
 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第５回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２４年１２月２７日（木曜日） 

    １３：００～１４：５７ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 

 



１．開 会 

○司会 ご案内の時間となりましたので、ただいまから平成２４年度第５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。 

  大変お寒い中、委員の皆様方にはご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

  私、進行役を務めます地方事業評価管理官の村上でございます。よろしくお願い申し上げま

す。 

  本日は１１名全員のご出席でございます。 

  本日の資料ですが、お手元に配付をさせていただいております次第のほかに資料１から資料

４までございますので、資料一覧でご確認をいただきまして、もし不足などがございました

らば事務局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 本日、第５回の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くことにな

ります。本年もあと５日を残すばかりという押し迫った中で全委員にご出席をいただいてお

りまして、誠にありがとうございます。 

  本日は、河川・海岸事業の再評価２件についてご審議をいただくということになっておりま

す。あわせて、前回の委員会で時間の関係から持ち越しとなっておりました河川関係の報告

案件１０件についてもご報告をさせていただきたいと思っております。 

  本年を振り返ってみますと、これまでに５回の委員会、あわせて検証ダムに係る現地調査を

３回開かせていただきましてご参加をいただきました。誠にありがとうございます。 

  昨日、ご承知のとおり第２次安倍内閣が成立いたしまして、深夜に初閣議が行われた様子も

伝わってきておりますけれども、初閣議の総理のお話は日本再生ということについてで一貫

しておられたようでございます。特に経済再生のための緊急経済対策、そして補正予算を組

むというお話をされたようでございまして、特に各省、年末年始返上で取り組めということ

を言われたそうです。私どものほうも今作業に入ったところでございまして、そういう状況

の中で少しでも全体に明るい方向になるようにというような努力をしていきたいと思ってい

ます。 

  一方で、公共事業に期待もされておりますけれども、ここで本当に無駄だというご批判を浴
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びるような公共事業をやることはまたその効果を疑われることになろうと思いまして、単に

積み上げるだけではなくて、きちんと効果のある、優先順位の高いものを選び出していくと

いうことを努めたいと思っております。そういう意味でも事業評価、ますます大事なことに

なってくると思っております。引き続き大変ご厄介になりますけれども、よろしくお願いを

したいと思います。 

  年末のご多忙な時期にお願いをするということをお詫び申し上げながら、本日もぜひ有意義

なご議論をいただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 審議に先立ちまして報道機関の皆様方にお願いを申し上げます。これ以降の写真、テレ

ビカメラ等の撮影につきましてはご遠慮願います。 

  それでは、これより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、これから審議に入らせていただきます。 

  いつものように、事業の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いただ

きたいと思います。 

  今、局長からお話がありましたように、本日は河川関係の事業の再評価２件と、報告事項で

ございますが、河川関係といいましても海岸事業と河川事業がそれぞれ１件ずつということ

で、結論としては両方とも重点事項で取り扱いたいと思っております。 

  １つ目の河川関係の雄物川改修事業につきましては、河川事業が今回１件であること。それ

から、前回審議を行った成瀬ダムとも関連ございます改修事業ということでございますので、

改めて河川ワーキンググループは開催しないで、ワーキンググループの委員と私で事前に内

容を確認させていただきまして、重点事項という扱いにさせていただきました。成瀬ダムの

計画との関連をご理解を深めていただきたいと思います。 

  ２件目の海岸事業につきましては、１０月４日に開催しました河川ワーキンググループにお

きまして本事業の概要をお聞きして、震災時の津波によって社会経済状況等が大きく変化し

ているということがございまして、重点事項とさせていただいたわけでございます。便益の

見積もり方について一つの提案をさせていただきますので、この２つの再評価の事業につき

ましてよろしくご審議をいただきたいと思います。 
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〔河川関係事業 再評価〕 

 ・雄物川直轄河川改修事業 

○平山委員長 それでは、審議に入らせていただきます。 

  雄物川直轄河川改修事業の説明をお願いしたいと思います。 

○平野湯沢河川国道事務所長 それでは、資料１－１をご覧ください。 

  私、雄物川の上・中流域を所管しております湯沢河川国道事務所長平野でございます。私か

ら資料の内容についてご説明いたします。 

  開いていただきますと目次でございますが、まず、今回ご審議いただきます雄物川の河川改

修事業の再評価でございますが、これは３年ごとに審議いただいています。今回も再評価で

ございます。前回は平成２１年に評価をいただいているところでございますが、前段でちょ

っとご説明しますが、平成２２年に全国的に河川の事業の再評価に関する手法というのが変

わっております。そのポイントにつきましては、河川法で策定をすることを定められました

河川整備計画、この事業内容をもとに評価を実施する。さらに、河川整備計画というのがお

おむね３０年というかなりスパンの長い事業内容になっておりますので、その中から当面、

段階的な整備として５年から７年分の事業メニューを取り出して、その部分についても費用

対効果の評価を実施するという方針になっております。ただ、河川整備計画が未策定の河川、

雄物川もそういう河川でございます。その場合につきましては、河川整備計画に相当する整

備内容を想定して、これを河川整備計画にかえて事業評価を実施するという方針になってお

ります。また後でもう少し細かいお話、ご説明したいと思います。 

  雄物川につきましては、河川整備計画というのはまだ策定にはなっておらないのですが、平

成２１年に河川整備計画の素案というものが策定されております。したがいまして、今回の

評価内容につきましては、この河川整備計画素案というものをもとに事業内容について評価

を実施しております。そういった意味では、平成２１年にご審議いただきました評価の結果

と必ずしも内容が一致していないという懸念もございますので、今回、平成２１年に実施し

ました再評価につきましても現時点でデータを更新して、再度費用対効果の妥当性について

も確認を行っております。 

  そういう意味で、目次を開いていただきまして、 初に新しい方法での費用対効果の内容を

ご説明しまして、６番、７番というところで平成２１年に実施しました評価との比較という

ことを実施して、ちょっと戻りますが、８番、９番で今回新たに定められました当面、直近、

今後７年間ということを今回設定いたしましたが、この期間での費用対効果の分析というも
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のをご説明した上で対応方針等のご説明に入っていきたいと思っております。そういった流

れで本日はご説明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。 

  それでは、内容に入らせていただきますが、１ページ、お開きください。 

  左側に雄物川の概要が書いてございます。幹川流路延長１３３㎞、秋田県の南部を流れる一

級河川でございます。流域面積４，７１０㎢、流域内人口６３万人。市町村につきましては、

県都秋田市を含め大仙、横手、湯沢といった県南の都市が含まれております。想定氾濫面積

内の人口３３万人。管理区間の延長１４６㎞の一級河川でございます。 

  そのページの右側の枠でございますが、今回の評価対象となる事業でございます。雄物川直

轄河川改修事業ということで、これが先ほど申しました平成２１年に雄物川の河川整備計画

を策定に当たり開催しておりました雄物川水系河川整備学識者懇談会の中で了承いただきま

した素案というものに基づいております。 

  事業目的につきましては、雄物川沿川地域において、昭和１９年７月洪水、戦後 大の昭和

２２年７月の洪水と昭和以降に発生した代表的洪水と同規模の洪水が発生しても、上流ダム

群と相まって外水氾濫による床上浸水等、重大な浸水被害を防止するとともに、水田等農地

についても被害の軽減に努めるという目標を掲げている計画でございます。 

  このうち、今回の評価対象につきましては、先月、先ほども委員長からお話しがございまし

た成瀬ダムの事業もこの計画の中には含まれておりますが、この部分についてはコスト、そ

れから便益ともに抜いた形で、河川の改修による部分ということを対象としております。内

容につきましては、この四角の中にございます堤防、それから河道の掘削、それから堰の改

築等になってございます。 

  事業費につきましては、約１，０５５億円ということでございます。 

  次の２ページをご覧いただきますと、今回の事業対象の場所をもう少し詳細に地図に示して

おります。左側に河口から玉川の合流点区間、右側にそれより上流区間。赤の太線について

は堤防を実施する区間、細い赤線につきましては川の中を掘削する区間ということになって

ございます。 

  続きまして、３ページをご覧ください。事業の必要性ということで整理をさせていただいて

おります。 

  過去の洪水と被害の想定についてご説明いたします。 

  雄物川につきましては、河川改修やダムの建設など、過去から再度災害防止のための治水対

策を順次進めてまいりましたが、現在の治水安全度は全川的にまだ不十分で、近年も浸水被
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害が発生しております。特に昭和１９年７月洪水や戦後 大の洪水である昭和２２年７月洪

