
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２２年９月３日（金曜日） 

    １３：３０～１５：３０ 

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 それでは、ご案内の時間よりも若干早いですが、全員の委員の方おそろいになりました

ので、ただいまから今年度第２回目の東北地方整備局事業評価監視委員会を開催いたしたい

と思います。よろしくお願いします。 

  委員の方々には、本日はお忙しい中、また暑い中、ご出席を賜りましてありがとうございま

す。２時間の委員会を予定していますけれども、よろしくお願います。 

  なお、第１回目の委員会以降、東北地方整備局の幹部職員２名に異動がありましたので、紹

介いたします。まず初めに、澤田副局長でございます。 

○沢田副局長 ８月１０日付で整備局の副局長で参りました澤田でございます。どうぞご指導よ

ろしくお願いいたします。 

○司会 続きまして、神山総務部長でございます。 

○神山総務部長 同じく８月１０日付で総務部長を拝命しました神山と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

○司会 よろしくお願いします。 

  なお、本日、星めぐりホタルコンサート実行委員会の代表世話人であられます金沢委員、有

限責任監査法人トーマツ公認会計士の沼倉委員、そして仙台商工会議所専務理事であります

間庭委員がご欠席となりますので、１１名中、８名の委員の出席で開催させていただきます。

よろしくお願いしたいと思います。 

  なお、今回ご審議いただく事業でございますが、道路事業の再評価６件、事後評価１件、合

計７件となっておりますので、よろしくお願いします。 

  本日の会議資料につきましては、お手元にお配りしております配付資料の一覧表で資料確認

していただければと思います。もし過不足がありましたら事務局の方にお申しつけいただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、次第に沿いまして進めさせていただきたいと思います。 

 

２．挨 拶 

○司会 初に、東北地方整備局長、青山俊行よりご挨拶申し上げます。 

○青山局長 整備局長の青山でございます。先生方には、大変お忙しいところ、そして今年は史

上 高の暑い夏ということで大変暑い中お集まりいただきまして、大変ありがとうございま

す。 
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  毎回申し上げておりますけれども、公共事業に対するいろいろな議論がある中で、やはり透

明性を高めて、そして事業評価を適宜適切に行って見直しをしていくということが非常に大

事でございます。そういった中でこの委員会に対する期待は非常に大きいわけでございます。

よろしくご審議をお願いしたいと思います。 

  本日、第２回ということで、道路関係６件の再評価と事後評価１件ということで道路関係を

中心にさせていただきます。地域的にも青森と秋田ということであるエリアに特定したよう

な形になっていますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  委員長初め委員の皆様方には忌憚のないご意見をぜひ活発にお願いいたしまして、審議が有

効に進みますようお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、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 それでは審議に入りますが、審議の前に、報道の方にお願い申し上げます。これ以降に

ついては、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。よろしくお願いしま

す。 

  では、これから対象事業の審議に入らせていただきます。柴田委員長、よろしくお願いしま

す。 

 

３．議 事 

〔道路事業 再評価〕 

・一般国道 ４５号 八戸南環状道路事業 

・一般国道１０１号 五所川原西バイパス事業 

・一般国道  ７号 鷹巣大館道路事業 

・一般国道  ７号 大館西道路事業 

・一般国道 １３号 河辺拡幅事業 

・一般国道 １３号 院内道路事業 

○柴田委員長 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

  本日の議事は、先ほどお話がありましたように道路事業であります。再評価が６件、それか

ら事後評価が１件であります。これらについて皆様からの忌憚のないご意見を承りながら審

議を進めていきたいと思います。 

  道路事業の審議に入る前に、道路事業に関しての審議のポイントについて、選定委員である

堀井委員からご説明いただきたいと思います。 
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○堀井委員 それでは、私の方から審議の選定理由と審議の際のポイントについて説明させてい

ただきます。道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを７月２１日に開催しまし

たので、その中身をご報告させていただきます。 

  ワーキンググループは、柴田委員長、九戸委員と私の３名により検討を行いました。 

  まず今回は、今お話が出ていますけれども、再評価６事業、事後評価１事業の合計７事業が

対象となっておりまして、その中で重点審議事業についてでありますけれども、事業を見直

す八戸南環状道路、事業費が増加する五所川原西バイパス、また、連続する区間の中で道路

構造、規格が異なる鷹巣大館道路、大館西道路の４件を重点審議事業とさせていただきまし

た。 

  審議のポイントでありますけれども、八戸南環状道路は、事業を見直した点、さらには事業

費が増加している点について審議していただきたいと思います。五所川原西バイパスは、事

業費の増加理由とその内容を踏まえて審議をお願いいたします。 後に、鷹巣大館道路と大

館西道路は、連続する区間の中で道路構造、規格、種別、設計速度、幅員等が異なる点につ

いて説明をしていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、早速順番に審議に入りたいと思います。 初は、一般国道４５号八戸南環状道路

事業について、まず事務局から説明をお願いいたします。 

○青森河川国道事務所 青森河川国道事務所所長、久保田でございます。それでは、道路事業再

評価、一般国道４５号八戸南環状道路につきまして説明させていただきます。資料は１－１

でございます。 

  １ページ目でございます。 

  八戸南環状道路は平成３年度に事業化されてございまして、用地着手平成５年度、工事着手

平成１１年度ということでございまして、前回の再評価が平成１７年度でございます。以来

５カ年経過してございますけれども、事業再評価実施要領が今年度改定になってございます

ので、前回再評価後３年経過ということで本日お諮りするものでございます。 

  まず、八戸南環状道路の概要でございますけれども、青森県八戸市と岩手県久慈市を結びま

す八戸・久慈自動車道の一部をなすものでございまして、八戸・久慈自動車道５０キロのう

ち延長が８．６キロでございます。地域間の交流・連携促進、国道４５号の交通混雑の解消、

それから高次医療施設へのアクセス向上等を目的に行っているものでございます。 
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  全体事業費でございますけれども、平成１７年度のときが３８０億円、それが４３５億円と

いうことで５５億円増大してございます。なお、この事業につきましては、完成４車線、暫

定で２車線整備ということでこれまで進めてまいったわけでございますけれども、今回、４

車線整備を２車線整備に変更したいということでございまして、ここに書いている数字は２

車線における事業費の変更額を記載させていただいているところでございます。事業の進捗

につきましては、全体８１％、用地については９４％になってございます。 

  ２ページをお願いいたします。地域の課題と整備目標ということでございます。 

  青森県八戸地域、それから岩手県二戸、岩手県久慈地域につきましては、県境を越えた三圏

域の連携ということで、懇談会の設立など広域的な地域づくりが推進されているところでご

ざいまして、下の表にございますような専門部会、いろいろな活動がされているところでご

ざいます。こういった中で移動時間の長さが課題になっているということでございます。 

  ②の救急医療施設へのアクセスということでございますが、この地域につきましては三次医

療施設ということで八戸市立市民病院があるわけでございますけれども、ここに３０分で到

達できない地区がございます。この八戸市立市民病院は実は整備中の八戸南環状道路の近傍

にございますので、整備されますと整備後の３０分圏が拡大するということでございます。 

  ３ページ目にまいります。 

  そういうことで広域的な国道ネットワークが未整備ということでございまして、八戸南道路

につきましては既に３．８キロメートルが供用されております。さらにその先、八戸南道路

ということで供用している区間があるわけでございますけれども、それと東北自動車道とが

接続していないということでございまして、緊急医療施設へのネットワークという意味でも

未整備でございます。そういったことでございまして、一番下でございますけれども、政策

目標といたしまして、広域連携・交流を支援するネットワークを形成する、それから第三次

医療施設への速達性を向上させる、こういったことを政策目標に掲げさせていただいてござ

います。 

  続きまして、４ページでございます。 

  そういうことでございまして、整備目的と位置づけでございますけれども、八戸南環状道路

は、太平洋沿岸部の幹線である八戸・久慈自動車道と内陸部を縦貫いたします東北道を連結

いたしまして、広域的な交通ネットワークを形成する路線と位置づけているところでござい

ます。 

  続きまして、５ページでございます。 
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  ５ページでは事業の経緯を書いてございます。先ほど申し上げましたように、平成３年度に

事業化、それから都市計画決定をしてございます。この時点では有料道路として事業化して

ございます。５年度に用地買収を行ってございます。それから、平成８年度に産業廃棄物処

分場通過対策の検討（ルート等）を開始ということでございますけれども、これにつきまし

ては後ほど説明させていただきます。それから、先ほど申し上げましたように平成１６年度

より暫定２車線を供用してございます。平成１７年度には日本道路公団の民営化ということ

で、八戸第２ジャンクション、これは先ほどの１ページ目の図で見ていただきますと、八戸

ジャンクションがありまして、それから八戸インターチェンジに行く東北縦貫自動車道がご

ざいますけれども、当初そこに整備することになっていたジャンクションでございますけれ

ども、それの整備を当面先送りすると。それから、南環状道路を無料化に変更するというこ

とにしてございます。 

  計画交通量でございますけれども、これは４車線を前提にしてございますけれども、平成４

２年で７，６００台ということでございます。 

  車線数ですが、先ほど４車線から２車線に変更したいと申し上げましたけれども、基本的な

考え方でございますけれども、八戸・久慈自動車道を構成する道路ということで高いサービ

ス水準を確保するために、自動車専用道路、設計速度８０キロ、道路の区分といたしまして

は第１種第３級を考えてございます。この場合、下の表にございますように、２車線と４車

線の区分につきましては１万４，０００台というのが一つの基準になってございます。これ

が日当たり１万４，０００台未満でございますので、事業は２車線としたいということでご

ざいます。 

  ６ページからが事業費の増嵩の話になります。 

  先ほど産業廃棄物処分場の通過のルートの検討を平成８年度から始めたということでござい

ますけれども、当初計画案では、「現行・Ａルート」と書いてございます緑のところで「産

業廃棄物処理場」と書いてございますけれども、この区間をトンネルで通過するような計画

になってございました。当初はいかにしてこの区間を通過するかというような検討をしてい

たわけでございますけれども、その中でなかなかうまくいかないということで、平成１３年

度にはルート区間の用地買収を休止してございます。それで、それを回避するということで、

下の表にあります二つのＡルート、Ｂルートを考えたということでございます。Ａルートに

つきましては、平面線形は変わらないんですけれども、縦断を下げまして産業廃棄物処理場

の下を通過するというルートでございます。Ｂルートにつきましては、平面的に避けたとい
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うことでございます。現行ルートにつきましては、下の表にありますように産業廃棄物のと

