
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２２年７月７日（月曜日） 

    １０：００～１２：００ 

場 所：東北地方整備局二日町庁舎２階大会議室 
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１．開 会 

○司会 おはようございます。ご案内の時刻となりましたので、ただいまから平成２２年度第１

回目の東北地方整備局事業評価監視委員会を開催します。よろしくお願いいたします。 

  本日は大変お忙しい中ご出席賜り、ありがとうございます。 

  本日の委員の出席でございますけれども、青森県観光連盟専務理事の九戸委員、また仙台商

工会議所専務理事の間庭委員がご欠席でございます。１１名の委員の中、９名の委員でこの

委員会を開催させていただきます。 

  今回ご審議いただく事業でございますが、河川事業の再評価１件、道路事業再評価２件、合

計３件になります。よろしくお願いしたいと思います。 

  なお、本日の資料ですけれども、お手元にお配りしていますけれども、配付資料一覧があり

ます。委員会次第等、委員会運営要領、ほか資料１から５までの資料があります。もし過不

足がありましたら事務局の方までお申しつけいただければと思います。 

  それでは、次第によりまして会議を進めさせていただきたいと思います。 

 

２．挨 拶 

  それでは、 初に東北地方整備局長、青山俊行よりご挨拶を申し上げます。局長、よろしく

お願いします。 

○青山局長 整備局長の青山でございます。委員の皆様方には、大変お忙しいところ、委員会に

ご出席を賜りまして、大変ありがとうございます。また、日程調整に当たりまして、大変限

られた時間の中で調整をさせていただきまして、おわび申し上げたいと思っております。 

  本委員会は今日が第１回目ということでございますけれども、年４回予定しております。事

業の透明性を高めて、そして費用対効果分析を含めました評価を適正に実施していく上で大

変重要な会議でございます。今昨今、公共事業に対していろいろと批判を受ける中で、やは

りこの事業評価監視委員会というものが非常に大きな役割を占めていると思っているところ

でございます。 

  それからまた、今年の４月に国土交通省所管の公共事業の事業評価実施要領の改定がござい

ました。この改定では再評価の実施時期について変更がなされまして、その結果対象件数が

かなり増加することになっています。昨年は再評価は２０件でしたが、今年度は再評価が３

８件ということで、かなり件数が増えるという状態になっております。委員の皆様にはこの

限られた時間の中でご審議をいただくということになります。事務局の方でも説明、資料の
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作成についていろいろ工夫していきたいというふうに思っておりますが、何とぞよろしくお

願い申し上げます。 

  本日は河川事業、道路事業合わせまして再評価３事業のご審議をいただく予定でございます。

委員長の柴田先生を始め、委員の皆様方に活発なご審議、ご議論をお願い申し上げて、簡単

ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

○司会 ありがとうございました。 

  それでは、これから審議に入らせていただきますが、審議の前に報道陣の方にお願いしたい

と思います。これからこれ以降の審議につきましては、写真、テレビカメラ等の撮影はご遠

慮願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、これから審議に入らせていただきますが、先に５月２６日に事業の評価懇談会が

開催されています。そのなかで委員会の運営等について議論されましたので、それについて

この委員会への確認と承認を得まして対象事業の審議に入らせていただきたいと思います。 

  これ以降の審議につきましては柴田委員長にお願いしたいと思います。柴田委員長、よろし

くお願いいたします。 

 

３．東北地方整備局事業評価監視委員会の運営について 

○柴田委員長 それでは、３の東北地方整備局事業評価監視委員会の運営について、５月２６日

に皆さんと運営について議論しました。そこで変更等ありましたので、その点について、今

日正式な委員会ですので確認したいと思っております。 

  まず、資料の１、１ページを見ていただきます。この委員会の運営要領について国土交通省

の再評価実施要領の改定に伴って、委員会資料の公表について新たに議事録の公表が追加さ

れました。また、同じく資料１の３ページ３）に記載の傍聴規定を一部変更しております。 

  ４ページをごらんください。一般傍聴の規定において６を追加いたしました。こちらは審議

を行う上で公平に滞りなく審議を進める上で追加したものです。 

  この３点の変更等について皆さんからご意見を踏まえて行ったものですけれども、本日この

変更に承認いただけるかどうかを確認したいと思います。確認いただける方は挙手願います。

（挙手） 

  よろしいでしょうか。では、皆さんからの挙手をいただきましたので、この運営要領につい

てはただいま申し上げたような形でこれから進めていきたいと思っております。ありがとう

ございました。 



-3- 

  本日の審議はお話がありましたように河川事業の再評価１件、それから道路事業の再評価２

件の審議です。そのほか報告が１件あります。本日の審議の方法について、河川事業の再評

価について、成瀬ダム建設事業があります。この委員会はいろいろな事業等について再評価

を行ってきております。ダムの再評価というのは余り経験がありませんので、本日少し時間

をとりながら、その事業の内容、進捗状況等の理解をいただくために、道路事業２件よりも

多く時間をとって、皆さんのご理解を得られるように努力したいと思っております。そのよ

うに進めてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、この河川事業の再評価の成瀬ダムの建設事業については、皆さんのご理解を得られる

ように事業の内容、進捗状況等について少し詳しく説明いただきます。 

 

４．議 事 

〔河川事業 再評価〕 

成瀬ダム建設事業 

○柴田委員長 それでは、早速河川事業から審議を始めます。効率的な議事の進行によろしくご

協力ください。 

  河川事業の選定委員を平山先生にお願いしておりますが、複数の審議がある場合はその中の

どれを重点にして、どれを要点にするかというような形で選定委員会の意見を踏まえて行う

わけですが、ご案内のように本日１件ですので、先生からの審議の際のポイント等について、

会議の中で先生からご意見をいただければと思っております。 

  それでは、早速説明に入ります。お願いします。 

○田上河川部長 それでは、河川部長をしております田上と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  では、座ってご説明をさせていただきます。 

  本日審議していただく成瀬ダム建設事業でございます。このダムはダム検証対象ダムという

位置づけになっております。本日残り二つございますが、委員会の報告事項になっておりま

すが、鳴瀬川総合開発事業、鳥海ダム建設事業、これもダムの検証対象事業ということに位

置づけられております。したがいまして、私の方からは、口頭でございますが、現段階での

ダム検証にかかわる経緯等々についてご説明を、冒頭ちょっとお時間をいただいてご説明を

させていただきたいと思っております。 

  お手元の資料１－３がございます。１－３でご説明をさせていただければと思っております。
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よろしいでしょうか。 

  それでは、まず１ページに書いてございますが、冒頭の趣旨の１行目に書いてございますが、

できるだけダムに頼らない治水への政策転換を進めるという考えのもとに、題にございます

が、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」という会議が１２月３日の日に第１回

会議が行われたと。中身については２にございますが、検討事項というのは（１）から

（４）ございまして、幅広い治水対策案の立案手法等々になっているわけです。幅広い治水

対策というのは、従来手法に加えてさまざまな観点から治水対策案等について検討を行うと、

複数の対策についていろいろ今まで以上に検討を行うと、こういうダムの手法はどういうも

のがあるかというようなこと、あるいは（２）新たな評価軸の検討と書いてございますが、

これまではコストだけだったわけですが、さらに時間的、財政的な手法だとか、そのほかい

ろいろな手法含めて検討を評価軸として考えることはないのかという等々の話が審議される

という形になっております。 

  ２ページでございます。２ページ目にはそのメンバーを書いてございます。 

  二重丸にしてございますが、京都大学の中川博次先生に委員長をお願いして、現在進行中、

進まれていると。 

  ３ページでございます。３ページに全体のスケジュール案が書いてございます。 

  冒頭申し上げましたように、昨年の１２月３日に第１回が開かれて以来、この当初のスケジ

ュールに一番近い、流れが中ほどの中間ほどに書いてございますが、中間取りまとめを公表

して平成２２年夏ごろに、右側になりますが、各地方で個別ダムの検証を検討すると。その

上で有識者会議の意見をいただく、あるいは国土交通省政務三役の判断をいただくと、検証

をするというフローになっております。 

  そういう中で、４ページを見ていただきたいんですが、今の段取り、位置づけはどういう形

になっておりますかというものがあるわけです。これは１２月２５日、４ページにございま

すが、大臣会見資料と書いてございますが、この黒丸の二つ目のポツを見ていただければと

思います。ここに検証するダムと検証しないダムについて記載してございます。①、②、③

ございますが、東北地方整備局でなるのは、③１１月までにダム本体工事の契約を行ってい

るものと、これについては上記の方に戻っていただくわけですが、こういうものについては

検証の対象から除いて事業を継続して進めるんだという形になっているわけでございます。 

  ４ページの黒丸の３ポツ目に、こういう上記①から③に該当しないダムとしまして８９事業

についてはすべて検証の対象とするという形になっております。 
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  そうしますと、ずっと飛びますけれども、６ページをちょっと見ていただきたいと思います。 

