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平成２２年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第５回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２３年３月９日（水曜日） 

    １０：００～１２：２０ 

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 

〇司会 皆様、おはようございます。 

 委員の皆様方お揃いでございますので、ただいまより平成２２年度第５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。 

 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。 

 ここで、東北地方整備局幹部職員に異動がありましたので、御紹介いたします。 

 徳山局長でございます。 

 川瀧道路部長でございます。 

 本日は日本大学工学部教授、堀井委員が御欠席ですので、１１名中１０名の委員の御

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。 

 まず、議事に先立ち、徳山東北地方整備局長より御挨拶申し上げます。 

 

２．挨 拶 

〇徳山局長 おはようございます。 

 本日、第５回東北地方整備局事業評価監視委員会を開催させていただきます。委員の

皆様には年度末の本当に御多忙のところ、特に今年度は５回ということで大変お手数を

おかけいたします。御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 昨年１１月に第４回を開催させていただきまして、一通り通常ルールでの審議をいた

だいたわけでございますけれども、今年度いろいろ馬渕前国交大臣からの強い意思で、

こういう見直しをしていこうということもございましたが、それらを踏まえまして、今

回は第５回ということで、その後の状況の変化を受けた御審議をいただこうという会で

ございましてお世話になります。 

 特に今日は大きく２つの取り組みということになってまいります。１つは、交通需要

推計について見直すべきではないかと。これは前の大臣の強い御意思でございました。

これは道路だけではございませんで、港湾、空港、鉄道を含めたきちっと一体的に統一

的な推計をやり直せないかということでございました。全体のモデルをやり直すのはも

う少し時間がかかりますのでさらに来年度になるわけでありますけれども、当面、各分

野の将来交通需要をもう少し厳し目に安全側と申しますか、推計をして、それを反映し

たＢ/Ｃの総点検を行うということでございます。今回はそれを御審議いただくというの

が１つでございます。 
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 もう１つは、かねてから非常に指摘されておりました「命の道」のような価値をきち

んと評価できていないのではないかということでございます。道路の費用便益分析はイ

ギリスのスタイルを参考にしていまして、３便益だけで全体の評価になっていないのは

承知の上で、比較的貨幣換算をきちっとしやすい３便益で計算するというスタイルをと

っておりました。ただ、 も大きく評価をされるのが渋滞解消のような時間短縮効果で

ございましたので、確かに防災とか峠を越えるような交通量が少ないけれどもかけがえ

のない道路というのに対して非常に過小評価ではないかと。これは地方から多くの声を

いただいておったわけでございます。それについて、今回もやり方を変えようと。従来

の３便益ではなくて、ある意味複線の評価になるわけでございますけれども、渋滞中心

の交通量を見直す評価とそれとは別の価値を評価するという２通りになっていくという

ことでございます。 

 ただ、言うはやすいのでございますけれども、なかなかそういうのはモデルに乗りに

くいということでございます。昔、私もイギリス政府の関係者とこの辺の話、「どうイギ

リスは行うんですか」などという話をしたときに、「エンジニアの経験と見識でやるんだ」

などと言われまして、「そんなこと言われたくないね」と思ったことがありますけれども、

今日はそういう御議論をいただかざるを得ないと思います。数字でぴしゃりと出るので

これで、という簡単なものではないと思いますけれども、今後も試行錯誤的にいろいろ

と勉強させていただきたいと思います。 

 大変難しい評価かもしれませんが、その２つの取り組みを踏まえて道路の７事業の再

評価をお諮りしておりますし、あわせて、その他報告もさせていただくということでご

ざいます。 

 柴田委員長様始め委員の皆様方には、本当にお忙しい中お世話になりますが、幅広い

観点からの御審議をよろしくお願い申し上げます。 

 簡単でございますけれども挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇司会 ここで、報道機関の方にお願いがございます。これ以降、審議中の写真、テレ

ビカメラ等の撮映は御遠慮いただきますようお願いを申し上げます。 

 議事に入る前に、今回、委員会を開催するに至った経緯あるいは趣旨を事務局から説

明しようと思っていたところですが、局長からその趣旨をお話し申し上げましたので、

簡単に一言だけつけ加えさせていただきます。 

 資料１で、「平成２３年度予算に向けた個別公共事業評価及び総点検について」という

表紙でございます。 

 開いていただきますと、今、局長がお話したことをまとめたものでございますが、こ
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の中で東北地方整備局の所管事業の関係はどうなのかというところだけお話し申し上げ

ますと、この真ん中から少し上に横のフロー図がございます。今回、道路事業、港湾事

業が私どもの所管事業ですので、２３年度の事業予定箇所９３事業について点検をして

おります。道路事業が７８、港湾事業が１５ということでございます。このうち道路事

業については、Ｂ/Ｃに基づく点検が７３事業ございます。その結果、Ｂ/Ｃが１を超え

たものが７１、１を下回ったものが２ということになってございます。 

 同じく港湾事業は、いずれもＢ/Ｃが１を上回っております。１５事業でございます。 

 したがいまして、７１と１５を足した８６事業につきましては、Ｂ/Ｃが若干これまで

御審議いただいた数字と変わってございますが、基本的に１を超えてございますので事

業継続とさせていただいたところでございます。残りの２事業は日本海沿岸東北道の大

館北～小坂と東北中央道の米沢～米沢北でございますけれども、これについて今回、御

審議をお願いしたいということでございます。 

 それから、冒頭、局長がお話した防災面の効果が特に大きい事業が、２つ目の観点で

す。これは５事業ありまして、このペーパーの一番下に記載の事業について御審議をい

ただきたいということでございます。 

 東北管内の点検状況と今回御審議いただく案件は以上でございます。 

 それでは、これから議事になりますが、御審議を柴田委員長どうかよろしくお願いい

たします。 

 

３．議 事 

〇柴田委員長 今報告ありましたとおり、本日は７件あります。１つは道路事業につい

ての問題があります。これは、局長からお話がありましたように、将来の需要推計を見

直したときに、これまで審査したものについてＢ/Ｃが１以下になるものがあるかどうか

については、２件あり、それを今回、審議するという形にしたいと思います。 

 それで、この会議、２時間を予定しています。できるだけ効率よい質問とお答え、特

にお答えを効率よく、ポイントを突いてお答えいただければありがたいです。 

 審議の進行については御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、 初に道路についてですけれども、従来、道路事業については事業選定委

員会というのを開催しまして、重点と要点というような形で見分け、特に重点について

はどういうところをこの委員会で審議してほしいかということの指摘がありますので、

それについて九戸委員からよろしくお願いします。 
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〇九戸委員 おはようございます。田澤事業評価管理官からも、また委員長からも御説

明がありましたけれども、改めて道路事業の審議の結果をお知らせしたいと思います。 

 ワーキンググループが、柴田委員長、堀井委員、間庭委員、私の４名で検討を行いま

した。道路事業分野委員の堀井委員は本日、所用により欠席しておりますので、私から

報告させていただきます。 

 今回は、将来交通需要推計手法の改善に伴う総点検の結果、Ｂ/Ｃが１を下回った事業

２件と、事業目的に応じた評価方法で評価する防災面の効果が特に大きい事業５件の、

合わせて７事業の再評価を行います。それぞれ重点審議が必要ということで、７事業す

べてを重点審議事業とさせていただきました。 

 審議ポイントは、まず１つ目は、Ｂ/Ｃが１を下回った２事業につきましては、将来交

通需要推計の考え方、前提条件、残事業のＢ/Ｃ、事業の進捗状況と見通しについて。ま

た、防災面の効果が特に大きい５事業につきましては、評価手法の考え方、評価手法の

適用の考え方について御説明をいただきたいと思います。ポイントを踏まえて御審議を

いただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

〇柴田委員長 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、本日の審議事項の１つで、Ｂ/Ｃが１を下回ったと

いうところについては、将来交通需要推計の考え方と前提条件についてきちんと委員の

間で意見を統一しようということで意見交換をしたいというのが１つ。それから、それ

ぞれについての残事業Ｂ/Ｃについて具体的にどうなっているかということもきちんと

対応してほしい。それから、事業の進捗状況と見通しも考慮してほしい。この３点をき

ちんと踏まえた上で評価してほしいというのが注文であります。 

 それから、防災面の効果が特に大きい５事業については、評価手法の考え方、それか

ら評価手法の適用の考え方等についてきちんと議論してほしいという注文がついており

ますので、これからの議論の中ではその点を踏まえて意見交換していただければありが

たいです。 

 それでは、まず、将来交通需要推計の見直しの考え方について、見直しがなされたと

いうのはわかりましたけれども、具体的にどういう考え方で、その結果どうなったかと

いうようなことについて説明いただき、皆さんからの御質問、御意見を伺いたいと思い

ます。 

 それでは、よろしくお願いします。 

〇道路計画第一課長 資料１を引き続き使わせていただきまして、３ページ目から８ペ
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ージ目までをまず御説明させていただきたいと思います。 

 ３ページ目に「将来交通需要推計の改善について」と記載がありまして、めくってい

ただきまして、４ページ目をお願いいたします。 

 既にお話に出ておりますとおり、この資料につきましては、道路のみならず、鉄道、

港湾、空港も含めた各交通機関すべてにわたる考え方を整理したものでございますので、

私からは道路に関する主な変更点のみについて御説明させていただきたいと思います。 

 このページの中ほどにあります「検討事項」というところをご覧いただきたいと思い

ますが、赤枠の中で示しておりますとおり、今回の総点検に反映している部分は①の「現

在の推計手法の検証及び交通機関間の推計の整合性確保」といった部分でございます。

その中で、２つ目のポツにございますとおり、「推計モデル及び将来フレーム」これは主

にはＧＤＰの関係でありますが、こちらの入力条件の分野横断的な改善・統一といった

ものが主なポイントになってございます。 

 次の５ページ目をお願いいたします。「推計手法の第一段階の改善について」という中

で、１の①でございます。「将来フレーム・入力値の統一」という中の「経済成長」、こ

れはＧＤＰのことでございますけれども、従来は政府目標値を設定してございましたが、

この枠の中に記載のとおり、「 近の実質ＧＤＰの政府見通しに、直近１０年間の実質Ｇ

ＤＰの平均変化量を加算して予測」という変更を加えてございます。 

 それから、その下のほうの２の「需要推計に係る条件設定等の統一」というところの

②をご覧いただきたいと思いますが、「推計年度に、『推計年度』とは平成４２年（２０

３０年）度のことを言ってございますが、推計年度おける交通インフラ及び交通サービ

ス指標の設定方法の統一」という記載の中の（１）でございます。「ネットワークの設定

については、現況に加え、事業化済みの箇所を考慮」と記載がございまして、道路のネ

ットワークに関しまして、この記載の意味としましては、従来は事業化されていない区

間もネットワークとして位置づけておりましたが、今回はそれを除くという意味でござ

います。 

 続きまして、６ページ目、７ページ目でございますけれども、ただいま御説明いたし

ましたものについて、６ページ目が人の移動に関する具体的な作業の流れといったもの

を表したもので、７ページ目が物流、物の移動に関する具体的な説明のペーパーになっ

てございます。 

 続きまして、この取り組みとあわせまして、９ページ目をご覧いただきたいと思いま

す。 

 今回、この総点検とあわせまして、まず一番上の点の枠の中をご覧いただきたいと思
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います。当事業評価監視委員会の中でも御意見をいただいてきたところでございますけ

れども、道路事業の評価に対する指摘としまして、「３便益以外の効果を評価すべき」で

すとか、あるいは、本日、防災面の評価をいただこうと思っておりますけれども、事業

の目的に応じた手法を用いて評価するべきといった御意見を全国からいただいてきたと

ころでございまして、これに対応する形で、評価の充実に向けまして、今回は防災事業

を対象として、その目的に応じた評価を実施することとしたところでございます。 

 その下でございますけれども、２３年度予算に係ります、従来、事業評価を行ってき

た事業が、東北管内７８事業がございまして、後ほど防災事業の評価の前段に防災事業

箇所の選定の考え方については説明させていただきますけれども、左側にあります高規

格幹線道路ですとか、右側で防災上の課題があり、かつ、大きな迂回が必要な箇所とい

う考え方で選定した５事業以外の、左下に行っていただいて「７３事業」という記載が

ございます。こちらについては、今回の点検をこの７３事業すべてにわたって厳しくチ

ェックをしたところでございまして、その結果、事業全体のＢ/Ｃが１を下回った、ここ

に記載の日本海沿岸東北自動車の大館北～小坂間、それと東北中央自動車道米沢～米沢

北間につきまして再評価の御審議をいただきたいということでございます。 

 以上でございます。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 ただいま、将来交通需要推計の考え方等についての説明、それから防災等の２つあり

