
Title

「治水」事業としての長良川河口堰の法令上の問題点と事
業凍結への道 : 長良川河口堰事業の違法性と国会・地方議
会,住民および裁判所のコントロールによる事業凍結につい
て

Author(s) 近藤, 真; 在間, 正史; 宮野, 雄一

Citation [岐阜大学教養部研究報告] vol.[31]  p.[31]-[43]

Issue Date 1995-02

Rights

Version
岐阜大学教養部法学研究室 (The Faculty of General Education,
Gifu University) / 在間法律事務所 / 岐阜大学教養部経済学研
究室

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/3983

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



―長良川河口堰事業の違法性 と国会 ・地方議会, 住民および

裁判所のコン トロールによる事業凍結についてー

近藤 真 ・在間 正史* ・ 宮野 雄一 ・ 山田 秀樹* (五十音順)

「治水」 事業としての長良川河口堰の

法令上の問題点と事業凍結への道
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法学研究室 ・経済学研究室

(1994年10月11日受理)

(2) したがって, 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 (補助金適正化法と

略称) 第17条, 第18条によ り, 国から水資源開発公団への治水交付金の交付を取消し返還を

求めるこ とが可能である。

すなわち, 国会において, ・建設大臣に対し水資源開発公団への交付金の交付凍結と返還を

要求するように求め, 実質的に長良川河口堰事業を凍結するこ とが可能である。

また, 国会の財政権 (憲法第83条√第85条) に基づき, 違法支出に対する予算の不承認を

通じて水資源開発公団への治水交付金を凍結し, 長良川河口堰事業を凍結するこ と も可能で

ある。

* 弁護士 在間正史 (在間法律事務所, 名古屋弁護士会)

山田秀樹 (西濃法律事務所, 岐阜弁護士会)

(要旨)

(1) 長良川河口堰事業は, 治水 (洪水対策) 目的を掲げて治水交付金= 国民負担と住民負

担を課しているが, 堰には法令上も河川技術上も洪水被害を軽減する機能はまった く な く ,

〔概算で〕 治水交付金支出 ( = 国民負担) 約541億円も地方 (住民) の治水負担約360億円も,

法令上の根拠のまった く ない財政負担 ・支出である。
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さ らに, 地方議会が, 治水負担の凍結を しない場合は, 地方自治法第242条による住民監査

請求および同法第242条の 2による住民訴訟を通じた, 長良川河口堰の治水負担の違法 ・不当

性 (地方財政法第3条, 第4条違反) の確認によって, 自治体レベルで治水負担を凍結し,

長良川河口堰事業を凍結に追込む道もある。 一

I . 長良川河口堰事業の <治水目的〉 と 〈治水負担〉 の法令違反

〈長良川河口堰を 〈洪水対策目的〉 と して 〈治水負担〉 を課するこ とが, 法令上できるか ? 〉

長良川河口堰事業は, 治水 と利水の両目的を掲げているが, このう ち治水 目的には塩害対

策のみでな く洪水対策も含めていることが, 昨 〔1992〕 年12月10日の長良川河口堰事業華止

め裁判での建設省中部地方建設局の証言で明らかになったj 卜

しかも <洪水対策 と してのしゅんせつ→塩害被害→河口堰の必要性〉 という論拠の要であ

る, し ゅんせつによる塩害被害の範囲も額も算定していないこ と も明か とな り, この結果,

堰事業に関する治水部門と利水部門の費用負担は, 洪水被害軽減の便益 と利水の便益の大き

さに基づ き, 受益者負担の原則によって配分されているこ とになる。
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(3) また, 地方議会でも, ( 1) によ り治水目的および治水負担が違法であるこ とから, 地

