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平成２３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２３年１０月３日（月曜日） 

    １３：００～１５：１５ 

場 所：東北地方整備局二日町庁舎２階大会議室 



-1- 

１．開 会 

○司会 それでは、時間がまいりましたので、ただいまから平成23年度第２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。 

  本日は大変お忙しい中、委員の先生方にはご出席を賜りまして、まことにありがとうございま 

す。 

  本日の進行役を務めます整備局地方事業評価管理官の村上といいます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

  初に、整備局の幹部職員の異動がございましたので、紹介させていただきます。 

  白石建政部長でございます。 

○白石建政部長 白石でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 次に、委員のご出席について報告をさせていただきます。 

  本日は東北大学の宮城委員が所用のため欠席でございます。11名の委員がございますけれども、

本日は10名の委員のご出席で開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  お手元に本日の資料を配付してございます。配付資料の一覧がございます。次第、資料１から資

料14までお配りしてございますので、もし不足等がございましたら事務局にお申しつけ願います。 

  それでは、お手元に配付してございます次第に沿いまして会を進めてまいりたいと存じます。 

 

２．挨 拶 

○司会 初に、委員会の開催に当たりまして、徳山整備局長から挨拶を申し上げます。 

○徳山局長 大変お世話になっております。整備局長の徳山でございます。 

  本日は、第２回事業評価監視委員会にお忙しい中ご出席をいただきまして、大変ありがとうござ

います。 

  前回は７月25日でございました。実はあれから大きく評価の手法が変わりつつあるということを

まずご報告しなければなりません。実は、地震の前から当委員会におかれましては、評価の手法につ

いてＢ/Ｃだけでよろしいのかどうかという問題、評価する区間が本当に１区間だけぶつ切りでやる

のがよいのかどうかというご意見、そういった意見をずっといただいておりまして、さらに今回の東

日本大震災を契機として、早急にこれは見直すべきではないかというご議論があり、前回７月25日の

第１回委員会で意見書をお出しいただけるということで、委員長におまとめいただいて、実際には８

月３日に取りまとめいただいた意見書を私がいただきました。東日本大震災を踏まえた道路事業の事

業評価手法等に係る意見書という内容でございまして、翌８月４日に私から本省の道路局長宛てに報
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告をいたしたところであります。本省におきましては、その１週間後、８月11日に社会資本整備審議

会道路分科会の第５回事業評価部会が開かれまして、その場にこの東北からの意見書が紹介され、そ

の趣旨も踏まえながらいろいろご議論いただきました。結果としまして、防災機能の評価手法の暫定

版となっておりますけれども、その委員会において取りまとめられたところでございます。 

  さらに、三陸沿岸道路が、今回、第３次補正に向けて、事業化に向けて大きく動き出している。

実際には三陸沿岸道という縦軸だけではありません。横方向も３本、内陸から行きます宮古と盛岡の

間、釜石と花巻の間、そして福島に行きまして、福島から相馬の間、それぞれ山地を越えて湾岸に至

る、遅れておりました道路、これらについて評価をしなければならないということになったわけでご

ざいます。役割分担いたしまして、こちらは事業評価監視委員会でございまして、事業中のものの再

評価あるいはその評価手法についてご意見を承っておりますが、新規事業につきましては全体の事業

量等の問題もございまして、社会資本整備審議会の道路分科会でやっております。その評価手法暫定

版をさらに使って、東京で９月28日に新規事業としてふさわしいかどうかという評価も行われ、これ

らの事業はふさわしいものであるという結論までいただいたところでございます。 

  本日は、直接審議いただく案件は、再評価の河川１事業、道路９事業の合計10事業でございます。

ただし、今回の防災機能の評価手法についての大きな考え方の変更、さらにそれを踏まえての事業化

に向けた評価がなされたという部分につきましても今回ご報告をさせていただきたいと存じており

ます。こうした新たな評価手法が地方で議論され、取りまとめられ、そしてそれをもとに、まだ試行

という形でございますが、暫定版で、改良するところは多々あろうということではございますけれど

も、三陸沿岸道などの評価がされたということにつきましては、当委員会でいただきました意見書が

大きな力となったものと大変感謝をいたしております。引き続き委員の皆様のご指導をよろしくお願

いしたいと思います。 

  本日は、また盛りだくさんでございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○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につきましてはご

遠慮願いたいと思います。 

  それでは対象事業の審議に入らせていただきます。平山委員長よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 それでは審議に入らせていただきたいと思います。 

  今日はたくさんの委員の皆様にご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。年内

は多分かなりタイトな委員会のスケジュールが続くと思いますが、よろしくお願いします。 

  今日は、局長からお話がございましたように、河川事業が一つと道路事業が九つということで、
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10件ですが、次第の４の報告のところも少し時間をとりたいと思いますので、速やかな審議の進行に

ご協力をいただきたいと思います。 

 

３．審 議 

〔河川事業 再評価〕 

 ・北上川上流直轄河川改修事業（一関遊水地） 

○平山委員長 初に、河川事業から審議を始めます。河川事業は１件のみですので、重点審議事業

として扱うことにします。 

  それでは北上川上流直轄河川改修事業（一関遊水地）の説明をお願いいたしますが、時間も限ら

れておりますので、説明はポイントを押さえて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。 

○今岩手河川国道事務所長 岩手河川国道事務所長の今でございます。 

  資料１-１に従いましてご説明をさせていただきます。 

  ページをめくっていただきまして、１ページでございます。 

  位置関係でございます。下に図面がございますが、一関遊水地事業につきましては岩手県の県南

側、一関、平泉、奥州市周辺で行っている事業でございまして、河川の洪水時に水をためて下流への

流量を低減する中・下流部のダム事業のような事業でございます。 

  事業目的でございますが、昭和22年、23年のカスリン、アイオンという大きな洪水を契機といた

しまして、一関の下流部が狭窄部となってございまして、非常に氾濫しやすいという地理的な特性が

ございます。この関係がございまして、ここに遊水地を設置して、大規模な洪水時にはここで水をた

めて、市街地を守るとともに下流への流量を低減する、中小洪水の際には農地等を小さな堤防によっ

て守るという二つの効果を目的といたしまして、昭和47年度から事業を開始してございます。全体事

業費といたしましては2,700億円を想定してございます。 

  ２ページの一番下の図でございますが、通常時は川が流れてございます。遊水地の中の農耕地に

つきましても、農地として利用していただく。中小の洪水時につきましては、小堤によりまして、今

までですと氾濫していた農地が小さな堤防によって守られる、大きな洪水時につきましては、遊水地

には小堤を越えて水が入りますが、農地は水がつきますが、大きな堤防が市街地周辺にできてござい

ますので、結果といたしましては市街地等への浸水は防げるという事業でございます。断面的には上

の段にＡ－Ａ’という断面がございますが、水と遊水地ともこのような格好で考えてございます。 

  遊水地は全体で三つから成ってございまして、新幹線の一関駅から盛岡方面に走りますと大きな
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水田が見えるところが第１遊水地でございまして、その左右に第２と第３遊水地を現在施工中でござ

います。 

  ３ページ、４ページにつきましては、過去からの大きな洪水の実績について整理してございます。

平成18年には先ほど言いました市街地を守る周囲堤が完成してございまして、４ページの写真になり

ますが、昭和56年あるいは平成14年には一関の市街等も大きく水をかぶりましたが、平成19年９月の

洪水におきましては周囲堤ができた効果によりまして市街地は水がつかないという途中段階ではご

ざいますが、効果が発揮されてございます。 

  次の６ページから９ページでございますが、これにつきましては何回か今までもご説明させてい

ただいていますが、北上川をめぐる関係になっております。 

  続きまして、10ページでございます。本事業につきまして幾つかの特徴的なことについて書いて

ございます。一つ目の圃場整備事業でございます。先ほど申しましたように、もともと遊水地の中に

農家の住居も含めて農地がございまして、小規模な経営などがされておったわけでございますが、今

回、遊水地をつくるに当たりまして、遊水地内の農地は残しますが、家屋につきましては移転してい

ただきました。その後は、都市部における土地区画整理事業のような格好で圃場整備が進められ、か

なり効果的な農業経営ができる農地になっております。 

  11ページは、少し変わったところでございますけれども、実は平泉につきましては、この周辺地

域の５施設で世界遺産登録が６月になったところでございます。平泉の遺産関係につきまして、実は

北上川の堤防、遊水地の周囲堤と一緒に国道４号の平泉バイパス事業も計画してございました。これ

につきましては、発掘調査をした結果といたしまして柳之御所という遺跡が出てまいりまして、紆余

曲折ございましたが、 終的には河川の堤防と道路のバイパスを東側に大きくルートを振りました。

この結果といたしまして現在の形になってございます。実はこの振った経緯につきまして、大きな議

論が地元で巻き起こりました。このまま遊水地事業、バイパス事業を進めるのか、それとも過去の遺

産に配慮するのかという動きがございまして、この中で地域の方々から非常に貴重な遺産だというこ

とで、世界遺産登録に向けた動きが出てまいったと聞いてございます。柳之御所につきましては残念

ながら 終登録の段階で候補から落ちましたが、現在、地元では追加登録に向けて継続的な運動を進

めているところでございます。 

  次に、12ページ以降の事業の投資効果でございます。 

  平成20年度もこの事業につきましては再評価を実施しております。その際には全体事業といたし

ましてＢ/Ｃ5.1という結果をお示ししてございました。今回また改めてＢ/Ｃを算出しております。

今回は全体事業で1.7、残事業で4.7という結果になってございます。これについての理由でございま
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す。一つ目は、後ほど説明いたしますが、対象となる河川の流量、洪水の流量について見直しをして

おります。12ページの真ん中の表にも書いてございますが、河道の横断形状を 新のものに見直した、

あるいは維持管理費をかなり詳細に積み上げた、また資産のデータ等につきましてもメッシュデータ

を前回よりも細かくとってございます。その結果として、5.1から1.7に下がっておりますが、対象流

量を見直したことによる影響が大きいと考えてございます。 

  具体的には、13ページにイメージ図をお示しさせていただきました。左側につきましては３年前

に行いました算出方法、右側につきましては今回でございます。３年前につきましては、河川法に基

づく河川の基本方針というのができてございましたが、これは河川整備の 終形でございまして、こ

れからかなり月日がかかる事業の計画のものでございます。20年度の際には、遊水地の完成ですが、

上下流の堤防等についてもすべて完成という形で計算を実施いたしました。今回につきましては今年

１月に概ねこれから20年あるいは30年という比較的近い将来に整備を終える箇所につきましての計

画を策定した河川整備計画の案というのができましたので、今回は前回とは違いまして、二、三十年

先までの資金計画も含めたものでございましたので、その整備レビューを使って遊水地が概ね完成す

る10年後の河川の整備状況、と申しますのは、北上川の例えば上流は計画堤防区間のうちまだ４割が

堤防がないとか、３割がまだ完成していないという状況でございます。そのように上流部につきまし

ては10年後の未完成の状態、まだ整備が進んでない状態でもって計算をしてございます。したがって、

前回と違いまして、概ね150年に１回流れてくるであろう洪水の大きなものが上流部でかなり氾濫す

るという結果になってございますので、遊水地そのものの評価といたしましてはその分効果が減って

いるということでございます。これが一番Ｂ/Ｃの計算結果に効いているのではないかと思っており

ます。 

  13ページの下の方に氾濫計算の結果も書いてございますが、前回は上流の河道が整備されている

という想定でしたので、今回は左の図に比べて右側は上流が氾濫していますので、その氾濫部分が先

に上流で出てしまった結果といたしまして、遊水地の効果に当たる部分、下の方に赤丸で囲ってあり

ますが、遊水地の効果の部分がかなり減ったということでＢ/Ｃの効果が小さくなってございます。 

  14ページにつきましては、今後の影響といたしまして、残事業の変動あるいは残工期、資産の変

動等につきまして感度分析を行っております。いずれも大きく変化はございません。１以上を確保さ

れているところでございます。 

  15ページは、今後の進捗の見込みでございます。資料の上の方にございますが、今後は小堤や磐

井川の整備を平成30年度の中頃までに完了させるということで、概ね10年後にハード部分の整備を完

了予定でございます。 
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  17ページは、コストの縮減や代替案の立案等の可能性について整理してございます。 

