
（ ）平成２４年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会 第２回

日 時：平成２４年８月３日（金曜日）

１３：００～１ ５：０１

場 所：東北地方整備局二日町庁舎大会議室
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１．開 会

○司会 それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから平成２４年度第２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 委員の皆様方にはご出席を賜りました 大変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。よろしくお願い申し上げま

す。

前回の第１回の委員会でご紹介させていただきましたけれども、小山様が７月９日を

もって委員を辞退されました。後任の委員といたしまして、成田由加里公認会計士事務

所代表の成田様に委員を委嘱してございます。本日は成田様、所用でご欠席でございますけ

れども、次回の委員会からご参加いただくことになってございます。

また、本日は井上委員、奥村委員、木村委員が所用で欠席でございますので、１１名中７名

の委員の方で会を進め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。

また、東北地方整備局の幹部職員にも異動がございましたので紹介をさせていただきます。

本年４月１日の異動でございますけれども、今回初めて出席となりますので、田上前部長の

後任の工藤河川部長でございます。

○工藤河川部長 工藤でございます。

、 。 。○司会 次に ８月１日付の異動でございます 神山前部長の後任の横田総務部長でございます

○横田総務部長 横田でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 板倉前部長の後任の森用地部長でございます。

○森用地部長 森でございます。よろしくお願いします。

○司会 本日、審議をいただく案件に関する資料でございますけれども、皆様のお手元にお配り

してございます資料は、資料１から資料８までございますので、一覧でご確認をいただきま

して、もし不足がございましたら、事務局までお申しつけください。また、事業に関するパ

ンフレットもお配りしてございますので、ご参照方お願いいたします。

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挨拶を申し上げます

○徳山局長 整備局長の徳山でございます。

本日は、平成２４年度第２回目の東北地方整備局事業評価監視委員会を開催いたしましたと
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ころ、委員の先生方にはご多忙中にもかかわらずご出席を賜りまして、誠にありがとうござ

います。

本日の議題でございますけれども、お手元に次第が配られていると思います。

まず、道路事業の事後評価が２件ございます。これは前回７月４日に開催させていただきま

した本委員会で、資料不十分ということで評価に至らなかった案件でございまして、再整理

の上、今回お諮りをするものでございます。

それから、道路事業の再評価が３件ございますけれども、いずれも事業中のものでございま

して、前回平成２１年度に評価をしておりまして、３年を経過しているということで改めて

ご評価をいただくというものでございます。

一番下は営繕事業でございまして、仙台の第１地方合同庁舎の増築棟でございます。本地方

整備局を初め合計で４つの省庁の出先機関が県庁の近くの合同庁舎に移るという案件でござ

います。実は平成２０年度にこの増築棟については事業化をいたしておりますので、今回は

その 初の５年を経過したものということでの再評価になっております。

若干経緯はございまして、事業化を平成２０年度にいたしましたものの、地方分権との関係

の中で未整理ということがありまして、一度休止状態になっておりました。

その後、東日本大震災で当整備局も大変な被害を受けたりしたこともございまして、昨年１

１月２１日の政府の第３次補正予算の中で、事業化はしておって休止だったわけですから、

事業化ではないのかもしれませんが、事実上の再スタートということで予算がついたという

ものでございます。実際には３次補正のときにもいろいろな議論があって、是非については

整理されたとは思っておりますけれども、形式的には平成２０年からの５年ということでご

ざいまして、この場で改めて是か非かという評価を賜りたいという案件でございます。

以上、限られた時間の中、盛りだくさんでございますけれども、ご議論、ご審議をお願いい

たしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○司会 それでは、これより審議に入りますが、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。本委員会で定めました公開方法及び傍聴規定に基づきまして、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お願いいたします。よろしくお願い

申し上げます。

それでは、これから対象事業の審議に入らせていただきます。平山委員長、よろしくお願い

いたします。
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３．審 議

○平山委員長 それでは、これから審議を行いたいと思います。

本日は約２時間を予定しておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。

、 、 。なお 説明はポイントを押さえて 効率的な議事の進行にご協力をお願いしたいと思います

〔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 先ほど局長からお話がございましたが、 初の議題は、前回委員会で継続審議と

なっておりました道路事業の事後評価２件から審議を行いたいと思います。

まず、一括で説明をお願いしたいと思います。全体的な説明は前回終えておりますので、前

回の指摘等を踏まえて、ポイントを絞って説明をお願いしたいと思います。では、よろしく

お願いします。

○宮田道路部道路調査官 道路部の道路調査官をしております宮田といいます。私からご説明を

させていただきます。よろしくお願いいたします。

まず、お手元に配付させていただいております資料の中で評価対象箇所図というのがござい

ます。東北全体の地図でございますが、青字の２カ所、八戸バイパスと浪岡五所川原道路、

ここが事後評価の継続審議の箇所でございます。それから、赤の３カ所が再評価をお願いす

るところでございます。

次のページは、青森県及び岩手県に箇所を落とした図面でございます。

それでは、お手元の資料の１－１、八戸バイパスについてまずご説明を申し上げます。

全体的に委員の皆様のご意見も踏まえて資料の見直しをしておりますので、全体をポイント

を絞ってご説明をさせていただきます。

まず、目的は、八戸市内の交通混雑緩和及び交通安全の確保ということで、昭和４０年度か

ら事業を実施しておりますが、八戸北バイパスと八戸バイパスは、平成１１年に統合されて

八戸バイパス１３．５キロになっているという特徴がございます。

、 、２ページをご覧いただきたいと思いますけれども 八戸の中心部よりも北が八戸北バイパス

南が八戸バイパスということで、２つのバイパスが当初別々に事業をやっておりましたけれ

ども、これが統合され、それから２／４車の供用、あるいは拡幅として４車の供用という形

で至っております。
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それから、ここでちょっと地図をご説明いたしますけれども、赤い２本線が４５号の八戸バ

イパスでございますけれども、青の丸の点線が旧道県道妙売市線、いわゆる旧道でございま

す。それと関連する道路として、ピンクの主要地方道八戸環状線がございます。それから緑

が八戸自動車道、八戸久慈自動車道ということで、自動車専用道路あるいは高速道路として

整備をしているという状況でございます。

八戸バイパスにつきましては、事業がそういう意味では長くなって、２つが統合されたとい

うことで特徴を持っている事業でございます。

３ページをお開き願いたいと思います。

一番左の写真は、昭和３０年代、３６年の旧道の写真の状況でございます。それから真ん中

が２車線で暫定供用したときの状況でございます。大変混雑している状況がおわかりいただ

けると思います。それから一番右が４車線に拡幅されたところの写真でございます。

４ページでございます。４ページは交通量の大幅な転換をあらわしております。左のグラフ

でございますが、これは類家一丁目交差点の交通量を示しております。青がバイパス、赤が

旧道の交通量でございまして、昭和４７年に八戸バイパスの南側が２車線で開通したもので

すから、４９年には青で交通量１万９，４４０台とありますけれども、大幅に交通が転換し

ております。それから順次、２車線を延伸し、あるいは４車線を拡幅したことにより、交通

量が大幅に転換をしていくということがおわかりいただけるかと思います。

右上の図面でございますが、これは昨年及び今年、ピーク時の旅行速度のグラフでございま

す。中心市街地の部分では、現段階において速度低下を起こし渋滞しているところが現状と

してございます。

次に、５ページをお開きいただきたいと思います。

これは交通事故の減少について調べてみました。左の縦軸が死傷事故率となっております。

下にコメント、注釈しておりますが、死傷事故率というのは事故件数を比較する上で、集計

する延長あるいは交通量の違いによって単純に比較できないものですから、事故の発生件数

を異なる箇所でも比較できるようにした指標でございます。億台キロとなっておりまして、

１年間に生じる事故件数となっております。バイパスができる前の昭和４６年では２０６件

、 、 、 ．でございましたけれども バイパスができました５０年 これは暫定２車線ですが １３９

４件ということで大幅に減少しております。それから、２車線の延伸あるいは４車線の拡幅

に伴い事故が減ってきているという状況でございます。

それから、右にピンクのグラフがございますが、これは旧道、県道妙売市線の事故のデータ
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を入れてみました。いずれにしましても、交通事故に対しても大変大きな効果があったと考

えております。

６ページをお開きいただきたいと思います。

、 、救急搬送という観点で整理したのがこの６ページでございまして 八戸東消防署の階上分署

これは岩手県境に近いところになりますけれども、ここでの救急搬送を見ますと大体３００

件から３６８件ということで、これが八戸市の中心部に搬送されている、あるいは少し岩手

県のほうに入ったところ、久慈地区広域行政事務組合消防本部の種市分署、ここでも病院へ

の救急搬送については２７％が八戸市内に向かっているということで、八戸バイパスが利用

されております。そういう意味で、地域の声ということで聞いてみましたけれども、搬送の

時間短縮、あるいは安全性に大幅な向上が見られたというふうな声をいただいております。

。 、 。次の７ページでございます ７ページは 八戸バイパスと地域経済という形で見てみました

八戸バイパスが沿道商業の立地状況に少しでも寄与しているのではないかということで表現

したものでございます。昭和５４年の段階では、大型小売店舗が６件、黒の星印のところで

ございますけれども、それが年々多くなっているということと、この赤は年間販売額が２０

億円以上の店舗になります。これが昭和６０年、平成１９年と進むにしたがって八戸バイパ

ス及びその周辺に広がってきているということでございます。そういう意味で寄与している

のではないかと思っております。

それから８ページでございます。費用便益でございますけれども、前回の会議では一番 初

のページに２つ並べておりましたけれども、今回体裁を変えましてここに計上させていただ

いて、要因変化をあわせてコメントしようということで記述しております。一つは、将来交

通量が前回に比べて今回３万３，０００台ということで大幅に変わっております。それから

事業費及び人口フレームも変わっているということでございますが、将来交通量及び交通事

故減少便益につきましては別途ご説明を申し上げます。

それから、７．対応方針でございますけれども、これも先ほどご説明した供用後も市街地の

一部に交通混雑が見られるということでございますので、現在、八戸南環状道路等の整備を

進めておりますので、その状況を見ながら今後の改善措置を考えていきたいと思っておりま

す。以上でございます。

○隅藏道路計画第一課長 続きまして、道路計画第一課長の隅藏と申します。

資料の１－３をおめくりいただけますでしょうか。前回の７月４日の委員会で委員の先生方

からご指摘いただきました点につきまして整理をさせていただきました。ご説明をさせてい
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ただきたいと思います。

