
平成２３年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第５回）

日 時：平成２３年１２月１２日（月曜日）

１３：００～１５：１０

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５回東北地方整備局事業評価監視委員会を開催いたします。

本日は大変お忙しい中、委員の皆様方にご出席をいただき、大変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。

本日のご出席でございますが、平山委員長、大久保委員、井上委員、小山委員、金沢委員、九

戸委員、堀井委員、間庭委員、宮城委員、９名の方にご出席いただいております。１１名中９名

のご出席で会を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

本日ご審議をいただく事業でございますが、道路事業の再評価８件でございます。その他、報

告案件として河川関係の事業４件がございます。

本日の資料でございますが、お手元に配付をしてございます委員会の次第等の他に資料１から

資料１１までございます。資料リストがございますので、確認をしていただきまして、不足等が

ありましたら事務局にお申しつけを願いたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、次第に従いまして進めてまいります。

２．挨 拶

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

○岩﨑副局長 本日は年末の本当にお忙しい中、平山委員長を初めといたしまして委員の皆様に御

出席いただきまして、本当にありがとうございます。

初に東北地方の復興に関しまして若干ご紹介をさせていただきますが、１１月２１日になり

ますけれども、第３次補正予算が成立いたしました。私どもの懸案事項といたしまして復興事業

をいかに位置づけるかということでございますが、例えば道路につきましては、三陸沿岸道路を

初めといたしまして縦軸１本、横軸３本ということで、新規に２２４キロメートルが事業化され

ました。この他、河川につきましても北上川下流の堤防事業、それから仙台湾の港湾整備等も３

次補正の中に位置づけられたたところでございます。

今後につきましては、特に地域の皆さんとの合意形成が重要だということで、例えば道路につ

きましては復興道路会議というのを３県で設置いたしました。ここには、国、それから県、市町

村、経済界、あるいは報道機関にも入っていただいておりまして、こういった関係者が一致団結

をして、これから復興事業を推進してまいりたいと考えております。早速ではありますけれども、

１１月２７日からは岩手県内で測量の立入説明会を開催をしておりまして、そこには町長、市長

が自らお越しになって後押しをしていただいているというようなことでございます。
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それでは、本日５回目ということで、１２本、審議事項、報告事項ございまして大変盛りだく

さんではございますけれども、ご熱心なご議論、ご審議をお願い申し上げまして、簡単でござい

ますけれども挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 報道機関の皆様方にお願いを申し上げます。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮影につ

きましてはご遠慮を願います。

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

〔道路事業 再評価〕

・東北中央自動車道 福島～米沢

・一般国道 ４号 三本木古川拡幅

・一般国道 ４号 築館パイパス

・一般国道 ６号 仙台東部道路

・一般国道 ４５号 登米志津川道路

・一般国道 ６号 常磐バイパス

・一般国道 ６号 久ノ浜バイパス

・一般国道１２１号 会津縦貫北道路

○平山委員長 それでは、審議に入らせていただきます。

委員の皆様には、大変お忙しいところお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。

本日も、審議の道路事業８件、その他に報告事項がございまして盛りだくさんでございますが、

なるべく時間内に審議を終えることができればと思っております。ご協力をお願いします。事業

説明もポイントを押さえて簡潔にお願いいたします。

それでは審議に入りますが、道路事業８事業ございます。道路事業選定ワーキンググループが

開催されておりますので、選定の結果と審議のポイントにつきまして、事業選定委員の堀井委員

から説明をお願いします。

○堀井委員 道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを１１月２１日に開催しましたの

で、ご報告いたします。ワーキンググループでは平山委員長と私の２人により検討を行いました

ので、私から選定結果についてご報告をさせていただきます。

今回は道路事業の再評価８事業が対象となっており、重点審議事業として３事業を選びました。

まず１件目が東北中央自動車道福島～米沢間です。これは、大規模事業ということ、それから福
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島県と山形県を結ぶ重要路線であるということから選定いたしました。２件目は一般国道４号三

本木古川拡幅です。これは、事業計画の見直しで事業費が増額になっているということが理由で

す。３件目は一般国道４号築館パイパスです。これは、費用便益比が低いということと、それか

ら昭和５８年に事業化されているが、事業の進捗が低いということから３件を重点として選定い

たしました。

次に、審議ポイントですが、東北中央自動車道福島～米沢は事業の進捗状況についてです。そ

れから、三本木古川拡幅につきましては、先ほども説明しましたとおり計画の見直しで事業費が

増額になっている。その経緯、内容について審議をいただきたい。それから３件目の築館パイパ

スにつきましては、事業の進捗状況について、これまでの経緯等も含め進捗が低い理由について

審議をいただきたいということです。以上です。

○平山委員長 ありがとうございます。重点事業３件ございますので、そちらから審議に入ってま

いりたいと思います。

東北中央自動車道福島～米沢間から審議を行います。事業の説明をお願いします。

○林崎道路調査官 道路調査官の林崎と申します。資料１について、本日の案件の概要についてご

説明申し上げたいと思いますのでよろしくお願いします。

資料１に、本日の道路の案件８件、さらには第５回事業評価監視委員会の対象事業の位置図、

これを東北６県と、それから、本日は宮城県内と福島県内がそれぞれ４件の案件になってござい

ますので、それぞれの県内における位置図を示しておりますのでご参考にしていただければと思

います。

まず、中央道の福島～米沢間でございますが、福島ジャンクションから米沢インターチェンジ

間の延長２８キロの事業でございまして、現在、延長約９キロの栗子トンネル等を初めとした工

事に鋭意着手しているところでございます。

それから、一般国道４号の三本木古川拡幅、これは大衡村から大崎市間の１６．１キロの４号

線の拡幅事業でございまして、これまでに１４．２キロほど供用しており、残る区間、来年度２

４年度、１．９キロの供用目指して全線完成という状況でございます。

それから、３番目の築館パイパスでございますが、４号線の栗原市内におきますバイパス７キ

ロの事業でございまして、これまでに１．８キロが供用しております。これは４車線のうちの暫

定２車線で事業中でございまして、一部来年２４年度に１．３キロの供用を目標として事業中で

ございます。

それから、一般国道６号の仙台東部道路でございますが、これは常磐道の一部でございまして、
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現在、岩沼インターチェンジから亘理インターチェンジ間が２車線、それから岩沼インターチェ

ンジから仙台港北インターチェンジまでが４車線で供用してございます。来年度、（仮）仙台港イ

ンターチェンジの供用を目指して現在事業中でございます。

それから、一般国道４５号の登米志津川道路、これは、先ほど副局長から話がありましたが、

復興道路に位置づけされておりまして、登米インターチェンジから登米東和インターチェンジ間

が昨年度供用で５キロ、残りは鋭意事業中でございます。

それから、常磐バイパスにつきましては、これはいわき市内の勿来から平間で２７キロ、これ

までに１６．８キロが４車化になっております。暫定２車線は供用しておりまして、拡幅事業を

現在事業中で、今後、２６年、２７年度にそれぞれ部分供用を図る目標としてございます。

６号久ノ浜バイパス、これも４車線の道路ですが、暫定２車線で、これまで２．３キロを事業

中でして、２７年度には全線供用を目標としております。

それから 後になりますが、地域高規格道路１２１号の会津縦貫北道路、これは喜多方市内か

ら会津若松市まで至る１３．１キロで、この１１月に４．７キロの喜多方インターチェンジから

塩川インターチェンジまでが供用され、今後、２５年度に２．２キロ、さらには２７年度に３キ

ロということで、全線供用を目標として現在事業中でございます。

以上でございます。よろしくお願いします。

○平山委員長 初に全体像を教えていただくのは大変いいことだと思いますので、今後も続けて

いただきたいと思います。

それでは、 初の案件の説明をお願いしたいと思います。

○服部福島河川国道事務所長 福島河川国道事務所でございます。お手元の資料２－１と２－２、

それからパンフレットが関係する資料でございますが、説明につきましては資料２－１を中心に

させていただきたいと思います。

東北中央自動車道の福島～米沢間の事業でございます。

１ページ目めくっていただきまして、全体の概要についてご説明させていただきたいと思いま

す。

東北中央道の全体の説明が書いてございます。東北中央自動車道は、福島県の相馬市、福島市

から山形県は米沢市、山形市、それから終点が秋田県横手市ということで、延長約２７０キロの

高規格幹線道路でございます。東北地方の特に中央部を貫く、 終的に常磐道と秋田道をつなぐ

ということで、高速道路の全体のネットワークを形成するものでございます。そのうちの福島～

米沢間につきましては、延長２８キロの自動車専用道路ということでございます。右側の絵にあ
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りますとおり、２車線の標準横断図がありますけれども、暫定２車線ということで整備を進めて

ございます。

事業化につきましては、旧日本道路公団で平成１０年度に事業化されまして、その後、直轄高

速事業ということで平成１６年度から国土交通省で事業を進めてございます。

全体事業費につきましては、一番下の表ですが、１，５４９億円、そのうち５４％進捗してご

ざいます。

次のページをお願いいたします。

これが全体の路線図でございます。東北中央自動車道の福島～米沢間は東北縦貫道に接続する

区間ということで、この間が山岳部ということで長大トンネル、栗子トンネル、約９キロのトン

ネルでございますが、構造物が多いことが特徴になってございます。

東北中央道全体を見ますと、実線のところが現在供用しているところで９５キロ、約３５％完

成してございます。現在事業中が約４７％、それから事業化していない区間が白抜きの点線です

が１８％ございます。

次のページをめくっていただきたいんですが、事業の必要性について説明したものでございま

す。

いろいろデータが書いてございますけれども、一つは、現道として米沢と福島の間に国道１３

号というのがございますけれども、こちらが峠を貫く道路ということでございまして、線形が不

良であるということ、あと、雨量規制、それから冬場の雪によって通行止めになる可能性が高い

ということでございます。左下のグラフに１３号の通行止めの実績がございますが、毎年、雪や

台風、それから交通事故によって通行止めが起きてございます。ちなみに、平成２３年度、３回

通行止めしておりますが、例えば９月２１日の台風１５号による雨量規制ということで通行止め

を実施しております。そのほかにも交通事故等で２回、合計３回通行止めをしております。

そのときの迂回路でございますけれども、非常に大回りをしなければならないということで実

質的な迂回路にはならない。右の方にありますけれども、通常１時間かかるところを２時間もか

かってしまうということで迂回路がないような状況でございますが、東北中央道が整備されます

とそれが解消されるということが一つの大きな効果でございます。

次のページですが、事業の投資効果についてでございます。

Ｂ／Ｃにつきましては、一番上の方の黄色で塗っているところです、全線とありますが、事業

全体のＢ／Ｃが１．３でございます。それから、残事業Ｂ／Ｃで見ますと３．１ということでご

ざいます。右側の方に交通量とか事業費、事業期間の変動の感度分析を行った結果がございます
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のでご覧いただきたいと思います。