方財政法第3条√第4条違反と して地方の長良川河口堰の治水負担 ・支出を凍結し, 長良川河

口堰事業を凍結する道もある。 し

第一に, 河口堰が, 治水 (洪水対策) 上 の危険施設であるこ とは, 河川法第26条および河

川管理施設等構造令第36条の規定 (別紙資料- 1参照) に明らかであ り, 長良川河口堰に洪水

対策 目的を掲げるこ とは, 同法令に違反する。 1 ■㎜

第二に, 建設省自身も, 河口堰が, 法令上 も河川技術上も治水上の危険施設であるこ とを,

次のよ うに認めている。

「堰の設置によって河状に乱れを生じ, また, 高水時の流水の疎通に障害 となる恐れがあ

る…」

ところで, このような目的とそれに基づ く治水支出 (国の交付金と地方負担) とは, 堰が

洪水被害軽減の機能をもち, しかも現実に洪水被害軽減の便益が存在する場合にのみ可能で

ある。 そこで, つぎの二つの点 (A ) ( B) が問題となる。

(A ) <長良川河口堰は, 洪水被害軽減の機能 (洪水対策の役割) と便益をもつか ? 〉

結論から言えば, 長良川河口堰には, 洪水被害軽減の機能は, 法令上も河川技術上もな く ,

長良川河口堰を洪水対策 とするのは, それどころか法令違反である。



第三に, 河口堰には上流ダムのような洪水調節機能 (洪水をカ ッ トする機能) は欠如して

い る。 十 , ・゙

建設省による長良川河口堰の容量配分では, 洪水を調節する能力をあらわす治水容量は0

である。 犬 ダ ニ

つま り, 長良川河口堰には上流ダムのよ うな洪水を力 ジヽト し緩和す る能力はまった く存在

しない。 (建設省中部地建 『部外秘東海地方の昭和60年における水需要と水資源開発 (広域利

水調査第二次報告書東海編)』 1973年による。)

これは, 洪水時には堰のゲー トを開放 し洪水を流下させる とい う建設省の説明から も明ら

かで あ る。
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「河川堤防は一般には常時湛水を支える構造では設計されていないし, 堤内地盤高が低い

場合には, 常時湛水によって堤内地の排水不良又は地下水位の上昇の問題も起る。 また, 高

水敷に常時湛水している と, 高水敷の維持が困難と,なる。」 「こ=のため, 堰の位置選定に当たっ

てはこれらの問題に十分配慮する必要がある…」 (建設省河川局監修 『改訂建設省河川砂防技

術基準 (案) 計画編』 日本河川協会編 ・発行, 1992年, 114- 5ページ)

「一般に河道の流下断面内に工作物を設置した場合には, 当該工作物によって河積が阻害

される等, 洪水の流下になんらかの影響が及ぶこ と となるが, 特に堰はそれが顕著である」

「しかし, 堰については, 河川の利水機能を増進するために不可欠の施設で もある。」 「し

たがっ て改修計画策定の段階でその設置計画及び治水上の影響について慎重に検討して改修

上の配慮を行う とともに, 堰の設置に当っては, 治水上の支障を最小限にとどめるよう配慮

する必要がある」

「このような趣旨から本条第2項 (河川管理施設等構造令第36条第2項一引用者) が述べ

られている。」 し →

(河川管理施設等構造令研究会編 (建設省内の研究会) 『解説 ・ 河川管理施設等構造令』,

`山海堂, 168ページ。 なお, 別紙資料- 1 も参照。) ¥

すなわち, 堰は, 利水施設であって, 「洪水の安全な流下」 どこ ろか, 「治水上の」 「顕著」

な危険施設なのである。 十

以上から, 長良川河口堰には, 法令上 も河川技術上 も, 洪水対策を目的に掲げる根拠はな

いどこ ろか, 洪水対策を目的に掲げれば‥治水上の危険施設であるから法令に反するこ とが

明らかである。 ‥ 丿 ノ 犬

これ も結論から言えば, 長良川河口堰の治水負担 ・財政支出は法令上根拠のない負担 ・支

出であ る。 ¨ l 。 -, ・ 。 : -・ 。 。・゙

すなわち, 長良川河口堰へ, 洪水対策目的として901億円の治水財政支出 ( うち国の治水交

付金約541億円, 地方負担約360億円) を支出する法令上の根拠はまった く存在しない。

(長良川河口堰事業費の変遷については別紙資料- 1の表- 1を参照。) ご レ

( B ) 〈長良川河口堰へ, 洪水対策目的として財政負担 ・支出をする法令上の根拠があるか ? 〉



さ らにこの法令によ り委任された法令以下の通達, 事務的な申合せ事項においてすら, 河

口堰に洪水被害軽減の便益があ りこれに基づ き治水負担を課するこ とができる とする規定は,

存在しない。 ……-

第二に, 前記 (A ) によ り, 堰の洪水被害軽減の機能は法令上も, 事実上 (河川技術上)

も存在せず, したがって,

第一に, 費用負担方法 (アロケーショ ン制度) を定めた諸法令 (別紙資料- 1参照) には,

河口堰に洪水被害軽減の機能と便益 (洪水対策上の役割卜があるとする規定も, 便益の算出

方法もその便益に応じた治水負担の算出方法の規定も, まった く存在しない。
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* 堰の洪水被害軽減の便益はO (むしろ危険でありマイナス) であり,

