
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２５年５月２９日（水曜日） 

     １０：００～：１１：４５ 

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 ご案内の時刻となりましたので、ただいまから平成２５年度第１回東北地方整備局事業

評価監視委員会を開催いたします。 

  本日は、大変お忙しい中ご出席を賜りましてありがとうございます。 

  司会を務めます東北地方整備局地方事業評価管理官佐藤でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  本日の資料を皆様のお手元にお配りしております。資料一覧でご確認をいただきまして、不

足などがございましたらお申しつけください。 

  それでは、本日は今年度第１回目の委員会でございますので、委員の皆様を私のほうからご

紹介いたします。 

  まずは、昨年度より継続されている委員の方々をご紹介いたします。 

  山形大学農学部教授大久保委員でございます。（「大久保です。よろしくお願いしま

す。」） 

  東北大学災害科学国際研究所教授奥村委員でございます。（「奥村です。よろしくお願いし

ます」） 

  公益社団法人青森県観光連盟専務理事九戸委員でございます。（「九戸です。どうぞよろし

くお願いいたします」） 

  成田公認会計士事務所代表公認会計士成田委員でございます。（「成田でございます。よろ

しくお願いいたします」） 

  元岩手大学学長平山委員でございます。（「平山でございます」） 

  仙台商工会議所専務理事間庭委員でございます。（「間庭でございます。よろしくお願いし

ます」） 

  続きまして、今年度から新たに委員をお受けいただきました委員の皆様をご紹介いたします。 

  東北学院大学工学部教授遠藤委員でございます。（「遠藤でございます。よろしくお願いし

ます」） 

  株式会社テイケイマネージメント取締役北林委員でございます。（「北林でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします」） 

  福島大学共生システム理工学類教授黒沢委員でございます。（「黒沢です。どうぞよろしく

お願いします」） 

  秋田大学工学資源学部准教授浜岡委員でございます。（「浜岡です。よろしくお願いしま
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す」） 

  本日欠席されていますが、東北大学大学院情報科学研究科教授河野委員にも、今年度から委

員をお受けいただいております。 

  続きまして、東北地方整備局の幹部職員を紹介いたします。 

  徳山局長でございます。（「徳山です。お世話になっております」） 

  岩﨑副局長でございます。（「岩﨑です。よろしくお願いいたします」） 

  横田総務部長でございます。（「横田でございます。よろしくお願いいたします」） 

  森企画部長でございます。（「森でございます。よろしくお願いいたします。」） 

  白石建政部長でございます。（「白石でございます。よろしくお願いします」） 

  工藤河川部長でございます。（「工藤でございます。よろしくお願いします」） 

  仲江営繕部長でございます。（「仲江でございます。よろしくお願いします」） 

  森用地部長でございます。（「森でございます。よろしくお願いします」） 

  なお、梶原副局長、川瀧道路部長、諸星港湾空港部長は所用のため欠席でございます。 

  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、徳山局長から挨拶を申し上げます。 

○徳山局長 おはようございます。整備局長の徳山でございます。 

  本日は、この２５年度の第１回目の東北地方整備局事業評価監視委員会を開催いたしました

ところ、ご多忙のところ委員の先生方にはご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  また、今年度から５人の委員の先生方、特に今日は４名の先生方においでをいただいており

ますけれども、新たに委嘱をさせていただきましてお世話になることになります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  新しい委員の先生方も、ほとんど私、面識のあるといいますか、既に今までもいろいろなと

ころでご指導いただいている方ばかりでございまして、非常に我々の分野についてもご造詣

の深い方と承知をしております。心強く思っております。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

  東日本大震災から２年２カ月になりまして、報道なんかを見ておりますと遅れているところ

を中心に報道されますものですから、東京の方から見ると全然進んでないという感じがする

ことが多いかもしれませんが、まずは復旧と復興を分けますと復旧関係は順調に進んできて
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おると思います。復興の中でも基幹的な事業、特に私どもが直轄でやっておりますような道

路とか海岸堤防とか港湾などの復興はかなりのスピードで進んできていると思います。 

  昨年度末までに完成させますと宣言をしておりましたものについては、全て３月までに開通

をいたしました。３月に、私どもの誰かが出席した竣工式だけで２１回、３月一月でござい

まして、４月はゼロでございますから、そこまで順調にきております。人手不足、資機材の

不足という問題はずっと継続をしておりまして、いろいろな手を打ちながら発注者、受注者、

全ての関係者が工夫をしながら何とか乗り越えてきておるというのが実情でございます。 

  そんな中で、やはり実感が持てないとよく言われますのは住宅関係、まだ仮設住宅に入って

おられる方の住まいが確定できないというのが 大の理由だと思います。阪神淡路の地震と

違いまして、その場所に家を再建できないというのが今回のやはり一番致命的なところでご

ざいまして、高台移転、その高台に移転する合意形成にまず市町村長さん大変ご苦労されて

いますし、合意ができた後は用地買収でございます。さらに高台の土地所有者の中には行方

不明の方の名義のものなども含まれております。そういった面で、今までの災害にない苦心

があるということは、東京の方、全国の方にも理解いただいて、長丁場になる部分もお支え

を引き続きいただきたいなと思っております。 

  また、福島の問題は、全く別の課題を抱えております。ただ、徐々にこれも進んできており

まして、例えば今週末は福島市内で六魂祭が行われます。国道４号を使って１キロ区間を通

行止めにして行いますけれども、その区間の除染についても順調に進んでおりまして、安心

してお祭りを楽しんでいただけるのではないかということで、私どものほうで公表などもし

ておることでございます。 

  少し状況について長くなりましたけれども、本日は第１回目の委員会ということで委員長の

選出初め所定の手続をまずお願いした上で、ダムの検証についてのご説明を申し上げたいと

思います。これは、通常の事業評価とは別のプロセスの中で、この委員会にもお諮りをして

ご意見をいただくということでございますけれども、きょうはその全体の検証の流れなど基

礎的なところをご説明申し上げまして、次回の第２回で本格的なご議論をいただくと、こう

いうことでございます。 

  後に、実は昨日全国の委員長懇談会という、平山先生にご出席もいただきましたが、全国

のブロックの事業評価監視委員会の委員長さんにお集まりいただいて、東京で会議をしてお

ります。今回の東日本大震災というようなものも契機にして、事業評価のあり方というもの

を本当に今のやり方がいいのかどうか、いろいろな課題が浮き彫りになったところでござい
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まして、そのあたりについても限られた時間ではありますけれども、今の認識を共有させて

いただければありがたいと思っております。 

  盛りだくさんでございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、審議に先立ちまして報道機関の方にお願いを申し上げます。 

  これ以降の写真、テレビカメラの撮影はご遠慮願います。 

 

３．役員選出 

○司会 それでは、次第内容の３として、委員会規則に基づきまして委員長の選出について事務

局から説明をお願いします。 

○事務局 委員会規則に基づきまして役員選出についてご説明させていただきます。 

  資料１の事業評価監視委員会の運営についてをごらんください。 

  この資料は、事業評価監視委員会規則、運営要領、事業評価監視委員会公開方法、一般傍聴

規程、事業評価監視委員会の運営、これらをまとめて綴ってあります。 

  それでは、１ページ目の東北地方整備局事業評価監視委員会規則をごらんください。 

  第１条では、事業評価監視委員会に関する趣旨が規定されており、第２条では委員会の行う

事務について規定されております。 

  ２ページ目をごらんください。 

  第３条において委員会の委員及び組織について規定しております。その中の第７項に、委員

会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定めると規定されております。また、第３条第

９項には、委員長代理を委員長があらかじめ指名すると規定されております。 

  以上でございます。 

○司会 説明にありましたとおり、規則第３条第７項により委員長の選出を行います。 

  委員の方から、どなたかご推薦などございますでしょうか。どうぞ。 

○九戸委員 安定した運営でお任せしていて安心できるので、ぜひ平山委員に続けてお願いでき

ればと思います。お忙しいかと思いますが、よろしくお願いします。 

○司会 ありがとうございます。 

  ただいま九戸委員より、平山委員の委員長推薦のご発言がございましたが、いかがでござい

ますでしょうか。（「賛成」） 

  皆様異議なしということでございますので、平山委員に委員長をお願いしたいと思います。 

  平山委員、お席の移動をお願いいたします。 
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○平山委員長 決して安定した運営をやっているとは思っておりませんが、とにかく一生懸命務

めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  今回、５名の新たな皆さんが加わって、大変フレッシュな感じになりました。それぞれの分

野、それぞれの地域を代表して忌憚のないご意見をいただきたいと思います。扱っている事

業が建設関係ということで、専門用語とか独特の言い回しとかありまして、この業界の風習

みたいなのもありますし、なかなか理解ができないというところもあろうかと思いますが、

遠慮なくご質問をしていただいて十分わかった上で適切な判断をお願いをしたいと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

○司会 それでは、これからの進行は平山委員長にお願いいたします。 

○平山委員長 それでは、委員会規則の第３条第９項に委員長の代理をあらかじめ委員長が指名

しておくということになっておりますが、昨年度に引き続きまして大久保委員にお願いをし

たいと思います。大久保委員、よろしいでしょうか。（大久保委員「はい」） 

  それではお引き受けいただきましたので、委員長代理は大久保委員ということにさせていた

だきます。それでは席の移動をお願いします。 

 

４．委員会運営について 

○平山委員長 この事業評価監視委員会の運びでございますが、あらかじめこれまでのいろいろ

な経験を踏まえて規則化をしているところでございます。これまでのやり方としましては、

審議事業をがっちり議論するものと順調に進んでいるという認識のもと軽く議論するものの

２つに分けておりますので、それを分ける委員を決める作業がございます。事業の選定を担

当する委員の決め方について、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○事務局 事業評価監視委員会の審議事業選定委員の選出についてご説明させていただきます。 

  資料１の８ページ目、東北地方整備局事業評価監視委員会の運営についてをごらんください。 

  事業評価監視委員会の重点的かつ効率的な会議運営に資するため、東北地方整備局事業評価

監視委員会運営要領の４(3)に基づき、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものでござい

ます。 

  資料１の 後のページ、９ページ目でございますけれども、事業評価監視委員会の運営につ

いての参考資料、こちらをごらんください。 

  １ページ前の８ページ目に記載されている事項をわかりやすくまとめたのが、この参考資料

でございます。 
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  まず初めに、審議事業選定委員設置の目的です。 

  事業評価監視委員会の効率的な会議運営等を行うことを目的に、１回当たりの審議件数の多

い事業について、審議事業を重点または要点に選別する審議事業選定委員を平成１９年度か

ら選任しております。 

  次に、審議の進め方です。 

  審議事業選定委員には、事業評価監視委員会に先立ち、審議対象事業を重点審議事業と要点

審議事業に選別していただきます。その選別結果を受けて、事業評価監視委員会では重点審

議事業に時間をかけてご審議いただくことになります。 

  後に審議事業選定委員の設置についてです。 

  審議事業選定委員は、委員長の指名により選任されます事業分野に精通した委員と、委員の

互選により選任されます分野を問わない委員で構成されます。事業分野に精通した委員の任

期は２年、分野を問わない委員の任期は１年となっております。どちらの委員も２４年度末

で期限切れとなっております。 

  なお、事業ごとの選定委員以外の委員につきましては、希望により審議事業選定ワーキング

グループに出席可能となっております。 

  審議事業選定委員は、河川事業、道路事業、港湾事業の３事業について選任する必要がござ

いますので、本日の委員会において委員の選任をいただきますようお願い申し上げます。 

  説明は以上でございます。 

○平山委員長 進め方、ご理解いただけましたでしょうか。 

  重点事業と要点事業に分けると。専門の先生方は、私のほうからご指名をして、それぞれの

事業を選定する作業のメンバーになっていただく。そのほかに分野を問わないで、どなたで

も委員になっていただくという、２つの委員がございます。その事業の分野は河川、道路、

港湾と３つの分野について委員の選任を行うということでございますが、よろしいでしょう

か。 

  それでは、従来と同じやり方で進めさせていただきたいと思います。 

  審議事業の選定委員のうち、事業分野に精通した委員の選任は、先ほどお話ありましたよう

に私の指名ということになっておりますので、指名させていただきます。 

  河川事業の事業分野の委員は、山形大学の大久保委員にお願いをしたいと思います。よろし

いでしょうか。 

  それと、道路事業の事業分野委員は、東北学院大学の遠藤委員にお願いをしたいと思います。
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よろしくお願いします。 

  それから港湾事業の事業分野委員は、東北大学の奥村委員にお願いをいたします。よろしい

でしょうか。ありがとうございます。 

  それでは、専門分野の委員は決まりましたので、分野を問わない委員の選任について、委員

の互選ということになっておりますが、特にご推薦とかございませんでしょうか。 

  なければ、事務局のほうでご意向を聞いておりますので、それを提案の形で私のほうから推

薦をさせていただきたいと思います。 

  河川事業につきましては黒沢委員、それと本日欠席されております河野委員。それから道路

事業につきましては九戸委員、北林委員、浜岡委員。それと港湾事業につきましては間庭委

員にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。お引き受けいただけますでしょうか。

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

    それで、この事業選定のときのワーキンググループの集まりは、どの分野でもどなたで

も出席できるようになっておりますので、今回選定の対象にならなかった先生方も、ぜひ都

合がつく限りご出席をいただければ幸いでございます。よろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、特にご意見がなければ、今回選任されました委員の皆様にはそれぞれの河川、港

湾、道路という事業の分野ごとによろしく選別の任に当たっていただきたいと思います。そ

の集まりをワーキンググループと称しておりますが、もう一度確認をさせていただきますと、

河川のワーキンググループは大久保委員、黒沢委員、河野委員。道路のワーキンググループ

は遠藤委員、九戸委員、北林委員、浜岡委員。それと港湾のワーキンググループは奥村委員、

間庭委員となりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  運営の体制は整いましたので、次回以降に向けて早速、出席の機会がございますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 

５．ダム事業の検証に係る検討について 

○平山委員長 それでは、次第に沿いまして次第の５番でございますが、ダム事業の検証に係る

検討についてをやらせていただきます。 

  継続の委員の方は昨年秋田の成瀬ダムの検証に係る検討を経験されておりますが、新しい委

員の皆様には、聞きなれない言葉かと思います。皆さんご存じのように八ッ場ダムの問題が

ございまして、前原元大臣の発言がございまして、ダム事業は特に再検討を行うものとされ、

一時ストップして本委員会で進めるかどうかの可否を検証することになっております。これ
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は通常の３年ごとに行われています再評価とか、あるいは事業が終わった後の事後評価とは

ちょっと別の範疇に入っていまして、整備局の中でももう２つダム検証が残っておりまして、

それを次回に実施したいということで、今日はその準備段階ということでございます。 

  手続は余り複雑ではないのですが、非常に盛りだくさんなものですから、どういうことをこ

の委員会でやるのか、どういう作業が今進んでいるのか、そのあたりについて事務局のほう

からご説明をいただきたいと思います。 

  それではよろしくお願いいたします。 

○川村河川調査官 河川部河川調査官の川村でございます。資料２を使いまして説明させていた

だきます。 

  本日、ダム事業の検証に係る検討についてということで、今、委員長からもいただいた話も

含め、３点、基礎的なことをご説明したいと思っております。 

  １点目が、ダム検証を行うことになった経緯、どういうことをやるのかということでござい

ます。２点目が、先ほど来通常とプロセスが異なるというお話が出ておりますが、ダム検証

の進め方と、ここの下にもあります２つの事業の今の状況、進捗状況、３点目が対象になる

２つの事業の目的など基本的なこと、以上３点をご説明したいと思っております。 

  まず１点目、１ページをお願いいたします。 

  ダム事業の検証に係る経緯についてということで１枚ございます。 

  これを見ていただくと、大きく平成２１年１０月から１２月にかけてと、それ以降２２年９

月ごろの動きと２つございまして、平成２１年のほうで見ていただきますと、１０月に国土

交通大臣から、国及び水資源機構が実施しているダムは新たな段階に入らないという表明が

ございまして、その後１２月に、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議というものを

本省で発足して、できるだけダムに頼らない治水への政策転換を進めるという趣旨で審議を

進めていたところでございます。 

  先ほど新たな段階に入らないと申し上げましたけれども、右の上の新たな段階に入らない概

略イメージ図がございますが、ダムを５つのフェーズに分類しておりまして、調査・地元説

明段階、用地買収、それから生活再建工事が進んで、転流工というのは川の流れを一時的に

つけかえる工事をして、それで本体工事をすると、おおまかにこういう流れになっておりま

す。その５つの段階、前の段階、例えば昨年度ご審議をお願いした成瀬であれば転流工から

本体工事には入らないと。今回、審議をお願いする鳥海ダム、あるいは鳴瀬川総合開発につ

きましては、調査・地元説明の段階でございますので、その次の用地買収の中に入らないと
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いうことを表明されたところでございます。 

