学習会「石木ダムから見る土地収用法」のご案内
長崎県と佐世保市は東彼杵郡川棚町に石木ダムを建設するため、ダム反対地権者 13 世帯の土地と
家屋を奪う強制収用を進めようとしています。建設予定地の川原（こうばる）地区は豊かな自然に囲
まれた懐かしく美しい里山です。13 家族は田畑を耕し、ホタルを愛で、子どもたちの成長を地域で
見守りながら、まるで大家族のように暮らし、必要性がない石木ダム事業に対して何十年も反対の姿
勢を堅持してきました。この 13 世帯に強制収用の手が伸びようとしています。
今回、石木ダム問題の現状を皆様に知っていただくため、地元で不退転の闘いを続ける「石木ダ
ム建設絶対反対同盟」の岩下和雄さん、
「石木川まもり隊」の松本美智恵さんにお話をいただき、映
画「ほたるの川のまもりびと」ダイジェスト版を上映します。
強制収用のもとになっているのは悪しき法律「土地収用法」です。本学習会ではこの土地収用法
の問題も取り上げます。
是非、ご参加くださるよう、お願いします。
参加される方は、衆議院第二議員会館の１階ロビーにお越しください。入館票をお渡しします。

日 時

２０１８年３月１日（木）１５：００～１７：００

場 所

衆議院第二議員会館 １階 多目的会議室

内 容
☆ 石木ダムの映画「ほたるの川のまもりびと」ダイジェスト版（20 分）上映
（闘いを続ける地元住民の声と生活、石木ダムの問題を伝える映画です）
・制作者からの説明・挨拶
辻井隆行
（パタゴニア日本支社長）
☆ 石木ダムの現状について
岩下和雄
・現地地権者として
・受益予定者とされている佐世保市民として
松本美智恵
☆ 土地収用法について
・石木ダム 「土地収用法が公共事業推進法になっている理由」 遠藤保男
・横浜環状道路「横環南に見る土地収用法の不当性」
比留間哲夫
・外環自動車道「区分地上権の問題」
國井さわ美
☆ 意見交換
連絡先：公共事業改革市民会議・事務局（045-877-4970 遠藤保男）
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受益予定者とされている佐世保市民として

「石木ダムは佐世保市民の願い」ではありません。
佐世保市による意識調査（資料１）、長崎新聞によるアンケート調査（資料２）の結果がそ
れを示しています。私たち市民が石木ダムを不要だと思う理由はたくさんありますが、主な
理由は次の３つです。
１．佐世保市の水不足は過去のこと
平六渇水（1994 年）以降 22 年間、水不足による断水は一度もない
要因①人口減少と節水機器の普及
②川棚川から 5000t の暫定豊水水利権を取得（1996 年）
③下ノ原ダムの嵩上げ（2007 年）～有効貯水量が 65%増加
その結果、日照りが続いても渇水被害は起きていない＝水は足りている
平成 28 年夏の猛暑のときもダムの貯水率は高かった（資料３）
２．佐世保市の水需要予測は過大
佐世保市は 2012 年度石木ダム再評価の際、今後水需要が急増すると予測。
工場用水に至っては 4 年間で 3.5 倍となるなど有り得ない予測で、実績値は
今も減り続けている（資料４と５と６）
３．漏水対策こそ喫緊の課題
・2015 年度の佐世保市年間漏水量＝342 万㎥（石木ダムの利水用量以上）
・その造水費は約７億円
・同年度の一日平均漏水量＝9350 ㎥＝佐世保市民 5 万人分の生活用水
・同年度の漏水率＝10.6%（JWRC 水道技術センター：水道ホットニュース 593 号より）
（呉市漏水率＝5.9% 呉市は人口も地形も旧海軍の水道施設を引き継いだという歴史も似ている）
（資料７）

まとめ

佐世保の水不足は過去のこと。将来も人口減少で 新たなダムは不要
佐世保市にとって喫緊の課題は、水源開発ではなく漏水対策！
石木ダムは要りません。

佐世保市民：松本美智恵

佐世保市まちづくり市民意識アンケート調査
（平成28年5月佐世保市が実施 16歳以上の市民3,500人）

●「水の安定供給」の満足度指数の高さは３７分野中で第５位
● 「水の安定供給」に関する具体的な施策として求めるのは

水源の確保＝３６．３％
水道施設の更新・整備＝６３．１％
1

長崎新聞アンケート（2018年1月

有権者500人に聞く）

わからない＝４３．２％
必要＝２０％
不要＝３６．４％
佐世保市民に限ると
わからない＝２０％
必要＝３２．６％
不要＝４７．４％
2

長崎県ホームページより（（
県内の水道用貯水率）

3

佐世保地区の一日最大給水量の実績値と予測値
（㎥／日）
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その後どうなったか？
工場用水は予測に反して減り続け

平成28年度の実績値＝１，３６５㎥／日
平成28年度の予測値＝６，７８６㎥／日
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土地収用法が公共事業推進法になっている理由
2018年3月1日

遠藤保男
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1. 石木ダム問題の流れ
1） 年表に見る主な流れ
長崎県、「乙（長崎県）が調査の結果、建設の必要が生じたときは、
改めて甲（水没予定 3 地区の 3 総代）と協議の上、書面による同意
1972 年 7 月 29 日
を受けた後着手するものとする」を趣旨とした覚書を交わし、予備
調査開始。
川棚川総合開発補助事業全体計繭全体計画を国が認可
１）ダム地点計画高水流量毎秒 280 立方メートルのうち毎秒 210
立方メートルの洪水調節
1976 年 1 月 9 日
２）佐世保市に対し水道用水を供給するため山道橋地点におい
て新たに 1 日最大 60,000 立方メートルの取水を可能ならし
める。
1982 年５月
機動隊を伴った立ち入り調査 反対同盟が実力阻止
河川法改正 工事実施基本計画を河川整備基本方針と、向こう 20
1997 年
～30 年で完成させる河川整備計画に分離。河川整備計画には流域
関係者の意見反映の措置を盛り込んだ。
2 級河川川棚川工事実施基本計画（工実）策定
1997 年 11 月
計画規模 1/100 年 1,400ｍ³／秒
佐世保市、慣行水利権 22,500ｍ³／日を不安定水源扱いにする。
1995～1999 年
1 日最大 60,000ｍ³／日取水可能を 40,000ｍ³／日に下方修正
2004 年 8 月 30 日
川棚川水系河川整備基本方針策定 計画規模確率 1/100 年 1,400
2005 年 11 月
ｍ³／秒 計画高水流量 1,130ｍ³／秒
川棚川水系河川整備計画策定 計画規模確率 石木川合流点上流
2007 年 3 月
1

