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事実の概要

　本件は、熊本県住民である原告Ｘらが、熊本県
知事Ｙを被告として、路木ダム建設事業に係る公
金支出等の差止めを求めると同時に、既に支出済
みの部分についてＹ自身に対し不法行為に基づく
損害賠償請求を行うよう求めた、住民訴訟である

（地方自治法 242 条の 2 第 1 項。前者はいわゆる 1 号
請求、後者はいわゆる 4 号請求）。
　路木ダムは、熊本県天草市河浦町を流れる路木
川（二級河川：河川管理者はＹ）に建設されていた
多目的ダムであり、本判決時点では既に完成し、
平成 26 年 4 月に供用が開始されている。路木ダ
ムの整備は、路木川河川整備基本方針（河川法 16
条。以下「本件基本方針」という。）及び同河川整
備計画（河川法 16 条の 2。以下「本件整備計画」と
いい、本件基本方針と併せて「本件整備計画等」と
いう。）に基づくものである。Ｘらは、治水及び
利水の必要性等が認められないにもかかわらずそ
の必要性があるとしている点で本件整備計画等は
河川法 16 条の 2 第 2 項等に違反しているため、
路木ダムの建設事業に係る公金支出は違法、と主
張した。争点は多岐にわたるが、本稿では、路木
ダムの治水上の必要性に関する争点を中心に紹介
する。
　河川法 16 条 1 項によると「河川管理者は、そ
の管理する河川について、計画高水流量その他当
該河川の河川工事及び河川の維持（次条において

「河川の整備」という。）についての基本となるべ
き方針に関する事項（以下「河川整備基本方針」
という。）を定めておかなければならない。」ま

た、同条 2 項は、河川整備基本方針（以下、単に
「基本方針」ともいう。）について、「水害発生の状
況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境
の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基
本計画との調整を図つて、政令で定めるところに
より、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的
管理が確保できるように定められなければならな
い。」と規定する。さらに、河川法 16 条の 2 第 2
項は、「河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、
……政令で定めるところにより、当該河川の総合
的な管理が確保できるように定められなければな
らない。この場合において、河川管理者は、降雨
量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水
による災害が発生している区域につき、災害の発
生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措
置を講ずるように特に配慮しなければならない。」
と規定している（以下、河川整備計画を単に「整備
計画」ともいう。）。そして、これら規定及び政令（河
川法施行令）を受けた本件整備計画等には、昭和
57 年 7 月 24 日の集中豪雨（以下「昭和 57 年 7 月
豪雨」という。）による路木川洪水の被害を考慮し
て作成されたことを窺わせる記述が、随所に見ら
れた。
　本判決は、本件整備計画等の作成は河川管理者
であるＹの広範な政策的・技術的裁量に委ねられ
るとしたものの（判旨紹介では割愛）、裁量の逸脱・
濫用が認められ違法であるとした（その一部分の
み判旨を紹介する。）。ただし、4 号請求について
はＹの過失を否定し、1 号請求についてのみ請求
を認容した（判旨紹介では割愛）。
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判決の要旨

　（引用者注：判決文中の法令名・証拠名・認定事実
記載箇所等を示す括弧書き表示は適宜省略し、ある
いは部分引用に即して修正した。また、用語等につ
いて［　］及び後注で説明を加えた。）

　１　本件計画規模を前提とした破堤・氾濫・
　　　被害想定
　「本件基本方針において、本件計画規模は、『路
木川流域の社会・経済的な重要度と天草地域にお
ける他の河川との計画規模の整合』及び『戦後最
大洪水を発生させた昭和 57 年 7 月等の豪雨を踏
まえ』、1／30 とされ、また、本件整備計画では、
河川工事の目的として路木ダム建設により概ね
30 年に 1 回発生する規模の洪水を調節し、『下流
宅地の家屋浸水を防止する』ことにあるとされて
いる。」１）

　「本件計画規模を前提とした路木ダム建設の必
要性は、主として以下の（ア）ないし（ウ）の各
想定に基づく。
　（ア）1／30 洪水の流量によって本件破堤［河
口から 120 ｍ上流右岸の特定地点の破堤］が発生す
ると想定されること（本件破堤想定）。
　（イ）本件破堤想定を前提とすると、氾濫ブロッ
ク①において貯留型氾濫……が発生すると想定さ
れること（本件氾濫想定）２）。
　（ウ）本件氾濫想定を前提とすると、氾濫ブロッ
ク①内の……［路木集落の］家屋 90 棟等について
浸水被害が発生すると想定されること。」