水と同規模の洪水が発生した場合には、いまだ甚大な被害が想定され、今後３０年でさらに

治水の安全度を確保・向上していく必要があると考えております。 

  左側の表に主な過去の洪水被害、その被害写真等を掲載しております。右側の図面につきま

しては、昭和１９年に発生した洪水と同規模の洪水が発生した場合の浸水想定図を掲載して

ございます。現状こういった形にまだなっているということでございます。 

  続きまして、４ページでございます。事業の必要性でございますが、特に雄物川につきまし

ては、中流部と言われています玉川合流点から秋田市の市街部に入るまでの狭窄区間になっ

ているところがございますが、この区間の改修が総体的に遅れておりまして、まだ堤防のな

い区間といったところも多く残っております。そういう意味から、この区間の河道改修が必

要ということになっております。過去からの経緯を見ましても、昭和６２年に大きな洪水が

ございましたが、この洪水を契機に強首の輪中堤と、成瀬ダムの評価の中の現地調査でもご

案内いたしましたが、輪中堤といったものも先行的に整備をして実施しているところでござ

いますが、上流・下流との治水の安全度を見ましても総体的に低いという状況がその下のグ

ラフで見て取れるところだと思います。現状、その下に現在のこの区間での事業の進捗状況

の図を掲載してございます。 

  この事業による効果でございますが、それにつきましては４ページ右側に記載しております。

「河川事業の実施により河道の洪水流下能力が向上し」とちょっと難しいことが書いてあり

ますけれども、洪水が流れやすくなるという意味でございます。上流に建設するダムの洪水

調節と洪水操作と相まって、昭和１９年７月の洪水や戦後 大の洪水である昭和２２年など、

昭和以降に発生した代表的な洪水と同程度の洪水に対しましても外水氾濫、これは雄物川本

川からの川の氾濫による家屋の浸水を防止することができるということがこの効果として現

れてまいります。浸水想定世帯数として、その下にこの効果の実施後の現状との比較という

ものを載せてございます。 

  それから、当然これが成瀬ダムとも相まってということになりますので、成瀬ダムがない場

合の試算値というのも参考のために掲載させていただいてございます。それぞれダムのある

なしのイメージを、効果のイメージというものも横に載せてございます。ダムだけ、それか

ら河川の堤防整備だけではなかなかトータルで浸水被害が軽減できないというところをイメ

ージ図として掲載させていただいております。 

  続きまして、５ページでございます。費用対効果の分析に入らせていただきます。 
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  今回の事業につきまして、平成２４年度を評価時点として、評価期間は平成２５年から平成

５４年の整備期間に５０年間を加えた期間といたします。雄物川直轄河川改修事業費のみの、

成瀬ダム建設事業を含まない便益費用で算出してございます。 

  なお、維持管理費は、過去の実績から想定した費用ということで算出いたしますと、コスト

につきましてはその上の表にございます総費用、総額、現在価値化いたしまして６３９億円、

総便益につきましては２，４８３億円ということで、Ｂ／Ｃについては３．９という計算結

果になってございます。また、事業費、工期、資産につきましてプラス・マイナス１０％で

の感度分析も同様に実施してございまして、その内容につきましては下の表に掲載してござ

います。 

  以上が今回の新しい手法での費用対効果の内容でございますが、ここで、先ほど申しました

６ページをご覧いただきたいのですが、平成２１年の再評価の時点と多少事業内容等が変わ

っているという話をしましたが、過去との比較という意味で整理をしたものをつけさせてい

ただいております。平成２１年に実施しました事業再評価の事業メニューにつきましては、

当時、先ほど申しました昭和６１年に大きな洪水がございまして、その後、おおむね平成３

０年までを目標として、昭和６２年の８月洪水対応ということで、雄物川の中・下流域で実

施しておりました河川改修事業というものを事業のメニューといたしまして、平成２１年に

評価を実施したところでございます。その後、先ほど申しました平成２２年に評価方法が全

国的に河川整備計画というのを策定しているということから、これを整備内容として評価を

実施するという方向になりました。そのため、今回の評価につきましては、先ほど申しまし

たように、これから３０年分の実施内容ということで評価を実施しております。 

  雄物川につきましても、先ほど申しましたとおり、素案というものまで河川整備計画につい

ては策定されておりましたので、この内容につきまして、今回は評価を実施しているところ

でございます。前回の整備メニューにつきましては、右側の図面に書いています緑色の部分、

ここで事業を実施している区間でございます。今回は赤の部分ということになります。 

  ７ページをご覧ください。 

  費用対効果の分析、これは前回行ったものを今回データへ新たに入れ換えまして再度確認を

した結果でございます。前回評価の平成２１年と今回の平成２４年の評価ということで、そ

れぞれ費用対便益比１．６、１．８という結果になっております。 

  算定条件の比較ということで、それぞれ何が変わったかというところを下の表にまとめてお

ります。特に基準年の下の評価額、それから延べ床面積といった新しいデータが入手できま
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したので、これをもとに評価を実施しているところでございます。 

  続きまして、８ページでございます。 

  少し戻りまして、今回また新しく実施すると申しました当面の整備についての評価でござい

ます。 

  これは先ほど申しましたように、今後３０年にわたるこの河川改修事業のうち、当面の整備

についても評価を実施するという内容でございます。特に河川の整備というのは非常に長い

期間かかって実施しております。例えば雄物川でも直轄事業として事業を始めたのは大正年

代ということになりますので、全体の評価をするというのがなかなか難しい状況がございま

す。そういった中で３０年間という形で評価をするのですが、これでもまだ評価のスパンと

しては少し長いということで、まず当面の整備はどこをやるのかというところをしっかりと

明示して、その区間の効果を表すということを目的に実施したものでございますが、先ほど

からも申しておりますとおり、雄物川につきましてはやはり中流域というのがまだ堤防がで

きていない区間も残ってございます。この区間を重点的にこれから実施するということを今

後の７年間の目標にいたしまして、その整備内容をこの右側の図面に掲載しております。そ

の結果につきましては、この結果を受けてそれぞれ洪水の流下能力が向上し、浸水の世帯数

につきましても減少するという結果になります。 

  この結果をもとにしました費用便益比を算出いたしております。それが９ページでございま

す。この７年間の非常に効果的な部分でございます。この部分のそれぞれ費用、それから便

益について算出をいたしまして、その結果８．５という計算結果になってございます。 

  駆け足ですが、以上が今回お示しします費用対効果の分析の結果でございます。 

  続きまして、１０ページに入らせていただきます。 

  対応方針でございますが、事業の必要性に関する視点、事業の進捗の見込みに関する視点に

つきましては今ご説明した内容でございます。コストの縮減、代替案等の可能性の視点につ

きましては、特に河道掘削による発生土砂を堤防整備への有効活用を図る、それから堤防の

刈り草や河道の伐採木等は地域の方々へ無償で提供するなど、処分費の縮減に努めるという

ことにしております。 

  ④番の地方公共団体等の意見でございますが、秋田県知事からは、事業について継続の方針

に異存はございませんと、今後とも県民の安全・安心の確保を図るため一層の事業推進をお

願いしますというご意見をいただいております。 

  対応方針（案）といたしましては、事業継続ということで、事業の必要性、重要性に変化は
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なく、費用対効果等の投資効果も確認できるという案を掲載させていただいております。 

  なお、参考といたしまして、１１ページでございますが、特に 近、ソフト対策というのが

非常に重要だというお話もございます。そんな中で取り組んでいる事例を簡単に紹介させて

いただきたいと思います。 

  雄物川流域のまずは洪水による被害軽減を図ることを目的に、報道機関・関係機関へ迅速な

情報提供ということで、水位・雨量情報のインターネット配信というのと、それから地上デ

ジタル放送で河川情報に関する提供というのを始めております。さらに、洪水時の避難に役

立つ情報として、現地がどの水位になったらどういう危険度なのかということをわかりやす

く示す看板等ということで、例えば橋脚に、ここの水位まで上がればこういう水位ですよと

いったペインティング等も実施したり、看板を設置したりというようなこともしております。

さらに、総合学習への支援として、住んでいる地域の特徴や過去の被害状況、それから災害

時にとるべき行動等に関する防災教育といったものの支援も職員が直接出向いて、いろいろ

とお手伝いをしたりしております。 

  後のページになりますが、先ほど申しました評価の手法の変更に関するところでございま

すが、平成２２年５月に、こういう方針で進みましょうということで、全国でこういう方針

をとったときの実施内容を参考のためにつけさせていただきました。 

  駆け足でございましたが、以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  河川事業の評価はなかなか複雑でございます。昔から脈々と積み上げてきた河川に更に整備

を加えて、安全のレベルを向上させようとするものですが、事業が終わったからといって自

然の外力に対して１００％安全ということにはなりません。事業は定められた河川整備の基

本方針進められ治水安全度を除々に向上させるための整備が進められているわけでございま

す。 

  先ほどのご説明によりますと、平成２１年の前回の評価のときは昭和６２年８月洪水を対象

にして、昭和６３年から平成３０年までの期間で事業を行うとなっていました。今回は平成

２２年の通達があって、少し安全のレベルを上げた目標に向かっての事業を進めている。前

の事業からの継続ではあるのですが、対象とする洪水が昭和１９年７月あるいは昭和２２年

７月のより大きな洪水に変わり、３０年間という年限の中でこれらの洪水に対する整備を達

成しようという事業が行われています。今回の評価は、今、私が後段にお話ししたところの

事業単位に対して評価がなされているはずが、前回の評価時のスキームと比較をするために、
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前回のスキームについても評価をしてありますとのご説明でした。 