ましたけれども、防災等については、この後、審議のときにまた改めて詳しく説明いた

だきまして、この後審議する２件の、Ｂ/Ｃが１を下回ったというところについては、将

来の需要予測についての見直しをした結果、Ｂ/Ｃが１を下回ったというようなことで、

その見直しをしたところのポイントについて説明がありました。皆様から何か御質問、

御意見がありましたら、いかがでしょうか。 

 

〇平山委員 今回の見直し、交通量もですけれども、予測の精度を現実に近いものにし

ようというお考えは非常に結構だとは思いますが、現状の格差と地域の格差というもの

がそのまま固定されたような整備のすすめ方になるのかなという面があって、方式に対

してはよろしいのですが、均衡ある国土の発展とかサービスの公平性を考えた検討を今

後も進めていただきたいと思いました。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 今の報告があった点は、条件設定のところについて従来と見直したのは、「ネットワー

クの設定については、現況に加え、事業化済みの箇所を考慮」したという形で、従来と
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は違う形に変えたということなのですけれども、従来想定したネットワーク図と、今回

見直すことによってできたネットワーク図について見ていただけると、今、先生からお

話がありましたように、地域の格差があるのではないかということが明確になると思い

ますので、その図を示していただけるとありがたいのですけれども。 

※ネットワーク図を会場内に提示 

〇道路計画第一課長 （図示）いずれもですけれども、右側が従来のネットワークを示

したものでして、左側が今回改善を図った内容を反映したネットワークでございます。 

○柴田委員長 先ほど平山先生からお話があった地域格差というのは、この図を見ます

と、左のこれまでのところはある程度ネットワークが整備されるということで、日本海

側も太平洋側もつながるという前提の交通量の推計という形だったのを、今回は事業化

済みの箇所をということに限定したために、右側のように日本海側とか中央自動車とか、

それから太平洋側の三陸とかがまだ事業化されていないので切れました、という形です。 

 これを見ますと、中心部については、具体的に言うと宮城とか福島のところは大体も

うでき上がっているから影響はありませんと。ところが、従来と比べると、事業化済み

になっていない秋田とか山形とか岩手の海岸線沿いとかについては非常に条件が厳しく

なりましたという形です。 

 そういうことから、新しい形の条件で推計すると、そういった今まで事業化されてい

なかったところ、普通に言うと整備が遅れたところが厳しく評価されて、整備が進んだ

ところは厳しく評価されない。むしろ、そこから引っ張ってくるので交通量は上がると

いう形で、この条件を変えたことによって地域の評価にでこぼこがありますよというこ

とを先生は御指摘になったのではないか、という感じがするのですけれども、その辺は

委員の皆さんはどのようにお考えかということをお聞きしたいのですけれども。 

〇九戸委員 馬渕前大臣の強い意思はいいのですけれども、たしか馬渕大臣は国会答弁

でも、ミッシングリンクに意を用いるという御答弁をなさっているのですね。それにし

ては、こういう図を見ると、言葉だけで見ていれば大変厳しい判断をした。 

 確かに、北海道に熊が走る国道があったというような話はありましたけれども、マス

コミの方々はそこだけが頭の中に残っていて、いまだ計画が順調に進んでいないところ

があるということがなかなか理解されてないのではないかと思います。 

 平坦な土地が、人口ミッションもございますし、技術的にも難しいことはないので、

事業化は大変簡単にできるかと思いますが、残っている土地は、過疎の地を結ぶ、ある

いは複雑な地形、山ですとか、海岸といった工費がかかる地形のところが残っているわ

けで、これを見ますと、「背骨はいいけれども、あばらはどうするの」という、東北地方
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のこれからのますますの発展を考えたときに、この図では、見る人が見たら大変に憤り

を感じるような図になっているのではないかと思います。 

 道路のネットワークも、事業化のために５つに割ってとか４つに割ってという事業化

をしているところが恐らくああいうふうに切れてしまっていると思いますので、そこは、

この評価方法だけでいいのかという疑問を感じます。 

〇沼倉委員 この新しい図を見て「変だな」と思う方は非常に多いと思うのですけれど

も、こういう図にしたことについてどういう意味があるのかということについて、もし

事務局で回答があるならば、聞いてみたいと思います。もしなければ、ないということ

を確認したいということです。 

〇道路計画第一課長 厳しくチェックするという観点で、先ほど申し上げたまでのお答

えしかないかなと思っております。 

〇柴田委員長 私の感じでは、これまではどちらかというと、甘く将来を推計している

から事業はすいすいといってしまうのではないかということで、全国一律、同じように

厳しく査定すれば、施行のスピードが遅くなって実態に合うのではないかという形でこ

れを実施したと思うのです。そのときは、地域によるスピードのでこぼこを出さないと

いう想定で、何となく行ったような感じがするのです。事業化済みのところだけを入れ

ますよというのは。ところが、でき上がって見ると非常に地域による差が出てしまった

ということで、多分、これは余り公表されていないと思うので、一般国民はこれを見る

と、遅れたところがますます厳しくなるというように読むような感じになると思います。 

 だから、そこは、将来推計を厳しく査定するという形はみんなオーケーだと思うので

す。実態に合わせるということはね。そのことが、副作用として地域によるでこぼこが

出たことについてどう考えるのかの説明がないので、その前提条件がいいことも、「何か

悪いことを行ったのではないか」という形になるとこれは困るので、我々とすれば、そ

ういう形で厳しく、実態に合わせるような将来需要推計をするということは問題ないと

思いますので、その結果のでこぼこのところについては、その判断するところで皆さん

から御意見を伺いながら、どのようにこれを受けて対応するかということはこの委員会

の仕事ではないかなと思いますので、ぜひその辺を考慮してこの後のところについて審

議できればと思います。 

〇沼倉委員 グルーピングの問題、セグメンテーションというのは、やっぱりあると思

います。どの路線も全く着手してないようなものについては代替の交通とかということ

の考慮ができるのかもしれませんが、全部のネットワークではないのかもしれません。

ある大きな道路の一部事業着手ということのものについても、そこの部分だけを事業化
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したものとして見てもいいのか、それとも、その間をつなぐところも事業着手が予定さ

れるということでのグルーピングをするのか。事業ということで、恐らく国での事業の

単位というのは１つの意味しかないためにでこぼこになってしまったのかなと思います

ので、この事業に限定すると言った場合には大きな意味のグルーピングということも考

慮に入れないと、忠実に行った結果、このような結果になってしまって、恐らく国民の

誰が見ても非常に解釈の意味が困る。 

 私もすごく考えたのですけれども、どうしても何か意味がわからなくて非常に厳しい

質問をさせていただいたのですが、そういう意味でグルーピングの見直しが必要なので

はないかと思っています。また、この結果出てきた今後の審議をされる２事業もこのよ

うな結果の上での数字だということであるので、とりあえずはこういう結果であるけれ

ども、これをもって事業全体の中止とかということがあってはいけないのではないかと

思っています。 

 

〇柴田委員長 後半の部分には、個別の案件のところでまた改めてお話しいただければ

ありがたいです。 

 いずれにしても、厳しく見直すという形のところは一般的に受け入れられているけれ

ども、結果としてこういうことになって、地域による格差みたいなものが出てきて、わ

かりやすく言うと、遅れているところは評価が物すごく厳しくなってしまってやりにく

くなってきているということが出てきているということだけは、多分、国でもそういう

ことを想定した上で行っているとは思えませんので、その点については、評価するとこ

ろで我々は考慮するという形で、この推計そのものがだめでしたという形で白紙に戻せ

というところまでは、予測と実態はできるだけ近づけるというのは正しいことですから、

それは受け入れて、そういう評価のところで皆さんの御意見を受けながら考えるという

ことではいかがでしょうか。 

〇宮城委員 今、沼倉委員が非常に本質的なところを突かれたと思います。つまり、事

業というのは何かと。今行っている費用便益分析は俗にプロジェクト評価と言うのです

が、つまり、プロジェクトというのは何かということですよね。 

 そうすると、例えば、特に高速道路の場合、当てはまりますけれども、路線としてプ

ロジェクトと考えるのか、それを細切れにした道路区間、工事的にはそうしていくので

すけれど、その工事そのものをプロジェクトと呼ぶかと。当然、工事としては路線を細

切れに切ってつくっていくことは可能ですけれども、この場合、便益の対象になってい

るのは利用者がどれだけメリットを受けるかという考え方で、利用者は区間ごとの利用
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などは考えていない。路線として考えているわけで、細切れに切れと言うと、降りて、

また乗って、また降りてと。その費用便益分析はできないわけではないですが、恐らく

今行っている事業方法とは全然違うものになると思います。 

 例えば鉄道などでも、所要時間というのも大きな、人々が路線を選ぶ要素になります

けれども、乗り換えということが物すごく大きいですよね。「乗り換えなければいけない

から、もうここの路線は乗らない」と。つまり、高速道路がそばにできると当然、計算

上は、人は降りて、次のところでまた料金を払って乗っていくという利用はあり得ます

けれども、そういう高速道路体系にもしなった場合、誰が使うかという話になるわけで。

つまり、プロジェクトというのをどういう評価にするかというときのプロジェクトの単

位ですね。だから、それがまだ余りクリアになってないのではないかと。 

 おっしゃったように、工事もプロジェクトとは呼べますけれども、路線として整備す

る、それで評価するというのが私は支持したいのですが、ただ、コストを下げようとす

ると、当然、ある道路区間を使って、一般道路を降りてまた乗ったって、便益は悪くな

るけれども、工事費を上回るような便益は出ないとなったらやめてもいいと。こういう

計算でいくと、道路の体系として住民が納得いくように本当に整備されていくのかと。

この費用便益分析だけで評価していくと、そういう危惧は非常に感じます。 

 だから、事業というのをどうとらえるかという意味では、やはりプロジェクトという

のは、１つの利用者というものと発想とリンクしたような考え方が必要ではないかなと

いうように、私は感じます。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

〇林山委員 私の個人的な解釈ですけれども、委員の皆さんは幾つか誤解があるのでは

ないかなと思っています。これまでの推計ネットワークの考え方自体が逆に間違ってい

て、今回のほうが僕は正しいと思うのです。 

 というのは、将来の、通常、業界で「フルネット」と言うのですけれども、これは頭

の中にあっていいのです。こういう整備目標を掲げると。だけど、今回、我々のミッシ

ョンというのは、新たに着工する区間が効率的かどうかということをチェックするとい

うときに、すべてでき上がっていたら、当然、将来の利用者も増えているでしょう。そ

の中で、このリンクを切ったらと。 

 だから、簡単に言うと、（図示）これを見比べていただいて、こっち側はつながってい

ますけれども、ここはつながっていませんよね。今までの方法だったら、全部できてい

ますと。ですから、施設も整備されているので利用者も多いです。ところが、ここを切
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ったら、全部できているところからなくなったとしたらどれぐらいの便益がありますか

という考え方をするか、今ありません、ここをつないだらどうなりますかという考え方

で、どっちが正しいかという考え方なのです。僕は当然、こっちのほうが正しいと思う

のですね。今ある中でつけ加えたらどれだけ利用効果がありますかと。ところが、今ま

でこれを行っていたので、過大評価だとか言ってむだなところで切った。確かに、評価

としては厳しくなると思います。 

 それから、事業範囲の問題は、沼倉先生がおっしゃったのは非常にクリティカルで、

これはすごく重要な問題なのですけれども、簡単に言ってしまうと、これまでのフルネ

ット、すべてできているという前提で考えると、三陸道はなかなか需要量ないですよね。

あれを東名・名神の延伸だととらえてしまったら、いつでもできてしまうのですよ、簡

単に言えば。それは非現実的なわけで、今ある中でつないだらどれくらいプラスアルフ

ァの利益が発生しますかという考え方をするという意味ではなじみづらいかもしれませ

んけれども、これまでの考え方が僕的には間違っていて、今回の推計ネットワークの考

え方が正しいと。 

ただ、地方に住んでいる分、「いきなりルールを変えるの」というのはあるのかもしれ

ないですけれども、それだけは少し念頭に置いていただければよろしいかなと思うので

す。 

〇沼倉委員 フルネットというのも、利用者からの立場からすると、実は確かに目標と

してあるのかもしれませんけれども、ぴんとこないという。要するに、どこかに行こう

というときに、全部行くわけではないのですね。でも、途切れ途切れというのもぴんと

こないと。本当は、自分はどこからどこに行きたいというところのある程度の、レベル

感というのですね、行動範囲というのはあると思うのですね。 

 だから、そこがどうも何ともぴんとこないなという。 

すみません。余り専門的なことではないのですけれども、感想です。 

〇宮城委員 ここで林山さんと費用便益分析の考え方を議論する考えはないですけれど

も、確かにフルネットというのは極端過ぎるのですけれども、私の考え方でいけば、本

当は費用便益としての考えからいくと、すべての区間について、できる・できないの組

み合わせを全部考えるのです。例えばある区間だけできて、対象の区間があって、ここ

にもある。これができた場合・できない場合。ここにもある。これができた場合・でき

ない場合。だから、全部できた場合は、その１つのケースなのですね。だから、すべて

の組み合わせを考えて評価するというのが本来の費用便益です。だけど、非常にシンプ

ルなプロジェクトと違って、道路網というのはいろいろな組み合わせになりますから、
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その組み合わせだけで膨大な組み合わせになると、計算しようと思ったら、それだけで

