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平成２８年（行ウ）第２１１号 工事実施計画認可取消請求事件 

原 告 川村晃生 外７３７人 

被 告 国（処分行政庁 国土交通大臣） 

参加人 東海旅客鉄道株式会社 

 

準備書面１０ 

 

２０１７（平成２９）年９月１日 

 

東京地方裁判所民事第３部 B②係 御中 

 

原告ら訴訟代理弁護士 高木 輝雄 

同      弁護士 関島 保雄 

同      弁護士 中島 嘉尚 

同      弁護士 横山  聡  

同      弁護士 和泉 貴士 

外 

 

第１ 総論 

１ 国土交通大臣が認可した中央新幹線（品川・名古屋間）の工事実施計画によ

れば，静岡県には延長１０．７㎞の路線が全区間トンネルとして設けられるこ

とが予定されている。また，トンネル工事に伴う発生土置き場については山間

部１カ所及び林道沿い６カ所が予定され，その他，工事用トンネル２カ所，非

常口（斜坑）２カ所，施工ヤード２カ所，宿舎３カ所が設けられることも予定

されている（以下，総じて「本件工事」という。）（甲Ｃ‐Ｓ第１号証２）。 

なお，本件工事現場を含む南アルプス一帯は，２０１４（平成２６）年６月，
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生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的とするユネスコ（国連教育科学

文化機関）のエコパーク（生物圏保存地域）に登録された。 

２ ところで，中央新幹線（品川・名古屋間）の工事実施計画は，環境影響評価

法における第一種事業に該当し，必ず環境影響評価を実施することが求められ

ている（同法２条）。しかも，同計画は過去に前例のない大規模な環境改変を

伴うものであって環境への影響は計り知れないものがあることから，その点を

踏まえた適切な環境影響評価を行う必要があるところ，参加人が実施した環境

影響評価は，環境影響評価法の求める実質を備えたものとは到底いえない。 

国土交通大臣が行った本件認可処分は，原告ら準備書面６に記載したとお

り，①環境影響評価を行う対象が不明確または不確定であるのに免許等がなさ

れた場合，もしくは②環境影響評価手続において調査・予測・評価を行ったと

評価できないのに免許等がなされた場合に該当し，裁量の逸脱・濫用があり，

環境影響評価法３３条に違反し取り消されるべきものである。 

３ 特に静岡県においては，大井川源流の水量減少という非常に重大な問題が生

じる。この問題に関して，工事計画が認可されてから僅か２か月後の平成２６

年１２月１９日の第１回大井川水資源検討委員会で，初めて参加人より，大井

川の減水対策として，環境影響評価書段階で提示されていたトンネル湧水を非

常口よりポンプアップして大井川に排水する案の外に，導水路トンネルを新た

に掘って自然落下させ大井川に戻す案も検討している旨の説明がされたが，こ

の時点では導水路トンネルの具体的な提案はなかった（甲Ｃ－Ｓ第５号証３）。

その後平成２７年３月１０日の第４回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議に

おいて大井川の減水対策としてトンネル湧水を非常口よりポンプアップして

大井川に排水する案の外に，導水路トンネルを新たに掘って自然落下させ大井

川に戻す案も検討している旨の説明がされたが，導水路トンネルの出口につい

て 3 か所の複数案が示されている程度で具体的なものではなかった（甲Ｃ－Ｓ

第５号証１）。平成２７年４月１４日の第２回水資源部会で初めて椹島までの
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導水路トンネル案を中心に検討している旨の説明が行われ（甲Ｃ－Ｓ第６号証

１），平成２７年１１月３０日の第５回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議に

おいて，参加人より，大井川の減水対策として，約１１．４㎞に渡る導水路ト

ンネルを設け，本坑付近で汲み上げた湧水を椹
さわら

島
じま

で大井川に戻すという計画

で進めていく導水路トンネルを設置し，必要に応じて導水路トンネル取り付け

位置までポンプアップするということにより中下流域の水資源利用への影響

を回避する対策とする旨の説明が行われた(丙第１５号証、甲Ｃ－Ｓ第８号証

１・２)。 

この計画によれば更に導水路トンネルの掘削等の工事が追加されることとな

り，それに伴う新たな環境問題が生じるおそれがあるにもかかわらず，本件認

可処分後の計画変更であることから認可の許否を判断するための環境影響評価

の対象とはされていない。これは，環境影響評価法の潜脱に他ならない。 

以下，この点も含め，本件工事の及ぼす影響が看過し難いほど重大なもので

あり，それにもかかわらず十分な環境影響評価手続が行われていないことにつ

いて論じる。 

 

