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代替案の検討に関する陳述書 

金沢地方裁判所 御中 

平成    年    月    日 

住  所 

氏  名            ㊞ 

 

私は，代替案の検討の問題について，下記のとおり陳述します。 

記 

第１ 経歴等について 

   私は，河川工学を専門分野として，長年にわたり河川の洪水と防災について研究してきまし

た。 

   学位としては１９８３年に京都大学において工学博士号を取得し，１９６９年４月から２０

０７年３月まで京都大学助手として河川の洪水と防災について研究してきました。１９９９年

からは，国土問題研究会の副理事長に就任し，現在も河川防災に関して研究を続けています。 

   この裁判における代替案の検討の問題につき，河川工学の専門家として，私なりに考えると

ころを述べたいと思います。 

 

第２ 代替案の検討の問題について 

１ 代替８案について 

石川県は，事業計画において，治水対策として本件辰巳ダム案を含めた９案を比較検討し，

辰巳ダム案が 良と結論づけています。 

しかし，この中で，例えば事業費が３０００億円近い放水路案を出すなどしており，実は事

業認定申請書の辰巳ダム案以外の８案は，結論的に本案を通すために，本案よりも劣ると説明

し易いものを集めてきて検討していると見られます。 

代替８案のうち，経済性などの点で検討に値するのは，河道改修案の４つの案だけです。 

  ２ 河道改修について問題となるのは，高額な費用が見込まれるとされる河口～伏見川合流点区間，

及び，改修方法によって金額の開きが大きい新橋～下菊橋の区間だと考えられます。 

３ 河道改修案の改修区間ごとの検討 

（１）区間６：新橋～下菊橋について 

ア この区間は，昭和４７年から昭和５３年にかけて，流下能力を１２３０㎥／秒で河川改

修されています。 

石川県の案は，流下能力を一律１２３０㎥／秒とし，辰巳ダム未調節流量１４６０ある

いは１５４０㎥／秒（犀川ダム、内川ダム、辰巳ダムの連携を考慮した場合に、辰巳ダム

の洪水調節がない時の流量であり、犀川ダムと内川ダムの洪水調節機能が縮小される）と

の差２３０あるいは３１０㎥／秒が不足するとして，川の拡幅や河床の切り下げを検討し

ていますが，仮に改修しなくとも，犀川の各地点における流下能力を前提として，ほとん

どの区間で数十センチメートルしか水位が上昇しないのです。 
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また，この水位上昇が堤防の天端近くで発生するのは，ハイドログラフ（流出量曲線）

から判断すると，２時間弱のことであり，かつ，概ね１００年に１回程度の頻度にしかす

ぎません。犀川の堤防高は辰巳ダム未調節流量時の水位よりも高いので，計算上は堤防か

ら溢れません。ただ，堤防で水防活動をすることなどの理由で１ｍの余裕高が必要である

とするならば余裕高が１ｍを切るような部分において不足分は堤防を高くする必要があ

りますが，不足高に相当する分を補う通称パラペットと言われるコンクリート壁を設置す

ることで対応可能です。実際に，パラペットは犀川，浅野川では，市街地に接して数キロ

メートルにわたり設置されています。 

このコンクリート壁案は，目的を達成するために も簡単な方法で技術的にも問題がな

いので，県の検討する４案に加えた新たな案として検討するべきです。 

 イ 被告は，原告は余裕高の意味を過小に評価しているとし，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り１ｍを超えることはできないなど

と反論します｡ 
   そこで，辰巳ダム未調節流量として１５４０㎥／秒が流れる場合の水位と堤防の関係を

確認してみました。 
県のデータから確認したとしても，左右の堤防高から１５４０㎥／秒の場合の水位を引

いた差は，すべてプラスであり，すべての区間にわたり，堤防高の方が高いということが

わかります｡ 
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，堤防の高さは河川の

規模によって決まる余裕高を加える必要はあるでしょう。犀川の流量規模では，その余裕

高は１メートルとされています。 
堤防高と１５４０㎥／秒の場合の水位を引いた差は，左岸で３㎝から９７㎝，右岸で１８

㎝から９７㎝です。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ます。もっとも，この区間については，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，大部

分で余裕高は確保されています。ごく一部の区間でパラペットの高さに不足はありますが，

継ぎ足せばよいだけです。 
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ます。堤内地盤が川の水位よりも低い区間は約３００ｍの一部の右

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ことになり

ますので，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ります。 
このように，この区間では，辰巳ダム未調節流量１５４０㎥／秒の水位まで上昇しても，