1/30 年、石木川合流点下流 1/100 年・河道流加能力 1,130ｍ³／秒
2009 年 9 月 16 日
2009 年 11 月 9 日

2012 年 4 月 26 日

2012 年６月 11 日
2013 年９月６日
2013 年 12 月５日
2014 年 7 月 11 日

2015 年８月 24 日

11 月 30 日
2017 年３月６日

「コンクリートから人へ」を掲げた民主党政権発足。すべてのダム
事業見直しを公約していた。
長崎県が強制収用のための事業認定申請を認定庁（九州地方整備
局）へ提出。 理由は、「反対地権者との話し合い促進をはかるた
め」
地権者らの傍聴要請を国交省職員らが実力で阻止した「第 22 回
今後の治水対策の在り方に関する有識者会議」で、
「石木ダム推進」
の長崎県回答を追認。
「事業に関して様々な意見があることに鑑み、
地域の方の理解が得られるよう努力することを希望する」の意見を
付した。
国土交通省、付帯意見を付けて石木ダム継続の方針決定
長崎県への付帯意見は、有識者会議の付帯意見と同じ
認定庁、付帯意見を無視して不当にも事業認定処分。
石木ダム対策弁護団発足。以降、石木ダムの必要性について長崎
県・佐世保市との自主交渉を重ねる。
長崎県知事、長崎県がこれまで行った「川棚川の河川改修が進み (1
部分は残っています) 、これまで記録に残る洪水は防げる」と初め
て明らかにする
長崎県、第 1 次収用裁決処分対象地を強制収用。以降、長崎県、
収用委員会に対して第 2 次・第 3 次の収用・明渡裁決申請を強行、
現在に至る。
長崎県公共事業評価監視委員会、完成予定年度 6 年延期（2016 →
2022 年度）追認
長崎地方裁判所に石木ダム事業認定取消訴訟提訴
石木ダム工事差止訴訟提訴

2009 年になって長崎県は突然動きを速め、11 月 9 日に土地収用法適用を判断して事業
認定を申請しました。民主党政権によ
る「ダム事業の検証に係る検討」作業
が始まり「その結果が出るまでは新た
な工程に入らない」としていたことか
ら事業認定審査作業は停止していまし
たが、長崎県の検討結果「石木ダム推
進」を受けた国交省は「今後の治水対
策の在り方に関する有識者会議」に諮
り、地権者たちからの傍聴希望を実力
で阻止して（右写真）開いた有識者会
議でお墨付きを得て、2012 年 6 月に「補
助事業として継続」を決定してしまい
傍聴希望の地権者たちに立ちはだかる国交省職員の壁
ました。
事業認定審査作業が開始され、2013 年 9 月 6 日に事業認定処分が下されました。それ以
降、長崎県は「公益性を認めたのは国。国が認めたことについて話し合いはできない。生
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活再建問題以外は地権者と話し合う必要はない」として。連日、付替え道路工事を試みて
います。
しかし、13 世帯の皆さんと支援の皆さんの身を挺した抗議にあい、付替え道路工事は遅
れています。
2） 長崎県は何故、2009 年 11 月 9 日に急遽、事業認定申請を行ったのか？
2009 年 10 月 9 日に出された「平成２１年度におけるダム事業の進め方などに関する前
原国土交通大臣のコメント」に石木ダムが見直しの対象として明記されていたから、事業
認定申請は「石木ダムは中止させない！」との長崎県からの宣言です。
「ダム事業見直し」が「政権樹立に向けて掲げた公約をしっかりと現実のものにする」
という意識の下で市民サイドから強く要請されていた以下 2 点が取り入れられていたなら
ば、石木ダムは止まっていたはずです。
① 少なくとも、「今後の治水対策の在り方に関する有識者会議」については市民
団体が要求していた「全面公開」と「脱ダム派学識経験者も採用」を、当時の
国土交通大臣であった前原氏が受けいれなかったことが致命的でした。
② さらに、「平成 22 年９月から臨時的にかつ一斉に行うダム事業の再評価を実
施するための運用」を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施
要領細目」で、「整備目標は河川整備計画にある目標として当該ダム事業と代
替え案を比較検討する」とされています。河川整備計画の目標値自体を見直す
ことはありませんでした。ダム事業を前提としていた河川整備計画の整備目標
そのものが見直されなかったから、問題のあるダム事業はすべて「推進」にな
りました。市民団体は「これではダムの必要性の検証はできない」と何度も提
起したのですが、民主党政権は受け入れませんでした。
③ 市民が問題としていたダム事業はことごとく「推進」となりました。「コンク
リートから人へ」の期待は見事に裏切られ、徹底的な政治不信が今もなお私た
ちを覆っています。
2. なぜ反対しているのでしょうか？
13 世帯の皆さんは、「無駄な石木ダムのため
に犠牲になる必要はない。ただここに住み続け
たいだけ。」といつも言っています。無駄な石
木ダムとは、石木ダムは不要、と同義語ですね。
1） 石木ダムは不要
石木ダムには①川棚川下流域を洪水から守
るという治水面の必要性と、②佐世保市の水道
水源という利水面の必要性があります。⓷もう
一つ「正常機能の維持」がありますが、ダムで
流れを止めることが一番ダメージをもたらしま
す。ダムを造らないことこそが「正常機能の維
持」です。
① 治水面
長崎県は、
 川棚川の石木川合流点より下流
を 100 年に１回の大洪水（1,320
ｍ³／秒）が襲っても安全に流れ
3

るようにするために石木ダムが必要としています。
 また、長崎県は、「この下流域はすでに過去最大の洪水が来ても安全に流
れるまでに整備が進んでいます（流加能力 1,130ｍ³／秒）」としています。
 よって、1,130ｍ³／秒を越えて 1,320ｍ³／秒までの洪水対策として石木ダ
ムが必要
と言っています。
しかし実は、
 100 年に１回の大洪水としている流量 1,320ｍ³／秒は、襲ってくるのがな
んと 500 年ないし 1000 年に 1 回という、ほとんどありえないことなんで
す。
 そんなありえないような大洪水が襲ってきたとしても、現在の下流部はあ
ふれることなく流れ去ることも分かっています。
 100 年に１回の大洪水は実は 1,100ｍ³／秒程度なので、石木ダムなしで十
分な余裕をもって流れ去ります。
ですから、治水対策としては、石木ダムは必要ありません。
② 利水面
佐世保市は、
 2024 年度には水道水源を 117,000ｍ³／日必要になるので、40,000ｍ³／日
の水源が足りなくなる。
 よって石木ダムが必要。
としています。
しかし実態は、
 2024 年度に水道水源が 117,000ｍ³／日必要になることはありえない話で
す。