  まず代替案でございますが、冒頭申し上げましたように、遊水地の周囲堤等については完成して

ございますので、今後の代替の話といたしましては現在整備を進めております小堤についての代替案

を検討しています。この小堤と同じようなこととして検討したものといたしましては、例えば下流部

の宮城県側まで含めた河道の掘削あるいは堤防の整備が考えられますが、これにつきましては今後残

る小堤等に比較いたしまして、コストあるいは先ほど申しました遊水地内での通常の農耕地の利用等

ができなくなる等の問題がございますので、現行の計画どおり遊水地の事業を進めることが 適かと

思っております。 

  コストの縮減でございますが、事例が二つ書いてございます。一つ目は支川の太田川のＪＲ橋の

架け替えでございます。本来ですと堤防の高さに合わせて構造を高くして橋を架け替えるわけでござ

いますが、今回は経済性と、非常に大きな構造物ができると地域に与える景観に大きく影響するとい

うことで、そのあたり初期越流部等について見直しを行ってございます……済みません、今のは事例

２でございます。 

  事例１は、当初は全面的に越流する方法でございましたが、これについても経済的あるいは景観

等に配慮いたしまして、初期に越流する部分と 終的に全面越流する部分の二つに分けるということ

で、この２カ所につきましてはそれぞれコストの縮減を図っているところでございます。 

  次に、18ページでございます。本事業の再評価に当たりましては岩手県からも意見聴取をしてお

りまして、事業継続について異議なしというご回答をいただいております。同時に、早期に完成につ

いて要請されているところでございます。 

  19ページでございますが、対応方針といたしましては事業の継続ということで考えてございます。

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した。説明をいただきましたが、遊水地事業は昭和40年代の後半

からスタートしまして、平成38年には完成という見通しがついたという非常に長期間にわたる事業で

ございまして、総工費2,700億円という非常に大きな事業でございます。ご説明につきまして、何か

ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

○林山委員 確認させていただきたいんですが、資料の13ページでご説明あったように、前回平成20

年度のＢ/Ｃ5.1から今回1.7になったということでよろしいんですね。これは余りにも変わっていて、

その理由が、前回やったときは 終完成形ありきだったのが今回は概ね10年後の河川整備状況だから、

当該プロジェクト以外の部分の整備状況が思ったほど進んでなかったということですね、言葉がちょ

っとよくないかもしれないですけど。これは当初から予想できなかった話なんですか、まず１点目は。
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というのは、昔は完成形ありきでＢ/Ｃがあったけれども、現実近くなってきたら完成しそうにない

ということですよね、読み替えると。それと、概ね10年後の河川状況をGivenとしたと言うんですが、

残事業は平成38年ですから10年以上まだかかるわけですよね。平成38年の整備状況だから15年後ぐら

いですか。なぜ15年後の整備状況をGivenとしないんですか。 

○今岩手河川国道事務所長 一つ目のご質問でございますが、ご説明の中でも申し上げましたが、前

回につきましては頼るべきものが何もありませんので、河川の計画のフルのプランすべて完成後とい

うことで計画いたしました。そのとき別に今の段階の想定とかという話じゃなくて、そのときは 終

形の計画しか持ち合わせてなかったものですから、遊水地も 終形、河道の整備も 終形ということ

で計算しておりました。今回につきましては、その後、河川法に基づきます概ね20年あるいは30年先

の整備の状況につきまして、かなり資金計画も含めたものがはっきりと計画の案としてできてきまし

たので、概ね10年後、遊水地が概ね完成する10年後のほかの河川の整備状況も同じように入れ込んで

計算をいたしました。結果といたしましては下がっておりますが、例えば今後ほかの事業が進まなか

ったとしても、これが多分一番低いＢ/Ｃの設計成果になると思っております。 

  二つ目のご質問でございますが、事業としては平成38年まで考えてございますが、事業のハード

部分につきましては概ね10年後に完成すると思っております。残りの５年ぐらいは、今の農地を今後

も使用していただくと言っておりますが、この農地につきましては洪水時には水をためさせていただ

きますので、法律上の地役権という水をためさせていただく権利を私どもで設定いたします。この設

定に係る地権者の皆さんへの用地補償費、この払いが大体５年間ぐらいかかるので、事業としての完

成は平成38年ということで考えてございます。 

○平山委員長 よろしいでしょうか。 

○林山委員 内容はすべて理解しました。ただ、一言わせていただくと、12ページの数字だけは、結

構世の中歩くんですね。「これはとんでもない」、「見積もりを誤ったんじゃないか」と読めるので、

必ず次ページの説明がくっつくように、ひとり歩きしないようにしていただかないと誤解を生じるん

じゃないかと思います。 

○徳山局長 ※印でもって一、二行の簡単な注ぐらいは書かなければいけないですね、必ずつけても

らわないと。そういう前提の変更が安全側のものだと書いたらいいですね。 

○平山委員長 局長からご意見ありましたが、資料としてはそのように訂正をお願いしたいと思いま

す。ほかに何かございませんでしょうか。 

○小山委員 今回、台風15号があったばかりだったんですが、そのときの遊水地の効果というものを

教えていただきたいんですが。 
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○今岩手河川国道事務所長 まだ遊水地は完成してないんですが、実際には今回の15号でも水がつき

ましたので、その分はついた分だけ下流に水が流れるのが時間差攻撃になりましたので、治水の効果

はある程度あったと思っております。実は、今年は２回目でございます。６月下旬にも１回、梅雨時

期につきましたが、２回目でございまして、今回、三つで1,500ヘクタールぐらい面積がございます

が、第１遊水地につきましては半分水がつきました。左手の長島地区、上流側の第２につきましては

全域に水がつきました。三つ目の 下流につきましても７割ほど水がついたということで、そういう

意味では下流に対して効果があったと思っております。 

○小山委員 稲作をしていらっしゃるんですよね。今回、刈り入れ前の稲ということで、そういった

意味では水が漬かってしまって、被害というのはなかったんでしょうか。 

○今岩手河川国道事務所長 実際には稲の場合は、今回は本当に刈り入れ前でございまして、一部は

刈り入れが始まったんですが、一部については水がついて倒れたりしてございまして、土地改良区に

お聞きしますと多少被害があったと聞いてございます。ただ、地域の方々は 近事業に非常に協力的

でございまして、さっきの地役権もそうでございますが、早いことやってくれと、早く完成してくれ

といつも言われておりまして、ありがたい悲鳴というわけでございませんが、そういう状況になって

ございます。 

○平山委員長 遊水地というのはもともと下流域のためにつくっている施設ですから、石巻とか、そ

ういうところも被害があれば、今回あったようですから、そういう面では遊水地の効果というのは下

流に対して大きな安全を与えることになるんだと思います。メリットをもらう方と、その場所を提供

した側と、民間レベルでも交流をした方が私はいいと思うので、そういう遊水地の意義をもう少し広

めるということと、市民レベルの交流を上下流でもう少し盛んにした方がいいなと思います。岩手河

川国道事務所は以前からそれは一生懸命取り組んでおられると思いますが、ぜひ続けていただきたい

と思います。 

○今岩手河川国道事務所長 はい、ぜひ続けさせていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○平山委員長 いかがですか。よろしいでしょうか。ご意見がないようでございますし、整備による

効果、先ほどご説明、ちょっと数値が変わりましたので、そこは説明を加えさせていただきますが、

そういうことで、事業の継続ということをご了承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。そのようにさせていただきます。 

 

〔道路事業 再評価〕 
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○平山委員長 続きまして、道路事業の審議に入らせていただきます。 

  道路事業につきましては９件ございますが、事業選定を行っております。まず事務局から事業選

定結果についてご説明をお願いいたします。 

○司会 それでは説明申し上げます。 

  道路事業の重点・要点事業の選定につきましては、去る９月13日に堀井委員、小山委員、林山委

員、そして平山委員長の４名の委員の方にご出席いただきまして、事業の選定をいただいたところで

ございます。選定におきましては、本日の審議案件と次回予定案件の計11件につきまして事務局から

説明させていただきました。本日は９事業につきましてご審議をいただきます。重点事業１件、要点

事業８件でございますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。 

○平山委員長 ただいま説明ありましたとおり、本日審議を行う事業のうち重点事業は１件のみでご

ざいますが、要点事業につきましても時間の許す限り丁寧に説明と審議を行っていきたいと考えてお

ります。 

  それでは、道路事業の選定委員の堀井委員から審議のポイントについてご説明をお願いいたしま

す。 

○堀井委員 今紹介ありましたように、９月13日にワーキンググループによる会合を行いました。そ

の結果、重点審議事業１件といたしまして、事業計画の見直しで事業費が増額となっている「一般国

道７号秋田南バイパス」を重点審議事業とさせていただきました。 

  その審議のポイントですが、事業計画の見直しの経緯と内容について、橋梁の塩害状況も含めて

事業費増額の理由とこれまでの事業の進捗状況についてお願いしたいと思います。 

  なお、重点審議事業ではありませんが、「一般国道13号神宮寺バイパス」については、現道を含

めた冬期間の交通安全対策として消雪・融雪施設の対応状況についても補足説明をお願いします。 

  以上、それぞれのポイントを説明いただき、それらを踏まえて審議していただければと思います。

以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。重点事業の「一般国道７号秋田南バイパス」につきまして

は、事業計画の変更と事業費の増額となっております。大きな理由が塩害対策ということになってお

りますが、それについて委員の皆様には重点的に審議をお願いします。「一般国道13号神宮寺バイパ

ス」につきましては、これは重点事業ではございませんが、冬期の交通安全対策として消雪、融雪の

対応状況についてご説明をお願いしたいという堀井委員からのご説明がございました。 

 

 ・一般国道７号 秋田南パイパス 
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○平山委員長 それでは「一般国道７号秋田南バイパス」について説明をお願いします。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 秋田河川国道事務所長の瀬戸下でございます。 

