
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年１２月１３日（月曜日） 

    １３：００～１５：００ 

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００分 開会 

２．挨 拶 

３．審 議 

○徳永委員長 それでは、早速議事を進めてまいりたいと思います。 

  本日の案件ですけれども、審議案件が合わせて９件、それから報告２件ということで盛りだ

くさんでございますので、説明はポイントを押さえて効率的に議事進行にご協力いただけれ

ばと思います。 

  それでは、海岸、砂防事業の審議でございます。 

  先日、事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果について中野委員から報告をお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○中野委員 １１月１９日に開催した選定ワーキングについての選定結果を報告いたします。 

  今回の再評価対象である河川事業２件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増額の

有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえた結果、２事業とも事業

費の増加額が消費税上昇分のみであり、事業内容に変更がないということから、重点審議事

業には選定せず、２事業を要点審議事業に選定いたしました。 

  報告は以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、今回両方とも要点審議ということになりますので、資料１の一覧表に基づいて概

要を事業担当部からご説明よろしくお願いします。 

 ◆河川審議案件一覧の説明 

  【上記について、河川計画課長から資料１により説明】 

○徳永委員長 それでは審議に入っていきますが、要点審議でございますので、ただいまの説明

にご意見、ご質問をいただければと思いますが、いかがでしょうか。どちらの案件でも構い

ません。 

  そうしましたら、私から１点。海岸事業なんですが、事業期間が長いということもあります

し、現在の進捗率が４割程度という中で、知事からの意見にもありますが、こういう海岸の

特に砂の定着というようなことになりますと、事前の予測どおりにいかないところも多々あ

るのかなというところで、より効果的に進めていくために経過をしっかりと見ながら、場合

によっては見直しも含めて検討していくことが必要かと思うんですけれども、これまでのと

ころで効果の発現状況といいますか、予想どおりにうまくいっているのかどうかというあた
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りの自己評価はいかがなんでしょうか。 

○河川計画課長 ご質問ありがとうございます。こちら長期間でございますので、必要に応じて

見直し等する必要はあるかと思います。これまでも学識経験者の皆様にご意見いただいてお

りまして、その中で特段変更に必要なご意見はいただいておりません。ただ、繰り返しです

が、長期間の事業になりますので今後も意見をお伺いしまして、その中で必要に応じて、必

要があれば変更等させていただければと考えております。 

○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。Ｗｅｂ参加の皆様も大丈夫でしょうか。 

  それでは意見ないようでございますので、継続という原案、これを認めるということにした

いと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、次、道路事業に移ります。説明者の交代で時間をいただきます。 

  準備ができましたら、道路事業につきまして進めてまいりたいと思いますが、まず事業選定

ワーキングです。そちらの結果につきまして、石川委員から報告をお願いいたします。 

○石川委員 道路事業ワーキングを１１月１５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４事業３件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増

額の有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえ、事業費の増加額が

最も大きい一般国道６号勿来バイパスを重点審議事業に選定し、その他２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いて、資料４の一覧表、それから概要説明、

資料５ですね、再評価の効率化判定についてご説明をよろしくお願いします。 

 ◆道路審議案件一覧の説明 

  【上記について、道路計画第一課長から資料４により説明】 

 ◆再評価の効率化判定の説明 

  【上記について、道路計画第一課長から資料５により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。ここまで大丈夫ですよね。 

  それでは引き続きまして、重点審議案件であります資料６－１、一般国道６号勿来バイパス

について、説明をよろしくお願いいたします。 
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◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

  ・一般国道６号勿来バイパス 

  【上記について、磐城国道事務所長から資料６－１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いします。 