ころを通過するということでございますので、その処分をさらにもう１回しなければならな

いということで経済的にも不利と考えてございます。Ａルート、Ｂルートにつきましては、

９０億円、８９億円とありますけれども、経済的にほとんど同等と考えてございまして、Ｂ

ルートの場合は一度都市計画決定しているわけでございますけれども、宅地開発近傍を通過

するというようなこともございまして、総合的にＡルートが優位と考えたところでございま

す。 

  それから、縦断的に産業廃棄物の下を通るということで、７ページにありますように、是川

トンネル整備検討委員会というものをつくりまして、線形計画・構造、施工時の対策等につ

きましては委員会を組織いたしまして検討を行っておりまして、新鮮な凝灰岩部をトンネル

で通過する、あるいは水質試験等に異常が見られた場合、十分な検討を行うというようなご

指摘をいただいているところでございます。 

  ８ページにまいります。 

  縦断線形を下げたということでございまして、これが事業費の増嵩につながっているわけで

ございまして、是川トンネルが約２倍の長さになったということで事業費が１８億円ほどふ

えているということでございます。それから、縦断線形を下げたということで、前後の部分

が盛土を計画していたんですけれどもその部分が切土になったということでございまして、

交差する道路につきましてはＢＯＸを考えていたわけでございますが、それがこ道橋に変更

になった。また、埋設をしておりました導水管の移設もあわせて必要になったということで

ございまして、合わせまして縦断線形の変更による増額が２５億円になったということでご

ざいます。 

  それから、９ページでございます。 

  土質改良でございますけれども、この地域は火山灰層ということでございまして、当初は自

然乾燥によりまして切土部分の土を盛土に使えるというふうに考えていたわけでございます

けれども、土質試験等をやりますと、自然含水比が、通常施工性が確保される目安が４０％

程度のところが６０％以上である、あるいはコーン指数が４００ｋＮ／平米以上必要なとこ

ろがそれが到底達成できないということで、下の方の図にございますように、土砂をバック

ホウで掘削いたしまして、それを石灰をまぜて土質改良を行う。それをダンプトラックに積

んで盛土施工場所まで運ぶというようなことでございまして、この予算につきましては１０

億円ほどの増額になっているということでございます。 
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  それから、１０ページでございます。 

  橋梁の設計でございますけれども、当初は既存資料等によりまして地質を想定し橋梁の計画

を立てていたわけでございますけれども、事業化に伴いまして詳細なボーリング調査、地質

調査を行ったところ、支持層が大変深いということがわかったわけでございます。そういっ

た条件の中で経済的な橋梁を設計したわけでございますけれども、コンクリート橋からメタ

ルへ変えると、そういったこともやっているわけでございますけれども、主といたしまして

下部工の杭が長くなったというようなことで事業費が増加しているということでございまし

て、笹原大橋につきつましては４億円、それから新井田川橋につきまして２億円、合計６億

円の増になっているということでございます。 

  それから、１１ページでございます。 

  八戸ジャンクション近傍のところでございまして、送電線の下を通るところがあるわけでご

ざいますけれども、それにつきましてクリアランスがとれないことが実はわかってしまった

ということでございまして、その移設費用として３億円、それから占用物件等の移設費用も

含めまして５億円の増になったということでございます。 

  それから、１２ページにまいります。 

  埋蔵文化財調査でございます。この地域は埋蔵文化財が大変たくさん出てまいるわけでござ

いますけれども、当初、文献等によりまして想定していたわけでございますけれども、現地

試掘調査を行いますと、かなり面積も広いし、また出土品も多いということでございまして、

７億円ほどの増加になったということでございます。 

  続きまして、１３ページでございます。 

  その他、交差する道路につきましては、できるだけ側道をつくりましてＢＯＸで通すところ

を集約化したいということでやったんですけれども、地元協議の結果、ＢＯＸをつくらなけ

ればならないというようなことがあって、これも増の要因になっているということでござい

ます。 

  １３ページの下に以上をまとめておりますが、一番下にコスト縮減といたしまして、路床材、

現場の工場で出てくるフェロニッケルスラグというものを路床材で使うこととか、あるいは、

先ほどＢＯＸがふえたと言いましたけれども、こ道線橋計画を見直して統合したということ

もございまして、こういったコスト縮減の取り組みもやったわけでございますけれども、増

減合わせまして５５億円、当初の３８０億円に含めまして４３５億円ということでございま

す。 
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  以上が事業費増嵩でございます。 

  １４ページ以降が事業の必要性や効果について書いてございます。簡単に説明いたしますが、

広域的なネットワークということで、八戸～久慈間、八戸・久慈自動車道が整備されますと

約３０分短縮されるということでございます。１５ページにつきましては、先ほど申し上げ

ました医療施設につきましてのアクセスが向上するということで、３０分圏域のカバー率が

かなり上がるということでございます。それから、１６ページが物流の効率化への寄与とい

うことでございまして、このあたりは養鶏場が多い鶏卵の産地でございますけれども、こう

いったところで高速輸送が可能になるということでございます。１７ページは、この地域は

種差海岸、それから八戸ということで観光客がたくさん来られるわけでございますけれども、

ほとんどの人が自動車を利用しているということでございまして、この道路整備により広域

観光圏の形成に寄与するということでございます。 

  それから、１８ページへまいります。 

  費用便益比でございますけれども、事業費の増嵩がございまして、２車線での配分を書いて

いるわけでございますけれども、６，４００台ということでございまして、全体事業費で１．

３、それから残事業で１．８となっております。 

  １９ページの社会情勢の変化は省略させていただきます。 

  ２０ページでございますけれども、事業の進捗でございますけれども、用地も９０％以上終

わってございます。また、先ほど申し上げましたように、八戸南インターチェンジ～八戸是

川インターチェンジ、２車線供用開始しているところでございます。ということで、早期の

全線供用開始を目指したいということでございます。コスト縮減のメニューにつきましては

先ほど申し上げたとおりでございます。 

  ２１ページでございます。 

  青森県知事の意見でございますけれども、事業の継続に異存はありません。ただし、一般国

道４５号八戸南環状道路の事業計画については高速道路無料化というのが行われております

ので、交通需要の変化などを総合的に勘案し、引き続き検討してくださるようお願いします。

あわせて、早期完成を図るようお願いいたします。また、コスト縮減をお願いいたしますと

いうような意見をいただいてございます。また、各種団体から南環状道路の整備促進につき

まして要望がございます。 

  そういうことでございまして、対応方針の原案といたしまして、事業を４車線整備から２車

線整備に見直し、事業継続ということでございます。理由といたしましては、下に書いてお
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りますように、高規格道路のネットワークの形成、高次医療施設へのアクセス向上、物流効

率化、こういったものは変わりませんので、４車線整備から２車線に見直して事業継続数と

いうことを対応方針の原案とさせていただきます。 

  説明は以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいま事業再評価の１番目の一般国道４５号八戸南環状道路について説明がありましたけ

れども、皆様からご質問、ご意見がありましたらどうぞ。 

○林山委員 私の理解に誤りがあったらご指摘いただきたいんですが、３ページのミッシングリ

ンクの図を拝見すると、赤い部分は供用されていると。それで、八戸ジャンクションまでを

くっつけたいという話ですね。これは確かにＢ／Ｃの値を見ても効率的であろうと思うんで

すけれども、通常、段階的整備を考えると、ジャンクションの方から、つながっている方か

ら整備した方が絶対効果は高いはずなんですね。 

  僕の伺いたいのは、この今供用中の部分のＢ／Ｃは幾つだったのかと。つながることによっ

て全体の事業は効率的かもしれませんけれども、もともとの投資は、これは僕は余り効率的

じゃないんじゃないかと思うんです。なぜここからつくらざるを得なかったのかと、この説

明責任はあると思うんですけれども、いかがでしょう。 

○道路調査官 お尋ねの件ですけれども、確かにネットワークを形成する観点からいきますと幹

の方から枝に向けてということで、先生のおっしゃるとおりだと思います。ただ、ここは少

し特殊性がございまして、実はこの道路のミッシングリンク、欠けている部分は、無料道路

とはいいながらも、有料道路の入り口につながるといいますか、有料道路につながる機能し

か果たしていないわけです。したがって、この区間を走ると必ず有料道路に行かなければい

けないということがあるものですから、無料道路で行っても必然的に料金がかかるという状

況がございます。 

  そういうことで、交通量的には実は今供用しているところの方が多いと、より効果が高いと

いうようなことだったものですから、そういう特殊事情から高速道路の方から遠い方を先に

整備してきたということがございます。他所とは条件がそこが違うということでございます。 

○柴田委員長 それで、現在供用中の、例えば八戸南道路の種差海岸と八戸南インターのところ

が供用中ですよね。そこについてのＢ／Ｃは幾らだったんですかということです。 

○道路調査官 今、その八戸南インターから八戸是川インターがあって、それから八戸ジャンク

ションまでの間というこの８．６キロで１．２６ということでありまして、事業費的にも八
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戸是川インターから八戸ジャンクションまでの方が高いですので、今数字ははじいていませ

んけれども、今供用している区間の方が、２車線の場合、全体の１．２６よりは高いという

ことは間違いないと思っております。 

○柴田委員長 それでは、今の八戸南と種差海岸のところのＢ／Ｃについては、今突然なので数

値はわからないかもしれないけれども、本日の会議中にもしわかったならば後で教えてくだ

さい。 

○道路調査官 はい、わかりました。 

○柴田委員長 よろしいでしょうか、先ほどの質問。 

○林山委員 数字は今急に申し上げたので出ないことは理解できるんですけれども、これを見る

と、うがった見方をすると、あえてミッシングリンクをつくっておいて、だからつなげなけ

ればいけないというふうに見えるんです。例えば、国交省の幹部の方がいっぱいいらっしゃ

る前で言うのは失礼ですけれども、九州整備新幹線なんて福岡からずっとつくっていけばい

いと思うのに、九州の端っこの方を先につくっておいて、これつなげなきゃ意味ないと結局

つなげるのと同じ論理ですよね。そういうふうに見られませんか。 

○道路調査官 そういうお話も確かに疑問がおわきになると思いますけれども、先ほど申し上げ

た効果の点が一つでございます。そこのところはひとつご理解をいただきたいんですけれど

も。もう一つ余りよろしくない状況があったのも事実でございます。申し訳ございませんけ

れども、ここは産廃処分場の下を通過するという状況があったものですから、ここに少し検

討時間が割かれてきたということも現場レベルではあったということでございます。 

○柴田委員長 よろしいでしょうか。 

○林山委員 結構です。これ以上は。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○平山委員 道路の構造物は安全でなければいけないと思いますし、つくる場所が自然ですから

わからないところが残っているというのは当然の話でございますけれども、今回の工事費が

随分増えた点をちょっとお伺いしたいと思います。 

  平成１７年に１回評価をやっているときにそれがどういうふうに扱われたのかというところ

が一つと、あと、ふだんはこんなには狂わないんだと思いますけれども、自分の家を建てる

ときにこんなに狂ったらとても払えませんから、そんなに狂うことはないと思うんですが、

こうなったことに対してどんな対策を打って、その原因をどういうふうに考えておられるか、

そのあたりをちょっとお話しいただければと思います。 
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○道路調査官 前回の再評価が平成１７年ということでございますので、先生がおっしゃるよう