次の５ページ目でございますが、事業の進捗状況でございます。

事業全体としましては、大笹生インターチェンジというのがこの区間にあるんですけれども、

こちらにつきましては福島県が地域活性化インターチェンジということで整備を予定していると

ころでございまして、それを除いて、トンネル、橋梁、道路改良の工事に着手してございます。

トンネル１０本ございますが、栗子トンネルは約９キロの長大トンネルになりますが、それを除

く９本については既に完成してございます。栗子トンネルにつきましては、本年度の１１月末現

在で４７％。あと、橋梁が１７橋ございますが、そのうち１０橋が完成しております。残り７橋

のうちの５橋が工事中ということで事業を進めてございます。こういう形で事業を進めておりま

して、平成２８年度以降になりますが、全線で２車線の供用を目標に進めていきたいと考えてお

ります。

なお、先ほどちょっと説明した大笹生インターチェンジにつきましては県が整備に着手してお

りますが、現在、用地買収に今年度から着手しておりまして、平成２５年度までに概ね完了する

と聞いてございます。

それから、東北縦貫道と接続する福島ジャンクションの区間につきましてはＮＥＸＣＯ東日本

で事業をしておりまして、今年度から改良工事に着手しています。これらの事業とのトンネルの

掘削残土等の有効利用、調整を図りながら、効果的に効率的に事業を進めてまいりたいと考えて

ございます。

次に、環境影響評価についてでございますが、アセス法に基づきまして平成１０年の都市計画

決定手続のときに環境影響評価を行っております。特に問題はないという評価をいただいており

ます。特に、対象地域では平成１２年度から猛禽類の調査を専門家の助言をいただきながら継続

的に進めてございまして、生息状況から営巣の状況を確認しまして、特に変化はございませんの

で、問題はないと考えてございます。

この他、関連するプロジェクトの変更等はございません。

次に、コスト縮減等についてでございますが、管理整備関係、特に栗子トンネルが長大トンネ

ルということで照明とか防災設備関係の施設が出てきます。これらにつきまして、例えば照明で

すとＬＥＤ照明、それから管理用の光ファイバーケーブルといった効率の高い機器を採用して設

備規模を縮小したり、あるいは広域型の火災報知機などの新技術を導入して設置台数の削減に努

めてまいります。

次に、地方公共団体からの意見でございますが、福島県・山形県知事からのご意見をいただい
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ております。事業継続で異存はないということでございますが、総事業費の抑制に努めながら早

期に完成をお願いしたいという趣旨のご意見をいただいてございます。その他、中央道を早く整

備してほしいという要望もございます。

これを踏まえまして、対応方針の原案ということで事業継続とさせていただいて書いておりま

す。その理由ですが、東北中央道福島～米沢間につきましては、福島県、山形県以北との広域的

な交流・連携促進を図る上で重要な役割を果たす東北中央自動車道の一部を形成する事業である

ということ。特に福島～米沢間につきましては、迂回路がなく、災害による通行止めが毎年起こ

っているということでございまして、災害時の代替性ですね、リダンダンシーを確保する上での

早期の整備の必要性が高いということでございます。

説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○平山委員長 東北中央自動車福島～米沢間でございますが、ご説明がございましたけれども、何

かご意見、ご質問ございませんでしょうか。選定の方では、重点事業とした理由として進捗状況

についてよく検討するようにという指示でございます。いかがでしょうか。

○堀井委員 初のときの説明で暫定２車という話をされましたけれども、この一覧表を見ると、

車線数が２で、それから完成のところだけが埋まっていて暫定がないんですけれども、暫定２車

というときは暫定のところも書くんでしょうか。

○服部福島河川国道事務所長 事業としては将来計画は４車線の基本計画があるんですけれども、

整備計画上２車線ということで、この事業としては暫定２車線分の事業ということで、事業費も

暫定２車線分の事業費と計画になってございます。

○堀井委員 書いてあるのとの違いは。暫定２車で整備しているけれども完成は４車というのと、

これ両方書いてあるのと違いますよね。それと違いは何でしょうか。単純によくわからないので。

暫定といってここに書いてあるのかと思ったら書いていない。ということは、この事業は完成２

車で、今後、将来拡幅するかもしれないと、そういうこととは違うんですね。

○平山委員長 資料のつくり方が２種類あるような感じがして、暫定と書いてある資料もあります

けれども、書いていないのがこの一覧表だったということです。今まではずっと両方書いてあっ

たような気がしますけれども。

○堀井委員 何か理由があれば教えていただければ。

○林崎道路調査官 申しわけございません。審議案件の１番目の概要のところで書いております暫

定と完成というのがございますけれども、先ほど福島の所長からもございましたけれども、計画

そのものが４車なんですが、現在事業化をいただいておりますのは２車線におけます事業の許可
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ということで、当面は２車線で完成のところ入れておりますけれども、この完成というのは２車

線における金額なり進捗率等ということで書いておりますので、他のところとの兼ね合いからい

けば、この整理上は暫定というところに整理をしなければいけなかったのかもしれません。その

辺は今後工夫させていただきたいと思います。

○堀井委員 何かその整理の仕方があるということですか。私は何を言いたかったかというと、も

し４車になるのが遠い将来で難しい話であれば、中央分離帯の話も剛性の中分が必要なのではな

いかということを言いたかったんですけれども、それについてはいかがでしょうか。

○服部福島河川国道事務所長 この横断図の中に詳しく書いてありませんが、分離帯は完全な分離

帯ではございませんで、ちょっと段差をつけるといいますか、あとポールを立てるような形で分

離することを予定しています。これは、将来４車化したときを想定してそういう計画、設計をし

てございます。

○宮城委員 今の質問に関連してなんですけれども、事業の投資効果のところで、計画交通量が平

成４２年で１万台ちょっとですから暫定２車はしょうがないのかなとは思いますが、例えば、私

の質問は、暫定２車整備した後に、観光交通とかいろんな理由で需要が増えて、それで計画どお

りの４車にするというときに、その４車にする決定をするというのは、どういう判断基準で計画

どおりの事業費がつくようなシステムになっているんですか。交通量が少ないところを暫定２車

でやっている日本の道路はいっぱいありますけれども、どこかで４車にしていく決定があるんで

すよね。物すごくスキー客が増えて国道が物すごく混んでとかいろんな事情があると思うので、

その切り替えるプロセスというのはどういう判断をされて、そうしていく仕組みになっているん

でしょうか。その辺をお知らせください。

〇川瀧道路部長 基本的にはやはり交通量で２車、４車を決めることになっておりますが、高速道

路の例でいいますと、やはり交通安全上の問題、ここのトンネルはもちろん長いトンネルなんで

すけれども、長いトンネルで対面が非常に危ないと、事故も多いというところで４車にする事例

もあるようです。 終的には総合的に判断するということになると思いますけれども、基本的に

は交通量でやはり決めざるを得ないという状況になっています。

○平山委員長 ３番目の築館パイパスのところは暫定というのが入っていまして、そこに数字が入

って、１番目の今回のも同じようなケースではなかろうかと思うので、まず資料のつくり方を統

一していただきたい。交通量のことがキーになって２車から４車に広がっていくんだと思います

けれども、用地を４車分先に取得して、暫定２車で事業を起こして、それが終わって、次また交

通量が増えたらその４車分の工事に入るというようなケースが多いんだと思いますが、その書き
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方がちょっと混乱しています。地元住民にしてみれば、書いていないからこれはずっとないんじ

ゃないかというふうな感じにとられてもまた逆の効果だと思いますので、そのあたり、整理をお

願いしたいと思います。

○林崎道路調査官 すみません。中央道につきましては、現在これは国幹会議の対象マター、国幹

会議というのは国の諮問機関になるんですが、その中で、ここにおきましては車線数は全区間４

車線とします。ただし、工事については差し当たり２車線の完成をもって供用開始し、交通量の

増加に応じ残りの車線を完成するものとするというような手続を経ておりまして、現在、ご存じ

のように国幹会議は位置づけがはっきりしないんですけれども、そういう位置づけになっていま

すのでこのような表現にさせていただきました。ご指摘のありました築館におきましては、都市

計画決定の４車線事業としておりまして、用地も４車分買っております。当面２車線でのパイパ

スをつくっていって、交通状況を見ながら拡幅を実施していくということで、整理をさせていた

だきました。

○平山委員長 説明のときにそういう話をちょっと触れていただくとわかりやすかったと思います。

よろしくお願いしたいと思います。

○宮城委員 この機会ですからちょっとお伺いしておきたいんですけれども、今、初めに聞こうと

思ったのは、４車化計画のとき用地買収は４車線分とるのかどうかというのを聞きたかったんで

すけれども、今お答えの中では、４車線分、一応用地は買収する、買うと。このときに、費用便

益分析するときのその事業の費用としては４車線分が入っているんですか、それとも２車線とし

て用地は計上しているんですか。

○林崎道路調査官 申しわけございません。説明がちょっとはっきりしなかったかと思いますが、

東北中央自動車道におきましては、用地につきましても２車線分の用地を買収しておりまして、

費用も２車線分です。ですから、現在の完成の中に入っています事業費はすべて２車線というこ

とですので、２車線の事業費によってＢ／Ｃを算出をしております。

○宮城委員 そうすると、４車線化は非常に難しいという話になりますね。

○川瀧道路部長 この東北中央道はもう基本的に２車線で整理していますので、ただ、さっきいろ

いろ言っていた国の上位計画というんでしょうか、国幹会議とかそういう中では高速道路４車と

いう計画はもちろんあるにはあるんですけれども、今、実際に事業はすべて２車。ここの資料に

書いてある全体事業費とか執行済額とかの数字が入っていますけれども、これも全部２車線の事

業費になっています。ですから、事業としては２車線で進めているということになります。

○平山委員長 他に何かございませんか。
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間庭委員、この２回ほど前の委員会でご発言されていた、原発の事故の方の住まいが福島に移