○石川委員 １１ページのところなんですけれども、まず右側の橋台、Ｐ２橋脚のフーチングが

ＪＲの制限範囲に引っかかってしまうということなんですけれども、これはこの橋脚の一番

左の杭の手前のところにシートパイルとか打って、少し縁切りしておくという対策では駄目

なんですか。このＪＲの路肩がもろくなるから入っちゃ駄目ということだと思うんですけれ

ども、ここのところをシートパイルか何かで補強してやって、ぎりぎりまでフーチングを寄

せてやるということは難しいということですか。 

○磐城国道事務所長 ご質問ありがとうございます。要注意範囲ですとそういった対策をしなが

らということも可能ではありますけれども、軌上構造物の変位変域量を推定しながら軌道変

位の計測とか、また変状の抑制するための追加の対策が必要となるということで、こういっ

た費用増加の懸念もあることから、今回は要注意範囲を外した計画とすることが妥当である

と考えているところでございます。 

○石川委員 都心部だとやりようがなくて結構こういうのが出てくると思うので、今回Ｐ２橋脚

を少しセットバックすることによって橋梁形式を変えなきゃいけなくなってしまっている。

これはかなり大幅な変更になっていて、鋼桁からボックスになっているんですけれども、こ

れはワーキングのときにもお話ししたんですが、ボックス構造だと中に水がたまったりして

耐久性上少し管理が難しくなったりすることがありますので、桁構造でしたら全部見えます

から水がたまるということはないんですけれども、ボックス構造の場合ボックスの中に水が

たまったりしますので、こういうちょっと不利な構造になってしまう。それで、できれば点

検をしやすいような設計を少し考えていただいて、中に水がたまるかどうかというのを確認

できるような、そういう構造にしておいていただいたほうがいいかなと思います。 

○磐城国道事務所長 ありがとうございます。点検とか管理の面も大変重要な観点かと思います

ので、いただきましたご意見を踏まえまして検討させていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○石川委員 特にＪＲの上ですので、そこはちょっと配慮が必要かなと思います。以上です。 

○磐城国道事務所長 追加で補足させていただきますと、資料の１１ページの下のところに記載
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させていただいておりますけれども、ＪＲの委託施工になるということで追加の安全対策が

必要でありまして、その場合の費用とか施工日数の増、こういったものも加味した上でＪＲ

の要注意範囲から外す計画ということが、今回は妥当と考えさせていただいているところで

ございます。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○小野委員 ご説明ありがとうございます。１６ページ、コスト縮減ということでパネルをシー

トに替えられたということですが、最初からシートにする発想はなかったのかということと、

シートにすることによって今後メンテナンスが逆に発生したりする心配はないのか教えてい

ただければと思います。 

○磐城国道事務所長 ご質問ありがとうございます。最初からこういった計画はできなかったか

というご質問でございますけれども、当初計画ではこういったものを使うということはちょ

っとまだ、当時技術的なところを加味して一応この計画をさせていただいたところでござい

ます。維持管理の面もございますけれども、長期的な機能とかを踏まえまして、ランニング

コスト、５０年間ということで積み上げさせていただいていますけれども、これのコスト比

較をした結果、防草シートのほうが安価になるということでこのような変更をさせていただ

いたというところでございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。最近ほかの案件でも防草シートに変更という事例をよく

見るんですが、逆に言うと、最近の計画では最初から防草シートになってきているという理

解でよろしいでしょうか。 

○磐城国道事務所長 そうですね、新技術とか全体のコストを見た上でそういった判断も必要と

いうか、させていただいているところかと認識しております。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

○石川委員 すみません、関連して防草シートなんですけれども、私前からちょっとこの点につ

いては指摘させていただいていて、やはり実際道路を走ってみると破けているところとか

多々見られるんですよね。やはり草が生えてくると少し破けたりとかしていて、メンテナン

スも結構必要になってきて、実際見てみると防草パネルのほうが、ちょっと最初はイニシャ

ルコストが高いかもしれないんですけれども、後々の張り直などを考えると、あと路肩の健

全性というか路肩を守るという意味でも最終的なコストとしては、理論上は５０年分比較す

ると防草シートのほうがいいのかもしれないんですけれども、最終的なコストとしては防草
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パネルのほうが私はいいんじゃないかと思っていまして、もし可能であれば、例えば防草シ

