
平成２３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回）

日 時：平成２３年１１月１１日（金曜日）

１３：００～１５：１２

場 所：東北地方整備局二日町庁舎２階大会議室
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１．開 会

○司会 ただいまから平成２３年度第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を開催いたします。

本日は大変お忙しい中、委員の皆様方に御出席をいただきました。ありがとうございます。

私は、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。

本日の委員の御出席でございますけれども、平山委員長、大久保委員、小山委員、金沢委員、

木村委員、九戸委員、間庭委員でございます。１１名中７名の委員の御出席でございます。よろ

しくお願いいたします。

本日の御審議をいただく事業案件でございますけれども、都市公園事業の再評価が１件、港湾

整備事業再評価が２件、河川関係事業の再評価が４件、さらに河川関係事業の事後評価が１件と

いうことで、合わせて８件でございます。よろしくお願いいたします。

本日、審議をいただくための資料をお手元に配ってございます。次第のほかに資料１から資料

１１までございます。御確認をいただきまして、もし不足等があれば事務局までお申しつけを願

いたいと思います。

それでは、次第にのっとりまして進ませていただきます。

２．挨 拶

○司会 初に、開会に当たりまして、東北地方整備局梶原副局長から挨拶を申し上げます。

○梶原副局長 皆様には、大変お忙しいところ本日の委員会に御出席賜りまして、本当にありがと

うございます。本来なら局長の徳山が御挨拶すべきところですが、急遽東京出張が入ってしまい

ましたので出席がかないません。代わりまして私から御礼を申し上げたいと思います。

先ほど説明ありましたように、本日の案件は三つの事業分野から成っていまして、８件ござい

ます。それぞれベネフィットの計測の方法が違いますので、ちょっとややこしい説明になるかも

しれませんけれども、なるべくわかりやすい説明に努めたいと思いますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。

それから、先月18日に開催していただいて、まだ１カ月もたたないうちに今回、また来月も実

は12日に予定をしておるところでございます。毎月１回のような、非常に御多忙な中での御出席

をお願いすることになりまして、本当に申し訳ありませんけれども、諸般の事情がございますの

で、今後ともよろしくお願いしたいと思いまして、お願いと御礼申し上げまして、簡単ですけれ

ども、開会の挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○司会 それでは、次に進めさせていただきます。
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報道機関の皆様方へのお願いでございます。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮影につきま

しては御遠慮願いたいと思います。

それでは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。

３．審 議

○平山委員長 それでは、これから審議に入らせていただきます。

今日は震災から８カ月目ということで、今年は慌ただしく、何かいろんな歪みが今になって出

てきている感じです。委員の皆さん、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございま

す。事務局も日程調整をするのに大変な状況でございます。効率的な審議を心掛けてまいりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

先ほど司会からお話がございましたように、都市公園、港湾、河川の合計８件の事業の評価を

お願いするわけでございます。説明はなるべくポイントを押さえて簡潔にお願いしたいと思いま

すが、委員の皆様にも効率的な議事進行に御協力をぜひお願いしたいと思います。

〔都市公園事業 再評価〕

・国営みちのく杜の湖畔公園

○平山委員長 それでは、 初の審議でございますが、「国営みちのく杜の湖畔公園」でございます。

都市公園事業は件数が少ないため、ワーキンググループによる事業選定は行っておりません。

すべて重点事業として取り扱いをしてきております。重点事業としての取り扱いを行いますので、

まず事業の説明をお願いいたします。

〇大村みちのく杜の湖畔公園事務所長 公園事務所長の大村でございます。座って説明させていた

だきます。

お手元の資料１-１の３ページをお開きください。

事業の概要が書かれております。みちのく公園は、全体事業費が４７０億円、平成２５年度の

完成を目標に昭和５６年度から事業に着手しております。その後、段階的に部分開園をしており、

現在、図で言う赤い色の「健康と緑のゾーン」、オレンジ色の「文化と水のゾーン」が整備済みで、

その中間に位置する緑色の「森と環境のゾーン」が現在整備中となっています。進捗率ですが、

２３年度末で９８％、残事業費は２年間で９.３億円になっております。

４ページをお願いします。

既に開園区域となっている概要でございます。「文化と水のゾーン」は、花風景を楽しんだり、
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遊具遊びや東北の文化を体験できる、公園で 初にオープンしたゾーンでございます。次に、「健

康と緑のゾーン」でございますが、これがその次にオープンしたゾーンでございまして、豊かな

東北の自然を体験、学習できるゾーンで、多くの方々に御利用いただいているという状況でござ

います。

５ページをお願いします。

整備中の区域の概要でございます。図で言うと中間に位置するゾーンでございますが、「森と環

境のゾーン」でございます。既に開園している二つのゾーンをつないで一体となって機能するこ

ととなる、唯一整備が残っているゾーンでございます。２５年度まで整備を行い、本ゾーンが完

成して公園が全体として一体的に機能することとなります。ゾーンは三つのエリアから成り、地

域の交流と里山の情報を発信する「地域交流拠点エリア」、里山の文化や自然を体験から学ぶ場で

ある「森の楽校エリア」、そして里山の生態系を保全、提供する「自然生態園」というエリアから

成っております。

６ページをお願いします。

公園の利用状況です。グラフに示しますように、近年の利用者は増加傾向で、年間７０万人以

上を記録しております。２２年度でございますが、東日本大震災、春、秋の異常気象の影響によ

りまして６５万人ということになっております。ほかの観光地と比較しますと、年間入り込み客

が宮城県内で第９位という状況になっております。

７ページをお願いします。

公園の役割のうち、地域連携、市民参画についてでございます。本公園の利用者の約３割が公

園周辺のお店とか秋保温泉等の周遊観光を楽しんでいます。また、かまくらまつりなどのイベン

トを地元自治体や地域の方々との協働で開催しているところです。また、多くのボランティアの

方々が園内の管理運営で活躍し、民話、自然解説などのいろいろな体験プログラムを行って、多

くの方々に参加をいただいているところでございます。

８ページをお願いします。

公園の役割の防災機能についてです。大震災において防災機能を発揮いたしました。全国から

集まった排水ポンプ車、照明車の中継基地として活用されております。また、電気の緊急復旧の

ための東北電力支援チームの集結地としても利用されておりました。

９ページをお願いします。

復興支援と広域的な利用の紹介でございます。まず、公園利用形態が震災後変化してございま

す。右上の放射線量マップを御覧ください。本公園は仙台市と同じ濃い青の放射線量ということ
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で、低い地域でございます。安心して遊び憩える場所として、福島県の方が東北道を利用して本

公園に来ている状況でございます。円グラフを御覧ください。今年と昨年の団体客の割合を示し

ております。福島県は黄色ですが、５％から４８％と約１０倍に増えています。逆に、青色の宮

城県、赤色の山形県の利用者は震災の影響により減少しているところでございます。そのほかに

被災者の方々への自然体験会の開催、復興支援チャリティコンサート開催等にも利用されている

ところでございます。

１０ページ目をお願いします。

費用対効果分析の算定の流れでございます。まず、実態等から誘致圏を１００キロと設定しま

して、次のゾーン選定、競合公園の選定、供用後５０年間の費用の算定、便益の算定を行い、費

用便益を算定いたしました。便益のうち直接利用価値については旅行費用法で算定し、利用者が

移動費用を支払ってでも公園を利用したいという価値を貨幣価値に換算して算出しております。

また、間接利用価値については効用関数法というもので算定し、みちのく公園が存在することに

よる環境、景観、防災の価値を貨幣価値に換算して算定しております。

１１ページ目をお願いいたします。

それの算定の結果でございます。総便益、総費用は記載の数値となっておりまして、赤で囲ん

でおりますＢ/Ｃにつきまして３.１７という結果になりました。平成２０年度の前回の再評価と

比べますと０.３７ポイント下がっております。その主な理由でございますが、総便益（ベネフィ

ット）は社会的割引率４％で設定しておりますけれども、現在価値化したことにより１２％増、

また競合公園を増やしたことにより１２％減となり、その結果、全体で微増となりました。総費

用（コスト）の方は４７０億円と変更はありませんが、これも同様に社会的割引率により１２％

増となった結果でございます。

後の１２ページ目をお願いいたします。

本事業の評価の原案でございます。このように当該事業は東北らしい風土と文化を生かし、多

種多様なプログラムやイベントの運営を行い、年間７０万人を超える来場者を迎えていること、

平成２５年度まで既開園区域をつなぐ森と環境のゾーンの整備を完了し、全区域と一体となって

里山のよさを創出し、体験プログラムの充実により幅広い年代の利用が見込まれ、学習の場とし

て小中学生の利用も見込まれていること、次に宮城県知事からの意見ですが、継続について異議

はないという回答をいただいております。なお、事業促進に係る費用負担軽減についての配慮が

付されているところでございます。

以上のことから、今後も当事業につきましてはコスト縮減に配慮しつつ引き続き事業を継続す
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ることが妥当であると評価させていただきました。以上で説明を終わらせていただきます。

○平山委員長 ありがとうございました。

昭和５６年から３０年かけて４７０億円を支出した事業でございます。もう２年で終わるとい

うことですが、平成元年からは部分開園をして、 近は年間７０万人利用しているということで

ございます。何か御質問、御意見ございませんでしょうか。

今のところは防災機能とか復興支援あるいは広域利用、そういうところの便益は入れてない、

定性的な評価だけだということですか。

〇大村みちのく杜の湖畔公園事務所長 間接利用価値の方で防災に関しての指標というか、それを

パラメータ化した算定式があるんでございますが、それで考慮してございます。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。あと２年で終了ということで、ぜひ早く終了

して、ますます活用する人口を増やしてほしいと思うところですが。よろしいですか。

それでは、本事業につきましては「継続」という判断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。

〔港湾整備事業 再評価〕

○平山委員長 次に、港湾整備事業の審議でございます。港湾整備事業は二つございます。事業選

定ワーキンググループが行われておりますので、選定の結果と審議のポイントについて、事業選

定委員の間庭委員から御説明をお願いしたいと思います。

〇間庭委員 １０月１３日に選定ワーキンググループを開催させていただきまして、宮城委員と私

の２名で検討を行わせていただきました。本日、宮城委員が御欠席でございますので、代わって

私の方から選定結果について御報告をさせていただきます。

ワーキンググループでは、再評価の二つの事業が対象となっておりまして、重点事業として

「酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業」の１事業を選定しました。その理由は、「秋田港

外港地区防波堤整備事業」と比べまして事業規模が大きいこと、評価年次の短縮に伴いまして二

つの事業の評価が同時期となったことから一体評価としていることであります。

次に、審議のポイントですが、二つの事業を一体評価して費用便益を算出したことについて及

びコンテナ貨物取扱量の推移と将来取扱量（貨物）の設定についてであります。

以上、ポイントを御説明いただきまして、それを踏まえて御審議をいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。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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・酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業

