
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第６回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２５年１月２９日（火曜日） 

    １３：００～１５：５５ 

場 所：東北地方整備局 二日町庁舎（大会議室） 
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１．開 会 

○司会 それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから平成２４年度第６回東北地方

整備局事業評価監視委員会を開催いたします。 

  大変お忙しい中、委員の皆様方にはご出席を賜り誠にありがとうございます。 

  進行役の地方事業評価管理官の村上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  委員のご出席でございますが、本日は木村委員が所用のためご欠席でございます。１１名中

１０名の委員の方のご出席で開催させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  本日の資料でございますが、お手元に資料一覧を配布してございます。次第のほかに、資料

１から資料１３までございますのでご確認をください。もし不足がありましたら、事務局に

お申しつけ願いたいと思います。 

  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より挨拶を申し上げます。 

○徳山局長 本日は、第６回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、

大変ご多忙中にもかかわりませず、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

  本日は、河川、道路、港湾事業、いずれも事後評価でございますが、審議が１１件、報告１

件を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日の委員会が今年度 後の委員会になります。第６回でございますが、本年は、審議報告

で４５件という多量の通常案件に加え、さらに検証ダムの評価もいただきまして、大変お世

話になりました。本日の委員会、さらに的確にご指導賜れば、ありがたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 これより審議に入りますが、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たいと思います。

よろしくお願い申し上げます。 

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

お願いいたします。 

 

３．審 議 

○平山委員長 それでは、これから審議を開始したいと思います。本日もお集まりをいただきま
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して、誠にありがとうございます。よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

  本日、審議件数が大変多くなっておりますので、説明はポイントを押さえて、効率的な議事

進行にご協力をお願いしたいと思います。 

 

〔河川関係事業 事後評価〕 

 ・北上川下流特定構造物改築事業（月浜第一水門） 

 ・平根地区直轄地すべり対策事業 

○平山委員長 初めに、河川関係事業でございます。事後評価２件がございますが、河川関係と

いっても、河川事業、砂防事業が各１件ずつでございまして、事業内容が違いますので、河

川事業選定委員の大久保委員、井上委員とも相談の上、ワーキングを開催せず、２件とも重

点事業といたしましたので、ご了承いただきたいと思います。 

  一括説明、個別審議で進めたいと思いますが、 初の北上川下流特定構造物改築事業（月浜

第一水門）、これは北上川河口部に位置しております構造物にかかわる事業でございまして、

東日本大震災を受けて、社会経済状況、土地利用が大幅に変化しているもので、そのあたり

のご検討をお願いしたいと思います。 

  それから、２つ目の砂防事業でございますが、平根地区直轄地すべり対策事業でございます。

地すべり事業ということで、事例数が少ないのでございますが、地すべり対策事業というの

は、対策を講じながら整備を進めて、所定の効果が確認されれば、そこで整備をストップす

る、事業をストップするという性格の事業でございますので、そのあたりをよくご理解いた

だきたい。そういう観点で説明をお聞き願いたいと思います。 

  それでは、一括説明をお願いいたします。 

○佐藤北上川下流河川事務所長 初に北上川下流特定構造物改築事業（月浜第一水門）につい

て、北上川下流河川事務所長佐藤から説明をさせていただきます。 

  お手元に資料の１－１と書いた資料をごらんください。恐縮ですが、座って説明をさせてい

ただきます。 

  １ページをお開きください。 

  月浜第一水門は、石巻市北上町十三浜地先に位置しまして、北上川から皿貝川への洪水など

の逆流を防止するために合流点に設置された水門でございます。新北上川改修の明治改修の

一環としまして、昭和３年に設置された旧水門が老朽化、機能不足となりましたため、全面

的に改築したものでございます。 
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  ２ページをお開きください。 

  事業は、平成１４年度に着手いたしまして、事業費約５６億円をもって、平成１９年度に完

成いたしました。 

  事業内容は、水門１基、築堤５２０ｍ、旧施設撤去など一式でございます。 

  資料３ページをごらんください。 

  事業の効果といたしまして、昭和２２年のカスリン台風規模の洪水が発生した際に生ずる皿

貝川流域におけます浸水戸数３７０戸、浸水面積８６０haの被害を解消するというものでご

ざいます。 

  資料の４ページをお開きください。 

  施設の運用を開始いたしました平成１８年９月から、これまでに３５回の操作実績がござい

ます。この中で、東日本大震災大津波を除きまして、洪水、高潮、津波などから皿貝川流域

の浸水を防御いたしました。 

  ５ページをごらんください。 

  この皿貝川流域につきましては、東日本大震災により大きく被災したところでございますが、

現在のところ、復興まちづくりが始まったばかりでございまして、将来の資産状況などの見

通しを的確に評価できる段階にはございません。しかしながら、災害危険区域以外では、既

に家屋等の現地再建が進んでいるほか、復興特区事業によりまして、この地区に農業振興施

設の設置も計画されているところでございまして、北上川から皿貝川への逆流防止という事

業の必要性は失われていないと考えております。 

  ６ページをお開きください。 

  震災後の状況を考慮した分析についてでございます。 

  現在の時点では、見通しがついた段階で、改めて実施する必要があると認識しておりますが、

現在、把握できる現状をもとに費用対効果を試算いたしました。表にございますように、表

の赤字の部分でございますが、Ｂ／Ｃ、費用便益比が１．３と算出できましたので、ご報告

いたします。この際、災害危険区域内につきましては、家屋等が将来にわたって張りつかな

いという仮定で、この分析を行っているところでございます。 

  続きまして、資料７ページの下をごらんいただければと思いますが、震災によりまして、施

設の被害及び復旧の状況でございます。 

  この震災に伴う大津波によりまして、月浜第一水門は全てのゲートが操作不能となったとこ

ろでございますが、その中で第１ゲートは発災の４日後に、残るゲートも６月までに緊急復
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旧を完了したところでございます。平成２７年度までに全ての復旧を完了させるべく、現在

設計などを行っている段階でございます。 

  後に、資料の８ページをごらんください。 

  ８番目は、事業の実施による環境の変化でございますが、事業の実施に伴って、環境の変化

などについては特に確認されていない状況にございます。 

  ９番目、事業を巡る社会経済情勢の変化でございますが、東日本大震災により家屋や農地が

大きく状況が変化してございますが、それ以外に広域的な地盤沈下によって潮位の影響を受

けやすくなったという状況にございます。 

  後に、対応方針（原案）でございますが、「今後、復興状況を継続的に把握し、家屋等の

状況について見通しがついた段階で、改めて評価を実施する」という案で考えております。

説明は以上でございます。 

○平山委員長 それでは、２つ目、お願いします。 

○花岡新庄河川事務所長 続きまして、新庄河川の花岡でございます。平根地区直轄地すべり対

策事業の説明をさせていただきます。座って説明させていただきます。 

  資料の２－１の１ページをごらんください。 

  事業の目的でございます。 

  平根地区は、火山から噴出した厚いシラス層が第三紀の砂岩系の緩い斜面の上に分布する地

形及び地質構造の素因に加えて、平年の 大の積雪深が３．２ｍを超える豪雪地帯のため、

融雪期にはその地すべりの誘因となる大量の地下水が供給され、古くから田畑、道路などに

多大な被害を及ぼしてきました。その規模が３００haを超える上、地すべりが河川を閉塞す

る土砂ダムを形成して、それが決壊しますと、下流に甚大な被害が生じるため、昭和４６年

から直轄地すべり対策に着手しております。 

  位置図にお示ししました山形県戸沢村の 上川支川角川に位置する当該地すべりの対策でご

ざいますが、誘因となる地中深くに存在する地下水を、集水井という井戸、また、６０mより

深いところは排水トンネルによって地すべりを緩和させる対策をしております。具体的には、

写真で示してございますが、集水井という井戸を３９基、排水トンネルが約１．１㎞、そし

て排水ボーリングを約７，５００ｍ実施しております。 

  ２ページをごらんください。 

  過去の災害の記録でございます。表にありますように、記録のあります明治３２年以降でご

ざいますが、たびたび宅地や耕地、道路等に亀裂が生じるなど、多大な被害を受けておりま
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す。特に昭和４５年から昭和５４年は非常に著しい被害が生じております。 

  地すべりの想定される被害でございますが、３ページをごらんください。 

  まず、地すべり地内に存在します人家の倒壊やそれに伴う人的な被害、さらに移動した土塊

が、ここですと沢内川という川がございますが、そこに天然ダムができまして、それが決壊

しますと、下流の戸沢村の中心街に甚大な被害が想定されます。さらに、この大土石流が国

道４７号、ＪＲの陸羽西線など交通網を直撃し、代替路がないため、これらが途絶しますと、

物流に非常に大きな影響が生じ、その復旧のために堆積土砂の排除に多大な費用がかかるこ

とになります。 

  ４ページをごらんください。 

  先ほど委員長がおっしゃられましたように、地すべりというのは非常に特殊な現象でして、

地すべりという現象が起こったものに対しての対策でございます。ですから、何カ月かの雨

に対する対応ということではなくて、現象そのものの対応でございますが、地下水、また地

盤の挙動、伸縮計という機械を使いますが、それで効果を確認しながら進めております。 

  その結果、地下水の低下による安全率の向上や、実際の地盤の変状の縮小、これらの所定の

効果が得られたことが確認され、平成２１年にその特別な委員会がございますが、そちらの

ほうで人家など保全対象のないところ以外のモニタリングを条件に、地すべり対策工事の完

了を判定していただき、事業を終了しております。そのため、２）の事業量の比較に示すよ

うに、当初想定した全体計画より少ない施設で事業を終了しております。 

  続きまして、５ページでございますが、事業の効果でございます。地すべりによる効果を観

測データからお示ししております。 

  左側に、各ブロックの地下水の水位低下、対策工の進捗に伴います地盤の変状の状況等を数

字で右側に示してございます。 

  直轄事業を終了する目安としまして、年間の累積変動量が１０㎜以内、また、１日の変動量

が０．０３㎜以内という基準がございまして、それらについて全ての観測点で基準を下回っ

ているということで、効果を判定する評価委員会から地すべり活動が安定しているという評

価をいただき、直轄地すべり防止工事は完了できるものとの結論をいただいております。 

  続きまして、６ページに費用対効果の考え方をまとめてございます。 

  左の図が、天然ダムが決壊した場合の数値シミュレーションの結果です。地すべり地内の被

害に加えて、この関連区域にあります資産を便益として計上しております。 

  続きまして、７ページに分析結果を示してございます。 
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  評価マニュアルにより想定される地すべりの滑落による被害、日々被害があるわけですが、

これもクライシス的に起こる５０年に一度を設定しています。さらに、施設整備後の評価対

象期間を５０年として計算しており、総費用は２６４億円、便益が９２６億円で、Ｂ／Ｃは

３．５となりました。 

  ８ページに今後の対応方針を示してございます。 

  当該地区は、社会経済状況に大きな変化、また、地すべり対策に伴う環境への影響も特に認

められてございません。他方、平成２３年度は非常に豪雪であったわけですが、近隣する肘

折地区及び施工中の豊牧地区というのがございまして、そちらでは地すべり災害が多発しま

したが、当該地区での被害は報告されてございません。したがって、現時点では、今後の事

業評価の必要性や改善措置の必要がないものと考えております。以上でございます。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  それでは、個別に審議に入りたいと思います。 

  初が、北上川下流特定構造物改築事業（月浜第一水門）でございますが、何か委員のほう

からご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

  今回はこの水門を乗り越えて、津波が支川に入り込みまして、住宅地であったところが大分

被害を受けて、今は危険地域に指定され、農業用あるいは事業用の土地というように、土地

の利用も変化しているところでございます。しかしながら、水門の存在意義というか、事業

目的は依然ございますし、現時点で便益を算定しようとしても、なかなか算定する根拠がま

だ明らかでないというところから、それがもう少し明瞭に、明らかになった時点で再度お示

しするということの提案でございます。 

  どうぞ何かございましたらお願いしたいと思いますが。大久保先生、何かございませんか。

特にいいですか。（「はい」の声あり） 

  奥村先生、ございませんか。どうぞ遠慮なくご意見をいただきたいと思います。 

  はい、どうぞ。 

〇大久保委員 見通しがついた段階で、改めて事後評価を実施するという、要するに今が 低レ

ベルの事業効果ということであれば、これから家とかいろんなものが建ってくれば、よくな

っても、悪くなることはないような気もするのですが、それをあえてもう１回やるというの

はどういう理由なんでしょうか。 

○川村河川調査官 河川調査官の川村でございます。 

  今のこの当市の状況でございますが、現地再建される方が多いとは聞いていますが、移転を
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希望されている方もいらっしゃるとも聞いております。ですので、まだ集団移転事業とかの

詳しい計画も固まっていない状況でございますので、それを見据えてから、もう一度事後評

価をするのが適当だと考えた次第でございます。 

○平山委員長 ここ、１ｍぐらい地盤沈下していますよ。水門も当然のことながら、地盤沈下し

ていると思いますが、海面はそのままだとすれば、現在の施設で満足した防災機能が得られ

ないというような判断は、将来あり得るのではないですか。 

○佐藤北上川下流河川事務所長 今、平山委員長のご指摘のとおり、この水門の地点では７４㎝

ほど地盤沈下してございます。それによりまして、潮止ゲートの高さなど不足いたしますの

で、現在災害復旧事業として水門機能を平成２７年までに全て復旧することで、現在設計な

どを行っております。ですから、従前の機能は災害復旧事業として、確保するという予定で

ございます。 

○平山委員長 はい、わかりました。 

  ほかに何かございませんか。はい、井上委員。 

○井上委員 見通しがついた段階でという、事後評価だから、まだその事後評価に耐えられるデ

ータがないから、こういう表現なのかなと思いながら、これから事業をするとか事業中の評

価ではないから、私はこれでいいと思っているのですけど、どうでしょうか。 

○大久保委員 先ほど委員長おっしゃったように、機能が果たして十分であるかという問題もあ

るとすれば、将来的に私もやったほうがむしろいいのかなと思います。単にベネフィットだ

けの問題であれば、別なのですけど、機能として、地盤沈下を起こした段階の機能が十分に

発揮されるか、これからできるのかどうかという心配はあると思います。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  今のご意見で何かございますか、事務局。先ほどお答えをいただいたわけでございますが。