に、５ページの上の方に事業経緯ということでお示ししてございますけれども、産廃処分場

を通過するということは平成１７年以前に、事業化の時点から知っていました。従って、そ

の辺も含めて１７年度評価時にいろいろ整理をしてお出しできればよかったなという具合に

正直に思います。ただ、事務所の実態をいろいろ聞いてみますと、非常に不確実な要素があ

ったと。産廃処分場ということですので、どこまで深さがあるのかとかどういうものが埋ま

っているのかとか、これがなかなか確認する術がないようなところもありまして、そういう

ことから明確にお出しできないというところが、ある意味慎重になり過ぎて１７年にお話し

できなかったということがあるんだろうと思います。ただ、おっしゃるように産廃処分場は

当然だれが見ても明らかなわけですから、これは当時出しておくことが、不確実だけれども

ということで出しておけばよかったということはございます。 

  それから、事業費が非常に増えていると。これは産廃処分場の関係もありますし土質の関係

もあります。正直申し上げてここまで増えるというのは私どももないと、ほかではないとい

う具合に思っておりますけれども。ただ、そうはいってもコスト管理をきちんとするのは当

然必要だということで、このたびのことも受けまして、大きく三つこれから、より真剣にや

っていく必要があるかと思っています。 

  一つは、新規採択時の事業費算出の精度をいかに上げるかということだと思います。これは、

特に今回の場合、地盤の関係でございますので、地表地質調査あるいはボーリング等を調査

段階で、予算は限られておりますけれどもなるべくしっかりやっていきながら、そしてその

結果を、整備局の方にＶＥ審査会というのがございますので、そこに上げながら事業費を精

査していくと。これは十分にはできないと思いますけれども、そういう努力を一つしていこ

うと。 

  それからもう一つは、事業化した後にまず何をやるかといったときに、やはりこういう事業

費が大きく嵩むような構造物あるいは不確定な地盤状況、こういうものは、工事に入る前に、

事業化してすぐに詳細な現地調査をする、ボーリング調査をすると。そういうことによって

工事に入る前の段階でその不確定な要素をなくしていくと。もしその時点で事業費が大きく

増えるようであれば、これは工事に入る前に皆様のご審議をいただく、再評価をいただくと。

そういうことが必要なのではないかと思っています。 

  それから第３点目としては、当然ながら、毎年度のプロジェクトマネジメントといいますか

毎年度の収支の管理、こういうことをきっちりしながら、もし増えるようであれば、どこで
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コストを縮減していくのかということを併せて考えていくと。その三つをこれからより徹底

してまいりたいと思っております。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○九戸委員 青森県の案件がかかるたびに増額の案件が多くてどきどきするんですが、今回、委

員長と道路委員長においでいただきまして、青森県の道路事情をよく体験していただいたと

思います。こんなにひどいのかと。笑っていますけれども、非常に八戸から青森に行くのに

時間がかかるというのを体感していただきました。それだけ道づくりが遅れているというこ

とだと思います。 

  今回のこの八戸南環状道路も、産廃場、私もあの産廃の仕事をいたしましたけれども、処理

場があるのがわかっていると後から言うのは簡単ですが、例えば許可がおりていなかったり

とか許可以上のものを捨てていたりというので、まさに詳細な調査をしない限り現状が明ら

かにならないというのは産廃の常ですので、もっと前に詳細な調査が欲しかったというのは

本当のところですけれども、犯罪絡みだと思えばやはりこれはいたし方ないのかなと思いま

す。 

  ただ、今回八戸の市長から一言注文がございまして、今、八戸自動車道が社会実験で無料化

になっています。これによって交通量もふえているんだけれども、このことが反映されてい

ないのではないかというご意見をいただいております。無料化が実現すれば、今でも、試験

中でも２倍の交通量になっているので、このことをきちんと考慮していただきたかったとい

うお電話をちょうだいしてございます。 

○柴田委員長 今の件について、この審査上の問題等もありますので。評価するときに、例えば

無料化をしたならば交通量がこれだけになるはずだ、ジャンクションが二つできるとこれだ

けになるはずだ、そういう想定の上での数量を出して、それで事業の評価をするというのは

難しいと思っています。 

  ですから今回の場合は、無料化する以前の状態でどれだけでしたかというような形で、先ほ

どあったように、現時点では、４車線、配分速度８０キロの場合７，６００であって、２車

線としたときにこれで十分対応できるであろうというようなことで、構造を、車線数を４車

から２車に変更すると提案しているわけですから、そこのところを、無料化にすれば交通量

が増えるはずだからそういうのをやらなくてもいいでしょうという理論にはならないんじゃ

ないかと思うんです。だから、もしそういう無料化とか何かで今考えている１万４，０００

いかないのが実際に１万４，０００以上になれば、その段階で改めて４車線化の事業の審査
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をするというような形になるのであって、今回の事業の中では、そういう想定したものを入

れて評価してくださいというのはちょっと難しいのではないかと私は思うんですけれども、

よろしいでしょうか。 

  それで、今のお話もありましたけれども、一番 初に、今回の事業について大きく２点問題

点がありますということで、車線数の構造を４車線から２車線に変えますというのが今回の

提案だけれども、その理由を明らかにしてくださいというのが先ほどの堀井さんからの提案

ですけれども、それは今あったように、交通量が２車線で対応できる数量であるということ

から構造的に４車から２車に変更し整備しますという理由だということですけれども、これ

はよろしいでしょうか。 

  それから、もう一つ質問にあった費用の増加についても、今までお話がありましたように、

当初、事業開始する前の調査で見込んでいたかかる経費が、調査が不十分だったと言うと怒

られるんですけれども、十分な調査ができなかったというようなことなんでしょうか。要す

るに、事前の調査がきちんとできなかったためにこれだけ見込みが違ってしまったというよ

うな説明だと思うんですね。だからそういうことは、先ほどこれからこれを機会にどうする

のかと先生からお話があったと思うんですけれども、これからやるときには、事業開始する

ときに十分な調査ができるような仕組みをつくって、そこで出した金額は後から変更がない

と。少しの金額ぐらい、３０億が３１億だったらわかるんですけれども、３０億が４０億と

かなってしまうのはちょっとまずいと思うので、調査の現在のところの仕組みはよくわから

ないんですけれども、事業開始してから調査経費が出て、それで正確な数値を出しますとな

ると、事業を申請する段階の数値とその後の数値がちょっと違ってくる可能性があると思い

ますので、その辺を決定する前に正確な調査ができるような工夫をしてほしいと思います。 

  どうぞ。 

○平山委員 いろいろな今回のお金の増えた原因を見てみますと、調査が不備であったというと

ころももちろんありますけれども、何かミスというか見落としがあったのではないかと。送

電線が通っているのがわからないなんていうことは、普通はないんだと思いますね。ですか

ら、やはりお金を積算していく中のその仕組みのところをもう少ししっかり積み上げないと、

また同じミスが出てくる可能性があるのではないかと。そういうところも、単に調査だけ詳

しくやればいいというだけでなくて、仕組みそのものをきちっとやってほしいというのが私

の希望でございます。 

○柴田委員長 ということですけれども、ただいまの注文等について何かありますか。 
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○三浦道路部長 こういう案件が多くて本当に申し訳なく思っておりますが、今、委員長、そし

て平山委員からご指摘のあった、まず調査をしっかりやると。もうこれは私ども今は徹底を

したいと思っていますし、さらに、こうしたことを踏まえて、もう一度改めて新規事業化を

するときの概算事業費のはじき方については、平山委員からご指摘のあった、だれかチェッ

クをする人がいるようなことも必要ではないかと。システムそのものも含めてもう一度しっ

かりやるように徹底していきたいと思っております。 

○柴田委員長 よろしいでしょうか。そのほかこの件について皆さんからご意見ないでしょうか。

（「なし」の声あり） 

  特にご意見がなければ、この対応方針ですけれども、先ほど説明がありましたように、この

事業を４車線整備から２車線整備に見直し、事業を継続するという原案です。その理由は三

つありまして、高規格幹線道路ネットワークの形成、それから高次救急医療施設へのアクセ

ス向上、物流効率化による地域産業の活性化を図る必要があるという理由で先ほどの原案な

んですけれども、この原案に関してはよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、先ほどのこの事業の問題点になっていた費用のところについては先ほどコメント

をつけていますので、それも議事録の中で委員会からのコメントであるということでこの原

案を委員会として認めるということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、なければこの件に関してはただいま説明した原案で認める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。 

  では、続きまして一般国道１０１号の五所川原西バイパス事業について説明願います。 

○青森河川国道事務所 それでは、道路事業再評価、一般国道１０１号五所川原西バイパス、資

料２－１でございます。 

  五所川原西バイパスは平成１６年度に事業採択されておりまして、以来６年経過してござい

ます。再評価実施要領が今年度改定になったということでございまして、事業採択後５年と

いうことでお諮りするものでございます。 

  まず事業の概要でございますけれども、五所川原西バイパスは津軽自動車道の一部を構成す

るということでございまして、既に青森側につきましては浪岡五所川原道路ということで供

用開始してございます。それと連結いたしまして、五所川原市街地を迂回する国道１０１号

のバイパス機能を担う３．８キロの自動車専用道路でございます。五所川原市街地部の交通

混雑の緩和、交通事故の減少、三次救急医療施設へのアクセス向上、物流の効率化等を目的

としてございます。 
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  全体事業費でございますけれども、当初９２億円ということで想定してございましたけれど

も１３８億円ということで、これもまた大幅な増額になっているということでございます。

その理由につきましては後ほど説明いたします。 

  事業の進捗につきましては、変更後の事業費に対しまして５５％、用地進捗率は９３％にな

っているということでございます。 

  ２ページ目をお願いいたします。 

  整備状況といたしましては、現在、全区間にわたりまして用地買収をやってございます。土

工、それから橋梁が多いんですけれども、橋梁の下部工等の工事を推進しているところでご

ざいます。 

  ３ページ目をお願いいたします。 

  当地域の課題と整備目標でございますけれども、一つは観光振興でございまして、東北新幹

線、本年度全線開業いたしまして新青森駅まで行きますけれども、津軽国定公園ということ

でございまして観光施設がいろいろある中で移動時間の長さが課題になっております。それ

から、２番目といたしまして三次救急医療施設ということでございまして、この地域にはそ

ういった医療施設がございませんで、青森市、それから弘前市の病院に頼っているというこ

とでございます。 

  ４ページ目をお願いいたします。 

  ということでございまして、こういった中で広域のネットワークが未整備ということがその

原因ということでございまして、医療施設につきましてもそういった高速ネットワークが未

整備ということでございます。４ページの下に整備目標、広域周遊観光を支援するネットワ

ークの形成、それから三次救急医療施設への速達性の向上を挙げさせていただいているとこ

ろでございます。 

  それから、５ページでございます。ここから事業費が増嵩した理由につきまして説明を申し

上げます。橋梁が幾つかあるんですけれども、その事業費が多くなってしまったということ

でございます。 

  まず岩木川橋ということで、岩木川にかかる橋でございます。当初、岩木川を渡るというこ

とで 短の橋長を想定していたんですけれども、その後、詳細な地質調査をやりまして、河

川際の盛土につきまして、その近傍に住宅があり盛土による圧密沈下の影響が考えられると

いうことでございまして、その部分につきまして橋長を長くして盛土から橋梁形式に変えた

ということが１点でございます。 
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  それからもう１点は、地質につきまして支持層がやはり非常に深かったと、想定以上に深か