  グラフがありますが、私どものまず調査・地元説明、この階段のステップが書いてあります。

それで、これにつきまして鳥海ダム、鳴瀬川総合開発事業というのは一番左側の調査・地元

説明段階になると理解していただければ結構です。それで、きょう審議いただく成瀬ダムに

つきましては転流工、右から二つ目に書いてあります転流工だという形に位置づけされてい

るわけですが、この検証対象ダムに入ったものについてはこの階段を駆け上がらない、つま

り現段階の状況を維持する、新たな段階に入らないという形に位置づけられています。これ

が具体的に一つ戻っていただきますと文章が記してあるわけですが、１の（２）を見ていた

だくと、検証の対象となるダム事業についてと書いてございます。２行目のところに書いて

ありますが、「各段階に新たに入らず、現段階を継続する必要 小限の予算案」だという形

に三つともなっているわけでございます。 

  ７ページを見ていただきますと、現段階での進捗状況はどうかとご説明を申し上げます。 

  第１回、１２月３日から始まりまして、現在まで第１０回の有識者会議が開催をされており

ます。この中にさまざまな外部からの意見聴取あるいは委員の中からの意見発表等々踏まえ

て、今、治水対策、利水のとか、総合的な観点のことをまとめられて議論されているという

形になっている、これが現在段階の状況になっております。 

  したがいまして、きょうご説明させていただく成瀬ダムについてはこの有識者会議から出る

中間取りまとめの公表が出て、各地方での個別ダムの検証の指示が出てくるという形になり

ます。それを踏まえて我々としてもしっかり検証していきたい、そういう前提のもとにきょ

うの事業評価をしていただければと思っております。 

  以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  今、ただいま事業の再評価についての国の状況について報告がありましたが、質問はないで

しょうか。よろしいでしょうか。（「なし」の声あり） 

  そういう前提で本日の再評価を行うということですので、後ほど今の説明についても何かあ

りましたらご意見をいただければと思っております。 

  それでは、続けて成瀬ダムの建設事業についての説明に入らせていただきます。 

○高橋湯沢河川国道事務所長 それでは、湯沢河川国道事務所所長の高橋でございます。私の方

から説明させていただきます。座って説明させていただきたいと思います。 

  資料１－１をごらんください。 
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  まず、１ページ目の方をめくっていただいて説明を行いたいと思います。 

  成瀬ダム建設事業でございますけれども、所在地は秋田県雄勝郡東成瀬村に位置しておりま

す。１ページ目の右下の方に書いておりますけれども、秋田県 南部の宮城県との県境に位

置しているところにあります。実施計画調査開始は昭和５８年に始まっておりまして、建設

事業としては平成９年に着手しております。完成予定年度ですが、平成２９年度を予定して

おります。全体事業費は１，５３０億円でございます。 

  ダムの諸元ですけれども、流域面積は６８．１平方キロ、ダムの形式としてはロックフィル

ダムとなっております。ダム高は１１３．５メートル、堤体積は１，２００万立米、総貯水

容量は７，８７０万トンとなっております。 

  ダムの目的でございますけれども、雄物川水系の洪水被害の低減、流水の正常な機能の維持、

それからかんがい、水道及び発電用水の供給を目的としております。 

  次のページをごらんください。 

  次のページにはダムの建設に伴うそれぞれの部分の費用割合を書いております。河川が一番

多いんですが、約８０％の費用負担となっております。それから、成瀬ダムの貯水池容量配

分については、ここに書かれているとおりとなっております。 

  ３ページをごらんください。 

  これまでの経緯でございますけれども、先ほど申しましたが、昭和５８年度に実施計画調査

を開始しております。その後、平成９年度に建設事業に着手し、平成１１年度には環境影響

評価書を公示しております。平成１３年度に成瀬ダム建設に関する基本計画を公示し、平成

１４年度には用地補償基準が妥結されております。前回の事業評価は平成１７年に行われて

おります。平成１７年度の評価におきましては事業継続することが妥当という意見をいただ

いております。平成１９年度には雄物川水系の河川整備基本方針が策定されております。平

成２０年度におきましては、転流工工事に着手しております。先ほど河川部長からもお話あ

りましたが、昨年末、平成２１年１２月には新たな基準に沿った検証対象のダムとされてお

ります。現在は転流工工事、それから付替道路の工事を施工中でございます。 

  ５ページをごらんください。 

  前回の評価からの社会情勢の変化でございます。平成１７年、平成２１年で比較をしており

ます。人口等若干減っておりますが、沿川の状況に大きな変化はないと考えております。 

  それから、２番目の洪水被害の状況でございます。近年におきましても洪水は起きておりま

して、戦後でいいますと５年に１回程度の洪水が起きております。昭和２２年７月には戦後
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大の洪水が起きているところでございまして、ここの右の被害状況にも書かれていますよ

うに、床上・床下浸水等相当数の被害を受けているところでございます。近年におきまして

も昭和６２年の８月あるいは平成１９年の９月に比較的大きな洪水が起きております。 

  ７ページをごらんください。 

  事業の効果でございます。当水系におきましては椿川地点の下流でおおむね１５０年に一度

程度、それより上流におきましては１００年に一度程度発生するという洪水に対応する整備

を進めておるところでございますが、現段階においてそのような洪水が発生した場合の被害

想定をここに載せております。真ん中付近に浸水面積、世帯数等書かれておりますけれども、

現時点でそういった大雨が降りますと浸水面積で約１万２，０００ヘクタール、浸水世帯数

で１万４，０００世帯などの被害がでる可能性があると想定しております。 

  次のページをごらんください。 

  これは先ほどの状況に成瀬ダムを建設した場合にどの程度被害が軽減されるかというものを

表したものでございます。成瀬ダムができることによりまして部分的な浸水被害の解消とダ

ムから下流、秋田市に至る区間で浸水深の軽減が期待できます。具体的に申しますと、一番

下の方に被害軽減効果ということで提示させていただきましたが、浸水面積で約５００ヘク

タール減少します。浸水世帯数で１，１００世帯減少をすると。それから、床上浸水も９０

０世帯が減少すると考えております。 

  次のページ、９ページでございます。 

  これは現在の渇水の状況をちょっとまとめさせていただいております。成瀬ダムにおきまし

ては、水道用水として３市、湯沢市、横手市、大仙市に供給することになっております。そ

のほかにかんがい用水として同じく同地区の１万２，６００ヘクタールに用水を供給するこ

とになっております。ダム下流地点、皆瀬川地点の流量でございますが、皆瀬川の岩崎地点

というところがございまして、そこの流量は真ん中辺にちょっとまとめてございますけれど

も、現在においても渇水流量を大幅に下回っていると、しかも年度において大きく流量が変

動するということで、流量も安定しておらず渇水が起きている状況にございます。真ん中以

下に渇水の被害の状況をまとめております。 

  １０ページ、１１ページ等には渇水が起きたときの新聞をまとめさせていただきました。 

  １２ページでございます。 

  事業の効果ですけれども、流水の正常な機能の維持としては、このような状況にありますの

で、既設ダムとあわせて成瀬ダムによって必要な流水の補給を行うことによって、皆瀬川の
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岩崎地点でおおむね２．８トンの正常流量を確保することとしております。 

  １３ページをごらんください。１３ページ、１４ページに関連する事業の状況をまとめさせ

ていただいております。 

  上水道計画でございますけれども、先ほども申しましたが、湯沢市、横手市、大仙市におい

て今は不安定な伏流水、地下水等に依存している状況を解消するために成瀬ダムに依存する

計画とされております。各市においても事業評価が行われておりまして、真ん中辺に書かれ

ておりますけれども、それぞれ平成１８年度から２０年度にかけて事業評価を行っておりま

す。現在のところ事業計画に変更があるという話は伺っておりません。 

  それから、かんがい計画でございます。かんがいにおいても恒常的に用水が不足している状

況ということで、国営かんがい排水事業平鹿平野地区、水田面積約１万５０ヘクタールに対

する水の補給を行うため成瀬ダムに依存する計画とされております。同事業は平成１３年度

に工事着手し、整備が進められております。 

  １４ページをごらんください。 

  現在のところ、皆瀬頭首工が平成２０年度までに完成しておりまして、現在成瀬頭首工の改

築を施工中ということでございます。また、幹線用水路の進捗につきましても８０％程度の

進捗がされている状況でございます。 

  発電計画でございます。秋田県産業経済労働部におきまして成瀬ダム発電所新設を行い、

大出力３，９００キロワットの発電を行う計画とされております。 

  １５ページでございます。 

  １５ページに今回の審議対象となります河川部分のＢ／Ｃを掲載しております。Ｂ／Ｃとし

ては１．５８となっているところでございます。 

  次に、１８ページをお願いいたします。 

  成瀬ダムの事業の進捗状況でございますけれども、先ほど部長の方から転流工の段階にある

ということのご説明がありましたが、現在の工事の状況といたしましては、ダム建設により

水没する一般国道３４２号線の付替道路工事を実施しております。それから、河川の流水を

切りかえるための転流工工事を実施している段階にございます。 

  次に、１９ページでございますけれども、コスト縮減の取り組み状況について若干ご説明い

たします。 

  ここに二つほど事例を書いてありますけれども、一つは現地発生材の有効利用ということで、

発生材をのり面工等に利用することでコストの縮減、廃棄物の抑制を図っているということ
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でございます。それから、転流工工事におきましては標準工法としてレール工法ということ