手直しで沈下した分は何とか復旧の事業の中で賄い得るというお話だったと思いますが。 

  ほかに、堀井委員、ありますか。 

○堀井委員 皆さん言われたとおりに、今後その状況を見てということが、さらなる機能の発揮

につながるのであれば必要だし、先生方が言われるように単なるその便益が落ち着いて、そ

れが幾らになるかという確認だったらしなくてもいいと思います。十分津波と災害を防いで

いるわけで、供用後の洪水、高潮、津波などを防止しており、今の状況でいろんな機能を既

に発揮しています。ですから、単なる便益確認だけなら必要ない。さらに、先生方が言うよ

うに、不十分だということがわかる可能性があるのであれば、それは今後評価する必要があ
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るということです。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  ほかに意見ございませんか。 

  事務局がこのようなまとめをされたのは、それなりの意味があると私は思っています。事務

局の提案どおり、本当に正確なところをお話しいただく機会を、もう少し状況が落ち着いた

時点で持ったほうがよろしいと思いますが、いかがでしょうか。 

  事務局では、何か今までの結論と、少し雰囲気が違う結論を提案していますが、事後評価と

いうことで、こういう答えの出し方もあるのだと思います。どういう考えで今回の結論を導

かれたのですか。 

○川村河川調査官 例えば前回お諮りした海岸事業の再評価との比較で申し上げますと、あの事

業について、大震災後の現状の復興の見通しについて具体的なデータがあって、それに基づ

いて便益の算定等もできたわけでございます。今回は、家屋の資産について、今後の見通し

の状況が得られないということから、的確な事業評価ができる段階ではないというのが私ど

もの認識でございます。 

  今ご指摘の機能の問題もございますが、大きくは資産の状況から、復興の見通しがついた段

階で、やはり事後評価することが妥当だと考えております。 

○平山委員長 はい、わかりました。確かに現在の状況でＢを計算しても、その数字自体にほと

んど意味がないという状況で、やはりきちんとした根拠を持った終わり方をしたいというこ

とで、もう少し明確な見積もりができる状況になったときに、改めて計算をし直して、ご報

告させてほしいということでございますので、それはそれでよろしいかなと私は思いますが、

いかがでしょうか。 

  ご異議がなければ、対応方針の原案のとおり、「今後、復興状況を継続的に把握し、家屋等

の状況について見通しがついた段階で、改めて事後評価を実施する」ということで、ご了解

をいただけますでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。それでは、

そのように、原案どおりお認めをいただいたということにさせていただきます。 

  次に、平根地区直轄地すべり対策事業でございます。 上川の上流の地すべり対策事業でご

ざいますが、何かご意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○奥村委員 少しお伺いするのですが、今回の事業を行ったことの効果というのは、地下水位が

低下したり地盤変動が安定化したというところでご確認いただいているのですが、結構長期

にじわじわと進む現象ですので、今までのところは、まあまあ事業の効果が出ていて、ここ
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でやめても大丈夫だろうという見通しをされていますが、少し気になるのは、今後温暖化に

よって雨の様子とか、雪の様子とかが変わると、また、危険なことになってくるおそれはな

いのかということです。 

  そういう意味で、先ほど５ページの図でこの対策をしたから地下水が低下してきているとい

う説明がありましたが、例えば近隣の同じような地形のところで、 近の気候、雨の降り方

が変わっていても、それによって安全な方向にいっているのか、それとも周りの場所では危

険な方向にいく兆しというのがあるのか、そういうことをつかまれているかどうかというこ

とをお伺いしたい。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○花岡新庄河川事務所長 まず、地すべりの誘因ですけど、特にこういう積雪地帯の地すべりは、

主な原因となりますものは、雪解け時期の地下水の供給であります。先生が言われたような

大雨とかの場合も含めて、降った量の規模と地すべりとの相関というのは、いろいろ研究さ

れますが、はっきりはつかまれておりません。私申しましたように、現地の現象として、地

盤の変位、それを生むための地下水といいますか、そのすべり面に働く地すべりの水圧の増

加です。そのバランスの中で現象が起こるわけですが、そういうものについての挙動を見な

がら対策を進めております。 

  地球温暖化とか、そこら辺の関係というのは、私にはあまりよくわかりませんが、昨年の豪

雪というのは、ここ３０年ぐらいで本当に有数なものでありました。その結果、周辺で、山

形で非常に大きな問題となっているような肘折温泉で地すべりが起こったりとか、いろいろ

発生した中で、この地区では現象は起こってございません。 

  今後のことにつきましては、工事は終わりましても、現地にその地盤の伸縮計、そして水位

計を置いてありまして、それは県で見ていただくということになっております。 

  また、聞きましたら、県では月に１回巡視員が、変状はないか、地表の踏査をしているとい

うことでございますので、万が一また変状が出たときには、それはそのときにまた対応でき

るという体制になっていると考えております。 

○平山委員長 奥村委員、いかがでしょうか。 

○奥村委員 はい、わかりましたが、これも表現のところで引っかかっているのですが、そうい

う今後もチェックが継続的にされることが必要であるということは、対応方針の中に入らな

いのでしょうか。事業として終わったから、あとは県が責任を持ってやるのだということで、

国土交通省の事業としてはこれでいいのだという考え方かもしれませんが、この事業が行わ
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れたことによる効果が今後引き続き発現されていくためには、どういう条件が満たされてい

なければならないのか、ということを書いておかないといけないという感じがするのですが、

そのあたりはいかがでしょうか。その９番の対応方針の書き方ですが。 

○平山委員長 いかがですか。 

○花岡新庄河川事務所長 基本的には地すべり対策というのは、都道府県知事の責務でありまし

て、特別な事象について直轄事業でやります。ということで、こういう書き方にしておりま

す。 

○平山委員長 ちなみに、この検討委員会の結論というのは、全会一致の結論でしょうか。今は

委員会は、解散してしまったのでしょうか。どうでしょうか。 

○花岡新庄河川事務所長 評価の検討委員会ですが、全会一致ということではないのですが、す

みません、これは平成２１年度のころです。具体のことは私もあまりよくわかりませんが、

委員の方々の総意として、安定性が確保されたと考えております。 

○平山委員長 確保された。で、もう……、ないのですか、この委員会は。 

○花岡新庄河川事務所長 直轄事業は終わっておりますので、委員会は、私どもでは主催してご

ざいません。県でもそういうものを設置したとは聞いてございません。 

○平山委員長 はい、河川部長。 

○工藤河川部長 ここの対応方針でございますが、先ほど所長が申し上げましたように、なかな

か、雪の量と地すべり現象について、定量的な関係というのはわかりづらいところがござい

ますが、そうした中で、これ引き続き、事務所といたしましても、状況は当然監視していっ

て、県と連携をとりながら、必要に応じて対策をやっていくということを前提としまして、

こういう形で整理させていただいたというところでございます。 

○平山委員長 奥村委員、いかがですか。 

○奥村委員 まあ、そういう枠組みの中で、事業としてやったことに対して問題があったのかど

うかという視点から見れば、この書き方で別に構わないのだと思うのですが、ここでわかっ

たことをどうやって将来のよりよい基盤整備とか、安全対策ということにつなげていくのか

という立場から見れば、何らかのコメントが書いてあってもいいのではないかという感じが

します。 

  ただ、少し気になるのは、これはもともと県の責任ですというところです。そうすると将来、

例えば県にお金がなくなってきましたとか、人が手当できませんということになったら、過

去に国がお金を使ってせっかくやったものが、うまくいかなくなることを、国として放置し
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ていいのかどうかというのも、少し気になるところです。法律上の責任が県にあるというの

は、よくわかりますけれども、何か注意事項みたいなことはあってもいいような感じがしま

す。ただ実際には、そういう考え方が引き継がれて、管理が行われていくのだったら、わざ

わざここに対応方針として書く必要はないのかもしれません。 

○平山委員長 井戸を掘ったり、ボーリングをしたりした結果、地すべりがとまっているという

状況です。自然のことですから、どうなるかわからないというところも確かにあると思いま

す。直轄事業として掲げた目標は一応達成したことから、このような書き方だと思いますが、

そういうところで積み上げたこれまでの知見が、地域の安全のために、今後も本当に役立っ

ていけるかどうか、そのあたりのことを奥村委員は心配されているのだと思いますが。 

○徳山局長 おっしゃることの内容については、我々全く同感でございますので、若干縦割りの

ような説明をしたのですが、こういう特殊な事業については、ノウハウはどこにでもあるも

のではなく、全国でも珍しいものは特に国のほうで持っておりますから、今回も、あるいは

肘折の今回別な場所でも、県のエリアとはいっても、一緒にやっていくというのがいつもや

っていることであります。 

  ここについても、以後のそういう計測とか、それに応じた対応をするということについては、

全くそのとおりだと思っています。 

  あとは、単なる筋論ですが、事業評価そのものは平成２０年度に終了したこの事業のという

ことであれば、こういう書き方になっているのですが、あえて、「なお」として入れるのも、

私どもとして絶対おかしいとも思いませんし、あるいは、きょうの議事録として、そういう

ご意見もいただいて、それを残しておくというやり方もあるかもしれません。そのあたり、

私どもとしてはどのやり方でないということには特にこだわりはございません。 

○奥村委員 議事録レベルで結構だと思います。事前に説明に来ていただいたときにちょっとお

伺いしましたが、維持管理費の中に、今後のモニタリングの費用というのが明示的に書いて

いません。やはり、この事業の効果を将来的にも発揮するためには、人的なコストも当然か

かるだろうし、そういうものも入れて、維持管理費なのではないかという感じがします。量

的には、余りそんなに費用がたくさんかかる話ではないという説明を受けましたので修正は

しなくても結構です。ちなみに７ページの維持管理費のところの項目の「実積」の「積」の

字が積むになっていますが、糸偏が正しいので直しておいてください。 

  先ほど少しお伺いしましたのは、雨の降り方とか、雪の残り方とか、あるいはその雪の解け

方とか、地下への入り方というようなことで、まだ現象としてよくわかっていないことがい



-12- 

っぱいあるわけです。そうすると、ここのところが、県で単独にするには難しいから、事業

として国で手助けをして行った。それで、事業として終わったというのはよくわかるが、例

えばここで、将来的にこういう雪の残り方のときには、このぐらい水圧が変わるとか、こう

いうときに危ない可能性があるのだということが、データとして蓄積されていくことが、こ

この場所だけでなくて、類似の場所の安全性を高めるためにつながると思います。 

  そうすると、管理するということ自体、この事業のこの場所に限って効果があるというもの

ではなく、むしろ国レベルでこういう砂防の管理をしていく上で、大変重要なデータが得ら

れるのだと思います。もし、そうであれば、そのデータが確実に得られるように、国として

それなりの手はずというのか、裏づけというのか、そういうことをしていくということも大

事な気がするので、そういう意味で 初の質問をしました。こういう事業が終わったら、そ

れで終わりではなくて、そこから得られた知見とかデータというものを次の段階に生かして

いただけるような進め方というのを考えていっていただきたいということです。 

  以上のことは、別にこの事業の評価ということの枠の中ではありませんので、議事録の中で、

そういうことの希望があったということを残していただければ、それで結構です。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  さまざまな計測機器はここに入っているのだと思いますが、そのデータというのは、今後も

継続して対応されることは、もちろんそのとおりだと思いますが如何でしょうか。 

○花岡新庄河川事務所長 すみません、県に必要 小限の機械は残してございます。先ほど気に

なりまして確認しましたら、 近見に行っていないという話を聞きましたので、そこについ

ては、よく注意して行います。 

  少しだけ話させていただきますと、先ほど局長が言いましたように、去年４月に大きな地す

べりが起こったときには、そこは県のエリアでしたが、私どもは、本当にその日のうちから、

ずっと２４時間態勢で現地に職員を派遣して対応しております。 

  そのほか、土砂災害防止法というのがございまして、土砂ダムができた場合には、２０ｍの

ものであれば、国で直ちに調べて、特に災害直後の状況が大事ですので、都道府県でできな

い分は国が直轄として直接やるというような仕組みとか、それに伴う防災訓練等も実施して

おりますし、先生の言われるようなことは、実態的には現場ではやっていると思っておりま

す。今後とも、そういう点については、十分配慮して進めたいと思います。以上です。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  局長のコメントもございましたが、奥村委員のご意見は、議事録の中にきちんと記して、蓄
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積した知見とデータが今後も有効に活用されるように工夫していくということを付記してい

ただきたいと思います。 

  そういう前提で、この原案に書かれています対応方針でお諮りしたいと思います。原案のと

おり、「事業当初の目的に対し、平根地区における地すべり被害の防止と地すべりに伴う下

流域の氾濫被害の防止の効果を発現している。また、更なる事後評価及び改善措置の必要は

ないと考える」でお諮りをしたいと思います。先ほどのご意見を議事録に付記して、原案で

お認めいただけますでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。その

ようにさせていただきます。 

 