現在は 1 年間のうち最も多く水道水源を使用する量は 80,000ｍ³／日程度
です。
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これからも佐世保地区（旧市内）は人口減少が進むので、水の使用量は増
えません。
 佐世保市は安定水源が 77,000ｍ³／日、そのほかの 28,500ｍ³／日は不安
定水源であるとして、ゼロとみなしています。
 しかし不安定としている水源はいつも使えています。ゼロとみなすなど論
外です。
 実際に、2007 年の渇水時にも不安定水源としている水源を平均 18,000ｍ³
／日使っていました。
 よって、低く見ても 77,000ｍ³／日＋18,000ｍ³／日＝95,000ｍ³／日が佐
世保市の安定した保有水源といえます。
 以上から、2024 年度の水道水源は 95,000ｍ³／日以上で、使用水量は
80,000ｍ³／日程度となり、石木ダムがなくても水道水源は 15,000ｍ³／日
も余裕があることになります。
治水面、利水面ともに石木ダムは不要なんです。
13 世帯の皆さんが「無駄な石木ダムのために犠牲になる必要はない」は至極ごもっと
もなことなんですね。
3. 長崎県の欺瞞
長崎県が「残る地権者との話し合いを促進する手法」として、石木ダム事業認定申請を
九州地方整備局に提出したのは 2009 年 11 月です。2013 年９月６日に九州地整は事業認定
処分を下しています。そして 2015 年８月には、国土交通大臣からの付帯意見「事業に関し
て様々な意見があることに鑑み、地域の方の理解が得られるよう努力することを希望する」
を全く無視して「話合い」どころか、４軒の農地を収用してしまいました。以降、長崎県
は、2015 年７月に住居４軒を含めた土地の収用・明渡裁決申請（第２次収用・明渡裁決申
請、収用委員会公開審理終了し、審査中）、2016 年５月には住居９軒を含む残地すべての
収用・明渡裁決申請（第３次収用・明渡裁決申請 収用委員会審理・審査中）を立て続き
に収用委員会に提出しています。
1） 長崎県の想定を超えてしまいました！
事業認定申請にあたって長崎県はその理由の最初に、“６月に佐世保市長からの提案に
基づき、副知事、市長、町長が、「石木ダム建設促進調整会議」において検討し、「残る
地権者との話し合いを進展させる手法として、事業認定の手続きを進めることは、適切な
対応です。」との意見書が取りまとめられました。”をあげています。次に、“あくまで
も地権者の方との話し合いを繰り返しお願いしましたが、残る地権者の皆さまは、「話し
合いは専門家を交えた公開の場で、ダム建設の必要性から議論するのでなければ応じられ
ない」との回答に終始されました。」としています。「事業認定申請をすることで、反対
派地権者が話合いに応じる」＝「事業認定申請をすることで、反対派地権者が話合いに応
じざるを得なくなる」というのが長崎県の筋書きでした。
それを裏付ける資料を長崎県は明らかにしています。
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事業認定の事例 出典： 石木ダム建設事業 長崎県 H23 発行 23 ページ

長崎県が事業認定を申請した事業はすべて、収用委員会での採決を経ることなく解決を
見ています。長崎県が「今のうちに妥協しないと補償額・課税額両面で極めて不利になる」
という現実を地権者に示すことで合意を余儀なくさせ、解決に至っていたのです。石木ダ
ムの場合も県から同内容の書類が回っていました。このような不利をものともせず拒否さ
れ、すでに 4 件の土地が採決、収用に至ってしまいました。このままでは住居の撤去を行
政代執行で行わなければならない事態になるのが確実、という事態にまで至っています。
この現実は、長崎県にとって想定外のことでした。
2） 事業認定の欺瞞（認定庁・九州地方整備局）
九州地方整備局は、２０１３年９月６日に事業認定処分を告示しましたが、認定理由に
は起業者の言い分をそのまま追認しただけで、同事業への異論・反論に対する事業認定庁
としての検証は行われていません。石木ダムが利水・治水の両面で全く不要な事業である
ことが、意見書・公聴会で明らかにされたにもかかわらず、事業推進の結論が先にありき
の認定に堕してしまいました。

２０１３年９月１２日

長崎新聞
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4. 土地収用法の限界
1） 法律としての限界
土地収用法の目的は、同法第一条に明記されています。
（この法律の目的）
第１条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、そ
の要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進
と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的と
する。
「公共の利益の増進と私有財産との調整を図り」とあることから、憲法みると、憲法第
２９条第３項に根拠を置いています。
憲法
第 29 条 財産権は、これを侵してはならない。
○２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
すなわち、土地収用法で制限できるのは基本的人権の内、第２９条に盛られている正当
な補償の下での私有財産だけということになります。
石木ダムの場合は、「その必要性に多くの疑義がある＝公益性が極めて薄い」だけでは
なく、私有財産以外の多くの人格権が侵害されるのは誰の目にも明らかです。
石木ダム事業で強制時に立ち退きを求めるのであれば、失われる利益として、私有財産
権以外の多くの人格権侵害についても評価しければなりません。そのうえで、石木ダム事
業にそれだけの意義があるのかを判断するのが起業者の責務です。しかしながら、事業認
定申請書には、失われる利益として１３世帯約 60 名の方が生活されている事実の記述が見
当たらないのです。 収用裁決申請書にも、事業認定処分理由にも１３世帯が受ける不利
益については一切の記載がない。土地収用法を適用しているから財産権は補償される、文
句を言われる所以はない、というのが長崎県と佐世保市のスタンスです。
よって。このような事業認定処分の問題性を指摘することなく収用・明渡裁決処分を下
すことは決して許されることではないので、収用委員会には「申請を却下されたい」、起
業者には「収用・明渡裁決申請を取下げよ」という帰結になります。
2） 運用上の問題
2001 年の土地収用法改訂（効率化）により、8 ページに示すように事業認定審査過程と
収用委員会審理過程とが分離され、収用委員会の役割は補償金額算定に限定されました。
一方で事業認定審査過程にもられた公聴会は、公述された異論はことごとく無視されて事
業認定審査に全く反映されないのが現実であり、「ただ聞きおく場」でしかありません。
「第三者機関からの意見聴取」は第三者機関とは社会資本審議会の公共用地分科会です。
その構成員は国交省の意向を忖度する人が大多数を占めています。その上、分科会長が取
り仕切ってしまうので、答えは追認しかありえません。
5. 事業認定申請が強制収用に直結しています。
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起業者が事業認定を申請すると、その物権者が合意を与えなくても、その後の手続きが
次々と進行し、その物権が強制収用されているのが現実です。合意を与えなくても企業者
が補償金を供託することで収用が完了してしまいます。強制収用と表現します。補償金受
け取りを拒否しても供託することで売買は終了したと扱われ、課税までされてしまいます。
「何故、そうなって
しまうのか？」、事
業認定申請から先の
手続きの流れを左に
示します。
起業者（長崎県と
佐世保市）が事業認
定を申請してからは、
認定庁（九州地方整
備局）が事業認定処
分を行います。石木
ダムは長崎県の事業
ですが、それを実質
的に進めてきたのは
土木部長です。土木
部長は歴代、国から
派遣されてきた職員
が務めています。申
請者と認定処分者が
共に同じ国交省幹部
です。から、間違い
なく事業認定処分が
下ります。
2001 年の効率化
を狙った土地収用法
改悪により、「収用
委員会は事業認定を
大前提として、補償
額と収用期日と明渡
期日を決めるだけ」
としていますから、
収用・明渡裁決申請
が却下されることは
あり得ず、収用委員
会は収用・明渡裁決
を下す。あとは企業
者がその裁決に従っ
て補償金を支払うか、
補償金受取りを拒否
された場合に供託す
事業認定申請からの手続き
るかを済ました上で、
8