○平山委員長 一つ目、「酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業」が重点事業ということでご

ざいますので、そちらから審議を行います。お話がございました審議のポイントに沿って、その

あたりを詳しく説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

〇吉見酒田港湾事務所長 酒田港湾事務所長の吉見でございます。

お手元の資料２-１を御覧ください。「酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業」の再評価

です。１ページを御覧ください。

事業の概要でございます。本事業は、酒田港の背後に立地する企業の物流効率化を支援すると

ともに、沿岸を航行する船舶の安全確保を主な目的としまして、岸壁及び防波堤等を整備する事

業です。この事業は、昭和５３年から平成３１年までの期間におきまして、７７９億円の事業費

により岸壁と航路、泊地及びこれを防護します二つの防波堤を完成させる計画となっております。

これまでの事業進捗率は８０％となっております。本事業の整備効果としましては、陸上及び海

上輸送コストの削減、避泊による海難の減少を見込んでおります。

２ページを御覧ください。

本事業の必要性でございます。まず物流効率化への対応としまして、日本海側港湾という利点

を生かした北東アジア地域との連携強化、輸送コストの削減を図る船舶の大型化に対応するため

の整備を進めております。また、酒田港沖では荷崩れや機関故障などの小さい事故も含めますと

年平均１２件の事故が発生している状況でありまして、海難事故の減少を図るための施設整備も

重要な目的であると考えております。

３ページを御覧ください。

コンテナ貨物の動向でございます。釜山港との定期航路は今年２月より週２便に増便されて、

さらに６月にはその一部が中国まで延伸されている状況となっております。コンテナ貨物の推移

としましては、グラフで示しておりますとおり、平成１９年以降、中国製食品に対する安全問題

や世界的な景気低迷の影響から大きく減少しておりますが、平成２２年には中国製食料品の輸入

量が回復し、増加に転じている状況です。将来に関しては、品目別に主要荷主のヒアリングを行

いまして、過去の取扱実績量程度まで回復するといった回答あるいは新規で取り扱う貨物の情報

を得ましたので、それらを集計した結果で将来貨物量を設定しております。

４ページを御覧ください。

バルク貨物の動向を整理しております。背後に立地する化学工場の現在の取扱実績とヒアリン
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グ結果から将来貨物量を前回評価時の設定１０.６万トンを下方修正して９.３万トンとしており

ます。同じく４ページに酒田港沖の船舶沿岸交通量と避泊需要隻数について整理しておりますが、

これは酒田港沖の沿岸交通量から酒田港へ避泊する可能性のある隻数を取りまとめたものでござ

います。

５ページを御覧ください。

前回評価との相違点を整理しております。主な変更点としましては、評価サイクルの見直しに

伴いまして、これまで別々に評価してきた防波堤整備事業、ターミナル整備事業、これが同時期

に評価することになりましたので、今回、一体的に評価を行うことにしております。同じく５ペ

ージから６ページにかけまして、便益の算出に用いました原単位の変更について整理しておりま

す。貨物輸送費用につきましては、コンテナ、バルク貨物の輸送費の実勢を反映しまして、原単

位が前回評価時に比べ５から１０％ほど減少しております。一方、海難による損失額につきまし

ては、新造船の価格等の動向を反映しまして、原単位が約２倍となっております。

６ページを御覧ください。これらの変更点を踏まえまして、算出したＢ/Ｃを示しておりますが、

今回評価ではＢ/Ｃは１.７という結果になっております。

７ページには本事業をした場合と、しない場合の取扱貨物量や避泊隻数の違いを整理しており

ます。

８ページから１０ページにかけてでございますが、輸送コストの削減効果あるいは海難の減少

効果につきまして具体的な便益の計算方法とその結果を示しております。

１２ページを御覧ください。

事業全体及び残事業の投資効果を整理しております。事業全体のＢ/Ｃは１.７であり、本事業

の投資効果は十分にあると判断できます。また今後、実施される残事業のＢ/Ｃは１０.７と算出

しております。

これらの結果に加えまして、１４ページに記載しております地元の意見にもございますように、

本事業の整備は地元の各団体からも強く要望されており、対応方針としては事業継続の提案をさ

せていただきます。以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

これは昭和５３年から着手した事業でございまして、平成３１年に完成を予定しているという

ものでございます。物流機能の向上、港内の静穏度を高めて海難事故を減少させようという目的

で、７７９億円が使われる。先ほど間庭委員から御指摘がありましたが、今回ターミナル整備事

業と防波堤整備事業の二つの事業を一体化して評価しております。便益の計算で用いました貨物
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量の推定がここに述べられておりますが、それらにつきまして何か御意見、その他でも結構でご

ざいますが、ございましたらよろしくお願いいたします。

〇小山委員 こちらの港湾整備事業は、素人なのでよくわからないんですが、港湾事業の主な整備

というのは防波堤の整備が主なものになるんでしょうか。防波堤だとすると、震災も宮城県であ

りましたので、酒田港についても地震対策といったことは考えていらっしゃるんでしょうか。

〇吉見酒田港湾事務所長 事業の要素につきましては、資料の１ページ目の図に書いております。

まず図の上の方、ハの字形の防波堤の整備ですが、これで港内の静穏度の確保や、避泊のための

水域、避泊に使われる水域の静穏度を確保しております。ほかに、図の右下の方なんですが、こ

ちらのほうで貨物を取り扱っているターミナル、岸壁や埠頭用地等の整備をしてございます。

御質問にありました地震への対応でございますが、地震に対して特に強化された岸壁は、この

図から外れておりますが、右下の部分に耐震強化岸壁を整備しております。これについては地震

に対する強度を高めておりまして、地震があった場合にも物流を維持できるという対応をしてご

ざいます。

○平山委員長 いかがでしょうか。

〇小山委員 それは地震に対する効果があるとなるとＢ/Ｃの便益の中に入ってくるのでしょうか。

〇吉見酒田港湾事務所長 地震に対する効果につきましては、今回の評価の中では定量的に入れ込

んでおりません。定性的な評価としまして、耐震強化岸壁以外につきましても、今回の東日本大

震災に当たりまして太平洋側の港湾が被災したことで、代わりに日本海側から物資を入れるとい

ったことの物流の窓口として機能したということは定性的に評価して入れさせていただいており

ます。

〇小山委員 そうすると、耐震性に対する効果も入れるとなると、実際のＢ/Ｃとしてはもっと高く

なると考えてよろしいでしょうか。

〇梶原副局長 耐震性に対する効果は今回の評価対象の事業には含んでいません。耐震強化岸壁に

ついて評価することになれば、おっしゃるとおり地震に対するベネフィットを計上することにな

りますけれども、今回のは、一般的に地震のときに代替機能を果たせますよという定性的な評価

にとどめておるということです。

○平山委員長 小山委員、よろしいでしょうか。

〇小山委員 せっかく作るのであれば、一緒に考えてやった方が効果的ではないかなと素人的に思

いました。

○平山委員長 防潮機能は特に設計の中には入ってないんでしょうけれども、もし津波が起きれば、
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存在していること自体によって、地震でも壊れませんし、そこに存在していますから、それなり

の効果はあるけれども、今回はＢ/Ｃの計算の中には含めなかったということ。

〇梶原副局長 委員長のおっしゃるとおり、特に防波堤は津波のときに背後への減災効果というの

はありますけれども、それを目的に整備しているわけではないので、便益の計測はやってない、

通常の防波堤はそういう評価にしています。例えば釜石の湾口防波堤のように津波対策を目的の

一つに位置づけてやるものについては当然そういう減災効果あるいは防災効果について災害の発

生確率とか被害の減災額とか、そういうのを評価して貨幣価値を出すようにしております。そこ

は目的の度合いに応じて使い分けているということです。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

〇大久保委員 ベネフィットについて、かなり先の話ですけれども、日沿道ができたり、余目新庄

道路ができたりしたときは、それは将来の便益の中に何らかの形で考慮されるものなんですか。

つまり、距離で入っていますけれども、距離で入っているから、それは余り関係ないということ

なんでしょうか。

〇吉見酒田港湾事務所長 評価を行うときに事業の対象範囲を決めるわけですが、この港湾事業の

評価をする際に、別事業で行われる改善効果というものはこの評価結果の中にはあらわれてこな

いですね。

○平山委員長 大久保委員、よろしいですか。金沢委員どうぞ。

〇金沢委員 結論から言うと、早く整備をするべきだと思います。今回の震災で太平洋側の港が全

部駄目でした。私たちは石油がなく、備蓄基地が破壊されたということもあって、東北の人たち

はガソリン等で大変困ったわけです。そういったときに日本海側の港が安全だったので、そこか

ら設備等々の供給がなされたと同時に、国交省の方でも「くしの歯作戦」等々で道を開いてくだ

さったと。願わくは、日本海側から太平洋側に結ぶ道路をもっときめ細かに整備をしないと、せ

っかく日本海側の港湾の整備が完結しましても、国全体、東北全体の発展にはつながっていかな

いだろうと思います。これは意見ではなくて感想でございますので、一応必要であると私は認識

しております。

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何か。木村委員。

〇木村委員 聞き逃したのかもしれないんですが、先ほど便益の計算で主に原単位が変動したとい

うことがございましたけれども、５ページのところですか、海難による損失の回避ということで、

これの中身というのは海難のリスクというような率が上がったとか、船の価格が上がったとか、

具体的にはどういうことで原単位が上がったのでしょうか。
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〇吉見酒田港湾事務所長 ５ページの下の表を御覧ください。便益の内容としましては、貨物輸送、