  １２月に、今申し上げた３事業が検証対象ダムということで区分をされたというのが２１年

の動きでございます。 

  ２２年９月に、先ほど申し上げました有識者会議が中間とりまとめというものを出しており

ます。そこでは、今後の治水対策について検討を行う際に必要となる、個別ダム検証の進め

方とありますが、できるだけダムに頼らない治水対策に転換を図るための検証の進め方とい

うことでまとめております。 

  翌９月２８日に国土交通大臣から、先ほど来申し上げた３事業について検証に係る検討を進

めるよう指示があって、以降、私どものほうで検討を進めているということでございます。 

  ３つ挙げておりますうちの成瀬ダム建設事業につきましては、昨年度本委員会でご審議をい

ただきまして、そこに１月２５日ダム検証終了と書いていますが、国土交通大臣の対応方針

が示されて検証が終了したということでございます。 

  その他２つの事業について、これからご審議をお願いするということでございます。 

  ２ページ目、３ページ目をお願いいたします。 

  このダム事業検証の進め方と、今の２つの事業の状況についてご説明いたします。 

  まず２ページですけれども、通常お諮りしている事業再評価と異なるプロセスということで

ございますが、大きな流れとしましてはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと左肩に打っておりますが、整

備局のほうでダム事業の検証に係る検討をして素案というのをつくります。対応方針（原

案）というものにまとめていって、対応方針（案）とした段階で大臣に報告をするというこ

とをやります。 

  特徴が、まず２つございまして、Ａ欄を見ていただきますと、検討主体というのは東北地方

整備局長になりますが、県知事、あと関係の市町村長さんが入っていただいた検討の場とい

うのを設けて、そこで検討を進めているというのが１つ大きな特徴としてございます。 

  もう１つは、ア、イ、ウ、エと右のほうに書いておりますが、素案の作成に至るまでにも利

水参画者の意見を伺ったり、あるいはパブリックコメントをしたりという手続をいたします

し、素案の作成後、ウ、エのところですが、関係住民の方々や学識経験を有する方、それか

ら関係地方公共団体の長、関係利水者と、さまざまな方々からさまざまな形でご意見をちょ

うだいしながら、対応方針（原案）というのをつくっていくと。この２つが大きく通常の事

業評価と異なるプロセスとご理解いただければと思います。 

  Ｃのところにありますように、対応方針（原案）というものを私どもでつくって本委員会で
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ご審議をいただきまして、ご意見をちょうだいして対応方針（案）を作成の上、大臣に報告

するという流れになっております。 

  ピンクの破線から下が、本省がそれを受けて、さらに先ほどの有識者会議の意見を聞いた上

で国土交通大臣が対応方針を決定すると、こういう流れ、こういうプロセスになっていると

ころでございます。 

  ３ページに、今後お諮りする鳴瀬川総合開発事業と鳥海ダム建設事業の状況を簡単に書かせ

ていただいております。 

  まず、鳴瀬川総合開発事業でございますが、先ほどご紹介した検討の場を４回実施しており

まして、素案を作成しております。Ｂまで終わっているということでございます。検討の場

のメンバーはそこに書いてあるとおりでございまして、１つの特徴といたしましては、後で

またご紹介いたしますが、筒砂子ダム建設事業という宮城県知事が検討主体となっているダ

ム事業と非常に密接に関連しておりますものですから、２つの事業を一体的に検討するとい

うことをしてございます。合同で検討するということをしております。 

  それから２つ目の○ですが、現段階ということでは、2ページのフロー図で申し上げますと

ウの段階、その素案を受けて関係住民の方々や学識経験を有する方々から意見をちょうだい

している段階に今ございます。関係住民の方々からは直接ご説明して意見を伺う場を、鳴瀬

川総合開発については３回開催予定でございまして、そのほかインターネット、ホームペー

ジ、さまざまな手段でご意見をちょうだいしていると。それから学識経験を有する方につき

ましては、河川工学ですとか水環境、いろいろな専門分野の方々からご意見をちょうだいす

るということにしているところでございます。その後、矢印の下ですが関係地方公共団体の

長、関係利水者から意見を聞いていくということにしております。 

  鳥海ダム建設事業につきましては、これまで検討の場を３回実施しておりまして、素案の作

成中でございます。２ページのフロー図でいきますとＢのところでございます。矢印から下

になりますが、素案の作成後、素案に対して意見を関係住民の方々あるいは学識経験を有す

る方々から聞いていくということにしておりまして、さらに関係地方公共団体の長、関係利

水者から意見をちょうだいします。 

  次回委員会までにこれらのプロセスを終わらせた上で、２ページのフロー図でいえばＣでご

ざいますね、対応方針（原案）を作成いたしまして本委員会でご審議をお願いするというこ

とを考えているところでございます。 

  次に、この２事業と先ほど触れました筒砂子ダム建設事業の目的あるいは位置関係、諸元と
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いった非常に基本的なことだけでございますが、ご紹介したいと思います。 

  ４ページ、５ページ目が、まず鳴瀬川総合開発事業でございます。事業の目的としては４つ

ございます。４ページの左下側に①から④までございますが、洪水調節、これはダムで洪水

を一時的にためて下流の洪水の量を減らすという機能です。それから２つ目の流水の正常な

機能の維持、これは少しわかりにくいかと思いますが、渇水時にダムから水を補給して既得

の水利用を確保したり、川の水質や生態などを守っていくといったことをするものでござい

ます。そのほか３、４として、これは新規利水といわれるものですがかんがい用水の確保と

水道用水の確保、これを行うものでございます。 

  ５ページの位置図をごらんいただけますでしょうか。まず鳴瀬川総合開発事業、図の左上の

ほうになりますが、鳴瀬川水系の上流、田川ダムと洪水導水路と赤字の枠で囲ってあるもの、

これが鳴瀬川総合開発事業のメニューになっております。ここにダムをつくって、水源は加

美町ですが、加美町から大崎市、下流美里町、東松島市へと流れていく鳴瀬川の洪水防御を

する。その洪水防御区域が茶色の枠で囲って表示させていただいています。かんがい用水に

ついては緑で塗っているところ、面積では４，３３０ヘクタール、このかんがい用水を供給

いたします。それから水道用水につきましては赤のハッチのところでございますが、加美町、

旧宮崎町の日量 大１，０００立方メートルの水道用水を安定確保するというものでござい

ます。 

  ４ページに戻っていただきまして、田川ダム諸元とありますが、先ほど５ページの図の位置

のところに高さ８５メートル総貯水容量で１，４５０万立方メートルのダムを建設するとい

うのが今回お諮りする事業になっております。 

  次、６ページ、７ページをお願いいたします。 

  筒砂子ダム建設事業でございます。県の事業でございます。 

  この事業の目的は３つございまして、６ページの左下に書いていますように洪水調節と流水

の正常な機能維持と、新規利水としてはかんがい用水、７ページの図にありますように、緑

で示しています約１，９００ヘクタールの農地に対してかんがい用水を供給するというダム

でございます。 

  ７ページの位置図で見ていただきますと、この図に田川ダムの位置を表示しておらず申しわ

けありませんが、田川ダムが二ツ石ダムの少し下側にございますが、そのまた下、筒砂子ダ

ムはその下にございます。非常に近いところにございまして、密接に関連するということで

ございます。 
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  後８ページ、９ページをお願いいたします。 