でございますが、比較的断面が大きいことからタイヤ工法によって施工することによってコ

スト縮減を図っているところでございます。 

  ２０ページをごらんください。 

  ２０ページには成瀬ダムの治水代替案の検討の表をまとめております。これは平成１７年度

の事業評価委員会でも提出させていただいております。今回は 新のデフレーターにより価

格の修正、補正を行っているものでございます。成瀬ダムは も経済的に有利な案となって

いるところでございます。 

  ２２ページをごらんください。 

  環境に対する取り組みということでございます。平成１１年度に閣議アセスにより環境影響

評価手続を終了しているところでございますが、その後の工事におきましても専門家により

構成される委員会等により指導助言をいただきながら工事の施工を行っているところでござ

います。 

  次、２３ページでございます。 

  地元の協力体制といたしましては、地元の自治体で組織される成瀬ダム建設促進期成同盟会

というものがございまして、こういった組織でもって地元の方は毎年事業の推進を求め要望

活動を行っている状況にございます。また、同様に②でございますけれども、東成瀬村商工

会の方でも独自に成瀬ダム建設促進を図ることなどを県に要望している状況にございます。 

  ２４ページをごらんください。 

  今回の事業評価監視委員会の前に秋田県に意見の照会をしているところでございますけれど

も、秋田県の方からは継続に異議はないということ、それから県民の安全・安心な生活を守

るため一層の事業の推進をお願いするというような意見をいただいているところでございま

す。 

  ２５ページ、 後でございます。 

  今回の事業審議に当たっての原案としては事業継続とさせていただいております。 

  その背景、理由でございますけれども、まず一つは社会情勢でございますが、若干の人口減

少は見られますが社会情勢には大きな変化はないと考えております。本事業の投資効果を評

価した結果のＢ／Ｃでございますが、１．５８となっております。事業進捗率は１５．８％

の状況にございます。 

  ②でございます。成瀬ダム建設事業は検証対象に区分されており、今後有識者会議が夏ごろ
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に中間取りまとめとして示す新たな基準に沿って、今後成瀬ダムの建設事業について検証し

ていく予定としております。 

  ③コスト縮減の関係でございますけれども、これまでもコスト縮減を図っているところであ

りますが、今後も引き続きコストの縮減に努めてまいりたいと思っております。 

  以上により、従前の視点に基づいて行った再評価の結果としては事業を継続することが妥当

と考えますが、新たな段階には入らず現段階を継続するものとし、今後示される予定の新た

な評価の基準等に沿って本事業の検証を行い、その結果に応じてその後の事業の進め方を改

めて判断することといたしたいと考えております。 

  以上でございます。 

○柴田委員長 はい、ありがとうございました。 

  ただいま事務局から成瀬ダムの建設事業について説明がありました、これから審議に入りた

いと思います。皆さんからご質問、ご意見がございましたら遠慮なくどうぞ。どなたでも結

構です。 

○平山委員 平山でございます。なりたてなので正しい指摘なのかちょっと不安なところもござ

いますが、口火を切らせていただきたいと思います。 

  成瀬ダムの評価につきましては大臣の発言がなければ従来どおり粛々と判定すればいいとい

うことであって、それはもう平成１７年と同じ方式をたどればいいんだということだったと

思いますが、たまたまダムによらない治水ということが表に出まして、有識者の会議が開か

れるに至って、大臣のコメントの中では成瀬ダムがその検討対象に入っているというような

事情があるわけです。 

  その有識者の会議は現在進行中でございまして、どのような新しい方向性、基準が出るのか、

そこはまだわかっていないという状況にあるわけです。河川法等の進め方によれば、平成９

年に河川法が新たになりまして環境を重視するとか地域の意見を入れるとか、そういうよう

な趣旨で改正になりましたけれども、その進め方によれば、まず大臣が河川の整備の基本方

針というものをつくって、それに基づいて整備計画ができるわけですが、整備計画をつくる

場合には地域の有識者、あるいは公聴会をやったりして住民の意見、あるいは首長さんたち

のご意見、それを含めて整備計画をつくると。それに基づいた事業が進行して、その進行し

ている事業に対して我々が監査をするということだと思います。ですから、現在進んでいる

有識者の中で結論が夏ごろ出て、基準が変われば新しい基準に基づいた整備計画というもの

が今後作成されるんだと思います。 



-11- 

  ですから、それが今まだできていない段階で、移行期のダムの審査をどういうふうに取り扱

うかということが今回のポイントと思います。 

  以上です。 

○柴田委員長 はい、ありがとうございました。 

  そういう意見がありますけれども、皆さんはいかがでしょうか。 

  先ほど説明がありましたように、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議の意見が出て

きていれば、それを踏まえて我々として議論したいのですが、まだ出てきていないところで

この議論をするということです。 

  有識者会議の意見が出てきてそれから議論しましょうとなると、来年の８月くらいに出てく

るということで、今回の成瀬ダムの事業の評価はしないということになります。今やってい

る工事については来年度の予算要求ができませんのでストップしてしまう可能性があります。

今回の事務局の提案は従来のシステムで評価をしてほしいという提案でありますが、いかが

でしょうか。 

  状況を考えれば事務局からのこの提案はもっともだと思います。ただ、先ほどありましたよ

うに有識者会議の見解が出て、これを検討することについては地方整備局の責任で検討する

と思います。我々の事業評価監視委員会としてはそれについて全く関知しないのではなくて、

その結果について報告をしていただきたいということです。その段階で、検討の結果につい

て、意見は述べられると思います。現段階で、今先生からおっしゃられた有識者会議での方

向を踏まえないでどういうふうにするのかということについては、今言ったような従来の仕

組みで検討し、個別ダム検証の検討が地方整備局で行われる場合については、その結果をこ

の委員会に報告いただいて、その中で意見はまた述べるというふうな形で進めたいと思いま

すが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○青山局長 ちょっとよろしいでしょうか。 

  全体の今の見直しといいますか、地方整備局でどういうふうな検証をするのかという検証の

枠組みがまだはっきりしない段階なものですから、報告になるのか、委員会にご審議願うと

いう形になるのか今のところはっきりいたしませんが、いずれにしてもここで事業について

は再評価をやっていただいておりますので、報告なり、またご審議を願うという場合もある

かもわかりませんけれども、何らかの形でこちらの方に具体としてちょっと出させてはいた

だきたいと思っております。 

  同時並行でいろいろなものを持っている中で非常にごたごたしているんですけれども、やは
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り 終的にはこの委員会で事業の評価をするという仕組みになっていますので、何らかの形

では対応させていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○柴田委員長 わかりました。 

  そのほか、皆さんから何かないでしょうか。そういう状況で今後の対応をしようかと思いま

す。平山先生いかがでしょうか。 

○平山委員 今の局長のお話の中で、もし雄物川の整備計画が現状と同一のものでゴーだという

ような結論が出れば、ご報告で私は十分ではないかと思います。 

○青山局長 まだ整備計画もできていないものですから、この整備計画をつくりつつ、検証をし

つつ、そして評価もするということになって、どこを 初にとめていくのかというところで、

ちょっとこの委員会に報告ということでお願いするのか、ご審議ということになるのか、ち

ょっと全体の動きを見ながらやらせていただきたいと思います。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、皆さんからご意見がなければ先ほどの資料１－１の２５ページにありますように、

本日の検討についての結果ですけれども、事業継続としてこれを認めるという形でよろしい

でしょうか。 

  どうぞ。 

○平山委員 従来どおりの流れの中で判定をしていくということということに皆さんご同意いた

だいたとすれば、ちょっと中身についてご質問してよろしいでしょうか。 

○柴田委員長 どうぞ。 

○平山委員 成瀬ダムというのは多目的ダムですけれども、どうして国土交通省がやるというか、

多目的ダム法というのは国土交通省しかやらないのでしょうか。農林水産省がやる場合はあ

るのでしょうか。そこをちょっとお聞きしたいのですが。 

○青山局長 ちょっと法律を持ってきていないのですが、国土交通省以外にはやっていないと思

います。 

○平山委員 というのは、成瀬ダムの貯水量の内訳をみると、ためた水の使い方を見ると、洪水

に使う、洪水をためる部分に使うボリュームよりも不特定用水とかかんがいの部分の方が多

いんです。かんがいが多いのだったら農林水産省がやったらいいのかなと思ったわけです。

それは今のお答えでわかりました。 

  それで、不特定用水についてのご質問ですが、不特定というのはいわゆる維持用水プラス従

来の慣行水利権みたいなものを合わせた量になっていると思います。ですから、不特定と言
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いながら一部は農業用水に使われる目的があると思いますが、その部分の大きさはどれくら