第２ 静岡県内の環境影響評価の違法性 

１ 本件工事内容が明示されていないこと 

他県における工事にも共通することであるが，静岡県内における本件工事に

て設置される予定の各施設については，概ねの位置が示されているのみで，そ

の規模や構造等の具体的な計画が全く示されていない。 

規模や構造如何によっては周辺の自然環境に重大な悪影響を及ぼすおそれ

があることから，本来は各施設の規模や構造を明らかにしたうえで周辺環境へ

の影響を調査するなどの環境影響評価を行い，その上で認可処分がなされるべ

きところ，本件認可処分においてはそのような手順は一切取られていない。 

したがって，本件工事内容が具体的に明らかにされないまま下された本件認
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可処分が，①環境影響評価を行う対象が不明確または不確定であるのに免許等

がなされた場合，及び，②環境影響評価手続において調査・予測・評価を行っ

たと評価できないのに免許等がなされた場合に該当することは明らかである。 

２ 静岡県内における環境への影響について 

訴状でも指摘したとおり，静岡県においては本件工事が実施されることによ

り，大井川源流の水量が大幅に減少すること（訴状４９頁），掘削によって産

出される発生土置き場に関する問題が生じること（同５６頁），希少動植物へ

の影響が生じる恐れがあること（同９１頁）の各問題の発生が強く懸念される。 

以下，各別に論じる。 

（１）水環境への悪影響 

ア 水量の問題 

参加人は，準備書において大井川の源流では水量が毎秒２ｔ減少する可能

性があることを認めている。毎秒２ｔという水量は，現流量の１６％強に相

当するものであり，上水道を約６３万人が利用する大井川広域水道企業団の

水利権量に匹敵する量である（甲Ｃ‐Ｓ第１１号証）。 

しかも，同数値は参加人が机上で算出した予想値に過ぎず，実際の減水が

毎秒２ｔを超えないという保証はない。 

大井川流域の住民約６３万人は，大井川から生活用水，農業用水，工業用

水を取水していることから，本件工事による減水は流域住民の生活に大きな

影響を与えかねない。特に，渇水年及び渇水期には，深刻な水不足を生じさ

せるおそれがある。 

近時，大井川は少雨による取水制限が頻繁に行われている（甲Ｃ‐Ｓ第１

２号証）。特に，２０１６（平成２８）年夏から翌２０１７（平成２９）年

夏までの約１年間においては，次の表に示されるとおり計１００日を超える

取水制限が行われた。 

【近時行われた大井川取水制限の具体的内容】（甲Ｃ‐Ｓ第１２号証） 
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開始日 終了日 期間 制限の内容 

H28.8.30 H28.9.16 18日間 農業用水 10％，工業用水 10％，上水 5％ 

H29.3.15 H29.4.18 35日間 同上 

H29.6.19 H29.8.9 52日間 同上 

本件工事は，このような大井川の水量減少問題に拍車を掛けるものであ

り，大井川流域の農工業及び上水道を利用する一般市民に多大なる影響を及

ぼすことは必至である。 

それにもかかわらず，減水の問題を過小評価し（甲Ｃ‐Ｓ第９号証１、１

２頁），減水に対する具体的対策が参加人から明確に示されることがないま

ま，本件認可処分が下されてしまったものである。 

  イ 導水路トンネル設置による新たな問題 

参加人は，本件認可処分後に，本抗から椹島まで１１．４ｋｍの導水路ト

ンネルを新設することで，毎秒１．３３ｔ（全体の６５％）を本流に戻す旨

提案している（丙１５号証６頁～８頁）。しかし，毎秒１．３３ｔを戻せる

という根拠は不明確である。 

仮に同量を戻せるとしても毎秒０．７ｔが減少することとなり，元の状態

に戻すことには到底なりえず，それによる水環境への影響は決して小さいも

のではない。 

さらに，椹島において水量が６５％回復されるという参加人の計画の実施

を前提としても，回復されるのは椹島以降の下流域のみであって導水路トン

ネル取水口から導水路トンネル出水口（椹島）までの１１．４ｋｍの間は毎

秒２ｔが減水されたままである。この区間の水環境への影響の調査・予測・

評価は，十分になされていない。 
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同流域には，有料の「管理釣り場」がある