海難による損失の回避、この大きな二つの項目がございまして、貨物の輸送につきましてはコン

テナですとかバルク貨物につきまして、その輸送費の実態等を 新のデータに置き換えて、それ

で出しています。前回評価時に比べると若干原単位の数字が下がっておりまして、５％から１

０％の減になっております。一方、海難による損失の回避、表で言うと下の方ですけれども、こ

れにつきましては海難事故が起きたときの船舶関係の損失に係る金額、これを船の大きさごとに

算出しております。これにつきましては、前回評価時に比べると約２倍前後上げております。こ

の海難による損失の回避につきましては、６ページの表にあるように、船舶の損失額をまたさら

に項目に分けております。船舶の損傷に伴う損失額ですとか、損傷に伴って船が動かないときに

する損失額、流出油による海洋汚染に伴う損失額等で、それぞれ発生する損失の種類ごとにそれ

ぞれ損失額の原単位とその発生比率を設定しまして、それから船舶の損失額を算出しております。

前回評価に比べて今回評価の金額が大きくなっているのは船の値段等が上がっている状況があり

まして、それが影響して大きくなってございます。

○平山委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんでしょうか。

ターミナルと防波堤というのは大体一体で働きますから、一体で評価するのは妥当だと私は思

います。前回は別々にやって、今回はどうして一緒になったのか。他の地方整備局の委員会の中

でそういう意見が出たのか、それとも本省でそういう方針に変えたのか、たまたま今回は評価時

期が重なったのでやったのか、そのあたりはどういう理由なんでしょうか。

〇吉見酒田港湾事務所長 やはり評価時期が重なったということで、まとめて評価するのが一番適

切だと。

〇事務局（佐瀬沿岸域管理官） 代わってお答えします。もともとのターミナルが平成１０年の試

行段階でターミナルだけに焦点を当ててやりました。その後再評価のサイクルは５年ごとという

ことで、ターミナルの評価は平成15年、20年と進んできました。ただ、今回は再評価のサイクル

が３年になって、たまたま防波堤の前回再評価の平成１８年の５年後とターミナルの再評価の平

成２０年の３年後というところで今回巡り合ったというか、それで一体として委員長がおっしゃ

ったような形で合わせて評価しているということであります。

○平山委員長 もし３年ではなく、５年のままだったら一緒には評価しないということですか。

〇事務局（佐瀬沿岸域管理官） これまでの考え方を踏襲すればそれぞれ分かれて評価をしていく

ということになったかと思います。

○平山委員長 まとめた方が私はわかりやすい感じがします。
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〇梶原副局長 本来は一緒の方がいいんですけれども、先ほどあったようにスタートが違うので、

無理やり岸壁の便益を防波堤のある部分とある部分に振り分けてやったりしていたんですね。今

回はたまたま同じ年に評価するようになったので、そういう無理な振り分けをする必要がなくな

った。逆に、トータルでやった方がわかりやすいから一体にやったと、そういうことでございま

す。

○平山委員長 ありがとうございました。

間庭委員、コンテナの荷物の量を今回ヒアリングで聴取して算定したというところがあります

けれども、この説明でよろしいですか、そのあたりはワーキンググループで何か問題になったよ

うですけれど。

〇間庭委員 ３ページ、４ページのところに棒グラフなどでわかりやすくありますけれども、ここ

のところ及び取り扱いの種類も含めて非常に伸びているし、これからも伸びる期待が大きいとい

うこともコンテナ貨物としてありました。それから、ここはコンテナ貨物以外の貨物も伸びてお

りますので、そういった意味でこれから日本海における海上貨物が相当期待できるということと、

それから先ほども話題になりました震災時のバックアップ機能といいますか、代替ルートをこう

いった形で相当確保できたという評価も併せて意見として出されております。

〇大久保委員 関連で、バルク貨物の将来見込みの１０.６万トン、これは何らかの手法で伸ばした

んだと思うんですね。そのヒアリングの結果って、ヒアリングの対象もよくわからないし、私は

ほかにも不思議に思う、不思議というか、つまり１０.６万トンから９.３万トンに減っても整備

内容とは特に関連ないということなんですか。つまり、ここでコンテナの話がいっぱい出てくる

んですけれども、それは実際には余り関係ないと理解していいんですか。それとも、そういうも

のが増えたら何か別のこの後続くような事業で何か変わってくるものがあるんでしょうか、それ

をちょっと教えていただきたいんですけど。

〇吉見酒田港湾事務所長 貨物の量につきまして、今回、対象となる岸壁では主に二つの種類の貨

物、コンテナ貨物とバルク貨物を取り扱っています。コンテナにつきましては将来見込みが約９,

４００ＴＥＵから８,３００ＴＥＵぐらいに減っていますが、それぞれ主要な品目別に５２社にヒ

アリングしまして、それの現状あるいは新しく発生する貨物の計画があるといったところにつき

まして集計した結果でございます。原塩の方につきましては、かつて平成１８年当時には伸びが

見込めるということで、２割程度の増が見込めるという話があったので設定しておりましたが、

今回につきましては直近の実績、平成２０年の実績程度の数字を設定して９３万としたというと

ころでございます。
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将来見込みの貨物量が減ったことによっての整備についての影響といったところでございます

が、便益の値というのが将来見込みの取扱量が減ったことによって前回から比べると減っておる

というところで、別個で計算したときにはターミナルの整備のＢ／Ｃが１.１４だったわけですけ

れども、これが今回評価のところで防波堤事業のＢ/Ｃと合わせると今回の結果の１.７となりま

す。ターミナル事業のＢ／Ｃが前回１.４から今回１.１ということで、貨物が減った分だけＢ/Ｃ

の値が減るといったところでございますが、ターミナル単独としましても整備の必要性はあると

評価してございます。

〇大久保委員 便益はわかるんですけれども、例えば貨物量が増えたからどこかが手狭になったと

か、あるいは減ったから余分なところができたとか、そういう話ではないんですね。というのは、

酒田が重点港湾に指定されましたよね。それ以後そういう変化があって、例えば日沿道もできる、

酒田が重点港湾に指定される、そういうので地元から新たな要求というものは出なかったんです

か。

〇吉見酒田港湾事務所長 地元の方からはさらに岸壁等の整備をと要望が出始めているところでご

ざいますが、それは今後を考える上でそういった要望を勘案しながら対応していくことになろう

かと思います。

〇大久保委員 今日の審議とは別に、これから対応していけるということになるんでしょうか。

〇吉見酒田港湾事務所長 要望を踏まえた対応をやりたいと考えております。

〇津田港湾空港部長 今回の将来貨物量につきましては、前回から多少減っていますが、それによ

って整備量が変わるかといいますと、例えば１０回入る船が９回になったとしても、岸壁の延長

はそれだけ必要ですし、それに対しての防波堤も必要という意味では大きく整備量が変わること

にはなってございません。それが例えば１０万トンがゼロになったというのであれば、必要なも

のが必要じゃなくなるという形になりますので、それは対応が必要になってくるかと思います。

それから、今後、道路が伸びるあるいは対岸との貿易が活発化してくるという状況が出れば、

それに伴い整備が増えていくということにもなりますが、現時点では平成３２年までの目標に対

してこの整備をやっていくということだと思います。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

なければお諮りをしたいと思いますが、原案どおり「事業を継続」するという結論でよろしい

でしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。

・秋田港外港地区防波堤整備事業
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○平山委員長 次は要点事業でございますが、「秋田港外港地区防波堤整備事業」の説明をお願いし

ます。

〇冨田秋田港湾事務所長 秋田港湾事務所の冨田でございます。よろしくお願いいたします。

資料３-１でございます。「秋田港外港地区防波堤整備事業」の再評価について説明させていた

だきます。事業概要と前回評価からの変更点に絞って説明をさせていただきます。

１ページから２ページに示しておりますけれども、本事業は、日本海側特有の冬期風浪等の影

響を受けている外港地区について、静穏度向上を図り、荷役作業の安定化などを目的として整備

を進めている事業でございます。事業期間は平成３年から平成３１年まで、総事業費４１２億円

にて整備を進めており、現在のところの事業進捗率７１％ということになってございます。

２ページ目の下段、左の枠囲いに示すように、本事業は長周期対策ということでやってござい

ますが、その低減割合の減少から事業効果は上がっているということが認められております。

３ページに移ります。

取扱貨物量、コンテナについてですが、航路開設以来順調に推移してきております。下段のバ

ルク貨物についても今後同程度の取り扱いが見込めるものということになってございます。

４ページでございます。

費用対効果について説明します。前回評価からの変更点ですが、コンテナ貨物の陸上コスト削

減便益をマニュアルの改定に伴うコンテナ輸送時間費用の原単位を変更するということをしてお

ります。バルクについては、前回評価では近隣の能代港を利用することで発生する陸上輸送コス

トの削減便益というものを計測しておりましたが、今回は実際の岸壁利用の中で発生する荷役障

害に対する滞船コストの削減便益を計測してございます。その結果、４ページ一番下でございま

すが、今回の評価でＢ/Ｃ１.３という結果を得ております。

少し飛びますが、１１ページ、これらの状況に加え、地元からの整備の促進という強い要請を

受けており、地方公共団体からの意見、継続で異存ありませんという意見をちょうだいしており

ます。

以上のことから、対応方針として事業継続の提案をさせ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す。

平成３年から始まっております防波堤の整備事業でございます。事業費が４１２億円というこ

とでございますが、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。

なければ一つだけ、秋田は右上がりの防波堤の方向ですよね。酒田は逆ですよね。何かそこの

点で、日本海側の防波堤の配置について学んだことはありませんでしょうか。というか、これは
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矢印、方位が入ってないので、何とも、私もわからないんですが、何かそういう意見はございま

せんか。

〇事務局（佐瀬沿岸域管理官） これは先生より以前からお話があって、方位をもう一度、先生が

おっしゃったところを丁寧に見ますと、波向きとしてはそれぞれ主方向に酒田も秋田も向いてご

ざいます。この間ちらっとお見せした資料は南北が微妙にずれておりまして、それで先生に誤解

を与えてしまったことをここでお詫び申し上げます。

〇津田港湾空港部長 これですね、先生。地図を見ていただくとわかるんですが、秋田港は男鹿半

島が出ていますので、割と北から来る波というのは遮られています。したがって、どちらかとい

うと西向きの波というのが主波向きになってきますので、この方が防波堤としては効率がいい形

になっているんだと思います。それに対して酒田の場合は、北西の波が主波向きになりますので、

こちら向きの方がいいとなっているんだと思います。

○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。

〇九戸委員 ４ページの前回評価時の評価便益との比較のところです。前回が４０６億円、今回評

価が５０９億円、それでＢ／Ｃが１.８から１.３になって、事業費の１００億の違いがあります。

どうも港湾二つの話を聞いていて、例えば大きな港湾事故があるとそれがその後の評価に影響す

るとか、荷役の種類が変化していく、多分社会情勢と今の日本の置かれている物づくりの背景で

原材料が大きく変わっていくと港の性格自体も変わっていくと思ったんですが、そういう大きな

視点からの港湾の性格というのはあるんでしょうか。

〇冨田秋田港湾事務所長 前回評価の４０６億に対する今回評価の５０９億、これは評価基準年の

変更ということで原因を書いておりますが、社会的割引率４％をとっておりますが、その部分の

影響でこういう形でございます。

それと、港湾の大きな海難事故があった場合の対応について、個々の状況でいろいろ違うと思

うんですが、海難事故の状況によって施設の変更なり整備の内容を変えるということであれば、

当然それに対応しなければいけないということになりますが、余り一般的に海難事故によって港

の形状を変えたとか、そういうことの実績があるということは聞いておりません。

○平山委員長 九戸委員、よろしいでしょうか。ほかに何かございませんでしょうか。どうぞ。

〇間庭委員 酒田港もそうですけれども、特に秋田港は、日本海は冬場を中心として荒れると定期

航路がどうしても接岸しにくくなって、港湾の外側で待機して、その分、物流的にロスコストが

発生するなどして、なかなか厳しいところもあるのに対して今回こういう形で静穏度、要するに

接岸の可能性を高めるということは、日本海側の特にここの秋田港は非常に不可欠なところだと
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思いますので、このような事業の防波堤というのは非常に秋田港にとっては生命線のような位置