資料１－３の１ページ目でございます。

林山先生から、八戸バイパスにおけます総費用の考え方についてご指摘がございました。７

月４日の委員会の際に提示させていただいた表を再掲してございますけれども、総費用のと

ころで、前回６４５億円であったものが今回の事後評価において１，１５４億円ということ

で、総費用に大きな差があるので基準年を合わせて比較することというご指摘がございまし

て、私どものほうで整理をさせていただきました。これは事後評価におきまして基準年を平

成１５年に合わせた場合の今回の検討結果を下に示めさせていただいておりまして、そうい

たしますと、前回６４５に対して今回６５４ということでございます。したがいまして、総

費用は前回の費用価値と比べてほぼ同額ということがわかってまいりました。少し差があり

ますけれども、それは供用前の事業費の増でありますとか、あと実投資額の関係から総費用

に若干の差が生じているというものでございます。

続きまして、２ページ目をおめくりいただければと思います。

ご指摘ございました同じく八戸バイパスにおけます事後評価の交通事故減少便益の考え方で

ございます。こちらは赤く記入させていただいておりますけれども、再評価と事後評価に比

べまして、交通事故の減少便益が１５年当時５３に比べまして事後評価時１２となったこと

につきまして、前回の便益と比べまして減少している理由について明らかにせよというご指

摘でございました。

計算上の中身をご説明させていただく前に、本件は事後評価でございますので、少し現地の

データとも比較しながら、粗いシミュレーションでございますけれども、計算したものをご

説明させていただいております。

１ページをおめくりいただきまして、３ページ目をご覧いただきたいと思います。

こちらは、今出ております実データをもとにしまして、実際どれぐらいの交通事故減少の便

益が出るかという、粗いシミュレーションですけれども、相場観なるものを試算したもので

ございます。

まず、 もシンプルに考えますと、昭和４６年当時、八戸バイパス、何もなかったころでご

ざいますけれども、そのころの旧道における死傷事故のデータと、あと平成２１年におきま

して、八戸バイパスが完了した後の旧道あるいはバイパスにおけます事故のデータを比較し

て、その差分をとったものがケース１という便益でございます。その差でいきますと約４億

円、これを５０年に換算しますと１０９億円というような試算でございます。
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また、同じく平成２１年度段階におきまして、八戸バイパスが整備された場合、整備されな

かった場合で比較したのが②と③でございます。この場合のポイントとしまして、八戸バイ

パスが未整備の場合の旧道の事故率をある程度推計をしないといけないんですが、それにつ

いては走行台キロの伸び率等を考慮いたしまして、旧道の事故率を仮想的に設定したもので

。 、 、 ．ございます これがケース２でございまして ケース２ ③－②の値でいきますと差が約４

３億円、便益に直しますと約１１２億円ということでございまして、現地のデータに基づい

て粗々試算させていただくと、大体このような便益額になるのではないかということでお示

しをさせていただいているものでございます。

すみません、また戻っていただきまして、２ページ目でございます。

実際、今回の７月４日の委員会の中で、５３と１２という形で出てございますけれども、こ

れは計算上の話で恐縮ですけれども、ネットワークの条件の違いが大きな原因でございまし

た。これは前回の１５年当時の再評価におきましては、計画中の路線も含めた将来ネットワ

ーク、いわゆるフルネットであったものから、今回、現況に加えて事業化済みの箇所のみを

考慮したネットワークが大きく影響してございます。具体に申しますと、下のところに半円

の絵がございますけれども、現道の八戸環状線につきましては一部未事業化の区間が約６キ

ロほどございます。これは事業の進捗状況を勘案しまして、まだ事業化がされていないとい

うことで、今回ネットワークから落として試算をしてございます。少し安全側に試算をして

いるような形になってございます。そういたしますと結果として、計算上の話で恐縮ですけ

れども、交通量はＤＩＤを通過する八戸バイパスに残ってしまうことから事故損失が大きく

発生いたしまして、その結果、事故の減少便益が前回と比べて小さくなったというような結

果でございました。

、 。 、あともう１点ご指摘がございまして ４ページ目でございます 事後評価に当たりましては

住民の方々でありますとか沿線の利用者の方々の意見をよく調査することも検討するべきで

はないかというご指摘がございまして、これにつきましてはヒアリングを行った結果を５ペ

ージ、６ページ目においてまとめさせていただいております。今回の事後評価におきまして

もこういった地域の声、利用者の声といったものをあわせて添付させていただきたいと考え

てございます。以上でございます。

○宮田道路部道路調査官 続きまして、一般国道１０１号浪岡五所川原道路について説明を申し

上げます。資料２－１でございます。

まず、１ページ目をお開きいただきたいと思います。
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東北縦貫自動車道と直結する津軽自動車道の一部を形成する道路ということで、平成５年よ

り事業を進めております。

それから、２ページにいきますけれども、浪岡五所川原道路１５．７キロの位置並びに供用

の時期等を示しております。

次に、３ページ目をご覧いただきたいと思います。

左が浪岡五所川原道路の整備前の国道１０１号現道の状況でございます。大変混雑している

ということがおわかりいただけるかと思いますが、右が同じ交差点でございまして、これが

浪岡五所川原道路開通後の状況でございます。下が浪岡五所川原道路の自動車の走行状況の

写真でございます。

４ページ目をお開きいただきたいと思いますが、左上のグラフは国道１０１号の姥萢交差点

の渋滞状況ということで、開通前の平成９年は 大渋滞長５００メートルでございましたけ

れども、１５０メートルということで、大分渋滞が解消しているということでございます。

それから、下のグラフでございますが、これは浪岡五所川原道路及び国道１０１号及び並行

する県道の交通量の変化でございます。右の赤が自動車専用路の浪岡五所川原道路でござい

ますけれども、大幅に現道の交通量が減って、浪岡五所川原道路に８，７８７台転換してい

ることがご理解いただけるかと思います。右のグラフにつきましては、これは国道１０１号

並びに県道並びに浪岡五所川原道路の開通前後における旅行速度でございます。大幅にアッ

プしております。

５ページ目をお開きいただきたいと思います。

交通事故の減少の状況を表したものでございます。上は先ほどご説明しました死傷事故率と

いう指標でございます。浪岡五所川原道路が平成１４年１１月の部分供用及び平成１９年１

２月の全線供用、年によって若干変動はございますけれども、総じて事故は減ってきている

ということがおわかりいただけるかと思います。

それに対しまして、赤が浪岡五所川原道路でございますが、ほとんど事故は発生していない

ということがおわかりいただけるかと思います。下のグラフはそれを今度は事故件数で示し

たものでございます。

６ページ目をご覧いただきたいと思います。

６ページは、物流効率化という観点で見た場合でございますが、青森県内のメロンの８割は

つがる市で生産されているということでございまして、これが物流として東京中央市場等に

運ばれているときに浪岡五所川原道路が利用されているということでございます。ＪＡの方
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。 、 、に聞いた声をそこに載せております それから 五所川原で有名な立佞武多でございますが

近では１８０万人ぐらいの観光客がおいでいただいているようでございますけれども、そ

この館長さんにお聞きしたところでもやはり時間短縮、渋滞が回避できるようになったとい

う声をいただいております。

次に、７ページでございますが、今度は救急搬送ということで調べてみました。つがる市の

消防本部約１，０００件が救急搬送されておりますけれども、その４割が管外に搬送されて

いるということで、全国平均に比べると大変高いという状況でございます。青森県立中央病

院等に搬送されているということでございまして、これも地域の声としてつがる市の消防本

部の方々にお聞きしたところ、やはり患者への負担が高速輸送で減ってきたという声をいた

だいております。

それから、８ページをご覧いただきたいと思います。

費用対効果分析の計算値をここに載せております。主な要因の変化があったところでござい

ますが、将来交通量が前回８，２００台／日、今回１万５，８００台／日ということで、大

幅に変わってございます。これは前回は有料という前提で計算をしておりました。遅れてい

る道路整備を少しでも前に進めようということで、有料財源を活用するという前提で交通量

をずっと出しておりましたけれども、その後の状況変化等を考え、あるいは現在においては

無料で開通されているということで、無料で計算し直したというところが一番大きな変更点

でございます。

それから、環境につきましては、現段階では大きな問題は生じていないという、環境変化は

生じていないということでございます。以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。八戸バイパス、それと浪岡五所川原道路の２件につい

