
平成２４年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回）

日 時：平成２４年７月４日（水曜日）

１３：００～１５：１８

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 ご案内の時間になりましたので、ただいまから平成２４年度第１回東北地方整備局事業

評価監視委員会を開催いたします。

本日は大変お忙しい中、またお暑い中、委員の皆様方にはご出席をいただきまして、本当に

ありがとうございます。

私は、本日の進行役を務めます地方事業評価管理官の村上でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

本日の委員会の資料をお手元に配ってございます。資料一覧がございますけれども、ご確認

をいただきたいと思います。資料は、次第等のほかに資料１から資料７までございますので、

不足等がございましたら、事務局のほうにお申しつけをください。審議案件の事業のパンフ

レットもお配りしてございます。また、リストには掲載してございませんけれども、参考資

料として「東北６県公共事業関係予算の推移」というＡ４判横の資料をお配りしてございま

す。これについては後ほど局長のほうから説明申し上げます。東日本大震災におけます私ど

も整備局の対応状況を取りまとめた「忘れない」という小冊子、「東日本大震災語られなかっ

た国交省の記録」、平成24年度の整備局の事業概要もお配りしてございます。後から申し上げ

ました３件については、特に本日は説明の時間をとってございませんので、お持ち帰りいた

だきましてご一読いただければ幸いでございます。

本日は第１回目の委員会でございますので、お手元に配付してございます次第の裏面に委員

の方のご名簿を載せてございますので、この名簿に沿いまして委員の方をご紹介させていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

初に、山形大学農学部教授、大久保委員でございます。

○大久保委員 大久保です。よろしくお願いします。

○司会 今年度から新たに委員をお受けいただきました東北大学災害科学国際研究所教授、奥村

委員でございます。

○奥村委員 奥村でございます。よろしくお願いします。

○司会 株式会社オヤマ経営取締役、小山委員でございます。

○小山委員 小山です。よろしくお願いいたします。

○司会 株式会社かがやきライフ代表取締役、金沢委員でございます。

○金沢委員 金沢です。よろしくお願いします。

○司会 秋田大学工学資源学部教授、木村委員でございます。
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○木村委員 木村でございます。よろしくお願いします。

○司会 公益社団法人青森県観光連盟専務理事、九戸委員でございます。

○九戸委員 九戸です。よろしくお願いいたします。

○司会 東北大学大学院経済学研究科教授、林山委員でございます。

○林山委員 林山でございます。よろしくお願いします。

○司会 委員長にご就任いただいております元岩手大学学長、平山委員でございます。

○平山委員 平山でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 日本大学工学部教授、堀井委員でございます。

○堀井委員 堀井です。よろしくお願いします。

○司会 仙台商工会議所専務理事、間庭委員でございます。

○間庭委員 間庭でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 なお、秋田大学教育文化学部教授、井上委員におかれましては、ご出席の予定でござい

ましたけれども急遽ご用ができたということで、本日はご欠席でございます。

続きまして、東北地方整備局の幹部職員を紹介いたします。

徳山局長でございます。

○徳山局長 お世話になっております。どうぞよろしくお願いします。

○司会 梶原副局長でございます。

○梶原副局長 港湾を担当しています。よろしくお願いを申し上げます。

○司会 岩﨑副局長でございます。

○岩﨑副局長 よろしくお願いいたします。

○司会 神山総務部長でございます。

○神山総務部長 神山でございます。よろしくお願いします。

○司会 ７月１日付の異動によりまして川嶋前部長の後任でございます森企画部長でございま

す。

○森企画部長 川嶋の後任で参りました森 吉尚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 白石建政部長でございます。

○白石建政部長 よろしくお願いします。

○司会 川瀧道路部長でございます。

○川瀧道路部長 よろしくお願いします。

○司会 津田港湾空港部長でございます。
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○津田港湾空港部長 よろしくお願いします。

○司会 ７月１日付の異動により島崎前部長の後任でございます仲江営繕部長でございます。

○仲江営繕部長 仲江でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 板倉用地部長でございます。

○板倉用地部長 よろしくお願いいたします。

○司会 本日、工藤河川部長は出張のため欠席でございます。

○司会 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。

２．挨 拶

○司会 初めに、委員会の開催に当たりまして、徳山東北地方整備局長からあいさつを申し上げ

ます。

○徳山局長 本日は、お忙しいところを平成２４年度第１回の事業評価監視委員会に多数ご出席

をいただきまして、まことにありがとうございます。日ごろより大変お世話になっておりま

す。

本日は、道路事業につきまして再評価２件と事後評価２件をご評価いただくということでご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、復興元年と言われる年でございますけれども、もう７月でございまして、この１年も

折り返し地点と、まことに早いものでございます。

実は、 近にぎわしております記事などで少し気にかかっておりますことですが、東北で復

旧・復興の予算を４割も余しておるという話がございました。私、 近はずっと、東京等か

らおいでになる方に説明するときに必ず、阪神・淡路大震災のときとは大分様相が違います

と申し上げております。神戸の場合は、ある程度インフラもでき上がった都市であり、なお

かつ地震だけで壊れておりますから、その場所で元どおりに直すという、大変な作業である

とは言いましても、今回の津波に比べれば非常にシンプルな復旧でございますから、確かに

３年ぐらいで大方めどが立ったという印象があるというのは事実だろうと思います。ただ、

今回の津波、それも５００年とか１０００年に一度と言われる頻度をどう考えるかという意

味では、異例のことでございまして、ご承知のとおり、では高台に移るかどうかという議論

から始まっております。したがいまして、まずどこにまちをつくるのか、その合意形成から

時間がかかる。合意ができたとしても、用地買収があり、あるいは三陸の高台といいますの

は実は縄文遺跡がたくさんある場所でございまして、用地を買っても文化財調査が要るとか、
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東京で今までの経験でお考えになっている方にはなかなか思いが及ばない、ですから、遅れ

ている、遅れているという議論になるわけでございます。とても３年で片がつく問題ではな

いということで、長丁場というふうに思っておかなければいけないということを申し上げて

おります。

挨拶として異例ですが、「東北６県公共事業関係予算の推移」というグラフがございます。

近予算を少し整理してみて、これを東北６県、仙台市、東北経済連合会さんの名前で出さ

れたものです。もちろん予算のデータの整理などは一緒にさせていただいたものですけれど

も、公式の資料でございます。

１ページを見ていただきますと、これは公共事業関係、道路、河川、港湾、それから住宅、

都市、下水等の合計でございます。しかも国の事業、自治体の事業すべての合計ですから、

いわゆる公共事業として約１兆円程度が平成２１年度で見ると東北６県で執行されていたと

いうことがおわかりいただけると思います。もちろん平成１０年ごろの公共事業がもう少し、

ありましたころはこの倍ぐらいの額だったと思いますけれども、昨今は約１兆弱ぐらいであ

ったわけですが、２３年をごらんいただきますと３．８兆円という予算が計上されて、記事

では、例えば復興バブルなんていう言葉が、東北は随分お金が落ちているんでしょうという

ような話が聞かれるのはこういう事情でございます。

ただ、次の２ページ目、同じ高さのグラフですが、内訳を見てみると大分様相が違うのであ

ります。ここは復旧・復興を今まで一緒くたに整理をすることが多かったわけですけれども、

いわゆる復旧に当たるものを点線で別に表示をしてみたものです。２３年のところを見てい

ただきますと、災害復旧費が１兆６，５００億、これは堤防の壊れたところを元どおりに戻

すなどの予算であります。その上に除染のお金、それから廃棄物処理、瓦れきの処理のお金

というのが乗ってこういう高さになっております。ぜひ復旧と復興とを分けてお考えいただ

きたいということも 近私申し上げておるのですけれども、復興バブルというのは少なくと

も正確ではないということがはっきりすると思います。

こういう復旧費あるいは除染、瓦れき処理のお金をたくさん計上いただいたことは、東北に

とっては大変ありがたいことでありますけれども、実はたくさん予算をいただいたほとんど

は復旧側でございまして、復興、いわゆるインフラ、ハードになっていく、あるいは今まで

以上に安全なまちづくりをしていくという予算については、この色のついた赤とか黄色のと

ころでございまして、意外に大きくなっておりません。復興交付金についても、２，６００

億は３月に査定が終わっただけでございますので、実は執行は２４年以降になるということ
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でございます。

この赤いところだけを取り出したものが次の３ページでございまして、いわゆる東北を前よ

りよくしていくインフラ整備の部分はこういうイメージになるわけでございます。平成２１

年から２２年の間に政権交代がございまして、マニフェストにも書かれておりましたような

公共事業の削減というのが行われた、約２割の予算が減になったというのが、東北でもこう

いう額で反映されております。２３年は補正などでたくさんついたというイメージがござい

ますけれども、申し上げましたとおり、復旧等を除きますと、物をつくっていく部分はせい

ぜい２１年と同じ高さということでございます。２４年度につきましても、当初で比べます

と１．３倍の予算と言われておりますけれども、昨年は３次補正にこういう３，３００億と

いう予算がございましたから、今年度もまだ補正があるかどうかという話がございますけれ

ども、年度全体と見ますと必ずしも大きい数字ではございません。さらに申し上げますと、

復興額については、２５年以降がどうなるかということについては、何の担保もございませ

んので、特に５年で必要な１９兆についてはほとんどを２４年までにつけ終わったという整

理でございますから、各自治体さんは２５年度について大変心配をされております。むしろ

復興についてはこれからお金がかかるんだと。高台に移るというのはまだ何もスタートして

いないと、こういうことでございます。

それから、通常枠というのが、実はさらにマイナスになっておるのがもう一つの課題であろ

うと思います。東北は復興枠があるからというので伸び率が大きいと、ついそういう言われ

方をしておりますけれども、内陸あるいは日本海側にとっては、復興枠はほとんど使うとこ

ろがございませんから、この通常枠でございます。さらに言いますと、復興枠はある意味、

長く続いてほしいのですが、いつかはなくなる予算でございまして、その際には通常枠に対

してシーリングといいますか、伸び率が掛かるわけですから、ここが小さくなっております

と発射台がどんどん小さくなっておりまして、将来東北全体を考えるときに非常に心配な部

分でございます。

ちなみに東北以外でこの絵をもし描くとしますと、２４年度はこの通常枠がほぼ横ばい１．

０ぐらいの配分になっている。それで復興枠というのは基本的にほとんどないと、こんなも

のが各地の配分になっておることと思います。

そういうことで、復旧と復興の分け、あるいは復興枠と通常枠の中身などについて見ますと、

その予算と制度についてこの２５年度というのが復興に向けて大変な年になるかなと、大事

な年なんではないかなと思います。さらに自治体にとってみますと、自治体側の負担に対す
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る交付税措置も２４年度までしか担保がございませんので、自治体さんにとっては、総額だ