ところ，水量が減少した場合には管理釣り場

の経営が危ぶまれるなど漁業関係者に打撃

が生じ，静岡県民の憩いの場が奪われるおそ

れがある。２０１５（平成２７）年４月１４

日に行われた静

岡県中央新幹線

環境保全連絡会

議・第１回自然

環境部会において同流域に生息する魚の減少を

危惧する井川漁業組合員の発言（「水量が減れ

ば魚の餌となる微生物が減る，魚がいなくなる，

川の水量と魚の大きさとは比例すると昔からい

われている。」）からも，漁業関係者が同流域

の魚の減少を危惧している事実が分かる（甲Ｃ

Ｓ第７号証１、８頁）。 

また，同流域（椹島以北，木賊
と く さ

堰堤以南）において，参加人の調査によっ

ては確認されなかった絶滅危惧種（ⅠＢ類）であるヤマトイワナの生息が確

認されている（２０１７（平成２９）年７月１８日に原告復代理人西ヶ谷が

生息を確認。なお，丙４の１号証６－３－１９にもヤマトイワナに関し「研

究者や地元からは施工の影響を受ける範囲

内に生息地域があるとの情報が寄せられて

いる。」との静岡県知事意見の記載がある。）。

渇水年及び渇水期には，毎秒２ｔの水量減少

によって同流域が枯渇してしまうことも十

分に考えられ，ヤマトイワナの個体数の更なる減少や絶滅が危惧される。ま

※ 「管理釣り場」案内 

 

※ ヤマトイワナ 
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た，同流域には同じく絶滅危惧種であるサンショウウオの生息の可能性もあ

り（丙４の１号証４－２－１－９１），同様に個体数の更なる減少や絶滅が

危惧される。 

さらに，導水路トンネルを掘削することにより，支流に新たな沢枯れを生

じされる危険性も十分に考えられ，支流の生態系に悪影響を生じさせる可能

性がある。しかし，この点についても，参加人は「影響が生じるおそれがあ

る場合には（中略）環境保全措置を講じる」（２０１５（平成２７）年４月

１４日静岡県中央新幹線環境保全連絡会議・第２回水資源部会（甲Ｃ‐Ｓ第

６号証１、１４頁），２０１５（平成２７）年１１月３０日静岡県中央新幹

線環境保全連絡会議（丙１５号証１９頁）などという抽象的かつ事後的な対

応を提言するに留まり，環境影響評価手続の中で十分な調査・予測・評価を

行わなかったばかりか，事後的にすら，具体的な対策を打ち出すという姿勢

は全く見受けられない。 

ウ 小括 

このように，本件工事に伴い水環境への多大なる影響が確実に生じること

が懸念されるにもかかわらず，参加人は十分な調査・予測・評価を行ってい

ない。しかも，追加工事部分（導水路の設置計画）については，これ自体に

よって支流の沢枯れ等が懸念されるにもかかわらず，環境影響調査の対象に

されないまま，被告は本件認可処分を行っている。 

したがって，本件工事が，①環境影響評価を行う対象が不明確または不確

定であるのに免許等がなされた場合，及び，②環境影響評価手続において調

査・予測・評価を行ったと評価できないのに免許等がなされた場合に該当す

ることは明らかである。 

なお，静岡県中央新幹線環境保全連絡会議においても，減水の影響を過小

評価し曖昧な対応策しか提示しない参加人の姿勢等に対する委員からの否

定的意見が噴出している（甲Ｃ‐Ｓ第９号証１、１２・１４・１５・１６・
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１７・１９・２１・２３・２４・２５・２６頁）。                             