ートの耐久性というか、何年に張ってどれくらい傷んでいるかとかいうのを調査されてもい

いんじゃないかと思います。その上でこういうコスト縮減策をご提案いただきたいと思いま

す。以上です。 

○磐城国道事務所長 ご意見ありがとうございます。そういった観点もおっしゃるとおりでござ

いますので、今後こういった防草対策については技術とか、あと単純にコストだけではなく

てそういった管理面も含めて検討させていただければと思います。 

○徳永委員長 よろしくお願いいたします。そのほかいかがでしょうか。 

○南委員 参考資料の最後の５ページ、ここに生活の利活用ということでデータが出ているので

すが、通勤通学交通が非常に大きく増えている様子です。平成１２年から平成２７年で５０

０人ほど増えているのですが、これは北茨城市のほう、あるいはいわき市のほうに何らかの

住宅開発があるとか、通勤の目的になるような開発が進んでいるとか背景があるのでしょう

か。この通勤通学のあたり、ご存じでしたら教えていただけたらと思います。 

○磐城国道事務所長 ご質問ありがとうございます。たしか５００人増えていることの要因とい

うところで詳細が手元にはないんですけれども、いわき市と北茨城市は非常に経済圏が近い

ということでもありまして、以前からそういうつながりがあったところでして、あとは震災

後にいろいろなものが立地してきているとか、そういったものを見越していわき市もしくは

北茨城市との交流、こういったことで増えているのかなと認識しているところでございます。 

○南委員 要因をつかむと、利用の促進という意味から見ると有用ではないかと思います。どう

いうところで、どういう経路利用で、どういう理由で使われているかについて調べるとよろ

しいかと思いました。以上です。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。そのほかいかがでしょうか。 

○武藤委員 南先生もご質問された費用便益に含まれない効果に関係してですけれども、今回の

追加対策の影響で工事完成がプラス４年ということで、ここにご報告されているように大変

住民の方々にとっては利便性が倍増して開通が期待されている道路だと思うのですけれども、

この工事完成が４年延びるということに関して市民の方々や住民の方々にどのような形で告

知されているのか、そういった何か対策を取られているのであれば教えていただければと思

います。 

○磐城国道事務所長 ご質問ありがとうございます。４年、今回の評価では延長するということ

でございますけれども、非常にこの事業に対する期待というのは大きいところでございます
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ので、まだ具体的な道路の開通時期というのは明示させていただいてはいないところですけ

れども、開通に向けた事業の進捗状況につきましては、工事の進捗であったり、事業の進捗

度合いを数値化したりしたものは地域住民の方々にもチラシや説明する機会を設けさせてい

ただきまして、早期の開通に向けて我々の状況を理解していただくように努めさせていただ

いているところでございます。 

○武藤委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○髙栁委員 質問ですけれども２点ありまして、まず１点目が資料の７ページ以降、重金属対策

の追加で、今回その地質調査において重金属が発見されたというところなんですけれども、

大変素人の質問で申し訳ないんですが、この重金属が出てきたことによってどうして対策し

なければならないかというか、どういうデメリットがあるので対策を行っているのかをお伺

いしたいというところが１点です。 

  もう１点が、費用便益分析に含まれない効果のところの医療支援のところになります。ここ

は、今回道路が開通することによって搬送時間が１分短縮されると。心筋梗塞の場合ですと

生存率が２％増加するというところで、ここは人命に関わることなのでちょっとお話しする

のが難しいところではあるかと思うんですけれども、これを１分短縮したことで大きく改善

されているかどうかというのをどう捉えるかというのは人それぞれあるかと思うんですけれ

ども、私は個人的にちょっと１分だとそれほど効果ってないのかなと思うのですが、例えば

前のページのような、時間信頼性の向上のところがその貨幣価値に換算されていると思うの

で、こういった医療支援のところも貨幣換算という形のほうが横並びで見やすいのかなと思

うんですけれども、そういった換算というのは難しいんでしょうか、というところが２点目

になります。 

○磐城国道事務所長 ご質問ありがとうございます。今いただきました２点の最初のほう、重金

属対策の必要性でございますけれども、今回のこの重金属対策は地下水等に重金属が溶出し

ないようにということで、これは法令に基づき対策を行う必要があるところでございます。

ただ、人体に影響がないものということで考えているところでございます。 

  それから、２点目の医療支援についての心筋梗塞による生存率の変化、この部分を貨幣換算

化することができないのかというご質問であったかと思いますけれども、こういった数値で

は示させていただいておりますけれども、現時点におきましては貨幣換算の手法等が正式に

確立するのは難しいということで、今回はこのような数値でのお示しをさせていただいてい
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るところでございます。 

