
平成２３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回）

日 時：平成２３年７月２５日（月曜日）

１３：００～１５：００

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 それでは、ご案内の時刻になりましたので、ただいまから平成２３年度第１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。

本日は大変お忙しい中、また、お暑い中、委員の先生方にはご出席をいただきました。ありが

とうございます。

本日の進行役を務めます地方事業評価管理官の村上と申します。よろしくお願いいたします。

本日の委員会の資料でございますけれども、お手元に配付をしてございます資料一覧でご確認

いただきまして、不足があれば事務局にお申しつけ下さい。よろしいでしょうか。

それでは、このたびご就任をいただきました委員の皆様方をご紹介させていただきます。

お手元に配付してございます次第の裏面に名簿が載ってございますので、その名簿に沿ってご

紹介いたします。

秋田大学教育文化学部教授、井上委員でございます。

○井上委員 井上です。よろしくお願いします。

○司会 今年度から委員をお受けいただきました山形大学農学部教授、大久保委員でございます。

○大久保委員 大久保です。

○司会 同じく今年度から委員をお受けいただきました株式会社オヤマ経営取締役、小山委員でご

ざいます。

○小山委員 小山です。よろしくお願いいたします。

○司会 株式会社かがやきライフ代表取締役、金沢委員でございます。

○金沢委員 よろしくお願いいたします。

○司会 社団法人青森県観光連盟専務理事、九戸委員でございます。

○九戸委員 九戸です。よろしくお願いいたします。

○司会 東北大学大学院経済学研究科教授、林山委員でございます。

○林山委員 林山でございます。よろしくお願いします。

○司会 ＪＳＴイノベーションサテライト岩手館長、平山委員でございます。

○平山 平山でございます。

○司会 仙台商工会議所専務理事、間庭委員でございます。

○間庭委員 どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 東北大学大学院情報科学研究科教授、宮城委員でございます。

○宮城委員 よろしくお願いします。
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○司会 なお、本日、秋田大学の木村委員、日本大学の堀井委員につきましては、所用のためご欠

席でございます。

続きまして、東北地方整備局の幹部職員を紹介いたします。

徳山局長でございます。

○徳山局長 徳山でございます。よろしくお願いします。

○司会 梶原副局長でございます。

○梶原副局長 新任の梶原です。よろしくお願いを申し上げます。

○司会 岩﨑副局長でございます。

○岩﨑副局長 同じく新任の岩﨑でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 神山総務部長でございます。

○神山総務部長 神山でございます。よろしくお願いします。

○司会 川嶋企画部長でございます。

○川嶋企画部長 川嶋でございます。よろしくお願いします。

○司会 東建政部長でございます。

○東建政部長 東でございます。よろしくお願いします。

○司会 田上河川部長でございます。

○田上河川部長 田上でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 川瀧道路部長でございます。

○川瀧道路部長 川瀧です。よろしくお願いします。

○司会 津田港湾空港部長でございます。

○津田港湾空港部長 津田でございます。よろしくお願いします。

○司会 板倉用地部長でございます。

○板倉用地部長 板倉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 それでは、お手元に配付してございます次第に従いまして進めさせていただきます。

２．挨 拶

○司会 初めに、委員会の開催に当たりまして、徳山整備局長からあいさつを申し上げます。お願

いいたします。

○徳山局長 本日は、平成23年度の第１回の事業評価監視委員会でございまして、ご多忙中の中を

おいでいただきましてまことにありがとうございます。
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実は、大変劇的な思いがするのでありますけれども、昨年の 後の第５回でございましたか、

３月９日、地震の２日前でございました。その時間中にここで大きな揺れがございまして、委員

長から、「この建物は大丈夫ですよね」と言われて、私自信がなくてうつむいてしまったのであ

りますけれども。あれが、思えば、前ぶれでございました。

実は、３月９日にここでご議論いただいたことが、また劇的だったと思います。今後の事業評

価に防災という機能をどのように考えるべきかということを中心に、総論的に、各論に入る前に

随分大きな議論をいただいたのを覚えております。次回、さらにそこを深めて、今後の参考にさ

せていただかなければいかんと、こういうことだったと思います。まさにその２日後に、１，０

００年に一度とも言われるような大地震、それから津波、そして、原発の放射能の問題まで、事

実は小説より奇なりと申しますが、あの時点でそんなものが来るなんて言ったら笑われそうな複

合の大変な災害が参りました。そういう意味では、きょうも、個別の事業についてもお願いする

わけでございますが、あのときに問題提起いただいたこと、まさに今我々が考えなければいかん

ことではないかと思っております。

本日は、３月の震災から４カ月が過ぎてしまいまして、やっと平常モードも並行して動き始め

たところでございまして、今年度お願いする案件、きょうは特に道路の２事業とダムの１事業を

お願いするわけでございますが、前回に引き続いて、あり方そのものについても、ぜひ忌憚のな

いご意見を聞かせていただきまして、今後、より透明で、より合理的な評価ができるようにさせ

ていただきたいと思います。

なお、本省でも、今回の震災を踏まえまして、事業評価のあり方を考えるということで、社会

資本整備審議会の道路分科会に事業評価部会というものがございますけれども、手法について検

討を始めたところでございます。ぜひ、本日のご議論を、この大震災を受けた東北の地から議論

の結果もお伝えをして反映をさせていただきたいと思っております。

限られた時間ではございますけれども、欲張りな盛りだくさんの内容をどうぞよろしくお願い

したいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。

○司会 それでは、次に進めさせていただきます。

報道機関の方にお願い申し上げます。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮影はご遠慮願いま

す。

３．役員選出

○司会 それでは、次第の３、役員の選出でございます。
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まず、資料１の２ページ目をお開きください。

整備局の監視委員会の規則につきまして、事務局からご説明申し上げます。

○事務局 それでは、委員会規則についてご説明を申し上げます。

資料１の１ページ目をごらんください。

内容は、昨年から変更はございません。主な点をご説明いたします。

第２条、委員会の事務を規定してございます。第１項では、事業の対応方針（原案）等の提出

を受けることとしております。

２ページ目をごらんください。

第２項で、対応方針（原案）に対して審議を行い、改善すべき点があると認めたときは、意見

の具申を行うこととしてございます。

また、第３項では、事業評価の手法の見直しに対しても審議を行い、必要があると認めたとき

には、意見の具申を行うことが規定されております。

次に、第３条でございます。委員会の委員及び組織について規定してございます。この中の第

７項で、委員長は、委員の互選によりこれを定めるとなってございます。

また、第９項によりまして、委員長代理を委員長があらかじめ指名することとなってございま

すので、よろしくお願いいたします。

簡単ですが、以上でございます。

○司会 それでは、委員会の規則第３条第７項の規定に従いまして、委員長の選出を行います。

互選でございますけれども、委員の方から、どなたかご推薦がございますか。

○九戸委員 これまでご経験もございますので、平山委員にお願いしてはと思いますが。

○司会 ありがとうございました。

ほかにございますか。

ただいま九戸委員から、平山委員につきまして委員長のご推薦のご発言がございましたけれど

も、いかがでしょうか。（「異議なし」の声あり）

それでは、異議なしということでございますので、平山委員に委員長をお願いしたいと存じま

す。

平山委員には委員長の席にご移動していただきまして、これからの進行をお願いします。よろ

しくお願い申し上げます。

○平山委員長 委員長平山でございます。大変な役割を仰せつかりまして、緊張しているところで

ございます。とても、前委員長柴田先生のようにはうまく進まないと思いますけれども、精いっ
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ぱい務めさせていただきまして、公共事業、透明性を持って進めるようにお手伝いをしてまいり

たいと思います。また、この場もできるだけフリーなディスカッションができるよう、心配りを

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、座らせていただきます。

先ほど、委員会規則の紹介ございましたけれども、委員長の代理を委員長があらかじめ指名す

ることになっております。大久保委員にお願いをしたいと考えておりますが、いかがですか。

ありがとうございます。大久保委員からご了解をいただきましたので、委員長の代理は大久保

委員ということにさせていただきたいと思います。

４．委員会運営について

○平山委員長 それでは、次第に沿いまして、４番目の事業評価監視委員会の運営についてお諮り

いたしたいことがございます。

事務局からご説明をお願いします。

○事務局 事業評価監視委員会の運営についてご説明申し上げます。

資料は、先ほどの資料１の一番 後のページ、９ページをごらんください。

こちらのほうは、委員会の運営について定めましたものをイメージ図化したものでございます。

事業評価監視委員会の重点的かつ効率的な会議運営を目的としまして、委員会に審議事業選定委

員を置くこととしてございます。選定委員には、本委員会に先立ち、審議対象事業を重点審議事

業と要点審議事業に選別をしていただきます。選別の結果を受けまして、本委員会では、重点審

議事業に時間をかけてご審議をいただくこととなります。

選定委員は、事業評価監視委員会の委員のうち、河川関係事業、道路事業、港湾事業の３事業

ごとに事業分野委員１名、それから、分野を問わない委員１名で構成されますが、必要に応じて

増員することができます。

なお、事業分野委員は、任期が２年で、選任は委員長が指名をいたします。分野を問わない委

員は、任期が１年で、委員の互選により選任をいたします。

運営については以上でございます。よろしくお願いいたします。

○平山委員長 ありがとうございます。

小山委員、大久保委員、ご理解いただけましたか。

運営の規則は、本年度もこれまでにならって進めたいと思っておりますが、よろしいでしょう

か。（「はい」の声あり）
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ありがとうございます。

それでは、 初に、審議事業の選定委員の選任を行います。

事業分野委員は、委員長から指名をさせていただきます。河川関係の事業分野委員は、大久保

委員、港湾事業の事業分野委員は、宮城委員、道路事業の事業分野委員は、堀井委員、本日ご欠

席でございますが、事務局からご連絡をいただきたいと思います。

次に、分野を問わない委員の選任でございますが、これは委員の互選ということになっており

ますが、事務局が各委員にご希望を伺っておりますので、私からご推薦をしたいと思います。河

川事業は、本日欠席でございますが、木村委員、港湾事業は、間庭委員、道路事業は、審議対象

事業が例年多いわけでございますが、林山委員と小山委員のお二人をお願いしたいと思っており

ます。

なお、今回、私からお願いしなかった委員につきましても、どの分野でもご希望があれば出席

可能でございますので、よろしくお願いします。

今お話しした皆様、お引き受けいただけますでしょうか。（「はい」の声あり）

ありがとうございます。それでは、委員の皆様、よろしくお願いをしたいと思います。

５．東日本大震災の対応等について

○平山委員長 それでは、５番目の『東日本大震災の対応などについて』に入らせていただきます。

先ほど、局長から前年度の第５回のときに、防災に関する項目について評価方法に反映させる

ことについて、議論があったということでございますが、今回、実際の生々しい震災の経験を踏

まえて、さらにご議論をいただきたいということで、この議題を設定させていただいております。

その前に、今回の東日本大震災について、事務局からご報告をお願いします。

○事務局 それでは、説明させていただきます。

資料２をお願いいたします。

今回の東日本大震災におきまして、私ども、本省も含めまして、整備局が対応したことについ

てご説明申し上げます。

１ページ目をご覧ください。

地震の発生からの流れを書いてございます。通常の災害であれば、応急なり緊急復旧を行って、

本復旧ということでございますが、今回は大震災ということで、非常に大きな被害が発生したと

いうことでございます。このために、応急復旧の前に啓開ということで、救援ルートを確保する

啓開を直ちに実施してございます。また、現在、本復旧の段階にございますけれども、これから、
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地域の再生等を目指した復興、これにも取り組んでいくということでございます。