て説明をいただきました。前回は総費用、総便益の記載は比較ができるようにとか、交通事

故便益額の数字につき精査をしてほしい、また事業終了したんだから、その成果としてどん

なものがあるかという点をもう少しはっきり述べてほしいというようなこともございました

し、さらに事業終了後、地域の声なども聞いて、さらなる事業の必要性がないのかというよ

うな点が委員の皆様から出されたご意見であったかと思います。大分今回はよく調べていた

だいたように思いますけれども、委員の皆様、いかがでしょうか。何かご意見ございました

らお願いしたいと思います。林山委員。

○林山委員 両道路につきまして、非常にわかりやすくなって、追加作成していただきどうもあ

りがとうございます。
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一つだけ確認させていただきます。費用便益の話はよくわかったので、比較可能だというこ

とがわかったので確認なんですが、交通事故減少便益は、こうなった理由はネットワーク条

件の差だということだけですね、簡単に言えば。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。

それでは、１件ずつ確認をさせていただきたいと思いますが、まず、一般国道４５号八戸バ

イパスにつきましては、対応方針（原案）として上げていただきましたのが、当初事業の目

的に対し、八戸市内の交通混雑緩和、交通安全の向上、沿道環境の改善効果を発現している

というところで一段落いたしまして、一方、主要市街地の当該バイパスの一部に交通混雑が

見られることから、八戸南環状道路の全線供用や関連する道路事業による交通状況等を踏ま

え、今後必要な改善措置の検討が必要であるということでございます。これでよろしいでし

ょうか （ はい」の声あり）ありがとうございます。。「

それでは、次に浪岡五所川原道路につきまして、何かご意見ございませんでしょうか。こち

らも同様の項目で、非常によく精査されていると思いますので、もしご意見なければお諮り

をしたいと思いますが、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。。「

こちらのほうは、対応方針（原案）として出されておりますのは、事業当初の目的に対し、

津軽地域の交流促進、五所川原市内の交通混雑の緩和等の効果を発現していることから、更

なる事後評価及び改善措置の必要はないと考え、それに加えて、津軽自動車道全線の早期全

線開通を図るという原案でございます。何か。よろしいでしょうか （ はい」の声あり）そ。「

れでは、この原案でお認め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

います。

〔道路事業 事後評価〕

・一般国道１０６号 宮古盛岡横断道路（都南川目道路）

・一般国道４号 北上拡幅

・一般国道４号 水沢東バイパス

○平山委員長 それでは、次に道路事業の再評価が３件ございます。この審議を行いたいと思い

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き

まして、事業選定委員の堀井委員から説明をお願いしたいと思います。

○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７月１３日に開催しましたの
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で、結果を報告させていただきます。

ワーキンググループは、九戸委員、平山委員長と私の３名により検討を行いました。

私から選定結果についてご報告させていただきます。

今回は道路事業の再評価３事業が対象となっておりますが、検討の結果、重点審議事業とし

て一般国道１０６号宮古盛岡横断道路（都南川目道路）の１事業を選定いたしました。

選定理由といたしましては、前回再評価時の全体費用便益比が１．０と低く、その後３年経

過して当該道路の整備継続の必要性について変化があったかどうかについてであります。

なお、この道路は、括弧の中の都南川目道路というので３年前に再評価を行った道路であり

まして、費用便益が低いということで一時ストップして、再検討を行って、継続ということ

になった道路であります。従いまして、審議ポイントといたしましては、前回再評価時と今

回再評価時の道路を取り巻く状況や役割の変化、事業内容等について説明を受けて、事業継

続について審議いただきたいと思っております。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。

１０６号宮古盛岡横断道路が重点事業、残りの２件は要点事業ということでございまして、

重点事業につきましては、ただいま堀井委員からご説明がありました点を踏まえて、そのあ

たりがよくわかるようにご説明をお願いしたいと思います。

それでは、説明お願いします。

○髙橋岩手河川国道事務所長 岩手河川国道事務所長の髙橋でございます。よろしくお願いしま

す。

それでは資料３－１、道路事業再評価一般国道１０６号宮古盛岡横断道路（都南川目道路）

の資料をご覧いただきたいと思います。

まず、１ページをご覧ください。

事業の目的でございますけれども、都南川目道路は宮古盛岡横断道路の一部を形成しており

まして、三陸沿岸地域と岩手県内陸地域を広域的な連携強化、交流促進や現道の線形不良改

良等の狭隘解消を図ることを目的としております。平成９年に事業化、１７年に用地、１８

年から工事に着手しております。

先ほどご指摘にもございましたけれども、平成２０年に将来交通需要量を見直しまして、そ

の結果Ｂ／Ｃが１を下回ることとなりました。その後、本委員会でご審議いただきまして、

当時、完成４車線で計画しておりましたものを２車線に計画を見直しました。その結果、費

用が安くなりましたので、Ｂ／Ｃが１を超えて事業継続という結論を出していただいた経緯
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がございます。

今回の事業費でございますけれども、２５７億円で、前回２車線でお示ししたものと変更は

ございません。事業進捗は約１９％、用地進捗が約５６％となってございます。

２ページをご覧ください。これが盛岡宮古横断道路、全体で約１００キロの区間がございま

すけれども、青い点線の部分が事業化されたところ、そのうち赤のところが今回ご審議いた

だく都南川目道路の部分でございます。途中、点線のない黄色いところがございますけれど

も、これは現道を活用して十分スムーズに走れるだろうという区間でございます。

３ページをご覧ください。

昨年３月１１日、東日本大震災がございました。このときに被災地の宮古市に向けまして救

援・支援の物資は、一度盛岡の近くにあります滝沢村に物資の物流拠点を設けまして、そこ

から国道１０６号を利用して物資の搬送が行われました。

その結果でございますが、右の上に書いておりますけれども、交通量が１．７倍に増加して

おります。この分がおおむね復旧支援のために増えた交通量と考えているところでございま

す。

４ページをご覧ください。

このように、いざというときに災害時に大変役に立つ道路ではあるのですが、今のネットワ

ークの強さというものを改めてチェックしてみました。盛岡から宮古市の道路でございます

けれども、過去１０年間で１７回の全面通行止めが発生しております。そのうちの１回は３

月１１日の後の津波の影響であったわけでございます。また、災害時の迂回路も、これは１

次緊急輸送道路をネットワークで示したものでございますけれども、左の図でございますけ

れども、大変大きくぐるっと回らなければいけない状況になっておりまして、まず、そもそ

も１０６号が脆弱であること、迂回すると大変大きく回らなければいけないという問題がご

ざいます。この道路を整備いたしますと、災害時にもこのような不通になることを回避でき

るということでございます。

５ページをご覧ください。

岩手県は、全国平均よりもお医者さんの数が少ないです。左下のグラフをご覧ください。中

でもこの宮古地域というのは大変少ない状況にございまして、その結果、救急搬送が行われ

ているのが右下のグラフにございますように、宮古地域からは９５％が盛岡に救急搬送され

ております。その件数が大体１００件から１５０件ぐらい、年間でございますが、運ばれて

いる状況でございます。
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真ん中の下の方でございますが、消防から聞き取りをしておりますと 「現道はカーブがき、

つく患者さんへの負担が大きい 、あるいは「整備されれば走行しながら医療行為が可能とな」

る場合がある」などの意見をいただいておりまして、早期整備を求められているところでご

ざいます。

６ページをご覧ください。

事業の投資効果でございますけれども、全体のＢ／Ｃが１．２、残事業Ｂ／Ｃが１．７でご

ざいます。前回評価では全体でＢ／Ｃは１．１でございました。この理由でございますけれ

ども、前回の評価のときには交通量が１日８，０００台と予測しておりました。それに対し

まして今回８，４００台、４００台ほど増加しております。この増加した理由でございます

けれども、すみません、もう一度前のページに戻っていただきまして、２ページをご覧いた

だきたいと思います。

前回の評価のときには、この青い点線の部分というのがまだ計画されておりませんでした。

、 、今回この青い点線の部分が計画に加わったために この間で約１０キロほど延長が短くなり

なおかつ走りやすい道路に変わることになりました。そのため、それまで周りの別の道路を

通っていた交通が、距離が短く走りやすくなったために１０６号線に集まってきた、その台

数が４００台分だったということでございます。その結果Ｂ／Ｃが増えているところでござ

います。

７ページをお開きください。

環境に対する保全措置でございますが、都市計画決定手続きと併せまして環境影響評価を実

施しております。予測結果に基づきまして、大事な植物ですとか動物の移植、移設等を実施

しております。今後も現地の調査を実施しまして、環境影響が生じた場合におきましては専

門家のご助言をいただきながら適切に対処してまいりたいと考えております。

周辺環境の変化といたしましては、東日本大震災時に被災地への支援物資輸送等の主要ルー

トとして重要な役割を果たし、この道路の必要性が再認識されたものと考えております。現

時点で事業の進捗の状況に係る問題はございません。平成２４年度は用地買収、道路の改良

工事、トンネル工事の進捗を図ってまいりたいと考えております。

完成の見込みでございますけれども、まだ用地ですとか埋蔵文化財等の調査が残っておりま

して、そのめどが立った段階で確定をしたいと考えております。岩手県知事からは事業を継

続との意見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考えているところ

でございます。以上でございます。
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○平山委員長 ありがとうございました。たびたび皆さんおっしゃっておりますように、前回４