〔道路事業 事後評価〕 

 ・一般国道  ６号 相馬バイパス 

 ・一般国道１１３号 赤湯バイパス 

 ・一般国道 １３号 主寝坂道路 

 ・日本海沿岸東北自動車道 本荘～岩城 

 ・一般国道 １３号 湯沢横手道路 

 ・一般国道 １３号 大曲バイパス 

 ・一般国道  ７号 琴丘能代道路 

 ・一般国道  ７号 宮海拡幅 

○平山委員長 次に道路事業でございます。事後評価が８件ございます。 

  事業選定のワーキングが開催されておりますので、その選定の結果と審議のポイントについ

て、事業選定委員の堀井委員からご説明をお願いしたいと思います。 

○堀井委員 それでは、私から選定理由と審議のポイントについて説明させていただきます。 

  道路事業に関する審議事業選定ワーキンググループを１月１６日に開催し、林山委員、九戸

委員、平山委員長と私の４名で検討を行いました。今回は、道路事業の事後評価８事業が対

象となっており、ワーキンググループにて検討の結果、一般国道６号相馬バイパス及び一般

国道１１３号赤湯バイパスの２事業を重点審議事業として選定いたしました。 

  まず、一般国道６号相馬バイパスの選定理由につきましては、前回再評価時より事業費が大

きく増加しておりますので、重点事業に選定しております。審議ポイントは、事業費が増額

となった経緯及び理由についてです。 

  もう１件の赤湯バイパスについてですが、これは平成４２年の将来交通量が、平成２４年、
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現在の交通量より大きく増加する予測となっていることから選定いたしました。審議ポイン

トは、将来交通量が多い理由についてです。以上です。 

○平山委員長 ありがとうございます。重点事業が２件、残りの６件が要点事業ということで、

それぞれ一括説明してから個別に審議を進めたいと思います。重点事業の相馬バイパス、赤

湯バイパスにつきましては、今堀井委員がお話ししたように、 初の事業については、事業

費の増額となった経緯及び理由、赤湯バイパスは、将来交通量が多い理由についてが審議の

ポイントになっておりますので、そのあたりを踏まえて説明をお聞きいただければと思いま

す。それでは、一括説明をお願いいたします。 

○小澤磐城国道事務所長 磐城国道事務所長をしております小澤と申します。 

  一般国道６号相馬バイパスについて、座らせていただきまして、ご説明申し上げます。 

  資料３－１、１ページに事業の目的と概要を載せてございます。 

  福島県相馬市街地の交通混雑の緩和、交通安全の確保とともに、相馬中核工業団地が、この

バイパスを通りますところにありますが、それへのアクセス向上によって、地域の振興に資

するということを目的にしてございます。 

  右側に小さい図面がございますが、全部で４工区ございまして、真ん中の２工区、３工区が

昭和６２年度に事業化されております。それぞれ北側の１工区と下側の４工区が１２年度に

事業化されてございます。 

  ２ページをごらんください。そちらに大きな図面が載せてございますが、赤で示しているの

がバイパスの部分でございます。相馬の中心市街地の現道を避ける形、及び、相馬中核工業

団地へのアクセスをよくするところに位置づけられておりまして、総延長９，９００ｍにつ

きまして、３工区の部分が平成１３年１１月に開通、 後１工区と４工区が 後の２０年３

月に全線開通となったわけでございます。 

  ３ページでございますが、整備前の写真では渋滞しておりましたところ、バイパスの整備後

につきましては、それぞれ現道及び下のバイパスについても交通がスムーズになったという

写真をつけてございます。 

  ４ページをごらんください。 

  真ん中に棒グラフがございますが、平成１１年に１万９，４９０台という交通量がこの図面

の右側のＡ－Ａ´という断面のところの交通量、この当時はバイパスがなかった交通量でござ

いますが、バイパスができて、４割交通量が削減されてございます。また、大型車につきま

しても、９割という大きな減少を達成してございます。 
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  ページの下の左側に塚ノ町交差点、図面でいうとオレンジ色のポイントをつけてございます

が、 大渋滞長が１，４００ｍから１４０ｍに減るという効果及び、夜間の騒音につきまし

ても、環境基準の６５デシベルを上回っていた現状から、現在は下回っているという状況で

ございます。 

  ５ページをお開きください。 

  事故についても効果があったという資料でございます。バイパスの全線開通によって、事故

件数は約６割という減少になりました。 

  下に、工業団地関係の新聞記事等をつけてございますが、工業団地、ほぼ完売となってござ

いまして、真ん中にちょっと赤囲みで文字を示してございますが、分譲面積２７５haで、ほ

ぼ完売しております。震災の影響で、１社操業停止に追い込まれておりますが、現在も１０

社操業しているという状況でございまして、ここに合わせて我々も３工区を特に優先して、

早期にこの工業団地の機能が増す改良をしたというものでございます。 

  ７ページでございますが、東日本大震災時にこのバイパスが思わぬ効果を発現したという写

真をつけさせていただきました。下に、西から東の太平洋を臨んだ航空写真をつけさせてい

ただいておりますが、ちょうどバイパスのところの右側は津波の浸水によって水浸しになっ

ていたものが、バイパスが盛土ということで、市街地のほうは守られ、市長からもありがた

いコメントをいただいたというのを記載させていただいております。また、これが功を奏し

まして、災害復旧において、瓦れきの搬入経路にもこのバイパスが使われたという写真を、

それぞれ被災しているほかの道路とこのバイパスの写真を、コントラストをつけて、つけさ

せていただいております。 

  ８ページでございますが、今回ご指摘いただいた、その事業費が上がったことについての説

明をこれから申し上げます。 

  先ほど、３工区を先行して整備させていただきましたが、今回全体で事業費が２割上がりま

した。変更の経緯でございますが、平成１３年度に載荷盛土工法というもので軟弱地盤対策

を考えてございましたが、どうも我々の想定した解析結果よりも、実際がどんどん下がって

いくという現象を発見しまして、再度深くボーリングを打ちまして調査した結果、もともと

硬い地盤が出てきていたその下の層に軟弱層があるということが確認されたために、再度解

析を行って、１５年度からなるべく事業費が上がらないような工法をいろいろ模索しながら、

それぞれ対応していきました。 

  このページにつきましては、４工区の部分で、駒ヶ嶺大橋という部分でございますが、もと
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もと１２ｍの盛土をして対応すると考えていたのですが、その重量によって沈下することが

予想されたために、土地に盛土荷重をかけない橋梁形式に変更して、何とか事業費等を、６

億円から２６億円まで上がってはしまいましたが、そこで抑えたというものでございます。 

  ９ページでございますが、今度は１工区、２工区でございますが、こちらについても同じく

載荷盛土工ではございますが、先ほどの１２ｍの盛土ではなく、５ｍと比較的低いというこ

ともございまして、地盤改良で何とかなる。ただし、地盤改良についても、対策工法という

のを枠の中に入れてございますが、軟弱層が浅いところについては、より安い工法である圧

密促進工、深いところについては、少しコストのかかる深層混合処理というので使い分けま

して、総事業費を、当初８億円から４４億円まで上がってしまいましたが、何とかこの範囲

におさめることにいたしました。 

  後に、１０ページでございますが、６番の費用対効果分析で、Ｂ／Ｃは１．５という数字

を算定しお示ししております。このほか、先ほど７ページの写真でお示ししたとおり、東日

本大震災での津波被害の軽減の効果が副次的には得られたものと考えております。 

  右の丸ポツで事業費の変更というところをごらんください。事業費２７０億円で考えていた

ものが、先ほどの件もございまして、増額６４億円の３３４億円にまで上がってしまいまし

た。 

  ９の対応方針の原案を示させていただいております。「事業当初の目的に対し、相馬市街地

の交通混雑緩和や交通安全の確保、相馬中核工業団地へのアクセス性向上等の効果を発現し

た」ということを書かせていただいております。このため、「事後評価、改善措置の必要は

ない」という対応方針原案としております。私からは以上でございます。 

○手塚山形河川国道事務所長 続きまして、山形河川国道事務所の手塚でございます。 

  資料４－１で国道１１３号赤湯バイパスについてご説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  地図にありますように、赤湯バイパスは山形県の南部、南陽市から高畠町に至る７．２㎞の

１１３号のバイパスでございます。 

  左上に事業目的を書いてございますが、東西に延びる地域高規格道路、新潟山形南部連絡道

路の一部を形成するとともに、バイパスとして市街地を通過する１１３号現道の大型車通行

規制区間あるいは運搬排雪区間などを回避する。さらには、第３次救急医療施設である公立

置賜総合病院へのアクセス強化といったことを目的としまして、平成７年に事業着手をして、

平成２０年度に開通しております。 
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  ２ページをお開きください。広域的な路線図を載せてございます。 

  真ん中の実線が赤湯バイパスでして、東西に延びる地域高規格道路の一部を形成しておりま

す。赤湯バイパスの西側につながる梨郷道路は現在事業中でございます。また、縦の青い線

が高速道路の東北中央道でございまして、実線で示しているのが既に供用している米沢南陽

道路でございます。この米沢南陽道路とバイパスが直結いたします。これらの縦横の道路が、

ネットワークとしてつながることで、広域的なネットワークが図られる、赤湯バイパスはそ

の一部を形成しているということでございます。また、梨郷道路が完成すれば、置賜総合病

院に、インターチェンジに直結するような形になるということでございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  整備状況を写真で示してございます。上段が現道の状況でして、左側は開通前の状況で、こ

のように市街地で非常に混雑している状況でしたが、右側、開通後は混雑が大幅に緩和して

おります。また、バイパスも、下の写真ですが、開通後は大型車を初めとして、円滑な交通

が図られております。 

  続きまして、４ページでございますが、事業効果の発現状況としまして、交通量等を示して

おります。 

  左上のグラフが全車種での交通量の変化ですが、開通前の平成１１年と比べまして、開通後

は現道の交通量、赤で示していますが、３割減少しております。 

  そのうち、大型車を切り出したのが下のグラフですが、大型車については６割の減少という

ことで、バイパスへの転換がより顕著に出ております。 

  また、その下が交通事故件数の推移でありますが、交通事故は開通前後で４割の減少という

ことでございます。赤湯バイパスが青で、現道が黄色ですが、両方足し合わせても大幅に減

っているという状況でございます。 

  その右側が騒音値のデータですが、平成２４年度は環境基準の６５デシベルをクリアしてい

る状況でございます。 

  続きまして、５ページをお願いいたします。積雪地域の効果ということでお示ししておりま

す。 

  真ん中の写真がございますが、運搬排雪ということで、市街地ですので、雪をトラックに積

み込んで運搬排雪をしないといけないという状況でございました。また、右側にありますよ

うに、地吹雪も時折起こるということで、これによって冬期は特に交通に支障が出ていると

いう状態でした。これが、その下の写真にありますように、地吹雪のための予防柵も設置を
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しまして、バイパスについては冬の期間も６０㎞／ｈ近い円滑な交通が確保されているとい

う状況です。 

  続きまして、６ページ、お願いいたします。 

  医療関係の効果ということでございますが、置賜総合病院、これは県の南部地域で唯一の三

次医療施設でございますが、こちらでは平成２１年４月から平日夜間の受け入れ体制が強化

されました。これとほぼ同時期に、赤湯バイパスの開通が重なりまして、高畠町からの救急

患者の搬送件数が増加しているというデータでございます。左下には、小さなお子さんを持

たれる家族の方から、小児科医の緊急外来の際の利便性についての声などもいただいている

ということでございます。 

  ７ページ、お願いいたします。 

  企業立地の効果を示しています。赤湯バイパスの近傍に南陽西工業団地という工業団地がご

ざいますが、これが、バイパスの開通が決め手となりまして、複数の企業の誘致が実現して

おります。右側に、その当時の新聞記事をおつけしておりますが、建設機械用品の製作所が

立地をするということの発表がありまして、雇用が１００人を超えるような企業が出るのは

１６年ぶりという記事ですとか、あるいは１１３号のバイパスがきっかけとなって建設を決

めたという声がございました。 

  続きまして、８ページをお願いいたします。観光面の効果でございます。 

  赤湯バイパスの赤湯という名のとおり、ここは温泉で有名な土地柄でありまして、右下のグ

ラフが、赤の棒グラフが赤湯温泉の旅客の数でございます。それに対して、赤の線が山形県

全体の観光客の数で、山形県全体では震災の影響もありまして落ち込んでいる状況でありま

すが、赤湯温泉については安定したお客さんを維持しているという状況でございます。 

  左下に、温泉の組合長さんの声ということで、特に新潟方面のお客さんがふえたということ

もいただいております。 

  続いて、９ページでございます。 

  国道１１３号の東日本大震災のときの役割ということでございますが、新潟方面からの物資

輸送が大幅にふえたということがございまして、左上に国道１１３号小国という県境部の交

通量のデータを示しておりますが、震災前と比べて２倍になったということでございます。 

  また、その右側に、山形から新潟に向かう都市間バスの状況ということで、当時、東北新幹

線あるいは東北道が使えなかったということで、仙台から山形を経由して、新潟さらには首

都圏に向かうお客さんがふえた、１日の便数が 大で９便もふえたという状況もございまし
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た。 