また、今回は異例でございますけれども、津波によって沿岸の自治体が壊滅的な被害を受けた。

こういった状況を踏まえまして、整備局が直接自治体あるいは被災者の方々に物資等の支援を行

う。こういった支援も行ってございます。

２ページをご覧ください。

まず、道路啓開でございます。「くしの歯作戦」という作戦を展開してございます。関係機関

と連携をいたしまして、東北道、国道４号から被災地であります三陸へアクセスする救援ルート

を確保するという啓開作業に直ちに取り組んだところでございます。地元建設業者のご協力を得

まして、３月１２日、発災後１日目には、東西ルート１６本のうち、１１ルートを啓開し、３月

１５日には１５ルートを啓開したということで、１週間で啓開の作戦を終了したところでござい

ます。

３ページ目は、まさしく瓦れきの荒野とも言うべき道路啓開前の陸前高田市内の状況でござい

ます。

こういったところに関係機関と連携して啓開作業を行っている状況が４ページ目でございます。

次は、空の関係でございます。

ご案内のとおり、仙台空港及びその周辺につきましては、津波によって、大規模な湛水が生じ

てございます。仙台空港を一日も早く再生させるという観点から、私ども国土交通省で持ってい

る排水ポンプを空港及び周辺エリアに集中的に投入を行いまして、緊急排水を行ったところでご

ざいます。 大時で２５台のポンプ車を導入したわけでございますけれども、５００万立米を排

水し、仙台空港は４月１３日に再開したということで、こういったことに対して一定の貢献をし

たところでございます。

次は、６ページ目、港湾の啓開でございます。

太平洋側に１０の港がございますけれども、航路啓開、さらには一部の係留施設の復旧等によ

りまして、３月１６日には釜石港で一部供用を始め、３月２３日までに１０港すべてで物資の受

け入れが可能となったということでございます。

次は、７ページ目でございます。

災害対策用機械を利用した自治体の支援でございます。災害対策用機械、全国から東北の地に

集結を行いまして、市町村に派遣等を行って支援を行ったわけでございます。

円グラフをご覧ください。これはピーク時１９２台の災害対策車を配備したわけでございます

が、そのうち約７割は他の整備局、つまり、九州、四国、中国、あるいは他のエリアから東北に
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集結して活動を行いました。私ども東北は約３割と、こういったような活動を展開しているとこ

ろでございます。

引き続き、８ページ。

これは人的な支援でございます。緊急災害対策の派遣隊、いわゆるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥと称し

ていますけれども、本省の指揮下、技術を持った人間が発災の翌日には先遣隊が到着し、３日目

からは２００名レベルの技術集団が集まってさまざまな調査等を行ったところでございます。

右の円グラフ、これは 大時２５５人のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが集結したわけでございますけれ

ども、すべて私どもの整備局以外の沖縄から遠方あるいは研究機関等が集結して各種の調査等を

行ってございます。

また、自治体や関係機関と連絡を行うリエゾンにつきましても、 大時９６名でございました

けれども、約６割は東北以外、九州、四国あるいは北陸、こういった整備局の人々がリエゾンと

して活動をしました。

９ページは、災害対策用機械、排水ポンプ車の活動でございます。平成１６年の中越地震以降、

大規模災害に備えた広域配備というものを私どもは行ってございます。排水ポンプ車につきまし

ても、７０数台がそのように供するようになってございますが、今回は１１３台のポンプ車が東

北に集結したところでございます。

左側の絵、これは宮城県の亘理町、鳥の海というところの周辺の排水でございます。５地方整

備局から集まった１９台のポンプ車が同時に稼働したということでございます。全国統一標準の

規格でポンプ車をつくってございますので、どの整備局のものであっても動かすことが可能だと、

こういうことでございます。

１０ページは、先ほど申し上げましたＴＥＣ－ＦＯＲＣＥあるいはリエゾンの活動状況でござ

います。首長さんとの連絡あるいは被害の調査、支援物資の調達等々について取り組んだところ

でございます。

それから、今回は、異例でございますが、沿岸市町村が非常に大きな災害を受けたということ

で、直接、私ども整備局が物資を調達いたしまして自治体に支援するといった取り組みも行って

ございます。役場の庁舎あるいは仮設トイレ等々でございます。

１２ページ、３月１３日から３１日まで、支援物資の調達を行ったところでございますが、要

請のあった２１８件のうち、９割については約３日で調達してお届けする。こういった対応も行

ったところでございます。

１３ページ、ややもすれば、被災地、太平洋側のほうに目が行くところでございますけれども、
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実際には、道路ネットワーク等を利用して、日本海側からも輸送ルートによって救援等を行った

ということでございます。酒田港の貨物の取扱量は５割も増える、あるいは道路の交通量も２倍

も増えると、こういったネットワークによって支援が可能になったということでございます。

さらに、１４ページは、日本海側の市町村の方々も物資の支援、さらに人的支援について多大

なご貢献をしていただいたところでございます。広域な支援、まさしく東北が一つとなって支援

をしていただいたということでございます。

引き続き、私どもが所管いたします河川、道路、港湾等における施設の防災上の効果の二、三

の事例についてご説明申し上げます。

１５ページをごらんください。

これは阿武隈川の河口部左岸側、岩沼市の寺島地区というところでございます。ここは川から

も津波が来る、さらに海岸からも津波が来るという平地でございますけれども、一度は、地区の

住民の方、地区の公会堂に避難したわけでございますが、津波が６メートル超という情報が入っ

たために、町内会長さんの単独の判断で、公会堂を出て阿武隈川の堤防に避難を行ってございま

す。堤防の上に津波が来なかったことによって、６０人余りの方々が救われたということでござ

います。この地区につきましては、平成２１年から２２年度まで、私ども河川事業で堤防の強化

を行ったところでございます。

１６ページをごらんください。

これは河川の堤防の被災状況でございます。河口部の津波によって甚大な被害が出たところで

ございますけれども、その復旧に当たっては、何はさておいて、まず、交通路を確保する。通常

であれば、堤防機能を優先的に確保するわけでございますが、今回の被災については、救援物資

の輸送等の観点から、交通路の確保を 優先に取り組んだところでございます。

真ん中の写真は、北上川の右岸、石巻市でございます。１キロにわたって堤防が全く流出した

わけでございますが、その２日、３日後には１車線ながら、満潮時でも通れる仮の道路を確保し

て、ここを自衛隊が救援物資等を運んだといったような取り組みでございます。

次は、高規格道路の減災効果でございます。

三陸縦貫道、高台のルートで供用したということもありまして、緊急の避難場所あるいは緊急

輸送路として機能を発揮したものでございます。例えば、宮古道路ですと、住民の方々が道路の

盛土斜面を駆け上がって宮古道路に避難したといったようなこと、あるいは被災後もルートが確

保されたために、救急搬送あるいは救援物資に貢献した、命をつなぐ道としての機能を発揮した

ということでございます。
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１８ページ、仙台東部道路でございます。道路そのものがまさしく防潮堤の機能を発揮した例

でございます。この道路によりまして、瓦れきの流入の抑制あるいは浸水の拡大防止が図られた

わけでございます。

一番下の写真をご覧ください。

壊滅的な被害は海側、道路を挟んで家屋が残っているということで、この道路が大きな機能を

果たしたということでございます。

次は、港湾施設でございます。

１９ページをごらんください。

これは釜石港湾口防波堤の減災効果でございます。防波堤そのものは被災を受けましたけれど

も、この防波堤によりまして、津波高を４割低減したということ、また、津波が到達する時間を

６分ほど遅らせたといった効果が、シミュレーション上でございますけれども確認されてござい

ます。

次は、２０ページでございます。

先ほども申し上げましたけれども、代替輸送ということで、日本海側の港に荷揚げされたもの

が道路を通って太平洋側に輸送されたということで、港湾施設を利用した物資輸送も大きな働き

をしたところでございます。

後は、ＧＰＳ波浪計でございます。

私どもでは、太平洋側沿岸の沖合２０キロメートルぐらいのところに、ＧＰＳ波浪計を設置し

ているわけでございますが、陸に津波が到達する前に、このＧＰＳ波浪計が津波を検知してござ

います。当初、１４時５０分に気象庁が津波警報を出した段階では、津波の高さは、岩手、福島

で３メートル、宮城で６メートルと発表したわけですが、このＧＰＳ波浪計のデータを基にいた

しまして、１５時１４分には、岩手、福島６メートル、宮城１０メートル以上に変更したという

ことで、このＧＰＳ波浪計が津波警報の引き上げに貢献したところでございます。

震災の対応及び私どもの所管する施設の防災的な効果の事例についての報告は以上でございま

す。

○平山委員長 ありがとうございます。

私も岩手の地元でございますが、瓦れきの処理等の啓開は非常に早急にやっていただいた。あ

るいは気仙川の橋梁、仮橋ですが、予定を随分上回って早く終わったなと思っているところで、

整備局の努力というのは大変高く評価されるのではないかと思っておりますが、ただいまのご報

告につきまして、何かご質問等ございませんか。
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○宮城委員 今説明された２１ページ、宮古、それから、釜石の観測データが、途中で途絶えてい