自ら所有権移転登記をすることで収用が終わってしまいます。住居の場合は、居住を止め
ない限り明渡は完了しないので、起業者は知事に取壊しを依頼して、都道府県が取り壊し
て明渡終了となります（行政代執行）。
事業に反対する地権者がこの流れでできることは、事業認定過程での意見書提出・公聴
会陳述、収用委員会への裁決申請過程での現地測量拒否、収用委員会での意見陳述、行政
不服審査請求です。が、それらが聞き入れられることはまずありません。収用委員会では
事業認定の問題は取り上げないので、司法への訴えになります。
各処分ごとの取消訴訟・執行停止申立ですが、係争中であっても事業凍結という法的制
限はないから、執行停止申立が認められない限り、収用・明渡裁決→強制収用・行政代執
行へと進んでしまいます。あわせて、工事差止訴訟で勝訴しない限り、工事は進みます。
「事業認定取消訴訟勝訴」としても勝訴が確定するには数年かかります、その時には事業
は既に完成、ではまったく意味がありません。
6. 土地収用法適用ダム事業の実態
この３０年間で土地収用法が適用されたダム事業が川辺川ダム（国 熊本県五木村）・
石木ダム（長崎県 川棚町）・内海ダム再開発（香川県 小豆島町）・苫田ダム（国 岡
山県奥津町）・徳山ダム（水機構 岐阜県棚橋村）・辰巳ダム（石川県 金沢市 治水専
用）、八ッ場ダム合計 7 事業あります。川辺川ダムは収用委員会審理過程で利水目的が喪
失（利水裁判で国の敗訴確定）してしまい、起業者は収用裁決申請を取り下げました。川
辺川ダムは利水目的が喪失して事業は止まっていますが、球磨川水系河川整備計画が策定
されるまで川辺川ダム基本計画は存続、としています。現地ではダムなし治水に向けて闘
われています。八ッ場ダムの場合は、収用委員会審理中ですが、事業認定取消訴訟は提訴
されていません。そのほかの事業は事業認定取消訴訟で争われています。
いずれの事業認定取消訴訟においても、被告側は公益性についての原告側から立証に
対してまっとうな回答はできていません。原告側に公益性がないことをつぶさに立証する
ことが強いられています。また同時に、係争中にもかかわらず工事が進行しました。石木
ダムを除く４ダムは残念ながら完成してしまいました。
利水目的を持つ、内海ダム再開発、苫田ダム、徳山ダムはすべてダム完成・供用開始後
も水需要は反対派が指摘していたとおり低迷したままで、まったくその目的を果たしてい
ません。苫田ダムの場合は、有り余った分の解消策として利水用のダム貯水容量を治水容
量に振替えるべく検討がされています。徳山ダムの場合は、有り余った水の処分先として
木曽川水系連絡導水路事業に固執しています。石木ダムの利水分もこれら３ダムと同じ轍
を踏むのは分かりきったことです。
7. 土地収用法の問題への対応策
現行の土地収用法は２００１年に改正されたもので、事業認定手続きと収用手続きが分
断されました。その模式図を 11 ページに示します。
事業認定手続きで見たように、言わば起業者の身内同士で認定手続きが進行し、収用委
員会は認定内容を審理の対象からはずしています。収用手続きが旧河川法と比べると第三
者性を確保するようになった、としています。「改正内容」（公聴会、第三者の意見聴取
等）は建前として踏まれていますが、その内実はゼロです。行政のフリーハンドが罷り通
っています。事業認定判断過程で地権者との協議はまったくないので、地権者の意見・疑
問はことごとく無視されています。収用委員会はそうして決定した事業認定処分であって
も内容に踏み込む権能はないとして、旧収用法でかろうじて可能であった「事業認定処分
への疑問を扱う」ことすら拒否しています。
9

この弊害を解消するには・・・・。
① 少なくとも、起業者と地権者・関係者とによる、公開のもとでの、当該事業の
徹底検証が必要です。
② それを保障するためには、「事業認定取消訴訟進行中は、事業凍結」が必要で
す。
実は、2001 年の土地収用法改訂にあたって、これらを踏まえた住民側からの「土地収用
の再改正を目指して」が 2001 年 3 月に発表されています。参考として別添します。なお、
その趣旨は以下の 2 点です。
① 身内で行われている事業認定事務を国家行政組織法第 3 条に基づく独立行政
委員会として「事業認定委員会」を設立し、起業者と地権者・.関係者とによ
る公開のもとでの徹底的検討を経て、判断する。
② ドイツの行政裁判所法に倣って、執行停止の原則を取るように行政事件訴訟法
を改正する。
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現行の土地収用法

土地収用手続き

事業認定手続きと収用手続きが２００１年に分断された。

改正内容
11

土地収用法の再改正をめざして
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2001年の通常国会で土地収用法改正の政府案が可決されま

した。今回の同法改正（改悪）で、不当な公共事業に対抗する
住民の鮫後の手段ともいうべきトラスト連動、一坪連動の力が
大きく削がれることになりました。新法の最も重要なポイントは
次のとおりです。

土地収用の手続きは事業認定と収用裁決の二段階があります。

事業認定は当該事業が土地収用に必要な公益性を有しているこ
とを認定するもので、収用裁決は事業認定を受けて収用委員会
が土地明け渡しと補償額について裁決を行うものです。

今まで事業認定はほとんど密室の中で行われてきたので、住
民側は事業の公益性の是非を収用委員会の審理の場で争うこと
になり、審理の長期化はやむをえないものになっていました。

霞拶受果麓毒

」

この審理を迅速化するため、新法は次の改定を行いました。

まず、事業認定の段階で事業説明会、公聴会の開催、第三者
機関の意見聴取等を義務づけ、それによって、事業の公益性に
関する「透明性・公正性・合理性」が確保されるということで、

収用委員会の審理における事業の公益性に関する主張を禁止で
きるようにしました。そして､収用委員会の審理手続きにおいて、

(トラスト運動のように）共同の利益を有する多数の者は3名以
下の代表当事者を選定するように、収用委員会が勧告できるこ
とになり、審理の大I幅な迅速化が可能になりました。

更に、土地所有者が100名を超える場合は土地調書作成につ

いての所有者の立会い署名を市町村長の公告縦覧に代えること

や、補償金の支払いを直接手渡しだけではなく、郵便為替証書

や書留郵便による支払いでも可能にするなど、 トラスト運動の股
開阻止を念頭においた手続きの簡素化、迅速化が行われました。

−30−

今回の改正の狙いはまさしくトラスト運動を無力化するために
審理と手続きを簡素化･迅速化にすることにありました。しかも、

事業認定の透明性を確保するということで行われる事前説明会
は起業者の話を一方的に聴くだけのものであり、また、公聴会
も壁に向かって意見を述べるだけのもので、公益性の是非をめ

ぐって起業者と住民が十分な議論を行うというものでは全くあり
ません。また、第三者機関の意見聴取といっても、国の場合は
省庁再編成で国土交通省内に統合して設置された社会資本整備
︑！哨．ｆ平和品・照

