申請時において，①辰巳ダムが建設されな

い場合（上記既設の洪水調節施設のみを活用した場合）の計画高水流量を，犀

川大橋基準点で１４６０㎥／秒として算定し，②辰巳ダムが建設された場合の

計画高水流量を，犀川大橋基準点で１２３０㎥／秒として算定している。 

２ 他方で，上記事業計画書に添付された「治水対策案の比較検討結果」表にお

いては，河道改修案の犀川大橋基準点での計画高水流量は，１５４０㎥／秒と

して計算されている（①辰巳ダム建設を行わず，上記既設の洪水調節施設のみ

を活用した場合）。 

この理由は、上記既設の洪水調節施設における洪水調節容量を低減させ，そ

の代わりに利水容量を拡大させることにより，ダム容量を再編成したため，そ

の結果，上記既設の洪水調節施設における洪水調節容量が上記２９０㎥／秒か

ら２１０㎥／秒に減少し、犀川大橋基準点における計画高水流量が，逆に上記

１４６０㎥／秒から１５４０㎥／秒へと大きくなったためである。 

したがって，石川県は，本件事業申請時において河道改修案を検討する際に

は，①辰巳ダムが建設されない場合（上記既設の洪水調節施設のみを活用した

場合）の計画高水流量を，犀川大橋基準点で１５４０㎥／秒として算定してい

る。 

３ 以上より，石川県は，本件事業申請時において，犀川大橋基準点における基

本高水ピーク流量が１７５０㎥／秒に引き上げられたため，①辰巳ダムが建設

されない場合（上記既設の洪水調節施設のみを活用した場合）の計画高水流量

を，犀川大橋基準点で１４６０または１５４０㎥／秒として算定し，②辰巳ダ

ムが建設された場合の計画高水流量を，犀川大橋基準点で１２３０㎥／秒とし

て算定しているのである。 

 

第３ 第６区間№８８００地点においても，現状にて十分な余裕高が確保されてい
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るため，河道改修の必要性がないこと 

１ 以下，№８８００地点（甲２０）における河川の水位の高さと同所に所在す

る堤防等の高さを検証し，第６区間において，河道改修工事を実施する必要が

ないことを明らかにする。 

なお，参考までに，№８６００地点（甲２０）である犀川大橋基準点におい

ても，同様の検証結果を記載する。 

２⑴ 上述のとおり，石川県は，本件事業申請時において，犀川大橋基準点にお

ける基本高水ピーク流量が１７５０㎥／秒に引き上げられたため，①辰巳ダ

ムが建設されない場合（上記既設の洪水調節施設のみを活用した場合）の計

画高水流量を，犀川大橋基準点で１４６０または１５４０㎥／秒として算定

し，②辰巳ダムが建設された場合の計画高水流量を，犀川大橋基準点で１２

３０㎥／秒として算定している。 

 ⑵ 河川の水位の高さについて 

ア 上記①及び②の場合における河川の水位の高さは，下表記載のとおりで

ある。 

 

 
②１２３０ 

㎥／秒 

①１４６０ 

㎥／秒 

①１５４０ 

㎥／秒 

№８６００ 

地点 
１８．４５９ｍ １９．１５９ｍ １９．３６８ｍ 

№８８００ 

地点 
２０．９０４ｍ ２１．６２５ｍ ２１．８６６ｍ 

 

イ １２３０，１５４０㎥／秒の水位の高さは、乙第３６号証の１「犀川 区

間６（№.８２００～№.９７７４）の流下能力（現況河道）」記載のとおり

である。 
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   ウ １４６０㎥／秒の水位は、乙第３６号証の１記載の数値を，下記の計算