  後に、１０ページでございます。 

  費用便益分析ですが、便益費は１．９ということになってございます。 

  また、事業費２７８億円ですが、これにつきましては、当初は軟弱地盤の対策として、載荷

盛土という単に土を置くだけの工法でしたが、それにドレーンという水を吸い上げるものを

使ったということで、８億円ほどふえております。 

  それから、交通量でございます。平成２４年度のデータで８，４００台となっておりますが、

これが事後評価、今回の評価では平成４２年の値として１万６，５００台という評価をして

おります。これにつきましては、先ほど広域的なネットワークということでご説明申し上げ

ましたが、現在赤湯バイパス近傍の高規格ネットワークがかなり広域的に事業中でございま

す。平成４２年にはこれらが全て完成するという前提の中での評価を行っておりまして、例

えば山形市から新潟方面に抜ける交通、あるいはさらに仙台から新潟、それから県の南部の

東西方向の中規模のトリップといったものがふえるという評価をしまして、この１万６，５

００台という数字を推計しているということでございます。 

  後になりますが、この８番の対応方針ということで、大型車通行規制区間あるいは運搬排

雪区間などの回避、それから三次救急医療施設へのアクセス向上等の効果が発現していると

いうことに鑑み、事業評価及び改善措置の必要はないと考えてございます。 

  今後は、新潟山形南部連絡道路の事業中区間あるいは未事業化区間の早期完成を図ることが

課題と考えてございます。以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 はい、ありがとうございました。 

  それでは、 初に一般国道相馬バイパスについて審議をしたいと思います。相馬バイパスは、

相馬市内をバイパスする道路でございまして、お話のようにたくさんの効果が生まれている

ようでございますが、事業費が６４億円増加したというあたりが説明の中に盛られておりま

した。ご意見をいただきたいと思います。はい。 

○堀井委員 ８ページの、事業費の主な変更内容（１）というところで、前回のワーキングのと

きにも質問して、答えいただいたのか、いただいていないのか、よく覚えていないので、も

う一度聞かせていただきたいのですが、真ん中にＪＲが走っていて、この線路を引くときに、

そういう地質の調査をしたことがあるのですかという質問をしたような気がするのですが、

それに対する答えはどうでしょうか。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 
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〇道路部事務局 事務局からお答えします。 

  ＪＲについては、先日も少しお話ししましたように、非常に古い完成でして、その辺のデー

タについては取り寄せることができなかったと聞いております。 

○堀井委員 データがないということですか。（「はい」の声あり）わかりました。 

○平山委員長 ほかに。 

  土木の工事は、自然が相手で工場生産ではないですから、見通しがつかないことがあること

はやむを得ないと思いますが、平成２０年の時点でも事業費がどこまで正確なものかという、

委員からご質問がありました。それについて、土質の問題とか、軟弱地盤とか、橋梁、トン

ネル、建設の単価等、いろんな影響を受けるとの答えと共に、そういう変動とか、事業費の

変更があった場合は、なるべく早い機会に再評価を行い、改めてお認めをいただくという進

め方をすることになっていたと思います。本事業につきましては再評価の時点があったと思

いますが、その時点ではどうだったのでしょうか。 

○小澤磐城国道事務所長 お答えいたします。 

  前回の再評価が平成１５年度だったと記憶しておりまして、その時点では、今回のことが発

生してから、どういう対策工を講じていくのかというのを検討している 中でございまして、

ぎりぎり間に合わなかった。その後にやろうと思っていたのですが、次の再評価が来る前に

供用となってしまい１０年近い間、時間がたってしまったということでご迷惑をおかけして

おります。 

○平山委員長 はい、わかりました。 

  事業費の変更にかかわるのは、軟弱地盤の件が非常に多いと思いますが、役所のほうもそう

いうところで、調査の方法とか設計の仕方、改善は、工夫はされてきているのだと思います

が、何か進歩みたいなものはあるのでしょうか。 

〇隅蔵道路計画第一課長 委員長のおっしゃるとおり、軟弱地盤とか地質の条件の変更に伴う事

業費の変動という案件が比較的多く、私どもとしても、できるだけ事業費の管理をしっかり

やっていくというのは大きな問題意識で持ってございますので、できるだけ事業地の近傍で

ボーリングを打ったりとか、できる限り数を打って地質調査するとかいうことで、何とか工

夫をしているところでございます。 

  例えば、この相馬バイパスのところでも、近傍のところで打っていたのですが、当該箇所と

少し地質も違っていたりして、相馬バイパスのところは二層構造になっていたりとかござい

まして、こういった地盤改良工が必要になっているのですが、できるだけ近傍にできるだけ
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多く打って、把握ができるような工夫を現場でも今少なからずやっているところでございま

す。 

○平山委員長 はい。委員の皆様、ほかに何かご質問ありましたどうぞ。はい、井上委員。 

○井上委員 実は秋田市に横山金足線というのがあります。２０年ちょっと前に工事を始めたの

ですが、ちょうどそのころ、市内を通るときで、公務員宿舎が近くにあって、そこに住んで

いたのです。それから、今度はもう２㎞ぐらい南側にでき上がったところの団地に今住んで

いるのですが、ちょうど工事している 中に、今フラットになっているのですけが、盛土で

地盤を固めて、それで道路開通したのですけが、結局すごいサドルロードなのです。市電の、

あるいは沼があったところにつくったわけですから、なっています。ということで、国土交

通省、いろんなところでご苦労されていると思うのですが、そういう意味でこういう軟弱地

盤といいますか、あらかじめそういうデータを積み重ねているのではないかと思うのですが、

それはいかがなのでしょうか。今でも横山金足線というのは少し大変な道路だと思います。

いつもこうやって、かかりますというのは、やはりプロは違うのでしょうか。 

〇宮田道路調査官 先生おっしゃられるように、横山金足線は確かにすごく、県でやられた事業

だと思いますが、ものすごく軟弱地盤で大変な道路だったと思います。そういう地質データ

関係を、例えば蓄積していくかということで見ますと、私どもはそういう地質関係のデータ

をなるべく蓄積して、電子で保存して、活用できるようなシステムを持っております。 

  それと、ここで見た場合は、近くに、先ほどお話がありましたように、ＪＲはデータがなか

ったのですが、相馬工業団地なんかも造成をやっておりますので、そういうデータはあった

のですが、そのときには、ここの８ページの絵の、先ほどお話ししましたが、絵の上の図面、

黄色い層がありまして、この層の下に、かたい層が、実は地質調査をやったら発見されまし

て、そのかたい層の下はそれ以降かたいのだなというように思っていたのですが、実際工事

やってみたらば、この下の絵にありますように、また黄色い層が発見されたという、少し特

殊なところだというように認識しております。そういう意味で、なかなか当初想定ができ切

れなかった、地質調査としては、今から思えば、もっと深く掘っていればよかったという事

項だったと思います。 

○井上委員 よろしいですか。 

○平山委員長 どうぞ。 

○井上委員 ということは、今後は、こういった例があるわけですから、やっていただけるとい

うことになると思うのですがそれでよろしいですか。 
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○平山委員長 事業化する前に、概略の調査をやると思うのですが、そのときにどの程度までや

るかというところに、少し粗いところがあるという気がするのですが、いかがなものでしょ

うか。 

○岩﨑副局長 追加的に申し上げますと、できるだけ我々安価に仕上げたいということから、プ

レローディングというか、 初に土を盛って、それでうまく圧密沈下ができれば、安定な路

盤といいますか、ということをつくることができれば、それによりたいという思いがありま

す。ですから、ある程度まず盛ってみて、それの挙動を押さえた上で、やはり追加的に処理

が必要であれば、少しお金がかかる工法に切りかえていくというような仕事の進め方をして

おります。 

  ですから、 初から緻密に確かにボーリンクを打って、地下構造をしっかり調べてからやる

というのもあるのですが、少しやりながら、実際土の挙動を把握しながら、必要に応じて工

法を切りかえていくという仕事の進め方をしているということでございます。 

  それから、土の挙動というのは非常に難しくて、正確にあらかじめ把握するのは非常に難し

いという特徴もあるということも、ご理解いただきたいと思います。 

○平山委員長 ８ページの盛土の橋梁構造の図がありますが、図からは 初に全区間盛土やって、

橋梁に変更するために盛土をのぞいて、橋をかけ直したように、手戻りがあったように見え

るのですが、今のお話は、試験的に盛土をやってみて、その結果から変更したということで

すね。 

○小澤磐城国道事務所長 おっしゃるとおりでございまして、 初に試験施工で確認をしながら、

そこの挙動の推移を見定めた上で、全区間、安上がりの盛土でいけると判断すればやります

し、今回の場合は、予想を上回る沈下が進んだために、再ボーリングをしたということでご

ざいます。 

○平山委員長 ほかに何かご意見ございませんか。はい、どうぞ。 

○林山委員 ワーキングで聞けばよかったのですが、道路は全て同じフォーマットなので、確認

の意味で教えていただきたいのですが、１０ページの費用対効果分析算定基礎のこの表の見

方なのですが、表といいますか、数字の。この例でいくと、費用便益１．５で、現況で計測

した交通量が１万１，９００台ということですか。この１．５という費用便益比を出したと

きのインプットした交通量はどれになるのですか。事後評価時交通量の１万７００台という

ことですか。 

〇道路部事務局 お答えします。今先生がおっしゃったように、そこの将来交通量の１万７００
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台という交通量を算出して、それを用いております。 

○林山委員 １．５ということは、これは、評価時のときは１万７００台だから、現況でもう既

に１．５以上の効果はあるだろうということを意味するというようにとってもいいわけです

ね。 

〇道路部事務局 実態としては……。 

○林山委員 そういうことですね。 

〇道路部事務局 はい。１万１，９００台ありましたということで。 

○林山委員 では、あと共通ですか、全てほかの事案についても。 

〇高橋建設専門官 考え方については同じでございます。 

○林山委員 わかりました。 

○平山委員長 よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  ほかにございませんか。 

  いろいろな効果は着実にあらわれているようでございます。このうち、どれとどれが便益と

して数値化でき同時に、数値化できないものも随分あるという感じがするところでございま

す。事業費がふえたことについては、今ご説明をるるいただきましたが、やはりそれが生じ

た、わかった時点でなるべくこの委員会にはご報告いただいて、審議をいただくというよう

な手続をきちんととっていただきたいと思います。 

  そういうことで、この相馬バイパスの案件、事後評価の対応方針として、原案のとおり、事

後評価の結果、改善措置の必要はないということでお認めいただけますでしょうか。（「は

い」の声あり）はい、ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。 

  続きまして、国道１１３号の赤湯バイパスでございます。これは、日本海と山形南部の内陸

を結ぶ幹線横断道路の一部をなすバイパスです。何かご意見ございませんでしょうか。 

  先ほどのご説明では、これも着々と道路整備の効果は出ているようでございますが、１０ペ

ージに、先ほどワーキンググループからご指摘があり、また今、林山委員からもご質問があ

りました将来交通量、平成４２年に１万６，５００台がありますが、その数値を使って便益

を計算しています。現在の交通量は、その半分の８，４００台程度ですが、周辺の道路も事

業中であり、これらの整備ができればこれぐらいの交通量が予測されるので、この数字を使

って便益を計算したというご説明だったと思います。 

  何かございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○奥村委員 今の点は、将来の１万６，５００台に対して現在は８，４００台と半分ぐらいなの
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ですが、将来のＢ／Ｃが１．９ですから、現在の状況でＢ／Ｃは１．０ぐらいはあって、こ

れからふえる見込みだからということで、まあそうなのかなということで納得しました。確

認ですが、資料４－２の中の５ページのところの冬期の扱い、冬期交通の影響、便益の算定

のところで、考慮しないのところにマークがついています。先ほどの効果のところの説明だ

と、実際には現在は通行止めになるとか、運搬排雪というのが行われているため、冬期にお

いては特に効果が出ていると思われるのですが、それを反映した計算がどこかに入っている

のか。確認をお願いします。 

○平山委員長 何かございますか。 

〇道路部事務局 冬期便益は、通常の３便益と一緒に、再評価のときには見込んで説明をさせて

いただいております。 

  今回、事後評価でございまして、前回再評価を実施した平成１６年のときには、まだ冬期便

益を見込んでいるやり方をしていなかったものですから、今回事後評価を受けるに当たって

は、それと対比するということもあり、効果としてはご説明をさせていただいておりますが、

数字は見込んでいないというやり方をさせていただいております。 

○奥村委員 ただ一方で、その裏側の６ページの費用の算定のところには、雪寒費というのがわ

ざわざ入っています。だから、安全側を見込んで、便益は考えていない、費用は見込んだと

いうのは、安全側をとっているという意味では結構なことですが。ただ、この事業のもたら

される効果の中で冬期の安全性が確保できるということが大きいのであれば、例えば入れた

らどうなるのかということが示してあってもいいのではないかと思います。特に、Ｂ／Ｃが

今、余裕がいっぱいあるという話だったらいいのですが、現況の交通量でいうと、１．０そ

こそこかなぐらいなので、そういうものがもし入るとしたらどうなるのかということがあっ

たほうがいいと感じがします。 

○手塚山形河川国道事務所長 すいません。先ほどの冬期便益ですが、今回便益のカウントには

入れておりませんが、別途試算はしておりまして、それを換算しますと５５億円という数字

を出しております。 

○平山委員長 冬期の便益とは、具体的にはどういうことなのですか。 

〇隅蔵道路計画第一課長 冬期の便益ですが、冬期間において、降雪などによって交通の速度が

低下いたしますので、この速度低下を改善することに伴う便益を冬期の便益として計上して

おります。 

○平山委員長 ありがとうございます。 
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  ほかに何かご意見ございませんか。 