余裕高不足が９７㎝である甲２０号証の№８８００地点を除けば，８０㎝ほどの高さを持

つ既存のパラペットで余裕高１．０ｍを確保することができ，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ります。 
したがって，現況の河道で十分な流下能力があるので，河川改修の必要はなく，事業費

用はほとんどゼロで対応可能です。 
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    ウ もっとも水位の余裕の少ない上記８８００地点においても，現状で十分な余裕高が確保さ

れているため，河道改修の必要性がないのです。 
    （ア）以下，№８８００地点における河川の水位と同所に所在する堤防等の高さを検証し，こ

の区間において，河道改修工事を実施する必要がないことを明らかにします。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

記載します。 
（イ）既に述べたとおり，石川県は，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の計画高水流量を，犀川

大橋基準点で１４６０または１５４０㎥／秒と算定し，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㎥／秒と算定しています。 

    【河川の水位について】 

  上記①及び②の場合における河川の水位は，下表記載のとおりです。 

 
②１２３０ 

㎥／秒 

①１４６０ 

㎥／秒 

①１５４０ 

㎥／秒 

№８６００ 

地点 
１８．４５９ｍ １９．１５９ｍ １９．３６８ｍ 

№８８００ 

地点 
２０．９０４ｍ ２１．６２５ｍ ２１．８６６ｍ 

   なお，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ます。 
       Ａ №８６００地点 

・１４９０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２６０㎥／秒 
・１９．２５０ｍ（１４９０㎥／秒の水位）－１８．４５９ｍ（１２３０㎥／秒の水位）

＝０．７９１ｍ 
・０．７９１ｍ÷２６０㎥／秒≒０．００３０４（秒／㎡） 
・１４６０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２３０㎥／秒 
・０．００３０４（秒／㎡）×２３０㎥／秒＝０．７００ｍ 
・１８．４５９ｍ（１２３０㎥／秒の水位）＋０．７００ｍ≒１９．１５９ｍ 

       Ｂ №８８００地点 
・１４９０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２６０㎥／秒 
・２１．７１９ｍ（１４９０㎥／秒の水位）－２０．９０４ｍ（１２３０㎥／秒の水

位）＝０．８１５ｍ 

・０．８１５ｍ÷２６０㎥／秒≒０．００３１３（秒／㎡） 
・１４６０㎥／秒－１２３０㎥／秒＝２３０㎥／秒 
・０．００３１３（秒／㎡）×２３０㎥／秒＝０．７２１ｍ 
・２０．９０４ｍ（１２３０㎥／秒の水位）＋０．７２１ｍ≒２１．６２５ｍ 
【堤防等の高さについて】 

  №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

表記載のとおりです。№８８００地点においては，堤防の上端部分に，更にコンクリ
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ート壁が設置されているため，このコンクリート壁の上端の高さ（標高）についても

記載します。 

 №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は，石川県の測量成果による上表の数値を採

用しています。 

【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，堤防高（コンクリート壁を含まない）及び

コンクリート壁上端の高さと１５４０㎥／秒の洪水が流下した場合の水位との差は，

下表記載のとおりです。 

 №８６００地点 
№８８００地点

（左岸） 

№８８００地点

（右岸） 

堤防高（標高）と洪

水の水位との差 
１．６０ｍ ０．０３ｍ ０．０３ｍ 

コンクリート壁上

端の高さ（標高）と

洪水の水位との差 

なし ０．９５ｍ １．０２ｍ 

 №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です。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，０．９５ｍの余裕があり，上記０．６ｍの余裕高という水準を既

に充たしていますから，河道改修工事を実施する必要がありません。 

  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

算定した場合でも，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す。 
仮に，５cm のコンクリート壁を継ぎ足したとしても，現状のコンクリート壁の高さ

自体は０．９２ｍですから，合計０．９７ｍにしかなりません。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ます（乙６８）が，上記の継ぎ足し工事を実施したとしても

問題はありません。 

№８８００地点右岸は，堀込河道ではないので，河川管理施設等構造令第２０条１項

本文により，必要な余裕高は１ｍです。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の余裕があり，上記の１ｍの余裕高という水準を既に充たし

ていますから，河道改修工事を実施する必要がないことは明白です。 

なお，№８６００地点においては，コンクリート壁は設置されていませんが，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ますから，



 5 

河道改修工事を実施する必要はありません。 
       このように，この区間において，洪水が流下した場合に 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のです。 
エ 被告が強調するように，「代替案の検討において，技術的，経済的，社会的及び環境

