
平成２３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回）

日 時：平成２３年１０月１８日（火曜日）

１１：３０～１２：３０

場 所：東北地方整備局二日町庁舎２階大会議室
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１．開 会

○司会 それでは、ご案内の時間となりましたので、ただいまから平成２３年度第３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、委員の皆様方にはご出席を賜りました。本当にありがとうございます。

司会を務めます地方事業評価管理官の村上でございます。よろしくお願いいたします。

本日の委員のご出席でございますが、平山委員長、井上委員、小山委員、金沢委員、木村委員、

九戸委員、林山委員、間庭委員、８名のご出席です。秋田大学の木村委員におかれましては、テ

レビ会議でのご出席となってございます。よろしくお願いいたします。

なお、先ほどご連絡がございまして、小山委員については10分ほど遅れるということです。ま

た、林山委員におかれましては、別件が終わってからこちらに見えられますので、少し遅れると

いうことです。

本会の規則上、過半数の出席をもって会は成立いたしますので、現時点で６名のご出席で会は

成立しておりますので、大変恐縮でございますが、時間の関係もありますので委員会を開始させ

ていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

本日ご審議をいただく事業につきましては、道路事業の再評価２件です。お手元に資料をお配

りしております。次第のほかに資料１から資料４までございます。配付のリストと照らし合わせ

て、もし不足等があれば事務局にお申しつけください。

それでは、次第にしたがいまして進めさせていただきます。

２．挨 拶

○司会 初に、岩﨑東北整備局副局長から挨拶を申し上げます。

○岩﨑副局長 おはようございます。

本日は、ご多忙の中お集まりをいただきましてありがとうございます。

局長の徳山に急用が入りまして、かわりにご挨拶をさせていただきます。

先般１０月３日に第２回を行ったばかりでございますけれども、今般２件、緊急なご審議案件

が出たものですから、急遽お願いをしてお集まりをいただいたところでございます。特に木村先

生におかれましては、講義の合間にご出席をいただきまして本当にありがとうございます。

本日ご審議をいただきます仙塩道路、矢本石巻道路でございますが、これは宮城県知事、そし

て地元の市町村長からもぜひ緊急にとお願いをされている道路でございますけれども、特に復興

道路としても非常に現在交通量も多うございまして、活用されている道路でございます。そうい
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った意味から、我々といたしましても、それに対応していくような整備についてこれから促進し

ていきたいと考えておりまして、今日再評価をお願いしたというところでございます。

非常に短時間の審議時間でございますけれども、活発なご審議をお願い申し上げまして、挨拶

とさせていただきたいと思います。どうか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。

報道機関の皆様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．東北地方整備局事業評価監視委員会規則の改定について

○村上地方事業評価管理官 それでは、次第の３、東北地方整備局事業評価監視委員会規則の改定

について、私から説明を申し上げます。

資料１をお開きください。

本日ご審議をいただきます仙塩道路事業は、東北地方整備局と東日本高速道路株式会社が共同

で事業を実施して２車線で供用しております。共同で実施する事業を複合事業という言い方をし

ておりますが、今回ご審議いただく４車線化拡幅事業につきましても、引き続き、東北地方整備

局と東日本高速道路株式会社とが複合事業として、この事業を実施する予定になっております。

この複合事業に係る事業評価につきましては、資料１の１ページ下段に「道路事業・街路事業

に係わる再評価実施要領細目」の抜粋がありますけれども、その第３におきまして、複数の事業

が一体となって実施される事業の再評価の実施に関する規定というのがあります。この中で、複

合事業については、事業実施主体が協議して再評価に関する手続のうち必要な事項を定める、と

いう規定があります。

さらに、２ページ目をご覧ください。第５、複合事業に関する事業評価監視委員会の設置方法

等についても規定がありまして、複合事業者が協議をして監視委員会の設置方法等を定めるとな

っております。すなわち、共同で行う事業につきましては、事業者同士で協議してその実施の手

続、さらに監視委員会の設置を定める、こういう規定でございます。

仙塩道路事業につきましては、平成２３年９月２８日付をもって東日本高速道路株式会社社長

より、当整備局長宛てに東北地方整備局事業評価監視委員会に審議を委任したい旨の協議がなさ

れております。しかしながら、現行の規則では、このような複合事業の審議に対しましては審議

ができることになっておりません。今後このような事案も想定されますので、去る１０月１３日

付をもって規則の改定を行ったところです。
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改定した規則につきましては、３ページ目以降に改定前と改定後を見え消しでお示ししており