  これから他の事業の説明も受けますが、事業の効果はすごく上がっているように見えるので

すが、それが便益に反映されているのかということを考えると、なかなか数値化するのが難

しいものが多くて、速度とか交通事故とか走行経費みたいなものだけが上がってきて、例え

ば騒音の問題とか、工場の誘致できたとか、いろいろあるのですが、そのあたりはなかなか

数値化できない。林山先生、そのあたりの考え方について教えていただければと思いますが。 

○林山委員 いや、とても教える立場ではないのですが、別件で先ほど奥村先生がコメントした

立場から言わせていただくと、対応方針の事後評価、改善措置の必要はないと考えるという

のは、これは極めてきつくて、なぜかというと、積雪寒冷地、これ今試算で別途あるという

ことで、これもできている、手持ちではある。こども病院等で救命救急の価値というのは入

っていない。これも定量的にできます。国の指針として、もう加えてもいいよと書いてある

けど、ここではあえて入れていなくても、安全サイドもあってか、入れていない。それはそ

れで結構なのですが、きちんと入れて事後評価しておくというか、公表する、しないは別に

して、持っていないと、これから今議論になっているミッシングリンクを解消とかというと

きに、その便益があるかないかというのは決定的な問題になります。ですから、事後評価で

きちんとぎりぎり、今卒業シーズンなものですから、卒業認定出せるぎりぎりかどうかとい

う時期なので、そのぎりぎりという表現は余り使いたくないのですが、こういった事例を残

しておいて、算出根拠とか、計算テクニックというのは残しておかないと、それこそが本当

に東北地方整備局管内はミッシングリンクは割と多い地域ですので、そういうところは大事

なのではないかという気がします。この事業にとってというよりも、今後のことに対して大

事ではないかという気がします。コメントです。 

○平山委員長 全国一律の方法で便益の計算をやられているのだと思いますが、どちらかという

と人がたくさんいて、車がたくさんある地域では事業が進んで、反対に救急医療が不十分で

困っている地域、防災のネットワークが不安な地域、そういう地域がなかなかインフラの整

備が進まないということもあります。今の林山先生のご意見は、ぜひ議事録に残していただ

きたいと思います。 

  それでは、お諮りしたいと思いますが、赤湯バイパス、国道１１３号バイパスの対応方針、

事後評価でございますが、「事後評価、改善措置の必要はないと考える」という原案で、

「引き続き新潟山形南部連絡道路の早期全線完成を図る」という注文つきで、対応方針とす

るということでいかがでしょうか。よろしいですか。（「はい」の声あり）はい、ありがと
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うございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

  それでは、次に要点事業は道路関係で６件ございます。一括して説明をお願いして、２分ぐ

らいずつで説明をしていただいて、その後個別に審査していきたいと思います。 

  １時間半たちましたから、５分ぐらい休憩を入れましょう。３５分から。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、再開をしたいと思います。 

  道路の要点事業６件の審議に入りたいと思いますが、主寝坂道路から６件について、一括説

明をお願いいたします。 

○手塚山形河川国道事務所長 続きまして、山形河川国道事務所から資料５－１で、国道１３号

主寝坂道路についてご説明いたします。 

  １ページをごらんください。 

  地図にございますように、主寝坂道路は山形県北部の金山町から真室川町に至る９．９㎞の

国道１３号のバイパスでございます。 

  事業目的は、東北中央自動車道の一部を形成するとともに、事前通行規制区間や劣悪な道路

構造の解消を目的として、平成８年から事業着手しました。地図にありますように、北側か

ら部分供用を図りつつ、平成１９年度に全線開通しております。 

  ２ページの路線図をごらんください。 

  赤い実線が主寝坂道路でありますが、縦の青い線が高速道路東北中央道でございます。北側

では院内道路、南側では泉田道路が事業中で、間の四角の破線は事業に至っていない計画中

の箇所でございます。 

  ３ページをごらんください。整備状況の写真をお示ししてございます。 

  上段が現道の状況でありますが、左側が開通前で、主寝坂トンネルは大型車が非常に通行し

にくいような状況でしたが、開通後は円滑にすれ違いができる状況になっております。また、

下段ですが、冬期の状況ということで、雪が降ると、さらに路幅が狭まり、大型車の交通の

支障が出ていましたが、右側の開通後は除雪もしやすくなり、円滑な交通が確保されている

ということでございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  左上のグラフは交通量の推移を示しております。赤が現道１３号、青が主寝坂道路ですが、

主寝坂道路に９割方交通が転換しております。また、右側にありますように、平成２２年度

に滑落事故が発生したという状況もございまして、こうしたときの消防本部の声として真ん
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中にありますが、現場到着時間が大幅に短縮したことを実感したという声もいただいている

ところでございます。 

  ５ページをお願いいたします。交通事故のグラフをお示ししております。 

  平成６年には年間１１件という状態でありましたが、平成１７年度部分開通以降、件数が減

りまして、平成２２年にはゼロ件ということで大幅に交通事故が減少しております。右の写

真にありますように、こういう多重事故が発生していたということでございました。 

  ６ページをお願いいたします。 

  防災性の向上ですが、主寝坂道路に並行する現道の１３号は、事前通行規制区間ということ

で、雨が連続１５０ミリを超えますと、自動的に通行規制を行うという区間になっておりま

したが、この部分と並行して主寝坂道路ができたことで、雨による規制ということが解消さ

れました。また、主寝坂道路ができてからも、現道では左の新聞記事にありますように、道

路のり面が崩れる等の災害がありましたが、こうしたときにも大きな迂回をすることなく、

円滑な交通が確保されたということでございました。 

  ７ページをお願いいたします。産業面の事例でございます。 

  主寝坂道路近辺は、金山杉という地元の名産の杉がございまして、これの製材加工所が真室

川、主の事業所でございます。こちらの事業所では、真室川町内にある加工所でまず丸太に

加工して、それを主寝坂道路を使って金山町まで運んで、製品に加工して、首都圏に出荷し

ているというオペレーションで製材をしています。そうした事業者の声として、囲みにあり

ますが、物流コストが年間２，０００万円ぐらい減ったという声もいただいているところで

ございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  費用便益比は１．２でございます。 

  事業費が２８億円増となっておりますが、これは通常の法面工法を当初は考えておりました

が、法面が不安定だということで、法枠に加えて、アンカーを施すような工法に切りかえた

ため、３５８億円に変更されております。 

  後、対応方針でございますが、「事前通行規制区間の回避や劣悪な道路構造の解消、広域

的な交流、連携の促進といった効果を発現している」ということに鑑みて、「事後評価及び

改善措置の必要はない」ということで考えてございます。 

  今後は、東北中央自動車道の早期全線完成ということが大きな課題になってくると考えてご

ざいます。以上でございます。 



-28- 

○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でございます。 

  日本海沿岸東北自動車道本荘～岩城につきまして、資料６－１でご説明いたします。 

  １ページをごらんください。 

  日沿道の一部を形成する本事業は、産業振興などを目的とする延長２１．６㎞の道路でござ

います。平成９年度に日本道路公団において事業着手をされまして、平成１５年度に直轄高

速方式に移行し、平成１９年に開通しております。 

  ２ページは、日沿道全体の整備状況です。全長３２２㎞のうち、現在の供用延長は、本道路

を含めまして２０４㎞、率にしますと６３％となっております。 

  ３ページの写真です。 

  日沿道の開通によりまして、並行する国道７号の交通が日沿道に転換しまして、混雑が緩和

している様子を示したものです。具体的には、４ページのグラフをごらんください。 

  国道７号の交通量は、開通前後で約２万台から約１万台に減少して、先ほどの写真にありま

した水林交差点の渋滞の長さは、 大１，１００ｍから１００ｍへと減少しております。 

  続きまして、５ページです。 

  ５ページのグラフが、死傷事故件数の推移を示したものです。平成１９年の開通前後で、オ

レンジ色で示しております国道７号の事故件数、こちら約４割減少して、青色の日沿道の死

傷事故を加えましても、全体の件数でも減少しているという傾向が読み取れるかと思います。 

  ６ページです。 

  ６ページの右にありますグラフ、こちらは由利本荘市から秋田市への救急搬送件数の推移を

示したものです。青色で示しております日沿道を利用した搬送件数がここ数年増加傾向にあ

ります。時間短縮、安定走行が可能な日沿道を、救急搬送ルートとして活用されているとい

うことがわかると思います。 

  続きまして、７ページです。 

  昨年４月に県内３カ所に分散しておりました家畜市場が、市場運営の効率化などを目的に、

大内ジャンクション近くに統合されております。本事業を含めました広域ネットワークの形

成が、このような統合を可能にしたと言えるかと思います。生産者からは、移動時間の短縮、

安定走行の確保が図られたことにより、品質向上につながったといった声をいただいており

ます。 

  後の８ページです。 

  費用便益は２．４と算定しております。 
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  対応方針（原案）、読み上げますと、「事業当初の目的に対し、広域ネットワーク形成によ

る産業振興、国道７号の混雑緩和等の効果を発現している。事後評価、改善措置の必要性は

ないと考える。引き続き日本海沿岸東北自動車道の早期全線完成を図る」、以上でございま

す。 

○平山委員長 はい、次、お願いします。 

○平野湯沢河川国道事務所長 引き続きまして、一般国道１３号湯沢横手道路の説明を、資料７

－１を用いまして、湯沢河川国道事務所長平野より説明させていただきます。 

  １ページをごらんください。事業の目的と概要でございます。 

  交通混雑の解消、交通安全の確保及び広域ネットワーク形成による産業振興を目的として行

っております。 

  事業の経緯でございますが、昭和５９年度に事業化いたしまして、区間延伸を経て、平成１

９年度に全線２９㎞、２車線の自動車専用道路として開通しております。 

  ２ページをごらんください。 

  東北中央自動車道２６８㎞の一部を形成する、この湯沢横手道路と隣県の高速ネットワーク

の整備状況でございます。東北中央自動車道につきましては９５㎞、約３５％が開通してお

りますが、未事業区間もまだ１５％程度残っております。 

  ３ページ、ごらんください。 

  整備状況でございます。整備の前後の写真といたしまして、横手市の状況、それと現道と新

道についても写真を掲載させていただいております。 

  ４ページでございます。事業効果の発現状況でございます。 

  国道１３号、現道の交通量が約８，０００台減少し、湯沢市の表町四丁目交差点の 大渋滞

長が減少しております。また、交通事故件数も約７割の減少を見ているところでございます。 

  続きまして、５ページでございます。 

  医療関係でございますが、この地域では約７割の方が湯沢市にございます雄勝中央病院に救

急搬送されております。湯沢横手道路とあわせて整備いたしました緊急車の退出路で病院へ

のアクセス性が向上し、消防署からは患者への負担軽減のため必ず利用しているといった声

もいただいているところでございます。 

  続きまして、６ページでございます。周辺の工業団地でございますが、部分開通以降に新た

に１７企業が立地し、ほとんどの工業団地で分譲率が９０％以上となっております。地域の

企業の方からも、利便性のよさや、輸送時の荷物の傷みがほとんどなくなったといった声も
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いただいているところでございます。 

  後のページでございます。７ページです。 

  費用対効果分析でございますが、費用便益比については１．２ということでございます。 

  後に、対応方針、一番下のところでございますが、事業当初の目的に対し、産業振興、交

通混雑緩和等の効果を発現しております。事後評価及び改善の措置は必要ないと考えており

ます。また、事業中の区間、それから未事業区間がございますので、東北中央自動車道の早

期全線開通を図りたいと考えております。 

  以上が、一般国道１３号湯沢横手道路でございます。 

  続きまして、同じく一般国道１３号大曲バイパスにつきまして、同じく平野より説明いたし

ます。 

  資料８－１、１ページをごらんください。 

  事業の目的と概要でございますが、大仙市、旧大曲市の交通混雑の緩和、安全な交通の確保

及び地域の活性化を目的に行っております。 

  延長７．２㎞、幅員２７ｍの４車線化を平成１１年度に事業及び工事着手をしており、平成

１９年度に全線開通をしております。 

  続いて、２ページでございます。 

  整備概要図でございますが、大曲バイパスは、市街地に近い交通量の多い区間から、順次４

車化を図ってまいりました。 

  続きまして、３ページをごらんください。整備状況です。 

  整備状況の整備前後の写真につきまして、上下の交差点で、２カ所の交差点で掲載させてい

ただいております。 

  続きまして、４ページです。 

  事業効果の発現状況でございますが、混雑時の旅行速度は約７割上昇しております。花館柳

町交差点では、 大渋滞長が減少しております。 

  ５ページをごらんください。 

  交通事故件数につきましては、約５割減少しております。また、交通騒音につきましては、

夜間の環境基準値超過を解消しております。 

  続きまして、６ページでございますが、この地域では５割以上の方が仙北組合総合病院に救

急搬送されております。消防署からは、混雑が解消されたことで、迅速な救急搬送ができる

ようになったといった声をいただいているところでございます。 
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  後のページでございます。７ページです。 