けではなくてさらに悩みが深いところということでございます。

これから概算要求あるいは決定に向けて、復興元年が元年だけで終わるのか、これからどう

なっていくのかを占う大事な予算になりそうな、こういう状況でございます。

挨拶の中でなかなか異例のことで恐縮でございましたけれども、こういう資料を今は一括化

をしたり、省庁も自主戦略交付金が内閣府であったり、復興枠は復興庁であったり、瓦れき

と除染は環境省であったりするものですから、なかなか東北全体で関係の予算を集計したも

のがございませんで、県さんとも力を合わせて今回突き合わせてみたということでございま

す。いろいろなことに思いがありましたので、この場でご紹介をさせていただきました。こ

ういう中で２４年度の事業を進めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。

なお、１つだけ、委員の交代と申しますか、恐縮でございます。小山かほる委員におかれま

しては、、今日を持ちましてご退任をされるということを承っております。大変お忙しい中で

これまでお力添えいただきましたこと、この場をかりまして御礼申し上げたいと思います。

本日はどうぞまたよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。

○司会 ありがとうございました。

審議に先立ちまして報道関係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くださいますようお願い申し上げます。

３．委員会規則及び運営要領（審議事業選定委員の選出）

○司会 それでは、次第の３、委員会規則及び運営要領（審議事業選定委員の選出）につきまし

て、事務局のほうから説明を申し上げます。

○事務局 委員会規則及び運営要領等に基づく審議事業選定委員の選出についてご説明いたしま

す。

資料１の事業評価監視委員会の運営についてをごらんください。

事業評価監視委員会規則、運営要領、事業評価監視委員会公開方法、一般傍聴規程、事業評

価監視委員会の運営について、これらをまとめて綴ってあります。

今回、これら規則等に関しましては変更はございませんので、資料の９ページの参考資料を

ごらんいただきながら審議事業選定委員の選出についてご説明させていただきます。

まず初めに、審議事業選定委員設置の目的です。事業評価監視委員会の重点的かつ効率的な
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会議運営等を行うことを目的に、１回当たりの審議件数の多い事業について、審議事業を「重

点」または「要点」に選別する審議事業選定委員を平成１９年度から選任しております。

次に、審議の進め方ですが、審議事業選定委員には、事業評価監視委員会に先立ち、審議対

象事業を重点審議事業と要点審議事業に選別していただいております。

後に、審議事業選定委員の設置についてです。審議事業選定委員は、委員長の指名により

選任されます事業分野ごとに精通した委員と委員の互選により選任されます分野を問わない

委員で構成されます。なお、事業ごとの選定委員以外の委員の方につきましても、希望によ

り出席可能となっております。

審議事業選定委員は、河川事業、道路事業及び港湾事業の３事業について選任されておりま

す。その中で港湾事業におけます事業分野に精通した委員は宮城元委員にお願いしておりま

したが、本年３月に退任されましたので、今年度は欠員となっております。また、３事業に

おけます分野を問わない委員については、任期が年度ごととなっておりますので、本日の委

員会において委員の選任をいただきますようあわせてお願い申し上げます。

説明は以上でございます。

○司会 それでは、これからの進行につきましては、平山委員長にお願いをいたします。

○平山委員長 それでは、進行をさせていただきたいと思います。

今回は第１回目の委員会でございますので、ただいまこの委員会の進め方についてご説明が

ございました。従来の進め方の説明があったわけですが、今年度も基本的にはこの方向で参

ろうと思いますが、何か皆様のほうからご意見があれば、また検討させていただいて、少し

手直しをしていくということもあり得るかと思います。何かございませんでしょうか。（「な

し」の声あり）

それでは、基本的には従来どおりの進め方で今年度もやらせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

今ご説明ありましたように、港湾事業の審議事業選定委員の選任を行いたいと思います。選

定委員のうち、事業分野に精通した委員の選任につきましては委員長の指名ということにな

っておりますので、私から指名をさせていただきたいと思います。港湾事業の事業分野委員

は、東北大学の奥村委員にお願いをしたいと考えておりますが、先生、よろしいでしょうか。

○奥村委員 はい。

○平山委員長 それでは、奥村委員にお願いをしたいと思います。

次に、分野を問わない委員の選任につきましては委員の互選ということになっておりますが、
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あらかじめ事務局のほうで各委員のご希望を伺っておりますので、なるべくそのご希望に沿

うような形の案がございますので、私のほうから推薦をさせていただきたいと思います。河

川事業でございますが、井上委員にお願いしたいと思います。今日は井上委員は欠席でござ

いますけれども、ご了解を得ております。それから、道路事業につきましては、審議対象件

数が多いこともございまして２名にお願いしたいと思いますが、九戸委員と林山委員にお願

いをしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それから、港湾事業でございま

すが、間庭委員にお願いをしたいと思います。

皆様のご希望でこのように推薦させていただきましたけれども、この委員の皆さんには、ワ

ーキンググループ等に出席をしていただきますが、指定をされていない委員も、どの分野の

ワーキンググループでも出席できることになっておりますので、今回、選定委員にならなか

った委員の方も、都合がつく場合にはぜひご出席を賜りたいということをお願いをしたいと

思います。

もう一度、昨年度からの継続の分も加えて２４年度の事業分野ごとの選定委員をお示しした

いと思います。河川のワーキンググループは大久保委員と井上委員、道路ワーキンググルー

プは堀井委員と九戸委員、林山委員、港湾のワーキンググループは奥村委員、間庭委員とな

りましたので、この１年間よろしくお願いしたいと思います。

４．審 議

○平山委員長 それでは、これから、先ほどご紹介ありましたように再評価２件、事後評価２件、

いずれも道路事業でございますが、この評価事業の審議に入りたいと思います。

今回は委員が決まっておりませんでしたので、事業選定が行われておりません。４件とも重

点審議事業として取り扱うことにいたします。これらにつきましてはご了解をいただきたい

と思います。

〔道路事業 再評価〕

・一般国道４５号 上北天間林道路

・一般国道４５号 三陸沿岸道路（久慈北道路）

○平山委員長 それでは、道路事業の再評価、事後評価について審議を始めたいと思います。

ご説明は１件５分程度、ポイントを押さえて効率的な議事の進行にご協力をお願いしたいと

思います。
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それでは、まず再評価でございますが、２件につきまして一括で説明をしていただきまして、

審議については個別に行ってまいりたいと、例年どおりのやり方でやらせていただきます。

１件目が、一般国道４５号上北天間林道路、２件目が一般国道４５号三陸沿岸道路（久慈北

道路）でございます。それではよろしくお願いします。

○隅藏道路計画第一課長 道路計画第一課長の隅藏でございます。今年度もよろしくお願いいた

します。

私のほうから、まず資料２の審議事業一覧表をごらんいただければと存じます。本日の審議

事業の一覧について、簡単にご説明させていただきたいと思います。

先ほど委員長のほうからも少しご説明いただきましたけれども、今年度の道路事業につきま

しては、再評価１０件、事後評価１１件、計２１件を予定してございます。そのうち今回第

１回におきましては再評価２件、事後評価２件の審議をお願いするところでございます。

おめくりいただきまして、Ａ３の横の表があると思いますけれども、本日ご審議いただきま

す案件として再評価の２件でございますが、１つは、青森八戸間の連携を強化します上北横

断道路の一部を構成しております一般国道４５号の上北天間林道路でございます。こちらは

平成２０年に事業化をされておりまして、今回新規採択後５年継続ということで再評価をお

願いするというものでございます。事業の概要といたしましては、完成２車線でございまし

て、全体延長７．８キロございます。事業の進捗といたしましては、現在約２５％の進捗を

あげております。費用便益比につきましては、後ほどご説明させていただきますが４．１と

いうことで試算をしているところでございます。

またもう１つの案件といたしまして、これは復興のリーディングプロジェクトとして三陸沿

岸道路の一部を構成してございます一般国道４５号久慈北道路でございます。こちらも平成

２０年度に事業化がなされておりまして、着工後５年継続ということで今回の評価をお願い

している案件でございます。こちらにつきましても完成２車線、全体延長７．４キロでござ

いまして、２２％の事業の進捗という状況でございます。

また、事後評価を２件お願いしております。１つは、八戸市内の特に渋滞緩和を目的に実施

しております一般国道４５号の八戸バイパスでございます。こちらは昭和４０年から事業着

手しておりまして、まず暫定２車線での供用を昭和４７年に行ってございます。その後、４

車線化、６車線化の供用がございまして、平成２０年度に供用しておるということでござい

ます。今般は４年経過しているということで、事後評価をご審議お願いしたいと考えている

案件でございます。
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もう１件は、東北縦貫道と接続いたします津軽自動車道の一部を構成する区間でございます

が、一般国道１０１号の浪岡五所川原道路でございます。こちらは平成５年から国の事業と

して着手をいたしておりまして、平成１９年度に暫定２車線で供用しているという事業でご

ざいます。

以上、総括的な説明をさせていただきました。後ほど個別の説明をさせていただきます。

○平山委員長 それでは、 初の案件お願いします。

○盛谷青森河川国道事務所長 青森河川国道事務所長の盛谷と申します。よろしくお願いいたし

ます。

一般国道４５号上北天間林道路につきましてご説明させていただきます。

資料３－１をごらんいただきたいと存じます。

まず、事業の目的と概要でございます。１ページをごらんください。

上北天間林道路は、高速自動車国道に並行する自動車専用道路で、上北道路、天間林道路と

一体となって上北横断道路を形成し、県都青森市と県内第２の都市八戸市の連携強化を目的

としているものでございます。平成２０年度に事業化され、平成２２年度に用地、平成２３

年度より工事にそれぞれ着手しております。全体事業費は２２９億円で、事業の進捗は約２

５％、用地の進捗は約２６％でございます。

２ページをごらんください。

上北天間林道路の八戸側に接続いたします上北道路は、平成２４年度、今年度に供用予定で

ございます。また、青森側の天間林道路は、平成２４年度、同じく今年度に新規事業化され

たところでございます。

３ページをごらんください。

事業の必要性でございますが、青森県が策定した復興ビジョンにおきまして、早期整備が青

森県の 重要課題と位置づけられております。震災後には、被災した八戸港の代替えとして

北海道等からの支援物資等を受け入れた青森港の取扱量が増加し、これらの輸送ルートとな

っておりますが、青森市と八戸市の高速ネットワークが途切れているため、現道の国道４号

と国道４５号を経由して、移動時間が約２時間という状況でございます。上北天間林道路を

含む上北横断道路の整備によりまして、所要時間は１時間３０分へと短縮され、物流拠点間

の連絡強化が図られるとともに、青森県中心３都市の連携強化による経済発展、地域活性化

に大きく寄与することが期待されております。

４ページをごらんください。
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青森市～八戸市間の 短ルートである国道４号、４５号は、冬期間、地吹雪等の交通障害が

