
 

 
 
 
 
 
 
 

令和３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時：令和３年８月２日（月曜日） 

    １３：３０～１５：３０ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室）（Ｗｅｂ併用） 
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１．開 会 午後１時３０分 開会 

２．挨 拶 

３．役員選出 

◆委員長代理の指名、審議事業選定委員の選任 

・委員長代理：石川 雅美 委員 

【事業分野に精通した委員】 

・河川事業に精通した委員：中野 和典 委員 

・道路事業に精通した委員：石川 雅美 委員 

・港湾事業に精通した委員：小笠原 敏記 委員 

【事業分野を問わない委員】 

・河川事業：加藤 雅也 委員、日引 聡 委員 

・道路事業：黒田 三佳 委員、南 正昭 委員、武藤 正子 委員 

・港湾事業：小野 晋 委員、髙栁 文子 委員 

 

４．審 議 

○徳永委員長 それでは、審議に入ります。 

  説明はポイントを押さえて、効率的な議事の進行にご協力いただければと思います。 

  まず最初に、道路事業の審議でございますが、道路事業は５事業の審議をいたします。昨年

度のメンバーで事業選定ワーキングが行われておりますので、その選定結果につきまして石

川委員からご報告をお願いしたいと思います。 

○石川委員 報告いたします。 

  道路事業ワーキングを７月２日に開催いたしましたので、選定結果を報告いたします。 

  今回の再評価の対象である道路事業５件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増減

の有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化の状況を踏まえ、事業費の増額が最

も大きい一般国道１１３号梨郷道路を重点審議事業に選定し、その他４件を要点審議事業に

選定いたしました。以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部から、今回の審議事業につきまして、資料１の一覧表に基づいた概要

説明と資料２の再評価の効率化判定について説明をお願いいたします。 

◆道路審議案件一覧の説明 
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【上記について、事務局から資料１により説明】 

◆再評価の効率化判定の説明 

【上記について、事務局から資料２により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、引き続き、重点審議事項であります資料４－１、一般国道１１３号梨郷道路につ

いて説明をお願いいたします。 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

・一般国道１１３号梨郷道路 

【上記について、山形河川国道事務所長から資料４－１により説明】 

○徳永委員長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問ござ

いましたらよろしくお願いいたします。 

○中野委員  盛土材料の見直しで、比較されていたセメント改良というのは、もともとの河川

事業で得られた土を改良した場合のものでしょうか。 

○山形河川国道事務所長  はい、ご指摘のとおりでございます。もともと流用する予定として

いた河川事業の流用土を、セメント等を混ぜて改良する場合の費用ということでございます。 

○中野委員  それで、例えばもともとの流用する予定だった土を、材料に使わなかった場合、

それはどういう扱いになるんですか。それは河川事業のほうで何か残土処理をするというこ

とになるんですか。ちょっと道路事業とは違う話かもしれませんが、興味があったので聞か

せてください。 

○山形河川国道事務所長  今回のケースでは、河川事業としては流用土、掘削した土砂の受入

先ということでこの梨郷道路を予定していたところでございますけれども、結果としてこの

流用土を道路事業には使えませんでしたので、改めて河川事業のほうで新たな搬出先を模索

いたしまして、例えば自治体との相談の中で新たな搬出先を見つけるということもあるわけ

ですけれども、今回もこのようにほかの搬出先を見つけて、そこにこの流用土を持ち込んだ

というような状況になってございます。 

○中野委員  河川事業と道路事業を別々で見た場合と合わせて見た場合で、もしかしたらその

処理費というか、事業費が変わるのかなというふうにちょっと思ったんですが、要は３億円

くらいしか違わなかったので、場合によっては河川事業でかかる分をこちらで吸収したほう

が、全体としては費用が下がる可能性はなかったのかとちょっと思ったものですから。 

○山形河川国道事務所長  ご指摘のように、例えば河川事業の中でこの土砂に対して実際にお
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金をかけて処分をするという形になれば、当然河川事業における費用の増という形になるん