  資料２「一般国道７号秋田南バイパス」についてご説明いたします。 

  １ページの右下の図をご覧ください。 

  秋田南バイパスは、秋田市の西部あるいは南西部に位置しております延長8.5キロメートルの道

路で、平成15年３月に図の右側の３キロの区間を供用することで全線が暫定２車線で供用しておりま

す。現在実施しておりますのは雄物川を跨ぐ図の真ん中の2.2キロの区間を４車線に拡幅するもので、

平成20年度に事業化しております。左下の全体事業費のところを見ていただきまして、新規採択時の

全体事業費を30億円としておりましたが、10億円増の40億円を見込んでおります。全体事業費の増加

を考慮した進捗率は25％となっております。 

  次の２ページをご覧ください。 

  全体事業費の増加の原因は二つございます。一つは仮設工の見直しによるものです。橋脚の工事

に当たりましては、河川の水がある状態のままでは施工できませんので、何らかの方法で川の水を遮

断しておく必要があります。このため、どんな方法で実施するにしても河川の流下能力を一時的に減

少させることになりますので、工事が洪水の原因とならないように、10月から３月の非出水期中に実

施することが基本となります。このため、過去の非出水期の 大水位を勘案して施工計画を立案して

おります。右の棒グラフを見ていただきまして、当初は右のグラフ中に点線で示した当時の 大水位

1.92メートルに基づいて計画して、水深の浅い左岸側の二つの橋脚につきましては経済性に優れた土

囊等の盛土により河川の水を締め切る工法であります築島という工法で施工することとしておりま

した。当初の計画では築島設置、下部工構築、築島撤去までが非出水期の180日の間に収まる工程と

しておりました。しかし、直近５カ年の水位を精査しましたところ、非出水期に当初計画時の 大水

位を超える水位を９回も観測しておりまして、 大水位が当初計画を約80センチ上回る2.72メートル

を記録していることがわかりました。そこで、改めて築島の施工計画を練り直しましたところ、築島

の規模が大きくなるということで、築島設置、下部工構築、築島撤去までの所要日数が220日という

ことで、非出水期の180日には収まり切らないこととなりまして、築島での施工が困難になったとい

うことです。このため、築島よりも割高とはなりますが、仮桟橋を仮設して施工する方法に変更する

必要が生じたというものでございます。 

  ３ページをお願いします。 

  当初計画では水深の深い右岸側につきましては当初から仮桟橋の施工を計画しておりまして、そ

の橋脚スパンにつきましては一般的な６メートルということで計画しておりました。左岸側は当初は
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築島での施工を計画しておりましたので、出水期前には築島を撤去しますので阻害されるものがあり

ません。そのため、６メートルのスパンで全体の流下能力は十分だったわけです。しかし、先ほどご

説明しましたように、左岸側を築島から仮桟橋に変更しましたので、出水期には左岸、右岸両方の仮

桟橋の橋脚が河川内に残されることになります。このため、橋脚による出水期の流下能力の減少を抑

えるためには一般的なスパンよりも広い16メートルが必要になりました。通常の仮桟橋上部工は一般

的なＨ形鋼により構成されますが、スパンが広くなったことにより割高なリース桁を使用する必要が

生じたというものでございます。 

  次に、４ページをお願いいたします。 

  事業費増加のもう一つの原因は塩害対策によるものです。雄物大橋は河口から約900メートルの

位置にありまして、基準上は塩害対策が必ずしも必要ではない位置にございます。しかしながら、平

成21年度に実施した橋梁点検の結果、昭和61年に供用しておりますⅠ期線におきまして、真ん中の写

真にありますように主桁下面の剥離、側面のひび割れといった飛来塩分の影響による塩害損傷が判明

しております。今回仮設するⅡ期線につきましても、同様の塩害発生が懸念されますので、塩害対策

を追加することにしたものでございます。塩害対策としましては、具体的には右下の図にありますよ

うにコンクリートの塩害・凍結などの劣化進行を遅らせる表面保護法、塩化物イオンの浸入を防ぐた

めの鉄筋被り厚の増加を予定しております。 

  ５ページの事業費増の内訳ですが、左岸側を築島にすることによりまして４億円弱の増加、その

他右岸側の桟橋などの変更と合わせまして７億5,000万円、また塩害対策の追加によりまして２億5,0

00万円の増、合わせて10億円の増となっております。 

  ずっと飛ばしまして、12ページです。 

  地域の状況、道路の状況につきましては飛ばしますが、そういった点も説明の中で触れつつ、期

待される整備効果の例をご説明したいと思います。事業区間の交通は、世帯数が増加しております新

屋地区からの交通の集中によりまして、左下のグラフにありますように、前後区間に比べ混雑が激し

くなっております。時速約38キロの旅行速度が整備後には60キロに向上し、バイパスとしての機能回

復が見込まれております。また、中央分離帯を有する４車線拡幅によりまして、正面衝突事故、また

交通混雑の解消によりまして、混雑に起因すると思われる追突事故、こういったものを中心として交

通事故の減少が期待されております。 

  13ページをお願いいたします。 

  下浜地区から秋田南バイパスを利用した３次医療施設への救急搬送が過去３年間で15件ござい

ます。４車線化によりまして混雑が解消することで定時性が確保されまして、救急搬送の速達性、時
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間信頼性が向上するほか、安定走行により搬送患者の負担軽減が期待されます。 

  14ページをお願いいたします。 

  事業の投資効果です。表の黄色で網かけをしている箇所を見ていただきますと、全線のＢ/Ｃで3.

1、残事業で3.9となっております。 

  15ページをお願いいたします。 

  事業の進捗に係る問題はございません。事業採択時からこれまでの間、目的が失われる道路交通

状況の変化、関連プロジェクト等の変更もございません。事業区間2.2キロにつきましては平成27年

度の供用を目指しております。また、工期短縮に効果的で経済的なプレキャスト長尺製品を使用する

ことなどによりましてコスト縮減を図ってまいりたいと考えております。 

  後に、16ページをお願いいたします。 

  秋田県知事からは、事業について継続で異存ありません。県民の安全・安心を確保し、活性化を

図るため、一層の事業推進をお願いしますとのご意見をいただいております。 

  対応方針ですが、秋田市新屋地区における国道７号の交通混雑の解消や安全性の向上、バイパス

機能の確保等、早期整備の必要性が高いことから、事業継続を原案とさせていただいております。以

上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。一般国道７号秋田南バイパスの事業区間2.2キロというこ

とでございまして、雄物川を渡って秋田港のアクセスになっている道路でございます。10億円の費用

が増加になるということで、その原因としては仮設工の見直しと塩害対策ということの説明でござい

ました。何かご質問ございませんでしょうか。 

○堀井委員 ４ページの塩害のところなんですが、右下の塩害対策のイメージで、ワーキングのとき

の説明では右下の図の右側のＰ５とかＡ２とか、この辺に塩害が確認されているという話で、中央部

というか、真ん中はわからないということだったんですが、今回の説明でいくと橋梁一面というか、

塩害①②というのは、どこも塩による害が見られるということでよろしいわけですか。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 Ｐ５側はやはり重点的に塩害が発生しておりますが、橋梁定期点検、

平成21年度に実施した定期点検ではＰ５側が重いといいますか、症状が厳しい結果になっております

が、全体的に発生しているという状況でございます。 

○堀井委員 ということは、Ｐ５の方がダメージが大きいけれども、そのほかのところもダメージを

受けているので、Ⅱ期線も同様というか、塩害対策をする必要があるということですね。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 はい、そのように考えております。 

○堀井委員 わかりました。 
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○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

○木村委員 このバイパス、今回は真ん中の区間ということですけれども、その前後の計画、予定は

どうなっていますか。真ん中は恐らく費用がかかると思うんですが、どういう考え方でやられたかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 秋田南バイパスにつきましては、先ほど交通混雑の状況でもご覧い

ただきましたように、今事業中の雄物川を跨ぐ部分、雄物川を跨ぐ橋がある程度限られているという

ことで、ここが一番交通混雑が激しいということで、ここを今優先的に事業をしております。今後ま

た優先順位等を検討して、全体の４車化について進めてまいりたいと考えておりますが、そのスケジ

ュールについてはまだ未定という状況です。 

○木村委員 多分そうだと思います。主要地方道に接続するところの交通がかなりそれなりにあると

いうことですか。ここの区間の交通混雑、私のイメージは何となく南バイパスはずっとかなり連続し

て交通が渋滞しているかなと思ったんですが、こっちの主要地方道からも相当数あるということかな

と。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 そうです。特に新屋地区は、全体に人口が減っている中でもこのあ

たりは人口も世帯数も増えている地域になっていまして、このあたりからの流入が結構ありまして、

混雑率で見ますとこの区間は一番激しくなっております。 

○木村委員 わかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

○林山委員 資料の２ページですけれども、事業費の増加の原因、点検をやってみたら塩害というの

が出たんだというのは、事業費の増加というのは理解できるんですね。だけど 大水位の話というの

は、このグラフを見ると青いのが2006年度にも出ているんですね、いっぱい。今になってわかったわ

けじゃなくて、事業化の平成20年度にはわかっていた話ですよね。そう読めますよね。これは何でわ

からなかったんですか。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 直近に秋田大橋という橋がございまして、今は県区間になっている

ものですが、こちらを設計する際に、大分前に設計をしておりましたものですから、こういった水位

で設計をしていたということでございます。設計時期がちょっと古かったという理由でございます。 

○林山委員 でも、これの情報はあったわけですよね。これがわかっていたら今回再評価に上がって

こなかったんですよね。もうちょっとうまく時間を使った方がいいような気がするんですけど。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 その辺少し検討の余地はあったかもしれませんが、いずれにしまし

ても設計の段取りの問題で古いデータを使ったという状況でございます。 
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○大久保委員 質問なんですが、当初の設置計画の『当初』というのはいつなんでしょうか。それに

よって、2006年以前であればこれは新たなデータになるんでしょうし。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 当初、事業化した時点での新規事業採択の評価をしていた時点での

計画です。 

○大久保委員 それは何年になるんですか。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 事業化は平成20年度です。 

○大久保委員 平成20年というと2000何年でしたか。事業の進め方がよくわかりませんが、いろんな

段階を踏んでやっていっていると思うんです。そうすると、見直しの時期とか、そういうのもその都

度毎年やっているわけじゃなくて、何かスケジュールに沿ってやってきているわけでしょう。そうす

ると、引っかかる年もあれば、引っかからない年もあり得ると。それから、先ほどの塩害にしても、

定期点検でたまたま引っかかってはいるが、システム的に定期点検と事業計画がうまくリンクという

か、たまたまリンクしたのでこういう形になっているんだけど、その辺の定期点検とか事業計画のタ

イムスケジュールがいまいちぴんと来ないのでこういう疑問が出てくるんです。、よく解釈すればで

すが、そういう年度計画とか、スケジュールにのっとってやっているんじゃないかと。だから、書き

方がいかにも「間違えていました」みたいな印象になるんですが、それは進め方というか、そういう

のが明確にこの資料の中に示されていればそうはならないんじゃないかなと思うんですが、どうでし

ょうか。 

○平山委員長 林山委員のご指摘は、皆さんおわかりになっていると思いますが、それに対して的確

なお答えがないので、どうしようかなという判断なんですが。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 平成20年に事業化しているわけですが、設計自体は平成16年に実施

しておりまして、先ほど申し上げたように、上流の橋の設計に合わせて設計をしていたということで、

データ的に古いものを使っていたということになります。 

○平山委員長 私も状況がわからないので、よく理解できないんですが。 

○川瀧道路部長 よろしいですか、ちょっと補足的に。道路部長の川瀧です。 

  ３ページの絵を見ていただきたいと思います。当初計画と現計画となっていて、当初計画の方を

見ていただきたいと思います。今、説明があったように、右側の絵の方がいいですね、上から見た絵、

上の２車線分はもう既に完成しているんですね。これはバイパスの一部として完成してると。今回は

これを４車化ということで、下側の道路をこれから橋を架けなきゃいけないという計画であります。 

  それから、左側の横から見た絵があると思います。これは当初計画では、Ｐ１とＰ２と書いてあ

るところは、河川を見ていただいたらわかるように、もともと余り水が上がらないところです。ここ
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については土囊で囲って工事ができるだろうという判断でした。ただ、水が多いところは、土囊で水