式記載のように，比例配分して算定している。 

    （ア） №８６００地点 

・１４９０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２６０㎥／秒 

・１９．２５０ｍ（１４９０㎥／秒の水位）－１８．４５９ｍ（１

２３０㎥／秒の水位）＝０．７９１ｍ 

・０．７９１ｍ÷２６０㎥／秒≒０．００３０４２３０７６９ 

・１４６０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２３０㎥／秒 

・０．００３０４２３０７６９×２３０㎥／秒＝０．６９９７３０

７６８７ 

・１８．４５９ｍ（１２３０㎥／秒の水位）＋０．６９９７３０７

６８７≒１９．１５８７ 

    （イ） №８８００地点 

・１４９０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２６０㎥／秒 

・２１．７１９ｍ（１４９０㎥／秒の水位）－２０．９０４ｍ（１

２３０㎥／秒の水位）＝０．８１５ｍ 

・０．８１５ｍ÷２６０㎥／秒≒０．００３１３４６１５３８ 

・１４６０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２３０㎥／秒 

・０．００３１３４６１５３８×２３０㎥／秒＝０．７２０９６１

５３７４ 

・２０．９０４ｍ（１２３０㎥／秒の水位）＋０．７２０９６１５

３７４≒２１．６２４９ 

⑶ 堤防等の高さについて 

ア №８６００地点及び８８００地点における河川沿岸に所在する堤防等

の高さは，下表記載のとおりである。№８８００地点においては，堤防の

上端部分に，更にコンクリート壁が設置されているため，このコンクリー
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ト壁の上端の高さ（標高）についても記載する。 

   

 
№８６００地

点 

№８８００地

点（左岸） 

№８８００地

点（右岸） 

堤防高 

（標高） 
２１．００ｍ ２１．９０ｍ ２１．９０ｍ 

コンクリート

壁上端の高さ

（標高） 

なし ２２．８２ｍ ２２．８９ｍ 

コンクリート

壁の高さ 
なし ０．９２ｍ ０．９９ｍ 

    

なお，コンクリート壁高さについて，原告第３準備書面の１３頁１１行

目において「左岸で８０cm，右岸で８８cm の高さのパラペットが既に設

置されている」旨主張したが，この数値は，原告中登史紀が現場にて簡易

な方法で測量したものであり，本書面以降は，石川県の測量成果による上

表の数値を採用する。 

イ №８６００，８８００地点の堤防高（標高・コンクリート壁を含まない。）

は、乙第３６号証の２記載のとおりである。 

   ウ コンクリート壁の有無は，「平成１５年度二級河川犀川広域基幹河川改

修工事（測量）業務」の横断図（甲２１）記載のとおりである。 

     甲第２１号証の２の№８８００地点の図には，右岸及び左岸に，黒く塗

りつぶされた突起物の存在が確認されるが，これらがコンクリート壁であ

る。 

エ(ア) コンクリート壁上端の高さ（標高）は，平成１５年７月２３日付け

「横断測量成果表（二級河川犀川広域基幹河川改修工事（測量）業務
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委託）」の（甲２２）記載の通りである。 

(イ) 同書は，石川県からの業務委託によって測定された数値を記載した

ものである。 

同書記載の「距離」とは，河川センター部分に杭を打ち込み，その

杭を基点として，左岸側または右岸側へと水平に距離を測定した数値

をいう。すなわち，「（左）」部分に記載された「距離」とは，上記基

点から左岸側へ水平に距離を測定した数値を意味し，「（右）」部分に

記載された「距離」とは，上記基点から右岸側へ水平に距離を測定し

た数値を意味する。 

    同書記載の「地盤高」とは，上記「距離」地点において，垂直方向

に測定した標高をいう。すなわち，「（左）」部分に記載された「地盤

高」とは，左岸側の上記「距離」地点において垂直方向に測定した標

高をいい，「（右）」部分に記載された「地盤高」とは，右岸側の上記

「距離」地点において垂直方向に測定した標高をいう。 

 (ウ)  コンクリート壁が設置されている地点が も「地盤高」の高い数値

を計測することになるため， も高い「地盤高」がコンクリート壁上

端の高さ（標高）を意味する。 

左岸側においては も高い「地盤高」２２．８２が，右岸側におい

ては も高い「地盤高」２２．８９が，コンクリート壁上端の高さ（標

高）を意味する。 

なお，「地盤高」と上記表に記載した堤防高（標高）の数値が一致

する地点が，堤防高（標高）を測定した地点である（左岸，右岸共に

「地盤高」２１．９０を測定している地点である）。 

⑷ 堤防等の高さまでの余裕について 

№８６００及び８８００地点において，①１５４０㎥／秒の洪水が発生し

た場合の水位の高さと，堤防高（コンクリート壁を含まない）及びコンクリ
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ート壁上端の高さとの差は，下表記載のとおりである。 

   

 
№８６００地

点 

№８８００地

点（左岸） 

№８８００地

点（右岸） 

堤防高（標高）と

の差 
１．６０ｍ ０．０３ｍ ０．０３ｍ 

コンクリート壁上

端の高さ（標高）

との差 

なし ０．９５ｍ １．０２ｍ 

 