誤俸孵宮鈍飼鯉削制 ！

審議会の意見を聴くものであり、事業認定に否定的な意見が出

ひ国別

るはずがない代物です。形だけの一定の手順を踏むだけで事業
'粥6
+

ごf

認定の透明性が確保されたことになり、土地収用まで一直線に
進んでしまうことになりました。
更に、姑息な経過措置が新法に付け加えられました。旧法で

公益性の是非

事業認定がされた事業は前記の「透明性確保」の手続きもとら
れていないのに、収用裁決では新法を適用して審理・手続きの迅
速化がなされ、そして、新法の施行前に申請された事業は従前の

事業認定で終わらせることになっています。起業者や事業認定機
関が楽することができるように、至れり尽くせりの措置がとられて
いるのです。
腰

:、き｛

旧法も次に述べるように根本的な問題があるけれども、 トラスト
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運動などで事業の公益性を問い質すことがそれなりにできる道が
少しながらもありましたが､今回の改悪でその道も閉ざされました。
本来、土地収用法は公益性の高い事業に対して理不尽な居座
りやゴネ得を防ぐためのものであり、手続きを合理的にすること

はある程度は必要だと思いますが、しかし、その前提として住
民側が公益性の是非を起業者と十分に議論してその結果によっ
ては事業が中止または変更される道がつくられていなければな
りません。ところが、 日本においては公共事業等の公益性を問

い直してその結果によって事業を中止させるという制度が何も
ありません。
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土地収用法再改正のポイント
しかし、新法が通ったからといって、あきらめるべきできはありません。土地収

用法を本来のものに改正していくためにこれから運動を拡げ、政党への働きかけを
していくことが必要です。では、どのような改正をめざすべきなのでしょうか。

土地収用法の問題はいくつかありますが、改正すべき最も重要ポイントは次の三
点です。

①事業認定を行う第三者機関「事業認定委員会」を設置する。
第一の問題は事業認定の公平性がないがしろにされていることです。国等が実

施する事業の場合、事業認定機関は国土交通大臣となっています。例えば、直轄

ダムの場合、事業認定申請者と事業認定権者のいずれも国土交通大臣であり、い
わば一人で二役を演じるわけですから、事業の問題性がどれほどあろうとも、事業

認定拒否の処分がされることは絶対にありえない仕組みになっています。事業認定
機関は第三者的な行政委員会でなければならず、法曹界からもそのような意見が強
く出されています。公平性を確保するためには、事業認定を行う第三者機関「事業
認定委員会」を国家行政組織法第三条に基づく独立行政委員会として設置するこ
とが必要です。

②事業認定委員会の審理を公開とし、

住民側と起業者側が徹底した議論ができるようにする。
第二の問題は前述のように事業認定の段階において事業の公益性の是非を議論
する場が全く保証されていないことです。新法においても同様で、通り一遍の説
明会や公聴会を開くだけです。住民側が求めているのは、情報が完全に公開され、

公平な審判者のもとで起業者側と徹底した議論ができる場が保証されることです。
そのためには、事業認定委員会の審理を裁判形式で住民側と起業者側が直接の

やり取りができる対群構造の公開群理として、事業認定の手続きをガラス張りにす
ることが必要です。

−32−

③ドイツの行政裁判所法に倣って、
執行停止の原則をとるように行政事件訴訟法を改正する。
第三の問題は土地収用法に関連することですが、事業認定取消の訴訟を提起し
た場合、現行の行政事件訴訟法では執行不停止の原則がとられており、裁判の継

続中に事業が取り返しのつかないところまで進行してしまうことです。執行停止を
申し立てても、裁判所が執行停止を判断することはほとんど期待できないし、仮に、

裁判所が執行停止の判断を下しても、内閣総理大臣の異議によって裁判所の判断
が覆ってしまいます。ドイツの行政裁判所法では執行停止の原則がとられています
ので、それに倣って、執行停止の原則をとるように行政事件訴訟法を改正すること
が必要です。

上記の三点を柱として､土地収用法の再改正を求める運動を進めていくべきです。

｢土地収用法から公共事業を見直すネットワーク」が政府案に対抗して2001年3月
に作成した土地収用法改正対案はこの三点を柱としています。

法律で厳しく管理された、 ドイツの土地利用に関する用途地域指定にあたる地図
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土地収用法改正対案の骨子
2001年3月
土地収用法から公共事業を見直すネットワーク

1.｢事業認定委員会」について
(1) 私有権と公共事業を調整する機関として、事業認定委員会を設置する。
(2) 国家行政組織法第三条に基づく独立行政委員会とし、内閣府に設ける。
(3) 事業認定委員会は、起業者と権利者・関係人の両者の主張を聴いた上で、私

有権を制限するに値する公益性を当該事業が有しているか否か、事業認定の
可否を判断する。

(4) 事業認定委員会の委員は10人程度とし、両議院の同意を得て内閣総理大臣が
任命する。
(5) 委員長および委員の任期を5年とする。委員長および委員は再任されることが
できる。

(6) 都道府県知事認定の事業に関しては、各都道府県が条例によって同様の第三

者の事業認定委員会を設置する。

2.｢事業認定委員会」への公益性の裁定申請時期について
土地等の一部の取得が困難になり、収用を行う可能性が高まってきたと判断され
る事業については、起業者は土地等の取得のほとんどが終了しない時点、すなわち、

土地等の取得が認定の可否を判断する際の既成事実にならない時点で事業認定委員
会に事業認定の申請を行う。

3.事業認定の要件について
次の5点を事業認定の要件とする。

①土地収用法の該当事業であること
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②③④⑤

起業者に事業を遂行する充分な意思と能力があること
土地の適正且つ合理的な利用に寄与すること

事業の公益上の必要性が明確であり、且つ、より優れた代替手段がないこと

環境（自然環境のみならず、文化的環境・社会的環境を含む）への影響が許
容限度内にあること

4.事業認定の手続きについて
(1)起業者は、事業認定の申請前に、適切な場所で、適切な時期に、適切な周知
方法を用いて、事業の目的､内容等に関する説明会を開催しなければならない。

(2)市町村は、事業認定委員会への申請が受理された後、事業計画を公告縦覧し
て住民の意見を求める。なお、公告縦覧の周知は主要な日刊紙への掲載によっ
て行う。何人も意見を提出することができる。

(3)起業者は、権利者・関係人の意見書に対して書面で回答する。
(4) （1）〜（3）の期間を概ね2カ月とする。その間､起業者の回答に対して権利者・
関係人は意見書を再提出できる。

(5)起業者は、住民の意見書とそれに対する回答を公表し、事業認定委員会に提
出する。

(6)事業認定委員会は必要に応じて当該事業を担当する3〜5人の小委員会を設
置できる。小委員会が設置された場合は小委員会が委員会に代わって審理を
行う。当該事業に関係あるものは小委員会の委員になることができない。

(7)事業認定委員会（または小委員会)は意見書と回答に基づいて事前審理を行っ
た後、起業者と権利者・関係人の両者の出席を求め、公開審理を行う。
(8)公開群理は、事業認定委員会（または小委員会）の指揮のもとに権利者・関
係人が起業者に対して直接意見を述べ、起業者はそれに対して答弁する。意