ったということでございまして、橋梁の設計としては見直したわけでございますけれども、

そういった基礎工が大きく変わってしまったということでございます。 

  一方、コスト縮減といたしまして、そういった条件の中でできるだけ経済的な橋梁を検討し

たということと、支承部材に新技術を活用したということがございますけれども、そういっ

たコスト縮減をやっても３４億円ほど増えてしまったということでございます。 

  ６ページでございます。 

  柳川橋という橋でございますけれども、これにつきましては橋長はそう変わらなかったわけ

でございますけれども、やはり支持層が深かったということで基礎工の増額があったという

ことでございます。コスト縮減ということで、橋台背面の盛土につきましてはＦＣＢ工法と

いうことで軽量の盛土を使うコスト縮減策をとっているわけでございますけれども、それを

入れても５億円ほど増えてしまったということでございます。 

  それから、７ページでございます。 

  小曲跨線橋という橋梁でございますけれども、これはＪＲをまたぐ橋梁でございます。これ

につきましても 短の橋長を考えていたんですけれども、やはり岩木川橋と同様の理由でご

ざいますけれども、盛土によりまして圧密沈下によりますＪＲ線の変異が考えられるという

ことでございまして橋長を延ばしたこと。それから、やはり支持層が深くなって基礎工が増

えてしまったこと。こういうものにつきまして増えてしまったということでございまして、

先ほど申し上げましたＦＣＢ盛土と、軽量盛土を採用したわけでございますけれども、これ

につきましても７億円ほどの増額になったということでございます。 

  ８ページでございますけれども、そういうことで、岩木川橋、柳川橋、小曲跨線橋というこ

とでございまして合計４６億円ということで、当初の１．５倍になったということでござい

ます。 

  ９ページ以降は五所川原西バイパス～津軽自動車道の整備効果でございます。 

  ９ページにつきましては交流・連携の促進ということでございまして、津軽自動車道ができ

ますと青森市から鯵ヶ沢町まで約１２分短縮されるということが書いてございます。 

  １０ページでございますけれども、五所川原西バイパスは五所川原市内をバイパスするとい

うことでございまして、交通混雑の緩和に寄与するということでございます。 

  １１ページにつきましては、この地域は青森県国道平均の約２倍も交通死傷事故が起こって

いるということでございますけれども、交通事故の減少に寄与するということでございます。 
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  １２ページでございます。三次救急医療施設へのアクセス向上ということでございまして、

先ほど申し上げましたけれども、青森市、弘前市に三次医療施設を依存しているわけでござ

いますけれども、こういったところへのアクセスが向上するということでございます。 

  １３ページでございます。物流効率化ということで、ここではメロンを挙げてございますけ

れども、メロンは東京市場でもシェアを増やしているということでございまして、こういっ

た生鮮食品の輸送の迅速化につながることが期待されているということでございます。 

  １４ページでございますけれども、新たな観光交流ルートということでございます。東北新

幹線新青森駅開業もございまして、この地域の観光資源へのアクセス向上が期待されている

ということでございます。 

  １５ページは省略させていただきまして、１６ページでございます。 

  費用便益比でございます。これにつきましては、全体事業といたしまして２．４、それから

残事業で５．３となっているところでございます。 

  それから１７ページ、事業進捗でございますけれども、用地買収もおおむね順調にいってご

ざいまして、工事を進めまして早期供用を目指したいということでございます。コスト縮減

につきましては、先ほど申し上げたようなことを採用していくということでございます。 

  １８ページでございます。 

  青森県知事からの意見といたしまして、事業の継続に異存はありませんということで、早期

完成、それから津軽自動車道といたしましては鯵ヶ沢道路も整備を進めてございますが、そ

ういったところも含めまして早期の整備をお願いしますという意見が出てございます。それ

から、一層のコスト縮減ということも意見が出てございます。それから、各種団体から五所

川原西バイパス整備促進について要望があるということでございます。 

  対応方針でございますけれども、対応方針の原案といたしまして事業継続とさせていただい

てございます。理由といたしましては、青森市と地方生活圏中心都市である五所川原市を結

ぶ高規格幹線道路ネットワークの形成と、それから五所川原市街地部の交通混雑の緩和、三

次救急医療施設へのアクセス向上、物流効率化による地域生活・産業の活性化等、早期整備

の必要性が高いということでございます。事業費の増額というものはあるわけでございます

けれども、引き続き事業を継続したいと考えてございます。 

  説明は以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。ただいま説明のあった一般国道１０１号の五所川原西

バイパスについてはいかがでしょうか。ご質問等はないでしょうか。 
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  ５ページを見てほしいんですけれども、５ページで事業費の高くなった大きな理由の一つと

して岩木川橋が３４億円増加するということですけれども、当初は１５億６，０００万でで

きるという事業費が４９億６，０００万という３４億増加。３倍ですよね。こういう事業は

考えられるんでしょうか。ここについてはもう少し詳しく説明いただきたいです。 

○青森河川国道事務所 津軽自動車道といたしましては、青森側を浪岡五所川原道路ということ

で整備を進めてまいりました。そういったことで、隣接する浪岡五所川原道路の地質調査の

報告書などによりまして地質につきましては想定をしていたわけでございます。そういった

中で、橋長も短くできる、あるいは支持層もそんなに深くないということで想定をしたわけ

でございまして、その想定につきましては甘かったということは言えるかと思います。 

  そういうことでございますけれども、橋梁としてそういう条件の中でできるだけ経済的な橋

梁形式の採用とかコスト縮減を取り入れたということでございますけれども、ちょっと通常

では考えられないかもしれませんが、３倍の事業費になってしまったということでございま

す。 

○柴田委員長 かかるようになりましたというのはわかるんですけれども、当初だって何も調べ

ないでやったわけじゃないんですよね。プロ集団の人たちが見て、少ないなりの調査費用を

かけていると思うんですけれども、調査全くゼロでこれをやっているわけじゃないですよね、

初のとき。それでいて、きちんと調べたらこれだけかかりましたというのは、そのかかっ

たところが多過ぎるといっているのではなくて、当初の見積もりのところが、幾ら当初予算

が少ないといっていてもこれほど違うものですかということが疑問なんですよ。 

  というのは、この前後にも橋を架けたり大きな建物があるんですよね。そうすると、地盤が

おかしいというのはちょっとした調査とか事前の、わざわざボーリングを掘らなくても、事

業の前後のところとか周辺を見ると、ここは怪しいところだとかというのがわかるのがプロ

集団じゃないんでしょうか。そこのところがきちんとボーリングするまではこれほどじゃな

かったという形で見積もりが甘かったという形だと、これまでの事業については見積もりが

甘かったのでこれから変わりましたというだけだと、事業を評価する方からいくと、一番

初の見積もりは何なんでしょうかと疑問に思うんですよ。そこのところが、これは余りにも

違い過ぎるんじゃないか。３倍ですよ。杭の長さ、これについていないけれども、当初は１

３メートルから１４メートルくらいでしたでしょうか。それを３０何メートルくらいの杭が

必要だとかといっているんですよね。地形的に地盤でも相当大幅に違うところなので、周辺

の地形図というんですか、個別のを見なくてこの辺全体がどうだとかというところでも、大
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幅に違いが出ている、色が違うような地形図になっているんじゃないかなと思うんです。だ

から、予算が無くともきめ細かにきちんとやるという姿勢が欠けているんじゃないかという

ふうに思うところですけれども、いかがでしょうか。 

○道路調査官 先生のおっしゃること、本当に申しわけなく思います。ここは岩木川が過去にい

ろいろ蛇行しているようなところでもあるでしょうから、そこをしっかり調べておけば、今

先生がおっしゃるような、ここまでにはならなかったんだろうということは正直思うわけで

ございます。 

  一方で、ちょっと言い訳になりますけれども、この道路の浪岡側が今供用してございます。

８ページでございますけれども、下の方の図で五所川原北インターチェンジというのがあり

ますが、これの右側でございます。ここが当時既に工事に入っていたものですから、ここの

地盤を参考にしたわけです。ところが、実際このあたりを境に柳川橋から西側が全く違って

いたということがありました。五所川原北インター側のデータを余り考えず当てはめてしま

ったというところが足りなかったと。これは大きな反省点と思います。やはり地盤は現地を

もっと精査しながら、距離が近くても大きな変動があるということもありますので、そうい

うことを踏まえながら、これからは単に前後のことだけを見るのではなくて、より現場をピ

ンポイントで調べていくという姿勢も必要と思っておりました。 

○柴田委員長 そのほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○木村委員 こういう事業費が膨大になったといった場合に原因がいろいろあると思うんですけ

れども、専門のコンサルタントにもいろいろ調査してもらったりした場合に、決定的に結果

が大幅に異なるときに、そのことの責任というかそういったことを、整備局もそれなりのい

ろいろな改善するところもあるけれども、そのコンサルタントというか専門の請け負った会

社がどういうふうな扱いというか、どうそれに反映させるかとか、そういうことは何かある

のでしょうか。 

○道路調査官 調査成果品については、第一義的には私どもが実際検査をして受け取りますので、

当然私どもの責任ということでございます。ただ、一般論として、コンサルタントの責任と

いいますか、そういうことを問うこともまれにあるわけですが、それは、ある意味国損を与

えたとか、あるいは不正があったとか、そういうときにはきちんと責任を問い処分をすると

いうことはあります。 

  今回のようなときにどう取り扱うのかというところですけれども、先ほど申し上げたように、

第一義的にはそうであると。ただ、当時の成果品をつくったコンサルタンとなり、担当者な
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りのも場合によってはお話を聞いて、役所側として改善するところがあればどういうところ

があったのだろうかという問い掛けも兼ねながらお話しを聞いていくことは必要かと思いま

す。全体として我々のレベルも上げなければいけませんし、請け負っていただくコンサルタ

ントの方々のレベルも上がっていただかないとこういう問題になりますので、一緒に取り組

んでいくことが必要だと思います。 

○木村委員 技術力の評価とかそのフィードバックですかね、それを何かシステムとして考えて

いかないと、班の中でもたまたまその事業がそれで終われば報告書を出しておしまいのよう

な形ではなくて、何かフィードバックの仕組みが要るのではないかと感じました。 

○柴田委員長 はい。 

○九戸委員 かつての道づくりは、小さく産んで大きく育てるというか、採択に力がかっていた。

皆さんうなずいているのは本当にまず採択されなければ進まないわけで、そこに力点があっ

たと思いますが、今もう時代が変わって政権もかわって、透明性を高めた上にかつスピード

を持ってという時代になったわけで、現場の方たちも考え方を改めないといけないときに来

ているのではないかと思います。 

  前の調査のデータで、明らかに洪水を繰り返す穀倉地帯の川という条件が全く違うところの

設計をするというので、だれかがやはり「おかしくないか」というかチェックをする。中で

のチェック体制というのも欲しかったなと。疑問に感ずる人がいなければそこで考慮すると

いうことはできませんので、今もう時代が変わったということと、中の仕組みもひとつ変え

ていかなければいけないのではないかと思いました。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○宮城委員 こういう不確実な事象のコストをどう見積もるかというのは非常に難しい問題だと