って、米沢にも移っていて、そこが大変渋滞しているというお話があったと思いますけれども、

ここの部分のお話でございましたか。何かご意見があれば。

○間庭委員 事前説明ときょうの説明を聞いてよくわかりましたので、引き続きこれをぜひ推進し

ていただきたいということと、これはこの委員会でのことではないんですが、冬期を迎えますの

で、ぜひ、先ほどもグラフでちょっとありましたが、できるだけご尽力いただいてスムーズな交

通が確保できるようお願いしたいと思います。

○平山委員長 他に何かございませんでしょうか。

○井上委員 ５４％の進捗率だというと、そのできたものに今回の震災でどのくらいのダメージを

受けたのかという数字はあるんでしょうか。

○服部福島河川国道事務所長 震災の影響についてのご質問ですが、現地の栗子トンネルを含めた

構造物の被害はありませんでした。福島市内、震度６弱の揺れでしたが、栗子トンネルの中は震

度４ぐらいということで、地中構造物ということもあって大きな被害には至らなかったんじゃな

いかなと思います。

○平山委員長 他に何かございませんでしょうか。

○大久保委員 表の中で平成２８年度以降と書いてあるのは４車化を見据えた話なんですか。

○服部福島河川国道事務所長 こちらは暫定の２車線の完成時期ということです。

○大久保委員 ベネフィットを計算するときに、年度を決めないと計算はできないですよね。

○服部福島河川国道事務所長 想定上は平成２９年度を想定してございますが、当然予算等の関係

もあって表記としては２８年度以降としております。

○大久保委員 じゃあ計算上は２９年度と。

○服部福島河川国道事務所長 計算上の仮定はそういうふうに見てございます。

○平山委員長 他にございませんでしょうか。（「なし」の声あり）

なければお諮りしたいと思いますが、この事業、継続ということにしたいと思いますがよろし

いでしょうか。（「はい」の声あり）

なお、間庭委員から進捗について十分ご配慮をお願いしたいという意見がありましたので、そ

れは議事録に付記をお願いしたいと思います。

それでは、２件目に進みます。説明をお願いいたします。

○桜田仙台河川国道事務所長 仙台河川国道事務所です。三本木古川拡幅について説明します。資

料３－１に基づきまして説明いたします。
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１ページ目ですが、三本木古川拡幅は、大衡村から大崎市間の交通混雑の緩和及び交通安全の

確保を目的とした４車線拡幅という事業でございます。昭和４１年に事業化されました後、平成

１７年までに全線１６．１キロのうち１４．２キロ、これは４車線供用をしております。この図

でいきますと左側の方ですが、残る１．９キロにつきましては来年２４年度の完成供用を予定し

ているところでございます。

２ページでございますが、この事業の経緯について簡単に説明します。

４１年度事業化になりましたのは、この中の右側に書かれている引き出しがありますが、三本

木拡幅①というところでございまして、これも２車線バイパスから始まっております。この２車

線パイパスが完成した後、交通混雑が激しくなってきたために、この①の前後を合わせまして国

道４号の４車線化ということで三本木拡幅が始まってございます。他方、②の古川パイパスにつ

いては、 初から延長８．６キロの４車線バイパスとしてこれは４５年度に事業化されておりま

す。いったん暫定２車で供用した後、折り返しの４車線化という事業に着手しまして、平成１７

年度までに４車線化を図っているところでございます。なお、平成１０年度にこの②、③が事業

管理の効率化のために事業統合いたしまして、三本木古川拡幅として今に至っているものでござ

います。平成２４年度を供用予定の１．９キロにつきましては、１９年度から２３年度の間に用

地買収を行いまして、２１年度から工事着手しているところでございます。

３ページでございます。

事業の必要性ということで、当該区間の４号の交通量は１日当たり２万台から４万台となって

おりまして、４車線供用区間の混雑度が低いのに対しまして、左上のグラフでいきますが、赤字

囲みのところでございますが、混雑度が２．０以上ということで慢性的な渋滞が発生していると

ころでございます。

続きまして４ページです。

４号は東北縦貫道の代替機能というものも持っておりまして、東北縦貫道、この当該区間は、

８年で１１５回ということで、年間１４回か１５回の冬期の通行止めが発生するわけでございま

すが、その際にはその交通がすべて国道４号に転換してくるということで、その事象発生のとき

には大変な渋滞に拍車がかかる状況ということになっておりますので、残るの区間の４車線整備

によりまして代替路線としての機能が大幅に改善されるというところでございます。

続きまして５ページですが、事業の見直しについて説明します。

これまでの全体事業費２２９億円に対しまして、２億円増加いたしまして２３１億円に見直す

こととしております。この増加要因は、２４年度供用予定区間内の地盤改良面積の拡大に伴うも
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のであります。この区間、平成１９年度にボーリング調査やサウンディング調査を実施しまして、

さらに、既存の文献等によりまして軟弱地盤の範囲というものを想定していたわけでございます

が、実際工事着手いたしましたところ、軟弱層がさらに当初予定よりも広範囲に分布していると

いうことが判明いたしましたので、追加ボーリングを行ってそれを確かめたところ、深層混合処

理工の施工の範囲が広がりまして事業費増加となったものでございます。

６ページです。

費用便益比は、全事業で１．２、残事業では３．３となっております。

後に７ページですが、三本木古川拡幅の事業継続については、宮城県知事より異議がない旨

の回答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

です。

○平山委員長 ありがとうございます。国道４号の三本木古川の拡幅という事業でございます。全

体が１６．１キロで、残りが１．９キロ。もう来年度いっぱいで開通予定という事業でございま

すが、先ほど堀井委員からお話ありましたように、事業費が２億円増加した、そのあたりをよく

審議してくれということでございます。何かご意見ありましたらお願いいたします。

○宮城委員 まず質問は２番目の事業の必要性に関する視点のところで、この対象区間の速度図が

出ているところがございますね。かなり混雑しているということなんですが、この対象区間の前

後、あるいはその対象区間内で信号はあるんですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 ございます。

○宮城委員 信号による遅れもあるということですね。

まず、これは多分東北地方の人が見たら、はっきり言って怒りに近いような事業の進捗の遅れ

だと思います。昭和４１年度に都市計画決定して、一けた国道ですよね。これがこの時期まで放

置されていたというのは、東北地方整備局は何しているんだという感じに、要するに東北地方の

人から怒りを買ってもいいような遅れだと思うんですね。だからやはり、早く整備してください

と言うしか言いようがないんですが、混雑については多分信号整理を、これは警察が関係してく

るところなので事業側だけではどうしようもないんですが、基本的には非常に交通量が多くて渋

滞しているということなんですが、信号なんかも見直しも必要かどうかということも併せて検討

していただくことと、とにかくこれは急がないといかんじゃないかと。一けた国道でこんな渋滞

で、しかも２車線区間もまだ持っているという道路を放置しておくということはやはりあっては

ならんと思いますので、よろしくお願いします。

○平山委員長 ありがとうございました。他に何かございますか。
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○金沢委員 この前見学させていただきましたので、ちょっと思い出したのでお聞きしたいと思い

ます。遅れた原因が、地盤の状況がはっきり確認できていなかったんだけれども、航空写真で見

たらば沼地があったようだったということでお調べになったとお聞きしました。当時の測量とか

調査技術等では把握できなかったということなんだと思います。今回、調査費とそれから地盤改

良工事の費用で２億円とお聞きしていましたが、この中で調査費と地盤改良工事費の割合という

のはどれぐらいになっているかお聞きしたいんです。

○桜田仙台河川国道事務所長 大部分は工事の方でございます。

○金沢委員 つけ加えるんですけれども、今後も、既に決定している事業区間で再調査をしつつ地

形図をきちっと後からご覧になるんだと思うんですけれども、既存の計画ルートのところに、そ

ういった航空写真とかいろんな衛星写真とかさまざまなものをもう一度再チェックして、工事の

遅れのないように、大幅な予算の変更がないように調査を進め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す。現道２車線をまずつくって、それがだんだん沈下して落ち

着いた状況に今あると思うんですが、その現道の経験から、そのわきはわからないものなんでし

ょうか。４車にするときに役立てる手法があるのじゃないかと思ってしまうんですが、そのあた

りいかがなものでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 確かに委員長おっしゃることもごもっともというところはございま

すが、当該箇所につきましては地形的になだらかなところでございまして、確かに当初施工した

ところで実は出てなかったところが拡幅したところで広がっていたというようなところもござい

まして、そのあたりは航空写真でも地形的に確認いたしまして、それから、１期施工分で確認さ

れていた地盤の状況と照らし合わせて対策工法の範囲を決めてスタートしたものなんでございま

すが、ちょっと意外と言っては調査不足のそしりを免れないんでございますが、広がってしまっ

ていたということでございまして、今後このようなことがないように十分注意してまいりたいと

思っております。

○平山委員長 ありがとうございます。堀井委員。

○堀井委員 事業費の見直しの図面のところで、真ん中の従前のボーリング調査位置というのは、

これはこのボーリングはしていたんですね。この土地は取得していたんですか。この薄紫のとこ

ろは。

○桜田仙台河川国道事務所長 していました。

○堀井委員 そうすると、このピンクのところ、両わきがちょうど取得していなくて、航空写真を
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撮ったときに沼地らしいというのはどのぐらいの範囲の想定だったんですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 航空写真自体は、当時手元にあったものが古い航空写真だったので、

今、当初想定していたこの青い範囲が湿地だということを航空写真でも一応確認した上で現地に

乗り込んだものであります。

○堀井委員 ということは、この薄紫のところはそうでもないだろうという判断ですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 そうですね。工事をやり始めてから、意外に軟弱層の幅といいます

