
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２２年１１月２６日（金曜日） 

    １０：３０～１６：００ 

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 ただいまより平成２２年度第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を開催いたします。 

  本日司会を務めます地方事業評価管理官の田澤でございます。よろしくお願いいたします。 

  東北地方整備局の幹部職員１名に異動がありましたので紹介させていただきます。島崎営繕

部長でございます。 

○島崎営繕部長 島崎でございます。よろしくお願いします。 

○司会 本日は、午前に河川事業、砂防事業並びに港湾事業を、午後に道路事業をご審議いただ

く予定としてございます。 

  午前の委員会は、井上委員、金沢委員、堀井委員、間庭委員がご欠席でございます。したが

いまして、１１名中７名の委員のご出席で開催させていただきます。 

  それでは、次第にのっとりまして進めさせていただきます。 

 

２．挨 拶 

○司会 まず、青山東北地方整備局長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。本日は第４回の監視委員会に大変お忙しい中ご出席

をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  本日は、再評価が１７事業、事後評価が２事業、全体で１９事業ということで大変数が多い

ものですから、午前の部と午後の部ということで分けてご審議をいただきます。柴田委員長

はじめ委員の皆様には大変ご苦労をおかけいたしますけれども、厳正な評価がどうしても必

要でございますので、活発なご意見を賜りたいと思っております。 

  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 ここで、審議の前に報道機関の方にお願い申し上げます。これ以降の審議中の写真、テ

レビカメラ等の撮影はご遠慮いただきたくお願いいたします。 

  それでは、早速対象事業の審議に入らせていただきます。柴田委員長、よろしくお願い申し

上げます。 

 

３．議 事 

〔港湾事業 再評価〕 

・石巻港雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業 
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○柴田委員長 それでは、会議の進行を務めさせていただきます。 

  ただいま局長からお話がありましたように、本日の第４回の委員会は、審議事業が多いもの

ですから、異例の扱いとして午前と午後と二つに分けて行います。委員の中に都合により午

前だけ出席という方もおられますので、全部終わったところで議事確認するのが本来の姿で

すが、出席された委員がいるときに審議したものをまとめるという形で、午前の部の議事録

と午後の部の議事録に分けて、発表は全体を一つとして発表するという手続をとりたいと思

いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  午前の部は１２時までとなっているのですが、今局長からお話がありましたように非常に慎

重な審議を必要とする会議なものですから、１２時までに予定している審議が終わらない可

能性があります。そうすると一部は午後に回るかもしれませんけれども、先ほど言いました

ように少なくとも重点事業等の審議については全部終わらせたいと考えておりますので、議

事録を午前で確認し、議事録の中で一部は午後の部の中で報告等を受けるということがある

かもしれませんけれども、その点ご了承いただきたいのですがよろしいでしょうか。（「は

い」の声あり） 

  それでは、早速審議に入らせていただきます。 

  一つは、港湾事業についての再評価と事後評価があります。 

  港湾事業については、重点と要点の仕分けについて宮城委員が事前審査をして、どれを重点

にするかというお話がありました。その報告を承りまして、特に質問事項等を指摘されると

思いますので、説明する際にはその辺を考慮していただければありがたいと思っています。

それでは、宮城先生、どうぞ。 

○宮城委員 港湾事業につきましては、再評価が１件、事後評価が１件になっております。審議

事業の選定理由とポイントを簡単にご報告させていただきます。 

  まず、重点審議事業ですが、事業計画を変更しているということから、石巻港の雲雀野地区

国際物流ターミナル整備事業を重点審議事業とさせていただきました。 

  次に、審議のポイントですが、事業計画の変更に関しまして、防波堤の配置が変わった経緯、

それから事業期間が平成２７年度完成から平成３２年度完成へ延びた経緯についてご説明い

ただきたいと思っております。以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの指摘を受けて説明をお願いしたいと思います。それでは、事務局からよろしくお

願いします。 
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○塩釜港湾所長 よろしくお願いします。 

  それでは、石巻港雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業の再評価について説明いたします。 

  まず、１ページに事業の概要を示しております。本事業は、石巻港背後に立地する企業の物

流効率化を支援するとともに、沿岸を航行する船舶の安全確保を主な目的として、岸壁及び

防波堤等を整備する事業です。この事業は、昭和５８年から平成３２年までの期間において、

１，３８６億円の事業費により、四つの岸壁と航路・泊地、並びにこれらを防護する二つの

防波堤を完成させる計画となっております。これまでの事業進捗率は８８％です。本事業の

効果としましては、海上及び陸上輸送コストの削減、船舶の沖待ち滞船コストの削減、避泊

による海難の減少などを見込んでおります。 

  ２ページには、石巻港の現況写真と整備状況を示しております。評価対象の四つの岸壁のう

ち、水深１２ｍの岸壁を除く三つの岸壁は既に完成・供用されており、現在、これらの施設

を安定的に使用できるようにするため防波堤の延伸を進めているところでございます。 

  ３ページから、石巻港の概要、それまでの整備の経緯、港湾としての役割、取扱貨物量を整

理しております。 

  ５ページに、石巻港の取扱貨物量を示しております。概ね４５０万ｔから５００万ｔで推移

してきました。昨年は景気低迷の影響で減少しておりますが、今年の上半期の貨物量は前の

年の同じ時期と比べ１１０％となっており、回復傾向が見られているところでございます。

このうち、評価対象である雲雀野地区の主要貨物を６ページ以降で説明いたします。 

  ６ページです。将来の需要については、主な荷主である製紙会社と木材関連企業各社に対し

て調査を行い積み上げたものとしております。 

  上の図でございます。背後に立地する製紙会社は、石巻工場を基幹工場と位置づけ生産能力

の強化を進めており、世界のトップクラスの能力を持つ機械を導入するなどして、これまで

年間９０万ｔの生産量を３割以上引き上げる計画となっております。これに伴いまして、原

材料の木材チップ、燃料の石炭等が３割程度増加する見込みでございます。 

  真ん中になります。木材関連では、５年前の前回評価ではロシア材を中心として１２６万ｔ

の需要を見込んでおりましたが、ロシアの関税政策や国産木材の利用促進等により、現状、

輸入原木の取扱量は１２万ｔ程度まで減っております。木材関連企業によりますと、国産材

は輸入原木に比べて強度が低いことや既に入手が困難な状況にもなってきているということ

で、今後は北米を中心として輸入原木の取扱量が回復するとの見通しを示しております。今

回の評価では、輸入原木の将来取扱量は年２６万ｔと設定しております。 
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  これらのことから、現在利用している釜地区、下のグラフの赤い部分ですが、ここから大型

船の利用が可能となる青のグラフ、雲雀野地区へのシフト貨物、生産拡大などによる増加貨

物を含め、雲雀野地区全体で取り扱われる将来貨物量は２８０万ｔ程度を見込んでおります。 

  ７ページと８ページには、本事業の詳細と計画の概要について整理しております。 

  ８ページです。平成１７年改訂の港湾計画では雲雀野地区を防波堤で閉め切る形状としてお

りましたが、平成２１年の一部変更で長周期波に対する知見と 新の観測結果を反映させ、

荷役の安全性を確保しつつ、防波堤の延長を短く、より経済的で周辺海域に対する影響の少

ない、防波堤を開いた形に見直しました。これに伴い、将来の貨物需要に応じた港湾計画の

拡張も可能なものとなっております。なお、防波堤が整備されるまでの間の長周期波対策と

しましては、係留ロープの張り方によって船舶の固有周期を変化させ、長周期波との共振を

回避させる「長周期波動揺低減システム」を活用し、岸壁の利用促進を図っているところで

ございます。 

  次に、資料の１０ページをご覧ください。前回評価と今回評価の相違点について説明いたし

ます。主な変更点としましては、港湾計画一部変更による防波堤延長と、これに伴う事業費

を見直しました。事業費が１，５１２億円から１，３８６億円と１２６億円の減額となる一

方、先ほどの説明のとおり、評価対象貨物を前回評価３２０万ｔから６０万ｔ程度少なく２

６０万ｔ程度に設定したことから、Ｂ／Ｃは前回評価と同じ１．２となっております。 

  １１ページをご覧ください。事業費の見直しと併せまして、今後の投資計画について港湾管

理者と協議し、整備期間を見直しております。これは、評価原案作成に当たり、直轄事業負

担金の負担者である宮城県と協議しながら現実的な投資額を検討した結果、石巻港の直轄事

業の残事業約１５０億円の負担は、平成３２年度までかかるとの結論になったものです。ま

た、繰り返しになりますが、便益計上の対象貨物なども 新の推計値に見直しております。 

  事業全体の完成は平成３２年に見直しておりますが、限られた予算で整備を促進するため、

１８ページ、１９ページに示すコスト縮減に取り組んでおります。防波堤に新しい構造断面

を採用したり、地盤改良材に地元のかき殻を活用する、また、先ほど説明しましたけれども

長周期波動揺低減システムなども使って、事業の効果発現に努めているところでございます。 

  前に戻りますが、１２ページ以降で、海上・陸上輸送コストの削減効果、滞船による待ち時

間の解消効果、海難の減少効果など、便益の計算方法について説明しております。 

  計算結果は１７ページに示しているとおりでございます。事業全体の投資効果としては、Ｂ

／Ｃは１．２、今後実施される残事業のＢ／Ｃは１１．４と算出されました。 
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  これらの結果に加えまして、地元からも整備促進について強い要請を受けていることを考慮

しまして、対応方針としまして事業継続の提案をさせていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明について、宮城先生から、先ほどの点と比べて何かありましたらどうぞ。 

○宮城委員 もう１回確認をさせていただきますと、１０ページと８ページに防波堤の形状がか

かれた絵がありますよね。これは、長周期波のシミュレーションによって、防波堤に対して

回り込む波があることに対して、そういう形の防波堤が必要ないということがわかったとい

うことなんですか。 

○塩釜港湾所長 精度よく長周期波をシミュレーションできるようになり、その知見を使うと閉

じた形でなくても十分防げるということでこの形にしています。 

○宮城委員 平成３２年まで事業が延びたのはどういう理由でしたか。もう１回お願いします。 

○塩釜港湾所長 今般の情勢を考えまして、投資計画はやはり現実的なもので設定すべきであろ

うと。事業費は宮城県からも負担してもらっていますので、今の宮城県の財政状況からする

と実際にはこのくらいかかるというのを計算すると、２７年度ではなくて３２年度までかか

るということで、反映させていただきました。ただし、その間、いろいろな工夫をして岸壁

を使えるようなこともしています。 

○宮城委員 私は結構です。 

○柴田委員長 ほかの委員の方からご質問、ご意見がありましたらどうぞ。 

○沼倉委員 新しい技術の開発とともに形状を変えることによって、より漁場等にも優しい構造

になったということで、その効果はこのＢ／ＣのＢの方に反映されてはいないと思いますけ

れども、非常に、より望ましい変更であると思います。あと、計画延長については、やはり

お金の問題というのは、ないものは払えないということもありますので、いたし方ない延長

なのかなと思っております。 

○柴田委員長 そのほかはいかがでしょうか。 

○林山委員 これは、平成３２年ということはもう１回ぐらい再評価は必ずかかるということな

んですよね。 

○塩釜港湾所長 はい、再評価は３年ごとです。 

○林山委員 あと何回かかかるということになると思いますが、昨今議論になっているＴＰＰに

入ったときに、今はまだ予想されていないと思いますけれどもここの貨物量にかなり影響が
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あるような気がするんですが、どのような見通しをお持ちなんでしょうか。 

○塩釜港湾所長 この先は個人の意見ということになりますけれども、石巻の工場は 新の設備

を一番持っており、非常に競争力のある上質のコート紙を出していまして、それが非常に世

界的に引き合いが多くて伸びているということで、ＴＰＰになるとぐっと出ていくのかなと

勝手に思っております。 

  木材関連も、今、材料のところで、こういう形で外材から国産材にかわってまた外材に戻る

という多様な調達を考えていますが、逆に、入れて国内に売るだけでなくて、今度は製品と

して外国に出すということも木材関連では検討しておりますので、その辺でも石巻港にとっ

てはいい風が吹いてきているのかなと個人的には思っています。 

○林山委員 ありがとうございます。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

○平山委員 現場に行かせていただきまして、物流の多さに非常にびっくりしました。仙台塩釜

港も同様でございますけれども石巻港も随分広域で物流が多く、もう少し整備が進むと、仙

台塩釜港も石巻港も一つの港湾として見る見方というのがあるのではないかと思うんです。

そういう広域的な見方をすることによって、機能分担等々を進めてさらに効率的な事業とい

うのがあり得るのではないかと思います。単独だと、それぞれがフルセットで整備しますけ

れども、やはり機能分担を進めていただきたいと思いました。東北の中でも特に宮城のこの

港湾地帯は非常に物流の大基地になっていますので、そういう視点から今後事業を進めてい

ただきたいと思います。 

○宮本副局長 平山先生のご指摘のところは、県もそのような方針で考えておりまして、仙台塩

釜港と石巻港の一体化というのが今ちょうど俎上に上がって、そういった勉強会も起きてい

るところでございます。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  現地を見た者の一人としての印象ですが、先ほど長周期波についての新しい知見が出たので

いろいろ対応を変えていますという話があって、その中で係留ウインチをつけているという

ことがあるんです、これについては、防波堤を延ばすのに時間がかかるので、その延びるま

での間にトラブルを起こさないための緊急対応としてこれを入れているという意味が評価さ

れるのではないかと感じます。それで、この防波堤ができ上がるころにはその機械の耐用期

間がちょうど切れるので無駄にならないということも含めて、できるだけ早く静穏性を実現

させるというのが事業として必要だと思いますので、当初入っていないから対応しないので
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はなくて、その事業に時間がかかるときにはこういうものでカバーしますという工夫は非常

に好ましいのではないかと思っております。それは評価できると思います。 

  それからもう一つ、これはこの委員会として初めてですが、事業の必要期間について、普通

の場合は事業遂行上の時間が必要だからこれだけの計画ですということですが、この件につ

いては財政的な事情、タッグを組む地方自治体との兼ね合いをもってこれだけの時間が必要

だということで変更しています。こういうことは今までないですが、そういうことをこの委

員会としても承認するということでよろしいかどうかをぜひお聞きしたいんですけれども、

よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）わかりました。 

  そういうものも含めて、この委員会としてのこの事業についての評価ですが、先ほど提案が

ありましたように、原案としては事業継続ですが、これについて委員会として認めてよろし

いでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、全員一致していますので、この件については原案のとおり事業継続として認める

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。 

 

〔港湾事業 事後評価〕 

・秋田港向浜地区国際物流ターミナル整備事業 

○柴田委員長 続きまして、これは事後評価になりますが、秋田港向浜地区国際物流ターミナル

整備事業についてご説明ください。 

○秋田港湾所長 よろしくお願いいたします。秋田港向浜地区国際物流ターミナル整備事業の事

後評価について説明させていただきます。 

  １ページをお開きいただきたいと思います。向浜地区国際物流ターミナルは、輸入貨物を取

り扱う船舶の大型化に対応することを目的として、平成６年から１７年までの期間に総事業

費７４億円を投入して完成させたものでございます。整備の内容としまして、岸壁（－１２

ｍ）、泊地、背後にありますふ頭用地等、一連の施設でございます。 

  ２ページ以降、秋田港向浜地区の現況写真、それから３ページには秋田港の概要ということ

で、提示させていただいております。 

  ５ページに飛ばさせていただきます。５ページの下段の棒グラフでございますが、本施設の

取扱貨物量の推移を示してございます。供用開始以降、着実に取扱量が増加していると考え

ております。棒グラフの左側は、施設全体の取扱貨物量の推移を示してございます。右側の

棒グラフですが、費用便益計算の対象となる貨物の推移を特に抽出し示させていただいてご
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ざいます。 

  ８ページをお開きください。８ページには、平成１５年の前回評価時点との相違点を示して

ございます。１５年に再評価をしたとき、１７年の予測値として評価をしていただいたもの

でございます。立地企業が原木輸入から一次加工した木製品の輸入に切りかえたことやボイ

ラー燃料の転換などにより、品目や貨物量を見直ししてございます。取扱量は、全体として

上回っているものの便益計算に使用する大型船利用貨物が少なかった、この○で印をつけて

いるところですが、ここが全体として取扱量が少なかったということでございます。 

  便益計算について９ページ以降に示してございます。立地企業が本施設を利用しまして大型

船で輸送を行うことによるコスト削減額を便益として計上しています。加えて、泊地を整備

することによる海難損失の回避効果などを便益として計上してございます。 

  １２ページに示しておりますが、以上の便益計算の結果によりまして、事業全体のＢ／Ｃを

１．２と算出しております。 

  このように利用実績として一定の効果があり、整備効果も発現されているということでござ

いますので、対応方針としましては、１３ページ、一番 後でございますが、改善措置及び

今後の事業評価の必要はないものという形で提案させていただきたいと考えてございます。

よろしくお願い申し上げます。 

○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事後評価の秋田港向浜地区について、何かご質問、ご意見はない

でしょうか。どうぞ。 

○平山委員 私の担当している河川関係にも事後評価の事業がありますが、この 後のまとめの

言葉について、「改善措置及び今後の事業評価の必要性はない」と言い切ってしまって果た

していいのかなという気がします。結局、社会情勢等々が変われば、また新たな課題、見直

しが必要になる場合もあるのではなかろうかと思うので、例えば「現段階において」という

言葉を前につけるのはどうなのかと。ほかのところで林山先生も議論したことが１回ありま

したが、言い切ってしまうところに我々としては何かちょっと懸念を感じるところがあるん

ですが、そのあたりはこの表現でよろしいのでしょうか。 

○柴田委員長 これは、前回林山先生からも提案が出て、事務的にこの事業評価監視委員会でど

のような決定を出すかという選択肢の説明がありまして、その中で説明されているわけです

が、その点、改めて説明してください。 

○地方事業評価管理官 事務局の方からお答えをいたしますけれども、これにつきましては、私
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ども国土交通省の事後評価実施要領というのがございまして、そこにこういう文言がござい

ます。「改善措置及び今後の事後評価の実施の必要性について、原案を作成しご審議をいた

だきなさい」ということになっていまして、これに基づいた表現になっています。 

  したがいまして、今後改善措置を実施する必要があるかどうかというのが１点と、それから、

事後評価を今後さらに実施する必要があるかと、この２点になるわけです。それを必要ある

とするか必要ないとするかという観点で、こういう表現をさせていただいたということでご

ざいます。 

  今先生がおっしゃったようなところにつきましては、要領に直接書いてありませんが、あく

までもこの事業に限定しているということが一つ。それから状況が変わった場合に別途評価

ということは、要領には書いてありませんがそういう解釈をしているところでございます。

したけれども、この表現でいいかどうかというところはまたご審議をいただければと思いま

す。 

○柴田委員長 状況の変化によって必要となるというのは、状況が悪くなったときに、もうでき

上がっているものを壊してもとに戻せということはあり得ないわけです。状況がよくなった

ときに、これでは不十分なので改めてもっと高機能なものにする必要があるということはあ

り得ますね。そのときには、ここでの改善措置というより、状況が変化したので改めてそこ

の機能強化のための事業を立ち上げますというところで救済できるのではないかと思います。

そういう形で、今の段階では改善措置をどうするということは必要ないけれども、先生がお

っしゃるように状況が変わった場合には、例えば岸壁の深さが不十分だとなれば、改めてそ

の事業を立ち上げますということで、それはここでは排除していないと思います。 

  つまりここでは、現段階での改善措置と今後の事業評価の必要性はないとは言っているけれ

ども、この事業については一切もう手を触れる必要はないと言っているわけではありません

ので、状況の変化があった場合にはそこは改めて提案してもらって、事業を起こすなり、議

論してもらえればいいのではないかと思います。よろしいでしょうか。 

○平山委員 はい。 

○柴田委員長 事後評価で、この事業が不十分だったと、社会的情勢がいいのでもっと本格的な

大規模な事業にしなさいということが起こればいいわけですが、今のところはこの件につい

てはそれが見通せないのでこのような形で報告しますが、状況が変わった場合には遠慮なく

新しい事業として立ち上げてもらうことはやぶさかではないと思っていますので、その点、

担当者としてはぜひそういうことをしていただければありがたいと思います。よろしいでし
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ょうか。 

