
(3 )鉄鋼スラグ問題

八:y場ダ、ム予定地では代替地や道路等の整備に大同特殊鋼の有害な鉄鋼スラグが使われ

たことが大きな問題になっている。この鉄鋼スラグはフシ棄や六価クロムなどの有害物質

を含むだけでなく、水分を含むと膨張する性質があるため、鉄鋼スラグが再生砕石として

使われた道路や擁壁などでは有害物質が徐々に流出する危険性があるだけでなく、鉄鋼ス

ラグの膨張により、構造物が変形していくことも心配されている。

有害物質を含む鉄鋼スラグは産業廃棄物として処分しなければならないところ、大同特

殊鋼はその処分費用(通常 1 トン当たり 2~3 万円)を浮かすため、佐藤建設工業に 1 トン

数百円程度を払って引き取らせ、佐藤建設工業はそれを通常の砕石に混ぜて受注工事に使

用するだけでなく、材料業者として各工事の受注会社に納めてきた。佐藤建設工業は通常

の砕石のみを使う場合と比べて、大橋にコストダウンができることから、工事業者、材料

業者としてのシェアを増大したとされている。

毎日新聞がこの問題をスクープとして取り上げ、追及してきたことにより、関東地方整

備局が重い腰を上げて再調査を行い、 10月27日に中間報告を発表した。ただし、分析結果

の発表は 12月中となっている。

今回、関東地方整備局が発表した箇所だけでも八ッ場ダ、ム関係工事でかなりの範囲に及

んでいる。大同特殊鋼への聞き取りで鉄鋼スラグの出荷記録があるところと、現地調査で

鉄鋼スラグと類似材料の混入が現時点で露出した状態となっているところを合わせて 18箇

所もある問。ボーリングをして地表面より下での鉄鋼スラグの有無を調べれば、鉄鋼スラ

グの使用筒所は大幅に増えるに違いない。

今後、鉄鋼スラグ使用箇所については掘り起しを含む抜本的な対策工事が必要であると

考えられ、鉄鋼スラグ問題は八ッ場ダム事業を揺るがす問題になってきている。

〔注〕この 1箇所というのは文字通りの 1カ所ではなく、たとえば、 H24上湯原地区代

替地他整備工事という 1箇所は上湯原3カ所、打越1カ所、横壁1カ所を含んでお

り、今回判明した範囲でも広範囲に及んでいる。

4 八ッ場ダムICN0 !を言い続けよう

八ッ場ダムはかけがえのない自然を喪失させ、深刻な地すべりの危険性をつくり出すな

ど、多くの災いをもたらすダムである。

一方で、八ッ場ダ、ムは水需要が減少し続ける今後の時代において利水上の必要性がなく、

さらに、利根川の治水対策としても無意味なダムである。

)¥ッ場ダムはつくってはならないダムであり、本体工事が進もうとも、私たちは八ッ場

ダムに対してNo!を言い続けなければならない。

〔参考〕本体工事に着手したが、中止になったダムの例「大阪府の模尾川ダム」

2009年5月 本体工事契約(約 31億円)

2010年 2月

2011年 2月

2013年秋

上部工の工事(堤体より上の法面の伐採工事)、パイロット道路、防災工事

本体工事を中断して事業を検証

ダム事業中止の決定

ダム本体の工事業者に1億 5000万円の違約金を支払うことで決着
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八ツ場ダム訴訟 10年目の報告