か延長方向の長さが長いのではないかというような部分がございましたので、対策法を増工させ

る必要に迫られたと、こういう状況でございます。

○堀井委員 ワーキングのときも申し上げましたけれども、要するに１点でしか推定しようがない

わけですね、この辺の地質を。そうしたときに、もう当初から 悪の状態を想定して予算を組ん

でおけばこういうことはなくなって、やはり１点しかないんだったら、もう少しその不確実さを

考慮して予算見積もりというか事業費の計画を立てた方がいいのではないかというような気がし

ます。

○桜田仙台河川国道事務所長 真摯に受け止めさせていただきたいと思います。

○九戸委員 この軟弱地盤の改良工というのは、例えば石灰の混合とか何か混ぜるとかでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 そうです。何ていうんでしょう、ぐじゃぐじゃの土をセメントある

いはセメントミルクを混合させて固めるという工法でございます。

○間庭委員 先日、震災後この大崎地方の被災状況を見て回ったときに、建物以外に意外と、報道

されていないんですが、大崎地方、地盤が緩いところが結構ございまして、特に今回の関係では、

３ページに地図がありますけれども、赤い線が今度の対象ですが、江合川と鳴瀬川があって、橋

の方がしっかりしているんですが、震災のとき。逆に、橋のたもとの土手ですとか取り付け道路

が地盤沈下あるいは揺すられて下がってしまって、橋がしっかり残っているにもかかわらず道路

が下がったために、橋に乗り上げるのに道路が下がっていてかなりな応急処置をしていただいて

いるんですが、そういったことで今回の５ページのようなことが十分予想されますので、今回こ

ういう事業をしっかりやっていただいて、地盤について安心できる道路をつくっていただきたい

ということで強くお願いしたいと思います。以上です。

○平山委員長 ありがとうございます。他に何かございますか。

○小山委員 今回の事業だったんですが、こちらを見ると１６．１キロのうち残りが１．９キロで、

これが開通すればすべての渋滞が解消するのかなと思われるんですが、しかし、２ページの事業

の概要を見ますと、下が２車線供用中ということで、仙台の方から４車線供用中ということで、
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それでその間に２車線供用中があって、それでまた今の事業があるんですけれども、結局１．９

キロが解決しても、その後の２車供用中がまだ工事が終わっていないので、渋滞はそんなに変わ

らないのではないでしょうかと思うんですけれども、そちらについて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 一気に全線やれればよろしいんですが、なかなか地域のいろいろな

地域計画ですとか、あるいは道路を利用していただく沿道の状況だとか、先ほどお話出ました信

号が多い少ないとかさまざまな状況がございますので、一番厳しい状況のところから進めさせて

いただいております。

ただ、どうしても 終的に、前後が４車線で真ん中が２車線ということになりますと、そこで

当然車線数が減少されるわけですので、その絞り込みのところを原因とするような渋滞というこ

とも新たに発生してまいります。 終的に今残っているのは、比較的、信号、交差点も数多くな

くて、割と速い速度で当初は行けるところだったんですが、その前後がどんどん４車化になって

きましたので、ちょっと 後に残ってそのまま道路を管理する立場としては放置できないなとい

うような問題意識は持っておりますし、ご承知のとおりこの近辺はさまざまな企業が進出してく

るところでもございますので、なるべく早期の事業着手に向けた調査を進めていく予定でありま

す。

○小山委員 そうですね、特に大衡インターチェンジのあたりは企業誘致でかなり大企業が来てい

るんですけれども、せめて大衡インターチェンジと並行するところですか、こちらを早く４車線

化した方がいいと思うんですけれども、ここが４車線化するのは計画ではいつなんでしょうか。

○川瀧道路部長 ご指摘のとおりこの部分だけ２車線に残っています。とにかく早く４車線になる

都市計画決定をするとともに、事業化を進めたいと思っています。まだ事業化に至っておりませ

んので、何年にできるというのはまだ未定の状況です。

○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。（「なし」の声あり）

それではないようですけれども、事業は継続ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声

あり）

いろんなご意見出ましたけれども、軟弱地盤の調査計画はきちっとやってほしいとか、宮城先

生の御意見は、やはりこういう一けたの国道はもっときちっとした形に早期に整備すべきだとい

うご意見もございました。４号線全般というか、主要な国道については早期に整備をお願いした

いというのが委員会全体のご意見かと思いますので、よろしくご検討をお願いしたいと思います。

それでは、３番目の案件に入りたいと思います。
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○桜田仙台河川国道事務所長 引き続き説明いたします。

築館パイパス、資料４－１に基づきまして説明いたします。

１ページ目ですが、このバイパスは、栗原市内における国道４号の交通混雑の解消、交通安全

の確保を目的としたパイパス事業でございます。昭和５８年に事業化された後、平成１９年度に、

図の左側のところでございますが、１．８キロ部分供用いたしております。平成２４年には、国

道３９８号までの接続のところ、１．３キロも供用を予定しております。

このバイパスは昭和５６年に都市計画決定がなされておりますが、平成２３年１１月に都市計

画の変更を行っております。この変更の内容は、図の右端のところ、オレンジ色の丸い印がござ

いますが、パイパス終点部に位置する伊治城跡と申しますのが平成１５年に国指定史跡となりま

して、その後、１７年度には指定文化財区域の追加がございまして、２２年度には埋蔵文化財区

域の決定が行われましたので、これらの区域をルートから外すために終点部のルートを一部見直

しを行ったことによる都市計画変更でございます。

それで、事業が長期化していることについて説明を申し上げます。

まず、平成１９年度に供用した区間に、事業の当初から計画反対とそれから用地買収に係る価

格不満というものがございました。昭和５８年度の事業化以降６０年度まで、路線測量ですとか

地質調査、設計を完了させまして、６１年度より設計並びに用地調査のための立ち入りに関する

説明を行ったところ、地権者より用地買収が広過ぎるということで計画反対がございまして、そ

の後も鋭意説得に努めた結果、６３年度までに、旧築館町とともに複数の計画反対者に対しまし

て個別対応しまして、計画について概ね了解をいただいたところでございます。それを受けて平

成元年に地権者の皆さんに対して価格を提示しましたところ、今度は大半の地権者の方から価格

不満というものがございまして、そのための協議が平成７年度まで難航したものでございます。

ご了解をいただきまして、平成７年度から１３年度まで用地買収が及んだということでございま

す。平成１３年度より工事着手しまして、平成１９年度に供用したところでございます。

なお、来年供用する１．３キロにつきましては、平成２０年から２２年度にかけまして用地買

収を行いまして、２１年度に工事着手しているところでございます。平成２４年度供用区間から

以北、地図でいうところの右側の部分、点線のところにつきましては、今年度から用地調査、用

地買収に着手したところでございます。

続きまして、事業の必要性でございますが、３ページであります。

この計画のバイパスに並行する現国道４号が旧築館町の中心部を通過しておりまして、沿線に

は商業施設、住宅等が多数立地されております。２車線の国道４号に、交通量は約２万台、混雑
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度は１．３とか１．４とかそういった数字になっております。このため、バイパスの整備により

まして国道４号の通過交通をパイパスに転換しようということで、４号の渋滞緩和、事故減少が

期待されているところでございます。また、国道４号に比べましたら信号、交差点の数が非常に

少なくなるということで、スムーズな走行が可能になると考えております。

４ページでございますが、費用便益比は全事業で１．０３です。残事業で１．６となっており

ます。

なお、前回の再評価時と比較しまして築館パイパスの計画交通量が減少している状況にござい

ますが、これは将来フレームの見直しによるものでございまして、交通量が減少したため便益が

減少し、そのためＢ／Ｃが減少したと、こういう形になっております。

５ページでございます。

事業の進捗状況につきましては、先ほど説明したような用地難航をした時期がこざいまして時

間を要しましたが、現在は地域の全面的な協力をいただいておりまして、順次供用を図る予定で

あり、平成２４年度供用予定から北の区間につきましても、順次、用地調査及び用地買収に着手

しているところでございます。現状、事業進捗に関する問題はございません。

このバイパスの事業継続については、宮城県知事より異議がない旨の回答をいただいておりま

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。以上です。

○平山委員長 ありがとうございます。築館パイパス、これも国道４号ですが、７キロのうち１．

８キロは既に供用済みということでございます。これの審議のポイントは、進捗がなかなか進ま

ないと、そのことについて検討してほしいということでございました。何か、そのことについて

もご説明ございましたけれども、どうぞ。

○九戸委員 参考までに教えていただきたいんですが、用地難航時期があり、現在は協力を得なが

ら順調に事業を進めているとあるんです。ですから、当時の進め方あるいは説明の仕方がよくな

かったのか、あるいは、価格に不満とありますので、何かを評価してほしかったのか。どうも今

はうまくいっているのに、当時は何でそんなにもめたんだろうという思い。ごね得ではないと思

うんですが、ちょっとそこを教えていただけますか。

○桜田仙台河川国道事務所長 初の計画反対の方がいらっしゃったというのは、実はこの１ペー

ジの絵でもおわかりのとおり東北縦貫道がすぐ近くを走っているということで、水田がこの道路

の計画によりまして非常に細長いところになってしまうということで、たくさん取らないでほし

いというような計画反対でございました。それと、その反対の方の説得をした後に価格不満と申

しますのは、ちょうどバブル期でございまして、地権者の思っておられる価格とこちらの方で提
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示する価格に相当の開きがあったと聞いております。

○平山委員長 九戸委員、よろしいでしょうか。ご説明いかがでしたか。

○九戸委員 わかりました。

○堀井委員 投資効果のところの１．０３というのは４車のあれですね。暫定時の値を示してほし

いと出てきたのが１．０４なんですね。余り変わらないんですが、こんなものなんですかね。い

かがですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 １ページ目でご覧いただきますと、全体事業費、暫定と完成で事業