* 堰の洪水被害軽減の便益がOであるのに事業費の負担 (受益者負担) を求めるこ とは,

公団法, 同施行令, 総理府令等によ り規定されている受益者負担の方法から見ても, 不可能

である。 この負担を強いて住民 ・国民に求めるのは, 法令上の根拠のない違法な行為である。

③そして, 洪水対策については, しゅんせつ費等の本来の治水事業ですでにしゅんせつ等

による洪水被害を軽減する便益に対応した費用負担を, 国民と住民は負担しているから, 堰

で洪水対策目的で洪水被害軽減に見合った治水負担を課する場合には, 文字どお り, 国民と

住民に二重の治水負担を課するこ とになる。

④長良川河口堰の治水負担は1,840億円の事業費中の901億円になった(別紙資料- 1参照)。

これは, 前述の裁判で明らかになったよ うに, 長良川河口堰の治水目的に洪水対策も含め,

しかも塩害被害の予測も塩害被害軽減の便益もまった く計算せずに, 洪水被害軽減の便益で

堰の治水負担を計算した結果である。

②また, 堰が 「しゅんせつを可能にする」 という内容は, しゅんせつによる塩害を防除す

るこ とにあるにすぎない。

つま り, 洪水対策ぱしゅんせつの役割であ り, 堰の役割はしゅんせつによって生じる とさ

れる塩害を防除するだけである。

第三に, <堰は洪水対策としてのしゅんせつを可能にするから, 堰の治水 (洪水対策) 負担

は当然〉 とするこ とはまった く不可能である。

① <堰によって, 洪水対策と してのしゅんせつが可能になるから, 堰は洪水対策の前提で

あり, 洪水被害を軽減する便益を持ち, したがって, それに対する治水負担を求めるこ とが

できる〉 とするこ とは, 堰の前述の洪水対策上の危険施設と しての性格を無視している。

つま り, 堰を洪水対策施設と して位置づけるこ とは, 堰か法令上も河川技術上も洪水対策

上の危険施設であるという前述の事実と矛盾している。



繰返し述べたように, 堰の役割は塩害対策のみであ り, 塩害被害軽減の便益のみから, 治

水 (塩害対策) 上の負担を求められるだけである。

長島町の例によ り下流域の塩害被害軽減の便益を計算すれば, 費用負担を考えれば, 1億円

程度の治水 (塩害の意味での治水) 負担にすぎない。

すなわち, 塩害被害軽減の便益は 1年当 り600- 700万円程度でこれを も とにした投資限度

額 (妥当投資額) は, 1億円程度であるのに対し, 実際の治水の費用負担は901億円である。

したがって, 費用負担が, (便益に基づ く ) 投資限度額の900倍を超過してお り, 費用対便益

あるいは費用対効果の点でも, 経済的な合理性を著し く欠いた, 本来採択すべきでない事業

である。

以上から, しゅんせつによる塩害被害の範囲や額等について検討 ・予測がなされず, しか

も, 塩害対策 と して堰が唯一最善だ という検討も証明もなされずに, 堰を塩害対策の施設と

し, さ らに洪水対策施設である とするこ とは, 事実と論理に二重三重の飛躍かおる。
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この事実と論理の飛躍によって, 国民と住民は, 本来なら 1億円程度の塩害対策の負担で