2014.12.14 

弁護士高橋利明

本件訴訟では、利水上も治水上も八ツ場ダムは不要であると主張しているが、ここ

では全体に共通する治水上の不要性に絞ってのお話とさせていただく。

治水上の不要性についての基本的な主張。

( 1 )利枝川の治水計画の基本は、既往最大のカスり}ン台風規模の洪水に備えるとさ

れているところ、建設省は、昭和 24年の改修改訂計画でピーク流量を毎秒1万70

oorri'と策定した。しかし、昭和 55年の工事実施基本計画では、同台風洪水の「氾

濫戻しJを理由に、毎秒2万 2000rri'と増量改定したが、その後の国交省の説明は

二転三転し上流部の大氾濫は説明不能に陥っている。

(2 )現況の河川管理施設では、カスリーン台風が再来しでも、八斗島地点には、ほぼ

計画高水流量程度の毎秒1万6750rri'にとどまること(甲B39号証)。そして、

八ツ場ダムができても、計画洪水時に江戸川では水位が数 cmしか低減しないので、

東京都には河川法63条 1項の J著しく利益Jを受ける関係にはない。

(3 )よって、東京都は国土交通大臣が発する納付通知に基づく受益者負担金の支出は

違法となるから、この支出の差止めを求める。

〈名抄》十ず)
第1 国土交通省は、自身で策定した基本高水のピ}ク流量・毎秒2万 2000rri'の説

明が出来ない

国交省は、利根川の基本高水の解説、説明は次のように二転三転し、矛盾に満ちて

おり、治水計画としての体をなしていない。

( 1 )昭和 22年9月のカスリーン台風での実績の推計ピーク流量は、多めに見て毎秒、

1万 7000rri'とされた。当時の関係委員会等では、上流部での大氾濫は問題とな

らなかった。

(2 )昭和 55年 12月、この毎秒1万 7000rri'が、毎秒2万 2000rri'と、約30%

も増量改定されたが、その理由は、同台風時の上流部での大氾濫の f氾濫戻し」であ

った。

(3 )本件訴訟での説明でも、申 20号証の、関東地方整備局の「回答jでは、 (2)

とほぼ同様な解説がなされていた。

(4)しかし、原告側カミらの反論等が進むと、甲 B90号証の f回答Jでは、「現況(昭

和 55年時点)の河道等の状況で、計画降雨を与えた場合に八斗島地点でのピ}ク流

量が毎秒2万2000ぽになると説明をしているものではなく、カスリーン台風以降、

昭和 55年までの状況変化を踏まえたうえで、昭和55年時点での河川整備に対する
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社会要請や今後想定される将来的な河川l整備の状況等も含めた検討を行い、将来的な

計画値として基本高水のピ}ク流量を毎秒2万2000rrl'と定めた。j となった。こ

れによると、昭和 55年の改訂は、 f今後想定される将来的な河川|整備の状況等も含

めた検討を行い、将来的な計画値j というのであるから、既往最大のカスリーン台風

洪水の再現計算ではないことになる。明らかに、以前の説明とは食い違う説明である。

( 5)民主党政権となって、日本学術会議で「基本高水毎秒2万20 0 0 rrl'Jの検証を

行うことになった。その過程で、国交省は、再び、カスリーン台風洪水の氾濫戻し計

算の結果であると、先祖がえりの説明となった。しかし、その氾濫を説明する国交省

の「報告書J(甲B158号証)は、河床から 10m以上も高い高崎市市街地の台地や、

数十メートノレも高い丘陵にも洪水が上がったという f洪水山に上るjとしサ漫商のよ

うな報告書であった。

このように国土交通省の基本高水に対する説明は二転三転し、結局、カスリーン台

風の実績推計流量・毎秒1万7000rrl'との大きな耳障離・毎秒5000rrl'の説明を行

うことが出来なかった。国交省が策定した基本高水・毎秒2万2000rrl'計画は明ら

かに破綻を示しているのである。

現況では、カスリ}ン台風が再来しても、八ツ場ダムがなくとも、既設の6ダム等

の現況の河川管理施設で、人斗島地点では、現行の計画高水流量・毎秒1万6500

rrl'にほぼ収まる計算であり、このことは、国交省でも認めていることである(甲 B3

9号証八斗島地点でのハイドログラフ)。

第2 東京事件東京高裁の対応一計画の破綻は無視、認定は行政手続の履践のみ

東京事件東京高裁判決は、原告・控訴人らが上記のような主張したのに対し、これ

を取り上げず、全く回答(判断)をしなかった。

国土交通大臣が河川法63条 1項に基づいて発する納付通知は、「著しく利益を受

けるとの条件の下に発せされるものあるから、この条件を充たさない請求は違法と

なり、この請求を受けた地方公共団体は、その支出に応じではならないことは明ら

かである(法律時報6月号 54頁右、 62頁左)。

しかし、東京事件判決を中心に一連の東京高裁判決は、一日校長事件最高裁判決

を引き、納付通知の違法性を争うには、納付通知に f重大かっ明白な違法ないし穣

疲jが必要であり、「そして、その違法ないし破滅が明白であるというためには、行

為の外形上違法ないし取抗が一見看取できるものでなければならない」という判断

枠組みを示した。しかし、何故、こうした違法審査基準が採用されるのかについて

は一言の言及もなかった。
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このため、治水計画が不合理であるとか、洪水時に江戸川での水位低減効果が数