車線の計画があって、Ｂ／Ｃが１を切るものですから２車に変更したという経緯があって、

たしかそのときのＢ／Ｃが１．０６かなんかで、１．１で、その後どういうふうに。今回は

１．２という数値が出ておりますが、どんな変化があったかがポイントだと思います。

復興支援の道路として非常に早期の完成の必要性が高まったということは大きな社会的状況

の変化だと思いますが、その他のことに関してはあまり変化がないというのがご説明でしょ

うか。そういうようなご説明でございました。

委員の皆様、何かご意見ございましたら、よろしくお願いします。

○堀井委員 ４ページのこの図がありまして、この中でオレンジ色の点線がありますね、一点破

線みたいな、これは何ですか。

○事務局 お答えします。

盛岡と宮古の間のオレンジの点々のことでございますね。これは、計画している宮古・盛岡

の横断道路の印でございます。

○堀井委員 この直線は何を意味しているのか。

○事務局 直線は道路という意味ではなくて、宮古と盛岡市、両方の都市を結ぶリンクの線だと

思っていただければ。そのリンクの線が、今はここ宮古・盛岡であれば１０６号とダブって

いますけれども、いろいろ災害上の脆弱性がありますので、何か災害が起こったときにはバ

ッテン印になってこのリンクは通れませんというようなマークになっております。

○堀井委員 一点破線が今回は何とかというやつで、直線はそこの距離からかわかりませんけれ

ども、そういうのをあらわしているということですね。

○事務局 はい、リンクをあらわしていると思っていただければよろしいかと思います。

○堀井委員 取り巻く環境は変わらず必要だということで、いろいろな使われ方が再確認された

ということのようですので、わかりました。

○平山委員長 ほかに何かございませんか。金沢委員、何かございますか。

○金沢委員 先ほど委員長もおっしゃったように、この１０６号は復興支援道路であるという位

置づけが一番重要だと思います。先の震災においては、ここの道路があったがゆえに宮古市

は生き延びれたと言っても過言ではございません。そこから入ってきてくださったから、く

しの歯が非常にうまく進み、沿岸住民の救援とか支援物資とか支援団体、いろいろなことで

助けていただいた道路だと、これは深く住民は信じてやみません。

それ以前に１０６号という性質は、国直轄でやってくださいよと言わんばかりで、住民の人
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たちは３桁国道であるがゆえに整備が遅れに遅れ、補修もままならず、そういった性格の道

路であったと思います。この震災を契機に復興支援道路にしていただき、進捗がかなりよく

なってきたということは住民に希望を持たせ、なおかつ復興への意欲を高める、そういう力

を持っていると思います。

、 、 。４ページで 必要性に関する視点として 災害に強いとか強いネットワーク等々ございます

それ以前にもう一つ加えてほしかったのが、一旦この１０６号線上で交通事故が発生します

と、上下線とも２時間、３時間ぐらい全面的に通行止めになります。なぜかというと迂回路

もなく１車線でございますので、盛岡から来る車も宮古から来るのもその地点でとめ置かれ

る。ひどい場合はトンネルの中で渋滞に遭い、真っ暗いトンネルの中で渋滞で２時間ずっと

待ったという経験が私ございますけれども、非常に厳しい道路であります。一刻も早く整備

をしていただくと、これはもう県民及び住民の一番の願いだと思いますので、さらに進めて

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した。

そのほかに何か。九戸委員。

○九戸委員 ５ページの下の真ん中の「宮古消防ヒアリング結果より」の下に「走行性の良い道

路を望みます」という意見に下線が引いてあります。青森県もドクターヘリはもう整備して

いるんですが、ごく 近ヘルスプロモーションカーを整備いたしまして、可搬式医療機器を

搭載し、しかもどんなところにも入っていけるように軽自動車で整備をいたしました。これ

は今、東通村に１台と南部町、深浦町に入りました。これを整備することによって失われる

命が格段に少なくなっていくということで、医療の準備行為が中でできるようになれば、救

急車で搬送するだけではなくて、病院に着いたら即、医療行為ができるように、だんだんに

、 、外の条件も整備されてきていますので 道がそれに伴ってきちんと整備されていかなければ

何としても走行性のよい道路を望まれているというところを大きな問題として１本きちんと

ネットワークが整備されることを望みます。

○平山委員長 ありがとうございます。

大久保委員。

○大久保委員 環境のところ、細かい話なんですけれども、オオムラサキの食草というのか食樹

というのか、それはこの中でどれになるんですか。この下の植物の。何かそういう対応がな

いと、チョウチョだけ移しても多分移せないと思うので、植物と両方対応させた技術が必要

かなというふうに思いました。
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それからもう１点、これは制度を超えたような話になるかもしれないですけれども、例えば

新設の道路をつくるときに、変哲もない環境で木を切り倒した、今の考え方でいえば、どう

ということない、影響はありませんでしたよで済むんですけれども、近年話題になっている

ような地球温暖化の対策とかそういうことになると、切り倒した木ぐらいはどこか空き地に

植えましょうとかそういう対策、日本は非常に環境に恵まれているから、それで済むんだけ

れども、ただ、アジア・アフリカ会議やアフリカ開発会議などそういう場で、自国では木を

どんどん切り倒しているというようなときになると余り強くは言えないんじゃないかなと考

えます。そうすると、少しでも貴重種がいるからということではなくて、そういう視点も入

れてもいいんではないかなという、これは本当に感想。今の制度を超えたような話なんです

けれども、そういうふうに思いました。

○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か。はい、どうぞ。

○林山委員 この資料を拝見して、４ページ、５ページの必要性というところが要するに防災対

策と緊急搬送だと、これはよくわかるんです。僕もこの資料というか、事業継続、迅速にと

いう言葉をつけたいんですけれども、これだけ重要な必要性があるにもかかわらず、費用便

益には何のプラスの影響も与えていないんですよね。普通、これ直感ですよ、僕、救急医療

に一時期手をつけていたことがあるで、これをやると、恐らくほとんど２に近いんじゃない

かと思うんですね、全体事業がですね。ですから、もしこれを、 終的にどういうフォーマ

ットで公表されるかわかりませんけれども、これだけ入れて１．２で、残事業１．７と書く

だけではなくて、非常に重要な視点は、今のテクニカルな意味で入っていないんだというこ

とを書いてもらうか、これはすごく低目に抑えて安全サイドに徹して、底の底の数字なんだ

よという書き方をしてもらわないと誤解を与えるのかなという気がします。老婆心ですが。

○平山委員長 ありがとうございました。ご意見はそのとおりですが、従来の３便益で計算する

とこういうふうになってしまいます。

○林山委員 普通の生徒で、本当は優秀な生徒なんだけれども、点数を厳しくしましたみたいな

ことにしてあげないと。

○平山委員長 林山委員の言うとおり、本事業の必要性は防災機能の向上、物流ネットワークの

構築、緊急医療のサービス向上等がある。これらの効果を含まない従来の３便益だけによる

評価は総合的な判断基準としては不十分であるが、３便益だけでも費用を上回っているので

判断をさせていただきたい。
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ほかに何かございませんでしょうか。

なければお諮りしたいと思いますが、先ほどの九戸委員から出ておりましたご意見につきま

しては、事業の早期完成により、ネットワーク機能が促進され、また走行性の向上も図られ

ることにつながりますので、事業促進のご意見として受け止めさせていただきます。また、

大久保委員の環境への配慮に関するご意見は、工事の実施におきまして十分ご留意いただき

たいと思います。

それでは、お諮りしたいと思いますが、原案で対応方針をいただいておりまして、事業の継

続ということで了承ということで、理由としましては三陸沿岸地域と岩手県内陸地域等との

広域的な連携強化、交流促進、東日本大震災の被災地等の復興支援のため早期整備の必要性

が高いという理由でございます。これ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。では、お認めいただいたことにさせていただきます。

○平山委員長 続きまして、要点事業２件の審議に入りたいと思います。

説明を一括でお願いいたしまして、案件ごとに審議をよろしくお願いします。

○髙橋岩手河川国道事務所長 それでは資料４－１、一般国道４号北上拡幅の資料をご覧くださ

い。１ページです。

事業の目的でございますが、北上市内における交通混雑の緩和、交通安全の確保、加えて周

辺の工業団地からの製造品出荷など、さらなる経済活動の支援を目的としております。

昭和５７年事業化、全体事業費１８０億円で前回から変更はございません。

事業の進捗率は８１％、用地の進捗率は８３％となっております。

２ページをご覧ください。

これが北上拡幅の赤いところでございますが、２本ラインが引いているところが既に４車で

。 、 、 ．供用しているところでございます 順次 北の方から４車線の供用を図っておりまして ９

２キロが完了、残りは３キロとなっております。

、 、 、また 岩手県内の国道４号でございますけれども 主に都市部の混雑箇所から順次４車線化

あるいはバイパス事業を実施している状況でございます。

３ページをご覧ください。

上のグラフをご覧いただいておわかりいただけるかと思うんですが、２車線のまだ残ってい

る区間につきましては、４車線の区間と比べまして旅行速度、車が普通に走れる速度でござ

いますけれども、これが１２キロぐらい、ピークのというか交通混雑時に低くなっている状

況にございます。
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２車線区間にございます北上金ケ崎インターチェンジ入り口交差点では、朝の通勤時にはお