  何か委員の皆様からご質問、ご意見ございましたら。どうぞ。 

○堀井委員 ２点教えていただきたいのですが、まず１点目は、３ページの過去に何度かの洪水

があった。実際の浸水されたエリアの実績というのは、例えば３ページ、昭和１９年、それ

からどこかには昭和６２年とありました。ところが、３ページに昭和２２年７月洪水という

のは戦後 大と書いてあるのですが、なぜ 大の昭和２２年７月の浸水のデータを出してい

ないのというのが素朴な疑問としてまず１点です。 

  それから、もう１点は、今、委員長から話もありましたけれども、６ページ、７ページの平

成２２年で評価書が変わった。今回は平成２４年から平成５０年の３０年間の費用対効果分

析をしているのですが、比較のためにというのは、これは前回は昭和６３年から平成３０年

までで、今回は昭和６３年からもっと先という意味なんでしょうか。２点教えていただきた

いです。 

○平野湯沢河川国道事務所長 まず、後半のほうからご説明します。 

  ６ページをご覧いただきますと、ブルーの部分が前回評価をしていただきました事業でござ

いますが、昭和６３年から平成３０年の間の事業ということで、評価時点が平成２１年でご

ざいました。それを今回この平成２４年段階で評価をしたということですので、事業内容に

つきましては同じでございます。 

  それから、洪水のいろいろな何年洪水、何年洪水というようなお話でございますが、雄物川

につきましても非常に流域が広いということもありまして、上流域と例えば玉川流域、それ

から下流域ということで、洪水被害が全て同じ出水で 大の被害が出ていないという状況が

ございます。そういった意味で、 悪の状況の洪水の発生年月日が違いますので、こういう

書き方をさせていただいているところでございます。 

○堀井委員 ちょっと今の話がよくわからないのですが、年度によって出水の仕方が違うので、

昭和２２年７月を出さない理由は何なんですか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 昭和２２年で 大の被害を受けている区域もあるのですが、昭和

２２年以外の出水で 大の被害を受けている区域もございます。 

○堀井委員 いや、これを見ると、昭和２２年が床下が１万３，０００戸とか書いてあります。

出水の仕方で被害の出方が違うのはわかるのですが、文章に戦後 大と書いてあって、その

浸水が書いていないのはなぜかなという。 大でも注目するところが違うのであれば、別に

大なんて書かなくたって、昭和２２年をあえて強調しているので、それを出さないのはな
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ぜかという素朴な疑問です。 

○工藤河川部長 昭和１９年と昭和２２年洪水というのは非常に大きい洪水でございまして、場

所、場所で昭和１９年が大きい場合と昭和２２年が大きい区間がございます。そういった意

味で、この図では昭和１９年７月洪水「等」ということです。 

○堀井委員 等、これは昭和２２年も入っているのですか。 

○工藤河川部長 昭和２２年も入っております。 

○堀井委員 じゃそう書いてもらえれば。 

○工藤河川部長 失礼しました。 

○堀井委員 これは重ね合わせている意味なんですか。 

○工藤河川部長 はい。 

○平野湯沢河川国道事務所長 済みません、書くぶりがそういう意味で省略し過ぎでございます。

申しわけありません。 

○平山委員長 よろしいですか。 

  ちなみに、昭和２２年とか昭和１９年の洪水の確率値というのはどんな程度なんですか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 おおむね３０分の１でございます。 

○平山委員長 じゃ、まだまだ安全度は十分とは言えないものを当面の目標にしているというこ

とと理解してよろしいですか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 はい、そうです。 

○平山委員長 ほかに。林山委員。 

○林山委員 済みません、ちょっと面倒くさい計算なので即答されなくて結構ですが、５ページ

と９ページの表を見比べていただきたいのですが、コストも便益もオーダー的には同じ。５

ページのケースと９ページのケースです。Ｂ／Ｃが３．９と８．５と、はるかに後ろのペー

ジのほうが大きいわけです。ところが内部収益率が５２．４と４７．５なんです。これは多

分どこかで計算が間違っているとしか考えられないです。投資効率がいいほうが内部収益率

は、それで運用してもペイするという意味ですから、高いはずなんです。これは収束計算の

ときに必要で、今即答する必要ないのですが、Ｂ／Ｃが正しいとすると、どこかセルがずれ

ているとか多分そんなミスだと思うので、ちょっとご確認いただきたいと思います。 

○平野湯沢河川国道事務所長 わかりました。至急確認いたします。 

○平山委員長 ちょっとお待ちください。 

  今、林山先生のご質問の中で、３０年間の全体が３．９ですか。前半の７年間でやるとＢ／
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Ｃが８．５ということになっているということは、これはやっぱり 初の７年間に効果的な

場所を事業するということなのでしょうか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 そういうことになります。一番やはり効果の高いところから。 

○平山委員長 やっていく。 

○平野湯沢河川国道事務所長 はい、ということになります。 

○平山委員長 ほかに何かございませんですか。 

  先ほどの数値の問題はお調べいただけますか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 今、確認とらせています。ちょっとお時間いただけますでしょう

か。 

○平山委員長 はい、わかりました。 

  ほかに何かご質問お願いしたいと思います。 

  いつでも問題になるのですが、ダムをつくった場合の効果と、それと河道掘削したり堤防を

つくったりする効果、それは同じ便益、例えば川沿いの同じ家を守っているので、ダブって

カウントしているのではないかというご意見が、この間のダムの検証のときございました。

今日の図を見ると、堤防を作ったことによる水没家屋の減少、そしてダムを作るとさらに効

果が上がるというようなご説明でございますが、これは２つの効果は重複してカウントされ

ていないということを示しているように思うのですが、この図だけを見ると堤防を作って４，

０００戸ぐらいが水没から免れる。さらにダムを作ると１万戸ぐらい水没が免れるという図

になっておりますが、私は堤防を作ったほうが、あるいは河道を拡幅したほうが実際の効果

は大きいのではないかと感じました。もちろん河道掘削の効果は限定的であり、ダムはダム

下流全体に対して効いてくるのだと思いますが、そのあたりはもう少し説明をしていただけ

ませんでしょうか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 おっしゃるとおりのところもあるのですが、４ページを見ていた

だきますと、効果のイメージ図という形で書かせていただいておりが、ダムだけとか堤防だ

けということになるとなかなか守れない。基本は両方でということのバランスを見ながらと

いうのが治水計画の本来のあり方だとは思うのですが、その中で今回それぞれ分離して評価

ということになりますと、上の図は、堤防というのはある高さを越えてしまうと浸水被害が

一気に広がります。ダムを見越してこれよりも水位が上がらない高さの堤防というのを整備

すると、そこで何とか止まってくれているのですが、そこに委員長おっしゃったようなダム

を作ったことによって全川的に水位を下げて、堤防が何とかもっている状態で、そのダムの
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効果をなくしてしまうと、堤防を越水してしまう場所が非常に増えるということになってお

ります。ですから、そういう意味では、ダムと河道掘削、改修工事というのは一体的に評価

を本来はしたほうがはっきりとわかりやすいものになるのではないかと思うのですが、そう

いうバランスを見ながらの計画になっているというのが実情でございます。ですから、何と

か踏ん張っているところに、ダムがあって何とか踏ん張っている。そのときにもしダムがな

いとなると、その踏ん張りがとれてしまいますので、堤防を越えてしまうということによっ

て越水被害が大きくなるというような内容になっております。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○徳山局長 ダムと堤防の順番がかかわってくるのだと思います。エレベーターが重量オーバー

でブザーが鳴るときに、 後の１人が乗ったときに鳴るわけで、けれども 後の１人だけの

せいではないわけです。ですから、もしダムが本当に否定されて、同じだけの洪水対策をや

るとなれば、堤防の高さを上げて同じだけのことを多分やるのでしょう。その場合にダムと

どっちが効果的かと言われれば、恐らく委員長おっしゃるように、治水だけを考えれば堤防

のほうが優位なのかもしれません。 

  この場合は、後でダムがのったときの、ダムのあるなしだけを考えるとダムのほうが１万世

帯になりますけれども、仮に先にダムがあって、堤防がそれだけ作るかどうかだったら今度

は堤防のほうが大きく出る、エレベーターに乗る人と同じで。ですから、そこは計画全体は

ダムもありということで堤防の高さを決めて、この堤防のＢ／Ｃを計算している。もし本当

にダムが将来否定された場合には堤防側でやるとか、さらに追加の堤防のＢ／Ｃを計算する

というプロセスになるんだろうという気がいたします。 

○平山委員長 ありがとうございます。委員の皆さんはおわかりになっていただけましたでしょ

うか。 

  先ほどのご質問のお答え、今すぐは出ませんですか。 

○平野湯沢河川国道事務所長 済みません。もう少しお時間いただきます。 

○平山委員長 それでは、ほかに何かご質問あればいただきたいと思いますが、よろしいですか。

（「なし」の声あり）それでは、この件はちょっとペンディングにして、次の評価の件に入

ろうと思います。 

 

 ・仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業 

○平山委員長 次は、仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業でございますが、これはこのた
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びの災害で非常に大きな被害を受けたところでございます。そういう場合の再評価において、