保全等の見地から広く比較検討」という考え方を重視するのであれば，ダム案の代替案

として，現実的な案でもあるパラペット案があっても当然のことです。このパラペット

案も「治水対策案の比較検討結果」において横並びに記載して比較検討するべきもので

あり，まさしく，社会的及び環境保全等の見地から広く比較検討し，総合的な評価がな

されるべきです。 
オ 被告は，パラペット案を比較検討していませんが，その理由を，「パラペット案は既

設堤防を嵩上げすることと同じで計画高水位を高くする方法であり，計画高水位を高く

することは潜在的な危険を高めることになり，その結果，洪水をできるだけ低い水位で

流す治水の大原則に反する」と言っています。 
しかし，まず指摘すべきは，犀川の中流部の場合，既にパラペットが設置されており，

これを活用すれば，何の改修もすることなく，洪水を流すことができるにもかかわらず，

結論が「河川管理者が河道計画を見直す場合には現実的でない治水対策案」とされてい

ることの問題点です。 
被告の理由とするところは，一言で言えば，計画高水位が高くなることによる危険の

増大です。ところが，辰巳ダムがない場合でも，ほとんどの箇所で計画洪水位は周辺の

地盤高よりも低く，あふれても堤防を越えて氾濫する恐れはほとんどないので，計画高

水位を高くすることで潜在的な危険を高めるわけでもなく，計画高水位を高めることで

既設堤防を嵩上げする必要があるわけでもありません。つまり，犀川中流部の過去に決

められた計画高水位は，周辺の土地利用や自然環境の制約を受けたぎりぎりの高さの水

位ではなく，十分に余裕がある水位であり，計画高水位を上げたとしても，治水上の危

険が増大するわけでもありません。換言すると，実質的には計画高水位を高くすること

にならず，したがって，計画高水位をあげないという治水の大原則にも反していないの

です。 
被告は，犀川の現況を誤って認識し，治水の大原則の本来の趣旨を正しく理解するこ

となく，字面を杓子定規に当てはめた結果， も簡単で容易な案を見失い，尽くすべき

考慮を尽くさなかったと言えます。 
カ 被告は，パラペットが河川管理施設構造令で特殊堤とされ，「土地利用の状況その他

の特別の事情によりやむを得ない場合において認められるにすぎない」と主張します。 
しかし，堤防は土で造ることを原則としていることから，コンクリート構造のパラペ

ットは特殊という扱いになっているだけであり，犀川ばかりではなく，浅野川その他の

通常の河川でも設置されており，特別なものというわけではありません。そもそも，土

堤を原則としている 大の理由は，工事の費用が比較的低廉であること，材料の取得が

容易であることにあり，本件ではあえてパラペット案を排除する理由にはなり得ません。 
キ 被告は，余裕高について，「余裕高を確保するため，１．１５メートル不足する箇所

も存する（右岸 No.8750）」と主張します。 
しかし，それは，No.8700 地点と No.8800 地点の中間の右岸の一部に凹地があると



 6 

いう局所的な問題に過ぎず，第６区間全体の状況を否定するものではありません。凹地

は凹地として対応して処理すればよいだけのことです。 
ク また，被告は，パラペットについて，「左岸については No．８８００から Nｏ．９２

００＋４８メートルの延長４４８メートル区間について設置されているとするのが正

しい。」と主張します。 
  しかし，それは左岸のうち被告が指摘する一部の区間で堤防及び地盤高が十分に高い

ためにパラペットが不要であったということであり，この区間で必要に応じて堤防の上

に高さ８０センチメートル程度のパラペットが設置されているという原告らの主張が

否定されるわけではありません。 
ケ 河川管理施設等構造令第２０条１項の但書の規定を適用できるのは，「堤防に隣接す

る堤内の土地の地盤高が計画高水位より高く，かつ，地形の状況等により治水上の支障

がないと認められる区間」であり，この区間は，特に金沢市の中心市街地に存し，その

背後地は人家連坦地域であることから，「地形の状況等により治水上の支障がないと認

められる区間」とは到底認められるものではないと主張します。  
  しかし，『解説・河川管理施設等構造令』（乙第６８号証）の第２０条の解説では，運

用の例を紹介し，「②背後地が人家連坦地域である場合は，計画高水流量に応じ所定の

余裕高を確保することが多い。」（１１６頁）と言うだけであり，１００％，所定の余裕

高を確保することが義務付けられているわけではないことに留意が必要です。 
コ 被告は，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します。しかし，これも説得力のある