○平山委員 そういうご理解であれば結構だと思います。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  それでは、特にご意見がなければ、原案のとおり、改善措置及び今後の事業評価の必要性は

ないという形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。 

 

〔河川・砂防事業 再評価〕 

・北上川直轄河川改修事業 

・雄物川総合水系環境整備事業 

・ 上川水系直轄砂防事業 

・赤川総合水系環境整備事業 

○柴田委員長 それでは、次は、河川関係事業についてです。 

  河川関係事業についての重点、要点、及び重点の場合にどういう点を審議のポイントとする

かということについては平山先生にお願いしていますので、平山先生からお願いします。 

○平山委員 それでは、河川・砂防関係の事業につきましてのワーキンググループを１１月４日

に開催しておりますので、ご報告をいたします。 

  当日は、柴田委員長、林山委員、私の３名で行いました。 

  今回対象になった事業は、再評価の事業が４事業、事後評価が１事業、計５事業でございま

して、重点審議事業としまして３事業を選定しております。重点事業の３事業は、北上川直

轄河川改修事業と雄物川総合水系環境整備事業、それから 上川水系直轄砂防事業でござい

ます。これらはいずれも水系全体を一括して取り扱うように今回変わった事業でございまし

て、言うなれば水系全体に対する基本の整備計画なり河川環境管理の計画なりがあって、そ

れに基づいた事業を積み重ねて全体で評価するという形の事業になっておりまして、事業規

模が非常に大きく、事業期間も長いということが特徴になっています。どうして水系全体の

評価を行うようになった経緯をお話しいただきたいと思います。 

  特に北上川直轄河川改修事業では、 終的な全体の目標があって、当面３０年という年限を

切って事業が組み立てられているようでございますが、その段階的な整備の考え方、それか

ら費用対効果の妥当性のようなところをお話しいただければと思います。 

  それから、雄物川総合水系環境整備事業でございますが、平成１７年に再評価を受けており
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まして、それ以降に事業箇所が追加されております。事業費が増加しておりますが、この理

由について少し詳しくお話をいただければと思います。それから、この環境整備事業だけ総

合水系という名称がついていますが、これはどうしてなのか、ご説明をいただければと思い

ます。 

  それから、三つ目の 上川水系の直轄砂防事業につきましては、砂防事業は不確定な要素が

大変多く、計画をつくるのが難しい事業だということは重々承知しておりますが、流出土砂

量の増大とか流域の荒廃状況に応じた進め方があろうかと思います。ダム事業でしたら、こ

れだけの水を溜めてこれだけの効果が生まれるとはっきり言えるんですが、砂防事業は、土

砂の見積もりなども難しいですし、そのあたりが非常に難しいので、そういうところを委員

の皆様にご理解いただけるようにご説明をいただければと思います。全般的にまずお話をさ

せていただきました。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  では、早速評価に入りたいと思います。 

  再評価の 初の北上川直轄河川改修事業からお願いします。 

○岩手河川国道事務所所長 それでは、資料３－１によりまして北上川直轄河川改修事業につい

て説明いたします。 

  まず、１ページ目でございます。北上川につきましては、明治４３年の洪水を契機として国

による本格的な河川改修がスタートしております。その後、戦後でございますが、昭和２２

年のカスリン台風や２３年のアイオン台風などの度重なる被害を受けまして、ダム群の建設

や主要市街地を守る堤防整備が進められてきております。今回の事業評価につきましては、

事業区間が書いてございますけれども、合計国管理区間３３６．５ｋｍにつきまして対象と

なってございます。 

  先ほど平山先生からお話のありました関係でございますけれども、これまでの北上川の事業

評価につきましては、胆沢のダム事業や一昨年しました一関の遊水地の事業ということで、

個別の大きな事業単位で行ってございました。今回は全体ということでございます。これは、

今年、より事業の透明性について説明するという趣旨から河川局が全国的な取り扱いの中で、

河川の改修事業につきましては、箇所ごとの整備が上下流や左右岸ということでお互いに非

常に影響を及ぼすことなどもありまして、個々に評価するのではなくて全体として評価すべ

きということで水系としてすると。それから、もう一つは、それと同時に水系単位の場合に

ついては、３０年間の整備内容と、それから当面７年間の、段階的な二つの整備内容につい
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ても評価をいただくという全国的な取り扱いの中で、北上川につきましてもこの趣旨でご審

議をお願いしたいと思ってございます。 

  ２ページでございますけれども、流域の概要でございます。中段の左側にございますように、

北上川は、両側を奥羽山脈と北上高地に囲まれた盆地を流下した後に宮城県内で低平地を流

れてございます。下の図でございますけれども、上流はある程度の勾配を持って流下いたし

ますが、一関の付近で急に勾配が折れましてなだらかになりまして、またそこから宮城県と

の県境まで約３０ｋｍにわたって狭窄区間がありますことから、洪水時にはこの一関の付近

が一度大きく溢れまして、また下流域につきましても、宮城県側に行ってから、県境から河

口までの標高差がほとんどないという非常に緩い勾配になって、洪水が広く拡散するような

氾濫形態を持ってございます。 

  ３ページになりますけれども、こういう川沿いの平地部に市街地及び資産が集積しているの

が、北上川の特徴でございます。 

  次、ちょっと飛びますけれども７ページでございます。改修の経緯でございますが、このよ

うな地形特性や社会情勢から、この囲いの中の３段目に書いてございますけれども、明治４

３年の大きな洪水を契機に国として本格的な改修が始まりました。主に下流の宮城県側での

河道掘削や洪水分派が先行して進められております。昭和初期に一定の進捗を見ましたけれ

ども、戦後、昭和２２年、２３年の台風被害によりまして、また上下流一貫した治水計画の

見直しを行いました。これによりまして、下流の宮城県側ではさらなる堤防の整備や河道掘

削、それから一方の上流、岩手県側では発電や利水に伴う地域開発と一緒になりましたダム

事業や遊水地の事業などが行われてきた経緯がございます。 

  ８ページでございます。事業の進捗状況でございますが、そういう経緯もありまして、この

８ページの図やグラフを見ていただければわかりますけれども、いまだに北上川の中流域や

狭窄部あるいは旧北上川の河口部には、多くの無堤部や、あるいはまだ堤防が完成していな

い部分があるということで、今なお整備途上の状況でございます。 

  洪水被害の実績でございます。５ページに戻りますが、先ほどからお話ししています明治４

３年の洪水以降、戦後の洪水、あるいは近年でも平成１４年、１９年ということで、非常に

大きな洪水被害、浸水被害も受けているような状況でございます。 

  すみません、９ページに飛びます。こういうような経緯から、今後３０年間におきましては

家屋の浸水被害を解消させることを優先的に、整備を行うこととしております。これが図の

ピンクの矢印でございます。それから、当面の７カ年間では、近年家屋浸水被害を受けまし
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た例えば平成１４年、１９年の被害を受けたような浸水箇所について、優先的に対応してい

くということで考えてございます。 

  １０ページの下段の図になりますが、これらの整備を進めることによりまして、昭和２２年

のカスリン台風と同程度の洪水に対しての家屋浸水被害を解消することを目標としていると

ころでございます。 

  ちょっと時間の関係もありますので飛ばします。 

  費用対効果でございます。３１ページに書いてございますけれども、このような事業の３０

年間と当面の７カ年間の結果といたしまして、Ｂ／Ｃがそれぞれ、３０年間で４．６６、当

面の７カ年で６．１１という数字が出てございます。 

  ３８ページにはコストの縮減、３９ページ以降には地域の協力体制などが書いてございます。 

  後に、４３ページにございますように、本事業につきましては、事業の必要性及び効果、

それから進捗の見通し等も考えまして、事業の継続ということでお願いしたいと思っており

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。 

  ただいまの説明について、平山先生、何かありますか。 

○平山委員 今所長がご説明されたとおり継続で結構ですが、整備率を知っているだけに、もっ

と早くしてくれという思いを感じています。ですから、結論としてはそのとおりで結構だと

思いますが、流域全体の話になった場合に、部分的に見るのでしたら非常に理解しやすいん

ですが、全体計画をまずきちんと教えていただかないとだめなので、機会をつくり、環境の

空間管理みたいなものでもいいですし、砂防の方も全体計画があると思うので、そういうも

のをまず我々に教えていただきたいということもございます。 

  それから、流域全体で行いますから、下流も上流も中流もあって、その事業の優先づけとい

うことにも触れていただきたいと思います。それと、ダム事業もあり、県の事業区間もあり、

治山事業等もあるわけで、そういうものとの絡みをやはり知らせてほしいと思います。そう

しないと、流域全体で行った意味合いがなくなると思います。単一の小さな事業のＢ／Ｃだ

け考えるよりももっと広域的に考えることが合理的であり、このような進め方になったのだ

と思います。河川の流域をもう少し総合的に包括的に見る中で、早くしてくれとか、こっち

を先にした方がいいとか、他の事業と整合性を持ってしてくれとか、そういうような進め方

が可能になるのではなかろうかと思います。 

  私はこの流域をよく知っていますので、今の進め方に対して全然異論があるものではござい
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ませんけれども、これからはそういうことにも注意してご説明をいただければと思います。 

○柴田委員長 ありがとうございました。そのほか何か。 

○青山局長 補足させてもらいますと、もともとこの評価制度が始まったときに、河川改修はど

うするのかということがありました。要は、先生ご承知のように、河川は長期的な目標に対

してバランスをとるということで計画をつくって、ただ、実際に整備を行うのは災害があっ

たところとか資産が多いところからということで、計画と実態が合わない部分がある。そう

しますと、極端な話、今、無堤部に北上川もありますけれども、そこに堤防をつくることに

よってほかの安全度を落としますので、堤防だけを評価するとマイナスのＢが出るといった

ような矛盾が出てくる場合もあって、ダムとか大規模な施設は別だけれども、全体のものに

ついては、再評価になじまないのではないかという議論がありました。そのために、河川法

の中でつくっています流域委員会の中で議論すれば良いと。ただ、北上川はまだ流域委員会

ができていないものですから、この評価委員会の中でご審議いただくということになってお

ります。 

  私、関東でも行いましたけれども、そのときに確かに同じ問題がありまして、やはり利根川

の過去の歴史から始まって、我々が何に問題意識を持ってどういう施工手順で何をしている

のか、どういう見通しなのかと、そういったところをご説明しないと、個々の事業の話をし

ても皆目見当がつかないということなものですから、これからそういう説明にできるだけ変

えていきたいとは思っております。どうも単品でもちょっと説明しづらい事業なものですか

ら、もう少し説明の仕方についてはまた工夫していきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○柴田委員長 そのほか何かご質問ございませんか。 

○沼倉委員 この事業について見せていただいたときに、ここには書いていませんけれども非常

に有意義だと思ったのは、７年間はここは行いますが、逆に３０年間の計画の中の７年間の

対象になっていないところは行わないという計画だと。これは、する計画であり、しない計

画だという表明だというふうに受け止められると。そうすると、そこに住んでいる人たちが、

国の計画には７年間の間に行わない計画もあるということを理解した上で生活をしていくも

のなんだと思って、非常に意義があると思います。 

  かつ、やはりＢ／Ｃで事業の評価というのをするんですけれども、この河川の場合には、そ

この流域に重要な公共設備とか住宅をつくるとＢが大きくなってしまう。要するに洪水が起

こったときにより被害が大きくなっていくという矛盾もはらんでいるわけですので、つくら
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なければそこに住むには適さないということをより表明するものであるという意味でこの事

業の評価の単位でもあり、事業の内容については、より市町村もしくは住民に広めていって

いただきたいと思っております。その上で、なるべく投資をしなくてもＢが確保できる、ベ

ネフィットがとれるような方向性に行けば、より望ましいのではないかと思っております。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○宮城委員 河川ですから、水系でするのが本来は望ましいと思いますが、おそらく便益を計算

するとか貨幣価値に換算するときに、非常にいろいろ悩ましい問題も出てくるかと思います。

といいますのは、水系そのものはそう変わらないわけです。今までですと、事業という形で

いっぱいあって、その事業の便益を出す。ところが、水系でしていくと、このタイトルもそ

うなっていますが直轄河川改修事業ということで、ここで事業をするたびに便益をどうやっ

て計算するかという形ではしなくなるという理解でよろしいですか。つまり今までの河川事

業マニュアルと、水系に変えることによってこういう具合に便益を計算しなさいというマニ

ュアルは、変更されたのでしょうかというところが、まず基本的な質問です。 

  当然この費用便益分析は、ある事業に対しての費用対効果、つまりどれだけ投資する価値が

あるかというのを見るのも一つですが、もう一つは、幾つかの代替案に対してどれが望まし

いかという比較も入っているわけです。だから、そういう意味でいきますと、この水系一本

でするということは、代替案ということではなくて河川全体をしていくと。これはもう費用

便益分析に関わらずしていかなければいけないことだと思います。その場合に、費用便益分

析でするという内部基準のようなものがあって、水系で行った場合に、あとはどれだけ投資

していく価値があるかという評価だけを今後していこうとしているのか。つまり計画を水系

でするということ自体はわかると。ただし、その計画の３０年にわたる便益を計算するとい

うことは、問題は、この水系この水系にどれだけ投資するかというのは対案で比較になるん

ですけれども、同じ水系の中で便益計算をするというのは何か矛盾があるような気がして、

マニュアルはそれに応じて変わったのでしょうかというのが……、私河川のマニュアルを全

然見ていませんので。 

○青山局長 マニュアルは変わっていないです。 

○宮城委員 変わっていないですか。 

○青山局長 もともと水系全体で長期計画でＢ／Ｃを出して、それで普通は大体３とか５とかそ

のぐらいの数字になって、例えば１００年に１回の洪水に対応する計画をつくることはここ

では経済性があるということで使っていました。ところが、手順としては、先ほど言いまし
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たように効率が高いところから行います。例えば北上川であれば石巻とか大崎の平野とか、

あとは盛岡の市街地とか、そういったところを整備するということになる。当然Ｂ／Ｃの効

率の高いところからやってくるわけです。そうすると、後発のところになればなるほど当然

Ｂ／Ｃは下がってくる。ところが、先ほど言いましたように、河川というのはバランスをと

って整備するという考え方でいますので、だんだん整備が進んでいくとＢ／Ｃが下がって、

１を割りました、じゃあしませんということが可能かというのは、これはずっと議論はして

いるところです。ですから、大規模施設については確かにＢ／Ｃということで今も評価をし

ていますけれども、部分部分に分けて、要は７年間とか３０年間としていますけれども、あ

る段階になってくるとＢ／Ｃが１を割る可能性がある。そうするとそこの堤防はつくらない

のか、河川改修をしないのかということになると、今度は流域全体としてのバランスをそこ

で欠いてしまっていいのかという問題に突き当たる可能性があると。その辺は実は皆矛盾を

抱えながら、今、試行錯誤しているという段階でございます。 

  経済分析の考え方そのものについては、長期的に経済評価をするという考えのマニュアルと

同じものを使っています。その辺の考え方を整理していかないと、いずれ矛盾にはぶつかる

可能性はあるなと。ある程度都市部の整備が終わったのだから地方部はもう河川改修をしな

くてもいいのだというようなことが本当に許されるのかどうかというのは、別議論でしなく

てはならない話になってくるだろうと思っています。 

○柴田委員長 今の話に関係があると思いますが、９ページに、平成２２年から２８年までの計

画では、平成１４年７月と１９年９月の洪水で浸水のあった地域の治水対策をしますと。こ

れはＢ／Ｃではないんですよね。何をしますと明確になっている。同じように３０年間では、

昭和２２年９月の洪水と同じものがあった場合に家屋の浸水被害をゼロにしますと。水系全

体としての計画は、Ｂ／Ｃではなくて、具体的に住民に対してどういう環境をつくるかとい

うことを明確にしているというところではないかと思います。その中で、どういう優先順位

でしますかというときは、Ｂ／Ｃとか何かでするかもしれないけれども、１以下になっても

これに該当するものは事業として行いますよというところがポイントではないかという感じ

がします。 

○青山局長 今は個々にＢ／Ｃを計算すると１以下なんです。それを水系で平均値化して、事業

を位置づけているということで、どうにか救っているという形になります。ただ、９ページ

のこの絵でいくと、多分整備計画の３０年を超えた段階のレベルになってくると、多分１を

割る可能性が出てくるんです。そのときに、では１を割ったからそこの堤防はつくらない、
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もしくは堤防が低いままでいいのかという議論が出てくると。河川の場合は、ほかと違って、

被害を整備しない局部に集中させるということになります。要は、完全に守られるところと

守られないところを明確にしてしまうわけです。それが、Ｂ／Ｃが１を割る割らないという

ことで極限化していいのかという議論が多分そのときに出てくるんだろうと思います。 

○柴田委員長 そこのところになってくると、１００年に１回起こる可能性があるところと、２

００年に１回起こる可能性のあるところでは、事業の中身が違いますよね。そうすると、今

まで例えば５０年に１回のところは対応したと。そうするとちょっと不安だから１００年に

１回のところまでレベルアップしようというような形で採択すると。それができると、その

次に２００年に１回とかという形になったときに、２００年に１回ならしなくてもいいので

はないかという選択が出てくるという形でこの河川計画というのはつくるのかなと思ってい

ますが、その方が住民からは非常にわかりやすいのではないかと思います。だから、一つ一

つこの事業はＢ／Ｃ何とかですというのは内部の話であって、この地域をどういうふうにし

ますかというのが河川計画だから、さっき先生がおっしゃったように、今後３０年間でこの

地域、流域全体はこういうものでレベルを保障しますということがあれば、住民は非常にわ

かりやすいので、今度つくる計画については、住民にその辺をよく理解してもらうことが必

要ではないかと思っているところです。 

  そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○林山委員 委員長と平山先生と私とで事業選定委員をしたときから、素朴な質問としていまだ

に腑に落ちないのは、これは内容はオーケーですけれども、評価対象期間が平成２２年から

なんですよね。なぜこれが再評価に上がってくるのかが意味がよくわからないんです。むし

ろ新規事業としてとらえるべきで、何で再評価のハードルに引っかかってくるのかがよくわ

からないので、ご説明いただきたいと思います。 

○河川調査官 これについては、事業自体は平成２２年以前から継続して行われていて、例えば

築堤についても２２年をまたいで実施している箇所もございます。ただ、評価対象期間につ

いては今後３０年間ということで、ここからの分として計算をしたということでございます。

事業は継続的に行われているから再評価、その参考としてＢ／Ｃを計算するに当たりまして、

今年度以降の分を計算してお示ししているところでございます。 

○林山委員 そうしたら全体の本当の事業費は違うわけですね。平成２２年度からと今回の資料

に載せているのは、正確に言うと残事業という意味ですよね。そういう理解でよろしいです

か。 
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○河川調査官 はい、おっしゃるとおりです。 

○柴田委員長 そのほか。よろしいでしょうか。 

  それでは、この件に関しての事業継続に反対という意見がありませんので、原案どおりこれ

は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。 

  続きまして、雄物川総合水系環境整備事業についてお願いします。 

○河川調査官 雄物川総合水系のご説明に入る前に、 初にあったなぜ総合水系なのかというご

質問にお答えしたいと思います。 

  総合水系環境整備事業について実施要領というものがございまして、その中の「河川環境整

備については流域全体の視点からの整備が重要であり、特に重要ダムを有する水系について

はダムとの連携が重要である。したがって、上流ダムにおける環境整備と河川における環境

整備を総合的に整備する」ということをもちまして、「総合」という文字が事業名に入って

いるという状況でございます。 

  今回ご説明する事業につきましては、ダムと連携した枠組みで事業のメニューが入っている

ものはございませんけれども、全体のスキームとしてはそういう考え方に基づいて総合とい

う名前がつけられているところでございます。以上でございます。 

○湯沢河川国道事務所所長 それでは、雄物川総合水系環境整備事業について説明いたします。 

  １ページ目をお願いいたします。事業の目的でございますけれども、豊かで潤いのある河川

空間の創造を目的に、河川の自然環境の保全あるいは河川利用の促進を図ることから、雄物

川水系の河川環境管理計画の基本理念に基づいて環境整備を進めているものでございます。 

  当地区は、湯沢市から秋田市に至る区間が事業区間でありまして、全体で６地区ございます。

前回から２地区増えているところでございますけれども、増えた２地区は地域の景観、歴史、

文化、観光という資源を生かしたいろいろな活動が盛んで、河川や水辺で整備・利用を行う

かわまちづくりの推進に対しても非常に熱意の高い地域であるということから、２地区を途

中で追加してございます。その結果、事業費が、当初２１億円だったものが２９億円となっ

ているところでございます。現在のところ、残事業費としては１．８億円ということです。 

  ２ページ目、３ページ目をお願いします。２ページ目に事業箇所を載せております。それか

ら、今まで整備が終わった地区を２ページ目、３ページ目に載せております。今宿地区、山

田・玉川地区、それから国際カヌークルージング場地区などにおいて、親水護岸、緩傾斜堤

防等の整備をしてございます。 
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  ４ページ目、５ページ目をご覧ください。ここは、現在整備を進めている２地区でございま