  鳥海ダムでございます。 

  事業の目的としては３つございまして、洪水調節と流水の正常な機能の維持、それから左下

にございますような水道用水、新規利水として由利本荘市に対して１日 大２万９，３９０

立方メートルの水道用水の供給を可能にするというものでございます。 

  ９ページ、位置図ございますが、これは秋田県の南のほうにございます子吉川の上流部、鳥

海山の近くでございますが、ここにダムをつくって下流の洪水防御区域、茶色で表示してい

るところ、あるいは水道用水供給区域、流域がほぼ全体由利本荘市でございまして、これだ

けの地域の水道用水を供給するという事業になっております。 

  先ほどもご説明しましたように、さまざまな主体から今後意見を伺って、それを反映させた

形で対応方針（原案）を作成して、本委員会でご説明してご意見を伺っていきたいと思いま

す。また、審議に先立ちましては、少しお時間をちょうだいして、しっかりと事前説明もさ

せていただきたいと思っておりますので、どうぞ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。 

  概略の説明をいただきましたけれども、いろいろご質問あろうかと思います。それをいただ

きたいと思いますが、まず、１ページ目はこれまでの経緯ですから、ちょっと飛ばしまして

２ページ目、３ページ目、ダム事業検証の進め方というところ、このあたりについて、何か

ご質問ございませんでしょうか。いろいろな方が議論し合って素案というのをつくって、そ

れにさらにいろいろな方のご意見を加えて対応方針（原案）というのをつくる。原案がこの

委員会にかかって、この委員会が原案の中身についてゴーだということになれば、対応方針

（案）ということで局長を通じて本省に上がっていくという手続なのでございますが、随分

いろいろな方がもう既にかかわって練り上げた中身になっていると思うのですが、この委員

会で果たして何をやればいいのかというあたりを、もう少し具体的にお示しいただけません

でしょうか。 

○川村河川調査官 私どもとしては、本委員会、第三者の意見を伺う場というふうに承知してお

ります。そこで、私どもからご説明して、今回の検証でどういう考え方でこういう結論に至

ったということをご説明したいと思いますので、それに対して、それが適切かどうか、ある

いはさらに改善すべきところがあるかということをご意見ちょうだいできればと思っており

ます。 

○平山委員長 委員の皆様、いかがでしょうか。何かございませんか。 
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  利水参画者等という、その利水参画者というのはどういう方々でしょうか。 

○川村河川調査官 利水参画者でございますけれども、鳴瀬川総合開発事業で見ていただきます

と、４ページですが、かんがい用水と水道用水の確保でございます。それぞれの事業者にな

ります。かんがい用水でございましたら東北農政局でございますし、水道用水でしたら加美

町となります。それから、鳥海ダム事業であれば８ページにあります由利本荘市が水道事業

者でございますので、この多目的ダムに利水のために参画していただいている方々に対して、

今後の水需要がどうなのかということ、また、意見を伺っているということでございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  委員の皆さん、いかがでしょうか。大久保委員、何かありませんか。 

○大久保委員 大正１４年ぐらいでしたか、河川の総合開発計画の切っ掛けとなる思想が登場す

る。そして昭和１２年に河水統制計画が始まる。多目的ダムというのは、ダムとはいいなが

らも総合開発計画というところが重要なわけで、治水だけというとらえ方は、やはり逆行し

ている面があるのではないかと思います。利水関係者が入っているというのも、そういうと

ころだろうと思うのですね。 

  利水は表流水の利用である限り、これは渇水を増強しようとすれば水をためるしか手がない。

そういうものと一緒に河川の総合開発計画を進めようというところが、やはり不足すると、

あたかもダムだけの議論がなされているというような印象を与えますけれども、私は河川総

合開発計画という名前にあるとおり、総合計画としての議論が必要かなというふうに感じま

す。 

○平山委員長 事務局、何かそういう進め方をまさにされようとしているわけでしょう。 

○川村河川調整官 今回のダム検証でも、やはり治水目的とほかの利水目的というのが、やはり

一体不可分と申しますか、一緒にやっているということで、その分を除いては検証できない

という考えで、それもあわせて水需要の確認とか作業をして検証を進めているところでござ

います。 

○平山委員長 奥村委員、何かございますか。 

○奥村委員 今大久保先生がおっしゃられたことと関連しますが、ダムの機能となると、洪水と

流水の正常な機能の維持と、かんがいと水道ということになっておりますけれども、今の流

れとして、やはり治水と利水と環境というのがあって、そのうちの環境が、果たして「流水

の正常な機能の維持」だけでいいのか、ちょっととらえ方が狭いのかなという感じがします

ね。 
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  例えば地域全体としての生態系ということに対して、どういう影響があるかということを見

ないといけなくて、水が足りないときに流しておけばそれでいいという、そういうものでは

ないだろうと思います。そうすると、関係者としては、利水参画者と、それからもともと治

水に責任を持っておられる整備局は入っておりますが、環境の関連の関係者のかかわりが、

ちょっと見えにくいなと感じます。そういう意味では、今のプロセスの中で、関係住民であ

るとか、学識経験者の中で、特にそういう環境の立場からの方の意見を丁寧にお聞きすると

いうことが大事かなと思う次第です。 

○平山委員長 ありがとうございます。事務局、何かございますか。 

  我々の対象としている検証ダムは鳴瀬川総合開発事業と鳥海ダム建設事業、２つございます

が、両方とも洪水対策と、それから水利用の利水と、それから川にある程度の水を豊かに流

していこうという、流水の正常な機能の維持というふうに書いてございますけれども、この

中に環境というものも全部含まれて入っているのではないかということなのですが、この３

つ目の流水の正常機能についての中身をもう少し説明してもらえませんか。 

○川村河川調査官 流水の正常な機能の維持につきましては、まず環境については水量の話と自

然環境、その沿川全体の自然環境と恐らく２つ捉え方があるかと思います。ここの流水の正

常な機能の維持は、水量面から環境の保全あるいは既得の水、既に水利用されている方の取

水を何とか確保する。あるいはほかのものですと、舟運があるようなところでは舟運を確保

できるような水量は何かとか、景観上どうかとかいうことを検討して必要な水量を確保する

ことにしております。 

  もっと広く環境という意味で申し上げると、水量とは直接関連しない、全く関連しないとい

うことはないと思うんですけれども、河川の動植物でありますとか、そういうものも、それ

は別にまた調査をして保全をしてということを取り組んでおりますし、ダムにつきましては、

ダムで水没するところ、あるいはダムの工事、水没によって影響を及ぼす環境がどうなるか

という調査と評価をきちんとして、環境の保全あるいはミティゲーションに努めていくとい

うことを取り組んでいくということでございます。 

  ダムの流水の正常な機能の維持というのは、その中のいろいろある中の水量面からの環境の

維持増進というところが強いというふうにご理解いただければと思います。 

○河川部長 ただいまの環境のお話でございますけれども、２ページのダム事業の検証の進め方

についてのところで、ダム検証におきましては素案の作成から対応方針（原案）の作成に至

る間で河川整備計画に準ずる手続を行うということにしてございます。 
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  その中で、学識経験を有する者のご意見を聞くということで、これは流域委員会、流域委員

会は河川工学の先生、水環境、動植物の専門の先生などご参加いただいておりますけれども、

そういう方々からご意見を聞くということにしておりまして、その段階でダムですとかさま

ざまな代替案につきましても、環境につきましていろいろ十分ご意見をお伺いしていきたい

とういふうに考えております。 

○平山委員長 今、河川部長からお話ありましたけれども、次回のご説明の中で、どういうよう

な手続を踏んでこの案ができているかというあたりを、少し丁寧に説明をお願いしたいと思

います。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

  それでは、今対象になっている２つのダム、ダムというか鳴瀬川のほうは、流域全体の課題

をダムを通じて解決するという総合開発事業という名前がついています。あるいは鳥海のほ

うは単体のダム建設事業になっていますけれども、これにつきまして何かご質問等ございま

せんでしょうか。 

  お気づきと思いますが、鳴瀬川のほうはちょっと複雑な案件になっていまして、国の事業で

現在お考えになっているのは田川ダムというダムでございます。一方、宮城県の計画の中に

あるのが筒砂子ダムという２つのダムがあって、それらを総体的に捉えながら流域全体とし

ての治水、利水、それから流水の正常機能を達成しようということで検討を進めているとこ

ろでございます。非常に複雑なので、そのあたりの説明を次回にしていただきたいと思いま

すが。 

  あと何かございませんでしょうか。黒沢委員、浜岡委員、北林委員、わからなかったらどう

ぞ遠慮なくご質問ください。遠藤先生も質問ございましたらどうぞ。 

○遠藤委員 私は全然門外漢ですけれども、治水をダムに頼らずとか言っていましたが、なかな

か難しいお話だなと思ってはいます。 

  皆さんもよくご存じのように、明治以来からこれまで、例えば雨がどのぐらい降るかとか観

測をずっとやってきた、これは 近余り役に立ちませんものね。ゲリラ豪雨とか気象変動が

物すごく変わってまいりまして、局地的に大きな水がバッと降ってくると対応できないよう

な場面、たくさんございます。例えば杉並の大洪水なんかあった場合、都市部ですので、都

市部にダムをつくれと言ったってつくれないので、地下にたくさん水が入るように国交省さ

んとかが苦労してつくられたと思いますけれども。 

  ですから、そういったものを全体的に国の安心・安全といいますか、自然災害の多いこの日
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本の国土の中で、地震だ津波だといわれるほかにゲリラ的な豪雨が降った場合に大丈夫なの

