
平成２４年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第４回）

日 時：平成２４年１１月２２日（木曜日）

１３：００～１６：１０

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、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４回東北地方

整備局事業評価監視委員会を開催させていただきます。

本日は大変お忙しい中、委員の皆様方にはご出席をいただきまして、本当にありがとうござ

います。

本日の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。

今回の委員会から新委員として成田由加里公認会計士事務所代表の成田委員にご出席いただ

いております。どうぞよろしくお願いいたします。

本日の委員のご出席でございますけれども、井上委員、大久保委員、堀井委員が所用のため

ご欠席でございます。１１名中８名の委員の皆様方のご出席で委員会を開催させていただきま

す。

本日、お手元にお配りしています資料でございますけれども、配付資料一覧というのがござ

います。１枚めくっていただきますと議事次第が入ってございますけれども、この議事次第等

も含めまして資料１から資料１１までございます。不足等がございましたら事務局のほうにお

申し付けをお願いしたいと思います。

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。いつも大変お世話になっております。

本日は、平成２４年度第４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

ころ、ご多忙中のところ委員の皆様方にはご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

また、本日の委員会から成田様には新たな委員としてご出席いただいております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

さて、本日はまことに案件がたくさんございまして、大変お手数をおかけいたします。

まず、次第でご覧いただきますようにダム事業の再評価がございます。成瀬ダムにつきまし

て、ダムはダムの検証という、全国的なダムの全体のチェックという特別なプロセスを経てき

ておりまして、それの再評価を今回いただくという事業がございます。

それから、通常の再評価等といたしまして道路事業が６件、それから港湾事業が２件、さら
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に報告ということが４番にございますけれども、河川の改修事業等につきましては別途評価し

ておりますものを、こちらに報告をさせていただく案件が７件ということでございます。

いずれにしましても、公共事業というものがばらまきであるのか無駄であるのか、今厳しい

視点があるわけでございます。一方で、東日本大震災の中でこういったインフラのおかげで命

が助かったという声もいただいております。ぜひこの委員会で厳しく事業を評価していただき、

あるいは事業そのものだけではなくて事業の効果について、私どもの説明そのものも不十分な

ことがあろうと思います。いろいろそういう伝え方についてもご示唆をいただければ大変あり

がたく存じます。

今日はそういうことで案件が多く、長時間の審議になりますけれども、どうぞよろしくお願

いを申し上げます。

○司会 これより審議に入りますけれども、審議に先立ちまして報道機関の皆様方にお願い申し

上げます。これ以降の写真、テレビカメラ等の撮影につきましてはご遠慮願いたいと思います。

それでは、対象事業の審議に入らせていただきます。平山委員長、お願いいたします。

３．審 議

○平山委員長 それでは、これから審議を行いたいと思います。本日は、先ほどの局長の話にも

ありましたけれども、たくさんの事項がございますので、よろしくご審議をお願いしたいと思

います。

成田委員には、初回から長丁場でございますが、よろしくお願いしたいと思います。

〔ダム事業 事後評価〕

・成瀬ダム建設事業

○平山委員長 それでは、初めに、前回も少し事前説明をいただいておりました成瀬ダム建設事

業の再評価の審議から行いたいと思います。

ダムの検証につきましては、平成２１年１０月の大臣による「もう新しいステップに入らな

い」というコメントから始まった見直し作業であります。成瀬ダムの建設は、本体工事には入

っていない状況でございます。その後、有識者会議等が設置され、その取りまとめに従って大

臣の指示により検討が進められて、その過程に我々が参画しているのでございますが、資料１

－２の検討のフローの上から２つ目に複数の治水・利水対策案等を立案しまして、それに対す

る比較検討を行い、パブコメなどを受けて、対応の方針（素案）を作成し、更に学識経験者、
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地方公共団体の長等のご意見をいただいて対応方針の原案が示され、その原案について本日こ

の事業評価監視委員会で検討をしていただく、ご審議いただくわけでございます。

前回、その中身の概要をお話しいただいたわけですが、主な治水・利水の課題と計画、ある

いは成瀬ダムの機能、目標を達成するためのダム以外の選択肢などについて莫大な内容のご説

明いただきました。効率的な審議を図るためにもう少し整理できないかということで、河川関

係のワーキンググループにその整理を依頼することにいたしましたが、１１月６日に大久保委

員、井上委員が出席しまして、その後で私も少し意見を入れさせていただきましたけれども、

ワーキングを開催し、検討をさせていただきました。今日、お二人が休みでございますので、

私から説明させていただいておりますが、以下のような内容と方針で事務局に取りまとめをい

ただいて、その取りまとめを説明していただき、それに対する審議をいただくいう方向になり

ました。

重点的に説明を行うポイントとしましては、１番目に雄物川の治水・利水の課題、それから

成瀬ダムの計画とその概要について。それから、成瀬ダム建設事業の事業費と工期についての

点検結果のご説明。３番目としまして治水・利水、利水でもかんがいとか水道とか正常流量と

かいろいろな目的がありますが、そういう目的別のダム以外の選択肢につきまして２から４個

ぐらいに絞り、その絞り込みの案について説明をしていただくこと、及び絞り込みの方針とし

ては、コストそれから工期で有利な案、総合評価をする場合に課題となるようなものは落とさ

ずに入れることをお願いしました。成瀬ダムという原案があるわけですが、それにとらわれず

幅広く客観的に選択することを事務局にお願いしたところでございます。

今日はこれらの説明を受けた後、総合的な評価を行うための資料もつけていますので、あわ

せて説明いただいて、 後に費用対効果といいますか、通常の事業を継続するかの可否につい

てご審議をいただくということにさせていただきたいと思います。

それでは、成瀬ダムの説明を事務局からお願いしたいと思いますが、今申し上げたポイント

についてわかりやすく、なるべく簡潔に説明をお願いしたいと思います。

これにつきましては、今日お休みの井上委員からは、成瀬ダムに関わるいろいろな会議に参

画されておりますが、大仙市長から雄物川の洪水被害発生について地元の危惧を解決してほし

いとの要望がありますので、それを押さえた説明をお願いしたいという井上委員からのコメン

トがございますので、その点も勘案しながら説明をお願いしたいと思います。

○川村河川調査官 河川部河川調査官の川村でございます。

では、お手元のＡ３の横長の資料１－２に従ってご説明をさせていただきます。
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１ページ目は、ただいま委員長からご説明をいただいたので、２ページ目をお願いいたしま

す。

これも、ただいま委員長からご説明のあった河川ワーキングで抽出された審議のポイントに

沿って７つの項目でご説明したいと思っております。１番、２番が検討の前提となるような現

状と課題、そして事業費というところになります。３番で目的別の総合評価、４番、５番で総

合的な評価と費用対効果分析ということでございまして、６番、７番で意見聴取結果、それと

対応方針（原案）という流れで順にご説明をしたいと存じます。

４ページ目にタイトルがございますが、１つ目、２つ目、現状と課題と事業費の点検につい

てまずご説明したいと思います。

５ページをお願いいたします。

まず、治水の現状と課題でございます。

河道特性につきましては、上流部や支川、中・下流部、それから市街地部、それぞれ洪水氾

濫によって甚大な被害の発生が想定されるという特性がございまして、２番目に過去の主な洪

水のところで書いていますが、昭和以降では昭和１９年あるいは２２年に、下の枠内に書いて

いますような非常に大きな被害がございまして、以後も、そこには書いてございませんが、た

びたび浸水被害に見舞われまして、２つ目の●ですが、近年もそこに書いていますような浸水

被害が発生している状況にございます。

３番目の治水安全度がどうであるかということでポイントを３つご説明したいと思います。

まず、長期的な目標である河川整備基本方針レベル、椿川地点１／１５０規模の洪水に対し

て、右下の図２というグラフがございますが、この棒グラフ、上・中・下流別の流下能力の達

成率図となっております。これを見ていただくと、現況河道の流下能力が約４５％から７５％

程度と、全川的に不十分な状況を見ていただけます。また、この図は、ダムで低減された洪水

流量に対する達成率ということでございますので、上流ダムが完成しない現状ではさらに安全

度は低い状態と言えます。

次に、今後概ね３０年間の目標である河川整備計画レベル、これは昭和１９年洪水ですとか

戦後 大の昭和２２年洪水と同規模の洪水が発生した場合ということになりますが、右図３の

青色の範囲で示した、ここに１万５，０００を超える世帯がございますが、ここが浸水想定範

囲となっておりまして、甚大な浸水被害が想定されます。依然として治水安全度が低い状況に

ございます。これが２点目です。

それから、３点目が右図の１と２で、これは本文もそうですが、オレンジ色で表示していま
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す中流部①という椿川から玉川地点の区間ですが、無堤区間が多く残っておりまして、洪水の

流下能力が低くて上・下流のバランスがとれていないような状況がございます。この３つが大

きな課題となっております。

次に、６ページをお願いいたします。

これに対しまして現在のダム案、成瀬ダム案になりますけれども、今後概ね３０年間の整備

目標として、先ほど触れました昭和１９年７月洪水や２２年７月洪水など、昭和以降に発生し

た代表的な洪水と同規模の洪水に対応する。これは、治水安全度は依然として低くて、戦後

大規模の洪水によっても甚大な被害が想定される雄物川では確保すべき治水安全度だというふ

うに考えてございまして、河川整備計画（素案）として雄物川水系の河川整備学識者懇談会で

もご了承いただいているものでございます。

２番目に、この整備目標に対しまして、現計画の整備内容は既設ダムと成瀬ダムによって洪

水の流量を調節して、その流量を築堤と掘削等の河道改修によって安全に流すという考えでご

ざいます。

３番目に整備の進め方も書いておりますが、先ほど申しましたようにバランスがとれていな

いということで、全体としてバランスよく治水安全度を向上させるということが必要でござい

まして、段階的に整備を図っていくことにしております。前期では、中流部を優先整備しつつ、

成瀬ダムによって洪水流量を下げる、後期には、全川にわたって河道整備を進捗する、こうい

う整備の進め方で考えているというのが成瀬ダム案、河川整備計画（素案）でございます。

次に、利水の現状と課題、現計画をご説明いたします。

７ページをお願いいたします。

過去の主な渇水ですが、夏場を中心に渇水被害が、平成以降ですと概ね３年に１度の頻度で

発生している状況でございます。今年度も渇水の状況がございまして、玉川ダムですとか、後

からご説明する平鹿平野地区の水源である皆瀬ダムの貯水率が１０％以下まで低下するなど深

刻な渇水状況が発生してございます。

それに対して、かんがいの現状と課題ということで３点整理しておりますが、平鹿平野地区

について、夏場の水量不足や湧水などの減少によって慢性的な用水不足が発生していることや、

近年の営農形態の変化に伴いまして代かき期における水需要が増えている、あるいは水田は減

少傾向にあるということでございますが、田畑の輪換や水田と同様のかんがいを行う非主食用

米の作付けが増加している状況があると聞いてございます。

これに対しまして３番目のかんがい計画として、東北農政局において、農業の生産性向上と
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農業経営の安定を図るということで、国営かんがい排水事業（平鹿平野地区）を実施している

ところでございます。受益面積が１万５０ヘクタールということでございます。

この事業ですが、３点目になりますが、皆瀬・成瀬両頭首工の改修は完了しておりまして、

幹線用水路も約９２％完了している状況になっております。

水源となる成瀬ダムへの参画につきましては、４点目ですが、事業主体である東北農政局に

確認いたしました結果、参画継続の意思があり、下の表にあるような期別の開発水量が必要で

あるということを確認した次第でございます。

８ページをお願いいたします。

次は水道でございます。

まず水道、１番、現状と課題でございますが、夏季の渇水や水道普及率が低いと、あるいは

自家用井戸を水源とした地区がありまして、安定した水源の早期確保が課題となってございま

した。

それに対しまして、水道計画としては、湯沢・横手・大仙の３市、いずれも人口は減少傾向

にございますが、その一方で水道未普及地区の解消ですとか、下水道普及率の上昇によって水

需要の増が見込まれるほか、不安定な水源の表流水への転換が必要になっております。

下の表にまとめてございますが、今回、３市にも意向を確認いたしまして、成瀬ダムに継続

参画する意思があるということと、必要な開発量は幾らであるかということを確認してござい

ます。その結果、湯沢市は開発量を見直す結果となっております。これに基づいて検証を進め

ております。

３点目ですが、流水の正常な機能の維持でございます。

皆瀬川の岩崎橋地点、右側の図をご参照いただければと思いますが、右下のグラフのとおり、

毎年正常流量を下回る状況の改善が課題となっております。

この正常流量でございますが、既得水利量の安定的な確保ということと、代表魚種と書いて

いますが、アユですとかサケ、サクラマス等の産卵、移動水深を確保するといった動植物の生

息・生育に必要な流量、あるいは良好な水質を確保するために必要な流量を確保するというこ

とで、岩崎橋地点で概ね２．８ m3/s の水量を既設ダムと成瀬ダムにより確保する計画となっ

てございます。

ダム検証では、これらの治水上、あるいは流水の正常な機能維持の整備目標や開発水量を達

成するため、成瀬ダムを代替する対策案を検討・評価してございます。また後ほどご説明いた

します。
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９ページ、１０ページが事業費と工期の点検結果になります。

９ページですが、総事業費とありますが、ここでは成瀬ダム建設事業の総事業費としており

まして、河道改修分は含まれてございません。成瀬ダムの建設事業費につきまして、今回新た

な調査検討結果や設計成果をもとに、平成２５年度以降の残事業費を点検いたしました。その

結果、この表がございますが、一番下の合計欄にありまように残事業費が約１，２３８億円と

なりまして、２４年度までの実施済み額、見込み額でございます２９５億円を合わせると１，

５３３億円となります。現行の総事業費が一番上に書いてございますが、約１，５３０億円と

いうことで、変わらない結果が出てございます。

なお、残事業費のうち、表の上から２段目にございます９６１億円という数字にアンダーラ

インを引いていますが、この工事費が本体工事に相当しまして、残事業費の８割弱が本体工事

になるというような事業進捗状況になっております。

１０ページをお願いいたします。工期でございます。

これも 新の設計数量、施工計画に基づいて工程を検討した結果、現計画と同様に本体工事

の契約後約９年で完了する見込みでございます。括弧書き、あるいは下の図を見ていただいて

もわかりますが、本体工事契約前の手続きからでは約１２年かかるという検討結果になってお

ります。この後の検討では、残事業費と工期の点検結果を用いて評価を行っているところでご

ざいます。

１２ページから、目的別の総合評価の検討結果をご説明いたします。

１３ページをお願いいたします。

ここから１８ページまでは、検討フローとか評価の考え方を簡単にご説明させていただきた

いと思います。

まず、１３ページですが、洪水調節を見ていただくと、幅広い治水対策案を立案するという

ことで２８案立案しておりまして、次に概略評価、主にコストによって絞り込んで７案を抽出

しておりまして、目的別の総合評価をやって１案に絞り込むという検討フローになってござい

ます。７案を１案に絞り込む過程につきましては、先ほど委員長からもご説明ありました河川

ワーキングの考え方に基づいて、この場で重点的に説明する案を、治水であれば４案に絞り込

んでご説明したいと思っております。ほかの目的も同様の検討フロー、進め方でやっておりま

す。

一番下に目的別の総合評価の考え方と書いてございますが、１番目に「一定の『安全度』を

確保することを基本として『コスト』を も重視する」とございます。この場合のコストは、
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維持管理に要する費用も評価をしております。