づけでもあります。Ｂ／Ｃの数字的にはこういうことであるんですが、秋田港が、ここにも取扱

貨物量のトレンドがありますけれども、さらにこの先には、先というか、今の貨物にないもので

期待されているものとして、関東自動車とセントラル自動車が今度統合して、トヨタの東日本に

おける第３の拠点が形成されて、会社もそういう形で統合されますので、さらに５０万台生産体

制も既に見えていて、もっとそれを高めていこうということと、その先には完成自動車以外にロ

シアのサンクトペテルブルクのアッセンブリーの部品をここからも供給しようということ。愛知

の方から今南回りで船でやっていますとサンクトペテルブルクに部品が到達するまで４０日かか

るんです、現在。それが愛知とこちらの拠点を含めて国交省さんで実験されたシーアンドレール

の事業がもしこういった形で具体的になると秋田港からシベリア鉄道を通じてサンクトペテルブ

ルクに行きますと実証実験的には２０日間、つまり半分の日数で行く。ということになりますと、

日本国内における生産、産業の拠点性を高める、空洞化に対して相当な歯止めになるということ

で期待されておりますので、ぜひ秋田港の静穏度を高めるためにもこれが欠かせないものである

ということを将来的なものを含めて、多分これのＢ/Ｃにはそういった、今申し上げたようなとこ

ろまで織り込むわけにいかないから入っていませんが、この事業にはそういったことも期待があ

りますので、ぜひお酌み取りいただければと思います。

○平山委員長 ありがとうございます。事業の促進方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。

〇小山委員 今回の港湾整備事業にコンテナ貨物の量がかなり大きな重点を占めているようなんで

すが、今トレンドな話題ということでＴＰＰに参加するかどうかということで、今、国会で審議

しているんですけれども、このコンテナ貨物というのは、参加することを前提につくられている

のか、それとも参加しないことを前提としてつくられているのか。参加しないことを前提として

つくっていらっしゃるのであれば、もし参加するとなったときはもう一度再計算する予定なんで

しょうか。

○平山委員長 そういうことを御検討されていますでしょうか。

〇冨田秋田港湾事務所長 ＴＰＰの前提がある中での事業計画をしていませんでしたので、今の計

算手法からいけば、そこのところは当然前提とせず、現状維持の計算をしてございます。ＴＰＰ

の影響で物流がどう変化するかというのは、今は推し量るだけの情報を持っておりません。今後

もしかしたらそういうことを考えなければいけないかもしれません。

〇間庭委員 一委員の立場ですけれども、物流、ロジスティクスというのは基本的には双方向です
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ので、ＴＰＰによる片荷ということは要因としては想定されるんですが、必ず帰り荷というのも

確保しないと船会社も物流会社ももちませんので、それは相当な、国というよりは事業者の努力

が働きますので、双方向で貨物を集荷して何らかの形でペイするような航路もしくは海運事業が

営まれると思いますので、それは国の方ではある程度想定することは可能ですが、責任を持って

やるのは事業者だと思われますので、そのためにもこういうインフラをしっかり整備しておく必

要が日本海側では特にあるなと思っております。

○平山委員長 ありがとうございました。小山委員、よろしいですか。

それではお諮り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した。

〔河川関係事業 再評価〕

○平山委員長 次でございますが、河川関係事業の審議を行います。

河川関係事業は事業選定ワーキンググループが行われておりまして、選定委員の大久保委員か

ら事業選定の結果、審議のポイントについて御説明をお願いしたいと思います。

〇大久保委員 報告いたします。

河川事業に関する審議事項選定のワーキンググループは１０月２１日に開催されています。そ

の際に平山委員長初め木村委員と私の３名で検討をしております。その結果、河川事業の再評価

として１事業、砂防事業の再評価事業で３事業及び事後評価の砂防事業が１事業、５事業あった

わけですが、大幅な事業計画の変更あるいは事業費の変更等重点審議の対象となるような事業が

ありませんでしたので、すべて要点事業ということにさせていただきました。

以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。

ワーキングの結果は、今お話しいただきましたように、いずれも前回の評価時点から事業計画、

事業費等に大幅な変更がなかったということで、すべて要点事業としての選定となりましたけれ

ども、事後評価と再評価の２種類ございますので、いずれもまず説明をしていただきまして、１

件１件審議をしてまいりたいと思います。

まず、再評価の４件を初めに御説明をいただきたいと思います。

〇髙橋湯沢河川国道事務所長 「雄物川上流消流雪用水導入事業」について説明いたします。湯沢

国道河川国道事務所の髙橋です。資料４-１をお願いいたします。

まず、事業の概要についてですけれども、事業の区間としては秋田県の県南に位置する湯沢市、
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下の位置図に書いてありますように、市街部、右側の方の上関地区を対象としております。事業

期間は平成１９年度から２４年度までとなっております。全体事業費は約２０.２億円で、平成１

８年度の新規採択時の全体事業費２５億円より５億円ほど安くなっております。事業の目的は、

当地区は特別豪雪地帯に指定されておりまして、冬期の積雪によって家屋、宅地の除排雪作業、

道路交通の阻害、河道閉塞などにより住民の生活に大きな支障を来しております。こういったこ

とから、本事業において１級河川の雄物川から市街地を流れる松沢川などに消流雪用水として河

川水を供給する導水路などの整備を行うことにより、冬期の安全で快適な生活を営むようにする

ことができるようにするものでございます。

次のページをお願いします。

湯沢市は、 大積雪深が昨年の１７５センチあるいは年間降雪深が１,０００センチを超えるこ

ともある日本でも有数の豪雪地帯でございます。このため、湯沢市街を流れる松沢川等の小河川

において投雪等が行われておるんですが、冬期流水量が少ないため河道閉塞などが生じておりま

す。また、このことにおいてこれらの小河川につながる流雪溝用水等の流れも悪化して、家屋、

宅地の除雪作業、道路交通の阻害とかが生じて、住民生活に大きな障害が生じております。また、

老齢人口の比率が年々増加傾向にありまして、高齢者による除排雪作業の負担が増加している状

況にございます。

３ページを御覧ください。

本事業は、湯沢市街地及び上関地区の約３２３.７ヘクタールを対象として事業を行っているも

のでございます。

次の４ページをお願いします。

事業の進捗状況でございますけれども、平成２３年度で全体の８３.５％に達しておりまして、

平成２４年度には事業が完成する予定となっております。

次の５ページをお願いします。

費用便益比は９.２となっております。

８ページを御覧ください。

コスト縮減等についてでございますが、当初、上流側の上関地区から約７キロの導水路によっ

て湯沢地区まで河川水を供給する計画にしておりましたが、取水方式の再検討を行いまして、湯

沢地区近くの既設水路である湯沢大堰水路の使用が可能となったことで、導水路の延長を約７キ

ロから２キロ程度まで短縮することができたということで、大幅なコスト縮減を図ることが可能

となりました。
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１０ページをお願いします。

秋田県知事からは、事業の継続について異議なし、事業推進をお願いしますとの回答をいただ

いております。

後の１１ページをお願いします。

以上のことから、対応方針としては事業継続とさせていただいております。以上です。

○平山委員長 説明だけ先に済ませてしまいたいと思いますが、次に「砂防、地すべり対策事業」

で、「八幡平山系直轄砂防事業」、「赤川水系直轄砂防事業」、「豊牧地区直轄地すべり対策事業」の

説明をお願いいたします。

〇川村河川調査官 「八幡平山系直轄砂防事業」につきまして、資料５-１で説明をさせていただき

ます。

まず１ページをお開きいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

事業エリアは、下の図にございますように、岩手県と秋田県に跨がっておりまして、活火山で

あります岩手山と秋田駒ヶ岳、これらを流域に抱える北上川水系と雄物川水系、これらから成る

範囲でございます。

次の資料の説明に入ります前に、前回評価との変更点、２点を御説明したいと思います。まず

１点目が、今後概ね３０年間の整備計画を設定したという点でございます。これは一般に砂防事

業は非常に長期にわたるものですから、例えば２００年後の人口、資産、気候などを予測して事

業の評価を判断するというのは難しいということによります。２点目、評価単位でございます。

前回、火山ごとに評価を実施しておりましたけれども、今回はこの二つの火山と二つの水系を包

含する山系という考え方、この事業単位で設定した今後３０年間の整備ということで評価を実施

しております。これらの変更はいずれも全国的なものでございます。

資料に戻らせていただきまして、２ページ、上の箇条書き部分でございますけれども、このエ

リアは過去から土砂災害が頻発しておりまして、それといいますのも火山噴火に伴う降灰、火山

地域特有の脆弱な地質であるところに雨が降ることで引き起こされる土石流、洪水氾濫、こうい

った土砂災害から秋田新幹線ですとか国道４６号のような重要交通網あるいは下流域の２市１町

１村を守るために砂防堰堤などを整備するものでございます。２ページの真ん中の図１や３ペー

ジに本事業で保全するエリアあるいは面積、家屋数をお示ししておりますが、説明は割愛させて

いただきます。

４ページでございますけれども、死者１４名の甚大な被害が発生した昭和３５年の田沢湖豪雨

災害ですとか平成２年、２０年の被災状況、下の表には過去の主な土砂災害の履歴を示しており
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ます。