ます。

５ページ目をご覧ください。

その他、第６条ですが、「整備局以外の事業主体が実施する事業が、整備局が実施する事業又

は実施した事業と密接に関連しており、一連の事業として、共同で再評価又は事後評価を実施す

ることが効率的な場合は、当該事業の事業主体の長と局長は協議し、当委員会の審議対象とする

ことができる」という規定を新規に今回追加しております。

この規則改定によりまして、複合事業者から審議委任の協議があり局長が同意した案件につき

ましては、当東北地方整備局事業評価監視委員会の規則、運営要領に基づいて審議を行うという

ことでございまして、必要事項と設置方法が決まったということです。

今般、東日本高速道路株式会社からありました審議委任の協議につきましては、この規則改定

がなされた平成２３年１０月１３日付をもって整備局長より当委員会の審議に同意する旨の回答

をしておりますので、本日仙塩道路についてご審議を願うという経過です。

規則改定に関する報告は以上です。もしご質問等があれば承ります。

○平山委員長 いかがですか。よろしいでしょうか。

４．審 議

○司会 それでは、引き続き審議に入らせていただきたいと思います。

本日は、テレビ会議ですので、審議における委員のご発言につきましてはマイクの使用を必ず

お願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

それでは平山委員長、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ます。

本日もお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。

今日はテレビ会議ということで、秋田でご出席の木村先生にまずご確認をしたいと思いますが、

こちらの画像、音声等、大丈夫でしょうか。いかがですか。

○木村委員 はい。聞こえております。どうぞよろしくお願いいたします。

○平山委員長 よろしくお願いします。

〔道路事業 再評価〕

○平山委員長 それでは議事に入りたいと思います。本日は道路事業２件のみですが、説明はポイ
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ントを押さえて効率的な議事を進めてまいりたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思い

ます。

本日の２事業につきましては、９月１３日に事業選定が行われております。本日、道路事業選

定委員の堀井委員が欠席ですが、事業選定には私も出席いたしましたので、私から選定結果、審

議のポイントについて説明をさせていただきます。

選定に関する資料は一番 後にありますが、あまり資料にこだわらず口頭でご説明を差し上げ

たいと思います。

道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループは９月１３日に開催いたしまして、堀井委

員、林山委員、小山委員と私の４名により検討を行いました。ワーキンググループでは、第２回

委員会の審議案件と併せて再評価１１事業に対して３事業を重点審議事業に選定いたしました。

本日はそのうち２事業で、いずれも重点審議事業です。

一つ目が仙塩道路ですが、これは７．８キロの延長の道路でございまして、三陸縦貫自動車道

の一部を形成する道路でございまして、仙台圏を大きく取り巻く道路の一環を成している道路で

す。社会状況の変化に伴い４車線拡幅事業を実施するということで、現在の交通量あるいは社会

状況等を含めて４車線拡幅事業の実施の必要性についてご議論をいただければと思います。

それから２点目の重点審議事業ですが、矢本石巻道路です。これも三陸縦貫自動車道の一部を

形成しておりまして、災害時におけるリダンダンシーの確保といった観点から非常に今注目され

てきている道路でございまして、この中では事業計画の見直しがあります。事業費が増額になっ

ております。延長が２６．５キロありますが、事業費の増加見直しの中身は、追加のインターチ

ェンジを設置することでございまして、その必要性あるいは事業費の増額の理由についてご審議

をいただければと思っております。

・一般国道４５号 仙塩道路

○平山委員長 いずれも重点事業ですが、まず「一般国道４５号仙塩道路」の説明からお願いした

いと思います。

○桜田仙台河川国道事務所長 仙台河川国道事務所長の桜田と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。恐縮ですが、着席の上説明させていただきます。

資料２－１に基づきまして順次説明を進めてまいります。

まず１ページでございますが、仙塩道路は三陸縦貫自動車道の仙台港北インターチェンジから

利府中インターチェンジ間の延長７．８キロの事業としまして昭和５７年に事業化され、平成９
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年３月に全線暫定２車線で供用されております。今回の仙塩道路につきましては、全線４車線化