災害直前の状況でやるというのはちょっとおかしいように思いますし、便益をどういうふう

に求めるかよくご審議をいただきたいと思います。もう一つ、事業費がかなり減少いたしま

した。それは前回のこの委員会の指摘に対する節減の努力の結果ですが、そのあたりについ

てもご注目をいただいて説明をお聞きしていただきたいと思います。それでは、説明をお願

いいたします。 

○桜田仙台河川国道事務所長 了解いたしました。 

  私、仙台河川国道事務所長の桜田と申します。資料２－１に基づきましてご説明申し上げま

す。 

  今、委員長ご指摘のとおり、特にＢ／Ｃの計算の中でのＢとＣの考え方につきまして、３年

前にご審議いただいたところから大きく変わっておりますので、その点を中心にご説明申し

上げます。 

  まず、資料の右肩上にページ番号が打たれておりますので、そのページで説明申し上げます。 

  １ページでございますが、これは事業の目的と概要であります。直轄海岸保全施設整備事業

といいますのは、左下に図がございますが、岩沼海岸、それから山元海岸、この赤の引き出

しの区間でございます。延長約１４㎞弱の区間で、事業目的としましては海岸の侵食防止、

それから後背地の浸水被害を防止する、それから海岸の利用、環境を兼ね備えた砂浜の維持

再生、この３つの目的を持って事業を行っているものであります。工事着手は平成１２年度

です。事業内容は、ヘッドランド。ヘッドランドというのは、後ほどまたご説明申し上げま

すが、人口の岬でございまして、これは岬を海側のほうに突き出すことによりまして砂をた

めるという事業でございます。養浜は、砂浜の維持再生のために砂を投入するという事業で、

これを中心に事業を行ってございます。 

  左下の図の中で黒の部分、仙台海岸、名取海岸とございますが、これは昨年３月の震災で既

設の海岸堤防が大きく被災したことを受けまして、宮城県知事からの要請により権限代行と

いうことで、堤防の復旧事業を行っております。これは堤防の災害復旧事業ですので、今回

の事業の評価の対象ではございません。赤の区間についてご説明申し上げ、ご審議をお願い

申し上げます。 

  １ページの右になりますが、事業の進捗状況ということで、まず、赤字の部分、図の中の赤

い部分というのは既に完成しているものであります。岩沼海岸の海岸堤防は１，０００ｍ完

成しております。山元海岸のヘッドランドについては３基完成しております。現在、特に山
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元海岸の中浜工区のヘッドランド及び養浜を実施しているところでございます。 

  ２ページであります。事業の必要性ということでございますが、右側の写真でご覧いただき

たいのですが、これは海岸線の変化、波打ち際を汀線と呼んでおりますが、汀線の位置が昭

和３９年から平成１１年の間にかけて３５年間で約６０ｍ後退といいますか、侵食が進んで

おります。その間に山元海岸におきましては約３㎞の砂浜が消失してございます。私どもの

事業は、この海岸を保全するという観点で、海岸堤防だけでは侵食ということを防止するの

が困難でございますので、海岸堤防と一体となって効果を発揮するヘッドランド並びに養浜、

この左側の絵で描かれておりますけれども、そういう事業を行っているわけでございます。 

  右下の写真をご覧いただきますと、侵食が著しい海岸の状況ということで、山元海岸、昭和

５５年の状況ではまだ前浜、砂浜が存在してございましたが、震災前になりますと砂浜が消

失いたしまして、直接海岸堤防に波があたる状況でございます。これがさらに進みますと、

３ページをお開きいただきたいのですが、右肩のところの写真、砂浜の消失によりまして波

が直接後背地に影響する状況になり、越波による浸水被害が発生するようになります。左側

のイメージ図をご覧いただければと思います。さらに侵食が進行いたしますと、海岸堤防自

体が右の真ん中の写真にありますように破壊してしまいます。海岸堤防が破壊いたしますと、

高潮等による波がまともに後背地の住宅、工場等に影響するということで、一番下の絵にな

りますが、これらを防止するために海岸保全施設、ヘッドランド及び養浜というものが必要

になるということでございます。 

  ヘッドランドの効果でありますが、沿岸流によりまして砂が運ばれてくるわけでございます

けれども、ヘッドランドを作ることによりまして沿岸の流れが遅くなります。遅くなること

によりまして、砂がその地点で下に沈んでいく。沈んでいくことによって砂がたまるという

ようなことを期待している事業でございます。 

  続きまして、４ページです。事業の効果でございます。 

  左側に黄色く色が塗られたエリアがございますが、これらの事業によりまして浸水被害が防

止される範囲でございます。中段に表が２つございますが、その表の中の左側が前回の事業

再評価時の資産状況ということで、この浸水範囲内に住宅が１８６戸、事業所が３２戸。こ

れは再評価の計算上のルールといたしまして、 新の住宅地図でカウントするということに

なっております。前回平成２１年のときもこのようなカウントをいたしまして、これに基づ

く便益の評価をいたしておりました。しかしながら、昨年３月の震災によりこのエリアも津

波の被害を受けたというところでございまして、 新の住宅地図が実はございません。とい
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うことで、この対象となるエリアの中で、住宅が再建もしくは再建予定である住居並びに事

業所がどのぐらいあるかということを岩沼市から聞き取りを行っております。その結果、岩

沼市からは住宅４４戸という答えをいただいておりますが、それを津波浸水区域と重ね合わ

せますと、微妙にかかる、かからないのところが１１戸ほど出てまいりましたので、過大な

評価を避けるためにこの１１戸を除きまして、便益としては３３戸を設定しております。事

業所につきましては３戸ということで、代表的なのがここの下にあります南浜中央病院並び

に浄化センターであり、もう一つは、機械系の工場が実際に稼働しているのを確認しており

ますので、もしかすると４件以上あるのかもしれませんが、 低３戸あるということで、こ

れを資産として計上しております。 

  農地につきましては、前回の平成２１年から住宅が減った分、これは市のほうで全て農地に

土地利用転換を図るということになっておりますので、前回よりも面積的には増えてござい

ます。 

  次に、５ページでございますが、山元海岸での同じような資産の評価の情報でございます。

左側の絵が事業によりまして浸水被害が防止される範囲ということであります。前回評価時

同様に、住宅地図によりまして住宅は１，６００戸弱ございました。中段につきましても、

山元町のほうで個別面談調査を実施しております。個人情報なので、個別のどの家がこの地

で再建を図りたいかあるいは出たいかという個別情報まではいただくことができませんでし

たので、エリアを区切って、エリアの中でのどのぐらいの方が現地再建されるかという比率

をいだたきまして、それを震災前の住宅地図の上で計上したものに現地再建予定者比率を掛

けまして、カウントする住宅の戸数を２９９戸、事業所２７戸という形で算定してございま

す。 

  ちなみに、左側の図の一番上の部分、赤囲みで山下地区住宅地というのがございますが、こ

この大体南半分のエリアで１５０～１６０戸、実は浸水被害は受けているのですが、家屋自

体大きく被害が残っておりませんので、このあたりというのは約半数の方が現地再建を検討

しているということでございますので、これだけを持ってもかなりの数ございますので、こ

こは過大評価にならないように２９９戸設定してございます。事業所については２７戸。農

地につきましては、特に南側での住宅地の被災が大きかったというところでございまして、

この住宅地の被災したところが全て農地へ転換させるという山元町の計画に基づきまして農

地については増えてございます。 

  続きまして、６ページであります。次はコストの面の関係でございます。費用計上の条件、
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中段にございますが、前回の事業評価監視委員会のご指摘、コスト縮減をしっかり検討しな

さいというご指摘を踏まえまして、河川流域、海岸域の土砂の動態調査並びに保全施設の計

画見直しにつきまして、左下のほうにございますような検討委員会で学識者の方からの助言

指導を受けながら検討しましたところ、ヘッドランドの計画並びに形状を下の図、これは上

側が平成２１年度当初の旧計画のヘッドランドの配置、形状でございます。そのヘッドラン

ドの数を減らしまして、形状もＴ型をやめＩ型を増やすということで、コストを当初の７２

３億円から５０５億円まで縮減いたしております。これはかなり大幅なコスト縮減になって

おりますが、この縮減は私どもで事業を始めてから海岸線のラインだけではなくて海の方向

の深さもデータをとりまして、さらに直近に完成したヘッドランドの砂のつき方等を総合的

にデータとして取り込んで予測する精度のよい解析手法ができたということに基づいてござ

います。 

  次、７ページでございます。Ｂ／Ｃに当たってのコスト並びに便益とも前回評価に比べてか

なり減っているということでございまして、Ｂ／Ｃは前回２．３であったものが今回１．３

ということでございます。 

  ８ページでございますが、対応方針といたしましては事業継続とさせていただきたいと考え

ております。その理由といたしましては、侵食の著しい海岸におきまして、砂浜の減少・消

失を伴う堤防の破壊、侵食・浸水被害を防止するというために重要な事業でございまして、

地域の住民の方が安心して暮らせる環境を早期に整える必要があるということでございます。 

  ９．でございますが、宮城県知事のご意見として、事業継続に異議はございませんというこ

とでございました。 

  以上でご説明を終わりますが、 後に９ページをご覧いただきたいと思います。こういうこ

とでご説明いたしたわけでございますが、先ほども若干触れさせていただいたとおり、現地

に参りますと盛んに海岸堤防の復旧事業を行っております。このページの右側の写真のよう

に、津波によりまして大変壊滅的と言っていいほどの海岸堤防の被害を受けたところでござ

います。それに対しまして中段の断面図にございますような形状の海岸堤防を今平成２７年

度までの完成を目途に災害復旧事業ということで事業を行っているところでございます。 

  以上でご説明を終わります。 

○平山委員長 ありがとうございます。海岸保全事業でございます。領土問題に限らず、土地が

なくなるということは地域にとって非常に大きなインパクトを持つと思いますが、先ほど申

し上げましたように便益の見積もり方、事業の費用の減少などの、諸点につきまして何かご
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意見ございましたらお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。奥村先生。 