　２　本件破堤想定の合理性
　「県は、①本件マニュアル［国土交通省河川局作
成「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17 年 4 月）］
に従って、本件破堤による破堤幅を約 70 ｍとし、
氾濫流が『堤防と同等の機能』を有する本件市道

（兼用堤防ではない部分）をも破壊して路木集落
に達すると想定し、本件市道を『破堤幅の区間の
堤防』と同視した上、②本件ブロック積堤防隣接
地が本件市道に隣接しており、同隣接地が本件ブ
ロック積堤防に『守られた土地』であることから、
同隣接地を堤内地としている。」３）

　しかし、「本件国交省回答［本件マニュアルに関
する解説］では、『破堤幅』とは『堤防』が決壊
する幅を意味し、『堤防が別に存在する箇所にお

いて、堤防ではない構築物が決壊する幅などを
もって破堤幅とすることは想定して』いないとさ
れている。そして、……『堤防ではない構築物』
が壊れることは『破堤』とはいい難い。」
　「そうすると、まず、上記①の想定については、
本件市道（堤防ではない構築物）を『破堤』の対
象としている点、しかも、本件想定破堤形状図の
とおり、本件市道付近には、本件ブロック積『堤
防』が別に存在しているにもかかわらず、本件市
道が決壊する幅等をもって破堤幅としている点に
おいて、合理性に重大な疑問があり、本件国交省
回答にも反することは明らかである。」
　「のみならず、県は、……［堤防と同視する本件
市道からみて路木川側の］本件ブロック積堤防隣接
地を堤内地としているのであり、本件破堤による
破堤幅やその形状に係る想定との不整合、矛盾は
明白であって、県による堤内地の認定は極めて恣
意的であり、合理性の欠如が明らかであるという
べきである。」
　本件破堤の形状について。本件マニュアルによ
る「破堤の時間進行を前提として、氾濫流の水位
と本件ブロック積堤防隣接地等との標高差、路木
橋付近の河川形状及び流下能力等を考慮すると、
本件破堤後、瞬時に本件市道が約 35 ｍ破壊され
た後、破堤幅が上記隣接地に到達した段階以降は、
氾濫流は、上記隣接地に流れ込み、本件ブロック
積堤防を越水して、河道に戻るものと考えられる。
したがって、氾濫流の流向は、むしろ本件ブロッ
ク積堤防隣接地から路木川側に向かうものと考え
られ、……そのまま更に約 1 時間をかけて、本
件市道を直線的に破壊して約 70 ｍまで破堤幅が
拡大することはおよそ想定し難いというべきであ
る。」
　以上の「検討結果に照らせば、本件破堤想定は、
事実的基礎に欠け、本件マニュアル及び本件国交
省回答に反するものであって、合理性の欠如が明
らかであるというべきである。」

　３　破堤の可能性について
　本件破堤の幅と形状に係る想定は不合理である
ので、本件マニュアルの原則に立ち戻り、地形等
のデータに基づいて氾濫ブロック①における破堤
可能性を改めて評価すると、氾濫ブロック①のブ
ロック無害流量［ブロック内に氾濫が生じない最大
流量］は 193 立方メートル／ｓ以上であると考え
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られ、これは、「本件基本高水流量（1／30 洪水
による流量）180 立方メートル／ｓ……を上回る
ことから、本件想定破堤地点においては、1／30
洪水によって破堤が発生することはあり得ない」。