及び（仮称）多賀城インターの事業着手についてご審議をお願いするものであります。

２ページ目でございます。

仙塩道路は、三陸縦貫自動車道の起点部に位置しておりまして、南側は仙台東部道路が平成１

３年まで４車線供用をしております。また、仙塩道路の北側、仙台松島道路が平成５年度までに

暫定２車線供用をしております。うち利府中インターチェンジから松島北インターチェンジの延

長１１．５キロにつきましては４車線化の事業中でございまして、特に仙塩道路と接続する間に

つきましては、今年度の供用を目指していると聞いているところであります。このため、今年度

末には仙塩道路の前後区間が４車線という形で供用になります。したがって、暫定２車線供用中

の仙塩道路がボトルネックということになります。

３ページをお願いいたします。

仙塩道路の前後区間を含む交通量の推移をまとめております。左下、仙台港北インターチェン

ジから利府ジャンクションのグラフをご覧ください。平成９年３月の供用以降、平成１３年度の

仙台東部道路の接続、平成１４年度の利府ジャンクションの接続、及び三陸縦貫自動車道が北へ

延伸することによりまして年々交通量が増加しております。特に、震災後は約１万台増加いたし

まして３万台の交通量となっております。

なお、赤い数字の混雑度の数値につきましては、１．２５未満は昼間１２時間のうち道路が混

雑するのは１ないし２時間程度、１．７５未満はピーク時の混雑から連続的に混雑が発生する、

１．７５以上は慢性的な混雑となっております。

４ページをお願いいたします。

震災後の仙塩道路の前後区間を含む旅行速度をまとめております。 初に下り方向、石巻方面

についてですが、２カ所で渋滞しております。１カ所目は、仙台港北インターチェンジ内で車線

が２車線から１車線に減少するために渋滞が発生しており、渋滞の長さは事業中の（仮称）仙台

港インターまでの約１．８キロにも達しております。

２カ所目は、利府中インターチェンジを始めとする渋滞です。利府中インターチェンジ区間内

で下り方向２車線が１車線となり、さらに利府中インターチェンジから乗り入れる車両が合流い

たします。それによって渋滞が発生しておりまして、その長さは利府塩釜インターチェンジまで

の約２キロに達しております。

続いて上り、仙台・東京方向ですが、１カ所で渋滞しております。これは仙台港北インターチ

ェンジを始めとする渋滞でございまして、仙台港北インターチェンジ区間の上り車線は１車線と
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なっており、インターチェンジから乗り入れる車両のための車線が合流して初めて２車線となる

ために、仙台港北インターチェンジ部で渋滞が発生しており、さらに利府ジャンクション部では、

仙台北部道路からの車両が仙塩道路の上り１車線に合流してくることがございまして、渋滞に拍

車がかかっております。そのため、渋滞の長さは約５．６キロに達しております。

続きまして５ページです。

仙台港北インターチェンジの近傍には、東北で唯一の国際拠点港湾である仙台塩釜港がござい

まして、東北と全国、海外を結ぶ物流拠点となっているほかに、仙台北部中核工業団地部に進出

しました自動車産業の輸送等によりまして、取扱貨物量が年々増加傾向となっております。特に、

仙台北部中核工業団地部から仙台塩釜港を結ぶ経路の一部を担っているこの仙塩道路の重要性は

高まってきておりまして、物流の定時性確保等の機能強化が必要とされております。

また、（仮称）多賀城インターチェンジ予定箇所の多賀城市は、奈良・平安時代に陸奥国府が

置かれまして東北各地の城柵の中心でもございました。このため、インターチェンジ周辺部には

東北歴史博物館を初めとする歴史的観光資源が点在しておりまして、年間約１８万人の観光客が

訪れます。多賀城市の総合計画におきましても、このインターチェンジを基軸とした観光活性の

構想が掲げられております。

なお、多賀城市は、宮城県内で高速道路が通過する市町村の中で、唯一市内にインターチェン

ジがない市となっております。このため、多賀城市の方々の高速アクセス、三陸道へのアクセス

向上が強く求められているところであります。

６ページでございます。

仙塩道路の４車線化と（仮称）多賀城インターチェンジ整備に伴う効果を整理しております。

４車線化整備によりまして混雑度が０．４５まで下がります。混雑度１．０未満というのは、昼

間１２時間を通して混雑することなく円滑に通行ができる状態でありまして、渋滞やそれに伴う

極端な遅れはほとんどなくなり、定時性が確保されます。また、（仮称）多賀城インターチェン

ジの設置によりまして、地域住民の三陸道路へのアクセス向上が図られるということで、インタ

ーチェンジがない市というものの解消が図られることになります。

７ページでございます。

仙塩道路の４車線化及び（仮称）多賀城インターチェンジ設置を含む費用便益比は２．７とな

っております。

続きまして８ページであります。

今後の事業の見通しにつきましては、仙塩道路の４車線化及び（仮称）多賀城インターチェン
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ジの早期完成を目指します。