が出ると危ないですから、こういう仮橋でやろうということでありました。しかも、工事をやるのは

水が出ない期間、さっきのグラフがありましたが、冬に限ると。それで二重、三重の安全を講じて工

事をやろうとしていたわけです。 

  今、説明があったように、もともと土囊をつくる計画は、 初につくった２車線分はこの計画で

やったんです。土囊で囲って、残りは仮橋を架けてやったという計画だったんです。さっきのはちょ

っと特異なような気もしますが、水が冬に多く出たこともあって、過去５年の平均でやると、どうも

安全が確保できないのではないかということになりまして、Ｐ１、Ｐ２も含めて、現計画、下にあり

ますが、全部仮橋でやらざるを得ないという計画変更を今回したいということでございます。この部

分だけについて言いますと約３億8,000万円ぐらい、土囊というのは2,000万円ほどのお金でできるん

ですが、仮橋はやはり３億数千万円かかってしまう、増額になってしまうということでございます。

ちょっと補足させていただきました。 

○平山委員長 近５年間でやると土囊じゃもたないということで、仮橋という判断になったという

ご説明でございますが、林山委員、いかがでしょうか。 

○林山委員 僕はこのプロジェクト、今の修正済みの結果を見ても効率的で、自治体の要望もあるの

で、これは継続であっていいんですが、資料のつくり方、ロジックとしておかしいんじゃないのと思

っただけです。 

○徳山局長 委員のご質問は、施工方法ではなくて、その当初に気づくべきではなかったかというご

指摘だったと思います。確かに20年度は2008年度になりますが、順番から言うと気づくべきであった

と思います。ただ、今申し上げましたように、当初の設計をした時点の施工計画は2006年に立てて、

といいますのは2008年に事業化したければ2007年度の要求という形になりますので、それに向けて事

業費なんかを積み上げる内部の検討を2006年頃にやっていたと思います。ただ、おっしゃるように、

作業をそのときしたとしましても2008年に実際に事業化するときに気づくべきであったということ

だと思います。今回は修正した上で再評価をお願いしているということでございます。確かに当初に

ついてはそういうこともございますので、今後も注意深くその辺は遅れないように見直しをさせてま

いりたいと思います。恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 わかりました。林山委員、よろしいでしょうか。それでは、この件についてもご了解

をいただいたと致します。もう少しわかりやすい説明ができなかったかという気はいたしますが、今

後、資料のつくり方、説明のときに、今後はそういうことに留意して、そのときわかっていたんじゃ

ないかということが出ないように、よろしくお願いします。 
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  ほかに何かご意見ございますでしょうか。ご意見、ご質問がないようでので、「一般国道７号秋

田南バイパス事業」につきましては、原案どおり継続ということで、よろしいでしょうか。（「はい」

の声あり）ありがとうございました。 

  それでは、重点事業は以上でございますので、要点事業の審議に入らせていただきます。 

 

 ・一般国道 ７号 下浜道路 

 ・一般国道４６号 角館パイパス 

 ・一般国道 ７号 鷹巣大館道路（Ⅱ期） 

 ・一般国道１３号 神宮寺パイパス 

○平山委員長 ８件ございます。 初に秋田県内の４事業について一括して説明をしていただき、そ

の後一つずつ審議を行ってまいりたいと思います。その後に山形県内の４事業についてご説明をいた

だいて、同様にそれぞれについて審議をするということで進めさせていただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、次第に記載されておりますように、まず秋田県内の４事業、「一般国道７号下浜道路」

は秋田河川国道事務所、「一般国道46号角館パイパス」も秋田河川国道事務所の説明、「一般国道７

号鷹巣大館道路（Ⅱ期）」は能代河川国道事務所、「一般国道13号神宮寺パイパス」は湯沢河川国道

事務所の管轄でございます。 

  それでは、以上４件につきまして、順次ご説明をしていただきたいと思います。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 資料３「一般国道７号下浜道路」をご覧いただきたいと思います。 

  まず１ページの右下の図をご覧ください。 

  下浜道路は、秋田市南部の下浜地区に位置する延長6.2キロの道路です。平成19年度に事業化さ

れまして、完成形に対する全体の進捗率は14％、暫定形に対しましては19％となっております。今の

ところ供用している区間はございません。 

  10ページまで飛んでいただきたいと思います。 

  地域の状況、道路等の状況については飛ばしますが、そういったことも説明の中で触れつつ、期

待される整備効果についてご説明をしたいと思います。右上のグラフにありますように、騒音計測を

行っている２カ所のいずれにおきましても環境基準を上回る騒音を計測しておりまして、改善が必要

な状況となっております。下浜道路の整備によりまして、現道交通量は85％減という大幅な減少が見

込まれますので、騒音の低下による現道の生活環境の改善が期待できます。 

  次の11ページをお願いいたします。 
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  右上のグラフは、現道区間の死傷事故率を示しております。秋田県平均、東北平均を上回る箇所

が多数存在しております。下浜道路の整備によりまして混雑緩和が見込まれるため、混雑に起因する

と思われる追突事故を中心とした事故発生件数の減少、現道区間の交通量減少により歩道の安全性向

上が見込まれます。 

  12ページをお願いいたします。 

  事業の投資効果ですが、表の黄色で塗った箇所に記載のとおり、全線のＢ/Ｃが1.8、残事業で2.

1となっております。 

  13ページをお願いします。 

  事業進捗に係る問題はございません。早期供用を目指しまして、鋭意事業を進めているところで

ございます。また、新技術の活用、プレキャスト長尺製品の使用によりましてコスト縮減を図ってま

いりたいと考えております。 

  後、14ページをお願いします。 

  秋田県知事から事業について継続で異存ありませんといったご意見をいただいております。その

他幾つかの団体からも下浜道路の整備促進につきまして要望をいただいております。 

  後、対応方針ですが、秋田市下浜地区における国道７号の交通混雑の解消や安全性の向上、幹

線機能の確保等、早期整備の必要性が高いということから、事業継続を原案としております。 

  続きまして、資料４「一般国道46号角館パイパス」についてご説明いたします。 

  角館バイパスは、地域高規格道路盛岡秋田道路の一部を構成する延長約6.1キロの道路です。 

  １ページの右下の図をご覧ください。 

  昨年７月に延伸供用しておりまして、4.6キロ区間が現在暫定２車線で供用しております。現在

残る1.5キロの区間につきまして事業を実施しております。完成形に対する事業進捗率は69％、暫定

形に対しましては91％となっております。 

  部分供用の効果につきまして、時間の都合もありますので一部ご説明いたします。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。 

  左の棒グラフになりますが、上の二つが昨年７月の部分供用開始の前後における総交通量の変化、

下の二つは大型車交通量の変化を示したものです。現道の交通量は、総交通量では大体５割減、大型

車は７割減となっております。その結果、沿線住民のアンケート、右一番上の円グラフになりますが、

約６割の方から現道の歩行者の安全性が向上したという感想をいただいております。 

  ずっと飛びまして、12ページです。 

  今後期待される整備効果の例ですが、角館バイパスの現道区間の死傷事故率が秋田県平均、東北
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平均を上回る箇所が多数ありまして、特に川原町交差点では423.3と秋田県平均の10倍近い非常に高

い事故率を示しております。事故累計では交通混雑に起因すると考えられる追突の割合が高くなって

おります。角館バイパスの整備により市街地からの通過交通が排除されるため、混雑に起因すると思

われる追突事故を中心に事故発生件数の減少が期待されます。 

  13ページをお願いします。 

  事業の投資効果です。表の黄色で塗った箇所に記載のとおり、全線でのＢ/Ｃは1.4、残事業で1.

6となっております。 

  14ページをお願いいたします。 

  事業進捗に係る問題はございません。現在事業中の区間1.5キロにつきましては、来年度の平成2

4年度中の供用を目指しております。また、工期短縮に効果的で経済的なプレキャスト長尺製品など

を使用することによりましてコスト縮減を図ってまいりたいと考えております。 

  後、15ページです。 

  秋田県知事からは、事業について継続で異存ありませんといったご意見をいただいております。

そのほか複数の団体から整備促進についての要望をいただいております。 

  後、対応方針ですが、角館バイパスは秋田県と岩手県との地域間交流を促進する地域高規格道

路ネットワークを形成するとともに、一般国道46号現道に存在する交通隘路区間の回避や観光期交通

の円滑化など幹線道路の機能確保を図るため、早期整備の必要性が高いことから、事業継続を原案と

いたしております。以上です。 

○鎌田能代河川国道事務所長 能代河川国道事務所の鎌田でございます。 

  資料５-１をお願いいたします。 

  １ページでございますけれども、「国道７号鷹巣大館道路」について説明いたします。 

  場所は、右側に位置図がございますが、鷹巣大館道路に接続する5.6キロの自動車専用道路でご

ざいます。事業には平成19年から着手しておりまして、事業費は全体で209億円、進捗率は15％でご

ざいます。 

  次の２ページから地域の状況等について記載しておりまして、６ページからは道路交通の状況に

ついて記載しているところでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  地域の課題につきまして、救急医療体制とかリサイクル産業、観光、災害等について、また道路

交通状況としまして事故あるいは冬期交通状況について記述し、それぞれの政策目標を設定している

ところでございます。 
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  ９ページ以降は、政策目標を達成した場合に予想される効果について記載してございます。 

  13ページをお願いいたします。 

  事業の投資効果でございますが、全線でＢ/Ｃ3.0、残事業3.5となってございます。 

  次の14ページ、事業の進捗状況でございます。当該事業により顕著な整備効果を発揮させるため、

鷹巣大館道路Ⅰ期との同時供用ということで調整を図っているところでございます。環境影響評価等

については、任意で実施した環境調査において、大気質、騒音、振動等について環境保全目標を満足

しているところでございます。今後の事業の見通しでございますが、事業区間全線について早期の供

用を目指してまいりたいと考えております。 

  15ページですが、地方公共団体等の意見につきましては、秋田県知事から事業継続で異存はなく、

一層の事業推進をお願いしたいという意見をいただいております。そのほか日沿道の整備促進につい

て要望をいただいているところでございます。 

  対応方針につきましては、高規格幹線道路ネットワークを形成するとともに、北秋田市周辺の主

要施設へのアクセス性向上等早期整備の必要性が高く、事業を継続したいと考えております。 

○髙橋湯沢河川国道事務所長 続きまして、「神宮寺バイパス」についてご説明いたします。 

  資料６-１をお願いいたします。 

  １ページ目でございますが、神宮寺バイパスは大仙市神岡地区における国道13号の交通混雑解消、

冬期の安全向上を目的とした事業でございます。全体延長9.6キロ、暫定２車線の整備を行っており

まして、7.2キロが供用済みでございます。全体事業費230億円で、新規採択時から変わっておりませ

ん。なお、暫定事業費につきましては、前回評価時から用地買収や設計の見直しなどで低くなってご

ざいます。 

  次のページお願いいたします。 

  地域の状況ですが、当地域は豪雪地帯で、東北あるいは秋田県の平均降雪量を上回る地域でござ

います。 

  次のページは、ここは大仙市と秋田市の交流を支える重要な路線となっているということを紹介

してございます。 

  次のページは、当地域の救急搬送の約８割が当国道13号の神宮寺地区を通過するという地域の命

綱となっているところでございます。 

  次のページは、神宮寺バイパスの並行現道区間には渋滞のポイントがあり、混雑しているという

説明をしております。 

  さらに、次のページは、死傷事故率が東北平均よりも高いポイントが複数存在するという紹介を
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させていただいております。 