いあるのかちょっと教えていただきたい。 

○高橋湯沢河川国道事務所長 今のところお答えしますが、ダムの容量ではちょっと把握しては

いないんですが、今ある既得の水利権の状況で申しますと皆瀬川・成瀬川筋においては既得

の水利権として普通期で約１３．４トン位の水利権を持っています。一方で、先ほどお話し

されました維持用の方ですけれども、同様の地点での岩崎地点というところがございますが、

そこで２．８トンぐらいになっておりまして、やはり既得水利権の分の方がかなり多い状況

になっております。 

  ただ、水利権の方は年間通じてずっと全期間取るわけでございません。維持用の方が年間通

じてでございますので、それがどの程度各容量に影響するかというところの検討まではちょ

っと行っておりません。 

  以上でございます。 

○田上河川部長 先生、２ページ、ちょっとこの資料の１－１の２ページをちょっと見ていただ

ければと思うんですが、ここに貯水池容量配分図と記載してございます。この中の河川で持

つべきものというのは上の洪水調節容量、１，９００万立米ございます。先ほどの先生のご

質問のまず利水容量が、つまり水の利用の関係で使われるのが５，６２０万トンあるわけで

す。さらにその内訳といたしまして、既得分あるいは正常流量分あるいは農水分とか、いろ

いろ目的が違っているわけですが、その中の流水の正常な機能の維持の維持流量分があり、

あるいは既得の農水の部分になるわけです。これはつまりこの内訳はとなるわけですが、こ

の内訳は上流でダム補給したもの、還元だとか、いろいろ川ですからあるわけです。だから、

厳密には分けられていないんじゃないかと思います。そんな形になっていると思います。 

○平山委員 というか、どれぐらいの慣行水利権が張りついていたのかをお聞きしたかったんで

す。 

○髙橋湯沢河川国道事務所長 今の質問ですけれども、皆瀬川・成瀬川の水利権ですが、普通期

で約１３．４トンございまして、 大で２３トン程度の既得水利権が張りついております。 

○平山委員 わかりました。 

  そうすると、かなりの量が正常な機能を維持するという名目で使われますが、この便益は他

の例を見ると身代わり建設費と同様に算出しているようですが、そういう算定をする根拠と

いうか、どこでそういう算定法の裏付けが与えられているのか教えていただきたい。 

○鈴木河川調査官 流水の正常な機能の維持について、この費用と便益については、便益の計上



-14- 

の仕方については代替法というやり方で計上しております。その結果がこの資料１－１のＢ

／Ｃの中でも反映されているわけでございますけれども、代替法についてはいろいろご意見

はございますけれども、現時点で一般的に用いている方法が代替法ということで、この事業

でもその方法を採用させていただいているという次第です。 

○平山委員 その代替法の中の便益に算定されたお金の中に、例えば会社のもうけなんていうの

は、利潤みたいなものは入っていないのですか。 

○鈴木河川調査官 会社のもうけとか、そういった積み上げにはなってございません。ですので、

そういった部分は。 

○平山委員 他のダム場合もこの費用が使われているのですが、いまいち納得できないところを

感じていました。国土交通省の方でも検討されているかをお聞きしたいなと思って質問させ

ていただきました。結構です。 

○沼倉委員 今の平山先生のお話はいわゆる身がわりダムということで、これはダムの事業のと

きにはいつでも問題になってくる便益の方法で、結局価値あるコストイコール便益というふ

うに見ているという方法がこの代替法と呼ばれているものだという理解でおります。なので、

結局事業費、一番 初のところと２０ページのところの治水代替案のところで結局成瀬ダム

があるというのは事業費というのは５１０億円と、全体事業費１，５００億円の中の３分の

１ということの比較で代替案との比較をやっているということになっています。このトリッ

クというか、数字のマジックのところでは今の身がわりダムのコストというものが別にある

ということなんです。本来はこれも含めた上での治水代替案との比較がいいんじゃないかと

いう案も、そういうご意見もあると。 

  ただ、今のマニュアル、旧来のマニュアルだとそれも便益に入れますよとする方法であると

いうことですので、これは今後の委員会の中でどのような検討になってくるかということは

あると思いますし、逆に身がわりはどのぐらいの分が身がわりダムとして便益に含まれてい

るかということを認識しながら各事業を見ていかなければいけない。 

  それと、身がわりダムの便益が広くやはり使われているのかということの、その利水権との

関係で十分に、利水権はこのぐらいありますよということはわかるんですけれども、それが

本当に例えば農業で使われているのですかというところについては、本当に使われているな

らば使われているというふうなことのコメントがちょっと欲しいのかなと思うんですけれど

も。 

○柴田委員長 はい、わかりました。 
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  それでは、今平山先生からお話があった利水権とか、いろいろな形の便益等の計算等につい

ては現状のルールで行っているという報告ですけれども、今言われた別な考え方というもの

もあるかもしれないので、その辺を少し勉強してほしいということです。この委員会に勉強

する素材として提供していただく必要があるのではと思います。 

  というのは、こういう我々が判断するときにいろいろな立場の人がいて、その検討の方法が

違うために結論が違うというふうな形になってしまうと困るので、どういう方法があるのか

ということを我々自身も勉強する必要があるなというふうな感じがします。 

  身がわりダムとか、代替法とかについての便益のところについてはどういうふうな方法があ

るかということで、これは調査のための研究として勉強していただいてこの委員会に出して

もらうということでよろしいでしょうか。 

○田上河川部長 はい、今のことわかりました。しっかり対応させていただきたいと思います。 

○沼倉委員 ちょっともう一言ですけれども、実はそのもらうダムのコストというのはやはり農

業用水ということが大きいと思うんです。それで、例えばそれはどのぐらいの経済的な便益

を受けるだろうというと、恐らく今の農業の方式の中でそこだけの農業生産高等をやるとす

ごく低いと思うんです。ところが、その生産高だけではなくて、本当はこれは国土交通省の

範疇外だと思うんですけれども、農業政策そのものと本当はかかわってくるので、これは日

本の中で農業をどうするんだという、そこの議論まで行ってしまうことなので、恐らくかな

り政策的な政治的な判断が強いところに行くと思うんです。 

  ただ、実際のところちゃんと農業をやっていますよということは、これは県内市町村との確

認をとって、本気で農業をやるんだということについては、もしそういう状況であればそう

いうことも含めてご報告なり、委員会の方に、調査委員会ですか、そちらの方にちゃんと報

告をしていっていただきたいなと思います。 

○田上河川部長 わかりました。今おっしゃられた意見についてはしっかり肝に銘じて対応させ

ていただきたいと思います。 

○青山局長 もともと代替法でやっているのは、結局アメリカでやっていたのでそのまま適用し

てきましたけれども、今までもいろいろなところで分解していこうと、個々の都合でやって

いこうという手配はしていますので、またそれについてご紹介したいと思います。 

  例えば農林水産省は農林水産省で農地のＢ／Ｃを出すときにまた計算方法があって、それを

使ってみてやったとか、あと水道は水道でまた基準があってそれを使った、工業用水は工業

用水でそれを使ってやったんですけれども、なかなか非常に幅があって、つないでみると非
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常に値が大きくなったり、いろいろな意見が出て、さらに今度環境面もあるものですから、

環境ではＣＶＭの方でいくとか、そういったものもやってみると、どうもそれも非常に幅が

あるものなので、それを足し合わせること自体本当に意味があるのかとか、いろいろな議論

が今まであって、なかなかいいアイデアがないものですから従来どおりやっているというの

が実態でございますけれども、いろいろな方法をやりながら、それを横目でにらみながらど

う判断するのかということが多分大事だろうと思いますので、いろいろな手法についてちょ

っと勉強させていただきたいと思います。 

○宮城委員 多分農水関連の便益の出し方はいろいろな方法があると思うんですが、今の議論を

もっとクリアにしていこうと思うと、やはりだれが受益者かということを明示した便益帰着

表と専門家が呼んでいるものを使う必要がある。便益がいろいろな分野に帰着していくと。

多分農家というのはその一部にしか過ぎないと思うのです。というのは、先ほど言われたア

メリカでやっている方法というのは、アメリカでは流域面積に住む人口が非常に少ないので、

そういう河川の整備であるとかダムの整備が流域全体に及ぼす便益なんてほとんど計測のし

ようがないから費用だけで測ることになる。 

  ところが、日本はその河川流域に人口の過半数の住民がおって、さっき出ていたような浸水

被害であるとか、浸水被害が減ることによって地価が上がるであるとか、いろいろな側面が

あるわけです。日本はもう生活そのものが河川に依存していますから、だから基本的にはア

メリカと同じ、アメリカでこうやっているから日本もこうしようというんじゃなくて、日本

独自の考え方で便益を計測する方法をかんがえなくてはいけない。その中には利水、水利用

の既得権、農家用水など多方面の便益が発生するので事業による便益帰着先を明確にする必

要がある。一般の人だってみんな水道を使っていれば便益を受けるわけですよね。それがど

こにどういうぐあいに便益が帰着していくかということを具体的な方法を適用し正確にやっ

ていかないといけないと思います。 

  我々、日本人は特に水に依存する、河川に依存している生活が大きいですから、アメリカ流

に単純にやるんじゃなくて、もっときちっとやっていく仕組みをつくっていかないと人々の

理解を得られないと思います。大分時間はかかると思いますけれども、やはり本腰入れてや

っていただいた方がいいんじゃないかと。 

○柴田委員長 はい、ありがとうございました。一番基本的なところのお話ですので、その辺は、

時間はかかってもそこはやはり追求していくという研究の姿勢というのは必要だと思います。

これは今後とも続けていくということでよろしいでしょうか。そのほかよろしいでしょうか。 
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○林山委員 似たような話で恐縮ですけれども、平山委員、沼倉委員、宮城委員とおっしゃって