ますよね。これは、観測器の種類が違うのですか。どうしてここはだめになったかという理由が

わかれば……。

○津田港湾空港部長 観測データが途絶えているのは、港内に設置している観測器機となっており

ます。

ＧＰＳ波浪計は、青森県から福島県まで、太平洋沿岸に赤丸印がついている個所に設置してお

りますが、波形の太い線のところまでは、現地で観測したデータがリアルタイムに通信回線を伝

わって電送されたところでございます。細い線になっているところは、その後、通信回線が不通

になったものですから、電送がとまって、機械の中に保存されていた観測データを後日回収し、

解析したものです。

通信が不通になったものですから、電送ができなくなった。太い線のところまで、つまり、津

波の第一波は観測しまして、それからしばらく観測してデータを送ってきましたが、陸上の基地

局で津波をかぶったものですから、陸上からデータが送ってこられなくなった。海上のＧＰＳ波

浪計から陸上の基地局まではデータが送られていたのですが、そこからその先がつながらなかっ

たというところです。陸上基地局の中には、観測記録を保存するデータボックスがありますので、

データはずっと保存されており、それを後日回収して解析した結果が、この図表ということにな

ります。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

○九戸委員 道路が人命を救ったというか、道路に避難をしてたくさん人命が救われたというお話

があったんですが、これは例えばマスコミ、テレビとか、そういう中で何かご紹介されたもので

しょうか。特集があったというか、何かそういう事例があったら、教えていただきたいと思いま

す。

○川瀧道路部長 道路部長ですけれども、今、紹介をさせていただきました道路そのものに避難を

した事例とか、仙台東部道路の盛土を登り上がって避難をしたという事例は、地元のテレビなど

で紹介されましたし、それから、新聞でもいろいろと報道されたと記憶しております。

○九戸委員 恐らくそういう道路の違った、一応通るというだけではない、救済という面での機能

がわかれば、今の評価の問題にもプラスになっていくのではないかと思って、ご質問いたしまし

た。

○平山委員長 ありがとうございました。

九戸委員からのご意見は、事業評価において、道路の新たな機能につながるのではないかとい
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う意見でございます。

６．審 議

１）「東日本大震災」を踏まえた事業評価について

○平山委員長 ご報告はこれまでにいたしまして、６番目の審議、ご意見を伺うところに入りまし

て、 初に「東日本大震災」を踏まえた事業評価についての議題に入りたいと思います。

審議事項にしました趣旨は、九戸委員のご提案そのものでございますが、事務局から、提案理

由について簡単に説明をお願いをいたします。

○事務局 それでは、資料３を今回ご用意させていただきました。Ａ４、１枚の紙でございます。

こちらは前回の委員会での防災効果の評価に関する主な委員の皆様方の意見を抜粋させていただ

いたものでございます。こちらを簡単にご紹介をさせていただいて、これからのご議論につなげ

ていただければと思います。

まず、時間も限られておりますので、いただいた意見の主なものをご紹介をさせていただきま

す。

まず１つ目は、均衡ある国土の発展とサービスの公平性を考えた検討が必要ではないかといっ

たご意見でございます。

２つ目としまして、防災という観点で別枠で評価されることは非常によい。ただし、選定基準

の「大幅な迂回」という項目だけでは不十分ではないか。

３つ目としましては、「災害の回避」が津波発生時点の場合は、どこに影響が及ぶかわからな

いため、便益差がマイナスであっても十分に防災機能を備えるべき道路だと思う。

４点目としましては、これまで事業化の対象にならなかった箇所が浮上してくる可能性がある

が、その際、Ｂ／Ｃと防災について、主をどう考えるのか、検討が必要である。

５点目としましては、新たな視点から事業を見直すとともに、対象から外れていた箇所で整備

が必要な箇所を広く調査し事業化していくことが必要である。

こういった意見が前回の委員会、それから、前回、前委員長のおまとめいただきました小委員

会に向けた意見の取りまとめという中でいただいた意見で、主なものをご紹介をさせていただき

ました。以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございます。

前回の委員会で、既にＢ／Ｃだけではなくて、もっと総合的な評価の必要性が認識されており

まして、委員の皆様には、大災害の予感があったようにも思われますが、まさに今回を経験しま
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して、道路の単に物流だけではなく、命を守る、命をつなぐ道路としての価値を改めて強く再認

識することになったと思います。

この機会に、先ほど局長もお話しになりましたけれども、この東北地方から事業評価の新しい

見方について意見を発信していくのは非常に大切なことだと思います。我々の責任でもあるし、

全国的にも説得力を持つ発言になるのではなかろうかと思いますので、少し時間をとって議論を

いただきたいと思います。

これにつきまして、柴田前委員長にまとめていただいた、今お話あった資料３もございますが、

資料番号を打っていない「東日本大震災を経験して－『事業評価手法』に関するメモ」という２

枚ものがございます。これは私がまとめさせていただいたものでございますが、今回、道路が防

災面で果たした役割あるいはその課題というものをまず書きまして、その後で、事業評価にかか

わる論点ということで、私が気がついた点を書かせていただいております。私の書き方は少しお

となし過ぎるかも知れませんが、やはり原則は原則として、便益３原則を基本としていくとして

も、それだけではなかなか全部をカバーできないんだという書き方をしておりますが、今回の災

害の復興に当たっては、もっと強い意見を発信していくことも、あるいは必要なのかなとも思う

ところでございます。

委員の皆様には、私の書いたメモにとらわれず、自由にご発言をいただければ大変ありがたい

と思います。約２０分程度、２時ごろまで時間をとって、意見交換をさせていただきたいと思い

ます。

それでは、どうぞご自由にご発言をお願いしたいと思いますが。

○大久保委員 災害の後に私も現地に入っていろいろ見ましたが、例えば瓦れきの処理にしても、

いろいろな省庁にまたがっていたり、堤防もいろいろな省庁でいろいろやり方がある。今、この

委員会の中で、国土交通省の中だけで完結するようなものは、割とベネフィット・コスト、その

あたりを考えていけばいいと思うんですけれども、その境界部分、そういうところをやるのにす

ごい時間がかかる。

例えば、福島の南福島のある地区を見ると、人っ子一人いない。すべてやられている。そうい

うところで、農地があって、除塩対策をいずれやらなければいけない。そうすると、通常の手順

でいけば、地盤沈下に対してある程度やる。それから、水路をつくる。ゲートをつくる。その後、

今度、水利権の調整とか、そういうものが入る。とにかく、そういう手続だけが相当かかる。だ

れもいないわけだから、単純に考えれば川の中に土のうでも放り込めば水はあふれるわけなので、

それでもって、早く雨水を利用すれば除塩も早い。しかし、それは河川法の縛りがあって、なか
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なか簡単には水をあふれさせるということはしづらい。そうなると、やっぱり、復興を進めるに

は、何か災害特区に指定してもらって、いろいろな省庁が協力して一気にやれる体制をとってい

ただくと、事がすごく早いんじゃないかなと。そういう面がかなりあるように思われました。

それから、もう１点ですけれども、もう１点は、災害時のいろいろなデータがこの資料には出

ていないんですけれども、我々調査に行きまして、国土地理院のデータがすごく役立ちました。

国土地理院はすぐに地盤沈下のデータを出したり、地震関係のデータを出したり、それから、航

空写真のデータを出したりして、あれはすごく我々役に立ちました。また、テレビなんかで災害

時の様子を見ていると、車がかなり渋滞状態で巻き込まれていくのが結構ある。そうすると、通

常の道路にそういう機能を持たせるということはいいんだけれども、例えば通常のＢ／Ｃによら

ないような、広い幅の道路で、直線で被災地から高速道路なり、そういうところに至る道路がも

っとあれば、あのうちの何台かの車は巻き込まれずに到達できたのかなというような、そういう

思いもして、付加的なことだけじゃなくて新たな機能をやるんだけれども、それは通常のＢ／Ｃ

じゃなくて、命を守るというような方法の評価があってもいいのかなと、ちょっと長くなりまし

たけれども。

○平山委員長 ありがとうございました。

道路の単に従来の３便益だけの考え方ではなくて、防災機能というものを重視すべきだと。先

ほど九戸委員からもそういう今回の事例がご意見としてございましたけれども、そういう機能に

注目したほうがよろしいんだという意見かと思います。

この委員会は、おしなべてすべての事業に対する評価の基準を考えるところでございましたけ

れども、大久保委員は、どちらかというと、今回は特例扱いをして、特区などを考えながら復興

の事業に先進的に取り組むというようなご意見かと思います。

ほかに何かございますか。

○金沢委員 金沢でございます。

私が一番被災地におりますし、一応被災もしました。また、道路がそのときどうであったかと

いうことも、現場にいた者として、ちょっとお伝えしながら、防災面の部分でもご参考になるか

なと思って、ご意見申し上げます。

３月11日は、私、要介護者の方々をお世話する会社をやってございまして、まず、あれだけ揺

れましたので、これは津波は来るぞということでスタッフの全力を挙げて利用者様の避難をいた

しました。海辺に近いところでございますので、とにかく高台に向かって全員を避難させました。

当初は５メートルぐらいの予測という防災無線がなったわけでございます。ですから、そのうち
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戻れるだろうという形で、一応の避難をいたしましたけれども、とうとうその晩は帰ることがで

きず、要介護者の皆様方をたくさん抱えてございましたけれども、近場の小学校に避難をしまし

たが、劣悪な環境でございました。真っ暗です。電気もなく、暖房もなく、どこにトイレがある

かわからない。それから、たくさんの方が避難してまいりますので、座る場所もなく、外で車の

中でずっと皆さん、とても寒かったですから、その一晩をエンジンをかけながら、ラジオだけを

聞いて、一晩を明かしたわけでございます。

その際にも、既に津波は来ていたということすらわからずに、情報が全く入って来なかったわ

けです。ラジオを聞いていますと、仙台とか、そういった割と東北の中心地に近いところの被災

状況は聞こえるのですけれども、自分の足元の地域がどうなっているのかというのが全くわから

なかったんです。テレビも映りませんし、もちろん、三陸沿岸の道路というのは内陸部からもか

なり遠いし、取材も入ることはできなかったと思うんですね。

九戸委員が先ほどおっしゃったように、道路に駆け上がった状況をテレビに映したかといって

も、多分無理だと思うんです。メディアも入らなかったですし、入れなかった。山を越えて、北

上山系を越えて、車で行けるところまで行って、あとは自分の足で、おりて自分のふるさとに身

内の安否を確認しに行ったという方々は大勢ございます。

私のほうも、利用者様を無事に帰すためにどうやったかというと、沿岸の道路は全部通れませ

んので、まず一つは、宮古西道路、これのおかげでございました。ここを通って、まず、町なか

の被災していないところに出る。そこから情報を聞きながらお帰しをする。もちろん、お帰しで

きなかった方々がたくさんございまして、この方々をどうやって生存を保障するか。まして、お

食事も食料が尽きてございますし、水もありません。電気もありません。どうやって、この方々

をお守りするか。医療と介護が一番打撃が大きかったと思います。食料が入ってまいりましたの

も１週間以上たってからです。もちろん移動手段のガソリンもございませんので、本当に１リッ

トルでどこまで行けるだろうかぐらいの計算を細かくして、その日の動ける範囲を計算するわけ

ですね。あとは何時間も並んで１０リットルずついただいて、車を代わる代わるガソリンスタン

ドに夜通し並ばせるとか、様々なこといたしました。

結果論を申しますと、三陸縦貫道が既に全線開通していたならば、どれだけの人の命を救うこ

とができたんだろうと。これは私だけではなく、沿岸住民の方はみんなそう申しております。そ

れから、一部なりとも供用できていた場所、それから、開通していた場所にどれだけ命を救って

いただいたか。これは住民でなければ多分実感としてはわからないということでございます。

それから、もう１点、既に復旧の段階が非常に国土交通省の対応が早かったんです。田老地区
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にも、かなり、行ってわかると思うんですけれども、道路が見えないぐらい瓦れきが積まれたわ