すむところを, 法令上の根拠な く , 901億円もの治水負担を, 本来のしゅんせつ等の治水負担

とは別に, 違法 ・不当に, 二重に課されているのである。

II . 国会によ り長良川河口堰事業を凍結する方法

①法令違反の治水目的および法令の根拠のない治水負担は, 補助金適正化法違反である。

③国会の財政権により長良川河口堰事業を凍結する道もある。

また, より一般的には, 国会の財政権 (憲法第83条, 85条, 86条および財政法第23条) に

基づき, 違法支出に対する長良川河口堰の治水交付金予算の不承認を通じて水資源開発公団

への治水交付金を凍結し, 長良川河口堰事業を凍結するこ とも可能である。

建設省所管治水特別会計の歳出予算 (「平成 4年度特別会計予算」 第123回国会 (常会) 提

出) では, 「水資源開発公団交付金」 は, 水資源開発公団法第26条 1項, 第27条 1項の規定に

よる費用の交付と して, 「項」 と して位置付けられている。 長良川河口堰は, この 「項」 の

「 ( 1 ) 荒川浦山ダムほか13ダム及び3堰並びに 1導水路の建設工事」 等という説明のなかの

( 1 ) によって, 長良川河口堰の治水目的と治水負担こ治水交付金支出は, 法令上の根拠

がな く法令違反であるから, 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 (補助金適

正化法と略称) 第17条, 第18条により, 国から水資源開発公団への治水交付金の交付を取消

し, 返還を求めるこ とが可能である。

②補助金適正化法等による国会のコン トロールによる事業凍結は可能である。

国会において, 建設大臣に対し水資源開発公団へめ交付金の交付凍結と返還を求め, 実質

的に長良川河口堰事業を凍結するこ とが可能である。



「 3堰」 のひとつに該当する。 ∧ レ

したがって, 長良川河口堰の目的と費用負担が違法である場合には, 国会での予算統制は

少な く と も寸項」 レベルまでは可能であるかち , 治水特別会計中の項の一つである, 「水資源

開発公団交付金」 の項の予算を, 長良川河口堰への交付金分だけ減額修正し, これを通じて

長良川河口堰事業を√実質的にコン トロールするこ とが可能である。
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∇ (あとがき)

この研究報告は, 長良川河口堰事業に関する治水事業と しての法制度的問題点と経済的な

事業評価, および現行制度を利用しての事業中止の方法について検討したものである。 本報

告書は, 研究会 (当時長良川河口堰問題研究会法制度部会としていたが名称が類似の研究会

が存在するため現在は長良川河口堰法制度 ・環境 ・経済研究会と改称したうで, 3回にわたり

検討の上, 1993年 1月27日の公開研究会で報告された。 当初の報告では 「要約版」 は報告書

の最初に掲載していたが, 便宜のため末尾に資料と して掲載した。 △

なお, 本報告書については, 全体の原案 ・草稿を宮野が作成し, 法律上の論点の検討を近

藤, 在間, 山田, 宮野がおこなった。 河川法上の違法性については近藤, 治水財政負担がア

ロケーシ ョ ン制度 (法令) に基づかず財政民主主義に反する点については宮野, 住民訴訟に

ついては在間, 山田の指摘によ り, 裁判の情報 ・資料は在間の紹介による。 補助金適正化法

上の違法性については福家俊朗氏 (名古屋大学法学部 (税財政法) ) から御教示を得た。

なお, 裁判の判決については, 近藤 「長良川河白堰差止訴訟第一審判決について」 ( 日本の

科学者1995年 2月号), 費用便益分析 ・アロケーショ ン問題については, 宮野 「長良川河口堰

事業の 「公共性」 と地域社会田̃ (5)」 (都市問題82- 4, 5, 6, 9, 11, 1991年), また裁判所

および建設省の公共性論および費用便益分析 ・アロケーレヨンの検討と, 同事業が制度(法令)