思うんですね。私も若干土木をかじった者として弁護的なお話をしますと、やはり土という

のは、性質、土質が非常に難しい。だから例えば、スケールは違いますけれども関西国際空

港というのは、それこそすごい調査をやっていろいろなボーリングをやって、それでやった

んですけれども、どんどんまた沈んで工事費がどんどん積み重なったわけですね。だから、

今回のケースではないですけれども一般論でいくと、じゃあ調査をしたら本当にきちっと確

実に費用が見積もれたかというと、必ずしもそうじゃない場合もある。今回がそのケースだ

とは言いませんが、何らかの不確実性に対してどの様に工事費の積算を行うかというのは別

途考えなければいけません。しかし、やはり若干不可抗力の部分もある。つまり、科学がこ

こまで進んでもまだわからないケースもいっぱいあると。どういう調査をされたか、我々は
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精査はしていませんのでそこまではわかりませんけれども、だからといって、工事費が上が

ることに対して「わからないからしようがないんだよ」というつもりもないですが、そうい

うケースもあるということの認識は持っておく必要がある。やはり自然を相手にしているか

ら非常にわかりにくいところもあって、なかなかきちっとした積算が出せないというケース

もあるんだろうなと思います。 

  ただ、これは一般論としての話であって、こういう不確実な部分のコストをどう積算してい

くかというのは今後も考えなければいけないと思います。例えば大地震が来るという非常に

不確実な部分に対してどれだけコストをかけるかという問題を考えた場合は、すごい膨大な

額になると思います、不確実性を考えると。だから、前もって安全のためにこれだけかかる

んだと、ひょっとしたらこんな地層にぶつかるかもしれないというようにやれば、逆にコス

ト増というケースもあり得る。だから、この辺は非常に難しい問題だと思います。弁護でも

ありますが、どちらかというと、そういう積算の難しさというのもあるんだろうなという理

解の弁、理解を私は若干していますということですね。 

○柴田委員長 ありがとうございました。どうぞ。 

○堀井委員 先ほど委員長がおっしゃられたように、この場所を見ると鉄道の橋梁もあるし県道

の橋梁もあると。今先生がおっしゃられた不確実性というのは非常に大きな要因で、なかな

かそれを確実に予測するというのは不可能であると思います。ですから、先生がおっしゃる

ように、私もどのぐらいの調査をしたかよくわからないので何とも言えませんけれども、も

しボーリングできないのであれば、既存の構造物のいろいろなデータを積極的に活用して、

そういうことで推測し得る……、不確実性をなるべく減らすような努力はやはり必要だと思

いますのでそういうことを、この２件続きましたけれども、さっきの対策にもありましたよ

うに使える資料は全部使うというスタンスで臨んでいっていただきたいと思います。 

○宮城委員 簡単に言えばベストを尽くしたかというその辺ですね。 

○柴田委員長 それからもう１件お聞きしたいんですけれども、今回のこの土地の問題が起こっ

ているのをわかったのはいつでしょうか。それを受けて今日までどういう努力をしたかをお

聞きしたいんです。当初の見積もりの構造から今回のような形がおかしいというのがわかっ

た日付というか、細かくはいいですけれども、何年度にわかって、その後どういうふうなこ

とをやってきたかということをお聞きしたいんです。 

○道路調査官 １７年度にボーリングを行っておりますので、そこではデータを得たということ

になっております。 



-22- 

  一方、コスト縮減について、かなり増えたところまで追いつきませんけれども、どういうこ

とを考えてきたかということを少し申し上げますと、例えば岩木川橋のところについては橋

長が少し延びております。ここについて付近に横断ＢＯＸとかが必要なところがありました

けれども、その横断ＢＯＸをこの橋の方に統合すること。それから、岩木川橋の施工、河川

橋梁の施工は出水期はできないわけでございます。そういうことがございますけれども、今

回仮設備についてなるべく設置・撤去回数を少なくすると。そういう工夫をしようというよ

うなことにも取り組んでおりました。今現在も取り組んでおります。とても３倍になるよう

な、そこに追いつくようなものではないわけでございますけれども、少しでも頑張っていこ

うという取り組みをさせていただいているというようなことでございます。 

○柴田委員長 こういう当初見込んだものと違ったことが起こったときに、それに対してどうい

うふうに対応していくかということも事業進行上大事だと思いますね。その中で、我々事業

評価審査委員会が関与できるかわからないんですけれども、そういうふうな、当初の計画、

できるだけそれに合わせるような形の努力というものも我々は評価したいと思いますので、

数値が違ったからけしからんじゃなくて、違った結果、それをどういうような努力してきた

かということは評価の対象になると思いますので、今後こういうことが起こり得るとは思う

んですけれども、そのときに、もう見積もりが違ったんだからしようがないではなくて、そ

の後それをいかにしてきちんと説明するかとか、その辺の努力はしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  どうぞ。 

○井上委員 委員会としてではないですけれども、やはり余りにもふえ過ぎていますので、ある

意味では、私も一言といえば何かもう少しできたんじゃないかなというふうな、つまり、あ

る意味では疑義みたいな、そういう意見だということを申し上げたいということです。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○林山委員 先ほど、宮城先生、堀井先生は土木サイドからのコメントをされたので、経済学的

なコメントをさせていただきますけれども、これ全体で見ると、Ｂ／Ｃを拝見すると極めて

効率的なんですね。ただ、当初予算よりもかなりオーバーしていると。これはこれで、なぜ

こうなったかちゃんと合理的に説明、委員長がおっしゃっているようなその経緯と対応策を

ちゃんとつけてもらわなければ困ると思うんですけれども、今後のことを考えたときに、当

初よりも事業費がかかってしまってＢ／Ｃが１を割った場合、東北地方整備局としてはどう

いうふうにお考えですか。この事業ということじゃなくてですね。本当は１．２でぎりぎり
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だったと。ところが、ボーリング調査をしてみたら事業費がかさんで０．８になってしまっ

たというときに、どういう対応をしますか。そのときはもう初期投資は済んでいるわけです

から、すべてこれはサンク・コストになるわけですね。埋没費用になってしまうわけです。

そのときはどういうご判断をされるお考えですか。今回は、うまくというか、ぎりぎりセー

フだと思うんですけれども、どのようにそこら辺は政策的判断をされるお考えですか。 

○三浦道路部長 どこまで投資したかによるんだと思いますけれども、サンクコストですから残

事業Ｂ／Ｃがどうかということで一義的には判断されると思います。 

○林山委員 それが終わってからもうやめたということになるのですか。 

○三浦道路部長 残事業Ｂ／Ｃが１を割れば基本的にはやめることになろうかと思いますが、便

益が今３便益ですので、３便益以外の便益をどう考えるか。あとは、社会的な必要性とか数

値にのらない部分をどのように判断するのかということで、この事業評価監視委員会にお諮

りをした上で事業をするのかどうかということを判断することになると思っております。 

○柴田委員長 ありがとうございました。要するに、数値が１を切ったから即やめるのではなく

て、それまでの経緯とか何かも含めて委員会に諮ってもらって、委員会の判断で、例えば１

以下であってもいろいろな状況を考えるとこれは継続してもいいということもあり得るので、

担当者の方で数値が１以下だともう自動的にやめますとかとなってしまうと、後から聞くと、

それまでの先行したものがむだになる、もっと活かせたんじゃないかとかとなると思うので、

そういう場合が起こらないことを祈りますけれども、起こった場合等については、こういう

審議会とか何かで諮ってその方向性を出すというふうな方策をとっていただければありがた

いです。 

  そのほかいかがでしょうか。（「なし」の声あり） 

  それでは、皆さんからご意見がないようですので、これまでいろいろと現在の担当者には厳

しい意見ですけれども、この当時の人に言いたかったんですけれども、今の担当者はご苦労

さまでした。 

  それで、この対応方針ですけれども、事業継続ということで原案が出ています。理由はここ

に幾つかありますけれども、高規格幹線道路ネットワークの形成がどうしても必要であると

いうようなこと、それから地域的に五所川原市街地の交通混雑の緩和、それから医療、それ

から物流等によって必要性が高く、特に地元自治体による事業促進の要望も強いというよう

なことが背景にあって事業の継続という形に出ているんですけれども、この委員会として原

案どおり事業継続とし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
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ていただきます。現在の担当者にはご苦労さまでした。でも、我々とすれば言わないといけ

ないので。 

○司会 若干遅れていますので、説明の方、スピーディーによろしくお願いしたいと思います。 

○柴田委員長 それでは続きまして、一般国道７号の鷹巣大館道路事業については、先ほど説明

がありましたように連続する道路について規格が異なるといったことがあるので、その辺の

ところを中心に要領よく説明していただければありがたいです。お願いします。 

○能代河川国道事務所 能代河川国道事務所です。よろしくお願いいたします。 

  ただいま委員長からご紹介ありましたとおり、鷹巣大館道路と大館西道路、事業区間が連続

しておりますので一括して説明をさせていただきます。 

  資料３－１の２ページをまずご覧いただきたいと思います。 

  秋田県県北地域の図が載っているかと思います。鷹巣大館道路につきましては全体１３．９

キロの区間でありますけれども、今回審議の対象となっておりますのは、その東、大館側に

なりますけれども、８．３キロの区間になります。それからさらにその東、大館西道路８．

８キロ、これが今回のご審議いただく対象になります。 

  上の表を見ていただきますとおわかりのように、大館西道路につきましては同じ事業区間で

あるにもかかわらず異なる道路規格が混在をしております。このことについてはまた後ほど

説明をさせていただきたいと思います。 

  同じ資料の１ページに戻っていただきたいと思います。 

  鷹巣大館道路であります。延長が８．３キロの区間でございます。事業化が平成１７年度、

工事着手が平成１８年度でございます。この区間、北秋田市側に隣接して鷹巣大館道路のⅡ

期というのが５．６キロの区間ございます。こちらについては平成１９年度の事業化だった

わけでございますけれども、このように段階的に事業化をした理由でありますけれども、今

回対象の８．３キロ、ここに摩当山トンネルという３，３３６メーターの長大トンネルがご

ざいまして、ここに早期着手をしたいがためにまず８．３キロから事業着手をしたという経

緯がございます。全体の事業費が２４２億、執行済みが１７８億、進捗率が７４％でござい

ます。 

  資料の４ページをお願いいたします。 

  地域の抱える課題でありますけれども、２点紹介しております。秋田県北地域では、鉱山技

術を生かしたリサイクル産業の振興を目指しているということと、あと一方で、静脈物流の

拠点である能代港、リサイクルポートの指定を受けておりますけれども、これらの移動時間
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が長い、輸送の効率化を阻害しているという課題がございます。それから２点目には救急医