いることはごもっともだと思うんです。ただ、これはある種マニュアルということで、個々

細かくやるという研究ではないと僕は思うんです。ということは、もちろん東北地方整備局

で独自に勉強されるということは僕はすごくこれはいいことだと思うんですけれども、むし

ろこういう話というのは全国共通する話ですので、有識者会議でも、当然議論の俎上に上っ

ていると思うんですけれども、もし上っていなかったらこういうことも考えてくれというこ

とを言った方がポジティブじゃないかなという、これは個人的な意見です。 

○柴田委員長 それはごもっともですけれども、相手がやらないときには我々の方でやってみて、

基本的には評価している中でちょっと疑問に思うことについてはやはり研究し、それを進め

ていこうというような形の姿勢だけはきちんと示した方がいいかなと思います。 

  これからの評価もマニュアルが変わるとすればその新しいマニュアルでやるし、それが変わ

らなければ従来の形で現実的に答えは出さなければいけないわけですから、その作業の進め

方と理屈としてどうあるべきかということについては二本立てで考えて、理屈としてのあり

方のところについては忘れないでいきましょうということで先ほどの提案を受け入れるとい

うことでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  ありがとうございました。 

  はい、どうぞ。 

○沼倉委員 個々の事業継続という流れになりますと新たな段階に入らないで転流工までの工事

を継続するという話だと思うんですが、転流工までの中でのこの辺の調査とか今まで用地買

収とかの過程を経ているわけですけれども、その調査ということが本当に十分なものかどう

か、ちょっとほかのダムの方ではその後にコストが増えたというようなこともあると思いま

すので、当然にこれからどのぐらいのコストがかかってという話のところで、コストを出す

ということは、これはかなり労力の要るお話でございますし、ある意味ちゃんと地盤を調査

しないと正しいものが出てこないと思います。 

  ですから、当然転流工部分の工事についてはもし認められるということであれば、その中で

当然にその前段階である調査ということについても十分な予算をとって実施しないと、逆に

今後そのコストが増えてしまうということになると思いますので、もし事業継続ということ

であればその中でちゃんと調査も充実してやっていただきたいなと思っておりますし、逆に

その後コストがふえたら、これはやはり現場の責任だというぐらいの気合を持っていただき

たいと思います。 
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○井上委員 成瀬ダムの地元ですけれども、皆さんの議論を伺っているとやはりダム不必要とか、

何かそんな感じのような論調でいくような気がするんですけれども、論調じゃないというの

も違うんですけれども、過去を振り返っていくと。成瀬じゃなくて雄物川自身が、昭和２０

年に進駐軍が空から空撮、空中写真を撮っているんですけれども、そうすると物すごく蛇行

しているんです。横手盆地なんかはもう縦横無尽に流れているんです。これはもう今度は出

羽丘陵の閉塞地を過ぎてから大平野に入るとまた同じように動いているんです。昭和３０年

の水を進駐軍の昭和３０年の空中写真、斜め写真なんですけれども、平野に出てから海岸の

上空の写真も写しているんですけれども、これはもう池というか、水田ばかりなんです。そ

れもやはり蛇行しているのを放水路をつくって、当然流すでしょ。非常にある意味地元が大

変なのを聞いていることは、今の話は私が見た写真の話ですけれども、個々のものはこの段

階とか、いろいろやると聞いて、印象に残っているのは成瀬ダムができても各町村の浸水で

すけれども、個々の浸水面積がちゃんと出てくるわけですよね。もう本当に相当ショックを

受けているんです。もともと川は平野部分を蛇行して流れていたのが真ん中になっているわ

けですから、それより、私は河川工学じゃないのでわかりませんけれども、いろいろな弊害

があると思うんです。 

  ここの２１ページの引き堤案があるわけです、嵩上げとかありますけれども、コストはその

くらいかかる。でも、こういうときにまた生活の場を失ってしまう人がいる、その人のあれ

じゃないんですけれども、このようになるわけですから、植物や動物もそこに生息している

ものがいなくなってしまうということなんです。そんなようなことをちょっと、これを継続

でいいと思うんですけれども、そういうことを加えてほしいというか、数字にならないもの

も結構あるんです。説得力がないんですけれども。ただ、事実として今河道掘削すれば我々

環境系はある意味、犠牲にされると言うと変ですけれども、一体その工事の際にどういう配

慮をしてやるんでしょうかということを現場でやるようになってきているんですよね。そん

なことも含めてちょっと、地元の１人ですけれども、１人としてはやはりこの継続というこ

とであれば継続でやっていただきたいというふうに強く思います。 

○柴田委員長 、先生は今までの意見はこの成瀬ダムの事業は不必要なんじゃないかというふう

な雰囲気で言っていると言うけれども、それは間違いです。今までの議論は我々が基本にし

ているＢ／ＣのＢと言っているものについていろいろな考え方があるけれども、それについ

ては考慮の余地がありますねということで言っているのであって、成瀬ダムが不必要だとい

うことの意向の発言は僕はなかったと思っていますので、それは誤解です。（「すみません、
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訂正してください」の声あり） 

  それから、今の先生のお話のこの事業を別な方法でやった場合どういうデメリットか出ます

よということについては、先ほど言いましたように新たな評価のための検討をなされますよ

ね。その検討のところで今おっしゃったようなこの事業について別な方でやりますよとなっ

たところでまた改めてご意見をいただいて、その別な方法でやるとこういうデメリットがあ

るのでそこを考慮してくださいというところで生かしてよろしいでしょうか。 

  だから、きょうのところについては今言われた河道掘削をするとどういうがデメリットがあ

りますよということは特に取り上げないで、従来どおりのＢ／Ｃの形で議論して、この結論

としては事業の継続をするというような形でまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり） 

  それでは、この件については原案どおり事業継続とするということで、この理由を三つ挙げ

ていますので、この三つの理由を理由としてこの委員会の判断とするということにさせてい

ただいてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、そのようにさせていただきます。 

   

  〔休 憩〕 

 

〔道路事業 再評価〕 

①一般国道４５号 釜石山田道路事業 

②一般国道４５号 宮古道路事業 

○柴田委員長 続きまして、道路事業の審議に入っていきたいと思います。 

  道路事業の選定委員の堀井さんから審議のポイントについてご説明いただきたいと思います。 

○堀井委員 道路事業に関する審議の事業選定ワーキンググループを６月９日に開催しました。

ご報告させていただきます。 

  まず、今回再評価２件ですので、２件とも重点審議事業といたしました。重点審議事業は審

議のポイントですが、まず釜石山田道路は事業が長期化している、その理由及び今後の事業

の見通しについて審議していただきたいと思っています。二つ目の宮古道路につきましては、

本線暫定供用済みでありますけれども、国道１０６号への接続ランプの今後の事業の見通し

について審議していただきたいと思っております。 

  以上です。 
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○柴田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、早速一般国道４５号釜石山田道路事業について事務局から説明をお願いします。 