費自体も差が余り大きくないというようなことが背景にあるということです。

○堀井委員 そうすると、この暫定というのは２車で７キロを供用したときのことですね。そうす

ると、１．３引いた残りの、だから今年度から用地調査着手ということは、今後いつになるかわ

からないということですよね。そうしたときに私心配するのは、２車でもこれだけ値が低いとい

うことは、今後費用の増加が見込まれたときに何か問題とはならないかと。４車だったらぎりぎ

りだけれども、２車だったらもう少し高いので、そういう懸念はないかなと思って質問したんで

すけれども、２車でもこれだということは、今後そういう事業費の増加というのが考えられた場

合に非常に厳しい状況になりはしないかと今ちょっと懸念するんですね。

○桜田仙台河川国道事務所長 まず４車計画のうち暫定２車で全線開通させるということを目標に

進めますが、折り返しの４車をやれるかどうかというところについては、その時点でのいろいろ

な交通状況ですとか、あるいは、このパイパスを利用する交通を前提とした地域開発のいろんな

動きもあると地元からも聞いておりますので、その辺の交通需要を見越した形で改めて４車化の

関係というのは考えなければいけないのかなと思っております。

○堀井委員 いや、４車化の前に、２車で供用したときに費用の増加があって困った状況にならな

いようにぜひ頑張ってくださいと、そういうことです。

○平山委員長 ありがとうございました。他に何かございませんでしょうか。

○井上委員 先ほどの回答で初期に反対があったというんですけれども、地図を見ていたら、伊治

城、国の指定ですよね。これについては何か特に配慮したとかというのはあるんでしょうか。

○桜田仙台河川国道事務所長 遺跡の指定を受けたので、バイパスのルートを遺跡に入らないよう

に、遺跡の手前で４号に接続するような形でルートを切り替えたということでございます。

○平山委員長 他に何かございませんでしょうか。（「なし」の声あり）

それではお諮りしたいと思いますが、Ｂ／Ｃ１．０すれすれですが、現状では１以上となって

います。今後事業費が増加するなんていうことがあって事後評価のとき困るようなことがないよ
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うにという堀井委員のご意見でございましたので、そのあたり気をつけて事業を進めていただき

たいと思います。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、次は要点事業の審議でございます。５件ございますが、 初に宮城県の２件、そし

てその後、それぞれの事業ごとに審議を行いまして、次に福島県の３件、そういう順序で進めて

まいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。

では、宮城県の事業ですね。一般国道６号仙台東部道路、それから一般国道４５号登米志津川

道路について続けてご説明をお願いをいたします。

○桜田仙台河川国道事務所長 仙台東部道路につきまして資料５－１でございます。

１ページ目ですが、この東部道路は、仙台都市圏の自動車専用道路環状ネットワークの一部を

形成いたしまして、経済・産業を支え、東北の物流拠点である仙台塩釜港の利便性向上ですとか、

交通混雑の緩和を目的とした事業でございます。現在、環状ネットワークのさらなる強化、仙台

塩釜港へのアクセス向上を図るため、２４年度完成に向けて、（仮）仙台港インターチェンジの事

業を行っているところでございます。

３ページでございます。

仙台東部道路でございますが、平成１３年度までに全線供用しております。その後、常磐自動

車道や三陸道の延伸によりましてご覧のように交通量は年々増加しているところでございまして、

さらに震災後も交通量は増加しております。

４ページです。

仙台港北インターチェンジが東部道路にございますが、仙台港北インターチェンジの交通量が

年々増加してございます。棒グラフにあるとおりでございますし、写真でも状況がご理解いただ

けるかと思います。非常に混雑しているということで、（仮）仙台港インターチェンジを新たに開

設することによりましてこのインターチェンジへの集中が分散されるということで、さらに仙台

塩釜港へのアクセスの強化も図られるということが期待されております。

５ページでございます。

費用便益比は、全体で２．６、残事業で１．９となっております。

６ページでございます。

仙台東部道路の事業継続については、仙台市長より異議のない旨の回答をいただいております。

対応方針といたしましては、継続とさせていただきました。

続きまして、登米志津川道路でございます。資料６－１でございます。
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１ページでございます。

登米志津川道路は三陸縦貫自動車道の一部を形成しております。三陸沿岸地域の広域的な交

流・連携の促進、災害時のリダンダンシーの確保を目的とした事業でございまして、また、復興

に向けたリーディングプロジェクトとなっております復興道路として位置づけられ、早期の整備

を図ることとしております。

登米志津川道路は完成２車線の道路ということで平成６年に事業化された後、平成２２年３月

には１６．１キロのうち５キロを部分供用しております。事業化から用地着手まで若干の時間を

要しておりますが、これは、猛禽類の営巣区域を回避するということで一部ルートを見直した後

に環境影響評価を実施したことと、それから、起点側、登米側でございますが、圃場整備事業が

事業中であったということで、そことの調整に時間を要したためでございます。現在、用地の関

係では取得率９８％でありますが、２４年度中に用地については完了予定になっております。

３ページ、事業の必要性ということで、この三陸道に並行する４５号は災害が頻発しておりま

して、通行止めが数多く発生しております。先般の地震の津波の際にもいたるところで寸断され

たところでございます。このため、４５号の代替路線といたしましても、災害時のリダンダンシ

ーの確保や三次救急医療施設としての石巻赤十字病院への広域医療サービスの向上が期待されて

おります。

４ページでございますが、費用便益比は、全事業で２．３、残事業で３．９となっております。

５ページでございます。

登米志津川道路の事業継続については、宮城県知事より異議がない旨、また各自治体の方より

多くの要望をいただいております。対応方針といたしましては、復興に向けたリーディングプロ

ジェクトとなる復興道路として早期供用を図るため、事業継続とさせていただきました。以上で

す。

○平山委員長 ２点についてご説明をいただきましたけれども、１件ずつ審議をしてまいります。

初は国道６号仙台東部道路でございます。何か質問、ご意見等ございませんでしょうか。ど

うぞ。

○宮城委員 このプロジェクト評価とは直接は関係しないかもしれませんけれども、一番 初に岩

﨑副局長の方から、復興道路ということについて３県でご協議が始まっているというお話があり

ましたね。この復興道路、今の説明では仙台東部道路という位置づけですけれども、全体の道路

計画とそれからこの復興道路の位置づけ、だれが復興道路と称して、復興道路というのは何かメ

リットがあるか、特殊な、要するに単純に県の復興整備計画の中に位置づけられた道路を復興道
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路と称しているのか、復興道路の位置づけというのが全体の整備計画の中での関係がわかりにく

かったので、その辺説明していただけますか。

○川瀧道路部長 すみません、資料は特に今日はつけておりませんが、復興道路については三陸沿

岸道路と今呼んでいますけれども、仙台東部道路はそれに入っておりませんで、仙台港北インタ

ーチェンジからですね。要するに仙台東部道路の一番右端からずっと北に向けて八戸まで。

○岩﨑副局長 初のこの図面の方で。八戸から仙台まで三陸沿岸道路がありますけれども、それ

です。

○川瀧道路部長 それがまず１本、縦軸が１本ですね。それから横軸が３本ありまして、それをこ

の絵で見ていだたくと、１０６号と書いてあるところですね。それからその下の１本、これは釜

石秋田道ですけれども。それからずっと飛んでいただきまして、福島の方で２センチぐらい枝が

出ているところがありますね。相馬～福島間なんですけれども、これは東北中央道の一部なんで

すけれども、この３本。抜けているところもいずれ事業化しなければいけないということで今計

画中ですけれども、この３本が政府の方で決められております。以上です。

○宮城委員 では、復興道路の場所はわかりました。復興道路と称しているのは、特に事業化を早

めるという……。

○川瀧道路部長 それも政府でこの路線を決めまして、１０年以内に完成させるという目標も来て

おりまして、今回の政府の３次補正予算でも多くの事業費がここに追加になりました。

○宮城委員 そうしますと、この復興道路に指定されたのはここの事業評価委員会は通るんですか、

それともかけずにやられるんですか。

○岩﨑副局長 新規採択評価は別機関ですが、再評価はこの委員会にかかります。

○堀井委員 今言ったのが復興道路だとすると、例えば中央道のピッと出ているところがあります

ね。これも１０年以内ということなんですか。

○川瀧道路部長 そうです。

○堀井委員 阿武隈東道路です。

○川瀧道路部長 はい。

○平山委員長 他に何かございませんでしょうか。対象になっている仙台東部道路は仙台都市圏の

外側を環状ネットワークで結ぶ道路で非常に大切な道路だという位置づけでございますが、ご意

見なければお諮りをしたいと思いますけれども、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。では、継続ということにさせていただきます。

それでは、次の案件、先ほどご説明いただきました国道４５号の登米志津川道路でございます。
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どうぞ。

○堀井委員 この道路は完成２車というところから進められるんですね。これは４車の計画はない

んですね。そうしたときに、横断図を見ると中央帯が１．５メートル。ここに分離帯は入るんで

すか。

○桜田仙台河川国道事務所長 入ります。

○堀井委員 もし入るのであれば 初から図に入れていてもらうと、質問も何もなくて済むんです

けれども。

○桜田仙台河川国道事務所長 申し訳ありません。

○平山委員長 ありがとうございます。他に何かございませんでしょうか。

金沢さん、この間視察いたしましたよね。どんな印象でしたか。

○金沢委員 復興道路というので決まってはいるんだけれども、初めて復興道路の見学で一番 初

に見させていただいた力強い現場だったと思います。特にトンネルになる場所に丸く印が付いて

いて、ここから掘りますよという準備がされていたりして、まさに復興の槌音高くというシンボ

ルにもなろうという感じの力強い事業になっていってほしいと思います。

ただ、沿岸に向かう道路なので、被災地の現状と登米の現場とのやはり風景の差が非常に大き

くて、内陸におられる方がこの道路を通って被災地に行ってみる、あるいはこれから流通とかい

ろんなものがこの道路を使って沿岸の地域振興を早く促してほしいと、私のみならず見た方々は

そう思っておられると思います。

志津川の方まで大変な状況でございまして、とりあえず１０年から７年以内でということで３

次補正がついた。今回ここは２８年度完成ということなので、地域住民に対しても非常なエール

になるであろう、そう思っておりますので、進捗よろしくお願いします。

○平山委員長 ありがとうございます。私も志津川は初めて見させていただきましたけれども、本

当に非常に惨状という言葉そのものでした。道路が４５号はほとんど通れないような状況が大分

続いたようでございますけれども、リダンダンシーという言葉が、まさにこの道路が表している

ということがよくわかりました。本当に早くつくっていただかないと、南三陸町の住民は本当に

大変だと思います。事業の進捗よろしくお願いをしたいと思います。

それではお諮りをしたいと思いますが、何かございませんか。（「なし」の声あり）それではお

諮りしたいと思いますが、事業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。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、続きまして福島県内の要点事業３件ございますが、一般国道６号の常磐バイパス、
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一般国道６号の久ノ浜バイパス、同じく一般国道１２１号の会津縦貫北道路、３件についてまず