療施設への搬送時間が長いということで、秋田県北では脳血管疾患の死亡率は全国平均の２．

３倍という状況でありますけれども、第三次救急医療施設への搬送時間の短縮が課題となっ

ているという状況です。 

  ６ページをお願いいたします。 

  事業の必要性でございます。高規格幹線道路のネットワーク構築ということで、現在、能代

～大館の通過時間が５１分かかっておりますけれども、整備後につきましては１４分短縮、

このうち鷹巣大館道路においては５分の短縮を持っているというところでございます。 

  ７ページ、能代港へのアクセス向上ということで、先ほどご紹介いたしましたリサイクル関

連施設と能代港との移動時間が約３１分短縮という効果でございます。 

  ８ページでございます。 

  三次救急医療圏域の拡大ということで、６０分未達地区の人口が現在の２万８，０００人か

ら３，０００人まで減少するというものであります。 

  ９ページであります。 

  広域観光ルートの形成支援ということで、秋田県北地域には十和田湖や白神山地、男鹿半島

といった観光資源がございます。日沿道整備によりまして東北道からのアクセス性が向上し、

観光周遊ルートが形成されるというものであります。 

  １０ページでございます。 

  大館能代空港へのアクセス向上ということで、空港まで３０分カバー率は、現行、人口５割

以下でございますけれども、これが７割以上まで上昇するというものであります。 

  １２ページをお願いいたします。 

  費用便益比、Ｂ／Ｃでございます。新規採択されたときのＢ／Ｃが全体２．９でございまし

たが、今回再評価時に、残事業９．１、全体が２．６でございます。 

  １３ページです。 

  事業の進捗状況でありますが、接続しております鷹巣大館道路のⅡ期との同時供用としての

調整を図っているところであります。事業の見通しでございますが、延長８．３キロについ

て早期供用を目指すとしております。 

  １４ページです。 

  秋田県知事の意見でありますが、継続に異議なしでございます。 

  後に対応方針ですが、原案は事業継続。理由は、高規格幹線道路ネットワーク形成ととも
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に、大館市周辺の主要施設へのアクセス向上等、早期整備の必要性が高い。また、地元自治

体からの事業促進の要望活動も強く行われているというものでございます。 

  引き続きまして、資料４－１でございます。 

  １ページをお願いいたします。 

  大館西道路、延長が８．８キロ、このうち中央部の４．６キロの区間が平成１０年度に供用

を開始しております。事業化が昭和５７年度、工事着手が平成元年度でございます。この昭

和５７年度の事業化でありますけれども、このとき、大館南インターチェンジよりも東側の

区間、もともと国道７号のバイパスとして事業化をされたものでございましたが、その後、

昭和６３年度に高規格道路に変更されております。ただ、そこまでの間に用地取得がある程

度進んでいたことと、それから線形の制約などがございまして、もともとの設計速度８０キ

ロだったんですけれども、これが変更できずに１種３級としたという経緯がございます。そ

の後、平成１５年度に北秋田市側の２．６キロが事業化をされたわけなんですけれども、こ

ちらについては設計速度１００キロの１種２級で事業化をされております。そういったわけ

もございまして、この事業区間、１種３級と１種２級という異なる道路規格が混在している

という経緯がございます。 

  それから先、重複しているところは割愛させていただきたいと思います。 

  ６ページをお願いいたします。 

  部分供用による効果でございます。大館西道路への交通が転換をしているというものであり

まして、朝のラッシュ時には市街地の通過時間が、７号利用で１４分、大館西道路利用で２

０分短縮されております。また、市街地に流入する大型車の６割以上が西道路に転換をして

いるというものであります。 

  ７ページでございます。 

  高規格幹線道路ネットワークの構築ということで、能代～大館間の通過時間１４分短縮のう

ち、大館西道路が受け持った分が約３分ということであります。 

  それから、少し飛びまして１３ページでございます。 

  費用便益比、Ｂ／Ｃでございますが、前回の再評価時、残事業が４．９、全体が２．３に対

しまして、今回再評価時が、残事業６．９、全体が１．９でございます。 

 事業の進捗に係る問題は特にございません。事業の見通しでありますが、南側２．６キロ、北

側１．６キロについて早期供与を目指しております。 

  １５ページ、 後でございますが、知事の意見であります。継続に異議なしと。 
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  対応方針でありますが、原案、事業継続。理由は、高規格幹線道路ネットワーク形成ととも

に、大館市周辺の国道７号の渋滞緩和や主要施設へのアクセス向上等、早期整備の必要性が

高い。また、地元自治体からの事業促進の要望活動も強く行われているというものでござい

ます。 

  説明は以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。ただいま鷹巣大館道路、それから大館西道路について

説明がありましたけれども、皆さんご質問等はないでしょうか。よろしいでしょうか。 

  一般国道の鷹巣大館道路、資料３－１の１３ページに事業の進捗状況についてということが

あるんですけれども、今回検討する道路と次のⅡ期のところがありますよね。その接続点を

見たら、余り交通に便利なところじゃないところで接続するんですよね。おかしいなと思っ

たら、ここにありますように計画ではその二つは同時供用を目指してやっていると。それで、

今回の方は長大トンネルがあるから２年早く始めたという形で、供用は同時に行う想定で工

事は進めていますよという意味ですよね。 

○能代河川国道事務所 はい、そのとおりでございます。 

○柴田委員長 わかりました。そういう形は非常にいいんじゃないかなという感じがしますね。

だから、大規模な工事が、今回長大ですけれども、そういったときには、先行的に事業が始

まって完成時は同時に終わるという形で、サービスの提供の方については遅滞なく行って、

効果を早く発現させるという計画が本当の道路の計画として有効だという感じがしますので、

この目論見はそのとおりにきちんとやっていただければありがたいと思います。 

  はい。 

○宮城委員 ちょっとだけわからないところがあるので教えてほしいんですけれども、資料３－

１の２ページでずっと道路名が書いてありますけれども、特にこの鷹巣大館道路の１種２級

ですよね。それで設計速度１００キロで、だけれども車線数は２だと。それからからいくと、

規制速度は８０とか、２車線なので多分警察は１００キロは走らせてくれないだろうから。

そういう高規格の設計ですから、曲線半径などは緩やかになるという意味ではいい道路には

なるでしょうけれども、２車線で何で１００キロ設計の基準を適用してやらなければいけな

いのかというところを教えてください。 

○道路調査官 このところにつきましては、将来計画といいましょうか、都市計画が、４車線で

決定されております。４車線の１種２級、設定速度１００キロということでございます。一

方で、事業は平成４２年の交通量を見たときに、いきなり４車線ということではなくて、ま
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ずは２車線をしっかりとつないでいこうと、そういう考え方でやっております。道路規格と

して１種２級、１００キロという将来計画、都市計画そういうものを考えつつやっていると。

そして将来４車線のときもきちんとこれは使えると、そういう観点でやってございます。 

○宮城委員 暫定２車で、将来計画は４車だと。 

○道路調査官 事業としては２車線ですけれども、将来計画としては４車線ということです。先

ほど議論になりました八戸南環状道路もそういう考え方ですけれども、同じような形でござ

います。 

○柴田委員長 よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょうか。 

  要するに、ここのところ、先ほど質問あったように規格が違うのがつながっているという点

については、２車のところについては交通量が多くないのでこれで対応できるだろうという

ことで、将来増えるとすればその段階で４車化にするので、構造的に今後とも２車と４車と

いうことを考えているわけではありませんよということ。堀井先生、よろしいでしょうか。

そのほかいかがでしょうか。（「なし」の声あり） 

  では、なければこの点について、この二つの事業一緒でよろしいでしょうかね。二つとも事

業の継続をということで特に異論がないと思いますので、この二つについて事業の継続をこ

の委員会として認める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。 

○柴田委員長 続きまして、一般国道１３号河辺拡幅事業について事務局から説明をお願いしま

す。 

○秋田河川国道事務所 それでは、一般国道１３号河辺拡幅についてご説明をします。資料５－

１の１ページをお開きください。 

  事業の目的でございます。この事業につきましては、秋田市の内陸南部にあります河辺地区

におきます国道１３号の交通混雑の解消、さらには秋田空港へのアクセスの向上、そして歩

行者・自転車相互の安全性の向上、こういったことを目的にしました２車線の道路を４車線

に拡幅する事業でございます。延長が６．６キロございまして、このうち２．４キロが既に

供用済みでございます。事業化は平成３年度で、工事着手が平成６年度になってございます。

全体事業費ですが、１８０億ということで前回の評価時点と同額でございます。現在の進捗

状況が４０％でございます。 

  続きまして、２ページをお開きください。 

  現地の状況、それから交通混雑の状況が写真であらわされてございます。特に中段のところ
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が交通混雑の状況になってございます。 

  続きまして、３ページに部分供用の効果についてご説明をさせていただいています。 

  先ほど申しましたように、６．６キロのうち平成２０年度までに２．４キロ部分供用してご

ざいます。供用は、秋田市方向から順次整備をした関係で南進する方向で整備がされている

ということでございまして、これまでの供用によりまして、中段でございますが、秋田空港

入り口交差点が５キロほどの渋滞があったわけですけれども、これがほとんど解消されてい

るといったようなこと、それからこの区間での事故の件数が約６割減少している、そういっ

た効果が出ております。 

  続きまして、４ページをお開きください。 

  地域の課題ということで、先ほども写真でごらんいただいたように、一つは慢性的な渋滞が

あるということ、それから二つ目に、第三次救急医療施設が秋田市に集中してございますの

で、これらへの救急搬送にこの区間をほとんど利用しているということですので、この区間

の速達性の確保が非常に課題になっているということでございます。 

  なお、中段でございますが、渋滞の原因として交通容量の不足ということで、下段の図にあ

りますように、現在の拡幅の事業区間については、交通容量を超える交通需要があるという

ようなことで渋滞の原因になっているということでございます。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  地域の情勢ということで、これも先ほど言いました救急搬送の関係でございますが、秋田市

域の河辺地区からは３６０件余りの救急搬送が行われておりますし、また、隣接する大仙市

との境、ここからも約４割の救急搬送がこの区間を通るということで、救急搬送上も非常に

重要な道路になっているということでございます。 

  続きまして、１０ページをお開き願いたいと思います。 

  費用便益の関係が載ってございます。下段のところでございますが、前回の評価時点で１．

７でしたが、今回は１．６というＢ／Ｃになってございます。 

  次に、 後のページになります。１２ページをお開きください。 

  秋田県知事の意見ということで、継続については異議がありませんということでいただいて

おります。 

  今後の対応方針でございますが、今までご説明したとおり、１３号の交通渋滞の解消、それ

から秋田空港、三次救急医療施設への速達性の向上等、早期に整備が必要ということから、

事業を継続したいと考えてございます。 
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  以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。ただいま説明がありました再評価の一般国道１３号河