５ページから７ページにかけまして、火山活動についてまとめております。過去の活動の履歴

ですとか、例えば５ページですと岩手山で平成１０年に火山性地震が急増した経緯ですとか、６

ページから７ページにかけて、４０年周期で噴火している秋田駒ヶ岳が前回噴火から４１年目に

入って予断を許さない状況になっているという状況をお示ししております。

８ページをお願いいたします。

先ほど冒頭に触れました今後３０年間の整備計画として、上の赤枠の部分でございますけれど

も、火山噴火など降灰後の土石流については施設整備を概ね３０年で完了する、土砂生産が活発

な６河川の施設整備を概成させる、それを整備計画で設定してございます。

この整備計画に基づきまして、１０ページになりますけれども、今回Ｂ/Ｃの評価をしておりま

す。Ｂ/Ｃにつきましては１.８でございます。その下の参考のところに前回のそれぞれの評価の

結果を記載しておりますが、１.８と１.３でございまして、概ね大きな変化はなかったのではな

いかと考えております。

後に、１２ページをお願いいたします。

岩手、秋田両県からは事業推進との御意見をいただいておりまして、対応方針原案といたしま

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。

〇花岡新庄河川事務所長 続きまして、「赤川水系直轄砂防事業」について説明させていただきます。

新庄河川事務所の花岡でございます。資料６－１をお開きください。

先ほどは火山噴火に伴う土砂災害でございましたが、今回は大雨等で発生します通常の砂防事

業でございます。位置図にありますように、月山の西側の山麓を根元とします赤川は、山形県第

２の都市であります鶴岡市の中心街及び庄内平野を縦貫しております。他の月山を源とする流域

は 上川水系砂防ということで事業を実施しておりますが、赤川流域も土砂流出が著しいため、

昭和６２年から砂防事業を実施しております。

２ページ目にございますように、赤川流域には二つの大きな治水ダム、荒沢ダムと月山ダムが

ございまして、その下流から流出する土砂が平野に入りますと川の勾配が急に変わりまして、土

砂が堆積しやすくなります。そのため、川の断面が少なくなりまして、過去に数多くの洪水氾濫

を引き起こしております。図２の青く囲った部分がその区域であります。また、流域には土石流

の直撃を受ける渓流が沢山ございまして、図の赤い点でございますが、特に支川の月山ダム上流

では重要交通網１１２号の保全、また支川の荒沢地区では孤立化する可能性がありますので、そ

の対策を図っております。



-21-

３ページを御覧ください。過去の災害等を示してございます。４ページには代表的な災害を示

してございますが、５ページを御覧いただきましても、近年におきましても多発しております。

特に５ページの枡形川の例でございますが、新たにこのように大きな崩壊が発生した場合には施

設を緊急的かつ集中的に新設いたしまして、柔軟で機動的な整備を進めております。

事業計画につきましては６ページでございます。概ね３０年間の整備計画を示しました。特に

ダムの下流、治水ダムの下流の土砂流出に対する整備を主にしまして、１８の砂防堰堤によりま

して整備率を３割弱から６５％程度まで向上させると。また、この地区では８渓流で土石流対策

事業がございます。ダムの上流では、先ほど申しましたような目的で１４基の砂防堰堤を実施す

る予定でございます。

費用対効果でございますが、８ページを御覧ください。

８ページにございますように、特に治水ダム下流の砂防堰堤の設置によって下流の河床上昇に

よる氾濫、これを洪水氾濫シミュレーションの結果で、下の図で示してございますが、鶴岡市の

中心街の浸水被害を軽減させる効果が顕著でありまして、Ｂ/Ｃを計算しますと土石流対策も合わ

せまして９.９となりました。

９ページに費用対効果の感度分析等を示してございます。いずれもクリアしてございます。

対応方針でございますが、今後の方針は直轄の着手からまだ歴史が浅く、整備率がまだ低い、

災害のポテンシャルが非常に高く、広域かつ甚大な被害が懸念され、投資効果も非常に高いとい

う中で、山形県知事の了承もいただいておりますので、事業継続としたいと考えております。

続きまして、地すべり事業について説明させていただきます。

資料７－１の豊牧地区直轄地すべり対策事業でございますが、１ページを御覧ください。

山形県の大蔵村、肘折温泉に隣接しました 上川中流域の銅山川の流域にございまして、流れ

盤構造という地質構造の末端が河川に侵食される地質構造の上に、我が国でも有数の豪雪地帯の

ため、融雪時には多量の融雪水が地下水となりまして、大規模な地すべりが頻発しております。

６００ｈａに及ぶ広大な地すべり防止区域に多数の地すべりブロックが複雑に存在しまして、昭

和３７年から地すべりを誘発します地下水の排除を中心とする直轄地すべり対策事業を実施して

おります。

２ページに事業の目的をお示ししました。二つございまして、地すべり地内及び周辺に存在す

る集落や公共施設等への直接的な被害と、３ページにございますように地すべりが河川に流入し

て河道を塞ぎまして、土砂ダム、天然ダムが形成され、それが決壊した場合に大きな土石流とな

り、下流に洪水災害をもたらします。当地区では 上川まで及ぶ範囲に被害範囲が想定されます。
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４ページ、５ページに当地区における主な過去の被害状況、災害状況等を示してございます。

５ページ目は代表的な事例でございます。

６ページ、７ページを御覧ください。

事業の進捗と現在の状況を御説明しますが、７ページにお示ししましたように、地区全体に地

中のすべり面付近の地下水を排除するために、地面の表面から横にボーリングをするもの、これ

は赤く示してございます。深い井戸を掘りまして、その底から、もしくはさらに深いトンネルを

掘って集水するということで、青と緑で示してございますが、このように水を抜くもの、集めた

水を安全に区域外に出す水路工を実施しております。このような工事が進みまして、６ページに

ありますように、近年でも、集落の中での災害は少なくなっておりますが、未だに数万または数

十万ｍ３に及ぶような大きな地すべりが多発しています。平成１６年には河道が閉塞しましたの

で緊急に除石を行い、翌１７年には無人化施工による対策を実施しております。

８ページを御覧ください。

上の図は現地における進捗状況を示してございます。現在、各ブロックの安定状況を審査して

いるところでございますが、現在の計画におきましては進捗率は９７％でございます。残事業と

しては地すべり地の中に存在するため池の浸透防止等を現在行っております。

後に、９ページ、１０ページを御覧ください。

便益につきましては、先ほど申しましたように、直接的な被害及び天然ダムによる決壊、これ

は９ページの下に示しました２次元氾濫シミュレーションを行いまして、その結果からＢ/Ｃを算

出してございます。結果は１.９となりまして、前回は１.３でございましたが、地すべりという

のは工事をしながら現地の動き方を観測しながら、その結果で施設を選んでおりますので、対策

工の効果から対策工の数が少なくなったということでございます。

１０ページには先ほど申しました感度分析等を示してございます。

１１ページに対応方針を記しておりますが、地すべり対策の主要な施設の整備は終了していま

す。また、地すべり地は比較的安定しつつあります。今後の方針としましては、 後の仕上げと

いいますか、浸透防止工等の機能向上を図るとともに、対策の効果を確認しまして、その調査の

結果に基づいて県へ移行することも含めて考えております。以上でございます。

○平山委員長 河川事業の再評価４件、説明をいただきました。１事業ずつ審議を進めてまいりた

いと思います。

・雄物川上流消流雪用水導入事業（湯沢地区）
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○平山委員長 初に、「雄物川上流消流雪用水導入事業（湯沢地区）」でございます。何か御意見、

御質問ございませんでしょうか。雪を解かす仕組み、そのための導水路を導入したという事業で

ございます。

私から１点よろしいでしょうか。この事業は、今回Ｂ/Ｃが上がっているんです。それはどうし

てかというと、農業用水路を兼用するようになったからという話なんですが、これは非常に結構

なことだとは思いますが、どうして初めからそれに気がつかなかったんだろうと。多分必要があ

って、ばっと取りかかって事業費を見積もったんだと思いますけれども、そういう例というのは

いろいろあるんだと思います。国交省の事業評価の中で考えると、他の省庁は別のところにあり

ますから、そのものだけを見て省内の事業の評価をやるわけですが、全体をおしなべて国の事業

を見るときに、重複している部分というのは往々に出てきますよね。そういうものは省内でも、

バイパスと堤防を兼用とか、いろいろあるのでしょうが省内の事業であればうまく調整されてい

ると思うんです。この事業がどうこうということではありませんが、他省庁との調整の仕組みと

いうのは現在あるのかないのかを教えてほしいんですが。

〇田上河川部長 予算要求段階になろうと思いますけれども、他省庁が一堂に会して調整する場と

いうのは本省そのものにはないと思っています。ただ、あえてあるとすれば予算要求、つまり現

場から上がってきますので、現場の段階で現場の状況とか動きをとらまえて、現場段階で調整し

ていくということしかないんだろうと思っております。

この事業につきましては、１ページを見ていただきたいと思うんですが、言い訳がましくて申

し訳ないんですが、もともとは、１ページの下の図面がありますが、もともとは消流雪の水の取

り口を、上関とありますが、上から下まで通すために一番上の方から取って下まで通そうと考え

ていた、こういう形になっているわけです。途中で湯沢統合堰とありますが、我々の調整という

のはこの段階ではまだ構想段階だったわけです。実際この事業を動かしていく段階でここの堰が

ほぼ完成、同時に着工したという形もあって、だったら有利な方を選ぶ、コストがかからない方

を選んでいくという形にさせていただいたという形になっております。そういう意味では、 初

からこれも構想は若干あったわけですが、現実化してなかったということがあって、 初の段階

ではそうさせていただいたという形になります。

○平山委員長 事業の経過の中で現場の方が相談をされて、使わせてもらうということになって今

回の結果になったと思いますが、これが褒めていい事業なのか、もともと当然そうすべき事業だ

ったのか、私も判断に迷ってしまいます。全体の国のお金ですから、なるべく節約して使われる

ようなことを今後も探っていっていただきたいという希望でございます。
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ほかに何かございませんですか。