危惧され、冬期の信頼性が低い状況にあります。現道が規制された場合には、東北道を経由

する広域的な迂回を強いられることとなりますが、東北道は山間部を通過することもありま

して降雪量が多く、冬期交通障害の発生による通行止めなどの頻度が高く、信頼性の高い高

規格道路の整備が急務となっております。上北横断道路の整備により、青森市～八戸市間が

信頼性の高い高規格ネットワークで接続されることとなります。

５ページをごらんください。

事業の投資効果でございますが、Ｂ／Ｃは４．１、残事業のＢ／Ｃは５．４という算出をし

ているところでございます。

６ページをごらんください。

事業の進捗状況に係る問題はございませんで、平成２４年度は用地買収、改良工事の推進を

図ることとしております。

事業進捗の見込みは、事業着手後概ね１０年程度での供用を目指してまいります。

青森県知事からは事業継続のご意見をいただいております。

対応方針としては事業継続としているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○工藤三陸国道事務所長 三陸国道事務所長の工藤でございます。どうぞよろしくお願いします。

それでは、引き続きまして資料の４－１を用いまして、一般国道４５号三陸沿岸道路（久慈

北道路）について、ご説明させていただきます。

１ページをお開き願います。

事業の目的と概要からご説明いたします。三陸沿岸道路は、仙台から八戸に至る延長３５９

キロメートルの高規格幹線道路でございまして、久慈北道路はその一部を形成しております。

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、早期の整備を図るものでご

ざいます。また、線形の隘路や幅員狭小の現道区間を回避するとともに、三陸沿岸地域の地

域間交流の拡大に寄与することが期待されております。事業化は平成２０年度でございまし

て、平成２２年度に用地、平成２３年度より工事に着手しております。全体事業費は１８２

億円で、事業進捗は約２２％、用地進捗は約２７％となっております。

２ページをお願いします。

事業箇所の位置でございますが、赤文字が久慈北道路でございます。供用中の久慈道路の北
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進部分に位置しております。三陸沿岸道路は、昨年の１１月に全線事業化されております。

青字の部分でございます。

３ページをお開き願います。

東日本大震災の復旧・復興支援に係る当該区間の状況についてご紹介いたします。

日ごろから石油等の重要な輸送ルートとなっている久慈道路などの国道４５号は、大震災直

後は被災地への石油製品等の輸送を行っております。また、被災者の八戸への救急搬送など

にも利用されております。また、所要時間の変化についてでございますが、真ん中に棒グラ

フがございます。久慈北道路などの三陸沿岸道路の整備によりまして、八戸市から久慈市間

では約４０分の短縮が見込まれます。生活や企業の再建等を支援し、復興をさらに推進して

いくことが期待されます。

次、４ページお願いします。

事業の必要性に関する視点としまして、ネットワークの信頼性向上についてご説明いたしま

す。

現道区間は、数多くの線形不良、縦断線形不良箇所が存在しておりまして、事故が多発して

おります。県平均を大きく上回る事故が発生しておりまして、特に右下の円グラフでござい

ますが、正面衝突の割合が多くなっております。

それから、現道規制時の迂回路についてでございますが、左のほうに図がございます。現道

に比べて約２倍の所要時間を要するとともに、防災点検要対策箇所も存在するなど信頼性が

低い状況でございます。

久慈北道路の整備によりまして、道路ネットワークの信頼性向上及び安全性の向上が期待さ

れます。

続きまして５ページをお願いします。

事業の投資効果でございます。Ｂ／Ｃは１．７となっておりまして、残事業では２．２とな

っております。

続きまして６ページをお願いします。

事業の進捗状況でございますが、事業進捗に係る問題はございません。平成２４年度は用地

買収、改良工事、橋梁工事の推進を図っていきます。

事業進捗の見込みでございますが、事業着手後概ね１０年程度での供用を目指してまいりま

す。

岩手県知事からは事業継続のご意見をいただいております。
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対応方針は事業継続でございます。

以上、簡単ではございますが、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。

それでは、審議に入りたいと思います。

１件目が、一般国道４５号上北天間林道路でございます。

先ほどご説明いただきましたように、青森市と八戸市の連携の強化につながる道路でござい

ます。皆さんのほうから何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

○堀井委員 ４ページの、信頼性の高い路線の整備が急務だというところで、現道の４号、４５

号は地吹雪等による交通障害が危惧され、冬期の信頼性が低いと書いてありますが、この新

しい道路は、これについては問題がないんですか。

○盛谷青森河川国道事務所長 お答えをいたします。

新しい道路の上北天間林道路につきましては、防雪柵の設置をまず考えております。それか

ら、冬期の雪に対応する管理上の対策といたしまして、４ページの右上に現道と上北天間林

道路の標準断面部をお示ししておりますが、車道部から排雪をいたしました雪を置きます堆

雪帯を確保することによりまして、除雪の作業の円滑化、そして交通の確保を図ってまいり

たいと考えております。

○堀井委員 その防雪柵で地吹雪を防いで、なおかつ除雪の雪の堆雪幅を確保して雪をそこに置

けるようにしたということなんですね。

○盛谷青森河川国道事務所長 あらかじめ構造上そのような対応を図ることとしております。

○堀井委員 現道にその防雪柵というのはないんですか。

○盛谷青森河川国道事務所長 設置されている区間もございますが、現道は道路に面したお住ま

いや店舗等がありまして、そういうところには防雪柵を設置することはできませんので、必

ずしも連続して防雪柵を設置できている状況にはございません。

○堀井委員 わかりました。

○平山委員長 よろしいですか。はい、九戸委員。

○九戸委員 青森県に住んでいる者から一言。高規格道路がないために青森と八戸間は非常に時

間がかかっています。事業評価監視委員会で前に視察をいただいたときも、前の委員長が大

変びっくりし、こういう道路があるのかと感想を漏らされたぐらいに狭い道路がございます。

先日、私も現在工事中のところを見せていただきまして、昔と道路のつくり方が違っている

と感じました。地形に沿って道路をつくれば、当然カーブも多くなりますし、もともとある
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家のそばを通ることになるのですが、今のつくり方はまさに山を切り開くというか、地形を

切り開いて道路の幅も確保いたしますし、その脇に防雪柵もつくれるわけで、昔と道路のつ

くり方との違いを、現場に立って初めて感慨を覚えました。

高規格道路で各都市が結ばれて初めて、救急車等も有効に活用できると思いますので、ぜひ

早期の実現をお願いしたいと思います。

○平山委員長 はい、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。いかがです

か。

これは本当に八戸、青森、弘前と３つの大きな都市を結ぶ非常に重要なネットワークを形成

する道路だと思います。このネットワークを形成するという点で便益にどんな影響が出てき

ているのでしょうか。通常は事業ごとに区間を切って便益を計算するわけですが、ネットワ

ーク化ということでさらに便益というのはどういうふうに変化するものなんでしょうか。教

えていただければと思います。

○盛谷青森河川国道事務所長 交通需要の推計に当たりましては、県内全域で、完成前と完成後

でどのような交通需要が発生するかということを考えておりますので、そういう意味で広域

的な範囲での交通需要の発生を見込んでいる。そういう意味で平山委員長から今ご指摘がご

ざいましたネットワークの効果というものも、その算定の中に十分組み込まれているものと

考えております。

○平山委員長 結局、域内の交通が増えるというような結果になるのでしょうか。便益が多くな

るというような効果なのでしょうか。

○隅藏道路計画第一課長 交通もそうですし、今現道を走っている交通が高規格のネットワーク

に転換しますので、そこの交通量は含めます。その結果、非常に走りやすい道路を走ること

になりますので、例えば３０分かかっていたところが１５分で行けるとか、大きな時間短縮

も見込まれますので、ネットワークとして整備することによって、今後は大きな便益として

発生してくるだろうと思います。

○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すか。林山先生、ございます

か。

○林山委員 ２つを比較して話をしてもよろしいのでしょうか。

○平山委員長 はい。

○林山委員 今２つの案件をご紹介いただいて、交通量とかＢ／Ｃを見させていただきました。

現地はよく知りませんので、スライドの絵を見ていると、三陸沿岸道路というのは７７分が
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４１分ということでほぼ半分になるわけですよね。５０％。ところが、 初にご説明いただ

いた上北天間林道路のほうは２５％ぐらいの時間短縮だと。距離によって、率で議論してい

いか、本当の時間差で議論していいかという話があるのですが、そういうことを踏まえ、そ

れで現況道路は線形がよくない云々ということを見ると、直観的に何か２番目に説明された

やつのほうがすごく効果が出そうかなと思って見ると、Ｂ／Ｃの結果はまた逆なんですね。

これは本当にネットワークみたいなことが入っているのかなと思います。

私が言いたいのは、もっと具体的に言うと、国交省で決めているマニュアルは確かに時間短

縮便益等を積み上げろというのが新しいと思うんですけど、ネットワーク、１番目がだめだ

ったら２番目の経路がある、３番目の経路があるというリダンダンシーというのが具体的に

入っていないので、このＢ／Ｃにうまく反映されていないのではないかなという気がするん

ですね。ですから、これはこれで僕は両方とも継続というご判断で全然問題ないと思うので

すけれども、プラスアルファでこういうことはこの数字には含まれていないけれども、そう

いうのが地域には効果としてあるということをご説明されないと、今後どんどん端っこと端

っこというか、内陸というのか、そうなってくるときに、今でも結構これは効果ありそうだ

なと思ってみたら全線１．６だったら、そろそろイエローゾーンに入ってくるのではないか

なという気がするので、そこら辺の書きっぷりはちょっと注意されたほうがよろしいかなと

思います。以上です。

○平山委員長 ありがとうございます。はい、どうぞ。

○川端道路部長 一つ、この交通量なんですけれども、交通量を見ていただきますと、 初のほ

うが１万５，４００台、２つ目のほうが、これは三陸の北のほうで交通量がちょっと少なく

て６，４００台ということで、３分の１ぐらい少ないんですね。ここも先ほどの時間短縮効

果を相殺すると言ったらあれかもしれませんけど、そんな形で効いてきているのではないか

と思います。

それから、今ご指摘のあったネットワーク効果という話が、もう前々からいただいている意

見ですよね。ぶつ切りに評価するのではなくて全体ではないかと、特に高速道路系はという

ご指摘もありましたので、ちょっとどのくらい大変なのかよくわかりませんけれども、１回

ちょっとここを勉強させていただきたいというように思います。

○平山委員長 まだございますか。よろしいですか。

今の点は、いわゆる復興道路にも関わることだと思います。復興道路ではネットワークとい

う視点で事業選定されたわけで、それをぶつ切りで評価していったら、多分どこかはＢ／Ｃ
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が１．０を切るところが出てくるはずなので、やはり評価の方式がネットワークみたいなこ