  ７ページは、降雪時、雪の多いところでございますので、速度低下、事故率が上昇するというこ

とでございます。 

  以上のことをまとめますと８ページになってございます。期待される整備効果ですが、当事業に

より渋滞の解消あるいは事故の減少が期待されます。 

  次のページをお願いします。 

  これまでの整備における効果としては、例えば神宮寺駅入り口交差点の渋滞長が 大950メート

ル短くなるなど大きな効果を上げております。 

  次の11ページでございます。今年６月下旬に雄物川でかなり大きな洪水がありまして、堤防未整

備区間から雄物川が氾濫したんですが、このとき並行している秋田道、13号、旧道の方は止まったん

ですが、神宮寺バイパスは機能して、交通障害等発生しなかった事例を掲載しております。 

  12ページは、住民アンケートの結果ですけれども、この結果からも利便性、安全性の向上が確認

されております。 

  なお、先ほどご説明ありました融雪の件ですが、現道並行区間は路肩、歩道が非常に狭いという

ことで、21年度、22年度に、歩道の勾配もかなり急で、その歩道の勾配を緩やかにする事業とあわせ

て融雪溝というのを整備しています。通常の流雪溝より水をゆっくり流す形にして、そこに雪を入れ

ていただいて、雪を解かしながらゆっくり流して、歩道あるいは路肩のところに積もった雪の減少に

努めているところなんですけれども、２カ年で約2,000メートル程度整備しておりまして、今年度も

効果を上げているところでございます。 

  次に、13ページをお願いします。 

  事業の投資効果でございますが、全線のＢ/Ｃは2.1、残事業のＢ/Ｃは3.2となっております。 

  14ページをお願いします。 

  事業の進捗状況でございますが、平成24年度の暫定供用を目指して進めており、事業進捗に関わ

る問題は特にございません。 

  15ページには秋田県知事からの意見を書いておりますが、継続に異存はなく、一層の事業の推進

をお願いするとの意見をいただいております。 

  以上から、対応方針といたしましては事業継続とさせていただいております。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。説明をいただきました。 

  それでは一つ一つ検討させていただきます。 
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  初に、「下浜道路事業」でございます。いかがでしょうか。住宅地の渋滞解消を目的とした道

路事業でございます。何かございませんですか。 

○堀井委員 これは新しくつくるんですよね、バイパスを。イメージはわからないんですが、このバ

イパスが通るところというのは標高が高いですか、低い、それとも余り変わらない。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 今の下浜地区というのは海沿いの海水浴場もある地区ですので、標

高はほとんどない地域です。 

○堀井委員 ということは、このバイパスは普通の道路のように整備するということですか。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 少し斜面になっていますので、少し標高を高いところを通る形にな

ります。 

○堀井委員 この辺は津波とか、そういう被害を受ける恐れはないんでしょうか。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 少し浸水区域になっている箇所もございます。さらに、秋田県では

被害想定の委員会で想定地震の見直しから進めていまして、またさらに広がる可能性もございますの

で、今そういった浸水地区も抱えている状況ですが、下浜道路はちょっと標高が高いところを通りま

すので、そういった効果も、津波の被害を軽減する避難道路という一面もあるかと思います。 

○堀井委員 新しくつくる道路ですから、せっかくつくるんだったらそういう、津波はどこであるか

わかりませんので、そういうことを考慮して道路をちょっと高く盛るとか、そうした方がいい気がし

ますので。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 

○井上委員 秋田県内の今回の議題に上がっている事業ですが、環境関係で 初から、それから利用

者として、この１カ月間でここをすべて歩いてきました。木曜日は神宮寺バイパスも通りました。角

館バイパスは昨日通りました。ということで、当初の環境関係ですか、当初の効果とかうたわれてい

るんですが、事業者に対して申し上げるんですけれども、うまく進行したと思っております。角館バ

イパスだけは環境まで影響を考えなかった頃なので、一里塚のサイカチ、そこもこの間、土曜日確認

しましたが、環境関係の方にだんだんシフトしてきてくれた頃からは結構うまく、本当に国土交通省

の職員の方々もうまく対応していただいたと思っております。効果は非常に大きくて、例えば秋田自

動車道ができてから、どうしても大曲、横手方面というのは、自動車道を使ったんですけれども、か

なり交通混雑もなくなったし、よくなったと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。ほかに何かございませんでしょうか。なければお諮りをした

いと思いますが、下浜道路事業、原案どおり継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声

あり）ありがとうございます。 
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  それでは、角館バイパス事業につきまして、何かございませんでしょうか。 

○堀井委員 前の資料で、冬期の走行関係が非常によくなったと言うんですが、具体的などんなこと

かなというのを聞きたかったんですが。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 ５ページにありますように、積雪時はこういった形で歩道がかなり

狭くなりまして、歩行者が車道を通らなければいけない状況が発生しておりますが、角館バイパスを

部分供用することによりまして、大分現道の交通量が減っておりますので、そういった面では大分安

全性が向上しているかと思います、部分供用によりまして。 

○堀井委員 現道の交通量が減っているから、現道が安全だということですか。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 そうです。 

○堀井委員 走行関係を現道とバイパスで比較すると、アンケート結果でもバイパスは非常に走りや

すいというのは確認がとれていますよね。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 車にとりましても当然ながら、これまでは歩行者がはみ出してくる

非常に危険な状況も発生しておりましたが、パイパス、自専道ですので、そういった心配なくスムー

ズな走行が図られるかと思います。 

○平山委員長 井上委員、ご意見をどうぞ。 

○井上委員 角館は北の方は鷹巣から道路が来てるんですが、角館は大曲の方に、あるいは横手の方

にまた道路が行っているんです。盛岡の方も行っていますね。田沢湖も行っているもんですから、そ

こは高架道路で来てくれるもんですから、ある意味では非常にバイパスの効果は出ていると思います。

そういう意味で、行くときは田沢湖を経由したんですが、そのときは角館、バイパスのすぐ手前から

降りればいいわけですし、そうすると大曲の方に行く道路の使用者とは全然競合しないんですね。鷹

巣に北上するところと高架道路でクロスしているもんですから、そこも非常にうまく、ストレスない

んですよね。帰りは田沢湖から秋田へ帰ったんですが、今申し上げた道路全部ぶつからないで行って

しまう。ということで、結構うまくいったかなという気はします。 

○平山委員長 かなりの区間は供用されていまして、あと残りは1.5キロというところなんですが、

秋田の方が例えば奥羽山脈のスキー場に行く、あるいは盛岡や角館の冬の観光に行く場合に、非常に、

町の中にダイレクトに入らなくて済みますので、走行がスムーズになったなという感じは私自身も思

っていまして、そういうことをお話しされているのかなと思います。 

○堀井委員 前の資料によると路面状態の影響を受けにくいバイパスと書いてあるんですね。路面状

態の影響を受けにくいということは、例えばロードヒーティングしたのとか、あるいは舗装が普通の

アスファルトの密粒じゃなくて、違う舗装をしているとか、そういうことなんですかという質問だっ
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たんです。 

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 特別なことはしていないですけれども、幅員が広くなりましたので、

あと自専道ということで、かなり走行環境としては非常にいい道路になっていると思いますし、先ほ

ど鷹巣、大曲方面の話がありましたが、そちらの道路とも立体交差していますので、そういったもの

はスムーズな走行ができるかと思っております。 

○平山委員長 本当に自動車専用道路ですから、走行性能が随分上がりましたので、全然間違ったこ

とは説明されてないと思います。ほかに何かございませんでしょうか。なければお諮りしたいと思い

ますが、角館バイパス事業につきましては原案どおり継続とさせていただくことでよろしいでしょう

か。（「はい」の声あり）ありがとうございました。 

  次に行きますが、鷹巣大館道路Ⅱ期事業でございます。何かご質問、ご意見ございませんでしょ

うか。 

  それでは、これにつきましても、秋田県北のネットワークの形成をしている非常に重要な道路に

位置づけされておりますし、Ｂ/Ｃにつきましても数値をクリアしているということで、原案どおり

継続とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうござ

います。 

  後は「神宮寺バイパス事業」でございます。何かございませんでしょうか。先ほどの融雪、消

雪の区別もよろしかったでしょうか。小山委員、先ほどの説明でよろしかったですか、雪を解かした

り、よけたり。 

○小山委員 道路ですが、雪の季節は雪が道路にあってかなり狭くて、歩行者が歩きにくいようだっ

たんですが、融雪対策は一般的にどのようにしているんでしょうか。 

○髙橋湯沢河川国道事務所長 道路の融雪対策ということでしょうか。ここだけに関わらずというこ

とでしょうか。 

○小山委員 やはり秋田の国道はかなり雪が多いと思うので、神宮寺バイパス、鷹巣道路、角館もか

なり、この写真を見ますと雪が多くなっているんですけれども、すべての道路について融雪対策とい

うことで水を流したりとか、温めて解かしたりとかという対策がなされているんでしょうか。 

○髙橋湯沢河川国道事務所長 例えば神宮寺バイパスで申しますと、２ページをご覧ください、右上

にポンチ絵的に道路の現在の幅員が書かれていますが、ここの人家連担のところでは路肩が25センチ

になっていますが、この程度で、歩道が1.2メートルから1.8ということで、大雪になるとどうしても、

当初は横に雪を寄せていかなくてはなりませんから、どうしても積み上がってしまって、先ほどおっ

しゃったように、場合によっては歩行者が道路を歩いたりしなければならないんですが、やはり一番
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望ましいのは先ほど言われたように道路を拡幅して、路肩のところで冬場は一時的な堆雪なりをする

とか、その方が一番好ましいなと思っています。ただ、それでも対応できないぐらい雪が降って、例

えば湯沢市内では歩道に地下水を撒いて消雪しているところもございます。それは場所場所で是々

非々といいますか、対策をいろいろ組み合わせて消雪というか、融雪対策を行っているところもござ

います。 

○小山委員 そうすると、融雪対策は全体ではなくて、一部分。 

○髙橋湯沢河川国道事務所長 地域の事情に応じてやられているところと、そうでなくて対応できる

ところがあると思います、湯沢だけを申し上げました。 

○平山委員長 よろしいでしょうか。機会があれば今度雪の多い地域の道路の見学をさせていただき

たいと思いますが、場所場所に応じていろんな方法で除雪なり消雪なり融雪をやっているということ

でございます。よろしいですか。当然この道路でもそういうことは考慮に入っているということです。 

  それでは、「神宮寺バイパス」につきましてもお諮りをいたしますが、原案どおり継続というこ

とでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）そのようにさせていただきます。 

 