ですけれども、今回の事例で言えば、別の搬出先が見つかったということで、特にその河川

事業として費用が増えたということにはなってございません。改めて、この梨郷道路の中で

購入土による事業費の増という結果になってございます。 

○中野委員  どうもありがとうございました。 

○徳永委員長  よろしいでしょうか。なかなか評価の枠組みの中で判断が難しいところではあ

るんですけれども、特にこの事業がもともとＢ／Ｃが低い事業であったというところの中で、

河川事業のほうがもしＢ／Ｃに余裕があるということであれば、そちらでのんでもらえば、

トータルコストとして高くなっても、そっちのほうが評価としてはいいという判断もできな

くはないことになりますので、そのあたりしっかりと説明できるように慎重に判断をしてい

ただくように、この事業についてということではないんですけれども、そういうことを注意

いただければありがたいかなと思っています。 

   それと併せて、今回のこの事業についての変更というのはやむを得ない事情で妥当な対応

を取っていただいたのだろうと思ってはいるのですが、ただ若干気になるのは、事前の調査

が甘かったのではないのかというようなところもあるわけですが、その辺やはりこの次の事

業に生かしていくという面で、しっかり反省をした上で次の事業に備えていくということが

大切かと思うんですけれども、そのあたり、ちょっと今回土質調査も若干早めにやめてしま

っているのではないかとか、いろいろ反省事項があるのではないかと見えなくもないんです

が、その点はいかがでしょうか。 

○山形河川国道事務所長  流用土、この盛土材に関してですけれども、事業化当時、平成２０

年ということでございまして、実際に盛土をするタイミングというのは今ということで、１

０年以上の開きがある中での、当初の事業費をどこまで精度よくやるかというところが非常

に難しいところかと思ってございます。 

   一方で、新規事業化当時の精度の向上という意味で言えば、やはり既往の調査結果から、

この事業箇所の地質をよりよく判定するといったところは検討の価値があるというふうに思

いますので、そういったところは引き続き念頭に置きながら、事業化前の既往の調査という

ところをしっかりとやっていきたいと思ってございます。 

○徳永委員長  はい。（石川委員を指して）どうぞ。 

○石川委員  すみません、今のに関連してなんですけれども、１１ページと１２ページのとこ

ろなんですが、平成２１年度と平成２４年度でボーリング調査したときの深さが違っている
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ということはあるんですか。 

○山形河川国道事務所長  平成２１年度につきましては、ボーリング調査をしながら深さ方向

の支持力というのも当然確認しながらやっていくわけですけれども、平成２１年度の時点に

おきましては、このボーリングの結果として、この赤い層、１２ページの真ん中の絵でござ

いますけれども、こちらが支持層として判断されたということでございます。ただ一方で、

この平成２１年度から平成２４年度の間に、橋梁予備設計の結果というのが上がってきまし

て、平成２４年度におきましては橋梁の橋脚位置で改めてボーリング調査をしたというよう

な流れになってございます。その結果といたしまして、平成２４年度のボーリング調査の結

果からすると、この緑色の粘性土の層が全体にわたって確認されたということでございまし

て、これによる杭長の長さの変更というのがこの事業費増の要因となってございます。 

○石川委員  深さが違っているということですね。直接この変更には関係しないと思うんです

けれども、ワーキングのときにも申し上げたんですが、橋台、Ａ２にしても、Ａ１にしても、

この杭の長さでこの背面にこれだけ埋め戻しをすると、多分、埋め戻したときに不安定にな

ってちょっと動くという感じがするんです。この杭がこれだけ伸びたことによって、橋台が

すごく不安定になって、橋台そのものの設計とか、例えば背面盛土をＥＰＳに変えるとか、

そういった設計変更も必要になってくるんじゃないかと思うんですけれども、その辺はご検

討されていらっしゃいますか。 

○山形河川国道事務所長  橋台背面の土質の変更ですけれども、前回、令和元年度の評価時点

におきまして、軟弱地盤対策として、この橋台背面に軽量盛土を施工するということで、そ

の施工の変更に伴う事業費の増については、令和元年度の再評価時点で評価をいただいたと

いうことでございます。 

○石川委員  令和元年度というのは、杭の長さを長くした後に背面盛土を軽量盛土にするとい

う変更をされたということですか。 

○山形河川国道事務所長  失礼いたしました。杭の長さの見直しに伴う事業費の増というのは、

今回この令和３年度第１回の事業評価監視委員会で今ご審議をいただいているところでござ

いますけれども、この橋台裏面の軽量盛土への変更につきましては、令和元年度時点の再評

価、これで梨郷道路を再評価いただいているんですけれども、その際には軟弱地盤対策とし

て約５０億円の事業費増をご審議いただいているところでございます。その中の一部として、

この橋台背面の軽量盛土への変更というのもご審議をいただいたということでございます。 

○石川委員  すみません、そのときには杭はまだ短い設計の段階で軽量盛土に既に変えている
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と。今度、杭が長くなったときに、果たしてその軽量盛土でも大丈夫かどうかという検討は