かと。僕がずっと思っていたのは、例えばロックフィルダムで田川ダム、８５メートルとか

堤長３８０メートル、よろしいのですけれども、これからかなり安全を見込んで、ちょっと

危ないなと思ったら数メートルかさ上げすることも将来考えるとか、いろいろ手を打ってお

かないと、結局つくったけれども地域住民にやはり災害が及んでしまったというようなこと

にならないことを前提に考えていなくてはいけないのではないかなということです。今まで

苦労して集めたデータが、なかなか適用しにくいと 近ふと思うようになりまた。５０年に

１回の豪雨とか何か言ってみても、どのぐらいの安全率といいますか、信頼性があるのかと

いうことも、また別な専門家にお話を伺わなくてはいけないと思いますけれども、ダムに限

らず河川もそうですけれども、全てを含めた安全なシステムをつくるということはもちろん

大事なのです。 

  ただ、局地的にたくさん雨が降った場合に、河川だけで多少流れを弱めたり何かしながら、

土手が切れないようにとかいろいろやるのはさぞ大変だろうなと思うと、いろいろな方策を

少しずつ補強しながら、全体としてのリスクを少なくするようなことを、やはり考えていく

ことなのかなと思っておりまして、ダムだけではないのですけれども、その１つの大きな柱

としてダムがあるというふうな捉え方なのではないかなと、私は思っておりますので、ひと

つ、いろいろわかるようにご説明いただければいいなと思っています。 

  ちなみに、例えば今までいろいろな意見を聞いてきて、ダムに頼らず治水をやるんだという、

この数千年言った人はいなんですよね。一政治家やパーティーが何か言ったからって、数千

年の重みってあるわけですよ。言った人に考えてもらうのが一番いいんだという人もいるか

もしれませんけれども、我々はない知恵を絞って全体的に安全性が高まるような議論をして

いくのが一番いいのかなというふうに思っていますので、せっかくこの委員会に入れていた

だきましたので、前向きな議論に参加させていただければと思っております。よろしくお願

いします。 

○平山委員長 何かありますか。 

○川村河川調査官 今、ご意見いただいた全くそのとおりでございまして、今回の検証の中でも、

ダムとあと河川の中、あるいはほかの遊水地を考えたりとかいうものもございますし、流域

の中で何か対策ができないかとか、少しあふれさせることを認めながらでもできないかとい

うようなこともあわせて検討をしております。また、それは本日資料もおつけしていないの

で、またご説明をしたいと思います。 
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  それから、ダムの安全度の話でございますが、これに関しても鳴瀬川についての計画は１０

０年、１００分の１の確率の洪水に対してということで計画はしておりますが、ダム施設に

ついては、それを超える雨の降ったときでも施設が壊れてはいけないという発想がございま

して、それより高い確率に対しても施設としては対応するという設計を、設計面の対応でご

ざいますがしておるところでございます。それだけ紹介させていただきます。 

○平山委員長 また次回も、そういう視点からごらんになっていただきたいと思います。 

  北林委員、どうぞ。 

○北林委員 今の遠藤委員のお話は、４ページにあるサーチャージ水位のことで、これが過去の

記録に基づくだけでは設定できないような状況が現在ある、ということだと受け止めました。

そうなれば、堤防の高さをどうするかといった話になるのだと思いますが、そうした規格の

細部にまで、この委員会は関わるものなのですか。 

○平山委員長 いかがですか。 

○川村河川調査官 広く計画の中身ということでございますので、いろいろな組み合わせを考え

ていくときに、私どものほうから高さを変えたいというご提案をすることも含めております

ので、それももちろんご議論いただく対象になっているというふうにご理解いただければと

思います。 

○平山委員長 今のお答えでおわかりになりましたか。河川部長どうぞ。 

○工藤河川部長 また後ほど、次回詳細をご説明いたしますけれども、治水の目標、検証におき

まして考えるべき治水の目標は、別途法定計画の河川整備計画のほうで議論した結果決まっ

ておりまして、その目標に到達するためにダムがいいのか、ほかの例えばいろいろな遊水地

がいいのかとか河道掘削がいいのかとか、そういうことを検討しております。それにつきま

してご議論をいただきたいというふうに思っています。 

  今、調査官が言いましたのは、そういった方向の中で高さがいろいろな案は出てくるという

ところでございます。今、 近、局地的豪雨ですとかゲリラ豪雨ですとか爆弾低気圧とかい

ろいろございますけれども、そういうものに対しましての対応といたしましては、実を申し

ますとまだまだやはり治水への安全度自体が全く十分じゃないという実情がございますので、

まずはベースとなる安全度をいろいろな施設で高めていくという対応が１つでございます。 

  あと、それだけではなくて、例えばゲリラ豪雨などにつきましてはどこで発生するかとか、

そういうのを把握するためにはＸバンドレーダーという高性能のレーダーを入れております

けれども、そういうもので雨をしっかり把握するとか、ハザードマップなんかもそうでござ
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いますけれども、いろいろなソフト対策も動員して、いろいろそういう現象に対しては対応

していくというやり方で、今対応してきているという状況でございます。 

○平山委員長 おわかりになりましたでしょうか。なかなかわからないと思います。 

○北林委員 高さは１つの例で、それに類する方法論の問題が広くあるということなのですね。

そうした内容がこの委員会にかかってくるということを、確認したかったのです。 

○平山委員長 我々がこのダム検証でやらんとしていることは、非常にローカルな集中豪雨みた

いなものの対応というよりは、むしろ流域全体で考えて、その平均的な安全度、基本的な安

全度をまずダムで確保しようと。その中で、多分派生的な問題として町の地下道の問題とか、

集中的な雨に対する対応というのは別の面で出てくると思うのですが、基本的なものをダム

で何とか、安全度を高めようと、そこの議論を次の委員会でやらんとしているんだと私は理

解をしているのですけれども。河川部長もそうじゃないのかな。ですから、集中豪雨の対応

まで全部ここで扱うということではないということでございます。 

○北林委員 ありがとうございました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。黒沢先生、どうぞ。 

○黒沢委員 私多分、環境担当ということで呼ばれていると思いますけれども。河川の事業とか

管理で、生物多様性とか生態系という面で非常にそれらと親和性が高い事業というのが１つ

あります。例えば遊水地や何かというのは、もともとあった河川環境の復元にもなっていて、

有名な例では渡良瀬遊水地なんかが本州 大の湿地だと言われているようなものもあります

し、普段の管理でも、例えば河川に繁茂している樹木の伐採ですとかや、河道掘削というの

は人の手によって川の氾濫がなくなったことによって河川敷環境というのが変化している、

そういったものをもとの状態に戻すというような意味で非常に生物多様性や生態系や何かの

を良好なほうへ移す事業なのです。しかし，ダムというのは残念ながらそれらと対局で、ど

うしても生物多様性や生態系を完全に破壊してしまうような事業なのですね。 

  そういった意味で、環境に配慮するというようなお話があるのですが、 大の配慮はつくら

ないことなのですね。あるいはサイズを小さくするとか、そういったことなので、むしろ評

価のためには、この委員会がそういう場かどうかわからないのですが、評価をするためには、

なぜダム以外ではだめなのか、ほかのものではだめなのかとか、あるいは現在までに生じた

被害ですとか、今直面している具体的な被害や何かを提示していただいて、それを解決する

手段として、どうしてもこのサイズのこのダムをここにつくらなきゃいけない、そういった

ことをわかるように提示していただけると評価ができるのかなと思います。そういったこと
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が見えるような資料もつくっていただけたらと思います。 