けです。どこが道路であるか、歩いて安否を確認しに行くといっても、その場所まで行けないわ

けです。その道路を 初に通してくれたのは三陸国道事務所です。それから、自衛隊です。宮古

市役所とか、沿岸自治体の市町村の役場や市役所は、無政府状態にありました。ご自身たちも被

災しているし、庁舎も大打撃で機能不全になっています。あのときに一番活躍して命を救ってく

ださったのは、国土交通省の方々、それから自衛隊の方々、そして、何日間かして、道路が片づ

きやっと通れるようになってから、全国の自衛隊の方や各自治体からの応援の方々、警察の方々

が入ってきたわけです。いかに道路が 初に整備されなければ私たちは生きていけなかったとい

うのは、実際に住民の方々の意見であります。

それから、三陸北道路中野バイパスは２２年１１月２８日に、開通していてどんなによかった

かと。あの道路がなかったら、田野畑から岩泉とか三陸の北のほうにはだれも行けなかったと思

います。本当にこれだけの未曾有の災害を受けながらも、三陸北道路、宮古道路、山田道路は、

十分に住民の命を救ってくださったと、これが私どもの実感でございます。

いっぱい申し上げてもあれなので、一応ここまでにしておきます。本当にありがとうございま

した。

○平山委員長 ありがとうございました。

他にご意見あれば。

○宮城委員 ここでの意見が中央へ通るかどうかわかりませんが、それを意識して、中央へ言って

いただくということを意識して、２点ほど申し上げたいんですが。

まず、事業評価ということです。これは多分中央のほうでも議論されているとは思いますが、

まずＢ／Ｃというのは基本的な決定論的な手法ですから、こういうようなリスクが発生するとい

う場合のＢ／Ｃ、これは実は学問体系としてはできている。ただ、リスクというのは、つまり、

起きる確率がわかっているというか、実験である程度できるというのが前提の話です。ところが、

リスクと似たような言葉なんですが、不確実性という言葉があります。これば何が起きるかわか

らない。この方法を対象にしたものが、高信頼性設計という意味合いがスタートしていますけれ

ども、これはとにかくレアイベント、つまり、今回のように予想しなかった、想定外の事件が起

きるということですね。ＮＡＳＡとか、そういうところ、本当に安全性を重視するようなところ

は、前ですと、冗談で、シックス・ナインと言って、９が６個続く、 近は９が１０何桁、２０

桁ぐらい続くらしいですけれども、そのぐらいの安全性。当然、構造物、すべてそういうわけに

はいきませんので、あるいはそういうような計算はできませんけれども、多分シミュレーション
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をやっていくと思います。

ただ、言いたいことは、それは具体的には技術屋さんとか中央で考えていただくとして、レア

イベントという考え方、滅多におきないようなことが起きるというものの設計と安全のシステム、

多分これは構造物だけではだめで、議論されているように、人的にネットワークであるとか、い

ろいろなものでサポートしないと多分それはできないんだと思いますが、そういう考え方が、今

後、必要だろうということが１つ。

第２点は、先ほど、大久保さんが言われたものと非常に近いんですけれども、こういう広域の

ときに費用便益分析は非常に無力といいますか、やっぱり、写真であるとか、ＧＩＳデータとい

うものが非常に重要なんですね。

私も前、中部地整におるときにご意見したことがあるんですが、事後評価として、常に航空写

真をとっていて、事前と事後でどう変化するかというものをずっとフォローしていると、例えば

道路の場合でも、昔は何もなかったのが、道路ができたら、この辺に住宅が出てきた。これをど

うやって量的に評価するかというのは非常に難しいんですが、これはまた別の技術が必要ですけ

れども、必要なのは、どういう観測、あるいは人に説得できるような、数値データというよりも

多分画像データがおそらくいいだろう。だから、今回もお金はかかるかもしれませんが、定期的

に航空写真をずっと撮って、ずっとフォローしていくといいますか、すぐは役に立たないかもし

れませんが、今後のために、土地利用がどう変化していったかということを次世代に残すために

も、ずっとデータを、単に紙データではなくて写真、地上から撮った写真ではわかりにくいので、

やっぱり航空写真が一番いいと思いますけれども、それを定期的に飛ばして、ずっとフォローし

ていく。そういうものが、今後、こういう大きな震災があったときに復興していくプロセスをも

っとわかりやすい形で表示する。これは実はＧＩＳデータに落とすと、もっといろいろな分析が

恐らくできると思うんですけれども、そういう量的に把握するということ、これはふつうの民間

であるとか個人ではできませんので、やっぱり、国がやっていただけると一番いいかなと思って

います。

○平山委員長 ありがとうございます。

今後につながるデータの残し方に大変役立つご意見だと思います。

○間庭委員 まず、 初、報告ありましたとおり、くしの歯作戦初めとする道路、空港、港湾、河

川の大変なご尽力により、まだまだ完全には復旧しておりませんが、ある一定のスケジュールを

お示しいただいて、そして、そのもとで粛々としっかり進めていただいておりまして、くしの歯

作戦は直後に行われましたし、また、今日も、一つのシンボルであります仙台空港が国内線全面
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復旧するような路線が確保できたということなど、大変感謝申し上げております。

事業評価の手法にかかわることなんですが、まず、今まで、前回の３月９日にも一部出ていま

したが、起きてみて思うことは、やはり、平常時の、つまり災害が起きる以前の防災・減災とい

うのが大きなテーマであったんですが、それは当然そういったことを講じなければいけないんで

すが、その視点でのインフラのありようと評価、こういったようなものは我々普段からやってい

たわけですが、それが一つありましたほか、やはり、今回のように、発生時直後の例えばくしの

歯作戦に代表されるようなことを想定したことにおけるインフラの評価、あり方というものがあ

ります。これは比較的直後、それから、現在のように、復旧・復興を目指していくプロセスの中

でということで、大きく分けると３つぐらいの時間的な流れが、展開が、あるいは評価の視点が

あってやらないと、平面的な防災・減災というだけでは、ちょっと評価が不足するのではないか

なということで、やはり、さっき申し上げました３つのような視点での評価をしっかりしておか

ないといけない。これはハードだけではなくて、ソフトももちろんです。例えば、先ほどありま

したように、本来の目的ではない高規格道路の上が避難所になるということは、そういうケース

もあるわけです。ソフトとして利用するという意味。そういったふうなことで、震災前、それか

ら、発生時、比較的直後に近い時間帯、それから、復旧・復興を目指している間と、３つぐらい

の視点で分けて、事業をしっかり評価、もしくはその手法を検討しておかないといけいなのかな

という視点が今回与えられたのではないかなということであります。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。

林山先生、国のほうの評価でどんなご意見が出ているんでしょう。

○林山委員 ２点ほどあって、一方は、皆さんのお話に水を差すような話をしてしまうんですけれ

ども。

高規格道路が避難場所になった、これは確かに効果だとは思うんですが、これは本来の使い方

じゃないんですよね。本来の使い方でそういうことをやっていいのだったら、皆さん、あそこの

路側帯を自転車で通勤・通学していいわけで、それは道交法で禁止されているわけです。付加的

にこういうことを使ったらいい効果があった。そこはちゃんと切り分けて考えておく必要が僕は

あろうかと思います。

もう一方は、震災が発災した後、すぐ物流、物資が届く。これは本当に道路の本源的、人流と

か物流が、多少障害はあったでしょうけれども、通行できたというのは、これは効果だというふ

うに考えるべきで、僕は防災面で非常に重要だと思うんですが。まず、考えなければいけないこ

とというのは何かというと、先ほど、どなたかの委員もおっしゃっていましたけれども、費用便
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益分析で事業評価するときというのは区間を評価するんですね。要するに、予算づけで、どこど

こインターからどこどこインターに予算ついて、これはやりますか、どうですか。部分的にでき

ていただけでもすごく効果があったというふうにおっしゃいましたけれども、できれば全線あっ

たほうがより効果があったわけです。ですから、そういった意味では、防災というのはネットワ

ークというか、路線で評価を考えるべきであって、点で評価しても、費用便益分析のベースにう

まく乗っかるのかなと。例えば港湾とか河川はすごくわかるんですね。そもそも防災とか、防潮

堤建設云々というのが本源的な機能ですから、それはすごくマッチングするんですけれども、道

路評価というのは、人流、物流がうまくいくというのが本源的なものですから、それをぶつ切り

で、ここで評価して、これは継続云々とやるのと、ちゃんと路線、三陸なら三陸をぼんとつくっ

ておけばより救われたかもしれないということを考えたときに、そこのちょっとずれがあるのか

なという気がしました。

もし、防災にすごく配慮したものをつくるというのは、それは結構なんですが、これはちょっ

と道路に関係なく、福島の原発のようなことを考えると、今マスコミで言われているように、原

子力は一番安く発電できるという話なんですが、ところが、 終廃棄から、それから、とんでも

ない今回の事故が起こったときの補償費まで費用として考えたならば、本当に安いのかという議

論が巻き起こっているわけですね。ですから、こういった道路、津波、地震なんかでの被害、そ

の費用というものをどこまで我々はとらえるべきなのかということを、やっぱり考えておかない

といけないということはあろうかと思います。以上です。

○平山委員長 かなり根本的な評価の見直しということになろうかと思いますが、間庭委員がおっ

しゃったように、時間的に見るといろいろな評価があり得るんだとは思いますが、実際に、今回

は、このような想定を超えるような震災が起きて、その存在というものが別の意味でものすごく

大きなメリットを生んだということも一面では事実だと思いますし、そういうようなことを、総

括的に、どのような仕組みで評価していけば、 も透明性ある、国民が納得するような評価にな

るかというのは、本当にこれからの議論によらなければいけないなというふうに思うところでご

ざいます。

他に何かございませんか。

○井上委員 先ほどの林山委員のこれは全く、前々からそういう話をしていて、していいと思いま

すけれども、この場は、議論の場ではないかもしれませんけれども、日本で一番、そういうほか

の上位の法律を押し込めてでもできるのが、多分、砂防法だと聞いています。自然公園法も何も

かも、とにかく抜きにしても、まず人命をというのがあるんですが。先ほど、大久保委員の言わ
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れた真っ直ぐにとか、それは復旧対策なら理解できますが、今、本当に国交省一番いろいろなと