されていらっしゃるのか。 

○山形河川国道事務所長  検討してございます。 

○石川委員  ありがとうございます。 

○徳永委員長  よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょうか。 

○小笠原委員  途中で何か５０億円の増とあったんですけれども、２３８億円から２７３億円

というのは、当初から増えたというよりは、変更後から増えたと解釈していいんですか。 

○山形河川国道事務所長  資料１ページ目でございますけれども、左下にある事業費、Ｒ元年

度事業再評価時というのは、これは事業費増、この令和元年度時点での再評価におきまして

事業費を増した後の金額ということで、２３８億円ということでございます。 

○小笠原委員  できれば、本当の事業当初、計画時の事業費から途中経過も踏まえて金額を表

示していただいたほうがいいという気がしたんですけれども。 

○道路計画第一課長  お手元の資料１にも関連することですので、私のほうから回答させてい

ただきますが、先生ご指摘いただいた観点も含めて、次回から表記の仕方については検討さ

せていただきたいと思います。以上です。 

○小笠原委員  はい、分かりました。 

○徳永委員長  再評価、再々評価という形で何度も変更が遂げられている事業も多いわけです

ので、そのあたり分かりやすくご説明いただけるような資料づくりをお願いできればと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、もうお一方、先ほどどなただったでしょうか。 

○髙栁委員  今回の議題に上っている梨郷道路にかかわらず全般的なことなんですけれども、

各関係方面のほうにヒアリング調査をしていただいて、その結果が適宜掲載されているかと

思うんですけれども、その場合に、今日も拝見していて、基本的にはポジティブな意見が多

く寄せられているのかなと推察はするんですが、ヒアリング調査の結果、ネガティブな意見

というのはあるのかないのか。それとも、ネガティブな意見はあるんだけれども記載をされ

ていないのかというところをちょっとお伺いできればと思います。 

○山形河川国道事務所長  まず、梨郷道路に関してお答えをいたしますと、今回ヒアリングを

した相手方におきましては、特にこの梨郷道路の必要性等々については、否定的な意見はな

かったと認識をしてございます。 

○道路計画第一課長  続きまして、そのほかの全体の話でということで冒頭先生からお話があ
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りましたので、全体の話をさせていただきますと、今回上げさせていただいておりますその