とをうまく取り込んでいるかどうか、復興道路のところをやるときには非常に問題になって

くるのではないかと思いますので、ぜひちょっと調べてご検討をお願いしたいと思います。

ほかに。小山委員、どうぞ。

○小山委員 ２つのこちらの事業を見て、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点ということ

で、両方とも６ページのことだったのですが、こちらの工法がコスト削減につながるという

のがよくわからないので、例えば長尺プレキャスト製品等の採用、三陸道路につきましては

スライド版式伸縮継手、あと遠心モルタル吹付工法、こちらがコスト削減につながっている

というのを簡単に説明していただけないでしょうか。

○平山委員長 よろしくお願いします。

○盛谷青森河川国道事務所長 それでは、上北天間林道路のほうの長尺プレキャスト製品等の採

用ということでございますが、プレキャスト製品と申しますのは、工場であらかじめコンク

リートの部材といいますか、形をつくってきて、それを現場に運搬してまいりまして、それ

を現場で組み立てるという工法、大ざっぱにいうとそういう工法だとご理解いただきたいと

思います。現場で施工することになりますと、現場で鉄筋を組んで、型枠といってベニヤ板

で形をつくって生コンを打設してということとなりますと、時間がかかりますことと、その

一つ一つの作業に作業員が携わることとなります。そうした労務費、工期もそれも全部コス

トにはね返ってくる部分がございますので、そうした労務費と工期の短縮、そういうことで

コストの縮減を図ろうとしているものでございます。

○平山委員長 よろしいでしょうか。

○小山委員 はい。

○工藤三陸国道事務所長 それでは、久慈北道路のほうは２点ございます。１点目のスライド版

式伸縮継手についてご説明いたします。

これは橋の構造をうまく私が説明できないとご理解難しいかと思うのですけれども、できる

だけわかりやすくご説明したいと思います。

橋は両サイドに橋台がございまして、橋台の上に橋げたが乗っております。その橋げたは地

震が来ると横に動きます。橋軸方向に動きます。そうしたときに、今回のようなものすごい

地震ですと、ここが橋の橋台だとすると、橋が動くと今の構造はドスンと橋の橋台の壁、胸

壁と言うのですけど、専門用語ではパラペットと呼んでおりますが、それにぶつかります。

そうすると、橋台の本体自体が壊れてしまいます。今回壊れました。そして、橋台の背面、
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土の部分ですけれども、そちらが盛り上がって通行できなくなりました。通行止めになりま

した。橋の橋台の本体が傷んでしまうと、もとへ戻すのにものすごい時間がかかります。そ

れで、新技術を使いまして、 近の技術でございますが、この橋台にぶつからせないで橋台

の上にスライド、縦方向に、道路方向にスライドするコンクリート版を置きます。橋げたが

そこにぶつかるようにします。そこである程度止まるように、版もある程度固定しておくの

ですけれども、その上の版を動かします。そういうことによって多少壊れても緩衝の幅が出

てくる。それで本体にかかわらないということで壊れてもすぐ直せる。新技術を活用するこ

とによって、壊れた部分を直すお金よりもスライド版をつけたほうが安いということで、こ

れがコスト縮減の１つの施策だということです。

それから、遠心モルタル吹付工法というのは、今橋台と言いましたが、今度は下のほうです。

コンクリートを打っているさらに下には基礎がございまして、大きな口径で、例えば８メー

トル、１０メートルという大きな円筒形の穴を掘っていきます。その上に橋台をつくるわけ

でございますが、その穴を掘っていくときに、石ころとか玉石がいっぱいある中を掘ってい

くときに、例えば１０メートルとか掘っていくときに、従来では掘りながら人手で円形の弦

になったものを組み合わせて、 終的には周りの土がこぼれてこないような円形の輪をつく

っていきます。ちょっと掘り下げたらまたというふうにいきます。それを人力でやっていっ

て、人も下に入るので危ないと。それを今度は機械で上から吊ってモルタルを遠心力で周り

に吹き付けて、それで周りが崩れてこないように固めると。これは特許を取られているんで

すけれども、それでもこれをやることによってスピーディに早く安全にできるということで、

コスト縮減にもつながるということで、そういうことを今やろうとしています。以上です。

ちょっと技術的な話なので、わかっていただけたかどうか。

○平山委員長 よろしいですか。

○小山委員 はい。

○平山委員長

本当はこの近辺でそういう工事をやっているところを見せていただくのが一番いいんだと思

いますけれども。

○工藤三陸国道事務所長 ぜひおいでいただきたいと思います。

○平山委員長 もし、時間がございましたら、仙台の近辺でやっているところはないでしょうか

ね。
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○工藤三陸国道事務所長 お時間とっていただいて、三陸のほうに。

○平山委員長 それでは、奥村先生。

○奥村委員 先ほどの評価の点にかかわるのですけれども、さっきの４ページのところに冬期の

交通障害の話があります。そうすると、基本的には弘前線で青森あるいは北海道に向けて行

こうというような交通があったときに、こちらも止まる可能性があるわけですよね。それら

がここで２方向へつながるということ自体の効果というのがあるような気がするんです。今

のＢ／Ｃの計算の仕方は、平常期の道路のサービスレベルのもとで平常期に動く交通量だけ

を考えて、それに基づいて計算をしていますから、例えばこういうときに片一方が止まった

ときに反対側が使えるということは計算に入っていないですよね。だから、そういうような

意味でネットワーク上もダブルになるところの効果があるんだ、ということを示していただ

けるほうがいいのかなというふうに思います。

○盛谷青森河川国道事務所長 ご意見ありがとうございました。またいろいろ、本局とも相談し

ながら勉強したいと思います。

○平山委員長 今のご意見ですが、この資料のつくり方を少し直したほうがいいということでし

ょうか。

○奥村委員 先ほどのより広域で考えるというときも、広域で平常期を考えると、そもそもトー

タルの交通量が増えないと意味ないのかということになってしまうんだけれども、実はそう

ではなくて、こういうところみたいに気候の苦しいところは、危ないところは、場合によっ

て片一方が止まってしまって途絶に近い状況になるところを防げるということがあるので、

平常期ではないところでネットワークの効果というのもあるはずなので、そういうことがわ

かるように少しアピールしていただくといいのかなというふうに思います。

○平山委員長 そのあたりをご配慮いただきたいと思います。ありがとうございます。

○堀井委員 今冬期の話が出ているのですが、前に冬期の速度低下を考慮して云々というような

評価資料ありましたよね。これはそういうふうな計算をしているわけではないのですか。

○盛谷青森河川国道事務所長 交通速度への影響は、計算に反映させております。あと、上北天

間林道路のほうが速く走れるという形での計算はしております。

○堀井委員 では、例えば路面状態か気象条件かわかりませんけど、年間のうち何日間はそうい

う速度低下があるというふうに仮定して、この道路によってその走行時間短縮便益みたいな

ものを出しているということですね。

○盛谷青森河川国道事務所長 期別に平均の速度を変えて計算をしておりますので、冬期の速度
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低下の影響はそういう形で反映させてあります。

○平山委員長 時間の短縮のところは既に少しは入っていると。先生がおっしゃるのは、こっち

のほうに道路の選択みたいなところまで、冬期にこっちの道路を選ぶとか、そういうところ

はまだ入っていないんだとは思いますけれども。

ほかに何かございませんでしょうか。

それでは、ないようでございますので、一般国道４５号上北天間林道路につきましてお諮り

をしたいと思いますが、 後に６ページに対応方針原案がございます。事業の継続というこ

とで、青森市と八戸市の連携強化を図るため、早期整備の必要性が高いと。ここまで言うと

きは余りなかったような気もしますけど、きょうは九戸委員からそういう発言がございまし

たので、この文書をつけ加えて、このままにしてお諮りをしたいと思いますが、この原案の

とおりでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）

ありがとうございました。それでは原案のとおり事業継続ということにさせていただきます。

次が、一般国道４５号三陸沿岸道路（久慈北道路）でございます。ご質問等いただきたいと

思います。どうぞ。

○木村委員 資料の４ページのところに相当事故が多いということがありまして、これを見ると

岩手県平均の件数で１０倍、正面衝突で５倍というようなことなのかなと思って見ていまし

た。

それで、これは大変大きなこと、Ｂ／Ｃでどれだけ出てくるのかわかりませんけれども非常

に大きなことで、資料を見ていましたら、事故減少に関しては中央分離の効果というのを見

ておられるようなんですが、ここの地区の事故対策として、その効果として実際にはどうな

んでしょう。この道路が完成した暁にはどれくらいの事故が減るという見込みなのか。事故

はどれくらい減るんだろうかということの見通しというか、大体どんな状況を設定してその

効果を出したおられるのかということを知りたいということと、それ以外、中央分離以外に

ほかに何か対策とかというものはあるのかどうか、その２つをお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

○工藤三陸国道事務所長 将来、完成した場合に、交通量は今の４５号の現道が減ってきます。

そして、それに伴って事故も逓減してくるというふうには、通常我々がいろいろな道路をつ

くっていて、それは間違いなくそうなるんだろうと思いますが、ちょっと今数字がすぐ出て

こない状況にございます。すみません。後で別途ご説明したいと思います。

○平山委員長 それでよろしいですか。
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○木村委員 旧道の交通事故ではなくて、新しく供用されたところでどれくらいの事故率になる