反論ではありません。 
（ア）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

引用し，標高２１．５ｍの等高線の内側の青色でぼかした区域が洪水位よりも低い地

域となりますが，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ようです。 
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ると洪水位が標高

２０．５ｍとなりますが，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の等高線へ幾分後退するだけであり，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ます。 
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

が高い区域です。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す。 
（イ）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主張に対しては，「辰

巳ダムなし」で洪水位が上昇したとしても，この区間（新橋～下菊橋）の両岸におい

て堤防の道路面の高さよりも洪水位は高くならず，氾濫することはないのです。また，
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河川管理上支障となる施設も特に見当たらないので被告の反論は当を得ません。 
（ウ）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主張は，まさに，既設の

パラペットがあるのであって改修する必要はなく，既に現実のものとして考えれば足

りるのですから反論たり得ません。 
（エ）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り，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主張に対し

ては，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

張してきました。決してこの原則に反することを主張しているのではないのです。 
 被告らがたびたび引用する「中小河川計画の手引き（案）」の指針に照らしても，

「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す。「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。」とあります。

これをこの区間についてみると，「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
．．．．．．．．．．．．．．．

ことは既に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のです。 
（２）河口～伏見川合流点の区間について 

ア 石川県は，辰巳ダムによる洪水調節がない場合，犀川大橋地点で流量が３１０㎥／秒

増えると，河口から伏見川合流点の区間では河床掘削も高水敷の除去もできないので，

川幅を１６ｍ広げるしかなく，現在進行中の下流部の改修が終われば，２１００㎥／秒

の流下能力となるが，犀川大橋地点で増えた３１０㎥／秒を流すことができずに溢れる

と説明します。 

ところが，犀川の下流部はゆるやかな流れとなっており，河床には砂が堆積し，上流

部の砂礫などの転がっている区間に比較してかなり抵抗が少なく，流れやすく，粗度係

数が低いのです。 

県の資料によっても，河口～安原川合流点で合成粗度係数は０．０２６であり，安原

川合流点～伏見川合流点では０．０２５です。改修が完了した場合，川幅が広がり，粗

度の小さい河床部が広がるので，合成粗度係数はより小さくなります。 

河川改修後の河道に現況の合成粗度係数を適用すると，河口～安原川合流点での流下

能力は，２１００㎥／秒から２４２０㎥／秒へと，３２０㎥／秒増加し，また，安原川

合流点～伏見川合流点での流下能力は１９００㎥／秒から２２８０㎥／秒へと，３８０

㎥／秒増加すると計算されます。 

辰巳ダムによる洪水調節がない場合として計算された洪水流量は，河口～安原川合流

点で２３４９㎥／秒，安原川合流点～伏見川合流点で２１５６㎥／秒であり，これに対

して，流下能力は，それぞれ２４２０㎥／秒，２２８０㎥／秒であり，いずれも，洪水

流量より大きく，辰巳ダムによる調節がなくとも安全に洪水を流下させることができま

す。つまり，洪水の流下は十分可能であり，対策は不要なのです。 

イ 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



 8 

認められない｡」と反論しますが，原告は石川県の依拠した報告書に基づく主張をして

いるのです。 
  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ありません。河川の流れやすさを表す「粗度」は

その顕著な例です。ここで問題としている区間では，上記報告書によれば，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ますが，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ます。 
ウ 石川県は粗度係数として，０．０３０を採用しています。しかし，河道の実態とは整