○齊藤三陸国道事務所長 三陸国道事務所の齊藤でございます。座って説明させていただきます。 

  釜石山田道路は三陸縦貫自動車道の一部を構成しておりまして、起点が釜石市、終点が山田

町ということで、延長２３キロの幅員２２メートルの自動車専用道路でございます。事業化

は平成５年でございます。都市計画が平成８年度で、用地着手が平成１３年度、工事着手が

平成１６年度でございます。全体事業費でございますが、完成９１０億円、暫定５９０億円

ということで、進捗率につきましては２１％、３１％ということになっております。事業費

につきましては前回再評価時点と変わっておりません。 

  ２ページでございますが、現在事業をしているところの写真を掲載させていただいておりま

す。現道の４５号の渋滞状況を示しておりますが、交通量につきましては約２万台というこ

とで、渋滞長も 大３．５キロという状況でございます。 

  ３ページ以降、事業の必要性、効果などについてご説明いたします。 

  一つ目は、高規格幹線道路ネットワークの構築ということで、この三陸縦貫自動車道につき

ましては東北の高規格幹線道路の一部を構成するということで、その中の釜石山田道路は一

部計画されております。 

  次のページをお願いいたします。 

  渋滞の緩和でございます。図中青丸で囲んである区間がこの区間一番混雑度が大きい区間で

ございます。南北に通じる幹線道路は国道４５号が唯一でございますので、朝夕のピーク時

は交通が混雑しておりまして、これが釜石山田道路ができれば通過交通が転換することで国

道４５号の渋滞緩和が見込まれるところでございます。 

  ５ページでございます。 

  地域医療のサービス向上ということで、中ほど右側の方に表が書かれておりますが、釜石医

療圏、それから宮古医療圏、それぞれ県立病院がございますが、診療科目はすべてそろって

いないということで、お互いの病院が相互に連携し合う必要がございます。さらに、釜石医

療圏につきましてはこのほとんどのエリアが釜石山田道路を通過していくことになりますの

で、通院、それから一分一秒を争う救急搬送におきまして時間短縮が非常に大事なことだと

思いますので、この効果が非常に期待されるというところでございます。 

  ６ページです。 

  安全性の向上でございます。一番下の写真にございますとおり、線形の悪さによりまして、
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真ん中ほどのグラフにございますが、 大で１７８件／億台キロという死傷事故が起きる区

間もございます。こういったところを解消するという意味でも釜石山田道路の効果が安全性

の確保ということで期待されるところでございます。 

  ７ページでございます。 

  緊急輸送道路の信頼性確保ということで、この三陸沿岸につきましては今後も大規模な地震、

津波の発生が予測されておりまして、図中、中ほどの図に示しておりますが、国道４５号に

赤のバツがついておりますが、これが津波浸水想定箇所でございます。もし津波が来た場合

にはこの区間が浸水し、その区間の間のところにつきましてはもうほとんど孤立状態という

ことになります。そういった意味でも早期に整備し、災害時、それから非常時に緊急輸送道

路としての機能が早期に必要だということになると思います。 

  ９ページの方をお願いいたします。 

  費用便益でございますが、計画交通量１万２，０００台につきまして、全線完成で基本ケー

スで１．２、それから残事業で１．８でございます。 

  １０ページの方をお願いいたします。 

  事業の進捗及び今後の見込みについてでございますけれども、全体２３キロのうち平成２２

年度中に図に示しております、中ほどに４．６キロを旗揚げしておりますが、この区間につ

きまして平成２２年度に２車線暫定供用を目標に進めております。さらに、この先行整備区

間の南側、国道２８３号に接する部分の区間につきましては用地買収及び改良、それから橋

梁の工事に着手しております。北側につきましては、大槌町に至る区間につきましては用地

買収の予定としておりますし、さらに北側、山田に至る区間につきましては予備設計という

ことで、現在早期に全線供用を目指しまして全面展開をしているところでございます。 

  １１ページ、お願いいたします。 

  地方公共団体等の意見でございます。意見につきましては、岩手県知事よりコスト縮減に努

めつつ早期完成を図っていただきたいとの意見のほか、表に示しますとおり各団体から整備

促進について数多くの要望が寄せられております。 

  対応方針でございますが、早期整備の必要性が高く、地元自治体等からも整備促進の意見・

要望をいただいたことを踏まえまして、原案として事業継続と考えております。よろしくお

願いいたします。 

○柴田委員長 はい、ありがとうございました。 

  事業選定委員会の方の議論として、この事業については少し長期化しているのではないかと
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いうことで、その理由と今後の見通しで、見通しは今説明いただいたのですけれども、なぜ

長期化したのかということについて何か理由があれば。 

○齊藤三陸国道事務所長 釜石山田道路につきましては、事業着手しましてから２３キロの都市

計画を行いました。この２３キロの都市計画するという、これにつきましてはやはり相当時

間がかかるということになります。その後、都市計画の後、事業の着手まで時間がたってお

りますが、この間につきましては事業区間が長いために早期に効果を発現する区間から先行

的に整備するということで、その区間の調査、調整等で用地着手までの時間がかかっており

ました。 

  そういったことで、その用地後につきましてはさほどおくれているということではないと思

っていますが、そういうことで今年度先行整備区間については暫定供用を迎えるということ

になっております。 

○柴田委員長 ということですが、堀井さん、いいでしょうか、今ので。これでも特別に遅れて

いない方ですということですけれども、やはり我々の感覚からいうとやはり遅れているなと

思いますが。 

  だから、事業化したらば早く完成させるような努力をしなさいというので、その選択と集中

ということを指摘されているものと思います。今後やるときの対応としてやはり事業の長期

化ということについてはできるだけ避けるよう努力しなさいというご意見かなと思います。 

  その意味で、この見通しのところについて短期間でもできるところから開通して行きますよ

ということ、それから２８３号との取りつけとか、いろいろなところについて難しそうなと

ころは早目にやっておきますというような見通しは非常にいいと思いますので、そういう工

夫は今後とも続けていただきたいと希望します。 

  そのほか皆さんの方からいかがでしょうか。 

○堀井委員 Ｂ／Ｃの件ですけれども、例えば１ページの事業費に関しては完成と暫定と出てい

るわけですよね。Ｂ／Ｃはこれは４車の話ですよね。この事業の完成がたしか４車かもしれ

ないけれども、三陸縦貫道の完成というのはネットワークをつなぐということを考えると、

暫定２車で議論すべきではないかという気がするんです。少なくともその情報はこれは載せ

ておくべきだと思うんですが、それはいかがでしょうか。 

○田澤道路調査官 事業の採択の範囲として４車線ということで事業採択いただいているもので

すから、そういう関係で基本的には完成のケースで載せさせていただいたというようなこと

でございます。ただ、先生がおっしゃるように暫定でとりあえず供用というのが一般的です
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ので、それは我々の方できちんとチェックする必要があるかなと、昨年から先生方からいた

だきましたので、そういう意味で暫定のＢ／Ｃについても検討をしているというところであ

ります。ちょっとこの資料には載っておりませんけれども、完成で１．２ですけれども暫定

ですと１．６というふうなことかなと思っております。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  この件について先ほど、７ページにありますように、地震等があった場合に現在の４５号が

使えないところがたくさん出てくるということは明らかです。こういうことを知った上で、

時間がかかっているというのは本当にこの事業をどういうふうに考えているのかというのが

一般的な感覚です。だから、その意味で緊急性があるというのが津波発生時の浸水地域とか

がこれだけ明確に示されている訳ですので、もう少し集中的にやったらどうですかというこ

となんです、何かあるでしょうか。どうぞ。 

○三浦道路部長 委員長のおっしゃるとおりだと思います。思いますが、経緯をごらんいただい

ておわかりだと思いますけれども、今はこういう事業採択はしていないんです。事業化した

後に都市計画決定するというのは今はあり得ません。昔はそういうことをやっていましたし、

それから、２３キロ一遍に事業採択するということも今はほとんど考えられないことであり

ます。 

  今ですと、例えば供用するところをまず採択して、そこの見通しが立ったら次の区間という

ふうに順次やっていっているのが現在の事業の進め方ですので、委員長のご懸念は今後はな

いというふうに思っておりますが、この事業に関しても先ほどご説明しましたとおり、早期

に効果を出すために供用区間をなるべく早くつくるということで事業展開をさせていただい

ているところであります。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ということで、見通しについてはできるだけ効果を早目に出すということですので、よろし

いでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、この原案については事業の継続ということでありますが、この委員会としてもこ

れを認めてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）何か一言つけ加えるとすれば、効果

を少しでも早く出すように努力しなさいということで、その気持ちはご理解いただきたいと

思います。 

  それでは、この件についてはそのようにさせていただきます。 

  では、もう１件です。同じように再評価で一般国道４５号の宮古道路について説明をお願い
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します。 