ころにタッチしていますが、環境面ではすごく配慮しているんです。川なんかでも、これからち

ょっと米代川にあした行くんですが、その辺、やっぱり掘削するにしても、河道内掘削、あるい

は、曲がっているところを真っ直ぐにするにしても、相当環境に配慮してくれています。それが

今言われた、ちょっと、「えっ」と思ったのは、真っ直ぐにしろとか。５年、１０年、もっと先

のことを考えて国交省は事業をしていると思うんですけれども。そこをちょっと、どうしてもや

らなければいけない、砂防法に準じる、先ほどみたいな、それに匹敵するようなものでしたら、

やらなければいけないのかもしれませんけれど。それをちょっとどう考えたらいいかと思って。

○平山委員長 そうですね。なかなか難しいことですね。ご意見、後でまとめさせていただこうと

思いますが。

○小山委員 お話を聞いていて、三陸自動車道、東部道路が住民の避難場所、浸水拡大防止等とい

うことで副次的な防災機能を発揮したというのは私も聞いておりますが、ただ、別な話も、皆さ

んご存じかと思いますが、道路の外側になってしまった住民の被害がかなり大きくて、先ほどの

写真にもありましたように、道路の内側と外側でかえって、その道路があったために海側の住民

の被害が大きくなったという、そういう話も聞いていますので、ここで議論することではないの

かもしれないんですけれども、やはり、そういった道路の内側でない、外側の人たちの防災機能

をどうしていくかということも考えていかなければならないのかなと思ったのと、同じく、東部

道路なんですけれども、多賀城のあたりは下が堤防みたいなものではなくて、通り抜けできるよ

うになっているので、そういった水がやはり来てしまったので、そういう意味から考えると、東

部道路の多賀城のあたりも、道路とかを考える必要があるのかなと思いました。

○平山委員長 道路による種々の防災効果について検討し、多重な防災対策を進めなければいけな

いというご意見かというふうにお聞きいたします。

他に何かございませんか。

いろいろな意見が出て、すべてを事業評価に対する意見としてまとめるのは非常に難しいんで

すが、道路が防災的な大きな効果を発揮したということは厳然たる事実でございまして、それを

今後の道路事業の評価にどう反映させていくかということが論点かと思います。事務局でまとめ

させていただき、今日の議事録の中では、いただいたご意見を箇条書きに整理していただければ

よろしいかと思います。

こんな機会は滅多にないことでございまして、ここで我々が発言、発信しないということは、

非常に無責任なことでもありますので、ぜひ、国なり、もっと公の場に、地域の意見を発信して
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まいりたいと思います。、事務局と私で少しまとめさせていただきまして、また、委員の皆様に

見ていただいて、ご了解がいただけるものであれば局長にお出しするということにさせていただ

きたいと思います。

それでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）

いろいろご意見をいただきましてありがとうございました。

それでは、後ほど、今日いただいた意見については議事の概要で取りまとめて確認をお願いし

たいと思いますので、事務局はその準備をお願いいたします。

２）事業審議

○平山委員長 次に、もう一つ、審議の事項がございまして、通常の事業ごとの評価でございます。

今回は、道路事業再評価が２件とダム事業再度評価が１件が審議対象となっておりますが、重点

事業か要点事業かという事業選定を行っておりませんので、重点審議事業と同様な説明をやって

いただきまして審議させていただきます。

〔道路事業 再評価〕

・一般国道４５号 高田道路

・一般国道４５号 南三陸道路

○平山委員長 それでは、 初に、道路事業から始めさせていただきますが、時間が限られており

ますので、説明はポイントを押さえてお願いをしたいと思います。効率的な議事の進行にご協力

をお願いしたいと思います。

初は、道路事業、一般国道４５号高田道路でございます。ご説明をお願います。

○工藤三陸国道事務所長 三陸国道事務所長の工藤です。よろしくお願いいたします。

それでは、資料４－１、道路事業再評価、一般国道４５号高田道路についてご説明させていた

だきます。

１ページお願いします。

高田道路は、宮城県仙台市から岩手県宮古市に至る、総延長約２２０キロの自動車専用道路で

ある三陸縦貫自動車道の一部を担う道路です。陸前高田市の高田地域は、東日本大震災で津波に

よりまして壊滅的な被害を受け、唯一の幹線道路である国道４５号が長期間通行不能となった地

域でございます。

事業の目的は、津波浸水区域を回避して緊急輸送路を確保し、広域的な交流・連携の促進、第
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３次医療施設への速達性向上と地域住民の安全安心の確保を図るものです。

事業の概要ですが、平成６年度に全体事業費２５１億円で事業化され、現在までの進捗は約７

２％でございます。平成１３年度より用地着手し、用地の進捗は約１００％となっております。

平成２０年度に通岡インターチェンジから大船渡碁石海岸インターチェンジまでの３．４キロに

ついて２車線で完成しました。現在は、平成２５年度の全線完成を目標として、残区間について

順調に工事を進めているところでございます。

それでは、２ページをお願いします。

地域の状況でございます。陸前高田市には、県立高田病院があるものの、重篤患者は７割が３

次指定の県立大船渡病院へ搬送されておりますけれども、渋滞の影響で交通アクセスが不十分な

状況にございます。

３ページをお願いします。

道路交通の状況でございます。三陸沿岸部は、内陸部や宮城県に比べて高速ネットワークのミ

ッシングリンクが多数存在しまして、都市間のアクセス性が悪く、長い時間距離となっておりま

す。図のほうをご覧いただきたいと思います。

それでは、４ページをお願いします。

現道区間の死傷事故率については、国道４５号平均の約１．５倍でございまして、また、市道

との交差点などでは、死傷事故率１００以上となっております。

５ページをお願いします。

今までのことを課題、原因と整理したものですが、これを踏まえて政策目標をつくりました。

１つは、津波被害を回避し、命を守る道路。２点目は、高規格道路ネットワークの形成。３点目

は、高規格道路による交通の分散化でございます。

６ページをお願いします。

期待される効果でございますが、陸前高田市から県立大船渡病院への搬送時間は、高田道路全

線開通によりまして５分短縮されまして、速達性、利便性が向上します

７ページをお願いします。

三陸縦貫道が全線開通すると、約７０分時間短縮が図られます。

８ページ、お願いします。

交通事故の減少でございます。高田道路の整備によりまして、現道の交通が分散化されまして、

死傷事故件数は約６割の減少が期待されます。

９ページ、お願いします。
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ここで費用便益比についてでございますけれども、全体で１．９ございます。それから、残事

業で６．７になっております。

それでは、１０ページ、お願いします。駆け足ですみません。

ここからは、大震災の被害状況と三陸縦貫道の整備効果についてご説明します。

大震災による津波によりまして、陸前高田市は壊滅的な被害を受けました。市役所、病院も被

災し機能がストップしまして、また、唯一の４５号も寸断され、多数の孤立者などが発生しまし

た。震災後、一部供用中の高田道路を利用して、県立大船渡病院へ負傷者の搬送が行われました。

１１ページ、お願いします。

一部供用中の高田道路については、津波浸水時に通岡トンネルやパーキングが避難場所として

活用されました。また、津波浸水区域を回避していることから、迅速な救急搬送、物流支援を図

ることができました。下のほうには、宮古、山田道路の事例がございます。

それから、１２ページでございますが、津波によりまして国道４５号の３カ所の橋りょうが桁

流出などで通行不能となりました。特に気仙大橋は、通行不能期間が約４カ月にも及びましたが、

その間、広域迂回を強いられました。下の図のとおりでございます。

１３ページ、お願いします。

これは釜石山田道路が大震災の直前に、３月５日でございますが、供用されていたことから、

迂回路として使われまして、広域迂回が回避された事例でございます。

１４ページ、お願いします。

復旧・復興についてでございますが、東日本大震災後、各地から多くの人と物資が一部供用済

みの高田道路を使い、陸前高田市内に入ってきました。また、陸前高田インターチェンジ付近は、

津波被害を受けていない地域でもありまして、災害対策本部と各地を結ぶ新たな緊急ルートとし

て機能することが期待されます。

１５ページ、お願いします。

事業の進捗、見直しについては、今回の大震災の津波により、高田地域は甚大な被害を受けま

したが、この事業の目的が失われるような情勢等の変更はございません。平成２５年の供用を目

指していきたいと考えております。

それでは、 後、１６ページでございます。

岩手県知事からは、事業の継続について異議なしとの意見をいただいております。

以上のことから、再評価の結果、今後の対応方針としましては、事業継続と評価しております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
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○平山委員長 ありがとうございます。