cmであるとかの原告・控訴人らの主張事実は、(この要件を充たすものではないと

して)全く取り上け守なかった。

そして、一連の判決は、国交省l土治水計画策定のための所要の行政手続を行い、

審議会等での議を経ているなど行政上の手続の履践を挙げて、納付通知には「重大

かっ明白な違法ないし破滅Jは認められない、とした。即ち、一連の判決は、違法

審査基準に f重大かつ明白な違法ないし取庇」という高いハードルを設けて、原告

側jの主張のほとんどを取り上げず、また切り捨てたのである。

@その他の事実関係の主な主張事項

①国交省は、平成 17年度に基本高水の検証を行ったとするが、それを裏付ける資

料は保管されていなかった。

②日本学術会議は、新たな手法を用いて流出計算を行い、毎秒2万 1000rrl'との

解を得たというが、その計算手法は国際的にも未確認の手法であり、しかも、計

算値は過大にでる手法であるから、信頼性は低い。

③ 過去の流出状況を反映した適正なデータで流出計算を行えば、ピーク流量は、

毎秒1万6600rrl'程度となる(甲 B146号証関意見書)。

などの主張を行ったが、一連の判決は、ほとんどの事項について無視した。

第3 この 1 年間の問に提出した最高裁への上告受理申立理由補充書その 1~4

1 一日校長事件最高裁判決の引用の批判(補充書その 1~2)

田村達久早稲岡大学教授、野呂充大阪大学教授、人見側早稲田大学教授が、一日校

長事件最高裁判決の誤った引用について、法律時報6月号の f小特集 八ツ場ダム訴

訟の論点jで筆を揃えて厳しく批判を展開された。一例を挙げる。

f号|用の一日校長事件住民訴訟最高裁判決の事案と本判決のそれとではまったく事

案を異にする。 J r本判決の事案においても、都(ないしその機関)が国の行政組織の

一機関であるはずがない。法主体間関係であれば、費用分担者(都)が自身の負う義務

の適法性、その内容の適正性を自ら確認、検証することができると考えるのが当然で

あろう。それ故、本判決の上記の評価、判断は適切とは解しえない。 J(田村論文)。

rw著しい利益を受ける』という要件の可法審査にあたり、国の判断を一方的に優先

させる理由もない。したがって、都府県は違法な納付通知を訴訟を通じて是正しうるj

(野呂論文)0r河川法の受益者負担金をめぐる都県主因の関係は、これと全く異なっ

た独立の法主体問の関係なのである。J(人見論文)0，

「補充書その lJと f補充書その 2Jでは、上記の 3教授の論考を引いて、東京事

件高裁判決が一日校長事件判決を引用していること、原告側に「重大かつ明白な違法

ないし取庇」の立証責任を負わせたことの誤りを強調した。最高裁も、このような諸
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学者からの批判を無視できないはずである。弁護団は大きく勇気づけられた。

2 原判決の「立証責任の逆転j批判ー伊方原発最高裁判決から(補充書その 3)

「伊方原発最高裁判決Jをひき、原判決の立証責任転換の違法な判断を批判した。

この最高裁判決の例によれば、事実上の立証責任は行政庁にあると tされており、少

なくとも、「重大かつ明白な違法ないし破庇」の立証責任を、原告側に負わせること

はないはずである。

「当該原子炉施設の安全審査に関する資料を全て被告行政庁の側が保持している

ことなどの点を考慮すると、①被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の

具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点の

ないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、②被告行政庁が右

主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があること

が事実上推認されるものというべきである。J(番号は筆者による)。

伊方原発最高裁判決は、われわれの前記「第2Jの主張をパックアップするもので、
ある。

3 重ねて「基本高水流量の不合理性J批判ー梶原意見書を得て(補充書その4)

梶原健嗣さんの「戦後河川行政とダム開発Jに基づいて、「カスリン台風洪水の実

績洪水流量と再現流量の間で、この弘OOOmS/sの差異が氾濫戻しによって説明できる

ものでなけれは、この基本高水流量は事実の基礎を欠くものとなってしまう。…・・後

に、国交省が提示した 7，700万nfという氾濫量は、「洪水、山に登るJ架空の氾濫を

前提とするという不合理な推論であり、やはり、氾濫戻しで 5，000ms/s分増えるとい

う試算は基礎付けられない。J(梶原意見書 甲A24号誕)と、重ねて主張を行った。

第4 検討・作業中の『補充書その 5Jー「重大かつ明白な破滅J理論の幻影を暴く

一連の高裁判決は、地方自治体の当該職員の財務会計上の支出が違法となると言う

ためには、「当該原因行為について重大かつ明白な違法ないし取疲があるなど、当該

原因行為が著しく合理性を欠きJ、「その違法ないし穣庇が明白であるというためには、

行為の外形上違法ないし鞍漉が一見看取できるものでなければならないjという判断

枠組みと違法審査基準を採用している。しかし、このような司法審査基準を用いるこ

と?どうして許容されるのかについては、一言の説明もない。推測するに f行政行為

の公定カ理論Jに依拠しているものと考えられる。かつては、この公定力理論がしば

しば都合よく使われて、国民の権利がないがしろに扱われてきた。しかし、今日では、

そうたやすく、東京高裁判決のような乱暴な判示は許されるはずはないA

この「第4Jの作業は、取り掛かつて聞もないので、以下は、収集、問中の主な

論考を挙げるにとどめます。弁護団の協力を得て、作業を続けます。
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( 1 )初期の適法性推定派