す。一つは大曲地区かわまちづくり地区でございますけれども、ここは大曲の全国花火大会

などで有名な地区でございますが、観光振興を支援するということから散策路等の整備を進

めているところでございます。 

  ５ページ目、秋田地区かわまちづくりのところでございますけれども、当地区においても地

域活性化を支援する観点から、低水護岸、階段護岸等の整備を進めているところでございま

す。 

  ６ページ目をお願いいたします。雄物川における河川利用の動向等を示しております。平成

５年から平成２１年まで、年間利用者の推移でございますが、徐々に増加していることがう

かがえるかと思います。６ページ目の下の方に整備が終わった３地区の利用者の変化につい

て掲載しております。それぞれ３地区においても利用者の増加がうかがえるかと思います。 

  ８ページをお願いします。費用便益分析でございますが、便益の評価は「河川に係る環境整

備の経済評価の手引き」に基づきまして、ＴＣＭ手法を用いております。なお、国際カヌー

クルージング場の地区については、整備地区が点在しているということ、複数の目的地を利

用する利用者が存在する、いわゆる周遊性が高いことから、ＣＶＭ手法を適用しております。

費用便益比ですが、真ん中あたりに書いておりますけれども、全体で７．１となっていると

ころでございます。 

  それから、１１ページ目以降、地域の協力体制、事業の効果等が載っております。地域の協

力体制等については、雄物川全体で河川清掃・美化活動が広がっております。また、地域の

市民団体等を交えたワークショップあるいはシンポジウム等も開かれている状況にございま

す。 

  １３ページ目、効果のところでございますけれども、整備された地区においては小学生など

が参加した環境学習や体験学習などが行われております。また、ＮＰＯ法人などによるカヌ

ーの講習会、各種イベント等も開かれている状況にございます。 

  １４ページ目をお願いします。３年に１度程度、川の通信簿調査というものを地域の市民団

体等の協力も得て行っているところでございますが、現在整備されている地区については、

概ね非常によい評価を得ているところでございます。 

  １５ページ目に今回の事業に対する秋田県からの意見がございますが、継続について異議が

ありませんという回答をいただいております。 

  １６ページ、 後になりますけれども、これまで整備した地区では、利用者が増加し、いろ
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いろと地区活動も行われ協力体制も構築されているなど、事業の効果が認められていると考

えております。そういったことから、事業継続とさせていただいております。 

  なお、整備が完了した地区におきましては利用推進に対する効果が確認されているため、当

面、改善措置及び今後の事業評価の必要はないものと考えております。また、今後の整備に

当たっては、より一層の費用節約に努めるとともに、さらなる利用の促進に努めることとし

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。 

  皆さんからご質問、ご意見はないでしょうか。平山先生、先ほどの総合水系の「総合」がつ

いたのは。 

○平山委員 わかりました。 

○柴田委員長 これは、１ページにありますように、以前に雄物川水系河川環境管理基本計画と

いうのがあって、これがあるから、それに合わせてその後からダムとつなぐのならばという

のでこれは使えないというので、「総合」をつけたと。総合をつけて河川を取ったという形

で、雄物川総合水系環境という名前にしたんですかね。逆に言うと、そういうダムとかほか

との連携を考えない環境計画はありませんということでしょう。これ一本でこれから行きま

すよと。この「総合」のつかない河川環境計画みたいなものはあるんですか。 

○河川調査官 事業としては、「総合」がついた形で全水系でされておりまして、実際に名取川

ではダム事業とセットで事業内容が組まれているという事例もございます。 

○柴田委員長 環境事業については、従来はダム事業や他事業との連携を考えないで単独でして

いたけれども、これからは連携も含めた総合環境事業として位置づけるようにということで、

環境事業の位置づけが変わりましたという理解でよろしいでしょうか。 

○河川調査官 はい、それで結構だと思います。 

○柴田委員長 よろしいですか。 

○宮城委員 今の雄物川総合水系環境整備事業についてはわかります。総合水系と、形容詞が水

系にかかっているので、それがわかりにくいというのが多分平山先生のご意見だったと思い

ます。今のこれで「はい、そうです」と言われると、余計わからなくなりますけれども。 

○青山局長 「総合水系」で切られると違います。「総合」で切れます。 

○柴田委員長 総合環境事業ですね。よろしいでしょうか。 

  それから、もう一つは、追加箇所が今２カ所説明されましたけれども、事業費の増加の理由

として、箇所が二つ増えたので事業費が増えましたという説明です、よろしいでしょうか。 
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○平山委員 はい、結構です。 

○柴田委員長 そのほか。どうぞ。 

○宮城委員 細かい質問ですけれども、Ｗｉｌｌｉｎｇｎｅｓｓ Ｔｏ Ｐａｙ（ＷＴＰ）をＣ

ＶＭではかっていて、これの１世帯当たりの支払意思額はどのぐらいだったか、おわかりに

なりますか。 

○湯沢河川国道事務所所長 今回の調査では、１世帯当たり、月当たりで２４６円になっており

ました。 

○宮城委員 年間で３，０００円近く。 

○湯沢河川国道事務所所長 ３，０００円ぐらいです。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○九戸委員 河川の事業というのは結構幅が広くて、洪水対策をしているものから、こういう景

観とかレクリエーションとかソフト事業につながるようなところまで、非常に幅が広いんだ

なというのを感じました。まだ洪水問題が解決できていない河川がある一方で、もっと手厚

く利活用の部分まで踏み込んでいる計画があるというように、このエリアの中で差があると

いうのを、今二つの計画をお話しいただいて、河川計画の中に非常に段階があるということ

を感じました。 

○柴田委員長 基本的には事業の優先順位ですよね。治水の方が環境よりも優先でしょうという

のはあるけれど、治水を行っている箇所と行っていない箇所があるんですよね。事業として

は、全国いろいろな形で行うとすれば、環境事業が必要だというところがあってそれも効果

があるというので、治水の事業と環境の事業が両方走っていますと。だから、同一場所で、

治水が必要だけれどもそれをしないで、環境ということはあり得ないと思いますが、その辺

のところの選択かと思います。非常に単純でわかりやすいのは、治水が優先だからすべての

予算を治水につけなさいというのは非常にわかりやすいですよね。そして、それが終わって

から環境とか何かしたらいいじゃないですかというのもわかりやすいけれども、やはりいろ

いろな多様性があるので、同時並行的にしている事業ですということかなと思います。全体

の予算としては、当然治水の方が多いですよね。その辺のところを説明してもらうと、事業

としてはいいけれども。 

○木村委員 そういう意味では、私もかわまちづくりに関わっていまして、これから新しくこう

いうかわまちづくりを行うことでそれなりに便益が上がるわけですけれど、その後続けてし

てもらえるかどうか、それなりの便益があるんだけれども、治水ではなくてもう少し利水の
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部分でこういったものがどういう位置づけで続けられるか、その辺のところのお考えを伺い

たいのですけれども、いかがでしょうか。 

○柴田委員長 どうでしょうか。一番根幹的なところですね。治水とか利水とか環境とかの中で、

優先順位のようなものを見直す必要が出てきているかどうか。 

○木村委員 いや、かわまちづくりを行っているところは要するに治水的なところは大体クリア

しているので、今度は利水の部分でそういう便益の部分を、必要ということを言われるとあ

れなんですが、だけれども非常に便益も出てくるようなことをさらにこの後どうやって予算

とか事業として位置づけていくかということです。かわまちづくりが続くのかどうか、いか

がでしょうか。 

○田上河川部長 それでは私の方から。率直に申し上げますと、昨今の事業仕分けの関係で、環

境整備についてはある意味では非常に厳しい見方がされているというのは事実でございます。

ただ、今行っている継続事業、かわまちづくりはやはり地域と一体となる事業でございます

ので、全体としての見方も、地域と一体で見ることになる。要は地域と一体となってコスト

をかけないとか、そういう形の手法を取り入れて行っていく分には今後も増え続けられるだ

ろうと思っています。ただ、従前どおりの、費用を使って行う事業については、今の段階で

は見通しは暗いのではないかと感じています。 

○柴田委員長 よろしいですか。 

○木村委員 結構です。 

○柴田委員長 そのほかよろしいでしょうか。 

○宮城委員 ついでなのでちょっと聞いておきたいんですが、このＣＶＭは大体こういう環境計

画系に使われるんですが、さっき言った水系あるいは河川の流域でもいいんですが、そうい

う広いエリアでＣＶＭ評価されたという例が、ここだけでなくて全国的に換価されていると

ころであるでしょうかというのが質問です。今まで出ている河川事業も具体的な効果によっ

て貨幣換算していますけれど、ＣＶＭは皆さんにイメージを聞くので、だから河川事業ある

いは河川流域全体のいろいろな説明が難しいと思うんです、ＣＶＭをつくるときに資料をつ

くるのが。どういうように日本国民が思っているのかという計算はＣＶＭの方が適切な気が

します。だから、流域ベースで評価するというのはごく 近変わったばかりなので余り適用

例はないかもしれませんが、こういった親水事業みたいな小さいものではなくて、もっと大

きいエリアでされた例があるかどうかをお伺いしたいんですけれども。 

○青山局長 多分、私が知っている限りにおいてはそういうのはないと思います。やはりＣＶＭ
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をする前に、アンケートしますので、聞かれた人間がある程度イメージが湧くということに

なると、どうしても対象が限られていくことになりますし、特に河川の環境の場合には、見

るべきもの、何が自分にとっていい環境なのかというのがみんな違うものですから、全体に

ばさっとした聞き方とか、対象を非常に幅広くしてしまうと、答えの信頼性が非常に落ちる

といいますか、何を評価したかわからなくなる。同じ水系や流域でも都市部の人間と地方部

の人間では、自分が見ている川というのは違いますので。ですから、多分今まで水系全体で

の評価ということはなかなかないのではないかと思います。 

  そのかわりと言っては何ですけれども、川の通信簿というのは、そういう意味ですといろい

ろな物差しのものを通信簿風にいろいろな地域の人に点数をつけてもらって、川の全体の評

価をしてみようという試みとして、試行しています。ただ、貨幣換算するには、さらにもう

一工夫は確かに要るのだろうと思っています。 

○柴田委員長 午前中にできるだけ終わらせたいと思います。 

  この件についてですけれども、提案は事業継続ということで、反対の意見はありませんので、

認めてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それで、相談ですけれども、 上川水系直轄砂防事業については、大規模だし影響力が大き

いので時間をかけて議論をしたいと思っていますが、午前中の会議しか出られないお二人、

宮城先生と林山先生がおられますので、その辺何かこの件に関してここのところだけはきち

んと説明してほしいというのがあったら例外として事前に個別に説明してもらって、後でル

ールに基づく説明をいただくという形にしたいと思いますけれども、何かありましたら。 

○林山委員 いや、私は事前に説明を伺っていますので、特段ございません。 

○柴田委員長 宮城先生はいかがでしょうか。 

○宮城委員 そうですね、特にございません。 

○柴田委員長 それでは、午前中の審議はこれで終わって、残りが 上川水系直轄砂防事業と赤

川総合水系環境整備事業、それから事後評価の雄物川上流特定構造物改築事業とありますが、

これについては午後に協議しますが、先ほど言いましたように、これまで議論した雄物川総

合水系環境整備事業までの議論について議事録をつくってもらいまして、皆さんに確認して

もらうことにしたいんですけれども、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、事務局、よろしくお願いします。 

     〔議事録作成〕 

○柴田委員長 時間がもったいないので、 上川水系直轄砂防事業についてですが、先日現地視
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察してきました。ぜひみんなに見てもらいたいと思います。８ｋｍの道で、車では行けるん

ですが、５００万㎥以上の崩落があって、すごいなという感じがするんです。後から説明が

あると思いますが、たまたま新しくできたばかりの砂防ダムがあって、その崩落の途中なん

ですが１回きちんと止めたということで、その大崩落の影響を下にまで流さないで済んだと

いうのは非常に好ましいという感じがするんです。つくっている砂防ダムがあったから助か

ったというのは、余り聞いていないんです。それをもう少しＰＲしたらいいのではないかと

いう感じがします。それがなければ 上川までドーンと行って、結構大きい影響を与えたの

ではないかという感じがします。 

  その後、そういう大崩落が起こらない形で砂防計画をつくっていたので、その大崩落が起こ

った後は変わったかと言ったら、予定が変わってやはり箇所が増えたという意味で、柔軟な

対応をしているという意味では非常に評価できると思いました。ただ、砂防ダムをつくる場

所というのはなかなかないので、今それを選定しているという話なんですけれども、やはり

砂防ダムというと、我々は余計なことで山の環境を悪くするとかと言って、みんなに評判が

悪いですよね。土砂を海に流さないかとか。でも、現地を見ると考えが変わるという感じが

します。その意味で、ぜひ見てほしいという感じがするんです。本当の大規模ですね。 

○九戸委員 えぐれているんですか。 

○柴田委員長 山が崩れている。カルデラみたいになっているような感じです。 

○沼倉委員 写真ではありますけれども……。 

○柴田委員長 現場に行くとやっぱり違うなという感じがしますね。この２ページの左上のとこ

ろですが、これだと大昔でき上がった跡みたいな感じでグランドキャニオンみたいな感じで

すけれど、行くと、途中引っかかっているのがあって、あれが落ちてくるんじゃないかなと

かそういうのがあるんです。だから、この砂防ダムは、名実ともに進行している土砂の流出

と、それに対して負けないようなスピードで止めているということで、何か時間との勝負み

たいなところがあるなという感じがします。もちろん大型トラックなどは入れないところで

大規模なものをつくっているので、それと冬期間仕事ができないため１年で３カ月か４カ月

ぐらいしか仕事ができないようなところでしているので、大変だなと感じました。 

     〔議事録配付〕 

○柴田委員長 それでは、これまでの審議結果の原案ができましたので、読んでください。お願

いします。 

○地方事業評価管理官 皆様、審議結果概要はお手元に届いておりますでしょうか。 
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  それでは、読み上げさせていただきます。 

  個別の事業名は省略しますが、まず、再評価について。 

  港湾事業、石巻港雲雀野地区でございます。 

  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。 

  石巻港と仙台塩釜港を合わせて一つの港湾としてみて、機能分担を図っていくべきではない

か。 

  それから、河川関係事業でございます。 

  北上川直轄河川改修事業、雄物川総合水系環境整備事業でございます。 

  以上について、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、水系全体の評価を行うにあたって、上下流で実施される事業の優先度や、ダム、砂防、

治山事業等との関係についても説明すること。 

  ２、当面の事業評価期間（７年間）で整備しない部分が明らかになることは有益であり、地

域にも広く周知すべき。 

  次に、事後評価でございます。 

  港湾事業、秋田港向浜地区でございます。 

  改善措置及び今後の事後評価の実施の必要はない、との対応方針案は妥当である。 

  なお、以下の意見があった。 

  １、今後、社会経済環境の変化などに対応し、適宜モニタリングを行うべきではないか。 

  以上でございます。 

○柴田委員長 ただいま読んでいただいたのがこれまでの審議の議事録ですけれども、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、これまで審議した内容についての議事録はこれで確定したいと思います。 

  それでは、先ほど言いましたように、 上川水系直轄砂防事業と赤川総合水系環境整備事業、

それから事後評価の雄物川上流特定構造物改築事業については、午後の部の 初に協議した

いと思います。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、午前の部の委員会はこれで一旦終わりまして、休憩とさせていただきます。 

○司会 どうもありがとうございます。 

 



-26- 

  〔休 憩〕 

 

○司会 それでは、定刻になりました。皆様おそろいでございますので、これより引き続き事業

評価監視委員会を進めてまいりたいと思います。 

  午後は、先ほどの河川関係事業の残りの分と道路事業の審議ということになります。 

  午後につきましては、井上委員、林山委員、宮城委員、３名の方がご欠席でございます。そ

れから、間庭委員と堀井委員におかれましては、少し遅れる予定となってございます。した

がいまして、今現在１１名中６名の委員のご出席ということで、過半数を満たしており委員

会は成立いたしますので、これより進めさせていただきたいと思います。 

  ここで、審議の前に報道機関の方にお願い申し上げます。審議中の写真、テレビカメラ等の

撮影はご遠慮いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、早速審議の方を、柴田委員長よろしくお願い申し上げます。 

○柴田委員長 それでは、再開させていただきます。 

  初は、 上川水系直轄砂防事業ですけれど、先ほど平山委員の方から、これを重点にする

理由は水系全体の事業評価に変更している点であると。その中で審議のポイントは、 上川

水系直轄砂防が個別流域から水系全体で評価を行うことに変更した経緯、それからもう１点

は、大規模崩落発生などの流域内状況に応じた整備と効果の検証についてということです。

それを踏まえて、事務の方からご説明願います。 

○新庄河川国道事務所所長 上川水系の直轄砂防事業の説明をさせていただきます。 

  資料１ページの位置図にありますように、月山の火山を源とします 上川水系の四つの左支

川と真室川水害を契機とした鮭川流域において事業を実施しております。前回の事業評価は

各流域単位を対象に行いましたが、流出土砂が被害を及ぼす下流の保全対象に重複がありま

した。また、昨年国土交通省本省の砂防事業の再評価実施要綱が改定され、水系を単位とし

まして３０年間の事業計画をもって取りまとめることになりました。 

  ２ページ目に流域の状況を示してございます。火山堆積物が厚く堆積しています当地区にお

いては、豪雨時、また我が国有数の豪雪地帯でありますので融雪時に、崩壊・侵食による土

砂流出が頻発し、災害ポテンシャルが著しく高い地域にあります。２ページの写真にありま

すように、侵食過程にあります大滑落崖及び銅山川に見られるようなシラス等が土砂の発生

源となっております。 

  これらの荒廃地からの土砂は、下流に大量に流出しますと、３ページの写真にありますよう
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に 上川水系の本川の河道内に堆積してしまい河積を減じます。さらに、古くは河口の酒田

港に土砂埋没による被害をもたらしてまいりました。 

  ４ページに主な災害を示しましたが、特に真室川災害では土石流氾濫が多発しました。また、

先日、柴田委員長さんにも現地をご覧いただきました立谷沢川の濁沢の大崩壊でございます

が、平成５年６月に東京ドームの４．５杯分に当たる土砂が崩壊するなど、近年でも大規模

な土砂移動現象が頻発しております。 

  ６ページに土砂災害発生のメカニズムと影響、事業効果についてお示ししました。当流域の

土砂災害は、本川に土砂が流下堆積して河床を上昇させるいわゆる水系砂防と、土石流のよ

うに直接的な災害があります。そのために、下の図にありますように、砂防堰堤による土砂

コントロール、渓流保全工による侵食氾濫防止等を主に実施しております。 

  ９ページに整備計画をお示ししました。整備方針は、荒廃地からの流出土砂の抑制による下

流の洪水氾濫防止に対する安全性の向上を第一に、また、流域内の土石流に対して人命・財

産を保全しております。事業の整備進捗は、１００年降雨確率の豪雨時に流れ出す有害な土

砂に対する施設で捕捉できる土砂の量、土砂整備率と申しますが、これで表現しております。

直轄事業は流出土砂量が著しく多く技術面、資金面で困難な流域で実施しておりますが、整

備目標としては流域の安全性を概ね確保するまで実施するものと考えております。今後３０

年間の整備計画は、現在の整備率がおよそ４割ですが、流域の安全性を概ね確保することを

目標としまして、各流域の状況にかんがみながら、上の表にありますような事業計画を策定

いたしました。約１３０基の砂防施設の整備により、下の表にありますように、立谷沢で７

割５分ぐらい、全体で約６割程度の整備になります。事業の進め方は、崩壊とか土砂流出と

いうのは非常に複雑な現象でありまして、降雨と明瞭な相関関係等はありませんので、施設

を設置した後に流域の状況を見ながら整備を進めております。 

  具体的な事例を１０ページに示しました。先ほど委員長からもご説明がありましたが、大規

模崩壊が発生した濁沢においては、昭和１２年に事業着手した当初から砂防堰堤を設置して

おりまして、４基の砂防堰堤が完成しまして、５号目を施工中でありました。これらの施設

が河道に流出した約１３０万立米の土砂の大半を捕捉しまして、幸いにして大きな被害が下

流には至りませんでした。しかし、想定を超えるような大きな崩壊でしたので、施設の整備

計画を改めまして、緊急の予算を措置しまして、５号堰堤を早期に完成させ、６号堰堤にも

着手しました。昨年度それが完成しまして、現在７号と８号にも着手するように重点的に整

備しております。 
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  このように流域の状況に柔軟に対応した整備計画に従いまして、１２ページにございますよ