辺拡幅についてご質問、ご意見はないでしょうか。よろしいでしょうか。ちょっと予定より

時間が押していますので、特にご異論がなければ。よろしいでしょうか。（「はい」の声あ

り）別に手を抜いたというわけではありませんので。 

  それでは、原案が事業継続ということですので、ここに書いてありますように、理由として、

秋田市河辺地区における国道１３号の交通混雑の解消、秋田空港や第三次救急医療施設への

速達性向上等、早期整備の必要性が高いと。また、地元自治体からの事業促進の要望活動も

強く行われているという理由で事業継続とす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。 

  では、続きまして一般国道１３号の院内道路事業について説明をお願いします。 

○湯沢河川国道事務所 それでは、一般国道１３号院内道路について説明させていただきます。 

  資料の６－１の１ページをごらんください。 

  院内道路は、秋田県の南、山形県の県境に位置する院内地区というところにございます。事

業の目的でございますけれども、東北中央自動車道の一部として都市間所要時間の短縮を図

るとともに、広域的な交流・連携を促進する高規格幹線道路ネットワークを構築、緊急輸送

道路の信頼性確保、現道隘路区間の解消等に寄与することを目的としております。延長は３

キロ、それから事業化につきましては平成１５年度、工事着手は平成１９年度でございます。

全体事業費は１１７億円で執行済額は４８億円で、全体進捗率は４１％でございます。全体

事業費に関しましては変更ございません。 

  ３ページをお願いします。 

  当地区の課題でございますけれども、当地区は自然災害等の通行規制時には有効な代替路が

近くになくて、自然災害等における緊急輸送路の信頼性確保が課題となっております。それ

から二つ目といたしましては、当地区は東北管内でも有数の特別豪雪地帯ということで、

大積雪深が２メーター以上になるような地区でございます。冬期交通環境において交通速度

が著しく低下する道路でございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  事業の必要性でございますけれども、まず一つといたしましては高規格幹線道路ネットワー

クの構築ということで、東北中央自動車道の一部として高規格幹線道路ネットワークを構築

し、都市間の所要時間の短縮を図るとともに、秋田県内の地域の交流・連携の促進に寄与す
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るものと考えております。当地区でいいますと、新庄～湯沢間ですべて高規格で整備されま

すと２５分の時間短縮が見込まれておりまして、院内道路におきましては時間短縮３分が見

込まれているところでございます。 

  ５ページをお願いします。 

  緊急輸送路の信頼性確保ということで、当道路は緊急輸送道路に指定されており、山形県内

陸部と秋田県内陸部を結ぶ唯一の路線でありますが、災害、交通事故時等における通行止め

が発生した場合には有効な迂回路がない状況にございます。院内道路の整備により代替路が

確保され、緊急輸送道路としての信頼性が向上することが期待されます。 

  ６ページをお願いします。 

  現道隘路区間解消ということで、当地区は、非常に急勾配区間あるいは視程不良区間が多数

存在して、交通隘路区間となっています。特別豪雪地帯に位置しながら幅員不足による側方

余裕が不足して、頻繁に運搬排雪をする必要な区間が存在いたします。院内道路整備により

交通隘路区間が解消し、幹線道路としての機能向上が期待されます。 

  ７ページをお願いします。 

  農産物流ルート形成ということで、秋田県から首都圏への物流は、約３４％が当道路、国道

１３号を利用しているところでございます。秋田県は北海道に次ぐ日本第２の食料自給率を

誇る食糧基地となっておりますけれども、当地区から一大消費地であります首都圏への供給

も非常に多いということでございます。院内道路整備によって、流通の高速化あるいは定時

性が確保され、販路拡大が期待できるところでございます。 

  ９ページをお願いします。 

  費用便益比でございますけれども、全体で２．２、それから残事業便益で３．８となってお

ります。 

  １１ページをお願いいたします。 

  今回の事業再評価に当たって秋田県知事からの意見につきましては、継続に異議はありませ

んという意見をいただいております。 

  後に対応方針でございますが、原案として事業継続とさせていただいております。理由と

いたしましては、高規格幹線道路ネットワークを形成するとともに、一般国道１３号の緊急

輸送道路の信頼性確保、交通隘路改善等、早期整備の必要性が高いということでございます。

また、地元自治体等からの事業促進の要望活動があるということでございます。 

  以上で終わらせていただきます。 
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○柴田委員長 ありがとうございます。再評価の一般国道１３号院内道路について説明いただき

ました。皆さんからご質問、ご意見はないでしょうか。どうぞ。 

○堀井委員 質問ですけれども、６ページの現道隘路区間解消というのがあって、二つ目の段落

に「特別豪雪地帯に位置しながら幅員不足による側方余裕が不足し」云々とありますが、現

道１３号の幅員は何メートルですか。 

○湯沢河川国道事務所 幅員が、車道部分が６．５メーター、路肩が５０センチの規格に今なっ

ています。 

○堀井委員 ということは７メートルということですか。 

○湯沢河川国道事務所 ５０センチ・５０センチありますので、７．５メーター。 

○堀井委員 そうすると、１２メートルの院内道路ができると、堆雪余裕幅ができて道路交通が

確保できるという意味ですか。 

○湯沢河川国道事務所 はい、そうでございます。 

○堀井委員 わかりました。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○林山委員 この事業が効率的だということはよくご説明でわかったんですが、ちょっと私の理

解が間違っているかもしれないので確認ですが、４ページの下の図を拝見すると、この院内

道路によって時間短縮がめちゃめちゃ減るように見えるんですけれども、３分と書いてあり

ますよね。１２０億ぐらい使って３分短縮してＢ／Ｃがこんなに高い理由というのは何なん

ですか。３分というと通常、道路の研究のを見たことがあるんですけれども、二、三分の時

間差はドライバーは余り認識しないんですよ。もちろん信頼性とか道路面の整備レベルが上

がる効果はあるとは思うんですけれども、余りにも高いんじゃないかなと。たった３分です

よ。 

○道路調査官 この区間については３分ということで、今回、私ども交通量配分をしてＢ／Ｃを

算出していますのは平成４２年というところを想定していまして、従って考え方としては、

高規格道路全体のネットワークがつながると。院内道路ができるだけでなくて、前後もネッ

トワークとしてつながるということを前提に数字ははじかせていただいております。 

○林山委員 極めて重要な話で、９ページのＢ／Ｃの表ですね。これは、当然院内道路がありな

しの差ですけれども、ということは、院内道路なしというときには高規格道路ありきという

前提なんですか。 

○道路調査官 そういう前提でやっております。 
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○林山委員 ということは、このＢ／Ｃの表というのは、じゃあ高規格プラス院内道路のＢ／Ｃ

ですね。 

○道路調査官 前後の高規格道路があるということを前提でやっております。 

○林山委員 院内道路なしのときも高規格道路はあると。 

○道路調査官 そのリンクのあり、なしですね。 

○林山委員 その差は３キロだけの差なんですね。 

○道路調査官 そうですね。 

○林山委員 それでこんなに出るんですか、３分の差で。だから僕の伺いたいのは、高規格道路

の効果も含まれているんじゃないかと。 

○道路調査官 この道路を使う交通量が、この院内道路３キロのある、なしでネットワークの効

果がかなり違ってくると。つまり、３キロがないがために現国道１３号を走ったりあるいは

もう少し不便なところを走っていたものが、この３キロがあって全部つながることによって

ここに転換してきて、その分の便益も入っていると、そういうことですけれども。 

○柴田委員長 要するに、この３キロができると既存の高規格道路の交通量も上がって、その効

果は、この３キロができるから既存の方も上がってくるから、この道路の中のメリットとし

て入れていますよと。 

○道路調査官 そうです。既存の便益も入っております。この道路だけの便益ではないです。 

○柴田委員長 要するに、ネットワークとして効果が出ている部分が入っていますよというよう

な話ですかね。 

○林山委員 すみません。この前後の高規格道路は今供用されているわけですか。今。 

○道路調査官 いえ、計画はありますけれども、今のところは供用されていません。 

○林山委員 ないんですよね。 

○道路調査官 今のところはないです。 

○林山委員 ということは、これは何をやっているかというと、前後の高規格道路プラス院内道

路でつながったケースをやっているわけで、院内道路のＢ／Ｃじゃないんですよ。 

○三浦道路部長 それは先生、ｗｉｔｈ・ｗｉｔｈｏｕｔですから、将来交通量をどう算定する

かというときにフルネットでまず算定していて、そこからｗｉｔｈ・ｗｉｔｈｏｕｔでやっ

ているということです。 

○林山委員 わかります。そのときにじゃあ院内道路なしということはある、３分の短縮の道路

がない…… 
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○三浦道路部長 そういうことです。 

○林山委員 それで、そこの３分短縮が出た瞬間に一気に便益が発生するという計算をやられて

いるんですね。それでいいんですね、私の理解…… 

○道路調査官 それで結構です。 

○林山委員 ですよね。論理的にはそうなっている。それで、たった３分でネットワーク効果が

あるのはよくわかりますけれども、何でこんな効率的なんですか。 

○柴田委員長 だから逆に言うと、このネックの度合いがほかよりも大きいと、その３分の院内

道路のネックが大きいからということですかね。 

  よろしいですか。 

○宮城委員 多分、費用便益分析の考え方からいくと林山先生が言ったのが正しくて、今までも

ずっとこういう計算をされていますか。つまり、本来ｗｉｔｈ・ｗｉｔｈｏｕｔでやるなら

ば、周りの高速道路はないけれどもできていたという前提で、院内道路だけがないと。院内

道路だけの便益を出そうとする場合、院内道路がないと仮定して、下へおりて回って行く。

それで何分かかるかと計算する。料金をかけている場合は二重料金取られますよね。院内道

路ができていると３分で行ける、料金は発生しない。その差が便益として計算される。本来

はそれでやるのが理論的には正しいと思いますけれどもね、便益の計算としては。ｗｉｔ

ｈ・ｗｉｔｈｏｕｔというのは、その部分だけを評価しようとする訳で、実際高速道路の一

部であっても、ほかのところができているという前提で、この院内道路がもしなければこれ

だけ障害が発生する、あったらそれが解消するという計算を行う。ただし、僕の理解してい

る費用便益分析ですが……。 

○道路調査官 私の説明が悪かったかもしれませんが、全く同じ考えです。 

○宮城委員 そういう目でやっている。 

○道路調査官 前提のネットワークがきちんと整備をされていて、この院内道路がある場合とな

い場合、そういう考え方です。 

○宮城委員 そういう風にやっている？それだったら問題ないです。でも、林山さんの感覚だと

これだけの便益が出るかというのは、おかしいというだな・・・。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  今回のこの提案については異論ないんですけれども、この１ページのところを見ると、今回

の院内道路の右側、秋田寄りのところのすぐ近くまで湯沢横手道路が来ているんですよね。

湯沢横手道路の端点からここまでの間は２キロくらいだと思うんですけれども、これをつな
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がない理由は何なんですか。 