９ページです。

宮城県知事及び仙台市長からの意見では、事業継続については異議がない旨、また以下の各協

議会より多くのご要望をいただいている次第であります。

対応方針といたしましては、事業継続とさせていただきました。

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した。

それでは、「仙塩道路」につきましてご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いをし

たいと思います。

この道路は、昭和５７年に事業化して平成９年に暫定２車線で開通しており、当初から４車線

の計画を持っていて用地は取得済みということで、平成９年に暫定２車線が開通してから今まで

はどういう状況で継続してきたんでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 暫定２車線供用から今日までの間、ほかに何をやっていたかという

趣旨でございますか。

○平山委員長 そうですね。

○桜田仙台河川国道事務所長 それは三陸道を、今の時点では登米東和インターチェンジまで供用

を延ばしているんですが、まず全線２車線の形でネットワーク形成を優先するということで、三

陸道の事業の延伸を図っておりました。

○平山委員長 今回再評価にかかるわけですが、この前回評価はどの時点で実施されたんですか。

○村上地方事業評価管理官 私から説明いたします。

この道路につきましては、平成９年３月に２車線で供用しておりますが、事業評価に関わる法

律につきましては平成１４年４月から施行されておりまして、当時、事業評価制度がなかった時

代に、事業がなされて供用されております。

国土交通省としては、試行的に平成１０年から事業評価を始めていますけれども、制度として

きちっと法律上こうしなさいというのは、平成１４年度以降ですので、この仙塩道路につきまし

ては、いわゆる事業の新規着手とか再評価、あるいは完了後５年の事後評価といったものについ

ては評価がなされておりません。

○平山委員長 平成９年の当時はまだ評価の制度がなかったということです。休止状況にあった感

じになるわけですね。新たに今回交通量が増えて、休んでいたものを再開しようということで、

今回再評価の手続にのせたと理解してよろしいですか。
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○川瀧道路部長 ちょっと補足します。

さっき所長が説明したように、三陸道をまず北に延ばしていこうというのが大きい柱だったと

思いますけれども、もう一つ、仙台都市圏の自動車専用道路ネットワークをつくろうという話も

ありまして、それが仙台北部道路なんですね。仙台北部道路は平成２１年度完成をしまして、こ

れからようやく交通量が増えてきている状態でした。ですから、遅かれ早かれここは４車線化を

必ずしなければいけない区間と思っていたわけでございます。ただ、今回こういう大震災があり

まして、復興の需要が非常に多くなりまして、それが前倒しされて我々としては４車線化をする

必要があるのではないかと考えている状況でございます。

○平山委員長 ありがとうございます。委員の皆様。どうぞ。

○井上委員 私、こういうの疎いんですけれども、（仮称）多賀城インターチェンジの予定地点の

あたりは、多賀城関連の遺跡はないということでよろしいですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 ございます。古い時代からのいろんな遺跡がインターチェンジの周

りには３層ございまして、弥生時代、古墳時代、奈良・平安時代の３層の遺跡があると聞いてお

ります。

○川瀧道路部長 昔ここの調査第二課長をしていたものですから。すみません。補足させてくださ

い。

いわゆる多賀城の役所の跡というんでしょうか、それは、幸か不幸かと言ったらあれですけれ

ども、ここは外になります。ただ、先ほど所長が申しましたように、周りの町なみらしきものが

あるようで、しかもそのもの以外にもっと古いものも入っているようなんですね。それで３層と

いうことだと思いますけれども、それらの構造がどうもあるようだというのが事前の調査でわか

っておりますので、そこは当然これから調査をすることになると思います。

○井上委員 もしあったとしたら、やっぱり特段の配慮をしていく必要がありますよね。よろしく

お願いします。

○平山委員長 事業実施に当たっては史跡に十分な配慮をお願いしますという委員の意見です。

ほかに何かございませんでしょうか。

○九戸委員 震災前の渋滞は、どうだったんでしょうか。震災で一番大変だというのはわかるんで

すが、震災前までは渋滞がなかったところなんでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 ３ページの左下の棒グラフを見ていただきたいのですが、仙台港北

インターチェンジから利府ジャンクション間の交通量でありますが、２２年１０月という棒グラ

フがございまして、大体２万１，７００台で混雑度は約１．８という数字です。
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○九戸委員 震災前から結構渋滞のあるところだったと思いますので、当然それは４車線化を考え