判例の解説

　一　本判決の論理構造（治水必要性判断の
　　　司法審査）
　本判決は、まず、(a) 本件整備計画等の作成に
おいて重要な考慮要素となった昭和 57 年 7 月豪
雨による浸水被害は存在せず、重要な事実の基礎
を欠く点で裁量の逸脱・濫用が認められ違法であ
るとした。次に、(b) 仮に昭和 57 年 7 月豪雨によ
る浸水被害を考慮した計画規模 1／30 を前提と
しても、路木川下流域の想定地点が破堤し、路木
集落一帯に貯留型氾濫が発生するという本件整備
計画の想定は合理性を欠き、やはり裁量の逸脱・
濫用の違法があるとした。さらに、(c) 仮に県の
破堤想定を前提としても、氾濫形態、氾濫水位及
び氾濫浸水深の各想定は明らかに不合理であるた
め氾濫想定の合理性が否定され、その結果、費用
便益比も相当程度 1 を下回ることになって、路
木ダム建設の治水事業としての経済性及び必要性
が欠けることとなり、本件整備計画等の内容は社
会通念に照らし著しく妥当性を欠く、とした。
　(a) は単独で裁量の逸脱・濫用を導く論拠とな
りうるという趣旨の判示であるが、裁判所は「念
のため」として (b) と (c) の検討に及ぶ。すなわ
ち、(a) の事実認定に異論があるとしても (b) で違
法、(a) と (b) が共に否定されるとしても (c) で違法、
という論理構造をとる。
　なお、本判決は住民訴訟において焦点となるべ
き財務会計行為（公金支出）の違法と、その前提
となる (a)(b)(c) の違法は、知事という同一の行政
庁において「違法な原因行為をそのままにして財
務会計上の行為をすべきではないという義務」（是
正義務）を媒介として、結び付けられている４）。
公金支出とその原因行為との間の違法性承継は、
ダム建設計画の合理性を住民訴訟で争う場合に
ネックとなる点であり、例えば八ツ場ダム（群馬
県）建設計画をめぐる住民訴訟においても、本判
決よりは限定的な口吻で（原因行為に重大かつ明白
な瑕疵があるか）審査されている５）。
　紙幅の関係上、判旨としては (b) の主要部分の

みを紹介した。(a) に関しては、「架空の」洪水被
害という裁判所の指弾が報道されたところで、利
水目的のダム整備では地元市町の財政負担が過大
になるため整備計画に治水目的を付加して国・県
の補助を獲得すべく洪水被害を偽装した、という
裁判官の心証を窺わせる事実認定が、注目される。
　もっとも、本件事案のそのようなスキャンダラ
スな側面とは別に、(b) 及び (c) は、広範な政策的・
技術的裁量を認めた上での司法審査としてはかな
り踏み込んだ判断となっており、以下では (b) を
素材として若干の理論的検討を加えたい。

　二　本判決における専門技術的裁量の扱い
　(b) が審査対象とする行政判断は、治水ダムの
整備計画において、まず計画規模を定め、次いで
当該計画規模における破堤の態様を想定し、当該
破堤想定のもとでの氾濫態様を想定することでダ
ムの必要性を測るという、専門技術性の極めて高
い（しかも将来予測を基本とする）判断である。加
えて、費用効果分析に根差した政策判断としての
性格も有し、特定個人に対する侵益性が低いこと
も併せ考えると、行政裁量を肯認しやすい判断領
域であるといえよう６）。本判決も、「総合的な考
慮に基づいて、政策的、技術的見地から判断を行
うことが不可欠」と判示し、「河川管理者の広範
な裁量」を認めている。
　行政の裁量判断に対する司法審査においては、
いわゆる判断過程審査の手法に依り判断代置を避
けるのが通例である７）。本判決が、行政の裁量判
断について「（ア）その基礎とされた重要な事実
に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠
くこととなる場合、又は、（イ）事実に対する評
価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程にお
いて考慮すべき事情を考慮しないこと等によりそ
の内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くも
のと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱
し又はこれを濫用したものとして違法となる」と
表明しているのも、その趣旨と理解できる。
　では、実際に判断過程審査が行われているか。
本判決には、行政が専門技術的観点から行った破
堤地点、氾濫流向と破堤進行の想定を、「本件マ
ニュアル及び本件国交省回答に反する」がゆえに

「合理性の欠如が明らか」とする部分があり、こ
れは行政が依拠した裁量基準を前提としつつその
当てはめ判断の過程における過誤を指摘するもの
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と読める。
　ただ、仮に裁量基準の運用が誤っていても、県
の破堤想定が誤っているかというと、専門知識に
依拠した考察がさらに必要である。本判決は、裁
判所自身が現地の地形等を按じて氾濫流の向きや
無害流量を判断代置するものと読め、審査態度の
一貫性には疑問も生じよう。関連して、県は、想
定破堤地点付近（路木橋の橋台背面）の埋戻しに
よる地盤脆弱性といった土木技術的観点から本件
破堤想定を擁護するが、本判決は、その判断の裁
量性にも科学的真偽にも触れず、ただ「付言」と
いう形で、本件整備計画策定時点では埋戻しが行
われていなかったこと等から、地盤脆弱性を考慮
したという県の主張に疑いを差し挟む（判決の要
旨では割愛）。これは判断過程審査の趣旨であろ
うか。