 ・東北中央自動車道 東根～尾花沢 

 ・一般国道 １３号 米沢拡幅 

 ・一般国道１１２号 霞城改良 

 ・一般国道１１３号 梨郷道路 

○平山委員長 山形県内の４事業に入らせていただきます。 

  「東北中央自動車道 東根～尾花沢」、「一般国道13号 米沢拡幅」、「一般国道112号 霞城

改良」、「一般国道113号 梨郷道路」の４件でございます。よろしくお願いいたします。 

○手塚山形河川国道事務所長 山形河川国道事務所長の手塚でございます。私から山形県内の事業、

資料７から10の４件まとめてご説明させていただきます。 

  まず資料７-１「東北中央自動車道東根尾花沢」をお願いいたします。 

  １ページ目でありますけれども、事業の目的は高速ネットワークの形成による経済、産業、文化

の広域的な交流連携の促進でございます。現在までの事業進捗は約26％でございます。前回評価時点

から事業計画等の変更はございません。 

  続いて、２枚目をお願いいたします。 

  地域の課題でございますが、当事業を存する尾花沢消防管内では緊急時の搬送時間が約48分かか

ってございまして、県内平均の約1.5倍多く要しているという状況でございます。 
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  続いて、１ページ飛びますが、４ページ目をお願いしたいと思います。 

  道路交通の状況でございます。東北中央道の全体の整備率はまだ35％でありまして、多数ミッシ

ングリンクが生じているという状況でございます。 

  ６ページ目をお願いいたします。 

  当事業の並行現道区間には死傷事故率300件/億台キロを超す箇所が、非常に事故の危険な箇所が

４カ所存在しています。 

  ９ページ目になります。事業の効果でございます。当事業の整備によりまして、３次医療施設へ

の搬送時間が10分短縮され、これにより早急な処置と搬送時の安定性向上が期待されると考えており

ます。 

  続いて、10ページ目をお願いいたします。 

  事業の整備により交通分担が図られまして、並行する現道の事故件数の抑制も期待されます。 

  続いて、11ページ目をお願いいたします。 

  費用便益比は1.5、残事業の場合で2.0でございます。 

  12ページ目をお願いします。 

  この事業の目的が失われる情勢の変更はございません。 

  後、13ページ目ですが、山形県知事からは事業の継続に異議なしとのご意見をいただいていま

す。 

  ただいまご説明いたしました救急医療の観点、緊急時の代替性の観点などから、当事業について

は継続という案にさせていただいております。 

  続きまして、案件二つ目の「国道13号米沢拡幅」、資料８-１をお願いいたします。 

  １ページ目をお願いします。 

  当事業は、延長2.4キロメートルの国道の拡幅工事でございます。目的は、新直轄でこれから整

備される米沢インターチェンジと市街地の円滑なアクセス確保、交通混雑の緩和、各種開発計画の支

援でございます。現在までの進捗状況は95％、用地取得は済んでおります。平成24年度に全線供用予

定です。前回再評価時点からの事業計画の変更はございません。 

  ４ページ目をお願いいたします。 

  当該区間の混雑度は1.4でございます。交通容量を超過している状況でございます。 

  続いて、５ページ目をお願いします。 

  当地域は、雪が大変多く、冬期の道路交通環境が悪化しております。そのため、冬期の旅行速度

が、夏場は約33キロですが、それが21キロと、 大４割程度減少しております。 
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  ７ページ目でございます。 

  整備効果でありますが、現道の拡幅により平均速度が40キロ程度から60キロへと約20キロの向上

が期待され、渋滞緩和が期待されております。また、十分な堆雪帯の確保により冬期の環境改善が図

られるものと考えております。 

  ８ページ目をお願いします。 

  費用便益比は1.1、残事業の場合で5.2でございます。 

  ９ページ目をお願いします。 

  事業目的が失われる情勢等の変更はございません。 

  後、10ページでございます。 

  山形県知事からは事業継続に異議なしとの意見をいただいております。 

  ご説明させていただいたとおり、交通混雑の緩和、事故の減少、交通環境の改善といった内容か

ら、事業継続という案にさせていただいております。 

  続きまして、３件目でございます。「国道112号霞城改良」、資料９-１をお願いします。 

  １ページ目をお願いします。 

  当事業は、延長1.3キロメートルの山形市中心部における現道拡幅事業であります。交通渋滞の

緩和、交通事故の抑制を目的として、現在事業進捗は約62％、前回評価時点からの事業計画変更はご

ざいません。 

  ２ページ目をお願いいたします。 

  当該事業の周辺は、中心市街地であります。また、学校等が集中しているため、通学生を初め交

通が集中するということになっております。 

  ３ページ目をお願いいたします。 

  通勤時には約600メートルの渋滞が発生し、旅行速度が10キロメートル程度となっている区間も

ございます。 

  ４ページ目をお願いします。 

  県内の直轄国道で も歩行者、自転車が多い区間でございまして、事故累計でも人と車両との事

故が多発している状況でございます。 

  １ページ飛びまして、６ページ目をお願いいたします。 

  平成20年に東西方向の一番東側の文翔館西交差点を先行的に改良いたしまして、約２キロの渋滞

が存在していたところが現在では解消しております。こうした渋滞緩和効果が全体の事業によりさら

に期待されると考えております。 
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  続いて、７ページ目をお願いします。 

  事業の進展により、歩行者、自転車、自動車の通行空間が的確に分離でき、安全な空間が確保さ

れることを期待しております。 

  ８ページ目をお願いいたします。 

  費用便益比は1.3、残事業の場合で3.8でございます。 

  ９ページ目をお願いいたします。 

  当事業については、早期効果発現の観点で段階的な供用を図っていきたいと考えております。 

  後、10ページですが、知事からは事業継続に異議なしとの意見をいただいております。 

  混雑緩和、事故の減少等の観点から、事業継続という案にさせていただいております。 

  後、４件目、「国道113号梨郷道路」でございます。資料10-１をお願いいたします。 

  １ページ目をお願いします。 

  当事業は、地域高規格道路新潟山形南部連絡道路の一部を形成する延長7.2キロの自動車専用道

路でございます。事業目的は、高次医療施設へのアクセス向上、事故の軽減、迅速な物流支援、地域

間の交流連携などでございます。進捗率は全体で２％です。 

  ２ページ目をお願いします。 

  さきの東日本大震災の発災後、国道113号は日本海側からの被災地への物資輸送に活用されまし

た。ただ、その際、交通が集中することで走行速度が約４割低下するという部分で、迅速な物資輸送

に課題があるということもわかりました。 

  続きまして、３ページ目をお願いします。 

  地域の中に３次救急医療施設が立地しております。それにも関わらず、県平均輸送時間よりも遅

い地域が生じているということでございます。 

  ４ページ目をお願いします。 

  当該道路の現道である113号では県内で も事故率の高い交差点が存在しています。 

  大きく飛びまして、８ページ目をお開きください。 

  全線が供用されますと３次医療施設までの搬送時間が例えば高畠町役場から５分短縮するなど、

医療支援の効果が得られると考えております。 

  ９ページ目をお願いいたします。 

  費用便益比は1.7、残事業で1.7でございます。 

  10ページ目をお願いします。 

  事業目的が失われる情勢等の変更はございません。今年度より用地買収に着手の予定でございま
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す。 

  後、11ページです。 

  知事からは事業継続に異議なしとの意見をいただいております。 

  医療施設へのアクセス向上、事故の軽減等の観点から、事業継続という案にさせていただいてお

ります。 

  以上、山形県内の４件につきまして、ご審議を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した。それでは「東北中央自動車道 東根～尾花沢事業」から審

議をさせていただきます。ご意見ございませんでしょうか。 

  東北内陸部の広域的なネットワークを完成する部分をなしている大切な道路という位置づけで

ございますが、Ｂ/Ｃにつきましても問題はないということですが、よろしいでしょうか。 

  それではお諮りさせていただきますが、原案どおり継続ということでよろしいでしょうか。（「は

い」の声あり）ありがとうございます。 

  次は米沢拡幅事業でございます。米沢市内の交通渋滞の緩和、インターチェンジからのアクセス

を目的にした拡幅事業、何かございませんでしょうか。ないようでございますので、お諮りをしたい

と思いますが、原案どおり継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとう

ございます。 

  次は、「霞城改良事業」でございます。これは山形市中心部の混雑緩和、交通事故の減少を目的

にした事業でございます。いかがでしょうか。なければお諮りしますが、「霞城改良事業」を原案ど

おり継続ということにさせていただいてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうござ

います。 

  四つ目は「梨郷道路事業」でございます。高度医療施設へのアクセス、交通事故の軽減を目的に

した道路でございます。よろしいでしょうか。何かございませんか。 

○林山委員 単純な質問ですが、１ページなんですけれども、４億円、執行済み額が計上されていま

すが、これは何に使われているんですか。 

○手塚山形河川国道事務所長 説明が舌足らずで申し訳ありません。今年度、用地買収に着手する前

提で、今年度当初予算が既についているということで、それを確実に使う前提で今年度は４億円とい

う形にさせていただいております。 

○林山委員 使う予定であると理解していいんですね。（「はい」の声あり）わかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。なければお諮りしたいと思いますが、「梨郷道

路事業」の継続、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。 
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  全般的な問題なんですが、裏日本は随分雪が多い地域があって、なかなか道路整備が進んでない

という一面もあると思います。以前、都南川目道路、盛岡の道路のときに、積雪というか、冬期の気

象条件によって速度が低下する、改良によって改善するのであれば、それも便益に入れてはどうかと

いう提案があって、試算してみたら７％ぐらいのプラスになったという結果が出ておりましたが、そ

ういう便益は今のところ多分入っていないんだと思いますが、入れ込んでいくことによってやはり東

北の特殊性みたいなものがきちっと表現できるのかなと考えたんですが、行政側はいかがでしょうか、

委員の皆様でもよろしいですが。 

○道路計画第一課長 委員長がご指摘の積雪に伴う冬期速度の改善というのは今回の便益に入れて

ございます。 

○平山委員長 わかりました。通常の便益の計算のほかに積雪に絡むものも加えてあるということで

すか。（「はい、そうです」の声あり）わかりました。ありがとうございます。 

  それでは、皆さんから何も意見がなければ、審議につきましては以上でございます。審議結果に

ついては議事概要の取りまとめを事務局にやってもらうことにいたしますが、報告事項がございます

ので、報告事項の説明を先に進めたいと思います。 

 

４．報 告 

 ・河川関係事業の事業評価における残事業評価対象期間について 

○平山委員長 一つ目が河川事業関係でございまして、河川関係事業における残事業評価対象期間に

ついてということで、河川調査官から説明をお願いいたします。 

○河川調査官 河川関係事業の事業評価における残事業評価対象期間について、資料12で説明をさせ

ていただきます。 

  表紙をめくっていただきまして、１ページをご覧いただければと思います。 

  一番頭の方に書いておりますが、残事業の評価対象期間につきまして、これまで当地整で行って

おりました河川関係事業では、評価年度以降の整備期間、評価が済んだ以降の整備期間プラス50年間

とさせていただいておりました。ただ、今後の河川関係事業におきましては、評価年度を含まない、

評価年度の翌年度以降の整備期間プラス50年間とさせていただくというご報告でございます。 

  その理由は、二つ目の箱の中に書かせていただいていますが、評価年度、翌年度以降の事業実施

の再評価という趣旨を踏まえると、評価年度の翌年度以降のwithとwithoutを比較する方が適切では

ないかと考えました。これにつきましては、昨年12月、本省河川局からの通達があり、全国で統一し

ようという話もありまして、このような変更をさせていただくことにしております。 
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  このルールに照らして、東北地整の河川関係事業におきましてはこれに対応してなかったという