○奥村委員 確認なのですが、 後の７ページの表の便益のところに３つ書いてありまして、侵

食防止便益と浸水防護便益と残存価値というのが④、⑤、⑥とあります。先ほど説明いただ

いた浸水被害の防止効果という４ページ、５ページで出てきているあたりはこの中の⑤の浸

水防護便益と書いてあるものだと思うのですが、そうすると④の侵食防止便益というのはど

ういう考え方で計算をされたものなのか。それから、⑥の残存価値というのは何なのか。追

加で説明いただきたいのですが。 

○桜田仙台河川国道事務所長 侵食防止便益といいますのは、前浜がなくなることによりまして

どんどん侵食が進んでいくわけでございますが、それによって機能が損なわれる堤防ですと

か道路といったものについて土地の評価額を計上しているのが侵食防止便益です。 

  ちょっと申し遅れて申しわけございませんが、それがまたなぜ増えているかということにつ

きましては、通常は土地の取引価格、実勢価格の公表値でこういう侵食防止便益を計上する

わけでございますが、それに相当するものは前回はございませんでしたので、土地の公示価

格で評価いたしました。平成２２年度からは実勢取引価格というのが公表されることになり

ましたので、それによりますと公示価格に比べてかなり高いというようなことがございまし

たので、今回浸食防止便益が増えてございます。 

  それから、残存価値につきましては、これは通常、耐用年数を過ぎれば減価償却して資産価

値はゼロだという考え方もあるのでございますが、そうはいっても現地に例えば堤防なんか

の価値がそのまま残るということになりますと、耐用年数を過ぎても残っている価値としま

して残存価値を計上しているものでございます。 

○奥村委員 堤防があること自体による効果が残存するという意味が少しわからないです。この

ものをなくして、それがほかのものに転用できるなら、例えばその材料が別に使えるという

のは価値があるというのはわかるのですが、そこに堤防があることというのは、それ自体プ

ラスの影響が残るという意味がよくわからないのでもう少し説明してほしいです。 

○桜田仙台河川国道事務所長 便益は、完成後５０年間、計上するということになってございま

す。５０年間で堤防とか道路自体は全て償却されるのだということで価値がなくなるという

ことになれば残存価値はないのですが、実際問題５０年たってもまだ若干の価値が残ってい

るというようなことで計上されているのが残存価値だというふうに理解しております。 

○大久保委員 デッドコストではなくて、差し引くのではなくて、足し算をするわけ。 

○奥村委員 そこに残っているといっても、その土地は別にほかの目的に使えるわけでも何でも
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ないです。だからそれを再利用しようとすれば壊さないといけないぐらいなのに、どうして

それがプラスの便益で残るのかがわからないですが、５０年間守った効果は上の防護便益の

ところに入っている。だから５０年以降の分で、まだ守ってくれる分が入っているという話

ならわかります。そうではなくて、そこの「物としての価値だ」という今のご説明はよくわ

かりません。物としては残っていたら他の用途に転用するには困るものではないのですか。 

○桜田仙台河川国道事務所長 残った堤防がですか。 

○奥村委員 はい。土地は堤防があるとほかの用途に使えないですよね。そこはちょっと考え方

が違うのかもわかりません。 

○林山委員 今の多分かみ合っていない話は、道路とか鉄道事業と比較すればよくて、あれも残

存価値があるのです。どういうふうに考えるかというと、鉄道でも道路でも線路を引きます。

土地を買います。５０年後には線路は消えているのです。ところが土地は残っているのです。

それを、あんな細長いものをどうするかという議論はあるけれども、転用はきく。それは残

存価値ですと認めるのです。ところが今、奥村先生の指摘というのは、５０年間なくなって、

堤防が消えてしまったという前提の話なのになぜ残るのか。むしろリアルな話は、撤去費用

がかかるのだからおかしいでしょうという話なのです。５０年間、消えてなくならなければ

いけないのです、計算上は。だから何の意味のないものがある、残存価値ゼロなんです。む

しろ本当はマイナスなのです、撤去するんだったら。もちろん、維持・更新してより強固に

延ばすという話はあるのですが、今の説明だと、ほかの公共事業の事業評価と整合性がつか

ない説明になってしまします。 

○奥村委員 多分ほかの事業と考え方が違うので、統一しておいてもらったほうがいいというの

がお願いです。全体の結果に影響を及ぼすほどの量ではないので、どちらでもいいと思いま

す。 

  それで、もう一個お伺いしたいのは、ここの６ページにある見直しの考え方というのは、今

回、震災を受けても基本的には同じ事業をやれば同じような物理的な効果、すなわちどのぐ

らいの波が来たときにどのぐらい削れるのか、それがどのぐらい防止できるかという物理的

な作用は全く変わらないとした上で、その影響を受けるところの資産が変わったから、その

資産の分を計算し直しましたということだと思います。ところが、素人目で申しわけないで

すけれども、９ページの参考資料の航空写真を見たときに、この間の震災でこんなに内側ま

でがばっと掘れているようなことで大きく地形が変化しているような状況なのだから、今ま

で計画をしていたものをもう一度同じ形で作り直したとしても、果たして同じような物理的
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な作用というか、物理的な守る能力が確認できるのかどうか、わからないのではないのかな、

という感じがするわけです。水の流れ方とかそういうものも変わっているかもしれないし、

残っているところの土の粒径なども変わっているかもしれないところで、従前の計画と同じ

ような構造のものをもう一回作るということで、同様の物理的効果が期待できるのでしょう

かという、そこの見通しを教えていただきたい。 

○桜田仙台河川国道事務所長 先生おっしゃられたのは９ページの堤防の構造に関してでしょう

か。 

○奥村委員 いえいえ、上のところ、養浜についても同じことだと思います。 

○桜田仙台河川国道事務所長 養浜につきましては、まず堤防を復旧させた上で、それと並行し

て前浜の寄りつき方を促進していくという考え方をとっております。それを従前蓄えたデー

タ並びに知見がございまして、当然津波によりまして海底の地形の状況も変わっております。

それらは、ある程度私どもも押さえたものがございますので、その状況を事業をやりながら

モニタリングしまして、 終形の想定のところまで果たしてどういう形になるかということ

は逐次見ながらやっていくことになります。ですので、現段階でお示ししているもので今後

何十年も絶対このまま変えませんということではなくて、そのあたりは震災後のさまざまな

状況を見まして、例えば便益対象となる後背地の状況も変わるかもしれませんので、それら

について変更がありましたら、今後３年置きということではなくても、大きく変化が生じた

時点でまた再評価でご審議いただくような考え方でおります。 

○工藤河川部長 今のお話は、中・長期と言ってはまさにそうなのですが、ここの写真は、９ペ

ージの写真で特に掘れているように見えるのが河口、川の出口のところが深く掘れていまし

て、これは新聞なんかでは津波湖と言われておりますが、要は津波が来て戻り波のときに掘

れてこういう入江状になってきているところでございまして、現状申し上げますとだんだん

戻ってきているというのが一つございます。 

  あともう一つ、今ここのところに海岸堤防を作るようにしていますが、それは津波湖を横切

るように作るということで、もとの海岸堤防に大体堤防１個分ぐらい内側には入りますけれ

ども、そんなに大きく場所が変わることではないということですので、先生のご心配いただ

きました状況報告、違うのではないかということについては、海岸堤防復旧後の海岸の状況

については、確かに状況は異なりますけれども、それほど大きくは異ならないのではないか

と思っております。 

○奥村委員 今回の判断は、継続か中止かという２つの判断のほかに、休止というのはないので

-19- 



すか。この事業の場合、地形だって、仙台湾を含めてだと思うのですが、震災で地盤沈下、

地殻沈降しています。そうすると、多分沿岸流の水の流れ方とか砂の運ばれ方も変わってく

るかもしれないし、また津波で川に入った泥分というかそんなものが入ってきていると、そ

こから出てくる量も変わってくるかもしれないし、同じ効果が期待できるかどうかは、少し

不安だと思います。そうすると、ここで継続ですよという判断でいいのか、それとも、これ

は重要な事業なのだけれども、今すぐもとの形で継続しますではなくて、先に急いで直さな

ければいけない海岸堤防を直してみて、本当に今までの方法でいいのかどうか、やり方を見

きわめてから継続する、事業を再開するというのが正しい判断ではないかというような気が

します。もちろん、本当の事業は具体的にはそのように慎重にやるのだけれども、今ここで

は、事業全体として中止か継続してやるかということの二者択一の判断をするのだという説

明であれば継続なんだと思います。今まで進めてきたものと同じ形ですぐ直すかどうかをこ

こで判断しろと言われると、いや、もうちょっと慎重にやったほうがいいのではないか、と

いう感じがするということなのです。 

○平山委員長 いかがですか。はい。 

○桜田仙台河川国道事務所長 確かにそういうご指摘があるのではないかというように私ども思

っていまして、その辺は内部でもいろいろ議論はしていますが、河川部長が先ほど申し上げ

ましたとおり、例えば山元海岸については、徐々に徐々に震災前の形に戻ってきているとい

うようなこともございますので、地形が多少変化するといたしましても、沿岸の漂砂に関す

る影響ということについては、震災前と現在と比較してもそう大きな変化はないのではない

かということで、海岸堤防の復旧事業は平成２７年度まで、あと３年強の間に完成させると

いうスピードでやっております。今ご審議いただいている海岸事業は、数十年にわたって砂

浜の維持・再生を進めている事業ですので、それと並行しながら長期的安定のために、「試

行錯誤を繰り返しながら」という表現にもなっていくのかもしれませんけれども、堤防の復

旧事業と同時並行的に進めていく必要があるのではないかと考えております。 

○奥村委員 わかりました。だから、根本的な大きいメカニズムは変わっていないという見通し

があって今判断をしている。３年後にいずれにしても次のチェックが来るのだろうし、その

ときまでには海岸堤防のほうの目鼻はついているから、だからそのときにまた問題がありそ

うだったらまた見直すが、今の段階では継続ということにする、そういう判断ですね。 

○桜田仙台河川国道事務所長 大きく変わるのであれば、３年待たずにまたご審議いただくとい

うことになります。 
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○奥村委員 ３年待たずに、はい、わかりました。それで結構です。 