よそ８００メートルの渋滞が発生している状況にございます。４車線化によりまして混雑緩

和し、円滑な交通の確保を図りたいと考えているところでございます。

４ページをご覧ください。

北上市、製造品出荷額が岩手県内１位でございまして、年々出荷額が増加しているところで

ございます。また、岩手中部工業団地、この図の左のほうにありますが、赤い点々で囲って

あるところでございますが、ここにはトヨタ自動車東日本、前は関東自動車と言っていまし

たけれども、完成車工場が立地しておりまして、周りには部品を提供する工場が立地してお

ります。このトヨタの工場でつくっているのがアクア・ラクティス・イストの３種類なんで

すけれども、その中でも特にアクア、ハイブリッドカーですね、あれの評判がよろしいよう

でして、今年の１月には１カ月に２万１，０００台つくっていました。それが３月になって

２万１，０００台から３万台になりました。５月になってさらに量を増やしていまして３万

５，０００台。実は３月時点でこの工場はフル稼働状況だったそうなんですけれども、ラク

ティスの生産を別の工場に移してアクアの製造に当たっているというぐらいのところでござ

います。また、ここで４車化することによりまして、部品の搬入と工業団地間の速達性、速

く運べる、あるいは工業団地と北上金ケ崎インターチェンジ間の速達性が向上し、物流、産

業活性化を期待しているところでございます。

５ページをご覧ください。

既に供用しているところにおきましては９．２キロですが、混雑しておりました北上市の黒

沢尻地区の混雑時の旅行速度が、４車線になることによっておよそ２倍、２１．４キロから

４２．５キロに向上しております。

また、北上市鬼柳付近の年間の死傷事故件数、右の下でございますけれども、４車線化に伴

いまして約６割減少しています。

６ページをご覧ください。

事業の投資効果でございますが、全体でＢ／Ｃ１．６、残事業で３．１となっております。

７ページをご覧ください。

事業の進捗に関しまして、現在特に問題はございません。平成２４年度は引き続き用地買収

を進めてまいりたいと思っております。

完成時期は、用地買収等のめどが立った段階で確定したいと考えております。

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して、対応方針（原案）といたし
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ましては事業継続と考えているところでございます。

続きまして、資料５－１、水沢東バイパスをご覧ください。

事業の目的でございますが、奥州市水沢区内における交通混雑の緩和、交通安全の確保、沿

道環境の改善等、東北道や新幹線水沢江刺駅とのアクセスの向上を目的としております。

昭和５７年に事業化され、暫定２車線で整備を進めております。

全体事業費３８０億円でございまして、前回評価から変更はございません。

事業進捗率でございますが、暫定の２車線供用に対しまして６７％でございます。用地の進

捗率は５８％でございます。

２ページをご覧ください。

順次供用を図っておりまして、延長９．６キロのうち終点側、北側になりますね、４．６キ

ロを暫定２車線で供用しております。

３ページをご覧ください。

未整備区間、ピンクになります。未整備区間の国道４号では、混雑時の旅行速度が大きく低

下しております。太日交差点での渋滞が発生しておりまして、円滑な交通に支障を来してい

る状況でございます。

４ページをご覧ください。

未整備区間の国道４号の事故率、これはピンクのところでございますけれども、バイパス整

備済みの並行現道の事故率、これは青でございますが、比べて約２倍でございます。全線の

供用によりまして現道の交通がバイパスに転換、その結果として交通事故が減少していると

ころでございます。

５ページをご覧ください。

、 、 。右上のグラフ 部分供用区間が伸びるに従いまして バイパスへ交通量が増加しております

現道の夜間騒音値の低下が図られているところでございます。右下の２つあるグラフの左で

ございます。もともと夜間の騒音値をオーバーしていたものが基準を下回ってございます。

また、バイパス区間では冬の期間においても旅行速度が確保されることから、新幹線の水沢

江刺駅への快適なアクセスが可能になっております。

６ページをご覧ください。

事業の投資効果でございますが、全体のＢ／Ｃが１．２、残事業Ｂ／Ｃが３．４となってお

ります。

資料の７ページをご覧ください。
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事業の進捗状況に係る問題はございません。平成２４年度は用地買収の促進を図ってまいり

ます。完成時期に関しましては、用地ですとか埋蔵文化財の調査等のめどが立った段階で確

定したいと考えております。

岩手県知事からは事業継続とのご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考えておりますところです。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。

両方の道路とも北上市、奥州市の街中を、あるいはその周囲をバイパスで抜ける、国道４号

の中でまだ２車線の区間が残っているということでございまして、交通混雑の解消というの

が第一目標の事業でございます。

まず、北上拡幅につきましてご意見いただきたいと思います。いかがでしょうか。何かござ

いませんですか。間庭委員、何かございませんですか。

○間庭委員 北上のほうですね。

○平山委員長 どちらでも結構でございます。

○間庭委員 どちらも共通しておりますが、もう既に必要性といいますか、早く完成してほしい

というほうにどちらかというとニーズとかいろいろなデータが顕在化していると思いますの

で、このどちらも、いろいろな手順は必要なんですけれども、できるだけ早期に完成してほ

しいという願いから、事業の継続について賛成したいと思います。以上です。

○平山委員長 ありがとうございます。ほかに何かございませんですか。

環境が整った時点でという書き方になっていますが、用地のほうで何か問題が残っているん

ですか。

、 。○髙橋岩手河川国道事務所長 これまでに時間を要した中では 用地でもめた点もございました

反対をいただいている方もいらっしゃいました。特にバイパスですね。

、 、今は基本的にはご理解いただいておりますので 事業実施についてはできるんですけれども

実際に個々のお宅とお話しさせていただくと、価格の問題であったり、そのときに代替地が

あるかないかとか個別の事情で、事業に反対ではないけれども、時間がかかるということは

ございます。その辺の目途が立った段階でというふうに考えております。

○平山委員長 役所のほうで 大限の努力をしていただきたいと思います。

はい、どうぞ。

○間庭委員 ちょっと追加ですが、どちらの案件のバイパスも、既に事前説明のときに納得して

いる内容でありますが、重ねてこの２件だけに限らず、バイパスを通すときの今後のことで
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の意見なんですが、せっかく市街地の渋滞や交通の障害等について、課題解決のためにバイ

パスなどは非常に有効な交通政策だと思うんですが、バイパスによっては、そこに例えば今

度の水沢東は非常に通し方といいますか、沿道の土地利用との関係、すっきりして大変いい

なと思いますけれども、その他のバイパスの中には例えば沿道に商業業務用地が誘導される

ような形で、開発効果が一見評価されるようであり、しかし、せっかくバイパスをつくって

交通課題を解決しようとしているのにまた新たに交通要素をそこにつくり出してしまうとい

うことで、非常に矛盾したようなバイパスというのも現実には存在しておりますので、この

２件についてはそういう心配はないなと、あらかじめの説明では承知しておりますが、今後

ともそれについてはぜひご留意いただきたいということを添えさせていただきます。

○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 （ なし」の声あり）。「

ないようでございますので、お諮りをしたいと思いますが、原案として事業の継続というこ

とで提案されておりますが、北上拡幅は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。

続きまして、水沢東バイパスのほうにつきまして何か。はい、どうぞ。

○堀井委員 ４ページの事故の話を見ているんですけれども、現道の未整備区間が１１５．３件

／億台キロと、並行現道区間が５９．３件／億台キロと、現道については減っているという

ふうに見えるんですけれども、バイパスを見ると４５．８件／億台キロですから、これを足

すと約１０５台くらいで、１０件減ってはいるんですけれども、これ減っているからこれで

効果だということかもしれませんが、このバイパスの事故率というのは高いんですか。

○髙橋岩手河川国道事務所長 これは事故率でございますので、もしも並行区間とバイパス区間

合わせてどのぐらいというと、この平均ぐらいになってきます。この間の数値になってきま

す。ですから、これは少ないというふうに考えていただいてよろしいかと思います。これは

． ． 、 。５９ ３と４５ ８を足すというような数字ではなくて これは件数ではございませんので

○堀井委員 でも、この現道、バイパスの交通量とキロを掛けて、それに発生件数で出している

んでしょう。ということは、別々の数値とは違うんですか。

○隅藏道路計画第一課長 これはバイパス区間と並行区間、それぞれ死傷事故率ですので、一概

に延長でありますとか交通量によって単純な比較ができないことからも件／億台キロという

指標を使ってございますけれども、これは右側にございます東北地方の直轄国道の市街地の

２車線の平均ですと、死傷事故率は７６．９件／億台キロになっておりまして、そういった
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観点からいきますと、今回の５９．３とか４５．８というのは直轄国道の２車の平均に比べ

れば低い割合になっておりまして、バイパスをつくることによって、これまで４号の現道で

非常に大きな事故率であったものを分散しているといいますか、事故を低減しているという

ことで考えてございます。

○堀井委員 市街地２車線道路というのはバイパスですか。この比較して７６．何ぼというのは

市街地部のバイパスですか、これは。あるいは全部。

○隅藏道路計画第一課長 全部です、バイパスの。

○宮田道路部道路調査官 ちょっと補足させていただきますけれども、この地域の特徴として、

水沢の南側１１５．３件でございますけれども、こちらはどちらかというと余り市街地が進

んでなくて、中央部に近いところでございます。右側はどちらかというと、人家連担ではご

ざいませんけれども、沿道はかなり張りついているという特徴がございます。

そういうふうに見たときに、左と右は端的に足して比較するという感じよりは、左側は余り

張りついていないのに１１５件という非常に高い数値を示している。右側は逆に、かなり沿

道は張りついているけれども、現道のほうは５９でおさまったというふうに理解しておりま

すけれども。

○堀井委員 今、そういう沿道状況が違うことによって値が違うという、沿道状況が違うのにも

かかわらずこっちは多いという話ですか。

○宮田道路部道路調査官 事故率は都市部のほう、人家連担部のほうは高く出る傾向があるもの

ですから。

○堀井委員 ということは、１１５が半分に減ったといったら、これはおかしいですよね。約２

倍の事故率ですという表現は。

○宮田道路部道路調査官 表現としては、比べないほうがいいです。

○堀井委員 だから、例えば市街地部で過去に調査が、事故件数も違うだろうけれども、過去に

同じ地点で事故の調査があって、それと比較して減ったというならそれはそれで効果ですけ

れども、ただ、そういう土地利用というか、沿道が違うのに半分でという話になったらおか

しいのではないでしょうか。

○宮田道路部道路調査官 表現を見直させていただきたいと思います。

○平山委員長 今の点は資料を精査して、もし訂正が必要であれば訂正をしていただきたいと思

います。

そのほかに何かございませんですか。
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前回の再評価のときと比べて東バイパスの交通量は減っていますよね。その割には便益比が