○髙栁委員 ありがとうございます。重金属関係に関しては地下水に流れ出さないための対策と

して法律で決められているということですよね。 

○磐城国道事務所長 おっしゃるとおりでございまして、今回最初にお示しさせていただいたよ

うに基準値がございまして、それを上回っているということで対策の必要性があったという

ところでございます。 

○髙栁委員 分かりました、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。今の質問に関連して医療の時間短縮の件なんですが、こ

れ、本当に１分しか違わないんだろうかと。多分救急車だから信号止まらないから素早く行

ける。そうすると１分くらいしか違わないという結果なのかなと見ているんですが、実際は

信号赤で進入するときはしっかり安全確認のために止まったりしているので、意外と時間が

かかっているんじゃないかという気がします。これだけ信号が多い区間になりますので。あ

わせて、そういう加減速をするということが搬送の際に悪影響を与えるというような話もあ

るので、そういうところを含めればもっと大きな効果があるのかなと思っております。 

  いかんせん、計測されない効果というところなので、ここをどんどんきちんと正確にはかっ

ていったところでというところもあるんですが、やはり道路の整備効果としてはしっかりと

考えていく必要があるんじゃないかなと思っていますので、そのあたりも少し勉強といいま

すか蓄積をしていっていただければと思います。 

○磐城国道事務所長 ご意見ありがとうございます。今回は全体の平均、規制速度の最大値を用

いながら算出したところでありますので、そういった実態面とちょっと数値の面でなかなか

表せないところもありますので、そういったところはこれからも勉強させていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○黒田委員 私、実は米沢から日立市に行くのにそこをよく通るんですけれども、エリアを広げ

ると、日立とそういうところとの関係に対してもいろいろな好影響が出てくるような道路だ

と思います。 

  それと、もう１点ですが、以前も重金属のことでご質問させていただいたことがありますが、

その重金属が地下水とか農業用水、生活用水に影響を与えてしまうということは未来永劫に

わたって大変大きな影響をもたらすということで、その辺のところを再度確認していただき

たいということと、何かそういうことがあった場合、どの程度どういうところにアナウンス
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するのかというのを、伺わせていただければと思います。以上です。 

○磐城国道事務所長 ご質問ありがとうございます。今回は北茨城市域の影響を踏まえて分析、

そして効果をお示しさせていただきましたところですが、おっしゃるとおり広域的な日立方

面、こちらもいわき市との関係もございますので、そういったところも今後分析させていた

だければと考えております。 

  それから、２点目の地下水の影響に関することですけれども、これは、今回は遮水シート等

で影響が外に漏れ出ないような対策を十二分にさせていただいているところでございますけ

れども、万が一ということもございますので、そういった場合の地域住民や利害関係者への

アナウンスの仕方というところは、これからも工夫して勉強してまいりたいと考えておりま

す。 

○黒田委員 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。そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。Ｗｅ

ｂ参加の皆様も大丈夫でしょうか。 

  それではいろいろご意見いただきましたけれども、こちらの案件につきまして事業継続とい

う対応方針の原案、これを認めるということでよろしいでしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、引き続き要点事業の審議でございますが、要点審議につきましては先ほど一覧表

で説明いただいておりますので、直接ご意見、ご質問あればお願いしたいと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

特に大丈夫でしょうか。Ｗｅｂ参加の皆様も大丈夫ですか。 

  そうしましたら、こちらの案件につきましても原案どおり対応方針継続の対応方針を認める

ということでよろしいでしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、次は港湾事業でございます。説明者の交代ということで少し時間をいただきます。

よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず事業選定ワーキングが行われていますので、その結果につきまして小笠原委

員からご報告よろしくお願いいたします。 

○小笠原委員 港湾事業選定ワーキングを１１月１７日に開催しましたので、選定結果を報告い

たします。 

  今回の再評価の対象である港湾事業４件について、事業計画等の変化の有無、事業費の増額
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の有無や要因、また全体事業や残事業Ｂ／Ｃの変化状況を踏まえ、事業費の増額が最も大き

い久慈港湾口地区防波堤整備事業及び久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業を重点審議事業

に選定し、その他３件を要点審議事業に選定しました。以上になります。 

○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いて資料９の一覧表に基づいて説明をよろし

くお願いいたします。 

 ◆港湾審議案件一覧の説明 

  【上記について、港湾計画課長から資料９により説明】 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

  ・久慈港湾口地区防波堤整備事業及び久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業 

  【上記について、釜石港湾事務所長から資料１０－１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、ご質問、ご意見よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

○石川委員 ９ページの資料ですけれども、手戻り工事で１２５億円増額になったという記載が

ありますけれども、低気圧等により施工途中の施設が被災、これは１回だけでしょうか。何

回も生じているということですか。 

○釜石港湾事務所長 震災以降も数回被災はしてきたのですが、事業費増額の決定的な要因とな

ったのが平成２８年の被災であることから、今回のタイミングで全て計上したものでござい

ます。 

○石川委員 こういった低気圧等の被災というのは、保険みたいなものは入っているんでしょう

か。 

○釜石港湾事務所長 保険みたいなものというのはございません。 

○石川委員 ということは、こういったもの、気象の条件等によって被害を受けた場合には、そ

ういった保険適用のようなものはなくて、まるきり手戻り工事として発生してしまうという

のが現状だということですか。 

○釜石港湾事務所長 請負者においては１％まで負担することになっておりまして、それ以外は

国側つまり事業者側でという話になります。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○徳永委員長 関連してなんですが、この被災が工事途中であるための被災ということなのか、

完成後であってもこれくらいのものが来たときには被災を受ける可能性があるということな
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のか、最近気象条件も激甚化している中で、そのあたりの検証とか、あるいは場合によって