○村上管理官 事業評価の制度について、私から説明いたしますが、再評価については基本的に

継続か中止という２つしかありません。ただし、継続の場合、計画を見直して継続というの

はございます。先生おっしゃった「一時休止」は残念ながら今の制度の中ではございません。

申しわけございません。 

○奥村委員 わかりました。 

○平山委員長 奥村先生、よろしいですか。 

○奥村委員 はい、結構です。 

○平山委員長 後の点は、事務局でも随分考えていただきまして、事業を一時休止して、状況

が正しく把握できるようになってから評価することも考えたのですが、そういう答えがない

制度ですので、中止ではなく「継続」を決めていただいて、変化が大きければ改めて評価す

るという提案になっていますが、ご了解をいただけますでしょうか。 

○奥村委員 はい、わかりました。継続か中止かという２つの中で判断するという仕組みだとい

うことで理解しました。 

○平山委員長 それと、残存価値の問題につきましても先生、全体からの割合は小さくて、結論

を変えるようなことではないとおっしゃっていただきましたので、次回の委員会で少し詳し

く説明をしていただくという扱いでよろしいですか。今ありますか。 

○桜田仙台河川国道事務所長 私、ちょっとおかしなことを言ってしまったようで、マニュアル

での残存価値の定義でございますが、評価期間以降に発生する純便益を算定して便益に計上

するということでございます。ですので、残っているものが５０年超えても便益が発生する

部分がございますので、それを便益に計上したものが数億円ございますということでござい

ました。 

○奥村委員 はい、わかりました。 

○川村河川調査官 少し説明、補足差し上げますけれども、先ほど林山委員からもご指摘があっ

たように、評価期間後の効果は維持管理をしておけば効果を発現するものだということで、

その後の便益を計上してもよいという考えです。その便益の合理的な計算というのはなかな

か難しいので、ここでは評価期間終了時点の資産額をもって便益という計上の仕方をさせて

いただいているということでございます。 

○平山委員長 よろしいでしょうか。ほかに何かございますうでしょうか。はい、成田委員。 

○成田委員 済みません、教えていただきたいのですが、６ページの費用計上の条件というご説
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明に関しまして、今、ご議論ございましたように、震災による地盤沈下とか地形が変化して

いるという状況で、変わりつつある中でのコスト計算は、それをどのように反映されたので

しょうか。 

  そのコスト計算いかんによってはＢ／Ｃも変わってきます。先ほどのご説明の中で言葉尻を

捉えるわけではなくて聞いていただきたいのですが、公金を使うに当たり試行錯誤で実施し

やってみたら効果なかったのですということは困ると思います。この委員会自体の存在意義

も含めてそれは無しにしていただきたいので、コスト計算についてきちんとご議論いただい

た中での恐らくご結論だと思いますので、そこのところをもう少しご説明いただければと思

います。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○桜田仙台河川国道事務所長 海岸地形の変化と申しますのは、お手元にお配りしております資

料２－２の１７ページに震災前と震災後の海底地形の等深線というものを表しております。

それによりますと、海底地形、海の深いほうに向かっていきますと、おおむね震災前後で１

ｍ程度深くなっていることが確認されております。当然、水深が深くなりますと、投入する

ヘッドランドのための消波ブロック等のボリュームが増えるということになりますが、その

量は全体の量からいたしまして数％程度だろうと今の段階では思っております。 

  また、これは今年の３月のデータですので、先ほど河川部長も説明しましたとおり、１回え

ぐられて沖に行った砂が少しずつですが戻ってきている状況もございますので、また来年の

３月に測ってみてどうかということにもなるのですが、その辺の海底地形の状況ですとか、

それから、先ほど試行錯誤ということで、実験やって失敗したら知らないというような、そ

ういうイメージで受け取られてしまったとすれば大変申しわけありません。試行錯誤といい

ますのは、どういう形の形状でヘッドランドを作れば一番効果的に砂がたまっていくか、Ｔ

字型とかＩ字型、いろいろ比べまして、侵食の一番厳しいところではＴ字型を使っておりま

すが、そうでもないところについてはＩ型でも十分期待する砂のつき方というのはあり得る

だろうということで今考えております。 

  それから、費用増分、数％と先ほど申しましたが、おおむね今の 大１ｍぐらいの沈下量で

試算いたしましても８％程度という状況でございますので、感度分析の範囲内に収まる可能

性が高い、大幅な増加は見込まれないだろうと思っております。ただ、海底地形の状況とい

うのは毎日のように変化しておりますので、随時その状況を見ながら、大きな変化があれば

その時点で改めて再評価をさせていただく、ご審議いただくということでございます。 

-22- 



○平山委員長 成田委員、よろしいでしょうか。 

○成田委員 はい。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○大久保委員 ５ページの農地のことなのですが、ここがよくわからなかったのですが、例えば

５ページでいけば２００ヘクタールぐらい増えているのですが、こういう場所で２００ヘク

タール増えるというのはどういうことなのか、よくわからなかったのです。 

○桜田仙台河川国道事務所長 実は私も大きな数字だと思っておりますが、もともと山元町の家

の面積は、岩沼市に比べまして１戸当たりの土地の大きさというのはかなり大きいところが

ございます。そこから例えば防災集団移転とかで移転されまして、移転されたところについ

ては山元町の計画としては全て農地にするということでございますので、私どもなりに住宅

地図をベースにいたしまして……。 

○大久保委員 途中で済みません。そうすると宅地を地目変更するということなのですか。 

○桜田仙台河川国道事務所長 それは役場としてそういう方針を持っておりますので、そういう

計上をしたということであります。 

○大久保委員 わかりました。 

  それと、もう一つなのですが、堤防の断面について、災害復旧のところの断面はこういう盛

土みたいなしっかりした断面で、それで裏側のところにもちゃんと侵食されないような工夫

がされていると思うのですが、復旧事業ではなくて、直轄海岸保全施設整備事業のほうでは

こういう断面の見直しというのは入らないのですか。例えば前ほうのポンチ絵だと、コンク

リートの重力式みたいな格好になっているのですが、その辺の断面の見直しというのは入ら

ないのでしょうか。 

○桜田仙台河川国道事務所長 もともと山元海岸では、宮城県のほうで昭和３０年代から堤防整

備を続けておりまして、先生今ご指摘になりましたコンクリートの重力式の海岸堤防という

のは実は数十年前に宮城県で施行されたものであります。前浜がやせてきたので、その前浜

を確保するという事業を今私ども直轄事業でやっているということであります。それで、先

ほどもご説明しましたとおり、津波によりましてほとんど全区間被災しましたので、先ほど

の９ページの断面で、仙台湾南部海岸は全線この構造で災害復旧するということで今進めて

います。 

○大久保委員 災害復旧の区間についてはわかったのですが、それ以外のいわゆる事業、この事

業でやるようなところはどうなのですか。災害復旧事業ではなくて、赤い部分ですか。それ
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はしていないのですか。 

○桜田仙台河川国道事務所長 赤い部分も、これは津波の前の年に完成したところでございます

が、ちょうど９ページの右上の写真で蒲崎工区の震災前というのが先ほどの１ページの赤線

の部分の範囲になります。これが津波によりましてご覧のような状況になりましたので。 

○岩﨑副局長 断面はみんな同じような形で今災害復旧をやっています。 

○大久保委員 同じになる。 

○岩﨑副局長 はい。 

○大久保委員 そうすると、前の計画からこの断面になっていたわけですか。 

○岩﨑副局長 今回の震災復旧を受けて、９ページにあるような海岸堤防の絵がありますけれど

も、そういう断面にこれから作っていく。ただこの堤防を作っただけでは、先ほど言ったよ

うに海岸侵食がございますので、海岸の侵食されないような施設をつけるというのが今回の

事業です。 

○大久保委員 それは全部入っているわけですね。 

○岩﨑副局長 はい。 

○大久保委員 そうすると、ここの災害復旧の概要ということではなく、これはもう両方全部こ

の断面になると理解して。 

○岩﨑副局長 そうです、堤防は。今回作る施設は、こういう突堤を海岸から出す。 

○大久保委員 その突堤の部分だけですね。 

○岩﨑副局長 そうなんです。 

○大久保委員 そうですか。こっち側のほうは災害復旧ということになるわけですね、みんな。 

○平山委員長 災害復旧のほうでは、裏法の法尻を強化するとか天端のコンクリート版を厚くす

るとか、津波の経験を生かした工夫はやっているようでございます。 

  それで、先ほどの成田委員のご意見ですが、実際現場の地盤は１ｍぐらい下がっていますの

で、現在、試算されている額よりも増える方向に行くのは明らかだと思います。先ほどの話

ですと変動の幅は大したことないということで、今回はそういうことで一応答えが出ていま

すが、これがもしもっとお金がかかるようであるとか、あるいは便益の見積もり、これは復

興計画に基づいた数値で算出していますので、これも状況によっては変化しますので、そう

いう大きな変化があった場合には３年に１回と言わずにもう少し頻繁な間隔で再評価を入れ

るということをお考えのようでございますので、ご了解していただけますでしょうか。 

○成田委員 もちろんでございます。ただ、数字を把握しておられるのであれば、是非その数字
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をご提示いただけるとわかりやすかったのではという思いはございますので、そういった情