うに平常時に土砂を流すスリットダムなど多様な機能を有する砂防堰堤を設置しております。 

  １１ページに当面の計画をつけてございますが、優先順位としましては、面的に点在する計

画施設を長期にわたり整備する事業でありますので、荒廃の状況等の必要性を第一にしまし

て、また、重要交通網並びに集落の孤立化等の事業効果も加味して、優先順位をつけて実施

しております。 

  １３ページに事業の効果につきましてお示ししましたが、立谷沢川におきましては、本川か

らの流出土砂が近年は適切にコントロールされ、さらに立谷沢川周辺の氾濫原の土地利用の

拡大等が見られます。 

  費用便益につきましては１５ページにございますが、下流に流出した土砂による氾濫シミュ

レーションを実施しまして、氾濫したエリアの資産から便益を算出しております。また、土

石流につきましての費用便益も加味しながら、Ｂ／Ｃを算出しております。結果的には 上

川水系全体で１．８４となりました。詳細は１６ページにございます。 

  後に今後の方針でございますが、災害ポテンシャルが非常に高い 上川水系の直轄エリア

において、整備率がまだ４割程度と非常に低く、近年激甚なる災害が各地で多発する現状に

ありますので、当面、当該事業の投資効果は高く、また地元山形県からも同様の回答をいた

だいておりますので、事業継続としたいと私どもは考えております。以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明について、ご質問、ご意見はないでしょうか。 

  平山先生、いかがですか。 

○平山委員 説明をお聞きしまして、流域・水系全体で考えなければならないということもよく

わかりましたし、ここの流域では毎年定常的にという感じではなく間欠的に大規模なものが

発生しているという様子もよくわかりましたので、よろしいかと思います。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  そのほかの委員からいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、 上川水系直轄砂防事業についての対応方針の原案が事業継続ということですが、

皆さんから特にご異論がなければ、この委員会としても事業継続として認めるということに

させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、そのようにさせていただきます。どうもご苦労さまでした。 

  それでは、続きまして河川事業の再評価の赤川総合水系環境整備事業についてご説明願いま



-29- 

す。 

○酒田河川国道事務所所長 それでは、赤川総合水系環境整備事業についてご説明させていただ

きます。 

  １ページ目を見ていただきたいのですが、本事業は赤川の良好な自然環境の保全と再生を行

う事業として、平成１７年度から事業に着手してございます。 

  新規採択時の全体事業費が約７．９億、そして現在１５億ということで、約７億円ほど増加

してございます。この点につきまして審議のポイントとしてご指摘いただいているわけでご

ざいますが、それと同時に、もう一つ、伐採に伴う生態系への影響についてどうなのかとい

うご指摘をいただいてございます。 

  まず、生態系への影響でございますが、伐採に当たっては野鳥の会等に相談しながら実施し

てございまして、現時点では特段の影響はないものと考えてございます。 

  さらに、全体事業費の増加理由でございます。３ページ、４ページの絵柄を見て説明させて

いただきたいのですが、まず３ページ目に外来種の伐採ということで載せてございます。当

初、伐採面積につきましては乾燥地である中州を前提に考えてございましたが、水辺の環境

国勢調査、さらには試験施工結果等を踏まえまして、これだけでは足りないということで伐

採エリアを河岸や寄州も含めて拡大してございます。この関係で事業費が増えているのが一

つ。さらには、伐採の方法としまして伐採除去まで当初考えておりましたが、さらに、試験

施工結果を踏まえて木片の撤去まで実施するということで、この分の事業費が増加しており

まして、トータルで約５億ほど増加してございます。 

  もう一つの増加要因でございますが、４ページの下の方に瀬・淵の再生ということで載せて

ございます。当初は河床掘削による沈床による再生を考えてございましたが、治水により流

出した河床材料の堆積が懸念されるということで、工程的な対応としまして根固め水制に変

えてございます。この関係で事業費が増えてございます。 

  ６ページ目をお開きいただきたいのですが、事業の投資効果でございます。本事業につきま

しては、河川環境の改善が目的ということでＣＶＭ法を適用してございます。その結果とし

まして６ページの中段以降にございますが、事業全体のＢ／Ｃが１．８、残事業Ｂ／Ｃが５．

３ということでございます。 

  詳細な内訳につきましては７ページ、さらには感度分析結果については８ページの方にお示

ししてございます。 

  終的に、対応方針としましては、地元等から早急に整備してほしいという要望もございま
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すので、事業として継続して早期に整備していきたいと考えてございます。以上でございま

す。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  この件について、委員からご質問、ご意見はないでしょうか。 

  平山先生、よろしいですか。 

○平山委員 環境の改善ということで、外来種の伐採とか高水敷の切り下げをされていますが、

結構だと思います。ただ、平成９年の河川法の改定の趣旨を今後もぜひ生かしていただきた

いと思います。環境関連でハード事業、ソフト事業が入るわけですけれども、どちらかとい

うとハード事業優先で、特に 近はソフト事業が地方自治体とかＮＰＯとか一般市民に押し

つけられているようです。ソフト事業も国のスタンスで強力に推し進めてほしいといつも感

じています。今後もそのバランスよくしていただきたいということをつけ加えさせていただ

きます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  よろしいでしょうか。そのほかはいかがでしょうか。よろしいですか。（「はい」の声あ

り） 

  それでは、今説明がありましたけれども原案が事業継続ということなので、特に反対の意見

もありませんので、この委員会としてもこの事業を継続するということを認めることにさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

〔河川事業 事後評価〕 

・雄物川上流特定構造物改築事業（大久保堰） 

○柴田委員長 次は事後評価です。雄物川上流特定構造物改築事業についてご説明願います。 

○湯沢河川国道事務所所長 それでは、資料７－１をお願いいたします。 

  まず、１ページ目をお願いします。事業の目的でございますけれども、今回改築しました旧

大久保堰は、明治３５年につくられた固定堰で、農業用水の取水施設として利用されていた

んですけれども、固定堰であるということは堰の流下能力が不足しており、洪水時には堰上

げなどが生じて氾濫被害等が生じた地区でありました。特に昭和６２年に発生した洪水では、

堰付近で計画高水位を超えるような洪水となりまして、氾濫面積９０ｈａ、浸水家屋４５戸

の浸水被害が発生したところです。こういった状況から、洪水の疎通能力の改善と洪水被害

の防止を目的として当事業を実施したところでございます。 
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  事業の概要でございますが、地点としては湯沢市羽後町に位置する、河口から約１０９ｋｍ

の地点でございます。平成１７年度に完成しておりますが、整備の内容としましては、堰本

体の改築、魚道の整備などとなっております。 

  ２ページをお願いします。１３年度から工事を実施して１７年度に完成しておりますが、計

画時の事業費が３６億円、 終的な事業費は３６億２，０００万円となっております。 

  ３ページに先ほどご紹介しました昭和６２年の被害の状況の写真を載せております。３ペー

ジの一番下に痕跡水位を載せておりますが、堰上流部で堰上げが生じてこのような痕跡とな

ったところでございます。 

  ４ページ目をお願いいたします。事業の主な内容でございますけれども、下の方に書いてお

りますが、固定堰であったということから、洪水時にもそこが支障となって河積を阻害して

いたと。そういったことから、今回ゲートを設けて、その固定堰を洪水時には堰が倒伏する

ような形にして洪水の流下能力をアップさせた事業でございます。 

  ６ページをお願いします。事業の効果でございますけれども、今回大久保堰が改築されたこ

とによって水位が大幅に低下しまして、昭和６２年の大きな被害が出た洪水が発生したと想

定した場合において、この氾濫は解消されるものと想定しております。また、改築後に発生

した洪水とほぼ同規模だった、例えば平成３年とか平成１４年の出水と比較してみますと、

そういった中小の洪水でも８０ｃｍ程度の水位低下があるということがわかっております。 

  ７ページ目に環境の改善による効果の発現状況が載っておりますけれども、魚道改築後はさ

まざまな魚種の遡上が確認されており、効果を発現しているものと考えております。 

  ８ページ目に今回の評価による費用対効果が載っておりますが、Ｂ／Ｃで１．２となってい

るところでございます。 

  １３ページ、 後でございますけれども、大久保堰の改築事業により、近年発生した出水で

も水位の低減効果が見られるとともに、魚道の改善効果などもありまして、治水安全度、さ

らには河川環境の向上も図られていると考えておりまして、今後の改善措置及び事業の評価

の必要性はないものとさせてもらっております。また、河床変動や魚の遡上調査などについ

ては、今後もモニタリング等を実施していく予定としております。以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいま事後評価で雄物川上流特定構造物改築事業についての説明がありましたけれども、

ご意見、ご質問はないでしょうか。よろしいでしょうか。 

  これまでの固定のものを可動にすることによって、具体的な効果としては、以前と同じよう
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な洪水があったときに８０ｃｍくらい水位を下げる効果があったということで、当初見込ん

だ効果が実現されているので、今後の改善措置及び事後評価の必要性はないという案ですが、

よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、この委員会としてもこの件については今後の改善措置及び事後評価の必要性はな

いと認めることにします。ありがとうございました。 

  河川関係はこれで終わりますが、これまでのところで何かご質問、ご意見はないでしょうか。

よろしいでしょうか。 

   

  〔休 憩〕 

 

○柴田委員長 それでは、再開します。 

 

〔道路事業 再評価〕 

・一般国道  ７号 浪岡バイパス事業 

・一般国道 １３号 大野目交差点改良事業 

・一般国道 １３号 尾花沢新庄道路事業 

・一般国道 ４７号 新庄古口道路事業 

・一般国道 ４７号 高屋道路事業 

・一般国道 ４７号 余目酒田道路事業 

・一般国道１１２号 鶴岡北改良事業 

・一般国道１１５号 阿武隈東道路事業 

・東北中央自動車道 米沢～米沢北 

・一般国道  ４号 鏡石拡幅事業 

・一般国道 １３号 上山バイパス事業 

・一般国道 ４９号 平バイパス事業 

○柴田委員長 これからの審議は道路事業です。再評価と報告事項等があります。 

  道路事業についての重点及び要点についての説明を九戸さんからお願いします。 

○九戸委員 道路事業のワーキンググループの選定会は１１月１５日に開催いたしました。ワー

キンググループは、柴田委員長、堀井委員、私の３人で検討を行いました。本日、堀井委員

は所用により遅れていらっしゃるようですので、私から結果についてご報告いたします。 
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  今回は再評価１２事業が対象となっておりまして、重点審議事業は代表的な箇所６事業を選

定いたしました。まずは事業の優先順位を見直している浪岡バイパス、事業費が増加してい

る大野目交差点改良、暫定２車線による整備をする尾花沢新庄道路、現況の交通量が減少し

ているのに将来交通量が増加としている新庄古口道路、五つ目がジャンクションの追加など

事業計画を見直している余目酒田道路、 後六つ目が、事業費が増加し、現況の交通量が減

少しているのにやはりこれも将来交通量が増加としている鶴岡北改良の６件を重点審議事業

とさせていただきました。 

  次に、重点審議事業の審議ポイントです。浪岡バイパスは事業の優先順位の見直しの内容と

理由についてです。二つ目の大野目交差点改良は事業費増加の内容と理由についてです。そ

れから、尾花沢新庄道路は暫定２車線整備時のＢ／Ｃ、整備効果についてです。新庄古口道

路は将来交通量が増加する理由についてです。余目酒田道路は事業計画を見直した内容と理

由について。そして 後の鶴岡北改良は事業費増加の内容と理由、そして将来交通量が増加

する理由についてです。それぞれポイントをご説明いただき、それらを踏まえてご審議をお

願いしたいと思います。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  では、審議に入ります。 

  初は、一般国道７号浪岡バイパス事業についてです。これは今ご指摘がありましたように

事業の優先順位を見直しているということで重点にしております。特に、審議のポイントに

ついては、事業の優先順位の見直しの内容と理由についてです。この審議のポイントをきち

んと踏まえてご説明願います。では、お願いします。 

○青森河川国道事務所所長 それでは、一般国道７号浪岡バイパスでございます。資料８－１で

ございます。 

  事業の目的でございますけれども、青森市浪岡地区における国道７号の交通混雑の解消、主

要幹線としての信頼性向上、１２月に開業いたします新幹線駅へのアクセス性向上、地域間

交流の促進ということでございます。前回、平成１７年度に再評価を受けてございまして、

以来５年ということでございますが、評価サイクルが３年となったので、３年と記載させて

いただいてございます。全体事業費といたしましては２６０億円で、前回と変わってござい

ません。現在１６８億円を執行してございます。うち暫定として２００億円でございます。 

  事業の内容でございますけれども、バイパスの区間と現道の改良の区間がございまして、バ

イパスの区間につきましては全体４車線、暫定２車線で、すべて供用済みでございまして、
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現道拡幅のところが今残っているという状況でございます。 

  ２ページ目には現在の状況等を載せてございます。 

  それから、３ページ目の上の方に、バイパス区間につきましてこれまで順次供用してきたと

いうことで、その図を載せてございます。昭和６２年、平成６年、平成１６年、平成２１年

ということで、バイパス区間につきましては順次供用してきたということでございまして、

平成１６年１１月の供用前にはこの区間は青森県内でもワーストという渋滞箇所であったわ

けでございますけれども、現道の交通がバイパスに転換いたしまして、渋滞長が大きく低減

されたということを載せております。 

  それでは、４ページ目でございます。昨年の１１月でございますけれども、これは一番起点

側の、要するに弘前市側になりますが、ここの区間２．１ｋｍが供用されてございます。小

学校の通学路に利用されていたということで行ったわけですが、歩道が狭かったということ

があったわけでございますけれども、ここの区間につきましても、バイパスができまして交

通量が転換いたしまして、環境も改善されたということでございます。 

  ということで、バイパス区間につきましては暫定２車線ですべて供用されているということ

でございますけれども、残ってございますのが、青森市側にございます現道拡幅のところで

ございます。５ページ目でございますけれども、その区間におきましては大釈迦峠交差点と

鶴ヶ坂交差点という二つの信号交差点がございます。図の左側が弘前市側、右側が青森市側

になりますが、特に朝の弘前側から青森側に至る交通が、この信号交差点の影響によりまし

て、速度低下して渋滞するということでございます。中ほどの図を見ていただきますと、鶴

ヶ坂交差点を先頭に、大釈迦峠交差点でもまた渋滞が発生するということでございまして、

浪岡バイパスを整備した区間も含めまして渋滞が発生しているということでございますので、

バイパスを整備した効果がこの区間につきましては十分発揮されていないという状況でござ

います。 

  ６ページ目でございます。交通事故でございますけれども、やはり渋滞してございますので、

追突の事故が多く起こっているという状況でございます。 

  それから、７ページ目でございます。費用便益比でございますけれども、全体事業でいきま

すと２．４、残事業でいきますと３．６ということでございまして、前回再評価を踏まえま

して、下の方にありますように計画交通量を若干見直してございますが、十分なＢ／Ｃが出

ていると考えてございます。 

  続きまして８ページ目でございます。事業の進捗状況でございます。申し上げましたように、
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現道改良区間を除きますバイパス整備区間につきましては、全体は４車線でございますけれ

ども、昨年度までに暫定２車線で供用済みでございます。ただし、今年度は事業を行ってお

らず、現在のところ休止状態になってございます。残っておりますのは現道拡幅区間の線形

改良、それから４車線拡幅ということでございますが、これについては休止を行っていると

いうことでございます。ただし、先ほども申し上げましたように信号交差点を先頭にする渋

滞等の問題がございますので、２カ所の交差点における対策を検討しているということでご

ざいます。今後の事業の見通しといたしましてはそういうことでございまして、大釈迦峠交

差点と鶴ヶ坂交差点と、二つの交差点の局所的な改良によりましてその２カ所の解消につい

て検討を進めまして、バイパス事業としてはしばらく様子を見たいと考えているところでご

ざいます。 

  ９ページ目にまいります。そういうことで、対応方針といたしましては、現道改良区間にお

ける４車線拡幅の実施時期を見直し、事業継続というふうにさせていただいてございます。

バイパス部の暫定２車線供用後における２車線の現道改良区間につきましては、まだ課題が

ございますので、２カ所の交差点につきまして優先的に交通安全対策を講じたいということ

でございます。さらに、今後の交通状況を勘案して当該区間の４車線拡幅の実施時期につい

て検討を行うことが必要であり、見直しを行いたいということでございます。ちなみに、青

森県知事からはこれに異存ありませんという意見をいただいているところでございます。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。 

  ただいま一般国道７号の浪岡バイパスについての説明がありましたけれども、委員の皆様か

らご質問、ご意見はないでしょうか。どうぞ。 

○九戸委員 先週の土曜日に現地の視察をいたしまして、土曜日の朝なので通勤とは関係ないか

と思いましたけれども、常に車がつながっている状況で、やはり車の量はかなり多くなって

いるなと感じました。また、１２月４日に東北新幹線が全線開通いたしますので、これから、

今までとは確実に状況が変わります。新青森駅から津軽、例えば弘前の方面、中南津軽、そ

れから五所川原方面の奥津軽に向かうときに必ずここを通るわけで、２次交通はＪＲでも整

備はしておりますが、レンタカー、バス等の需要が増えることが十分考えられます。４車線

化は数字を見てということになるかと思いますが、県民としてはここを確実に 後まで完成

することで観光客の増大、産業への影響等がかなりあると期待しておりますので、そこのと

ころをよろしくお願いしたいと思います。 
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○柴田委員長 ありがとうございました。そのほか皆さんからいかがでしょうか。 

○木村委員 当面、交差点改良等を検討するということですが、そのスケジュールとか、どれく

らいの期間で完成させるとか、そういった計画がわかりましたらお知らせいただきたいと思

います。 

○青森河川国道事務所所長 交差点改良の内容とか事業の進め方とか、そういったことを今検討

中でございます。 

○木村委員 そういう意味では、この辺は今言われたように実際にかなり混雑している地域で、

そういう事業を交差点改良、交通安全事業で行わなければならないとすれば、ぜひその辺も

迅速に進めていただければと思います。以上でございます。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○沼倉委員 交差点改良によって検討された上で渋滞が解消された場合に、暫定２車線ですけれ

ども、４車線の必要があるかどうかというのは、そのときの交通量を見てじっくり判断され

るという当局のお考えで適正かなと思います。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  先ほど九戸さんからお話がありましたように、現地を見たときの感じで、ここの部分は青森