増えているというところ、６ページです。

○髙橋岩手河川国道事務所長 すみません、先ほどの説明の中できちっとしませんでしたけれど

も、今回、冬場の便益というのを考慮しています。走行時間便益というのは、どれだけ走り

やすくなって、ここからここまで走る間に時間が短くなったからそれだけ得しましたという

ので走行時間便益というのは出しているんですけれども、冬場の方が、いい道路をつくると

スピードが落ちにくくなります。時間が短くなります。だから冬場の方が時間がたくさんも

うかるものですから、それを評価した結果でございます。

ちなみに、冬期はどういう日を対象にしているかというと、除雪をしているようなとき、そ

ういう日数が大体この辺で七、八十日ぐらいあろうかと思いますけれども、そういうときは

夏場とは違うスピードで、より効果が出ているのを正当に評価し直しました。その分でござ

いました。失礼いたしました。

○平山委員長 そういうような取り扱いは従来からずっとやっていたと思っていましたけれど

も、 近なんですか。

○事務局 平成２０年にそういう考え方が出てきまして、いろいろ手法があるんですけれども、

整備局では２２年度から冬期の便益を取り込んで評価させていただいております。

○平山委員長 そのほか何かございませんでしょうか。九戸委員。

○九戸委員 水沢東バイパスのご説明の 後のところで、文化財とちらっとおっしゃったのです

が、資料の中にはなかったので、文化財が出てくるとまた調査でスピードが急に落ちていき

ます。多分この地域は中世のいろいろな歴史が埋まっているところだと思いますので、せっ

かくちょっとご披露なさったので教えていただきたい。

○髙橋岩手河川国道事務所長 実は、既に供用しているところで文化財が見つかったという経緯

がございまして、そのために文化財調査でかなりの時間を要したという経緯がございます。

この文化財調査というのは、土地を買って調査を始めてみないとわからないものですから、

近くでそういうことがあったので若干心配はあるなということでございます。ですから、用

地買収後、調査がもしあれば、文化財の発掘調査をさせていただくことといたします。

○平山委員長 よろしいですか。今の点も議事録に記載し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 （ なし」の声あり）。「

なければお諮りをしたいと思いますが、水沢東バイパスの事業、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。「
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きます。

○事務局 先ほど大久保委員からございましたオオムラサキの件なんですけれども、道路用地外

にあるエゾエノキの木のほうに幼虫を移設してモニタリングをしているというのが保全措置

になってございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

〔営繕事業 再評価〕

・仙台第１地方合同庁舎（増築棟）

○平山委員長 それでは、営繕事業に進みたいと思います。

営繕事業は１件のみでございます。我々も初めての審議なので未経験のところがございます

が、重点審議事項ということで扱うことにさせていただきます。

仙台第１地方合同庁舎（増築棟）につきましてご説明をお願いします。

○末兼営繕調査官 営繕部営繕調査官をしております末兼と申します。

恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。

資料の６－１をご覧いただきたいと思います。

営繕事業の再評価、仙台第１地方合同庁舎（増築棟）の整備事業でございます。

表紙をめくっていただきまして、まず、再評価に至る経緯でございます。

冒頭、局長からの言及もございましたけれども、当事業、平成１９年度に新規採択時評価が

行われまして、平成２０年度に事業として採択をされております。その後、事業の執行を見

送っておりまして、現在５年経過で継続中という扱いになりますので、再評価の審議をお願

いすることになったということでございます。

それから、ただいま委員長からのお話もございましたけれども、営繕事業、久しぶりの事業

評価でございます。簡単に調査整備の背景といいますか、前提といったところをご紹介させ

ていただきたいと思います。昭和２６年に成立した法律でございますけれども、官公庁施設

の建設等に関する法律、１４条で構成される短い法律でございますが、こちらの法律に基づ

いて整備を行っているところでございます。

逐条のご説明は省略させていただきたいと思いますけれども、その法律の第６条に合同庁舎

の整備に係る規定がございます。読み上げさせていただきますと 「庁舎は、土地を高度に利、

用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障

がない限りは合同して建築しなければならない 」という規定がございます。。
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改めて本事業、合同庁舎の整備でございますけれども、今回の評価によりまして、また、こ

の条文の意義を確認する意味もあろうかと思っているところでございます。

それでは、１ページをご覧いただきまして、まず、事業の目的、概要でございます。まず、

事業概要をご紹介させていただきたいと思います。仙台市青葉区の勾当台公園と宮城県庁に

隣接します地に現在も仙台第１地方合同庁舎、既存棟が建っておりますけれども、その横に

あります車庫棟を取り壊しまして新たに増築棟を建設するものでございます。

構造規模は、鉄骨造、地上１７階、地下２階、塔屋１階の規模でございます。延べ面積約３

万６，０００平米の施設になります。

入居官署につきましては、私ども地方整備局のほか、管区警察局、財務局、経済産業局、４

つの国の機関を集約、合同化する施設になります。

入居官署の現位置図でございます。私ども整備局も港湾空港部が民間ビルに入居して分散状

態にございますけれども、管区警察局も同様に組織の中で分散した状態でございます。これ

らの分散状態を集約するということになります。

続いて、目的でございますけれども、入居予定の官署それぞれ現在分散しておりますけれど

も、老朽、狭隘、施設の不備等の問題を抱えているといったことがございまして、合同化に

よりまして国有財産の有効活用を図るとともに、大規模災害時の広域防災拠点として機能を

賦与して庁舎を整備するということを目的にしております。

続いて、事業評価の視点ということで、官庁営繕事業の評価につきましては①から③番まで

の３つの視点を掲げてございます。

まず、事業の必要性でございます。目的にもございますけれども、老朽、狭隘といった施設

の不備を解消するという必要性から事業をする必要があるかという検証になります。

２つ目、合理性でございます。事業案と比べて代替案を設定いたしまして、その代替案との

比較で合理性があるかということを検証いたします。

それから、３つ目の効果でございますが災害防止・環境保全、それから機能性がきちんと発

現しているかと、発現する見込みがあるかということを検証してまいります。

ページめくっていだたきまして、２ページでございます。

評価の視点３つのうち、まず必要性でございます。写真を掲載させていただいておりますけ

れども、こちらは東北地方整備局の昨年の大震災の後の写真でございます。東北地方整備局

の庁舎につきましては昭和２９年に完成しておりまして、築後５７年が経過して経年劣化が

著しい状態にありました。このような状態で大震災を受けまして、内外装材のひび割れ、剥
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落等の被害が発生した状況でございます。こういった状況の中で、災害応急対策活動の初動

を強いられたということでございました。

ページめくっていだたきまして、２つ目の評価の視点の合理性でございます。

まず、右側に写真と配置図を載せておりますけれども、ご案内のとおり地方整備局の庁舎に

つきましては分棟になっておりまして、複数の棟の建物で構成されております。こういった

物理的なところもございまして、所要の性能を確保するための改修というのは難しい状況に

ございます。こういった中で、現計画に対しまして、真ん中の枠囲みの中でございますけれ

ども、代替案を設定しております。

代替案の１つ目、東北地方整備局の庁舎については現地での建てかえということにしており

ます。続いて、地方整備局を除く３官署につきましては、主に第１地方合同庁舎（既存棟）

に現在入居しておりますけれども、こちらの耐震改修を行うこと。それから３つ目、これも

地方整備局を除く３官署ですけれども、狭隘の状態にございますので、その不足面積分は増

築をして増床をするということで代替案を設定しております。

矢印下の囲みになりますが、まず代替案のデメリットといたしましては、整備局の建てかえ

中の防災の機能の確保が困難であるということがございます。続いて、現計画のメリットで

ございますけれども、冒頭の目的にもありますけれども、分散官署の集約化がされるととも

に、国有財産の有効活用が図られるということで、現計画案が代替案よりも合理性があると

いうことになろうかと思います。

ちなみに、総費用ということで、真ん中の表の中に費用を記載しておりますけれども、こち

らの初期投資分と維持管理期間５０年を設定しまして、維持管理費用と修繕費を見込んで比

べたものでございます。かつ、現計画につきましては、地方整備局の跡地の売却益を見込ん

だ数字としております。ご覧いただきますとおり、現計画のほうが経済的にもすぐれている

ということが確認できるかと思っております。

続いて、３つ目の評価の視点、事業計画の効果でございます。効果につきましては、大きく

２つの項目で整理しております。

、 。１つ目は 大規模災害発生時における広域防災拠点としての機能の円滑な発揮が可能となる

２つ目は、環境技術の活用により省エネルギー化を実現ということを掲げております。

まず、１つ目の防災拠点機能の確保でございますけれども、例示的に４つ掲げております。

ヘリポートの設置による情報収集機能の強化、通信回線の多重化による通信連絡網の信頼性

の向上、空冷式空調方式の採用による水損事故の防止、 後、防災倉庫・防災井戸の整備に
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よる必要物資の整備、水の確保ということで整理をしております。