○道路調査官 この間は、現在、国道１３号の横堀バイパスが供用されております。この道路は、

いわゆる自動車専用道路ではございませんけれども、走行性が非常にいい道路でございます。

従って、当面それを使って十分効用を発揮すると。そういうことで、まずは当面はこの道路

を使う、使えるという考え方でやってございます。 

○柴田委員長 ということは、湯沢横手道路とこの院内道路の端点の下院内までのは、今の改良

されている道路で十分対応できるということですか。 

○道路調査官 はい。当面はですね。もちろん将来、東北中央自動車道として別な道路というの

はありますけれども、まず段階的には使っていこうという考え方でございます。 

○柴田委員長 わかりました。そういうのが説明ないと、こういうぽつりぽつりじゃつくってい

って効果が上がらないんじゃないかというような形のが先ほどの、連続して初めて効果が上

がるのに切れているような提案の仕方はおかしいんじゃないかということなので、今の説明

で、湯沢横手道路から院内のところまでについては改良道路があるので、それを有効に使う

ような形で考えていますと。将来は、別なルートもあるかもしれないけれども、それはその

将来の時点で考えるところですよということですね。 

○道路調査官 はい、そういうことでございます。 

○柴田委員長 そういうふうになると、ここのミッシングリンクとして残るのは、秋田県湯沢市

の上院内から主寝坂での五、六キロぐらいのところですか。 

○道路調査官 そういうことになります。 

○柴田委員長 今回の事業はそれぞれ該当するものだけやるんですけれども、ミッシングリンク

についてはできるだけ優先的に解決して、先ほどの効果を上げるような努力をしていかない

と、ほかの道路と一律で同じじゃないんじゃないかなという感じがするもので、できるだけ

ネットワークの完成については今後とも努力していただきたいと思います。 

  では、そのほかないでしょうか。（「なし」の声あり） 

  なければ、この一般国道１３号の院内道路については、対応方針として原案が事業継続とい

うことになっていますので、下に書いてある理由とともに我々としてこれを認めるというこ

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。 

 

〔道路事業 事後評価〕 
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・一般国道６号 青森西バイパス事業 

○柴田委員長 次が道路事業の事後評価で、一般国道７号の青森西バイパス事業についてご説明

ください。 

○青森河川国道事務所 事後評価、一般国道７号青森西バイパスでございます。資料７－１でご

ざいます。 

  青森西バイパスは平成１７年度に供用がされておりまして、５年経過ということで今回事後

評価でお諮りするものでございます。 

  事業の目的といたしましては、一般国道７号石江地区で渋滞ポイントがあるということで渋

滞が慢性化しており、交通事故や排気ガス等、沿道環境の悪化も問題となっていたというこ

とでございまして、円滑な交通の確保、安全性の確保、地域間の交流・連携の活性化を目的

として事業着手したものでございます。平成８年度にもともと２車線で供用開始されていた

んですけれども、その後、４車線拡幅が事業化となりまして、平成１８年３月に全線４車線

で供用されたということでございます。 

  ２ページ目まいります。 

  事業費につきましては、計画時が６１億円でございまして、それが実績で７３億円というこ

とでございます。これも増えてしまっているわけでございますけれども、その主たる理由は、

やはりＪＲをまたぐ青森高架橋という橋梁があるんですけれども、そこの上部構造、下部構

造、それから架設の方法がＪＲ協議で変わったということで増加しているということでござ

います。交通量につきましては、３万５，３００台が３万２，９４０台ということでござい

まして、旅行速度の向上、２７．１キロが３５．７キロ、交通事故の減少、年間１８３件が

１６２件となってございます。Ｂ／Ｃにつきましては、先ほどの実績の７３億円を用いまし

たＢ／Ｃで２．１になっているということでございます。 

  ３ページ以降が実際の効果の状況でございます。 

  まず交通量の変化でございますけれども、約１割増加しているということでございます。そ

れから旅行速度の変化につきましては、平日で約３割、それから休日で約１割向上している

ということでございます。 

  ４ページ目でございます。 

  渋滞損失時間につきましては約８割が減少しているということでございます。また、アクセ

スの向上ということで、青森西郵便局前交差点という渋滞のポイントがあったんですけれど

も、そこの渋滞長が約９割減少している、それから通過時間につきましても３分短縮されて
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いるということでございます。 

  ５ページ目にまいります。 

  新幹線駅へのアクセス道路になるわけですけれども、こういったところへのアクセス向上も

図られているということでございます。 

  ６ページ目でございます。 

  物流効率化の支援ということで、重要港湾青森港への利便性が向上していると。また、青森

厚生病院へのアクセスも向上しているということでございます。３番目の安全性ということ

でございまして、バイパスの全線整備によりまして交通事故も約１割削減しているというこ

とでございます。 

  ７ページは環境でございます。 

  ここではＣＯ２の排出削減量というものを出させていただいてございまして、年間１，３９

４トンの削減と見積もってございまして、これは東京ドーム２８個分の森林が吸収するとい

うふうに評価してございます。それから、交通騒音につきましても低下しているということ

でございます。 

  ８ページ目にまいります。 

  事業による環境変化ということでございます。これは環境影響評価に該当する事業ではござ

いませんけれども、ＣＯ２の削減、それから交通騒音の低減が図られているということでござ

います。事業をめぐる社会経済情勢等の変化。大きな変化はなかったということでございま

す。それから、今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性でございますけれども、事業

化当初の目的である円滑な交通の確保、安全性の確保、地域間の交流・連携の活性化が図ら

れておりますので、改善措置及び今後の事業評価の必要性はないと考えてございます。それ

から、計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性につきましても特にないと考え

てございます。 

  説明は以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。ただいまのは事後評価ですけれども、一般国道７号の

青森西バイパス事業についてであります。何かご質問、ご意見ないでしょうか。今お話があ

りましたように、事業化当初の目的がすべて満たされているというようなことから、改善措

置とか今後の事業評価の必要性はないという提案なんですけれども、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）では、そのように認めさせていただきます。ありがとうございました。 
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４．その他 

・今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ（案）の報告 

○柴田委員長 本当は３時半に終わらなければいけないんですけれども、３分くらいオーバーし

ているんですけれども、その他の１件がありますので、申しわけないんですけれども、時間

を延長するのは大変失礼なんですけれども、１件させていただきます。 

  その他のところ、今後の治水対策のあり方について、中間とりまとめ（案）の報告について

お願いします。 

○鈴木河川調査官 １件ご報告をさせていただきます。 

  前回の事業評価監視委員会におきまして、ダム事業の再評価に関連して、今後の治水のあり

方に関する有識者会議及び今後のダム事業の検証についてご説明をさせていただいておりま

す。前回、７月７日の第１回事業評価監視委員会以降の経過でございますけれども、７月１

３日に第１１回有識者会議が行われまして、中間とりまとめの案が公表されております。こ

れを受けて、７月１６日から８月１５日、１カ月間意見募集が行われました。 

  先ほど申し上げた中間とりまとめの案について簡単にご説明をさせていただきます。資料９

の横長の表でございますけれども、前回の事業評価監視委員会の際にご説明させていただい

たものから、中間とりまとめ（案）の段階になって、この資料で黄色で示している部分につ

いて主な変更点がございました。 

  中ほどの下に対応方針（案）の決定と書かれておりますけれども、前回はこのプロセスが組

み込まれていないフローとなっておりました。今回このフローが組み込まれまして、対応方

針（案）の決定については、右側の３行の部分を見ていただきたいと思いますが、「検討主

体は、検証の対象となるダム事業の対応方針の原案を作成し、事業評価監視委員会の意見を

聴き、対応方針（案）を決定する」ということで中間とりまとめ（案）が作成されておりま

す。 

  それからもう１点、下の部分に書かれておりますけれども、中間とりまとめから乖離した検

討が行われたと判断される場合には国土交通大臣が再検討の指示または要請を行うというこ

とで中間とりまとめ（案）が作成され、パブリックコメントが行われたということでござい

ます。 

  以上、経過についてご報告です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。ただいま報告がありましたように、２点の変更が前回

からありましたということです。それで、これでパブリックコメントを聞くということで、
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これについて意見を求められました。 

  初は、私の委員長としての個人の考え方で、この国土交通大臣が再検討の指示または要請

を検討主体による個別ダムの検討に係る検討に戻すというルートがあった場合に、ここをぐ

るぐる回されてしまうと、事業については検討中であるというような形だけで進まないのは

困るので、明確な事象、この点とこの点とこの点についてはきちんともう１回再検討してく

ださいというふうな注文をつけて戻すという形に、注文をつけてもらうということが大事か

ということで皆さんのご意見を受けました。その結果、資料を配付していただけるといいん

ですけれども。 

     〔資料配付〕 

○柴田委員長 ただいま配付した資料にありますように、「「中間とりまとめ」に示す手順や手

法から乖離した検討が行われた場合に再検討を指示・要請する点は、適切な手続きと考えま

す。しかしながら、地域や関係者から迅速な検証が求められているなか、再検討の要請が繰

り返される状況は可能な限り回避すべきですので、再検討を指示・要請する際は、検討不足

の点、必要な検討内容、検討手法等を明確に示すことが必要だと考えます」という意見を出

したいということで、各委員の方々からもご意見を承りました。全員の方々とは連絡がとれ

なかったんですけれども、こういう意見をこの国土交通省東北地方整備局事業評価監視委員

会という名前で提案したんですけれども、これは事後承認なんですけれども、こういうこと

をやったことに対して委員会として責任を持っていただけるでしょうか。そうすると私は気

分が楽になるので。ちょっとフライングで、できるだけ皆さんと連絡をとるように努力した

んですけれども完全にはとれなかったので、事後承諾ということでこういうことをしました

ということで、これは今後はこの委員会の共同責任ということで。ありがとうございました。

では、認められたということにさせていただきます。 

  そのほかは特にないんですけれども、きょうの議事録の確認に入りたいと思うんですけれど

も、よろしいでしょうか。審議の結果について今配付した資料がありますので、事務局、読

んでください。 

○阿部管理官 審議結果。東北地方整備局事業評価監視委員会は、平成２２年度第２回委員会を

平成２２年９月３日金曜日、東北地方整備局２階庁舎において開催し、事業実施者東北地方

整備局から再評価対象事業の関係資料の提出と対応方針の説明を受け、審議を行った。審議

の結果は次のとおりです。審議の事業は省略させてもらいます。 

  以上について、①一般国道４５号八戸南環状道路については、対応方針案原案どおり事業を
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４車線整備から２車線整備に見直し継続、その他の事業については、対応方針原案どおり継

続が妥当である。 

  なお、以下の意見があった。（１）新規事業化時の概算工事費の精度が上がるよう、事業開

始前の十分な調査の徹底及び概算工事費積み上げをチェックする仕組みなど、事業費の大幅

な増加が起こらないシステムを整えること。（２）事業費が大幅に増加する場合は、判明し

た後にどのような対応をとってきたのか、十分な説明となるよう努力すること。 

  ２、事後評価について。道路事業審議結果、一般国道７号青森西バイパス事業、以上につい

て改善措置及び今後の事後評価の実施の必要がないとの対応方針案は妥当である。 

  以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  今読んでいただいたところなんですけれども、これでよろしいでしょうか。意見はたくさん

出たんですけれども、以下の意見があったの（１）と（２）については、これで皆さんのご

意見が十分反映されていると見てよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）では、これで

認めるということにさせていただきます。審議結果として公表していただいて結構です。 

  

５．閉 会 

○司会 どうもありがとうございました。 

  時間ちょっと超過しましたけれども、それでは、以上をもちまして本年度第２回目の東北地

方整備局事業評価監視委員会を終了いたします。 

  本日は大変お疲れさまでした。 

 