ほか４件につきましても、特段否定的な意見はなかったと認識でございます。また、県知事

意見におきましても、全てにおいて事業継続という形になっておりますので、基本的にはネ

ガティブな意見はなかったと考えているところでございます。以上です。 

○黒田委員  よろしいでしょうか。私も、このたびのことにかかわらず、全般的なことになっ

てしまうので、ここで上げてよろしいのかちょっと分からないのですが、以前にもいろいろ

なヒアリングの項目ですとか、いろいろな事前調査の件も含めて、ＳＤＧｓ的に検討した評

価項目というのを数的に表わせないかということでお話を申し上げました。持続可能といっ

て久しいのですけれども、持続可能というのは、今やっていることの結果というのは、今は

出ません。本当に未来へのことなのですけれども、例えば用土購入に対して不適切な開発が

なかったのかとか、そういう材料やそういうことに関しましても、いろいろな業者に関しま

しても、ＳＤＧｓ的にも評価できるという項目を全般的にこれから取り入れて、何らかの形

で表していただければと思います。以上です。 

○道路計画第一課長  今、先生ご指摘いただいたＳＤＧｓ、世の中全体で進めていっている大

きな目標だと思うんですけれども、今、先生がご指摘いただいたような土の出どころであっ

たりとか、そういったところにつきましては、もちろん建設工事の中でしっかりと審査をし

た上で使用しているという形になっていますので、既に我々としてはルール化をしている部

分がほとんどというふうに考えているところでございます。 

   その上でということになりますけれども、ストック効果の示し方であったりとか、そうい

ったところにつきましては、もう少し幅広い視点も持ちながら検討は進めていきたいと考え

ているところでございます。ご意見ありがとうございました。以上です。 

○徳永委員長  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。 

○南委員  追加資料、費用便益分析に含まれない効果についてですけれども、４ページに工場

の建設件数が書いてありまして、かなりの数の立地が進んでいて、その中の１つについて、

明確にこの道路の建設が工場建設に影響したと答えているようです。これだけの数があるこ

と自体興味深いことで、この後６ページ利活用のところに沿線地域開発支援が書いてあって、

こうした企業誘致に当たっては、地域の計画、県や市町村広域のプラン等があって動いてい

るところがあるように思います。そうした地域開発、地域計画が影響しているようなことも

あれば、ここに入れるかどうかは別として把握しておくことが望ましいように思います。 

   もう一つ、５ページの医療支援の効果ですけれども、１．３分ということになっています
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けれども、これは平均的な所要時間で見ているのかと思いますが、混雑時間帯、朝、夜の通

勤時等に、救急搬送が交通渋滞と重なり動かないというのはよく経験もすることですけれど

も、考察の対象にしておく必要があるかと思いまして、申し上げます。以上２点です。よろ

しくお願いいたします。 

○山形河川国道事務所長  ありがとうございます。まず、１点目の工業団地の立地でございま

すけれども、工業団地そのものは、やはり自治体が造成をしてそこに企業誘致をしていくと

いう関係もございましたので、今回については沿線自治体へのヒアリングということで、工

業団地に立地した企業さんの思いについては確認をさせていただいたところでございます。 

  ただ、その設問の仕方あるいはヒアリングの仕方一つ取っても、直接当然企業の方にお聞き

できるようであればそのほうが望ましいと思いますし、このあたりの効果の把握の仕方につ

いては今後も検討させていただきたいと思ってございます。 

   また、５ページ目のプローブデータですけれども、これは通常期でございまして、委員ご

指摘のように、例えば通勤時間帯ですとか、そういった道路の混雑時の分析についても一考

の価値はあると思ってございます。今後の参考とさせていただきます。ありがとうございま

す。 

○南委員  はい、どうもありがとうございます。 

○武藤委員  よろしいでしょうか。６ページと、それから追加資料３ページでは、ヒアリング

情報や集客情報として「道の駅」のことが取り上げられているかと思うのですけれども、実

は山形県内の道の駅は大変道路を活用した周遊について様々な工夫をしておられて、「飯

豊」の道の駅などは、もともと大変活発な活動をされている道の駅なのですが、今回、道の

駅としてヒアリングをされている「米沢」について、もしよろしければトピックスとして書

き添えていただきたい情報がございます。世界的な口コミサイトである『トリップアドバイ

ザー』ではその年の『全国道の駅ランキング』が毎年発表されているのですが、「道の駅米

沢」は２年前の2019年ランキングのトップテンに躍り出て、東北では一番の道の駅という口

コミ結果となりました。私たち観光業界に関わっている者は、その要因について様々な分析

をさせていただいたのですけれども、やはりここで取り上げられている道路関係の整備、特

に他の観光地や施設とのアクセス・利便性の向上が、相互連携による「周遊効果」を生み出

しているのではないかと考察しております。このサイトのランキングとはすなわち利用され

るお客様の声、評価です。このサイトは実際に利用されたお客様の声で構成されています。

全国ランキングでトップテン入りするという高評価につながった要因の一つとして、道路整
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備が進んだことも関係していると考えられますので、ヒアリング情報の一つとして「利用者