に依拠しない点については, 宮野 「長良川河口堰をめ ぐる最近の論点とアロケーシ ョ ン制度

(仮題)」 (岐阜大学教養部研究報告32号予定) を参照されたい。 し 十

(あ とがきへの追記) 十

L. 1993年 1月27日の本報告の発表後√長良川河ロユ堰に洪水対策機能が欠如している点に対

して, 建設省から, 堰には, 法令上の根拠も含めて,づ共水対策機能もありナる旨の反論が

②さらに, 地方議会が, 治水負担の凍結をしない場合は, 地方自治法第242条による住民監

査請求および同法第242条の 2による住民訴訟を通じた, 長良川河口堰の治水負担の違法 ・不

当性 (地方財政法第3条, 4条違反) の確認によって,= 自治体レベルで治水負担を凍結し, 長

良川河口堰事業を凍結に追込む道もある。 < レ エ

III. 地方議会, 住民, 裁判による長良川河口堰事業の凍結方法

①また, 地方議会でも, ( 1 ) によ り治水目的および治水負担が違法であるこ とから, 地方

財政法第 3条違反と して地方の長良川河口堰の治水負担 ・支出を凍結し, 長良川河口堰事業

を凍結する道もある。
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あった。 ダ 。一

本報告で く り返し述べたように, 長良川河口堰の治水容量は, ゼロであ り, それ自体に

は洪水対策能力が全く欠如しているこ とは, 建設省自身の資料に明らかなこ とである。

その点に言及せずに, 長良川河口堰以外の堰一般には洪水対策機能があり う ると反論し

ているが, 本報告で問題にしているのは, 長良川河口堰自体に洪水対策機能があるかどう

かである。 これに対して建設省は, ①長良川河口堰が↓様々な堰のタイプの内で, 洪水対

策機能をもつタイプの堰に属する何らの証明もしないし, ②長良川河口堰の治水容量がゼ

ロである ( したがって洪水対策機能が全 く欠如している)グこ とに対する何らの反論も行っ

ていない。

したがって, 本報告の主張は, 建設省の反論にもかかわらず依然有効である。 づ

2. なお確かに建設省のように, 堰一般の議論と曲解されないためには, 本報告における「堰」

「河口堰」 という表現は, 「長良川河口堰」 に統一されるべきかも七れない。

しかし すでに公表されたものである以上, あえて報告時の表現に修正を加えなかった。

ま たその方が, 建設省の反論が本報告の主張の中心点に何ら反論しえないこ とを示すため

にも有益であると判断した。 (ただし√誤字, 脱字や条文に 「第」 をつける等純形式的な字

句の必要な訂正は行ったし, 時の変化についてはご〔 〕 の中に年号を補うなどした。)

なお, 建設省の反論に対する反批判については, 上記の (あとがき) に予告されている

別稿を参照していただければ幸いである。

く資料- D 十 十

L. 長良川河口堰の治水目的の違法性

* 河川法第26条 (工作物等の新築等の許可)

「河川区域内の土地において工作物を新築し, 改築し√又は除去しよう とする者は, 建

設省令で定める ところによ り√河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河

口附近の海面において河川の流水を貯流し, 又は停滞させるための工作物を新築 し,

改築し, 又は除去しよう とする者も, 同様とする。」

* 河川管理施設等構造令第36条第 1項 卜

「堰は, 計画高水位 (高潮区間にあっては, 計画高潮位) 以下の水位の流水の作用に対

して安全な構造とするものとする。」

* 同条第 2項 コ ∧ 。,

丁堰は, 計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず, 付近の河岸及び河川管理施設の

構造に著しい支障を及ぼさず, 並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止につ

いて適切に配慮された構造とするものとする」

河口堰が, 治水 (洪水対策) 上の危険施設であるこ とは, 河川法および河川管理施設等構

造令の次の規定に明らかであ り, 長良川河口堰に洪水対策目的を掲げるこ とは, 同法令に違

反する。 また, 河口堰が, 治水上の危険施設であるこ とは, 建設省も認めている (以下の資

料を参照)。 二 ‥



# # 河口堰が, 治水 (洪水対策) 上の危険施設であるこ とは, 建設省も認めている。

1 ) 河口堰には洪水調節機能は欠如している。

* 建設省による長良川河口堰の容量配分では, 治水容量 (洪水調節能力) はOである。

つまり√長良川河口堰には洪水調節能力はまった く存在しない。(建設省中部地建『部

外秘東海地方の昭和60年における水需要と水資源開発 (広域利水調査第二次報告書

東海編)』 1973年による。)

* 洪水調節機能がないこ とは洪水時に堰のゲー トを開放するこ とは建設省の説明から

も明らかである。

2 ) 洪水の安全な流下機能は欠如しており, むしろ危険施設である。

* 建設省の実務担当者が, 堰は一般的に 「洪水の流下」 を阻害するこ とを認め, 「河川

管理施設等構造令」 (第36条, 同条第2項) においても 「堰設置に伴う治水上の配慮」

の必要性が規定されているこ とを, 本文の引用書以外でも次のように指摘している。

「一般に河道の流下断面内に工作物を設置した場合には, 当該工作物によって河積

が阻害される等, 洪水の流下になんらかの影響か及ぶこ と となるが, 特に堰はそ

れが顕著である」

「このため堰の設置にあたっては, 治水上の支障を最小限にとどめるよう配慮する

必要がある」

「この観点にたって, 構造令第36条において, 堰構造の原則を次のように規定して

おり, 同条第2項に堰設置に伴う治水上の配慮が述べられているバ建設省河川局

開発課長1989年 8月現在) 山内彪編著 『堰の設計』 山海堂, 1990年, 37ページ)
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# # 河川管理施設等構造令第 1条によれば, 同政令は, 「河川管理施設又は河川法(以下「法」

という。) 第26条の許可を受けて設置される工作物…のうち, ダム, 堤防その他主要なも

のの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする」 とさ

れてお り, 河川法第26条後段の 「河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し,

又は停滞させるための工作物」 という規定の 「貯留する」 「工作物」 という規定は, 堰を

対象とし, 堰が治水 (洪水) 対策上の危険施設であるこ とは明白である。 すなわち, 河

丿川区域外の施設でさえ’も許可を要する と したのであって, 河口堰の危険の大きさが, 河

川法第26条後段の前提となっている。

* 水資源開発公団法第26条 2項

2。 長良川河口堰の治水負担の違法性 (法令上根拠のない負担)