かという趣旨でして、そういう意味でいうと今供用中の久慈道路ですか。こちらだとどれく

らい事故率が下がっているのかとか、感覚でも結構です。大体でも結構なんですけど、その

辺の交通事故削減効果としてどういうことになるかということをちょっと教えていただきた

いと思います。

○工藤三陸国道事務所長 それについても申しわけございません。この委員会の中で、この委員

会の間に資料を紹介できるようにしたいと思います。申しわけございません。

○平山委員長 ちょっとお時間いただいて、今準備するようでございますのでお待ちいただきた

いと思います。はい、金沢委員。

○金沢委員 岩手県におりますので、現場のほうの雰囲気というか、それも含めてちょっとお伺

いしたいことがございます。

久慈北につきましても、三陸沿岸道路の復興道路として全線一括、一斉にもう事業化したと

いうことでございますよね。そういう中で特に久慈北に関しては、２０年度に事業化されて、

それで現在に至る間に大震災が起きたという、そういう展開なので、これまでの進め方とは

また違ったリード感が要求されているかに思います。いろいろな工夫をされていると思いま

すけれども、三陸沿岸道路全体が、全部整備が終わってこそ本当の評価というか、Ｂ／Ｃと

いうのはできるんだと思います。事業化してから現在に至るまで、かなりスピード感を出し

ているかに思いますが、三陸事務所のほうでの工夫とか、そういったものをお聞かせいただ

きたいと思います。

それからおしなべて三陸沿岸道全体に関しましても、国交省の大臣が１０年以内に完成しま

すと国民にお約束をなさったわけです。ですけれども、本当に単純な疑問なんですけれど、

限られた人数とかそういった中で、国交省の中の東北地方整備局のパワーが、どれぐらい頑

張っていけるのか、それからそういった意味での工夫とか手法とかというのをやはり聞かせ

ていただきたいし、また国民にもこういったことはＰＲを、広めていくというか、知らせて

いく義務もあるのではないかなと。

以上２点でございます。

○平山委員長 はい。

○川瀧道路部長 初に私からお話しします。

今のパワーの問題というのは、本当に予算がこれだけ別枠的に続くということになると大変

なことになりまして、そのパワー不足は人が増える、職員が増えれば一番いいということに
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なりますけれども、なかなか今そういう状況ではございませんので、整備局の中で三陸地区

に人員を配置する。それでも足りない場合には、我々国の組織なものですから、ほかの地方

整備局から今職員を全部で１００人ぐらいでしょうか、応援に来ていただいて部隊をつくっ

ております。

それから、組織としても、きょうは三陸の事務所ですけれども、新しく岩手県の釜石に事務

所を１つつくりました。それでもまだまだ不十分なところはございまして、我々役所間だけ

ではなくて民間の力もいろいろとお借りしようということで、事業促進ＰＰＰと呼んでおり

ますけれども、要するに民間の皆様に我々の仕事を一部代替えしていただくような、今まで

にない形、全国で初めての試みなんですけれどもそういう形で、新規箇所について民間の方

々のチームをつくって配属をしてもらって先月から動き出しているというような体制づくり

をしておるというところでございます。

その他、補足してください。

○工藤三陸国道事務所長 今、三陸沿岸道路等の新規事業化の部分でのお話を道路部長がいたし

ましたけれども、私のほうからは 初の１点目の久慈北道路、今事業をしていて、どうして

こんなにこのぐらいの期間で、何か工夫していますかという問いにお答えさせていただきた

いと思います。

設計段階も一生懸命やったわけでございますけれども、特に２点挙げるとすると、１つは用

地の全体説明会をした後、今後用地交渉はこうやっていきますと全体を説明した後に、２回

目は用地契約の調印をする、契約をすると。その契約のときに、この７．４キロを２工区に

分けて、広いところで契約会というのを開きました。丸２日間、職員がそこにいて、地域の

方が都合のいいときに契約に来るのを待っているわけです。そういうやり方で契約をされた

方、されていない方もいろいろな都合や課題を言っていっていただくと。そういうことで一

括して契約、それから課題を聞くことができたということで、何回も個人宅に行かなくても

よかったということで期間が短縮しておりますし、また、用地も進捗したということでござ

います。これはどこの地域でもこういうことができるかというとそうではなくて、山林がほ

とんどで、ほとんど同様な方々が多数おられたということで、こういう手法を採用いたしま

した。

２つ目は、通常であれば事務所の職員が地権者の方に用地交渉に当たります。それを久慈市

役所に用地事務の委託をしております。市の職員が事務所の職員になりかわって行きます。

ですから、顔も気心も知れている場合もございますので、用地交渉がスムーズにいったと。
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そういうことが挙げられます。

以上２点です。

○平山委員長 いろいろ工夫されて、スピードアップを図られているというお話を伺いましたけ

れども、地元の要望がそれだけ強いわけでございますので、ぜひとも努力を重ねていただき

たいと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。林山委員。

○林山委員 揚げ足を取るようなことを申し上げますけれども質問です。

先ほど、小山委員からコスト縮減や代替案立案等の可能性の視点ということがあって説明し

ていただきましたが、要するにスライド式のものとモルタルの吹付工法について。２つ目の

モルタル工法をやれば、何か安く短期でできるなと、これは費用便益分析をやるところの分

母に当たるところは確かにそうだなとわかるのですが、スライド式のものというのは、どう

してこれがコスト縮減になるのですか。事業として見たときに、それが理解できないんです

けれど。

○工藤三陸国道事務所長 それは、壊れたものを、先ほど橋台本体が壊れてしまったものを直す

お金よりも、新たに伸縮継手という装置が……

○林山委員 ということは、今これをつくっているんですよね。壊れることを前提に考えている

のですか。途中で地震がまた起き得るという。通常、供用年数までできていて、リスクはあ

りますけれども、それを安い工法でできるというならコスト縮減ですけれども、これからま

たぶっ潰して新しくするときに安くなるための工法であるならば、また次の新規事業のコス

ト縮減には役に立ちますけれども、この事業のコスト縮減には何の関係もない話ですよね。

○工藤三陸国道事務所長 ちょっと私説明を一部抜かしている部分がありました。伸縮継手とい

うのを橋台のほうと橋のほうに伸縮する装置をつけているわけですけれども、その伸縮装置

がスライド版を使うことによって軽微な小型の伸縮装置になって、それが安いということで

イニシアルコストの段階で安いということです。ちょっと言葉が足りませんでした。

○林山委員 そういう意味ですか。そこだったらわかります。

○平山委員長 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。奥村委員。

○奥村委員 今、復興道路全体のこれからの進捗を考えると、ここの話ではないのですけれども、

例えば津波で出ている土砂を含んでいるような瓦れきというものをうまく使うことで、その

地域の中で必要な土砂というか、建設材料を使うようなことが結構求められていると思うん

です。例えば、ここの現場で盛土の部分がどのくらいあるかわかりませんが、例えばそうい
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うような可能性というのは検討されているのか、あるいはやっぱり今の技術では、残念なが

ら材料としてはすぐに使えないので難しいという話なのか、そのあたりをお聞かせいただき

たいのですが。

○平山委員長 いかがでしょうか。

○工藤三陸国道事務所長 そういうことについても、事務所として活用できるものは活用したい

ということで考えております。特にコンクリート殻については、路体として活用することも

十分可能でして、これまでもそういったことはやっております。今は、実際コンクリート殻

が現地のほうにどのくらいあるのかと見てみると極めて少なくて、もう木材とそれこそいろ

いろなものを含んだ瓦れきを中心に堆積している状態です。したがいまして、それそのもの

は路体としての活用はなかなか難しいところがございますので、自治体さんの状況も伺いな

がら、路体に活用できるものはしていきたいということで今状況を見ているところでござい

ます。

○平山委員長 ありがとうございました。

今もそういう不要のコンクリート殻みたいなものを使うことに努めておられると。そういう

ものが実際数値化できるようなレベルになりましたら、またご報告をお願いしたいと思いま

す。瓦れきの処理はいろいろな方法を考えて、なるべく全体を早く処理していただきたいと

いうのが我々の希望でございますので、できるだけ有効に、しかも経済的になればもっとい

いということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

堀井委員。

○堀井委員 これが復興道路の一番 初のプロジェクトなんですね。今後、先ほど委員長から話

がありましたけれど、もしこれからＢ／Ｃが１を切ったらやめるのかというのはどうなんで

しょう。というのは、要するに復興道路を今までと同じこういう会議で議論していいかどう

かということなんですよね。ですから、前にもＢ／Ｃが１を切って、この道路は必要かどう

かという議論がありました。それと同じように、この復興道路というのは何かもっと別で、

別でというか、さっき言われた新しい仕様を検討していただいて、それが加わればそれは問

題ないのですけれども、もしできなくても、何かその必要性みたいなものは当然あるわけだ

から、同じルールで決めるのはどうですかという私の意見なんですけど。

○平山委員長 そうですね。何かお考えがあればお話ししていただきますけれども、局長。

○徳山局長 その件については、この委員会でも何度かご議論いただいたと思います。大きく２

つ論点があって、１つは、一部の直接便益だけしか評価していないじゃないかと、もう少し
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ネットワークの効果とか経済波及効果みたいなもの、あるいはリダンダンシーというような

効果があるのではないかという点が１つ。それから、こういうぶつ切りでなくて、一定のネ

ットワークのリンクで評価をしないと意味がないのではないかという２点でございました。

どちらも非常にもっともなことだと思っておりますが、今までのやり方は、どんどん手法的

には曖昧なといいますか、きっちり計算しにくいというのが今までの手法の委員会等でも言

われておりましたし、間接効果を出し始めますと重複してくると。時間短縮の効果とそれに

よる波及効果とか、重複の問題も出てくるというようなご指摘があったわけです。結局、こ

の委員会からも意見書を東京にも出していただきまして、そういうお力添えもいただいて、

今回は、この３便益について完全に貨幣換算するけれども、それ以外の効果、防災効果等に

ついて、これはできる限り定量的に、貨幣換算はしないまでもどのくらいの、例えばネット

ワークの遮断、冬期の遮断があってとか、そういうようなことを申し上げて、総合的に評価

するというやり方に切りかえたのが前回だったと思います。

それから、ぶつ切りかどうかという問題については、今まであらゆる事業が事業化する段階

で是か非かを問うという形でございましたものですから、いつも事業化する区間でやるのが

習慣になっておったという構造でございました。ただ、今回特に三陸沿岸道については全線

をどう供用するかという議論になり、事業化もしたことでございますので、実は今日委員会

にお諮りするこの資料を内部で検討したときにも、前回よりもこれではむしろ前に戻ってい

るという議論はございました。今後、本省にも働きかけまして、ネットワークのリンクで再

評価等をやる手法について具申していきたいと思いますし、もう一つの事業の波及効果等に

ついても、完全に貨幣換算ではないにしても、前回の三陸沿岸道でやらせていただいたよう

な多面的な総合評価をできるようにしてまいりたいと思います。

きょうは確かにＢ／Ｃが４とか１．７とかで、ちょっと事務局のほうが安心してしまったの

かもしれません。若干、旧来型の３便益中心のご説明になっておったと思いますけど、防災

効果等も常に入れながら、これからも考えさせていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○平山委員長 そのあたりはぜひよろしくご検討を進めていただきたいと思います。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。

大体ご意見も出尽くしたようでございますが、前向きなご意見が多かったと思いますので、

対応方針につきましてお諮りをしたいと思います。原案では事業を継続するということで、
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理由としては、久慈北道路は、緊急輸送道路の確保、救援・復興支援活動の速達性・安全性