見陳述と答弁が十分になされたと委員会が判断するまで公開審理を続行する。

(9)事業認定委員会（または小委員会）は、必要に応じて公開審理の場に学識経
験者等を呼んで、その意見を聴くことができる。
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(10)事業認定委員会（または小委員会）は起業者や関係行政機関に資料の提出を
求めることができる。

(ll)事業認定委員会（または小委員会）は、必要に応じて関係行政機関等に対し
て必要な調査を委託することができる。

5．各都道府県の補償裁定委員会について

（現在の収用委員会と同じ手続きと役割）
(1)当該事業の公益性が事業認定委員会によって認められ、事業認定が行われた
場合は、起業者は各都道府県の補償裁定委員会に対して収用裁決の申請を行
う。

(2)補償裁定委員会は補償金額や土地の範囲等について審理を行うものとする。

6.事業認定委員会と補償裁定委員会に対する訴訟について
事業認定委員会と補償裁定委員会のそれぞれの判断に対して権利者または起業
者は行政事件訴訟法により、抗告訴訟を提起できる。

(補記）

＊6の事業認定についての抗告訴訟に関連して行政事件訴訟法を次のように改正
する。

行政事件訴訟法

第25条……処分の取消の訴えがあった場合は執行を停止するものとする。
ただし、緊急の必要があるときは、裁判所は申立てにより、

続行を命ずることができる。

第27条……

（内閣総理大臣の異議）

削除

（三権分立を侵す憲法違反の規定であるので、削除）
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公共事業実態報告用紙
事業名

一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚）

事業地
団体名

横浜市栄区、戸塚区

起業者

国土交通省・NEXCO東日本（株）
30.3.1
報告者名

横浜環状道路（圏央道）連絡対策協議会

会長 比留間 哲生

▼その事業の概要と経過
・事業化

昭和 63 年（四全総組入れ）、都市計画決定

平成 7 年。

・横浜市の中心から半径 10～15 ㎞圏の環状高速道路（全長 40 ㎞）で圏央道の一部で、全長 8.9km、6 車線の
高速道路計画。事業費 4300 億円→4720 億円に変更（平成 27 年）
。
・道路予定地を開発業者と結託して高速道でないと虚偽告知し住民を騙した前代未聞の事業。
→横浜地裁で一部勝訴平成 26 年（ウソ認めるも時効）
・平成 27 年 10 月 事業認定告示→強制収用に。
▼その事業が実は不要な事業であることの説明
・横環南で横浜都心から東名まで 34 分、建設中の北西線で 20 分であり不要。
・緊急輸送路としての機能はトンネル部分が 7 割であり災害時には不能。
・人口減少問題は横浜市南部、神奈川県南部にすでに顕在化しつつある。平成 17 年の交通センサスを基準に
した B/C は不当。平成 29 年現在もその後のセンサスを無視し続けている。
・並行して走る地方幹線の環状 4 号線の渋滞緩和は拡幅で解決できる。→生活道路優先。
・圏央道の機能は既に完成しており、横環南は盲腸線であり無駄の事業である。
▼その事業によって被る不利益・既に被っている不利益（自然環境破壊、地域社会分断、財政負担など）
・沿線地域住民の間に軋轢、不和が生じ将来に禍根が残る。
・自然破壊と大地震への被害不安が残り続ける。
・終の棲家を求めた宅密集地に大気汚染による健康被害と地盤沈下の不安をまき散らす。
・今後北線と同様の地盤沈下問題の発生必死
▼事業者による人権・地方自治体自治権の侵害・破壊の具体的状況（事業者がよりどころにしている法律なども）
・横浜市有数の自然環境の破壊。
→大地震発生時に軟弱地盤との関係で極めて危険と専門家が指摘するが無視。
・湘南桂台地区に関し宅地造成法第 16 条違反。
→造成地は常時安全な状態に維持しなければならない。
・土地収用法第 18 条、20 条違反。
▼政党・国会議員との連携・要望 （議員連盟結成、公開ヒアリング、国会質問、現地調査、法律改正、立法等）
・事業認可取消し凍結を求めて国交大臣に平成 27 年 12 月要請書提出中。→無視
・平成 28、29 年、横浜市議会決算委員会で「脱硝装置を付けるよう事業者に要請する」との回答

を引き出

した。→フォローの続行
・土地収用法は住民の理解を求める法内容になっていない。→改正が必要
・都市整備局による「国民生活の保護」の法制と道路局による「公共事業の推進」の法制の 2 重行政を統一し
て一般化すること。
→弁護士協会による「公共事業基本法」
（案）を法制化すること。
・公害調停成立後の監視を強化すること→影響評価法の最適化を早急に推進する。
▼一般市民へのお願い
・連協のホームページを通して理解を得ること。
http://renkyoueditor.web.fc2.com/
→現在、事業者と行政が最新情報を待ち望んでいる状態。
・連協道路ニュースで沿線住民への広報活動の徹底。
問い合わせ先：
氏名

比留間哲生

電話

045-894-0052

メールアドレス

thiruma@concerto.palala..or.jp

平成 30 年 3 月 1 日

土地収用法の不当性について
横浜環状道路（圏央道）対策連絡協議会
私たちは日本が民主国家、法治国家と信じて国民義務を果たし安心して行政
に頼ってきました。しかし圏央道の一部である横浜環状道路計画の不当性を 30
年に亘り目の当たりにし当事者である一般住民として数多くの行政訴訟、不服
審査請求など訴えながら経験しました。そこで知り得た事業計画推進の不当性
の原因が土地収用法にありとして以下の通りその実態を国会議員はじめ関係者
の皆さまに訴えます。憲法に認める個人の土地所有権を公共事業の名のもとに
奪うものであり体裁上は国民の理解を得る形になっているがすべて儀式（かく
す だます にげる うそをつく）であるがことが判明したのです。
これを機に公共事業の実施には地域住民が参加できる仕組みに法改正するこ
とを切望します。
１．

国民、市民、住民不在の土地収用法であること。
・都市計画時に住民不在→路線計画決定文書の不在
（情報保護審議会の開示決定を無視 ないはずがない）
・横環南事業地を一般道路用地と偽り住宅地販売（大手ゼネコンと横浜
市が結託）
→裁量裁判で棄却（証拠不採用）
→別裁判で時効につき売買契約は有効
（結果的にウソ認定）
・土地収用法 18 条、20 条違反
→事業家申請書に宅地造成規制法の記載なし
→事業性の説明不十分
２． 起業者と事業認定者が同一の国交省であることに矛盾がある。
・道路局→総合政策局
→事業認定は第三者機関であるべき
３． 道路建設が目的化
・国交省と NEXCO の合併施工様式は無法状態
→質問主意書に法的根拠回答せず
、
・評価の指針 B/C 根拠の不透明
→時代の変化を無視、その他地域の利益取り込み
（北海道、九州まで効果ありとする）
（平成 17 年の交通センサスのままで少子高齢化無視）
・環境基準の改変→道路建設に有利

