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穴 あ き ダ ム に つ い て の 陳 述 書 

 

平成２４年 ５月  日 

 

金沢地方裁判所 民事部合議Ｂ係 御中 

 

原 告 

 

「穴あきダム」の問題性について 

 

１ 「穴あきダム」の問題点 

穴あきダムは，実績のほとんどない施設であり，１００年に１回の洪水

に際して有効に機能するかどうか分からないのです。実証されていないの

です。しかし，有効に機能することを前提として計画が進められているの

です。 

⑴  「穴あきダム」による自然調節の問題点 

ア 「穴あきダム」は，従来の貯水型ダムに対して流水型ダムといわれ

るもので放流する洪水吐きが河床部にあり「流水型の洪水調節専用ダ

ム」です。穴あきダムには，ダム湖からの放流のために，穴が開いて

いるだけで，調節するゲートはありません。放流する水量をコントロ

ールできないので，貯める必要がないのに貯まる，貯めたい時に貯め

ることができない，ということになります。その結果，二山洪水に対

処できません。また，流木などで穴が詰まった場合には特に危険とな

ります。逆に穴が詰まらない場合にも問題があります。ダムが満水状

態から一気に空になることが予想されますので，この場合，ダム湖周

辺の豪雨で浸潤した斜面が貯水位の急速な低下で不安定になり，崩壊

する恐れがあります。崩壊の兆候があっても放流を止めて水位を保持

できないのでお手上げになる可能性があります。辰巳ダムでは，１０

０年に１回程度発生する洪水でダムが満水になった場合，約１９時間

で空になると算定されています。この際にダム湖に面した斜面は，豪

雨で浸潤している上に貯水位の急激な低下で も不安定な状態になり

ます。この悪条件を実際の施設で確かめることはできません。５月１

０日現在，試験湛水が行われていますが，ダム湖からの放流で貯水位
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を下げる速度は， 大で１日１メートルという緩やかさであり， 速

でも空にするには１ヶ月もかかります。これを１９時間で排水すれば

災害発生の可能性があり，そのため実際の安全性を確認できないので

す。 

 以上の懸念は，被告の計画降雨波形２４パターンの洪水の検討結果

によっては解消されていません。このような巨大土木技術は，実物大

で実験して安全かどうかを確かめることはできません。穴あきダムが

期待通りの機能を果たすのかわからないのです。 
イ 辰巳ダムでは，下段の２穴に加えて，上段に一回り大きい穴が１つ

あります。穴あきダム第１号の益田川ダムの場合は，底部に２穴だけ

です。辰巳ダムの上段の穴の大きさは下段の２穴合計の大きさの１ .
２倍です。実は，この上段の穴の持つ意味が検証されておらず，かえ

って危険が増す要因となるのではと懸念されます。 
すなわち，水位がこの上段の穴の高さに達すると上段からの放流が

加わり，下流で一気に増水することになります。その懸念を考慮すれ

ば，上段に穴は設けるべきではないとも考えられます。しかし，仮

に，上段の穴をなくしてしまうと，放流できない分の流量はダム湖へ

貯める必要が生じますので，ダム湖は現計画よりも大きなダムである

必要があります。そうすると，現計画ではダム容量が小さすぎたとも

言えるのです。 
  本来であれば，ダム湖へ流れ込む量，ダム湖から流すことができる

量が決まり，その差の調節量が確定し，その結果，ダム湖の容量が決

まるはずのものです。 
ところが，辰巳ダムの場合は，ダム湖の大きさ（容量）を決めた後

で，その調節量，つまり，穴の大きさ，数，位置を決めています。穴

の数や大きさでダム容量が変化するのでありまして，このようなダム

容量の決め方は曖昧な技術と言えるのです。 
以上の原告らの指摘について，被告は，ダムの洪水調節を２段階と

することによって，ダム容量を小さく効率的にする，という考え方に

立ち，辰巳ダムの下段常用洪水吐き，上段常用洪水吐きの設置につい

ての根拠をそれぞれ説明しています。 
しかし，もし，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，既存の犀川ダム，内川ダムでも採用され
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て，より効率的な運用がなされているはずですが，現実には実現され

ていません。 
この点，被告は，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ると説明しています，その理由とする２点は，い