それから、ここには記載しておりませんけれども、合同庁舎１階ホールにつきましては、待

合であったり広報スペースとして常時のスペースを確保することを予定しておりますけれど

も、災害時においては防災拠点として活動できるようなスペースとなるよう配慮した設計を

行うこととしております。

２つ目の効果ですけれども、昨今の地球温暖化対策であるとか大震災を受けましての節電要

請といったことに対して、環境技術を採用することで省エネルギーとなる庁舎を整備すると

いうことで効果の発現を期待しているところでございます。

ページをめくっていただきまして４ページ、６番、事業の進捗状況及び進捗見込みでござい

ます。こちらも冒頭、局長の挨拶の中にもありましたけれども、平成２０年度に事業採択を

いたしました。そのときは平成２３年度いっぱいで増築棟の工事が完成するという見込みで

ございましたけれども、再三申し上げましたとおり、事業執行を見合わせていたというとこ

ろでございます。平成２３年３月の東日本大震災を受けまして、先ほどの被害のような状況

になったことから、平成２３年３次補正予算で改めて増築棟の整備費の予算化がなされたと

ころでございます。

その後、平成２３年１２月に工事の契約をいたしまして現在に至っておりますけれども、現

在、既存車庫棟の取り壊しを実施中でございます。このまま継続いたしますと、平成２６年

度末に完成予定となっております。

７番、コスト縮減でございます。階高の合理化といたしまして、例示的に１階の天井高を３

メートルとするということを掲げておりますけれども、１，３００万円程度の縮減を見込ん

でおります。それから冷間成形角形鋼管柱の採用ということで、今回の建物は鉄骨造でござ

いますけれども、板材を４枚、溶接でつないで箱にして柱とするというような、特注品のよ

うなものを想定しておりましたけれども、既製品がございまして、そちらを採用するという

ことで２，６００万円程度のコスト縮減を見込んでいるところでございます。

後８番、対応方針でございます。仙台第１地方合同庁舎（増築棟）は、東北地方の広域的

防災拠点となる合同庁舎であり、早期の整備の必要性が高いということで事業継続というこ

とで原案とさせていただいております。以上でございます。

。 、○平山委員長 ありがとうございました 営繕事業の再評価の視点というのは事業計画の必要性

それから事業の合理性、事業計画から生まれる効果といったような点につきまして、社会環

境の変化を踏まえて継続の可否を審議していただくというものでございます。
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久しくこういう案件はなかったんですが、皆さんのご理解を深める意味も含めて、どうぞご

自由にご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょう。

○金沢委員 結論から言うと進めていくべきだと思っています。当初の計画から３年も遅れてい

、 、るわけですし このたびの震災で損傷及び劣化も激しくなっているであろうと思いますので

これは進めていくことには異存ありません。

質問なんですけれども、４つの官署が一つの同じ庁舎に入るわけなんですが、もとの庁舎の

跡地あるいは建物の取り扱いというのはどのようになるのかということを教えていただきた

いと思います。

○平山委員長 いかがでしょうか。

○末兼営繕調査官 この東北地方整備局の跡地につきましては、売却をされるだろうと考えてお

。 、 、ります それから現在 第１地方合同庁舎の既存棟におられます官署の跡地につきましては

さらに合同庁舎に入っていない官署が入るということで、使用調整と我々呼んでおりますけ

れども、そういったことがなされる見込みでございます。

○平山委員長 取り壊すわけではないんですね。

○末兼営繕調査官 整備局は取り壊しますけれども、既存棟は取り壊す予定は今のところありま

せん。

○金沢委員 わかりました。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。はい、どうぞ。

○林山委員 ちょっと教えてほしいんですけれども、ここの増築棟に入るのは、他の局というの

はわかったんですけれども、整備局は全部入るんですか。というのは、二日町庁舎とか民間

ビルの機能とか事務職員の方もここに来ると。

○末兼営繕調査官 整備局はすべて。二日町と花京院と民間ビルに分かれておりますけれども、

すべて第１合同庁舎増築棟に入居予定です。

○林山委員 そうすると民間ビルの賃借料はゼロになるということですね。

○末兼営繕調査官 そうでございます。

○林山委員 そういうのも計算されているわけですね。

○末兼営繕調査官 はい。

○林山委員 それともう１個、現計画で総費用１９８億円だというのは、これは整備局が持つ分

なのか。新しいビル、財務局とかいろいろ入るんですが、それの総費用なのか、どちらなん

ですか。
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○末兼営繕調査官 新しい増築棟の総費用でございますので、整備局だけではなくて４官署で持

つ費用になります。

○林山委員 どうせ国のお金だから一緒という意味ですか。よくわからないんですけれども。

○末兼営繕調査官 例えば、細かい話をいたしますと、運営段階で電気代をどうするかというよ

うな話は、面積案分であるとか、特にたくさん使うところは個別メーターをつけてというよ

うなことで、そういった維持管理費用等は分けて各官署が支払うことになりますけれども、

合同庁舎の整備については国交省が代表して支出を行います。

○林山委員 これ掛ける４というわけじゃないんですね。

○末兼営繕調査官 そうでございます。

○林山委員 はい、わかりました。

○平山委員長 ほかに何かございますか。どうぞ、間庭委員。

○間庭委員 この案について賛成したいと思います。

感想ですが、今回二日町の庁舎、大分傷んでいるのを拝見させていただいたんですが、何と

か辛うじて大震災の対応が、既に報告のとおりしていただいているんですけれども、もしこ

こがもっと傷んでいたらどんなことになっていたろうなと、そら恐ろしい想像を３・１１の

直後にここにお邪魔する前まで思っておりましたところ、辛うじてしっかりと対応はしてい

ただいたんですが、もしそれ以上に損傷しておったら、整備局の初動対応があのような形で

、 、は展開できなかっただろうなということを思いますと 次いつ来るかわかりませんけれども

安心してこういったことに備えて、しかもせっかくこうやる以上は機能的に、提案、説明あ

りましたように、速やかにやっていただきたいなというふうに、正直、３・１１以降強く思

いましたので、ここに言葉としてはちゃんと書いてあるんですが、私どもとしてはそういっ

たことはここ１年強く思いましたので、ぜひとも実現していただきたいというふうなことを

思いますので、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。

そのほか何か。九戸委員。

○九戸委員 ご説明においでになったときもお話ししたんですが、警察局が入るというのは一級

のセキュリティーをする箇所が入るわけで、片や地方整備局は非常にバラエティーに富んだ

方が緊急で使うことも多いと思います。

実は青森県庁の中に警察と教育庁が一緒に入っているんですが、セキュリティーを厳しくす

るために下でまず登録をきちんとしなければいけないのと、途中、渡り廊下のところに鉄格
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子がはまっていたりと使い勝手の悪い話があるので、すみ分けをきちっとしていただければ

と思います。

○平山委員長 九戸委員、すみ分けというのは。

○九戸委員 階で省庁が違うんだと思います。でも、上にもヘリポートが載るわけですよね。使

い方を考えないと不便になろうなと思います。

○平山委員長 逆にせっかく合同でつくるんですから、使い合うというかそういうメリットも出

してほしいなというのが、そういうことをおっしゃっているわけなんですね。

○九戸委員 はい。

○平山委員長 ありがとうございます。

はい、どうぞ。

○仲江営繕部長 営繕部長でございます。ご意見ありがとうございます。

今のご指摘につきましては、現在設計中でございますけれども、ご指摘のとおり警察局は非

常にセキュリティーを高めなくてはいけませんので、それについては 上階、一番上のほう

に配置をさせまして、セキュリティーを設けるに当たってもなるべく下のほうには影響ない

ようにということで配慮しておりますので、今後ご指摘を受けて、さらに設計の中身をより

よくしていきたいというふうに思っております。

○平山委員長 はい、どうぞ。

○大久保委員 昨年の大震災のことを考えると、考え方の一つとしては集中以外に危険分散とい

う考え方だってあり得るわけですね。危険分散をしない、集中でやるということになると、

先ほどの前段の話だと５７年間で要するに建てかえるという話なんだから、一般的な観点か

らするともう少しもってもらいたいなという感じ。

それから、やっぱり役所というのは、古い考えかもしれないですけれども、一種のシンボル

的な意味もあって、震災のときに行政の建物がやられて、麻痺してしまったという、去年も

そういうことがあったので、少しは丈夫につくって、少なくとも、５７年ぐらいで建てかえ

るんじゃなくてもうちょっと長くもつような、私はそんなふうに思います。３世代だとする

と、せめて９０年かそこらはもってもらいたいなと。だからやっぱり長寿命化というか、そ

ういうことも検討の中に入れていいのではないかなというふうに思いました。

それから、もう一つは、先ほどもちょっと言ったんですけれども、地球温暖化に対する対策

というのをどういうふうに反映するかという視点もやっぱりあっていいんじゃないかなとい

うふうに思いました。以上です。
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○平山委員長 何かございますか。

○末兼営繕調査官 長寿命化につきましては、今度の新しい建物は鉄骨造になりますので、コン

クリートに比べ劣化の状況というのは改善されるというふうに思っております。

それから、地球温暖化対策ですけれども、コストとの見合いで、お金をかければ今いろいろ

な技術はございますので、性能はどんどん上がっていきますけれども、それと費用対効果と

の合理性という、そこはきちんと判断をして技術の採択をしていきたいというふうに思って

おります。

○平山委員長 よろしいですか。

○大久保委員 もう一つですけれども、役所は費用の中に人件費がコスト意識として入っていな

いですよね、コストとしては。そうするとやっぱり仕事の能率ということを考えると、ある

、 。程度居住性がいい事務所というか それぐらいのことは私はいいんじゃないかなと考えます

何というか、 低限の施設で 低限の冷房と暖房で、震えながらあるいは汗かきながら能率

落としてやるというので、そういう汗かく姿をただ国民に示すということがいいことなのか

なと思います。涼しい顔してさっさと仕事をやったほうがいいような気が私はするんですけ

れども、その辺も仕事の能率ということもちょっと考えて、せっかく建てかえるのであれば

やはり不備のない建物を建ててもらいたいというふうに思います。

○平山委員長 何かありますか。

○末兼営繕調査官 ハードだけではなくてソフト面の工夫もいろいろあるかと思いますので、入

居官署の方々とまた協議をしながら、設計の詳細を確認していきたいと思っております。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