２番目に、１０年後あるいは２０年後どうなるかといった時間的な観点から見た実現性、こ

れは冒頭の委員長のご説明で言えば工期ということになりますが、これを確認するということ

になります。 終的に全ての評価軸によって総合的に評価をいたします。

１４ページをお願いいたします。

１４ページから１６ページにかけましては、重点的に説明する対策案の絞り込みの考え方を

まとめさせていただいております。７案全て評価軸ごとの評価を行うんですが、河川ワーキン

グでいただいた考えに基づいてコスト、それから時間的な観点、あるいは工期で有利なものと、

総合的な評価や意見聴取で論点になったもの、参考欄に赤丸で赤くしておりますが、これを参

考にいたしまして◎をつけております４案につきまして重点的に説明をしたいと思っておりま

す。

１５ページ、１６ページはそれぞれ同様でございまして、新規利水対策案、それから流水の

正常な機能の維持の対策案の重点説明するものについて、選んだ根拠をここに記載していると

ころでございます。

１７ページをお願いいたします。

今の抽出された対策案について、全て評価軸ごとの評価を行います。その評価軸というのが

ここに挙げているものでございまして、治水で言えば一番左端のところに評価軸とありますが、

安全度、コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域社会への影響、環境への影響といったものを

全て実施しております。これにつきましても河川ワーキングの考え方に基づきまして赤枠で囲

んだものに絞って後ほどご説明したいと思います。

１８ページは、それと同じようなものの新規利水と流水の正常な機能の維持の評価軸でござ

います。治水との違いということでは、安全度の管理、目標というのが一番上にございます。

そのほか５つの評価軸で評価をするということでございます。

では、これから検討結果をご説明してまいります。

１９ページ、２０ページをお願いいたします。

まず、洪水調節の総合評価ですが、対策案の概要につきまして、成瀬ダム案との違いを中心

にご説明いたします。いずれの４案とも成瀬ダム案相当の河道改修が含まれております。それ

にさらに何を追加するかということでご説明いたします。

まず、１９ページの右側の既設ダム有効活用案というのは、成瀬ダムの代替として、既設の

玉川ダムで未利用になっています水道用水の容量を治水に活用する、買い取りになります。そ
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れと玉川ダムと皆瀬ダムの予備放流というのを行いまして、整備目標を達成するために必要な

河口から上流への河道掘削を追加して実施するという内容になっております。そこの下に表が

ございますが、成瀬ダムを代替する整備内容の工事数量を治水対策案という欄に記載してござ

います。アンダーラインのところを見ていただきますと、例えば玉川ダムの未利用水の容量買

い取り、あるいは河道改修の掘削や残土処分などの河川整備計画相当案の改修案に比べて追加

になる数量をここに書いておりまして、この数量に基づいてコストを積み上げているというこ

とでございます。

２０ページ、左側を見ていただくと河道掘削案、これはダム分を河口より上流への河道掘削

の追加で代替するものでございます。その右側にあります④の遊水地案は、図の位置に新設す

る遊水地によって洪水調節するのと、遊水地より上下流の河道掘削の追加で代替するというも

のでございます。

２１ページに評価軸ごとの評価結果をまとめております。ポイントだけになりますが、まず

コストで見ていただくと、成瀬ダム案で見ていただくと約１，４８０億円、これは河道改修と

合わせた額です。このうち河道改修分を除いた成瀬ダム分が４２０億です。これが先ほどご説

明した残事業費１，２３８億円の洪水調節分ということになります。１つ下の行が年間１億７，

０００万円、維持管理費用となりまして、そのもう一つ下にその他、中止費用等というのを記

載しております。

コストで比較いたしますと、 も有利なのが①の成瀬ダム案で、次に④の遊水地案が有利で、

ほかの２案はコストに一定の開きがございますので、まず①案と④案の２案をほかの評価軸で

も見てみたいと思います。そのときに安全度で見ていきますと、安全度が１０年後、２０年後

どのように確保されるかということでは、２案を比べますと１０年後には特に差がございませ

んが、２０年後には成瀬ダムの施工が完了して、対策案の中で も効果を発現している一方で、

遊水地はまだ完成していないという状況でございます。

また、もう一つその下の欄の実現性というところでは、土地所有者との協力の見通しという

ことで、①の成瀬ダム案は民有地の用地取得はほぼ完了している状況ですが、④の遊水地案は、

地域は想定していなかったものでございまして、土地所有者との合意形成が必要でございます。

以上を考えると、①案と④案では①の成瀬ダム案が有利だというふうに考えております。残

る２案と３案は、１０年後には既設ダム有効活用も一部効果を発現しております。また、４案

それぞれ河道改修が一定の効果を発現する格好になりますが、ほかの施設整備がない③の河道

掘削案がほかの案よりも効果を発現しているだろうと想定されます。一方で２０年後、成瀬ダ
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ム案が も効果を発現しているということと、コストで一定の開きがあるということを考えま

すと、これらに対しても成瀬ダム案のほうが有利と考えられます。

その他の評価軸では、環境への影響について、成瀬ダム案では水環境で影響を記載してござ

います。あるいは景勝地、赤滝の水没などが書いてございます。建設に伴う影響は予測されま

すが、環境保全措置によりその影響が少ないと考えられますので、コストや安全度の評価を覆

す要素とならないと評価してございます。

２２ページに、以上ご説明した内容を総合評価結果として１）から３）の前段まで短く書い

てございます。３）の 後でございますが、洪水調節の目的別の総合評価として も有利なの

は①の成瀬ダム案ということで評価してございます。

次に、かんがいでございますが、手短にご説明してまいりたいと思います。

２３ページに対策案の概要がございますが、成瀬ダムの代替として右下の枠内にありますが、

新規かんがいの不足量１１．８５１ m3/s を地下水で確保するという案でございます。

２４ページに評価軸ごとの評価結果と総合評価ということで表にまとめておりますが、見て

いただきますと、コストで も有利な案が①の成瀬ダム案となっていまして、④の地下水取水

案とは十分な開きがございます。

では、これを覆すような要素がほかの評価軸にあるかということで、目標ですとかその他の

評価軸で実現性というのがございますが、それらはいずれもこのコストの評価を覆すことには

ならないと考えてございます。逆に環境への影響ということでは、地下水取水案は地下水の低

下とか地盤沈下を起こす可能性、あるいは安定取水ができるかといった不確定要素に対する懸

念などもあるといった状況でございまして、以上を総合評価結果として、下の枠内の１）から

２）、３）の前段までにまとめてございます。３）の 後に、新規利水（かんがい）の目的別

総合評価として も有利なのは成瀬ダム案だということで評価をしてございます。

以降、２５ページから２７ページが水道の評価結果になっております。

２５ページを見ていただきますと、利水専用ダム案ですとか玉川ダム有効活用案などと組み

合わせる案が出てございますが、かんがいと同様の評価になってございまして、２７ページの

中段に総合評価結果を書いていますが、コストについて も有利なのは成瀬ダム案ということ

で、新規利水において成瀬ダム案を も有利としてございます。

２８ページからの流水の正常な機能の維持の対策案も、これはかんがいと同様の評価結果で

ございまして、２９ページの下にまとめてございますように、総合評価としては成瀬ダム案が

も有利というふうにして結論づけているところでございます。
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以上、目的別総合評価をしてまいりまして、３０ページから後は総合的な評価と費用対効果

分析をご説明いたします。

３１ページ、上の４つの枠は目的別総合評価結果を転載しているものでございまして、一番

下、総合的な評価としては、目的別の総合評価を行った結果、 も有利な案は成瀬ダム案とな

り、全ての目的別総合評価の結果が一致してございまして、総合的な評価において も有利な

案は成瀬ダム案としております。

３２ページに、参考としてコストと時間的な観点の一覧表をおつけしております。説明して

いない案、赤枠囲いしていないものも記載しておりますが、これを見ていただくと、各目的ご

とにどのような組み合わせが可能でコストがどうなるかとかを見ていただけるかと思います。

成瀬ダム案で言いますと、洪水調節分４２０億、この数字をずっと足していきますと、残事

業費１，２３８億円となるということでございますが、例えば洪水調節で、ダム以外の案とし

た場合に他の目的、どんな組み合わせが可能かとか、あるいは難しいかということも見て取れ

ますが、これを見ても成瀬ダム案が も有利な案だというふうに考えてございます。

３３ページをお願いいたします。

費用対効果分析の結果ですが、事業再評価ということで、これも成瀬ダム建設事業、河道改

修は含まれてございませんで、費用対効果分析を実施しております。また、利水の目的もここ

には含まれずに、洪水調節と流水の正常な機能の維持の費用対効果を算定してございます。ダ

ム事業着手から完成までの全体事業でＢ／Ｃが１．３、現時点から完成までの残事業で１．４

という結果が出てございます。前回、２２年度の評価結果と比べますと、主な変更点として、

一番下の枠内に記載していますとおり効果の発現時期、ダムの完成予定年度の設定が変更にな

ったことと、それに加えまして、現況河道の河道条件を中流部の無堤部の改修事業の進捗に合

わせて変更したということで少し値は小さくなっておりますが、感度分析結果を見ていただけ

れば、いずれも１を超える結果になっているということでございます。

後に、３４ページ以降で意見聴取の概要と対応方針（原案）をご説明いたします。

３５ページに意見聴取の実施状況をまとめております。左上の①で関係地方公共団体からな

る検討の場を５回開催したこと、右上に利水参画者及び関係河川使用者から意見聴取したこと、

それから左下の③でパブコメなどで住民からのご意見を聴取したこと、それから 後④学識者

から意見聴取した、以上をさまざまな段階で実施した結果でございます。

２番にその主な論点と書いていますが、治水関係では治水対策や必要性、ダムの治水効果、

対策案の提案、それから新規利水関係では、対策案の提案や必要な開発量、必要水量の安定確
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保、地下水の不確実性というようなご意見がございました。そのほか水力発電、河川維持流量、

環境への影響についてご意見を頂戴したところでございます。

後、３６ページになります。対応方針（原案）でございますが、検証対象ダムの総合的な

評価で も有利なのが成瀬ダムでございます。また、パブコメ、関係住民や学識者からのご意

見、さまざまな観点から幅広いご意見をいただいております。それから、対応方針（原案）の

案に対しまして、関係地方公共団体や関係利水者から、継続妥当あるいは早期完成を要望する

ご意見などをいただいていること、それから費用対効果分析の結果の確認、以上を踏まえます

と、一番下に記載のとおり、検討主体としての対応方針（原案）は「ダム事業の検証に係る検

討に関する再評価実施要領細目に基づき、検証に係る検討を行った結果、成瀬ダム建設事業は

『継続』することが妥当であると考えられる」としてお諮りしたいと思っております。

すみません、ちょっと長くなりましたが、ご審議のほどを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した。まだ複雑でしょうか。大分ボリュームがあるものです

から、これでもわかりやすくしたつもりなんですが、まだ１回の説明ではなかなかご理解いた

だけないところもあろうかと思います。

それで、資料の目次、２ページにございますけれども、これの１と２の治水・利水の現状、

雄物川の状況とそれから成瀬ダム事業費等の検討、ここにはコストと工期のことが入っていま

すが、その２つに対してまずご質問をいただくことといたします。その後、目的別のさまざま

な選択肢についての比較検討の記述がございますが、治水と利水の２つに分けてご意見をいた

だきたいと思います。その後、総合的な評価である４、５、そして 後には対応方針に分けて

ご意見をいただいてまいりたいと思います。そんな進め方でよろしいでしょうか。（「はい」

の声あり）それでは、そのようにさせてもらいますが、まず、資料の４ページから始まるとこ

ろですね。治水・利水の現状と課題、それから２番目の事業費等の点検、このあたりについて

ご質問、ご意見ございませんでしょうか。

治水のほうでは水害の記録、現状の安全度、計画における治水対策、それから利水について

も渇水被害の状況、そして上水と農業用水で被害が出ているという現状、その水源を新規の水

源開発で賄いたいというような方向になっております。

成瀬ダムにつきましては費用の見直しがあって、今回３億円ほど増加いたしましたけれども、

ほぼ前と同じく１，２３８億円が、今後かかる、そういう数値が出ていまして、その内訳は、

治水に４２０億円、かんがいに２４０億円、水道に８億円、維持流量に５８０億円というよう

な数値になって、工期は再開して９年ですから再開前に準備期間が３年ありますので１２年と
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いうようなことになっております。何かこのあたりございませんですか。どうぞ。

○九戸委員 ５ページの雄物川における治水の現状と課題の中で、中流部に無堤区間が多く残っ

ておりとさらっと書いてあるんですが、川の蛇行している様子を見ても非常に難しかったのだ

と思いますけれども、無堤区間が多い理由というんでしょうか、例えば住民のご協力が得られ

なかったのか、それを少し聞きたいと思います。

○平山委員長 いかがでしょうか。

○川村河川調査官 雄物川の改修につきましては、過去からの経緯がございまして、秋田市の市

街地ですとか背後の資産状況、あるいは過去の洪水での被害の大きさなどを見まして、下流部

あるいは上流部のそういうところから整備を進めてきたという経緯がございます。そういった

経緯で、直轄化していったのも下流から上流、こういった順番になっておりまして、背後の資

産状況と被害の状況を勘案してそういう順番になってきたということでございます。

○平山委員長 中流部の上のほうは大分河道整備が進んでいるようにこの間見学のときに見せて

いただきましたけれども、下流のほうは、輪中堤なんかでということは全然進んでいないとい

うことですよね。

○川村河川調査官 中流①というところでございますが、５０％程度の進捗状況ということでご

ざいます。

○平山委員長 わかりました。

ほかにどうぞご意見ありましたらお願いしたいと思いますが。奥村先生、何かございません

でしょうか。

○奥村委員 この間、ほかの先生がお伺いになったと思うんですけれども、確認なんですけれど

も、この流域だと雨の降り方自体は余り大きく変わっていないんでしょうか。あるいはこれか

ら温暖化が進むというようなことで、算定の根拠になっている雨自体というのが変わってくる

ということはないでしょうか。

○平山委員長 なかなか判断が難しい質問なのかもしれませんけれども。

○川村河川調査官 今、委員ご指摘のように、気候変化によって水害も頻発したり深刻化すると

いうことが懸念されておりますが、今後どうなるかということに関しましては、予測の高度化

を含めて調査研究を進めて適応策へ反映していくということ、それが大事だとは思っておりま

すが、今回はできるだけ 新のデータを使うということで反映させているということでござい

ます。

○奥村委員 多分近年の被害も全部８月とか９月ですよね。梅雨と台風とか、そういうものの絡
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みだと思うので、基本的には温暖化が進むと台風はひどくなるというふうに一般的に言われて