３⑴ア №８８００地点左岸は，堀込河道であるので，河川管理施設等構造令第

２０条１項但書により，必要な余裕高は０～０．６ｍである。 

同地点左岸においては，コンクリート壁が設置してあるため，０．９５

ｍの余裕があり，上記０．６ｍの余裕高という水準を既に充たしているか

ら，河道改修工事を実施する必要がないことは明白である。 

イ 仮に，河川管理施設等構造令第２０条１項本文により，必要な余裕高を

１ｍとして算定したところで，不足している余裕高は僅か５cm であり，

この不足部分についてコンクリート壁を継ぎ足せばよいだけである。 

５cm のコンクリート壁を継ぎ足したとしても，コンクリート壁の高さ

自体は０．９２ｍであるから，合計０．９７ｍにしかならない。改定解説・

河川管理施設等構造令においては，コンクリート壁自体の高さについて

「高くする場合でも１ｍ程度」とする旨解説されている（乙６８）が，上

記の継ぎ足し工事を実施したとしても，この要請を充たすのである。 

⑵ №８８００地点右岸は，堀込河道でないので，河川管理施設等構造令第２

０条１項本文により，必要な余裕高は１ｍである。 

同地点右岸においては，コンクリート壁が設置してあるため，１．０２ｍ
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の余裕があり，上記１ｍの余裕高という水準を既に充たしているから，河道

改修工事を実施する必要がないことは明白である。 

⑶ なお，№８６００地点においては，コンクリート壁は設置されていないが，

既に１．６ｍの余裕が確保されており，上記１ｍの余裕高という水準を既に

充たしているから，河道改修工事を実施する必要はない。 

４ このように，第６区間において，洪水が発生した場合に も水位の余裕が少

ない№８８００地点においてすら，河道改修工事の必要性は全く認められない

（なお，上記の検証について説明した写真撮影報告書を，甲第２３号証として

提出する）。 

 

第４ 小括 

 １ 治水対策案９案のうち，石川県が，河道改修案を採用せずダム案を採用した

主要な理由は，上記事業計画書記載のとおり、ダム案が も安価となっている

との理由付けのためである。 

すなわち，ダム案の事業費が２４０億円であるのに対して，河道改修案のう

ち，「いずれの案も，ダム案よりも事業費が高く（１．１６～４．４０倍），整

備期間についても長期化（約３０年～超長期）が予想される」「Ａ案及びＢ案は

（省略）用地の取得及び工事の実施に多額の費用と時間を要することが予想さ

れる」ため，事業費用を比較した結果、辰巳ダム案が経済的に有利になるとい

う結論となっている。 

   処分庁も，本件事業認定において，「事業費が も廉価であり，経済性にも

優れている」等の理由から，９つの代替案を棄却したことを合理的と認定して

おり（甲１の４及び５頁），上記石川県の判断を是認している。 

 ２ ４つの河道改修案について，石川県が依拠した「犀川辰巳治水ダム建設事業 

貯水池容量検討業務委託報告書」（2006-12，（株）アイ・エヌ・エー）記載の

各案事業費の内訳は，訴状記載のとおりである。 
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各河道改修案の費用総額のうち，第６区間（№８２００～９７７４）の改修

費用が全体の７，８割の費用を占めており、区間６改修費用の多寡が結論を決

定づけている。 

したがって，区間６における改修費用こそが，事業費の比較検討の要点であ

る。  

 ３ しかしながら，上記検証により，本件事業認定時において，第６区間中，

も余裕高不足が発生すると見込まれていた№８８００地点についてすら，既存

のパラペット（コンクリート壁）により十分な余裕高が確保されているため，

河道改修工事の必要性がないことが明らかになった。 

   第６区間中のその他の地点においても，コンクリート壁の設置により，既に

十分な余裕高が確保されており，河道改修工事の必要性がないことは，原告第

３準備書面の第２の２の⑴にて主張のとおりである。 

４ それにもかかわらず，石川県は，第６区間について大規模な河道改修工事の

必要があり，当該区間の改修工事費用について工事総額の７，８割の費用支出

を予定したため，河道改修案は，事業費用の比較の点において、辰巳ダム案よ

りも不利になるという結論に至り，事業認定庁も漫然とこの結論を是認してい

る。 

   本件処分には，辰巳ダム案の代替案を検討する過程において，①何ら改修工

事を行う必要のない第６区間について改修工事の必要性を認め，②本来ならば

全く支出の必要のない第６区間の工事費用について，工事総額の７，８割の支

出を予定したために，辰巳ダム案よりも多額の改修工事費用の支出を認め，河

道改修案を棄却したという点に，重大な過誤が認められる。 

本件処分の裁量判断の方法ないしその過程には著しい不合理が認められる

ことは明白である。 

 以上 

 