なければお諮りしますが、原案のとおり「事業の継続」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。

・八幡平山系直轄砂防事業

○平山委員長 次は、「八幡平山系直轄砂防事業」でございます。何か御意見、御質問ございません

でしょうか。今回から、今までは岩手山、秋田駒ヶ岳と二つの流域というか、秋田駒は雄物川の

流域でしょうか、違いますか、北上川と雄物川の両方ですね、というのを今度一本化したと。八

幡平山系と名づけて一本化して評価する。今までは評価の対象期間というのが余りはっきりしな

かったんですが、今回は３０年という目途をつけて、その中で事業の計画立てをして、それにつ

いて評価をすると変わったようでございますが、何かございませんでしょうか。

〇木村委員 評価方法が変わったということで、いろいろこの後にもありますけれども、今回のは

参考までにということで、別々にやったものですか。これは３０年間ではやってないわけですよ

ね。時期を定めずにやったもので言うと１.８と１.３ということで、結果的には要するに３０年

間、当初の直近の３０年間で評価したものが事業全体としての評価と大体近づくものなのかどう

か、大体それぐらいの近さ、要するに長いスパンで見れば概ね費用対便益というのは大体収まっ

たというか、それなりの結果が出てくる傾向にあるものかどうかということ、御意見を伺うこと

になるかもしれませんけれども、教えていただきたいと思います。

〇川村河川調査官 ここの場合は大体同じような数字になりましたけれども、当然その投資のペー

スがどうなるか、事業期間が例えば５０年なのか６０年なのか１００年なのかによっても変わっ

てきますので、事業毎に３０年に区切ったものとそうでないものとは変わってまいります。

〇木村委員 確かにほかの事業を見ても違うんですが、そうすると長い目で見てそれなりの便益の

あるものと、３０年間で見なければ下がる、同水準かなというのが逆に私は悩んでしまうところ

があるんですが、本来は両方見るべきなのかもしれませんが、今回３０年間で見るということに

ついては情報としても大事なことなので、これでいいかなと思いました。

○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。

なければお諮りしてよろしいでしょうか。Ｂ/Ｃも当然１以上になっておりますし、原案のとお

り「事業の継続」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

がとうございました。
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・赤川水系直轄砂防事業

○平山委員長 それでは、次は「赤川水系直轄砂防事業」でございますが、いかがでしょうか。こ

れも今後３０年、平成２４年から５３年までの３０年間という計画のスパンの中での評価でござ

います。いかがでしょか。

前の事業で「山系」という言葉が出て、この事業では「水系」というのが出て、どういう場合

に「水系」として事業を区切るのか、「山系」はどういう場合が「山系」に相当するのか、その区

別、名前のつけ方を教えてください。

〇花岡新庄河川事務所長 そもそもは、治水事業、砂防事業というので流域ごとでやっておりまし

て、川ごとに基準点というのを川の中につくりまして、それをもとにそれから下流にどういうふ

うに調べるかという形でやっておったんですけど、火山の場合は水系が網の目状になっているの

に対して、成層火山の場合はまるっきり逆の方向、場合によったら日本海側と太平洋側の方に行

ったりしますが、一つの現象で起こるということでやっておりますので、そこから出てきた概念

だと思います。越美山系砂防とか、今まで火山以外でそういうことはあったんですけど、一つの

山だとどうしても川の流れの方向が一つではない場合もありますので、そういうことで、これは

結構昭和４０年代ぐらいからは山系砂防というのはやっておりましたけど、特に火山の場合は流

れる方向がまるっきり逆なので、かといってそれを分けると一つの事象が分かれてしまうという

ことでやっております。

○平山委員長 大久保先生、赤川の場合は火山はないんですか。

〇大久保委員 月山は休火山でしたっけ。

〇花岡新庄河川事務所長 月山は、余り活動的な火山とは言えません。

○平山委員長 わかりました。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けれども、「赤川水系直轄砂防事業」を原案どおり継続という

ことにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

・豊牧地区直轄地すべり対策事業

○平山委員長 後ですが、「豊牧地区直轄地すべり対策事業」でございます。

地すべりですから、今までの砂防事業に比べて範囲が狭いということで、それでも昭和３７年

に始めて２５年に終了予定ですから、かなり長期間かかっておりますが、１８５億円のお金を使

っている事業でございます。何かございませんでしょうか。

予算のつき方が十分ではなかったのかもしれませんけれども、事業が長期にわたって続いてい
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るというのはどういう理由によるものでしょうか。

〇花岡新庄河川事務所長 この地すべりは、面積が６００ヘクタールという、これは地すべりの中

でも図抜けて大きな範囲を一括してやっておりました。あと、地すべりのブロックがたくさんあ

りまして、一つ一つ潰していったわけですけれども、非常に深いところにすべり面があったりし

ていますので、事業費自体が非常にかかりまして、そういうことで長期に及んだわけでございま

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、 後の「豊牧地区の地すべり対策事業」、原案どおり

「事業継続」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。そ

れではそのようにさせていただきたいと思います。

〔河川関係事業 事後評価〕

・下嵐江地区直轄地すべり対策事業

○平山委員長 今度は事後評価の事業が１件ございます。「下嵐地区直轄地すべり対策事業」でござ

います。この審議を行いたいと思いますので、御説明をお願いしたいと思います。

〇今岩手河川国道事務所長 岩手河川国道事務所の今でございます。

資料８-１を御覧ください。１ページ目でございます。

事業の目的、概要について簡単に御説明申し上げます。

１ページの下の方に地図がございますけれども、北上川の右支川、岩手県の県南地域でござい

ますけれども、胆沢川という川がございます。この胆沢川の上流に下嵐江地区というのがござい

まして、その下流には現在運用されています石淵ダムがございます。下嵐江地区につきましては、

古くから地すべりの活動履歴があったということで、昭和３０年代に胆沢の砂防事業の方で整備

いたしまして、砂防ダムの左岸、袖部について亀裂が発生するなどということで、まさに地すべ

りに起因すると考えられる変状が発生いたしました結果といたしまして、昭和３７年度に直轄地

すべり対策事業として新規事業採択いたしました。その後、対応いたしましたが、昭和６２年、

６３年にも変状が起きまして、これの対策をした後、６３年度で工事自体は一応終了してござい

ます。その後、地すべりであることから、ゆっくりと動くものでございますので、その後変状が

ないかにつきまして、ずっと観測を続けてまいりました結果、平成１８年度でもって動きが収ま

っているようだということで、岩手県さんの方にお返ししている事業でございます。下嵐江地区

につきまして地すべり対策事業を行いました理由は、すぐ下流に先ほど申しましたように石淵ダ
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ムがございます。この石淵ダムにもし地すべり土塊が入りますと大変な影響があるということで、

事業化したわけでございます。

２ページでございます。

これの下の写真が胆沢川の右岸側から左岸側の方を撮った写真でございますけれども、四角で

囲んでございますけれども、事業の対策といたしましては、水路工が６,０００メートル、集水井

工が２５基、横ボーリング工が２,１００メートル、根固め護岸工が２,１００メートルという施

設配置をしてございます。この写真の中でございますけれども、黒い線が右からぐねぐね回りな

がら左に行っておりますけれども、これは国道３９７号でございます。

３ページでございます。

簡単に地すべり災害のイメージを図化しているものでございますけれども、もしこの地区で地

すべりが発生した場合には、地すべりの中に国道がございますので、この国道が被災する、土砂

が動くことによりまして胆沢川で河道閉塞が生じ、その後、大量の水が上流から来ますので、そ

の際には土砂とともに下流に流れて、石淵ダムの貯水容量が約１,２００万でございますけれども、

この土塊そのものが約５００万ありますので、大変な大きな被害があるということでございます。

４ページは、今までお話しした経緯につきまして簡単にまとめたものでございます。

５ページは、大きな地すべりの被災をピックアップしてございますけれども、例えば一番下、

６３年８月につきましては、まさに地すべり末端が胆沢川を閉塞してございます。

６ページは、先ほど申しました対策工の整備のイメージを図化したものでございまして、この

あたりでこういうことを行いましたという図面でございます。

７ページでございますけれども、先ほど申しましたように、６３年度に一応工事、ハードの部

分は終了いたしましたけれども、その後は経過を観察したわけでございますけれども、この地域

の中に２２カ所、国道沿いでございますけれども、移動杭を設置いたしまして、その杭の移動に

ついて観測を続けたわけでございます。

８ページでございます。ここに書いてございますけれども、６３年度以降でございますが、概

ね大きな移動はなく安定したということ、そういうことにつきまして先生方にデータ等をお諮り

いたしまして、落ち着いているんじゃないかというご了解をいただきまして、平成１８年度に岩

手県の方に移管いたしまして、その後は岩手県さんの方で挙動について継続して監視を続けてお

ります。３年前には岩手・宮城内陸地震ということで、この地域のすぐ近くを震源とします大き

な地震がありましたので大変心配しましたが、ここの三つ目に書いてございますけれども、地震

の影響と思われる地すべりは発生していないということで、安心したところでございます。
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具体的には、９ページになりますけれども、地すべりというのは山がすべってきますので、川

の方に下りていくわけでございますけれども、そのとき地殻の変動が大きく起きましたが、これ

はどちらかというと地すべり方向じゃなくて、全体としまして東側に移動したということで、地

すべりの傾向ではないという判断でございました。

１０ページでございます。費用対効果でございますけれども、費用の便益につきましては下流

のダムにもし流出した土砂をすべて撤去した場合に幾らかかるかということ算定した結果、費用

便益比でございますけれども、４.１ということになってございます。

今後の事業評価の必要性については、現在のところ地すべりについては安定したということで、

今後の評価の必要性はないと考えております。改善措置につきましても、同様に必要ないと思っ

ております。同種事業の計画、調査のあり方等の必要性ですけれども、現時点におきましては改

善措置の必要は見られないと考えてございます。以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

昭和３７年に始まって平成１８年に完了したものでございまして、完了後５年たった本年、事

後評価をしていただくものでございます。何か御質問その他ございませんでしょうか。

〇小山委員 今回の地すべり対策だけではないんですが、説明を聞いていると、砂防工事とか、そ

ういった土砂崩れ等に関する工事がたくさんあって、しかも長期間かかっているようだったんで

すけれども、まずお聞きしたいのが、そういった地すべり対策とか砂防事業等は、危険なところ

に対して優先的に工事がなされているのかという点と、地域住民は土砂崩れとか地すべりがある

というのを知っていて、避難する、そうした災害が起きたときにどこに避難したらいいかという

のがわかっているのかということと、栗駒の地震のときのように、地域住民じゃなくても、観光

客、ドライブしている人が地震に遭って、それで土砂崩れで行方不明になって未だに見つかって

ない方もいるんですけれども、そういった旅行者は、ここでは土砂崩れとか地すべりが起こりや

すいというのは、道路標識には書いてあるんですけれども、どうやってここが危険だというのが

わかるようになっているのか、今回の評価とは関係ないかもしれないんですけれども、教えてい

ただきたいんですが。

〇花岡新庄河川事務所長 代表して砂防の関係でお答えいたします。

土砂災害の危険については、 近の自然災害の中で崖崩れ、土石流で亡くなる方が非常に多い

ものですから、ここ十数年、かなり積極的に危険箇所の公表とか、危険なところにそこに新しく

家をつくる場合には新たにつくれないような法律を今都道府県の責務でやっております。かなり

一生懸命やっていますので、また改めて御説明したいと思いますけれども、これはホームページ
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とか、いろいろなもので見れるようになっています。また、例えば旅行者に対しても標識として