陸前高田と大船渡を結ぶ道路でございます。一般国道４５号の高田道路でございますが、通常

の３便益による評価をまず前半で行っておりまして、その後で、今回の震災にかかわる道路が果

たした役割等々についてご説明をいただきまして、まさに先ほどの議論の防災的な役割の果たし

た道路ということができるかと思います。

ご意見、ご質問等ございませんか。

○金沢委員 金沢でございます。縦貫道を含めて高規格道路が全線開通するまでにかなりの年月が

かかるということだったんですが、先般、大畠国交省大臣が、少なくとも１０年を目途に急務と

して開通させますとおっしゃっております。今回、私たちが事業評価をする場合の工期というも

のが、従前どおりの計画期間なのか、あるいは国交省大臣の明言した期間として変わっていくの

かというあたりをちょっと明確にお示しいただければなと思っております。まして、まだこの期

に及んで、申し上げたいんですけれども、１０年では遅過ぎるなという気もします。なぜかとい

うと、被災されて壊滅的な被害を受けた市町村は、ゼロからのまちづくりを計画しているわけで

す。その前提となるのが、国のいわゆる復興にかかわる道路をどこに持ってくるかとか、そうい

ったものを待っているわけです。それがないと、まちづくりが進まない。ということで、荒廃し

たあの町がいつまで続くのかという、高台に移転をするにしても、住宅をつくるにしても、どこ

に道路が通るのだろうと、身動きができない状態で地元の方はいると思います。やはり、１０年

では遅いというのが実感でございますし、さらに、例えばこれは５年ですというふうになれば、

住民も失望してやる気をなくしていますよ。でも、モチベーションが違ってくるのではないかと。

これは評価委員会で言うことじゃないんですけれども、そういう意味では、国交省大臣の国の考

えというものが、期間をどのようにして持っていくのか。この辺が評価の対象の部分とかかわる

ので、そこら辺を整理していただけたらなと思っております。

○平山委員長 ありがとうございます。

評価とは、ちょっと離れますが、地元にとっては非常に切実な問題でございまして、今の道路

についての大臣の発言、海岸堤防の防災水準、あるいは土地利用の問題等、国がまず率先してや

っていただかなければ、なかなか地元が動けない問題が多々あると思いますが、そのあたりにつ

いて、局長にお伺いすればよろしいでしょうか。

○徳山局長 地元のそういう思いはいろいろ伺っております。大臣は１０年間で、これは八戸久慈

道路まで含めて全線を完成させる方向でということは言われたわけでありまして、これから、実

際の行政行為が、予算の問題ですとか、順次進んでまいります。ですから、本当は、年末までの
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予算、補正予算とか、来年度以降の予算の話もきちっとしないと、まだ方針が出ただけでござい

ますから、スピード感も含めて、これからの問題になります

ただ、今おっしゃったように、地元の復興とはこれは密接に関係いたしまして、地元は今回、

津波をかぶらなかった地域の土地利用も同時に考えるわけで、そういうところが、まさに三陸縦

貫のルーティングの場所なわけです。そういうことも踏まえまして、既に、こういう事業化して

いるところはもちろんどんぴしゃの線がありますけれども、事業をしていないところについても、

青森までの全線について、幅１キロぐらいで、こういうところで今考えておりますということを

７月１日に公表させていただいて、１０日までにご意見をいただきました。さらに、このご意見

を踏まえて、８月末までにはもう少し絞ったルートを提示させていただいて、あるいはインター

の一部を決めさせていただいて、それで地元の土地利用計画をこれとあわせてつくっていただけ

るように、まずは大急ぎでやっているところでございます。

繰り返しですけれども、まず、それが一番急ぐことであって、あとは本当にどういうスピード

でできるのか、あるいはその予算づけに際しては、先ほど、林山先生からもお話あったように、

ぶつ切りでなくて、今度こそ、例えば全線評価もできるかもしれません。そういう評価の仕方も

今並行してこれから研究するということでございます。

○平山委員長 よろしいですか。（「はい」の声あり）

ぜひ、努力をお願いをしたいと思います。

他に何か。

○林山委員 すみません、つまらない質問なんですけれども、局長にお聞きすべきか、道路部長に

お聞きすべきか。被災地と直結して、先ほどの復興計画の核になる道路だという話のときに、ま

だＢ／Ｃに余裕ありましたよね、１．９いくつということで。もうちょっといいものをつくって

おこうという改善というのか、修正意見というのは検討されるものなんですか。されない、再評

価だから、そのままだということなんですかね。

○徳山局長 やはり、今回の３・１１というのは、今まで経験しなかったような災害でもございま

すので、 大限、３・１１を踏まえた設計変更なども、できる限り、事業中のものも含め、やっ

ていくことになると思っております。例えば、先ほどおっしゃったように、通常は自動車専用道

路で、住民がそこに登ることは想定しておりませんけれども、例えばいざというときに登りやす

いような階段のような構造物とか、あるいは今回、仙台東道路は人が上ってしまって、その時点

では通行どめにしておりましたから、問題なかったわけですが、将来は、救援とか物資輸送のた

めに道路も通しながら人も逃げるというケースもあり得るわけで、そういう本線じゃないところ
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に多少人が滞留できるような施設も必要ではないかというような議論はしておりまして、間に合

うものから、今回のことを踏まえた改善は入れていこうと思っております。（「ありがとうござい

ました」の声あり）

○平山委員長 よろしいですか。（「結構です」の声あり）

よろしくお願いしたいと思います。

他に何かございませんか。

○宮城委員 今、ちょっと気になるんですけれども、盛土構造にして、確かに防災面で機能があっ

た。だから、人が登りやすいようにするということは、平時に酔っぱらいなり、何かがそこから

高速道路へ入る可能性を非常に高めて、交通事故を増やす可能性も出てくるわけです。それは確

かに、林山委員が言ったように、本来、道路の機能としては、やはり通行機能が重要視されるべ

きであり、当然、道路にはいろいろな機能があるわけです。環境面もあれば、防災面もあれば、

通風もよくするとか、都市内の場合だったら都市の骨格をつくる機能、要は、そういう中で何を

大事にするかというと、今は通行機能を大事にしているわけです。これを本当に防災面も考える

となると、これは設計の話なので、ちょっと費用便益分析とは離れますが。ただ、人が登りやす

いようにするというのは、端的にちょっと考えても、何か非常にリスキーな感じもするので、こ

れは今、検討するというお話ですので、そういう意見もあるということをちょっとお考えくださ

い。

○平山委員長 ありがとうございました。

他に何かございませんか。

○金沢委員 結果的な話で、どこも逃げるところがなかったので、沿岸住民はそこに逃げさせてい

ただいたということなんです。本来は、各自治体が安全な避難場所とか避難路を確保していれば

よかったわけですが、なかなか地形的な制約等がありまして、三陸沿岸というのは急峻ながけに

囲まれた場所でございまして、なかなかそういった避難路を確保できない自治体がほとんどでご

ざいます。今までの道路は専用道路だから、人が入ってはいけないけれども、結果的にそこに逃

げさせていただいたという、逆に言うと、法律を変えれば、そこに万が一のときは避難できる手

だてがあってもいいと私は思います。ただ、リスキーな使われ方をされないような設計上の工夫

とか、普段は絶対入れないような、そういった工事的な部分でのアイデアは必要かなとは思いま

すが、自治体の方々の意見をいっぱい聞いて、よい方向に進めていただきたいと思います。

○平山委員長 ありがとうございました。

他に何かございませんか。
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それでは、ないようでございますので、高田道路ですが、ここに対応方針ございますように、

津波浸水区域を回避し緊急輸送道路を確保し、三陸南北軸の幹線交通を担うとともに、第３次医

療施設への速達性向上等、地域住民の安全安心の確保を図るものである。さらに、三陸沿岸地域

の交流・連携を促進する高規格幹線道路ネットワークを形成するものとして、早期整備の必要性

が高いということでございまして、原案どおり、事業を継続するということでよろしいでしょう

か。（「はい」声あり）

ありがとうございます。

続きまして、南三陸道路について説明をお願いいたします。

○桜田仙台河川国道事務所 仙台河川国道事務所の桜田と申します。

ただいまの高田道路と内容が重複するところにつきましては省略させていただきます。

お手元の資料５－１に基づいてご説明いたします。

まず、１ページですが、事業の目的は、高田道路とほぼ同様でございます。右側の図をごらん

いただければおわかりのとおりですが、起・終点とも南三陸町内にございまして、延長は７．２

キロ、事業採択は２０年度、今年度の用地、工事着手を予定しております。全体事業費は２３８

億円となっております。

２ページをお開きいただきたいと思います。

地域の状況でございますが、まず、高次医療機関へのアクセス性ということで、左側のほうの

地図をごらんいただきたいと思います。南三陸町歌津並びに気仙沼市本吉地区の一部地域は、石

巻の赤十字病院まで６０分以上の時間を要するということになっておりまして、高次医療施設へ

のアクセス性が低い地域となっております。

ちなみに、右側の棒グラフをごらんいただきたいのですが、これは年々、三陸道の供用が仙台

側から延びてきております。それと同時に、南三陸町から石巻の赤十字病院へ搬送される件数が

それに比例して伸びているという状況でございます。

３ページ、お開きいただきたいと思います。

三陸沿岸地域は、何といっても水産業が基幹産業となっておりまして、特に気仙沼市の水揚げ

というのは宮城県内ナンバーワン、全国でも第９位だということでございまして、その金額が年

間１９６億円に及んでいる状況でございますが、ご承知のとおり、時間とともに鮮度が落ちやす

いというようなことで、品質の低下を招かないような輸送の際の配慮ということが重要となって

おります。

続きまして、４ページでございます。
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右側の写真に、現道４５号と三陸道の南三陸道路、これを赤の破線で書かせていただいており

ますが、一目でおわかりのとおり、現道が非常に線型がくねっておりまして、急カーブ、急勾配

が多いという状況になっております。このため、特に救急搬送の際の様々な問題が指摘されてい

る状況でございます。

続きまして、５ページです。

整備率でございますが、左下にありますとおり、全国あるいはオール東北での高規格道路の整

備率７０％に対しまして、三陸沿岸地域では約半分だということで、この結果、上段の地図で比

較されておりますように、内陸部、沿岸部での交通アクセスの差が顕著になっております。これ

が全線整備時には、内陸部と沿岸部のアクセス性の差がほとんど解消されるような形になると考

えております。

続きまして、６ページでございます。

事故危険箇所の存在ということで、南三陸町の４５号と３９８号の交差点におきましては、事

故が多発しておりまして、管内平均値の約１３倍に相当する事故率となっております。右側の下

のほうに、これは津波の被災前の状況ではございますが、交通が錯綜している状況を添付させて

いただいております。

続きまして、７ページです。

地域及び道路の課題とその原因ということで、これらの課題並びに原因に対しまして、津波被

害を回避し命を守る道路整備である、高規格道路ネットワークの形成という側面を持っている。

それから、高規格道路整備による交通の分散化、これらの政策目標を満足する事業であると考え

ております。

続きまして、８ページでございます。

期待される整備効果の例でありますが、先ほどもお話ししましたとおり、救急搬送の時間の短

縮ということで、石巻赤十字病院への６０分カバー人口の変化ということで、真ん中の棒グラフ

にございますように、南三陸道路の整備によりましてカバー人口が劇的にふえていくというふう

に想定しております。

また、右側の棒グラフでございますが、水産物の輸送の効率化・品質向上ということで、三陸

道の全線供用時には、現況に比べて３０分程度の時間が短縮されると見込んでおります。

９ページです。

事業の投資効果ということで、費用便益比につきましては、全線で１．３、残事業の関係のＢ

／Ｃは１．４になっております。
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次に、１０ページでございますが、被災状況と三陸道の整備効果でございます。