○平山委員長 ありがとうございました。事務局よろしく準備をお願いしたいと思います。 

  浜岡委員、ありますか。 

○浜岡委員 議論というか発言するタイミングを逃してしまいまして、１つ前の議論に戻ります

が、２ページで示していただきました検証の進め方について、確認をさせていただきます。 

  終的には、ダムをつくる、つくらないという結果になると思います。世の中にはその結果

が出ていくということになりますが、その間のプロセスは、もっと大事だと思います。その

プロセスがしっかりと伝わらないまま結果だけがひとり歩きしてしまうと、受け取り側との

ミスマッチが生じ、それが大きな問題になるのではないかなということで、２ページに書か

れたプロセスは非常に重要だと思っております。 

  確認したいことは２つありまして、１つ目は、ＢやＣ、Ｄというような案をつくるというと

ころについてですが、これ１つの案がこうなりましたとなるのではなくて、幾つも案を考え

る中で、さまざまな検討をした結果こうなるというふうな形で示されているのかどうかとい

う確認です。 

  ２つ目が、1つの案が決まった時に、検討監視委員会や学識者の意見を受けていただく訳で

すが、その結果、検討したものの結果が余りよろしくないということでフィードバックする

といったプロセスもあるのでしょうか。これ見てみると、必ずイエス、イエスで進んでいて、

実際そうではない気はしますが。その２つの確認をしたいです。お願いします。 

○平山委員長 ありがとうございます。事務局、よろしくお願いします。 

○川村河川調整官 わかりました。１点目の案のつくり方でございますけれども、目標に対して

どういう方法があるかというのを幅広く検討しております。さっきもダム、河道掘削、遊水

地いろいろございますが、そのさまざまな案の中でこういう案が も有利なのではないかと

いうお示しの仕方になると思います。それが１点目。さまざまなまま提示させていただきま

す。 

  ２点目、検討結果のフィードバック、否定的なことがあった場合のフィードバックでござい

ますが、ここにはそこまで記載しておりませんが、例えば本省に報告してからでも、その後、

この検証結果では少し不適切なところがあるということがもしあれば、またもとにフィード

バックするというシステムになっております。もちろん、皆様からいただいた意見を我々真

摯に受けとめて、反映すべきところは反映して修正すべきところは修正するという姿勢でま

とめているところでございます。 
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○平山委員 九戸委員、どうぞ。 

○九戸委員 昨年、おととしと経験した側から言いますと、ここまでやるのかというぐらいの資

料をお渡しいただきました。いろいろな条件を重ねたマトリクスを見せていただきましたの

で、検討は我々の中では十分にできていると思います。ただし、それが外に出ていくとき、

マスコミの取捨選択の中ではやはり結果が出てまいります。情報公開の中では十分に耐えう

る資料を私たちは見せていただいていると思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  おわかりいただけましたでしょうか。いろいろな選択肢の中から選ばれて、フィードバック

も含めた形が素案であり、原案になっているということだと思います。 

  ほかに何かご質問ございませんでしょうか。 

  次回は正式の議論の場でございますけれども、２つのダム事業につきまして、それぞれ目的

があるわけですね、治水とか利水とか。洪水なんかにしても、ダムをつくるのか遊水地でや

るのか、河道を堀りこめばいいのか、あるいは人がいなくなるのか、多少住むのか、いろい

ろな選択肢があって、その選択肢の中から一番安上がりで、そして時間がかからない、そし

て環境に優しいものを選ぶと。洪水に関してはそうだし、利水に関してもいろいろな選択肢

があって、またその中からもいろいろ選ぶと。それから河川の正常な機能を維持するために

水をためるのにもいろいろな手段があるので、それについてもいろいろな選択肢を比べる。

それの中のよさそうなものを組み合わせて、総合的にどれがいいんだということを 終的に

決めなければならないわけです。それを決めたものが素案なり原案なりとして事務局のほう

から提示があり、素案なり原案なりを導いた過程が正しく行われているのかをこの委員会で、

議論していただくということになろうかと思います。 

  それで、もしこれでご質問なければ、そういうような進め方を次回にいたしますが、非常に

複雑なのです。九戸委員からお話がありましたように非常に複雑で、この場だけでパッと見

て２０数個選択肢があって、その中でどれがいいかなんていうのは、この場で判断できない

ものですから、あらかじめ河川のワーキンググループに専門の立場から、あるいは分野にか

かわらず見ていただいて、こういう主なものを取り出していただいて、ポイントを絞ってい

ただくことを河川のワーキンググループでやらせていただきまして、それをもとに説明を少

し詳しくするようにいたしますが、その内容を委員会の前に、委員個人個人のところで説明

をさせていただきたいと思います。 

  そういう手続を経て、次回の第２回目の委員会で全体の概要をなるべく簡略に説明をするよ
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うにして、ご意見をいただきたいと思います。２つ一気にやるのは大変なのですが、次回の

委員会で結論を得たいと思って、そういう進め方を考えましたのでよろしくご協力をお願い

したいと思います。 

  事務局、そういう進め方でよろしいですか。 

○川村河川調査官 はい。 

○徳山局長 進め方それで結構でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

  少し補足だけ申し上げたいと思いますけれども、今年度何回か開かれるこの委員会で、幾つ

もの事業評価をお願いすることになりますけれども、ダムの検証はその中では特殊なほうで

ございます。この２つだけが。そのほか１０幾つか２０かわかりませんけれども、普通の事

業評価は、この２ページにあるような、特に新しい委員さんいらっしゃいますから、こうい

う手続ではなくて、もちろん原案をつくる際に知事さんとか市町村長さん、関係者のご意見

を聞いた上で、こういう事業化してよろしいかどうかという提示をここにいたします。その

ときも、例えば普通の事業ですと、道路が渋滞しているとなれば、その道路を広げるかバイ

パスがいいかぐらいの、そんなに２０通りもあるわけではございませんので、そういうのを

ご説明することになるわけです。プロセスもこんなに複雑ではないということです。 

  ただ、そういうことで新しい委員さんが来られて、 初にダム検証から入るというのは、か

なり複雑な感じなんですけれども、特殊だとお考えください。プロセスもこうなっています

のは、ダム検証というのは、とにかく全国的に全てのダムをもう一回、ある意味止めて、全

部本当にこのダムが必要なのかを検証しようという大きなプロセスの中に入っているわけで

す。したがいまして、やり方も２０何通りと先ほどありましたけれども、例えばかんがい用

水が必要なのに、ダム以外に例えば地下水じゃだめなのかとか、そういうご意見もあれば、

それも全部しらみ潰しにやります。常識的に考えますと、地下水で田畑を潤すというのは地

盤沈下して恐らく数量が合わないわけですけれども、そういうものもやりますものですから

２０通りとかいうものを全部、とにかくあらゆることを検証すると、こういうプロセスにこ

のダム検証はなります。 

  ただ、実際には本当にフィージブルな代替性のある案というのは片手ぐらいの中におさまり

ますから、そういう決勝戦に残るようなものを特に念入りに次回は見ていただいて、本当に

ダムがいいかどうかというのを見ていただくということになると思います。 

  さらにプロセスとしては、先ほど委員長さんからも、これだけ有識者なり知事さんなりやっ

てきて事業評価委員会で何をと、こういうご発言もございましたけれども、私ども整備局に
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とりましては事業評価監視委員会というのは正式の常設の、 後にあらゆる事業をご評価い

ただく場でございますので、ダム検証は特殊な事情で全国展開しますけれども、ラインが２

つになるというのもおかしなものでございまして、そちらでそういうことをやられた 後の

エッセンスのところを、やはりこの委員会で 後はお目通しをいただいて結論としたいと、

こういうことで、やや屋上屋を架すところはあるんですけれども、そういう意味で重要なこ

の委員会にお諮りをすると、こういう趣旨でございます。 

  若干補足ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平山委員長 局長、つけ加えていただきましてどうもありがとうございました。 

  ダム検証の進め方等につきまして、何かしら理解ができていただいたのではないかと思いま

す。次回の委員会では、よろしくお願いをしたいと思います。 

 