ずれも説得性がありません。 
ウ 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ま

せんから，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

ムからは機能的に後退したものなのです。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すが，穴あきダムに関して

は，機能が後退するという珍しい例なのです。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

ないことにあります。 
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

いるものなのです。 
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ます。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す。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りま

す。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のです。 
⑵  流量調節への懸念（洪水被害の拡大の危険，調節構造の問題） 

「穴あきダム」は穴が詰まることに伴う洪水等の危険を有していま

す。 

ダムによる洪水調節で怖いのは，大洪水で満水位を超えることで

す。ダムからの放流は調節状態から一気に無調節状態になり，流入量

と同じ量が放流されることになります。このため下流では水位が急上

昇し，「逃げ遅れ」により被害が増える恐れがあります。大洪水とも

なれば山崩れや土石流も発生し，思いがけない大量の土砂と流木が一
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挙に流れて来ます。 

「穴あきダム」の穴の手前にスクリーン，ダム湖の上流に流木捕捉

工（流木止め設備）があっても，穴が詰まる恐れは十分あります。そ

のことは，水理模型実験でスクリーンをつければ閉塞しないと主張し

ているにもかかわらず，閉塞の危険があるとしてダム湖上流に流木捕

捉工を設けていることからもわかります。流木捕捉工を設けても閉塞

してミニダムのようになれば，流木の捕捉はできなくなります。そう

なれば，満水位を超える危険性も高くなります。 

以上について，被告は，穴が詰まるとする根拠は何か，大洪水の程

度とはいかなるものか，ダムの一般論について述べているのか，条件

や前提を示されていない等と論難します。 
しかし，石川県の報告書によれば，穴の大きさと数は，洪水の量で

決めています。洪水の質，つまり，洪水に含まれる水以外のもので穴

の大きさと数を決めていません。下段の穴の大きさは，２ . ９ｍ角が

2 穴です。高さ１０m以上，根の外径数メートルが普通に繁茂してい

る樹木でありますから，これに比して穴の大きさはいかにも小さいの

です。平成２０年７月の浅野川洪水では，流出した大量の流木が中流

の橋の橋脚に引っかかっていたこと，浅野川放水路の入口のスクリー

ンに大量の流木が堆積していたことを想起すれば，容易に分かること

です。また，２穴ではなく，１穴として穴を大きくする方がより閉塞

しにくくなるのではないかと考えられます。この意味で，穴の数の決

め方も不明です。 
ダム湖に面して崖地の崩壊が多く，土砂，岩石の流出が多いので

す。１００年に１回の豪雨を想定した場合，どの程度の土砂が流出

し，土石流が発生するか，不明であり，調査はなされていません。浅

野川洪水で流出した土砂，土石を想定すれば，２ . ９ｍ角の穴が土砂

と土石で閉塞する懸念は大きいのです。現実に浅野川洪水の当日，平

成 20 年 7 月 28 日，犀川でも辰巳ダム湖に接している瀬領集落の圃

場が幅１００メートル，高さ３０メートル規模で崩落して大量の土砂

が流出しています。 
さらに，ダム上流に点在する多くの集落から，大洪水時に家屋や車

などの粗大物等が流出する恐れもあります。これらの点についても，

何の検討もなされていません。 
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穴よりも大きなものが流れてくるのですから，穴はどんな対策を取