られる、早く解決していなければいけなかった道路だろうなと。青森市の周辺でも今４車線化に

なった箇所がありまして、これはもうスムーズに行きますので、そこをお使いになる方にとって

は一刻も早くという案件だと思います。井上先生の遺跡の調査も大事ですけれども、利便性を確

保するという意味では早い事業をお願いしたいと思います。

もう一つは、多賀城市に降りるインターがない。それは、そこを活用する市民にとっては非常

に腹立たしいというか、びゅんびゅん通るけれども降りるのに便宜がよくないというのは、おそ

らく市民にとっては大変公平感に欠くことだと思いますので、インターチェンジもできるだけ早

く整備すべきだと私は思います。

○平山委員長 ありがとうございます。ほかに。間庭委員、どうぞ。

○間庭委員 大体皆さんのご意見と同じ方向なんですが、さっきの３ページの左下の棒グラフにも

ありましたとおり、昨年度仙台都市圏をぐるっと回るいわゆる「ぐるっ都・仙台」という環状道

路のリンク完成により、非常に利便性とネットワーク性が高まったという評価が交通量の増加に

つながっていて。さらには、先ほどの説明の復旧・復興の需要がまたぐんと増えたこと。それか

ら、北部工業団地への仙台港の背後地としての生産拠点が、まだ始まったばかりでこれからます

ます増えるという状況。それから、今多賀城インターチェンジの話がありましたが、つまりはイ

ンターチェンジの場所によってそこへの周辺の取付道路の渋滞が今起きておりますので、（仮

称）多賀城インターチェンジが新たにつくられることにより不用な既存のインターチェンジ周辺

へのアクセス道路の渋滞もまた緩和できる効果もあると思われますので、ぜひ、本当に喫緊の事

業でありますので速やかに推進していただきたいという意見を申し上げたいと思います。

○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しょうか。

木村委員、何かご意見ございませんでしょうか。

○木村委員 必要性も十分に理解できますし、効果も十分高いので、ご提案の案でよろしいかと思

って伺っておりました。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。それでは、ほかにご意見、ご質問等がなければお諮りを

いたしますが、原案どおり継続ということで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した。

・一般国道４５号 矢本石巻道路

○平山委員長 それでは二つ目ですが、「一般国道４５号矢本石巻道路」の説明をお願いいたしま
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す。

○桜田仙台河川国道事務所長 資料３－１に基づきまして説明いたします。

１ページであります。

矢本石巻道路は、三陸縦貫自動車道の鳴瀬奥松島インターチェンジから桃生豊里インターチェ

ンジ間の延長２６．５キロの事業としまして、昭和６０年に事業化しまして平成１９年度まで全

線暫定２車線供用をしております。引き続き、平成２１年度より４車線事業に取り組んでおりま

して、今年の７月３１日には矢本インターチェンジ区間の前後を暫定的に４車線で通行可能とし

ているところです。

今回、矢本石巻道路につきましては、石巻河南インターチェンジと河北インターチェンジ間に

追加インターチェンジの設置及びインターチェンジ設置に伴う全体事業費の見直しについて、ご

審議をお願いする次第であります。

３ページをお願いいたします。

現在三陸道は、登米東和インターチェンジまで供用しております。矢本石巻道路の本線交通量

も非常に年々増加しておりまして、左下の図にありますように、震災後も増加傾向です。特に、

震災後約３万台の交通量で、混雑度も２を超える状況となっております。

続きまして、４ページであります。

石巻河南インターチェンジから河北インターチェンジ間の供用３年後の平成１８年度に、石巻

赤十字病院がこの道路の沿線で開業しております。開業に合わせまして、救急車のみが退出可能

になる通路を上下線に各１カ所整備しております。この赤十字病院は、第三次救急医療施設とし

て広域の患者を受け入れております。そのため、左下のグラフにありますように、救急車退出路

の利用件数が平成２２年度では当初の約２倍の年間約１，１００件に達しております。１日平均

３台ぐらいの利用になっております。

また、三陸道の北への延伸に伴いまして、県北地域から救急搬送件数の増加とともに、ここ数

年で真ん中のグラフ等にありますように通院患者が増加しております。しかしながら、この通院

患者は、退出路を救急車でなければ利用することができないために、病院手前の河北インターチ

ェンジで降りて４５号を約５キロ走行するか、あるいは石巻河南インターチェンジで降りて４５

号を約５キロ戻らなければ病院に着くことができないということでありまして、通院患者の方々

の病院への行き来運転にかかる疲労の軽減が必要とされているところです。

５ページでございます。

石巻市街地は主要な国道が交差する箇所でございまして、朝夕のピーク時には広範囲で渋滞が
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発生しております。また、市街地から三陸道へのアクセスが石巻河南インターチェンジに集中し