今回の震災もありましたし、そういうような状況を踏まえればなかなか反対の意見は言いづ

らい面もあるかとは思いますが、大学の場合でも築３０年以上たたなければ対象になりませ

んし、 近はもう耐震ということが 優先になって、そういうような中で建物の更新という

のは決められていきますが、国の場合、そういうような庁舎を更新していくような基本的な

お考えというのはきちっと決まって、それに基づいてやって、そういう中でたくさん候補が

上がってきた中で優先順位をつけるというような決め方をされているのかどうかというあた

りを一般論としてお伺いしたいんですけれども。

○末兼営繕調査官 例えば１０カ年計画といったようなものはございません。まさに国の予算の

状況であるとか、施設の不具合の程度によって事業計画の立案をするかどうかということを

判断していくということを今までは繰り返してきたというところでございます。
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もともと官庁営繕の費用については１０カ年、例えば１０カ年を約束するというような法定

計画等もございませんので、どちらかといいますと、ご案内のとおり国の業務の下支えみた

いなところがございますので、やはりかなり社会的な情勢であるとか財政状況を踏まえての

判断にならざるを得ないというふうに思っております。ちょっと個人的な思いもございます

けれども、そういった状況でございます。

○仲江営繕部長 すみません、営繕部長です。

若干補足させていただきますと、建て替えをするに当たっての基準といいましょうか、目安

というのは内規的なものではございまして、建物の老朽の状況でありますとか、あるいは執

務空間として非常に狭くなってしまうとか、そういったもろもろのことを勘案いたしまして

評価した上で、緊急性の高いものから順にやっていくということでやっております。

○平山委員長 合庁にするとか耐震設計にするとか、そういうのを点数化されているような感じ

の基準なんですか。そうですか。わかりました。

はい、どうぞ。

○金沢委員 ３ページでございます。効果のところ、５番ですね、ヘリポートの設置の件でござ

います。多分この間の震災後にヘリポートがここにないので、仙台空港から間に合わないの

で整備局の方が乗らず、パイロットだけが仙台空港からヘリコプターを飛ばし、災害の様子

をキャッチして、いち早く整備局に情報が流れたということで、帰ってこようとしたら仙台

空港はもう水に浸っていたということでした。

今回、このヘリポートを合同庁舎に載せるというのはすごく必要なことだと、そう思いまし

た。それで１機だけなのか、何機ぐらい載せられるぐらいの計画をお持ちなのかなというの

をお聞きしたいんですけれども。

○末兼営繕調査官 ヘリポートはそこに常時駐機しておくというものではなくて、降りて、職員

を乗せて飛び立つという形になります。

○金沢委員 そうしますと、ヘリポートですから、整備局のみちのく号のみならず、例えば警察

署で使うヘリコプターとかさまざまなものが降りられるという機能ですか。

○末兼営繕調査官 そこは協議になろうかと思いますけれども、現在のところ整備局用のヘリポ

ートとして整備をしているということでございます。

○平山委員長 ほかにございませんでしょうか （ なし」の声あり）。「

ご意見なければお諮りしたいと思いますが、仙台第１地方合同庁舎（増築棟）の事業につき

ましては原案どおり継続ということでよろしいでしょうか （ はい」の声あり）ありがとう。「
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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

〔報告事項 再評価〕

・赤川直轄河川改修事業［赤川水系河川整備計画（国管理区間 ］）

○平山委員長 審議は以上で、報告事項がございます。お願いをしたいと思います。

○川村河川調査官 河川部河川調査官の川村でございます。

資料８に基づきまして報告事項の説明させていただきたいと思います。

お手元の資料８、よろしいでしょうか。資料８の１ページ目をお開きください。

対象事業は、赤川直轄河川改修事業、再評価でございます。

今回ご報告する事由でございますけれども、中央の欄にございますが、国土交通省所管公共

事業の再評価実施要領の中で、河川法に基づいて学識経験者等から構成される委員会等での

審議を経て河川整備計画の策定変更を行った場合、再評価の手続が行われたものとして位置

づけるという規定がございまして、その右の欄でございますが、河川及びダム事業の再評価

実施要領細目にその結果を事業評価監視委員会に報告するものとされているものでございま

す。これは事業評価監視委員会と河川法に基づく学識者の委員会での重複した審議を避ける

といった趣旨でございまして、赤川につきましては、学識経験者等の委員会の審議を経て、

今般、河川整備計画を策定するということでご報告をさせていただく次第でございます。

２ページ目をお願いいたします。

、 、 、 。一番上の欄にアルファベットがございますが ａ欄 該当基準 再評価後３年でございます

それからｄ欄・ｅ欄の内容をあわせてｄ欄のところでご説明しますが、この赤川、過去にも

甚大な浸水被害が発生してございます。２つ目の丸ですが、昭和１５年７月洪水と同規模の

洪水の場合、２つ「・」がありますが、非常に大規模な氾濫区域が想定されること、鶴岡市

街を含んだものでございます。そのほか災害弱者施設等の社会的影響が想定されるというこ

とで、早期に浸水被害を軽減する必要がある。

今般、この計画では、昭和１５年７月洪水と同規模の洪水に対して浸水被害を防止するとい

うことで、Ｂ／Ｃとしてはｃ欄の一番右でございますけれども、８．６という結果になって

ございます。

一番右から２番目のｇ欄に審議結果及び意見を書かせていただいております。

まず、学識経験者等から構成される委員会といたしましては、赤川水系河川整備学識者懇談
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会、先般開催されまして、事業の継続は妥当と判断するとされてございます。また、山形県

知事からは事業の継続に意義はない旨、意見をいただいております。

、 （ ） 。ｆ欄のとおり 対応方針 案 として事業継続とさせていただいているところでございます

以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

赤川直轄河川改修事業につきましては、ここに報告になったわけですが、その根拠と継続に

なったというご報告がございます。

大久保先生、これに関わっておられないんですか。

○大久保委員 関わっております。

○平山委員長 何かございますか。

○大久保委員 いや、特に。

○平山委員長 特にありませんですか。

何か皆さんの方からご質問等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、報告了承ということにさせていただきます。

議事録の取りまとめでございますが、５分ぐらい休みますか。じゃ５分休憩をとらせていた

だきます。

〔休 憩〕

○平山委員長 それでは、再開をしたいと思います。

議事概要がまとまったようでございますので、事務局から読んで確認をしたいと思います。

○司会 お手元に審議結果を配付いたしましたので、読み上げをさせていただきます。

上段の前振りの部分は省略をさせていただきます。

審議結果は次のとおりである。

１．事業審議について

・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

当該事業について「目的に対し交通混雑の緩和、交通安全の向上、沿道環境の改善効果を発

現している。一方、一部に交通混雑が見受けられることから、関連事業による交通状況等を

踏まえ、今後必要な改善措置を検討」との対応方針（案）は妥当である。

②一般国道１０１号浪岡五所川原道路

当該事業について「更なる事後評価および改善措置の必要はない」との対応方針は妥当であ



- -35

る。

・道路事業再評価審議結果

①一般国道１０６号宮古盛岡横断道路（都南川目道路）

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）医療面からの走行性の観点、災害時のみならず、交通事故発生時の交通止めの観点から

も早期の整備が必要。

２）工事に当たっては、貴重種の保護のみならず、樹木伐採等による地球温暖化に関する視

点にも留意が必要。

３）防災機能や救急搬送に関する効果が非常に高い事業であるが、現在の費用便益分析の手

法ではそれが数値に反映されていない厳しめの評価であることを明確にすることが必要。

②一般国道４号北上拡幅

③一般国道４号水沢東バイパス

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）バイパス整備に当たっては、沿道開発に伴い発生する交通によりバイパスの整備効果が

損なわれることがないよう留意すること。

２）事業を進めるに当たって埋蔵文化財が確認された場合、これまで同様、適切に対応する

こと。

３）水沢東バイパスの死傷事故率の比較の表現がわかりづらいので工夫すること。

・営繕事業再評価審議結果

①仙台第１地方合同庁舎（増築棟）

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）庁舎を長く使えるような視点や地球温暖化対策に関する視点も必要。また、仕事の効率

性を考慮した執務環境の整備も必要。

２．委員会報告事項について

再評価報告

・赤川直轄河川改修事業［赤川水系河川整備計画（国管理区間 ］）

以上について、赤川水系河川整備学識者懇談会による再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 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、議事概要をお認めいただいたということにさせていただきまして、本日の審議は

これで終わりにしたいと終わります。ありがとうございました。

５．閉 会

○司会 長時間の審議、ありがとうございました。

以上をもちまして、平成２４年度第２回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いたしま

す。

なお、次回の委員会につきましては、現在日程調整をさせていただいておりますので、確定

次第、ご案内を申し上げたいと思います。ご出席方をよろしくお願い申し上げます。

本日は長時間、大変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。

ありがとうございました。