  まず、費用対効果分析でございますが、費用便益比については３．７です。 

  後の対応方針でございますが、事業当初の目的に対し、国道１３号の交通混雑の緩和、安

全な交通の確保等の効果を発現しております。事後評価及び改善措置の必要はないと考えて

ございます。 

  以上、大曲バイパスのご説明でございます。 

○平山委員長 はい、次お願いします。 

○木我能代河川国道事務所長 能代河川国道事務所の木我でございます。 

  資料９になります。一般国道７号琴丘能代道路についてご説明申し上げます。 

  １ページでございます。右下の図で朱書きしております区間が、評価対象の琴丘能代道路３

３．８㎞でございます。この道路は、事業目的にございますように、日本海沿岸東北自動車

道の一部を形成する自動車専用道路として、広域ネットワーク形成による産業振興、地域間

交流の促進、また国道７号の交通混雑の緩和や交通安全の確保を目的に整備をしたものでご

ざいます。 

  ２ページをごらんください。 

  この図は、現在秋田県北地域で進めております日沿道の事業の概要を示しております。琴丘

能代道路の終点から、小坂町の東北縦貫自動車道接続部まで、計画延長が約５５㎞ございま

すが、一部供用も含めまして、この区間の約９割、現在事業中でございます。 

  次に、３ページをごらんください。 

  整備前後の交通状況の変化ということで、開通前後、交通環境の改善状況といったものを写

真で示しております。 

  ４ページ以降、それをデータで示しております。 

  ４ページは、並行する国道７号からの交通の転換によりまして、右下のグラフにありますよ

うに、能代市内、国道７号の交通渋滞が大きく改善されている状況にございます。 

  続いて、５ページですが、同様に開通前と比較しまして、交通事故の件数が約４割減少して

おります。交通環境が改善されている状況にございます。 

  それから、６ページでございますが、経済指標で見ております。平成５年の一部開通以降、

経済活動が低迷する中にありながらも、能代市におきましては１５の企業が新たに進出をし

てきておりますし、製造品出荷額も全線開通後の平成１９年に大きく増加をしております。

左下の枠囲いに示します、医薬品製造会社へのヒアリングにおきましても、高速道路の延伸
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の整備というものが、能代工場の増設を決断した一つの要因であるというお話もいただいて

おります。 

  後のページになります。 

  費用便益比は１．５でございます。 

  一番下の対応方針でございますが、事業当初の目的に対しまして、広域ネットワークの形成

による産業振興、地域間交流促進、国道７号の交通混雑緩和等の効果を発現しているという

中で、事後評価及び改善措置の必要はないと考えてございます。今後、日本海沿岸東北自動

車道の早期全線完成を図るというところに努めてまいりたいと考えてございます。以上でご

ざいます。 

○平山委員長 はい、 後になりますがお願いします。 

○北村酒田河川国道事務所長 引き続きまして、酒田河川国道事務所長の北村です。私から、国

道７号の宮海拡幅について説明いたします。資料は１０－１になります。 

  １ページをお開きください。 

  宮海拡幅の事業目的ですが、酒田みなとインターや酒田港へのアクセス向上と交通混雑の緩

和を目的に、昭和６１年度に事業化し、平成１９年度に完成した延長５．５㎞の４車拡幅事

業でございます。資料の右側に書いておりますが、当初は延長２㎞で事業化しておりました

が、その後交通量の増加等により、平成１２年度に３．７㎞、そして平成１４年度に５．５

㎞に事業区間を延伸してございます。 

  ２ページをごらんください。 

  宮海拡幅の周辺状況と開通の経緯を整理したものを載せてございます。 

  ３ページをごらんください。 

  整備前後における交通量等の写真です。拡幅後、交通の流れがスムーズになっているといっ

たところが確認できると思います。 

  ４ページをごらんください。 

  事業効果の発現状況です。右側の図面にありますが、平成９年度には宮海高架の開通や一部

４車拡幅が完成してございます。これにより、中段のグラフになりますが、旅行速度は上昇

傾向に転じております。また、下のグラフですが、交通事故件数については減少傾向となっ

ております。 

  ５ページをごらんください。 

  渋滞の著しかった旧豊里交差点、赤で書いておりますが、 大１，４００ｍほどあった渋滞
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が解消されております。地元の企業や地域の方からも、４車拡幅による整備効果が出ている

という声をいただいております。 

  ６ページをごらんください。 

  酒田港では平成１５年にリサイクルポートに指定されて以来、多くのリサイクル関連企業が

進出しており、現在２０社となっております。右側に新聞を載せてございますが、平成２４

年９月には豊田通商が、今後東北のリサイクル貨物を酒田港に集積する計画というものを発

表しております。今後、酒田港と隣接する国道７号の重要性は、ますます高まっていくと考

えております。 

  ７ページをごらんください。 

  ４．の費用分析ですが、費用便益比は１．９。将来交通量は１万８，３００台、事業費は７

５億円でございます。 

  ７．の対応方針でございますが、事業当初の目的に対する効果が発現されていることから、

改善措置及び今後の事業評価の必要性はないものと考えております。 

  以上で説明を終わります。 

○平山委員長 はい、ありがとうございました。 

  ６件の事業のご説明をいただきましたが、個々の事業について審議をさせていただきます。 

  初めに、一般国道１３号主寝坂道路、これは山形県北にある東北中央自動車道の一部を形成

する道路でございますが、これについて何かご質問ございませんでしょうか。 

  このまとめに書いてありますように、当初の目的を果たしているようでございますので、原

案のとおり、事後評価の実施及び改善措置実施の必要はないということでよろしいでしょう

か。（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。 

  次は、日本海沿岸東北自動車道本荘～岩城についてでございます。これも日本海沿岸東北自

動車道の一部を形成する、秋田県内の南部にある道路でございます。今回の対象事業は、日

本海側の道路に関するものが多い印象がございますが、何かございませんか。 

  なければ、お諮りいたしますが、これについても原案どおり、事後評価の実施及び改善措置

実施の必要はないということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがと

うございます。 

  ３つ目が、一般国道１３号湯沢横手道路でございます。これも、東北中央自動車道の一部を

形成する道路で、１３号の混雑緩和も兼ねているという道路でございます。何かございませ

んでしょうか。どうぞ遠慮なく発言してください。どうぞ。 
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○九戸委員 一般国道１３号で、先ほどの主寝坂道路と、湯沢横手道路は同じ一本の線でつなが

っていて、どちらも費用便益比が１．２、多分、交通量が想定したのよりは、どちらも少な

い数字になっているのですが、途中、まだ未計画でしたか、事業化にもなっていない箇所が

ありますので、これがつながって、初めて数字が出てくるのだろうと思います。１３号の未

事業化の四角いますが何カ所かありますので、こういうところが早くつながって、想定した

交通量になると思いますので、早期の実現をお願いしたいと思います。 

○大久保委員 ちょっと関連していいですか。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○大久保委員 おっしゃるとおりだと思うのですが、ただ、現状でも、私はユーザーとしてです

けど、現状としてでもこれはすごくよくなった。というのは、路線の説明はみんな平面しか

出てないです。縦断図がない、平面しか出てなくて、縦断がないのです。だから、ここは峠

でこの４ページのところに、 後に大きくカーブしている、これは下り坂にあるのです。冬

はとんでもなく危なくて、しかも峠道で、ここの改善だけでも私はすごい効果があった、つ

ながらなくても。いや、つながればもっといいと思いますが。 

  そういう意味では、私はこの道路の平面だけではなくて、峠道の場合は高低差というか、縦

断が欲しい。そうすると、何かすごくイメージが湧くような気がします。 

○ 平山委員長 はい、ありがとうございます。九戸委員の意見は、全線の早期実現を図るとい

う点を確実に実施していただきたいということですのでよろしくお願いします。 

  ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

  なければ、原案のとおり、事後評価実施及び改善措置実施の必要はないということと、引き

続き東北中央自動車道の早期全線開通を図るということで、原案のとおり、お認めいただく

ことでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。 

  それでは、次が、同じく国道１３号の大曲バイパスで、これは大曲のまちをバイパスする１

３号の混雑緩和の道路でございます。何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  ないようでございますので、原案どおり、事後評価の実施及び改善措置実施の必要はないと

いう対応方針案でお認めいただけますでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがとう

ございます。 

  次が、５つ目でございます。国道７号琴丘能代道路でございます。これも、日本海沿岸東北

自動車道の一部を形成する、広域ネットワークを完成する、これは秋田県の県北、能代市付

近の道路でございます。何かございませんでしょうか。よろしいですか。ご意見ないようで
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ございますので、これについても原案の対応方針を認めるということでご了承いただけます

でしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。 

  後の案件でございますが、一般国道７号宮海拡幅事業でございます。これは、山形県の酒

田市のバイパス道路になります。そのような位置づけで、これも日本海沿岸東北自動車道の

一部を形成する道路というふうに記載されております。いかがでしょうか。何かございませ

んか。 

○北村酒田河川国道事務所長 すみません、酒田の北村です。一部形成ではなく、アクセス道路

として今整備しております。 

○平山委員長 酒田港へのアクセス道路ですか。 

○北村酒田河川国道事務所長 ええ、酒田港と、山形道の酒田みなとインターへのアクセス道路

ということで整備をしております。 

○平山委員長 ありがとうございます。私の説明の修正をお願いしたいと思います。 

  何かご意見ございませんでしょうか。 

  それでは、ないようでございますのでお諮りをしますが、この宮海拡幅につきましても、原

案どおりの対応方針をお認めいただけますでしょうか。（「はい」の声あり）はい、ありが

とうございます。それでは、お認めいただいたということにさせていただきます。 

 

〔港湾事業 事後評価〕 

 ・青森港沖館地区複合一貫輸送ターミナル（耐震）改良事業 

○平山委員長 続きまして、港湾事業でございます。これも事後評価で１件でございますので、

重点事業として審議をさせていただきたいと思います。 

  青森港沖館地区複合一貫輸送ターミナル（耐震）改良事業ということで、まず青森港湾事務

所から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。 

  資料１１－１をごらんください。 

  まず、１ページをお開きください。 

  １ページに示しておりますのが、評価の概要でございます。今回ご審議いただきます事業は、

青森港と北海道函館港を結ぶフェリーが利用するフェリー埠頭の耐震強化事業でございます。

対象施設は、沖館地区（－７．５ｍ）岸壁の耐震整備及び岸壁前面の泊地で、平成１５年か

ら平成１９年に整備しております。 
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  表の中段以降に費用対効果分析の結果について載せております。一番左側が新規着工評価時、

真ん中が今回の事後評価の分析結果となっております。比較がしやすいように、一番右側に、

平成１４年を基準年とした算出結果を表記しております。この場合、総費用が３２．７億円

に対して、参考として３５．６億円、３億円増額しております。これは、平成１９年の港湾

法の省令改正により、維持管理費を明確化し、港湾管理者に引き渡しを行うこととなったた

め、維持管理費用を今回計上しております。 

  ２ページごらんください。２ページに青森港の沿革を載せております。 

  続きまして３ページをごらんください。３ページに事業の概要をお示ししてございます。 

  赤い色の部分でございますが、フェリー埠頭が四つあるうちの赤く着色している部分の耐震

改良及び岸壁前面の泊地しゅんせつを行っております。 

  続きまして、４ページをごらんください。整備の内容についてご説明いたします。 

  左側に整備前の標準断面図を載せております。昭和５１年に（－６ｍ）で建設した岸壁を、

青森港への 大の被害を及ぼすと想定される内陸型地震においても大きく変位せず、直ちに

利用できる施設へと強化すべく、右側の整備後と書かれております図面の下半分の真ん中の

部分でございますが、赤色の着色の部分のとおりに整備しております。また、震災時に青森

港に周航しております全てのフェリーの船舶が接岸できるように、耐震強化にあわせて、

（－７．５ｍ）に深くしております。桟橋の鋼管杭につきましては、口径を大きくするとと

もに、地中への根入れを深くしております。図面でございますが、その右側に、陸側と黄色

く書かれているあたりの部分につきましては、液状化対策として地盤改良を行っております。 

  続きまして、５ページをごらんください。事業の必要性に関する視点についてでございます。 

  青森港と函館港を結ぶ青函フェリー航路は、本州と北海道間のフェリー貨物量の約４分の１

を占めるとともに、時間指向性の高い貨物が中心の 重要航路となっていることから、震災

時にも一定の物流機能を果たす必要があり、事業を実施しております。 

  ６ページでございます。 

  こちらのページにつきましては、東日本大震災直後には青函フェリーを利用するなどし、北

海道から自衛隊等の救援車両や重機、人員などが青森港を経由して、被災地に向かっている

状況でございます。 

  続きまして、７ページをごらんください。新規着工評価時との主な相違点についてご説明い

たします。 

  １点目は、震災時の耐震強化岸壁における１日当たりの就航可能便数につきまして、２１分
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の１１と書かれている１１と、１６分の１０の数字でございますが、前回の１１便に対しま

して、今回は１０便と想定しております。就航可能便数につきましては、近年、フェリーが

大型化したため、フェリーの１隻当たりのトラック等の積み込み台数が多くなったことに伴

いまして、積み込み時間が長くなることから、就航可能便数を１０便としております。 

  ２点目でございますが、耐震強化岸壁が整備されず、震災時に青森港が利用できない場合は、

八戸と苫小牧の航路を代替航路として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、便益が発生しますのは、地図のところの函館地域と書

かれている黄色い部分になるのですが、こちらの部分につきまして調査を行ったところ、函

館付近の貨物量の割合が３６％から２５％と減少したため、便益が減少しております。 

  主な変更点は以上２点でございます。 

  続きまして、８ページに、耐震便益の計算方法について記載しております。 

  右下の表のとおり、レベル１地震動の再現期間の７５年から、レベル２地震動の再現期間の

５００年の間の地震発生確率を求めて、単年度便益に乗じることによりまして算出しており

ます。 

  後のページ、９ページでございます。 

  下段の１０．利用者の意見ですが、港湾利用者からの意見としては、大規模災害時でも一定

の輸送サービスが提供できると安心しているといった意見ですとか、地元自治体からの意見

としては、広域的な地域防災計画の立案が可能になったといった評価をいただいております。 

  対応方針としましては、事業当初の目的に対し、供用後のフェリー取扱貨物量に基づく分析

により、事業の有効性は十分見込まれることから、今後の事後評価及び改善措置の必要性は

ないと考えるを原案としております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  それでは、ご質問、ご意見、いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。港湾事業はウ