ておりまして、このアクセス向上が求められております。市街地東側に位置する開成地区、石巻

トゥモロービジネスタウンが分譲されておりますけれども、今は交通の利便があまりよくないと

いうこともございまして、まだまだ立地が進んでいない状況ですけれども、ここの立地を進める

ためにもアクセス道路の早期完成が求められている次第です。

石巻赤十字病院へのアクセス向上、石巻河南インターチェンジ周辺での交通の円滑化を図るた

めに、河南インターチェンジと河北インターチェンジの間に追加インターチェンジの整備を計画

いたしました。

６ページです。

このインターチェンジに伴う効果ですが、このインターチェンジによりまして全ての車両が三

陸道から乗り降り可能になります。また、先ほど申しましたとおり、周辺開発の促進、市街地の

混雑の緩和が期待されます。

７ページでございます。

追加インターチェンジの事業費は約２０億円となっておりまして、今回、矢本石巻道路の全体

事業費を１，４７６億円から１，４９６億円に見直すこととしております。

８ページでございます。

この追加インターチェンジを含むＢ／Ｃは２．２となっております。

９ページ、今後の事業の見通しにつきましては、矢本石巻道路の４車線及び追加インターの早

期完成を目指します。

１０ページ、宮城県知事からのご意見では事業継続には異議がない旨、また以下の市、同盟会

より多くのご要望をいただいております。

対応方針としましては、事業継続とさせていただきました。

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した。

それでは、矢本石巻道路につきまして、ご意見、ご質問をお願いしたいと思います。インター

チェンジが追加になり、それに伴って事業費が２０億円増額になったというあたりが論点です。

この道路は、平成２１年に再評価を行っていて、まだ２年しか経っていない。おそらく、三陸

道の交通量の増大、それからリダンダンシー、防災的な見地から今回急いで整備する必要が出た

んだと思いますけれども、どうして２年前にこのことを考えなかったのか。もう１年待てないの

か。そのあたりはいかがでしょうか。
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○道路計画第一課長 平成１８年に石巻赤十字病院が開設しておりまして、緊急退出路が整備され

て、そこにアクセスをしていたわけですけれども、２年前の評価の段階ではインターチェンジの

計画がまだ完全に具体的にはなかったようでございます。

今般の震災等を踏まえまして、こういった緊急退出路ですとか、防災の観点からすぐにもアク

セスできるようにしていくということで具体的に計画が進んでおりまして、そういった観点で今

回評価をさせていただいているという経緯でございます。

○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しょうか。

○小山委員 １ページの事業の概要で、暫定で１，２３４億円だったのが完成で１，４７６億円と

いうことで２００億円ぐらい増えているんですけれども、これが増えた理由と、追加インターチ

ェンジ整備費用２０億円となっているので増える金額は２０億円だけなのかなと思ったんですが、

こちらの１ページを見ますと２００億円増えていて、その理由を教えていただきたいんですが。

○桜田仙台河川国道事務所長 １ページの表で全体事業費１，４９６億円、右端にＨ２１事業再評

価とございまして完成事業費１，４７６億円、これが２０億円増えたという形でお示ししている

ものであります。

○平山委員長 暫定のところの１，２００幾らというのはどういう数字ですか、これは。

○道路調査官 ご説明させていただきます。

完成と暫定の違いは、４車線がもともとの計画でございまして、２車線つくったのに１，２３

４億円かかりました。今回４車線にするのに大体２００億円ほどが残っていますということです。

さらに、今回追加インターチェンジで２０億円がかかるのでその分を上乗せしますと、２１年の

評価時点から２０億円ほど増えて１，４９６億円になります。委員のご指摘の２００億円の差は

というと、今２車線ですがもともと４車線計画での事業費だったので、４車線に拡幅する部分の

事業費がまだ残っていますということで、今後整備をしていくものと捉えていただければよろし

いかと思います。

○岩﨑副局長 もともと４車線で整備をする道路なんですね。現在２車線分だけ整備しているんで

す。あと約２００億円のせると４車線に広がりますということで、今後まだその事業が残ってい

るんです。

暫定というのは、２車線分つくるのにかかったお金です。用地は４車線分買っているんですけ

れども。

○小山委員 そうすると、今評価しているのはインターチェンジの追加の２０億円、プラス４車線
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にする事業は今後行うと。