の声」を拾い上げて活用されてはいかがでしょうか。便益に寄らない効果については、関係

データや関係者からのヒアリングなどから構成されていますので、こういった口コミサイト

などのランキングや実際書き込まれている生の「利用者の声」などを拾い上げることはヒア

リングデータとしてより実際的で、重要なのではないかと思いましたので、お伝えいたしま

す。 

○山形河川国道事務所長  ありがとうございます。こういった便益に寄らない効果の算定も含

めて、いろんな利用者の方の声もしっかりと参考にさせていただきたいと思います。ご意見

ありがとうございます。 

○徳永委員長  ありがとうございます。このあたり、先ほどの質問とも関連するんですが、こ

の梨郷道路だけの影響ではなくて、中央道ですとか、あるいは会津からぐるっと周遊という

ことも考えられる地域ですので、そのあたりなかなか何の効果によってこうなのかというの

が非常に分析しにくいところだとは思うんですが、とはいえそれが今後の戦略ということに

も関係してきますので、そのあたりぜひとも丁寧にフォローを続けていただければ今後の事

業展開にも参考になることが見えてくると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○石川委員  すみません、ちょっと余計になってしまうかもしれないです。毎回、私は指摘を

させていただいているんですけれども、１３ページのコスト縮減の取組の事例なんですが、

防護柵、ガードレールをパイプ型からフラットなものに変更する。これが３，０００万円ぐ

らいの減額になっているということなんですが、この右下の写真にあるようにフラットなと

ころでは多分このガードレールでもいいかと思うんですけれども、今回盛土構造になってい

て、ガードレールの外側がのりになっているので、設計上は車両が衝突したときの耐荷重と

いうのは多分同じになっていると思うんですが、構造部材を見てみると、やはりパイプ型の

ほうが安心感があるというふうに思います。ですので、こういうところには、やはりガード

型のパイプを設置してドライバーに対する安心を高めたほうがいいのかなとは思います。こ

れは３，０００万円くらいなので、例えば先ほどの購入土の単価を見てみると５，８７０円

なんですけれども、４１万㎥ありますので、これを５，８００円にすると多分３，０００万

円ぐらい浮くんですよね。そうすると、購入土の単価の見直しみたいなものも少し検討され

ると、うまくバランスを取って当初設計のとおりにできるんじゃないかと思います。以上で

す。 

○山形河川国道事務所長  ご指摘ありがとうございます。購入土の単価も実績精算というとこ
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ろもあろうかと思いますし、今ご指摘があったガードパイプの関係も、防護柵は基本的には

工程としては一番最後の仕上げの段階での施工になりますので、今のご指摘も踏まえて今後

の工程を精査していきたいと思います。ありがとうございます。 

○石川委員  よろしくお願いします。 

○徳永委員長  今のガードレールなんですけれども、景観色を使うということで、あまり目立

たない色といいますか、周りに溶け込む色ということなんですが、逆に安全性という面では

その視認性という面で、結構このガードレールというのが視線誘導としての命綱であったり

とか、特に吹雪のときとかということがあるんですが、そのあたり特に東北地方ということ

もあるので、そういう視認性も考慮した上での安全施設の在り方ということもしっかり検討

していただけるとありがたいと思うんですが、雪国というか東北地方として、特に冬道対策

としてこういう取組をしているとか、そういうことというのはあるのでしょうか。最近、高

速道路上で立ち往生とか、多重事故とか、そういう話もよく耳にするものですから、ちょっ

と気になったので。 

○山形河川国道事務所長  ガードレールの色に関しては景観色ということですけれども、例え

ばドライバーの視認性の確保という意味では視線誘導標を別途設置したりですとか、あるい

は雪のシーズンになればスノーポールという形で、この辺は豪雪地帯でもありますので、雪

に埋もれない高さのスノーポールを道路脇に設置することで、道路の輪郭をしっかりドライ

バーのほうにもお伝えするといったような対策は進めているということでございます。 

○徳永委員長  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。 

よろしければここで、この案件につきましてですが、対応方針どおり原案を認めるという

ことでよろしいでしょうか。 

   それでは、そのように対応方針、原案を認めるということにしたいと思います。ありがと

うございました。 

   では、引き続き、要点事項の審議に移りますけれども、要点審議事業につきましては、さ

きに一覧表で説明いただいておりますので、ご意見、ご質問等をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

   それでは、意見がないようでございますので、原案どおり継続ということで対応方針を認

めることとしたいと思います。 

   以上で道路事業のほうは終わりになります。 

   次に、河川事業のほうになりますので、説明者の入替えがございますので、しばらくお待
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ちいただいて、準備ができましたら河川事業につきましてご報告をお願いしたいと思います。 

 