膨大な時間がかかる。 

 だから、一番楽観的なケースが全部できているケース。何もないという一番悲観的

なケースは、どれもできていなくて、これだけできたと。だけど、その場合、効果の発

露は本当に小さいですよね。これがあるのとないのとでは全然違ってきますから、本当

は全部の組み合わせを考えて、そのコストと便益を考える。その中でどれがいいかとい

うのが本来の費用便益ですけれども、それは道路網にとって大変だというので、簡便的

な方法、楽観的な方法を今までとってきたということです。 

〇柴田委員長 どうもありがとうございました。これについては、本質的なところなの

で、この委員会として機会を改めてじっくり議論していただけるとありがたいなと思い

ます。 

 それで、今年度は５回なのですけれども、６回目を開いてこれに関してだけ議論して

もいいのですけれども、これはこの後、皆さんとの相談ですが、本日は１２時までの会

議なので、具体的な７件のところについて結論を出した上で、その本質的な議論はまた

改めてということでよろしいのではないでしょうか。 

 必要だというのはよくわかります。 

 知っていただきたいのは、そういういろいろな問題があった上での今回の評価です、

ということだけを頭に入れておいてほしいので、従来と同じ流れではないということを、

頭を切り替えていただけるとありがたいなというところです。 

 それでは、具体的な個別のところに入ってよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、個別の審議に入ります。日本海沿岸東北自動車道の大館北～小坂について、

まず事務局から説明をお願いします。 

 

〇能代河川国道事務所長 能代河川国道事務所です。よろしくお願いいたします。 

 資料２－１をお願いいたします。Ｂ/Ｃが１を下回った事業の１つ目になります。日本

海沿岸東北自動車道大館北から小坂までの区間になります。 

 １ページをお願いいたします。日本海沿岸東北自動車道でございますが、新潟市を起

点といたしまして、日本海側を北上するルートであります。秋田県の北部で能代から東

に向かっておりまして、今回対象となります大館北から小坂までの間はその も東側に

なります。東北縦貫道に接続する手前の区間ということになります。延長は１４ｋｍ、

事業化が平成１０年度、工事着手が平成１６年度でございます。 
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 平成２０年度に再評価をしておりますが、このときの全体事業費が７０５億円でござ

いました。今回ですが、左下の欄を見ていただきますと、全体事業費６４３億となって

ございます。これはコスト縮減を図った結果でありますが、後ほどそれについては説明

いたします。進捗率は６０％となっております。 

 ２ページ、お願いいたします。地域の課題についてまとめております。三次救急医療

施設へのアクセスがよくないという内容を、２ページではまとめております。 

 ３ページ、お願いいたします。秋田県北ではリサイクル産業が多く立地しておるので

すけれども、グラフを見ていただきますように、売上高が２年で６割減少しているとい

う状況でございます。 

 ４ページ、お願いいたします。観光についてであります。秋田県北では白神山地、十

和田湖、男鹿半島といった観光地がありますが、やはりアクセスが悪いおかげで観光の

入り込み客数が減少しているという状況です。 

 それから、道路交通の状況ということで、６ページに飛びますが、国道７号に迂回路

がない、通行止めが発生した場合に不便を生じているという状況であります。 

 ７ページでございます。冬期でありますけれども、速度の低下というものが現れてい

るという課題でございます。 

 ８ページに、これまで御説明したような課題、原因を一覧にまとめております。それ

ぞれに対応した政策目標というものを掲げております。 

 ９ページでありますが、整備効果についてであります。高次医療施設への速達性確保

ということで、現況、６０分圏域外の人口が１８％あるのですけれども、これが１１％

まで改善できるというものになります。 

 １０ページ、お願いいたします。リサイクル関連拠点間の連携向上ということで、能

代港、秋田港とのアクセスがよくなることで運搬回数が増加し、売上が増加期待できる

というものであります。また、観光拠点間につきましても、時間短縮による周遊箇所増

加により地域の活性化が期待できるというものであります。 

 １１ページからでありますが、コスト縮減についてでございますが、こちらの事業は

もともと道路公団の時代に事業化されたものでありますが、民営化を機会に新直轄事業

に移行しております。その際に整備計画を見直ししておりまして、それによりコストの

縮減を図ったというものであります。 

 主なものだけ御紹介いたしますが、１つ目にインターチェンジの形状を見直すという

ことで４３億、それからトンネル断面の変更で７億。それから、⑤になりますが、重金

属の処理。この地帯はもともと鉱山地帯でございまして、トンネルの掘削土に含まれる
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重金属の処理を想定しておりましたが、これが当初計画よりも減少したということで６

億。もろもろ含めまして６２億のコスト縮減が図れたというものでございます。 

 １３ページ、お願いいたします。費用便益費（Ｂ/Ｃ）でございますが、黄色に色づけ

したところを見ていただきますと、全線でございますが、コスト縮減を図る前は１を下

回っていたものが、今回、コスト縮減を考慮いたしますと、全線で１．０となりました。

また、残事業につきましても２．６という数字となっております。 

 １４ページでございます。事業の進捗状況でありますが、一部、用地案件で難航して

いるところはありますが、概ね順調に進んでおると考えております。供用予定でござい

ますが、平成２５年度の供用を目指しているところであります。 

 １５ページになります。地方公共団体等の意見でありますが、秋田県知事からは、事

業継続に異議ありません。県民の安全・安心の確保、地域活性化を図るため、一層の事

業推進をお願いします、といただいております。 

 対応方針でありますが、原案、事業継続ということで考えてございます。 

 簡単ですが、以上とさせていただきます。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明の日本海沿岸自動車道の大館北～小坂について、御質問、御意見はな

いでしょうか。 

〇平山委員 インターチェンジの形状を変えたことと、それから断面を減らしたことで

コストの削減を図っておられますけれども、これは公団と国交省の設計の仕方が違うの

だと思いますが、機能的には全く変わりはないのでしょうか、教えてください。 

〇能代河川国道事務所長 資料の１２ページを見ていただきますと、少し詳しく載せて

おります。 

 従来、トランペット型ということでのインターチェンジを想定していました。これは

有料道路ということで料金所を設けるといった設計をしておったのですけれども、今回、

変更がその下のダイヤモンド型ということで、無料になりますので、構造も簡単にでき

るということでかなりのコスト削減が図れたということでございます。 

〇柴田委員長 トンネルのほうはいかがですか。 

〇能代河川国道事務所長 トンネルについても１２ページに載せております。公団時代

の標準設計というものでそもそも施工しておったのですけれども、これは少し断面を縮

小できるということですので、図をつけておりますが、こちらもコスト縮減が図れたと

いうことであります。 

〇柴田委員長 コスト縮減が図れたのはわかりますが、従来の形状から変えたことによ
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って何か新たな問題が起こることはないのですかという質問に対してお答えください。 

〇能代河川国道事務所長 問題は特にないと考えております。 

〇柴田委員長 そのほか、よろしいでしょうか。 

〇井上委員 私は、大館北からの道路ですけれども、国幹審が久しぶりに開かれるとい

うので、夏期間、ほとんど１週間置きにいろいろなことを会議してきました。ほかの県

内の道路、県外はわかりませんけれども、とにかく鉱山地帯ですから、重金属、それか

ら有毒物質、我々、ほっとしていたのは、トンネル区間が多いというのでよかったです。 

 結局、残土処理も大変だということをずっと聞いてきたのですけれども、その意味で、

そのコストの中に、ほかの路線と違っていろいろなものが出るわけですけれども、もと

もとはこの６億に全部入っているわけですか。残土処理のための施設だとか、いろいろ

あったはずですけれども。ほかの路線とは少しコストが上がっていると思いますが、そ

の辺はどうですか。 

〇能代河川国道事務所長 もともと重金属は出るだろうと考えて処理費を見込んでおっ

たのですけれども、想定したよりも出る量が少なかったということでのコスト縮減が図

れたということになります。 

〇柴田委員長 その説明だと、重金属の処理の関係の費用があって、それが６億を減ら

して事業できるようになりましたということで、重金属の処理をしないというわけでは

なくて、節約できたのは６億です、というお話のようです。 

〇井上委員 残土処理場を、プラスチックだとか硬質プラスチックのところをつくると

かいろいろ行っていましたけれども、その辺も含めて６億。 

〇柴田委員長 そういう重金属処理のトータルの金額があって、これはもともと幾らで

すか。重金属処理関係の費用が幾らあって、それを６億減らして幾らになりましたと言

ってくれるとわかりやすいです。 

〇能代河川国道事務所長 すみません。今、全体の処理費用、すぐには出てこないので

すけれども。 

〇柴田委員長 わかりました。 

 要するにここの事業は、重金属の処理というのが１つの経費を高くしている大きな理

由になって、それの処理の仕方のところを見直して６億減りましたということで、ここ

のところの当初計画よりもコストを下げることができましたということだけがここに出

ているということですね。 

〇能代河川国道事務所長 はい。 

〇井上委員 さっき 初に申し上げましたように、ほかの路線と少し違うのですよね。 
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〇能代河川国道事務所長 はい。 

〇井上委員 そうした場合に、Ｂ/ＣのＣの中に、ほかの事業よりもどのくらい多く、ま

だ今、残っている分があるわけですか。今、６億は確かに減らしたはずですけれども。 

 地域の事情というか、そんな意味では、利用者云々と言ったときに、やはり少し事情

を考慮したほうがいいのではないかなという気はしたものですから。 

〇柴田委員長 今回、コスト削減してＢ/Ｃが１．０になったときのＣの中には、重金属

関係の処理の費用は入っていますよね。 

〇能代河川国道事務所長 はい。当初、見込んでおりました。 

〇柴田委員長 そうしたら、６億引いた事業費が入っていますよね。 

〇能代河川国道事務所長 はい。 

〇柴田委員長 だから、既にそういうほかの事業では入っていない重金属の処理費用は、

この中ではコストとして入れてありますと。それを入れた上で１．０となりましたよと

いう報告みたいです。 

〇井上委員 そうですよね。 

〇能代河川国道事務所長 はい。 

〇井上委員 だから、まだ入っているわけですよね、実際に。 

〇柴田委員長 もちろん。 

〇井上委員 ありがとうございます。 

〇柴田委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

〇木村委員 審議のポイントのところに「事業の進捗状況と見通し」というのが書いて

あるので、どういうことかなと思って１４ページを見てみたのですけれども、できるだ

け早くということで２５年を目指すということだと思うのですが、用地買収のこととか

環境評価のこととかありますが、例えば環境問題で環境保全目標を満足しているという

ことが書いてありますけれども、この辺のところが予測が違ってきたとか、そういうリ

スクのようなところはどうお考えなのか。 

 どういうことが起こり得るのかとか、あるいはリスクをどう考えているとか、延びる

とか、そういったことについて伺いたいのですけれども、いかがでしょう。お願いいた

します。 

〇柴田委員長 いかがでしょうか。 

〇能代河川国道事務所長 特に、環境影響評価を行った時点から問題は生じていないと

考えておりまして、もし影響など出てくれば、これに書いておりますように、専門家等

に助言を伺いたいと考えております。 
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〇柴田委員長 今の質問にあった進捗率のところで、現時点で全体の進捗率が60％です