　三　住民訴訟における裁量審査
　処分取消訴訟であれば、裁量基準の運用が恣意
的である場合に、行政の再判断を促す意味合いで
取消判決を下すという方針もあり得よう。しか
し、住民訴訟において、公金支出の原因行為に介
在する計画裁量を審査する場合、その判断過程に
瑕疵があったというだけで公金支出まで違法とす
べきか、その違法判断の基準時は原因行為時か公
金支出時か（はたまた判決時か）、検討の余地があ
る。すなわち是正義務の分析が必要となるが、本
稿では原因行為の環境法的瑕疵に目を向け、裁量
基準どおりの行政判断でない（と裁判所が診断し
た）場合の後処理という観点から、一言しておき
たい。
　審査態度のぶれは、本判決の難点の一つであろ
う。破堤想定を基礎付ける事実の検証に高度の土
木工学知識が必要であるとしても、そのことのみ
で審査密度を下げる（判断代置をしない）理由と
して十分かというと、確かに疑問の余地はある。
しかし、技術的見地に留まらない総合判断を要す
るがゆえに立法者から行政裁量を付与されている
とすれば、技術面の裁量基準と個別行政判断の乖
離は、決定的瑕疵であるとは言い難い。乖離が行
政において自覚的でない以上は是正義務を一旦果
たさせるべきである、という考え方もあろうが、
そもそも技術的判断に行政裁量を認めるのであれ
ば、乖離自体が裁量的考慮の結果として正当化さ
れる可能性も、認めなければならない８）。

　仮に、公金支出時点において本件破堤想定の土
木技術上の説明が客観的に一応可能であるとする
と、原因行為の是正義務をなお強調する意義はど
こにあるか。本件破堤想定の合理性という科学的
事実の検証に行政裁量論を持ち込む理論的根拠と
共に、問い直されるべきであろう。

●――注
１）計画規模 1／30 とは、30 年に 1 度の洪水（1／30 洪水）

を防御する内容の計画であることを意味する。
２）氾濫ブロックとは、対象河川が溢水・破堤氾濫した場

合にその氾濫水により浸水する区域を包絡する区域（氾
濫源）のうち、河川の地域的特性等により同じ氾濫形態
を示すひとまとまりの氾濫区域をいう。氾濫ブロック①
は路木川に設定された 5 氾濫ブロックのうち最下流部の
ブロックである。

３）想定破堤地点の堤防（右岸）は兼用市道となっているが、
その約 30 ｍ下流に市道路木橋が架かっており、そこか
ら市道は川を離れて右方の路木集落に向かい、さらに下
流の川沿いには本件ブロック積堤防が設置されている。
インターネット上のサービス「Google マップ」で路木
橋付近の航空写真を参照されたい（https://maps.google.
co.jp/　橋上の座標は 32°16'49.0"N 130°03'53.5"E）。

４）そのような媒介は先例に抵触する疑いもあるが、本判
決には説明がない。参照、最三小判平 4・12・15 民集
46 巻 9 号 2753 頁（一日校長事件）。野呂充「一日校長
事件最高裁判決の射程」法時 86 巻 6 号（2014 年）59～
60 頁にいう、誠実管理執行義務（地方自治法 138 条の 2）
に含まれる「必要性を欠く支出を防止するという財務会
計法上の義務」の趣旨ともとれる。

５）複数の判決があるが、例えば、東京高判平 26・10・
7LEX/DB 文献番号 25505060（八ツ場ダム埼玉訴訟）。た
だし、法律に基づく負担金通知を原因行為とする 1 号請
求であり、本件とはやや事案が異なる。

６）伊方原発事件における原子炉安全性の判断とその訴訟
審理が参考になる。参照、最判平 4・10・29 民集 46 巻
7 号 1174 頁。

７）行政計画裁量の司法審査であれば、例えば、最一小判
平 18・11・2 民集 60 巻 9 号 3249 頁（小田急線高架化事件）。

８）参照、最大判昭 53・10・4 民集 32 巻 7 号 1223 頁（マ
クリーン事件）。近時の議論は、参照、山本隆司『判例
から探究する行政法』（有斐閣、2012 年）302～304 頁（初
出は 2010 年）。

熊本大学准教授　原島良成