（２）発生土置き場について  

ア 本件認可処分の前提となっていたのは，扇沢を中心とする７箇所を発生土

置き場とする計画であった。しかし，本件認可処分後，参加人は工事範囲の

縮小，環境への影響の低減等を理由として同計画を変更し，発生土置き場の

中心を燕 沢
つばくろさわ

へと変更した。 

しかし，そもそも標高２０００ｍ近くに位置する扇沢を発生土置き場の中

心とすることについては，地滑りや崩落の危険性が極めて高いことが指摘さ

れ，また同地までトンネルを掘りベルトコンベアで土砂を運搬する手法につ

いても疑問視されていた。２０１４（平成２６）年３月２５日付静岡県知事

意見では，扇沢は地滑り・崩落による浸食が進み面積が縮小しつつある不安

定な領域であることを指摘した上で，同地に発生土を盛ることについて「重

力不安定を助長し，建設発生土を含めた山体崩壊を招き，下流部に重大な環

境影響を与えるおそれがある」ことから同地を回避すべき旨指摘されていた

（丙４の１号証６－３－２６）。このように同計画の危険性が予め指摘され

ていたにもかかわらず，被告は本件認可を行い，参加人は，本件認可処分後

に，主たる発生土置き場を変更するという当初の計画の大幅な変更すること

で，環境影響評価手続を回避した。 

このように，発生土置き場の中心を扇沢とする当初の計画は，その後の変

更を余儀なくされるほど無理のある危険な計画であった。そのような当初の

計画の問題性を十分検討しないまま盲目的に追認した本件認可処分が，②環

境影響評価手続において調査・予測・評価を行ったと評価できないのに免許

等がなされた場合に該当するものであることは，明らかである。 

イ さらに，変更後の計画についても，以下で述べるように多大なる問題を孕

んでいる。 

参加人が現在，発生土置き場の中心と位置づけているのが， 燕 沢
つばくろさわ

であ        
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る。参加人は，本件工事によって生じる３６０万㎡以上の発生土を主に燕沢

に置くことを計画している。同発生土置き場は幅３００ｍ以上，長さ約６０

０メートル以上に渡り，その高さは６０ｍ以上にも上るものとされている（丙

１８号証６頁）。 

しかし，以下のとおり，燕沢は発生土置き場として相応しくない。 

まず，燕沢にはドロノキ（ヤナギ科）群落が存する。ドロノキは，絶滅         

危惧種（ⅠＡ類）であるオオイチモンジ（蝶）の幼虫

の食樹であり，オオイチモンジの個体の減少は，食樹

であるドロノキの減少が主要因とされている（甲ＣＳ

１０号証１、１８１頁）。このようなドロノキが群生

する燕沢に発生土置き場を設置することは，オオイチ

モンジ保護の観点からは妥当性を欠くものとい

わざるを得ない。 

また，本件工事予定地である南アルプスは現

在も年間４㎜以上という世界最速レベルでの隆

起を続け，その岩盤は脆く崩れやすく，下刻
か こ く

作

用（河川の水流が川底を浸食する作用）は激し

く，顕著な V 字谷を形成している。山岳崩落地

は隆起速度が速

いため，活動的変

動帯特有の尾根

が割れる線状凹地，いくつもの崩壊扇状地等の

浸食が進んだ特徴的な地形が見られる（丙４の

１号証６－３－１）。 

実際，燕沢発生土置き場予定地の対岸は，地

層の傾斜が地形の傾斜に対して同一方向に傾斜

※ 燕沢のドロノキ群落 

※ 対岸の地滑り跡 

※本流に達する対岸地滑り

跡 
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する「流れ盤」と見られ，大きな地滑り跡が大井川本流に到達している。 