よね。 

〇能代河川国道事務所長 はい。 

〇柴田委員長 これは、当初の見通しよりも遅れているとかということはないというこ

とでよろしいのでしょうか。 

〇能代河川国道事務所 はい。２５年に向けて順調に進んでおります。 

〇木村委員 はい、わかりました。 

予測どおりでいいのですが、もし何かあった場合に専門家の助言を踏まえるというとこ

ろが、どういう状況が考えられ得るのか、なかなか難しいところではあると思いますが、

恐らく予測どおりでいくだろうということだとは思いますが、念のため質問させていた

だきました。 ありがとうございました。 

〇柴田委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。皆さんから御質問、御意見がなければ、この対応方針について

は原案の事業を継続という形になっております。 

それで、今、詳しくいただきましたように、費用削減をいろいろ工夫された結果、今

回見直したＢ/Ｃが１．０なので、これについては推計の見直しとか何とかということを

考慮することなしに、従来の視点と同じ視点で、Ｂ/Ｃが１．０以上ということだと今ま

では事業継続を認めるという形だったと思いますので、この辺についても事業の継続を

認めるということでよろしいでしょうか。 

 では、この件については事業の継続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。 

 続きまして、東北中央自動車道米沢～米沢北について、事務局から説明をお願いしま

す。 

〇山形河川国道事務所長 山形河川国道事務所長の前内でございます。座って説明させ

ていただきます。 

 資料３－１をお願いいたします。東北中央自動車道米沢～米沢北間について説明いた

します。 

 １ページをお開きください。 

 この事業は、平成１５年度に全体事業費約３３４億円で事業化され、現在までの進捗

率は約２７％です。平成１９年度より用地取得に着手し、事業費ベースでの用地の進捗

率が約５０％、面積ベースでの用地の進捗率は約９１％です。 

 また、平成２０年度より工事に着手し、現在は東北中央自動車道福島～米沢間で掘削
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中の延長９ｋｍの栗子トンネルから発生する膨大なトンネル残土を受け入れて、盛り土

工事などを進めています。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が、

今回の将来交通需要推計の見直しによって、費用便益比は全体事業費で０．８、残事業

費で１．１となりました。 

 ２ページをお開きください。観光に関する現状と課題について御説明いたします。 

 米沢市の松岬公園は、大河ドラマ「天地人」の効果により、昨年の観光入り込み客数

が県内第１位になり、知名度は向上いたしました。今後は継続的に観光入り込み客数を

維持していくことが必要であり、このためには置賜地方に広域的に分布する観光資源を

結びつける、観光地への速達性確保が課題となっております。 

 ３ページをお開きください。農産物の出荷に関する現状と課題です。 

 高畠町、南陽市に代表される山形県産のデラウェアの卸売業は、東京市場と名古屋市

場のシェアの５割以上を占めております。置賜地方の農産物や畜産物の首都圏方面への

出荷など、農産物の輸送効率化が課題となってございます。 

 ４ページをお開きください。 

 東北中央自動車道の供用率ですが、約３２％にとどまっています。また、山形県の高

規格幹線道路の整備率は約５０％です。これは東北６県の 下位です。東北中央自動車

道を始め、高速道路の未供用区間、いわゆるミッシングリンクが多く存在しています。 

 ５ページをお開きください。現道の交通に関する現状と課題です。 

 現道である国道１３号の１日当たりの交通量は約２万台に上っています。これは現道

を渋滞させることなく通過できる交通量の約１．５倍の交通量です。また、現道に長距

離交通と短距離交通が混在し、円滑な走行が困難となっていることが課題であります。

冬期は積雪によって、さらに円滑な走行が困難となります。交通混雑による交通事故も

多発していることも課題です。昭和４０年代の交通戦争と呼ばれていた時代の全国平均

の死亡事故率を上回る箇所が４カ所、存在しております。 

 ６ページをお開きください。これらの課題を踏まえ、事業の目標について説明いたし

ます。 

 当該事業の目標は、首都圏方面への輸送効率化、広域的に分布する観光地への速達性

確保、現道の交通混雑緩和と、交通混雑に伴う事故の抑制です。 

 ７ページをお開きください。現事業計画により期待される整備効果です。 

 観光拠点間の時間短縮による周遊効果などで、観光入り込み客数の継続的な維持が期

待されます。また、高畠町や南陽市のデラウェアを始めとした置賜地方の農産物、畜産

物の首都圏方面への出荷の輸送効率化などが図られます。さらに、バイパス機能が確保
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され、適正な交通分担を図り、渋滞や交通事故は軽減されます。 

 ８ページをお開きください。 

 残事業費による費用便益比は１を超えています。これは、これから投入する費用と事

業の効果を比較すると、効果のほうが大きいということになります。 

 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。今後、早期の全線

供用を目指します。 

 １０ページをお開きください。 

 山形県知事からは、事業の継続に異議はありません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説明いたします。 

 事業の必要性や内容の検証を行った結果、事業を継続実施です。 

 以上で説明を終わります。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました東北中央自動車道米沢～米沢北について、皆様から御質問、

御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

 この１ページの全体の進捗率のところで、先ほどの説明では、用地については、ここ

に５０％と書いてありますが、面積では９１％ですけれども、その面積についてはここ

には書かれていないのですか。 

〇山形河川国道事務所長 お金で書くことになっておりますので、今回、費用の面では

確かに半分なのですが、実際にかかわる人の数とか関係者という意味からいきますと面

積という観点でも少し補足しておかなければいけないと思いまして、９１％ということ

を補足させていただきました。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 土地については９１％くらい。金額で５０％というのは、多分、単価の高いところが

残っているという進捗状況だということを御理解ください。 

 そのほか、皆さんから何かないでしょうか。皆さんから率直な御意見を承りたいので

すけれども。 

〇林山委員 少し嫌な質問をしますけれども、これはルールが変わったので、少しピン

チな事業評価の結果になっていると判断します。ただし、これを全体で見ると、当初は

Ｂ/Ｃ＝１．２あるというのが、今回評価して、既応ケースで０．８だと。これはしよう

がないとは思うのですが、これを継続している理由をもう一回、説明していただきたい

のですけれども。 
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 なぜかというと、進捗率が２７％なんですね。まだ４分の１しかお金を使ってないの

ですよ。やめるなら今だと思うのですね。これが８０％ぐらいだったら、個人的な感覚

として「もう、継続したほうがいいんじゃないの」という気がするのですけれども、２

７％にもかかわらず、残事業で便益があっても、トータルではそれを含めて５９億もマ

イナスするのだよというときの２７％に対して、なぜ事業継続が妥当だと判断されたの

かということをお伺いしたいと思います。 

〇山形河川国道事務所長 確かに費用の面では林山先生のおっしゃるとおりではありま

すが、費用にカウントされないいろいろな効果もあるわけであります。そういったとこ

ろも総合的に加味しながら、継続するのがいいのか、それとも中止してしまうのがいい

のか、または見直して継続するのがいいのかというところを御審議いただくということ

ではないかと思います。 

 いろいろ私ども、政策目標みたいなことを、例えば観光の面とか農産物の出荷という

面で今回書かせていただきましたけれども、そういった観点から、継続すべきではない

かと考えております。 

〇柴田委員長 ここのところは、北のほうが米沢北から南陽まではもうできていて、今、

実際に供用中ですよね。 

 それで、南のほうの、福島から来て米沢のところまでは工事中というような形で、こ

れは将来、完成するというのが見込まれていると。それをつなぐところが今回の場所で

すよということですよね。 

〇山形河川国道事務所長 そのとおりです。 

〇柴田委員長 その意味で、これまでできたということは、これからできるところをつ

なぐというような意味で、そこだけ単独に、どうしてこれだけの狭いところを事業化し

たのかわからないのですけれども、こういう形で、そこだけを取り上げた事例だという

ので、少し特殊かなという感じがするのですけれどもね。 

〇沼倉委員 このあたりは、たしか 近、事業評価したエリアだと思うのですけれども、

そのときも、Ｂ/Ｃが低いという感想はあったと思うのです。 

 それは、確かに農産物であり、工業製品の輸送ということではかなりの輸送量が確保

できるのではないかという一般市民的な感想があるのですけれども、どうしてここが低

くＢ/Ｃを算定されてしまうのかという要因が、もしあれば御説明いただければと思うの

ですが。 

〇山形河川国道事務所長 それでは、東北自動車道のパンフレットのコピーの一番裏側

の面で説明をさせていただきたいと思います。 
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 背表紙を裏返していただいてということになりますが、今回、将来交通推計の計算条

件が変わったのは、今はまだ完成していない道路はネットワークから外すということで

ございます。これは山形県の高規格幹線道路網図ですが、下のほう──これは米沢～米

沢北間──これが今回、再評価している箇所でございます。 

 そこからずっと行きますと、例えば、もう少し上に新庄という町がございますが、こ

の新庄の町から北側というのはまだ事業化してございません。となりますと、例えば東

京方面から青森方面に行くような南北の動きのところで、ここは道路がつながらないと

いうことになりますので、その交通量がどうしても、今、既にできている東北縦貫自動

車道に流れていってしまうと。車の流れ方が今回の計算条件の変更によって変わって、

そのことによって交通量が減ってしまったということでございます。 

〇柴田委員長 先ほど言った南陽から米沢北のところが今回の社会実験の対象区間であ

りまして、日本で１番か２番目くらい、びっくりするくらい増えたというところですよ

ね。つまり、料金抵抗がなくなるとガンと増えているというところですね。 

 今回のこの米沢～米沢北のところについては、料金等はどういう前提でこれを推計し

ているのでしょうか。 

〇山形河川国道事務所長 前提は、料金を取られるという前提です。 

〇柴田委員長 そういう意味で、今のデータのところで、現道が１万３，３００台で米

沢～米沢北が７，２００台という形のところは料金抵抗が非常に効いているのかなとい

うような感じがするところですけれども、この地域については、この事業は道路公団の

事業ではなくて新直轄の事業ですよね。 

〇山形河川国道事務所長 では、事業のやり方について南のほうから順に説明をしたい

と思います。 

 同じパンフレットのところですが、東北縦貫自動車道──これは福島ジャンクション

から分かれてまいります。この福島ＪＣＴから今回の事業区間の米沢北インターまでが、

新直轄事業、国が税金で行う事業でございます。 

 次に、米沢北インターから南陽～高畠インターまで。これは既に完成してございます。

当時の道路公団。これは料金を本来、取りますが、今は社会実験中ということで料金が

ゼロ円となってございます。 

 次に、南陽～高畠インターから、上山インターを経由して山形上山インターまで。こ

れがオレンジでかいてありますが、これは今、ネクスコ東日本が事業中でございます。

青く塗っているところは既に完成。そして、東インターから尾花沢インターが今、新直

轄で事業中という状況でございます。 
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〇柴田委員長 そういう形で、高速道路と現道のトータルはここに記載があるように２

万台以上あるのだけれども、その割り振りのところが、高速道路のほうが７，０００台

とぐっと小さくなっている。ほかのところと違うなというところが一番のポイントでは

ないかと思っているところです。 

 それについては、先ほど言ったように、社会実験等で料金抵抗の非常に大きいところ

だということがあって、多分これは、今まで聞いているところだと、新直轄については

国の方針としては無料で行うという原則ですよね。にもかかわらず、ここのところは新

直轄で行っていながら有料という形で推計したことが、ここの７，２００台と１万３，

０００台というような形に反映しているのかなという感じがするところです。 

〇山形河川国道事務所長 すみません、少し補足いたします。 

 有料であると推計しているのは、米沢北インターから南陽・高畠インター及び上山イ

ンターチェンジのところまで。ここが有料区間。 

〇柴田委員長 そうですか。すると、米沢～米沢北と福島までは無料という形で。 

〇山形河川国道事務所長 はい、そうです。 

〇柴田委員長 それで７，２００台と。 

〇事務局 はい。 

〇柴田委員長 今回の社会実験から見ると、少しびっくりするのです。無料でもこんな

に差があるというのは。 

〇木村委員 それと、この前、視察に行ってきたのですが、たしか、中央インターです

か、新しく県が計画されているということで、それによっても大分違うのかなというお

話も出ていましたけれども、その将来交通ですね、この辺はどうでしょう。 

〇山形河川国道事務所長 今、御質問あったのは、現在、山形県が、米沢北インターか

ら米沢インターの間にインターチェンジができたらすごく利便性が高まるだろうという

ことで、恐らく、将来、山形県が、このインターをつくるという許可申請を上げてくる

のではないかと思っております。そういったインターチェンジができたと仮定しますと、

例えば米沢の駅のほうまですぐアクセスできるとか、そういった利便性はかなり高まる

ということでございます。 

 ざっと試算をいたしますと、今、Ｂ/Ｃが０．８ということでありますが、仮に山形県

がつくるインターチェンジができたとすると、Ｂ/Ｃが約０．９６ぐらいになります。 

〇沼倉委員 資料にある山形県知事の、「山形県道路中期計画」というのがあるようなの

ですが、それにはそのインターチェンジというのは入っているのですか。 

〇山形河川国道事務所長 はい。そういう理解で結構です。 
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〇柴田委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