○齊藤三陸国道事務所長 引き続き説明させていただきます。 

  一般国道４５号宮古道路でございます。釜石山田道路と同じく三陸縦貫道の一部を形成する

高規格幹線道路でございます。延長が４．８キロでございます。事業化は平成１５年でござ

いまして、都市計画決定はその前の年の平成１４年度でございます。用地着手及び工事着手

が平成１７年度でございます。全体事業費でございますけれども、完成が１９０億円、暫定

が１５２億円ということです。全体進捗率はそれぞれ６６％、８２％ということになってお

ります。平成１５年の新規採択の全体事業費に比べまして、暫定の事業費が２億円ほどアッ

プしております。これにつきましては後ほど９ページの方でご説明させていただきたいと思

います。 

  ２ページの方をお願いしたいと思います。 

  宮古道路と平行します国道４５号の渋滞状況につきましては中ほどの写真のとおりでござい

まして、現道は現在２万台ほどで高い混雑率というふうになっております。 

  ３ページ以降、必要性について幾つか説明させていただきます。 

  宮古道路も三陸縦貫道の一部、それから東北の高規格ネットワークの一部を構成するという

ことで、釜石山田道路と同じでございます。 

  ４ページ、お願いします。 

  交通混雑の解消でございます。平行する４５号につきましては、西側からは１０６号、それ

から縦方向は４５号ですが、これのちょうど結節点に当たりますので朝夕の交通混雑が激し

くて、現道区間では岩手県平均の２倍の渋滞損失が発生しているところでございます。 

  ５ページの方をお願いいたします。 

  交通事故の減少ということで、平行する区間につきましては図の真ん中にグラフがかかれて

おりますが、各線形の隘路区間におきまして事故が多く発生しております。下のグラフにご

ざいますとおり、死傷事故率につきましては４５号全体に比べましてこの区間につきまして

は１．５倍になっているというところでございます。 

  次のページ、６ページでございますが、産業支援についてでございます。 

  宮古道路の南側におきましては携帯の金型コネクターの産業の集積地とか、さらに南にはカ

キの生産で東京での６割ぐらいがここから産出されておりますが、その山田町の生鮮食料品

等が１０６号を使いまして縦貫道経由で東京に行っているということで、この宮古道路につ

きましては時間短縮、輸送時の定時性確保、それから精密機械の荷痛みの軽減等が期待され
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ております。 

  ８ページの方をお願いしたいと思います。 

  費用便益でございますけれども、１万４，１００台の計算でいきますと、全線完成４車で１．

９、それから残事業のＢ／Ｃにつきましては６．４と高い値を示しております。 

  ９ページ、お願いいたします。事業の進捗の見込みの視点ということで、冒頭ご説明いたし

ますと申し上げた事業費の増加につきましてここで説明させていただきたいと思います。 

  まず、宮古道路の宮古南から宮古中央の４．８キロにつきましては平成２２年３月２１日に

暫定供用を開始しております。図を見ていただきたいと思いますが、宮古道路の右側の方で

ございますけれども、赤点線から国道１０６号に至るまでの区間を旗揚げしております宮古

中央ＩＣ接続ランプ、この区間をこの事業に加えて整備しているということで事業費がアッ

プしているということでございます。 

  これにつきまして説明させていただきますが、この宮古道路を含みます周辺のネットワーク

につきましては、宮古道路及びその図に示している、上の方に行っていますが宮古西道路、

それからこの接続ランプ、それから１０６号ということでネットワークが形成されていると

いうところでございます。 

  この接続ランプでございますけれども、これにつきましては今供用しています宮古道路の終

点になりますけれども、宮古港線から国道１０６号まで直接つなぐということで、約６００

メートルの延長でございまして、幅員が１０．５メートルでございます。このランプが接続

されることによりまして、宮古道路の交通量が現在は約３，９００台でございますが、５，

４００台に増加する効果、あるいはその接続ランプ自体のＢ／Ｃを計測いたしますと１．８

ということでこの接続ランプ自体の整備効果も高く、宮古道路全体にとって交通量増加の便

益が高く見込まれるものであります。 

  この接続ランプの事業費につきましては２７億円ほどを見込んでおりましたが、この費用に

つきましては宮古道路のコスト縮減、完成で約２８億円を挙げておりますが、これを充てた

いと考えております。 

  そのコスト縮減につきましては９ページ下の方に挙げておるとおりでございますけれども、

主なものとしまして道路の勾配の見直し等によりまして橋を減らしたり、あるいは切り土と

盛り土のバランスをとりまして残土処理の削減等によりまして１２億円とか、それから軟弱

地盤の工法の変更等によりまして５億円とか、こういったコスト縮減へ向けるというふうな

ことを見込んでおります。 
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  なお、ランプの延伸部分の２７億円に対しまして完成時のコスト縮減は２８億円ほどござい

ますが、この範囲であることから４車の全体事業費１９０億円につきましてはそのままとい

たしまして、暫定事業費について２億円ほど超過するということで１５０億円を１５２億円

に変更しております。 

  以上、全体事業費の増を含め、それからランプ延伸の効果に関係する事業の状況等を総合的

に勘案しまして、整備効果の早期発現のために事業内容の見直しを行ったものでございます。 

  １０ページでございますけれども、地方公共団体からの意見等につきましては、釜石山田道

路と同じように岩手県知事よりコスト縮減に努めつつ早期完成を図っていただきたいという

意見のほか、各団体等から整備促進についての要望が数多く寄せられております。 

  以上、対応方針といたしましては、早期整備の必要性が高く、地元自治体からも促進の意見、

要望もいただいていることを踏まえまして、原案として事業継続と考えております。よろし

くお願いいたします。 

○柴田委員長 はい、ありがとうございました。 

  一般国道４５号の宮古道路についての説明ですけれども、これについて皆さんからご質問、

ご意見はないでしょうか。 

○金沢委員 金沢でございます。地元の件で宮古南インターから中央インターまでができて、そ

のときにどういう状況だったのかなということでちょっとご報告をしたいと思います。 

  新しくは直近の４５号から１０６号に抜けるということができて、通勤・通学者にとっては

すごいよい道路になったということで、かなり利用者数がふえております。ところが、宮古

中央からランプのところまでが未完でございますので、逆に当初の花輪橋周辺にかなりの渋

滞を生じていると。だから、利便性の高い道路であるがゆえに皆さんがご利用するんだけれ

ども、出口付近から未完成でありますので、閉伊川を渡って１０６号に行く際に唯一の橋で

ある現道の花輪橋が極端な渋滞を生じております。やはり、これもいろいろな工事をやるに

当たって全線完成しないと一時的にこういう渋滞が生じたり、不便が生じるんだなというこ

とを体感しております。 

  それから、もう一つは、宮古の方から千徳を抜けて盛岡に行く道路と、それから北の方に行

く４５号の部分なんですけれども、やはりこのアクセスがきっちり結ばれることによって地

域のやはり生活の道路の目的がかなり多様化して、すごく利便性も高く、安全性とか医療の

面でもますます効果が発揮されるのではないかと、そういうことを地元の人々はかなり期待

感を持って利用させていただいているという状況でございます。 
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  以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○木村委員 私もこの現地を見てまいりましたけれども、その効果を発現するためにランプを作

っているということと、それから、そのためにかなりいろいろな市町村の協力とか用地の取

得ですか、そういったことをかなり努力されているということを伺いまして、非常にいいこ

とだなと思っております。特にこうやってそういう工夫をすることによって効果がより高く

出ることで、ぜひこの件進めていただきたいなと思います。 

  以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○林山委員 すみません、ちょっと聞き漏らしたのかもしれないんでちょっと恐縮なんですけれ

ども、この資料の１ページを見ると、この審議するのが一般国道４５号宮古道路ということ

になっていますね。それで、延長４．８キロ。下の図を見ますと、ここで審議するのが宮古

市金浜から宮古市松山までの宮古道路ということですよね。タイトルから対応すると。なぜ

このランプをこの委員会で審議する必要があるのかということが一つ。 

  このランプは宮古道路がもうくっついているから、よくわかるんです、この効果があるとい

うことはよくわかるんですけれども、その正論ですとこれは何道路になるんですか。 

  以上です。 

○柴田委員長 今のところについて何か。 

○田澤道路調査官 まず、第１点目、なぜ審議するのかというところですけれども、本線として

は４．８キロ、インターの間、既に供用しておりますけれども、いわゆる宮古道路の本線で

はないんですが、ランプアクセスと、ランプ連結路というようなことですので、そういう位

置づけにこの今回説明した６００メートルを加えさせていただいたものですから、そういう

観点で宮古道路の中でご審議をいただきたいということでございます。それが第１点でござ

います。 

  ２点目は、なぜこれを宮古道路の事業でやるかということだと思うんですけれども、今現在

市道の宮古港線というところでアクセスランプが実はとまっておりまして、したがって、先

ほど金沢先生がおっしゃったようにまだ渋滞等もあるということで、これについてはやはり

１０６号にくっつけていくということがこのバイパスの効果、宮古道路の効果をより発揮で
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きる手段ではないかということになりまして、そういう共通認識を県並びに市も持ったとい