アロケーショ ン制度の下記の法令* には, 河口堰に洪水被害軽減の機能と便益 (洪水対策

上の役割) があるとする規定も, 便益の算出方法もその便益に応じた治水負担の算出方法の

規定も, まった く存在しない。 さ らにこの法令によ り委任された法令以下の通達, 事務的な

申合せ事項 * * においてす ら, 河口堰に洪水被害軽減の便益があ りこれに基づ き治水負担を

課するこ とができる とする規定は, 存在しない。
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* 同法施行令第15条

* 特定多目的ダム法施行令第 1条の2̃ 6条, 第20条

* 同法施行規則 (建設省令)

* 電源開発促進法第6条第 2項

* 身替り建設費, 妥当投資額及び分離費用に関する総理府令

* * 電源開発促進法第6条第2項の規定による費用の負担方法及び割合の基準に関する政

令及び府令に関する関係省庁の申合せ事項 (以下, 申合せ事項と略)

* * 特定多目的ダム法の施行について ( 1957. 10. 24建河発576各建設省地方建設局長あて

河川局長通達→申合せ事項への委任)

3。 長良川河口堰事業の国会によるコン ト ロール

* 補助金適正化法第 1条

「この法律は, 補助金等の交付の申請, 決定等に関する事項その他補助金等に係る予算

の執行に関する基本的事項を決定するこ とによ り, 補助金等の交付の不正な申請及び

補助金等の不正な使用の防止その他補助金等の交付の決定の適正化を図るこ とを目的

とする」

* 同法第2条①

「この法律において 「補助金等」 とは, 国が国以外の者に対して交付する次に掲げるも

のをいう。

一補助金 十

二負担金 (国際条約に基 く分担金を除く )

三利子補給金

四その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるもの」

(水資源開発公団への治水交付金はこの四に該当する) レ

→補助金適正化法施行令第2条第17号で 「水資源開発公団法 (昭和三十六年法律第

二百十八号) 第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定による交付金」 (なお,

第26条 1項は特定施設の新築又は改築に要する費用のうち洪水調節に係る費用その

他政令で定める費用, 第27条 1項はその維持管理費用等の交付金) が, 補助金適正

化法の対象となるこ と を規定している。

* 同法第6条 (補助金等の交付の決定)

* 同法第7条 (補助金等の交付の条件)

* 同法第10条 (事情変更による決定取消し等)

* 同法第11条 (補助事業等及び間接補助事業等の遂行) 第 1項

* 同法第17条 (決定の取消) 第 1項

「各省庁の長は, 補助事業者等が, 補助金等の他の用途への使用をし, その他補助事業

等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに

(なお, 以上の詳細については宮野 「長良川河口堰をめぐる最近の論点とアロケーショ ン

制度 ・事業評価 (仮題)」 (岐阜大学教養部研究報告32号予定) 参照)



# # このほか√長良川河口堰事業が, 予算上 「項」 として計上されている場合は, 法令上治

水 (洪水対策) 目的をもたない事業に洪水対策目的で。治水交付金を支出している点で, 財政

の目的外支出に相当し, 憲法と財政法に違反するこ とになる。
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基 く各省庁の長の処分に違反したときは, 補助金等の交付の決定の全部又は一部を取

り消すこ とができる。」 / 犬

* 同法第18条 (補助金等の返還) 第 1項

「各省庁の長は, 補助金等の交付の決定を取 り消した場合において, 補助事業等の当該

取消に係る部分に関し√すでに補助金等が交付されている ときは, 期限を定めて, そ

の返還を命じなければならない。」づ 丿 T =

* 憲法第83条 j ’ ム ;

「国の財政を処理する権限は, 国会の議決に基いて, これを行使しなければならない」

* 同第85条 ,

「国費を支出し, 又は国が債務を負担するには, 国会の議決に基 く こ とを必要とする」

* 同第86条 / 二 犬 。̀

「内閣は√毎会計年度の予算を作成し, 国会に提出して, その審議を受け議決を経なけ

ればならない。」 乙 ダ

* 財政法第23条

「歳入歳出予算は, その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し, その部

局内においては, (中略) 歳出にあっては, その目的に従ってこれを項に区分しなけれ

ばならない。」 十 づ

* 財政法第32条 (予算の目的外使用の禁止)