っても詰まる恐れは残ります。穴が流木，土石，粗大物で閉塞しない

ようにする確立した技術はありません。閉塞しないことを前提として

いるため，不測の事態（大洪水）で穴が閉塞した場合の対策もないの

です。 
⑶  土砂についての懸念 

ア 「穴あきダム」でも洪水時には貯水型のダムと同じようにダム湖が

できて，ダム湖の上流を中心に土砂が堆積します。 

ダム推進者は，洪水がピークを過ぎて貯水位が下がりだすと，堆積

した土砂は水と一緒に下流へと移動し， 終的には常用洪水吐から排

出されると言いますが，すべてが排出されるわけではありません。そ

れゆえ，穴あき型でも堆砂容量が設定されているのです。いったん堆

積した土砂は極めて動かしにくいのですが，その実例としては，静岡

県の佐久間ダムがあります。 

また，洪水が終わっても自然放流式なのでダム湖の水はゆるゆると

しか出ませんので，濁水が長引くようになります。その後の降雨ごと

に草木に付着した泥が洗われて，濁水が頻発する懸念もあるのです。 

イ 被告は「洪水末期における水位低下時の流速増加に伴って細粒分は

流下する。」という趣旨の反論をし，その根拠として，乙第１０７号

証の計算及びシミュレーションの結果を示します。 
  しかし，被告の主張は，予測にかかる計算とシミュレーションの結

論だけで，根拠が明らかではなく，予測がどの程度，確かであるか不

明です。ダム湖への土砂堆積の懸念があるのです。 
ウ １００年に１回の豪雨を想定した場合，どの程度の土砂が流出し，

土石流が発生するか，不明であり，調査はなされていません。 
この点，被告は，「砂防基本計画策定指針及び同解説」を根拠に，

辰巳ダム上流の本川の勾配は緩いので土石流発生の恐れはなく，仮に

支川渓流で発生したとしても到達しないなどと反論しています。 
しかし，平成２０年の浅野川水害では，浅野川本流（芝原橋から田

上，勾配２００分の１程度）には，６万㎥の土砂が流入し，大量の土

砂が堆積したと報告されています（石川県の報告）。したがって，た

とえ土石流の発生はないとしても，大量の土砂が流入し，堆積するこ

とは明白です。 
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被告は，平成１８年度の水理模型実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します。 
   しかし，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す。この

場合も，被告によれば，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ます。 
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すが，被告の引用する実験ではそのよう

な想定はなされていません。 
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ます。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

たことになります。 
     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

杯になることになります。 
被告の想定は甘過ぎます。 

⑷  平常時での懸念 

穴あきダムでは，流量が少ない平常時は，流れを貯めないので当然

入出する流量は同じですが，ダムがあるだけに流れ方は変わります。 

上流からの流れは，まず流木捕捉工の隙間を通り抜け，本体の穴を

通過したのち減勢池に出て，更に副ダムの隙間を通って下流へと流れ

ていく構造となっています。副ダムの隙間は狭く，そこでの流れは速

いのです。流れはねじ曲げられ，加速と減速が繰り返されます。 

流れ方が変わることによって，魚の遡上が妨げられる可能性は大き

いのです。浮遊物が構造物に付着したり，流れの死水域に沈殿したり

することによって，景観はもちろん水質まで悪化する恐れは濃厚で
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す。 