ご説明をお願いいたします。

○松本磐城国道事務所長 磐城国道事務所です。３件のうち磐城国道の担当する２件について続け

て説明させていただきます。

資料７－１ご覧ください。国道６号常磐バイパスという資料です。

まず位置関係ですけれども、２ページ目にいわき市のバイパスの当該位置をお示ししてござい

ます。いわき市は市域が広くて市街地も分散しております。常磐バイパスは赤で示しております

けれども、このいわき市の各市街地を近接しながら南北にパイパスしていくという、２７．７キ

ロという大変大きなパイパス事業でございます。

１ページに戻っていただきまして、このパイパスでございますが、事業化は昭和４１年度でご

ざいます。平成１２年に全線が暫定２車線で開通しております。現在は４車線化の事業を実施し

ておりまして、完成形全体に対して進捗率が８９％となっております。

めくっていただきまして３ページ、事業の必要性の視点というページでございます。

左側に図を示してございますが、オレンジ色で示しております２車線の区間というのが左の方

にありますが、こちらは交通混雑によって走行性が大変低下しております。また、渋滞に起因す

る追突事故等も多く発生している状況でございます。バイパスの整備によりこれらの渋滞の解消

あるいは事故の削減が期待されるものです。

１ページめくっていただきまして４ページ目です。

４ページ目は港湾の話を少し入れてございます。沿線に小名浜港がありまして、重点港湾、そ

れから 近では国際バルク戦略港湾という形で、重点的に投資していく港湾として選定されてお

ります。常磐バイパスはちょうどその小名浜港湾の物流の経路上に当たります。今後港湾の貨物

取扱量の増加も見込まれておりますので、そういった物流のアクセス性の向上にも寄与するバイ

パスでございます。

５ページ目でございます。

費用便益比でございますが、表の黄色で着色しております。全線についてはＢ／Ｃが１．３、

残事業については３．５となっております。

６ページ目でございます。

特に事業進捗に係る問題は現在ございません。現在事業中のバイパスの区間につきましては、

幾つか２車線から４車線化を図る区間がありますが、バイパスの中ほど、先ほどの小名浜港の近

くにありました１．３キロの区間ですが、そこは２６年度中の４車線化、それから一番南側の区
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間につきましても引き続き供用を図っていき、順次全線の４車線化を進めていく予定にしており

ます。

福島県知事からは事業継続について異存ない旨の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ご要望をいただいておりまして、対応方針の原案としましては事業

継続としているところでございます。

引き続きまして、もう一つの資料８－１、国道６号久ノ浜バイパスの説明をさせていただきま

す。

こちらもまず資料の２ページ目の位置図を見ていただければと思います。

こちらは、先ほどの常磐バイパスよりももう少し北の方の海沿いの部分のパイパスでございま

す。図中グレーで網かけをしているのが３月の震災の際の津波浸水エリアでございまして、ここ

を避けるような形で南北にバイパスを今整備をしているところでございます。

１ページに戻っていただきまして、事業化は平成元年度でございます。平成１１年３月には北

側の２．３キロの区間を暫定２車線で供用してございます。現在、南側の残る３．７キロについ

て事業を実施しております。進捗の状況ですが、完成形に対しては５５％、暫定２車線に対して

は８１％の進捗率となっております。

１ページめくっていただいて３ページ目でございます。

写真にございますように、この道路、海沿いすぐのところにございまして、越波等による路面

冠水が頻発しております。また、海岸沿いに山がせり出すような形になっていて、そのわきを通

っております。その斜面の崩壊等でも通行止めが多数これまで発生している区間でございます。

パイパスでそこを避けることによって、道路の信頼性の向上、緊急輸送道路としての機能確保が

期待されております。

１枚めくっていただきまして、トンネルの絵のある４ページ目でございます。

江之網トンネル、波立トンネルという二つのトンネルが位置してございますが、このトンネル

は写真にありますように大変狭いトンネル、大型車のすれ違いが困難な狭いトンネルが二つあり

ますし、そこに近接してカーブの半径が９０メートルという大変線形が悪い区間も２カ所存在し

ております。これによりまして、右下にありますように大型車が速度超過で転倒してしまうとい

うような箇所でもございます。大変交通障害で隘路となっている区間でございますので、これを

迂回することで安全性の向上等も期待されております。

５ページ目、費用便益比のページでございますが、全線の費用便益比は２．０、残事業の便益

比は３．６となっております。
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後、６ページ目でございます。

事業進捗に係る問題はございません。南側未供用区間３．７キロについては平成２７年度の暫

定２車線の供用を目指しております。福島県知事からも事業継続について異存ない旨の意見をい

ただいております。対応方針としては、原案としては事業継続としております。以上、説明を終

わります。

○熊谷郡山国道事務所長 一般国道１２１号会津縦貫北道路につきまして、資料９－１によりまし

て説明をさせていただきます。

１ページをご覧いただきたいと思います。

右のところに位置図がございます。会津縦貫北道路は、喜多方市を起点といたしまして会津若

松市までに至ります延長１３．１キロメートルの地域高規格道路です。事業目的は、左の方に書

いてございますが、喜多方市と会津若松市の間の交通混雑の解消にあります。特に雪深いところ

でございますので、冬期とそれから観光シーズンの交通混雑の解消というのが重要な課題になっ

ております。平成１４年度に工事に着手いたしまして順次供用しておりますが、位置図で申しま

すと実線の部分が供用した部分で、平成２１年度に３．２キロ、平成２３年度に４．７キロと左

の方の部分が１・２工区開通いたしまして、残る区間につきましても２車線の暫定供用を進めま

して、２５年度に一部暫定供用、２７年度には全線での暫定供用を予定をしております。

次のページをご覧いただきたいと思います。

福島県の県土、大変に広うございまして、七つの生活圏に分かれております。それらを連携す

る基幹的な道路といたしまして、３本の縦軸と３本の横軸によるネットワークというものが考え

られておりまして、その縦軸の１本が左端にございます会津軸となっております。会津縦貫北道

路はその一部を形成するものです。東日本大震災のときには、浜通り、中通りが被災いたしまし

たが、この場合、会津軸となる部分が代替路として機能することが期待されております。

次の３ページをご覧いただきたいと思います。

国道１２１号の会津縦貫北道路と並行する区間をご覧いただきますと、上の方に混雑度が書い

てございますけれども、一部車道幅員が狭かったりとかあるいは右折レーンが未設置であるとこ

ろがございまして混雑度が１．２前後と高くなっておりまして、前後区間に比べますと、グラフ

で見ていただきますと前後が下がっているということで、混雑が発生しやすい状況にあります。

また、右下の方にございますが、今二つの県立病院が統合されまして会津縦貫北道路の沿線に建

設中であります。そのアクセスも確保されるということになります。

では、次、４ページをご覧いただきたいと思います。
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４ページはにＢ／Ｃが書いてございますが、全線完成でＢ／Ｃ２．１、それから残事業では５．

８となってございます。

５ページをご覧いただきます。

事業進捗状況については、問題は特にございません。それから、今後の見通しにつきましては、

平成２７年度までに全線での暫定供用を目指しております。また、自治体からの意見としまして

は、福島県知事を初めといたしまして地元の皆様から早期供用を要請されているところでござい

ます。以上のことから、原案といたしまして事業継続ということにさせていただいております。

○平山委員長 ありがとうございます。３件の説明をいただきました。１件ずつお諮りをしてまい

りたいと思います。

一つ目が国道６号常磐バイパスでございます。何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。

国道６号も結構交通渋滞があって、その渋滞の解消を目標としているのと、当然小名浜港のアク

セス性が向上する、あるいは救急医療のサービスが向上するといったような効果がございます。

何かございませんか。（「なし」の声あり）

なければお諮りしますが、原案ど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す。では、そのようにさせていただきます。

２件目でございます。同じく国道６号久ノ浜バイパス。何かございませんでしょうか。

○金沢委員 大変聞きづらいことなんですけれども、国道６号は福島原発の２０キロ圏、３０キロ

圏内全部を通っている道路でございます。よそ者でございますので大変失礼な質問なんですけれ

ども、その事故以来、ここの通行量等についての変化といったものはございますでしょうか。

○松本磐城国道事務所長 ２０キロの警戒区域の中はそもそも許可がないと入れないような状況で

すので全く交通の状況は違うんですが、その周りですね。例えば今久ノ浜バイパスの区間につい

ては若干交通量は減少しております。主には一気通貫で通っていたような大型車ですね、こうい

った車両は確かに減ってはおりますが、全体としての交通量は前年度に比べて約９割ぐらい。実

態的にはほとんど減っていないような状況に今あります。いわき市内もほぼ同様です。

○金沢委員 Ｂ／Ｃに関わるかなと思いまして。

○平山委員長 そうですね。Ｂの方を計算するときは、長い期間をとってそのトータルみたいな平

均値というか、そういう形でとっているので、急激な変化はすぐには反映されないような形には

なっていますけれども、やはりちょっと気になるところではございますね。

○間庭委員 今の関係、質問ではないんですけれども、私ども地元の商工関係から聞いていますと、

原発等と被災の沿岸部のいわき市が復旧の支援拠点になっているということで、いわき市に相当
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な方々が今入ってこられて、そこからかかる道路の方向への通勤を朝夕されていると伺っていま