〇沼倉委員 説明があったのかもしれませんけれども、福島ＪＣＴと米沢インターチェ

ンジのところは、もう事業化されているところとして考えての算定になっているのです

か。 

〇山形河川国道事務所長 そのとおりです。現在、工事をしております。 

〇沼倉委員 それは無料ですか。 

〇山形河川国道事務所長 無料でございます。 

〇柴田委員長 そのほか、皆さんから御意見を伺いたいところなのですけれども。 

 これまで、今まで我々が評価したところについて、原則、全線での事業化のところで

費用便益を計算して、それが１を上回っていたという形からそこだけを考えていたので

すけれども、評価するときには全線のＢ/Ｃの評価と残事業による評価を考慮するという

ことが法律的には認められているところです。 

 それで、我々とすれば、今まで残事業については参考という形で見ていたのですけれ

ども、今回の場合、その残事業が１．１あるということで、御案内のように全線で０．

８というのは問題があるけれども、そこのところの残事業Ｂ／Ｃも少し考慮してほしい

ということと、先ほど説明しましたように、この路線は中央自動車道の中の途中をつな

ぐところの場所であって、上のほうに秋田との県境のところが事業化されてないために

切られているということから、秋田から流れてくる交通量についてはこの計画の中では

東北自動車道に振られる形の推計になってしまっているのですけれども、実態は、距離

とか何かを考えて、従来の１３号を走っている部分があるので、ここの推計よりは少し

上がるかなという感じがあって。ただ、これはあくまでもモデルでやっていて判断する

わけだから、これを直せとは言わないのですけれども。 

 だから、我々とすれば、全線の０．８はそのまま受け入れて、残事業で１．１あると

いうことから、この両方と、ネットワークとしてのつなぎの部分だということを考慮し

て御判断いただけるとありがたいなと思っているところです。 

 いかがでしょうか。 

〇間庭委員 この区間だけの話ではないのですが、政策的に今、御承知のとおり、岩手

県南、宮城中央に自動車産業の集積がかなり急激に進んでおりまして、私どものほうで

もいろいろな作業をタイアップしているのがあるのですが、大まかに言いまして、岩手

県南とか宮城中央のところから 90 分圏ぐらいの、いわゆるトヨタ方式で言えば 90 分圏

というのが、日常的な部品その他の供給の間柄のテリトリーという目安になっているの

です。会津とか米沢というのはちょうどその圏域にぴったり入っています。 
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 そういった意味で、ここのところは非常に重要な東北道へのルートでもありますので、

ここの区間だけの問題も、もちろんＢ/Ｃの話はあるのですが、今、急激にそういう情勢

が進んでいて、雇用あるいは産業の活性化という部分で非常に重要な動脈に位置づけら

れているということ。特に山形側とか福島のほうに対してそういうアプローチが大変あ

りますので、そういう情勢も勘案して判断も必要かなと思いますので、ぜひ今のような

方向でお考えいただければありがたいなと思います。 

 以上です。 

〇柴田委員長 ということで、原案の、事業を継続ということでよろしいでしょうか。 

 先ほども説明ありましたように、今回のＢ/ＣのＢに入らないことで、農業の振興とか

観光とかという、これまで評価に入っていなかったものだから今回、表立って入ってい

ないけれども、先ほど説明がありましたように、地域の経済に与える効果は大きいとい

うことで、新しい東北の自動車産業とかその他の効果も大きく、このデータには入って

いないものもあることを考慮し、委員会としては、残事業のところで１を上回っている

ということから、全体としては０．８だけれども、この事業を継続とするという判断を

したという形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 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。 

〇林山委員 今、結論出たのですけれども、今のことを書くと、これは極めて矛盾があ

って、農業振興とか観光振興ということは当然、交通量が増えるということを意味して

いますから、この交通量のＢ/Ｃは含まれているのですね。確かに、安全・安心とかとい

った深水なものというのは理論的に含まれていません。観光が活性化すれば、必ず観光

というのは増えるわけです。ですから、ここで図られているのです。 

 僕が提案するのは、新しいルールの中で評価するのだったら、今回の米沢～米沢北の

ウィズ・ウィズアウトではなくて、一部供用して未用途ですけれども、福島ジャンクシ

ョンから山形上山インターが全線供用したケースをちゃんとＢ/Ｃ算定をしてもらった

ら、これは結構、出ると思うのですね。その部分を担うという、定量的なものに対して

は定量的にちゃんと示さないと資料としては不十分だと思うのですね。 

恐らく、一応、電卓をたたかなければいけないですけれども、大型計算機で配分をも

う一回という話ではないと思うので、それをつけられて、これは全体が０．８に見える

けれども、実はこのバックグラウンドにはこの数字があるけれどもｼﾞｺになっている、と

いう物の言い方をしたほうがよろしいかと思いますけれども。 

 結論としては継続で結構ですが、理由づけの仕方ですね。 

〇柴田委員長 わかりました。 
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 では、結論は事業を継続とするけれども、追加資料として、この区間だけでなくて、

福島から山形までの区間が……。 

〇林山委員 結果としてつながっていると。 

〇山形河川国道事務所長 仮に福島ジャンクションから、今回の事業区間を含む米沢北

インターまでの間をくっつけて切り出した場合、Ｂ/Ｃが幾らなのかといいますと、約１．

２ということでございます。 

〇柴田委員長 それを言ってもらえばよかったね。 

〇山形河川国道事務所長 そうですね。 

〇柴田委員長 だから、先ほど言ったように、この区間だけ事業化を別にしたことが大

きな原因なのですよ。 

 では、今の質問については、説明としてジャンクションから米沢北までのところのＢ/

Ｃについては１．２というようなことを参考として書いてあって、ここだけは０．８と

いうのはそのまま書きますけれども、そういうことを我々、委員会としては考慮しまし

たという書き方でよろしいでしょうか。 

 それで、先ほどの農業とか観光については触れないと。これは、どこにも言って当た

り前という形があるので。そういうことで、このことについての委員会の判断とすると

いうことでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。 

○柴田委員長 続いて、防災面での効果が特に大きいとされた事業についての評価の考

え方、総括的な説明を受けて審議に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

〇道路計画第一課長 もう一度、資料１をお願いいたします。先ほどもご覧いただきま

した９ページ目の資料を用いて、右側の防災事業の選定について少し御説明させていた

だきます。 

 事業評価対象事業ということで７８事業という記載が上のほうの真ん中あたりにあり

ますけれども、それから右側でございます。いわゆる一般国道のバイパスですとか拡幅

事業をこの右側に持ってきまして、それが５９事業ございます。その下に行きまして、

ここでまず、その現道において防災上の課題があるかないかというふるいをかけるとこ

ろでございます。 

②③というところがございまして、１つ目が、過去に点検した結果、防災上、対策が

必要な箇所があるかないか。それから②が、例えば大雨が降ったときに、一定の雨量を

超えたときには通行規制をかけるという指定をしている区間があるかないか。それから

③でございますけれども、三陸沿岸でありますが、津波浸水区域がそもそも道路を浸水
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してしまうというところを検討しますと、それに該当するものが５９事業のうち２３事

業ございます。 

 さらにその下側にいっていただきまして、この２３事業のうち、やはり近接する区間

に代替路があった場合は迂回が容易に可能ではないかということで、大幅な迂回が必要

となるところに限定しようという趣旨のことでございます。ここには①②とございまし

て、①がいわゆる道路法の道路。農道とかといったものは想定しないという考えのもと

で、②については、数字で、迂回する時間として２時間以上で、かつ距離が２倍を超え

る場合と設定してございます。その市町村役場間という拠点間の考え方のもとで、もと

もと、その距離が近い・遠いというものに対して、時間かつ距離という設定をしたもの

でございます。 

 その結果、該当するものが、次の１１ページの表とも今の御説明が整合しております

けれども、国道１３号院内道路を始めとしまして計５事業が防災の効果が特に大きい事

業ということで、従来の評価の仕方から切り替えて評価を実施するとしたものでござい

ます。 

 ９ページの 後の矢印の下の括弧書きの部分になってございますけれども、本日、再

評価の御審議をいただく中で、評価のあり方についても御意見いただくことになろうか

と思います。一方で、このポツで記載のとおり、社会資本整備審議委員会の道路分科会

のもとに東北地方小委員会という組織を立ち上げてございまして、こちらにおいても、

３月中に開催して評価のあり方等々について御意見をいただこうかと考えてございます。 

 ※印の記載内容についてでございますけれども、従来の事業評価対象事業、この５事

業すべてでございます。これについて今回、県あるいは当監視委員会の御意見をいただ

いた上での再評価をあわせて行いまして、従来行ってきた手続の継続性を担保するとい

うことを記載させていただいております。 

 説明は以上です。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの、防災面での効果が特に大きい事業についての説明について、御質問、御

意見はないでしょうか。 

○平山委員 防災という観点で別枠で評価されることは非常によろしいと思います。こ

こに挙げてあります５例はいずれも、三陸の沿岸の道路とか積雪とか、いわゆるリダン

ダンシーに相当するような道路で適当かなと思いますけれども、この対象を決めるとき

に「大幅な迂回」という項目だけで、幅員とか２時間以上とか迂回距離が２倍というこ

とでこれを選んだと思いますが、これだけで果たして十分なのかなというのが１つ。 



28 
 

 それから、 後におっしゃいましたけれども、この基準というのはまだ検討中なので

すかと。検討中にもかかわらずここで判断するのはどういうことなのですかと。かなり

固まっているのだったら私はいいと思いますけれども、そのあたりを少しお聞きしたい

と思います。 

○道路計画第一課長 ２点の御質問でございますけれども、１点目の、今回５事業とし

た、この対象の選定の考え方としてそれが十分なのかどうかという御質問でございます

けれども、資料の１１ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 言葉で御説明してしまったところがございまして、この表の中でございますが、まず、

迂回云々という前提の前に、現在事業をしている区間の現道においての課題がどういう

ものがあるかというものが大事なところかと思っておりまして、それぞれやはり防災上

の課題が極めて大きいところの上で、さらに限定的に代替路がないところという二重の

フィルターをかけた結果、この５事業になったという考え方でございます。 

 それから、評価の考え方という意味で、まだしっかり決まってないのではないかとい

うところでございますけれども、こちらの９ページの資料で御説明させていただきまし

たとおり、現在、評価の仕方については今後も含めて検討していくという考え方でござ

いまして、今回のこの５事業につきましては、やはり２３年度予算の対象事業という観

点におきまして、現在考え得る防災事業に関する評価の仕方を具体的に５事業について

この後、御説明させていただいて御審議いただければと考えているところでございます。 

〇柴田委員長 よろしいでしょうか。 

 平山先生がおっしゃるように、道路分科会ですか、東北地方小委員会が出て、それか

ら判断すればいいのが本来の筋なのですけれども、新年度の事業を実施するためにはこ

の委員会の評価を受けないと新年度の事業として継続できないということから、我々の

考えられる基準で判断して、そこでだめになれば新しい基準でもう一回、見直しになる

と思うのですけれども、いずれにしても新年度の事業に対象となる形でここのところを

考えていますという説明ですけれども、よろしいでしょうか。 

 そういう限定つきということだと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 そのほかは、いかがでしょうか。 

○宮城委員 細かい話になりますけれども、９ページで事業評価対象事業を２つに分け

ていますよね。右側が防災対策ということで今回、対象になるのですが、少し気になる

のは、ここの項目が「渋滞対策や防災対策等」という具合になっているのですが、通常、

費用便益分析などのメインになっているのは、ある意味、渋滞対策ですよね。所要時間

がどれだけ節約できるかということになるので、要するに、左側にも入っていて右側に
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も入っているのがこの「渋滞対策」という言葉になる気がするのです。 