は設計波高なりそういうものの見直しですとか、そういうものがされているのかどうかとい

う点についてはいかがでしょうか。 

○釜石港湾事務所長 平成２８年の大きな被災は設計波以上の高波の来襲によりましてケーソン

の本体をも破損するような大きな被災となっております。通常我々が施工時、暫定天端の段

階で使う設計の波高なんですが、３０年確率波という３０年に１度の波を用います。その波

高が１３．９ｍ。完成時においては完成天端ということで、それよりも高い５０年確率波と

いうものを用います。そのときの波高が１４．７ｍ。２８年の被災したときの最大波高が１

５．７３ｍということで、それを１ｍも上回る波高でございました。通常、５０年に１度の

異常波を統計確率によりまして算出して設計波としているものなのですが、昨今の異常気象

とか激甚災害によりまして、これらの波を超える傾向にあるということが危惧されておりま

す。これを受けまして全国的に設計波高を見直す動きもありますことから、今後はその検討

結果を踏まえ、適切に対処してまいりたいと考えております。 

○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。 

○南委員 一つよろしいでしょうか。 

○徳永委員長 はい、よろしくお願いいたします。 

○南委員 この事業費が増大している理由として、９ページに資材ですとか労務単価が大震災の

復興事業費と重なったことの理由等で増大しているとありますが、これはしばらくこのトレ

ンド、高値で止まっていくというような見通しになっているのでしょうか。あるいはこれが

下がってくると、ここに係るコストは少し低減傾向が出てくるというようなことになるので

しょうか。そのあたりを教えていただけますでしょうか。 

○釜石港湾事務所長 資材とか労務単価に関しましては、今まだ高くなっている傾向にございま

す。この辺が、資材が元の値段に戻ればどうなるかということでございますが、元の単価に

下がりましても全体事業費としては５０億円ほどの減額なので、１，５５０億円が１，５０

０億円となるような感じと考えております。回答になっていましたでしょうか。 

○南委員 今のご回答で十分かと思います。今の高値で計算せざるを得ないでしょうから。ただ、

この後これが変動していくと、今おっしゃっていたような、そんなに大きな変化ではないの

か、それともかかるコストに反映されていくようなことがあるのかをお伺いしたかったとこ

ろでした。ありがとうございます。 

  あともう一つだけいいですか、３ページの令和２年のところに再利用資材ということでオレ
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ンジ色のグラフが出ているのですけれども、これは下に注釈があるように令和２年から何か

この分類が変わったのでしょうか。量としてというより新しい分類ができたような理解でよ

ろしかったですか。教えていただけますか。 

○釜石港湾事務所長 ※印にありますとおり、令和元年度まではこの再利用資材が非金属鉱物の

分類でございました。それが令和２年に統計品目の分類見直しを行って２つに分かれたとい

うことでございます。 

○南委員 そうすると、その前の段階からもし記そうとすればＲ１もＨ３０もこのオレンジ色の

枠の部分というのは示せるのでしょうか。何を申し上げたいかというと、オレンジ色と黄色

の部分を含めて非常に増えていますので、そのトレンドを押さえておくということも港湾利

用上何か意義があるのかなと思ったものですから。荷役の場所ですとか船のバースの用意で

すとか、そうしたものにこうした分類というものが影響するのであれば、このトレンドを押

さえておくことも大事なのかなということです。今特に結構ですけれども、一つの意見とし

て申し上げておきます。お願いいたします。 

○釜石港湾事務所長 ありがとうございました。 

○徳永委員長 多分このあたり、復興需要との関連もあるのではないかと思うんですが。 

○釜石港湾事務所長 はい。この再生砕石でございますが、復興道路にも多々多く使われている

と思われるんですが、そのほかに河川の護岸の裏込めにも使われておりまして、その復興道

路に何％、河川に何％というのはちょっとまだ今の段階で分からないのですが、復興関係で

結構な資材は使われているということでございます。 

○徳永委員長 南先生よろしいでしょうか。 

○南委員 はい、ありがとうございます。 

○石川委員 先ほどの南先生の今後の建設コストについて、私見なんですけれども、セメント単

価が来年３月からかな、上がります。結構コンクリート単価が上がってくるので、かなり建

設コストに効いてくると思います。それから、働き方改革なんかがあって工期が延びるとい

う傾向が出てくる、完全土日休暇とかになると工期が延びたりする可能性がありますので、

今後建設コストというのは結構上がってくるんじゃないかと思います。だから、こういった

事業評価監視委員会で少し費用増額に関して議論する機会というのが増えてくるんじゃない

かと。特にセメント会社さんは二酸化炭素の削減の問題などで非常に苦労されていまして、

そういった影響がいろいろなところに出てくるように思っています。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。よろしいでしょうか。 
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  それでは、大分ご意見いただきましたけれども、こちらの案件ですが事業継続という対応方

針原案、こちらをお認めするということでよろしいでしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、引き続き要点事業につきましてご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願い

いたします。いかがでしょうか、特にございませんか。 

  はい。それではこちらの３件につきましても対応方針継続という、対応方針のとおりお認め

するということでよろしいでしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

 