以上の原告らの指摘に対して，被告は「水は勾配２０分の１の魚道

を兼ねた低水放流設備を通り，水の流れは緩やかで魚の遡上は妨げら

れない。魚類の移動性は確保されると予測している ｡ 水質への影響も

軽微である ｡ 」と反論します。 
この点，原告らが「魚類の移動性は確保されるとの予測の詳細を明

らかにされたい ｡ 」と釈明を求めたのに対し，被告は，結論だけの乙

第１０８号証を示すにとどまり，その根拠が明らかではなく，予測が

どの程度，確かであるか不明です。 
⑸  自然環境に及ぼす影響への懸念 

一般に，ダム事業者は，穴あきダムは「環境への影響が軽微であ

る」と強調しますが，実証されたことではありません。影響が暴露さ

れるのを恐れてか，調査しようとすらしません。懸念材料は多いので

す。事業者は，科学的な調査をしたうえで，環境への影響を明らかに

すべきものですが，そうはしていないのが現状です。 

懸念材料は多々あります。まず，通常時の懸念を示します。山間部

に巨大な人工構造物が存在することによって，まず景観が変わりま

す。このこと自体は好みで評価も変わりますが，そこを行き来する地

上や地中の生物にとっては邪魔な壁です。空を行く鳥や昆虫も迷惑し

ます。風や日照が遮られるとダム周辺の植生も変わるでしょう。上述

のように，流れ方が変わることによって魚の遡上も妨げられる恐れが

あります。 

洪水でダム湖ができたときの懸念は極めて大きいのです。水没によ

り，地中はもちろん地上の動物でも逃げ遅れるものもいるでしょう。

動けない植物は悲惨です。事業者は「植生をほぼ現状のままに保つこ

とができる」と言いますが，洪水時の水は濁水だけに草や木に泥が付

着し，多くが枯れる恐れがあります。 

ダム湖が空の間に新たな草や木が生え，一見「緑」が回復したよう

に見えることがあるかもしれません。しかし，植生が同じといえるは

ずがなく，生態系が保全されない可能性が大きいのです。 

これに対して，被告は，「大きな規模の洪水でも貯留されるのは１

日程度で，植生帯に大きな変化はない。生息する生物相に対する影響

も小さい ｡ 」と反論します。 
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この点，原告らが，「大きな規模の洪水でも貯留されるのは１日程

度で植生帯に大きな変化はない，生息する生物相に対する影響も小さ

いとの予測の具体的根拠 ｡ 」と釈明を求めたのに対し，被告は，結論

だけの乙第１０９号証を示すなどにとどまり，結論だけで根拠が明ら

かではなく，予測がどの程度，確かであるか不明です。 
⑹  事業費及び完成までの期間への疑問 

「穴あきダム」に限らず，ダムの事業費ほど曖昧なものはありませ

ん。物価の上昇は別としても，設計変更などを理由に当初予算の数倍

になることは珍しくないのです。穴あき型は，貯水型に比べて，維持

費は少々安くても，建設費はほとんど変わりません。また，対照的に

代替案はあえて高めに見積もられがちです。 

一般に，ダムの有利さの説明に「時間軸」という表現が使われま

す。代替案は予算の確保が困難で，実現の見通しがつかないが，ダム

だと，事業の準備が整っているうえに，予算も確保しやすく，短期間

で完成できるというのです。しかし，構想時から数えれば，ダムほど

時間がかかるものはありません。 

「穴あきダム」は，常用洪水吐にゲートをつければ，簡単に普通の

貯水・調節型に早変わりします。まさか事業者はそれを計算に入れて

いるとは一応信じたくはないのですが，茨城県の藤井ダムや島根県の

笹倉ダムのように，穴あき型を貯水型に改造した例もあるのです。 

過去にダムは多目的な活用によって多方面に効果を発揮してきまし

た。その表面的な成功が一見あまりにも効果的であったため，つぎつぎ

と築造されてきました。初めて服用する薬はよく効きますが，二服目は

効き目が落ちます。同じことが，この犀川でも当てはまります。 初の

犀川ダム，次の内川ダムまでは，それなりに効果的な面が見られます

が，三番目の辰巳ダムの効果はなく，副作用ばかりが目につきます。犀

川ダムは昭和３５年度に着手し，昭和４０年度に完成し，６年を要しま

した。次の内川ダムは，昭和４２年度から昭和４９年度までの８年を要

しています。辰巳ダムは，昭和４９年度に調査に着手し，さまざまな反

対があり，強引に平成１９年度に着手するまでに３４年を要していま

す。これが何よりも，（効果が疑問である）ダムほど時間がかかるもの

はないことを証明しています。 
２ 辰巳ダムの問題点（辰巳ダムの「穴」が閉塞してしまう危険性） 
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ア 辰巳ダムの穴（常用洪水吐）は，下段の河床部が２穴（縦横各２．