日本では、公定力理論は、美濃部達吉→田上穣治→田中二郎と引き継がれて、戦後

の一時期、行政法学や裁判実務に強い影響を与えたとされている。田上教授、問中教

授の代表的な学説は次のようなものである。

・田上競二教授 cr行政法原論J春秋社 1952年 49~50 頁)

「行政行為の公定力(ドイツ語表記略)とは、行政行為の適法性が法律上推定(前

同)され、その結果、争訟の提起により裁判を以て取消され又は職権によって取消さ

れる場合を除けば、行政行為の効力を否定できないとどをいう。......もとより、処分

庁が自ら処分を違法と認めたときは、出訴期間経過後であっても職権により取消すべ

く、又違法処分の執行を停止しなければ、職権濫用による刑事責任及び民事責任を関

われる虞がある。けれども処分の相手方が違法性を主張するときも、処分の執行力と

出訴期間の徒過による不可争力があることは、係争処分の適法性が法律的に推定され

ることを前提とする!

・田中二郎教授 (W新版行政法 上巻』全訂第二版(弘文堂 1974年) 105頁

f行政行為は、法律に基づく公権力の行使であることの特殊性に基づき、その成立

に何らかの穣庇があっても、それが重大かつ明白な破庇であってそのために絶対に無

効と認められる場合のほかは、原則Jとして、適法として、適法の推定を受け、権限の

ある行政庁が職権によってこれを取り消すか、一定の争訟手続によって争った結果、

それが取り消されるまでは、その相手方はもちろん、裁判所、行政庁その他の第三者

も、一応これを有効な行為として尊重しなければならないものとされる。行政行為が、

このように、その内容に応じた効力を有することの承認を強要する効力を公定力と呼

び、行政行為のもっこういう性質を公定性という。」

(2)痛烈な批判派

・渡辺洋三教授「現代国家と行政権J(東京大学出版会 1972年) 76頁

f公定カとは、破疲ある行政行為に取疲なき行政行為と伺様の拘束力を与えるとい

うのではなく、破滅があろうとなかろうと(略)、主にかく、裁判所が介入する以前

の段階で行政庁の主張する仮象の法と国民の主張する仮象の法とが対立した場合、と

もに仮象の法ではあるけれども、ひとまず行政庁の主張する仮象の法に実在の法であ

るかのような実効性をあたえておくということであり、またそれ以上の何ものでもな

い。換言すれば、公定力左は、適法か違法かという実体法上の次元の問題ではない。

それは適法であれ違法であれ、行政行為が存復するという事実があるとき、その行政

行為の存在に一時実効性を附与するという手続上の問題に過ぎない。j

(3)今日の通説的見解

-塩野宏教授 「公法と私法J(有斐閣 1989年 279頁)

「ここでは最早、かつて美濃部が試みたような、行政行為の適法性推定論を中心と
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する、権力の法理論化を必要としないn 人は端的に、公権力の行使に当たる処分の効

果を否定するには、原則として、取消訴訟のみな利用すべしとする取消訴訟の排他的

管轄にかかる制度と同じく取消訴訟に付属せしめられた、出訴制度及び、ときに公権

力の行使たる命令行為に付加せしめられる自力救済制度によって、私人の活動にはみ

られない、特別の効果が、ここに存する、というだけで足りる。その効果が認められ

る所以は、行為の適法性にある、とu、う論理上の必要もなければ、解釈論上の意義も

ないのである。 j

-宮崎良夫教授 f行政争訟と行政法学J(弘文堂平成 16年)

「裁判官等の実務家も美濃部遼吉や回中二郎の公定力説の f学問的権威』に依拠す

るだけでなく、公定カ概念の『有用性・便利さ』に着目し、実務上に生じた種々の具

体的な行政法上の問題に対して公定力概念を安易に適用して問題の解決を図るとい

2傾向を見せてきたn おそらく、最近まで行政行為の公定力概;会のもっとも有力な支

持者は裁判官層ではなかったかと思われる。しかし、そのような公定カ概念の安易な

適用は、ある意味では法的思考の画一化をもたらし、かえって問題の解決にふさわし

い妥当な推論を妨げる例もみられる。J(253頁)