すので、これはしばらく続く交通需要だと思うんですが、その先はちょっとわからないんですが、

かなり長期間にわたってそういう需要はあるのかなということで、今お尋ねあったことに、少し

地元の商工業関係のコメントを聞いてきましたので紹介させていただきます。

○平山委員長 ありがとうございました。

○堀井委員 事業概要の図のところで、久ノ浜バイパスの左側が、要するに６号は浸水地域があり

ますけれども、これは市の復興計画によるという話だったようですが、それはもう決まったんで

しょうか、まだなんでしょうか。

○松本磐城国道事務所長 今はまだそこは市の方で検討中の段階です。堤防高７．２メートルの堤

防をつくりましょうというところまでは決まっているんですが、じゃあそれをどうやって確保し

ていくか、あるいは、ここの付近、市街地部になっておりますので、その市街地のまちづくりと

併せてここの部分をどうしていくのかという部分が今まさに地元で検討されております。それに

よって、あるいは久ノ浜バイパスの起点側のタッチの部分、その辺に若干の影響が出ることもあ

り得るかもしれません。まだそのような段階です。

○平山委員長 わかりました。市の計画によっては、南側の取り付け部ですね、そこに影響が出る

かもしれないというお話でございました。ほかに何かございませんでしょうか。

○大久保委員 いわき市は鉱害復旧でたしか地盤沈下で大分手を入れたところじゃないかと思うん

ですけれども、道路はそういう影響はないんでしょうか。炭鉱地帯ですね。

○松本磐城国道事務所長 この久ノ浜バイパスの付近も以前は炭鉱等があったところでございまし

て、バイパスの事業で切土工事とかをしていると、時々炭鉱跡と思われる空洞が出てくることも

あります。その際には作業に支障がない形で工夫をしながら工事を継続していくと、そのような

状況です。

○宮城委員 国道６号、このバイパスを計画されて多分便益が出てくるということですから、かな

りの交通量がこのバイパスへ転換するという想定だとは思うんですが、この道路の、今見ている

ところでいきますと事業の必要性に関する視点の下側ですけれども、６号に接続する部分がござ

いますよね。だから、この接続部分があるので思ったより混雑が緩和しないのではないかという

心配と、非常に狭いトンネルを持っているということで、何らかのこのバイパスに入るところで

大型車をコントロールするとか何かしないと、大型トラックが結構この６号を使っていくといい

ますか、早いのでバイパスを使うという可能性は高いんですが、やはり前の方の６号を使ってこ

の狭いトンネルを通ってという可能性はあるんですが、その辺でこの入り口の方で大型車は通れ
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ないとか、何かそういうことまでお考えでしょうか。これは直接この費用便益分析とは余り関係

ない話なんですが、実際にバイパスができるとそういう問題が出てきて、これは多分警察が関係

しているんですかね。 終的には道路管理者は余り関係しないかもしれませんが、やはり事故が

起きているということを考えますとそういうコントロールが必要じゃないかと思うんですが。ち

ょっと細かい話になりますけれども。

○平山委員長 何か対策をお考えであれば。

○松本磐城国道事務所長 道路の形状ですけれども、新しくバイパスがつながってくるところは、

真っ直ぐ走ったらバイパスに行きますと。Ｔ字で枝分かれしてもとの県道に行くような、そうい

う形の交差点につくり変えますので、例えば南側から来た車も普通に真っ直ぐ走っていたら真っ

直ぐバイパスに乗り入れていくような形になります。

ちょうどこの久ノ浜バイパスの起点側、南側の部分、いわき市内からそこまでは４車線の道路

になっております。そこから先が、今現道が２車線しかないところに今回新しいバイパスをつく

っていくということで、暫定２車線でございますけれども、容量的にはバイパスよりも南側が少

ないとかそういうことではございません。自然に走っていれば大型車は恐らくバイパスの方に真

っ直ぐ乗っていくだろうと、そのような構造に仕上げていくことになっております。

○宮城委員 線形で解決できるということですね。

○松本磐城国道事務所長 そうです。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。（「なし」の声あり）

ないようでございますのでお諮りいたしますが、久ノ浜バイパスにつきましても反対の意見が

ございませんでしたので、事業の継続ということに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。

それでは３件目、国道１２１号会津縦貫北道路についての審議を行いたいと思います。喜多方

から会津を結ぶ自動車専用道路ということでございます。何かご質問ございませんでしょうか。

○堀井委員 この会津縦貫北道路とは関係ないんですが、先ほど説明で、この会津縦貫北道路と要

するに南側の３本分ですか、軸になるという話をされていたんですが、南道路というのはどうい

う、計画も何もないんでしょうか。ないのかもしれませんが。

○熊谷郡山国道事務所長 南道路につきましては、現在、一部県の方で事業化がされておりますけ

れども、今その工事につきましてはまだ決定はしておりませんが、ここにありますように計画区

間とかそういった事業段階になっております。２ページにあるとおり、計画区間とか候補路線と

か現在の状況はそういうことでございます。
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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。非常に渋滞が激しいような道路でございまし

て、ここも早くできればいいなと思っているところですので、お諮りをしたいと思いますけれど

も、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す。

それでは、そのようにさせていただきます。

４．報告事項

〔河川関係事業 再評価報告〕

・ 上川直轄河川改修事業

・ 上川中流消流雪用水導入事業（岩ヶ袋地区）

〔河川関係事業 事後評価報告〕

・ 上川中流消流雪用水導入事業（清水地区）

・田瀬ダム貯水池水質保全事業

○平山委員長 本日予定しておりました審議は以上でございますが、このほかに報告事項として

再評価の報告と事後評価の報告がございます。その間に議事録のまとめをしていただきまして、

報告の方に入らせていただきたいと思います。

次第に記載されている順番で報告をお願いしたいと思います。

○川村河川調査官 河川調査官の川村でございます。お手元の資料１１で４件につきましてご報告

をさせていただきます。

まず、表紙をめくっていただきまして１ページでございます。横長の表でございます。

今回は４事業でございますけれども、一つは 上川直轄河川改修事業、二つ目、 上川中流消

流雪用水導入事業（岩ヶ袋地区）、この再評価でございます。一番上の欄でございます。対象事業

名から二つ右の欄で報告根拠文というのを上げさせていただいておりますけれども、河川整備計

画策定後、学識経験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価監視委員会

に代えて当該委員会で審議を行うとなっております。そのまた二つ右の欄でございますが、その

結果を事業評価監視委員会に報告するとございますので、報告させていただくのがこの二つの事

業。

それから、また左から二つ目の対象事業の欄の２段目に戻りまして、 上川中流消流雪用水導

入事業（清水地区）の事後評価でございます。これにつきましては、その二つ右の欄ですが、河

川整備計画策定後、学識経験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価監

視委員会に代えて当該委員会において審議を行うとなっております。そのまた二つ右の欄でござ
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いますが、その結果を事業評価監視委員会に報告することになっているものでございます。

後、一番下、田瀬ダム貯水池水質保全事業、これも事後評価でございますが、これにつきま

しては上の三つとは違いまして、これまた二つ右の欄ですが、ダム等の管理に係るフォローアッ

プ制度の対象となる事業でございます。この制度に基づいた手続が行われますと事後評価の手続

が行われたものとして位置づけるとなってございまして、そのまた二つ右の欄でございますが、

その結果を事業評価監視委員会に報告するとなってございます。

以上を報告根拠といたしまして、４事業につきまして再評価あるいは事後評価の結果について

ご報告をさせていただきます。

Ａ３横長の表の２ページ、まず再評価の２事業からご説明いたします。

一つ目が 上川直轄河川改修事業でございまして、欄が多いものですから、一番上にａｂｃｄ

からｈまでアルファベットを振らせていただいております。その欄で申しますとａの該当基準、

これは再評価後３年ということで再評価をしております。費用便益分析結果といたしましては、

ｃ欄の一番右、Ｂ／Ｃとございますが、５．５でございます。その横のｄ欄、貨幣換算が困難な

効果等による評価ということでは、アンダーラインを引いているところを中心にご説明しますが、

流域に酒田市、新庄市、山形市、米沢市がありまして、重要交通網も氾濫域にあるということで

ございまして、また、近年の、平成９年６月の洪水でも浸水被害を受けているというところで、

早期の浸水被害の解消が必要ということで事業を進めているものでございます。

本件につきましてｅ欄の再評価の視点ということで、事業の必要性ですとか進捗の見込み、コ

スト縮減、代替案立案等の可能性の視点についてそれぞれ書かせていただいておりますが、この

場での説明は割愛させていただきまして、ｇ欄、右から二つ目、審議結果及び意見の枠の中でご

ざいますけれども、平成２３年１１月１８日、 上川水系流域委員会におきまして審議をいただ

きまして、その結果といたしまして、そこの箇条書き三つございますが、事業の継続は妥当と判

断する。高齢者の増加等地方の実態を考慮した評価についても、今後検討していく必要がある。

三つ目、事業実施に際して河川環境の保全等に配慮するよう努めることというご意見をちょうだ

いいたしまして、その左の欄でございますが、対応方針（案）としては事業継続とさせていただ

いているところでございます。

次の事業でございますが、 上川中流消流雪用水導入事業（岩ヶ袋地区）でございます。その

右の欄ですが、該当基準につきましては事業採択後５年継続でございます。ｃ欄の一番右、Ｂ／

Ｃとしては１．２となっております。そのすぐ右の欄、貨幣換算が困難な効果等による評価とい

うことでございますが、 上川から消流雪用水を供給することで、洪水被害、河道閉塞を防止す
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るという効果を期待されるものでございます。再評価の視点のところは説明を割愛させていただ