報についてもお示しいただければと思います。 

○徳山局長 今回の事業評価は極めて異例でございまして、ああいう津波を受けた後にそもそも

海岸堤防そのものが全部やられていて、それの災害復旧をやった上で、ただ、海岸の侵食さ

れているのも年々１ｍぐらい下がっておりましたから、何らかのものが必要なのも事実だと

いうことで、それも緊急の課題だろうということでございまして、幾つか実際の海岸の地形

を本当にどうかとか、そのシミュレーションは間に合っていないのですが、３年に１度のこ

のチャンスに、やや暫定ではありますが、得られるデータの限りをでここで説明をさせてい

ただいたということでございます。 

  試行錯誤なんていう説明もありましたけれども、少なくとも実際にそういうことをこれから

さらに進めて調査をした中で、事業費が変わるとか、効果の様子も、また家の様子も実はこ

んなに増えないとかもっと増えるとか、様子が変わりましたら、今日そういうご意見も特に

いただきましたし、それも議事録に残ることでもありますし、必要なときには黙って変更す

るのではなく、確実にまた再評価をやらせていただいて進めていきたいと思いますので、極

めてなかなか滅多にない、震災後の公共事業として異例なケースですが、そういうご了解を

いただければと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  ほかに何かございませんでしょうか。はい。 

○大久保委員 今のことに関して感想ですが、昨年の震災は想定外という言葉も余り使ってはい

けないようですが、特殊な事例ではないかなと。今までやってきた法律の中でそれを当ては

めていくということ自体むしろ無理があるので、本来なら別枠というか、私個人的な感じで

は、本当に災害特区でも指定してやるべきだったようなことではないのか。そうすると、こ

れを通常のルールの中で検討していくのか、それともプラス何か附則でもつけた上で別扱い

に多少して進めていくのか。やっぱり通常のルールの中にのせてやっていくとなると、相当

時間がかかる問題がいっぱい出てくるのではないかという気がして、この評価委員会の範疇

を超えるような話なのですが、そういう感想を私は持っています。 

○平山委員長 今のご意見というのは、私も災害の後、非常に強く感じていたところで、やはり

これまでのやり方とは違ったやり方があるべきだと思いました。我々はこうやった、また違

うところで起きればまた別の方式でやった、そういうことではなくて、こういう非常時の対

応についてきちんとした基本的な考え方があるべきだと思いましたので、もし上部の検討機
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関で機会がありましたらぜひ上げていただきたいと考えていますが、皆さん、そういうこと

でよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）そういう方向で、よろしくお取り扱いをいた

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） 

  それでは、ただいま議論しております海岸保全施設の整備事業でございますが、いろいろま

だ不確かな中で結論をいただくという面はございますが、状況が大きくというか、想定外に

変わった場合については、新たにまた評価対象にして審議をしていただくということを前提

にいたしまして継続という判断でよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうご

ざいます。それでは、そのように継続とさせていただきたいと思います。 

  それでは、前の雄物川直轄河川改修事業のほうに戻りまして、先ほど疑問であった点、事務

局でお願いいたします。 

○平野湯沢河川国道事務所長 報告いたします。 

  まことに申しわけございません。記載ミスでございました。５ページと９ページの数値を変

更させていただきたいと思います。 

  ５ページの「５２．４％」が「３５．７％」、９ページの「４７．５％」が「４０．１％」

の間違いでございました。まことに申しわけございませんでした。詳細につきまして、必要

に応じて、また先生のほうにご確認もしていただければと思います。どうも済みませんでし

た。 

○林山委員 ご苦労さまでした。済みません、余計なことを言って。 

○平山委員長 ご了解いただけますか。（「はい」の声あり） 

  ほかに何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。（「なし」の声あり） 

  それでは、雄物川直轄河川改修事業についてもお諮りをしたいと思いますが、ただいま１箇

所修正がございましたが、それを踏まえまして、原案どおり事業の継続についてはご了承い

ただいたということにさせていただいてよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありが

とうございます。それでは、原案どおり継続という対応方針を認めることにいたしたいと思

います。 

 

４．報 告 

〔報告事項 再評価〕 

 ・北上川直轄河川改修事業（河川整備計画） 
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 ・鳴瀬川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

 ・名取川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

 ・阿武隈川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

 ・北上川総合水系環境整備事業 

 ・阿武隈川総合水系環境整備事業 

 ・岩木川総合水系環境整備事業 

〔報告事項 事後評価〕 

 ・阿武隈川上流水防災対策特定河川事業（二本松・安達地区） 

 ・子吉川総合水系環境整備事業 

 ・岩木川消流雪用水導入事業（板柳地区） 

○平山委員長 ちょっと時間が過ぎてしまいましたけれども、報告事項が残っております。前回

から持ち越し分を含めて再評価が７件、事後評価が３件でございます。一括してご説明をお

願いして、その後一括してご質疑をいただきたいと考えております。それでは、ご説明をお

願いいたします。 

○川村河川管理官 河川部河川調査官の川村でございます。 

  資料４をもちまして、報告事項の説明をさせていただきます。 

  まず、表紙の右側に対象事業の位置図をつけております。今回は事業数が多いものですから、

これも準備させていただきました。 

  太枠の赤囲いが直轄河川改修事業、今、雄物川のご審議をいただきましたが、宮城県のほう

に河口部を持つ震災で大きな被害を受けた北上川、鳴瀬川、名取川、阿武隈川という４河川

の再評価でございます。 

  それから、二重の赤枠は水防災対策特定河川事業、これは事後評価でございますが、ちょっ

となじみがないと思いますので、河川整備のやり方の一つですが、輪中堤などで短期間に宅

地だけ守るような整備をする、こういった事業を阿武隈川の福島県側、二本松・安達地区と

いうところでやったものでございます。 

  それから、３種類目が総合水系環境整備事業という緑で囲ったところ、北から、岩木川、子

吉川、それから北上川、阿武隈川というところを今回、再評価３件と事後評価１件をお願い

しております。これもこれだけ見てもなかなかわかりにくいのですが、２種類ございまして、

水辺整備によって河川利用を促進しようという内容のものと、河川の自然環境の保全再生を

進めようというものがメニューとして今回事業内容としてございます。それについて再評価
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と事後評価を行っております。 

  それからもう一つ、消流雪用水導入事業というのが岩木川でございます。これは事後評価で

ございます。 

  これらの１０事業についてご説明いたします。 

  １ページ目をお願いいたします。 

  今回、ここにご報告する根拠を改めてご説明させていただきます。３つのカテゴリーに分け

ていますが、一番上のカテゴリー再評価です。いずれも根拠は、再評価実施要領なり事後評

価実施要領ですが、河川事業で河川法に基づいて学識経験者等から構成された委員会で審議

を経て、河川整備計画の策定・変更を行った場合は、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す。今回、河川整備計画の策定・変更を行った左側の対象事

業につきましては、これを根拠に学識者懇談会で審議をしたものでございます。 

  それから、２つ目のカテゴリーに２つ事業がございますが、これは整備計画の策定後に、計

画内容点検のための学識経験者から構成される委員会が設置される場合は、事業評価監視委

員会に代えて当該委員会で審議を行うという規定に基づいているものでございます。 

  それから、３つ目は事後評価でございますが、２番目のものと同様で、計画内容の点検のた

めの委員会等が設置されている場合は、事業評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行

う。２種類の委員会で重複した審議をするということを避けるための規定でございます。 

  右側の要領細目でございますが、審議が行われた場合にはその結果を事業評価監視委員会に

報告するとなっております。今回、報告をさせていただきます。 

  ２ページ、３ページをお願いいたします。 

  まず、河川改修事業４事業を見開きにした後、４事業を見ていただければと思います。 

  ２ページの上の北上川ですと、河川整備計画の策定、ａ欄ですが、該当するということで、

これはほかの４つも一緒でございます。ｄ欄に書いていますが、過去、甚大な被害が発生し

ていて、昭和２２年９月洪水と同規模の洪水が発生した場合にかなり多数の想定氾濫区域で

の世帯数が考えられまして、早期に浸水を軽減する必要があるということでございます。 

  ｅ欄の再評価の視点のところで、今回いずれの河川もそうですが、東日本大震災により河口

部の資産が減少している状況でございますが、北上川における洪水、高潮、津波に対する対

策の必要性に大きな変化を及ぼすものではないということで再評価をしてございます。 

  ②のところに書いていますが、戦後代表洪水となる昭和２２年９月洪水と同規模の洪水が発

生してもその被害を防止するという必要性があり、その効果を計測しましたところ、ｃ欄の
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一番右ですが、Ｂ／Ｃとして６．０ということでございます。 