○岩﨑副局長 前回評価におかけしたときに１，４７６億円までご審議をいただいていて、今回追

加インターチェンジでプラス２０億円を新しくご審議をいただいくということです。

○小山委員 ２車線なのを４車線にするというのは、今回評価の事業に入るんですか。

○岩﨑副局長 いや。前回それはもうご審議をいただいていますので、今回は改めてそこはご審議

はいただかないということなんですけれども。

○平山委員長 初めから４車線つくる計画で、暫定で２車線をつくったところまでで１，２００何

がしかかった。全部やれば１，４００億円かかる、初めからそういう計画ではあったんです。そ

れで、今回新たにインターチェンジの分が２０億円加わったということだと思います。

それで、インターチェンジの２０億円というのはどんな内訳なんでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 用地費はあまり大きくないんですが、多くは工事費でです。

○平山委員長 インターチェンジ関連だけの工事費ですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 そうです。

○平山委員長 わかりました。

ほかに何かございませんか。金沢委員。

○金沢委員 今回の震災におきまして、石巻赤十字病院がどれだけすごい役目を果たしたかという

のはもうかなりメディアとかで拝見しまして、今回の整備は当然のことなんだと意を強くしてお

りますので、異論はございません。

そこで、ご質問なんですが、なるだけ早くつくる、なるだけコストを高くしないでコストダウ

ンし、つくっていくというのが、私たち一般国民の緊急の願いだと思うんです。それで、例えば

インターチェンジの工法です。普通はループを設けて一般道からかなり時間をかけて上がってい

くわけなんですけれども、これもかなりコストがかかっているかに思います。実際、私たち一般

の住民から見ると、なるべく一般道から手近に上がれて、しかも混雑解消も含めてそこら辺をお

願いしたいと普通の人は思うと思うんです。今回の震災における緊急の事業として、ループのつ

くり方についてはもう少しアピールをしていただきたいし、こういう工法でやっていきますよと

いうのをもっと間近にお示しいただければいいなと思っています。いかがなものでございましょ

うか。

○桜田仙台河川国道事務所長 委員ご指摘のとおりでございまして、このインターチェンジにつき

ましては、ループを巻くようなインターではなくて、スロープで直接下を走る道路にタッチする、

直結ダイヤ型と申しておりますが、そういう形状で整備する方針です。
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ちなみに、三陸道全体につきましても、今後はそのようなシンプルな簡素な形状を目指してい

くことで進める予定であります。

○金沢委員 ありがとうございました。この辺をもう少し国民にアピールをしていただきたいと思

っております。やはり整備局の中では納得していることでも、情報は外に出ていないと非常に時

間がかかるような問題に、またあのループか、なんていうイメージになってしまいますので、新

しいやり方をやるんだというのをどんどんこれはお示しいただきたいと思っております。

あと、ついでにですけれども、三陸道は、宮古から仙台までなるたけ早く、１０年ということ

で事業をしていただいているんですけれども、やはり都市部に近いところの渋滞を早く解消して

いく、そうしないと、せっかくできた道路も入り口と出口が混雑であれば、時間はかかるしつく

った意味もない。ですから、やはり４車線にするところはすべきだと思いますし、これに対して

国民も異論はないと思いますのでお進めいただきたいと思います。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。大切なご指摘だと思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。

ほかに何かございませんでしょうか。どうぞ。

○小山委員 金沢委員の意見とも関連しますが、なるべく安くつくってほしいということで、９ペ

ージの７、コスト削減や代替案立案等の可能性についてのところで、「一部盛土材を購入土から

他公共事業との調整により、発生土を受け入れることでコスト縮減を図る」と書いてあるんです

が、ぜひこれをやっていただきたいと思うんですが、実施することによって幾らくらいのコスト

が削減になるのか教えていただきたいのですが。

○桜田仙台河川国道事務所長 他の公共事業との調整を具体に進めていかなければ具体的な数字は

上げられないんですが、全線盛土、道路を土を盛って高くつくる構造ですので、このあたりを少

しでも安くすることによりまして、全体ボリュームが大きいですのでかなりの縮減になると考え

ております。具体的な数字までは、大変申しわけないんですが持ち合せておりません。

○平山委員長 次回の評価のときにご報告をいただくようにお願いをしたいと思います。

木村委員、何かございませんか。

○木村委員 追加インターチェンジについては、必要性は資料からよくわかりました。

確認なんですけれども、高速道路の計画があってその上で第三次医療の病院の立地をするとき

に、その立地場所について道路側と協議することはあるのか。要するに、都市計画と道路計画を

リンクする工夫ですとか、その部分の必要性はこれからますます高まると思うんですが、今回は

どうだったんでしょうか。よろしくお願いします。
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○平山委員長 いかがでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 今回この追加インターチェンジにつきましては、石巻市のほうで都