 それで、私の意見は、例えば、高速交通サービスということ自体が渋滞対策なのです

が、「高速交通サービスを提供し、渋滞対策や交流・連携の促進」が主な目的で、右側は

防災対策なのですけれども、下の基準を見ると、発想としてあるのは、その地域にある

一定以上の交通サービスを提供する。つまり、普通行けるところよりも３倍以上もかか

るところを通行を余儀なくされるというのは、渋滞対策というよりも、ある一定以上の

サービスを提供するのだと。これを入れるとリダンダンシーという可能性もないわけで

はありませんが、多分、それを入れないと、恐らく防災対策という場合の発想として、

単に土砂崩壊だとか、トンネルが壊れるとか、それだけでは説明できない。それを説明

するために、そこが起きた場合に、次、迂回路に回ると何倍もかかる。こういうのは、

渋滞対策というよりも、地域に一定水準のサービスを提供する。そこで抽象的にはなる

のですが、そちらのほうが言葉としては合っているような。つまり、「渋滞対策」という

言葉よりはですね。 

 ほとんどの高速道路とか道路建設は、メインが渋滞対策といいますか、混雑解消を目

的にしていますので、ダブルカウントにならないかという心配が、用語から受ける印象

はですね。そこの用語の問題だけ、統一していただければと思うのです。 

〇道路計画第一課長 おっしゃるとおりのところがございまして、左側のほうはいわゆ

る高速道路の整備を主とした事業でございますので、我々が交通流を円滑にするという

中には渋滞対策はもちろん含まれることでございます。 

 右側の、「二次改築事業 ５９事業｣と書いてございますけれども、この中には防災対

策という面も、もちろん地域の唯一の幹線道路的な部分でのバイパスですとか拡幅です

とか、そういった事業がすべて含まれているのがこの５９事業ということですので、そ

の中にやはり渋滞対策をメインにしたものも含まれてこういう表現にしてしまっている

ことがございますので、御指摘を踏まえて、どういう表現が一番いいかというのは検討

させていただきたいと思います。 

〇柴田委員長 ということで、よろしいでしょうか。 

○宮城委員 はい。 

〇柴田委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、この項目に関する個別審議に入りたいと思いますけれども、今回の５事業

は、今年度のこの委員会で一回、審議を行ったものですから、皆さん頭に残っているの

ではないかと思いますので、５事業を一括説明いただいて個別に判断するということで、
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よろしいでしょうか。判断は個別にしますので、そこのところで御意見を伺えればいい

です。 

 では、説明ください。 

〇湯沢河川国道事務所 湯沢河川国道事務所です。資料４－１をお願いいたします。 

 まず、１ページ目をお願いします。 

 国道１３号は、福島県福島市を起点とし、秋田県秋田市に至る約３６０ｋｍの路線で、

院内道路は秋田県と山形県の県境に位置しております。 

 院内道路は、災害等の発生時における緊急輸送道路の信頼性向上、代替路の確保、冬

期交通障害の解消を図るとともに、東北中央自動道の一部として高規格ネットワークを

構築する延長３ｋｍの自動車専用道路です。全体事業費は１１７億円で、平成１５年に

事業化し、平成１９年度に工事着手しております。 

 次のページをお願いします。地域の状況について説明いたします。 

 当該地域は自然災害の危険性が高い地域であり、特別豪雪地帯に指定され、図１に示

しますように、東北地方整備局管内の一般国道指定区間では 大の積雪深となる地域で

す。また、図２に示しますように、現道には雪崩危険斜面あるいは落石危険斜面などの

さまざまな危険区域が存在いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 国道１３号は緊急輸送道路に指定されており、秋田県、山形県内陸部を結ぶ唯一の路

線となっております。左側の図１に示しますように、近隣に迂回路が全く存在しないた

め、通行止め時には走行距離が約６０ｋｍから１２０ｋｍへ、走行時間が７０分から１

４０分へと、距離、時間とも２倍の大幅な迂回が必要となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 秋田県は、左側の図に示しますように、日本で第２位の食料自給率を誇る地域です。

関東方面に多くの食料を供給しております。右側の表にありますように、県外への貨物

流動のうち約４割が関東方面で、関東方面への貨物車の３４％がこの国道１３号を利用

しており、物流のルートとして非常に重要な役割を担っております。 

 次の５ページをお願いいたします。 

 次に、道路交通の状況について説明いたします。当該区間には急勾配区間とか視距不

足箇所などの線形不良区間が存在するため、冬期旅行速度の低下、あるいは事故率の高

い区間が存在するなど、幹線道路としての機能が低い状況にございます。 

 次の６ページをお願いします。 

 特別豪雪地帯に位置しているものの、道路幅員が十分でないことから、堆雪によるす
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れ違い困難や運搬排雪に伴う交通規制が多く、物流ルートとしての機能が低い状況にご

ざいます。 

 次の７ページをお願いいたします。 

 これまで説明した、地域及び道路の課題とその要因、求められる対策についてまとめ

られております。政策目標については、それぞれの課題において設定しております。 

 次のページをお願いします。 

 院内道路により期待される整備効果としては、通行止め時の約２倍という大幅な迂回

が解消され、緊急輸送路としての信頼性が向上すること。次の９ページ目にありますよ

うに、災害危険箇所を回避することができ、物流ネットワークとしての信頼性が向上す

ること。さらに、１０ページ目にございますように、冬期死傷事故率の減少あるいは速

度向上が図られ、かつ、冬期交通障害を回避でき通年交通の安全性が向上すること、が

挙げられます。 

 以上のような整備効果例を踏まえ、貨幣換算が可能なものについては、試算を含め整

備効果を整理いたしますと１１ページのようになります。 

１つ目は、災害時の迂回解消を含めた走行時間短縮などの効果として８３億円。２つ

目は、災害による被害の回避として、防災点検要対策箇所の回避が可能になること。３

つ目として、地域住民の不安感の解消として、豪雪などの災害時における緊急輸送路と

しての信頼性が向上すること。その他として、冬期の運搬排雪による通行規制が解消で

きる効果として２億円が考えられます。これらの効果は相互に重複する部分を含んでい

る可能性があることから、単純に合計することなく、列記するにとどめております。 

 一方の費用については、全体事業費として１１７億円、残事業分として７０億円とな

っております。 

 次のページをお願いいたします。 

 これまでの事業の進捗に関してですが、特に問題はございません。 

 次の１３ページをお願いいたします。 

 当事業につきまして、秋田県知事から、一層の事業の進推について意見をいただいて

おります。 

 後に対応方針ですが、以上説明しましたとおり、国道１３号は秋田県と山形県内陸

部を結ぶ唯一の幹線道路であり、緊急輸送路としての信頼性の向上や通年交通の安全性

向上を図る上で整備の必要性が高いことから、原案として早期供用へ向けて事業継続と

考えております。 

 以上でございます。 
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〇柴田委員長 では、次の事業。 

〇三陸国道事務所長 三陸国道事務所です。資料５－１、資料６－１を使って説明させ

ていただきます。 

 初、尾肝要道路です。この案件につきましては今年度１０月の第３回の委員会で御

審議いただいた件でございますので、防災に関する事項を中心に説明させていただきま

す。 

 三陸北縦貫道路でございますけれども、宮古から久慈市に至る９０ｋｍの自動車専用

道路でございますが、尾肝要道路につきましては、その一部を形成するものとして４．

５ｋｍを事業化されております。当該地域におきましては、国道４５号が唯一の幹線道

路でございます。三陸北縦貫地域で も険しい地形であります閉伊坂を擁しておりまし

て、代替路は近くにないという状況でございます。 

 事業の概要の中で事業費でございますが、事業費については１０５億ということで、

用地でございますけれども、１００％の進捗率になっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 地域の状況といたしまして、１つ目、宮古から久慈間におきましては唯一、幹線道路

としては国道４５号ということになります。この区間については、図示してありますと

おり、津波浸水区域や土石流、落石・崩壊等の危険性の高い箇所が多数存在しておりま

す。特に、右側の下の図をご覧になっていただきたいと思いますが、道路の縦断図をか

いております。中ほど、 急勾配１０％というのがこの当該事業区間でございます。 

 次のページ、宮古から久慈間の６市町村での純生産額につきまして計算しますと約２，

４００億円でございまして、この地域の経済を支える唯一の幹線道路として非常に重要

であるということでございます。 

 次のページ。 

 当該事業区間におきましての危険性でございますけれども、写真でありますとおり、

毎年、大型車等の立ち往生が発生しております。平成２１年の実績では１８回、発生し

ております。 

 次のページ、迂回路の件でございますけれども、田野畑村から１０ｋｍほど北にあり

ます普代のところまでの間で、当事業区間のところで通行止めが発生しましたとすれば、

その迂回路は走行距離で約９倍、所用時間で約８倍という迂回が強いられるということ

になりますが、大雪あるいは豪雨等、面的に降れば、場合によっては迂回路が確保され

ないということも想定されます。 

 次のページです。 
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 医療関係でございますけれども、この地域から第三次医療機関であります久慈病院ま

では６０分で到達しない区域が存在しておりまして、その病院への所要時間は６１分と

なっておりまして、全国平均の１．８倍となっております。 

 次、道路の交通の状況でございますけれども、写真を見ていただければわかりますが、

この事業区間におきましては縦断勾配１０％の写真のようなつづら折りとなっておりま

して、大変危険な状況でございます。下の写真の事故は平成５年に起きました、スリッ

プによる車１０台の事故でございました。 

 ８ページは、課題、原因を踏まえまして政策目標を整理いたしますと表のとおりでご

ざいますが、１つは災害発生時の緊急輸送道路の確保、２つ目は第三次救急医療施設へ

の速達性、それから安全性の向上、３つ目は冬期における安全な交通の確保ということ

になります。 

 期待される整備効果を幾つか紹介させていただきます。図のところは事業区間でござ

いますが、事業区間にあります防災点検箇所、あるいは交通規制が行われたというとこ

ろにつきましては、すべて回避できます。 

 次のページでございますけれども、医療関係につきましては、カバーエリアが拡大さ

れるということでカバー人口が増えるということが期待されます。 

 それから、もう１つ、つづら折りの線形が厳しいところがすべて回避できるというこ

とで、この間で起きております事故の９割以上が減らせるということを見込んでおりま

す。 

 以上のような整備効果を踏まえまして、また、貨幣換算が可能なものにつきまして試

算を含めて算出結果を整理しますと、表のようになります。 

 ①としまして、災害時の迂回解消を含めました走行時間の短縮等としまして９２億円。

２番目に、災害による被害の回避としまして、３カ所の防災点検箇所等の回避が可能に

なることとか、隘路区間での冬期の事故が３００件を超える、これらを減らせるという

ふうな効果。それから３つ目としまして、地域住民の不安の解消としまして17億円とい

うことですが、これにつきましては三陸沿岸の宮古から久慈間での住民アンケートによ

りまして、これら災害時に交通確保に向けた道路整備に幾ら払うかという意思をお聞き

しまして、その額を対象地域の世帯数に掛けて算出したお金でございます。その他とし

まして、三次医療の救急施設へのアクセス向上としまして０．３億円ということでござ

います。これらの効果につきましては、相互に重複するものを含んでいる可能性があり

ますので、単純に合計することなく、別記ということでとどめさせていただきたいと思

っています。 
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 一方、費用の面でございますけれども、全体事業費は１０６億円、残事業費として８

６億円となっております。 

 １３ページ、事業の進捗です。 

 事業の進捗状況につきましては、事業進捗に係る問題はございません。供用予定でご

ざいますけれども、全線４．５ｋｍにつきまして平成２５年度供用を目指しております。 

 １４ページでございますけれども、地方公共団体からの意見ということで岩手県知事

からの意見でございますけれども、現計画における早期の完成をお願いしますという意

見でございます。 

 対応方針でございますけれども、以上説明しました国道４５号につきまして、三陸沿

岸北地域で唯一の幹線道路でありますので、緊急輸送道路の確保、それから医療施設へ

の…… 

 

（地震発生のため一時説明中断） 

 

 すみません。続けさせていただきます。 

 原案としましては、平成２５年度の供用に向けまして事業継続と考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

〇三陸国道事務所長 続きまして、普代バイパスです。尾肝要道路とダブりますので、

違う部分だけお話しいたします。４ページ目からお願いいたします。 

 この区域におきましては、三陸北部におきまして地震が９０％の確率で発生するとい

うことで、写真でございますように、昭和の三陸の津波の被害状況でございます。５ペ

ージに写真がございますが、国道４５号を含めまして津波浸水想定区域に入っておりま

す。 

 ６ページです。津波のほかに、通常でも冠水が起きている状況でございます。７ペー

ジの迂回路でございますが、これは尾肝要と同じでございます。 

 ９ページをお願いいたします。普代バイパスの事業区間の並行区間４．４ｋｍにつき

ましては、図にございますような事故等が多数発生しております。 

 １０ページに、これらの課題とか原因、それから政策目標を整理いたしますと３つと

いうことになりまして、災害発生時の緊急輸送路の確保、第三次医療の速達性・安全性

の向上、それから交通事故の減少ということになります。 

１３ページでございますが、事故につきましてはすべてバイパスになりますので、この
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間で起きます事故はすべて解消されるということです。 