当該地域は、過去に幾度も津波被害に遭っておりまして、その教訓をもとに津波浸水区域を予

測していたものでございますが、今回の大津波がその予測をはるかに上回り、写真にございます

ように、中心市街地は壊滅的な打撃を受けております。

続きまして、１１ページです。

現在、先ほどご説明しました一般国道４５号現道がこの町内を走っているわけでございますが、

津波により、ちょうど紫のルートが描かれておりますが、バツということで、水尻橋、それから、

歌津大橋、それから、二十一浜橋が落橋ということになりまして、結果といたしまして、合わせ

て南三陸町及びその近隣地域で約１万人が孤立する事態となってしまったわけでございます。

このページの左下に水尻橋の落橋の航空写真、右側に歌津大橋の落橋の航空写真を載せさせて

いただいております。

１２ページ、被災状況と三陸道の整備効果ということでございます。

まず、リダンダンシーの確保ということで、石巻の赤十字病院、石巻市にございますけれども、

そこに救急車の退出路がございまして、震災後、多くの被災者を病院に搬送した実績がございま

す。これらの救急搬送に対しまして、リダンダンシーが確保できるということでございます。そ

れから、災害時の孤立回避・救助活動支援というようなことで、先ほどから何回も話題にはなっ

ておりますが、道路に避難するというようなところにつきまして、地元の役場との密接な調整を

図ってまいりたいと考えております。

１３ページです。

事業の進捗状況についてでありますが、この地域におきましては、津波によりまして避難され

ている方、行方不明の方が多数存在しておりますので、地元役場の協力のもとに、避難先の確認、

戸籍等の収集を行いながら用地等の協議を進めていく予定でございます。

後、１４ページでございますが、地方公共団体等の意見ということで、宮城県知事からは、

事業の継続について異議なしとの意見と併せて、命の道についてのコメントが寄せられていると

ころでございます。

後に、対応方針でございますが、以上のことから、事業継続とさせていただきたいと考えて

おります。

１点、修正いたします。先ほど、１１ページのちょうど絵の右側に二十一浜橋落橋と書いてご

ざいますが、実は橋自体は残っておりまして、橋の前後の盛土が津波によって流されて通行不能

になったということでございます。おわびして訂正申し上げます。以上でございます。
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○平山委員長 ありがとうございました。

一般国道４５号南三陸道路でございます。事業化が平成２０年で決まって、まだそれほど進捗

はしていない道路のようでございますが、先ほどと同じような性格の道路にお見受けいたしまし

た。志津川と歌津の間、宮城県の海岸部のネットワークを形成する重要な道路に位置づけられて

いるところであります。防災、災害のメリットにつきましても、先ほどと同様に記載されている

ところでございます。

何かご意見ございませんか。よろしいでしょうか。

従来のやり方でいくと、Ｂ／Ｃ、全線についても、残事業についても１を上回っているという

ことでございますし、さまざまな防災的な役割も期待されている道路でございまして、そこに、

後に結論として、原案としてございますような、事業の継続ということでお認めいただけます

でしょうか。（「はい」の声あり）

ありがとうございました。

それでは、事業の継続とさせていただきます。

〔ダム事業 再評価〕

・胆沢ダム建設事業

○平山委員長 続きまして、河川事業の再評価の審議でございます。

胆沢ダム建設事業につきまして説明をお願いしたいと思います。

○松井胆沢ダム工事事務所長 胆沢ダム工事事務所の松井です。私から説明させていただきます。

資料６－１の１ページ目をご覧ください。

胆沢ダムは、岩手県奥州市胆沢区若柳地内に昭和６３年度に建設事業着手し、平成２５年度完

成予定で、完成まであと少しの期間となっております。全体事業費は約２，４４０億円です。ダ

ムの形式はロックフィルダムで、高さ１３２メートル、総貯水容量１億４，３００万トン、北上

川水系の洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい、水道、発電を目的としております。

２ページ目をご覧ください。

事業の進捗状況ですが、黒で着色している部分が平成２２年度末施工済みで、ダム本体の盛立

は完了し、洪水吐きについてもほぼ完成しており、取水放流設備や管理設備、付替道路のみとな

っております。

３ページ目をご覧ください。

残事業ですが、先ほど説明しましたが、堤体盛立は昨年の５月に完成しました。残る取水放流
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設備の躯体コンクリートの打設は、６月末時点で約３０％の進捗率となっており、ことしの１２

月に打設完了を予定しております。平成２４年度には試験湛水を実施する予定で、計画内での事

業費で完成する見込みです。

４ページ目をごらんください。

北上川流域市町村の土地利用状況ですが、森林等で７８％を占め、水田・畑の農地が１９％、

市街地が３％となっております。

５ページ目をご覧ください。

北上川流域内の人口は、宮城県は昭和５０年からほぼ横ばい、岩手県は平成１２年度まで増加

傾向で、それ以降はほぼ横ばいで人口は大きく変化しておりません。農業生産額、製造品出荷額

を見ても近年は大きく変化していない状況です。

６ページ目をご覧ください。

北上川の計画堤防整備延長は２７０キロメートルですが、完成堤防は１０２キロと３８％に過

ぎません。胆沢川合流点下流の北上川においても、完成堤防が４５キロメートルと３２％であり、

いまだ整備率が低く、災害発生の危険度は高いものと思われます。

７ページ目をご覧ください。

過去の災害ですが、全国的に被害が発生したカスリン、アイオン台風の災害を初めとして、近

年においても、平成１４年７月、１９年９月洪水により大きな浸水被害を受けております。

８ページ目は、カスリン、アイオン台風時、９ページは、平成１４年７月、平成１９年９月洪

水時の被害状況写真です。

１０ページ目をご覧ください。

事業の効果ですが、胆沢ダムの完成によって、浸水が解消あるいは低減する範囲は、胆沢川沿

線から北上川河口部の石巻市まで及んでいます。浸水面積約１，６００ヘクタール、浸水戸数約

１，１００戸、床上浸水約９００戸が解消されます。

１１ページ目をごらんください。

事業の投資効果ですけれども、治水経済調査マニュアル（案）及び公共事業評価の費用分析に

関する技術指針に基づき分析しました。前回の平成１９年時のＢ／Ｃは河川分、治水分ともに１．

７であり、今回のＢ／Ｃも河川分、治水分ともに１．７であり、１．０を上回っております。ま

た、残事業でのＢ／Ｃは、河川分５．６、治水分９．４となっており、１．０を大きく上回って

おります。

なお、投資効果のＢ／Ｃの算定に当たっては、利水関係のかんがい、水道、発電につきまして
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は、各事業者ごとに再評価しているため、ダムの全体事業としての再評価はしておりません。

１２ページをご覧ください。

残事業費変動、残工期変動、資産変動について、おのおのプラス・マイナス１０％の場合の感

度分析を行っており、いずれのケースにおいても、基本ケースと比べて大きな変化は見られない

結果となっております。

１３ページ目をご覧ください。

地域の協力体制ですが、地元の自治体などで組織している胆沢ダム建設推進期成同盟会により、

毎年、ダムの建設促進と早期完成に向け要望活動が行われております。また、水源地域保全活動

として、エコワークいさわ水の郷、奥州市などの主催によるブナの植樹活動も行われております。

１４ページ目をご覧ください。

関連事業との整合ですが、水道事業は平成２０年３月に浄水場が一部完成しており、暫定豊水

水利権を取得し、自己水源を持たない地域への供給を行っております。また、平成２２年１１月

に水道事業の再評価が行われ、事業継続が了承されております。

かんがい排水事業につきましては、恒常的な水不足を解消するため、国営等の土地改良事業が

実施されており、平成１９年度までに、国営、県営かんがい排水事業が完了しており、ダムの早

期完成を待っているところでございます。

発電ですが、胆沢第１発電所、胆沢第３発電所が平成２３年２月に工事着手し、２６年度完成

を予定しております。

このように関連事業は予定どおり事業が進捗しております。

１５ページ目をご覧ください。

今後の事業のスケジュールですが、平成２５年度完成に向け、取水設備、管理設備などの工事

を進め、来年度から試験湛水を実施する予定です。

東北地方太平洋沖地震発生後、ダム堤体に濁水が確認されたことから、胆沢ダム長期安全性点

検委員会を設置し、技術的な検討を進めております。

また、沿岸のセメント工場が被災したことにより、取水設備コンクリート打設が約２カ月遅延

しておりますが、工程をフォローアップしながら工事を行っており、全体工程には変わりありま

せん。

１６ページ目をご覧ください。

ダム案に替わる河道掘削案や堤防嵩上げ案などについて可能性を検討しましたが、ダム案が

も経済性にすぐれていることを確認しました。
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１７ページ目をご覧ください。

コスト縮減の取り組みですが、フィルター材料の粒度調整により勾配を見直したことにより、

約６億円のコスト縮減。また、現在工事中の取水放流設備のゲートタイプを直線多段式から円形

多段式に見直したことにより、鋼材量が半減し、約２２億円のコスト縮減を図っております。

１８ページ目をご覧ください。

事業評価監視委員会の前に、岩手県、宮城県知事に意見照会をしております。両県からは、事

業継続について異議がない旨の回答を得ております。特に岩手県からは着実な事業の推進と早期

完成に対しての意見をいただいております。

１９ページ目をご覧ください。

後ですが、今回、事業評価の視点に沿って確認した結果、事業の必要性は変わっていないこ

とや費用対効果分析により投資効果も確認されていることから、平成２５年度完成に向け、原案

としては、事業継続は妥当であると考えております。

以上で説明を終わります。

○平山委員長 ありがとうございます。

胆沢ダムでございますが、かなり完成間近のダムでございまして、多目的ダムでございますが、

洪水調節の容量を確保するということと、河川環境のために、川の水を正常な量を流すという、

流水の正常機能の維持という、そういう２つの河川の部分がございまして、それが事業費の８割

を占めておりまして、それについて評価をいただこうということでございます。

何かご意見ございませんか。

○金沢委員 今、ダムは水力発電、これはいいなと思います。コストはかかるかと思うんですけれ

ども、原子力が、なかなか、こういう状態になって、電力不足が続きますので、事業評価の中で

は、やはり、発電を備えたダムというのは、評価の上でも重要視していったほうがいいんじゃな

いかなと私は思っておりますので、大変、これは継続でよろしいかと思います。

○平山委員長 発電とか、水道とか、ダムのいろいろな目的ございますが、我々が対象としている

のは、洪水の部分と維持用水、川に水を、生き物とか、地下水を涵養するための水を補給しよう

と、そこの２点だけの評価になっておりますが、金沢委員おっしゃるとおり、非常に 近の新し

いエネルギー、クリーンなエネルギーというものは求められているので、そちらの方向に事業を

進めていっていただきたいなと思うところでございます。

ほかに何かご意見ございませんか。

なければ、お諮りしたいと思いますが、胆沢ダム事業、継続ということでよろしいでしょうか。
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（「はい」の声あり）