きまして、右から２番目の審議結果及び意見の欄でございますが、同じく平成２３年１１月１８

日、 上川水系流域委員会においてご審議いただきまして、事業継続は妥当と判断するとされて

いるところでございます。その左の欄でございますが、対応方針（案）としては事業継続とさせ

ていただいております。なお、説明上飛ばしましたけれども、ｇ欄の山形県知事からの御意見と

いたしましても、いずれの事業も事業の継続に異議はないということでご意見をちょうだいして

いるところでございます。

以上が事業再評価の２件でございます。

そのＡ３の裏、３ページ目になりますが、事後評価の２件でございます。

１件目が 上川中流消流雪用水導入事業（清水地区）でございます。

ａ欄の該当基準といたしましては事業完了後５年ということでございまして、ｃ欄の一番右、

Ｂ／Ｃでございますが、２．０という結果が出てございます。それから、ｄ欄の貨幣換算が困難

な効果等による評価でございますが、先ほどの事業と同じく、 上川から消流雪用水を供給する

ことで溢水被害、河道閉塞が防止されるということが挙げられております。その右横、ｅ欄でご

ざいますが、三つ目の丸の後半部分ですが、住民の方からの声ということでは、除雪作業がはか

どっている、あるいは排雪で側溝が詰まることがなくなったので助かっているというような声も

聞かれておりまして、流雪溝の疎通能力が向上しているということが住民の声からも確認されて

いるところでございます。一つ欄を飛ばして右のｇ欄、審議結果及び意見でございますが、１１

月１８日の 上川水系流域委員会においてご審議いただきまして、改善措置及び今後の事業評価

の必要性はないということでいただいておりまして、左のｆ欄ですが、対応方針（案）といたし

ましては、現時点では今後の事業評価の必要性はないとさせていただいております。

後に、田瀬ダム貯水池水質保全事業でございます。

該当基準といたしましては事業完了後５年でございまして、Ｂ／Ｃは事後評価では８．６とさ

せていただいております。それからｄ欄でございますが、この事業は曝気施設を稼働することに

よってアオコの発生を抑制するというものでございます。それに対しまして、事業完了してから

５年たってボート利用者等湖面を利用している方からもご意見をもらっていますが、水がきれい

になった、アオコがないなどの評価をいただいているところでございます。それからそのｄ欄の

一番下のところですが、貯水池の巡視というのも定期的にやっておりますけれども、貯水池全面

にアオコが確認される割合は減少したというような報告もございます。その右のｅ欄でございま

すが、アンダーラインを引いているところが何カ所かございますが、二つ目の②貯水池表面の水
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温を下げるというのがアオコの発生を抑制するのに非常に効果があるということで、水温が高い

８月期の平均水温が事業実施前後で２６．５度から２４．２度に低下しております。２５度から

下になればプランクトンの発生が抑制されてアオコが発生しにくいと言われて、その２５度を下

回ることができた。その下の「また、」以下ですけれども、アオコ発生の指標となるクロロフィル

ａ濃度というのがございます。それが事業実施前より４４％から７４％減少しまして、２０㎍／

Ｌ、これも括弧の中に書いていますが、一般的にアオコが確認されにくいと言われているクロロ

フィルａ濃度でございまして、概ねここが抑制されているということでダム湖の水環境が改善さ

れてございます。

一つ欄を飛ばしましてｇ欄、これにつきましては、１２月５日、東北地方ダム管理フォローア

ップ委員会においてご審議いただきまして、少し長くなりますが大きく２点いただいております。

一つ目が、田瀬ダム貯水池水質保全事業は十分効果を発揮しているものと判断され、今後の事後

評価の必要性はないと考えられる。二つ目、現時点では田瀬ダム貯水池水質保全事業に対する改

善措置の必要性は見られないが、今後も適切な管理を行いつつ、より良い貯水池水質の保全に向

けて必要な検討を行い、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審議結

果でございました。この審議結果を受けまして、左横の対応方針（案）でございますが、現時点

では今後の事後評価の必要性は見られない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。河川関係の事業の再評価が２件、事後評価が２件。 上

川関係が３件ですか。それと北上川の支川の猿ヶ石の田瀬ダムに関わるもの。何かご質問ござい

ませんか。

〇宮城委員 表の見方がわからないので教えてほしいんですが、１ページ目です。再評価と事後評

価があって、田瀬ダムの方はダム等の管理に係るフォローアップ制度の対象となるダム事業にお

そらくなっているんですね。

その上の二つで、上の方の岩ヶ袋地区は河川整備計画として扱われて、下の清水地区の方は、

報告根拠文として、ダム等の管理に係るフォローアップ制度の対象にならないというようなこと

でわざわざ説明書きがついて、河川整備計画策定後云々と説明がありますね。同じ 上川流域の

消流雪用水導入事業で、下の方はフォローアップ事業、別の事業で申請したという意味なんです

か。何で上と下が報告根拠文が違っているんですか。

○平山委員長 大久保委員、何かございますか。

〇大久保委員 私、 上川の流域委員会で前回これに関わりましたけれども、これは両方とも流域

委員会を経て、実は同じ事業なんですけれども、地区によって、片一方の地区が地元の調整とか
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なんとかでちょっと遅れて、それで先に清水地区が終わっているんですよね。それで、岩ヶ袋の

方と清水地区で事業評価がどうなのかということでちょっとずれたみたいになっているというこ

とだったと思います。だから、フォローアップとは関係なくて。

○宮城委員 上に書いてある説明文の「フォローアップ制度の対象とならないダム事業について

は」、これは余り関係ない。

〇大久保委員 この二つは要するに流域委員会を経たのでここでは報告事項になっているという意

味だと思います。

○宮城委員 この文章はなくてもいいということですね。

〇大久保委員 そうですね。清水地区の記述がちょっと、フォローアップというのがちょっとおか

しいんですね。

○宮城委員 何かおかしい、文章として。

○平山委員長 今調べてわかりますか。

○宮城委員 上の方は直轄……、難しいので、別の制度を利用してここを整備しようとしたのかな

と思ったりもしたので。

○大久保委員 多分記述が。

○宮城委員 全然関係ないですね。

○平山委員長 条文の条項が６の５と６の４になっていますから、一つずれるような対象事業にな

っていたんです。だから、中身ちょっと違うんじゃないでしょうかね。

○田上河川部長 事後と再評価の違いじゃないかと思います。事後評価はそっちで読むんですけれ

ども。

○平山委員長 本質的には多分流域委員会がやるからこちらは報告だけということなんだと思いま

すが、その引っ張ってくる条文が事後と中間で違っていて、何かこれを見ると違う根拠に基づい

ているみたいに見えるのではないでしょうかね。

○田上河川部長 それについては、調べさせてください。

○平山委員長 そこは今日中にわかりましたら後でまたご説明いただきますけれども、ほかに何か

ご質問ございませんか。

○小山委員 同じ 上川中流消流雪用水導入事業で、岩ヶ袋地区のＢ／Ｃが１．２で清水地区がＢ

／Ｃが２．０でＢ／Ｃの値がかなり違うんですけれども、これを見ると便益はそんなに変わらな

いようなんですけれども、事業費が岩ヶ袋地区が１３．５億で清水地区は６億ということだった

んですけれども、私もこういった工事のことはよくわからないんですけれども、このように工事
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費が変わったというのは工事する面積が大きかったとかそういったことなんでしょうか。

○川村河川調査官 この２事業はご指摘のとおりコストが違いますので、そのコストの違いという

のは、導水路で川から水を引っ張ってくるんですけれども、その導水路延長が片や３キロ以上ご

ざいまして片やほとんどないという、大きな違いはこういう違いになってございます。それでコ

ストが変わってくる。ここに違いがございます。施設整備の内容が大きく違うというふうにご理

解いただければと思います。

○平山委員長 前回、雄物川の似た事業がありまして、土地改良区の水路を冬期間だけお借りした

ので節約になったという報告があったりしたものですから、今のような質問が出たんだと思いま

すが、極力いろんな節約に努めていただきたいと思います。しかも、省庁間で融通できるような

ものがあれば積極的にやられてくださいというご意見かと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。（「なし」の声あり）なければ、この４件の報告、ご了承

いただきたいと思います。ありがとうございます。

それでは、本日の審議結果の議事録概要でございますが、まとまっておりますでしょうか。今

お手元に配付させていただきますので、配付が終わりましたら事務局の方で読み上げていただき

たいと思います。

〇司会 それでは、お手元にただいま配付させていただきましたけれども、ございますでしょうか。

では、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

（１）道路事業審議結果。東北中央自動車道福島～米沢、一般国道４号三本木古川拡幅、一般国

道４号築館パイパス、一般国道６号仙台東部道路、一般国道４５号登米志津川道路、一般国道６

号常磐バイパス、一般国道６号久ノ浜バイパス、一般国道１２１号会津縦貫北道路、以上につい

て、対応方針原案どおり事業継続が妥当である。

なお、以下の意見があった。

１）東北中央自動車道福島～米沢について、東日本大震災の影響で福島県内から山形県米沢市へ

避難している方々が福島県と米沢市の間を移動する際に国道１３号の渋滞に巻き込まれることも

踏まえ、一層の事業推進を図ること。

２）一般国道４号のような主要な国道の４車線化事業についての進捗が遅過ぎる。さらなる事業

推進を図るべき。

３）１点のボーリングデータで地盤を推定せざるを得ない場合は、不確実性を考慮して予算計画
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を立てるべき。

４）宮城県大崎地方においては東日本大震災により道路の沈下被害が見られたことから、必要に

応じて地盤について改良を行い安全安心な道路を整備すること。

５）一般国道４号築館パイパスについて、完成、暫定ともＢ／Ｃが１．０に近いことから、事業

費が増加しないよう留意すること。

２．委員会報告事項について

再評価報告、① 上川直轄河川改修事業、② 上川中流消流雪用水導入事業（岩ヶ袋地区）、事

後評価報告、① 上川中流消流雪用水導入事業（清水地区）、②田瀬ダム貯水池水質保全事業、

以上について、 上川水系流域委員会並びに東北地方ダム管理フォローアップ委員会による審議

結果の報告があった。

以上でございます。

○平山委員長 議事概要の案をつくっていただきましたけれども、何かございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）それでは、配付しましたものをもって本日の議事概要とさせていただきたい

と思います。

何かございますか。それでは、先ほどの件、ご説明をお願いしたいと思います。

○川村河川調査官 まず、このダム管理フォローアップ制度というのが事後評価だけを対象にする

ものでございまして、再評価のところではこの対象事業というのは出てこないものですから、こ

の記述が違ってくる。事後評価と再評価で制度が河川の場合二つあって、河川整備計画とダム等

の管理に係るフォローアップ制度とあって、そのうちフォローアップ制度の方は事後評価だけが

対象なものですからここの根拠文も違ってきていると、対象も違ってきているということでござ

います。

○平山委員長 宮城委員、よろしいでしょうか。

〇宮城委員 はい。

○平山委員長 ありがとうございます。

それでは、議事概要もお認めいただきましたので、本日の審議はこれで終わりにしたいと思い

ます。ありがとうございます。事務局にマイクをお返しします。

５．閉 会

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

これをもちまして平成２３年度第５回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了させていただ
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きます。

なお、次回の第６回委員会でございますけれども、１月２３日の午後の開催を予定しておりま

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。