ことと、三つ目の箱に書かせていただいていますが、今年度既に事業評価を実施済みの３事業につき

ましてはこの対応に間に合ってなかったということでございまして、残事業に係る再計算を実施した

上で公表資料を修正させていただくと。今後、本日ご審議いただいたものを含めてということになり

ますが、再評価を実施する際におきましては変更後の評価対象期間で再評価を実施してまいりたいと

考えております。 

  一番下の箱の中に書いている例でございますが、３事業、胆沢ダム建設事業、岩木川直轄河川改

修事業、津軽ダム建設事業の３事業でございまして、胆沢ダムでは平成23年度の事業費が約160億円

ほどございますので、それを含めないということになりますとＢ/Ｃが上がりまして5.6が7.5になる、

以下岩木川直轄河川改修事業、津軽ダム建設事業も同様に、３事業のＢ/Ｃにつきましては大き目に

出るという修正をさせていただきたいと考えております。 

  具体的な修正につきましては、２ページから６ページに胆沢ダム建設事業、前回の第１回の本委

員会にお示しした資料の未修正のものをつけさせていただいております。残事業のところ、感度分析

のところの残事業の分析などで修正が出てまいりますので、その修正したものを本日おつけてしてお

ります。ただ、一番後ろ、７ページ目のＡ３横長につきましては、岩木川直轄河川改修事業、これは

一番右端の備考欄というところで、当面実施予定というのは６年間でございますが、その河川改修事

業のＢ/Ｃ3.0も同じように倣って計算し直しまして、3.3という修正をさせていただいた上で再度公

表させていただくということで、ご報告でございます。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。何かご質問等ございませんでしょうか。 

  これは全国統一するのは必要なことかなとは思いますが、どうして東北地整はそういう方式を実

施したのか、ひょっとしたら東北地整のやり方も間違っていないという感じもするんですが、そうで

はないんですか。 

○河川調査官 どちらも間違いということではないと思いますが、翌年度以降の事業の再評価を踏ま

えると翌年度以降の事業費を残事業とみなして評価する方が適切ではないかと考えた次第でござい

ます。なお、これまで東北地整がそうしなかった理由は、作業上の理由がございまして、概算要求に

間に合うように再評価をしようとしますと前年度にどうしても作業する。評価年度の予算というのは

仮の数字のまま作業しているものですから、その補正をしないでこれまでやってきたということでご

ざいます。 

○平山委員長 ＢとＣも両方とも影響あるんですね。 

○河川調査官 コストが、残事業を見直しまして、主にコストでございますが、感度分析の中で残事
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業費をプラス・マイナス10％することによって残存価値が少し動きますので、それでＢが変わる場合

が出てきております。 

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何かございませんですか。 

  それでは報告了承ということで、次に進ませていただきます。 

 

 ・「東日本大震災を踏まえた道路事業の事業評価手法等に係る意見書」について 

 ・防災機能の評価手法（暫定版）について 

○平山委員長 次の報告は、東日本大震災を踏まえた道路事業の事業評価手法等に係る意見書、これ

は前回議論いただいて、冒頭のご挨拶で局長が触れられた点でございますが、これについてと、それ

に伴って道路部から説明いただきますが、防災機能の評価手法（暫定版）について、この２本を合わ

せてご説明をお願いしたいと思います。 

○道路計画第一課長 資料13、14をもとに説明させていただきます。 

  資料13につきましては、事業評価手法等に係る意見書ということでございまして、委員長から整

備局長宛てに道路事業の事業手法に関する意見書をちょうだいいたしまして、先般８月11日に東京で

開催されました社整審の道路分科会事業評価部会におきましてもこの意見書につきましてご紹介さ

せていただいているところでございます。 

  主なご意見といたしまして、裏面にございますが、３便益のみを重視した事業の評価では不十分

なところがあり、見直しが必要であるといったことでありますとか、命を守るという防災面の機能評

価につきまして、従来の貨幣換算とは異なる枠組みを構築し、地域の実情と多面的な効果を考慮した

総合的な判断といったこと。あるいは復興事業におきまして平常時の評価方法をそのまま適用するこ

とには難しさが予想されるため、評価の進め方を工夫する必要があること。また、人流、物流の機能

というものは事業区間のみではなく路線全体で評価されるものでございますので、路線全体での評価

が望ましいといった事業評価手法に関するご意見もちょうだいしておりました。また、道路が本来果

たすべきネットワーク機能の強化ということにおきまして、ミッシングリンクの解消でありますとか、

総合的な交通体系の必要性ということをご指摘いただいてございました。こちらを本省の社会資本整

備審議会でも報告させていただきました。 

  資料14でございますが、こちらは８月11日に道路分科会の事業評価部会におきまして提案されま

した防災機能の評価手法（暫定版）でございます。こういったご意見、お力をいただきまして、暫定

版がまとめられてございます。この手法をもちまして、後ほどご説明させていただきますが、三陸沿

岸道路を初めとする復興支援道路の新規採択時評価にも適用を行っているところでございます。 
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  １ページにつきましては、東京でも防災面の評価に関するご意見が出ており、それらをまとめた

ものでございます。 後にございますとおり、暫定的に手法をつくり出し、評価していく必要がある

というご指摘がございまして、このようにまとめられているものでございます。 

  ２ページ目は、この評価手法の方向性でございまして、左側に円滑な道路交通の確保というのが

ございますが、これが従前行っておりました走行時間の短縮を中心とした、Ｂ/Ｃをもとにした分析

でございます。それとあわせまして、真ん中に赤く囲ってございますが、安全な道路交通の確保とい

うのがございまして、防災対策でありますとか災害時の救助・救援活動の支援、こういった交通量に

関わらず満たさなければならない効果につきましても、必要性、有効性、効率性をそれぞれ判断し、

円滑な道路交通の確保に関する効果とあわせて総合的に評価をした上で事業実施等を判断すべきで

あるといった考え方が示されたところでございます。 

  ３ページ目以降は、防災の評価手法に関するご説明でございまして、必要性、有効性、効率性そ

れぞれございますが、例えば必要性につきましては事業の目的、効果の妥当性、あるいは災害に関す

るもの以外に住民生活や地域経済、地域社会といった平常時においても果たす役割というものをきっ

ちりと評価しようという内容でございます。 

  ４ページ目が有効性ということでございまして、現状置かれています地域の道路ネットワークを

評価し、新たな道路整備並びに道路の改良に伴いますネットワーク上のリンクがどのように改善され

るかといったことを評価しようというものでございます。 

  ５ページ目に少し具体の形が書いてございますが、例えば主要都市間を連結するリンクの耐災害

性、耐災害性と申しますのは、地震による被害が想定される通行危険箇所ですとか、津波被害の想定

地域ですとか、あるいは幅員5.5メートル未満の改良箇所があるところについて、耐災害性の有無を

検討しているもので、また、リンクの脆弱性といたしましては、迂回路の迂回率が1.5ということを

一つのメルクマールとしてそういったリンクになっているかということを検討しているものでござ

います。重要性につきましては、県庁所在地間相互でありますとか主要都市間相互、そういったネッ

トワークとしての重要性を評価しようというものでございます。 

  ６ページ目にもう少し具体的なものがございまして、耐災害性、多重性、重要性それぞれ評価し

まして、ＡからＤまでランクをつけてございます。その中で、例えば三陸縦貫道沿線のリンクですと

典型的なものとしては国道45号しかございませんので、耐災害性、多重性よりＤランクであったもの

が、例えば三陸縦貫道の整備によりまして、目標でありますＢランクに改善されるとか、あるいは改

善されてもまだＣランクであるとか、そういったネットワーク上のリンクとしての評価を行おうとい

う考えでございます。 
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  その例が８ページ目にございますが、この場では割愛させていただきます。 

  ９～11ページ目でございますが、こういったネットワークのリンクの改善に伴います改善度とい

うものを評価しておりまして、例えば通常の所要時間に比べてどれぐらい通行時間の短縮が行われる

か、災害時に迂回した場合に比べてバイパスを通過することでどれだけ時間短縮なるかといったこと

も評価しようということでございます。 

  12ページ目に有効性の確認、総括をさせていただいておりまして、そういった各ネットワークの

リンクの改善度あるいは時間の改善度をあわせて、どこどこ市からどこどこ市間における所要時間の

短縮でありますとか、３次医療施設への救急搬送時間の改善といったものを「◎」「○」等々で評価

をしております。 

  後に、効率性の確認ということでございまして、必要性、有効性が確認された後の 後の段階

でございますが、複数案の費用の比較ということで、幾つかの計画を横に並べた上で、あるいは現在

と過去の実績等々のコストの比較を行いまして、効率性を判断するという内容でございます。 

  続きまして、Ａ３の表でございますが、こちらは先ほどご紹介しました防災機能の評価手法を実

際に適用した事例ということで簡単にご紹介させていただきます。 

  こちらは９月21日、東北地方小委員会で説明させていただいた資料でございます。今般、局長の

挨拶にもございましたとおり、３次補正予算に新規採択の路線として計上する路線並びに区間でござ

います。縦１本、横３本と表現しておりますが、縦軸につきましては三陸沿岸道路ということで、登

米～釜石、釜石～宮古、宮古～八戸間がございます。また、横軸といたしまして、北側から宮古盛岡

横断道路、東北横断自動車道釜石秋田線、南にまいりまして東北中央自動車道相馬霊山間、こちらの

路線がございます。 

  まず評価の単位でございますが、例えば三陸沿岸道路ですと、これまでは１番から11番までの個

別の未事業区間がございまして、それぞれＢ/Ｃを評価するということをやっておりましたが、意見

書でも述べられておりますとおり、ネットワークとして道路の機能が果たされるものでございますの

で、こういった複数の連続した未事業区間につきましては１から11を個別にやるのではなくて、登米

～釜石、釜石～宮古、宮古～八戸という、ある程度ジャンクション間に区切った形で評価をさせてい

ただいてございます。また、横軸につきましても、一つの路線を単一の区間として評価を行っている

点でこれまでと違った評価をさせていただいているものであります。 

  おめくりいただきまして、区間ごとに評価してございますが、同じく小委員会での資料でござい

ますが、例えば三陸沿岸道路の登米～釜石間に関わる新規採択時評価ということで、こちらのご審議

をいただいておりました。 
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  地域の概要としまして、登米～釜石間110キロございます。詳細の地図は一番 後の３ページ目