・専門学者の危険性指摘を一切無視
→径 2ｍの下水本管の下部 30cm に径 15m のトンネル掘削
・住民の安全のための宅地造成法（都市整備局）を完全無視（道路局）
→公共事業第一主義
・横浜市による「ヤラセ」アンケート実施
→地方行政による応援
（地裁 禁止の法的根拠なし）
・都市計画道路計画の悪乗り
→閑静な住宅地に計 10 車線
４． 委員会、審議会は儀式化しており事業推進のための応援団である。
・事業評価監視委員会は推進委員会
要求した地質専門委員が「地盤は強固」と応援演説
→その後 46000 ㎥地盤改良の計画発表
・「住民の理解を得ること」との上記委員会裁定を無視
→半年間 延べ 1000 人のボーリング調査現地での抗議
にも拘わらず
→4 年の亘る住民との質問集会での数 10 件の質問の回答
を拒否して地質調査に突入
（ボーリング調査取消訴訟で裁量判決 上記委員会の
裁定は処分ではない）
・社会資本整備審議会→推進審議会
（事業認定告示の拠り所だが審議内容は非公開 住民不在）
・事業認定説明会、公聴会は証拠づくり
→数千の意見書を反映せず
・土地収用委員会は補償価額決定委員会
→強制収用への逃げ道
・トンネル技術検討委員会は掘削技術のみ
→住宅地の地盤沈下対策無視
５． 共有地権者無視（トラストつぶし）
・全地権者に交渉せずに事業認定告示
・起業者が自ら定めた事業認定申請に必要な土地取得率（9 割の同意があ
れば強制収用可能）
→6 割を 9 割と改変して事業認定申請
→数百人の地権者を 1 件とまとめた
（人権無視 正規取得利率を公表せず）
以上

東京外かく環状道路事業における区分地上権者への権利侵害について

2018.03.01

１．区分地上権とは？
外環道は、３つの地域・３つの地権者からなる。
①地表部（立退き）。任意契約交渉が不調の場合、収用法が適用され、強制的に買収。
地上の都市計画道路やダムなどと同様。
②区分地上権設定の浅深度地下（地下８ｍ～４０ｍ）立ち退けない。
区分地上権（地下の立体的区域？の使用権）設定しないとトンネル掘れない。
任意契約交渉が不調の場合、収用法が適用され、強制的に契約させられる。
③大深度地下部（地下４０ｍ以深。立ち退けない）
大深度法により地権者に無断で補償なしにトンネルを掘られてしまう。
２．区分地上権者の問題
（１）事業者が用意した一方的な契約書の押し付け（問答無用、「赤紙」「接収」
）
説明責任果たさない。対等の関係でない。内容も地権者に不利（国が契約当事者でない・
国の保証がない。原状回復義務がない。分筆登記、第一抵当権設定等）
地下利用制限に対する妥当な補償金額でない。
以下の（３）
（４）を考慮した契約（命・健康・金額）でない。
（２）都市計画法との関係で土地使用上の権利制限が課せられ、不利益を生じる
建築制限：５３条＞事業中６５条＞供用後５３条（注：11 条３項適用で除外可だが）
事業中は先買権６７条も。売却時に重要事項説明必要->地価下落->転居できない。
（３）住宅の地下にトンネルを掘ることの危険（大深度地下と共通）
軟弱地盤に巨大トンネル。陥没、地盤沈下による命や家屋被害の危険、その他（振動、
騒音など）による健康被害の危険・精神的苦痛を抱えたまま、トンネルの真上に永久に住
み続けなければならない（立退き者より悲惨な「棄民））
。
それらに対する対策（地質調査、地盤改良、地盤面変位測定など）や補償は契約に含ま
れていない。不動産価格にも影響する。住宅地として買い手がつかない。
３．区分地上権設定交渉の現状と今後
（１）大多数は、わけのわからぬまま、または、しかたがない、と任意交渉で契約締結。
（２）ごく一部は、違法・不当（財産権や人格権侵害のままでは契約できない）と主張するが、
事業者は、一方的に交渉を打ち切り、強制測量（収用手続きの第一段階）を強行した。
（３）収用委員会で、上記のような違法性・不当性が争えるか？ 金額換算できない・すべき
でない人格権（命や健康）の保障はどこまで争えるか？
（４）行政訴訟はひとつの手段だが、判決までは事業を止められない。
４．安全安心な生活の保障を得るには
居住権を保障するために、工事による影響がでないことの納得いく説明、万一の被害に対す
る地下水・空洞・地盤面変位等の監視、損害発生時の公正で十分な補償の仕組みが最低限必要。
皮肉なことだが、究極の解決策のひとつは、希望者から買い上げること。
以上
参考：①ある区分地上権地域の地下断面図、②区分地上権による地下利用の制限のあらまし

外環道予定地周辺住民の皆様

外 環道 住‐
民へ の影響 比較
【結論 】外環道お断り

:

周 辺住 民 :環 境破 壊 や健 康被 書 、財 産 領 値低 下 の可能性 が あります 。納 得 していますか ?
大深度住民 :地 権者とほとんど同じ影響ですが、土地使用 の補償はありません。納得していますか ?

地権者 :深 刻な影響ですが、国は補償額を一 方的 に決 めよ うとしています。納得 していますか ?
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大 深度住 民

地権者

地下 に
機 薔 的 なし

地 下 40m以 下 に
織 造協あり
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契約と登記変更
土地使用に関する
補償 金 支 払 い

なし

なし

登記変更

補償
(区 分地上権設定 )
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【
野川べりの会開催予定】約50名 の仲間で活動しておりますので、是非ご参加ください。
◆日 程 7/17(日 )、 9/18(日 )、 11/20(日 )、 来年145(日 )、 3/19(日 )
◆時 間
午後 1時 30分 〜4時
◆場 所
かわせみ館 狛江市東野川4‑30‑1パ ークシティ前緑地公園
◆連絡先
地権者部会担当 佐 々木―義 (成城3丁 目)090‑4671‑9806

区 分 地 上 権 設 定 契 約 書

序杓曰漫バヽ

中日本高速道路株式会社が施行す る高速自動車国道中央 自動車道富士吉田線 東京外か く環状道路 (以 下 「東
京外か く環状道路」という。
)建 設 工事 のた めに必要な土地 の所有者○○ ○○ を甲とし、中日本高速道路株式会
)
社 を乙として、甲乙両当事者は、次 のとお り民法第 269条 の 2に 定 める地上権 (以 下「区分地上権」という。
設定契約 を締結す る。
(契 約 の主 旨)

第 1条 乙は、甲所有に係る別表記載 の土地 (以 下 「この土地」 という。)に 区分地上権を設定 し、甲はこれを
承諾す るものとす る。
(区 分地 上権 の 目的)

第 2条

と
&
す
目
的
ぢ
鰤 下引

前条の規定 によ り設定する区分地上権 は、乙が施行す る東京外か く環状道路の建設工事 に伴 う トンネル

ご

第 3条 乙がこの土地に設定する区分地上権の範囲 (以 下 「この区分地上権設定範囲」という。
)は 別表① に記
のとお
し、その
に
のとお
載
りと
範囲における最大荷重及び最小荷重は同表③及び④ 記載
りとする。
(存 続期間)
第 4条 区分地上権 の存続期間は、 この契約 を締結 した 日か らトンネルが存続する間とする。
(地 代)