側に４％の下り勾配です。特に冬期間は４％の下りで雪があるものですから車がゆっくり走

るということもあって、もともと渋滞が起きやすい道路構造かなと思っております。その意

味で、４車線というのは意味があるかなとは思っています。 

  それよりも、現時点でこの２カ所の大釈迦峠交差点と鶴ヶ坂交差点が改良されていないため

に、既存の供用済みの浪岡バイパスのところで渋滞が起きてしまって効果が発現できていな

いというのが問題ではないかという感じがします。その意味で、４車線化をするのももちろ

ん必要ですけれども、その前にこの交差点の改良を早期にして、供用済み区間の効果を早く

発現することが大事ではないかと感じました。 

  その意味で、先ほどこの交差点の改良についてはこれから検討するという話ですけれども、

役所の検討というのは３年検討してもいいし５年検討してもいいんです。でも、既存の供用

済みのところが、せっかくつくったのに効果が発現できていないというのは非常にもったい

ないので、早急に検討するということで、これは多分予算との兼ね合いがあるから来年度し

ますとは言えないと思いますが、道路部の方でも、改良した道路が生かされないということ

があれば早急にそれを実現できるようにすることがポイントだと思うので、我々としても、

この交差点の改良については早急にしていただきたいというのが希望です。 
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  その中で、先ほど九戸委員からも４車線化が必要ですよと意見がありましたけれども、これ

もこの鶴ヶ坂よりも先の青森側の方で４車線の工事を今部分的に行ってきて、どんどん南進

してきているんですよね。それとの兼ね合いで４車のところは議論すればいいかなというこ

とで、早急にすぐ来年から４車の工事を始めますということではなくて、ここで提案されて

いるように、その先のところとの兼ね合いを含めて４車の工事の時期は判断されてもいいの

かなと感じました。 

  そういうことで、今回のこの提案が、現道改良区間における４車線拡幅の実施時期を見直し

事業継続と言っていることは、非常に賢明だなという感じがします。その中で、バイパス部

暫定２車線供用後における２車線の現道改良区間は、渋滞及び事故が発生していることから、

２カ所の交差点について優先的に交通安全対策を講ずるものとすると。さらに、今後の交通

状況を勘案して当該区間の４車線拡幅の実施時期について検討を行うことが必要であり、見

直しを行うものとするというのは、現状に合った提案でないかなと聞きました。 

  そういうことで、皆さんから何かこれについてご質問、ご意見がありましたら承りたいです

けれども、よろしいでしょうか。すぐにでも４車線にしなさいというのが九戸さんの意見か

もしれないけれども。 

○九戸委員 数字を見てということです。 

○柴田委員長 九戸さんがそれで納得されるならば、我々としては、この原案の現道改良区間に

おける４車線拡幅の実施時期を見直し事業継続ということ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、繰り返しますけれども、交差点の改良については、全力を挙げて早くするということ

にしないと、既存のものが生かされないというのは非常に計画としてまずいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○三浦道路部長 わかりました。 

○柴田委員長 では、この件については今お話ししたような形で認めさせていただきます。あり

がとうございました。 

  続きまして、一般国道１３号大野目交差点の改良についてお願いします。 

○山形河川国道事務所所長 山形河川国道事務所長の前内と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、座って説明させていただきます。資料の９－１をお願いいたします。国道１３号

大野目交差点改良でございます。 
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  まず１ページ目をお開きください。国道１３号は、福島市から秋田市に至る延長約３５０ｋ

ｍの主要幹線道路です。大野目交差点改良は、主に通過交通を処理する国道１３号と主に都

市内の交通を処理する都市計画道路との交差点における立体交差点化事業で、交通渋滞の緩

和及び交通事故の抑制などを目的としています。平成１６年度に全体事業費８１億円で事業

化されましたが、見直し後の事業費は１０４億円となってしまいました。現在までの事業の

進捗率は６７％です。 

  ４ページ目をお開きください。事業費が増加したものは、野呂川橋、アプローチ部の擁壁、

高架橋、そして側道です。原因は、事業化後に野呂川の河川改修計画が策定されたため野呂

川橋の長さが長くなってしまったこと、事業化時点では十分な地質の調査ができなかったた

め事業化後に軟弱な地質が明らかになり、このため基礎杭や地盤改良が増高したためです。

当初現地でのボーリング調査ができなかったため、近接する橋梁の既往資料などを参考とし

て設計をいたしましたが、このような地盤状況であることが想定できませんでした。 

  ５ページ目をお開きください。事業費が増加したものについて個別に説明をいたします。野

呂川橋ですが、事業化時点では既設橋を本線部として利用し、側道部は既設橋を拡幅して利

用する計画でしたが、橋梁架けかえと杭基礎の長さが変更となり、増高となってしまいまし

た。 

  ６ページの下の絵をご覧ください。アプローチ部擁壁構造、左側の絵の逆Ｔ式擁壁から右側

の絵の補強土壁に変更し、増高となりました。左側の絵のまま杭基礎の長さを変更するとい

う工法もありますが、これは不経済となってしまうことから、右側の絵の工法へ構造を変更

したものです。 

  ７ページの絵をご覧ください。補強土壁構造と橋梁構造の経済比較を行い、少しでも有利な

橋梁構造にしました。このため橋長などを見まして補強土壁が短くなっております。 

  ８ページの絵をご覧ください。側道部の路床としての支持力が足りないため、路床部分を良

質材と置きかえを行い、これが増高となりました。 

  ９ページ目をお開きください。ここからは、事業の必要性について説明いたします。大野目

交差点は主要渋滞ポイントとして指定されている渋滞の激しい交差点で、ピーク時には１，

７００ｍもの渋滞が発生しています。交差点の立体化による交通渋滞の緩和が必要となって

います。 

  １０ページ目をお開きください。大野目交差点では、東北の全道路の平均を大幅に超える事

故が発生しています。事故の内訳は、大半が、渋滞に起因すると想定される追突事故となっ
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ております。渋滞解消によって交通事故の抑制を図り安全を確保していく必要があります。 

  １１ページをお開きください。大野目交差点の北側には３次救急医療施設の山形県立中央病

院が位置しております。大野目交差点の渋滞による搬送の遅れを防ぐ必要があります。 

  １２ページをお開きください。環境影響評価をする必要のない事業であるため環境影響評価

を実施してはおりませんが、当初予測し得ない環境影響が生じる場合などにおいては、専門

家などの助言を踏まえ適切な対応を図ります。また、この事業の目的が失われるような情勢

などの変更はございません。 

  １３ページをお開きください。費用便益比は、全線で１．７、残事業で５．６となっており

ます。 

  １４ページをお開きください。事業の進捗状況について説明します。土地収用法に基づく事

業認定申請に向けた準備を進めるとともに、任意での用地買収の推進を図り、早期の全線供

用を目指してまいります。 

  １５ページをお開きください。山形県知事からは、事業の継続に異議なしとの意見をいただ

いております。 

  後に、大野目交差点改良の再評価の結果案について説明いたします。事業をめぐる社会情

勢の変化、事業の投資効果やその変化、事業進捗見込み、代替案立案の可能性を視点として

再評価を行った結果、事業継続実施です。以上で説明を終わります。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明について、九戸さん、先ほど事業費増加の内容と理由についてということを

指摘していましたけれども、今の説明でよろしいでしょうか。何か質問がありましたらどう

ぞ。 

○九戸委員 土質の調査ができないというのはこれまでも委員会で何度も出てきた話で、やっぱ

り着手してもなかなか調査に入れないそういう時期があったのだなということで、共通する

課題としてまだこれからもこういう案件が出てくるだろうなと、お話を聞いていて感じまし

た。 

  その調査の関係ではなくて、９ページの右下の図で、渋滞長が大幅に緩和されてゼロになっ

てしまうとなっていますが、渋滞というのはそういうふうにきれいにすぱっとなくなるもの

ですか。 

○柴田委員長 ここは立体化するから。だからとまらない。 

○九戸委員 信号がなくなるということですね。 
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○柴田委員長 この道路の改良工事によって立体になり、下でクロスするようになるのでゼロに

なります。 

○九戸委員 納得しました。すみません。 

○柴田委員長 はい、どうぞ。 

○木村委員 河川改修計画が新たに策定されたことによって費用増になったということですが、

こういった関連する県や市町村の計画との調整というか、後から出てきたということなんで

すが、一般的に、この辺のいろいろな計画との整合、こういったことはよくあるのか、起こ

り得るのか、不可避なのか、その辺のところを伺いたいんですけれども。 

○山形河川国道事務所所長 この場合はどちらかというと特殊な事例に当たると思います。県と

国との間ではいつもある意味風通しよく話をしているのですが、実は野呂川は１回大雨が降

って洪水が起きてしまって、河道の計画自体を変えなければいけないという事案が発生しま

した。そのため河川は河川で検討に時間がかかり、それで道路の方が事業化した後に、はい、

でき上がりとなってしまったところでこのような事態が発生したということであります。 

○木村委員 わかりました。 

○柴田委員長 はい、どうぞ。 

○沼倉委員 この新しい河川改修計画の河道の改修というのは、工事はいつごろ行われる予定な

のか、もしわかればお願いします。 

○山形河川国道事務所所長 なかなか 近県の河川事業費も厳しいようでございまして、順次下

流から行われておりますので、この当該区間のところはまだきちんとした予定は立っており

ません。 

○沼倉委員 ただ、なされる可能性は高いことは確実でございますね。 

○山形河川国道事務所所長 はい、そのとおりです。することは確実です。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  堀井先生は遅れて来られましたが、ここは先生のご意見も承りたいんですけれども、今、一

般国道１３号の大野目交差点の改良について説明いただきました。説明を聞いていないんで

すけれども、何か先生が聞きたいことがありましたらどうぞ。 

○堀井委員 昭和４８年ぐらいの資料をもとに野呂川橋架けかえ、それから大野目高架橋及びア

プローチ部擁壁の工事をされているということですが、現地視察のときにも言いましたが、

野呂川橋というのは大して大きい橋梁ではなくて、その大きくない橋梁の地盤の、しかも四

十何年という古いデータをもとに大野目高架橋という非常に大きな構造物をつくっていると
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いうことが、本来、計画を立てる際にもうちょっと安全率みたいな考え方で計画を立てて設

計すべきではなかったかというのがまず１点。 

  それから、もう一つ、これは今新幹線に乗ってきながら思ったんですけれども、耐震基準が

変わったのが平成７年だという話ですけれども、ということは昭和四十何年につくられた野

呂川橋の橋梁は、耐震基準の変更によって、これはもたないということはわかっていたので

はないかと。そうだとすれば、そういうことも考慮して、さっき言った割増ではないですけ

れども、安全というか、そういうので設計しておけば、この事業費は何の問題もなく済んだ

のではないかと思います。それが私の率直な意見です。 

○山形河川国道事務所所長 お答えいたします。 

  地質調査が不十分であったというのは、これは動かしがたい事実であったと思います。当時

の者を擁護するというわけではないですが、地層の構造が、上から見て、河川が氾濫したと

きに弱い地層、そしてその間に砂利のような硬い層があって、古い橋はそこまでの基礎を支

えるという構造でオーケーだったと。本当はそこで諦めずに、さらにもう少し深いところま

で掘っていれば、さらに弱いところが見つかったのではないかと思っております。山形の地

形自体が扇状地地形でありますので、砂利の層を見てそこでちょっと安心してしまったとい

うのは確かに反省すべき点であったかと思います。 

  また、耐震補強の件ですけれども、いろいろなそのほかの工法ということで、例えばグラン

ドアンカーで押さえるとか、いろいろな工法も検討したようでございますが、結果的に 新

の耐震基準に合わせるとなったときに、これだけのコストの増加になってしまったというこ

とでございます。 

○柴田委員長 よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょうか。 

  先ほど九戸さんもおっしゃった内容で、土質が予想外に悪かったという形で途中から費用が

増加するということについて、この間、何件かの事業でそういうのが起こっています。起こ

ったものは仕様が無いですが、これから行うものについては、こういう前例がたくさんある

ということで慎重に、特に河川の関わるところの土質調査等については、過去のデータから

万全だというだけでなくて、途中の費用の増加などをもたらさないような形で安全性を加味

してきちんと調べてほしいと思います。多分今行っているものについては起こらないと思い

ますけれども、でもこれは１７年ですからそんなに昔ではないですよね。これが昭和のもの

だったらそういうこともあってもいいかなと思うんだけれども。こういう土質調査等につい

て事前の調査がきちんとできていなかったから後から実際に工事のときになって慌てて直し
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たということはこの間何回もあるので、そういう事例をその場所で終わらせてしまうのでは

なくて、今後はそういうことを自分の箇所について起こるかもしれないということで検討し

ていただきたいです。 

  この軟弱地盤についての費用が当初より増加しているというのは、前回かその前の秋田とか

青森とか、いろいろなところでしているんです。だから、活かしていないという感じがする

ので、ぜひこの結果を活かしてほしいと思います。この事例については、慎重にしてほしか

ったと言わざるを得ないですが、今後行うものについてはこういう事例がたくさんついてい

るので少し慎重にしてほしいということです。 

  そのほかはいかがでしょうか。（「なし」の声あり） 

  これについては、２３億、３０％近くの増加ということで今いろいろ詳しく説明を聞いたと

ころですが、事業としては重要路線の重要な交差点ですので継続しなくてはいけないという

ことで、今後の事業のところではそういうことを反省点として活かしてもらうことを宿題に

して、事業の継続という形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。 

  この一般国道１３号の大野目交差点改良については、原案どおり事業継続として認めるとさ

せていただきます。ありがとうございました。 

  続きまして、道路事業の再評価の一般国道１３号の尾花沢新庄道路についてお願いします。 

○山形河川国道事務所所長 引き続きまして山県河川国道事務所から説明いたします。 

  資料の１０－１をお願いいたします。尾花沢新庄道路について説明をいたします。 

  まず、１ページ目をお開きください。国道１３号尾花沢新庄道路は、東北中央自動車道の一

部区間を形成する延長１８．２ｋｍの自動車専用道路です。事業の目的は、高規格幹線道路

ネットワークの形成による広域的な交流・連携の促進、３次救急医療施設へのアクセス向上

も含めた村山地方への速達性確保です。昭和６１年度に全体事業費９００億円で事業化され、

平成１８年１１月までに尾花沢市野黒沢から新庄市松本までの１４．２ｋｍが暫定２車線と

して供用されています。現在までの進捗率は約８０％です。平成１４年度の前回再評価時点

からの事業計画に変更分はございません。その間、事業の進捗を図り、平成１８年１１月に

尾花沢市野黒沢から毒沢間の６．１ｋｍを完成させました。また、用地進捗率は１００％と

なっています。現在、未供用区間４．０ｋｍの改良工事、橋梁下部工工事を進めております。 

  ５ページをお開きください。これまで整備された区間における効果について説明いたします。

部分供用により、市街地を通過していた交通の約８割が尾花沢新庄道路へ転換し、沿道環境



-43- 

の改善が図られました。なお、東北中央自動車道が全線開通すると、東北横断道酒田線や東

北縦貫道から交通量が転換し、さらに尾花沢新庄道路の交通量が増加いたします。また、並

行現道の運搬排雪区間で片側交互通行を強いられてきた交通は、尾花沢新庄道路を利用する

ことで冬期間でもスムーズに通過することが可能となりました。 

  ６ページ目をお開きください。２カ所の主要渋滞ポイントが解消いたしました。さらに、現

道の事故件数や死傷事故率も減少しており、安全性が向上しております。 

  ７ページをお開きください。ここからは事業の必要性について説明いたします。尾花沢新庄

道路は、東北中央自動車道の一部として東北地方の格子状ネットワークを形成する道路です。

都市間所要時間の短絡・短縮を図っていく必要があります。 

  ８ページをお開きください。従業員規模の大きい東根市、山形市などへの速達性確保を図り、

上地方在住者の雇用機会の増加を図る必要があります。 

  ９ページをお開きください。山形県 上地方は、現在３次医療施設が未整備であるほか医師

数も全国平均を大きく下回っており、３次医療施設との連携が重要です。 上地方の医療サ

ービス向上のために、県立新庄病院と県立中央病院間の所要時間の短縮、県立中央病院６０

分圏域人口の増加を図る必要があります。 

  １０ページをお開きください。山形県 上地方は１次産業の就業割合が高く、農産物のたら

の芽やなめこを代表とする多くの特産物を東京卸売市場に出荷しています。これら特産物の

搬送時間の短縮を図り、輸送コストの低減、不良品低減や鮮度アップなど商品価値を高める

必要があります。 

  １１ページをお開きください。環境影響評価を実施していますが、予測し得なかった著しい

影響の発生が見られる場合に、必要に応じ環境に及ぼす影響の調査を実施し、適切な措置を

講じます。なお、既供用区間で騒音の要請限度を上回っている区間はございません。また、

この事業の目的が失われるような情勢などの変更もございません。 

  １２ページをお開きください。費用便益比は、全線で１．８、残事業で７．５です。また、

参考データですが、暫定２車線のＢ／Ｃは１．６です。 

  １３ページをお開きください。事業進捗に係る大きな問題はございません。残区間について

早期供用を目指します。 

  １４ページをお開きください。山形県知事からは、事業の継続に異議なしとの意見をいただ

いています。 

  後に、尾花沢新庄道路の再評価の結果の案について説明いたします。事業をめぐる社会情
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勢の変化、事業の投資効果やその変化、事業進捗見込み、代替案立案の可能性を視点として

再評価を行った結果、事業継続実施です。以上で説明を終わります。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  先ほど九戸委員から指摘もありましたけれども、この件に関しては、暫定２車線整備時の整

備効果Ｂ／Ｃについてお聞きしたいと。先ほどの１２ページは全線の完成時のＢ／Ｃが１．

８で、残事業が７．５ですが、暫定２車線整備時の整備効果Ｂ／Ｃはどのようなものでしょ

うかという質問です。 

○山形河川国道事務所所長 暫定２車線のときのＢ／Ｃの、そのＢとＣの変化について説明いた

します。４車線整備と暫定の２車線整備を比べますと、まず便益の方は約０．８４倍ですか

ら大体８掛けといったところになります。建設とか維持管理の費用の方でございますが、こ

れが大体９掛けというところであります。費用が９掛け、そして便益が８．５掛けというと

ころでございますので、Ｂ／Ｃとしては１．８から１．６に小幅に減少していくということ

でございます。 

○柴田委員長 堀井さん、よろしいでしょうか。 

○堀井委員 暫定２車線のそれはわかりましたけれども、前にも１回言ったことがあるんですが、

この道路というのは、完成は４車ですが暫定２車で供用して様子を見るという形ですよね。

そういう道路の場合、１ページに事業の概要で事業費とか進捗率については完成と暫定が書

いてあるけれども、Ｂ／Ｃについては完成しか書いていないと。したがって、当面様子を見

て暫定２車で供用するような道路については、そういうのもこのドキュメントに書くべきで

はないかと思いますが、それはいかがでしょうか。あるいは、書くに当たって何か難しいこ

とがあるのかどうか。 

○三浦道路部長 特に難しいことはないのですが、この様式が決まっているところがありますの

で、どこかわかるようには記載をさ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、特にご異論がなければ、この一般国道１３号尾花沢新庄道路については、原案ど

おり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） 

  この後、一般国道４７号の新庄古口道路と高屋道路と余目酒田道路、全部４７号なので、三

つの説明を聞いてから個別に審議するということで、説明は三つ続けて行ってもらおうかと

思いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、よろしくお願いします。 
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○山形河川国道事務所所長 それでは、国道４７号新庄古口道路について説明いたします。資料