イズとウイズアウトの差で便益を出すのに、今回はさらにそれにＬ１、Ｌ２という地震の強

度の、Ｌ１というのは７５年に１回ぐらい、Ｌ２というのは５００年に１回ぐらいに起きる

地震だということで、その差を、より安全になったというところが、便益の計算の基礎にな

っているのだと思いますが何かございませんか。 

○林山委員 少し教えていただきたいのですが、８ページの地震発生確率の式というのは、「港

湾投資の評価に関する解説書（抜粋）」と書いてあるのですが、これはいつからこの解説書
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に載っているかということがわかれば教えていただきたいのと、いわゆるＬ１、Ｌ２という

概念ですが、 近だと僕は思っていたのですが、これコピーの関係か知らないですが、古そ

うな本から載っているなという気がして、それが一つ。 

  それから、この式の根拠というのは、これはその分野で、近似式なのでしょうが、確立され

ているものなのですか。 

○平山委員長 いかがですか、はい。 

〇福元沿岸域管理官 お答えします。沿岸域管理官の福元と申します。私からお答えさせていた

だきます。 

  今ご質問ありました８ページの左側の、この「港湾投資の評価に関する解説書（抜粋）」、

これは港湾のマニュアル、こういう事業評価のＢ／Ｃを求める、それを始めたのは１９９９

年からなのですが、そのときからこの式が載っているということでございます。すみません、

これが研究、学術的にどうなのかはわからないのですが、基本的にはこれに従って、港湾関

係の施設は計算をしているということでございます。 

○林山委員 ついでですけれども、その９９年につくられたというときの、ここで表記している

レベル１、レベル２と、よく言うＬ１、Ｌ２とは対応しているのですか。 

〇福元沿岸域管理官 変わっていません。 

○林山委員 ないのですか。（「はい」の声あり）前からあった概念ということですか。 

○平山委員長 みたいですね。 

〇福元沿岸域管理官 はい。 

○平山委員長 近津波でＬ１レベルの津波とか、Ｌ２というのが、これは地震ですから……。 

〇林山委員 ああ、そうか、津波ですか。すみません、わかりました。 

（「津波とは違いますから。こっちのほうがより確立しています」の声あり）地震だからか……。 

○平山委員長 奥村委員、どうぞ。 

○奥村委員 決められた方法に従って計算をしていただいているということでは、これで結構な

のですが、やはりここの考え方というのが、少し不十分な気がします。ここで書いてあるこ

とを正直に読むと、日頃動いている荷物のうち、地震が来ても運べる一部の荷物だけを運ぶ

場合を考えています。それが港を使って運べないので、ほかの港を使うということと比べて

どうかという計算になっています。本当は、やはり５００年に１回みたいな地震が来たら、

日頃フェリーで運んでいるものと違うものが運ばれないといけないわけで、そうすると、も

ともとこれで考えているのは、どうも実際に起こるときの必要性よりも小さいのではないか
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という感じがします。それが小さくなるというのは、運んでいる物の価値というか、それが

変わらないとしたままで、量だけで計算しているからなのですが、そこの問題が一つ。 

  次の問題は、ウイズアウトのときの仮定として、ほかの港を使うと考えている点です。この

間、同じ港のすぐ横のところにある別途の用途で使われている別の埠頭があって、そこの防

波堤を直すというような評価をしたと思います。 

  今回の計算をそのまま見ると、あたかもこの港には、ここの岸壁しか使える岸壁がなくて、

それが使えなかったら、必ずほかの港を使うかのような想定になっているのですが、本当は

港の中に複数の施設がある場合には、そういうときに必ず一つの施設について、ほかの目的

でも使えるような仕組みを一緒に備えて、絶対ここだけは守るのだ、というものを一つつく

っておけば、それでいいかもしれないです。 

  今の計算のやり方は、阪神淡路大震災が９５年ですから、その後見直されてつくられたマニ

ュアルなのですが、９９年のときの考え方はそれでよかったのかもしれないが、地域の途絶

とかを考えたときには、先ほど言いましたように、日頃運んでいる物の価値から計算したの

では足りない部分もある。一方で、今申し上げましたように、ウイズアウトのときの考え方

で、ちょっと極端に、より遠い港湾を使うと考えて計算しているところもあるので、マニュ

アル自体をぜひともよく考えて、直していっていただかないと困ると考えます。 

  これは、前回も同じようなことを言った気がするのですが、東北地方整備局としてはこれで

結構ですが、マニュアルについては、もう少し実態に合うように、改善の取り組みを本省の

ほうでしていただくように、ぜひとも伝えていただきたいと思います。そうでないと、やは

りこの前の震災を経験した我々の地域の貴重な経験というのが、うまく生きていないような

気がいたしますので、よろしくお願いします。 

○平山委員長 事務局、ご理解いただけましたでしょうか。 

〇福元沿岸域管理官 絶対守らなければならないというところが、今でいうと耐震強化岸壁で、

そのはるかに価値のあるものではないかというのは、緊急物資輸送のことでしょうか。すみ

ません、ちょっとそこのところが。 

○奥村委員 まあ、例えばそうでしょうね。 

〇福元沿岸域管理官 すみません。そうであれば、ここのフェリーターミナルについては、緊急

物資輸送というのは加味はしていません。ただ、実際に今回の東日本大震災でも利用されて

いるのは事実です。ここで加味されていないというのは、もう一つ耐震強化岸壁がございま

して、青森駅の少し西側に位置しているのですが、ここが緊急物資輸送対応ということで加
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味しています。青森港については、その二つの耐震強化岸壁、これで守るのだということで

整備がされているところです。 

  ただ、幹線物資輸送対応ということで、フェリーの貨物だけを対応しているのですが、今奥

村先生がおっしゃったように、緊急物資輸送も加味しろといったら、その分便益は計上され

るのかなと思うのですが、私どもの整理上なのですが、厳しく見るために、フェリー貨物だ

けを対象にしているというところで押さえています。 

○奥村委員 ここの港についてはこれで結構です。仮定の話で申しわけありませんが、もともと

平常時に運ばれている交通量が、もっと少ないとします。そうすると今の計算方法で、二つ

の岸壁で、別々にそれぞれが日常で運ばれている荷物のうち、これだけを運ぶのだというよ

うに計算すると、その事業は二つともＢ／Ｃが小さくなって要らないという結果になるかも

しれません。しかし、港全体としてとにかく耐震岸壁が１カ所ないと困るのかどうかという

ことをチェックすると、必要な港が出てくる可能性があるのです。 

  だから、今のこの計算に対して私は文句つけているのではなくて、これはこれでいいのです

が、マニュアルをもう少し見直していただかないとならない部分があるように思います。も

し貨物を運んでいる岸壁とフェリーの岸壁が２つあって、そして両方を別々に計算すると、

どっちもペイするところまでには乗らないが、よくよく考えてみたら、そのときにどちらか

の岸壁がきちんと使えるようになっていて、両方の目的でそこを使えるようにするというこ

とはものすごく重要かもしれないです。 

  だから、想定の置き方については、これからも研究していただきたいし、検討していただき

たいと思います。 

〇梶原副局長 よろしいですか。お聞きしていますと、要はサプライチェーンをどうするかとい

う観点から、計画論的にどうしたらいいかというようなお話に聞こえました。そういう問題

意識は必要だと思っていますので、それは今回の震災を踏まえてやっていきたいと思ってお

ります。 

○奥村委員 お願いします。 

○金沢委員 奥村先生のご意見、そのとおりだなと思うのですが、今回東日本大震災の岩手県沿

岸とか、太平洋岸の状況からいくと、やはり青森港から受けた恩恵は大きかったのです。奥

村先生がおっしゃるように、港対港の海上輸送というのもすごく大事なのですが、今般の震

災におきましては、青森港ないしは八戸港まで、日本海側を通って、たくさんの油とか物資

が輸送され、そして青森港あるいは八戸港からトラック輸送に切りかえて、東北自動車道を
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行けるところまで行って、それから沿岸部に運ばれてきたという、そういった港と道路のす

ごくよい連携プレーがあって、助けられたという部分がございます。 

  港対港だけの思考ではなく、もう一方では道路をいかに整備して、枝線も含めて整備してお

く。そうしますと、港との連携プレーで、一般の物資輸送、通常の物資輸送のみならず、緊

急時においても、その効果の発現は大きくなるであろうと思います。そこら辺の組み合わせ

での事後評価もあっていいのではないかと思います。おこなっておられると思いますが、や

はり港は港で評価というよりは、道路とも一体的に、その連携における事後評価もあってい

いのではないかと、雑感ではございますけが、そう思いました。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  奥村委員のご意見、金沢委員のご意見、私もすっかり理解したわけではありませんが、お二

人のご意見を事務局でそしゃくしていただいて、検討をお願いしたいと思います。 

  今回の案件では、委員が言われるように、このままでいいということでございますが、今後、

改善すべき点については、事務局のほうで委員よりご意見のポイントについて聞き取りをお

願いしたいと思います。 

  金沢委員の意見は、至極当たり前のことだと思いますが、やはり道路とドッキングさせるの

はなかなかシステム的に難しいという感じもいたします。そういう観点については、定性的

な記述でも構わないと思いますので、評価の中に含めておくことが必要なのかもしれません。

ご考慮いただきたいと思います。 

〇福元沿岸域管理官 金沢委員のおっしゃったことですが、ここに書き切れてはいないのですが、

当然岸壁だけではなくて、背後の道路も耐震化されている。そこは一体的に高速道路と港を

結ぶ形で対応はしていますので、そこをどう評価するかというのはあるのですが、一応対策

はしっかりととっているというのは、今のところ捉えています。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。はい、どうぞ。 

○大久保委員 質問ですが、港の横に、川の名前わからないですが、河口部がありますが、その

砂はどうなのですか。砂は港にたまるとか、そういう事態は余りないのですか。 

○伊藤青森港湾事務所長 ３ページに示されている図での川のことと思いますが、特に青森港で

のしゅんせつが必要になるまでといった砂の影響というのは、現在のところ聞いてございま

せん。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。 

  確認をしたいと思いますが、通常、港湾の施設というのは、Ｌ１で設計するわけですか。で、
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Ｌ２で設計するということ、どんなというか、今回の災害地震はＬ２以下だったのですか、

以上だったのですか。青森港の場合で結構ですが。 

〇津田港湾空港部長 青森港の場合はＬ１にもいっていない。 

○平山委員長 Ｌ１にもいっていない。 

〇津田港湾空港部長 いっていないと思います。今回の地震、沿岸部で見ていきますと、周期が

かなり違うので、少し評価の仕方が違うのだと思うのですが、Ｌ２に達しているということ

で考えていくと、例えば仙台港の沖側の地区とか、場所によってＬ２相当に出ている地震動

があるというところだと思います。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。青森は、北海道と非常に重要な交通路、本当に大

動脈で、それを確固としたものにしたいという事業で、それはそれで、強化されたルートが

できているということは、我々にとって安心のことでございます。また、輸送コストもそれ

によって削減されるとすれば、なおいいことでございます。 

  そういうことで、事後評価の原案としては、今後の事後評価及び改善措置の必要性はないと

考えるということでございますが、この原案でよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）

はい、ありがとうございます。 

 

４．報 告 

〔報告事項 再評価〕 

 ・湯田ダム ダム湖活用環境整備事業 

○平山委員長 それでは、審議の事項は以上でございまして、報告事項が１件ございます。本日

は、河川関係の事後評価の報告がございますので、説明していただきたいと思います。 

○川村河川調査官 河川調査官の川村でございます。資料の１３に基づきまして、報告事項の説

明をさせていただきます。 

  Ａ３横長のものを、開いていただきまして、１ページに、報告の根拠を説明する横長の表が

ございますが、報告根拠文のところで、ダム等の管理にかかるフォローアップ制度の対象と

なるダム事業で、この制度に基づいて手続が行われた場合は、事後評価の手続が行われたも

のとして位置づけるとございます。この制度ですが、対象となるのが、直轄と水資源機構が

管理するダムでございます。そして、この制度で手続と書いていますが、事業完了５年後の

フォローアップ調査結果を、つまり事後評価でございますが、学識経験者からなる委員会で

審議いただくということがございまして、重複した審議を避けるために、ここで行われたも
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のについては、事後評価の手続が行われたものと位置づけるとなっております。その表の一

番右にありますように、行われた場合は、本委員会にご報告するということになっておりま

すので、ご報告をいたします。 

  裏のページでございます。 

  今回対象となりましたのが、湯田ダムダム湖活用環境整備事業、これ岩手県の西和賀町にあ

る昭和３９年に完成したダムでございまして、環境整備によってダム湖の利用を促進しよう

という事業でございます。 

  （ｄ）欄のところにありますように、その事業の結果、親水性がよくなった、あるいは周遊

性がよくなったという声を利用者からいただいたり、利用に満足しているという声を多くの

方からいただいたりという結果が出ておりまして、（ｅ）欄、事後評価の視点のところ、①

にございますが、ダム湖のスポーツレクリエーション利用者が年間約、事業着手前の６万人

から８万人に増加をしております。その増加ですとか、利用者の満足度の向上の効果が発現

されているものと考えているところでございまして、（ｃ）欄の一番右のＢ／Ｃとしては、

３．８でございます。 

  一番右から２番目に、審議結果及び意見でございますが、先ほどのフォローアップの制度の

中で、この東北ダム管理フォローアップ委員会、ここでお諮りいたしまして、湯田ダム、本

事業は効果を発現している。改善措置の必要性はないと考えるというご意見をちょうだいし

ているところでございます。 

  したがって、右から３番目の（ｆ）欄の対応方針（案）といたしましては、事業当初の目的

に対し事業効果を発現している。また、さらなる事業評価及び改善措置の必要はないとさせ

ていただいているところでございます。以上でございます。 

○平山委員長 はい、ありがとうございます。 

  ただいまのご説明につきまして、何か質問ございませんか。よろしいでしょうか。はい、あ

りがとうございます。 

  それでは、以上が本日の私の担当するところでございますが、議事の取りまとめが残ってお

りますが、時間が必要でしょうか。 

〇司会 少しいただきたいと思います。 

○平山委員長 何分ぐらい。 

〇司会 ５分から１０分程度お願いします。 

○平山委員長 それでは、５分程度休憩をとりたいと思います。 
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  きょうは、次第の 後に、委員の退任についてという件がございますが、私の担当は議事録