の向上等、三陸沿岸地域の交流・連携を図る高規格道路ネットワークの確保のため、早期整

備の必要性が高いと。金沢委員からもいただきましたので、 後の言葉もつけ加えさせてい

ただきまして原案のとおりご提案をしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございました。

それでは原案のとおりお認めいただいたということにさせていただきます。

〔道路事業 事後評価〕

・一般国道４５号 八戸バイパス

・一般国道１０１号 浪岡五所川原道路

○平山委員長 それでは、次に事後評価の案件に入りたいと思います。

２件ございまして、一般国道４５号八戸バイパスと一般国道１０１号浪岡五所川原道路でご

ざいます。説明をお願いしたいと思います。

○工藤三陸国道事務所長 委員長、すみません。三陸国道の工藤ですが、久慈北道路の関係で、

ちょっと今資料を、先ほどのご質問にお答えしたいと思います。

現在の久慈道路の事故でございますけれども、５年間で１７件ということで、現在よりはか

なり少なくなっております。それで、ちょっと現在の久慈道路について比較は、データも古

いものですから。それで、 近供用している仙人峠道路について、どのくらい違っているか

というのをちょっとご紹介させていただきます。

開通前は、年１９件事故が起きていたものが、開通後は１１件ということで、６割ぐらいに

減少しているという１つの事例でございますけれども、そのようになっております。

○平山委員長 木村委員、いかがですか、よろしいですか。ありがとうございました。

それでは、お答えをいただいたということにさせていただきます。

それでは事後評価の案件説明をお願いします。

○盛谷青森河川国道事務所長 それでは、改めまして事後評価の案件２件についてご説明を申し

上げます。

まず資料５－１をごらんください。一般国道４５号八戸バイパスでございます。

１ページをごらんください。

八戸バイパスは、八戸市内の交通混雑の解消、沿道環境の改善などを目的に昭和４０年度に

事業化されました。昭和４７年度には２車線で暫定供用、平成２０年度に４車線化の各事業
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が完了いたしました。

Ｂ／Ｃでございますが、前回の再評価時４．４に対しまして、今回の算定値では３．２、事

業費につきましては実績で２９０億円が２９７億円と７億増加しております。また、交通量

でございますが、計画交通量２万６，５００台に対して、平成２２年センサスでは２万６，

９００台となっております。

２ページをごらんください。

八戸バイパス周辺の状況でございます。平成２４年度供用予定の八戸南道路、平成２５年度

供用予定の八戸南環状道路、さらに三陸沿岸道路の侍浜～階上間等が周辺で事業化されてい

るところでございます。

３ページをごらんください。整備状況でございます。

供用前後の状況でございますが、上段が旭ヶ丘交差点、下段が新井田地区の状況でございま

すが、混雑が緩和されている写真をお示ししております。

４ページをごらんください。

事業効果につきましては、主要渋滞ポイントであります大開交差点、旭ヶ丘交差点などの主

要渋滞ポイント３カ所の渋滞があって、そこの地図上にお示ししてありますとおり解消して

いるところでございます。また、八戸バイパスの拡幅完成に伴いまして、完成後は右側の棒

グラフにお示ししておりますとおり１．０以下となっております。

５ページをごらんください。

八戸バイパスと並行いたしております旧道の県道妙売市線でございます。沿道に住宅や小学

校が多く立地している道路でございます。八戸バイパスの４車線化に伴いまして、大型車交

通量の減少が見られるとともに、主要事故件数も減少しております。右側のグラフにお示し

しているとおりでございます。歩行者、自転車の安全性の向上が図られ、沿線住民の安全で

良好な生活環境の確保に寄与していると考えております。

６ページをごらんください。

事業費が７億円増えたわけでございますが、その要因としては、一番上の図にございますと

おり、拡幅部の軟弱地盤対策に４億円、また既に供用していた現道部分の舗装の損傷が激し

かったため舗装の打ちかえなどに３億円を要したものでございます。

対応方針につきましては、事業当初の目的に対しまして効果を発現していること、また費用

対効果が３．２であることから、改善措置及び今後の事業評価の必要性はないと考えており

ます。
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以上が八戸バイパスでございまして、引き続きまして一般国道１０１号浪岡五所川原道路に

ついて、資料６－１を用いてご説明申し上げます。

１ページをごらんください。

浪岡五所川原道路は、津軽自動車道の一部を形成しております。津軽地方の交流促進、五所

川原市内の交通混雑の緩和を目的に、平成５年度より直轄権限代行として国土交通省が事業

着手し、平成１９年度に暫定２車線で全線供用をいたしました。

Ｂ／Ｃはそこに表でお示ししておりますとおり、前回再評価時２．３に対して今回は２．２

でございます。

全体事業費は６１０億円で変更ございませんが、暫定事業費は４８０億円から４４９億円と

３１億円安くなっております。

また、計画交通量８，２００台に対しまして、平成２２年のセンサスでは８，８００台とな

っております。

２ページをごらんください。位置図でございます。

津軽自動車道は一部未事業化区間がございますが、浪岡五所川原道路と連続する五所川原西

バイパスが平成２６年度の完成を目指し事業中であり、鰺ヶ沢道路も平成２７年度の供用を

目指して事業中でございます。

３ページをごらんください。

供用前後の状況でございます。現道の姥萢交差点の混雑が緩和されている状況を上段にお示

ししているところでございます。

４ページをごらんください。

事業効果の発現につきましては、全線の供用によりまして並行する現道の交通量が大幅に減

少しております。その様子は右側の棒グラフをごらんいただければと思います。また、先ほ

ど写真でご説明いたしました姥萢交差点の交通渋滞の緩和がなされていることも、あわせて

左側のグラフでお示ししているところでございます。

さらに一番下の真ん中あたりの棒グラフにお示ししておりますとおり、浪岡五所川原道路は

冬期間におきましても走行性の確保が図られているものと考えております。

５ページをごらんください。

浪岡五所川原道路は、青森県の復興ビジョンにおきまして、日本海側と太平洋側を連結し、

陸路物流機能の確保を目的とする早期整備すべき路線として位置づけられております。

また、西北五地域は県内有数のメロンの産地であります。青森県産メロンは、下にグラフで
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お示ししておりますとおり東京市場でも取扱量が増加しておりますが、その産地でございま

すつがる市から東京まで高規格道路で接続されたことによりまして、輸送時間短縮による鮮

度の向上また安定走行による荷傷みの減少に寄与しているものと考えております。

また、五所川原市の立佞武多でございますが、浪岡五所川原道路供用を境に観光入込客数が

増加に転じており、観光地の活性化にも寄与しているものと考えております。

６ページをごらんください。

先ほど当初暫定事業費４８０億に対して３１億円減額になったとご説明を申し上げました。

この要因でございますが、起点部の国道７号との立体交差構造を、暫定供用時には平面交差

として供用したためでございます。

対応方針ですが、事業目的に対し効果を発現していること、また、費用対効果が２．２であ

ることから、さらなる事業評価及び改善措置の必要性はないものと考えております。また、

事業中の五所川原西バイパス、鰺ヶ沢道路の事業進捗を図るとともに、２事業区間も含めて

津軽自動車道全線の早期開通を図ってまいりたいと考えております。

以上２件、まとめて説明させていただきました。

○平山委員長 ありがとうございました。

それでは１件ずつ審議をさせていただきます。

まず１件目が、一般国道４５号八戸バイパスでございます。これにつきまして何かございま

せんでしょうか。林山委員。

○林山委員 ちょっと教えていただきたいのですが、１ページ目の先ほどご説明いただいたもの

で、事業費が２９０億から２９７億で７億変わったというご説明があったと思うんですけれ

ども、これとこの表の中の上から２行目の総費用の中の事業費、平成１５年度が５７４、平

成２４年度の事業費が１，０４８という数字があります。これはどういう関係にあるかとい

うのが１点目です。

２点目は便益のほうなのですが、これは下を見ると交通量が増えているので、時間短縮の便

益を享受する車が増えるという意味で増えているのはよくわかるのですけれど、交通事故減

少便益が小さくなっているということは、道路が供用されて事故が増えたということですか。

思ったほど減らなかったということですか。

以上２点お願いします。

○盛谷青森河川国道事務所長 まず１点目のうち１ページの表にございます事業費が２９０億円

と２９７億円となっているということでございます。こちらにつきましては７億円ふえた理
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由につきましても、先ほど６ページでご説明したところでございます。これは実際に事業と

して費やしたお金と申しますか、支払ったお金、平たく申しますとそれを積み上げた費用だ

と思っていただければと思います。

その２段上の総費用につきましては、この事業期間中にそれぞれ事業として執行した年度が

ございます。それを利子率等を用いまして現在価値化をしたものでございまして、６４５億

円と１，１５４億円ということで大分オーダーも違うのでございますが、これが評価を行い

ました基準年をどこに置くかによりましてこの額が算定のルール上大きく変わってきてしま

うということでございます。ちなみに再評価の基準年が平成１５年でございまして、今回の

事後評価の基準年が平成２４年でございまして、この差によりまして現在価値化をした、利

率が掛かってくるわけでございますが、その年数が変わってきているということで再評価時

と事後評価時でそれぞれ総費用、総便益などの額が変わってきてしまった、見た目変わって

きているということになっております。

それから、交通事故減少便益につきましては、交通事故減少便益の算定の手法といたしまし

て、走行速度には関係ございませんで、交通量が多くなるほど交通事故損失が大きくなるよ

うな算定式になっております。現道から八戸バイパスに交通量が転換して八戸バイパスの交

通量が増えたわけでございますが、その損失額は交通量が多いほうが高いということで算式

上出てまいりますので、八戸バイパスのほうの交通量が多くなればなるほど、計算上、交通

事故損失がトータルとして大きくなってくるということでございまして、その結果がこの総

便益の欄で交通事故減少便益が再評価時と比較して、事後評価時で小さく算定されたという

ことにつながっております。ちょっと説明がごちゃごちゃして申しわけありませんでした。

○平山委員長 林山委員、いかがでしょう。

○林山委員 ちょっとやっぱりよくわからないのですけど。１個目の質問で、ということはこの

青で囲った再評価時と赤で囲った事後評価時の推移というのは比較してはだめということで

すか。基準が違うということ。

○盛谷青森河川国道事務所長 申しわけありません。そこはおっしゃるとおりです。

○林山委員 これは社会的割引率と基準年の問題ですから、これは統一してもらわないとわから

ないんですよ。全く。説明受けなかったら事業費が何億増えただけだと思ってちゃんと見る

と、社会的割引率を見ると倍になっている数字ですよね。そういうふうに見えるわけです。

それぐらいは計算するだけなので、そろえていただきたいと思います。

それとやっぱり事故減少が一気に減るという意味がよくわからないんですよ。交通量が増え
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ると事故が増える。