１１－１をお願いいたします。 

  １ページ目をお開きください。国道４７号新庄古口道路は、山形県北部の拠点都市間を結ぶ

地域高速道路新庄酒田道路の一部区間を形成する延長１０．６ｋｍの自動車専用道路です。

事業の目的は、山形県内陸部と沿岸部など地域間の交流・連携の促進、現道に存在する連続

雨量１５０ｍｍ以上で通行規制される区間の回避、拠点病院へのアクセス向上でございます。

平成１３年度に全体事業費４３０億円で事業化され、現在までの進捗は約１６％です。平成

１７年度の前回再評価時点からの事業計画の変更点はありません。その間、平成１９年度よ

り用地着手し、用地の進捗は約７６％となっています。一時用地難航した経緯がありますが、

地元戸沢村を初めとする関係各機関など地域全体から強力なご支援をいただき、現在では順

調に用地買収を進めております。また、平成２０年度より工事着手し、現在は改良工事や橋

梁下部工工事を進めています。 

  ２ページをお開きください。まず、下のグラフをご覧ください。交通量でございます。平成

１１年度に比べて１７年度の現況交通量は減少していますが、平成１２年９月に東北横断道

酒田線の湯殿山インターチェンジから庄内あさひインターチェンジ間が開通し、これによっ

て酒田までは自動車専用道路で連結されました。その影響で、これまで国道４７号を回って

いた交通量が酒田線に転換したものと思われます。なお、将来東北中央自動車道や新庄酒田

道路が全線開通いたしますと、酒田線や東北縦貫道から交通量が転換し、新庄古口道路の交

通量が増加します。 

  ３ページ目をお開きください。国道４７号は 上～庄内間を連絡する唯一の幹線道路であり

ますが、自然災害や事故による通行止めのリダンダンシーの確保、さらには冬期交通の定時

性確保が地域の課題となっています。 

  ５ページをお開きください。ここからは必要性について説明いたします。新庄古口道路は、

他の高規格幹線道路と併せた格子状ネットワークの形成により山形県内内陸部と沿岸部の交

流・連携を促進していく必要があります。 

  ６ページをお開きください。現道は、自然災害や事故により過去２０年間で全面通行止めが

４０回発生しています。通行止めとなった場合、月山道路経由となり新庄市から酒田市まで

の所要時間は約２．１倍、走行距離は約２．８倍になってしまうことから、新庄古口道路の

整備により代替路を確保する必要があります。 

  ７ページをお開きください。 上地方の救急患者の約６割は県立新庄病院に搬送されていま
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すが、戸沢村からの搬送時間は約２４分と、重篤者に対し大きな負担となっております。新

庄古口道路の整備により、救急搬送などや日常通院のアクセス性向上を図る必要があります。 

  ８ページをお開きください。 上地方は東北地方でも有数の豪雪地帯となっていますが、冬

期は線形不良、隘路区間を中心に 大で３割程度旅行速度の低下が見られるなど、冬期の走

行環境が著しく悪化しています。また、現道は堆雪幅が確保されておらず、運搬排雪により

たびたび通行規制が行われています。新庄古口道路の整備により、冬期の走行環境改善を図

る必要があります。 

  ９ページをお開きください。環境影響評価を実施していますが、予測し得なかった厳しい影

響の発生が見られる場合、必要に応じ環境に及ぼす影響の調査を実施し、適切な措置を講じ

ます。また、この事業の目的が失われるような情勢などの変更はございません。 

  １０ページをお開きください。費用便益比は、全線で１．２、残事業で１．６です。また、

暫定２車線のＢ／Ｃは１．１であります。 

  １１ページをお開きください。事業の進捗状況について説明いたします。事業進捗に係る大

きな問題はございません。早期供用を目指してまいります。 

  １２ページをお開きください。山形県知事からは、事業の継続に異議なしとの意見をいただ

いています。 

  後に、新庄古口道路の再評価の結果の案について説明いたします。事業をめぐる社会情勢

の変化、事業の投資効果やその変化、事業進捗見込み、代替案立案の可能性を視点として再

評価を行った結果、事業継続実施です。 

  以上で新庄古口道路の説明を終わりまして、続きまして高屋道路について説明いたします。

資料の１２－１をお願いいたします。 

  １ページ目をお開きください。国道４７号高屋道路は、山形県北部の拠点都市間を結ぶ地域

高規格道路新庄酒田道路の一部を形成する延長３．４ｋｍの自動車専用道路です。事業の目

的は、災害による危険箇所や冬期交通障害区間の解消、酒田港への物流ルート確立や内陸部

と沿岸部の連携・交流でございます。平成１８年度に全体事業費１３２億円で事業化され、

現在までの進捗率は５％となっております。 

  ２ページ目をお開きください。２ページは、計画路線の状況と現道の被災状況及び交通事故

の発生状況でございます。 

  ５ページ目をお開きください。５ページ目からは整備の必要でございますが、この内容につ

きましては先ほど説明した新庄古口道路と同様ですので、割愛をさせていただきます。 
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  ８ページ目をお開きください。この事業の目的が失われるような情勢などの変更はございま

せん。 

  ９ページをお開きください。費用便益比は、全線で２．２、残事業で２．４となっておりま

す。 

  １０ページをお開きください。 上川と急峻な山々が織りなす地すべり出現、難しい地質条

件であったと思います。慎重に地質調査を進めてまいりましたが、起点側の設計なども進ん

だことから、今年度用地買収の手続に着手したところであります。早期の全線供用を目指し

てまいります。 

  １１ページをお開きください。山形県知事からは、事業の継続に異議なしとの意見をいただ

いております。 

  後に、国道４７号高屋道路の再評価の結果の案について説明いたします。事業をめぐる社

会情勢の変化、事業の投資効果やその変化、事業進捗見込み、代替案立案の可能性を視点と

して再評価を行った結果、事業継続実施です。以上で説明を終わります。 

○酒田河川国道事務所所長 それでは、引き続き資料１３－１で余目酒田道路についてご説明さ

せていただきます。 

  広域的な目的につきまして山形の所長の方からご説明させていただきましたので、さらにロ

ーカル部分の説明としまして、この路線は酒田市の 上川渡河部における渋滞緩和、さらに

は庄内町の交通安全の確保を目的に事業を進めてございます。平成１６年から事業に着手し

てございまして、用地・工事とも平成１８年度から動いてございます。完成の全体事業費が

５８０億、暫定が約４８０億、現在までの執行済み額が約２８０億でございます。ちなみに

用地の面積ベースでございますが、郊外部につきましてはほぼ１００％に近い状況で、残っ

ているのは市街地部だけということになってございます。事業計画でございますが、標準断

面の方を見ていただきたいんですが、一般道につきましては郊外部については完成４車、暫

定２車、これは自専道路構造でございます。市街地部につきましては４車立体に副道と。暫

定につきましては、このまま下におろした形になってございますが、６車断面というような

形で、４車プラス副道のような形になってございます。 

  本件につきまして、事業計画の見直しについて説明しなさいというご指摘をいただいており

ます。２ページ目をお開きいただきたいと思いますが、本事業につきまして、山形道と直接

接続することによってなお一層の道路ネットワークの利便性の向上等々を期待して、平成２

１年に、２ページの絵柄にありますように直接接続できるようなジャンクション構造に変更
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してございます。このことによって三つほど効果を期待してございます。一つは酒田港イン

ターから直接重点港湾である酒田港へのアクセスが可能になると。このことによって市街地

部の７号を通らなくて済みますので、市街地部の渋滞が発生している７号の渋滞緩和につな

がると。さらには、３次救急医療の日本海総合病院への搬送時間がより短くて済むというこ

とを期待してございます。 

  このジャンクション構造への変更に伴いまして、増加費用として大体１３億ほど見込んでご

ざいますが、これにつきましては、次の３ページの方でご説明しますが、コスト縮減で対応

が可能であると判断してございます。 

  一つ目でございますが、構造物の見直しということで三つほど載ってございます。一つは地

元の理解と協力を得ることによりまして、当初橋梁で考えていた構造につきましてボックス

に変更してございます。これが５カ所ございます。また、ボックスの予定箇所につきまして

集約することが可能となりまして、２カ所減らすことが可能になってございます。また、橋

梁からボックスにかえることによって縦断を下げることが可能になりましたので、その結果、

盛土の量を減らすことができたと。それぞれ、ボックスの構造の変化で約５億、箇所数を減

らすことによって０．５億、縦断の変更で約２億ということを想定してございます。 

  さらに二つ目でございますが、庄内中央大橋ということで 上川に６８５ｍの橋梁を今架け

てございますが、この橋梁につきまして、当初事業化段階では通常一般に用いられます鋼箱

桁、さらにはＲＣ床板、鉄筋コンクリート床板の橋梁を想定してございましたが、新技術で

ございます細幅箱桁プラス合成床板ということで構造を変更することによって、およそ４．

５億ほどのコスト削減を見込んでございます。 

  三つ目でございますが、さらには、当該道路はほとんど盛土構造でございまして、発生土を

ほかの工区からもらってくると。特に、この中で赤川の河川の掘削土等を利用することによ

って約１．５億のコスト縮減を図ってございます。 

  以降、地域の課題、整備目標等々の説明がございます。 

  １３ページをお開きいただきたいと思います。事業の効果でございますが、費用便益でござ

います。全線で２．０、残事業で４．２ということで、これは完成ベースでございます。暫

定ベースでいきますと１．５ということで考えてございます。 

  後になりますが、１５ページをお開きいただきたいと思います。知事の方からも、事業の

継続については異議がありませんと。さらには、地元からできるだけ早く整備してほしいと

いうこともございますので、事業継続で早期整備を図ってまいりたいと考えてございます。
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以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  ただいま三つの事業について説明がありましたので、順次皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。 

  初は、一般国道４７号の新庄古口道路についてです。いかがでしょうか。 

  新庄古口道路については、将来交通量が増加する理由について説明してほしいということで

す。これについては、先ほどの説明の中に、６ページの山形市と酒田港のルートのところで、

将来完成すると新庄酒田・中央道ルートだと８８分、山形道ルートだと９０分ということで、

山形道からこの新庄酒田道路の方に交通量がシフトするのではないかという説明がありまし

た。それからもう一つは、新庄酒田道路の部分については、これは新直轄ですから無料区間

なんです。それで、山形道ルートは今は実験だから無料だけれども本来は有料だという、そ

の料金抵抗があるだろうということから、１回山形道の方にシフトしたけれどもそれが戻っ

てくるだろうという形で将来交通量が増加するという説明だったんですけれど、堀井さん、

いかがでしょうか。納得しましたか。 

○堀井委員 わかりました。 

○柴田委員長 そのほか何かないでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、これは事業継続という原案ですけれども、この委員会としてもそれを認めてよろ

しいということでいいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  では、それを認めます。ありがとうございました。 

  続きまして、同じ一般国道４７号の高屋道路についてです。これはいかがでしょうか。 

  この高屋道路というのは４７号の真ん中あたりの大規模なトンネルか何かの事業です。先ほ

どの説明を聞いてもらえばわかりますように、普通は４７号を連続して事業を行いますが、

この部分だけ離れて真ん中でぽつんとするところで、多くの場合、そういうことをして事業

効果が出るんですかという質問が出るところですけれど、今ちょっと話があったように工区

がほとんどトンネルなんですね。だから、事業に時間がかかるだろうということでほかの道

路よりも早めて着手しているという背景があるのかなと思っております。そういうことを考

慮すると、新庄側と酒田側の４７号がどんどん延びてきたときに、この高屋道路ができなく

てネックになるということのないように事業の完成時期を調整する必要があるのではないか

という感じがします。その辺を、今後の事業の進行の上ではぜひ考慮していただく必要があ

るのではないかと思いますけれど、そういう考え方でよろしいでしょうか。 
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○三浦道路部長 はい、結構です。 

○柴田委員長 そういうことで、離れたところを１カ所するのはなぜかという質問が皆さんから

出そうですが、時間がかかるので早目にしておいて、できるだけ同時に完成させたいという

意向だということです。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、これについても同じように事業継続という原案ですので、これを委員会として認

めるということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  ３番目が、同じく一般国道４７号の余目酒田道路についてです。 

  これについては、事業計画を見直した内容と理由について聞きたいという質問がありました

が、先ほどの説明でいかがでしょうか。堀井さん、よろしいでしょうか。（「はい」の声あ

り） 

  そのほか皆さんからないでしょうか。 

○堀井委員 １種３級と３種１級が混在していて、３種１級は６車線ですよね。６車線というの

は２．６ｋｍですか。要するにそこだけ６車線が必要な理由を説明していただきたいのがま

ず一つです。 

  それから、新技術を使っておられて、視察のときにも実際の話を聞かせていただいたんです

が、合成細幅箱桁というんですか、要するに下が見えないということで、凍結防止剤をまい

たときに入っていくおそれがあるので、それを普通の橋梁と比べて、よりガードを固くする

という工夫はされるのかどうか。この２点、ちょっと教えてください。 

○酒田河川国道事務所所長 まず１点目でございます。６車断面が必要なのかということでござ

います。本路線につきまして、地域高規格道路ということで、７号までいかに早くつけるか

という前提で事業を計画してございます。当該道路につきましては、市街地部につきまして

は既に市街化してございまして、沿道からの車がかなり出入りするだろうということで、そ

の交通量に対してやはり交通安全を図る必要があるのではないかということも想定してござ

います。交差点も２００ｍに１カ所ずつついてございまして、そういう意味で要するに地域

高規格道路としての交通の円滑性の確保とともに、両サイドからの流入交通を何とか交通安

全を図りながら確保しようじゃないかと。結果として、もともと高架で４車プラス側道のイ

メージで６車断面の用地を確保することで考えてございますので、暫定としてそこの部分に

つきましては有効に活用しようじゃないかというふうに考えてございます。 

  二つ目でございますが、新技術につきましては、ご指摘のとおりそのような課題がございま

す。今後、管理等を含めてしっかりモニタリング等を進めながら、対応も含めて検討してい
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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。 

  そのほかいかがでしょうか。皆さんからご意見ないでしょうか。 

  今回のこの事業の一番大きい変更点として、この道路は当初はジャンクションをつくらなか

ったんですけれども、今回の変更で酒田中央ジャンクションをつけて日沿道と直結させると

いうことが入っています。そのために１３億費用がかかるけれど、いろいろな費用節約、コ

スト削減を考えて１３億７，０００万費用を削減するという形で、努力してこの費用を計上

したということです。今回はこのような努力でジャンクションはできたと思うんですが、地

域高規格と有料道の高速道路については計画がそれぞれ独立しているのでジャンクションを

つくらないというのがスタンダードかもしれませんが、利用する方から見るとジャンクショ

ンがあるのとないのでは雲泥の差ですよね。これも 初の計画からジャンクションをつくる

と認めるまで５年もかかっているというのが、何でこんなにかかるのかと理解に苦しむんで

す。事業の見直しの硬直化というのが非常に進んでいるという感じがするので、今回は費用

の持ち出しがないので認めたということがあるのかもしれないけれども、本当に道路として

地域高規格だけを走る人とか高速だけを走る人なんていないんです。そうするとそのつなぎ

目のところのジャンクションの役割というのは非常に重要なので、今回のこの４７号の酒田

余目についてはこういう形で解決できたと思います。今後ほかのところで行われる地域高規

格と高速道路の交差する部分については、地形の関係があるから一概には言えませんが、構

造的にできるならばジャンクションをつくるということでネットワークをきめ細かく利用で

きるような仕組みが必要ではないかと思います。ぜひこの成功事例をほかにも波及していた

だければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○三浦道路部長 使い勝手が格段によくなることは間違いないと思っております。手法の違いに

よって計画が双方なかなかうまくいかない部分も過去にあったかと思いますが、今の委員長

のご指摘を踏まえて、今後の計画に当たってはなるべくネットワーク化を図るように検討し

ていきたいと思います。 

○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。 

  それでは、原案が事業継続ということですので、この委員会としても事業継続として認める

ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  次は、一般国道１１２号の鶴岡北改良について。 

○酒田河川国道事務所所長 それでは、１４－１の資料をご確認いただきたいと思います。 
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  鶴岡北改良でございますが、下の絵に示すように、本事業は、既に供用しております三川バ

イパスと国道１１２号鶴岡東バイパスの２路線を直接結びつける路線ということで、平成１

５年度から事業に着手してございまして、鶴岡市街地の渋滞緩和や交通事故の減少を図ると

いうことで動いてございます。全体事業費でございますが、当初８５億円に対して変更で９

８億ということで約１３億円ほど増えてございますが、審議ポイントにも、この１３億が増

えた理由について説明してほしいということが一つございます。もう一つは、２ページ目の

下の方にございますように、現道の交通量が減っているのに将来交通量が増えるのはなぜか

というご指摘でございました。 

  一つ目の事業費の増加要因でございますが、５ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  大きく三つありますが、一つは用地補償費の精査ということで約９億弱増えてございます。

これにつきましては、当初調査はどうしても事業着手段階では外観調査のみということでご

ざいますが、実際現地に入っていった段階でいろいろ従来想定していたものと変わってきた

ということでございまして、一つの事例として５ページの下の方に工場Ａとして事例を示し

てございます。この事例は、製造ラインがすべて一体で動いていたということで、結果、残

地部分に建物を再構築するのはちょっと難しいということで郊外地区に変更してございます。

この関係も含めて、トータルで用地補償費が約９億弱増えたということが一つでございます。 

  二つ目が、６ページでございますが、先ほども皆様の方からご指摘がございましたが、軟弱

地盤ということでございます。郊外部につきましては当初から軟弱地盤があるということで

想定していたわけですが、町なか部分につきましては既にある市道にかぶせて事業を進める

ことにしてございましたので、その部分については安定しているのではないかと想定してい

たんですが、工事を進めていく上でこれではだめだということで載荷盛土、路床改良を実施

してございます。この関係で１．３億ほど増えてございます。 

  さらに７ページでございますが、当該地区につきましては、電線共同溝の計画が、電線管理

者の方との調整が整ったということで道路整備と一体で実施することになりまして、この分

約３億が増えてございます。 

  次に、将来交通量の増加理由でございます。適当な図面がちょっとないんですが、１４ペー

ジを開いていただきたいと思います。１４ページに当該路線の全体の絵柄が入ってございま

す。平成１５年に先ほどちょっとお話ししました三川バイパスが全線供用しておりまして、

この関係で旧７号の方からほとんどすべての交通量がこの三川バイパスの方にシフトしたと。

それで、鶴岡市役所が一番下の方に赤ポツでありますが、こちらの中心市街地へのアクセス
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が、三川バイパスを使って、さらには鶴岡バイパスというのが７号にはございますが、それ

らを経由して都計道さらには市道等を使いながら町なかにアクセスするようになったと。し

たがいまして、平成１７年の段階では現道の交通量が落ち込んでございます。 

  今回、鶴岡北改良の整備に伴いまして、この絵柄のとおり三川バイパスから直接鶴岡東バイ

パスにつながることになりますので、市街地アクセス等につきましては三川バイパスからそ

のまま来て市役所の方に市道なり都計道を使ってアクセスすることが可能になるということ

で、車がもとに戻ってくるという想定をしてございまして、この関係から交通量が増えると

考えてございます。 

  次に、事業の投資効果についてご説明します。ちょっと戻りますが、１３ページをお開きい

ただきたいと思います。費用便益を載せてございます。基本ケース全体で１．３、残事業に

つきましては５．８でございます。感度分析が１．０から１．５ということになってござい

ます。 

  後に、１５ページ以降でございますが、知事の方からも早期整備してほしいということも

ございますので、事業継続で事業の早期整備を図ってまいりたいと考えてございます。以上

でございます。 

○柴田委員長 堀井さん、いかがでしょうか。事業費増加の内容と理由及び将来交通量が増加す

る理由についてですが、いいですか。 

○堀井委員 はい。 

○柴田委員長 先ほどの４７号の整備を議論した直後だから都合悪いと思いますけれど、４７号

の整備によってこの１１２号は減ると思います。その辺のことを考えると、現状の１１２号

がここを通りますという形でとらえていると思いますが、将来のネットワークの将来という

のはどの辺を考えるかなんです。そう簡単に全部は増えないと思うので、ここのところにつ

いてはもう少し厳しく見てもいいのかなと思います。Ｂ／Ｃが結構余裕があるので、そこの

ところを大きく見るよりも現実的な必要性ということでどうかなと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○酒田河川国道事務所所長 おっしゃるとおりの部分はございますが、一方の４７号と日沿がつ

ながるだろうという前提もございまして、そちらの方からここ鶴岡に走るルートが出てきま

すので、ちょうど工業団地でもございますので、そこにある程度交通量が集中するのではな

いかという想定も入ってございます。先生のおっしゃるとおり余目酒田の関連もございまし

て、ある程度下がる部分がそちらの方でまた逆に増えるのかなというふうに思ってございま
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す。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