ありがとうございました。

それでは、審議につきましては以上でございます。

〔報告事項 再評価〕

・岩木川直轄河川改修事業

・津軽ダム建設事業

○平山委員長 報告事項がございます。河川事業の報告事項をお願いをいたします。

○川村河川調査官 河川調査官の川村でございます。

資料７に基づきましてご報告をさせていただきます。

資料７、表紙をめくっていただきまして、１ページ目でございますが、今回、２事業を再評価

ということで、ご報告させていただきます。

この表の左から２番目の欄にありますように、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第６

の６項に基づきまして、河川事業、ダム事業に関しまして、河川整備計画の策定後、計画内容の

点検のために学識経験者等から構成される委員会等が設置され審議を行うという場合には、ここ

にかえるということになっておりまして、その結果をご報告させていただくものであります。一

番右の欄にあります対象事業２事業がその対象でございます。

次、２ページ目にその結果がございます。一番左端に事業名がございまして、岩木川直轄河川

改修事業でございます。再評価後３年ということで、再評価を実施しておりまして、Ｂ／Ｃが２．

７、一番右の端の欄を見ていただきますと、備考欄にございますが、当面実施予定の河川改修事

業ということでもＢ／Ｃを出しておりまして、これは今後６年間ということで３．０という数字

を報告させていただいております。これに各再評価の視点に基づく事項を整理させていただいた

上で、事業継続という対応方針案を平成２３年７月１１日に岩木川河川整備委員会にお諮りして

審議いただいて、事業の継続は妥当との判断をいただいたところでございます。

もう１事業、同じ岩木川水系でございますが、今現在、本体工事中の津軽ダム建設事業でござ

います。岩木川直轄河川改修事業同様、再評価後３年ということでございまして、Ｂ／Ｃが２．

４でございます。同様に３項目について整理をさせていただいた上で事業継続との対応方針案と

させていただいて、上の事業と同じく、７月１１日に岩木川河川整備委員会において審議いただ

いて、事業継続は妥当との判断をいただいたところでございます。以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。
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岩木川河川審議委員会の審議結果をご報告いただきました。

何かご質問ございませんか。

それでは、ないようでございますので、本日の議事すべてご審議いただくことは終わりました

けれども、審議結果につきまして、確認を行いたいと思います。取りまとめは準備できています

でしょうか。

それでは、よろしいですか。

○司会 ５分ぐらい時間を……。

○平山委員長 ちょっと、５分ぐらい取りまとめの時間が必要でございますので、ちょっと休憩を

お願いいたします。

○九戸委員 初のマスコミで取り上げたかという話が、リリックにとられたかもしれないんです

が、発言の意図は、これまで道路事業等はクマが走るといったような、ややもすればマスコミは

揶揄した表現で、道路ですとか河川とかを見る傾向にありましたので、いかにインフラ整備とい

うものが大事なことだということを伝えたかった。今回、委員会に出て初めて、細かいところ、

道路がかえって水をせきとめたのではないかというお話も、その現場にいなければわからない話

もここで出るわけです。細かいところまでは国民の中には浸透していかないわけで、何よりも、

道路を細切れにして事業をつけていくという手法が定着してしまった中で、本来、もっと長くＡ

地点からＢ地点までの本来もっと長い距離での評価をしなければいけないんだろうと。それをす

るためには、予算をつける側の意識が変わらなければ、こ事業の評価をしても、一向に変わって

いかないだろうという思いがありまして、もっと道路事業の大切さを伝える何か手段はないだろ

うかという思い、例えば新聞の中で、もう一度見直すとか、テレビの中での特集とか、いろいろ

な手法があるだろうという思いでお聞きしたんです。

それと、ご報告いただいたのは、地整局及び国交省が有効に働いたというご報告だったんです

が、心配しましたのは、例えば団塊の世代が大量に退職した後、技術者はきちんと足りているん

だろうか。退職者の活用はうまくいったのだろうか。それから、機材は足りたろうか。河川国道

事務所がだんだん縮小する中で人員の配置はよかったのだろうかと、組織の問題についても、き

ちんとした何か記録をとっておくというのが必要と思いました。何せ、東日本大震災が来るとい

うよりは、東海と南海がずっと心配されていたわけで、次がないということではないので、詳細

な記録をきちんと残していくべきと思っての発言です。

○平山委員長 ありがとうございます。重々わかっているつもりでおります。というか、皆さんに

伝わったのではないかと思います。
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公共事業はずっと縮小の一途をたどってきて、そういう中で、効率化、効率化というところで

余裕がなくなっているのが実態ではなかろうかと思います。ですから、こういう災害の発現を通

じて、やはり、もう一度、こういう社会のシステム、それは行政だけではなくて、我々自体がそ

ういう思いになってきているのは、危ういことと思いますので、こういう機会にもう一度、社会

の適正なあり方、公共事業の必要性といったようなものを見直していく必要があろうかと思いま

す。本当にありがとうございました。

よろしいですか。（「はい」の声あり）

それでは、取りまとめができましたようですので、読んでいただけますか。

○司会 それでは、お手元に審議の概要について紙を配付してございます。２枚ございます。審議

の結果について読み上げさせていただきます。

１番の委員長の選出、２番、２３年度委員会の運営等については、そこに記載してございます

けれども、平山委員が委員長、大久保委員が委員長代理でございます。委員会の設置につきまし

ては、選定委員として、河川関係は大久保委員と木村委員、道路事業につきましては、堀井委員

と林山委員、小山委員、港湾事業につきましては、宮城委員と間庭委員でございます。また、事

業ごとの選出以外の委員につきましても参加を妨げないということでございます。

それから、東日本大震災を踏まえた事業評価につきましては、主に道路事業における事業評価

について、次の意見が出されました。

１、津波から避難する車が渋滞に巻き込まれた。通常のＢ／Ｃの外側で避難を迅速に行うよう

な効果と命を守るという新たな機能について評価する必要もあるのではないか。

２、高齢者や要介護者を避難させ、その後の避難生活のための物資供給等のために、三陸道が

全線開通していたら、どれくらいの人の命を救うことができたのだろうかと感じた。一方、

一部開通していたところは多くの命を救い、大きな効果があった。

３、現在の事業評価は、平常時の効果を評価しているものであるが、平常時とあわせて、災害

発生直後の道路啓開等を想定した効果及び復旧・復興のプロセスにおける効果の３つの時間

軸で評価する必要もあるのではないか。

４、災害時も含め、道路は人流、物流の機能により評価されるものであり、事業区間ではなく、

路線全体で評価すべきではないか。

５、例えば原子力について、廃棄、補償費まで含めれば費用が高くつくという話もある。道路

に関して、災害に関連した費用をどこまで考えるべきか、検討が必要。

６、盛り土構造の道路が津波をとめることについて、海側の地域の被害についても評価が必要。
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あわせて、盛り土構造と高架構造の津波に関する効果、影響等についても検討が必要。

以上の意見を踏まえ、委員長が事業評価方法に関する意見書案を作成し、委員の確認を得た後、

東北地方整備局あて提出することとなった。

次に、４、事業審議についてでございます。

道路事業について、道路事業再評価審議結果、

１、一般国道４５号高田道路

２、一般国道４５号南三陸道路

以上について、対応方針原案どおり事業継続が妥当である。

なお、以下の意見があった。

１、東日本大震災の経験を踏まえ、避難スペースの確保等必要に応じ設計を見直すこと。その

際、平時の安全に配慮しつつ地元の意見も聞きながら進めること。

河川関係事業について、ダム事業再評価審議結果。

１、胆沢ダム建設事業

以上について、対応方針原案どおり事業継続が妥当である。

なお、以下の意見があった。

１、電力供給に関する現況を踏まえれば、水力発電施設を有するダムは重要視すべき。

報告事項について。

１、津軽ダム建設事業

２、岩木川直轄河川改修事業

以上について、岩木川河川整備委員会による再評価の審議結果報告があった。

以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございます。

何か、この取りまとめにつきまして、ご発言の趣旨と合致しているか、そのあたり、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。

○大久保委員 私一番言いたかったところは、災害特区のところだったんですけれども、この委員

会でなじまないということで省いたのであれば、それはそれで結構なんですが、どこかの機会で

災害特区の検討をぜひお願いしたいと思います。

○平山委員長 災害特区の話で、今回は特例みたいな取り扱いをすべきだという中身を含んだご意

見かと思いますが、これちょっと入れ込んでいただけませんでしょうか。

○司会 わかりました。
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○大久保委員 特にこれになじまなければ、私は入れなくていいと思います。

○平山委員長 いや、ご意見、評価に関する意見として重要かと思いますので、入れさせていただ

きたいと思います。

○司会 わかりました。では、入れ込んで、後で委員長に確認していただくということでよろしい

でしょうか。

○平山委員長 私にお任せいただけますか。（「はい」の声あり）

ありがとうございます。

そのほか、何かございませんでしょうか。

それでは、本日のこれが議事のまとめということにさせていただきますが、先ほど、 初にお

話しいたしましたように、震災を踏まえた事業評価ということで、皆様からいただいた意見を取

りまとめて何か意見書をつくれれば非常に有意義なことになると思っておりまして、その作業を

私がやらせていただこうと思います。皆様にお送りしますので、ごらんになって、またご意見が

あればご意見をいただいて、皆さんの意見がまとまったところで局長あてに出したいと思ってお

ります。

私の個人的な考えでは、やはり、道路の事業は３便益だけですべてを判断するということには

少し無理があろうかと。やはり、防災的な見地、あるいは地域の復興という視点、そういうもの

を加味した総合評価のほうが望ましいのではなかろうかと思っておりますが、そういうことに対

して、見直しを提言するというような中身になろうかと思います。これはちょっと事務局と相談

させていただきまして、文案をつくって皆様にお渡しいたしますので、よろしくご意見をいただ

きたいと思います。

それでは、本日の私の役割はこれで終わりにしまして、事務局のほうにお返しいたします。

７．閉 会

○司会 長時間のご審議ありがとうございました。以上をもちまして平成２３年度第１回目の東北

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。大変ありがとうございました。