いるから、そうするとますます重要性は増すというふうに考えていいということでしょうか。

○川村河川調査官 この地域でございますが、洪水被害、あと渇水被害も頻発してございますの

で、治水・利水安全度が低い状況の中で工事を着実に進めていく必要があるというふうに考え

ております。

○平山委員長 奥村先生、よろしいですか。

木村先生は委員会に入っておられますね。何かご意見ございませんですか。

○木村委員 私、地元ですので、幾つか委員会に入っておりまして、大体お話はわかりました。

それで質問としては、今年の夏は玉川ダムが本当に渇水になってしまったんですけれども、

こういうのが成瀬ダムがあること、要するに雨の水のたまりのバランスですかね、それによっ

て多少利水とかそういうところで融通がきくものなのかということ。

それから、もう一つは８ページのところで湯沢市の水道の見込みが相当減っておりますけれ

ども、これは人口減少の結果、あるいはそれ以外の理由もあるのかどうか伺いたいと思いまし

た。

○平山委員長 それでは、事務所のほうからお願いします。

○平野湯沢河川国道事務所長 事務所長の平野でございます。

今回、雄物川、かなりの渇水でございました。上流にも皆瀬ダムというダムがございまして、

そこが随分と頑張ってくれました。それに加えて成瀬ダムができることによって上流の平鹿地

域、安全度が上がると考えております。（「玉川との関係は」の声あり）

今回の成瀬ダムの特にかんがいに関しては、玉川の合流点の上流域が主な受益地になってお

りますので、そこでは成瀬ダム単独の効果しか出ませんけれども、下流、特に秋田市に対して

は、玉川ダムと成瀬ダム、両方のダムの下流に秋田市、一番大きな受益地が控えておりますの

で、そこにも十分貢献できると思います。（「わかりました」の声あり）

○岩﨑水災害予報企画官 湯沢市の水道の減少の理由でございますが、湯沢市から聞いていると

ころによりますと、人口減少ということもございますが、リーマン・ショック以降、企業の転

出等により、その結果、企業の利用量が少なくなったということを見込んで減少させていると

聞いております。

○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）

なければ、大体この資料にご了解いただいたものといたしまして、後でまた質問あればして

いただきますが、２つ目の項目でございます。目的別にさまざまな選択肢を考えて、それにつ
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いて評価軸に基づいて評価をしている部分がございます。まず、治水対策案、１２ページから

２２ページぐらいのところに、 初のところは評価の進め方の説明が少しございますが、この

あたりについて何かご質問ございませんでしょうか。

治水の対策案は４つの案に絞っていただいて重点説明をしていただきましたけれども、成瀬

ダムの案と、それから既設ダムである玉川ダムとか皆瀬ダムなどの運用を工夫して、何とか少

し治水の容量を生み出して、さらに河道を大幅に掘削して治水対策とするのが２番目です。川

を大々的に掘削する案が３番目です。遊水地を作ってダムと同じ機能を持たせるというのが第

４案でございます。それぞれのコスト、安全度、実現性、環境への影響等々につきましては２

１ページにまとめて、結論としては２２ページにございますが、何かこれについてご意見ござ

いますでしょうか。

１つだけご質問いたしますが、成瀬ダムの湛水域について地すべり地帯はないでしょうか。

内陸地震のとき、栗駒の東側の斜面で荒砥沢という大規模な地すべりがあって、貯水池に土砂

が入ったことがありました。地すべりや活断層の分布というのはどういうふうになっています

でしょうか。

○平野湯沢河川国道事務所長 まず、地すべりについては調査をしております。それで、現状の

調査段階では全て把握しております。影響のあるものについては対策を行うということで、そ

の部分の工事費を計上しております。

それから、断層についてでございますが、これもダムの建設に際しては、第四紀断層に関す

る調査というのは必ずしっかり行うことになっておりますので、過去から第四紀断層に関する

現地調査、当然航空写真等からの判読調査から入って、現地調査も含めて調査をした結果、ダ

ムの近傍には第四紀断層と思われるものはないという結論になっております。

○平山委員長 ありがとうございました。

ほかに何かございませんですか。どうぞ、奥村委員。

○奥村委員 ちょっと素人っぽい質問して申しわけないんですけれども、ここのダムの有効活用

案は結局お金がかかってだめだという話はわかったんですけれども、一般に多分この頃だとダ

ムを有効活用したいという話になったときに、堤体を嵩上げするとか、それか堆砂をフラッシ

ュアウトするなり取り去るなりして堆砂容量にしていたところを有効活用するとか、そういう

可能性もあるかと思うんですけれども、今回残っている案にはないんでしょうけれども、途中

の段階でそういう案も考えられたのかどうか確認をお願いします。

○平山委員長 いかがでしょうか。今回は使っていないポケットを使うというのと、それから放
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流の仕方を工夫して何かスペースを生み出すという、そういう使い方ですよね。嵩上げとかそ

ういう案ですね。多分この厚いものの中には入っているんだと思うんですけれども。

○平野湯沢河川国道事務所長 検討対象の中には入っております。４３ページを見ていただきま

すと全ての案について出ておりますが、結論から言いますと、やはりコスト面で非常に高いも

のになっているということでございます。特にダムの嵩上げにつきましては、それなりの安全

性を保ちながら嵩上げということになりますとかなりの工事になってしまうというようなこと

もございまして、前段の概略検討の中でコストが高いということで除外しております。

○平山委員長 玉川ダム、皆瀬ダムの嵩上げというのがございますね。（「わかりました」の声

あり）ありがとうございます。

はい、どうぞ。

○林山委員 ちょっと表の見方を教えていただきたいんですが、２１ページの総合評価の４案に

関する項目で、まず基本的な質問は、河道掘削案の環境への影響はブランクになっているとい

うのは、これは環境影響はないという判断なのかというのが第１点目です。

それで、２２ページにも絡むんですが、 終的には①の成瀬ダム案がコスト的にも２０年後

の安全度を見てもいいというふうに読み取れるんですが、ただし、金はかなりかかりますけれ

ども、③の掘削案というのは１０年後から効果が出るわけですね。今、防災とか減災とかと言

われているときにどちらにウエートを置いてこういうご判断されているのか。要するにコスト

にウエートを置かれてこういうチョイスをされているのか、防災的な側面にウエートを置かれ

ているのか。文面的には両方検討されているという書き方なんですが、どちらに重心が置かれ

ているかちょっと教えていただきたいんですけれども。

○川村河川調査官 まず、環境の影響につきましてですが、２１ページはかなりポイントだけ絞

って記述しておりますが、４８ページをお開きいただければと思うんですが、４８ページをお

開きいただくと河道改修というのは各案に入っております。河道改修の環境への影響、あるい

は水環境への影響というのも中段でございますが、河道改修による平常時・洪水時の水環境へ

の影響は小さいと想定されるといった評価ですとか、生物に対しては下から２番目の欄ですが、

河道掘削等により動植物の生息・生育環境に影響を与える可能性があり、必要に応じて環境保

全措置等を検討する必要があると想定されるというような評価をしております。ただ、各案共

通のものですから違いが際立たないということで、すみません、２１ページの資料では割愛を

させていただいたところでございます。それが１点でございます。

それから、２点目、総合評価の考え方は、１３ページでも下に書いていますが、一定の安全
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度を確保することを基本にコストを も重視する。それから２番目に、時間的な観点から実現

性を確認する。それから、時間的な観点の実現性、工期がかなり逆転するといいますか、有利

だということであればコストとの兼ね合いということも出てくると思うんですが、ここでは１

０年後、２０年後と見たときに、そこまで工期によってコストの差を跳ね返す、覆すだけの差

はないという判断をした次第でございます。

もう一つの要素で、成瀬ダムは２０年後としていますが、先ほどご説明しましたように１２

年後なものですから、そういうことも勘案してということでご理解いただければと思います。

○平山委員長 どうぞ。

○林山委員 すみません、１点目はよくわかりました。２点目がやはりわからなくて、１０年後、

断面で切ったときには成瀬ダムはできていないわけですね、その２年後にはできるのかもしれ

ませんけれども。そのとき河道掘削案だとある一定の、何％かはわかりませんが、効果は発揮

しているわけですね。それはどうなんですか。

○川村河川調査官 河道掘削は各案に入っておりますので、成瀬ダムでも整備した量に応じて一

定の効果は発現しております。それが、ほかの施設整備がない分、河道掘削案のほうが進んで

いるだろうという想定でございます。

○平山委員長 この書き方は非常にわかりづらいんですが、２１ページの４つの比較で、コスト

が１，４８０億円となっていますよね。このうちダムにかかわるものが４２０円億ということ

は、残りは実は河道掘削の費用なんです。２番目の既設ダムのところでダム相当が５６０億円

とありますが、河道掘削に１，０６０億円が必要であり、そのほかに更に５６０億円、河道掘

削のために必要だという理解でよろしかったですか。（「はい」の声あり）ですから、成瀬ダ

ム案でも河道掘削はあるんです。さらに、既設ダムはポケットが小さいですから、その分を補

うためにはさらに５６０億円、河道掘削しなければならないという説明のようでございます。

私もこれなかなかわからなくて。

○林山委員 やっとわかりました。すみません。

○徳山局長 すみません、書き方が理解しにくくて申しわけございませんが、さらに申し上げま

すと、私も洪水調節とかんがいとを分けてまずは評価をしていく。順番にやっていくという意

味もわかるんですけれども、さらに総合的にということで言えば、河道掘削だけでは今度は利

水のほうの面の効果が出てこないような、全体的なそういう面もあろうと思いますので、 終

的にそういうことも意識をしながら、治水全体でもこの中で成瀬ダムのほうが有利かなという

ような結論を出しているんだと思います。
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○林山委員 わかりました。

○平山委員長 何かございませんでしょうか。金沢委員。

○金沢委員 やっと今、林山先生の質問のおかげで何となくはっきりしました。効果を早く発現

してほしいなというのは住民の方々のやはり願いでもあろうし、コスト的には確かに一番安い

けれども２０年待つという、その間に何が起こるかわからないという、そういう不安というの

もあります。

私も、先ほどのご説明では、やはり成瀬ダム案になるんだろうかなとは思うんですけれども、

ダムのプロフィールというか、本当に大丈夫なダムになっていくのだろうかと。といいますの

は、田老の絶対大丈夫だと言われた堤防が東日本大震災でものの見事に破壊されるという、自

然への脅威というのを非常に感じておりますので、目的を達成させるためにはやはり想定外の

部分を想定に入れなくてはいけないと思いますし、特に治水に関しましては、住民の命と財産

を守るという観点からいくと、ダム本体及びそれに関連する河川整備についてもさらなる検討

を行っていくべきではないかなと、そういう感想でございます。以上です。

○平山委員長 何か事務局、ご意見ございますか。

○川村河川調査官 ご指摘につきまして、１点ご紹介、ご説明いたしますが、申しわけありませ

んが、分厚いほうの資料１－１の４－１１０ページがございます。

本日のご説明、評価項目も絞ってご説明しておりましたので、割愛していたものの中で、安

全度の目標を上回る洪水が発生した場合どのような状態になるかというのも評価しておりま

す。こういう特徴的なのは、冒頭の説明で申し上げた河川整備基本方針レベルの洪水に対して

ということであれば、成瀬ダムは河川整備基本方針レベルの洪水で洪水調節計画を決めており

ますので、そのレベルまで効果を発揮するということでございます。

さらにそれよりも大きい規模の洪水ということであれば、計画を上回るということでござい

ますので、計画高水位を超える可能性がありますが、成瀬ダムについて、中の下のほうでござ

いますが、ダムに入ってくる流量を増加させるということはないということですが、効果は完

全に発揮されないことがあるといった評価をしているところでございます。

○平山委員長 金沢委員のご指摘というのは、多分１５０年か１００年かで作っているわけです

が、それ以外になるとお手上げの状況になるんですよね。ですからハザードマップとか避難と

かそういうことをきちっとやって、あるいは予報をきちんとやって、ダムができたら絶対洪水

は起きないんだというようなことが一般的な社会の常識にならないように気をつけてほしいと

いうご意見だと思いますけれども。（「はい」の声あり）
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○工藤河川部長 先ほどのご指摘のとおり、いわゆる超過洪水と言っておりますけれども、非常

に大きな規模の洪水、これはいつ起こるかわからないというところでございまして、そうした

ものに対してどう対応していくのかということ、これはまさに今、課題となっておりまして、

今ご紹介したのは非常にラフな検討でございますけれども、いろいろ今後、河川整備計画など

を作ってまいりますけれども、その段階においてしっかり検討していきたいと思っております。

○金沢委員 すみません。大変質問の意味が悪くて申しわけなかったんですけれども、絶対的な

ものというのはまずないということを、住民にもよくご理解いただくという方向でいくべきだ

と思うんです。ダムができたら絶対洪水はありませんよ、みたいな妄想を住民が抱かずに、そ

れでも必要だから作るんだよと。ですけれども、やはり完全ではありません。いざとなったら、

命を守るために自分たちでそこは気をつけてくださいというふうな、公共事業に対する絶対的

な安心感というものをやっぱり払拭すべき時代になってきているんではないかなと、そういう

意味で申し上げました。

○工藤河川部長 まさにやはりハード施設というのは限界がございますので、そこら辺について

はしっかりと我々も認識して住民の方にご説明してまいりたいと思っております。

○金沢委員 承知しました。ありがとうございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

ほかに何かございませんでしょうか。

この治水のところの目的別総合評価というところでは、成瀬ダムが も有利な案であるとい

う結論になっているところでございます。全般的に見るとそういうようなところかなというふ

うに思いますが、これは後で総合的に評価をしたいと思います。

次が利水のほうでございます。利水は、かんがいと水道とそれから維持用水といいますか、

正常な機能を発揮するような流水の維持の３つが目的になっていまして、かんがいでは成瀬ダ

ムの案と地下水から取水をするという２つの選択肢、水道では成瀬ダムの案と水道、利水専用

のダムを作るという案、それから地下水を取るのと玉川のダムのほうから持ってくるという案、

それから皆瀬ダムと玉川ダム両方から有効活用してその分を賄うという４つの案、それから流

水の正常な機能の維持対策の選択肢としては、成瀬ダムの案と地下水の取水案と２つが出て、

それぞれについて比較がされておりますが、このあたりにつきまして何かご意見ございません

でしょうか。

○奥村委員 ２３ページの現在のダム案のところなんですけれども、容量の考え方なんですけれ

ども、さっきの洪水調節容量に比べてそもそも利水容量のほうが結構大きく設定されています
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し、その利水容量のうちの半分以上かんがいというところなんです。どうもこの図を見せられ