○平山委員 共同溝の整備のことなんですが、ここは３億円増額していますが、これは道路管理

者としては前向きな話なんでしょうか。 

○酒田河川国道事務所所長 そのとおりでございます。できれば一緒にしましょうということで、

初に一緒にするとトータルコストが安くて済むと。後で掘り返したりするとどうしてもお

金が余計かかるので、できるものは一緒にしましょうということです。 

○平山委員 その方針は非常にいいと思います。特に都市部の道路整備に関しましてはなるべく

同時に電線をなくしていただくような道路整備をしていただきたいと。電力関係の方にも、

そういうことで重々働きかけていただきたいと思います。 

○柴田委員長 沼倉さん、この５ページのところで、費用が増えた理由の一番大きなものとして

補償費がありますけれども、その辺専門だと思いますが、こんなに高額の補償費というのは

多いのですか。 

○沼倉委員 これは事前にお聞きはしたんですが、５ページの下の図は工場の中のプラントのラ

インなんです。ここにかかるように道路の線を引いてしまったと。そのためにこれを動かせ

なかったということですから、こういうことになるのであればもうちょっと別のところに線

を引けなかったのかなというのはあります。その辺の、外観調査のみで買収金額をはじいた

というか線を引いたというところなので、できればもう少し段取りをうまくした方がいいの

かなという感想はありますが、このプラントというのは一般にわかりづらいというのも確か

ですので、逆にこの反省を踏まえて、次回は工場はちょっと気をつけた方がいいということ

は言えるかもしれません。 

○柴田委員長 そうすると、９億くらいというのはあり得るということですね。プラントを動か

して工場の移転補償とかとなると。 

○沼倉委員 そうですね。やっぱりプラントを動かすと、新しくつくるのと同じになりますので、

何十億もかかるものもあるぐらいですから、それはもう十分にあり得ます。 

○柴田委員長 わかりました。現地調査をしましたが、この工場の向かい、進行方向左側がこの

工場ですが、右側が学校です。それで、学校の方には触れないということで、ここのところ

は僕もわざわざかすらなくていいんじゃないかと思ったんですけれど、そういう事情で、学

校は基準面積があって一歩たりともだめだという形があるのでということで納得したんです。

今後、今お話がありますように、製造工場のときには外見と中身が違うことがあるので、相
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当よく見ておいて、当初の予算の中できちんと計上するように努力しなさいと。そうしない

と、こういう途中からの計上だと、言葉は悪いですが、相手がごねると計上を増やしてくれ

るのでないかと誤解されるので、そういうことはないと思いますが、でも途中の増加という

のは印象がよくない感じがします。そういう意味で、当初にきちんと見てほしいという意見

はそのとおりだと思います。 

○青山局長 これは前回もお話しいたしましたけれども、要は、事業化する前にはやはり工場の

中に立ち入って補償の話もできませんので、これは都市計画決定していた道路であり、一番

費用がかかる可能性があるのはこの工場のはずなので、事業化した直後にまずそこに入り込

んでプラントの移設が可能かどうかということを考えるべきだった。そのときに事業費がか

なり大幅に増えるとなったら、一度立ち止ってみて、代替手段があるのかないのか、そして

経済性はどうなのかということをもう一度議論するべきだったのですが、結果は、ほかの部

分はどんどん進んで、今に至って増えますということなものですから。今後は、先ほどの橋

梁の軟弱地盤もそうですけれども、事業費の大幅変更につながりそうな部分については事業

化した段階で先行的に調査を進めて、それで大幅な変更があり得るときには事業の見直しも

含め検討した上で、評価委員会の方に、場合によっては事業費の大幅増になりますと、Ｂ／

Ｃはこうなりますということも含めてご報告をするというふうに見直しをしていきたいと思

っていますので、よろしくお願いいたします。 

○柴田委員長 ありがとうございました。どうぞ。 

○間庭委員 念のため確認したいんですけれども、ここは土壌汚染などがないような工場である

かどうか。 

○酒田河川国道事務所所長 特にないと聞いています。 

○間庭委員 わかりました。 

○柴田委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  特にご異議がなければ、原案が事業継続ということなので、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、ここで１０分の休憩とします。 

 

  〔休 憩〕 

 

○柴田委員長 それでは、再開させていただきます。 
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  引き続き道路ですけれども、これからの国道１１５号や東北中央自動車道等については要点

ですので、それぞれ説明をいただきまして、全部が終わった段階で個別に審査を進めたいと

思います。 

  初は、一般国道１１５号阿武隈東道路についてお願いします。 

○磐城国道事務所所長 磐城国道事務所長の松本です。資料１５－１で一般国道１１５号阿武隈

東道路についてご説明いたします。 

  １ページ目をご覧ください。阿武隈東道路は、福島県内の一般国道１１５号のうち相馬地方

と県都福島市を結ぶ区間の中の相馬市側の隘路及び通行規制区間の解消、救急医療圏の拡大、

物流の効率化等を目的とする延長１０．７ｋｍの自動車専用道路です。平成１６年度に事業

化し、現在は橋梁やトンネル工事、改良工事などを施工しております。全体事業費は３７０

億、進捗率は５１％となっております。再評価は今回が初めてです。 

  ２ページ、３ページです。そちらに主に現在の国道１１５号の状況を示しております。急カ

ーブが多くて大型車の通行に支障がある、隘路、がけ崩れなども頻発して自然災害の影響を

受けやすい道路であるということを示しております。 

  ４ページ目でございます。４ページ目には、相馬地域が高次医療の空白地域であること、現

状でも主に福島方面へ搬送されていること、阿武隈東道路の整備によりアクセス向上が期待

されるということを示してございます。 

  ５ページ目には、物流の面での必要性を整理してございます。重要港湾の相馬港と福島県北

方向のアクセスが強化されるということで、相馬港の利便性の向上が期待されます。 

  ６ページ目でございます。こちらには、広域観光交流の視点でも地元の取り組み、周遊観光

の促進につながるということで効果が期待されるということを示してございます。 

  ８ページ目の費用便益比でございますが、全線でＢ／Ｃが１．７、残事業のＢ／Ｃは３．６

となっております。 

  なお、国道１１５号の現在の交通量は、戻りますが２ページのところに平成１７年２，２６

９台とありますが、８ページの下の段の計画交通量は８，３００台となってございます。こ

れは、現道の１１５号だけではなくて、阿武隈東道路を含めた一連の１１５号が整備される

ことによりまして、周辺の道路、例えば南相馬市を経由している県道だとか、あるいは宮城

県内の道路、こういったところから広域的な交通の転換が図られるためでございます。 

  ９ページにはコスト縮減のメニューということで、橋梁構造の見直し、あるいはコストの安

いトンネル附属物の採用などに取り組んでいくということを挙げてございます。 
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  後、１０ページでございます。福島県知事と、それから一部道路が通ります宮城県知事の

意見として、事業計画については異議なしということで意見をいただいております。 

  以上のことから、対応方針案としては事業継続をご提案しているところでございます。説明

は以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  続きまして、東北中央自動車道米沢～米沢北についてお願いします。 

○山形河川国道事務所所長 それでは、資料１６－１をお願いいたします。東北中央自動車道米

沢～米沢北について説明をいたします。 

  １ページ目をお開きください。事業の目的は、高速ネットワーク形成による経済・産業・文

化の広域的な交流・連携の促進です。平成１５年度に全体事業費３３４億円で事業化され、

現在までの進捗は約２５％です。前回評価時点からの事業計画などの変更点はございません。

その間、平成１９年度より用地着手し、用地の進捗は約４５％となっております。また、平

成２０年度より工事着手し、現在は改良工事、橋梁工事を進めております。 

  ３ページをお開きください。地域の課題について説明いたします。首都圏へのアクセス強化、

大河ドラマの影響で一時的に増加はしたものの低迷する観光客数、さらには渋滞の発生や事

故の多発などが地域の課題となっております。 

  ５ページをお開きください。ここからは事業の必要性について説明いたします。東北中央自

動車道は、東北地方の格子状ネットワークを形成する道路です。都市間の所要時間の短縮を

図る必要があります。 

  ６ページをお開きください。国道１３号利用の通過交通が転換し、現道の混雑緩和が図られ

ます。 

  ７ページをお開きください。農産物、畜産物の出荷エリアの拡大や半導体などの高付加価値

な製造品輸送の効率化を図る必要があります。 

  ８ページをお開きください。首都圏を初めとする広域エリアからの観光客集客を図る必要が

あります。 

  ９ページをお開きください。この事業の目的が失われるような情勢などの変更はございませ

ん。 

  １０ページをお開きください。費用便益比は、全線で１．２、残事業で１．７です。なお、

東北中央自動車道が全線開通いたしますと、東北縦貫道から交通量が転換して、現状よりも

東北中央自動車道の米沢～米沢北間の交通量は増加することになります。 
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  １２ページをお開きください。山形県知事からは、事業の継続に異議なしとの意見をいただ

いております。 

  後に、再評価の結果の案についてご説明いたします。事業をめぐる社会情勢の変化、事業

の投資効果やその変化、事業進捗見込み、代替案立案の可能性を視点として再評価を行った

結果、事業継続実施です。以上で米沢～米沢北間の説明を終わります。 

○柴田委員長 続きまして、一般国道４号鏡石拡幅についてお願いします。 

○郡山国道事務所所長 郡山国道事務所です。 

  資料１７－１の１ページをお願いします。鏡石拡幅は福島県の中通り、岩瀬郡鏡石町内にお

けます国道４号の延長４．５ｋｍの４車線拡幅事業でございます。事業の目的につきまして

は、４号におけます交通混雑の解消と交通事故の減少など安全な交通の確保でございます。

事業につきましては平成１５年度に着手し、事業費は全体で１１２億、平成２２年現在の進

捗率は３４％でございます。 

  ３ページをお願いいたします。国道４号は、東北・関東の主要な幹線道路であるということ

で、非常に物流を中心とした通過交通が多く、さらに郡山～白河間など周辺の地域からの通

過交通もあります。加えて沿線の工業団地あるいは商業施設の立地に伴って町内からの発生

交通も多いため、鏡石拡幅区間では交通混雑が発生している状況でございます。また、事業

区間内には交差点が連続しておりまして、事故率が４００件を超す鏡石中央西交差点を初め

２００件以上の交差点があって、交通事故が多発しているところでございます。 

  ５ページをお願いいたします。下の方に４号の交通量と混雑度のグラフがございます。福島

～白河間で４車整備の未整備区間は、当事業区間を含めまして２２．４ｋｍほどございます。

この区間につきましてはいずれも交通量が２万台以上を占めておりまして、交通容量が非常

に不足しており、混雑度も１．４以上となっているところでございます。特に、須賀川の４

車区間に接続する鏡石拡幅区間につきましては、混雑度が１．８３ということで県内の４号

の中でも も高く、交通量も２万７，２００台ということで交通容量を大幅に超過していま

す。また、主要渋滞ポイントとなっております不時沼交差点がありまして、渋滞長も 大で

１，６００ｍほどになっています。ピーク時の速度も２０ｋｍ程度以下まで低下していると

いう状況でございます。こういうことから、鏡石拡幅の整備によって十分な交通容量が確保

され、混雑の緩和が見込まれると考えております。 

  次に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、全体で平成１５年の採択

時３．３が今回２．８に、残事業では４．４となってございます。 
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  １０ページをお願いします。コスト縮減につきましては再生資材の活用等によって事業費の

抑制に努めていきたいと考えております。 

  １１ページをお願いいたします。対応方針でございますけれども、国道４号の交通混雑の解

消や安全な通行確保のため早期整備の必要性が高く、地元自治体から異議がないという回答

もいただいておりますし、事業促進の要望活動も強く行われておりますので、事業を継続し

て実施させていただきたいと考えております。以上で終わります。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  では、続きまして一般国道１３号上山バイパスについてお願いします。 

○山形河川国道事務所所長 資料１８－１をお願いいたします。 

  １ページ目をお開きいただければと思います。国道１３号上山バイパスについて説明いたし

ます。おかげさまで、当該バイパスは本年１２月１２日に全線開通することになりました。

上山バイパスは山形県南陽市と山形市を連絡する延長１７．２ｋｍのバイパスで、事業の目

的は交通渋滞の緩和、交通事故抑制などです。当バイパスの歩道については、並行する市道

が存在しない区間など必要のあるところについて整備をしております。昭和５４年度に事業

化し、現在までに１１．７ｋｍが暫定２車線、一部完成４車線で開通しており、平成２２年

度までの進捗率は約８３％です。平成１８年度の前回再評価時点から事業計画の変更点はご

ざいません。 

  ６ページをお開きください。ここからは整備効果などについてご説明いたします。上山バイ

パス未供用区間は、渋滞ポイントが２カ所存在するなど著しい渋滞が発生しています。バイ

パス整備により交通の転換が図られ、渋滞緩和が期待されます。 

  ７ページをお開きください。現道は、住宅密集地区を通過することから、幅員が狭い上、運

搬排雪区間が存在するなど隘路となっております。また、東北の全道路の平均の約２倍の交

通事故が発生しております。さらに冬期は積雪により幅が狭くなります。バイパスは２ｍの

路肩を確保していますので、冬期間でも堆雪によって幅が狭くなることはございません。 

  ８ページをお開きください。この事業の目的が失われるような情勢などの変更はございませ

ん。 

  ９ページをお開きください。費用便益比は、全線で１．３、残事業で３．９、また、参考デ

ータですが暫定２車線のＢ／Ｃは３．１となります。 

  １１ページをお開きください。山形県知事からは、事業の継続に異議なしとの意見をいただ

いております。 
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  後に、再評価の結果の案について説明いたします。事業をめぐる社会情勢の変化、事業の

投資効果やその変化、事業進捗見込み、代替案立案の可能性を視点として再評価を行った結

果、事業継続実施でございます。以上で上山バイパスの説明を終わります。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  では、続きまして一般国道４９号平バイパスです。 

○磐城国道事務所所長 資料１９－１、平バイパスについてご説明いたします。 

  １ページをご覧ください。この事業は、いわき市内の国道４９号の交通混雑の解消、常磐自

動車道インターチェンジあるいは第３次救急医療機関へのアクセス向上などを目的とした延

長７．７ｋｍのバイパスです。１ページ下の図中、赤い線で示しております。昭和５６年度

に事業化し、平成７年９月には暫定２車線で全線供用しております。その後、順次４車線化、

交差点の立体化を進めておりまして、図中の細い線の部分３．７ｋｍが、まだ２車線のまま

で４車線化事業を進めている区間でございます。全体事業費は４２０億円で、前回平成１７

年の再評価時点から１０億円の増額となっております。なお、前回の再評価時には特に指摘

事項はございませんでした。 

  ２ページ目の中ほどに、まだ暫定２車線のままの区間で渋滞が発生している状況の写真をつ

けております。この区間の交通量は３万２，７００台でございます。 

  ４ページでございます。暫定２車線の区間が交通渋滞発生のボトルネックとなっていること

を下の図で示してございます。また、３次医療施設である磐城共立病院へアクセスする区間

もこのまだ２車線の区間でございまして、４車線化により速達性が高まるということを示し

てございます。 

  ５ページから、事業費が１０億円増額になった理由を示してございます。まず一つ目でござ

いますが、今後施工予定のトンネル工事で、地質状況が悪いため地山を安定される補助工法

が追加で必要になることをご紹介してございます。 

  それから６ページ目となりますが、切土法面の地すべり対策としてグランドアンカー等が追

加で必要になると。これが二つ目の増額の理由でございます。それから三つ目として橋梁の

耐震基準の改定に伴う橋脚の構造見直しが必要になったという、この三つが増額の理由でご

ざいます。 

  ７ページ目に、今ほどの集計の形でお示ししてございますが、三つの理由により１１億円増

加してございます。一方でコスト縮減ということで、橋梁の橋脚を一つ減らす、あるいは再

生材を利用するといったようなコスト縮減が可能でございますので、これで差し引き１０億
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円の増加となっております。 

  ８ページ、９ページには４車線化の必要性ということで示してございますが、先ほどの目的

と重複しますので説明は割愛させていただきます。 

  １１ページに費用便益比について示してございます。全線でＢ／Ｃが１．２、残事業のＢ／

Ｃは２．０となっております。 

  後、１３ページでございます。福島県知事からは、事業継続について異議がないというこ

とで意見をいただいております。以上から、対応方針案としては事業継続としております。

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。一般国道１１５号の阿武隈東道路から一般国道４９号

の平バイパスまで説明を受けました。これを受けて個別に審議していきたいと思います。 

  初に、一般国道１１５号の阿武隈東道路についてご質問、ご意見はないでしょうか。これ

は相馬と福島を結ぶ道路で、線形としては将来中央自動車道の役割の一部を担うというとこ

ろでしょうか。 

○磐城国道事務所所長 はい。将来的な構想としては中央自動車道の一部ということで自動車専

用道路として進んでおります。 

○柴田委員長 いかがでしょうか。交通量が２，２００台くらいのところだということですが、

よろしいでしょうか。要するに、ここは線形改良がメーンですかね。先ほどの説明では、が

け崩れだとか線形改良みたいなので急いでする必要があるということでしたが。 

○磐城国道事務所所長 １１５号の中でも、ここは相馬側から阿武隈高地に上がっていく途中の

区間でございまして、こちらの写真にもありましたとおりカーブも多くて勾配もきつく大型

車がすれ違えないというような区間でございますので、この区間を先行して施工を進めてお

ります。 

○柴田委員長 よろしいでしょうか。 

  それでは、原案が事業継続ということですので、異論がなければこの委員会でも事業継続と

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。 

  続きまして、東北中央自動車道米沢～米沢北についてはいかがでしょうか。ここのところは

交通量が２万１，０００くらいで、要するに東北中央自動車道の一部を担うところだという

ことです。これの南側の栗子のトンネルの方の事業は結構進んでいるので、それとの連携で

この事業もスピードアップする必要があるという位置づけのところでしょうか。 
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○九戸委員 公共残土の受け入れは今のトンネルからということでしょうか。１１ページのコス

ト縮減のメニューの中に購入土から公共残土の受け入れとありますけれども、近くのトンネ

ルか何かでしょうか。 

○柴田委員長 この公共残土はどこから買うのでしょうか。トンネルですか。 

○山形河川国道事務所所長 残土としては、栗子トンネルから出てくる残土、そして東北農政局

の水窪ダムにたまっている土砂、こういったものを中央道の米沢～米沢北間で再利用させて

いただいているということでございます。 

○柴田委員長 栗子は結構長いトンネルを掘っていて、そこで出てくる土をここに置くというこ

とで、栗子の事業と連携してここの事業があることが好ましいというのを聞いたことがあり

ますが、よろしいでしょうか。そのほか皆さんから何かないでしょうか。よろしいでしょう

か。（「はい」の声あり） 

  では、原案が事業継続ということですので、委員会としても事業継続として認めるというこ

とにさせていただきます。ありがとうございました。 

  続きまして、一般国道４号の鏡石拡幅についてはいかがでしょうか。これは北の方は既に４

車線になっているんですよね。 

○郡山国道事務所所長 はい、そうです。 

○柴田委員長 それで、それを延ばすような形で南の方に来て、この鏡石拡幅になっている形で

すね。ということは、これが終わると、またもっと南の方に４車線にしたいという計画はあ

るのですか。 

○郡山国道事務所所長 残っている２車区間が、交通量が２万台以上でありますし混雑度も１．

４以上ありますので、今の事業区間の事業の進捗に合わせて、先の区間についても交通状況

を見ながら、必要に応じて新規に着手していきたいとは考えております。 

○柴田委員長 ここの交通量については、高速とか何かに転換するというのは不可能なんですか。 

○郡山国道事務所所長 高速道路はこちらの方は有料でございますし、並行しておりますので、

そちらに転換するということは余り考えられないのではないかと思います。 

○柴田委員長 つまり料金抵抗があって高速の方には移らないのではないかという話ですね。 

○郡山国道事務所所長 はい。例の休日の割引等があって、その関係で高速の方は休日等は増え

ておりますけれども。 

○柴田委員長 多分しないだろうけれども、高速の無料化などをするとがくんと変わる可能性が

あるということですか。 
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○三浦道路部長 高速道路は渋滞すると思います。 

○柴田委員長 わかりました。そういうことで、現在は、高速が完成していても交通量は減らな

いという形のところですけれども、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、この件についても事業の継続という提案ですけれども、委員会としてもこれを認