さらに，稜線付近は山の地肌が露出しており，過去に大規模な崩落があっ

たことをうかがわせる。 

このように，燕沢発生土置き場の対岸は

極めて脆い地形であり，地震や大雨等と相

俟って更なる大規模な地滑り等の発生が

懸念される。そして，参加人が設置する発

生土置き場と地滑りの土砂により川が堰

き止められることとなれば，天然のダムと

なって大量の水が溜まり，その決壊により土石流の発生等大規模災害を生じ

させることもまた懸念される。 

さらに，発生土置き場予定地のすぐ脇には堰

堤が地滑りによる土砂で埋め尽くされた沢の跡がみ

られ，ここから発生土置き場の地盤の脆さが推測さ

れる（なお，左の写真の沢跡のすぐ左側が発生土置

き場予定地である。）。大雨や地震等による地滑り

の等の危険性に鑑みれば，地滑りの起こりやすい地

盤の上に高さ６０ｍ以上もの土砂を堆積させること

が妥当性を欠くことは，明らかである。 

さらに，発生土置き場予定地には近時

水路であったことをうかがわせる痕跡

が見つかっている。ここから，発生土置

き場予定地が，増水時に水の「逃げ道」

となって，氾濫を防いでいることがうか

がえる。 

このような水の「逃げ道」を奪う形で設置される発生土置き場によって，

※ 対岸山頂の崩落跡 

※ 予定地隣地の地滑り跡 

※ 予定地で見つかった水路の跡 
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大井川の川幅を狭め，上述した土石流等大規模災害発生の危険性を高めるこ

ともまた懸念される。 

さらに，燕沢の残土置き場予定地に

は，唐松林が広がっている。この唐松林

を伐採して６０ｍ以上もの発生土の山

が築かれることは，景観保護の観点から

も大いに問題がある。 

ウ 小括 

参加人は，以上述べたような，燕沢に発生土置き場を設置することによる

絶滅危惧種であるオオイチモンジに対する悪影響や，災害の危険性を高める

点，景観保護の問題についての調査・予測・評価を，十分に行っていない。   

しかも，どの発生土置き場にどれほどの発生土を置くのかについては，環

境への影響を評価するという観点おいて極めて重要な事項であるにもかか

わらず，その点が明確にされないまま，被告は本件認可処分を行った。 

したがって，これらの点においても，本件認可処分が，①環境影響評価を

行う対象が不明確または不確定であるのに免許等がなされた場合，及び，②

環境影響評価手続において調査・予測・評価を行ったと評価できないのに免

許等がなされた場合に該当することは，明らかである。 

なお，準備書に対する静岡県知事意見においても，燕沢に大量の発生土を

置くのであれば自然環境と景観に影響を及ぼすため新たな環境影響評価が

必要であるとの見解が示されている（丙１５号証２９頁，丙４の１号証６－

３－２６）。 

（３）希少生物への影響 

ア 本件工事現場付近には，数多くの希少生物（動植物）の生息が確認されて 

いる。本件工事により，これらの希少生物への悪影響が懸念される。 

特に減水や水質汚濁によって直接的な影響を受ける水生生物については，

※ 予定地に広がる唐松林 
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生息が確認されている上述のヤマトイワナやカジカの外，西俣工事施工ヤー

ド付近では絶滅危惧種ⅠＢ類であるアカイシサンショウウオの生息可能性

が高いとされている（静岡市事後調査計画書・意見書甲Ｃ‐Ｓ第４号証４、

4 頁）。 

そして，希少生物への悪影響は，工業廃水，土砂流出による水質汚濁，ト

ンネル内コンクリート工事（強アルカリ性の排水が発生。減水対策としての

薬液注入による影響も懸念される。）等工事に伴う直接的なもののほか，十

数年間にわたり工事関係者数百名が寄宿舎にて継続的に生活することによ

る大量の屎尿等を含む生活排水によって生じる悪影響も見逃せない。大井川

源流域の３カ所に建設が予定されている作業員宿舎は合計で７００人規模

とされており（丙４の１号証６－３－１１），長期間にわたり大量の生活排

水が排出されることが予想される。参加人は評価書においてこれらの生活排

水の処理についての具体的な対策を示さず，また，本件認可処分後において

も濁水処理施設等を設置して法令に基づく排水基準を踏まえて処理し排水

するとの施策に留まり（丙１５号証９頁），排水によってこれまで清流に生

息してきた希少生物に与える影響の有無について現在まで十分な検討を行

っていない。 

また，導水路トンネル計画においても支流の減水及び沢枯れ等による希少

生物への影響が懸念されるところ（甲Ｃ‐Ｓ第９号証１、１２・２８・３４・

３５頁），同問題については環境影響評価の対象とはされていない。 

イ さらに，参加人は，評価書において本件工事現場付近で生息の可能性があ

る主たる希少生物について検討を行ってはいるものの，その減少の主要因及

びそれ対する対策については，十分な調査・予測・評価を行っていない。 

この点について，「守りたい静岡県の派生生物【動物編】」及び「同【植

物編】」（羽衣出版）（甲Ｃ‐Ｓ第１０号証１及び同２）には，希少生物の

主たる減少要因及び対策が掲載されているところ，個体の減少の主たる要因
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の多くは，森林伐採，林道の開設等で環境が変化させられたこととされてお