ると、始めからこの範囲は利水のために使います、この範囲は洪水のために使いますというの

を 初に決めてしまって、この中でそれぞれがやりくりする、あとは知らないというふうに見

えるんですね。そうじゃなくて、さっきお伺いしたのは、かんがいでものすごく水が必要にな

る５月とか６月という時期と、洪水が問題になる８月とか９月とかという時期がもしずれてい

たりするならば、ここの容量の境目というのをうまく運用することによって、全体の容量を両

方の目的でうまく使うという方法はないのだろうかということを感じるんですね。そういうよ

うな検討というのはやっぱり難しいのか、あるいはある程度そういう研究も進んでいるのか、

そのあたりの見通しというか、わかったら教えていただきたいんですけれども。

○平山委員長 いかがでしょうか。利水のほうで発電が利水で全部使うことになっていますよね。

ですから発電は多分クッションの部分になっているんだと思うんですね。発電はゼロのときも

あるし、たくさん水があるときは全部使えるという、多分そのあたりにヒントがあって、洪水

の調節容量も渇水期と非渇水期があるでしょう。そういうような説明をしていただきたいと思

います。

○平野湯沢河川国道事務所長 一応、それぞれの容量について、先ほどおっしゃいましたかんが

いについてもやはりかんがい期、必要な容量を確保した上に洪水調節容量を確保しているとい

う形になっております。ここの場合は、やはり洪水期以外にも洪水調節容量をしっかり持って

おくという方針になっていますので、ここのダムの計画では一応それぞれの容量を積み上げた

形の計画になっております。 近はこういうダムが増えております。

○平山委員長 何かその部分が無駄になって使えるものが残っているんじゃないかというご質問

だと思いますけれども。

○工藤河川部長 ２点ございまして、１つは利水容量の中ではいろいろな目的の利水のピークと

いうのがございますから、そこはうまく調節して１つの池として使うような計画で今立ててお

ります。そういった意味で効率化は図られているということ。

あと治水は、昔の古いダムですと、冬場の治水容量は少なくして夏場は大きくという治水容

量のとり方というのは結構ございましたけれども、 近はいつ洪水が起きるかわからないとい

うのもございますので、特に融雪出水もございますし、それから今年でございますと５月の連

休でも洪水があった、このようなこともございますので、一応通年で治水容量をとるという形

の計画のダムが増えてきておりまして、このダムもそういう形でやっているということでござ

います。
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○奥村委員 だから、せっかく気象の観測とか予報とか技術が昔に比べたら結構いろいろできる

ようなはずになっているのだったら、例えば台風が来そうだとか集中豪雨になりそうだとか、

あるいはそれが実際に降る前でもいいけれども、海水温が上がっているから雨が降り出すとた

くさん降りそうだということが予知された段階で、もともと利水容量に割り当てているところ

からすみませんと言ってちょっとカットして、先に予備放流をさせていただいて空けるという

ようなことがもっとできるではなかろうかと思うんだけれども、そういう精度というのはどの

ぐらい進んでいるんですかという質問です。

○平野湯沢河川国道事務所長 私からお答えします。

現在、試行的にそういったことの運用を始めております。ただ、 大の問題は、空振りにな

ったときに、水位を下げてしまったけれども水位が戻らないというようなことが起こると今度

は渇水を引き起こしますので、予測精度との兼ね合いで、今の段階では試行という段階にとま

っておりますけれども、実際にそういった対応を始めております。これからも予測精度を上げ

ながらそういったことは対応していきたいと思っております。

○奥村委員 わかりました。

○平山委員長 よろしいですか。（「はい」の声あり）

ほかに何かございませんでしょうか。

地下水の話で、我々現場に行ったときに随分地盤沈下の話が地元の人は気にされていたんで

すが、その実態というのはどういうことなんでしょうか。

○平野湯沢河川国道事務所長 データとして把握しているものはないんですが、多分農家の方々

は実感としてお持ちなんだと思います。ただ、説明するデータを、すみません、農家の方もと

っておられないという。

それと、もう一つ追加してご説明しますと、やはり地下水を揚げた水というのは川の水に比

べて非常に冷たいので、汲み上げた水で田んぼに入れるということになると、その部分の収量

が下がっていくというような実態があるようでございます。

○平山委員長 地下水位がトレンド的に減ってきているとか、そういうことはあるんですか。

○平野湯沢河川国道事務所長 傾向としては、低下傾向という資料はございます。

○平山委員長 ほかに何かご質問ございませんですか。

利水関係の３つの目的がございますけれども、コスト面、それから実現の目標の年限、それ

と実現性等々、環境のことも含めて、いずれの場合につきましても成瀬ダム案が一番有利であ

るというような結論になっていますが、このあたりにつきまして何かご質問、ご意見ございま
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せんでしょうか。もちろんそれぞれ今ご意見いただきましたように、すべてよしということじ

ゃなくて、何かご意見のとおりに留意すべき点というのは考えていただいたと思いますので、

その点は後ほど記録の中に残したいと思います。

続きまして、３０ページから目的別の総合評価、総合的な評価。目的別の総合評価とそれと

本当の目的全部を含めた総合的な評価、それから、 後に費用対効果分析というのがあって、

前回にあったときのＢ／Ｃと今回のＢ／Ｃの値が出ておりますけれども、この費用対効果は国

土交通省絡みの金額だけのＢ／Ｃなんですね。ですから、かんがいと上水は費用から除いてあ

るというような数値になっているそうでございます。

このあたりにつきまして何かご意見ございませんでしょうか。

３１ページにはそれぞれ目的別の総合評価がございますが、 後に、本当の全体の目的を含

めた総合的な評価ということで「治水（洪水調節）、新規利水（かんがい及び水道）並びに流

水の正常な機能の維持について、目的別の総合評価を行った結果、 も有利な案は『成瀬ダム

案』となり、全ての目的別の総合評価の結果が一致した。よって、総合的な評価において、

も有利な案は『成瀬ダム案』である」というまとめ案が出ていますが、このあたりについてご

意見ございませんでしょうか。

３２ページには、今回重点的に説明いただいたもの以外にも、治水対策案ですと説明いただ

いたのは４つですが、７つの案につきましてコストのまとめが出ています。ですから治水案で

河道掘削、それからかんがいで何々というふうにいろいろ選んで組み合わせを作っていただく

と、それを足し算すれば、多分おのおのは独立の関係になっていると思いますので、コストが

出てくることになりますが、そういうことをいろいろやった結果、今お話ししましたようにコ

スト的には一つの成瀬ダムという現案でいくのが一番安いのだということになって、その原資

料でございます。

何かご意見ございませんでしょうか。

それでは、結論を出す前に、その次の３４ページから意見聴取等の概要というところがござ

います。この原案を作っていく検討の場でも意見をいただいておりますし、それから利水者等

のご意見、住民のパブリックコメント、学識者の意見等々をいただく機会があったようでござ

いますが、この中身について３６ページにまとまっていますが、このあたりについて何かご質

問、ご意見ございませんでしょうか。

木村先生、全体、地域としてはどんな感じなんですか。

○木村委員 概ねというか、ほとんど成瀬ダムでということだとは思うんですけれども、すみま
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せん、質問しようかどうしようか迷ったんですけれども、地元の新聞で一昨日でしたか、それ

についてのコメントがあって、どちらかというと成瀬ダムについては反対する立場の方のコメ

ントがあって、自分たちの考えが反映されていないということがあったのがちょっと気になっ

たんですけれども、それはこういう理解でよろしいですか。３２ページにある５、６、７とか、

そういったものを一応考えていて、つまりちゃんと考えて、それで結局成瀬ダム案になったの

かどうか、そこの確認だけちょっとお願いしたいと思います。

○平山委員長 地元の方とかパブリックコメントの意見を反映した検討をやられているかどうか

ということ。

○木村委員 それはやられていたんですけれども、それに対してまた新聞にちょっと載ったんで

すよね、ご存じだと思うんですけれども、それがどういうことだったのかなとちょっと。

○平山委員長 そのあたり。

○木村委員 確か一昨日あたりの秋田魁新報に載っていたんですけれども。

○平野湯沢河川国道事務所長 報告書の６－１１ページからになりますが、いただいたご意見に

対して我々の検討主体としての、６の一番 後です。関係者の意見等というところがございま

すが、特にいろいろといただいた意見につきましては６－１１以降、このパブリックコメント

の内容を記載しておりますが、それぞれいただいた意見について、検討主体としてこういう考

え方でございますということを表示して、ホームページに公表しております。それで、いただ

いたいろいろな意見について、それぞれ今回の 終的な対応方針（原案）を覆すまでの意見は

なかったという理解でございます。

○木村委員 私もそうだと思ったんですが、新聞に載っていたので言うと、自分たちの提案は反

映されていないというんですかね、ちょっとわからないですけれども、そういうことだったの

で、恐らくそれは十分考慮した上でだとは思ったんですが、確認のため質問させていただきま

した。

○平山委員長 できたら、よくわかっていただくようにご説明を尽くすべきだなというふうに思

います。皆さんの意見が全て通るわけではないでしょうけれども、やはり住民というのは主体

ですので、丁寧な対応をぜひお願いしたいと思います。

ほかにございますか。

○九戸委員 今、木村先生がお話しなさったことと同じような話ですが、見る人が見れば余りに

もダムありき、数％も何か可能性はなかったのかという見方もできると思います。余りにも全

てが成瀬ダムに落ちていっているというイメージになっていて、何か少しでも反論がなかった
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のかなと思っていて、今新聞の中で。反対する人は、ほんの小さなことにでも刺さってきます

ので、そういう配慮がこの報告書にあってもよかったなというふうに思います。要するに総合

的判断ではダムなんだけれども、やっぱりこういう意見もあった。ただ、今のお話ではパブリ

ックコメントの中に取り込むべき意見はなかったというふうに聞こえるんですが、本当にそう

なのかという。例えば何億という数字の表現も私たちはこの中から読み取れませんし、具体的

な効果のところでも何らかの反対側の聞くべき意見はなかったのかなというふうに思います。

余りにも整い過ぎていますので。

○平山委員長 ありがとうございました。そのあたりはまとめのところにぜひ書いておいてくだ

さい。

○九戸委員 丁寧な説明が必要だと思います。

○平山委員長 ほかにご意見ございませんか。はい、どうぞ。

○林山委員 ちょっと教えていただきたいんですが、３３ページの費用対効果分析のところの※

で書いてある注意書きですね。全体事業費の正常な機能、洪水調節及び流水の正常な機能の維

持の負担分７９．９％のみのコストを入れていると。Ｂも、それについてのＢだということで

すか、まず１つ目は。

それと２つ目は、残りの２０．１％というのは何なんですか。

○平山委員長 そこまで回答をいただきます。

○川村河川調査官 ＢもＣも、洪水調節と流水の正常な機能の維持分のみでございます。残りの

２０．１％につきましてはかんがいと水道、それから発電の費用負担ということでございます。

○林山委員 そのかんがいと発電の機能と、ここに計上してある機能はインデペンデントな、独

立したものとして取り扱っても構わないんですか、こういうダム事業の場合は。

○川村河川調査官 便益が重複しているものはないというふうに考えております。

○林山委員 いや、便益の重複というか、概念として、例えば道路を国が作って、歩道やガード

レールは自治体が作った。そのときは機能としては独立、歩行者用と自動車用と、機能は別な

んですが、そもそもなかったら要らないとか、そういう入れ子構造になっている部分というの

はないかということを聞いているんです。

逆に言うと、もっとわかりやすく言うと、一般住民的に言うと、成瀬ダムでいろいろな効果

があって、便益を享受する地域住民の人にとってみれば、お金の出どころなんかどこでもよく

て、効果があればいいわけですよ。だから１００％のお金がないと、ここで７９．９に対する

評価ですけれども、１００％ちゃんと出してもらって成瀬ダムができないと効果がないわけで
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すよね。ですから、そういうふうな見方の表だったらわかるけれども、確かにこれは国土交通

省の本省に持っていく資料としては理解できるんですが、そういう観点というのはないんです

か。

○平山委員長 本当にダムは１つしかないので、その１つのダムがいろいろな機能を発揮してい

るんですが、１つのダムを作るときに費用の分担が決まっているんですね。それぞれ持ち寄っ

て、それが積み上って１つのダムができる。ですから、機能ごとに費用分担しているわけです

よね。ですから、ダムは１つだけれども、機能は幾つかあると思います。違った省庁がそれぞ

れの機能をお願いしてお金を出すという中で、国交省分だけを抜き出して。多目的ダムはみん

なこうなっちゃうんですね。何かありますか。もっとうまい説明があればしていただきたいと

思います。

○川村河川調査官 他のかんがいと水道は、まず流水の正常な機能の維持というので、既得用水

に対する補給とかがあって取水ができるという側面がありますので、そちらのほうはこちらが

ないとできない、流水の正常な機能がないとできないというのがあると思います。

発電については、流水の正常な機能の維持ですとか、かんがい、水道の放流水をもって発電

しますので、そちらがないと機能を発揮しないという面はありますが、洪水調節と流水の正常

な機能の維持については逆の要素はないのではないかというふうに考えます。

○林山委員 はい、わかりました。

○徳山局長 逆に言うと、ＢもＣも１００％やることはできないんですか。国交省の事業でもダ

ム以外はほとんどちゃんとやっていますよね。それはマニュアルがそうなっているから。

○川村河川調査官 かんがいと水道、それから発電の便益も足し込んでコストを１００％してと

いうことは評価としては可能だと思います。

○奥村委員 さっきの件とちょっと絡むんですけれども、要は、ここの考え方というのはそれぞ

れの部分を切ってお互い干渉しないという話にして、そこのところだけの部分でオーケーかど

うかをチェックするという立場に立っているように見えます。しかし、そもそも多目的でダム

を作るということは、多目的にすることによって初めて起こる効果として、組み合わせればき

ちんとできるという効果があるんじゃないんでしょうか。多分多くの方が持っているダムに対

する期待感、多目的ダムといったときの期待感というのは、林山先生がおっしゃるように、両

方組み合わせてちゃんとコントロールできれば単独の目的でやるよりももっといいプランがで

きる。さっきの土地のところでも、農水のほうを地下水で持ってきてしまったらもうダムのと

ころと一緒に使って何とかするということができないわけですね。だから、そういう効果が本
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来入るべきものなのに、今までの計算の仕方は、計算を単純にするためにというか紛争を少な