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。 

  次は、一般国道１３号の上山バイパスについての評価ですけれども、いかがでしょうか。１

２月１２日に完成するから、もう今後どうしますかではないですね。ここでやめなさいと言

っても関係ないんですね。 

○山形河川国道事務所所長 正確に申し上げますと、上山バイパスとしては全線完成して１２月

１２日から機能を果たすということになるんですが、資料１８－１の１ページ目をご覧にな

っていただきたいんですが、１ページ目の下の方の絵の真ん中あたりに「（仮）上山ＩＣ」

と書いているところがございます。これは今東日本高速道路株式会社が高速道路を整備中で、

これから用地買収にかかるということになりますが、このインターチェンジのところまで国

道１３号が迎えに行かなければいけないと。非常に短い区間ではございますが、そのための

事業費としては将来必要となってございますので、上山バイパスとしては機能は果たすとい

うことなんですが、扱いとしては事業継続ということでお願いできればと思います。 

○柴田委員長 それは当初から組み込んでいる事業ですか。 

○山形河川国道事務所所長 はい、当初から組み込んでいる事業でございます。 

○柴田委員長 ということは、費用がそれによって増加することはないということですか。 

○山形河川国道事務所所長 はい、もうすべて織り込み済みでございます。 

○柴田委員長 そういうことですが、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、この件についても提案が事業継続ということですので、委員会としても事業継続

として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。 

  続きまして、一般国道４９号の平バイパスについてはいかがでしょうか。いわき中央インタ

ーから常磐バイパスのところまでの途中の区間の３．７ｋｍの暫定２車供用のところを完成

４車にするという事業ですね。 

○磐城国道事務所所長 そうです。 

○柴田委員長 これについていかがですか。これからはそういうことはないと言われることはわ

かっているんですが、事業化が昭和５６年度で、今度で終わるということで、もう３０年で

すか。 
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○磐城国道事務所所長 そうですね。ずっと継続して、２ページに挙げておりますようにちょっ

とずつ４車線化や立体化をしてきているところでございます。 

○柴田委員長 ちょっとずつというのは非常にいいんですが、もう少しスピードアップできると

好ましいかなというのが印象です。３０年かかるとなると、世代交代で、 初のこの計画を

つくった人は役所にだれもいませんとなってしまうのではないかと思うので。それで、当初

の予定どおりの交通量は維持しているということでよろしいんですよね。 

○磐城国道事務所所長 はい、そのとおりです。 

○柴田委員長 わかりました。これについて皆さんからいかがでしょうか。これは、継続という

のはそうだと思うんですが、いつ終わるんでしたか。この後またかかりますか。 

○磐城国道事務所所長 今、Ｂ／Ｃ算定の試算の前提としては２９年までの事業としています。 

○柴田委員長 あと７年。 

○磐城国道事務所所長 そうですね。 

○柴田委員長 ４０年もかかるような、そういう事業はたくさんあるんですか。 

○磐城国道事務所所長 バイパスの規模によると思います。 

○柴田委員長 これは前に聞いた昔は事業を大きくして細切れにして供用しているというもので、

それの 後のころですね。 

○磐城国道事務所所長 そうですね。 

○柴田委員長 これからはそういうのをつくらないという話ですね。わかりました。なるべく早

く完成してほしいと思います。 

  それでは、これについても事業継続ということですので、よろしいでしょうか。希望として

は１日でも早く完成してくださいということです。４０年かかるとなると、今の時代に合わ

ないのではと言われますので、ぜひ事業として頑張っていただければと思います。この委員

会としてもこれを事業継続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）ありがとうございました。 

  以上で、道路関係について評価を終わりますが、道路に関して皆さんから何かご質問、ご意

見はないでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。 

○金沢委員 たくさんの資料を拝見しまして、本当にお疲れさまでございました。 

  全般的に、これはこれからの道づくりの観点に入れていただきたいなと思うことがありまし

た。地方の道路では、少子高齢化の影響で、歩く側の立場に立ってつくっていただきたいと

いう道路がございます。改良したり、また新設工事でする場合においても、やはり歩道の配
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慮というのが必要ではないかと思います。今般の工事計画等々を見ても、余り歩道について

は触れられていなかったので、ぜひそこをご配慮いただきたいと思います。特に町なかを通

る道路に関しては、住民の安全と利便性も考えて、少子高齢化に対応した道づくりをお願い

したいと思います。 

  それからもう一つが、今後、救急搬送というのがますます増えると思います。これは交通事

故等々ではなく、高齢者はかなり体が弱くて救急車で搬送される確率が高うございます。そ

の際に、２次医療施設等々に運ぶ際においても、立派なバイパスができてはいるんだけれど

も、一般道からそこに乗るまでのアクセスが非常に悪くて、なかなか命を救うための時間に

間に合わないということも考えられます。この部分も支線とか枝線の部分と新しくできるバ

イパスとの関連性をよく考えて計画をいただきたいなと思っております。 

  それから、３点目でございます。東北は豪雪地帯が多うございまして、積雪時、国土交通省

の場合は除雪がとても早いですけれども、やはり先ほども枝線の場合は自治体の方の除雪と

の絡みもございまして、なかなか本線に乗るまでが大変なことになってございます。夜通し

かけて除雪をしていただいた道路に救急車が乗ったりして運ぶわけでございますけれども、

先ほど申し上げましたようにアクセスのきちんとした道路に整備していただきたいと思いま

す。 

  そしてもう一つ、高齢者ドライバーが多くなっています。１０６号を例にとりますと、片側

１車線でかなり低速で走っているもので、追い越したくてもなかなか……、対向車線にはみ

出して事故が起きてしまうかもしれないという命がけの道路です。１０６号に関しては県の

方でゆずり車線というものを一部区間設けて、一般道を速く走れるようにとしています。で

すので、少子高齢化に対応した観点で道づくりをお願いしたいと思っております。以上です。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  今お話がありました市街地を通る一般国道については交通量を考えて４車線などというのは

自動車については考慮していますが、歩く人とか、 近は特に自転車について、市街地につ

いてはこれを考慮するという形で、市街地の拡幅等を行うときには自転車の安全性を確保で

きるようにしていただきたいと思います。多分一部では自転車専用道路などをつくっている

と思いますが、そういうものも幹線道路で市街地を通る場合には考慮するということも明確

にする必要があるのではないかと思っています。そういう意味で、市街地の場合には、自動

車だけの道路ではなくて歩く人とか自転車についても考慮することが必要かなと思います。 

  それから、今お話がありました県道とか市町村道との連携で、除雪等についていろいろなと



-66- 

ころで国と県・市町村が連携して、役割分担で国道の除雪の車がそのまま県道もするし県道

の除雪の県の車が一部国道もするというような相互乗り入れもしていると思いますが、そう

いうソフト的な対応を考えて連係プレーがとれるように、地方自治体と国との連携もぜひと

ってもらうことが必要かなと感じます。 

  特に、今お話があった病院等へのアクセスについては、ほとんどは市町村道または県道だと

思いますけれども、国道を整備するときには足並みをそろえてそこの部分の県道や市町村道

も整備するというように、同時に利用できるような形で話し合いをするというイニシアチブ

を国がとることが大事かなという感じがします。いろいろな市町村とか県に行くと、国にこ

うしてくれと言うのはなかなか言いにくいという声があるので、国の方から県とか市町村に、

病院とか何かへのアクセスをよくするので、我々はこういうふうにするから市町村とか県も

道路の整備をこうしてくださいという話し合いができれば好ましいと思います。これは全く

のソフト的なことですが、利用する方から見ると非常に要望が強いところがあると思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  そのほか皆さんの方から何かないでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、先ほどの道路についての議事録の確認のところをしたいと思います。 

     〔議事録作成〕 

  それでは、作成に時間がかかりそうなので、先に報告事項に進ませてもらってよろしいでし

ょうか。（「はい」の声あり） 

 

４．その他 

〔委員会報告事項 再評価〕 

・高瀬川直轄河川改修事業 

・高瀬川総合水系環境整備事業 

・ 上川総合水系環境整備事業 

・馬淵川総合水系環境整備事業 

〔委員会報告事項 事後評価〕 

・摺上川ダム建設事業 

〔その他〕 

・ダム事業の検証に係る検討について 

○柴田委員長 では、議事概要の確認については後ほどするということで、報告事項で河川関係
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の再評価４件、事後評価１件ありますので、よろしくお願いします。 

○河川調査官 それでは、２件ご報告をさせていただきたいと思います。 

  初に、再評価、事後評価についての説明をさせていただきたいと思います。 

  お手元に資料があると思いますけれども、よろしいでしょうか。ここに再評価と事後評価の

取り扱いについての規定を示してございますけれども、まず再評価の欄を見ていただきたい

と思います。「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」第６の６項に、河川事業、ダム

事業については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から構成される委

員会等が設置されている場合は、事後評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行うもの

とするという規定がございまして、この規定にのっとって、一番右の欄に四つの事業を記載

しておりますけれども、この四つの事業について再評価をいたしました。それについてのご

報告と、それから、事後評価についてですけれども、同様に規定がございまして、「ダム等

の管理に係るフォローアップ制度」の対象となるダム事業において、当該制度に基づいた手

続が行われる場合については、本要領に基づく事後評価の手続が行われたものとして位置づ

けるものとすると。これによって、摺上川ダム建設事業の事後評価を実施してございます。 

  結果の内容を次のＡ３判の資料にまとめております。 

  まず上からまいりまして、高瀬川直轄河川改修事業、東北地方整備局と書いているところで

ございますけれども、青森県の高瀬川の直轄河川改修事業の再評価結果でございます。これ

については、１１月１７日に高瀬川水系河川整備委員会で再評価の審議をいただきまして、

その際、Ｂ／Ｃ１．５１という点ですとか、それから一番右側に審議結果及び意見というこ

とで記載しておりますけれども、審議していただいた結果、事業継続妥当と判断するという

結果をいただいております。先ほどの前段の説明であったかと思いますが、当面実施予定の

河川改修事業、７年間の事業をくくってＢ／Ｃを整理しておりますけれども、これについて

は１．５９という数字でご報告しております。 

  同じく、次の段にまいりまして、高瀬川総合水系環境整備事業についてでございますが、こ

れについては該当基準その他と書いておりますけれども、４年目を迎えて、現時点において

現地の水質悪化が確認されているということで、状況の変化がございましたので、ここで再

評価を実施したということです。先ほどと同じく１１月１７日の河川整備委員会で再評価の

審議をお願いしました。結果でございますけれども、一番右側の欄にございますが、完了地

区については利用状況のフォローアップを検討することという点、それから小川原湖の効果

的な水質改善について流域内の関係機関と連携を図り進めることというご意見をいただいて
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おります。 

  それから、次の段にまいりまして、１１月１１日、 上川水系流域委員会を開催しまして、

上川総合水系環境整備事業について再評価をいただきました。前回の再評価後３年が経過

しているので再評価を行ったものでございます。結論といたしまして、事業実施による地域

の質的向上や社会的貢献などについて記載できるよう今後検討することというご意見をいた

だきつつ、事業の継続は妥当と判断するという結論をいただきました。 

  次の段でございますが、１１月２４日に馬淵川水系河川整備学識者懇談会を開催いたしまし

て、その場で馬淵川総合水系環境整備事業について再評価をいただきました。結論でござい

ますが、事業継続は妥当という判断をいただきまして、今後も利用実態調査などフォローア

ップを行うことというご意見をいただいております。 

  次に、１枚めくっていただきまして、これは１０月１３日に摺上川ダムのフォローアップ委

員会で審議されたものでございますけれども、摺上川ダムの事業完了後の事後評価でござい

ます。これにつきましては、右の欄を見ていただきますと結論がございまして、摺上川ダム

建設事業は十分効果を発揮しているものと判断され、今後の事後評価の必要性はないと考え

られるというご意見をいただきました。現時点では摺上川ダム建設事業に対する改善措置の

必要性はない、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等の必要性について

は特になしというご意見で取りまとめをいただいております。 

  続きまして、２点目のご報告でございますが、今度はダムの検証についてのご報告をさせて

いただきます。 

  第１回目の事業評価監視委員会ではダム事業について再評価をいただいておりますけれども、

それに関連した内容でございます。関連して第２回の事業評価監視委員会でも経過を報告し

ているところでございますが、９月３日の第２回事業評価監視委員会以降の経過についてご

報告をいたします。 

  その後の動きでございますけれども、９月２７日に、第１２回今後の治水対策のあり方に関

する有識者会議が行われております。この際、ダムの検証の進め方等がまとめられました中

間取りまとめが国土交通大臣に対して手交されているということで、中間取りまとめの策定

が終わっているという状況でございます。この翌日、この中間取りまとめを受けまして、国

土交通大臣から東北地方整備局長に対しまして個別ダム検証に係る検討を行うように指示が

ございました。指示の文章につきましては資料の中に含めておりますけれども、秋田県の鳥

海ダム、成瀬ダム、そして宮城県の鳴瀬川総合開発事業、この３点を対象として検討を行う
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ようにという指示がございました。指示文書と併せて、この検討を行う際の要領細目が配付

されておりまして、要領細目についてもお手元に配付させていただいております。この要領

細目にのっとって検討を行うために、関係地方公共団体から成る検討の場というのをそれぞ

れ三つのダムについて設置しているところでございまして、今後検討を進めていく予定にし

てございます。 

  河川からの報告事項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。報告がありましたが、再評価４件と事後評価１件につ

いてはいかがでしょうか。どうぞ。 

○沼倉委員 摺上川ダムのフォローアップ委員会なんですけれども、ここに出ている資料でＢ／

Ｃは治水分と出ているんですけれども、利水の方というのは何かそういうフォローアップの

委員会のようなものは別の省庁等であるんでしょうか。 

○河川調査官 利水につきましては利水事業者の方で点検をすることになっているところと思わ

れまして、この中では治水事業について評価をしております。 

○沼倉委員 そういう国のシステムになっているのであれば仕様が無いといえば仕様が無いんで

すけれども、結果的にこのダム全体はどのぐらいのメリットだったのかがちょっと見えづら

いなというのが感想としてはあります。要するに、これは治水分だけであって、利水も含め

たダムの丸々１個の評価というのが多分手に入りづらいのかなという感想です。 

○柴田委員長 今のこの利水事業者はこういうＢ／Ｃのようなことを行っているんですか。 

○青山局長 それは国の補助事業で、例えば水道拡張事業ということで、通常は浄水場の整備と

か配水管とかと併せてダムの負担というのも補助金で見ているのが普通です。これは補助事

業ですので、国の再評価のシステムは同じものを使っているはずです。 

○柴田委員長 そうすると今の治水分と同じような感じでつくっているはずだということですね。 

○青山局長 はい。ただ、今ご質問があったようなダムだけを切り出したものではなくて水道事

業として評価しており、その中のダム分というもので評価しているわけではありません。足

し合わせてダムになるということではないものですから、我々も、それをしようとしても水

道事業の内訳を分けなくてはいけないということで、合体したものは今まで見たことがない

です。 

○柴田委員長 なるほど。よろしいでしょうか。 

○沼倉委員 そういう仕組みですね。結構わかりづらいですね。 

○柴田委員長 そうですね。説明するときに、治水分でこれだけですよ、そのほか利水分がある
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けれども、それは複合的なので数値で示すことは難しいですということで、これだけではな

いということを言うだけですね。よろしいでしょうか。 

  それでは、報告を承ったということで、それから、一番 後のダム事業の検証に係る検討に

ついての説明等があったんですけれども、これはいかがでしょうか。何かご質問はないでし

ょうか。東北について、これに基づいてどこが対象ですよというのは、何ページに書いてあ

りますか。 

○沼倉委員 ６６です。 

○柴田委員長 別添の資料の２ですね、わかりました。成瀬はこの前見たところですよね。 

○沼倉委員 そうです。 

○柴田委員長 鳥海というのはまだ手をつけていないところかな。 

○河川調査官 はい、調査中の段階でございます。 

○柴田委員長 鳴瀬川総合開発というのは。 

○河川調査官 これも調査中の段階です。 

○柴田委員長 わかりました。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、報告を承ったということで、終わらせていただきます。 

     〔議事録配付〕 

○柴田委員長 それでは、先ほどの道路関係の議事概要ですが、読んでください。 

○地方事業評価管理官 それでは、お手元にお届けしてございます審議結果を読み上げさせてい

ただきます。 

  午後の部の審議結果は次のとおりである。 

  １．再評価について 

  （１）河川関係事業審議結果 

   ① 上川水系直轄砂防事業 

   ②赤川総合水系環境整備事業 

  以上について、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）環境整備事業について、平成９年の河川法改正の趣旨を踏まえ、ハード事業のみならず

ソフト事業に対する支援を強力に推し進めること。 

  （２）道路事業審議結果 

   ①一般国道７号浪岡バイパス事業、以降省略しますが、１２件ございます。 



-71- 

  ①については、対応方針（原案）どおり現道改良区間における４車線拡幅の実施時期を見直

し、事業継続、が妥当である。 

  ②から⑫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）①一般国道７号浪岡バイパス事業について、２箇所の交差点改良を早急に行うこと。 

  ２）これまで土質条件の変更によって事業着手後の事業費が増となる事例がいくつかあった

が、今後は、これらの反省点を踏まえ、当初事業費の適切な算定に努めること。 

  ３）当面、暫定２車線整備とする事業箇所については、暫定２車線整備時のＢ／Ｃを示すこ

と。 

  ４）高規格道路と地域高規格道路の交差部については、ジャンクションによって接続し、ネ

ットワーク化を図ることを基本とすべき。 

  ５）少子高齢化に対応した歩行者・自転車の専用道路についても考慮が必要。 

  ６）バイパスへのアクセス道路や除雪についても、県や市町村との連絡調整を十分に図るこ

と。 

  ２．事後評価について 

  （１）河川関係事業審議結果 

   ①雄物川上流特定構造物改築事業（大久保堰） 

  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はない、との対応方針（案）は妥

当である。 

  以上でございます。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

  これについて、皆さんからご意見を賜りますけれども、よろしいでしょうか。 

  それでは、ご異論がなければ、午後の部の審議の結果はこれで確定したいと思います。 

  先ほど言いましたように、午前と午後の部の両方合わせたものを本日第４回の審議記録とす

るということにさせていただきます。 

  それから、途中でお帰りになった方についても、これを早急に送って、決まりましたのでご

了承くださいとお伝えします。今日欠席された方とお帰りになった方については早急にお知

らせください。お願いします。 

  これで全部終わりましたけれども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。 
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  今年度の委員会の計画は４回ありましたが、無事終わりまして、本日は予定よりも５分ぐら

い早く終わっているので、これは皆さんのご協力の賜物だと思います。先ほどお話がありま

したように、資料をこの場で見ていろいろ判断するというのは難しいので、事前の説明とか

現地視察とか委員の方々の協力があって議論がスムーズにいっているのではないかと思いま

す。その意味で、会議４回だけでの議論ではないので、委員の方々のご協力には心から感謝

いたします。 

  今のところでは４回の委員会で終了ですけれども、我々の任期は３月までなので緊急のこと

がある場合はまたということがあるかもしれませんので、その場合はご協力ください。 

  本当に１年間ありがとうございました。 

 

５．閉 会 

○司会 長時間にわたりご審議をいただきまして本当にありがとうございます。 

  今、委員長からもお話がございましたけれども、今日の委員会をもちまして、今年度一応予

定をしているという言葉を使わせていただきますが、予定をしている４回を終えたというこ

とでございます。 

  先ほど委員長がほぼご挨拶に近いことをおっしゃいましたが、なおご挨拶をいただければと

思います。委員長、お願い致します。 

○柴田委員長 ありがとうございました。 

○司会 本当にありがとうございました。 

  ここで、閉会の挨拶を青山東北地方整備局長より申し上げます。 

○青山局長 本当にこの１年ご苦労さまでございました。７月から始まりましたので、４回です

から月一遍ということで、しかもその間、現地視察、個別の打ち合わせ等も含めて大変ご苦

労さまでございました。 

  先ほども話がありましたけれども、今年の審議案件は再評価が３９件、事後評価が３件、合

わせて４２件でございました。例年よりも非常に多くて、作業がなかなか間に合わなくて、

今日は午前・午後ということで、大変ご迷惑をおかけいたしました。 

  委員長から 後にお話がありましたけれども、昨年は政権交代したということでいろいろな

制度の改革の関係で実施要領の見直しがあって大変ご迷惑をおかけしましたが、まだまだい

ろいろな動きがあるやもしれないと思いますので、大変お忙しいところとは思いますけれど

も、その節はぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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  本当に大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

○司会 以上をもちまして平成２２年度第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了させて

いただきます。 

  長時間本当にありがとうございました。 