９ｍ），上段が１穴（縦横各４．５ｍ）あります。この小さな穴，こ

とに下段の２穴は，根や枝葉の付いた，穴の大きさの何倍もある流木

が大量に流れ込めば，穴は必ず閉塞します。洪水時には流木と流砂が

同時に流れ込む状況が想定され，そうなれば容易に閉塞します。上流

の急傾斜面で山地崩壊が発生した場合は更に容易に閉塞します。 

この辰巳ダムの「穴」が閉塞してしまう危険性に関して，石川県は

水理模型実験を行った結果，閉塞しないとしています。しかし，上記

実験結果は，閉塞の危険性のないことを示すものでは決してありませ

ん。 

イ 被告は，「穴あきダムの閉塞に関する安全性について，石川県は水

理模型実験を行っており，平成１８年度水理模型実験において，土砂

の堆積の解消が図られ，流木による閉鎖を防止できることが確認され

た。」と反論します。 
  しかし，石川県によって行われた水理模型実験は，清水，もしくは

夾雑物を含まない濁水を使用しての実験である等，現実に発生する条

件と異なる条件の下での実験であって意味をなさない実験です。 

  ウ さらに，上記水理模型実験においては，穴あきダムという一種の新

技術について，その建設・運用・管理についての知見を得るための実

験が行われていないことの問題性が指摘できます。 

石川県の実験では，閉塞しない場合の実験は行われていますが，閉

塞する場合の実験は行われていません。本来，水理模型実験では，実

験条件は，流木，土砂，岩石，その他を単独で流した場合，流木，土

砂，岩石，その他を複合して流した場合，かつ，大きさや径，数量な

どを変化させることにより，閉塞しない場合から閉塞する場合まで，

条件を変化させながら実験することが必要です。それによって，閉塞

しない場合の限界条件が明らかとなり，その結果，閉塞条件を超える

場合にどのような対策をとればよいかが分かるのです。しかし，石川

県の実験では，どのような場合に閉塞するのかが全く分からないので

す。 
エ 石川県の実験で も問題なのは，閉塞しないことを前提としている

ので，実際に詰まった時の対策が不明であり，実際に詰まった場合は

お手上げ状態となることです。下流住民の生命と財産を守るべき装置
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が，逆に生命と財産を脅かす装置と化すのです。 
オ 石川県は 100年に１回の頻度で発生する降雨による洪水の量につい

て，既往洪水量の 2 倍近い流量を見込み，有史以来発生したことのな

いような流量を想定しています。一方， 100年に１回の頻度で発生す

る降雨による洪水の質については，流木，土砂，岩石，その他の流出

物のうちの流木，土砂についてのみ，楽観的な想定をしているにすぎ

ないのです。 
しかし，洪水の質についても，有史以来発生したことのないような

流木，土砂，岩石，その他の流出物を想定するべきなのです。そのこ

とは，平成２０年７月の浅野川洪水でも明らかです。 
未曾有の洪水による，さまざまな形と大きさを持った大量の流木の

流出，河床が一気に数メートルも上昇する土砂の流出，土石流の発生

による巨大な岩石の流出，流域の集落の家屋や車などの粗大物の流

出，をも想定して，その対策があってしかるべきなのです。 
そのためには，まず，①実験で流出物の条件を変えながらその限界

を確認し，次に，②その限界を超えた場合についての対策を採った場

合の実験を行い，安全を確認するべきなのです。 
しかるに，石川県は，上記①の段階の初歩，閉塞しないという緩い

条件で実験をしたということにすぎず，それだけで容易に閉塞しない

という結論を出しているのです。 
カ 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。」と主張しています。 
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すが，

土砂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すから，別々に実験を行うことが合理的とは

言えません。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ません。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すから，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す。 
  また，被告は，「辰巳ダム上流の集落約１００世帯は，いずれも河



 11 

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。」と主張しています。 

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ありません。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す。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のです。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

を得ないのです。 
  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。」と主張しています。 

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

木研究所ではなく，石川県です。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のです。 
  さらに，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すから，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

ができます。 
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

められますが，しかし，原告が指摘する悪条件の場合には，穴が閉塞
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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

の知見は全く不明なのです。 
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

てられていません。福島原発事故では，過酷事故は起きないという前

提で対策が用意されていなかったため，被害が拡大したことと同じこ

とを指摘できます。 
３ 結論 

上記問題点の中で，１⑶の「土砂についての懸念」，１⑷の「平常時で

の懸念」，１⑸の「自然環境に及ぼす影響への懸念」は，法第２０条第３

号適合性の判断に際して問題とされる「得られる公共の利益」と「失われ

る利益」との比較考量の際に，「失われる利益」の要素として考慮されな

ければならない事項であると考えます。 

他方，１⑴の「穴あきダムによる自然調整の問題点」や１⑵の「流量調

節への懸念（洪水被害の拡大の危険）」は，治水目的のために造るはずの

施設が治水上かえってマイナスを生み出すという逆効果を生じ得ることを

も意味し，「得られる公共の利益」が決して石川県が言うほど大きくはな

いことを意味するのみならず，かえって公共の安全が害されるという，

「失われる利益」の観点でも問題となる面が指摘できます。 

以上 