くするためにというか、物事を切ってしまって、本当のダムのよさというのが評価できていな

いんじゃないかという感じを受けるんですね。だから、ここでどうしてくれという問題じゃな

くて、ちゃんと本省のほうでマニュアルをしっかり考えていただかないといけません。多目的

ダムが無駄じゃないのと言われたときは、そうじゃなくてきちんと両方うまく組み合わせるこ

とによってこんなことできますよということをもっと積極的に説明していかないと、なかなか

理解してもらえないんじゃないかなというふうに思うんですね。だから、今すぐということじ

ゃなくて将来的に頑張っていただきたいなと思います。

○平山委員長 多目的ダムというのは、私は別の面から見れば省庁間の連携のシンボルみたいな

もので、発電専用ダムもありますし、上水・農業専用ダムというのもありますけれども、みん

なが集まって一つの大きなものを作ってみんなで使い合う。これはそういう点のメリットを活

用している場でもあるので、やっぱり安上がりになるのは当然の話だと思いますけれどもね。

評価においてはそういうふうに省庁縦割り予算の中でやる仕組みになってるようでございます

ので、これについては我々のいじれるところではございませんので、お認めをいただきたいと

思います。

ほかに何かご意見ございませんですか。

それでは、お諮りをしたいと思いますが、これまでいろいろご意見をいただいて、そのご意

見、一つ一つ非常に貴重なもので記録に残して後で見ていただきたいと思いますが、総合的な

評価におきましては、原案の成瀬ダム案が総合的な評価において一番優れているということで、

ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目に基づいて検証に係る検討を行った結

果、成瀬ダム建設事業は「継続」することが妥当であると考えられるという結論を原案として

いただいておりますが、この結論でご了承いただけますでしょうか。（「はい」の声あり）あ

りがとうございました。

それでは、そういう結果をいただきまして、１時間半かかってしまいましたけれども、あり

がとうございます。

それでは、ちょっと休みますかね。５分かそのぐらい休みましょう。４０分ごろから再開い

たします。

〔休 憩〕

○平山委員長 それでは、４０分になりましたので、引き続いて審議を継続したいと思います。

先ほどの件につきましては、今回の委員会の審議結果を整備局長から本省に報告していただ
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きまして、本省の有識者委員会で議論をされて、その結果を踏まえて国土交通大臣が 終判断

を行うということになっておりますので、お伝えをしておきたいと思います。

〔道路事業 再評価〕

・一般国道４号伊達拡幅

○平山委員長 それでは、道路事業の再評価６件の審議に入りたいと思います。

事業選定ワーキングが行われておりますので、今日は堀井委員が欠席しておりますので、九

戸委員から報告を、説明をお願いしたいと思います。

○九戸委員 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５日に開催いたしまし

た。堀井委員、林山委員、平山委員長と私の４人で検討いたしました。

私から選定結果についてご報告いたします。

今回は道路事業の再評価６事業が対象となっております。検討の結果、重点審議事業として

は一般国道４号伊達拡幅を選定いたしました。

選定理由は、前回再評価時よりも全体事業費が１８億増加しているところです。

審議ポイントとしては、全体事業費が増額となった内容及びその理由についてでございます。

以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。重点事業１件でございまして、伊達拡幅、一般国道４

号でございますが、理由が全体事業費の増加１８億円というところをご審議、見ていただきた

いと思います。

それでは、重点事業につきましては説明をしていただいてすぐ審議に入りたいと思いますの

で、ご説明をお願いしたいと思います。

○安部福島河川国道事務所長 福島河川国道事務所の所長の安部でございます。

座ってご説明いたします。

早速ではございますけれども、伊達拡幅事業の再評価についてご説明いたします。

１ページ目でございます。

本事業は、国道４号の福島県北部に位置する伊達市から国見町に至る２車線区間を４車線に

拡幅するものでございます。

目的といたしましては、交通の混雑の解消、交通安全の確保、そして悪天候時の安定的な通

行の確保を目指すものでございます。

昭和５６年に南側区間３．６キロが事業化され、北部のほうに平成７年度に５．５キロ延伸
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したものでございます。

２ページ目でございます。この図は伊達拡幅事業を拡大したものでございます。

本事業は、福島市側、左側のほうから順次、宮城県側、右側のほうに移ってきております。

全長約９．１キロのうち左側の区間、南部区間５．８キロについては既に４車線供用しており、

北部区間、右側区間で３．３キロを現在拡幅事業中でございます。

３ページ目でございます。

事業の必要性について、代表的なものを２点ご説明いたします。

まず、１点目でございます。

国道４号の本区間でございますけれども、周辺に代替路がございません。代替路がないため

に宮城とか福島間を往復する通過交通に加えて、この地であります国見町や桑折町の域内交通

が混在しております。現在の２車線区間は本路線のボトルネックとなっておりまして、この図

にありますように当該区間、平均速度が１０キロメートルとなっております。１０キロメート

ルというのは、自転車のスピードよりも遅くて、人の歩くスピードの２倍程度でございます。

次に、４ページ目でございます。

本事業は、代替性の確保という観点もございます。これは並行する東北縦貫自動車道が悪天

候により通行止めを頻繁にするということで、当該区間に交通が大量に流れ込むということで

ございます。具体的に平成１９年度から２３年度までに、過去５年間で８７回の通行止めを記

録しています。この８７回というのは福島県で一番多い回数でございます。もし通行止めをい

たしますと、ここのグラフにありますように速度が１２キロまで低下して大渋滞が発生します。

右にありますけれども、伊達市地方消防本部の声にありますように、救急車両の通行等に大き

な支障を及ぼしているというのが実情でございます。

５ページ目でございます。

本事業における全体事業費の増についてご説明いたします。

当初約１８０億円で計画されておりましたけれども、約１割の１８億円が増える見込みです。

これは表にありますように橋梁工事の増で５億円、土工工事の増で４億円、舗装工事の増で１

億円、そして用地補償に係る増で９億円になっています。他事業からの土を活用したり再生事

業を活用することで１億円のコスト縮減を図っておりましたけれども、結果的に１８億円の増

となっております。

６ページ目でございます。

具体的にご説明いたします。
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まず、橋梁工事の増です。現在の事業区間は堀の内橋、中沢溝橋、そして滝川橋の３橋がご

ざいます。当初これら旧橋を活用して拡幅する２車線部分を建設する予定でございました。し

かしながら、今般、全部かけかえることにいたしました。

その理由は２つありまして、１つは、まず堀の内橋のかかる普蔵川、この川の河川改修計画

が平成２０年に県によって見直しがなされ、河川の断面が拡大したためです。そのために橋の

延長が伸びました。これが１点です。

もう１点は、車両の大型化に合わせるために平成６年に道路橋示方書が改定されまして、そ

れを踏まえて設計を見直す必要があったためです。これが２点目でございます。

７ページ目でございます。

２つ目の地盤改良の工事の増、４億円についてご説明いたします。

この右側の下のほうにある図の赤いところでございますけれども、当初の拡幅部分の地盤に

ついては、設計加重に耐えられるものと判断して設計しておりました。しかしながら、地質調

査を実施したところ、当該区間３．３キロにわたって改良工事が必要であると判明したところ

でございます。

８ページ目でございます。

用地補償費の増、９億円でございます。その理由の一つとして、当初、都市計画図や目視な

どによって用地補償費を算出しておりました。しかしながらその後、設計や用地調査をした後

に物件調査を行ったところ、支障物件が新たに判明しましたので、そのために増額しておりま

す。また、都市計画決定がなされた後に、非常に簡易な建物でございますけれども、ぎりぎり

支障となる移転の補償が必要となってしまったというものもございます。

また、３点目でございますけれども、占用物件、ＮＴＴの電話線であるとか水道、こういっ

たものの移設が必要になったということもその１つの理由でございます。

９ページ目でございます。事業投資の検証でございます。

全体の費用便益比は１．９、残事業は２．１でございます。なお、前回の事業評価監視委員

会においての費用便益比と比べると下がっております。これは先ほどご説明したとおり、事業

費が１割増加したことなどが主な理由でございます。

１０ページ目でございます。

現在、進捗に係る問題は特にございません。今年度も引き続き用地買収や工事を進めていく

予定でございます。また、福島県知事より、事業継続について異議はないという旨の回答をい

ただいています。
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事務局としては、原案として事業継続を提案したいと思います。ご審議のほどをよろしくお

願いいたします。以上でございます。

○平山委員長 国道４号伊達拡幅でございます。福島県の北のほう、伊達市から国見町に上がっ

ていく９．１キロの区間で、そのうち５．８キロは既に供用が開始されているということで、

５ページに今回、全体事業費が１８億円ほど増加した理由が書かれておりまして、今ご説明い

ただいたところでございます。

何かご質問ございませんでしょうか。はい、木村委員。

○木村委員 費用の増額で、用地費補償費のところで、都市計画決定以降に家屋が建築されてい

ることなんですが、これは本来できることなんですか。

○安部福島河川国道事務所長 都市計画法によりますと、例えばコンクリートの３階建て以上と

か堅固な建物は許されないんですけれども、例えば木造建築等のようなものであれば許可され

ることになっております。

○木村委員 そうですか。わかりました。ありがとうございました。

○平山委員長 でも、この額は結構大きいですね。どんなものなんですか、対象は。

○安部福島河川国道事務所長 まず、１つ目の支障物件等を目視などによって、３つ増額理由が

書いておりまして、８ページの一番上に書いておりますが、事業延伸時は目視等で算出してい

ましたけれども、その後、調査によって判明したものと書いておりますが、これは例えばこの

うち全体で５件ありますけれども、３件が一般の方の家でございます。いわゆる木造住宅でご

ざいます。もう１件が公民館でございます。一番大きいのは実はガソリンスタンドでございま

して、これはガソリンスタンド全体ではございませんで、ガソリンスタンドのガソリンを貯蔵

する貯蔵庫が都市計画の決定の下に埋まっていたということで、それを移設する必要があった。

これが実は大きな額を占めております。

○平山委員長 ガソリンスタンドはいつの時点なんですか。わかったのは。

○野呂田用地対策課長 用地対策課長をしております野呂田と申します。

計画時には既にガソリンスタンドがございましたけれども、地上部、屋根がないガソリンス

タンドだったようです。その後、都市計画決定後にアイランド方式、屋根つきのガソリンスタ

ンドに変更する際に地下の貯蔵施設も新たに増設したようです。その地下の貯蔵施設とガソリ

ンスタンドの建物も支障になったものですから、ガソリンスタンド全体を移設する必要が生じ

まして高額な補償になっております。

○平山委員長 どうぞご意見いただきたいと思います。どうぞ。
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○奥村委員 奥村です。今の話ですけれども、結果としてそうなったというのはわかったんです

けれども、そもそもそれをそういうことのないようにこの制度があるんじゃないのかという感

じはあるんですけれども。つまり原因者がわかったうえで作ったなら、彼らに立ち退けと言っ

たとしてもそれに対して補償する必要はないんじゃないのかという感じが素人目にはするんで

すという質問です。

○野呂田用地対策課長 先ほどちょっとご説明させていただきましたけれども、都市計画法上、

増築を拒めないという場合について、今の制度の中では、残念ですけれども、そこに増設を拒

否できないという状況になっています。

ただ、都市計画決定時にいろいろなルート、基本の線を公表しておりますので、市町村にお

きましてもなるべくそれを避けるような建築ということで行政指導はしていただいているよう

ですけれども、現実的には今回のように建物を建てられてしまったという状況の場合について

は補償の対象にせざるを得ないと考えております。

○平山委員長 間庭委員、ありますか。

○間庭委員 事業の内容そのものではないんですが、４ページの右上に東北道の通行止めのこと

が書いてありますけれども、築地など首都圏の市場を目指す東北、三陸などの水産・農業のト

ラックの方々が冬場に非常にリスクの高いところとして有名な場所でありまして、例的に申し

上げますと、朝、築地に間に合うかどうかで大変な問題が起きるという魔の場所でありますの

で、それをこういう形で代替でカバーするということについては早急に事業を推進していただ

きたいというのは関係者からの強い意見でありますので、ご紹介申し上げます。

○平山委員長 ありがとうございます。

ほかに何か意見ございませんでしょうか。

事業費の増額が毎回似たような理由で起きるというのは、私は気になっている。軟弱地盤の

対策は技術がきちっと伝承されていれば、見落としはそんなにしょっちゅう起きないものと思

いますし、今回の建物の補償なんかも指導が行き届いていればもう少し減ったのかなというこ

ともございますので、そのあたりは重々気をつけて今後事業を進めていただきたい。Ｂ／Ｃは

全体で１．９ですか、残で２．１ということになっております。

原案どおり事業計画でご了承いただけますでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうご

ざいました。

・一般国道１０８号 花渕山バイパス
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・一般国道 ７号 象潟仁賀保道路

・一般国道１１５号 相馬福島道路（霊山道路）

・一般国道 ４号 白河拡幅

・一般国道 ４９号 猪苗代拡幅

○平山委員長 それでは、道路につきまして要点事業が５件残っております。一括説明をしてい

ただきまして、１件１件審議をさせていただきます。一括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の桜田と申します。

１０８号花渕山バイパス、資料３－１に基づきましてご説明申し上げます。

まず１ページ目でございますが、国道１０８号、これは仙台都市圏と秋田県湯沢地域を 短

で結ぶ国道でございます。

この１０８号のバイパス事業といたしまして、現道の地すべり地域の回避による信頼性の高

いネットワークの確保、それから隘路区間の解消による安全性の確保を目的とした事業でござ

います。１ページの図にございますが、紫色が現道１０８号でございまして、ダム湖の対岸側

に赤線でありますのがバイパスでございます。これはもともと宮城県の事業でございましたが、

地すべり地帯等の複雑な地質構造を通過するということから、平成２０年度より直轄権限代行

として国土交通省で事業を行っております。

３ページをお開きください。

この現道１０８号については、平成１５年５月に法面崩落が発生いたしまして約２日間の通

行止めとなっております。また、１９年２月には地すべりによる通行止めが４７日間継続いた

しまして、鬼首地区の住民の方々にこの図の赤の矢印で結ばれた大規模な迂回等の負担をもた

らすこととなりました。

４ページをお願いいたします。

現道１０８号には、左側の図面でおわかりのとおり急カーブが約２０カ所、急勾配も連担し

てございます。このため、平成２１年４月には、急カーブでセンターラインをはみ出した対向

車を避けようとしたスクールバスが横転した事故も発生してございます。これら線形等の改良

によりまして安全性の向上が期待されているところでございます。

５ページをお願いいたします。

事業の投資効果といたしまして費用便益比、全体事業で２．２、残事業で４．４となってお

ります。

後６ページでありますが、８、宮城県知事より事業継続については異議ないとの回答をい
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ただいております。