り，生育環境に変動を与えないことが主たる保護対策である旨，多くの種に

ついて記載されている。 

参加人は，『重要な種への影響が確認された場合には，「重要な種の移植」

などで環境保全措置を講じる』とする（丙４の１号証環９－２－４）。しか

し，本件工事はトンネルの掘削及びそれに伴う水流の減少及び水脈の変化，

工業排水の流出，森林伐採，林道の設置，発生土設置等を内容とし，過去に

例のない重畳的かつ大規模な環境の改変を予定するものである。これによっ

てもたらされる希少生物の生育環境への影響は計り知れず，移植をする程度

で種の保存を図ることができるという参加人の見通しは甘過ぎるものとい

わざるを得ない（なかには移植自体が困難な種もある（丙４の１号証６－３

－２１）。）。 

そもそも希少生物への影響が懸念される場合には，まずは希少生物の生態

系への影響を出来る限り少なくすることを十分に検討し，それでもなおマイ

ナスの影響を及ぼすおそれがある場合には汚染者負担原則に基づいて別の

生態系を復元または創造することで生態系への影響を代償（オフセット）す

るのが原則であるところ（丙４の１号証６－３－２２），参加人は大井川流

域の環境に最も悪影響を及ぼすルートを十分な検討もないまま拙速に選択

し，また本件認可処分後も環境への悪影響が懸念される更なる追加工事（導

水路の設置等）を決定するなど，希少生物への悪影響を回避しようとする姿

勢が全く見られない。しかも，追加工事部分（導水路の設置）については，

これ自体によって沢枯れ等による希少生物への悪影響が懸念されるにもか

かわらず，環境影響調査の対象にはされないまま本件認可処分が下されてし

まっており（甲Ｃ‐Ｓ第９号証１、３４頁），①環境影響評価を行う対象が

不確定であったのに免許等がなされた場合に該当することは明らかである。 

したがって，希少生物への影響を十分に検討しないまま行われた本件認可
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処分が，①環境影響評価を行う対象が不明確または不確定であるのに免許等

がなされた場合，及び②環境影響評価手続において調査・予測・評価を行っ

たと評価できないのに免許等がなされた場合に該当することは，明らかであ

る。 

第３ 結語 

１ 以上述べたとおり，認可処分後に導水路トンネル設置を決定したことについ

て本件認可処分の際には環境影響評価の対象にはされていなかったことから，

導水路トンネル設置に伴う諸問題が認可処分時に検討されなかったことにつ

いては，①環境影響評価を行う対象が不明確または不確定であるのに免許等が

なされた場合に該当する。 

また，主たる発生土置き場を扇沢から燕沢に変更したこと，大井川減水の影

響，希少生物に対する影響については，②環境影響評価手続において調査・予

測・評価を行ったと評価できないのに免許等がなされた場合に該当することが

明らかである。 

したがって，本件認可処分は，裁量の逸脱・濫用があるものとして環境影響

評価法３３条に違反し，取り消されるべきである。 

２ 特に，参加人が本件許可決定後わずか２か月で大幅な工事計画の変更を行っ

ている点については，環境影響評価法の下での審査を潜脱したものとの非難を

免れ得ない。 

にもかかわらず司法がこれを裁量の範囲内と判断することは，もはや行政判

断を盲目的に追認することに他ならず，司法の役割を放棄するに等しい。 

３ 静岡県民にとっては，静岡県内に中央新幹線駅が新設されることもなく中央

新幹線開設によって享受する利益はない。他方でこれまで県民が大切に守り，

恩恵を享受してきた大井川流域の自然環境が本件工事により破壊されること

が強く懸念される。 

折しも本件工事が予定されている南アルプスは，２０１４（平成２６）年６
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月，山梨，長野，静岡の３県１０市町村民の努力によってユネスコエコパーク

に登録され，南アルプスの自然とその恵みを受けて育まれた地域の歴史や文化

が国際的にも認められるに至ったところである。このような地元住民の努力を

踏みにじるような本件工事を，静岡県民である原告らは到底容認することが出

来ない。 

 

以 上 

 