１５ページに効果の事業費を挙げております。災害時の迂回路等を含めました短縮等に

つきまして１３０億円。それから、尾肝要と同じように、地域住民の不安を解消するも

のとして、アンケートから出た１７億円ということを挙げております。全体事業費につ

いては１９１億円、残事業費４３億円でございます。 

 １６ページ、事業進捗見通しでございますけれども、普代バイパスについては平成２

４年度の供用を目指しております。 

 地方公共団体、知事からは、普代と同じような意見をいただいておりまして、対応方

針としまして継続ということでお願いされております。 

 以上で終わります。 

〇柴田委員長 では、次の事業。 

〇山形河川国道事務所長 山形河川国道事務所長でございます。新庄古口道路について

御説明いたします。資料７－１をお願いいたします。 

 １ページをご覧ください。事業の概要でございます。 

 国道４７号新庄古口道路は、山形県北部の新庄市と酒田市を結ぶ地域高規格道路の一

部、延長１０．６ｋｍの自動車専用道路です。事業の目的は、連続１５０ｍｍ以上の降

雨が観測されると通行規制が必要となる現道の区間や、 上川の氾濫によって路面が冠

水し、通行規制される現道の区間の回避などによって、山形県内陸部と庄内地域の交流・

連携促進、拠点病院へのアクセス性向上と物流ルートの確実性を向上させることです。 

 平成１３年度に全体事業費約４３０億円で事業化され、現在までの進捗は約１６％で

す。平成１９年度より用地着手し、用地の進捗は約７６％となっております。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ております。 

 ２ページ目をお開きください。現道の災害発生状況について説明いたします。 

 新庄古口道路に並行する現道は、雨と雪による災害が多発しております。初めに雨に

よる災害ですが、土砂崩落や落石、 上川の水位上昇による路面冠水などによる災害が

発生しております。対策が可能な区間については法面対策や路面のかさ上げなどを実施

しておりますが、路面のかさ上げが難しい区間があり、過去３０年間で１２回の全面通

行止めが発生しています。 

 次に、雪による災害は、大雪や多数の急カーブによるスリップ事故などのため、全面

通行止めが過去３０年間で３０回、発生しております。 

 ３ページをお開きください。 

 上地域は、東北や関東各地と酒田港及び周辺のリサイクル関連企業を結ぶ物流ルー
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トの経由地となっておりますが、災害による全面通行止めが物流に及ぼす影響が懸念さ

れます。 

 ４ページをお開きください。 

 山形県の保健医療計画では、 上地域には三次救急医療施設が立地していないことか

ら、庄内地域の高次救急医療施設である日本海総合病院との連携を強化し、患者のスム

ーズな搬送計画が示されております。 

 ５ページをお開きください。 

 当該事業の現道区間は、速度低下や事故などの問題発生要因となる線形不良箇所が多

数存在いたします。また、冬期間の死傷事故率は通常の約１．３倍に増加いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 本事業の目的は、通行止めの回避や冬期間の定時性確保、安全性の低さを解消し、高

次医療拠点や物流拠点への確実なアクセスの向上を図ることです。 

 ７ページをお開きください。期待される整備効果の例です。 

 災害危険箇所や事前通行規制区間、線形不良区間が解消され、確実性、安全性が確保

されることが考えられます。これにより、酒田港や日本海総合病院への確実なアクセス

の支援が期待されます。 

 ８ページをお開きください。 

 以上のような効果例を踏まえ整理すると、以下のとおりです。災害などによる迂回解

消を含めた走行時間の短縮などとして４５２億円、地域住民の不安感の解消としては、

災害時通行止めの集落孤立の不安感解消や、救急医療施設がある隣接地域との唯一の道

路の信頼性の向上が期待されます。その他、堆雪幅不足による冬期運搬排雪に伴う通行

規制が解消できる効果も考えられます。 

 一方の費用につきましては、事業全体として３５８億円、残事業分として２９１億円

となっております。 

 ９ページをお開きください。 

 この事業が失われるような情勢などの変更はございません。今後、早期の全線供用を

目指します。 

 １０ページをお開きください。 

 この事業は１１月に再評価いただいた事業でございますが、山形県知事からは、事業

の継続に異議ありませんとの意見をいただいております。 

 後に対応方針ですが、国道４７号は山形県 上地域の唯一の幹線道路であり、事前

通行規制区間の回避、また医療施設への速達性向上など整備の必要性が高いことから、



37 
 

原案として早期供用に向けて事業を継続と考えております。 

 以上で新庄古口道路の説明を終わりまして、引き続き高屋道路の説明をいたします。

資料８－１をお願いいたします。 

 これも１１月に再評価をいただいた事業でございます。１ページをお開きください。 

 国道４７号高屋道路ですが、山形県北部の拠点都市間を結ぶ地域高規格道路の一部の、

延長３．４ｋｍの自動車専用道路であります。さきに御説明いたしました新庄古口道路

の隣の事業区間ということになります。 

 事業の目的は、災害による危険箇所や冬期通行障害区間の解消を図り、酒田港への物

流ルート確立や、内陸部と沿岸部の交流・連携の支援です。平成１８年度に事業費１３

２億円で事業化され、現在までの進捗率は５％となっています。 

 ２ページをお開きください。現道の災害発生状況です。 

 高屋道路に並行する現道には、雨と雪により災害が多発しています。初めに雨による

災害ですが、連続雨量１５０ｍｍ以上の大雨による通行止めなどによって、過去３０年

間で７回の全面通行止めが発生しております。また、雪による災害は、大雪、崩雪、落

雪や、多数存在する急カーブによってスリップ事故などが発生します。これらの事故に

よる通行止めも過去３０年間で１６回、発生しております。 

 地域や道路の課題など目標設定については、先ほどの新庄古口道路とほぼ同じですの

で割愛いたします。 

 ７ページをお開きください。期待される整備効果の例です。 

 雪による災害については、並行現道の線形不良が概ね解消されるため、冬期のスリッ

プ事故などによる災害の大半は解消されます。また、トンネル化されるため、大雪や落

雪などの災害も解消いたします。速達性の確保による高次救急医療体制や物流効率化の

支援も図られます。 

 ８ページをお開きください。 

以上のような整備効果例を踏まえ整理すると、以下のとおりとなります。 

 災害などによる迂回解消を含めた走行時間の短縮などとして１７０億円。地域住民の

不安感の解消としては、災害通行止めの集落孤立の不安感解消や、救急医療施設がある

隣接地域との唯一の道路としての信頼性の向上が期待されます。 

 一方の費用については、事業全体として１０７億円、残事業分として１０１億円とな

っております。 

 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。以後、早期の全線
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供用を目指します。 

 １０ページをお開きください。 

 山形県知事からは、事業の継続に異議はありませんとの意見をいただいております。 

 後に対応方針ですが、先ほどの新庄古口道路と同様に、国道４７号は 上地域と庄

内地域を結ぶ唯一の幹線道路であり、また、医療施設への速達性の向上など整備の必要

性が高いことから、原案として早期供用に向け事業継続と考えております。 

 以上で説明を終わります。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 それでは、個別の事業について皆さんの御意見を伺いたいと思います。 

 初は一般国道１３号院内道路事業についてですが、御意見、御質問はないでしょう

か。 

 よろしいでしょうか。つい先日、議論したところなので記憶に残っていると思います

が、今回は視点を変えてという形で、防災事業として見たときにどうでしょうかという

形なのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇林山委員 確認させていただきたいのですけれども、資料４－１の１１ページの「整

備効果のまとめ」の表の①「災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等」というのは、

通常の走行短縮便益を少し拡大したものと考えてよろしいのですか。 

〇道路計画第一課長 ここに記載のとおり、災害時について幅広くデータを拾った上で、

おっしゃったとおりの、走行時間短縮も含めての便益として貨幣換算したものでござい

ます。 

〇林山委員 ということは、通常は、例えば平均で１日を３６５倍するのではなくて、

そのうち、例えば１カ月間、通行止めでもっと大変でしょうということも考えた走行時

間短縮ということですよね。 

〇道路計画第一課長 はい。 

〇林山委員 わかりました。 

 ということは、これは効果と費用とを比較していいということですよね。 

〇道路計画第一課長 今回は防災目的ということで、②ですとか③ですとかの部分の、

仮に貨幣換算するのであればこういう項目もあろうということで、拾い切れない部分も

ありますので、それで１対１で比較するようなことは我々としては考えてないというと

ころです。 

〇林山委員 ということは、端的に言うと、今、５件御説明いただいて、これを比較し

ていいと考えると、今のページでいくと、この「災害による被害の回避」「地域住民の不
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安感の解消」が３３億円以上の価値があるかどうかということを見ればいいわけですよ

ね。簡単に言えば。 

〇道路計画第一課長 数字だけで比較するのであれば、そういうことになろうかと思い

ます。 

〇林山委員 とすると、これにひっかかってくると見ると、資料５－１の尾肝要とか、

資料７－１の新庄の道路、資料８－１の高屋道路は、これはすべてクリアしていると考

えていいわけですね。防災効果を考えてもＢ/Ｃは十分。 

 ということは、私は、ポイントになるのは、この資料４－１の今の院内道路と普代バ

イパスだと思うのです。重ねて申し上げますけれども、院内道路のときにはこの「災害

による回避」が３３億円以上。今、計上されてないのですが、項目としてしか挙がって

ないのですが、３３億円以上の価値があるか。あるいは資料６－１の普代バイパスです

と、災害関係で３９億円以上の価値があるのかどうかという判断をすればいいと解釈し

てよろしいですか。 

〇柴田委員長 ここのところについては前に説明あったと思うのですけれども、効果と

費用との関係で申してあったように、効果のほうが大きければこれは問題ありませんね

と。効果のほうが例えば費用より小さいときに、防災として生活関係で医療とか何かを

含めて、それがないと困るとかというところの視点でもう一回、考えてくださいという

形だと思うのです。 

 だから、今おっしゃった２件については、防災上の必要性についての御意見を求める

という形になるのではないかと思うのですけれども。 

〇平山委員 今、資料４－１で話さなければいけないと委員長から指摘があったのです

けれども、例えば今の普代道路ですね。飛んで申しわけないですが、６－１の「災害の

回避」が津波発生時なのですね。これはどこに影響が及ぶかわからないと。 

 もう１個のほうは、防災点検箇所が１カ所だと。これは、１カ所だと固定しているわ

けですね。津波は、沿線でどこに余波が来るかわからない。だから、３９億ぐらいのマ

イナスがあっても、十分、防災機能を備えるべき道路ではないかと僕は個人的に思いま

す。 

 一方、それに対して資料４－１のほうは、防災による被害の回避は１カ所とピンポイ

ントでわかっている。これは３３億もかけて実施すべきなのかなという、現地を知らず

に言うのはおこがましいのですけれども、そういう感想を持ちます。 

〇柴田委員長 今の点について、何か説明があるでしょうか。 

〇湯沢河川国道事務所長 先ほど説明を大分端折らせていただきましたが、例えば２ペ
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ージ目の図２を見ていただいたらわかりますように、確かに、ここで定義している防災