○盛谷青森河川国道事務所長 先ほどの説明を少し補足させていただきます。

八戸バイパスで事故が発生した場合の損失のその係数、交通事故損失単価は、ＤＩＤ地区を

走っている道路でありますことから１，７００円という単価を私どもは用いております。そ

れに対しまして現道のその他市街地を走っております八戸環状線につきましては、その単価

を１，１４０円と見積もっております。その関係で、この八戸環状線から八戸バイパスに交

通の転換が図られたことによりまして、八戸バイパスで発生する事故の比率が増えるという

ことに評価上そのように計算をされまして、その結果としまして、事故損失につきましては

八戸バイパスに交通量が転換した場合のほうが増えてしまうという、そういう算出結果にな

ったということでございます。

○隅藏道路計画第一課長 すみません。マニュアルに基づいて、貨幣換算価値を何とか可能にし

て交通事故減少便益の計算を行っておりますけれども、事故の概念として、どうしても交通

量が多くなればその分事故が発生する可能性が高まるということで、今考えられている便益

の算定式では、交通量が多くなるほど損失が多くなるような考え方になっておりまして、説

明させていただいたのは、その式を準用して計算させていただいた結果そういうふうになっ

ているという、そういった現状でございます。

○林山委員 マニュアルに従えばそうなっているというのだったらそれはそうなんでしょうけれ

ど、これは言葉をかえると、いい道路で交通量、魅力的な早く行ける道路をつくると事故も

増えるから、その便益は全くないよということですよね。そういう計算でいいんですか。も

しそれではまずいと、地元の実態に合わないというんだったら、それはそれとして見直しを

することを考えられたほうがいいと思います。とりあえず数字を全部直してもらえませんか。

基準年を合わせてないと比較できないですよね。

○平山委員長 今の事務局からの説明で、交通量が増えるというのはわかりますけれども、事故

の割合、可能性も増えるんですよね。事故の可能性は減るけど交通量が多いから損失量は増

えるんでないんでしょうか。ちょっとそのあたり、調べてください。

それと、林山委員、その事業費のところどうしましょうかね。

○林山委員 これは基準年を合わせないと比較、並べてあるということは比較して見ろという意

味だろうから、これはそろえないとまずいんじゃないですか。

○徳山局長 基準年の点もおっしゃるとおりだと思います。事故の減少の話を私自身もこの場で

申し上げるのは大変お恥ずかしいのですけれども、事後評価でそのような評価になってしま
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うというのは、ちょっと納得いかない面がありますので、これはやり直させていただいて、

次回もう一度お諮りをさせていただきたいと思います。

○平山委員長 お願いします。

それでは、そのほかに何かご意見ございませんでしょうか。奥村委員。

○奥村委員 これは将来の便益を現在時点ではじくときの問題ですが、南環状道路がつながるこ

とによってある程度、この道路の交通量が減って、そちらへ一部転換する可能性があると思

うんです。現在の時点での便益の将来計算のときに、その関連する八戸南環状道路の供用に

よる転換の可能性というのは考えられているのでしょうか、いないのでしょうか。

○盛谷青森河川国道事務所長 今のご指摘の点でございますが、それぞれ２４年度に八戸南道路、

２５年度に八戸南環状道路が完成したものとしての交通量の配分等は実施して計算をしてお

ります。

○奥村委員 はい、わかりました。それで、先ほどの交通事故の話ですけれども、結局、評価す

るのが現道と今のこの道路と両方考えているんですよね。そうすると、もしトータルの交通

量が便利になったことによって増えないとすれば、危なかった道路から規格のいい道路に移

っただけだから、トータルとしては事故の件数は減らないといけないですよね、やっぱり。

それで、先ほどのご説明はわかったんですけれども、結局その件数は減っているけれども、

そこに金銭換算するときにＤＩＤ地区のほうは何かいろいろ高くつくという係数を 後にか

けて計算をしているがために、ほかのところで起きた事故は安いけれども、今回のここで起

きた事故は高いという計算になっているということが、どうも入っているみたいだというこ

とですね。だけど、トータルにどの範囲で考えるのかというのをはっきりさせてやれば、こ

のような変なことは起きないはずなので、そこは今のマニュアルでだめならばマニュアルを

変えてほしいということを言っていかないといけないと思うんですよね。要するにどの範囲

で比較するのかということをはっきりさせたほうがいいというふうに思います。それは意見

です。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

この件について、ちょっと説明不足のところがございますので、結論まで至らなかったとい

うことで次回の委員会に持ち越しということにさせていただきたいと思いますが、委員の皆

様いかがでしょうか。今日いただいたさまざまな疑問点につきまして、もう少し根拠を示し

ていただきたいということでございます。

○奥村委員 すみません、もう１点だけ。これもお願いになるんですけれども、道路構造令では
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近小型道路という考え方ができています。多分この４５号の八戸バイパスのもともとの設

計の時代は、昔の道路構造令の時代なので、立体交差をつくるのが難しかったんですね。そ

れでこのごろは、大型車は無理だけれども小型車だけであれば交差点のところだけ少し安く

立体交差をするという整備方法がつくられてきています。例えば現道で、この計画を立てた

ときの設計では小型道路という考え方はなかったので、これでわかるので、この事業には別

に問題ないんですけれども、現在のところで想定された効果が出ているからそれでいいのか。

それとも、ここのところにもう少しプラスアルファで、例えば部分的に交差点改良だけする

ともっとよくなるというような話があるのか、そこのところを見きわめる必要があるのでは

ないかなと思っています。私、この城下、ここの交差点のところに行ったことがあるんです

けれども、やっぱりものすごく混んでいまして、そういうようなところで部分的な改良の可

能性があるのではないかなと思うものですから、この事業のここまでのところはいいとして

も、だからもうこの事業はこれでおしまい、改善の余地なし、検討の必要もないというふう

に対応方針を書かれると、本当かなと。もう少し改良できるところがあったり、効果が出せ

ることがあるんだったら、それを考えるべきではないかというふうに思いますので、ぜひあ

わせて検討いただければなというふうに思います。

○平山委員長 それでは今の点もあわせて次回にお答えいただければと思います。

○盛谷青森河川国道事務所長 わかりました。それで、今、資料に間違いがあるのを今見つけま

して、ちょうど今議論をしていただきました４ページでございますが、四本松の交差点、一

番左下でございます。 大渋滞長が平成５年と平成７年の比較というように読めますが、下

段は平成１７年の誤りでございました。大変失礼をいたしました。おわびして訂正させてい

ただきます。

ただいまのご指摘は、いろいろ作業させていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○平山委員長 それでは、今の点はご訂正をお願いしたいと思います。

この八戸バイパスにつきましては、次回改めて検討、審議をさせていただきますので、今日

出た点をクリアにお願いをしたいと思います。

それでは、次の案件に入らせていただきますが、一般国道１０１号浪岡五所川原道路につい

てでございます。これにつきまして何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

○九戸委員 先ほどご説明の中にもありましたように、五所川原の立佞武多には近年大変にお客

様が入り込んでおりまして、浪岡からのバイパスを通りまして確実に時間計算ができるとい
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う、観光上大変重要な観点でございまして、これができたことによって入り込み数がかなり

増えてございます。

この日本海から青森に通じる道路は、昔は日沿道でしたか、環日本海の道路にはまだミッシ

ングリンクがあるということで、できるだけここは早く完成しないと、今、太平洋側の三陸

側の災害のことだけが論じられますけれども、かつては日本海側も地震があり、津波があり

ましたので、災害の視点からも早急に全線がつながるように努力をしていただきたいと思い

ます。

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何かご意見ございませんでしょうか。

○金沢委員 事後評価の全体の話なんですけれども、委員会では事務所のほうからのいろいろな

手法とか、それから事業に至るまでの経過を聞き、 終的に事業評価を行うんですけれども、

例えば住民の満足度調査というか、すなわち事業が終わってから、本当にこの使い勝手がい

い道路であろうかとか、あるいは質ですね。住民が本当に満足しているかどうかというのを

やっぱり感じられるものが欲しいと思うんですね。各事務所でそういった満足度調査みたい

なものとか、完成した事業についてのご意見とか、そういったものを聞く機会を設けていら

したらいかがかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

○平山委員長 そういうのをやっておられれば、ぜひこういうところに含めていただいたほうが。

○盛谷青森河川国道事務所長 幅広なアンケート調査のようなものではないのですが、まさに資

料の５ページの右下に、着色した確認で紹介させていただきますが、ピンポイントでこうい

う方々がそういう評価をしていただけているのかなということをヒアリングはさせていただ

いております。今、金沢委員からご指摘がありました住民の皆さんがどのように評価してい

るかといったような幅広のものは、ちょっと手元にございません。

○金沢委員 ありがとうございます。

ここの５ページ分だけではちょっと足りないなという感じもしますね。事後評価なので、も

うこの満足をしていただいているかどうか、つくる側は 大のベネフィットをねらって努力

して完成させたものでございましょうから、やはりご意見があったらたくさんいただき、メ

ンテナンスとか、維持のほうでそれをこれから改善していくということもあろうと思います

し、またこの事業の本当の効果というのは、住民なり国民がきちっと出してくださるのでは

ないかなと思いますので、もうちょっと多くの意見があればもっとよかったかなと思ってお

ります。

○平山委員長 ありがとうございます。
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事後評価は単に終わって、それでもう改善の措置は要らないというような結論だけで終わる

場合が多いように思いますが、今、金沢委員からお話しありましたように、また九戸委員に

おきましても、この部分だけ終わってもまだ全体がつながっていないのではないかというふ

うに次の事業に引き継ぐような、そういうような視点というのが 終のこの評価のところに

入っても私はおかしくないような感じがいたします。それでそういうための資料のことも、

少し資料の中に含めていただければ、そういうようなコメントも付して評価ができるのでは

ないかと思いますので、ちょっとご検討をお願いしたいと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。

○大久保委員 今のご意見に関してなんですけど、極めて大きな問題だと私は思います。つまり、

国民一人一人に対して同じような効果を享受させるのが、これは憲法で多分言われているこ

とだろうと思うのですけど、事業を中心に見たときのベネフィットの考え方と個々人に対す

るベネフィットということで見ると、東北みたいに人口密度が低いところでは、むしろ個々

人のここは同じような効果を享受すべきだという考え方でやると、これは今の事業制度のベ

ネフィットの考え方とはかなり違う考え方になる。しかし、それはやはり議論すべきだろう

と私は思います。クマしか通っていないから要らないということはないので、やっぱり高速

道路がつくられれば、そこを通る人間は非常に便益を、効果を感じると。しかし、どっちで

その便益を評価すべきかとなると、これは非常に難しいなという感じがしますので、ぜひ何

かご議論をいただきたいことでもあるなというふうに思います。

それともう１つよろしいですか。これは全く関係のない話なんですけれど、私、車に乗って

いて、カーナビで行くわけですけれど、新しい道路ができると、地図に入っていませんから、

なかなかそこには行きつかない。それから、バイパスなんかでも地図の中に載っていても、

カーナビでやるとバイパスを指示しないで旧国道のほうを指し示してそっちを通るとか、そ

ういうことがあって、遠くから来た人はカーナビだけで運転していくとすると、地元の人は

バイパスができたからそっちへ行くわけだけど、遠くから来た人はわからないからバイパス

へ行かないで年じゅうその狭い道を車が何台も通るということになる。余り国の事業とは関

係ないかもしれないんだけど、道路のそういう検索能力を高めるソフトとか、更新ソフトと

か、国交省にこういうことを言っていいのかどうかわからないですけど、カーナビの交通管

理システムの整備といいますか、補完的な、新しい道ができているのに対応したようなそう

いう国民に対する提供というようなこともぜひ考えていただきたいなというふうに思います。

全然関係ない話ですけど。
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○平山委員長 後のところは、いいソフトを使っていると自分で直してくれるようなソフトも