９でありますが、対応方針といたしまして、信頼性の高いネットワーク、安全性の確保のた

め早期整備の必要性が高いとさせていただきました。以上です。

○平山委員長 続いて、一般国道７号象潟仁賀保道路、お願いします。

○瀬戸下秋田河川国道事務所長 秋田河川国道事務所の瀬戸下と申します。

資料４－１につきましてご説明いたします。

資料４－１、１ページ目の右下の図をまずご覧ください。

象潟仁賀保道路は、日沿道の一部を形成する象潟インター・仁賀保インター間延長１３．７

キロの道路でございます。このうち金浦インター・仁賀保インター間６．９キロが先月２７日

に暫定２車線で供用しております。

２ページ目は、日沿道全体の整備状況です。全長３２２キロのうち現在の供用延長は２０４

キロ、率にしますと６３％となっております。

続きまして、３ページ目です。東日本大震災後には、燃料を運ぶタンクローリーなどが日本

海側のルートを利用して被災地の復旧を支援いたしました。東日本大震災は道路ネットワーク

の戦略的な強化の必要性について改めて認識する出来事でもあったわけです。

それから、４ページ目です。周辺地域には青の×で示す津波予想浸水箇所が多く存在してお

ります。津波が発生し、道路が寸断されますと、日本海と鳥海山に挟まれた当地域では大きな

迂回を余儀なくされる状況です。津波浸水予想区域を回避する日沿道の整備により、防災機能

は大きく向上することになります。

５ページ目です。仁賀保地域は、電子部品産業の集積地であり、国道７号を利用して製品が

全国へ出荷されております。日沿道の整備や物流の速達性・信頼性の向上に大きく寄与するこ

とになります。また、男鹿エリアと鳥海エリアを周遊する秋田県が売り出し中の観光ルート、

鳥海なまはげラインの一部を担うことにより観光の振興にも寄与するものです。

６ページ目です。事業全体の費用便益比は１．７、残事業の費用便益比は３．４となってお

ります。

後の７ページ目です。先月、一部区間が供用するなど順調に事業は進捗しております。秋

田県知事からは、継続で異存ないというご意見をいただいております。

緊急時の代替路確保、広域ネットワーク形成による産業振興のため早期整備の必要性が高い

ことから、事業継続が対応方針原案でございます。

よろしくお願いいたします。
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○平山委員長 続きまして３つ目ですが、一般国道１１５号相馬福島道路（霊山道路）お願いし

ます。

○安部福島河川国道事務所長 霊山道路のご説明をいたします。

１ページ目を省きまして、２ページ目をご覧ください。

霊山道路ですが、復興支援道路相馬福島道路、これは津波で被災のあった浜通りと福島市を

結ぶ道路でございます。全長４５キロのうち、霊山道路は１２キロの区間を新規に建設する事

業でございます。完成２車線、設計速度８０キロの自動車専用道路です。現在の進捗率は３１

％でございます。

３ページ目をお願いいたします。

本道路は、東日本大震災の復旧・復興支援という側面があります。震災時並びに復興時にお

いて福島市から、もしくは相馬市から沿岸被災地へのアクセスをする重要な道路でございまし

て、交通量は被災の前後で約１．９倍まで増加しております。

４ページ目でございます。このように重要な路線でありながら、並行する国道１１５号は非

常に脆弱でございます。写真にありますように、幾たびも落石等で寸断され、相馬市を初めと

する浜通りの地域が陸の孤島と化します。このようなリスクを 小限にすることが本事業の必

要性の１つでございます。

５ページ目でございます。さらに、相馬港から福島市を含む中通りの物流を支える道路でも

ございます。地域経済の復興並びに震災からの復興に欠かせない道路でございます。

６ページ目でございます。さらに、本道路は救急医療を支える道路でもございます。切迫流

産とか心筋梗塞など緊急を要する病気に対して、第３次医療機関である福島市にある福島県立

医科大学に対して行く患者が全体の約７５％でございます。しかしながら国道１１５号、現在

の道路は線形不良箇所が多数ございまして、安定走行できないため患者に悪影響を与えている

状況でございます。

７ページ目でございます。事業投資効果の検証でございます。全体の費用便益比は１．４、

残事業費の費用便益比は１．９でございます。これは前回の監視委員会のときの値と変わって

おりません。

８ページ目でございます。８に地方公共団体等の意見がございます。福島県知事より、事業

の継続について異議はありません。さらに、本路線は東日本大震災で被災した本県の相双地域

の復興はもとより、復興リーディングプロジェクトとして福島全体の復興に資する重要な路線

であることから、強力な推進による早期の完成をお願いしますという付記がされております。
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よって、事務局としては原案として事業継続を提案いたします。ご審議のほどよろしくお願

いします。

○平山委員長 次が一般国道４号白河拡幅です。資料６－１、お願いします。

○酒井郡山国道事務所長 郡山の国道事務所長の酒井と申します。よろしくお願いいたします。

まず、ページをめくっていただきまして、１ページ目のところに白河拡幅の位置がございま

す。東北地方の玄関口である４号の入り口の部分の現道拡幅事業でございます。

２ページ目をご覧ください。

２ページのところで５．２キロ事業を行っておりますが、既に３．６キロが開通しておりま

す。残り１．６キロを２７年度目標ということで現在順次整備を進めているところでございま

す。

次、めくっていただきまして、当該区間の状況ということで、まず、走行速度が著しく低下

しているということはございますが、４車線の整備済み区間に比べまして、そこの２車線の

後に残っているところがかなり混んでいるという状況になっております。あわせて、２車線の

先のところにあります白河中央スマートインターというのが２１年８月に供用しております。

この区間のところに向けての交通量も伸びているという状況でございます。

次にいきまして、４ページ目をご覧ください。

現況で、今そこら辺の地域におきましては工業団地というのがかなり整備されてきておりま

す。特に、ここに新聞にも載っておりますが、三菱ガス化学ということで、半導体の整備工場

というのも２６年度以降の操業を目指して今頑張っているということで、これらの支援にもつ

ながるものかというふうに考えております。

続きまして、５ページ目にまいります。

５ページ目のところでは、事故の関係につきましても当該区間のところの事故が高いという

ことで、今そこに１６４というのが書いてございますけれども、そこのところが現在開通して

いるところでは４０．２まで落ちたということで、引き続きそちらのほうの部分についても進

めていきたいと考えております。

それから、６ページ目ですけれども、Ｂ／Ｃの関係ですが、全体事業として１．５、残事業

で６．３ということで、前回より少し落ちております。これはフレームの見直し等によるもの

でございます。

後のページになります。当該区間におきましては、今現在、順調に進めておりまして、平

成２７年度の全線開通に向けて頑張っております。福島県知事からも事業継続ということで意
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見をいただいておりますので、事務局原案としては事業継続でまいりたいと考えております。

○平山委員長 後の事業でございますが、一般国道４９号、猪苗代拡幅、お願いいたします。

○酒井郡山国道事務所長 引き続きまして、郡山国道よりお話をさせていただきます。

猪苗代拡幅ということで、国道４９号になります。

１ページ目をご覧ください。

１ページ目のところの猪苗代の北部にございます４９号のこれも現道拡幅事業になります。

２ページ目を続いてご覧ください。

現在の進捗状況ですけれども、ここのところに書いております黒い部分、黒く旗上げをして

あるところがこれまでに開通しているところで、残りの部分についての事業中ということにな

ります。これにつきましては平成２１年度、前回の再評価のときに４車線から２車線に事業を

縮小した経緯がございます。それに基づきまして現在、前後の区間２車線整備ということで必

要な堆雪余裕幅等を整備しているということでございます。

次の３ページ目にまいります。

今ほどちょっとお話ししましたが、この４９号の区間、吹雪が非常に発生するということで、

真ん中のところの写真、真っ白で何かわからないような状況になっておりますけれども、こん

なような状況になっている、あるいは大雪のときにはかなり渋滞をしてしまうという状況があ

ります。以前、数年前ですけれども、やはりこの区間におきましてもクリスマス豪雪というこ

とで、そのときには、これは西会津のほうが３００台なんですが、当該地域においても５０台

が立ち往生するという事態が発生しております。

次のページにまいります。

４ページ目のところで、ここも並行して高速道路がございます。ここは磐越道で、先ほど伊

達の近くでは東北道の通行止の一番があったんですけれども、実はここは磐越道の通行止の一

番がございまして、５年間で１３０回ということで、これを日数に直しますと恐らく多分３日

に１回は何らかの形で通行止めが発生しているという状況の頻度でございます。この区間にお

きましてはかなり速度の低下が発生するということで、当然迂回路として４９号が使われてお

りますので、１０キロ程度の走行速度しか出ないという状況でございます。

続いて、５ページ目にまいります。

５ページ目のところ、一部区間、現道拡幅とはいえバイパス区間があるんですけれども、人

家連担地域で、通学路が指定されていたということもございまして、この区間についてはバイ

パスの整備がなされて、このような形で子供たちが安全に歩けるようになったということで地
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元からも非常に感謝をされているところでございます。

６ページ目にまいります。

費用便益の関係につきましては、全体のＢ／Ｃが１．２、残事業で４．８となっております。

前回に比べて０．１全体については上がっております

それから、 後のページになります。

前回の再評価時において４車線から２車線ということで審議をいただいておりまして、これ

までに２車線への計画変更説明ということを地元に行っておりまして、概ね皆様方のご了解が

いただけたということで、今後、順次整備を進めて、できるだけ早期に開通をさせたいと思っ

ております。

福島県知事よりも、事業継続ということでいただいておりますので、事務局としては事業継

続でまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○平山委員長 一括して説明をお願いいたしました。要点事業５件ございますが、１件ずつ審議

をしてまいりたいと思います。

初が一般国道１０８号線花渕山バイパスでございます。鳴子温泉の中でしょうか。６．４

キロのバイパス道路でございます。地すべり指定地域を通っていたものの改善と、線形改良が

事業の目的でございます。何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。成田委員、何かござ

いませんですか。どうぞ。

○成田委員 教えていただきたく存じます。すみません、素人の質問で大変恐縮でございます。

必要性というのはとてもよく伝わってまいりました。他方コストという観点から、コスト削減

の代替案等の視点というのが一番 後のページの７番目に記載ございます。例えば今の１番目

の場合は１つの案で、ほかのところでは２つ代替案が出ているといったところです。では、他

でコスト削減ができるのであれば、ここでも更にコストの視点からご提案いただいて、国民の

血税を使う部分についてご了承を得るというようなご記載の方法もあるのかということだけ少

し教えていただければと思いました。

○平山委員長 どうですか。

○桜田仙台河川国道事務所長 仙台河川国道事務所でございます。

今おっしゃっていただいたのは、各事業で、例えば花渕山バイパス再生資材の利用というこ

とで書いていると思うんですが、ほかの事業箇所では例えば建設発生土の利用とかそういうふ

うに記載されているところだと思います。

花渕山バイパスにつきましては、今、再生材の利用ということで記載されておりますが、今
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後もほかに記載されているような件につきまして検討しながら、引き続きコスト縮減に努めて

まいりたいと思っております。

○成田委員 ぜひ期待したいと思います。

○平山委員長 もう少し全体的に、こういう情報を全部の事務所で持つようにすればもっとコス

トの削減につながるんじゃないかなという趣旨かなと思うんですけれども、いかがですか。

○道路計画第一課長 全国の事業などにおいてもいろいろな技術情報のデータベースがございま

して、新しい工法とか、できるだけ情報共有しながら現場で活用しているところでございます。

コスト縮減についても、現場でかなり意識を持って努力してやっているところでございます

けれども、そういったいろいろな技術情報のベースもございますので活用して、あとわかりや

すく説明できるように、できるだけ工夫をしながら書いているつもりなんですけれども、また

ブラッシュアップしていきたいと思います。

○成田委員 実質的に全体でコストが下がるようなことを国でやっているという認識を私たち民

間人、国民が認識できるような形であればよろしいのではと認識してございます。ありがとう

ございます。

○平山委員長 ありがとうございました。

ほかに何かございませんですか。

この事業で直轄権限代行という言葉がありますけれども、これをやると国が事業をやること

に変わるわけですね。この手続というか、どんな基準でこういうふうになるんですか。

○道路計画第一課長 直轄権限代行につきましては、特に技術的な難易度というところがござい

まして、例えば改築の工事の規模が著しく大きい、具体的にはトンネルが極めて長いとか、こ

れまでに経験したことがないような構造の橋梁になったりといった従来にはない技術、評価を

求められるような、県事業においてなかなかないような技術が求められるような場合において

直轄権限代行をするということになってございます。

花渕山バイパスにつきましては、地すべり範囲の近傍を通過するルート帯になってございま

して、崩れやすい土砂状の地山でありますとか、風化が著しい脆弱な地山がございまして、そ

ういうところでの構造物を施工するということで、平成２０年度から直轄権限代行で着手をし

ているという状況でございます。

○平山委員長 県からお願いされるという感じなんですか。

○道路計画第一課長 そうです。

○平山委員長 はい、わかりました。
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ほかにございませんですか。（「なし」の声あり）

なければお諮り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すか。（「は

い」の声あり）ありがとうございます。

それでは、要点事業の２つ目でございます。一般国道７号象潟仁賀保道路。これは日本海沿

岸東北自動車道の一部を形成している広域ネットワーク形成にかかわる道路でございます。何

かご質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。（「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。Ｂ／Ｃ全体、残事業とも１．７、

３．１と、それぞれそんな値になっておりますが、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、３つ目でございます。一般国道１１５号相馬福島道路（霊山道路）でございます