そこが危険区域であるという現地標識はあります。車から見えるかどうか別として、現地に標識

がありますし、地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊の危険箇所という標識もあり、また、先ほど

言いましたようにホームページ等で十分公開していますので、他の自然災害と比べたらハザード

マップ的なものとか危険箇所の表示については徹底していると思っております。

○平山委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんでしょうか。

これは検討委員会を地元で持っておられて、そこの判断では「動いてないようだと、落ち着い

たようだ」ということだと思いますけれども、これは外部の方が入られた委員会でしょうか。

〇今岩手河川国道事務所長 外部の先生方にもお入りいただいた委員会で、完成後、平成９年頃も

一度委員会を開きまして、そのときは地すべりの移動量といたしまして、イメージとしては１セ

ンチぐらい動いているかどうかという判断ということで、ちょっと微妙なところがあったので、

まだしばらく継続した方がいいということで、先生方の御指摘をいただいて、今度また大体１０

年後の１７年、１８年ということで、委員会で数値をお示しして、先生方の方からこれは落ち着

いているねということで、県の方に移管させていただきました。

○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すか。

なければお諮りいたしたいと思いますが、原案では「改善の措置及び今後の事後評価の実施の

必要性はない」という判断でございますが、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。それでは、対応方針の案をそのまま認めることにいたします。

４．報告事項

〔ダムフォローアップ〕

・釜房ダム貯水池水質保全事業

○平山委員長 本日の審議は以上でございますが、報告事項がございます。

次第にありますように、「釜房ダム貯水池水質保全事業の事後評価報告」をまずお願いします。

〇川村河川調査官 資料１０をお願いいたします。

開いていただきまして、１ページ目、タイトル「事業評価実施要領、細目及び対象事業につい

て」という資料でございます。箱がございますけれども、左から三つ目の報告根拠文とあります

が、これはダム等の管理に係るフォローアップ制度、この制度に基づいた手続が行われる場合に

は事後評価の手続が行われたものと位置づけるということに基づきまして、またその二つ右隣の

箱に書いていますが、その事後評価手続が行われた場合にはその結果を事業評価監視委員会に報
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告するとなっているものですから、今回釜房ダム貯水池水質保全事業について報告をいたします。

次の２ページ目、Ａ３横長の紙で簡単に御説明したいと思います。

釜房ダム貯水池水質保全事業でございますけれども、平成１３年度から１８年度まで行われた

ものでございます。総事業費１３.１億でございまして、Ｂ/Ｃといたしましては今回再度見直し

た結果でも１.０５という結果が出てございます。貨幣換算が困難な効果等による評価というとこ

ろもございますけれども、併せて事後評価の視点のところで説明させていただきますと、２点書

かせていただいています。まず一つは、かび臭の原因となっている物質が事業実施前に比べて非

常に大きな値が出なくなった。また、概ね１０ng/ℓと書いていますが、水道の基準値でございま

す、これ以下に抑制されて、ダム湖の水環境が改善されている。また、仙台市水道局が市民の水

道モニターの方にアンケートをされた結果といたしましても、「水源であるダムがきちんと管理さ

れている」ですとか「近年はミネラルウォーターや、おいしいと言われる国見浄水場の水道水と

比べてもひけをとらない」というお答えもいただいているという状況でございます。

この中身につきまして、一番右から２番目の欄でございますけれども、平成２３年度１０月２

５日、東北地方ダム管理フォローアップ委員会にご説明し、審議いただいて、結果といたしまし

ては「今後の事業評価の必要性はない。改善措置の必要性は見られないが、今後、適切な管理を

行い、よりよい水質の保全に向けて必要な検討、必要に応じてダム等管理フォローアップ委員会

で審議する」という御意見をいただいてございます。

以上によりまして、対応方針案といたしましては、現時点では今後の事後評価の必要性は見ら

れないと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○平山委員長 ありがとうございます。フォローアップ委員会の方である程度の改善の結論を得て、

その結果を今回この評価委員会に報告すると、事業評価監視委員会に報告するということになっ

ているそうでございます。何か御質問等ございませんでしょうか。

〇小山委員 地元を代表して、教えていただきたいんですが、実は私、先日、仙台市の水道局で釜

房ダムの事務所にお邪魔したことがあるんですが、釜房ダムの水ですか、かび臭がするというこ

とで、私もそういったことを聞いていまして、こういった形で水質保全事業をやっていると聞い

て少し安心したんですけれども、釜房ダムの水が臭いというのは、生活用水を流していると聞い

ていたんですが、それはどのように対策なされているんでしょうか。これは地元との調整とかも

必要かとは思うんですが、きちんと浄水してから流しているんでしょうか。

〇川村河川調査官 流入水質の話と浄水処理の話の２点いただいたかと思うんですけれども、まず

浄水処理の話につきましては、活性炭を投入して臭いを消したりするというのをやってきており
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ます。さらに、先ほど水道水の基準が２ＭＩＢに対して１０ng/ℓだという話をしましたけれども、

それでもまだ少しいろいろ御不満の声が市民から出るということで、仙台市ではそれを２ng/ℓま

で下げる処理をしているということを聞いてございます。平成２０年９月の終わりぐらいからそ

ういう処理、２ng/ℓまで落とす処理を始めているということでございます。

流入水質につきまして、特にそれに関して何か調整をしているかどうかと、これはお答えでき

ないんですけれども、事業実施前後で流入する河川、太郎川、北川、前川というのがありますけ

れども、大きく水質変化はしていないという状況を確認しております。流入水そのものは特に大

きくは変化していないと。

〇田上河川部長 今、先生がおっしゃっているのは、釜房ダムに入っていく家庭下水だとか、それ

が湖の中に直接入るだろうと、そこの対策はどうなっているんだという御質問ですよね。釜房ダ

ムは、当初つくってからしばらくして非常にかび臭が発生したわけです。当然ダム湖の中だけで

できるかというと、このかび臭対策は原因物質が流域から入ってきますので、これはできないだ

ろうということで、実は別の法律立てをつくっているわけです。湖沼水質保全法という枠組みを

入れまして、河川管理者もやる、つまりダム管理者もやる、川もやる、流域対策もやると、そう

いう役割分担をきちっとしているわけです。当然のことでして、かび臭が発生するまではそれぞ

れ家庭合併浄化槽とかやったんですが、あるいは下水処理場あるいは流域の家庭の浄化槽をもっ

と増やすだとか、家庭についてはそういう形をしっかり対策をして湖の中に入れる、直接じゃな

いですが、川の中に入れるという形をとっているわけです。そういう形を今後もとり続けるとい

う形になっております。

〇小山委員 それでは釜房ダムに生活用水を直接流すということはもうなくなったんですか。

〇田上河川部長 直接というのでなく、支川を通じて一旦浄化したやつが出てくるという形になり

ます。要するに、住居があって、個別浄化槽をつくって、垂れ流すんじゃなくて、一旦浄化槽で

処理して、それから小川なり何かを通して、自然の浄化があるわけで、それから湖の中に入って

くるという形になります。

〇小山委員 それでは、もし今後また仙台市民からかび臭が再びするという話が出たら、事後評価

の必要があるということになるんでしょうか。

〇田上河川部長 それはそのときにまた、原因がどうだった、効果がどうなったんだという話を分

析した上で、じゃどういう対策を講じるか、まず先ほど言いました枠組みを、法律がかかってい

ますので、枠組みの中で河川管理者が流域対策をやる、市町村がやるという中で、もし必要であ

れば我々の方もまた改めて事業を立ち上げて、その中で今度は事業じゃなくて新規採択をさせて
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いただいた上でやっていくと、こういう形になります。

○平山委員長 ダムフォローアップ委員会はどんな頻度で開かれているんですか。

〇事務局 各ダム５年に１回のペースでフォローアップ委員会が開かれます。毎年のことにつきま

しては年次報告書という形でまとめて、５年に１回、そのまとめたものを評価していただくとい

う形になっております。

○平山委員長 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。

なければ、もう１件報告がございますので、ただいまの報告は了承ということで、次の報告に

移りたいと思います。

〔その他報告〕

・ダム検証に係る検討の進め方について

○平山委員長 ダム検証に係る検討の進め方について、これの報告をお願いいたします。

〇川村河川調査官 資料１１をお願いいたします。開けてＡ３横長の１枚ございますけれども、前

回、この場では昨年１１月の終わりの委員会で報告させていただきましたけれども、その後報告

しておりませんでしたので、その進捗状況あるいはその際欠席等された委員の方もいらっしゃる

ので、少し丁寧に説明させていただきたいと思います。

個別ダム検証の進め方等々少し文字数が多くて恐縮ですけれども、枠がたくさんございまして、

左肩の方にア、イ、ウ、エ、オと振ってあるものでございます。ア、イの部分でございますけれ

ども、このダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目の策定というのが平成２２年

９月２８日にございまして、それを後ろの資料４ページから３８ページにつけさせていただいて

おります。この実施要領に基づいて、ウでございますけれども、国土交通大臣が個別ダム検証に

係る検討を直轄について指示をしたというのが９月２８日でございます。

その指示した文書を資料の３ページにつけておりますけれども、東北整備局の所管事業では、

そこに書いていますが、成瀬ダム、鳴瀬川総合開発、鳥海ダム、この３事業が個別ダム検証の検

討の指示を受けた事業でございます。以来これまで検討を進めてきております。

その状況といたしましては、この青で囲っている部分が現在までの検討内容になりますが、一

番左側のオと書いてあるところでございますが、まず一つは検証対象ダム事業等の点検というこ

とで、総事業費ですとか堆砂計画、工期、そういったデータを詳細に点検を行うというのを一つ

行ってきております。もう一つ枠がございますけれども、カ、キ、ク、サ、シの部分でございま

すけれども、ダムは治水、利水の目的を持っていますけれども、その目的別に、簡単に申します
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と代替案を広く検討していこうというものでございます。それを目的別に代替案の検討をまずし