「各省庁の長は, 歳出予算及び継続費については, 各項に定める目的の外にこれを使用

するこ とができない。」

* 地方財政法第3条第 1項

「地方公共団体は, 法令の定める ところに従い, 且つ, 合理的な基準によ りその経費を

算定し, これを予算に計上しなければならない。」 づ 尚

* 同法第4条第 1項 犬

「地方公共団体の経費は,二その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて, こ

れを支出してはならない。」 ¥

* 地方自治法第211条第 1項

‥ 「普通地方公共団体の長は, 毎会計年度予算を調製し, 年度開始前に, 議会の議決を経

4. 地方議会および住民, 裁判所によるコン トロール :

(地方財政予算は, 法令によらなければならず√また, 地方議会の議決を・必要とする。 違法

な支出がある場合は, 地方自治法によ り, 住民監査請求によ りそれをス ト ップするよ う請求

できる。) づ .j



なければならない。」 二

* 同法第242条 (住民監査請求) …略…

「普通地方公共団体の住民は, 当該普通地方公共団体の長若し ぐは委員会若し くは委員

又は当該普通地方公共団体の職員について, 違法若し くは不当な公金の支出‥べ中略)

…があると認めるときは, これらを証する書面を添え, 監査委員に対し, 監査を求め,

当該行為を防止し若し く は是正し, 若 し く は当該怠る事実を改め, 又は当該行為若し

くは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要

な措置を講すべきこ とを請求するこ とができる。 (以下略)」 十

* 同法第242条の2 (住民訴訟) (略) 1

表- 1

事業目的の内容 事業費 治水負担 ( % ) 利水負担 (% )

1965年 利水, 塩害対策 犬 123億円 20. 42億円( 16. 6% ) 102. 58億円(83. 4% )

1972年 利水, 洪水 ・塩害対策 235億円 88億円(37. 4% ) 147億円(62. 6% )

1985年 利水, 洪水 ・塩害対策 1, 500億円 561億円(37. 4% 卜 939億円(62. 6% )

1992年 利水, 洪水 ・塩害対策 1, 840億円 901億円(49. 0% ) 939億円(51. 0% )

十 ‥ * ( + 900億 円 ) * ( ¬ 900億 円 ) 二

( * は1992年事業費を利水, 塩害対策のみで負担配分した場合 (下表卜と比べた増減である)

1992年 利水, 塩害対策 1, 840億円 1億円(0. 05% ) 1, 839億円 (99. 95% )

なお, 治水負担は, 国の補助率60% , 地方負担40% で概算すれば (ただし国の補助率は年

により変動がある), 国は約541億円, 地方 (岐阜, 愛知, 三重の3県) は約360億円の負担と

なる。 ■ ■ ■ 。¶ ・

資料- 2 (要約版)

長良川河口堰事業を, 政府および地元自治体が推進する最大の論拠と七て, 現在では長良

川河口堰の果す 「治水」 上の役割が第一に掲げられている。

この, 「治水」 目的には, 〈塩害対策〉 のみでな く <洪水対策〉 も含めているこ と, および

これに基づいて 〈洪水対策〉 分の費用負担を課しているこ とが, 92年12月の法廷 (長良川河

口堰差止め訴訟卜での建設省中部地方建設局の証言を通じて, 明らかになった。
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第二に, 長良川河口堰の事業費負担で, <洪水対策〉 目的での 「治水」 負担を, 住民と国民