ありますよね。それは高いソフト。これは国交省の仕事なのかちょっと私はわかりませんけ

れども、ナビゲーションのソフト屋さんの商売の話だと思いますけど。

○奥村委員 国交省さんの国土地理院とかが入って、新しくでき上がる道路の情報を早目にカー

ナビのソフトをつくっている業界に提供して、ということはもう既にされています。だから、

大きい問題は、各車についているカーナビが古いか安いと、更新されないという問題で、こ

れはどうしようもないですが。

○平山委員長 道路部長。

○川瀧道路部長 １つだけ申しますと、カーナビのもともとになる地図というのはデジタル地図

を使っているんですね。そのデジタル地図の情報を一つ一つのナビに入れてそれを使ってい

るわけで、そのデジタル地図の更新が遅いと、道路ができているのにできていないところを

通るとか、そんな状況になってしまうわけです。それでそういう問題もあったものですから、

近は、例えば今年度だったら今年度末までにはできた道路はすべて、国道とか、我々の道

路とか、県道なども、完成した区間、バイパスの区間などは入れるという形で、以前よりは

随分早く対応できる形にはなっていると思います。その先ですね。利用者の方がそれを使わ

れるかどうかというのはまだあるのかもしれません。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。

ほかに何かご意見ございませんでしょうか。林山委員。

○林山委員 この資料についても、先ほどの１ページの表については数値が比較できるように修

正、数字を直していただきたいということと、先ほど金沢委員がおっしゃっていたある種完

了した後の事後評価ですから、満足度調査をやれという意味ではなくて、これは非常に重要

な問題で、我々の分野でいくと時間的不整合性という問題がありまして、当初の目的、何年

後にこれをつくります、こういうビジョンがありますと。ところが、その年月が来たときに

は状況が全く異なっていて無駄だったと。極端なことをいうと、ここの地域にせっかく立派

な高規格道路を整備したのに、活性化するだろうと思ったら、できたころには人がだれもい

なかったと。こういうことは実際、今のはもちろん極端な表現ですけどあり得るわけです。

ですから、まずこの企画段階、事業化する段階のときに想定していた状況が今達成されたの

かというようなことは、定性的にテークノートしておかれたほうがいいかなと思います。特

にこれから復興を考えるわけです。まちを復興する、インフラを含めて復興を考えるときに、

これはすごく、当初局長がおっしゃっていたようにものすごい年月がかかっていて、今の状
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況と少子高齢化で、特に東北で極端な人口動態を示すようなところだと、そういう勘という

のでしょうか、勘どころというのをちゃんと押さえておかないと無駄なものになってしまう

かもしれないですね。逆にもっといいものを、立派なものをつくっておけばよかったという

話になるかもしれないと。これがすごく違うプロジェクトにつなげる一つの成果だと思いま

すので、ここはご考慮いただきたい。調査をやれという意味では全くありませんので。

○平山委員長 ありがとうございました。

○小山委員 ６ページの事業実施による環境の変化という項目だったのですが、こちらの五所川

原道路のほうで環境影響評価に対応する項目ということで、平成２年度に環境影響評価を実

施したということだったのですけれども、これはもう２２年もたっているのですけど、改め

て評価するということはないんでしょうか。あと、そういった評価基準も２０年もたってい

るので、いろいろ変わっているといったことはないのでしょうか。

それからこちらの八戸バイパスについても、環境影響評価に対する項目ということで、評価

対象区間については、環境影響評価の対象ではないということで環境影響評価はしていない

ようだったのですが、何らかの影響はあると思うので、素人から言わせるとしたほうがいい

のではないかなと思うのですが。

○盛谷青森河川国道事務所長 まず 初に浪岡五所川原道路のほうの６ページに対するご質問で

すが、環境影響評価を工事に着手する前に行いまして、どのような影響があるかということ

をまず調べました。その結果といたしまして、当時の物差しと照らし合わせまして、工事の

実施、それからここに道路ができることによる環境への影響は何らかの対策を施すところの

レベルまではいかないということをその当時の検討で確認したということでございまして、

その結果としてこの工事を実施していく、事業を進めていく中で環境に配慮した特別な取り

組みというものがメニューに入っておりませんでしたので、それはやらなかったという事実

をここに書かせていただいております。

それで、実際に車が走り出してから騒音がどうか、大気の質がどうかといったことなどは、

日常の管理の中でモニタリングを必要に応じてやっておりますので、それで問題があればま

たいろいろ手当てをしなければいけないと、現状そういうものがここにあるとは私どもは認

識をしておりません。

そういう意味では、環境影響評価を行うか否か、まず事業を行う場所がどういう、その影響

が生じるかどうかということを事前に評価する、判断するわけでございますが、八戸バイパ

スそのものが現在ある２車線の道路を拡幅する事業、市街地の中の事業でございましたので、
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法やあるいはそれに準じる形で行う環境影響評価の調査の対象にはそもそもなっておりませ

んでしたということをここで紹介させていただいていると説明を補足させていただきます。

○小山委員 ありがとうございました。

○平山委員長 ほかにございませんでしょうか。

なければ、事後評価の２件につきましては、次回に、今日ご指摘のところを直して、比較で

きる形にしていただいて、その点だけ追加の説明を次回にいただくということで、改めてそ

の時点で評価させていただくということで、今日はちょっとペンディングにさせていただこ

うと思います。委員の皆さん、そういう進め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。

○盛谷青森河川国道事務所長 作業をさせていただきます。

○平山委員長 審議は以上でございます。ありがとうございました。

事務局が議事結果取りまとめを行いますが、その間、ちょっと３時を過ぎてしまいましたけ

れど、５分休憩をしてその後再開して議事録を見ていただきますので、よろしくお願いいた

します。

〔休 憩〕

○平山委員長 それでは、準備ができたようでございますので再開をしたいと思います。

本日の審議結果につきまして確認をいたしますので、事務局のほうから読み上げていただき

たいと思います。

○司会 それでは、お手元に審議をお配りいたしましたので、読み上げを行います。上段のほう

の前書きの部分は省略させていただきます。

審議事業選定委員の選出及び審議結果は次のとおりである。

１、審議事業選定委員の選出について。

平成２４年度委員会の重点的かつ効率的な会議運営のため、重点事業を選定する審議事業選

定委員が選出された。河川関係事業、大久保委員、井上委員。道路事業、堀井委員、九戸委

員、林山委員。港湾事業、奥村委員、間庭委員。

なお、事業ごとの選出以外の委員について参加を妨げない。

２、事業審議について。

道路事業再評価審議結果。

１．一般国道４５号上北天間林道路

２．一般国道４５号三陸沿岸道路（久慈北道路）
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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）青森、八戸がネットワーク化される効果は大きい。早期に整備すべき。

（２）今回のような事業の評価は、従来型のＢ／Ｃだけでなくネットワーク効果や冬期交通

の信頼性等を考慮するべき。

（３）また、交通の信頼性や対象区間の完成によるネットワーク全体のＢ／Ｃ効果を考慮で

きないか検討してほしい。

（４）復興道路の事業進捗に当たって工夫している点を広く広報していく必要がある。

（５）三陸沿岸道路の事業について瓦れきの活用を進め、復興に寄与すべき。

道路事業事後評価審議結果。

１．一般国道４５号八戸バイパス

２．一般国道１０１号浪岡五所川原道路

以上については再審議とする。

なお、以下の意見があった。

（１）総費用、総便益の記載は、基準年を統一して計算した数値を記載して比較できるよう

にすること。

（２）また事後評価の交通事故便益額の内容について、数字を精査して再説明すること。

（３）バイパスは完成したが、渋滞対策等さらなる対策の余地がないか検討するべき。

（４）日本海側のミッシングリンクも、防災の観点も踏まえ早期に整備すべき。

（５）事後評価に当たっては、住民の意見、満足度を調査することも検討すべき。

（６）環境への影響についても評価を実施すべきではないか。

以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

今読んでいただきました議事概要につきまして、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、議事概要につきましては、今お配りしていただきましたものでご了解をいただい

たということにさせていただきます。ありがとうございました。

これで終わりなのですが、初めの局長のご挨拶にもございましたけれど、小山委員がお仕事

の関係で今回の委員会を 後にお辞めになるということでございます。小山委員から一言。

○小山委員 １年間でしたが、こちらの委員会に参加させていただきまして、東北地方整備局の
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仕事の内容がとてもよくわかりましたので大変有意義だったと思います。

これからも関係自治体と連携し、住民の意見を取り入れていただき、事業の遂行をお願いし

たいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

○平山委員長 小山委員には、１年間大変ご苦労さまでございました。今後とも公共事業という

か、国交省の事業をぜひ見守っていただきたいと思います。ありがとうございました。

本日は司会がうまくいかなくて、４件のうち２件しか終わらせることができませんでした。

今年度たくさんございますし、今日予定をしていてできなかったダムの検証もございます。

これからは少し詰めてやらなければいけないかなと思いますけれども、またその節には皆様

の日程をお伺いしながら機会を設けて、すべての事業、そしてダムの検証をこなしてまいり

たいと思いますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。

それでは、私のほうはこれで終わりにしたいと思います。

５．閉 会

○司会 それでは以上をもちまして、平成２４年度第１回の東北地方整備局事業評価監視委員会

を終了させていただきます。

次回の第２回委員会は、８月３日の午後に予定しております。ご出席につきまして、再度確

認をいたしますので、ご出席方よろしくお願い申し上げます。

また、７月１３日の午後には道路事業のワーキングもございますので、よろしくお願いいた

します。

長時間のご審議ありがとうございました。

これをもちまして閉会とさせていただきます。