合しておらず大きすぎます。河道の実態に合わせて粗度を小さく見直せば，河道の流下

能力は増加し，辰巳ダムによる流量調節がないことによる増加分を吸収できます。 
  これに対して，被告は，実態の粗度係数を０．０２５ないしは０．０２９として，そ

の値が変化する特性などのため安全度を見込み，０．０３０としたと主張します。 
  被告の根拠とする指針は，単断面の合成粗度係数について記載されたものであり，犀

川のように複断面の場合の合成粗度係数についての記載ではなく，単断面に適用される

式を犀川の複断面に適用するのは誤りです。 
  原告の中さんが，複断面にも適用される「建設省河川砂防技術基準（案）調査編」（甲

第３２号証）によって，犀川の複断面の合成粗度係数を算定すると「犀川の現況の合成

粗度係数の算定結果」（甲第３３号証）のとおりとなり，合成粗度係数は０．０２１な

いし０．０２７となります。特に，この区間（河口～安原川合流点～伏見川合流点）は，

細かい砂が全体に広がる河床であり，合成粗度係数は０．０２１ないしは０．０２４と

小さくなります。これは現況の河床材料などから物理的に推定した値で，現在，河道を

拡幅中であり，拡幅が完了すれば，粗度がより小さくなります。 
  粗度が小さくなり，流れを妨げる抵抗が少なくなれば，流れる洪水の量は増大します。

現況の小さめの粗度係数を適用しても，この区間では，現計画（３ダム調節後）の流量

で確定している河道断面に対して，２割ないし４割（０．０３０／０．０２４ないし０．

０３０／０．０２１）程度，流れる洪水の量は増大するのです。 
  河口から伏見川合流点の区間について，石川県想定流量と原告の中さんが上記基準に

よって算定した合成粗度係数を適用して算定した流下能力を比較すると，辰巳ダムなし

の場合の想定流量は，河口から安原川合流点で２３００ないし２４００㎥／秒，安原川

合流点から伏見川合流点で２１００ないし２２００㎥／秒ですが，いずれも，現況粗度

係数を適用して算定した流下能力３０００ないし２３７５㎥／秒を大きく下回ってい

ます。辰巳ダムによる洪水調節がない場合の洪水流量に対して，十分に流下能力を有す

ることが明らかです。 
エ 更に，被告は①犀川の現況のこの区間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旨主張し，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

わけがないと主張します。 
（ア）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ま

すが，側壁の影響が無視できるかどうかについても判断する必要があります。側壁の
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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

採用されるのです。 
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）は３（＝川幅１０ｍ÷水深３ｍ）です。一方，犀川下流のこの区間では，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

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，誤った計算となります。 
（イ）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いと主張します。 
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，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

いるのです。 
４ 辰巳ダムと河道改修案の比較 

河口から伏見川合流点区間の費用をゼロとし，コンクリート壁案をＥ案として加えて，辰巳

ダム案と比較した一覧は次のようになります。 

表－辰巳ダムと河道改修案の比較    単位：億円 

 

Ｄの河床掘削案はダム案の約 7 割，Ｅのコンクリート壁案はダム案の約３割程度の費用とな

ります。 

     河道改修案    ﾀﾞﾑ案 

延長 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E   
番

号 
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 
  

1 
河口～伏見川

合流点 
4,100 0 0 0 0 0   

2 
伏見川合流点

～示野中橋 
1,000 7 7 7 7 7   

3 
示野中橋～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 10,600 507 945 543 167 74 240 
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更に，ダム案は，地すべり対策費用の増加という不確定要素もあります。石川県は，ダム本

体近辺の４箇所の地すべり対策費用は，１０億円強と計算しています。これは，総事業費２４

０億円の範囲内であるとして，詳細については明らかにしていません。現在までの調査では，

鴛原の超大規模地すべり地の対策は不要として費用はゼロ計上していますが，ダム軸を検討し

た際に，対策費として２５億円と見積もっているようです。更に地すべり対策のために一気に

数十億円が増加することも予想されます。 

以上の検討の結果，経済的な比較では，河道掘削案のＤ案とコンクリート壁案のＥ案が著し

く有利といわざるを得ません。 

さらに，「新橋～下菊橋間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，河口～

伏見川合流点区間の費用については，ゼロの場合と石川県が算出した１１２億円の場合との両

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ります。 

 

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～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 

(74) 

２４０ 

注１：四捨五入のため，合計が不一致の場合がある｡ 
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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｡ 

 

コンクリート壁案（Ｅ案）は，１８６億円となり，ダム案の約７８％です。上記のように，

河口から伏見川合流点区間の費用がゼロとなれば７４億円ですから，ダム案の約３１％となり

ます。 

したがって，コンクリート壁案が も安価で経済的な案で，県の想定する基本高水ピーク流

量が妥当としても，災害の頻度，技術的な可能性を考えると十分です。 

５ 結論 

石川県は，県の事業計画にはないコンクリート壁案，更には複合案（既存ダム改修＋河川改修

＋調整池），疎通能力改良案（例えば，河床の一部にコンクリート単床版を布設して，疎度係数を

改良し，流量を増加させるもの。）のような代替案をも検討すべきであるにもかかわらず一切検討

していません。本件ダム案との対比では，著しく勝った代替案があるにもかかわらず，これを一

切検討していないのは，当然尽くすべき考慮を尽くさないものであり，また，判断の基礎とされ

た重要な前提となるべき事実に誤認があり，重要な事実の基礎を欠くことになるものと言わざる

を得ません。 

                                       以上 