５．報 告 

○徳永委員長  では、よろしくお願いいたします。 

◆河川事業に関する報告 

・北上川上流ダム再生事業 

・成瀬ダム建設事業 

【上記について、事務局から資料６、７により説明】 

○徳永委員長  それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら

お願いいたします。 

○日引委員  よろしいでしょうか。私は担当外なんですけれども、ちょっと伺っておりまして

疑問がありましたので、質問させていただきたいと思います。 

   先ほどの説明の中で、事業費が７００億円増えたという説明をされておりました。そのう

ちの約４００億円から５００億円の理由が、消費税の増税と、それから物価の増だったんで

すけれども、そこは細かい数字を見ていないので私はよく分からないんですけれども、消費

税はそんなむちゃくちゃ上がっていないわけです。それで、もともと１，５００億円の予定

の事業が、それが４００億円上がったということは、約３０％費用が増加しているわけです。

これは調達資材がすごく高くなったというふうなことなので、本当にそうなのかもしれない

んですけれども、その説明にしては少し理由が、私みたいに本日ぱっと聞いた人にとっては

あまりに理解しづらいんです。いつ頃の時点から、その資材の調達が上昇したのか分かりま

せんけれども、復興に伴っていろいろと調達資材が上がっているということは僕も知っては

いますけれども、そのあたりはむしろ消費税の増税よりも調達資材の本当の価格が上がって

いるんだと思うんですが、そんなに上がっているものなんでしょうか。以上が質問です。 

○河川調査官  ご質問ありがとうございます。これは審議会、学識者懇談会でもご審議いただ

き、資料を提示して説明させていただいていますが、ダムは大きな構造物ですので、調達す

る資材のボリュームが、一般的な事業よりも少し高めになることがあり、それと併せて最近

の物価高騰、単価上昇が影響している部分が大きいと思ってございます。 

○日引委員  ボリューム感とおっしゃった場合に、それは事前に予測ができたものと予測がで

きないものがあると思うんです。事前に予測できなかったとしたらなぜなのか。むしろ調達

資材が上がるということは、いろいろな事情で上がるんです。そこは私も理解しますし、こ
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の事業自体が不要だと言うつもりは全くないんですけれども、事前のものとなぜこんなに違

ってしまったのかというのは、少しそのあたりはどうなんでしょうか。ボリューム感が違う

ということを一言で言われると、そうなのかもしれないんですけれども、なぜ事前に分から

なかったんだろうかと思います。 

○河川調査官  おっしゃるとおりでして、結果だけではなく、常に状態がどう変わってくるの

か、予測できる部分がないのかという見方をしっかりやっていかないと駄目だと思いますし、

ある程度予測をしながら事業管理をしていくということが大事なことかと思っていますので、

本体工事に着手し、それで明確化された部分もありますが、以降についてはそのようなこと

のないようにしっかり事業管理をしていくことが大切かと思います。 

   これまでのところのどういう要因か、詳細については、しっかり分析して対応していきた

いと思っております。 

○日引委員  私はそれが駄目だと言うつもりは全くないので、もちろん事前に予測できなかっ

たことはたくさんあるでしょうから、やはりそれをちゃんと説明できるようにされて、され

ているかもしれないんですけれども、されていればそれでいいと思うんですけれども、事前

に予測できることとできないことがありますので、予測できない結果こうなったのであれば、

それをちゃんと書いておいていただければ、多分納税者が見たときに理解されると思うので、

そこは理解されるような書き方が、もしなっているのであればそれでいいですし、なってい

ないのであれば少し注意して書いていただいたほうがいいんじゃないかというふうに思いま

した。事業が重要であるということに関しては、私も異論は全くありません。 

○河川部長  河川事業の特性として、個別の学識者懇談会で議論をいただくスキームの中で、

資料が簡略なものになってしまっていて、分かり難く大変申し訳ございません。 

   実際に、学識者懇談会で議論をいただいた部分につきましては、それぞれ労務単価や資材

の物価の上昇トレンドを全て説明させていただいた上で内容をご審議いただいているところ

でございまして、この資料だけではなかなかそのあたりが分からないんですが、その物価の

上昇トレンド等についてはご議論をいただいておりますし、実際にこれはダム事業の場合は

秋田県に諮るときにも事業費増は県議会にもお諮りをするというようなスキームになってお

ります。そのような意味でも丁寧な説明は地元にもさせていただきながら、現在に至ってい

るということでございます。引き続きしっかりと事業の監理はやっていきたいと思っており

ますし、またこの場でのご報告する資料についても少し工夫させていただけるようにしたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○日引委員  はい、分かりました。ありがとうございます。 