にございます。津波により大きな被害を受けてございます。また、緑色で×をつけている橋梁がござ

いますけれども、津波による落橋の箇所でございます。また、現道の国道45号は線形不良、幅員の狭

小区間が多数あって、地域との連結性にも非常に支障を来しているといった区間でございます。そう

いった区間に対しまして、先ほどの防災機能評価を適用した様式がこちらでございます。「２．必要

性の評価」でございますが、そこにおきましては防災時における課題でありますとか、あるいは住民

生活ということで、３次医療施設へのアクセスの問題、あるいは壊滅的な被害を受けた水産業の問題

といった課題を掲げさせていただいております。そういったところから事業の必要性といたしまして、

早期の復興支援、平常時の地域づくりといった観点からも本事業の必要性が認められるのではないか

ということで記載をさせていただいたものでございます。 

  また、「３．有効性の評価」でございますが、ネットワーク上のリンクとしての防災面の効果を

記載させていただいております。 

  図７でございますが、これは現況の各リンクの評価を示したものでございまして、例えば主要都

市であります気仙沼から大船渡の間、これは赤字のＤランクになっておりますけれど、これは現道45

号しかございませんので、耐災害性も多重性もないというリンクでございますが、これが三陸沿岸道

路等が整備されることにより、耐災害性のある、つまり津波を避けたリンクとして三陸沿岸道が機能

いたしますので、耐災害性が目標のＢランクに到達する。そういった評価を各区間ごとに行ってござ

います。また、「ネットワーク全体の防災機能」といたしまして、（１）－②でございますが、整備

前と整備後における所要時間の短縮を改善度という形で表現をさせていただいてございます。また、

（２）「当該事業による効果」ということで、救急活動時の輸送時間の確保あるいは同じく住民生活、

経済社会それぞれにおける時間の短縮をそれぞれ評価をさせていただいてございます。 

  後に、「４．事業化する期間の延長、構造規格等」ということでございますが、これにつきま

しては登米～釜石間における新規事業化４区間の概略延長、構造規格、設計速度、事業費を掲げさせ

ていただいてございまして、トータルとして登米釜石間ではＢ/Ｃ1.5という路線全体での評価をさせ

ていただいてございます。また、あわせまして個別区間の単位ということで各４区間ごとそれぞれの

評価をさせていただいたということでございます。 

  こういった内容で、先般９月28日に社会資本整備審議会の事業評価部会でご審議をいただいたも

のでございます。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。ご説明をいただいたわけですが、前回、意見書をお渡しし

ました。責任を持たされて、本当に十分意向を反映したのかなということは非常に懸念をしたところ
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ですが、社整審では今回このような暫定的なものに帰着したということだと思いますが、ただいまの

ご説明につきまして何かご意見ありましたら。またこれからも評価手法の見直しということもあろう

かと思いますので、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。 

○金沢委員 ありがとうございました。私は、採択をされていただくべき、すばらしい説得力のある

提案をいただいたと思っております。まだ震災は終わってないんです。道路も全然寸断されて、今さ

らながら沿岸の45号沿いの浜道路は崩落が続いております。45号に上がれないでいる住民の方もおり

ますし、これは県道とか自治体の道路ではありますが、国の道路、国民の道路には違わないわけでご

ざいます。それらを含めまして、私、今まで三陸縦貫道はとにかく宮古から仙台、早く着けばいいと

か、便利なんだよという感じの説得力であったと思うんですが、今回の震災で「早く」の前に「安全

である」という、それが一番大事な要素ではないかと思いました。未完成の部分もありましたが、既

に整備されていたところがかなりありまして、それによって多くの人の命が救われたということは、

現実の問題でございます。 

  今回の整備の指針というのは、日本のほかの沿岸の地域のどこに起こるかわからない地震への基

本的な津波のマニュアル、津波に対応したマニュアルを今回東北地方整備局が提案し、実行していく

ものだと思っております。それにつきましても、やはり第３次補正予算を通っていただくということ

を祈念してございます。早く実効性のあるものにしていただきたいと思っております。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございました。前は事業ごとの評価をやっていたところをリンクというか、

ジャンクションというか、そういう少しくくった対象を評価するということになったようですが、林

山先生はもともとネットワークで評価したらというお考えもあったようですが、いかがですか、印象

としては。 

○林山委員 物すごくこれは東北地域にとっては明るい材料だと思いますし、早急にやっていただき

たいと思います。強いて言えば、これはもちろん僕は大満足な結果であると思うんですが、 終的な

ゴールは、地域というか、かなり昔ですけれども、イコールフッティングという議論があって、港湾、

鉄道、航空、道路、総合交通体系的なものまでどんどん広げていっていただければ、１個の交通機関

が駄目でもほかがあるとか、例えば「トモダチ作戦」でアメリカから飛行場に来ていろいろ手伝って

いただけるとか、そういうことまで考えてだんだん広げていくためにも一番大きな布石を打てたので

はないかなと思って評価しております。どうもありがとうございました。 

○平山委員長 ほかに何かご意見、どうぞ。 

○堀井委員 私も質問というか、意見というか、５ページの迂回率というのがありますね。これは定

義はどうなるんですか。 
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○道路計画第一課長 Ａ地点からＢ地点まで行くところを寸断されることによって迂回して別のル

ートなんですが、それに伴う時間の差です。 

○堀井委員 ということは、この値が大きいところは整備しましょうという話ですね。優先順位を高

くすると。 

○道路計画第一課長 整備に伴う迂回の解消の効果があるということです。 

○堀井委員 迂回の解消の効果。「迂回率の算出方法は、時間、距離いずれかの小さい方が」とある

んですが、距離ではそんなに増えなくても、時間で、要するに走行環境が悪ければ時間というのは非

常にかかるので、いずれか小さい方ではなくて、時間で評価すべきではないかという気がするんです

が、いかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 迂回率についてはいろいろご議論がございまして、先生が言われるように時間

と距離の話でありますとか、1.5未満についての是非等もいただいておりまして、地域によって試算

したところ時間より距離の方がいいと思われるところもあるのではないかという議論があるんです

が、そこはまだ暫定案ということで、これからいろんな試行を重ねながら 終的に固めていくと聞い

ておりますので、そういった意見も東京に伝えていきたいと思います。 

○堀井委員 ぜひそういう検討をされてください。 

○平山委員長 また検討が進みましたら説明をお願いしたいと思います。ほかに何かございませんで

しょうか。 

○間庭委員 震災を受けて、沿岸部はまだまだ大変な状況なんですが、東北についてこういう形でお

示しいただきますと、仙台を例にとれば仙台空港が完全グランドオープンしましたし、港についても

ある目標を持って復旧していくということもありまして、当然それを想定して、国内もそうですけれ

ども、海外の海運会社とか航空会社がスケジュールを持って新たな再就航、増便といった形で、いわ

ば投資のようなものが促進されるということがありますので、道路についてもいろんなものがまだ震

災の復旧のめどがつかない中でこういうものが示されるということ自体が先ほど空港や港湾で申し

上げたことにつながるということで、今雇用が非常に大変な状況でありますので、企業が投資をしや

すい環境がいろいろ整いつつあるという一つの大きな潮流をつくり出すものとして大変感謝したい

と思います。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございます。ほかに何か。局長、何かございますか。 

○徳山局長 冒頭も申し上げましたけれども、重ねて感謝を申し上げたいと思います。かねてから３

便益だけでいかがかという問題意識は全国的にあったわけでございますけれども、今回こういう機会

に、暫定版とはいいながら評価手法の大きな改革ができましたのは、ひとえに当監視委員会からのま
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さに被災地としての問題意識を意見書としてぶつけていただいたということが大変な力になったと

思いますし、私どもも被災地の整備局としてそれを中央に取り次がせていただいたことを大変光栄に

思っております。まだまだ見ていただくと評価の仕方自体も非常に未熟な面があると思います。それ

は本省もよくわかっておりまして、改善していこうと、とりあえず暫定版をと。ただ、急いで復興に

向けてこういうものを評価手法をまず固めていこうという拙速で評価をいただいたということであ

ります。 

  さらに、林山先生からもいただいた、ほかの交通期間、モードの問題でありますとか、ほかにも

展開していくとたくさんあると思います。いずれにしても今回９月末にこれが間に合う形で三陸沿岸

道の防災機能についての評価がなされ、特にこのページの 後のところにありました区間の問題、Ｂ

/Ｃを見ていただくとこの区間としては1.5、登米・釜石も1.5でありますが、個別の区間で見ると唐

桑北から陸前高田0.9という数字が右下に載っておるわけです。これはもちろん区間だけの意味では

なくて、３便益では0.9であるけれども、防災機能を加えればこの区間といえども必ずしも駄目とい

うことはないと思いますが、さらにこういうネットワークとしてここだけつながないということを選

択することはあり得ないわけでありますから、全体のネットとして評価する、こういう道が開かれた

わけでございまして、そういう全体の評価の問題、区間の問題あわせて当委員会のご指摘に大変お世

話になったと思います。 

  後、くどうございましたけれども、重ねて感謝を申し上げまして、こういう事業が３次補正で

採択されますならば、一刻も早く事業を進められますように、私どもも全力を挙げてまいりたいと思

います。本当にありがとうございました。 

○平山委員長 実施の方をよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかに、よろしいでしょうか。 

○間庭委員 その他でよろしいですか。その他ということで、直接ここの委員会の守備範囲ではない

んですが、関わることで一つ意見といいますか、お願いしたいことがあります。既にご当局は十分ご

承知のことだと思うんですが、今、福島原発で望むと望まないに関わらず、例えば今日話題になりま

した米沢福島間のところに福島市などを中心とした方々が米沢に4,000人ぐらい移り住んでおられま

す、震災原発後。ほとんどの世帯主といいますか、働き手は福島へ毎日通勤しておられるということ

で、この状態ができれば短期で済むことを望むんですが、どうもいろいろ聞きますと大分長期になり

そうだということで、今回の評価にも関係ないことではないんですが、今後そういったことを把握さ

れて、公共交通機関の充実もさることながら、道路についてもそういうことを想定しながらぜひいろ

いろとご計画の中に含めていただくようお願いしたいと、その他の意見、お願いでございます。 
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○平山委員長 大変大切なご指摘だと思います。評価のところとはちょっと離れますが、今後行政を

進めていく上で重々尊重されて進めていただきたいなと思います。間庭委員、そういう扱いでよろし

いでしょうか。 

○間庭委員 はい、よろしくお願いします。 

○平山委員長 それでは、ご意見がなければ、議事概要をお手元に配付させていただきましたので、

読み上げさせていただきますので、ご確認をいただきたいと思います。 

○司会 先ほどお手元に議事概要をお届けいたしました。審議結果のみについて読み上げさせていた

だきます。 

  審議結果は、次のとおりである。 

  再評価について、１．河川事業再評価審議結果、北上川上流直轄河川改修事業一関遊水地、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。 

  ⑴前回から費用対効果が変化した理由を注釈などで補足説明するべき。 

  ⑵遊水地は下流に効果がある施設なので、その意義が理解されるよう上下流の交流を継続するべ

き。 

  ２．道路事業再評価審議結果、「７号秋田南バイパス」、「７号下浜道路」、「46号角館バイパ

ス」、「７号鷹巣大館道路Ⅱ期」、「13号神宮寺バイパス」、「東北中央自動車道東根尾花沢」、「1

3号米沢拡幅」、「112号霞城改良」、「113号梨郷道路」、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。 

  ⑴計画の前提となるデータについては、事業着手時点で利用可能な 新のものを用いる努力をす

べき。 

  ⑵今般の大震災の教訓を踏まえ、必要に応じて津波防災対策にも配慮すべき。 

  以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。無いようで

ございますので、事務局でおまとめいただきました本日の議事概要をこのとおりご了承いただいたと

いうことにさせていただきたいと思います。 

  それでは、本日の議事は以上でございますが、今月はまた急遽第３回目の委員会が開催されると

いうことになっておりますので、お忙しいとは存じますが、また３回目の委員会にご出席を賜ればあ

りがたいということでございます。 
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  それでは司会に戻します。 

 

５．閉 会 

○司会 長時間のご審議、ありがとうございました。 

  これをもちまして平成23年度第２回整備局事業評価監視委員会を終了とさせていただきます。 

  本日は大変ありがとうございました。 

 