点検要対策箇所としては１カ所ということなのですけれども、この図にありますように、

その他、例えば雪崩危険斜面、急傾斜地崩壊危険区域、それから土石流危険区域などが

存在し、これ以外にも非常にここは危険性の高い箇所が存在する地域でございます。そ

ういった意味も含めた評価が必要ではないかと考えております。 

〇林山委員 １０ページのところに２行ぐらい書けば、「ああ、あるかもしれないな」と

いう気がしたのですね。 

感想です。 

〇柴田委員長 今回はこういう書き方は初めてだったものですから、今の意見を参考に、

今後書くときには、そのように理解しやすい形で説明文を書いてください。 

 よろしいでしょうか。 

〇九戸委員 今の林山先生と同じなのですが、整備効果のまとめのところ。 

ほかのところはみんな、１、２、３、つかみで何億という形で全部出ているのですが、

国道４５号線だけ、５－１と６－１は住民アンケートで、先ほどの説明によれば１７億

円という、これは書かされたものでしょうか。ほかのものとは統一されていないので、

少し違和感がありました。 

〇柴田委員長 これは、先ほども言ったように、今回、どういう形で推計していいかと

いうのが、 初に説明ありましたように、ダブルでカウントしているのもあるのですよ

ね。 

そういうこともあって、書き方をまだパターン化してないと。途中なものですから、

今みたいな御意見をどんどん出してもらって、今度はきちんと、誰が見ても理解できる

ような形で改善してくださいという御意見として承ってよろしいでしょうか。 

〇金沢委員 普代バイパスと尾肝要なのですけれども、一連のルートとして、先に開通

していただいた中野バイパスがございます。やはり、このルートは全部つながらないと

本当の評価もできないし、恐らく難所中の難所。今回、案件のいっぱい挙がっている中

では難所中の難所だと思っております。 

 ダイレクトな話、この中野バイパスができたことによって、整備前と整備後のやはり

状況は違っていると思います。特に厳冬期を過ぎましたし、積雪も多かったし、いろん

な意味で少しお聞きしたいのですけれども、まず、この区間の交通事故の発生件数の違

いとか、救急搬送時における所用時間がどう変わったのかと。あとは、道路の利用者、

周辺住民の実感はどうなっているのかなということを、急な質問で申しわけないのです

けれども、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 
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〇三陸国道事務所長 中野バイパスは１１月２８日、雪の降る前に開通したものですけ

れども、当然のことながら、元日等に大雪があったわけですが、この区間については交

通事故の発生等はございません。 

 それから、救急搬送につきましては、田野畑村のほうから広報に載せられたデータが

ありますが、そこでやはり、この道路ができて命が助かったという話のコメントがござ

いましたし、今、整備効果の整理をしておりまして、その中で物流業者に聞いていると

ころでは、八戸から釜石に週２～３回往復している業者につきましては、年５～６回、

ここで立ち往生していたのが、今回なくなったという話を聞いております。 

 わからないで、すみません。 

 以上です。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 今のことは、要するに、この事業が完成した後、予想外の効果が出たものについては

公表しなさいという話ですよね。 

今までは、つくればいいでしょうと。つくった後はその効果は公表しないので、つく

るかつくらないかのときは必死になってデータを集めたりなどしているけれども、でき

上がった後も、予定どおりというか、こういう効果が出ていましたよというのを公表す

ることによって、税金を払っている人たちに納得してもらう努力が今まで足りなかった

のではないかという感じがします。その部分をきちんと行ってくださいという意見とし

て対応していただければありがたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それで、個別に意見を求めますけれども、 初の国道１３号の院内道路については事

業の継続ということになっているのですけれども、これを認めてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、一般国道４５号の尾肝要道路事業についても事業の継続という形

で出ているのですけれども、いかがでしょうか。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 続きまして、国道４５号の普代バイパス事業について、同じように事業の継続という

ことになっているのですれども、よろしいでしょうか。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 それから、一般国道４７号の新庄古口道路事業についてはいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 では、これも認めさせていただきます。 

 それから、一般国道４７号の高屋道路事業についてはいかがでしょうか。よろしいで
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しょうか。 

 ありがとうございました。 

 この５件については、先ほど説明ありましたように、別な基準で見てオーケーと出た

事業を、今回のところで、防災という別な視点から見たときの話ですから特に問題ない

ということで個別に細かく議論を求めなかったのですけれども、では、皆さんの同意を

得て、この５件については事業継続とさせていただきます。ありがとうございました。 

 これで一応、審議は終わりなのですけれども、何か審議の記録に反映させたい発言が

ありましたら。 

〇平山委員 新しい防災視点から見ているわけで、たまたま今回はこれまで事業化され

た場所が挙がったわけですけれども、これまで事業化の対象にならなかった場所もある

いは浮かび上がる可能性があると思ったりもするのですが、そういう場合に、Ｂ/Ｃを先

行させるのか、あるいは防災を主に考えるのか、そのあたり、役所としてはどうお考え

なのか、お聞きしたいと思います。 

〇道路計画第一課長 この防災事業という切り口での事業目的に沿った評価手法につい

ても、今後もっと検討していかなければいけないところですので、今おっしゃった御指

摘のところについてもあわせてよく考えていかなければいけないと思っております。今

の時点で、まだ明確なお答えにはならないと思いますけれども。 

〇柴田委員長 では、ぜひ検討しておいてください。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

〇間庭委員 災害時のところの概念といいますか、災害時の前提となる基礎の、交通量

とかはわかるのですけれども、その効果をどのように計算するのかの前提が地域によっ

て全然違うのですね。 

津波があるところ、ないところ、雪だとか、そこの辺のところをもう少し要素をお示

しいただくと、災害時ですから、このぐらいのものが起きるとこうなりますよという結

果だと思いますので、そこの積算基礎みたいなもの、あるいは災害時というものの概念

について、場所によっては違いますけれども、ある程度お示しいただいたほうが判断し

やすいかなというものがございます。 

 以上です。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、審議の結果のところの反映はここまでにしていただいて、議事録を作成し

てください。その議事録作成中に、今回の審議対象事業ではありませんでしたけれども、
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港湾事業の点検結果がありますので、それについての説明をお願いします。 

〇沿岸域管理官 それでは、港湾事業について御説明させていただきます。今ありまし

たように、今回御審議いただく案件ではありませんけれども、将来交通需要推計の見直

しについて結果を御報告いたします。 

 改善の必要性ですとか内容については、既に御報告のあったとおりでございます。 

 港湾につきましては、資料１の 後のページをめくっていただいたところに総点検の

結果として載せてございます。２段階で行っております。交通需要推計の見直しに伴い

まして、①で書いております港湾の基本方針というところで取り扱っております貨物量

を点検してございます。結果といたしましては、これまで推計していた値から約１５％

程度、貨物量が減るだろうという計算結果になってございます。 

 一方で、この委員会でも御審議いただいておりますけれども、港湾の個別のプロジェ

クトにつきましては、貨物量そのものだけでなく、輸送の効率化といったような項目で

すとか、そのほかの木材、石炭といった貨物、また、防災・安全といった項目などにつ

いても評価してございますけれども、そのようなものが含まれませんので、②といたし

まして、今回、来年度予算に係る港湾のすべての直轄事業について見直しをしたという

のが②の作業でございます。 

 今年度、再評価していただいた３件を含む１５件について見直しを行ってございまし

て、Ｂ/Ｃの結果、東北管内の案件につきましては１．２から５．１ということになって、

１を下回る事業はなかったことから、今回、評価案件ではなくて報告のみということに

させていただいたということでございます。 

 港湾の総点検の内容は以上でございます。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 そのほか、この件については何かないでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、審議の結果について、いただきたいのですけれども。 

〇司会 ただいまの審議結果、今現在、案の段階でございますけれども、配付させてい

ただきました。お手元に届いているかと思います。私から読み上げさせていただきます。 

 審議結果。審議結果は次のとおりである。今回の対象事業、道路事業が１から７まで

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）今回の交通量推計の見直し結果において、道路の整備が遅れている地域の評価が

小さくなり、遅れた地域がますます遅れる傾向にあるのではないか。均衡ある国土の発
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展、サービスの公平性という観点からも、このような評価だけでいいのか疑問が残る。 

 ２）一方で、今回の厳しい交通量推計の見直しを是とする意見もあり、引き続きこの

ことについて本委員会で注視していきたい。 

 ３）着手されている事業単位で評価対象が設定されてきているが、着手予定の区間も

含めて一つの区間として事業単位をグルーピングするなど、評価対象とする事業箇所に

ついて検討すべき。 

 ４）東北中央自動車道米沢から米沢北については、福島ジャンクションから米沢北イ

ンターチェンジまでの区間において全体Ｂ/Ｃ=１．２となることも踏まえ、残事業Ｂ/

Ｃが１．０を上回っていることから、「継続」が妥当であると判断する。 

 ５）「防災面の効果の大きい事業の考え方」のフローにおいて、使用している用語や定

義を整理するとともに、再評価資料の「整備効果のまとめ」の記述をもう少し丁寧に記

述すべき。 

 また、道路の開通後の効果もフォローして公表するべき。 

 以上でございます。 

〇柴田委員長 今読んでいただいたことについて、意図と違うとかということがありま

したら。よろしいでしょうか。 

 それでは、今読んでいただいた文章を今回の審議結果として公表するということにさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 時間がオーバーして申しわけなかったのですけれども、今回、５回目ということで、

３月の一番忙しいときにこれだけの委員の方々が集まっていただいて、助かりました。

委員の出席率が少ないときはどうしようか、前と同じようにテレビ会議もやらなければ

いけないかなと思いましたが、皆さんの御協力でうまく終わりました。 

〇宮城委員 １つだけ。 

 時間をオーバーしていますけれども、私、個人的な興味でお願いしようかと思ってい

ましたけれども、委員会としてもお願いしたいなと思っています。５番に関係する防災

面の件なのですけれども、やはり防災の経済評価をどうするかというのは非常に難しい

と思うのです。こういう資料をつくっていただけると参考になるかなと思うのは、例え

ば３０年間の中で、例えばすごい大雪だとか、そんなに大した大雪ではないケース、い

ろいろあったと思いますが、被害総額の大きい順番に、被害が計算できるものでいいの

ですけれども、ランクづけしていただいて順位を並べていただいて。交通量などはみん

なそうですね。要するに、計画をする場合に、ある程度の混雑は許してもいいと。だか

ら年間の 大の渋滞、交通量の中で３０年ぐらいをとるというようにするのですけれど
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も、多分、災害の場合はそういう具合にいかないと思うのですね。 

 だから、３０年間で３日起きたらすごい災害になるので、被害総額をラングづけして、

１番目、だから年間に頻度が１回しか起きなかったと。だけど何百億という被害が起き

たと。雨などだったら何回も来ているというように、もし計算できれば、被害総額のラ

ンクと頻度みたいなものを並べた、東北管内でいいと思うのですが、そういう資料をい

ただけると、どういう判断でこういう防災というのを考えたらいいのだという資料にな

るのではないかと思いまして、もし作成していただければ参考にさせていただきたいと

思いますが。 

〇柴田委員長 ありがとうございました。 

 この件に関しては、先ほどありましたように地方小委員会でも議論されて、地方小委

員会が 終的に決めると思うので、その前に、この委員会の方々に、この件に関して何

か意見があるかどうかを聞いて、小委員会に反映するという手続きをとってもらうとい

いのですけれども。よろしいでしょうか。 

 では、皆さんのところに、この件に関して何か御意見ありますかということを聞きま

すので、そのときに今のようなお話を出していただいて、小委員会で議論してもらうと

いうことでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 おかげさまで、無事終わりました。今年度、５回で終わるということを期待して、ま

た緊急とかで始まるかもしれませんけれども、またそのときには御協力いただくという

形で、終わらせていただきたいと思います。 

 それでは、司会に戻させていただきます。 

〇司会 長時間の御審議、本当にありがとうございました。 

 今、委員長からお話ございましたけれども、これで今年度 後かと思いますので、柴

田委員長から御挨拶いただければ幸いなのですが。 

〇柴田委員長 長いことこの委員会にかかわってきたのですけれども、大原則で６年を

超えてはいけないというような形で、私、６年、全うしました。その意味で、無事卒業

というような形で、ほっとしているところであります。 

この次はまた別な面で皆さんとお会いすることがあるかもしれませんけれども、これ

まで皆さんからいろいろ御協力いただいてこの難しい会議がスムーズにいったというの

は、非常にありがたいと思っています。これからもいろいろなところでお世話になるか

もしれませんけれども、よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 
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〇司会 柴田委員長、大変ありがとうございました。 

 後に、徳山局長、御挨拶お願いできればと。 

〇徳山局長 お忙しい中でございますので、気持ちを込めまして、手短にお礼を申し上

げたいと思います。 

 本当に、本日は、第５回目、ありがとうございました。特に４回までと違って、異例

と申しますか、従来のルールどおりの審議ではなくて、今回は交通量推計の取り扱い、

あるいは防災の事業をどう取り扱うか、あるいは事業区間をどうするかと試行錯誤的で

ございまして、いろいろ資料の構成や説明ぶりも不十分でございました中を、このよう

に御結論いただきまして、ありがとうございました。 

 まだこれから評価の手法を改善をさせていただきまして、今日いただいた御意見を大

いに反映させていただきたいと思っております。本当に、１年間、また、本日はありが

とうございました。 

 また、柴田委員長には６年間、大変お世話になりましたことを、改めて御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

４．閉 会 

〇司会 以上をもちまして、平成２２年度第５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。 

 本日は本当にありがとうございました。 