４．報 告 

  それでは、次が河川事業の報告でございます。ではちょっと入れ替わりで少し時間をいただ

きますが、準備ができましたら説明のほうよろしくお願いいたします。 

◆河川事業に関する報告 

【上記について、河川調査官から資料１３により説明】 

徳永委員長 ありがとうございました。ご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

  では私からですが、２番目のところでＣＶＭに変更したことによって増ということなんです

が、これが相当大きな差になっているという理解でよろしいでしょうか。２．４から６．２

に増額した、Ｂ／Ｃが上昇した要因の大きなところはそこだということでしょうか。 

○河川調査官 おっしゃるとおりです。 

○徳永委員長 そうすると、何でこんなにも大きく違うのか少し補足いただけるとありがたいの

ですが。 

○河川調査官 評価の方法は、従前のＴＣＭは環境整備した場所に旅行で訪問する場合の旅行費

用を算出していたことから、利用の価値のみの評価でした。今回ＣＶＭにすることは、行っ

てみたいなど、それにどれだけ価値観を感じられるかという非利用価値も含めて積み上がっ

ています。アンケート調査ですので、明確なお答えはできませんが、一定のルールに基づい

て母数もしっかり決めて調査はしておりまして、ほかの環境整備の事業もこの方法に変わっ

てきており、従前との比較では、おおむね同様の評価が出ています。 

  また、今回この米代川については地域の方が非常にご利用いただいていまして、喜んでご利

用いただいている結果が、アンケートをするとこういう答えに出てくるのではないかと思っ
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ておりまして、今後もしっかりモニタリングをしながら効果がどれくらいになってくるのか、

我々も勉強しながら評価していきたいと思っています。 

○徳永委員長 利用しない効果、存在価値含めてそういうところまで計測するということなので、

多分に今おっしゃったようにアンケートに基づくので、どちらかというと過大に出やすいだ

ろうなと思っています。いわゆる交通需要予測なんかにおいても意向で聞くと２倍から数倍

というような過大予測にもなり得る話ですので、そこは注意しないといけないと思うんです

が、その一方でやはりそれだけの価値が本来あるのだろうと。そういうふうに周りの住民は

じめ周りの人たちから評価をいただけるような環境整備、そういうものをしっかり進めてい

ただき、なおかつそれをきちんとＰＲしていく、広めていくというところがより重要になっ

てきているということだと思いますので、そのあたりしっかり頑張ってやっていただければ

と思います。 

○河川調査官 ありがとうございます。地域と一体となって進めるべきものですので、しっかり

情報共有しながら取り組んでまいりたいと思います。 

○徳永委員長 そのほかいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。 

  それでは、報告ですので以上とさせていただきます。 

  それでは、審議結果の取りまとめを行いますので、５分ほど休憩ということでよろしくお願

いします。 

午後２時４６分 休憩 

午後２時５１分 再開 

○徳永委員長 それでは、再開いたします。 

  本日の開催結果のまとめについて確認をいたします。事務局よろしくお願いします。 

○司会（震災対策調整官） それでは、ただいま配付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３回委員会を令和３年１２月１３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）河川事業 再評価 審議結果 
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    ●仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業 

    ●赤川水系直轄砂防事業 

     上記２事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

   ２）道路事業 再評価 審議結果 

    ●一般国道６号 勿来バイパス 

    ●一般国道１０３号 奥入瀬（青撫山）バイパス 

    ●日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐 

    ●一般国道７号 遊佐象潟道路 

     上記４事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

   ３）港湾事業 再評価 審議結果 

    ●久慈港湾口地区防波堤整備事業及び久慈港海岸直轄海岸保全施設整備事業 

    ●仙台塩釜港仙台港区ふ頭再編改良事業 

    ●能代港大森地区国際物流ターミナル整備事業 

    ●酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業 

     上記４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 

   ・再評価報告 

     鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川） 

     米代川総合水系環境整備事業 

     上記２事業について、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 ただいま読み上げていただきましたが、この内容につきましていかがでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは、これを審議結果といたします。 

  以上で本日の議案のほう終了になります。長時間にわたりまして活発にご意見いただきまし

てありがとうございました。 

  司会を事務局にお戻しします。よろしくお願いします。 

 

５．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。 

  本日の開催に当たりまして音声等一部聞きづらい場面もございました。この場をお借りして
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お詫び申し上げたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして令和３年度第３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４回委員会でございますが、令和４年２月に予定しておりますので、委員の

皆様にはご出席いただきますようお願い申し上げます。 

  本日は大変ありがとうございました。 

午後２時５６分 閉会 