うことで、私ども三者でそこはよく調整をし、ご意見をいただきながら、これは宮古道路の

中でやっていくのが適切ではないかなというような判断をさせていただいたということでご

ざいます。 

  ちなみに、この道路について、アクセスランプについて、いずれ都市計画決定されている道

路でございますので、いずれこの事業でやるかどうかは別にして必要な道路ということでご

ざいます。そういう観点で、それを私どもの方で取り込んで前倒しでやらせていただこうと、

それがより効果的ではないかなという判断をさせていただいたということでございます。 

○柴田委員長 この９ページのところが一番みそじゃないかと思いますが、この宮古中央インタ

ーの接続ランプのところの６００メートルをするときに２７億円かかるけれども、既存のと

ころの宮古道路の方のところで工事の費用を相当節約できましたので、これをジョイントす

るとプラス２億円でできるというようなことなのです。この道路の節約分を節約として独立

させるのではなくて、このランプの方とのジョイントで対応するというふうな形の考えで今

回ここに入れさせてもらったということだと思います。 

  だから、一般的にはランプというのは短いです、それがロングで６００メートルだったとい

うようなことで、本来６００メートルもあるときには当初の計画から入れるべきだったので

しょうが、これについては今のような途中の経緯があって、この段階で入れて事業をした方

が早くでき上がって、効果も発現できるということです。位置づけとしてはランプなので一

括して評価対象に見てくれないかということ、収支の方でもこれを入れて検討してもらいた

いということで今回出てきているということです。厳密には先生がおっしゃるように今回の

評価は宮古南インターから宮古中央インターまでですけれども、その中のランプとして位置

づけて評価の対象にしたというようなこととご理解いただければありがたいんですけれども。

（「よくわかるんですが、手続上問題というのは」の声あり）そういうことで、内部では手

続上きちんとできましたということです。発現が明確にでて、予算上も対応可能であるとす

れば、その辺は少し柔軟に考えてもいいのかなと思います。よろしいでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○宮城委員 今のことに一部関係して一部全然関係ない質問です。このランプを見ると本線の方

は１種３級で２２メートル幅員ですよね。こちらのランプの方は幅員が１０メートルでほぼ

半分ぐらいになっていて、つまり渋滞が予想されるんですけれども、何でこういう幅員構成

になったのかということが一つの質問です。ちょっと関係する質問というのは、この接続部
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分は県の事業ですか、それとも国の事業。そういう意味でいけば今林山先生が言ったように

一括でやるのか、県は県で別の事業として見るのかと。どちらかというと私の質問の意図は

第１番目の方に重きがあります。幅員がこれだけ違うのでもともと渋滞は予想されるような

接続ランプになっているので、この道路に対する期待も大きいことからいえば・・・。もし

これが県の事業だったらこちらで申し上げてもしようがないことかもしれませんけれども。

事業はすでに動いているでしょうから今からでは遅いかもしれませんが・・・。初めから渋

滞が予想される幅員構成だなという感じを受けているんですが。 

○柴田委員長 実は現地を見てきました、ここには書いていないし、書けないのですけれども、

高速道路はここだけじゃなくて、この後北に延びていく構想があります。この道路は宮古道

路からおりるランプなので２車線でという形になっております。ご理解いただけるでしょう

か。 

○宮城委員 ある程度わかります。だけれども、その延びるというのはいつごろの。 

○柴田委員長 それが、本当は書ければいいのですけれども、構想的にはそのようになっている

ようです。 

○宮城委員 すみません、私は現地参加できなかったものですから。 

○柴田委員長 そういうことなので構造的に４車から２車というのはそのような理由だというこ

とでご理解いただければ。ということでよろしいでしょうか。 

○田澤道路調査官 それと２件目の件でございますけれども、県の事業か市の事業かというよう

なことですけれども、これまで説明してきたようにこのランプについては国の事業として今

取り組んでいると。ただ、都市計画決定をした時点では市の事業というようなイメージもあ

ったかと思います。より効果を早くするためには早くつくらなければいけないというような

ことで、三者協議をして県市協議をして国の方で取り組んだというようなことでございます。 

  いずれそこ柴田委員長がおっしゃったように、 後に法線が延びていったときにこの道路の

取り扱いというのはまた法令管理者にどこがなるべきかということはその時点で議論になる

かと思いますけれども、現時点として国として整備をして、そして国としてきちんと管理を

していくというつもりでございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ちょっと時間も押しているので、もし特にご異論がなければこの件については事

業継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。 
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〔委員会報告事項 再評価〕 

・馬淵川水系河川整備計画 

・米代川水系河川整備計画 

・鳴瀬川直轄河川改修事業 

・鳴瀬川総合開発事業 

・子吉川直轄河川改修事業 

・鳥海ダム建設事業 

○柴田委員長 それでは、引き続きまして委員会の報告事項の再評価がありますので、できるだ

け時間を守るように努力してください。お願いします。 

○鈴木河川調査官 河川調査官の鈴木でございます。報告事項全部で６件の事業についてご報告

をさせていただきたいと思います。 

  お手元の資料４－１をあけていただきたいと思います。 

  １枚めくっていただきますと横長Ａ４の資料がございますけれども、ここに今回ご報告する

趣旨が整理されているというところでございます。今回ご報告するのは国土交通省所管公共

事業の再評価実施要領に基づいてご報告させていただくものでございます。この中に「河川

整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価の手続が行われたものとして位置づけるも

のとする」、「その結果を事業評価監視委員会に報告するものとする」というふうに規定さ

れております。 

  また、下段を見ていただきますと、「河川整備計画策定後、計画内容の点検のために学識経

験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価監視委員会にかえて当該

委員会で事業再評価の審議を行うものとする」とされておりまして、その結果につきまして

も事業評価監視委員会にご報告するという規定になっております。 

  それぞれ二つの趣旨がございますけれども、これに該当するものが合わせて６件ございまし

たので、これについてご報告するものでございます。 

  １枚めくっていただきまして、Ａ３横長の資料がございます。 

  上からまいりますが、一つは馬淵川直轄河川改修事業についてでございます。これにつきま

して右から２番目の列の欄を見ていただきたいと思いますけれども、平成２１年８月６日、

第５回馬淵川水系河川整備学識者懇談会においてこの馬淵川直轄河川改修事業についての審

議をいただいておりまして、この整備計画が決定されたのがその後１月２８日に策定をされ
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ていると。これを受けまして今回ご報告をさせていただきました。この審議の中では事業の

継続は妥当と判断する、公表の仕方についてはわかりやすく工夫されたいというご意見をい

ただきました。 

  それから、２列目、米代川直轄河川改修事業についてでございますが、これも同様に昨年１

１月２７日に米代川水系河川整備学識者懇談会でご審議をいただきまして、事業の継続は妥

当というふうに判断いただきました。 

  それから、三つ目でございますが、鳴瀬川直轄河川改修事業と、それから四つ目の鳴瀬川総

合開発事業につきまして、去る６月１７日、第６回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会を開催

していただきまして、その際に河川事業、それから鳴瀬川総合開発事業についてはダム事業

でございますけれども、河川、ダム合わせてこの６月１７日の懇談会でご審議をいただきま

した。結果、河川改修事業につきましては事業の継続は妥当と判断する、ダムの流水の正常

な機能の維持の確保による便益については今後全国的な課題として議論をしていく必要があ

るが、これは河川とダムと合わせた形で意見をいただいているわけでございますけれども、

きょうの委員会でも議論がございましたが、流水の正常な機能の維持の確保についてこのよ

うな意見をいただいているというところでございます。 

  鳴瀬川の直轄河川につきましては事業継続ということで評価をいただきまして、また、ダム

事業につきましては、冒頭河川部長からもご説明申し上げたように、検証対象となっており

ます。それを受けまして調査・地元説明の段階を継続という評価をいただきました。 

  めくっていただきまして、裏を見ていただきたいと思いますが、次に記載しているのが子吉

川直轄河川改修事業と、それから子吉川水系に設置を考えている鳥海ダムの建設事業、この

２件について６月２８日、第６回子吉川河川整備委員会においてご審議をいただきました。

結果、ここの欄に記載しているようなご意見を賜りまして、対応方針としては直轄河川改修

事業については事業継続、ダム事業につきましては調査・地元説明の段階を継続ということ

でご意見をいただいた次第でございます。 

  以上、報告事項でございました。 

○柴田委員長 ありがとうございました。何かご質問か何かありますか。（「なし」の声あり） 

  では、ただいまの報告をこの委員会として受けたということにさせていただきます。ありが

とうございました。 

 

５．その他 
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○柴田委員長 それでは、議事録の確認です。 

  ちょっと読ませてもらいますと、成瀬ダムの建設事業についての対応方針は継続が妥当であ

ると。意見として四つありまして、「今後行われる個別ダム検証の検討については検討結果

を改めて委員会に報告すること。」「流水の正常な機能の維持に関する便益算出方法につい

て調査研究し、委員会に報告すること。」「農業用水の利用について利用実態について把握

すること。」「将来のコスト増を招かぬよう調査を充分に実施すること。」以上が成瀬ダム。 

  それから、道路の方については２件について対応方針は原案どおり継続が妥当であると。意

見として、一般国道４５号釜石山田道路については整備効果が少しでも早く発現するよう努

力することということ。 

  以上ですけれども、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、この文章をもって本日の審議結果とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

  あとは事務局の方で何かご連絡ありましたらどうぞ。（「特にありません」の声あり） 

 

６．閉 会 

○司会 どうもありがとうございました。以上をもちまして平成２２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たいと思います。どうもありがとうございました。 