が、これは相馬から福島に抜ける阿武隈を越えて横断する道路の一部で約１２キロの区間で、

東北中央自動車道の一部を形成しているところでございます。いかがでしょうか。何かござい

ませんですか。はい、どうぞ。

○奥村委員 方針については全然問題ない、進めていただかなければいけない道路だと認識して

いるんですけれども、その説明の資料の内容ですが、この地域はやはり原発事故の影響がかな

りある地域だと思うんですね。例えば国道１１４号とか浪江に入ろうとしても多分今使えなか

ったりするんで、あるいは病院もいわきに運ぶのが８％ある、こんなの今できないわけで、そ

うするとますます原発事故の影響でここの沿岸の方の必要性は高まっていると思うんですけれ

ども、残念ながら資料が古いかなというふうに思うので、一言例えば原発事故の影響で必要性

が上がっているというようなことがあってもいいのかなというふうに感じました。

○安部福島河川国道事務所長 ご指導ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。

○平山委員長 そういうこともつけ加えて資料を作っていただくように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。（「なし」の声あり）

それでは、お諮りいたしたいと思いますが、この道路は全体でＢ／Ｃが１．４、残事業で１．

９ですか。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。

要点事業の４つ目でございます。一般国道４号白河拡幅でございます。福島県白河市から西

郷村の約５．２キロ。３．６キロが供用済みでございますが、２７年に向けて１．６キロのと

ころを今やっているという道路でございます。交通混雑の解消が目的の道路でございます。何
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かございませんでしょうか。

目的のところに沿線環境の改善ということがありますけれども、実際は中身は、環境という

のは何を指しているんでしょうか。

○酒井郡山国道事務所長 今回こういったところで渋滞をしているということになりますと、当

然のことながら騒音とか振動とかそういったものもありますし、それから車が渋滞してとまっ

ていることになりますと排ガス等の関係とかでも環境的にもよろしくないというような意味

で、その辺のところがスムーズになることによって改善するという形になります。

○平山委員長 ありがとうございます。できたらそういうものの記録とか改善の効果みたいなも

のももっと大きく宣伝していったらよろしいのかなというふうに思います。

ほかに何かございませんですか。

国道４号でこういう区間がまだ残っているというのは、早くやってほしいなと思うところで

ございます。お諮りいたしたいと思いますが、Ｂ／Ｃが全体で１．５、残事業で６．３です。

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。

要点事業の 後でございます。一般国道４９号猪苗代拡幅、猪苗代湖の沿岸を通っている７．

３キロの道路でございます。いろいろ観光の渋滞等の解消等に寄与する道路でございます。は

い、どうぞ。

○奥村委員 ここを今、見直しても２車線で整備するというところの事業の評価ですよね。そう

したときに、Ｂ／Ｃをはじくときに、多分走行時間短縮便益が結構大きいんですけれども、２

車線の現道の狭い道路に多分堆雪帯みたいなものをつけるということで、２車線のまま整備す

るというプランだと思うんですけれども、その場合のＢが出てくる走行時間短縮が起こる理由

というか、それはちょっと説明していただきたいんですけれども。

○酒井郡山国道事務所長 こういった場合の２車線から２車線へということで、具体的に言うと

走行速度が２車線で走りやすくなりますので、そこの部分の、どうしても交通量と速度である

式を設けて計算をしているんですけれども、その速度の 大値が時速４０キロから５０キロぐ

らいに１０キロほど改善するというような計算式を用いておりますので、そういった形で計算

をすることによって走行便益が出るという形になります。

○平山委員長 奥村委員、よろしいですか。

○奥村委員 はい。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

この道路は、前回の事業のとき見直しがかかって４車から２車に落としたんですよね。それ
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にもかかわらず余りＢ／Ｃが改善されていないなという感じがしているんですけれども、その

理由と思われるものはありますでしょうか。

○酒井郡山国道事務所長 この辺のところにつきましては、当然のことながら前回の評価のとき

もそうなんですけれども、改善している部分というのは実は冬期の走行便益を見ているという

こともございまして０．１上がっているんですけれども、そもそもの問題として交通量が大分

下がっておりますので、そういった観点から、もともとの想定が１万４，０００台ぐらいだっ

たですが、前回のときから比べましてさらに９，３００台ということで落ちていますので、そ

ういったところの部分でやはり交通の台数がきいていると思っております。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

○奥村委員 済みません、もう一回お願いします。

今のこととちょっと絡むんですけれども、先は東北道なので、東北道が通行止めになったら

もう一本必要だというのはよくわかるんですけれども、本来こういうところだと磐越道をいか

にとめないように工夫するかということのほうがよっぽど大事な問題なんじゃないかというふ

うに感じるんですけれども。Ｂ／Ｃをはじくときには、こういうことで困っているから国道が

要るんだという説明は説明としてはあるんだけれども、本来それだったらやらないといけない

のは磐越道、ここ４車線ある区間ですから、何とかして２車線だけとめないように頑張るとか、

そういうようなことにお金と知恵を使ったほうがよっぽど効果が大きいんじゃないかと感じる

んですけれども、何かそういう工夫というのはされているのでしょうか。単純に言うと磐越道

は、インターからインターまでの区間が長ければその区間でとまるんだけれども、もうちょっ

とスマートインターみたいなもので区間を割ればもっと通れるところが増えるというようなこ

とはないんだろうか。だから、磐越道がとまるから国道がもう一本要るんだという論理という

のはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですけれども。

○平山委員長 いかがですか。

○酒井郡山国道事務所長 なかなか難しい問題で、ちょっと即答できるような状況ではないんで

すけれども、やはり高速道路ということで交通安全の立場、かなり高速で走行している、ある

いは走りやすいということで、一般のドライバーからすると速度を出しやすい環境にあって、

こういう吹雪の中で走らせることによって大きな事故が発生するという危険性から通行止めに

されていると聞いています。そういったこともありまして、なかなか私どもだけでは解決でき

ない問題ではあるんですけれども、しかしながら、通行止めにするタイミングとかそういった

ものについては日ごろから高速道路会社あるいは警察と連携をとっておりますので、その辺の
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ところでできるだけスムーズに流すために私どもの準備をするとかそういったことも考えてお

ります。

それから、止めるインター間でも、インターによっては接続点が悪いところもあり、例えば

１インターで止めると悲惨な場合が実はありまして、そこで切っても車がはけないとかそうい

ったことがあったりしますので、そういったときには２区間止めるとか、そういう調整という

のは道路管理者間で調整をさせていただいているという状況です。

本来の答えになっていないかもしれませんが、現場での調整は行っておりますのでご理解い

ただければと思います。

○平山委員長 よろしいですか。

○奥村委員 結構です。

○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）

それではお諮りしますが、この件につきましても原案どおり事業継続ということでよろしい

でしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。

〔港湾事業 再評価〕

・青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業

○平山委員長 それでは、続きまして港湾事業に、再評価２件ありますが、入りたいと思います。

あらかじめアナウンスしておきますが、今日は報告事項は時間の関係で、次回に回したいと

思います。あと残っているのは港湾事業２件と、それから議事録についての審議だけでござい

ます。

それでは、再評価２件ございまして、ワーキンググループが開かれておりますので、奥村先

生、お願いいたします。

○奥村委員 港湾事業２件あるんですけれども、港湾事業に関する審議事業選定のためのワーキ

ンググループを１０月３１日に開催いたしまして、間庭委員、平山委員長と私の３名により検

討を行いましたので、結果について報告させていただきます。

今回は港湾事業の再評価２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

て青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業を選定いたしました。

その理由ですけれども、２つの事業のうちで全体の事業費が大きく、プロジェクトの規模が

大きい。それから、前回の評価時に比べて費用便益比の値が変更になっていることです。

ということで、審議ポイントとしましては、前回の評価時から今回の評価時において全体の
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事業費及び便益の値が変更になっていることの理由について審議をいただくということになり

ます。以上です。

○平山委員長 ありがとうございました。

重点事業１件ということで青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業ということで、今お話

しありましたように全体事業費が大きいということと、それから費用便益比が今回少し変わり

ましたので、そのあたりが審議のポイントだと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

それでは、事業の説明をお願いいたします。

○伊藤青森港湾事務所長 青森港湾事務所長の伊藤でございます。座って説明させていただきま

す。

青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業の再評価についてでございます。

まず、資料８－１の１ページ目をお開きください。事業の概要でございます。

今回審議いただきます事業は、青森港と函館港を結ぶフェリーが利用するフェリー埠頭と、

これに隣接する一般貨物埠頭の静穏度向上を主目的とした防波堤を整備する事業でございま

す。

青森港の沿革についてご説明させていただきます。

資料８－２の３ページ目をご覧ください。

青森港は、本州と北海道を結ぶ青函航路の発着地として古くから栄えてきた港です。昭和４

３年にフェリーの運航を開始し、道路整備が進むにつれ需要も増大していきます。このため、

昭和４９年に現在の沖館地区に移り、昭和５７年より防波堤事業に着手し、現在に至っており

ます。

再び資料８－１の１ページ目をご覧ください。

今回の事業評価の対象は、沖館地区防波堤東と油川地区防波堤第一北の新設、加えて沖館地

区防波堤西の改良です。昭和５７年度から平成２７年度までの期間、約３９７億円の事業費を

投入して現在整備を進めております。今年度末時点の事業進捗率は９３％となっております。

２ページ目をご覧ください。

今年度末におきまして、防波堤東及び防波堤第一北につきましては赤で示す部分が概成し、

防波堤西の改良につきましては、全長３１０メートルの改良工事が完了予定となっております。

続きまして、３ページ目の事業の必要性に関する視点についてご説明いたします。

青函航路は、生鮮野菜や水産品、宅配貨物などの時間志向性の高い貨物が中心で、スピーデ
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ィーかつ広域的な移送を担う航路として重要な役割を果たしていますが、防波堤の延長不足に

より安全な荷役ができない状況にあります。このため、左下の写真のようにタグボートを使用

し着岸、荷役を行う場合もありますが、安全上問題があるとともに、コストの増大を招いてお

ります。

右下の図は、防波堤の延長とタグボートの使用回数を示した図となっております。防波堤整

備効果により使用回数は減ってきておりますが、いまだ年間３０回程度はタグボートを使用し

た荷役が余儀なくされております。

４ページ目をご覧ください。

青森港では、これまで冬期風浪や高潮により臨港地区や市街地において高潮の被害が生じて

おります。

次に、前回の平成２１年度に行った再評価との相違点についてご説明いたします。

資料の５ページをご覧ください。

事業全体の費用便益比が前回５．１に対し今回は３．９に減少しております。縮小した理由

の１点目として、構内の反射波対策として、消波ブロックの設置を追加しております。防波堤

東などの反射波によりまして構内の静穏度が悪化していることが判明して、反射波対策として

消波ブロックの設置を追加していることから費用が増加しております。この反射波は、当初の

数値シミュレーションでは把握ができず、 新の高精度の数値シミュレーションを用いて判明

したところです。

６ページ目をご覧ください。

２点目といたしまして、便益計算におきましては、前回と同様に防波堤が整備されず、青森

港発着便が利用できない場合は八戸・苫小牧航路を利用するというアンケート結果に基づき、

青森・函館航路と八戸・苫小牧航路の輸送コストの差分や輸送時間減少分を便益として計上し

ております。この場合、計算上、便益が発生するのは、黄色で示しております函館付近の貨物

となりますが、アンケート調査を行ったところ、全体貨物量に対して函館付近の貨物量の割合

が減少したため便益が減少しております。

変更となったのは以上２点でございます。

７ページ目をご覧ください。

続きまして、事業の投資効果分析についてご説明いたします。

８ページ目にございますように、事業全体の投資効果といたしましてはＢ／Ｃが３．９と試

算されております。残事業の投資効果としましては、８ページにお示ししますようにＢ／Ｃが
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１．８という結果になってございます。

後の９ページ目をご覧ください。

これらの結果に加えまして、フェリー運航会社などの港湾利用者からは、防波堤延伸に伴い

フェリーの欠航、遅延、荷役障害が少なくなりつつあると評価がある一方で、冬期の高波浪等

による影響がいまだ解消されていないことから、一刻も早い防波堤の完成に向けた事業の進捗

を要請されております。

以上のことから、対応方針としまして事業継続とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○平山委員長 ありがとうございました。

青森港のフェリー発着岸壁を守る３つの防波堤にかかわる事業でございまして、消波ブロッ

クを置くことになったので２８億円増加したというような、節約で少し頑張っていただいてい

ますけれども、そういうような中身でございます。

ご意見をいただきたいと思いますが、奥村委員どうですか。

○奥村委員 特にはないですね。

○平山委員長 いかがでしょうか。おわかりになりましたか。

防波堤を設計をするとき、計画は一応数値計算でやられているんですね。さまざまな方向か

ら入ってくる波を想定して、ぶつかって、またぶつかって、またぶつかるということで、今回

は作っても作ってもどこかにぶつかるところが出てきて、いつまでたっても終わらないような、

そういうことではなくて、きちっとシミュレーションをやっているということでございますね。

この事業については 後までシミュレーションやられたんですか、一番 新の方法で。

○伊藤青森港湾事務所長 資料の８－２がございますけれども、こちらに示しますように８ペー

ジが 新のものでございまして、この精度の高いブシネスク方程式という方式をとりまして反

射波につきましてさまざまな角度からシミュレーションを行った結果、フェリー埠頭にも斜線

部分で反射波が入るということで、これを防止するべく消波ブロックの設置を行って防止して

いるところでございます。

○津田港湾空港部長 ちょっと追加いたしますと、事業を進めながら防波堤が少しずつ伸びてい

きますので、そのときに利用者からもいろいろ声が出てきます。防波堤伸びているけれどもど

うも波が高いぞとか、そういうものを小まめに聞いて、それを実際の我々の計算したものとそ

の結果が違ったものですから、じゃ 新のもの使えばどうなるんだろうという、そういう繰り

返し、利用者の声を聞きながら繰り返し計算して、どうもこのやり方が合うということがわか
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って、新しいやり方をしてそこに対策を施していくという、少し実際のものフィードバックし