○徳永委員長  関連してなんですが、そういう意味で、事業費がこれだけ増えている中で便益

がさほど下がっていないということは、便益も相当上がっているということだと思うんです

が、そのあたりも説明が不足していると思います。 

   あわせて、冒頭の理由のところで、社会情勢の急激な変化ということを挙げられているん

ですが、それが何なのかという説明も全くなかったものですから、一体何だったんだろうな

という、今回の説明だけを聞いていると、我々にはほとんど何のことかよく分からないとい

う報告になっていたのかなという点がありますので、そのあたり少し改善をお願いできれば

というふうに思いますが。 

○河川部長  すみません。そういう二重構造になっておりまして、今回のようにならないよう

に、工夫をさせていただきたいと思います。 

   実際は、河川事業でも去年説明させていただいているとおり、Ｂ／Ｃの便益を算定するマ

ニュアルが少し変わっておりまして、その影響も出ていると分析はしておりますが、この場

でのご報告資料について記載されておりませんので工夫させていただければと思います。 

○石川委員  今回の台形ＣＳＧは非常に大規模で、今までこのＣＳＧ形式でこれだけ大きなダ

ムはなかなかやった事例がなくて、そういう意味ではパイロット的な事業だと思うんです。

それで、材料の例えば配合というか、材料の割合みたいなものの見直しなんかも多分あって、

それで材料の配合の割合が変わってきて、ボリューム感が多いので単価がすごく上がってき

ているとか、あるいはそういった要因があるのではないかと思うんです。こういう今まで経

験したことのないような非常に大きな新しい技術を入れたダムというのは、やはり変動要因

が大きくて仕方がないと思いますので、そこは事業費を算出する際に、いろんな人に、多く

の人に理解を求めるために、そういう変動要因があらかじめあると、技術の発展のためにも

非常に重要だということをあらかじめご説明いただいて、そういう事業費の変動要因を少し

説明されてもいいのかなというように思います。 

○河川調査官  明らかにして説明を尽くしていくということが重要だと思いますので、しっか

り取り組みたいと思います。 

○徳永委員長  そのほかいかがでしょうか。 

○南委員  北上川のほうですけれども、四十四田ダムのことかと思いますが、これは進捗率が、

Ｒ１年から３年たって４％ということで、これは調査だからまだお金がそんなにかかってい

ないということなのかを確認させてもらいたいのと、最近の異常な豪雨のことを考えますと、
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大雨が降ると心配です。この前も太平洋側から入り込む台風がありましたけれども、早めに

対応いただきたく要望みたいになってしまいますが、一つの意見として申し上げさせていた

だきました。 

○河川調査官  おっしゃるとおりですので、技術的に難しい面がございます。調査をしっかり

実施していく必要があるということで、調査費であるが故に現状では少額なんですが、今後、

しっかりスピード感を持って、地元に安心を届けていくという仕事ですので、そういう方向

で進めさせていただければと思っております。 

○南委員  よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○石川委員  たびたびすみません。北上川のほうなんですけれども、２メートルかさ上げする