６．その他 

○平山委員長 それでは、ダム事業の検証に係る検討についてという議題は終わりまして、６の

その他ですが、先ほどの局長がお話しになった、昨日たまたま全国の９つの地整と、それか

ら沖縄があって１０になりますが、その１０の事業評価監視委員会の委員長が、集まる機会

がございまして、その様子のお話をいたしたいと思います。 

  平成１０年にこの制度が始まって初めての機会だと思います。いろいろな各地整でやってお

られるこの中で、課題が出てきたりマンネリ化しているところがあったりとか、そういうよ

うなことがあって、そういう集まりの機会が生まれたんだと思います。全般的に見まして、

我々がやっているのは非常に妥当なというか全国的な平均的な進め方をやっていますし、悩

んでいる課題も、それぞれの地域で悩んでいる課題と似ていると思いました。我々のところ

は、特に大きな災害がございましたので、今まで住宅地であったところが水害に遭って新し

い計画では農地にしか使えない、あるいは工場にしか使えないということになれば、今まで

計算していた便益が、違ってしまいます。そのような大きな災害、地域の改変があった場合

に、どういうふうに評価をしていくかということは、我々の経験の中で気がつきましたので、

そのあたりは私のほうからその場でいたしました。従来、５年に１回事業の再評価を行って

きたものが、数年前から３年に１回になりまして、ほぼ件数が倍増になって、順調に進んで

いる事業だったらそんなに細かく見ることはないのではないかということで重点事業と要点

事業とに分けたんですけれども、それでもやはり委員会の審議件数が増えすぎて、委員の皆

さんの出席もだんだん悪くなるという面もありました。Ｂ／Ｃを計算してみると３年じゃ余
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り変わらないわけです。人口も国勢調査が大体５年に１回でしょうか。ですから人口も変わ

らない、交通量もそれほどないのにＢ／Ｃが０．１変わりましたというような、何か無駄と

いうか、もう少し効率化できるようなところもありました。そういうようなことがどこの委

員会でも起きていまして、同じような悩みが出されました。 

  あるいは、この委員会の存在というのを、もう少し地域社会に広めたほうがいいという意見

もありました。もっと前向きに、余り縮こまらないで堂々と公共事業というものの存在を発

信していったほうがいいという意見もございました。そういう点で、今まではＢ／Ｃ、その

事業にかかるお金と、その事業から生まれる便益、効果の比ですが、それをＢ／Ｃといって

いますが、それを重視して評価をやってきたのです。ところがお金に換算できるというのは

Ｂの計算でも非常に限られたものしかなくて、例えば道路事業なんかでも交通事故が減って

幾ら時間が短くなって、そういうようなお金に換算できるようなものしかなくて、地価が上

がるとか防災上の安全が向上するとか、観光客が来るとか、お金に関わらないものは便益に

入れなかったのです。ですから、Ｂ／Ｃだけに余り頼らないで、総合的な見地から判断する

ようにしたらどうかという意見も非常に強く出ておりました。 

  しかしやはり、一般社会に対する説明責任のことを言うと、総合評価というのは余り基準が

明確ではないものであり、 低限でもＢ／Ｃは１をオーバーしているということが社会に対

する説明責任になるのじゃないのというご意見もございました。 

  それから、前回九戸委員だったですか、港湾の整備で復興は道路と一緒に効果を見たほうが

いいのではないかというご意見があったと思いますが、そういう単独事業、余り細切れにし

た評価ではなくて、もう少し事業をまとめたような総合的な評価のほうがいいのではないか

というような意見もありました。 

  そういうことで、我々が日ごろ悩んでいることが、その場で出されました。そこには評価の

制度を考えておられる学識経験者の方も同席しておりましたので、現場から上がってきた意

見をどういうふうに全国的に反映していただけるか、まだ何ともわからないのですが、そう

いうような流れにはなっております。 

  いろいろ評価をやっていますと、非常に悩むことが多くて、港湾の、奥村先生が言っていた、

ないものとして考えるとか、いろいろこの環境を保つために幾ら払うのというようなことで、

環境の値というのは見積もることができるのですよ。そういう手法があるわけですね。この

環境を守るためにあなただったら幾ら払うのかと。そういうものを平均をとってこの環境を

守るためには、１００万の便益がありますというような言い方もあるので、そういうような
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ことについて事業ごとに仕組みが違っていたりして、非常に複雑なので、河川事業とか港湾

事業とかそういう事業間の調整をやってくれとか、そういうような意見も出ていました。 

  もし皆さんのほうから、こういうようなことも我々としては問題だよというようなことがあ

れば、ご意見をいただいて、それも機会を見て中央に届けさせていただいて、よりよい評価

手法に行きたいと思います。昨日の懇談会の報告は一応そんなことでございましたけれども、

改めて何かご意見あればお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。 

○奥村委員 私自身、実はそちらのほうの研究もしているので悩むところは多いのですけれども、

１つは今の評価のやり方というのは計算できるところはそれでいいんだけれども、計算でき

ないところは、何かコメントが書いてあるだけで、でも実際の判断のところには反映されな

いという問題が１つあります。また、もうちょっと待ってみる、今本当にしないといけない

のかどうかということを、もう少し事情が変わるまで待って判断するというような話もある

だろうし、先ほどもお話ありましたけれども、雨の降り方みたいなものが変わっているかも

しれない。だから、今目の前にあるものがいいかどうかという判断のほかに、もう少し我々

が蓄積しているいろいろなところで測ったデータというものを、次の段階に生かすという姿

勢は、もうちょっとあっていいような感じがするのですね。 

  これとは別に感じるのは、評価を客観化するという方向で評価制度が発展して来たのですけ

れども、 後のところやはりわからないところが結構あります。それから、先ほどのダムに

しても、本当に１００％どんな雨が降っても我々は被害を全く受けないようにするべきなの

か。そういうことで誰も国土の中で水害に遭ったことのない人ばかりになったら、本当に１

００％守れればいいですけれども、想定を超過するようなことが起きたときに、誰も水害の

経験を知らない、誰も逃げ方を知らないということになります。そのような事業に本当に意

味があるのかということも悩みます。つまり、目的がまずここにあって、その目標の水準を

できるだけ効率的に達成しましょうという判断のやり方が、本当にいいのか。それとも地域

は地域なりに、こういう問題があるということをみんな知っていただいて、これは仕方ない

ことだ、だから、別途地域で対応しましょう、あきらめましょうということも含めて、判断

すべき時期に来ているようなところもあるのですね。 

  だから、この種の委員会では個々の事業がオーケーかどうかを結構機械的に判断するという

ことになりがちなのですけれども、本当は、こういうことをずっと続けてきて、我々がどう

いうことを新しくわかったのかということを、ときどき振り返って、それを地元の方にも理

解していただくというようなこともあっていいのかなと思います。 



-25- 

  今我々には全然わかってない部分が結構ありまして、さきほどお話がありましたように、道

路と港湾のどういう組み合わせにするとプラスアルファのものが出てくるのかとか、さっき

の治水と利水のところも、ダムのところで水量が足されていますけれども、本当はうまく調

整をすれば１だけ確保して両方ともにうまく使って、１以上の効果が出せるのかもしれない、

それに観測しているデータとか雨の降り方に対する予測とか、そういうものをもっと入れて

いくと、今までだったら危ないからとにかく足し算にしておきましょうねということだけで

考えていたのだけれども、もうちょっと組み合わせをうまく使うということを我々勉強して

いかないといけないような気もする。だから、今置かれている事業評価の方法というのは、

仮に不十分な知識ながらも間違いが余り起きないようなやり方として、とりあえずマニュア

ル化されていたりするものであって、完全なわけでもないし、もう少しいろいろわかったこ

とをうまく取り入れて改善してゆく仕組みにしないといけないだろうなというふうに思いま

す。ただそれは現場を見ながら、それをもう少し霞が関のほうでよく考えていただいて、そ

こを情報交換して制度をよりよくしていただくということは必要かなというように思います

ね。 

  その時に、ベースになるのは現場で実際のところで何が起きているかきちっと見るというこ

とが基本ですので、そういう意味で我々が考えながら、そういうことに取り組んでいくとい

うのが大事かなというふうに思っております。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

○遠藤委員 遠藤ですけれども、評価は本当に難しいと思います。地域だけの評価なのか全体の

評価なのか。短期間なのか長期間なのか。戦争でいうならば戦術なのか戦略なのか。いろい

ろな意味で評価をする視点を変えれば、なかなかいいものもあれば、どこかマイナスになる

ところもある。こういうダムの場合は、地域全体でどの程度の安全率が上がりますよと。や

らなければ、この程度のリスクは勘弁してくださいねということを言えたものなのかと。 

  いろいろなことを考えながら評価をするのは大事だなとは思っています。地下水がどんどん

下がって、もう耕作ができない、重金属で地面が全部壊れた。ダムなんかいっぱいつくった

のだけれども足りないという国もある。水も駄目、空気も駄目と。そういうふうにこの国を

したくはないと。ですから、確かに生態系が多少変わったりするのだけれども、どこまで許

されるかということを考えながら、やはり評価すべきかなと。ぜひ、前向きの議論というの

はそういう意味なので、子孫に危ない日本を渡したくはないと。ある程度死ぬのはしようが

ないですよとは言えないですから。現状で力があるのだったら、 善の策を探っていくしか
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ないなというふうな感じはしますよね。ですから、国土交通省さんはよく車社会でバイパス