「以上のような、公定カ理論に対する批判の集積を経て、今日では、行政行為の公

定カとは、行政行為の効力、より正確に言えば、行政行為によって創出された法的効

果は、取消争訟の手続を経ないかぎり否定され得ないという制度の仕組み(いわゆる

取消訴訟の排他性)を指すものと解されるようになったのJ(288頁)

補充書その5 粗目次(検討中)

第 1 東京事件東京高裁判決と他の 5事件の高裁判決との対比

1 東京事件東京高裁判決の判示 2 東京事件判決以外の 5判決の判断枠組み

第2 違法審査基準に「重大かっ明白な違法ないし取舵Jを用いて手抜き判決

第3 本件差止訴訟での違法審査対象は、河川法63条 l項の「著しく利益を受けるJ

の存否であり、「納付通知の重大かつ明白な穣疲jではない

1 受益者負担金の支出差止請求における田村、野呂教授らの論点整理

2 田村教授の所論 3 野呂教授の所論

第4 r行政行為の公定カjから「重大かつ明白な取庇Jを引き出すことはできない

1 r行政行為の公定カj から「重大かつ明白な取庇j を引き出している原判決

2 r法律時報特集号j における学者らの批判

3 公定カ理論の昔と今 4 公定力理論の系譜

5 昭和 30年代半ば以降の判例・学説の動向

6 最高裁判例で排斥されている「重大かつ明白な破滅」理論 7 まとめ
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群馬の会活動報告

1.訴訟活動

東京高裁控訴審に向けて、ニュース群馬(35号 (1/30). 36号 (5/3)37号 [10/16))を発行

し、原告並びに会員に活動報告し、傍聴を呼びかけ取り組んできました。

( 1 )東京高裁(控訴審)

2014年 2月 10日 第3回公判 口頭弁論(代理人意見陳述.法的枠組み、治水・利水、危

険性、控訴人 2人:意見陳述)

5月 14日 判決言渡し(不当判決)・・・ 手IJ水については県の広範な裁量を容認

(2 )最高裁(上告審)

し、治水については国の判断に重大かつ明白な取庇がない限り違法と

認めないとした地裁判決の判断を追認するもの。また、ダムサイト及

び地すべり危険性などについて控訴人らの主張をまともに受け止め

ていない。

2014年 5月 26日 上告状兼上告受理申立書提出

8月 28日 上告理由書、上告受理申立理由書提出

11月 28日 上告受理申立理由補充書提出

2.会の活動

ミニ学習会などを開催し、八ッ場ダム問題を広く知らせ、考えてきました。

02013年 12月四日「八ッ場ダム 七つの大罪Jコープぐんまアースクラブ(館林)

02014年 5月 18日「八ッ場ダム東京高裁判決について」週刊金曜日読者会(足利)

3. 関連団体との活動

八ッ場あしたの会、群馬県議会議員の会、原発とめよう群馬、八ッ場ダムをストップさせる

群馬の会などと毎月定例会「八ッ場ダ、ムを考える群馬県連絡会」を開き、情報交換しながら

八ッ場ダ、ム中止に向けての戦略・戦術を考え、学習会やシンポジワムなどに取り組んできま

した。

02014年 5月 18日 八ッ場ダム予定地見学会

06月 1日 学習会「八ッ場ダム予定地の自然破壊J~イヌワシ・クマタカの生息状況を中
心に~群馬県庁昭和庁舎(前橋市) ，写真展も同時開催

講師:花輪伸一 (NPO法人ラムサールネットワ}夕日本共同代表)

09月 21日 講演会「だます人と、だまされる人と、どっちが悪い ?J群馬会館ホール

講師:アーサー・ピナード(詩人・作家J
010月 9日 学習会「有害鉄鋼スラグ問題を考えるj 吉岡町文化センター

講師:渡遺泉(東京農工大准教授)他、「ぐんま有害鉄鋼スヲグを考える会」

発足

010月 19日 八ッ場ダム予定地見学会

011月 18日 八ツ場タ守ム予定地の国道封鎖反対の抗議行動

※引き続き、毎月定例会「八ツ場ダムを考える群馬県連絡会Jに参加し、情報交換、現地見

学会、学習会などに取り組み、八ッ場問題を訴え理解を広めていきたいです。
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