ということで、かさ上げについて私は賛成なんですけれども、この堆砂容量を取り除く費用

とかさ上げの費用を比較されて、どちらのほうが大分有効なんですか。 

○河川調査官  このダムが特殊でございまして、昔、松尾鉱山がこの上流側にございまして、

鉱毒水がダムの堤体に入ってきていた歴史がございます。今はきれいな水が流れてきている

ので上部はきれいになっているんですが、その堆砂の下部にはヒ素が貯まっていることが分

かっておりまして、これは地域の皆さんも知っております。掘ると湧出してしまって影響を

与えるということで、掘らない対策を基本として考えてございます。堆砂対策は、それを考

慮してやっていくということになります。 

○石川委員  分かりました。ありがとうございます。 

○徳永委員長  よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょうか。 

○事務局  武藤委員と加藤委員がＷＥＢ上で挙手をしていらっしゃったと思います。ご発言よ

ろしかったでしょうか。 

○加藤委員  石川委員が先ほど質問されたのと同じ質問だったので、もう分かりましたので、

ありがとうございます。 

○武藤委員  先ほどの南先生のご意見に関連したことなのですが、今回の学識懇談会のメンバ

ーの中に気象分野の専門家の方はいらっしゃるのでしょうか。現在様々に危惧されている異

常気象は今後の河川整備と確実にリンクしてくると思うのですが、そういった天候や気象な

どの専門の方々からのご意見を今後の整備計画に取り入れていくというようなこともこれか

らは必要なのではないかと思いました。 

○河川調査官  近年の急激な気象の変化へ危惧される声を聞いております。いろいろご意見も

学識者懇談会の中でもいただいておりますので、例えば雨量が増えた場合の評価は少し違う
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んじゃないかとか、そのようなものも我々も工夫しながら、今の評価の在り方、全国統一な

ものですが、工夫して見える形にしていくなどしていきたいと思っています。 

○武藤委員  ありがとうございました。 

○徳永委員長  よろしくお願いいたします。そのほかよろしいでしょうか。 

   それでは、河川事業につきまして、報告につきましては以上で終わりとさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

   それでは、審議結果の取りまとめですけれども、休憩を１０分程度ということですので、

１５分まででよろしいですか。 

   では、１５分まで一旦休憩させていただきまして、その後、審議結果の取りまとめになり

ます。よろしくお願いいたします。 

午後３時０６分 休憩 

午後３時１５分 再開 

○徳永委員長  それでは、再開させていただきます。本日の開催結果のまとめについて確認を

いたします。事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○司会（震災対策調整官） それでは、ただいまお配りいたしました審議結果のまとめを読み上

げさせていただきます。 

  【審議結果】 

   東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和３年度第１回委員会を令和３年８月２日

（月）東北地方整備局において開催し、事業実施者（東北地方整備局）から再評価対象事業

の説明を受け審議を行った。 

   審議結果は次のとおりである。 

    １．事業審議について 

     １）道路事業 再評価 審議結果 

      ●一般国道４号 金ケ崎拡幅 

      ●一般国道４号 北上拡幅 

      ●一般国道１０８号 古川東バイパス 

      ●一般国道１３号 河辺拡幅 

      ●一般国道１１３号 梨郷道路 

       上記５事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

    ２．委員会報告事項について 
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      ・再評価報告 

      ○北上川上流ダム再生事業 

      ○成瀬ダム建設事業 

       以上について、学識経験者懇談会による再評価の審議結果報告があった。 

   以上でございます。 

○徳永委員長  ただいまの審議結果についてですが、よろしいでしょうか。   

それでは、本日の審議結果、先ほどご説明いただいたとおりということで、よろしくお願

いいたします。 

○司会（震災対策調整官） 委員長、先ほどの河川事業の報告について、補足をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○河川調査官  先ほどご報告いたしました案件ですが、学識者懇談会の中で説明させていただ

いた詳しい資料について、既に公表にはなってございます。委員の皆様にも同じものをお届

けさせていただきたいと思います。私のほうの説明も時間の関係もございまして少し短かっ

たと思いますので、ご覧いただく機会があれば幸いです。以上です。 

○徳永委員長  今回につきましては、そういう形でお願いするということになりますけれども、

次回以降、やはり流域のほうでやられた資料を、詳細な資料をそのままというよりは、ここ

での報告ですので、ここのメンバーに対してしっかりとコンパクトに内容が伝わる、そうい

う資料で提示していただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   それでは、以上になりますので、事務局のほうに進行をお返しいたします。 

 

６．閉 会 

○司会（震災対策調整官） 委員長、ありがとうございました。 

   本日、各委員の皆様方から、整備効果の分析や資料作成なども含めまして、大変貴重なご

意見をいただいております。誠にありがとうございました。今後の取りまとめに当たって十

分に参考にさせていただきたいと考えてございます。 

   それでは、以上をもちまして令和３年度第１回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了

いたします。 

   なお、次回、第２回委員会を令和３年１１月に予定してございますので、委員の皆様方に

はご出席いただきますようお願い申し上げます。本日はありがとうございました。 

午後３時２０分 閉会 