第 5条

この土地の地代は無償とする。

第 6条

上権設定 に伴 う補償金は、金

円 とす る。

勇fm地
(明 渡 し期限等)

月
第 7条 甲は、平成
年
日までに、乙にこの区分地上権設定範囲を明け渡す ものとす る。この場合
において次条第 5項 に規定する権利が設定されてお り、又は存在するときはあらか じめ当該権利 を消滅 (当
該権利が登記されて いるときは、当該登記を抹消)さ せ るもの とする。
(登 記関係手続 き)

第 8条 この土地 の区分地上権設定登記は、甲が乙に委任する こととし、甲は、乙が当該登記を申請するために
必要な関係書類その他 乙が求めた書類 を遅滞なく提出す るものとする。ただ し、 この書類 の うち印鑑 に関す
る証明書 (住 所地 の区市町村長又は登記官が発行するものに限る。以下 「印鑑証明書Jと いう。〉が、次項に
よる登記 申請 のときに発行後 3か 月を経過 した場合は、再度、甲は乙に発行後 3か 月以内の印鑑証明書 を提
出す るものとす る。

2
3

乙は、前項 の書類 の交付 を受けたのち、すみや かに登記申請 を行 い、区分地上権設定登記を完了させるもの
とす る。
乙は、前項の登記 の前提 となる登記が必要な場合は、甲に代位 して これを行 うものとする。

4

第 1項 により乙が交付を受けた登記済証又は登記識別情報 については、区分地上権設定登記が完了したのち、
すみやかに甲に返却するものとする。

5

甲は、この土地 に質権、抵当権その他 の担保物権 が登記 されているときは、これを抹消 させるものとす る。

6

甲は、前項の担保物権を再設定する場合は、乙の区分地上権 の後順位 とすることに同意 し、担保物権 に関す
る設定変更登記 を行 うものとする。

ι
7Zほ 甲F協 た な行多′
載坪相
.

(補 償金 の支払 い)

第 9条 甲は、第 7条 によ り乙に この 区分地 上権設定範囲 を明け渡 し、かつ土地の 区分地 上権設定登記が完 了 し
た ときは、第 6条 に定め る補償金 の支 払 い を乙に請求す るもの とす る。

2

乙は、前項 の請求 があった ときは、 甲 の提出す る請求書 に基 づ き、遅滞な く甲に支払 うもの とす る。

(公 租公課 )
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第 11条 この土地に設定する区分地上権 には、次 の各号 の特約事項を付するものとし、甲は これを遵守するも
のとす る。
一 区分地上権 の設定範囲は、掘削等をし、又は形質 を変更 しないこと。
二 区分地上権設定範囲の上部 の別表② に記載する範囲について、土地の掘削等をし、又は形質の変更 を行 う
場合は、あらか じめその設計、工法等について東京外かく環状道路 の管理者 に届出を行 うこと。
三 区分地上権設定範囲の直上において、1平 方メー トルにつき別表③ に記載 の荷重を超える建物及び工作物
を新築し、又は設置 しないこと。
四 土地の掘削及び形質の変更を行 う場合は、区分地上権設定範囲の直上において 1平 方メー トルにつき別表
④ に記載 の荷重以下 としないこと。

2

前項各号 に定める特約事項は、乙が これを登記するも
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第

、この 区分地 上権設定範囲 の土地 の使用 に 当たっては前条第 1項 に定め る特約事項以外 に 甲の土
地使用 に損害 を与 えな い よ う十 分配慮す る もの とす る。

2

乙は、工事 期間中 の土 地 の使用 に当た って は、地表 部 にお ける甲 の土 地使用 につ いて、地盤沈下、振動及 び

騒音等の環境に十分配慮するものとする。

3

乙が トンネル設置工事若 しくは管理瑕疵 によ り、甲に損害を与えた場合 において、乙の責 に帰 さない事由の
場合 を除き、乙は甲に損害を賠償するものとする。

4

甲が前条に定める特約事項 に違反 し、乙に損害を与えた場合 においては、甲は乙に損害を賠償するものとす
る。

(契 約 に関する紛争 の解決)
第 13条 この契約内容又は この契約履行 に関 し、第二者か ら異議 の 申し出があったときは、甲又は乙は、それ
ぞれ責任をもって解決す るように努めなければな らな い。

(権 利の譲渡等)
第 14条 甲は、乙が将来、東京外かく環状道路を本来 の道路管理者に引き継 ぐ場合には、この契約書 に定める
乙の権利及び義務をその道路管理者に承継させ る ことを承諾するものとする。

2

甲は、この土地 の所有権 を第二者 に譲渡する場合は、あらか じめ乙に通知す るとともに、第 11条 第 1項 及
び第 12条 に定める甲の義務を当該第二者 に承継させるものとし、又はこの土地を第三者に使用させる場合
は、第 11条 第 1項 及び第 12条 に定め る甲の義務を課す もの とする。

重予詈興早』￨ま 、ξ】隻 薫警 ?僣 ゝ霊ふ に第 8条 第 2項 及び第 3項 の登記手続きに必要な費用を負担するものと
する。

2

乙は、甲が第 8条 第 5項 及び第 6項 により行 う登記手続きに必要な費用を負担 し、甲と別途補償契約を締結
するものとす る。

―

(契 約 の解除)

第 16条 乙は:こ の区分地上権設定範囲内に物件が存す る場合 において、第 7条 の期限が経過 しても物件所有
者 と乙との間 に当該物件 に係 る移転補償契約が成立 しないとき、又は解除された ときは、 この契約 を解除す
ることができるものとする。

2

乙は、この土地に第 8条 第 5項 に規定す る権利が設定 されている場合 において、明渡期限までにその登記の
抹消が完了 しな い場合は、 この契約 を解除す ることができるものとする。

(損 害賠償義務)

第 17条 甲又は乙のいずれか一方が債務不履行 により相手方 に損害 を与えたときは、
相手方に対 しその責を負
うものとす る。

2

前項 によ り債務不履行があったときは、相手方はこの契約 を解除す ることができるもの とする。

3

前項 によ り乙が この契約を解除 したときは、甲はすでに受領 した金員 を直ちに乙に返還す るものとす る。

(契 約外 の事項)

第 18条 この契約 に疑義が生じたとき、又はこの契約 に定めのな い事項については、甲、乙協議 して定めるも
のとする。
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この契約締結 の証 として、契約書 2通 を作 成 して、 甲 乙 IIE名 押 印 の うえ、それぞれ 1通 を保有す る。

平成

年

月

日
甲

住 所

氏

名

乙 l 住 所

東京都港区虎 ノ門四丁 目 3番 1号

や
氏 名

Zえ
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や 日本高速道路株式会社
東京支社長
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別表

土地 及 び 区分地上権 の範囲 の表示
地内
土
大宇

字

地番

区分地上権 ̲

地
現 況地 目

地積 (r)
公簿

①設定の範囲

実測
東京湾平均海面の上OO
メー トルか ら東京湾平均
海面の下OOメ ー トル ま
での間

″③最大荷
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出
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囲
②
r ④最小荷重
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