に課する法令上の根拠もまった く存在しない。

すなわち, 長良川河口堰事業で 「治水」 目的と して 〈洪水対策〉 目的を掲げ, これに対応

した 「治水」 負担を課するこ とは, 二重の意味で違法 ・不当であり, 別紙本文に述べるよう

しかし, 結論から言えば,

第一に長良川河口堰は, そもそも <洪水対策〉 目的を掲げるこ とは, 法令上および河川技

術上で きない。



( 1 ) 長良川河口堰事業で, 〈洪水対策〉 目的を掲げるこ とには, 法令上の根拠がない理由。

第一に, 河川法第26条および河川管理施設等構造令第36条においては, 河口堰を危険施設

として規定しており, 治水上の支障を最小限にするように配慮すべきものとさノれている。

第二に, 建設省河川局自身も, 『改訂建設省河川砂防技術基準 (案)』 等で,

「堰の設置によって河状に乱れを生じ, また, 高水時の流水の疎通に障害となる恐れがあ

る…」

「一般に河道の流下断面内に工作物を設置した場合には, 当該工作物によって河積が阻害

される等, 洪水の流下になんらかの影響が及ぶこ と となるが, 特に堰はそれが顕著である」

等と してお り,

河口堰が, 法令上も, 河川技術上も危険施設であるこ とを認めている。

第三に, 河口堰には, 上流ダムのような洪水調節能力 (洪水を上流でカ ッ トする能力) は

皆無であるこ とを, 建設省自ら認めている。 建設省によれば, 長良川河口堰の治水容量は0

であり, 洪水時には堰が洪水の流下を阻害しないようにゲー トを開放するのである。
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に, 国会, 地方議会, 裁判所, 住民の各レベルで, 事業の凍結を可能にする方法もある。

以下では, 上記の二点について, 要約して, 本文のまとめとする。

以上から, 河口堰は利水施設としては有用であっても, 治水上は 「洪水の安全な流下」 ど

ころか, 「治水上の」 「顕著」 な危険施設である。

したがって, 長良川河口堰を, 〈洪水対策〉 目的とするこ とは, 法令上の根拠があるどころ

か, 違法 ・不当である。 ,

第一に, 費用負担方法を定めた諸法令には, 河口堰に, 洪水被害を軽減する機能と便益 (洪

水対策上の役割) があるとする規定もな く , 便益の算出方法も, それに応じた治水負担の算

出方法 も, まった く規定されていない。

第二に, 前述のように, 河口堰の洪水被害軽減の機能は, 法令上も河川技術上も存在しな

い。 よって, 洪水被害軽減の便益も存在せず, 費用負担を定めた諸法令に規定する受益者負

担の方法からも, 長良川河口堰事業費において, 洪水対策目的で 「治水」 負担を, 国民 ・住

民に課するのは, 法令上の根拠のない違法な行為である。

( 2 ) 長良川河口堰へ, 〈洪水対策〉 目的として, 財政支出 ・負担する法令上の根拠はない。

1993年価格で1,840億円に改訂予定の長良川河口堰事業費のなかで, 治水事業費負担は, 901

億円に膨張した。 しかし, 住民と国民が負担するこ とになる, この洪水対策目的での治水負

担には, 法令上の根拠はまった く存在しない。



第三に, 堰 ・ しゅんせつ一体論によ り, 堰の治水負担を当然とするこ と もで きない。

すなわち, <堰によって, 洪水対策のしゅんせつが可能になるから, 堰は洪水対策としての

便益をもち, 治水負担は当然〉 とするこ とは, 次の点で不可能である。

(1)堰は, 前述のように, 法令上も河川技術上も洪水対策上の危険施設である。
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(4)法廷で明らかになったように, 建設省は, しゅんせつによる 「塩害」 の被害の範囲も程

度も額も一切予測も計算もせずに, 洪水被害軽減の便益で堰の治水負担を課している。 これ

は, 上述の理由で法令上の根拠も無 く不当である。

塩害対策のみで試算すれば, 堰の便益は 1年当り600- 700万円程度であり, これをも とに

した堰の投資限度額 (妥当投資額) は, 1億円程度にすぎないめに対して, 実際の堰の治水負

担は901億円である。

費用対便益あるいは費用対効果の点でも, これは, 費用負担の諸法令の趣旨にも反する,

経済的な合理性をまった く欠いた本来採択すべきでない事業である。

以上のように, 長良川河口堰の 「治水」 目的で, <洪水対策〉 を掲げているこ とは, 法令に

反し, またこの目的で 「治水」 負担を, 住民 ・国民に課するこ とにも, なんら法令上の根拠

はな く , 違法 ・不当な負担と言わざるを得ない。

(事業凍結への諸方策については, 別紙本文を参照されたい。)

(2)堰は, 〈洪水対策のしゅんせつを可能にする〉 というのは, しゅんせつによって生じると

される 「塩害」 を防除するにすぎない。 洪水対策はしゅんせつの機能で尽きてお り, 塩害が

生じなければそもそも堰も不要であるから, 堰の機能は 「塩害防除」 にあるにすぎない。

(3)洪水対策と して, 堰で治水負担をとれば, 国民と住民は根拠のない二重の治水財政負担

を課されるこ とになる。

なぜなら, 洪水対策と七てのしゅんせつ事業等で, その便益に応じた治水負担を, 国民と

住民は負担しているから, 堰で洪水対策の便益を掲げて治水負担を課せば, 二重に負担する

こ とにな る。