の確認までで終わりですので、この時点で私からもお礼を申し上げたいと思います。本年度

は非常に多くの委員会を開催させていただきましたが、皆様のご協力により無事に全案件を

終了することができました。また、国のほうも復興で忙しい中、我々の要望に応えて、十分

な資料をつくっていただきまして、本当にありがとうございました。 

  今年度をもって、４名の委員の皆様が退任されますが、本当に長い間ご苦労さまでございま

した。私からもお礼を申し上げたいと思います。皆様の今後のご健勝とご活躍を心から祈念

いたします。 

本当にありがとうございました。 

     〔休 憩〕 

〇司会 それでは、質疑の結果をお手元に配付してございますが、港湾を今まとめてございます

ので、とりあえずまとまったところについて、私のほうから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 事後評価 審議結果 

  ①北上川下流特定構造物改築事業（月浜第一水門） 

  ②平根地区直轄地すべり対策事業 

  以上について、対応方針（原案）どおり、北上川下流特定構造物改築事業（月浜第一水門）

については、「今後復興状況を継続的に把握し、家屋等の状況について見通しがついた段階

で、改めて事後評価を実施する」は妥当である。平根地区直轄地すべり対策事業については、

「事後評価、改善措置の必要はない」は妥当である。 

  なお、以下の意見があった。 

  １）月浜第一水門については、見通しのついた段階で影響評価するのとあわせて、地盤沈下

の影響についても分析評価するのが望ましい。本地区、ここは平根地区でございますけれど

も、本地区での維持管理やモニタリングを確実に実施するとともに、本事業で得られた知見

やデータが将来の地すべり対策で有効に活用されるよう、県と連携した取り組みを続けるこ

と。 

 ・道路事業 事後評価 審議結果 

  ①一般国道６号相馬バイパス 

  ②一般国道１１３号赤湯バイパス 
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  ③一般国道１３号主寝坂道路 

  ④日本海沿岸東北自動車道 本荘～岩城 

  ⑤一般国道１３号湯沢横手道路 

  ⑥一般国道１３号大曲バイパス 

  ⑦一般国道７号琴丘能代道路 

  ⑧一般国道７号宮海拡幅 

  以上について、対応方針（原案）どおり、「事後評価、改善措置の必要はない」は妥当であ

る。 

  なお、以下の意見があった。 

  １）大幅な事業費の変更が生ずる場合には、速やかに事業評価監視委員会に図ること。 

  ２）ミッシングリンクなど今後の評価を考えると、冬期交通、救命救急、騒音等３便益以外

の効果についても研究して残しておくことが必要。 

  ３）峠道については、縦断図を提示して道路整備の効果を示すことが必要。 

  ４）路線全体の早期整備を求める意見があった。 

  ２枚目、港湾事業でございます。 

 ・港湾事業 事後評価 審議結果 

  ①青森港沖館地区複合一貫輸送ターミナル（耐震）改良事業 

  以上について、対応方針（原案）どおり、「事後評価、改善措置の必要はない」は妥当であ

る。 

  なお、以下の意見があった。 

  １）非常時の輸送需要や耐震強化岸壁の必要量については、現行の評価マニュアルで十分で

あるか、引き続き検討することが必要。 

 ２．委員会報告事項 事後評価報告 

 ・湯田ダム ダム湖活用環境整備事業 

  以上について、東北地方ダム管理フォローアップ委員会による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 はい、ありがとうございます。 

  本日の審議結果、まとめて発表いただきましたが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）はい、ありがとうございます。 
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○大久保委員 ちょっといいですか。 

○平山委員長 はい。 

○大久保委員 平根地区ですが、奥村先生のご意見は、個別のことを言っているわけではなかっ

たと思います。というのは、山形県はもっともっとひどい地すべり地帯はいっぱいあるし、

土砂崩れも山地崩壊もあると。そうすると、この事業だけの話以外に、もっと大きい話はい

っぱいあるわけで、つまり奥村先生が言われたのは、現象解明がまだ明確になっていないよ

うな、そういうものについては、データを生かすような、そういうシステムが必要なのでは

ないかという、そういうお話だったと思います。 

  だから、この地区に限って書くというのは、私は少し違和感があるのですが。「本地区か

ら」例えば「実施するとともに」まで削除して、「現象解明が完全でない事業を何とか」と

か、もう少し上のレベルの話ではないかという感じが少ししたのですが、どうですか、奥村

先生。 

○奥村委員 そうですね、そう言われると、そういう気もしますけど……。附帯して言ったのは

あの事業なので、別に何もなくて、本地区でのというところから始まっているのは、少し奇

異感はあるのですが。どうすればいいか。 

○大久保委員 例えば「本」までを切って、「事業で得られた知見やデータが」という……。 

○奥村委員 ああ、そうですね。 

○大久保委員 というようにすれば、つまりこの事業に特に特定する理由が、ほかにも山形県で

いっぱい起こっているのに、ここだけというのも何か少し違和感が……。 

○奥村委員 そうですね。「ともに」というところまで要らないかもしれないです。 

○平山委員長 あの、「ともに」のところは要るのではないか……。そこがまず一つ、本事業か

ら発展していく礎みたいなものですから、「本地区で維持管理やモニタリングを確実に実施

するとともに」は残しておきましょう。つづいて……。 

○大久保委員 「これらの事業」にしますか。 

○平山委員長 一般的な事業に。特に本事業だけでなくて、「得られた知見やデータが将来の地

すべり対策で有効に活用されるよう県と連携した取り組みを続けること」というのは一般的

な事業ということで、どうすればいいのか……。 

○徳山局長 よろしければ、「本地区で」という段落は、本地区のことを書いていると解して、

次の「本事業で」を削除して……。 

○平山委員長 「本事業で」までを削除します。 
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○徳山局長 そこからは一般論だという理解で、例えば砂防……。 

○平山委員長 「砂防事業」でとか。 

○徳山局長 「砂防事業全般等に得られた知見……が将来の」、そこからを一般的な……。 

○平山委員長 よろしいですか、それで。 

○徳山局長 のような整理でいかがでしょうか。 

○平山委員長 では、 初の１行目は大部分残して、「本事業で得られた」ところを「砂防事

業」……。（「地すべり」の声あり）。 

〇司会 砂防事業となると、また違う事業になるので……。 

○平山委員長 それでは、「地すべり事業で得られた知見やデータ」云々ということにしましょ

うか。 

〇司会 はい、わかりました。 

○平山委員長 以上を修正したいと思いますが、よろしいですか。（「はい」の声あり）はい、

ありがとうございます。 

  そのほか何かございませんでしょうか。 

  なければ、これを本日のまとめとしたいと思います。ありがとうございます。 

  それでは、私の担当の分は以上でございますので、マイクを事務局にお返しいたします。 

 

５．委員の退任について 

〇司会 時間が超過してございますが、本日は今年度 後の委員会でございます。次第に委員の

退任についてということで、この分に入らせていただきたいと思います。 

  本日ご出席をいただいている委員の方のうち、今年度をもちまして、６年の委員の任期を満

了される方が４名おられます。ご退任となる委員は、井上委員、金沢委員、林山委員、堀井

委員でございます。 

  東北地方整備局徳山局長より退任される委員の皆様方へ御礼を申し上げますので、よろしく

お願い申し上げます。 

○徳山局長 時間が大分超過しておりますが、６年の御礼をぜひ申し上げさせていただきたいと

思いますので、お許しを賜りたいと思います。 

  ただいま事務局からお話にありました４人の委員の皆様方には、６年間当委員会においてご

指導いただきまして、大変ありがとうございました。 

  個別には、井上委員には、環境の専門家というお立場で大変ご指導いただきまして、ありが
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とうございました。実はこの委員会以外でも、秋田県内で河川事業等で私ども大変お世話に

なっております。引き続き私どもの事業についてご指導をお願いしたいと思います。ありが

とうございました。 

  金沢委員におかれましては、地域づくりのお立場あるいはＮＰＯのご経験をもとに、大変有

意義なご意見をいただきました。特に東日本大震災でご自身の職場も被災されるという中で、

大変な状況だったと思いますが、私どもにお力をおかしいただき、また、特にその経験を通

じて、道路事業等についていろいろなご意見を賜りました。引き続き、復興事業、私ども現

地で進めております。いろいろな機会でご助言をいただければありがたく存じます。大変あ

りがとうございました。 

  それから、林山委員におかれましては、まさに公共事業評価の専門家というプロのお立場か

ら、非常に高い見地のご意見をいつも賜りました。実は、現在本省に設置しております公共

事業評価手法研究委員会でも委員になっていただいております。今後、そういう評価全般に

ついて、高い見地からご指導いただくとともに、機会がありましたら、またぜひ東北につい

てもご指導賜りたいと思います。ありがとうございました。 

  堀井委員におかれましては、交通工学と道路工学のご専門ということで、大変に具体的なご

指導をいただきました。また、福島にご在住ということもございまして、地元の関係でもご

指導いただきました。特に道路は案件が多くございまして、道路ワーキングの選定委員とい

うことでは、特にご負担をおかけしたのではないかと思います。福島復興にも私ども引き続

き取り組んでいきたいと思っております。引き続きご指導賜ればありがたく存じます。あり

がとうございました。 

  以上、甚だ簡単ではございますが、６年間のご指導について御礼を申し上げますとともに、

引き続き変わらぬご助言、ご指導をいただきたいということで、御礼のごあいさつとさせて

いただきます。誠にありがとうございました。 

〇司会 せっかくの機会でございますので、ここで退任される委員の皆様方からもご挨拶をいた

だきたいと存じます。 

  井上委員からお願いいたします。 

○井上委員 長い間お世話になりました。 

  実は、この委員ですが、秋田県内に三つの昔の事務所があったわけですが、今は河川国道事

務所になっていますが、そこの一つの事務所の所長が来られて、「年に１回しかないので頼

む」と言われて、「いいよ」みたいにやったのです。そうしたら、何かその３年前からです
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か、脱ダム宣言だとか、５年だったのが３年になって、大分委員会が増えて、後でその方に

お会いしたときに「嘘言った」と言いたいぐらいなのですが、でも本当にある意味では、こ

の国土交通省とおつき合いして、本当にここの仕事は大変だというように思っている次第で

す。協力できるところはご協力いたします。本当にこれからも頑張っていただきたいと思い

ます。 

〇司会 ありがとうございました。 

  では、金沢委員、お願いします。 

○金沢委員 金沢でございます。 

  長々６年間もお世話になりました。学問的知見は何もございませんが、一般住民の立場で素

直に物を言い過ぎたかなと思っております。 

  私もこの６年の間に、皆さんにいろいろご指導いただき、非常によい勉強もさせていただい

たことに感謝申し上げます。とりわけ、あの東日本大震災以来、被災地の住民の立場で感じ

ることがあります。本当に復興の槌音高く、３０年は無理であると思っていた、沿岸を走り

ます三陸縦貫道が、１０年以内に日の目を見るという非常に予想外のことが、明るい光をも

たらして、被災地を元気づけ、モチベーションをいただいていると思っております。以後、

私も住民の一人として、本当に道づくりの進展を眺めつつ、応援させていただきたいと思っ

ております。本当にありがとうございました。 

〇司会 ありがとうございました。 

  では、林山委員、お願いいたします。 

○林山委員 林山でございます。 

  本当に６年だったかなと。もう少し長かったような気もしないこともないのですが、微力な

がらちょっとお手伝いができたかなと思います。 

  幹部職員の方々以外で、私の一言で徹夜の日がふえた方も、かなり多方面にご迷惑をおかけ

したと思いますが、これからは労働時間も少しは短くなるということになるかと思います。

また、この場には、もう来ることはないのかもしれませんが、いろいろな場でまたお会いす

ることがあるかもしれませんので、そのときはよろしくお願いします。 

〇司会 ありがとうございました。 

  では、堀井委員、お願いいたします。 

○堀井委員 ６年間ですね、この委員会に参加させていただきまして、多くの現場を見させてい

ただきました。非常に勉強になりました。その現場調査ですか、そこでもいろいろな楽しい
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経験もさせていただきまして、本当にありがとうございます。この委員会を通じて、いろい

ろな情報も提供いただきましたので、それについても深く感謝申し上げます。 

  先ほど年１回が年何回とかって話がありましたが、公共事業というタイムスパンの長い事業

に対して、こんなに頻繁に評価しなくてはならないのかというのを疑問に思いまして、そう

いうことがぜひ改善されることを願って、 後のあいさつとさせていただきます。どうもお

世話になりました。（「どうもありがとうございました」の声あり）（拍手） 

〇司会 どうもありがとうございました。 

  ４人の委員の皆様方、本当に長い間ありがとうございました。 

 

６．閉 会 

〇司会 それでは、これをもちまして、平成２４年度第６回の東北地方整備局事業評価監視委員

会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 