つくってこの程度のという、ベネフィットとコストのＢ／ＣあるいはＢマイナスＣですか、

いろいろやってみてこれですというのを、実はもっと効果があると私は思っているのだけれ

ども、いろいろな効果を実はなかなか言いにくい。そういうのも委員の先生方には感じとり

ながら評価してもらえばありがたいなと思っています。以上です。 

○平山委員長 何かご意見ございませんでしょうか。 

  奥村先生がおっしゃったように、まだまだ評価という仕組み、手法、進化中のものだと思い

ます。ですから、これからも数値化の問題を含めて何をどこまでとるかという問題もありま

すし、そのあたりは直していかなければならないというふうに思います。 

  きのう、集まった委員長さん、土木屋さんが多かったので、公共事業というのはそこに１人

でも人が住んでいればやるべきだというようなご意見も非常に強く主張しておられました。

それぐらい自信を持ってインフラ整備を進めてくれというご意見と、やはり金のない中でや

っているのだから、社会的な説明をうまく透明性を持ってやるにはどうしたらいいのだと。

Ｂ／Ｃが１を上回っていれば、そのぐらいの責任は果たせるのではないかと。だけれどもも

う少しＢに入れ込むような、数値化できるようなものをつくってくれというような、本当に

思いは一緒なのですが、やはり対社会のことを考えると、そうばっかりも言っていられない

というような意見が多くて、本当に評価手法の進歩というのは非常に我々待たれるところだ

と思います。 

  ぜひ、我々現場からいろいろな声を上げていって改善につなげていければいいなというふう

に思いますので、今後とも遠慮なく、このやり方変だよということがあれば中央に発信して

いきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

  それでは、今日いただいたご意見につきましては、後ほど整備局のほうとお話をして、ある

程度まとまってから上げるか、いろいろ作戦はあろうかと思いますが、何か対応はさせてい

ただきたいと思います。 

  以上をもちまして、委員会としては審議の中身は終わりなんですが、事務局、今日の取りま

とめを議事録に残して、それを皆さんに見てもらうという作業がございますので、何分ぐら

いかかりますか。（「５分ぐらい待っていただければ」の声あり）５分ぐらいですか。では

ちょっと５分ぐらいしばし休憩をさせていただきたいと思います。 

     〔休 憩〕 
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○司会 それでは、お配りいたしました開催結果について読み上げさせていただきます。 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、平成２５年度第１回委員会を平成２５年５月２９日

水曜日、東北地方整備局二日町庁舎において開催し、委員長及び委員長代理の選出を行った

後、委員会運営についての審議を行った。 

  また、事業実施者（東北地方整備局）からダム事業の検証に係る検討状況の事前説明の報告

を受けた。 

  審議等の結果は次のとおりである。 

 １．役員選出 

  ・東北地方整備局事業監視委員会規則第３条第７項及び９項に基づき、委員長に平山委員を 

  選出し、平山委員長が大久保委員を委員長代理に指名した。 

 ２委員会運営について 

  ・東北地方整備局事業評価監視委員会運営要領４(3)に基づき、平成２５年度委員会の運営 

  について審議を行い、重点的かつ効率的な会議運営のため、委員会で重点事業選定する「審 

  議事業選定委員」を置くことで了承された。 

  「選定委員」は以下のとおり選定された。 

  「河川関係事業」……大久保委員、黒沢委員、河野委員 

  「道路事業」…………遠藤委員、九戸委員、北林委員、浜岡委員 

  「港湾事業」…………奥村委員、間庭委員 

  なお、事業ごとの選出以外の委員について、参加を妨げない。 

 ３．ダム事業の検証に係る検討について 

  鳴瀬川総合開発事業及び鳥海ダム建設事業の検証に係る検討について、説明があった。 

  次回の説明の際に、手続や評価の視点について、また総合的な事業としての観点から詳細に 

  説明することとする。 

  また、河川ワーキングで事前に説明をした上で、次回の委員会で審議することとする。 

 ４．その他 

  委員長より、全国の委員長との意見交換についての報告があった。 

  ・災害などＢ／Ｃの数値に偏重しない総合的な視点の評価が必要 

  ・再評価について、３年サイクルでは大きな社会情勢の変化が少ないため見直しが必要 

  ・個別事業の評価だけでなく、地域の事業全体で総合的に評価することが必要 

  ・大震災など、大規模な改変が起こった場合は、中止だけでなく休止や保留といった選択も 
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  必要 

  以上でございます。 

○平山委員長 ダム検証のところで、ワーキンググループはいいんですが、委員に事前説明はし

ていただけませんでしょうか。 

○工藤河川部長 先生方には個別に説明はいたします。 

○平山委員長 その文言がちょっと落ちているかなと。（「ワーキングの委員にということです

か」の声あり）「委員に事前説明を行い、次回の委員会で」というふうに直していただけま

せんでしょうか。 

  私が勘違いしていますか。よろしいですか。ではよろしくお願いいたします。 

  ほかに何かお気づきのところございませんでしょうか。 

○奥村委員 済みません、２のところの文言ですけれども、３行目の「重点的かつ効率的な会議

運営のため、委員会で重点事業を選定する」という、「委員会で」っておかしいかな。「効

率的な会議運営のため、重点事業を選定する何々委員を置くことで了承された」でもいいの

かな。「委員会で」というのが要らないのじゃないかなと思います。 

○平山委員長 そうですね。削ったほうがはっきりすると思います。そのとおりだと思いますの

で、「委員会で」というところを削ってください。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

○黒沢委員 僕より委員長が確認されていると思うのですが、その他のところの２つ目のところ

なのですが、「再評価について、３年サイクルでは」のところが「一律３年サイクルでは」

というような意味でおっしゃったと思うのですが、全部がではなくて、もちろんいろいろ情

勢の変化が早いものがあるので、これに「一律」を入れたほうがいいと思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。そういう意味で、「一律」ということにしましょうか。 

  実際には、いろいろな改変があったり予算が変化したり、計画が変わったりするたびごとに

再評価をやることにしていますので、その３年の決まりにかかわらず。まさにおっしゃると

おりでございます。では「一律３年サイクル」にしましょう。 

○遠藤委員 済みません、４番その他の、委員長より報告があったについてですが、主な意見は

次のとおりぐらいにしておいて、これが、うちの委員長が全部言ったという意味ではなくて

全体的にそうだったのだろうね、こういう意見が出されたよ、ぐらいにしておいたほうがよ

ろしいのではないでしょうか。意見交換についての報告があった、その次、出された主な意

見は次のとおりというようにしておいたほうが。平山委員長とは余り関係がなく、みなさん
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が言ったみたいなほうがよろしいのではないかと思いました。 

○平山委員長 私だけの報告だけではなくて、こういうことで委員長の皆さんから意志が出され

たということを私から報告したので、これを事務局が率直に書かれたのだと思います。 

  今日は報告があったということだけにさせていただきまして、また何か皆さんの中で進め方、

あるいは評価の手法についてご意見があれば出していただいて、それは正式に、この委員会

の合意のもとに上部に上げていくというふうにしたいと思いますので、このままでよろしく

お願いいたします。 

  ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、ありがとうございます。このとおりにまとめさせていただきました。 

  では、これで議事のほうは終わりですので、事務局お願いします。 

○司会 それでは、開催結果についてはご指摘のとおり訂正させていただきます。 

 

７．閉 会 

○司会 以上をもちまして、平成２５年度第１回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いた

します。 

  なお、次回委員会は７月１０日午後を予定してございます。ご出席については再度確認いた

だきまして、ご案内を申し上げますので、次回委員会の出席につきましてもよろしくお願い

いたします。 

  また、今後、ダム検証のポイントを審議する河川ワーキングも予定してございますので、事

業選定委員の皆様には引き続きご出席をいただきますようお願い申し上げます。 

  これをもちまして閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 