ていくというやり方をとっております。

○平山委員長 部長にちょっとお伺いしたいんですが、港湾工事というのはコンクリートの塊を

単に置くだけなのでそんなに難しくないようにみえるが、でもお金はかかるなというのが印象

なんですけれども、フェリーが発着するとフェリー岸壁を別に作るのではなくて、今までの場

所を少し手直しすれば使えるんじゃないかという考えもあるんですが、そうはなっていなくて、

フェリー岸壁はフェリー岸壁で新たに作りますよね。また天候のこととかあって、実働日数が

減るので単価が高くなることは想像できるんですけれども、もう少し効率的に安く事業ができ

ないものかなと思うんですが、いかがでしょうか。

○梶原副局長 おっしゃるように当然、全体の港湾計画を作るときに既存のスペースが利用でき

ないかどうかというのは検討します。ところが、やっぱりフェリーとなるとかなり広い用地が

必要になったり、あるいは普通の貨物船に比べると意外と船の長さが長いとかそういう特徴が

あるので、結局やっぱり新しい場所に作らないとだめだというケースが多いんです。青森もそ

ういうケースだと思います。

○平山委員長 大体どこでもそうですものね。

○伊藤青森港湾事務所長 あと、乗り降りをする関係で、フェリーを係船するロープを張るのが

３カ所必要になってきます。後ろの部分で２カ所必要で、そこから車の乗り降りをさせますの

で、普通の通常荷役する以上にフェリーについては静穏度が必要とされております。

○平山委員長 わかりました。ありがとうございます。

ほかに何かご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。

○成田委員 コストの話についてです。５ページでご説明ございました左下のコスト縮減等によ

り２４億円減と、それから 終の９ページにございますコスト縮減や代替案の可能性について

のサンドコンパクションパイル工法から別の工法に変更してコスト縮減が図られたというの

は、これは同じもの、これを意味すると理解してよろしいんでしょうか。

○伊藤青森港湾事務所長 後に書かれておりますサンドコンパクションパイル以外に、当初の

契約差金とか事業進捗による概算額の見直しに伴ってコストが２４億円少なくなっておりま

す。その中にサンドコンパクションパイル工法から床堀置換工法に変えた部分も含まれており

ます。含まれておりますというのは、青森港は非常に地盤が悪いためにサンドコンパクション

という下の部分を地盤改良しなくてはなりません。そういった部分から新たな工法を見つけ出

してコスト縮減を図ったものと、プラス合わせまして、事業の進捗や概算額の見直しによりま
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して事業費といたしまして２４億円少なくなったということでございます。

○成田委員 ありがとうございます。

○平山委員長 よろしいですか。

ほかに何かございませんでしょうか。

港湾のときはいつでも感じるんですが、なかなか需要の見積もりというのが難しいなという

感じがいたします。後背地の発展というか、そこと結びついているので、その動向をよく捕ま

えてやらないとオーバーなものを作ったり足りなかったりということが起きるんだと思います

が、そういう推定手法の改善につきましては、今後とも努力していただきたいと思います。

お諮りしたいと思いますが、この事業、原案のとおり継続ということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）ありがとうございました。

・能代港外港地区防波堤整備事業

○平山委員長 それでは、港湾のもう１件、要点事業でございますが、能代港外港地区防波堤整

備事業につきまして説明をお願いいたします。

○鈴木秋田港湾事務所長 秋田港湾でございます。

資料９－１と２を用いてご説明いたします。

能代港外港地区防波堤、今回の対象施設は１ページ、２ページをご覧いただきたいと思いま

す。

防波堤第二北２８０メートルで、平成１２年度に事業化をしております。

目的は、２ページ図面で丸で囲まれた水域の静穏度を確保するもので、全体事業費は約８０

億円、現在の進捗率は７５％です。平成２１年度に再評価を実施しており、今回が２回目とな

ります。

なお、能代港の沿革につきましては、資料９－２の３ページをご覧いただきたいと思います。

続きまして、９－１の４ページで、事業の必要性に関する視点でご説明いたします。

防波堤が完成していないため、港内に大きな波浪が入り、岸壁マイナス１３メートルの安定

的な荷役等ができないことが問題となっており、防波堤の延伸は必要不可欠な状況です。この

ことは４ページの東北電力能代火力発電所専用岸壁においても同様な問題が生じております。

次に、５ページ目をご覧ください。

前回評価との主な相違点でございます。対象貨物が２点について異なっております。

１点目は、前回はコンテナを対象としておりましたけれども、秋田県の政策変更により、コ
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ンテナは秋田港に集約、このために今回は計上していません。

２点目は、東北電力は 終処分場の逼迫により平成２１年から石炭の輸出を開始しておりま

す。その後、原子力発電所が停止しましたので、能代火力発電所の電力供給量が増大し、この

ことに伴い石炭灰が増えており、これを新規貨物として見込んでおります。

次に、６ページ、７ページ目をご覧ください。

事業の投資効果でございます。費用便益比は全体事業で１．３、残事業で３．６となりまし

た。

８ページ目をご覧ください。

対応方針でございます。事業進捗に伴う問題はなく、港湾利用者や秋田県知事からは事業推

進との意見をいただいております。

このことから、平成２８年度の完成とし、事業継続を対応方針提案として提案させていただ

きます。よろしくご審議をお願いします。

○平山委員長 ありがとうございました。

米代川の河口にあった港から発展した港でしょうか。能代港の外港地区、ご説明いただきま

したけれども、何かご質問ございませんでしょうか。

能代火力の石炭などを置いてあるところなんですね。いかがでございますか。

○九戸委員 本当に素人考えですけれども、１ページ、２ページの図を見ると、普通、防波堤と

いうのは、延長というときにはそのまま伸ばすのじゃなくて、これはその先にまたつけている

んですけれども、これは例えば何かのシミュレーションをしてこの位置にしているのかなとい

う、延長って普通、済みません、本当の素人なので。

○平山委員長 そうですね、確かに言われてみると。どうして少し離しているのか。いかがです

か。

○鈴木秋田港湾事務所長 ご説明します。

まずは、資料９－２の３ページで沿革をご覧いただきたいと思います。

現在の能代火力発電所設置に伴って昭和５６年から整備をしたのが北防波堤というところ

で、現在着手する前の段階までの港形でございます。その後、１３メートル岸壁というのが新

たな要請に基づいて計画をされ、事業化したところで、これをするときに１つは静穏度という

基準の見直しがございまして、能代火力発電所が設置されたころには静穏度が９５％までを目

標とすればよいということでございましたけれども、現在は９７．５％を標準とすると、こう

いうことになりました。防波堤をこのまま伸ばしましても同じ波がずっと入ってきて、荷役障
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害がずっと生じるということで、既存の防波堤の中に例えば波消しのようなことをしようとし

ても港内の水域が、船の回転するエリアとか十分確保できないということから、今回の港計に

したところでございます。

○梶原副局長 要するに単純に伸ばすのとどう違うのかというご質問。

○津田港湾空港部長 非常に我々もわかりづらかったんですが、真っ直ぐ伸ばすと防波堤に沿っ

て波が入ってくるというのもあるんです、実は。真っ直ぐ伸ばすと防波堤に沿って入ってきま

す。だから、そうするとやり方として２つあって、中に沿ってくる波を防ぐための直角に出す

防波堤を中につける。それが２ページ目の図面見ていただくとわかるんですが、中の防波堤の

伸びていく第二北防波堤の手前に第一北防波堤があるんですが、このところに櫛形に出ている

ところが２カ所あると思います。こういうふうに出すと沿ってくる波を抑えることができます。

今回建造するに当たって、第二北防波堤に沿い波用の防波堤を出すという案と、少し角度を変

えて作る案と２種類検討して、どうもこちらのほうが安くできそうだぞということでこういう

案をとったということになります。非常に波というのが予想もしない動きをするものですから、

こういう検討をしながら進めているというところでございます。

○梶原副局長 １つの方向じゃないんです。いろいろな方向から来るものだからそういうことに

なるんです。

○津田港湾空港部長 防波堤が真っ直ぐあると、真っ直ぐ沿って入ってくる。もし防波堤をある

時期見ていただければそういう現象が出てくるときもあると思います。

○平山委員長 よろしいですか。

○九戸委員 はい。

○平山委員長 ほかに何かございますでしょうか。はい、林山委員。

○林山委員 済みません、ちょっと整理ついていなくて恐縮なんですが、参考資料を読ませてい

ただいたんですが、今の説明ですと、安定的に波を弱めて、安定的に船と陸上との取引を円滑

にするということですよね、趣旨は。その効果はあるというのはよくわかるんですが、ここで

陸上輸送コストが、かなり、ほとんどですね、便益が。この意味なんですけれども、どう捉え

ればいいんですか。

○鈴木秋田港湾事務所長 この岸壁が安定的にできない場合にどうするかということでお答えに

なるかと思うんですけれども、海から運べないとなると内陸部ということになります。現在も

若干ですけれども能代火力発電所で石炭灰を処分しております。そこを想定しておりますけれ

ども、そこが秋田県北部エコタウンというところでございまして、そちらが港を使えない場合
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の便益として陸上コストとして計上したところでございます。ここを使える場合には東北電力

では韓国へ輸出をしたいと、こういう意向でございます。

○林山委員 今は使っていないということですか。

○鈴木秋田港湾事務所長 今は若干使っておりますけれども、今は別な岸壁で少量使っていると

いうところです。

今後は大量に発生しますので、その処分は大型の船でしたいということでございました。

○梶原副局長 わかりにくいのは、何もないときと完成後の両極端で比べますので、そういうこ

とになるんです。

○林山委員 いや、済みません、これはこういう分野なんだろうと思うんですけれども、通常、

そういったリスクの削減ですよね、要するに、簡単に言えば。とすると、リスクが下がる便益

というのは当然あるんですね。だから、僕が素人的にそういった意味でリスクの観点から見る

と、ないときは、波が高くて積み込めないというときは岸壁に山積みにしておいて、波が静か

になってから積めばいいわけだから、物流コストは変わらないであろうというのも当然思うわ

けです。ただ、山積みしておく期間とか維持管理費用が削減だと。

○梶原副局長 いや、ですから、なければそれも起きないんです、そういうことも起きない。で

すから輸送コストの削減という形でしか見れないようなマニュアルになってしまうんですけれ

ども、その考え方は、この施設が全くないときと、できた後の比較なんです。ですから全くな

いときは、違うところに行っちゃうんです、 初から。そこは確かにわかりにくいですよ。今

はある程度防波堤ができているので実際は活動がされている、だけれども、不自由だというだ

けなんですよね。でも、そういう比較じゃないんです、そもそも。そこが港湾の場合は非常に

わかりにくいんですよ、自分で言うのもなんですけれども。

○林山委員 なるほど。わかりました。

○平山委員長 なかなかわかりづらい。本当にわかりづらい。ほかのところに行っちゃうから、

そこに運ぶトラック輸送の費用がここにあることの便益だという論理ですよね。

ワーキングでもこのあたりが非常に問題になって、なかなかわかりにくい。

○奥村委員 実は全く同じことをワーキングのときに質問しまして、でもそういう算定の仕方に

なってくるということにしたので、今のお話がわかりにくいのは、能代港が「ないとき」とい

う想定でも、火力発電所はそこにあるんです。火力発電所はそこにあって、今と同じような活

動が行われて、火力発電所から出るものは秋田まで持っていって出しているはずだという計算

をしているのです。でも本当は、ここに港がなかったら火力発電所もそこにはないはずなので、
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この想定は不自然です。ただし、地域経済的には火力発電所があることによっていろいろプラ

スの面もあるでしょうから、どっちが大きいのかはよくわからないです。「そういう計算の方

法になっている」という以上のことはちょっと何とも言えないと思います。

○平山委員長 林山委員、さらにございますでしょうか。

○林山委員 いや、言いたいことはいっぱいありますけれども、それは枠を超えるから。

○梶原副局長 だから、今起きているのは中間的な状態なので、そこは余り考慮していないです。

○平山委員長 前回と同じフォーマットに従って計算をして、こういうＢ／Ｃが出たということ

でございます。

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、報告事項は次回にしたいと思いますので、審議は以上で終わりなんですが、５分

ほど議事概要を作りますのでお待ちください。

〔休 憩〕

○平山委員長 それでは、本日の審議結果について確認をしたいと思います。読んでください。

○司会 審議結果について、お手元に配付いたしましたのでご確認お願いしたいと思います。

私のほうから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させていただきます。

審議結果は、以下のとおりである。

１．事業審議について

・ダム事業 再評価 審議結果

①成瀬ダム建設事業

以上について、対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。

なお、以下の意見があった。

１）治水・利水の現状と課題、事業費等の点検

・地球温暖化の進行による洪水や渇水の影響を考慮すると、対策の必要が高くなると考え

られるのではないか。

２）目的別の総合評価

○治水（洪水調節）

・想定外の事態への対応について、ダムができれば洪水が無くなるというような、絶対的

なものはないということを住民に理解してもらう取り組みが必要ではないか。

○新規利水（かんがい・水道）、流水の正常な機能の維持
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・洪水の予測技術の向上に応じて予備放流を行うなど、洪水調節と利水をあわせたダム容

量を工夫して活用する取り組みを進めることが必要ではないか。

３）総合的な評価、費用対効果分析

・国交省の費用負担に関わる７９．９％分について分析するのではなく、全体分の評価に

ついて検討すべき。

・治水と利水等の複数の機能を持つ多目的ダムの費用対効果分析について、全ての機能を

合わせた費用対効果の総合的な評価を検討すべき。

・多目的ダムであることの優位性を評価するべき。

４）意見聴取等の概要

・住民からの意見に対して、丁寧な説明を行い、理解が得られるよう努力するべき。

・道路事業 再評価 審議結果

①一般国道 ４号 伊達拡幅

②一般国道１０８号 花渕山バイパス

③一般国道 ７号 象潟仁賀保道路

④一般国道１１５号 相馬福島道路（霊山道路）

⑤一般国道 ４号 白河拡幅

⑥一般国道 ４９号 猪苗代拡幅

以上について、対応方針（原案）どおり「事業継続」妥当である。

なお、以下の意見があった。

１）都市計画決定区域内の新規の建物立地について、工費の増加を招くことがないよう調整

に一層努めること。

２）コスト縮減への取り組みの情報は各事務所で共有して納税者の要請に応えるべくさらに

工夫するとともに、広く国民にわかりやすく説明をしていくことが必要。

３）相馬福島道路（霊山道路）については、原発事故の影響により整備の必要性が高まって

いることについても説明をしていくことが必要。

４）一般国道４号白河拡幅のような現道拡幅事業などでは、沿道環境の改善効果もより具体

的に説明していくことが必要。

・港湾事業 再評価 審議結果

①青森港沖館地区・油川地区防波堤整備事業

②能代港外港地区防波堤整備事業
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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）背後圏の需要推計については、引き続き精度向上に努めること。

以上でございます。

○平山委員長 議事概要を報告していただきましたけれども、いかがでしょうか。よろしいです

か。（「はい」の声あり）ありがとうございました。

それでは、ただいまの原案をもって議事概要にすることにいたします。ありがとうございま

した。

５．閉 会

○司会 予定の時間を超過してしまいました。申しわけございません。

以上をもちまして、平成２４年度第４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、次回委員会でございますが、年末の大変お忙しい時期でございますけれども、１２月

２７日に開催を予定してございます。再評価等の案件がございますので、ご理解いただきまし

て、ご出席をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

本日は長時間にわたる審議、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。