て、さらにそれを 後に総合評価するんでございますけれども、目的別の検討に当たっては、キ

のところを見ていただくと複数の治水対策案を立案とありまして、これは後ろにつけている細目

によれば２６種類の治水代替案が例示されております。例えばその２６種類の治水代替案をさら

にいろいろ組み合わせて、なるべく幅広い代替案を考えるという作業をしてございます。利水に

ついては、細目には１７の例示がございまして、それにも同じく幅広い組み合わせを考えており

ます。この３事業でございますけれども、３事業それぞれ事業の性格も違いますので、その検討

のボリュームといいますか、内容が違っていますが、治水代替案ですと２２から２８ケース考え

ております。利水ですと９ケースから２６ケース、これだけの代替案を幅広く検討しております。

四角の枠の下の方ですが、ク、概略評価により治水対策案を抽出、同じように利水対策案も抽

出となっております。これでは２から５案となっていますけれども、当地方整備局ではこの３事

業につきまして治水では５から１１案、利水では４から１２案、先ほど２２から２８と言ったも

のを５から１１、９から２６と言ったものを４から１２まで絞り込んだところでございます。そ

の絞り込んだ結果についてパブリックコメント、鳴瀬川総合開発と鳥海ダムについては実施済み

でございまして、成瀬ダムについては今実施中という状況になっております。そのパブリックコ

メントですけれども、まだ取りまとめ中でございますけれども、例えば鳴瀬川総合開発であれば

９名の方、鳥海ダムであれば１２名の方から治水、利水それぞれの対策案あるいはその概略評価

について御意見をいただいているところでございます。

これまでこのような検討をしてまいりまして、今後なんですけれども、さらに詳しい額略評価

とありますが、ケのところにまいりますが、評価軸ごとの評価というのをやります。いわゆる詳

細な評価をいたしまして、目的別の総合評価というのをそれぞれ治水、利水の各目的別にいたし

ました上で、セのところで検証対象ダムの総合的な評価ということを行った上で、またいろいろ

な方の御意見を伺った上で、赤囲いですが、対応方針案というのを決めるという流れになってお

ります。右のところ、赤枠と下線がついておりますけれども、その対応方針案の決定に際しては、

私どもは本委員会、事業評価監視委員会の意見を伺った上、対応方針案を決定するという手続に

なってございます。また、我々はスピードアップしてこの検討をしようということでやっており

ますけれども、検討がまとまり次第お諮りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

なお、その対応方針案の決定後といたしましては、残りのタ、チ、テという流れになってまい

りますけれども、国土交通大臣に報告して本省の有識者会議からの意見を受けて本省による対応

方針の決定という流れになってございます。
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資料の２枚目は参考でございますけれども、各ダム、これまで検討の場という、関係地方公共

団体と一緒に検討するということになっていますので、その検討の場を３回やってきた日取りと

パブリックコメントの期間、その内容について簡単に整理したものをおつけしております。

私からの説明は以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございます。今年度中にかかるんでしょうか、それとも次年度ぐらいの

スケジュールで考えればよろしいんでしょうか。

〇川村河川調査官 先ほど申しましたように、なるべく早くと考えておりますので、できるだけ早

い時期にと思っております。ただ、具体的にというのはまだ申し上げられなくて、できるだけ早

くとしか申し上げられない状況でございます。

○平山委員長 ニュースなんかでも問題になっている三つのダム、東北地方整備局の管内でござい

ますけれども、その審議で 終的にここも関わることになります。今までのような１０分間の検

討でゴーとかノーとか言うわけにはいかないので、もう少し時間をかけてじっくり検討すること

が必要かと思います。中間報告がありましたが、何か。

〇金沢委員 このたびの考え方、進め方についての案なんですけれども、この背景というか、社会

的変化みたいなものも含めてのことだと思うんですけれども、その辺の部分を教えていただきた

いんですが。

〇川村河川調査官 今すぐ記述箇所が見つからないんですけれども、背景といたしまして、やはり

財政状況が、国の財政状況が厳しい中で、できるだけダムに頼らない治水方策というのを考える

べきという方針に基づいたものでございます。

〇金沢委員 私はもっと深い意味があったのかなと、それぐらいなければ進め方というのがまだま

だ示される段階ではないのかなと思ったんですけれども、個人的には今回の原子力発電所の国会

等々で電力が原子力に頼れないと、例えばそうした場合に水力発電等々をこれから絶対不可欠な

ものになるであろうと、ダム案の見直し、脱ダムとか、いろいろありましたけれども、今、エネ

ルギーをどうするかという問題も含めて、ダムというのは見直しをかけなきゃいけないのではな

いかなと、個人的に思っておりました。それを背景にあればよかったかというか、そういう問題

ではないんですけれども、示された背景というのがもう少し御提示、深いものを御提示いただけ

ればよかったかなと思います。

〇川村河川調査官 少し補足をよろしいでしょうか。その有識者会議がまとめた中間取りまとめの

ところに、ここにお配りしていませんけども、「初めに」のところに趣旨がございまして、そこに

は「我が国は、現在、人口減少、少子高齢化、莫大な財政赤字という三つの大きな不安要因に直
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面している。このような我が国の現状を踏まえれば、税金の使い道を大きく変えていかなければ

ならないという認識のもと、できるだけダムに頼らない治水への政策転換を進める」という考え

に基づいて、幅広い治水、今後の治水対策について検討を行う際に、幅広い治水対策案を立案し

て、新たな評価軸に基づいて、総合的な評価の考え方に基づいて検討し、それを踏まえていくべ

きということで始まると。また、具体に個別の案件について御説明する機会にはもう少し詳しく

説明をさせていただきたいと思いますけれども、中間取りまとめではそのような趣旨が書かれて

ございます。

〇金沢委員 わかりました。飛躍した考え方を望みましたんですけど、国民の一人としても、こう

いうふうに進め方、考え方が国では変わってきましたよと、やはり示すときにはその背景をしっ

かり、バックグラウンドを、今こういう状況になっているので、考え方を変えましょうとか、そ

ういう説明責任が必要ではないかと思いました。特に、私ども評価委員会については、どういう

方向に行ったらいいのかという指針でございますので、これを見ただけで評価するには厳しいか

なと感じた次第でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに、どうぞ。九戸委員、何かございますか。

〇九戸委員 今の高齢化、人口減少、経済危機というと、お金を使わないようにしましょうとなり

ます。今回の港湾の話ですとか、融雪の話ですとか、本来、県土整備が担っていた仕事だけでは

なくて、農林水産部ですとか、ごみや何かのエコになると環境生活部と、部を跨いだ非常に広範

な仕事になってきていると思います。これを県だけで集約するんじゃなくて、振興局だとか県民

局だとかという、地域、圏域ごとにさまざまな事業を下ろしています。まさに融雪溝の話は農水

の堰があったからつながったというところもあるので、より効率的なお金の使い方、委員長もお

っしゃっていましたけれども、それをするためには全体の地域事業、特に土地改良区の事業とは

ずっとリンクしていくと思います。そこがこれからお金を有効に使う鍵になっていくのではない

かなとお話を聞いていました。

○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すか。

この場で審議するときは十分な時間をかけて審議をしたいと思っておりますが、その審議が始

まる一、二回前にでももう一回予告していただけませんでしょうか、ちょっと進み具合を、我々

のところにかかる前の地元の有識者なり首長さんたちの会議なりの動きも知りたいと思いますの

で、もう一回ぐらい予告の機会をつくっていただきたいと思います。

〇川村河川調査官 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。
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なければ、報告事項は以上でございます。

○平山委員長 本日のまとめとして、審議結果、事務局の方でまとまっておりますでしょうか。そ

れでは配付いただいて、事務局の方で読んでいただきたいと思います。

〇司会 それでは、議事概要を今お配りしてございますけれども、皆様に行き渡りましたので、私

の方から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。

１．再評価について

⑴都市公園事業審議結果、「国営みちのく杜の湖畔公園」、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。

⑵港湾整備事業審議結果、①酒田港外港地区国際物流ターミナル整備事業、②秋田港外港地区防

波堤整備事業、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）災害時における太平洋側港湾の代替機能を発揮するためにも両港の整備の促進が必要。

２）秋田港外港地区防波堤整備事業について、冬場の港内静穏度を高めるものであり、コンテナ

航路の定時性確保に不可欠、また将来、自動車部品のヨーロッパ等への輸出等による国内産業競

争力の強化につながる可能性もあり、整備の促進が必要。

⑶河川関係事業審議結果、①「雄物川上流消流雪用水導入事業（湯沢地区）」、②「八幡平山系直

轄砂防事業」、③「赤川水系直轄砂防事業」、④「豊牧地区直轄地すべり対策事業」、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）雄物川上流消流雪用水導入事業（湯沢地区）について、農業用水用導水路を使用することに

よりコストが縮減されている。計画段階から他省庁所管事業との連携によるコストの縮減にも努

めること。

２．事後評価について

⑴河川関係事業事後評価、「下嵐地区直轄地すべり対策事業」、以上について、改善措置及び今後

の事後評価の実施の必要性はないとの対応方針案は妥当である。

３．委員会報告事項

「釜房ダム貯水池水質保全事業」、以上について、東北地方ダム管理フォローアップ委員会によ

る事後評価の審議結果報告があった。
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以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございます。何か議事概要について御意見ございますでしょうか。

後のところは要らないんですか、ダムの。

〇司会 報告事項ですか。事前の説明の件ですよね。

○平山委員長 ええ、要は一番 後の。

〇司会 わかりました。

○平山委員長 それを加えて、報告があったということでお願いしたいと思います。

〇大久保委員 雄物川の消流雪のところですが、 後の「計画段階から他省庁所管事業との連携」

のところ、これはちょっと意味合いが違うかなと。事業同士の連携は多分多目的ないろんな事業

連携をやる、そうではなくて、既設の施設の利用ではないかと。

○平山委員長 「事業」を取りましょう、取っていただけますか。

〇田上河川部長 厳密に言うと他省庁所管施設ですよね。他省庁所管施設との連携、「施設」を入れ

ればいいんですね。

○平山委員長 「他省庁所管施設等との連携」ですね。ほかに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、２カ所修正させていただきましたけれども、それをもって議事概要とい

うことにさせていただきます。

それでは、今日の私の役割はここまででございまして、司会を戻したいと思います。

５．閉 会

○司会 大変お忙しい中、委員の皆様方には御出席をいただきまして、ありがとうございました。

これをもちまして第４回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了させていただきます。

次回の第５回でございますけれども、年末の慌ただしい中でございますが、１２月１２日の午

後に予定をしてございます。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。