  一番右のｇ欄に学識経験者の委員会、あるいは地方公共団体の意見を記載しておりますが、

そこに記載のとおり事業継続は妥当と判断、あるいは異議がないというご意見を頂戴してお

りまして、ｆ欄、対応方針（案）としては事業継続ということで報告をさせていただきます。 

  残りの３事業についても同様でございまして、鳴瀬川でございますと、ｅ欄のところにあり

ますが、やはり同じ戦後代表洪水の昭和２２年９月洪水に対して守る便益がＢ／Ｃ５．０と

いうことで事業継続と考えております。 

  ３ページにまいりまして、名取川ですと、これは戦後代表洪水、昭和２５年８月洪水、ｅ欄

の中段に書いていますが、これは１万３，３００世帯の被害を防止する定義としてＢ／Ｃ１．

８ということでございます。 

  それから、阿武隈川も同様でございまして、これも戦後 大洪水、昭和６１年８月洪水で１

万８，１００世帯の被害を防止するということで、Ｂ／Ｃ２．５ということで、各学識者懇

談会あるいは各県知事からも事業継続妥当あるいは異議なしというご意見を頂戴して事業継

続という対応方針（案）とさせていただいているところでございます。 

  ４ページ、５ページが、今度は各３河川の水系環境整備事業になります。 

  ４ページの２事業は、河川整備計画の変更に伴う再評価ということでございまして、ｅ欄の

ところを見ていただくとアンダーラインを引いていますが、河川の美しい自然景観を観光資

源として有効活用できるよう利用推進する、そういった水辺整備に対するニーズが非常に高

いということ、自然再生のほうでは、北上川が有していた礫河原の再生、魚の遡上環境の改

善の必要性が高い、地域の要請も強いということで、意見として必要性が高い。これを費用

便益分析をしまして、ｃ欄の右側Ｂ／Ｃですが、２．５ということでございます。また、ｄ

欄のところに書いていますように、この水辺整備によって地域の活性化、観光振興に寄与す

る、あるいは子供たちの総合学習の場として活用されるという効果も期待されるところでご

ざいます。ｇ欄、学識経験者から構成される委員会あるいは地方公共団体の意見、いずれも

妥当あるいは異議がありませんということでいただいておりまして、事業継続ということで

ございます。 

  ４ページの２つ目、阿武隈川は水辺整備の河川利用推進だけでございますが、荒川地区と本

宮地区と２つありまして、それぞれ少し性格は異なりますが、水辺利用に対するニーズが非

常に高いということでございます。それでＢ／Ｃを計測しますと８．８ということで、ｇ欄

ですが、各学識者の委員会、地方公共団体からも妥当あるいは異議なしというご意見を頂戴

-29- 



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。 

  ５ページが岩木川の総合水系環境整備事業、再評価後３年ということで再評価をしておりま

す。ｅ欄、再評価の視点のところに書いてありますように、水辺整備は完了しておりまして、

河川利用者の増加が確認されている状況でございます。今、事業として残っている、魚がす

みやすい岩木川の再生ということで、その必要性が高く、地域の要請も強いという状況でご

ざいまして、Ｂ／Ｃとしてはそれらの効果、便益を合わせまして４．６ということでござい

ます。先ほどと同様、ｄ欄に書いていますように、地域の活性化、観光振興に寄与、あるい

は子供たちの総合学習の場として活用されることも期待されるところでございまして、ｇ欄、

学識者の委員会あるいは地方公共団体の意見でも妥当あるいは異議なしと、異存はないとい

うご意見を頂戴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。 

  後、６ページ、７ページ、事後評価になります。 

  ６ページの上の段が阿武隈川上流水防災対策特定河川事業（二本松・安達地区）と、長い名

前になっておりますが、先ほど申しました輪中堤の整備をもって短期的に整備をするという

事業でございます。事業完了後５年ということで、ほかの２事業もそうですが、事後評価を

したところでございます。 

  ｄ欄を見ていただきますと、この地区、平成１０年の洪水、それから平成１４年の洪水で甚

大な浸水被害を受けておりまして、平成１４年の洪水ですと浸水は８２世帯となっておりま

す。それで浸水被害を早期に軽減するということで取り組んできたところでございます。ｅ

欄のところを見ていただきますと、事業完了後、昨年、平成２３年９月の洪水というのが、

この平成１４年７月洪水とほぼ同規模でございました。ただ、平成２３年９月が戦後 大水

位を記録したのですが、これに対してこの地区では事業整備の効果が発現しまして浸水被害

が防止された、効果が実際に出たところでございます。浸水被害の軽減効果が発現されて、

事業の有効性は十分見込まれると考えておりまして、Ｂ／Ｃは１．４ということでございま

す。 

  ｇ欄のところで、学識経験者から構成される委員会では改善措置及び今後の事業評価の必要

性はないというご意見を頂戴しておりまして、対応方針案も、現時点では今後の事業評価の

必要性はないとしております。 

  それから、６ページの下の段、子吉川総合水系環境整備事業でございますが、ｅ欄のところ

を見ていただきますと、事業の実施箇所で河川利用者が増加傾向にあるということで、水辺

整備の効果が確認できておりまして、Ｂ／Ｃを算定しましたら３．２ということでございま
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す。ｄ欄にありますように、地域活性化にも寄与していますし、ここの特徴として、隣接す

る病院の入院患者のリハビリの場としても使われているという状況もあって効果が出ている

ところでございます。ｇ欄のところにありますように、子吉川水系の河川整備学識者懇談会

にお諮りをして、今後の事業評価の必要性はないというご意見を頂戴しております。対応方

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

  後に７ページ、岩木川消流雪用水導入事業（板柳地区）になります。これはｅ欄を見てい

ただきますと、消流雪用水を岩木川から導入することで円滑な除雪が可能とになったという

こと、あるいは歩道空間の確保、車両の交通の円滑化ということも図られておりまして、事

業の効果が発現しているという状況でございます。Ｂ／Ｃに換算しますと、ｃ欄ですが、５．

３となっておりまして、また、ｄ欄のところに書いていますが、岩木川からの導水によって

受けた川のほうの水量が増えるものですから、溢水被害あるいは河道閉塞が防止されるとい

うこともございますし、地区住民が除排雪作業を決まった時間に一緒に行うということで地

域コミュニティーの向上に役立っているということもございます。ｇ欄で、岩木川河川整備

委員会にお諮りして、改善措置及び今後の事業評価の必要性はないということで、対応方針

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

  以上１０事業、再評価７件と事後評価３件のご報告でございました。 

○平山委員長 ありがとうございます。再評価７つと事後評価３つございますが、河川整備計画

の策定変更に伴うものが４つございまして、これはぜひご覧になっていただきたいと思いま

す。 

  全般につきまして何かご質問等ございませんでしょうか。（「なし」の声あり）よろしいで

しょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、報告事項につきましては、他の検討機関によって審議された結果をご報告いただ

いたわけでございますが、これについてご了承をいただいたということにさせていただきま

す。 

  それでは、本日の審議結果の確認をしたいと思いますが、事務局、いかがでしょうか。 

○司会 ２～３分お待ち願います。 

○平山委員長 では、２～３分時間をいただきたいと思います。 

  なお、先ほど局長のご挨拶にもございましたけれども、今年は今日を入れて５回の委員会を

やっていますし、見学会も３回やらせていただいたり、委員の皆様には大変なご協力をいた

だいたというふうに思いますし、審議に当たっては円滑な進行にご協力をいただきまして本
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当にありがとうございました。私からも改めて委員の皆様にお礼を申し上げたいと思います。

来年もう一回、まだ事後評価が少し残っていますので、それもありますので、重ねてよろし

くご協力をお願いしたいと思います。今日は、私、これまで委員会をやらせていただいてか

ら初めて全員がそろったという会議です。皆さんのご協力には感謝をしているところでござ

います。 

  よろしいですか。それでは読み上げていただきたいと思います。 

○司会 それでは、お手元に議事録をお配り申し上げました。審議結果にかかわる部分だけ読み

上げさせていただきます。 

  審議結果は、次のとおりである。 

 １．事業審議について 

 ・河川関係事業 再評価 審議結果 

  ①雄物川直轄河川改修事業 

  ②仙台湾南部海岸直轄海岸保全施設整備事業 

  以上について、対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。 

  なお、以下の意見があった。 

  １）海岸事業の残存価値の算定について、他の事業の評価方法との整合性を確認すること。 

  ２）震災による地盤沈下や地形変化等の影響により、コスト等の評価条件が変化することが

判明した場合は、３年以内であっても、その時点で再評価を行うこと。 

  ３）今回の東日本大震災のような異例な事態が起こった場合の事業の評価については、通常

の場合のルールに限定されない別のルールの検討が必要ではないか。 

 ２．委員会報告事項について 

 ・再評価報告 

  ①北上川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

  ②鳴瀬川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

  ③名取川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

  ④阿武隈川直轄河川改修事業（河川整備計画） 

  ⑤北上川総合水系環境整備事業 

  ⑥阿武隈川総合水系環境整備事業 

  ⑦岩木川総合水系環境整備事業 

 ・事後評価報告 
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  ①阿武隈川上流水防災対策特定河川事業（二本松・安達地区） 

  ②子吉川総合水系環境整備事業 

  ③岩木川消流雪用水導入事業（板柳地区） 

  以上について、北上川水系河川整備学識者懇談会、鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会、名取

川水系河川整備学識者懇談会、阿武隈川水系河川整備委員会、岩木川河川整備委員会及び子

吉川水系河川整備学識者懇談会による再評価及び事後評価の審議結果報告があった。 

  以上でございます。 

○平山委員長 何かご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あ

り） 

  それでは、審議結果についてもご了承をいただいたということにさせていただきます。 

  今後とも、資料の作成につきましてはぜひとも正確を期してやっていただきたいと、事務局

にお願いをいたします。 

  それでは、私から事務局にマイクをお返しいたします。 

 

５．閉 会 

○司会 長時間の審議、ありがとうございました。 

  これをもちまして、第５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、大変申しわけございませんが、１月２９日を予定してございますので、ご出席

を賜りますようお願い申し上げます。 

  本日は大変ありがとうございました。 
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