市計画決定が必要ということで、インターチェンジをつくることによって利便性が高くなるとい

うような都市計画決定を行うという調整を図っているところです。

○平山委員長 木村委員、いかがでしょうか。

○木村委員 私の質問は、立地場所を決めるときに高速アクセスも考えられたのかということで、

今のインターの都市計画決定ではなかったんですけれども。大分昔の話だとは思うんですが、そ

こはいろんな協議があるものかということなんですけれども。

○川瀧道路部長 お答えします。

一般論なんですけれども、このような大規模な、これは多分三次救急の病院ですよね。そうい

う場合は、病院側がインターチェンジのアクセス道路などに配慮をして立地をするというのが一

般論なのかなと思います。ここにつきましてはなかったんじゃないかと。三陸道が先にできてお

りましたので、病院立地はその後に来たということがありました。ただ、私が聞いている範囲で

は、追加インターチェンジの話はそのころからいろいろと構想的に出ていたと伺っております。

今回それが実現したということではないかと思います。

○平山委員長 九戸委員、どうぞ。

○九戸委員 たしか秋田の道路を見に行ったときも、そういう病院とのアクセスが出てたと思いま

す。今、医療再編成で病院の大型化で、本当にエリアに一つという拠点病院の考え方になってい

ますので、もう一度それは、東北全体でやはり医療との関係というのはマップがあってもいいか

なと思いました。

○平山委員長 今後の道路のつくり方に関するご意見だと思いますので、十分ご配慮をいただきた

いと思います。

木村委員、よろしいでしょうか。

○木村委員 はい、結構です。ありがとうございました。

○平山委員長 それでは、ほかにございませんでしょうか。

ないようですので、お諮りをさせていただきたいと思います。この道路も非常に必要性の高い

という認識、皆さんのご意見だったと思いますが、原案どおり継続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。

本日の審議は以上です。

そのほか何かご意見、ご質問ありますでしょうか。
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なければ本日の議事概要の確認に移りたいと思いますが、少し時間かかりますか。

○司会 すみません。少しお時間をください。

○平山委員長 では、しばしお待ちいただきたいと思います。

今日は小山委員が途中からご出席いただきました。ありがとうございます。林山委員はちょっ

と間に合わずということで、木村委員を入れて７名の出席ですから定数は満足しておりまして、

お決めいただいたことを認めていただければその中身は成立ということになろうかと思います。

２件だけの審議でお集まりをいただきまして誠にありがとうございました。

木村委員には議事録の紙媒体のものは配付できませんので、音声だけでお聞きすることになり

ますが、ゆっくり読ませていただきますので、何かありましたらご意見をいただきたいと思いま

す。

○司会 それでは、お手元に資料を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。

審議結果は、次のとおりである。

再評価について

１．道路事業再評価審議結果

一般国道４５号 仙塩道路

一般国道４５号 矢本石巻道路

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、一般国道４５号仙塩道路について、多賀城インターチェンジ予定地周辺の遺跡に対して配

慮すること。また、多賀城市内にＩＣが設置されていないことに加えて、市近傍インターチェン

ジへのアクセス道路の混雑解消を図る必要があることから、早急にインターチェンジの整備を進

めること。

２、インターチェンジの形状について、整備期間を短縮しコストを抑える取り組みを推進し、

一般の方にアピールすること。

３、拠点病院と高速道路の位置関係について今後整理すること。

以上です。

○平山委員長 ありがとうございます。ただいまの議事概要についていかがでしょうか。よろしい

でしょうか。

木村委員、いかがでしょうか。

○木村委員 結構です。
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○平山委員長 ありがとうございます。それでは、議事概要につきましてもお認めをいただいきま

したので、本日につきましては以上で会を終了することにいたします。

それでは司会を戻したいと思います。

５．閉 会

○司会 本日は、急遽の開催にもかかわらずご出席をいただきまして本当に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３回事業評価監視委員会を終了させていただきます。

なお、次回の第４回でございますけれども、１１月１１日午後の開催で予定をしておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

本日は大変ありがとうございました。


